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概要
[ユーザ（User）]タブを使用して、組織内のユーザを管理できます。一般的なユーザ管理タスクに
は、ユーザの検索、特定のユーザの詳細情報の表示、新規ユーザの作成、既存ユーザのアクティ

ブ化と非アクティブ化、ユーザへのポリシーグループの割り当てが含まれます。[ユーザ（User）]
タブは、組織管理者がCiscoWebExMessengerにサインインしたときに表示されるデフォルトのタ
ブです。次の図は、Cisco WebEx Messengerにサインインした後に表示される [ユーザ（Users）]
タブのデフォルトの表示を示しています。

[ユーザ（User）]タブのデフォルトの表示には、常に表示される検索ボックス、Cisco WebEx
Messenger組織内のユーザの検索手順が含まれています。ツールバーには、CiscoWebExMessenger
組織内のユーザに関する特定のタスクを実行するための追加オプションもあります。

[ユーザ（User）]タブには、複数のフィルタを使用した強力な検索機能があり、組織内の特定の
ユーザをすばやく簡単に見つけることができます。
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ユーザと管理者の検索

手順

ステップ 1 ユーザまたは管理者を検索するには、[検索（Search）]ドロップダウンリストで適切な検索基準を
選択します。利用可能な検索基準の詳細については、「関連項目」セクションを参照してくださ

い。

ステップ 2 選択した検索基準に応じて、対応する検索用語を入力します。たとえば、[すべてのユーザ（All
Users）]を選択した場合、検索フィールドにユーザ名の少なくとも 1文字を入力します。

ステップ 3 [検索（Search）]をクリックすると、検索基準と一致するユーザのリストが表示されます。
ステップ 4 検索結果に表示されるユーザが 1ページに収まらない場合、ページの下にある矢印アイコン（>>

と <<）を使用して検索結果を移動します。
ステップ 5 アクティブユーザのリストを表示するには、まずCiscoWebExMessenger組織のすべてのユーザを

エクスポートし、次にMicrosoft Excelまたはお好きな CSVエディタでアクティブなユーザを確認
する必要があります。ユーザをエクスポートする方法については、CSVファイルを使用したユー
ザのインポートとエクスポート, （6ページ）を参照してください。
アクティブユーザのみの検索は、現在サポートされていません。

関連トピック

検索条件, （2ページ）

検索条件

フィルタを使用すると、任意の時点で表示されるユーザレコードの数を制限することができま

す。次の表に、ユーザの検索に使用できるさまざまなフィルタを示します。

定義リスト対象

ユーザの名前または姓の最初の文字を少なくとも 1字入力します。名前がそ
の文字に一致するアクティブなユーザ全員が検索結果に表示されます。

すべてのユーザ

（All Users）

ユーザの正確な従業員 IDを入力します。この機能は、組織がディレクトリ統
合組織として有効になっている場合のみ表示されます。

従業員 ID
（Employee ID）

[非アクティブなユーザ（InactiveUsers）]を選択し、[検索（Search）]を選択す
るとすべての非アクティブなユーザが表示されます。検索結果を絞り込むに

は、ユーザの名前または姓の最初の文字を指定します。

非アクティブな

ユーザ（Inactive
Users）
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定義リスト対象

このオプションを選択し、[実行（Go）]を選択すると、組織管理者権限のある
すべてのユーザが表示されます。

組織管理者

（Organization
Administrators）

このオプションを選択し、[実行（Go）]を選択するとユーザ管理者権限のある
すべてのユーザが表示されます。

ユーザ管理者

（User
Administrators）

このオプションは、Cisco WebEx Messenger組織が Cisco WebEx Meetingアプ
リケーションと統合されたときのみ表示されます。

[会議中のユーザ（Meeting Users）]を選択し、[実行（Go）]を選択すると、
Cisco WebEx Meetingアプリケーションアカウントを持つすべてのユーザが表
示されます。この場合、Cisco WebEx Meetingアプリケーションアカウントを
持たないユーザを検索することはできません。

会議中のユーザ

（Meeting
Users）

[記録ユーザ（Logged Users）]を選択し、[実行（Go）]を選択すると、アーカ
イブ用に IMセッションが記録されているすべてのユーザが表示されます。検
索結果には、これらのユーザに関連付けられているアーカイブのエンドポイ

ントも表示されます。

記録ユーザ

（LoggedUsers）

新規ユーザ
組織管理者は、[ユーザ（User）]タブから一度に 1人ずつ新規ユーザを追加できます。新たに作
成したユーザは、組織管理者が明示的に特定のグループに割り当てている場合を除き、必ずしも

どこかのグループに属している必要はありません。新しいユーザのデフォルトのロールは、組織

管理者が明示的に組織管理者ロールを割り当てていない限り、メンバーです。

組織管理者ロールは、最上位グループのメンバーであるユーザにのみ割り当てることができます。

Cisco WebEx Messenger組織の名前が付いた最上位グループは、プロビジョニング時に指定されま
す。一般的に、最上位グループの名前は、Cisco WebEx Messengerがプロビジョニングされている
組織の名前で始まります。

組織管理者はユーザ専用管理者ロールを作成することができます。ユーザ管理者はユーザ管理関

連の権限のみ持ちます。ユーザ管理者は新しい組織管理者を作成できません。

組織管理者はユーザ管理者のロールとプロファイルを更新できます。ユーザ管理者はユーザ管理

関連の権限のみ持ちます。ユーザ管理者は組織管理者のロールを更新できませんが、名、姓、ビ

ジネスメールなどの他のプロファイル情報は更新できます。

シングルサインオン（SSO）およびディレクトリ統合が有効になっている場合、ユーザの追加お
よび編集のプロセスは異なります。SSOおよびディレクトリ統合が有効になっている場合のユー
ザの追加の詳細については、シングルサインオンおよびディレクトリ統合のユーザ, （10ペー
ジ）を参照してください。
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組織管理者は、ユーザが自分のプロファイルを変更できるかどうかを決定できます。この決定に

は、ユーザが Cisco WebEx Messengerアプリケーション内から自分のプロファイル画像をアップ
ロードできるかどうかの指定も含まれます。この場合、組織管理者は、企業データベースからユー

ザのプロファイル画像をアップロードできます。

ユーザ管理者ロールの主な目的は、ユーザ管理操作のみを実行できる管理者を設定することです。

それらのユーザには、組織レベルで設定やポリシーの変更を行う権限はありません。また、ポリ

シーグループを作成または更新できる権限もありません。

新しいユーザの作成

手順

ステップ 1 新しいユーザや管理者を作成するには、[ユーザ（User）] > [追加（Add）]を選択します。
ステップ 2 各フィールドに適切な情報を入力します。デフォルトの [ロール（Role）]は [ユーザ（管理者以

外）（User (non-administrator)）]です。
[勤務先電子メール（Business Email）]が [ユーザ名（Username）]になります。[ユーザ
名（Username）]は編集できません。

（注）

ステップ 3 （オプション）ユーザにポリシーグループを割り当てるには、[ポリシーグループの割り当て
（Policy Group Assignment）]タブを選択します。ポリシーグループの指定の詳細については、ポ
リシーグループへのユーザの割り当て, （7ページ）を参照してください。

ステップ 4 Cisco WebEx Messengerの組織に対して IMのアーカイブが有効になっている場合は、[ユーザの追
加（Add User）]ダイアログボックスに [IMのアーカイブ（Archive IMs）]チェックボックスが表
示されます。アーカイブを目的に、このユーザの IMをログに記録するには、[IMのアーカイブ
（Archive IMs）]チェックボックスをオンにします。
[アーカイブエンドポイント（Archiving endpoint）]の名前が表示されます。アーカイブエンドポ
イントを設定するには、IMアーカイブの設定を参照してください。

ステップ 5 エンドポイントを変更するには、ドロップダウンリストから別のエンドポイントを選択します。

アーカイブエンドポイントは、CiscoWebExMessenger管理ツールの [IMアーカイブ（IMArchiving）]
画面で定義されています。[デフォルト（Default）]を選択すると、[IMのアーカイブ（IMArchiving）]
画面でデフォルトのエンドポイントとして事前に設定したエンドポイントがユーザに割り当てら

れます。詳細については、IMアーカイブの設定を参照してください。
ステップ 6 このユーザをアップグレードサイトに割り当てるには、[アップグレードサイト（Upgrade Site）]

ドロップダウンリストからサイトを選択します。

アップグレードサイトの詳細については、アップグレードサイトの作成を参照してください。

ステップ 7 Cisco WebEx Messengerの組織が Cisco Unified Communicationsで有効になっている場合は、[ユー
ザの追加（AddUser）]ダイアログボックスに [UnifiedCommunications]タブが表示されます。Cisco
Unified Communicationsで使用可能な設定を表示するには、[Unified Communications]タブを選択し
ます。

ステップ 8 [クラスタ（Cluster）]で、このユーザに追加する適切な Cisco Unified Communicationsクラスタを
選択します。

詳細については、Unified Communicationsクラスタの作成を参照してください。
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ステップ 9 Cisco WebEx Messengerの組織が Cisco WebEx Meeting Centerの統合で有効になっている場合は、
[ユーザの追加（Add User）]ダイアログボックスが表示されます。組織管理者ロールをユーザに
割り当てるには、[組織管理者（Organization Administrator）]チェックボックスをオンにします。
（注） • [会議（Meetings）]ページの [新しいユーザの作成時に会議アカウントを自動的に有

効にする（Automatically enable Meeting account when creating a new user）]を有効に
している場合は、[会議アカウント（MeetingAccount）]チェックボックスがデフォ
ルトで選択されます。このような場合、[会議アカウント（Meeting Account）]の
チェックボックスをクリアすることはできません。詳細については、密結合統合の

プロビジョニングを参照してください。

• [会議アカウント（MeetingAccount）]チェックボックスを選択すると、このユーザ
に対応する Cisco WebEx Meeting Centerアカウントが作成されます。

ステップ 10 [保存（Save）]を選択します。
CiscoWebExMessenger管理ツールのウェルカム電子メールテンプレートに基づいて新しいユーザ
にウェルカム電子メールが送信されます。

ステップ 11 上記のステップを繰り返し、新しいユーザの追加を続行します。

新しいユーザを追加するときに情報不足またはエラーが発生した場合、エラーは黄色で

強調表示され、メッセージが表示されます。

（注）

ユーザと管理者の編集
組織管理者は、ユーザが割り当てられているポリシーグループの変更を含めて、既存のユーザの

すべてのプロパティを編集できます。

手順

ステップ 1 ユーザまたは管理者を編集するには、[ユーザ（User）]タブで情報を編集するユーザを検索しま
す。

ユーザを検索する方法については、ユーザと管理者の検索, （2ページ）を参照してください。

ステップ 2 [編集（Edit）]を選択して [ユーザの編集（Edit User）]ダイアログボックスを開きます。
ユーザの既存の情報が表示されます。

ステップ 3 必要な変更を加えます。

ステップ 4 必要に応じて、[ロール（Role）]リストから [ユーザ管理者（UserAdministrator）]を選択します。
ステップ 5 [保存（Save）]を選択します。

ユーザのパスワードをリセットするには、[ユーザ（Users）]タブでユーザを選択し、[パ
スワードのリセット（Reset Password）]アイコンを選択します。

（注）
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CSV ファイルを使用したユーザのインポートとエクスポー
ト

カンマ区切り値（CSV）ファイルから、多数のユーザをCiscoWebExMessengerの組織に簡単にイ
ンポートできます。同様に、CSVファイルにユーザをエクスポートすることもできます。インポー
トは、多数のユーザを組織に簡単に追加して、各ユーザを手動で追加する手間を省く上で、有効

な方法です。

インポートが完了すると、インポートを開始した組織管理者にはインポートのステータスを通知

する電子メールが届きます。この電子メールには、インポートが成功、失敗、または終了したか

が記載されています。

CSVファイルがインポートされると、[ユーザ（User）]タブにユーザが表示されます。CSVファ
イル形式とサンプルファイルの詳細については、CSVファイル形式を参照してください。

最適な結果を得るためには、UTF-8またはUTF-16LEエンコードスプレッドシートを使用しま
す。

（注）

ユーザのインポートとエクスポート

手順

ステップ 1 CSVファイルからユーザをインポートするには、Cisco WebEx Messenger管理ツールで [ユーザ
（User）]タブ > [その他の操作（MoreActions）] > [インポート/エクスポート（Import/Export）]を
選択します。

ステップ 2 [参照（Browse）]を選択し、インポートするユーザのリストが含まれている CSVファイルを選択
します。

ステップ 3 [インポート（Import）]を選択し、インポートプロセスを開始します。
ステップ 4 ユーザをエクスポートするには、[ユーザのインポート/エクスポート（Import/Export User）]ダイ

アログボックスの [エクスポート（Export）]を選択します。
進捗メッセージにエクスポートプロセスの進捗が表示されます。

ステップ 5 エクスポートされたユーザが含まれているCSVファイルを表示するには、エクスポートメッセー
ジのタイムスタンプを選択します。

確認のプロンプトが表示されます。Last export: 2009-06-24 09:02:01のようなメッセー
ジになります。

ステップ 6 [開く（Open）]を選択し、Messengerの組織のユーザが含まれているCSVファイルを表示します。
または、[保存（Save）]を選択し CSVファイルをローカルコンピュータに保存します。
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ポリシーグループのユーザ
ポリシーグループにユーザを割り当てると、その特定のグループに適用されているすべてのポリ

シーがユーザに自動的に適用されます。ユーザごとに 1つのポリシーグループだけを割り当てる
ことができます。同じユーザに別のポリシーグループの割り当てを試みると、新しいポリシーグ

ループが現在割り当てられているポリシーグループに置き換わります。新しいユーザと既存の

ユーザの両方に特定のポリシーグループを割り当てることができます。

また、ユーザ情報を含むCSVファイルをインポートすることで、グループに複数のユーザを追加
できます。詳細については、CSVファイルを使用したユーザのインポートとエクスポート, （6
ページ）を参照してください。

デフォルトでは、ユーザはどのポリシーグループに割り当てられておらず、すべての Cisco
WebExMessenger機能にアクセスできます。ユーザにポリシーグループを割り当てると、ユー
ザはそのポリシーグループに関連付けられているポリシーに影響を受けます。

（注）

ポリシーをグループに適用する方法の詳細については、グループへのポリシーの割り当てを参照

してください。

ポリシーグループへのユーザの割り当て

手順

ステップ 1 ポリシーグループにユーザを割り当てるには、[ユーザ（User）]タブを選択します。
ステップ 2 新しいユーザにポリシーグループを割り当てる場合は、まず、[追加（Add）]を選択して新しい

ユーザを作成します。

新規ユーザの追加の詳細については、新規ユーザ, （3ページ）を参照してください。

ステップ 3 既存のユーザにポリシーグループを割り当てるには、そのユーザを検索します。

ユーザを検索する方法については、ユーザと管理者の検索, （2ページ）を参照してください。
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ステップ 4 検索結果で、該当するユーザの名前をダブルクリックして [ユーザの編集（Edit User）]ダイアロ
グボックスを開きます。

ステップ 5 [ポリシーグループの割り当て（Policy Group Assignment）]タブを選択して [ポリシーグループの
割り当て（Policy Group Assignment）]ダイアログボックスを開きます。

ステップ 6 [検索（Search）]フィールドで、検索してこのユーザに割り当てるポリシーグループ名を1文字以
上入力します。

ステップ 7 [検索（Search）]を選択します。
ステップ 8 [検索結果（Search Result）]ウィンドウで、該当するポリシーグループを選択し、[割り当て

（Assign）]を選択してこのユーザにポリシーを割り当てます。
ステップ 9 [保存（Save）]を選択してポリシーグループの割り当てを保存し、[ユーザ（User）]タブに戻りま

す。

ユーザの非アクティブ化および再アクティブ化
ユーザを非アクティブ化する理由はさまざまです。たとえば退職やポリシー違反などがあります。

ユーザを非アクティブ化してもCiscoWebExMessengerシステムから削除されることはありません
が、ユーザは無効になり、アカウントにログインできなくなります。必要に応じて、非アクティ

ブ化したユーザを後で再アクティブ化できます。

プライマリ管理者を非アクティブにすることはできません。（注）

ユーザの非アクティブ化

手順

ステップ 1 ユーザを非アクティブにするには、[ユーザ（User）]タブで非アクティブにするユーザを検索しま
す。

ユーザを検索する方法については、ユーザと管理者の検索, （2ページ）を参照してください。

ステップ 2 非アクティブにするユーザを選択します。

ステップ 3 [その他の操作（More Actions）] > [非アクティブ化（Deactivate）]を選択すると確認メッセージが
表示されます。

ステップ 4 メッセージボックスで [はい（Yes）]を選択してユーザを非アクティブ化します。
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ユーザの再アクティブ化

手順

ステップ 1 非アクティブ化したユーザを再アクティブ化する（またはゲスト版ユーザに移行する）には、[非
アクティブステータス（InactiveStatus）]の検索フィルタを使用して、該当するユーザを検索しま
す。検索フィルタの詳細については、ユーザと管理者の検索, （2ページ）を参照してくださ
い。

ステップ 2 アクティブにするユーザを選択します。

ステップ 3 [その他の操作（MoreActions）] > [アクティブ化（Activate）]を選択すると確認メッセージが表示
されます。

ステップ 4 メッセージボックスで [はい（Yes）]を選択してユーザを再アクティブ化します。

ユーザタブ表示のカスタマイズ
ニーズに合わせて [ユーザ（Users）]タブのデフォルト表示をカスタマイズできます。カスタマイ
ズ設定には、列の表示や非表示、ユーザの表示順序の並び替えなどがあります。

手順

ステップ 1 [ユーザ（Users）]タブの表示をカスタマイズするには、[ユーザ（Users）] > [その他のアクション
（More Actions）] > [表示をカスタマイズ（Customize View）]を選択します。

ステップ 2 [ユーザタブで表示する列を選択（Select columns for display in the user tab）]で、該当するフィール
ドを選択するか、または選択を解除します。

CiscoWebExMeetingアプリケーションとの統合を有効にしている場合、デフォルトフィールドに
加えて [ミーティングアカウント（Meeting Account）]フィールドが表示されます。同様に、IM
アーカイブと Cisco Unified Communications Managerを有効にすると、[IMアーカイブのエンドポ
イント（IM Archiving Endpoint）]と [CUCMクラスタ（CUCM Cluster）]フィールドが表示されま
す。

ステップ 3 [ユーザレコードのデフォルトの並び順を選択（Select default sort order of user records）]で、ユーザ
のリストを並び替えるフィールド（または列）を選択します。

ステップ 4 並び順として、[昇順（Ascending）]または [降順（Descending）]を選択します。
ステップ 5 [保存（Save）]を選択します。
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シングルサインオンおよびディレクトリ統合のユーザ
シングルサインオンおよびディレクトリ統合が有効になっているユーザを追加する手順は、これ

らの機能が有効でないユーザを追加する手順とは異なります。シングルサインオンおよびディレ

クトリ統合の詳細については、「シングルサインオンおよびディレクトリ統合」を参照してくだ

さい。

シングルサインオンおよびディレクトリ統合を有効にすると、[ユーザ（Users）]タブの次の機能
は使用できません。

•ユーザのインポートとエクスポート

•ユーザパスワードのリセット

•既存のユーザ情報の編集

•新規ユーザの作成

Cisco WebExにディレクトリ統合が実装されている場合：

•ユーザおよびグループは、会社が提供する企業のディレクトリファイルから作成されます。

•組織管理者は、ユーザおよびグループデータを直接編集することはできません。ユーザおよ
びグループデータの更新が必要な場合、会社がCiscoWebExにインポートできる最新のディ
レクトリファイルを提供します。

• CSVファイルインポート機能は使用できません。

Guest Edition ユーザから Business Edition ユーザへの移行
Cisco WebEx Messengerが特定のドメイン名を使用してプロビジョニングされている場合、同じド
メイン名でバージョン 5.x以前の Cisco WebEx Connectアプリケーションを使用しているユーザは
Cisco WebEx Messengerにサインインできません。それらのユーザには、Cisco WebEx Messenger
のアカウントが非アクティブ化されたことを知らせる電子メールが届きます。

Cisco WebEx Messengerの旧バージョンは、Cisco WebEx管理ツールの [移行（Migration）]タブに
表示されます。[移行（Migration）]タブには、Business Editionの Cisco WebEx Messengerへの移行
が保留になっている Guest Editionのユーザのリストが表示されます。移行が保留中のユーザが存
在しない場合、[移行（Migration）]タブは表示されません。

Cisco WebEx Messengerのバージョン 6.0以降では、[移行（Migration）]タブは表示されません。
移行が保留中の Guest Editionユーザは、非アクティブユーザとして表示されます。

組織管理者は Guest Editionユーザを Business Editionの Cisco WebEx Messengerに移行する必要が
あります。

移行後、それらのユーザは組織管理者が設定したポリシーの対象となります。ユーザが Business
Editionユーザとして使用するすべてのリソースには、CiscoWebExMessenger組織に割り当てられ
ているリソース（ユーザライセンスとストレージ）の総量の一部を形成するCiscoWebExMessenger
ライセンスが含まれます。
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Guest Edition ユーザから Business Edition ユーザへの移行

手順

ステップ 1 Cisco WebEx管理ツールの「非アクティブな」ユーザのリストを確認し、Cisco WebEx Messenger
Business Editionに移行する必要があるユーザを特定します。

ステップ 2 選択したユーザに対して、最新バージョンの Cisco WebExアプリケーションのダウンロード用
URLを含む手順を送信します。この URLは、サービスをプロビジョニングするときに管理者に
送信されている電子メールに記載されています。

ステップ 3 ステータスを [アクティブ（active）]に設定し、選択したユーザのパスワードをリセットします。
非アクティブなユーザを有効化する方法の詳細については、ユーザの非アクティブ化および再ア

クティブ化, （8ページ）を参照してください。
これらのユーザに、パスワードのリセットリンクを含む電子メールが送信されます。このリンク

から新しいパスワードを指定することができます。ユーザは次に、この新しいパスワードを使用

してCiscoWebExMessenger Business Editionの最新バージョンにサインインすることができます。
ユーザの連絡先は Business Editionに転送されません。
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