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概要
組織にユーザをインポートする場合は CSV ファイルを使用します。インポートを成功させるため
には、すべての CSV ファイルが特定の形式に従っている必要があります。インポートする前に、
CSV ファイルの作成に関する次のガイドラインを確認することを推奨します。

重要

CSV ファイルからのユーザのインポートが初めてではない場合は、最初にユーザをエクスポー
トする必要があります。エクスポートすることで、CSV ファイル内の最新情報（更新されてい
る可能性がある電話番号などの詳細）を保持することができます。次に、新しい情報やユーザ
で最新の CSV ファイルを編集し、UTF-8 または UTF-16LE エンコード スプレッドシートとし
て保存し、Cisco WebEx Messenger 組織にインポートし直すことができます。
• CSV ファイルは UTF-8 と UTF-16LE の両方の形式をサポートしています。
• CSV ファイルのすべての列には、有効な名前の付いたヘッダーが必要です。有効な列名の詳
細については、CSV フィールド, （2 ページ）を参照してください。
• フィールドに情報を入力しない場合は、「-」文字を入力します。そのフィールドは空のフィー
ルドとしてデータベースにインポートされます。これはオプション フィールドに対してのみ
行えます。「-」を必須フィールドに入力すると、インポート時にエラーが表示されます。
N/A 値は使用しないでください。
• 通常、列の名前はユーザのプロファイル内のフィールドの名前に対応している必要がありま
す。たとえば、[ユーザ プロファイル（User Profile）] ダイアログボックスの [名（First Name）]
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フィールドは、CSV ファイルの [名（firstName）] という名前の列と対応している必要があり
ます。
• CSV ファイルには任意の列名または無効な列名を設定できます。ただし、それらの列はイン
ポート プロセス中にスキップまたは順序変更されます。
• インポートのステータスは、ステータスを示す特定の列とともに、入力ファイルの情報がす
べて複製される CSV ファイルに記録されます。
• Cisco WebEx 内に同じ電子メール アドレスを持つユーザがすでに存在する場合、データベー
ス内の既存のレコードは CSV ファイルの値で上書きされます。
• 以前の設定は更新によって置き換えられます。たとえば、ユーザに対して新しいロールが指
定されている場合、以前のロールは置き換えられます。
• インポート プロセスはバックグラウンドで実行されます。そのため、Cisco WebEx のその他
の管理タスク（設定など）を実行し続けることができます。
• インポートが完了すると、インポートを開始したユーザに確認の電子メールが送信されま
す。その通知にはインポート結果のサマリーが含まれています。
• 組織管理者は進行中のインポート プロセスをキャンセルすることができます。

（注）

情報は CSV ファイルに指定されているとおりにインポートされます。すべて
の情報が正しいことを確認する必要があります。たとえば、国番号のない電
話番号が提供されると、IM や会議で自動コールアウトが行われません。その
場合は、CSV ファイルを変更して正しい国番号を指定し、CSV ファイルを再
度インポートする必要があります。

CSV フィールド
注：CSV のインポート プロセスを使用して組織管理者とユーザ管理者を作成することはできませ
ん。
Cisco WebEx にユーザをインポートする前に、次のフィールド（順不同）を CSV ファイルに含め
る必要があります。一部のフィールドは必須項目で、情報を入力する必要があります。また、オ
プションのフィールドもあります。
注：フィールドに情報を入力しない場合は、文字「-」を入力します。この文字は空のフィールド
としてデータベースにインポートされます。これはオプション フィールドに対してのみ行えま
す。「-」を必須フィールドに入力すると、インポート時にエラーが報告されます。N/A 値は使用
しないでください。
フィールド名

説明

employeeID

必須（SSO の有効時のみ）ユーザの ID を入力します。
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フィールド名

説明

displayName

オプション ユーザの表示名を入力します。

firstName

必須 ユーザの名を入力します。

lastName

必須 ユーザの姓を入力します。

email

必須 ユーザの電子メール アドレスを入力します。

userName

必須 ユーザのユーザ名を user@email.com の形式で入力します。

jobTitle

オプション ユーザの役職名または担当名を入力します。

address1

オプション ユーザの住所の最初の行を入力します。組織管理者は、この
フィールドをユーザに必須となるように設定できます。

address2

オプション ユーザの住所の 2 行目を入力します。組織管理者は、この
フィールドをユーザに必須となるように設定できます。

city

オプション ユーザの居住地の市町村を入力します。組織管理者は、この
フィールドをユーザに必須となるように設定できます。

state

オプション ユーザの居住地の都道府県を入力します。組織管理者は、こ
のフィールドをユーザに必須となるように設定できます。

zipCode

オプション ユーザの郵便番号を入力します。組織管理者は、このフィー
ルドをユーザに必須となるように設定できます。

ISOcountry

オプション 居住する国の 2 文字の国コード（IN、US、CN など）を入力
します。詳細については、
http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists/country_names_and_code_elements.htm
を参照してください。組織管理者は、このフィールドをユーザに必須と
なるように設定できます。

オプション ユーザの勤務先電話番号の国コード（IN、US、CN など）を
phoneBusinessISOCountry 入力します。組織管理者は、このフィールドをユーザに必須となるよう
に設定できます。
phoneBusinessNumber

オプション ユーザの勤務先電話番号を入力します。組織管理者は、この
フィールドをユーザに必須となるように設定できます。

オプション ユーザの携帯電話番号の国コード（IN、US、CN など）を入
phoneMobileISOCountry 力します。組織管理者は、このフィールドをユーザに必須となるように
設定できます。
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フィールド名

説明

phoneMobileNumber

オプション ユーザの携帯電話番号を入力します。組織管理者は、この
フィールドをユーザに必須となるように設定できます。

fax

オプション ユーザのファクス番号を入力します。

policyGroupName

オプション ユーザが属しているデフォルトのポリシー グループを入力
します。

userProfilePhotoURL

オプション ユーザのプロフィール写真にアクセスできる URL を入力し
ます。

activeConnect

オプション ユーザのステータスが Cisco WebEx で[アクティブ（active）]
になっているかどうかを示します。[アクティブ（active）]ステータスで
あることを示すには [はい（Yes）] を、[非アクティブ（inactive）] ステー
タスであることを示すには [いいえ（No）] を入力します。

center

オプション Cisco Jabber アプリケーション ユーザのセンター アカウント
を割り当てる（Yes）か、削除（No）する際に使用します。センターは
1 つのみ指定できます。

storageAllocated

オプション ユーザに割り当てられたストレージをメガバイト単位で入力
します。
数値を使用する必要があります。

CUCMClusterName

オプション ユーザが属している Cisco Unified Communications Manager ク
ラスタの名前を入力します。

businessUnit

オプション ユーザの部門または部署を入力します。組織管理者は、この
フィールドをユーザに必須となるように設定できます。

IMLoggingEnable

オプション IM ロギングがこのユーザに対して有効にされているかどう
かを示します。[有効（enabled）]であることを示すには [True] を、[無効
（disabled）] であることを示すには [False] を入力します。

endpointName

オプション IM の記録用に設定されたエンドポイントの名前を入力しま
す。

autoUpgradeSiteName

オプション アップグレード サイト名を入力します。
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（注）

タブ区切りまたはカンマ区切りの CSV ファイルを使用できます。CSV ファイルが、UTF-8 形
式または UTF16-LE 形式で符号化されていることを確認します。

エンコード形式としての UTF-8 の選択
手順
ステップ 1

Microsoft Excel で [ファイル（File）]> [名前を付けて保存（Save As）] を選択します。

ステップ 2

[名前を付けて保存（Save As）]ダイアログボックスで、[ツールと Web オプション（Tools and Web
Options）] を選択します。

ステップ 3

[Web オプション（Web Options）]ダイアログボックスで、[エンコーディング（Encoding）] タブ
を選択します。

ステップ 4

[このドキュメントの保存形式（Save this document as）]リストで、[UTF-8] を選択します。

ステップ 5

[OK]をクリックして [名前を付けて保存（Save As）] ダイアログボックスに戻ります。

ステップ 6

[ファイルの種類（Save as type）]リストから、[CSV（カンマ区切り）（*.csv）（CSV (Comma
delimited) (*.csv)）] を選択します。

ステップ 7

[ファイル名（File Name）]フィールドに、CSV ファイルの名前を入力し、[保存（Save）] を選択
します。

インポートに関する潜在的な問題を解決するための回避
策
ユーザを CSV ファイル経由でインポートするときにエラーが発生する場合があります。これは、
組織管理者が [国（Country）] フィールドを必須項目として設定した場合に発生します。この問題
を回避するには、次のソリューションのいずれかに従ってください。

ソリューション 1：
手順
ステップ 1

[設定（Configuration）] タブ > [システム設定（System Settings）] > [ユーザ プロビジョニング（User
Provisioning）].を選択します。
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ソリューション 2：

[ユーザ プロビジョニング（User Provisioning）]ウィンドウが開きます。
ステップ 2

[ユーザ プロファイルの必須フィールドの設定（Set Mandatory Fields for User Profile）]で、[国
（Country）] フィールドをクリアします。

ステップ 3

CSV インポート プロセスを再度実行します。

ソリューション 2：
手順
ステップ 1

CSV ファイルを開き、[ISOCountry]というタイトルのフィールドを確認します。

ステップ 2

必要に応じて、各ユーザの ISO 国番号を入力します。

ステップ 3

CSV ファイルを保存します。

ステップ 4

CSV インポート プロセスを再度実行します。

ソリューション 3：
手順
ステップ 1

CSV ファイルを開き、[ISOCountry]というタイトルのフィールドを確認します。

ステップ 2

会社で使用しない場合、[ISOCountry]フィールドを削除します。

ステップ 3

CSV ファイルを保存します。

ステップ 4

CSV インポート プロセスを再度実行します。
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