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新規および変更情報

変更内容日付

• ActiveDirectoryおよびクラウド属性（32ページ）のテーブルに、
userAccountControlおよび ds-pwp-account-disabled属性を追加しま
した。

2020年7月2日

•「Active Directoryユーザとクラウドの完全同期を実行する」に注
記を追加して、自動割り当てライセンステンプレートが更新され

たユーザではなく新規ユーザにのみ適用されることを明確にしま

した。

2020年4月21日

「Active Directoryユーザとクラウドの完全同期を実行する」におい
て、不適切なテキストの削除を明示しました。

2020年2月5日

•「プロキシ設定」および「Cisco Directory Connectorのトラブル
シューティング」の項で、 cloudconnector.cisco.comから
CLOUDCONNECTOR.WEBEX.COMへの URL参照を変更しました。

2019年 12月 13日

•「[Choose Active Directory Objects To Synchronize」 ]セクションに
次の情報が追加されました。

•たとえば、特定のグループ内のユーザのみを同期する場合は、
[ユーザ ldapフィルタ ( users ldap filters)]フィールドに ldap
フィルタを入力する必要があります。Examplemanagerグルー
プのユーザを同期する場合は、次のようなフィルタを使用し

ます。

(& (sAMAccountName = *) (memberOf = cn = Example-manager,
ou = Example, ou = Security Group, dc = COMPANY))

•「「CiscoDirectory Connectorのインストール要件」」セクション
に、アカウント権限の詳細とスクリーンショットが追加されまし

た。

2019年 11月 8日
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変更内容日付

でWindows Server 2019のWindowsと Active Directoryの要件（7ペー
ジ）サポートが追加されました。

2019年 10月 29日

新しい項として、サイジング情報（11ページ）を追加。2019年 10月 18日

•新しいセクションディレクトリ同期の結果に関する電子メールレ
ポートの送信（42ページ） (リリース 3.5)が追加されました。

•差分増分同期の実行（55ページ）同期がどのように機能するか
(完全同期と比較)に関する詳細情報で更新されました。また、デ
フォルトの間隔を30分 (3.5よりも前のリリース)から4時間 (リリー
ス3.5以降)に更新しました。

•ログシスコディレクトリコネクタへのトラブルシューティング
を有効化（85ページ）ファイルの新しい場所 (リリース 3.5)を説
明するように更新されました。

•コントロールユーザの電子メールアカウントが一致しない（82
ページ）ハブの [ユーザの変換 (ConvertUser)]手順へのリンクで更
新されました。

•次の新しいセクションを追加。 SOサインイン中にシスコディレ
クトリコネクタがクラッシュする（78ページ）

2019年 10月 8日

•新しい項を追加：誤って削除したユーザの復元（56ページ）。

• Webexユーザ属性のマッピング（28ページ） Teamsの people
insightsおよび contact cardに接続されている属性で更新されまし
た。

•各Active Directoryおよびクラウド属性（32ページ）属性に関す
る「追加のメモ」で更新されました。

2019年 6月 26日
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変更内容日付

バージョン 3.4シスコディレクトリコネクタがリリースされました。
既存のインストール環境では、アップグレードプロンプトが表示でき

ます。新規インストールの場合は、リリースノートの上部にある手順

とリンクを使用してください。

このリリースには、次の機能の更新と拡張機能 (および対応するドキュ
メントの更新)が含まれています。

診断ツール

組み込み診断ツールを使用して、Cisco Directory Connectorの導入
をトラブルシューティングできます。同期が正しく機能しない場

合は、設定またはネットワークエラーが発生している可能性があ

ります。このツールは、サポートに連絡する前にエラーを診断で

きるように、Active Directoryへの接続をテストします。詳細につ
いては、診断ツールを実行（73ページ）を参照してください。

セキュアLDAP (LDAPS)
CiscoDirectoryConnectorは、ActiveDirectoryとドメインコントロー
ラ間の通信プロトコルとしてLDAPSをサポートするようになりま
した。LDAPはデフォルトですが、セキュアで暗号化された通信
の一般設定でLDAPSを選択できます。詳細については、一般設定
の構成:シスコディレクトリコネクタ（66ページ）を参照してく
ださい。

属性検証メッセージの機能拡張

Cisco Directory Connectorは、クラウドアイデンティティサービス
内の uidの属性値を確認し、選択したフィルタオプションの下で
使用可能な3つのユーザを取得します。これら3人のユーザのすべ
てに有効な電子メール形式がある場合、ソフトウェアは検証ポッ

プアップを表示します。このテスト中にエラーが表示された場合

は、警告メッセージが表示されます。詳細については、ユーザ属

性のマッピング（28ページ）を参照してください。

2019年 5月 20日
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変更内容日付

2019年 2月 18日
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変更内容日付

Cisco Directory Connector 3.3には、次の新機能が含まれています。

カスタマイズされた属性

ディレクトリコネクタは、式ベースの属性のカスタマイズをサポー

トできるようになりました。以前は、アプリケーションには、

「GivenNameSN」などのカスタマー要求をサポートするために、
いくつかの事前定義されたハードコードされた組み合わせがあり

ました。お客様が属性の組み合わせに対して異なる要求を行った

場合、engineeringは手動で追加する必要がありました。この機能
により、独自の属性の組み合わせを定義できるため、柔軟性が向

上します。

詳細なガイダンスについては、ドキュメントの次のセクションを

参照してください。

•ユーザ属性のマッピング（28ページ）（更新）

•カスタマイズされた属性の式（36ページ）（新規）

• Active Directoryおよびクラウド属性（32ページ）（更新）

•ディレクトリCisco Webex Teams同期後のユーザ名形式の変更
（62ページ）（更新）

Kerberosプロキシのサポート
ディレクトリコネクタは、ローカルネットワークプロキシのプロ

キシ設定を読み取ることができます。Windowsシステムでは、ア
プリケーションはインターネットネットワークオプションの設定

を活用します。

組み込みアバタープロファイルの同期

新しいコネクタアプリケーションは、アバター rawイメージバイ
ナリデータを読み取り、CiscoWebexクラウドと同期することがで
きます。

次のドキュメントの更新を参照してください。

•ディレクトリアバターをアクティブディレクトリ属性からク
ラウドに同期させる（36ページ）（新規）

•リソースサーバからクラウドへのディレクトリアバターの同
期（37ページ）（更新）

さらに多くの AD属性を UIDにマッピングできます
クラウドuidにマッピングするためにAD属性を管理する必要があ
るお客様が増えています。このバージョンでは、任意の属性をuid
に自由にマッピングできます。当社の推奨事項は、引き続き電子

メールまたはUserPrincipleNameを使用することです。提案された
ものの代わりに属性を選択すると、アプリケーションは、マップ
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変更内容日付

元の値が電子メール形式であることを通知するアラートをポップ

アップ表示します。

次のドキュメント更新を参照してください：

•ユーザ属性のマッピング（28ページ）（更新）

• Active Directoryおよびクラウド属性（32ページ）（更新）

新しいバージョンへの自動アップグレード

Cisco Directory Connectorは最新バージョンに更新しておくことが
重要です。3.3では、新しいバージョンの準備が整ったときに、ア
プリケーションに自動アップグレードを実行させることができま

す。チェックボックスをオンにするだけで、アプリはサイレント

にインストールを実行できます。気を変更した場合は、設定に戻

り、機能をオフにすることができます。

次のドキュメントの更新を参照してください。

•自動アップグレードの設定（25ページ）（新規）

•最新のソフトウェアリリースへのアップグレード（65ペー
ジ）（更新）

URLベースのアバターファイルにアクセスするためのクレデンシャル

クレデンシャルが必要な webリソースサーバでアバターリソース
を管理できます。新しいバージョンでは、同期の前にクレデンシャ

ルを指定できます。その後、ディレクトリコネクタはすべてのア

バターデータをクラウドに同期できます。

次のドキュメント更新を参照してください：

•リソースサーバからクラウドへのディレクトリアバターの同
期（37ページ）（更新）
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第 1 章

シスコディレクトリコネクタの概要

•シスコディレクトリコネクタの概要 （1ページ）

シスコディレクトリコネクタの概要
シスコディレクトリコネクタは、クラウドへのアイデンティティ同期のためのオンプレミス

アプリケーションです。CiscoWebex Control Hubからコネクタソフトウェアをダウンロードし
て、ローカルマシンにインストールします。

をシスコディレクトリコネクタ使用すると、active directory内のユーザアカウントとデータを
維持できます。そのため、active directoryは、真実の単一ソースになります。オンプレミスに
変更を加えると、クラウドに複製されます。

表のすべての機能、説明、および利点を参照してください。

説明と利点機能

ダッシュボードには、同期のスケジュール、概要、同期のス

テータス、シスコディレクトリコネクタのステータスが表

示されます。サインインすると、いつでもダッシュボードを

表示できます。

容易に操作できる GUI

クラウドで、ディレクトリへの変更を実際に行う前に、変更

のリハーサルを実行します。次にレポートを実行して、その

変更が予測どおりの結果となることを確認します。

クラウドと同期する前にリ

ハーサルを実行する

ディレクトリ全体を同期できます。または、変更の差分のみ

を同期して処理負荷を軽減し、同期の時間を短縮することも

できます。

完全同期と差分同期

『Deployment Guide forシスコディレクトリコネクタ』
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説明と利点機能

シスコディレクトリコネクタは、1つのフォレストまたは複
数のフォレストの下で複数のドメインをサポートします (AD
LDSは必要ありません)。複数のActiveDirectoryドメインを持
つ企業の場合は、ドメインごとにディレクトリコネクタをイ

ンストールし、各ドメインを組織にバインドしてから、各Cisco
Webexユーザベースをに同期させることができます。Cisco
Webexコントロールハブは、複数のディレクトリコネクタの
同期状態を表示することによってステータスを反映します。

これにより、特定のドメインの同期をオフにしたり、高可用

性展開でディレクトリコネクタを非アクティブにすることが

できます。

複数のドメイン (単一のフォレ
ストまたは複数のフォレスト)
の同期

同期のスケジュールを日、時間、分単位で設定できます。スケジュールされた同期

LDAP検索条件を定義し、効率的にインポートを行います。Lightweight Directory Access
Protocol（LDAP）のフィルタ

Microsoft Active Directoryの属性を Cisco Webexクラウドの対
応する属性にマップします。Active Directoryの設定に関連す
る属性をマッピングし、クラウドにマッピングするカスタム

属性を定義することもできます。オンプレミスの属性は、ユー

ザアカウント情報、Webex Teamsの enteprise電話番号、ルー
ムリソースの SIPアドレス、およびその他のユーザの連絡先
カードデータ (役職、部署、マネージャなど)など、クラウド
内のさまざまなデータを形成します。

Active Directory属性マッピン
グ

『Deployment Guide forシスコディレクトリコネクタ』
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説明と利点機能

組織の一部がコールサービス Cisco Webex Calling（旧称 Spark
Call）にクラウドPSTNを使用している場合、またはオンプレ
ミスのルームデバイスがある場合、この機能を使用 Cisco
Webex Calling（旧称 Spark Call）すると、ユーザは自分の (ク
ラウド pstn)電話またはルームリソースから企業の連絡先を
ディレクトリで検索できます。

ルームリソース

ルーム情報を同期した後、設定されたマッピングされた

SIPアドレスを持つオンプレミスのルームデバイスは、ク
ラウドに登録されたルームデバイス (CiscoWebex Roomデ
バイスや Cisco Webex Boardなど)の検索可能なエントリ
として表示されます。

ユーザが Cisco Webex Roomデバイスまたは Cisco Webex
Boardで検索を実行すると、SIPアドレスを使用して設定
された同期されたルームエントリが表示されます。そのエ

ントリのWebexデバイスからコールを発信すると、その
ルーム用に設定されたSIPアドレスにコールが発信されま
す。

発信中

ユーザは、WebexTeams連絡先に加えて、企業の連絡先に
コールを発信できます。をシスコディレクトリコネクタ

使用して、企業のユーザとその電話番号がCisco Webex組
織に追加されます。この機能を使用するには、CiscoWebex
サービスのライセンスを取得する必要はありません。

にライセンスされていCisco Webexないユーザは、URIま
たはを Cisco Webex Calling（旧称 Spark Call）Cisco Webex
介して同期された電話番号がある限り、シスコディレク

トリコネクタユーザの電話機から実行されたディレクト

リ検索に表示されます。コール機能は、両方のタイプの

ユーザで同じように動作します。この機能は、電話番号の

みの連絡先の編集ダイヤル機能も提供します。

[連絡先 (contacts)]検索結果:

•連絡先にダイヤル可能なURI (CiscoWebex SIPアドレ
ス)と電話番号が設定されている場合、連絡先とのuri
assocoiatedが表示されます。

•連絡先にダイヤル可能な URIがなく、電話番号が付
いている場合は、電話番号が表示されます。また、

[edit dial]ソフトキーもあります。

•連絡先がない場合は、ディレクトリには表示されませ
ん。

オンプレミスのルームリソー

スとCiscoWebexCalling（旧称
Spark Call） (クラウド PSTN)
ユーザおよびエンタープライ

ズ連絡先の社内ディレクトリ

Cisco Webex (ライセンスなし)
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説明と利点機能

イベントビューアを使用して、同期に問題があったかどうか

を確認します。

イベントビューア

組み込み診断ツールを使用して、Cisco Directory Connectorの
導入をトラブルシューティングできます。同期が正しく機能

しない場合は、設定またはネットワークエラーが発生してい

る可能性があります。このツールは、サポートに連絡する前

にエラーを診断できるように、Active Directoryへの接続をテ
ストします。

シスコディレクトリコネクタでのトラブルシューティング

を有効にすると、テクニカルサポートに送信できるログが作

成されます。

診断ツールおよびトラブル

シューティング

をインストールシスコディレクトリコネクタすると、新しい

バージョンのソフトウェアが使用可能になるたびに通知が送

信されます。新しいバージョンがリリースされたときに常に

最新バージョンのソフトウェアを使用できるように、自動アッ

プグレードを設定できます。

自動アップグレード

メインコネクタまたはそれをホストするマシンがダウンした

場合のバックアップとして、複数のコネクタを設定できます。

高可用性

シスコディレクトリコネクタは、次の 3つの領域に分けられます。

• Cisco Webex Control Hubは、 Cisco Webex組織のすべての側面を管理するための単一イン
ターフェイスです。ユーザの表示、ライセンスの割り当て、ディレクトリコネクタのダウ

ンロード、およびユーザが企業の idプロバイダーを通じて認証を行い、電子メールのCisco
Webex招待状を送信したくない場合は、シングルサインオン (SSO)を設定します。

•管理インターフェイスは、信頼できるWindowsサーバにCisco Webex Control Hubダウン
ロードしてインストールするソフトウェアです。シスコディレクトリコネクタ複数の

Active Directoryドメインの場合は、同期するドメインごとにソフトウェアの1つをインス
トールできます。このソフトウェアを使用すると、同期を実行してActiveDirectoryのユー
ザアカウントを Cisco Webexにも作成できるほか、同期のステータスを表示および監視
し、Directory Connectorサービスを設定できます。

•ディレクトリ同期サービスは、ActiveDirectoryを照会して、コネクタサービスおよびシス
コディレクトリコネクタに同期するユーザとグループを取得します。

シスコディレクトリコネクタのアーキテクチャについては、以下の図を参照してください。

『Deployment Guide forシスコディレクトリコネクタ』
4

シスコディレクトリコネクタの概要

シスコディレクトリコネクタの概要

https://collaborationhelp.cisco.com/article/DOC-1600


図 1 : Cisco Directory Connectorのアーキテクチャ
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第 2 章

環境の準備

•要件シスコディレクトリコネクタ（7ページ）
•サイジング情報（11ページ）
• Windows Registryで SafeDllSearchModeを確認（11ページ）
• Webプロキシの統合（12ページ）

要件シスコディレクトリコネクタ

Windowsと Active Directoryの要件
次のサポートシスコディレクトリコネクタされているWindowsサーバにインストールできま
す。

• Windows Server 2019

• Windows Server 2016

• Windows Server 2012 R2

• Windows Server 2012

• Windows Server 2008 R2

• Windows Server 2003

Cookieの問題を解決するには、ドメインコントローラを修正を含むリリース (Windows Server
2012 R2または2016)にアップグレードすることをお勧めします。

（注）

シスコディレクトリコネクタは、次の Active Directoryサービスでサポートされています。

• Active Directory 2016

(シスコディレクトリコネクタWindows Server 2019で最新バージョンの Active Directory
を使用している場合にサポートされます)
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• Active Directory 2012

• Active Directory 2008 R2

• Active Directory 2008

次の追加要件に注意してください。

•シスコディレクトリコネクタTLS1.2が必要。次のものをインストールする必要がありま
す。

• .NET Framework v3.0 (シスコディレクトリコネクタアプリケーションに必要)。何ら
かの問題が発生した場合は、「Enable .Net Framework3.5」の指示に従って、[AddRoles
And Features]ウィザードを使用します)。

• .NET Framework v3.0 (TLS 1.2に必要)

• Active Directoryフォレストの機能レベル 2 (Windows Server 2003)以降が必要です。(詳細に
ついては、「Active Directory機能レベルについて」を参照してください)。

ハードウェア要件

次の最小シスコディレクトリコネクタハードウェア要件を満たしているコンピュータにイン

ストールする必要があります。

• 8 GBの RAM

• 50 GBのストレージ

• CPUの最小値なし

ネットワーク要件

ネットワークがファイアウォールの背後にある場合は、システムにインターネットへのHTTPS
(ポート 443)アクセスがあることを確認します。

Cisco Webex組織要件
• Cisco Webex Control Hubからシスコディレクトリコネクタソフトウェアにアクセスする
には、トライアルまたは有料サブスクリプションを含む Cisco Webex組織が必要です。

• (オプション)初めてサインインする前に新しいWebexTeamsユーザアカウントをアクティ
ブにする場合は、次の操作を行うことを推奨します。

•クラウドに同期するユーザのメールアドレスを含むドメインを追加、確認、任意で要
求します。

•お使いのWebex組織と Identity Provider (idP)のシングルサインオン (SSO)統合を実行
します。
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•自動電子メール招待を抑制し、新しいユーザが自動電子メール招待を受信しないよう
にします。また、独自の電子メールキャンペーンを実行することもできます。(この
機能を利用するには SSO統合が必要です。

詳細については、「CiscoWebex Control Hubでのユーザステータスおよびアクション」を参照
してください。

（注）

インストール要件

•複数ドメイン環境（単一フォレストまたは複数のフォレスト）の場合は、各ActiveDirectory
ドメインに対して 1つのシスコディレクトリコネクタをインストールする必要がありま
す。別の既存のドメイン (A)で同期されたユーザデータを維持しながら新しいドメイン
(B)を同期する場合は、ドメイン (B)の同期用のディレクトリコネクタをインストールす
るために、別途サポートされているWindowsサーバがあることを確認します。

•コネクタにサインインするには、Active Directory内の管理者アカウントは必要ありませ
ん。Cisco Webex Control Hubでは、完全な管理者アカウントと同じユーザであるローカル
ユーザアカウントが必要です。

このローカルユーザは、ドメインコントローラに接続してActiveDirectoryユーザオブジェ
クトを読み取るために、そのWindowsマシンに対する権限を持っている必要があります。
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マシンのログインアカウントは、ローカルマシンにソフトウェアをインストールする権限

を持つコンピュータ管理者である必要があります。(この情報は、仮想マシンのログイン
にも適用されます)。

•コネクタにサインインしている間は、ログインアカウントがコントロールハブの完全な管
理者アカウントと同じである必要があります。デフォルトでは、コネクタはローカルシス

テムアカウントを使用して Active Directoryにアクセスします。ただし、Windowsサービ
スを使用して、ActiveDirectoryにアクセスする別のアカウントを設定できます。（この情
報は、仮想マシンのログインにも適用されます）。

•次の手順を使用して、Windows Safe dynamic link library (DLL)の検索モードがWindows
Registryで SafeDllSearchModeを確認（11ページ）有効になっていることを確認してくだ
さい。

• 1つのフォレストで複数のドメインに AD LDSを使用する場合は、別シスコディレクトリ
コネクタのマシンにActiveDirectoryドメインサービス/ActiveDirectoryライトウェイトディ
レクトリサービス (ad DS/ad lds)をインストールすることをお勧めします。

複数ドメイン要件

のシスコディレクトリコネクタ導入タスクのフロー（17ページ）タスクを実行する前に、
ActiveDirectoryの情報を複数のドメインからクラウドに同期する場合は、次の要件と推奨事項
に留意してください。
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•ドメインごとに個別シスコディレクトリコネクタのインスタンスが必要です。

•同期シスコディレクトリコネクタする同じドメインにあるホスト上で、ソフトウェアが実
行されている必要があります。

•でCiscoWebex Control Hubドメインを確認または要求することをお勧めします。(「ドメイ
ンの追加、確認および要求」を参照してください。）

• 50を超えるドメインを同期する場合は、組織を大規模な組織リストに移動させるためにチ
ケットを開く必要があります。

•必要に応じて、ユーザアカウントとともにルームリソース情報を同期できます。（オンプ
レミスのルーム情報を Cisco Webexクラウドに同期する（39ページ）を参照）。

サイジング情報
シスコディレクトリコネクタは、オンプレミスの Active DirectoryとWebexクラウド間のブ
リッジとして機能します。そのため、コネクタにはクラウドと同期できるActiveDirectoryオブ
ジェクトの数の上限はありません。オンプレミスディレクトリオブジェクトの制限は、コネク

タ自体ではなく、クラウドに同期されているActiveDirectory環境の特定のバージョンおよび仕
様に関連付けられています。

同期の速度に影響する要因はいくつかあります。

• ActiveDirectoryオブジェクトの合計数。(5000ユーザ同期ジョブには、5万の長さはかかり
ません)。

•ネットワークの速度と帯域幅。

•システムの負荷と仕様。

5万人以上のユーザを同期する場合は、フェイルオーバーと冗長性のため、2つ目のコネクタ
を使用することを強く推奨します。

ヒント

同期にはいくつかの要因が含まれているため、各導入は上記の要因によって異なるため、オブ

ジェクトの同期にかかる時間の長さについて特定の時間値を指定することはできません。

（注）

Windows Registryで SafeDllSearchModeを確認
Safe dynamic link library (DLL)の検索モードは、Windowsレジストリでデフォルトで設定され、
ユーザの現在のディレクトリを DLLの検索順序の後に配置します。このモードが何らかの理
由で無効になっている場合、攻撃者は悪意のある DLL (システムフォルダにある参照された
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DLLファイルと同じ名前)をアプリケーションの現在の作業ディレクトリに配置する可能性が
あります。

通常、Saf Edllsearchmodeは有効になっていますが、レジストリ設定をダブルチェックするに
は、次の手順を使用します。

始める前に

Windowsレジストリの変更は、細心の注意を払って実行する必要があります。これらの手順を
使用する前に、レジストリのバックアップを作成しておくことを推奨します。

注意

手順

ステップ 1 Windowsの検索または Runウィンドウで、 regeditと入力し、enterキーを押します。

ステップ 2 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SessionManagerに移動します。

ステップ 3 次のいずれかを選択します。

• Saf Edllsearchmodeが表示されない:それ以上のアクションは必要ありません。
• Saf Edllsearchmodeがリストされている:値が1に設定されていることを確認します。

詳細については、「ダイナミックリンクライブラリの検索順序」を参照してください。

Webプロキシの統合

Webプロキシの統合
ご使用の環境でwebプロキシ認証が有効になっているシスコディレクトリコネクタ場合でも、
を使用できます。

組織で透過型Webプロキシが使用されている場合、認証はサポートされません。コネクタは、
正常に接続してユーザを同期します。

次のいずれかの方法を実行できます。

• Internet Explorerによる明示的なWebプロキシ（コネクタは、Webプロキシの設定を継承
する）

• .pacファイルによる明示的なWebプロキシ（コネクタは、企業固有のプロキシ設定を継承
する）

•コネクタと連携する透過型プロキシ（変更なし）
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ブラウザを介したWebプロキシの使用
Internet Explorerを介してシスコディレクトリコネクタ webプロキシを使用するように設定で
きます。

CiscoDirSyncサービスが現在サインインしているユーザとは異なるアカウントから実行されて
いる場合は、このアカウントでサインインして webプロキシを設定する必要もあります。

手順

ステップ 1 Internet Explorerから、[ Internet Options]に移動し、[ Connections]をクリックして、[ LAN
Settings]を選択します。

ステップ 2 WebプロキシでコネクタがインストールされているWindowsインスタンスを指定します。コ
ネクタは、次のWebプロキシの設定を継承します。

ステップ 3 プロキシ認証が使用されている環境では、次の URLを許可リストに追加します。

•同期のためのcloudconnector.webex.com。
• idbroker.webex.com（認証用）

この作業は、サイト全体（すべてのホスト）で実行することも、コネクタがあるホストでのみ

実行することもできます。

Webプロキシを完全にバイパスするという目的で、これらの URLを許可リストに追
加する場合は、コネクタのホストがURLに直接アクセスすることを許可するように、
ファイアウォール ACLテーブルが更新されていることを確認してください。

（注）

PACファイルを使用したWebプロキシの設定
.Pacファイルを使用するようにクライアントブラウザを設定できます。このファイルは、web
プロキシのアドレスとポート情報を提供します。シスコディレクトリコネクタエンタープラ

イズ固有の webプロキシ設定を直接継承します。

手順

ステップ 1 コネクタが正常に接続して、Cisco Webexクラウドとユーザ情報を同期するには、コネクタが
インストールされているホストの .pacファイル設定で、cloudconnector.webex.comのプロキシ

認証が無効になっていることを確認します。

ステップ 2 プロキシ認証が使用されている環境では、次の URLを許可リストに追加します。

•同期のためのcloudconnector.webex.com。
• idbroker.webex.com（認証用）
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この作業は、サイト全体（すべてのホスト）で実行することも、コネクタがあるホストでのみ

実行することもできます。

Webプロキシを完全にバイパスするという目的で、これらの URLを許可リストに追
加する場合は、コネクタのホストがURLに直接アクセスすることを許可するように、
ファイアウォール ACLテーブルが更新されていることを確認してください。

（注）

NTLMプロキシ
シスコディレクトリコネクタNT LAN Manager (NTLM)をサポートしています。NTLMは、ド
メインデバイス間でWindows認証をサポートして、セキュリティを確保するための手段の 1
つです。

NTLM設計

ほとんどの場合、ユーザは、クライアント PCを介して別のワークステーションのリソースに
アクセスすることを望んでいて、安全な方法で行うことが難しくなります。

一般的に、NTLMの技術的な設計は、「「チャレンジ」」と「「レスポンス」」のメカニズム
に基づいています。

1. ユーザは、Windowsアカウントとパスワードを使用してクライアント PCにサインインし
ます。パスワードはローカルに保存されません。プレーンテキストのパスワードの代わり

に、パスワードのハッシュ値はローカルに保存されます。ユーザがパスワードによってサ

インインすると、Windows OSは、格納されているハッシュ値と入力されたパスワードの
ハッシュ値を比較します。両方が同じであれば、認証は成功します。

ユーザが別のサーバのリソースにアクセスする必要がある場合、クライアントは、プレー

ンテキストでアカウント名を使用してサーバに要求を送信します。

2. サーバが要求を受信すると、サーバは16ビットのランダムキーを生成します。このキー
は、チャレンジ (または Nonce)と呼ばれます。サーバがクライアントに戻る前に、チャレ
ンジはサーバに保存されます。次に、サーバはプレーンテキストでクライアントにチャレ

ンジを送信します。

3. クライアントは、サーバから送信されたチャレンジを受信するとすぐに、ステップ1で説
明したハッシュ値によってチャレンジを暗号化します。暗号化後に、値がサーバに返送さ

れます。

4. サーバがクライアントから暗号化された値を受信すると、サーバはそれを検証のためにド
メインコントローラに送信します。要求には、アカウント名、クライアントが送信した暗

号化されたチャレンジ、および元のプレーンチャレンジが含まれます。

5. ドメインコントローラは、アカウント名に従ってパスワードのハッシュ値を取得できま
す。次に、ドメインコントローラは元のチャレンジで暗号化できます。その後、ドメイン

コントローラは、受信したハッシュ値と暗号化されたハッシュ値を比較できます。同じで

あれば、検証は成功します。
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Windowsでは、セキュリティ認証がオペレーティングシステムに組み込まれているため、アプ
リケーションによるセキュリティ認証のサポートが容易になります。そのため、さらに設定を

完了する必要はありません。

（注）

透過プロキシの設定

このシナリオでは、ブラウザは、透過的な webプロキシが http要求 (ポート 80/ポート 443)を
代行受信していて、クライアント側の設定が不要であることを認識していません。

手順

ステップ 1 透過プロキシを導入して、コネクタが接続してユーザを同期できるようにします。

ステップ 2 コネクタの開始時に期待どおりのブラウザ認証ポップアップウィンドウが表示された場合は、
プロキシが正常であることを確認します。

プロキシ認証の設定

アクセスコントロールリストを作成して、許可リストにURLcloudconnector.webex.com
を追加します。

エンタープライズファイアウォールサーバで、次のようにします。

手順

ステップ 1 DNSルックアップを有効にします (まだ有効になっていない場合)。

ステップ 2 この接続の想定帯域幅を決定します（コネクタで約 2 mb/s以下）。これは必須ではありませ
ん。

ステップ 3 コネクタホストに適用するアクセス制御リストを作成して、許可リストに追加するターゲット
として cloudconnector.webex.comを指定します。

次に例を示します。

access-list 2000 acl-inside extended permit TCP [IP of the connector]

cloudconnector.webex.com eq https

ステップ 4 この ACLを適切なファイアウォールインターフェイスに適用します。これは、この 1つのコ
ネクタホストにのみ適用可能です。

ステップ 5 適切な暗黙の denyステートメントを設定して、企業内の残りのホストが webプロキシを使用
する必要があることを確認します。
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第 3 章

Cisco Security Connectorをシスコディレク
トリコネクタ

•シスコディレクトリコネクタ導入タスクのフロー（17ページ）
•シスコディレクトリコネクタのインストール（19ページ）
•シスコディレクトリコネクタへのサインイン （22ページ）
•自動アップグレードの設定（25ページ）
•同期する Active Directoryオブジェクトを選択する（26ページ）
•ユーザ属性のマッピング（28ページ）
•ディレクトリアバターをアクティブディレクトリ属性からクラウドに同期させる（36
ページ）

•リソースサーバからクラウドへのディレクトリアバターの同期（37ページ）
•オンプレミスのルーム情報を Cisco Webexクラウドに同期する（39ページ）
•ディレクトリ同期の結果に関する電子メールレポートの送信（42ページ）
• Active Directoryからのユーザを Control Hubにプロビジョニングする（43ページ）
• Cisco Directory Connectorに関する既知の問題（53ページ）

シスコディレクトリコネクタ導入タスクのフロー

始める前に

環境の準備（7ページ）

手順

目的コマンドまたはアクション

Cisco Webex Control Hub最初に、ディレ
クトリの同期が無効として表示されま

シスコディレクトリコネクタのインス

トール（19ページ）
ステップ 1

す。組織のディレクトリ同期をオンにす

るには、をインストールしシスコディ

レクトリコネクタて設定してから、完

『Deployment Guide forシスコディレクトリコネクタ』
17



目的コマンドまたはアクション

全同期を正常に実行する必要がありま

す。のシスコディレクトリコネクタ新

規インストールの場合は、最新のCisco
Webex Control Hub機能
https://admin.webex.comとバグ修正を使
用するように、最新バージョンのソフト

ウェアを入手するために、()にアクセス
してください。ソフトウェアをインス

トールすると、ソフトウェアによって

アップグレードが報告され、使用可能な

場合は自動的にインストールされます。

Cisco Webex管理者のクレデンシャルを
使用してサインインし、初期設定を実行

します。

シスコディレクトリコネクタへのサイ

ンイン （22ページ）
ステップ 2

シスコディレクトリコネクタソフト

ウェアを最新バージョンに最新の状態に

自動アップグレードの設定（25ペー
ジ）

ステップ 3

保つことは常に重要です。ソフトウェア

への自動アップグレードが使用可能に

なったときにサイレントインストールす

る際に、この手順を使用することを推奨

します。

デフォルトではシスコディレクトリコ

ネクタ、は、コンピュータではないす

同期する Active Directoryオブジェクト
を選択する（26ページ）

ステップ 4

べてのユーザ、およびドメインの重要な

システムオブジェクトではないすべての

グループを同期します。同期されるオブ

ジェクトをより詳細に制御するには、の

シスコディレクトリコネクタ[オブジェ
クトの選択 (Object Selection)]ページを
使用して、特定のユーザを同期し、

LDAPフィルタを指定できます。

ローカルの Active Directoryの属性を、
クラウド内の対応する属性にマッピング

ユーザ属性のマッピング（28ページ）ステップ 5

できます。唯一の必須フィールドは *
uidです。

ユーザのアバターをクラウドに同期し

て、各ユーザのアバターがアプリケー

次のいずれかの手順を使用して、ディレ

クトリアバターを同期します。

ステップ 6

ションにサインインするときに表示され•ディレクトリアバターをアクティ
ブディレクトリ属性からクラウド

に同期させる（36ページ）

るようにすることができます。Active
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目的コマンドまたはアクション

Directory属性またはリソースサーバか
らアバターを同期できます。

•リソースサーバからクラウドへの
ディレクトリアバターの同期（37
ページ）

この手順を使用して、 CiscoWebexオン
プレミスのルーム情報をActiveDirectory

オンプレミスのルーム情報を Cisco
Webexクラウドに同期する（39ペー
ジ）

ステップ 7

からクラウドに同期します。ルーム情報

を同期した後、設定されたマッピングさ

れたSIPアドレスを持つオンプレミスの
ルームデバイスは、クラウドに登録され

たルームCisco Webex Roomデバイスデ
バイスの検索可能なエントリとして表示

されます (またはなど)。Cisco Webex
Board

アカウントのCiscoWebexActiveDirectory
ユーザをプロビジョニングするには、次

Active Directoryからのユーザを Control
Hubにプロビジョニングする（43ペー
ジ）には、これら手順を実行します。

ステップ 8

の手順に従います。複数のフォレストか

ら、または3.0以降の複数ドメインのシ• Active Directoryユーザに対してリ
ハーサル同期を実行する（44ペー
ジ）

スコディレクトリコネクタ Active
Directory展開からユーザをプロビジョ
ニングできます。異なるドメインのユー

• ActiveDirectoryユーザとクラウドの
完全同期を実行する（49ページ）

ザをオンボードするプロセスでは、

Cisco Webexクラウド内にすでに存在し
•でCisco Webexのディレクトリ同期
ユーザへのサービスの割り当てCisco
Webex Control Hub（51ページ）

ている可能性があるユーザオブジェクト

を保持または削除するかどうかを決定す

る必要があります (たとえば、トライア
ルからのアカウントのテストなど)。目
的は、ActiveDirectoryとクラウドのCisco
Webex間で完全に一致していることで
す。

シスコディレクトリコネクタのインストール
Cisco Webex Control Hub最初に、ディレクトリの同期が無効として表示されます。組織のディ
レクトリ同期をオンにするには、をインストールしシスコディレクトリコネクタて設定して

から、完全同期を正常に実行する必要があります。

同期する Active Directoryドメインごとに1つのコネクタをインストールする必要があります。
単一シスコディレクトリコネクタのインスタンスは1つのドメインのみに対応できます。複数
ドメインの同期のフローを理解するには、次の図を参照してください。
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図 2 :シスコディレクトリコネクタの複数ドメインフロー

始める前に

プロキシサーバを介して認証する場合は、プロキシクレデンシャルがあることを確認します。

•プロキシ基本認証の場合は、コネクタのインスタンスをインストールした後で、ユーザ名
とパスワードを入力します。InternetExplorerプロキシ設定は、基本認証にも必要です。を
参照ブラウザを介したWebプロキシの使用（13ページ）

•プロキシ NTLMの場合は、コネクタを初めて開くときにエラーが表示されることがあり
ます。ブラウザを介したWebプロキシの使用（13ページ）を参照してください。

手順

ステップ 1 のhttps://admin.webex.comカスタマービューから、[ users]に移動し、[Manage users]をクリッ
クし、[ Enable Directory Synchronization]をクリックしてから、[ Next]を選択します。

ステップ 2 [ダウンロードしてインストール（Downloadand Install）]リンクをクリックして、コネクタの
インストール .zipファイルの最新バージョンをVMwareまたはWindowsサーバに保存します。

このリンクから直接 .zipファイルを取得できますが、このソフトウェアを動作させるには、コ
ントロールハブ組織への完全な管理アクセス権を持っている必要があります。

新規インストールの場合は、最新の機能とバグ修正を使用できるようにソフトウェア

の最新バージョンを入手します。ソフトウェアをインストールすると、ソフトウェア

によってアップグレードが報告され、使用可能な場合は自動的にインストールされま

す。

ヒント
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ステップ 3 VMwareまたはWindowsサーバで unzipし、セットアップフォルダ内で .msiファイルを実行
して、セットアップウィザードを起動します。

ステップ 4 [次へ（Next）] をクリックし、チェックボックスをオンにしてライセンス契約に同意し、ア
カウントの種類の画面が表示されるまで [次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 5 使用するサービスアカウントのタイプを選択し、管理者アカウントを使用してインストールを
実行します。

• [Local System]:デフォルトのオプション。Internet Explorerを介してプロキシが設定されて
いる場合は、このオプションを使用できます。

• [ドメインアカウント (Domain Account)]:コンピュータがドメインの一部である場合は、
このオプションを使用します。ディレクトリコネクタは、ドメインリソースにアクセスす

るためにネットワークサービスと対話する必要があります。アカウント情報を入力し、[
OK]をクリックします。[ユーザ名（Username）]を入力するときは、{domain}\{user_name}

という形式を使用します。

AD (NTLMv2またはKerberos)と統合するプロキシの場合は、[ドメインアカウン
ト (domain account)]オプションを使用する必要があります。Directory Connector
サービスを実行するために使用されるアカウントには、プロキシを通過して AD
にアクセスするための十分な権限が必要です。

（注）

エラーを回避するには、次の権限が設定されていることを確認します。

•サーバがドメインの一部になっていること

•ドメインアカウントは、オンプレミスの ADデータとアバターデータにアクセスできま
す。このアカウントは、 C:\Program filesのアクセスファイルにアクセスする必要が
あるため、ローカル管理者ロールも持っている必要があります。

•仮想マシンのログインの場合、管理者アカウントの権限は、少なくともドメイン情報を読
み取ることができる必要があります。

ステップ 6 [インストール（Install）]をクリックします。ネットワークテストが実行され、プロンプトが
表示されたら、プロキシの基本クレデンシャルを入力し、[ OK]をクリックして、[ Finish]を
クリックします。

次のタスク

インストール後にサーバを再起動することを推奨します。データが解放されなかった場合、リ

ハーサルレポートは正しい結果を表示できません。マシンの再起動時に、すべてのデータが更

新されて正確な結果がレポートに表示されます。

複数のドメインを同期している場合は、別のWindowsマシンでこれらの手順を繰り返して、
ドメインごとに1つのコネクタをインストールします。
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シスコディレクトリコネクタへのサインイン

始める前に

プロキシクレデンシャルがあることを確認します。

•プロキシの基本認証の場合は、コネクタを初めて開くときに、ユーザ名とパスワードを入
力します。

•プロキシ NTLMの場合は、Internet Explorerを開いて、歯車アイコンをクリックし、[イン
ターネットオプション (>Connections >LAN settings)]に移動し、プロキシサーバ情報が追
加されていることを確認してから、[OK]をクリックします。ブラウザを介したWebプロ
キシの使用（13ページ）を参照してください。

手順

ステップ 1 コネクタを開いて、プロンプトが表示されたら、信頼済みサイトのリストに
https://idbroker.webex.comを追加します。

ステップ 2 プロンプトが表示されたら、プロキシ認証クレデンシャルを使用してサインインし、 Cisco
Webex管理者アカウントを使用してにサインインして、[次へ (Next)]をクリックします。

ステップ 3 組織とドメインを確認します。

• AD DSを選択した場合は、[ ldapを介した ldap (ldap on SSL )]をオンにして、接続プロト
コルとしてセキュア ldap (LDAPS)を使用し、同期するドメインを選択して、[確認 (
Confirm)]をクリックします。

Ldapを介したldapを確認しない場合、DirSyncは引き続き ldap接続プロトコルを
使用します。

（注）

LDAP (軽量ディレクトリアプリケーションプロトコル)とセキュア LDAP (LDAPS)は、イ
ンフラストラクチャ内のアプリケーションとドメインコントローラの間で使用される接続

プロトコルです。LDAPS通信は暗号化され、セキュアです。

• AD LDSを選択した場合は、ホスト、ドメイン、およびポートを入力し、[更新 (Refresh )]
をクリックしてすべてのアプリケーションパーティションをロードします。次に、ドロッ

プダウンリストからパーティションを選択し、[確認 (Confirm)]をクリックします。詳細
については、「AD LDS」の項を参照してください。

ステップ 4 [組織の確認（ConfirmOrganization）]画面が表示されたら、[確認（Confirm）]をクリックし
ます。

すでに AD DS/AD LDSをバインドしている場合は、[組織の確認 (Confirm Organization)]画面
が表示されます。

ステップ 5 [Confirm]をクリックします。
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ステップ 6 ディレクトリコネクタにバインドするActiveDirectoryドメインの数に応じて、次のいずれかを
選択します。

• AD ldsである1つのドメインがある場合は、既存の ad ldsソースにバインドし、[確認
(Confirm)]をクリックします。

• AD DSである1つのドメインがある場合は、既存のドメインまたは新しいドメインにバイ
ンドします。[ Bind to a new domain]を選択した場合は、[ Next]をクリックします。

既存のソースタイプはADDSであるため、新しいバインド用にADLDSを選択することは
できません。

•複数のドメインがある場合は、リストから既存のドメインを選択するか、新しいドメイン
にバインドして、[次へ (Next)]をクリックします。

複数のドメインがあるため、既存のソースタイプはAD DSである必要があります。[新し
いドメインにバインド (Bind to a new domain )]を選択し、[次へ (Next)]をクリックする
と、新しいバインドにAD LDSを選択できません。

次のタスク

サインインすると、リハーサルの同期を実行するように求められます。同期の手順について

は、次のリンクを参照してください。

関連トピック

Active Directoryユーザに対してリハーサル同期を実行する（44ページ）
Active Directoryユーザとクラウドの完全同期を実行する（49ページ）

ディレクトリコネクタダッシュボード

ディレクトリコネクタに初めてサインインすると、ダッシュボードが表示されます。ここで

は、すべての同期アクティビティの概要を表示したり、クラウドの統計情報を表示したり、リ

ハーサル同期を実行したり、完全または差分同期を開始したり、イベントビューを起動してエ

ラー情報を確認したりできます。

セッションがタイムアウトした場合は、再度サインインします。（注）

これらのタスクは、[アクション (Actions)]ツールバーまたは [アクション (Actions)]メニューか
ら簡単に実行できます。
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表 1 :ダッシュボードコンポーネント

現在進行中の同期に関するステータス情報を表示します。同

期が実行されていない場合、ステータス表示は[アイドル(idle)]
になります。

現在の同期

次にスケジュールされた完全同期と差分同期を表示します。

スケジュールが設定されていない場合、スケジュールは表示

されません。

次回の同期

最後に実行された2つの同期のステータスを表示します。前回の同期

同期の全体のステータスを表示します。現在の同期ステータス

クラウドで使用可能な現在のオンプレミスコネクタを表示し

ます。

コネクタ

同期の全体のステータスを表示します。クラウドの統計情報

増分および完全同期の同期スケジュールを表示します。同期スケジュール

設定で変更した設定を一覧表示します。たとえば、サマリー

には次のものが含まれる場合があります。

•すべてのオブジェクトが同期されます

•すべてのユーザが同期されます

•削除されたしきい値は無効になっています。

設定の概要

表 2 :アクションツールバー

差分同期を手動で開始します (同期を一時停止または無効にし
た場合、完全同期が完了しなかった場合、または同期が進行

中の場合は無効になります)。

増分同期の開始

リハーサルの同期を実行します。同期ドライ実行

Microsoftイベントビューアを起動します。イベントビューアの起動

シスコディレクトリコネクタダッシュボードを更新します。更新

表 3 :アクションメニューバー

完全同期をすぐに開始します。今すぐ同期化

増分同期モードまたは完全同期モードのいずれかを選択しま

す。

同期モード
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完全同期をすぐに開始します。今すぐ同期化

とコネクタサービス間シスコディレクトリコネクタの会話を

確立します。このアクションを選択すると、クラウドの秘密

がリセットされ、秘密がローカルに保存されます。

コネクタシークレットのリ

セット

同期プロセスのテストを実行します。完全同期を実行する前

に、リハーサルを実行する必要があります。

リハーサル

トラブルシューティングをオンまたはオフにします。トラブルシューティング

シスコディレクトリコネクタのメイン画面を更新します。更新

シスコディレクトリコネクタを終了します。終了

表 4 :キーの組み合わせ

アクション（Action）キーの組み合わせ

[アクション (Actions )]メニューを表示します。Alt + A

今すぐ同期Alt + A + S

コネクタシークレットのリセットAlt + A + R

リハーサルAlt + A + D

増分同期Alt + A + S + I

完全同期Alt + A + S + F

ヘルプメニューを表示Alt + H

ヘルプAlt + H + H

概要Alt + H + A

FAQAlt + H + F

自動アップグレードの設定
最新の機能、バグ修正、およびセキュリティアップデートを入手するには、シスコディレク

トリコネクタソフトウェアを最新バージョンに最新の状態に保つことが常に重要です。この手

順を使用して、使用可能なときにソフトウェアの自動アップグレードをサイレントにインス

トールできるようにすることを推奨します。
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手順

ステップ 1 からシスコディレクトリコネクタ、[設定 > (General)]に移動し、新しい Cisco Directory
Connectorバージョンに自動的にアップグレードすることを確認します。

ステップ 2 [適用（Apply）]をクリックして変更内容を保存します。

新しいバージョンのコネクタは、利用可能になると自動的にインストールされます。

必要に応じて、手動でアップグレードを管理できます。詳細については、「最新のソフトウェ

アリリースへのアップグレード（65ページ）」を参照してください。
（注）

同期する Active Directoryオブジェクトを選択する
デフォルトではシスコディレクトリコネクタ、は、コンピュータではないすべてのユーザ、

およびドメインの重要なシステムオブジェクトではないすべてのグループを同期します。同期

されるオブジェクトをより詳細に制御するには、のシスコディレクトリコネクタ[オブジェク
トの選択 (Object Selection)]ページを使用して、特定のユーザを同期し、LDAPフィルタを指定
できます。

手順

ステップ 1 からシスコディレクトリコネクタ、[設定 (Configuration)]に移動し、[オブジェクトの選択
(Object Selection)]をクリックします。

ステップ 2 [Object Type ]セクションで、[ users]をオンにして、ユーザの検索可能なコンテナの数を制限
することを検討します。

たとえば、特定のグループ内のユーザのみを同期する場合は、[ユーザ ldapフィルタ (users ldap
filters)]フィールドに ldapフィルタを入力する必要があります。Example managerグループの
ユーザを同期する場合は、次のようなフィルタを使用します。

(&(sAMAccountName=*）(memberOf=cn=Example-manager,ou=Example,ou=Security

Group,dc=COMPANY））

ステップ 3 ユーザデータからルームデータを分離するには、[特定のルームを確認する]をオンにします。

オンプレミスのルーム情報を Active Directoryから Cisco Webexクラウドに同期する場合は、こ
の設定を使用します。ルーム情報を同期した後、設定されたマッピングされたSIPアドレスを
持つオンプレミスのルームデバイスは、クラウドに登録されたルームデバイスの検索可能なエ

ントリとして表示されます。詳細については、オンプレミスのルーム情報を Cisco Webexクラ
ウドに同期する（39ページ）を参照してください。
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ステップ 4 Active Directoryユーザグループをクラウドに同期する場合は、[グループ (Groups )]をオンに
します。

[グループ (Groups)]フィールドにユーザ同期 LDAPフィルタを追加しないでください。グルー
プデータ自体をクラウドに同期するには、[グループ (Groups)]フィールドのみを使用する必要
があります。

ハイブリッドデータセキュリティ展開のグループ

でシスコディレクトリコネクタは、パイロットユーザのトライアルグループを設定HybridData
Securityするためにを使用している場合は、グループを確認する必要があります。ガイダンス
については、ハイブリッドデータセキュリティの導入ガイドを参照してください。このシスコ

ディレクトリコネクタ設定は、クラウドへの他のユーザの同期には影響しません。

ステップ 5 LDAPフィルタを設定します。有効な LDAPフィルタを指定することによって、拡張フィルタ
を追加できます。LDAPフィルタの設定の詳細については、この記事を参照してください。

ステップ 6 Active Directoryのツリー構成を見るには、[選択（Select）]をクリックして、[同期するオンプ
レミスベース DN（On Premises Base DNs to Synchronize）]を指定します。ここから、検索す
るコンテナを選択または選択解除できます。

ステップ 7 この設定に追加するオブジェクトを確認し、[選択 (Select)]をクリックします。

同期に使用する個々のコンテナまたは親コンテナを選択できます。親コンテナを選択して、す

べての子コンテナを有効にします。子コンテナを選択すると、親コンテナには、子がチェック

されたことを示す灰色のチェックマークが表示されます。[選択 (Select )]をクリックして、
チェックした Active Directoryコンテナを受け入れることができます。

組織でユーザコンテナにすべてのユーザとグループが配置されている場合は、他のコンテナを

検索する必要はありません。組織が組織単位に分割されている場合は、[ou]を選択しているこ
とを確認してください。

ステップ 8 [適用（Apply）]をクリックします。

次のオプションを選択します。

•設定変更の適用

•リハーサル

•キャンセル

ドライランの詳細についてActiveDirectoryユーザに対してリハーサル同期を実行する（44ペー
ジ）は、を参照してください。

グループの同期を行うには、完全同期をActiveDirectoryユーザとクラウドの完全同期を実行す
る（49ページ）実行する必要があります。
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ユーザ属性のマッピング
ローカルのActiveDirectoryの属性をクラウド内の対応する属性にマップできます。唯一の必須
フィールドは、クラウドアイデンティティサービスの各ユーザアカウントの固有識別子である

* uidです。

クラウドにマッピングするActiveDirectory属性を選択できます。たとえば、ActiveDirectoryの
FirstName lastNameまたはカスタム属性式をクラウドのdisplayNameにマッピングでき
ます。

Active Directoryのアカウントには、電子メールアドレスが必要です。uidはデフォルトで mail
のadフィールド ( sAMAccountNameではない)にマッピングされます。

（注）

Active Directoryから優先言語を使用することを選択した場合、Active Directoryは真実の単一
ソースになります。ユーザはの言語設定CiscoWebex Settingsを変更することはできず、管理者
はのCisco Webex Control Hub設定を変更することはできません。

手順

ステップ 1 からシスコディレクトリコネクタ、[Configuration]をクリックし、[User Attribute Mapping]
を選択します。

このページには、Active Directory (左側)とCisco Webexクラウド (右側)の属性名が表示されま
す。必須フィールドにはすべて、赤いアスタリスクが付けられています。

ステップ 2 Active directoryの属性名の一番下までスクロールして、次に示す active directory属性のいずれ
かを選択して、クラウド属性uidにマッピングします。

• mail:ほとんどの導入で電子メール形式で使用されます。
• userPrincipalName:メール属性がActive Directoryの他の目的で使用されている場合は、代
替の選択肢です。この属性は電子メール形式である必要があります。

他のActive Directory属性のいずれかを uidにマッピングできますが、上記のガイドラインの説
明に従って、メールまたはuserPrincipalNameを使用することを推奨します。クラウド内のActive
Directoryの属性に対応する方法については、「 Active Directoryおよびクラウド属性」を参照
してください。

同期を機能させるには、選択したActiveDirectory属性が電子メール形式であることを
確認する必要があります。シスコディレクトリコネクタは、推奨される属性のいず

れかを選択しない場合に表示されるポップアップを示しています。

注意

ステップ 3 事前に定義された Active Directory属性が展開で機能しない場合は、[属性 (attribute)]ドロップ
ダウンをクリックして下にスクロールし、[属性のカスタマイズ (Customize attribute )]を選択
して、属性式を定義できるウィンドウを開きます。

『Deployment Guide forシスコディレクトリコネクタ』
28

Cisco Security Connectorをシスコディレクトリコネクタ

ユーザ属性のマッピング



式に関する詳細情報を取得するには、[ヘルプ (Help )]をクリックし、式の動作の例を
参照してください。詳細については、カスタマイズされた属性の式（36ページ）も
参照してください。

ヒント

この例では、ActiveDirectory属性givenNameとSnをクラウド属性displayNameにマッピング
します。

a) 属性式をgivenName + "" + Sn (余分なスペース)として定義し、確認のために既存の
ユーザの電子メールを入力します。

b) [ Verify]をクリックし、結果が予期したものと一致するかどうかを確認します。

正常な結果は次のようになります。

c) 結果が予期したものである場合は、[ OK ]をクリックして、新しいカスタマイズされた属
性を保存します。

後で、 displayNameを変更する場合は、新しい属性式を入力できます。
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Cisco Directory Connectorは、idサービスの uidの属性値を確認し、現在のユーザフィ
ルタオプションで3つの使用可能なユーザを取得します。これら3人のユーザのすべて
に有効な電子メール形式が設定されている場合、CiscoDirectoryConnectorは次のメッ
セージを表示します。

属性を検証できない場合は、次の警告が表示され、Active Directoryに戻り、ユーザ
データを確認して修正することができます。

（注）

ステップ 4 （任意）たとえば、WebexTeamsのユーザの連絡先カードにモバイルおよびワーク番号を表示
する場合は、 mobile & telephoneNumberのマッピングを選択します。

ユーザが別のユーザのプロファイル画像にカーソルを置くと、Webex Teamsに電話番号データ
が表示されます。
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ユーザの連絡先カードからのコールの詳細については、Webex Teams (Unified CM)導入ガイド
(管理者)のコールを参照してください。

ステップ 5 追加のマッピングを選択して、連絡先カードに表示するデータを追加します。

•部署番号
• displayName
•指定
• employeeType
• manager
• title

属性がマッピングされた後、ユーザが別のユーザのプロファイル画像にカーソルを置くと、そ

の情報が表示されます。
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連絡先カードの詳細については、「Webex Teams |連絡をとっているユーザの確認」を参照し
てください。

これらの属性が各ユーザアカウントに同期された後、コントロールハブで人の洞察をオンにす

ることもできます。この機能を使用すると、Webex Teamsのユーザは自分のプロファイルの詳
細情報を共有し、互いについて詳しく知ることができます。この機能と有効にする方法の詳細

については、「Cisco Webex Control HubのWebex Teams、Jabber、Webex Meetings向け People
Insights」を参照してください。

ステップ 6 選択を行った後、[適用 (Apply)]をクリックします。

ActiveDirectoryに含まれているユーザデータは、そのユーザに対応するクラウド内のデータを
上書きします。たとえば、でCisco Webex Control Hubユーザを手動で作成した場合、ユーザの
電子メールアドレスは、Active Directory内の電子メールと同一である必要があります。Active
Directoryに対応する電子メールアドレスがないユーザはすべて削除されます。

削除されたユーザは、完全に削除される前に、クラウドアイデンティティサービスに7日間保
持されます。

（注）

Active Directoryおよびクラウド属性
[ユーザ属性マッピング (User Attribute Mapping )]タブを使用して、ローカル Active Directory
からクラウド内の対応する属性に属性をマッピングできます。

次の表は、Active Directory属性名と Cisco Cloud属性名のマッピングを比較しています。これ
らの値とマッピングは、Cisco Directory Connectorのデフォルト設定です。[Active Directory]ド
ロップダウンで別の属性を選択し、どのクラウド属性に同期するオンプレミス属性を決定する

ことができます。

ドロップダウン属性はプリセットとして考えてください。ActiveDirectory行の値に代わる方法
として、Active Directory (複数の属性を含む式)で、対応する行の1つのクラウド属性にマッピ
ングするカスタマイズされた属性 (独自のプリセット)を指定することもできます。これによ
り、ユーザの表示名を決定できる柔軟性が得られます。たとえば、ActiveDirectory内の従業員
の役職、名前、および姓に基づいてカスタマイズされた属性を作成する式を追加できます。

また、クラウド内の uidにマッピングするActive Directory属性を指定することもできます。た
だし、オンプレミス属性が有効な電子メール形式に従っていることを確認する必要がありま

す。

追加の注意事項Cisco Cloud属性名Active Directory属性名

—buildingName—

この属性は、ユーザの国の略

語を指定します。

cc
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追加の注意事項Cisco Cloud属性名Active Directory属性名

この属性は、連絡先カードに

表示されるユーザの部署番号

と人の洞察に使用されます。

departmentNumberdepartmentNumber

この属性は、Control Hub、
contact card、およびpeople
insightsに表示されるユーザア
カウントの表示名に使用され

ます。

displayNamedisplayName

この属性は、ユーザの同期に

使用されます。

UserAccountControl属性が
ds-pwp-account-disabledにマッ
ピングされていること、また

はユーザが正常に同期されて

いないことを確認してくださ

い。

ds-pwp-account-disableduserAccountControl

—employeeNumberemployeeNumber

この値は、連絡先カードに表

示されるユーザの従業員タイ

プとユーザの洞察に使用され

ます。

employeeTypeemployeeType

—facsimileTelephoneNumberfacsimileTelephoneNumber

この属性は、Control Hub、
contact card、およびpeople
insightsに表示されるユーザア
カウント名に使用されます。

givenNamegivenName

このクラウド属性は、Jabber
によって使用される IMアドレ
ス (XMPPタイプ)に関連して
います。この値は、

sipAddressesと同じではありま
せん。

jabberID—

この属性は、ユーザの市区町

村を指定します。

ll

—locale—
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追加の注意事項Cisco Cloud属性名Active Directory属性名

この属性は、連絡先カードと

ユーザの洞察に表示される

ユーザのマネージャ名に使用

されます。

managermanager

この属性は、連絡先カードか

らユーザを呼び出すために表

示される携帯電話の番号とし

て使用されます。

mobilemobile

この属性は、会社または組織

の名前を指定します。

oo

この属性は、組織単位の名前

を指定します。

ouou

この属性は、ユーザのオフィ

スの場所を指定します。

physicalDeliveryOfficeNamephysicalDeliveryOfficeName

この属性は、物理的なメール

配信用のユーザの郵便番号ま

たは郵便番号を指定します。

postalCodepostalCode

この属性は、ユーザの優先言

語を設定し、次の形式がサ

ポートされます (xx_YYまたは
xx-YY)。次に例をいくつか示
します。 en_US、en_GB、
fr-CA。

サポートされていない言語ま

たは無効な形式を使用してい

る場合、ユーザの優先言語

は、組織に対して設定されて

いる言語に変更されます。

preferredLanguagepreferredLanguage

この属性は、オンプレミスの

ルーム情報を Active Directory
から Cisco Webexクラウドに
同期するために使用されま

す。

SipAddresses; type = enterpriseMSRTCSIP-PrimaryUserAddress

ipPhone
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追加の注意事項Cisco Cloud属性名Active Directory属性名

この属性は、Control Hub、
contact card、およびpeople
insightsに表示されるユーザア
カウントの姓に使用されま

す。

snsn

この属性は、ユーザの都道府

県を指定します。

stst

この属性は、物理的なメール

配信のためのユーザの住所を

指定します。

streetStreetAddress

この属性は、連絡先カードか

らユーザを呼び出すために使

用されるユーザのプライマリ

(作業)電話番号を指定します。

telephoneNumbertelephoneNumber

このクラウド属性は、ユーザ

のタイムゾーンを指定しま

す。

timezone—

この属性は、連絡先カードに

表示されるユーザのタイトル

と、個人情報を指定します。

titletitle

—enterprisetype

必須の属性マッピング。ユー

ザアカウントごとに、Active
Directoryの値がクラウド内の
一意のuidにマッピングされま
す。

uid*mail

*userPrincipalName
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カスタマイズされた属性の式

次の表に、使用可能な演算子の概要と、CiscoDirectoryConnectorでのカスタマイズされた属性
の例を示します。

表 5 :カスタマイズされた属性の式

説明と例演算子

文字列の先頭から、文字または文字列の引数の位置にすべて

の文字を削除します (一致する場合)。

式の例
"abc@example.com" % "@"

Result
example.com

%

指定された文字列の末尾から入力文字列の背面を取り除きま

す。

式の例
"abc@example.com" - "@"

Result
abc

-

入力文字列または式を連結します。

式の例
"abc" + "" + "def"

Result
abc def

+

は、空の文字列に対して分割された式を評価し、空でない最

初の結果を選択します。

式の例
"" | "abc"

Result
abc

|

ディレクトリアバターをアクティブディレクトリ属性か

らクラウドに同期させる
ユーザのディレクトリアバターをクラウドに同期して、各アバターがCisco Webex Teamsアプ
リにサインインするときに表示されるようにすることができます。Active Directory属性から
rawアバターデータを同期するには、次の手順を使用します。
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手順

ステップ 1 シスコディレクトリコネクタで、[設定（Configuration）]を選び、[アバター（Avatar）]、
[有効化（Enable）]の順に選択します。

ステップ 2 からアバターを取得するには、[ADattribute]を選択し、クラウドと同期する未加工のアバター
データを含むアバター属性を選択します。

ステップ 3 アバターが正しくアクセスされていることを確認するには、ユーザの電子メールアドレスを入
力し、[ユーザのアバターを取得 (Get user'sアバター)]をクリックします。

アバターが右側に表示されます。

ステップ 4 アバターが正しく表示されたことを確認したら、[適用 (Apply )]をクリックして変更を保存し
ます。

•同期されたイメージは、 Cisco Webex Teamsアプリのユーザのデフォルトのアバターにな
ります。この機能をからシスコディレクトリコネクタ有効にした後、ユーザは自分のア

バターを設定することはできません。

•ユーザアバターは、WebexサイトのCisco Webex Teams両方と一致するアカウントに同期
されます。

次のタスク

リハーサル同期を実行します。問題がない場合は、完全同期を実行してActiveDirectoryのユー
ザアカウントとアバターを取得し、クラウドに同期し、 Cisco Webex Control Hubに表示されま
す。

リソースサーバからクラウドへのディレクトリアバター

の同期
ユーザのディレクトリアバタをクラウドに同期し、ユーザが Cisco Webex Teamsアプリにサイ
ンインすると、各アバタが表示されます。リソースサーバからアバターを同期するには、次の

手順を使用します。

始める前に

•この手順のURIパターンと変数の値は例です。ディレクトリアバターがある実際のUrlを
使用する必要があります。

•アバターURIパターンと、アバターが存在するサーバは、シスコディレクトリコネクタ
アプリケーションから到達可能である必要があります。コネクタにはイメージへのhttpま
たは httpsアクセスが必要ですが、そのイメージはインターネット上でパブリックにアク
セスできる必要はありません。
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•アバターデータの同期は、ActiveDirectoryユーザプロファイルから分離されています。プ
ロキシを実行する場合は、NTLM認証または基本認証によってアバターデータにアクセス
できることを確認する必要があります。

手順

ステップ 1 でシスコディレクトリコネクタ、[設定（Configuration）]を選び、[アバター（Avatar）]、
[有効化（Enable）]の順に選択します。

ステップ 2 からアバターを取得するには、[ Resource server ]を選択し、アバター URIパターン(たとえ
ば、 http: http://www.example.com/dir/photo/zoom/{mail:. *?) を入力します。= @. *)} .jpg

アバター URIパターンの各部分とその意味を見てみましょう。

• http://www.example.com/dir/photo/zoom/:同期されるすべての写真が配置されているパス。
サーバ上のシスコディレクトリコネクタサービスが到達可能である必要があるURLであ
る必要があります。

• mail:: Activeシスコディレクトリコネクタ Directoryからメール属性の値を取得するよう
に指示します。

• .*?(?=@.*):これらの関数を実行する正規表現の構文は次のとおりです。

• . *:任意の文字を0回以上繰り返します。

• ?:前の変数に、できるだけ少ない文字を照合するように指示します。

• (?= ... ):メイン式の後のグループを結果に含めずに照合します。ディレクトリコネ
クタは一致を探し、出力に含めません。

• @. *:アットマークの後に任意の文字が続き、0回以上繰り返されます。

• .jpg:ユーザのアバターのファイル拡張子。このドキュメントの「サポートされているファ
イルタイプ」を参照し、それに応じて拡張子を変更してください。

ステップ 3 （任意）リソースサーバーで認証情報が必要な場合、アバタ向けの認証情報を設定し、[現在
のサービスログオンユーザ（Use current service logon user）]または [現在のユーザを使用す
る（Use this user）]のどちらかを選択後、パスワードを入力します。

ステップ 4 変数値を入力します (例: abcd@example.com)。

ステップ 5 [テスト (Test )]をクリックして、アバターURIパターンが正しく動作していることを確認しま
す。

例：

この例では、1つの ADエントリのメール値がabcd@example.comで、jpgイメージが同期されて
いる場合、最後のアバター URIはhttp://www.example.com/dir/photo/zoom/abcd.jpgです。

ステップ 6 URI情報を確認して正しいことを確認したら、[ Apply]をクリックします。
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正規表現の使用方法の詳細については、「Microsoft Regular Expression LanguageQuickReference
」を参照してください。

•同期されたイメージは、 Cisco Webex Teamsアプリのユーザのデフォルトのアバターにな
ります。この機能をからシスコディレクトリコネクタ有効にした後、ユーザは自分のア

バターを設定することはできません。

•ユーザアバターは、WebexサイトのCisco Webex Teams両方と一致するアカウントに同期
されます。

次のタスク

リハーサル同期を実行します。問題がない場合は、完全同期を実行してActiveDirectoryのユー
ザアカウントとアバターを取得し、クラウドに同期し、 Cisco Webex Control Hubに表示されま
す。

オンプレミスのルーム情報を Cisco Webexクラウドに同
期する

オンプレミスのルーム情報を Active Directoryから Cisco Webexクラウドに同期するには、次
の手順を実行します。ルーム情報を同期した後、設定されたマッピングされたSIPアドレスを
持つオンプレミスのルームデバイスは、クラウドに登録されたWebexデバイス (Room、Desk、
Board)の検索可能なエントリとして表示されます。

手順

ステップ 1 から、[設定 ( Configuration)]に移動し、[オブジェクトの選択 (Object Selection)]を選択しま
す。シスコディレクトリコネクタ

ステップ 2 [ルームの識別（Identify Room）]を選択すると、ユーザデータとルームデータが分かれるの
で、適切に識別されます。

この設定を無効にすると、ルームデータはユーザが同期したデータと同じ方法で処理されま

す。

ステップ 3 [User Attribute mapping]に移動し、クラウド属性sipAddresses (type = enterprise)の属性マッピ
ングを変更します。

•使用可能な場合は、[msrtcsip-primaryuseraddress ]を選択します。
• Active Directoryスキーマに上記の属性がない場合は、 Ipphoneなどの別のフィールドを使
用します。

ステップ 4 Exchangeでルームリソースメールボックスを作成します。これにより、コネクタが後でルーム
の特定に使用する msExchResourceMetaData;ResourceType:Room属性が追加されます。
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ステップ 5 ActiveDirectoryのユーザとコンピュータから、ルームのプロパティに移動して編集します。Sip
のプレフィックスを使用して完全修飾 SIP URIを追加します。

ステップ 6 リハーサル同期を実行してから、コネクタで完全な同期を実行します。

新しいルームオブジェクトが追加され、一致したルームオブジェクトが、リハーサルレポート

に一致するオブジェクトに表示されます。削除のフラグが付けられたルームオブジェクトは、

ルームで削除されます。

リハーサルの実行結果には、一致したすべてのルームリソースが表示されます。
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この設定は、ActiveDirectoryルームデータ (ルームの属性を含む)をユーザデータから分離しま
す。同期が終了すると、コネクタダッシュボードのクラウド統計は、クラウドに同期された

ルームデータを示します。

次のタスク

これらの手順が完了したので、Webexクラウドに登録されたデバイスで検索を実行すると、
SIPアドレスを使用して設定された同期されたルームエントリが表示されます。そのエントリ
のWebexデバイスからコールを発信すると、そのルーム用に設定された SIPアドレスにコー
ルが発信されます。
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エンドポイントは、コールをにループバックCisco Webex Teamsすることはできません。テス
トダイヤリングデバイスの場合、これらのデバイスは、オンプレミスまたは以外の場所のWebex
TeamsSIPURIとして登録されている必要があります。検索しているActiveDirectory room system
がにWebex登録されており、同じ電子メールアドレスがWebex Roomデバイス、デスクデバイ
ス、またはWebex Boardカレンダーサービスに登録されている場合は、検索結果に重複エント
リが表示されません。ルーム、デスク、またはボードデバイスはにWebex Teams直接ダイヤル
され、SIPコールは行われません。

（注）

ディレクトリ同期の結果に関する電子メールレポートの

送信
デフォルトでは、組織の連絡先または管理者は常に電子メール通知を受信します。この設定を

使用すると、ディレクトリ同期レポートを要約した電子メール通知を受信するユーザをカスタ

マイズできます。

手順

ステップ 1 からシスコディレクトリコネクタ、[設定 (Configuration)]をクリックし、[通知 (Notification)]
を選択します。

ステップ 2 デフォルトの通知動作を上書きし、1つ以上の電子メール受信者を追加する場合は、[ Enable
notification ]をオンにします。

ステップ 3 [追加 (Add )]をクリックし、電子メールアドレスを入力します。

無効な形式の電子メールアドレスを入力すると、変更を保存して適用する前に、問題を修正す

るように通知するメッセージがポップアップ表示されます。

ステップ 4 入力した電子メールアドレスを編集する必要がある場合は、左側の列にある電子メールのエン
トリをダブルクリックして、必要な変更を加えます。

ステップ 5 すべての有効な電子メールアドレスを追加した後、[適用 (Apply)]をクリックします。

次のタスク

電子メールアドレスを削除する場合は、電子メールをクリックし、該当するエントリを強調表

示させ、[削除（Remove）]をクリックします。
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Active Directoryからのユーザを Control Hubにプロビジョ
ニングする

以下の手順を実行して、ActiveDirectoryユーザをプロビジョニングし、対応するユーザアカウ
ントを Control Hubに作成します。ドメインあたり 1つのシスコディレクトリコネクタをイ
ンストールした後で、複数のドメインを含むActiveDirectory展開から（単一のフォレストまた
は複数のフォレストのどちらかで）ユーザをプロビジョニングすることができます。異なるド

メインのユーザをオンボードするプロセスでは、 Cisco Webexクラウド内にすでに存在してい
る可能性があるユーザオブジェクトを保持または削除するかどうかを決定する必要があります

(たとえば、トライアルからのアカウントのテストなど)。目的は、Active Directoryとクラウド
のCisco Webex間で完全に一致していることです。

手順

目的コマンドまたはアクション

オンプレミスの Active DirectoryとCisco
Webexクラウド内のオブジェクトのオブ

ActiveDirectoryユーザに対してリハーサ
ル同期を実行する（44ページ）

ステップ 1

ジェクトを比較するために、リハーサル

を実行します。リハーサルを使用する

と、完全同期または差分同期を実行して

クラウドに変更をコミットする前に、追

加、変更、または削除されるオブジェク

トを確認できます。

完全同期を実行すると、コネクタサービ

スは、フィルタ処理されたすべてのオブ

ActiveDirectoryユーザとクラウドの完全
同期を実行する（49ページ）

ステップ 2

ジェクトを Active Directory (AD)からク
ラウドに送信します。コネクタサービス

は、ADエントリを使用して idストアを
更新します。自動割り当てライセンステ

ンプレートを作成した場合は、それを新

しく同期されたユーザに割り当てること

ができます。

からシスコディレクトリコネクタへ

Cisco Webex Control Hubの完全なユーザ
でCisco Webexのディレクトリ同期ユー
ザへのサービスの割り当てCisco Webex
Control Hub（51ページ）

ステップ 3

同期を完了した後、同じCiscoWebexサー
ビスライセンスをすべてのユーザに一度

に割り当てるか、または自動割り当てラ

イセンステンプレートをすでに設定して

いる場合は、新しいユーザに追加ライセ

ンスを追加できます。この最初のステッ
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目的コマンドまたはアクション

プの後に、個々の変更を行うことができ

ます。

Active Directoryユーザに対してリハーサル同期を実行する
オンプレミスの Active DirectoryとCisco Webexクラウド内のオブジェクトのオブジェクトを比
較するために、リハーサルを実行します。リハーサルを使用すると、完全同期または差分同期

を実行してクラウドに変更をコミットする前に、追加、変更、または削除されるオブジェクト

を確認できます。

異なるドメインからのユーザをオンボードするプロセスの間に、Cisco Webexクラウドにすで
に存在している可能性があるユーザオブジェクトを保持するか、あるいは削除するか（トライ

アルのテストアカウントなど）を決定する必要があります。でシスコディレクトリコネクタ

は、Active directoryとクラウドのCisco Webex間で完全に一致することを目的としています。

1つのフォレストまたは複数のフォレストに複数のドメインがある場合は、各 Active Directory
ドメインシスコディレクトリコネクタにインストールした各インスタンスでこの手順を実行

する必要があります。

始める前に

使用Cisco Webex Teamsする前に、シスコディレクトリコネクタコントロールハブにユーザが
すでに存在している可能性があります。クラウド内のユーザの中には、オンプレミスのActive
Directoryオブジェクトに一致し、サービスのライセンスが割り当てられている場合がありま
す。ただし、同期の実行中に削除するテストユーザがある場合もあります。ActiveDirectoryと
Control Hubの間で完全に一致するものを作成する必要があります。

手順

ステップ 1 次のいずれかを選択します。

•初回サインイン後、プロンプトで [はい (Yes )]をクリックして、リハーサルを実行しま
す。

•リハーサルを忘れた場合は、シスコディレクトリコネクタいつでも、[ Dashboard]をク
リックし、[ Syncリハーサル]を選択し、[ OK ]をクリックして、リハーサルの実行を開
始します。

ドライランが完了すると、次のいずれかの結果が表示されます。
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• 図 3 :で一致しないオブジェクトが検出されましたシスコディレクトリコネクタ
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• 図 4 :のドライランレポートの結果とオブジェクトの不一致の概要シスコディレクトリコネクタ
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リハーサルでは、ユーザをドメインユーザと比較することによってユーザを識別します。アプ

リケーションは、現在のドメインに属しているユーザを識別できます。次の手順では、オブ

ジェクトを削除するか、保持するかを決定する必要があります。一致しないオブジェクトは

Cisco Webexクラウド内にすでに存在しているものの、オンプレミスの Active Directoryには存
在していないと識別されます。

ステップ 2 リハーサルの実行結果を確認し、1つのドメインまたは複数のドメインを使用するかどうかに
応じて、次のオプションを選択します。

• [単一ドメイン (Single domain)]:一致しないユーザを保持するかどうかを決定します。維持
する場合は、[いいえ、オブジェクトを保持します（No, retain objects）]を選択します。
維持しない場合は、[はい、オブジェクトを削除します（Yes, delete objects）]を選択しま
す。これらの手順を実行して手動で完全同期を実行すると、オンプレミスとクラウドの間

でシスコディレクトリコネクタ完全に一致するように、スケジュールされた自動同期タ

スクが自動的に有効になります。

•複数のドメイン:ドメイン aとドメイン Bがある組織では、最初にドメイン aに対してリ
ハーサルを実行します。一致しないユーザを保持する場合は、[ No]、[retain objects]を選
択します。（これらの不一致ユーザは、ドメインBのメンバーである可能性があります)。
削除する場合は、[はい、オブジェクトを削除します（Yes, delete objects）]を選択して、
オブジェクトを削除します。

ユーザを保持する場合は、最初にドメイン Aの完全同期を実行してから、ドメイン Bの
リハーサルを実行します。まだ一致していないユーザが存在する場合は、Active Directory
でこれらのユーザを追加してから、ドメインBの完全同期を実行します。オンプレミスと
クラウドの間に完全に一致するシスコディレクトリコネクタと、は自動的にスケジュー

ルされた自動同期タスクを有効にします。

ステップ 3 [リハーサルの確認 (Confirmリハーサル)]プロンプトで、[はい (Yes )]をクリックしてリハー
サルの同期を再実行し、ダッシュボードを表示して結果を確認します。

リハーサルで正常に同期されたアカウントは、一致したオブジェクトの下に表示されます。

クラウド内のユーザが、ActiveDirectoryで同じ電子メールを持つ対応するユーザを持っていな
い場合、エントリは [削除されたユーザ (Users Deleted)]の下に表示されます。この削除フラグ
を回避するには、Active Directoryに同じ電子メールアドレスを持つユーザを追加します。

同期された項目の詳細を表示するには、一致する特定の項目またはオブジェクトに対応するタ

ブをクリックします。サマリー情報を保存するには、[ Save Results To File]をクリックしま
す。

ステップ 4 結果が予想される場合は、[アクション（Actions）]> [同期モード（Synchronizationmode）]>
[同期の有効化（Enable Synchronization）]の順に選択し、[今すぐ有効化（Enable Now）]を
クリックして手動で同期を実行し、この時点でシスコディレクトリコネクタを手動モードに

します。
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マルチドメイン展開の最後のActiveDirectoryドメインで同期を実行した後、のシスコ
ディレクトリコネクタ自動モードを有効にする必要があります。自動モードは、オブ

ジェクトがCisco Webexクラウドとすべてのオンプレミス Active directoryの間で完全
に一致した場合にのみ有効にできます。

（注）

次のタスク

•一致していないユーザオブジェクトがある場合は、それらをActiveDirectoryに追加して、
オンプレミスとクラウド間で完全に一致するようにする必要があります。

•同期の種類を選択：

• Active Directoryユーザとクラウドの完全同期を実行する（49ページ）を使用して、
最初に新しいユーザをクラウドに同期します。これは、[ Actions > Sync Now > Full]
から実行します。その後、現在のドメインのユーザが同期されます。

•コネクタスケジュールの設定（68ページ）完全増分同期の実行（55ページ）同期
を実行した後、最初の同期後に変更をピックアップする場合。このタイプの同期は、

ActiveDirectoryのユーザソースに加えられた小規模な変更をピックアップするために
推奨されます。

デフォルトでは、増分同期は30分ごと (バージョン3.4以前の場合)または4時間ごと
(バージョン3.5以降)に設定されますが、この値は変更できます。差分同期は、最初
に完全同期を実行するまで発生しません。

•複数のドメインがある場合は、インストールしたものシスコディレクトリコネクタとは
別の手順を繰り返します。

次の点に留意してください。

•完全同期を有効にする前、または同期パラメータを変更する前に、リハーサルを実行しま
す。設定変更によってリハーサルが開始された場合は、ドライランの完了後に設定を保存

できます。すでにユーザを手動で追加している場合は、ActiveDirectoryの同期を実行する
と、以前に追加されたユーザが削除されることがあります。Cloudrunレポートをシスコ
ディレクトリコネクタ確認して、クラウドと完全に同期する前に、予想されるすべての

ユーザが存在していることを確認できます。

•一致したユーザが削除されるとマークされており、続行する方法がわからない場合は、
「トラブルのトラブルシューティングと修正シスコディレクトリコネクタ（77ページ）
シューティング情報」および「サポートに連絡する方法」を参照してください。

削除されたユーザは、7日クラウドアイデンティティサービスに
保持された後、完全に削除されます。

（注）
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Active Directoryユーザとクラウドの完全同期を実行する
完全同期を実行すると、コネクタサービスは、フィルタ処理されたすべてのオブジェクトを

Active Directory (AD)からクラウドに送信します。コネクタサービスは、ADエントリを使用し
て idストアを更新します。自動割り当てライセンステンプレートを作成した場合は、それを
新しく同期されたユーザに割り当てることができます。

複数のドメインがある場合は、各 Active Directoryドメインにインストールしシスコディレク
トリコネクタた各インスタンスでこの手順を実行する必要があります。

シスコディレクトリコネクタは、ユーザアカウントの状態を同期します。Active Directoryで
は、無効とマークされているユーザは、クラウドでも非アクティブと表示されます。

始める前に

•完全に同期した後に、ユーザが初めてサインインする前に、Cisco Webex Teamsユーザア
カウントをアクティブな状態にする場合は、電子メール検証をバイパスするためにこれら

手順をかならず実行します。

•シングルサインオンをCisco Webex組織に統合します。詳細については「、「Cisco
Webexサービスと組織の Idプロバイダーによるシングルサインオン」」を参照して
ください。

• CiscoWebex Control Hubを使用して確認し、オプションでメールアドレスに含まれる
ドメインを要求します。「「ドメインの追加、確認、および要求」」を参照してくだ

さい。

•自動電子メール招待を抑止します。これにより、新しいユーザはWebexチームへの
自動電子メール招待を受信できなくなります。（独自の電子メールキャンペーンは、

実行可能です）。

サインインしていない有効なユーザは、Control Hubで、[検証済
み（Verified）]ステータスとして表示されます。ユーザがサイン
インすると、[アクティブ（Active）]として表示されます。ユー
ザステータスの詳細については、「Cisco Webex Control Hubでの
ユーザステータスおよびアクション」を参照してください。

（注）

•同期を有効にするシスコディレクトリコネクタと、は最初にリハーサルを実行するよう
に求められます。完全同期の前にリハーサルを実行して、潜在的なエラーを検出すること

を推奨します。

• Active Directoryから同期した新しい Cisco Webex Teamsのユーザに対して使用する前に、
自動割り当てライセンステンプレートを設定する必要があります。
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自動割り当てライセンステンプレートは、新しい同期されたユー

ザに対してのみ動作します。ユーザを更新する場合は、それらの

ユーザを削除してから、テンプレートを適用するために再度追加

する必要があります。

（注）

手順

ステップ 1 次のいずれかを選択します。

•初回サインイン後に、リハーサルが完了し、すべてのドメインが正しいことが確認された
ら、[今すぐ有効化 (Enable Now )]をクリックして自動同期が行われるようにします。

•シスコディレクトリコネクタで、[ダッシュボード（Dashboard）]に移動して、[アクショ
ン（Actions）]をクリックし、[同期モード（Synchronization Mode）] > [同期の有効化
（Enable Synchronization）]を選択してから、[今すぐ同期（SyncNow）] > [完全（Full）]
をクリックして同期を開始します。

ステップ 2 同期が開始したことを確認します。

Active Directoryでユーザに対して行った変更（たとえば、表示名など）に関しては、ユーザ
ビューをリフレッシュすると、Cisco Webex Control Hubではすぐに変更が適用されますが、
Cisco Webex Teamsアプリでは、同期してから最長 72時間後に変更が適用されます。

WindowsまたはMacのいずれかの指示に従って、WebexTeamsアプリのローカルキャッ
シュをクリアしようとすることができます。

ヒント

•同期中に、ダッシュボードに同期の進捗状況が表示されます。これには、同期のタイプ、
開始時刻、同期が現在実行されているフェーズなどが含まれます。

•同期後、最後の同期とクラウドの統計情報のセクションが新しい情報で更新されます。
ユーザデータはクラウドに同期されます。

•同期中にエラーが発生した場合は、ステータスインジケータボールが赤色に変わります。

ステップ 3 同期のステータスを更新する場合は、[更新 (Refresh )]をクリックします。(同期された項目は
[ Cloud Statistics]の下に表示されます)。

ステップ 4 エラーの詳細については、[アクション (Actions )]ツールバーから [イベントビューアの起動
(Launch Event Viewer )]を選択してエラーログを表示します。

ステップ 5 クラウドへの継続的な増分同期の同期スケジュールを設定するにコネクタスケジュールの設定
（68ページ）は増分同期の実行（55ページ）、およびを参照してください。

•完全同期が完了すると、 Cisco Webex Control Hubの [設定 ( Settings )]ページで、ディレク
トリ同期のステータスが [無効 ( Disabled )]から [動作可能 ( Operational )]に更新されま
す。
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•すべてのデータがオンプレミスとクラウドの間でシスコディレクトリコネクタ一致する
場合、は手動モードから自動同期モードに変更されます。

•シングルサインオンを統合し、ドメインを確認して、同期した電子メールアカウントの
ドメインを任意で要求し、自動電子メールを制御しない限り、Cisco Webex Teamsユーザ
アカウントは、各ユーザが Cisco Webex Teamsにはじめてサインインしてアカウントを確
認するまで未確認の状態になります。アクティブなユーザとしてアカウントを同期する方

法に関するガイダンスについては、「はじめに」の項を参照してください。

•複数のドメインがある場合は、インストールした他シスコディレクトリコネクタのユー
ザに対してこの手順を実行します。同期後に、追加したすべてのドメインのユーザがCisco
Webex Control Hubにリストされます。

•シングルサインオンを統合Cisco Webexして、電子メール通知を抑制した場合は、新たに
同期されたユーザに電子メールの招待が送信されません。

•シスコディレクトリコネクタを有効にした後で、Cisco Webex Control Hubのユーザを手
動で追加することはできません。有効にすると、ユーザ管理がシスコディレクトリコネ

クタから実行され、Active Directoryが単一の発信元になります。

次のタスク

• ActiveDirectoryからユーザを削除すると、そのユーザは、次回の同期後に削除されます。
そのユーザは非アクティブになりますが、(誤った削除からのリカバリを許可するために)、
クラウドの IDプロファイルは 7日間保持されます。

ActiveDirectoryでアカウントが無効になっている場合、そのユーザは次の同期の後に非ア
クティブになります。ユーザを再度有効にする場合は、クラウドの IDプロファイルは 7日
後に削除されません。

•差分同期については、次の例外に注意してください (上記の完全な同期手順に従います)。

•アバターが更新され、その他の属性が変更されない場合、差分同期ではユーザのアバ
ターがクラウドに更新されません。

•属性マッピング、ベース DN、フィルタ、およびアバター設定の設定変更には、完全
同期が必要です。

でCiscoWebexのディレクトリ同期ユーザへのサービスの割り当てCisco
Webex Control Hub

からシスコディレクトリコネクタへCisco Webex Control Hubの完全なユーザ同期が完了した
ら、を使用Cisco Webex Control Hubして、同じCisco Webexサービスライセンスをすべてのユー
ザに一度に割り当てるか、または自動割り当てライセンステンプレートをすでに設定している

場合は、新しいユーザに追加ライセンスを追加できます。この最初のステップの後に、個々の

ユーザアカウントを変更できます。
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Cisco Webex Teamsユーザにライセンスを割り当てると、そのユーザはデフォルトで割り当て
を確認する電子メールを受信します。電子メールは、のCisco Webex Control Hub通知サービス
によって送信されます。Cisco Webex組織にシングルサインオン (SSO)が統合されている場
合、ユーザに直接連絡する場合は、これらの自動電子メール通知を抑制することもできます。

始める前に

• ActiveDirectoryから同期した新しいCiscoWebexTeamsユーザに対して使用する前に、自動
割り当てライセンステンプレートを設定する必要があります。

• Active Directoryユーザに対してリハーサル同期を実行する

•リハーサルの結果を確認した後、Active Directoryユーザの完全同期を実行します。

完全同期の時点で、ユーザはクラウドで作成され、サービス割り当ては追加されず、アクティ

ベーション電子メールは送信されません。電子メールが抑制されていない場合、新しいユーザ

は、CSVインポート、手動ユーザ更新、または自動割り当て完了の成功など、コントロールハ
ブの標準ユーザ管理方式によってユーザにサービスを割り当てるときに、アクティベーション

電子メールを受信します。

（注）

手順

ステップ 1 https://admin.webex.comのカスタマービューから、[ユーザ（Users）]に移動し、[ユーザの管理
（Manage Users）]をクリックして、[すべての同期ユーザの変更（Modify all synchronized
users）]を選択してから、[次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 2 電子メール通知を抑制した場合は、表示されるプロンプトを読み、[次へ (Next)]をクリックし
ます。

ステップ 3 [同期ステータス (Sync Status)]で、更新矢印をクリックしてリストをリロードし、[次へ (Next)]
をクリックして次のいずれかを選択します。

•同期さCisco Webexれたすべてのユーザに最初に適用するサービスを確認します。
•ライセンステンプレートがすでに設定され、アクティブCiscoWebexになっている場合は、
テンプレートからのサービスが新しく同期されたユーザに適用されます。

次のタスク

•電子メールが抑制されていない場合は、参加とダウンロードCisco Webexのための招待を
含む電子メールが各ユーザに送信されます。

•すべてのユーザに同じCisco Webexサービスを選択した場合は、個別に、または一括して
割り当てられたライセンスを変更できます。
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関連トピック

組織内のユーザを追加して管理する方法

Cisco Directory Connectorに関する既知の問題
• 2012 R2より前のWindows Serverバージョンには、Cisco Directory Connectorに影響する
cookieの問題があります。この問題は、バージョン2012 R2および2016で修正されていま
す。

• Active Directoryでユーザに対して行った変更 (たとえば、表示名)についてCisco Webex
Control Hubは、ユーザビューを更新するとすぐに変更が反映Cisco Webex Teamsされます
が、アプリケーションは同期の実行時から72時間後に変更を反映します。

WindowsまたはMacのいずれかの指示に従って、WebexTeamsアプリのローカルキャッシュ
をクリアしようとすることができます。

•ハイブリッドコールサービスを組織に導入する場合は、自動ライセンス割り当てテンプ
レートを使用しないでください。新しいユーザがCiscoDirectoryConnectorから同期され、
コールサービス認識またはコールサービス接続のために自動的に有効になっている場合、

ユーザのアクティブ化は、ユニファイド CMの設定がまだ行われていないため失敗しま
す。

•ユーザがWebex Teamsデスクトップまたはモバイルアプリを使用して、同期された SIP
URIのみを持つルームを検索して発信すると、コールはこの時点で無期限に鳴ります。
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第 4 章

コントロールハブでの同期されたユーザア

カウントの管理

•増分同期の実行（55ページ）
•誤って削除したユーザの復元（56ページ）
• Cisco Webex Teams電子メールアドレスの変更（58ページ）
• Active Directoryドメインの変更（59ページ）
•ドメイン要求（60ページ）
•ディレクトリが同期された組織で無料の Cisco Webex Teamsユーザを変換（60ページ）
•サイドボードCisco Webex Teamsユーザアカウント（61ページ）
•ディレクトリCisco Webex Teams同期後のユーザ名形式の変更（62ページ）

増分同期の実行
増分同期では、ActiveDirectoryに対してクエリが実行され、最後の同期以降に発生した変更が
検索されます。この手順によって、これらの変更がバンドルされ、コネクタサービスに送信さ

れます。変更には、ユーザ属性の変更、ユーザの追加または削除が含まれます。

この同期は、サーバに負荷をかけず、完全な同期として時間がかかりません。最初の完全同期

を実行した後、後続の同期のための増分オプションを推奨します。

始める前に

• Active Directoryから同期した新しいCisco Webexユーザに対して使用する前に、自動割り
当てライセンステンプレートを設定する必要があります。

•差分同期ではサポートされない次のActiveDirectoryユーザとクラウドの完全同期を実行す
る（49ページ）例外に注意してください (代わりに次のようにしてください)。

•更新されたアバターはあるが、その他の属性が変更されていない場合、増分同期を
行っても、ユーザのアバターはクラウドに更新されません。

•属性マッピング、ベース DN、フィルタ、およびアバター設定の新しい設定変更につ
いては、差分同期は機能せず、完全同期が必要です。
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手順

ステップ 1 シスコディレクトリコネクタで、[ダッシュボード（Dashboard）]をクリックします。

同期を有効にすると、シスコディレクトリコネクタから、まずリハーサルを実行す

るように指示されます。

（注）

ステップ 2 [ Actions]で、[ synchronization Mode > ]をクリックします (まだ有効になっていない場合)。

デフォルトでは、増分同期は30分ごと (バージョン3.4以前の場合)または4時間ごと (バージョ
ン3.5以降)に設定されますが、この値は変更できます。差分同期は、最初に完全同期を実行す
るまで発生しません。新しい増分時間間隔がアップの場合、プログラムは最後のタイムスタン

プに基づいて変更を確認します。

ステップ 3 [ Actions]で、[ Sync Now >差分]をクリックします。

Active Directoryでユーザに対して行った変更 (たとえば、表示名)についてCisco Webex Control
Hubは、ユーザビューを更新するとすぐに変更が反映Cisco Webex Teamsされますが、アプリ
ケーションは同期の実行時から72時間後に変更を反映します。

WindowsまたはMacのいずれかの指示に従って、WebexTeamsアプリのローカルキャッ
シュをクリアしようとすることができます。

ヒント

•同期中に、ダッシュボードに同期の進捗状況が表示されます。これには、同期のタイプ、
開始時刻、同期が現在実行されているフェーズなどが含まれます。

•同期後、最後の同期とクラウドの統計情報のセクションが新しい情報で更新されます。

•同期中にエラーが発生した場合は、ステータスインジケータボールが赤になります。

ステップ 4 エラーについては、[アクション (Actions )]ツールバーの [イベントビューアの起動 (Launch
Event Viewer )]をクリックしてエラーログを表示します。

次のタスク

複数のドメインがある場合は、インストールしている他のシスコディレクトリコネクタイン

スタンスでもこの手順を実行します。

関連トピック

イベントビューアの起動（86ページ）

誤って削除したユーザの復元
シスコディレクトリコネクタユーザの意図しない削除を防ぐために、チェックと残高がありま

す。残念ながら、事故が発生しています。ActiveDirectoryでLDAPフィルタが誤って設定され
ている可能性があります。これにより、クラウドとの同期時に一部のユーザが削除されまし
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た。ソフト削除機能は、これらの事故から回復し、コントロールハブでユーザアカウントを再

確立するのに役立ちます。

デフォルトでは、この機能はすべての組織に対して有効になっています。ユーザがクラウドで

削除された場合 (たとえば、同期シスコディレクトリコネクタ後のオブジェクトの問題が一致
しない場合)、ユーザは回復できます。不一致のオブジェクト通知が表示された場合、または
ユーザが削除されたことが判明した場合は、fastに行動すると、それらを回復することができ
ます。

ユーザは、ActiveDirectoryで対応するアカウントが削除されると、ControlHub内で非アクティ
ブとしてマークされます。バックグラウンドクラウドサービスでは、ユーザは最大7日間保持
されます。この期間中は、引き続きを使用シスコディレクトリコネクタしてユーザを回復でき

ます。これらのユーザはできるだけ早く回復することをお勧めします。

Active Directoryで無効になっているユーザは、Control Hub内で非アクティブとしてマークさ
れますが、7日後にユーザアカウントが削除されることもありません。

（注）

手順

ステップ 1 のhttps://admin.webex.comカスタマービューから、[ユーザ ( Users)]に移動し、特定のユーザア
カウントが非アクティブ状態であるか、またはリストされていないかを確認します。

詳細については、「CiscoWebex Control Hubでのユーザステータスおよびアクション」を参照
してください。

ステップ 2 ユーザがControlHubで削除された場合、またはユーザが非アクティブ状態であることがわかっ
ている場合は、ActiveDirectoryに移動し、欠落シスコディレクトリコネクタしているユーザア
カウントを追加してから、でリハーサル同期を実行します。

のシスコディレクトリコネクタ目的は、ActiveDirectoryとクラウド内のユーザ情報の間で完全
に一致するものを作成することです。

ステップ 3 完全同期を実行して、一時的に削除されControl Hubたユーザアカウントをに再同期します。

ユーザが回復し、アカウントのステータスとサービスの割り当てを含む元のステータスに移動

します。

次のタスク

にControl Hub戻り、[ユーザ ( Users)]に移動し、以前に削除したユーザアカウントが [ユーザ
(user)]リストに表示されていることを確認します。
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Cisco Webex Teams電子メールアドレスの変更
ユーザの電子メールアドレスを変更し、組織でを使用シスコディレクトリコネクタしている

場合は、ActiveDirectoryでこれらの電子メールアドレスを変更します。この手順では、1つCisco
Webex Teamsのドメインの電子メールアドレスを変更する方法と、ドメインを変更するプロセ
スについて説明します。

1人のユーザの電子メールまたは一部の値のみを変更する場合は、Active Directoryからユーザ
を削除してから、同じ電子メールで新しいユーザを再作成してください。このクラウドは、こ

のアクションをまったく新しいユーザアカウントとして解釈し、ユーザのスペースとクラウド

内のその他のデータは失われます。

注意

手順

•ドメインを変更せずにユーザの電子メールアドレスを変更するには:

a) Active Directoryでユーザアカウント (例、user1@example.com)を開き、電子メールア
ドレス (例、user2@example.com)を変更します。

b) シスコディレクトリコネクタで同期を再開します。

次回の同期後、キャッシュが更新された後にCisco Webex Control Hub、 Cisco Webex
Teamsアプリケーションのユーザリストに変更が表示されます。

この方法を使用すると、データやスペースが失われることはありません。ユーザの固有識別子

は、最初の同期後にクラウドで設定されます。後続のすべての同期は、この idに基づいてい
ます。

（注）

•を使用してシスコディレクトリコネクタ複数のドメインを展開する場合は、ドメインを
変更する際にユーザの電子メールアドレスを変更します (古いドメインを example1.com
し、新しいドメインを example2.comすることを検討してください)。

a) 古いユーザアカウント (user1@example1.com)については、 uidクラウド属性にマッピ
ングする Active Directory属性に注意してください。この同じ Active Directory値を新
しいアカウントに使用する必要があります。この例では、user1@example1.comを
オンプレミス属性として使用して、クラウド内のuidにマッピングします。

b) Example1.comおよび example2.comドメインシスコディレクトリコネクタのの同期を
一時停止します。

c) Example2.comで新しいユーザアカウントを作成し、上記と同じ属性を使用します。(た
とえば、 user1@example1.com)。

d) でシスコディレクトリコネクタ、example2.comの同期を再開します。

続行する前に、user1@example2.comアカウントがにCisco Webex Control Hub同期して
いることを確認します。でCiscoWebex Teams電子メールの変更を確認するようにユー
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ザに指示し、すべてのデータ (スペース、メッセージ、会議、ファイルなど)が保持さ
れるようにすることを推奨します。

この方法を使用してデータまたはスペースが失われることはありませんが、新しいユーザアカ

ウントでは、クラウド uid属性にマッピングするActive Directory属性が古いユーザアカウント
から保持されていることを確認する必要があります。ActiveDirectoryの値を変更すると、新し
いアカウントは古いアカウントのデータを保持しません。

注意

e) 電子メールアドレスの変更を確認し、データがそのままである場合は、example1.com
で古いユーザアカウントをシスコディレクトリコネクタ削除してから、example1.com
の同期を再開するためにを使用します。

シスコディレクトリコネクタ電子メールドメインの変更を制限しません。ただし、ユーザが

クラウドに再同期すると、ユーザの状態は、組織内で新しいドメインが検証されたかどうかに

よって決まります。ドメインが組織内で検証されていない場合、完全同期後にユーザのステー

タスが [保留中 (Pending)]に変わります。詳細については、「ドメインの追加、確認、および
要求」を参照してください。

組織でを使用していシスコディレクトリコネクタない場合は、のCisco Webex Teamsアカウン
ト設定を使用して電子https://idbroker.webex.com/idb/profile#/メールアドレスを変更できます。
ユーザがフォローして電子メールを変更する手順については、「 Cisco Webex Teamsの電子
メールアドレスの変更」のドキュメントを参照してください。

Active Directoryドメインの変更
この手順を使用して、新しいドメインと電子メールアドレスを作成できます。これらは、クラ

ウド内のアイデンティティサービスと同期されます。

手順

ステップ 1 新しい Active Directory (AD)ドメインを設定します。

ステップ 2 すべてのシスコディレクトリコネクタで同期を無効にします。

ステップ 3 すべてのシスコディレクトリコネクタをアンインストールします。

ステップ 4 ドメインを変更するには、ケースを開きます。

ステップ 5 ケースが解決されたら、次のようになります。

a) 新しい Activeシスコディレクトリコネクタ Directoryドメインと同じサーバにをインス
トールします。

b) 新しい Active Directoryドメインをポイント指すように、シスコディレクトリコネクタを
設定します。

Cisco Webex Control Hub（https://admin.webex.com）に既存のユーザが存在する場合は、電
子メールアドレスが一致するユーザが Active Directoryにも存在していることを確認しま
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す。Active Directoryに含まControl Hubれていないユーザの電子メールアドレスは、ポータ
ルから削除されます。

実際の同期を実行するシスコディレクトリコネクタ前に、でテストを実行します。

ドメイン要求
ドメインの要求は、組織の電子メールドメインを要求した場合に発生し、無料のコンシューマ

組織ではなく、サイドボードアカウントが支払い済みの顧客組織で作成されます。ドメインの

要求は、サポートケースを通じてのみ行うことができます (詳細については、次のリンクを参
照してください)。

シスコディレクトリコネクタがアクティブで、ドメインが要求されている場合、サイドボー

ドアカウントは顧客組織または無料のコンシューマ組織では作成されません。のみがシスコ

ディレクトリコネクタ、Active Directoryから組織のアカウントをプロビジョニングする場合
があります。ActiveDirectoryに保存されている情報は、元の送信元です。アカウントを作成し
ようとすると、招待されたユーザはエラーを受信します。招待されたユーザをCisco Webex
Teamsスペースに追加できる唯一の方法は、シスコディレクトリコネクタ最初にを使用して
アカウントをControl Hubにプロビジョニングすることです。

関連トピック

ドメインの追加、確認、正当化

ディレクトリが同期された組織で無料の Cisco Webex
Teamsユーザを変換

ディレクトリでは、 Cisco Webex Teams一意の電子メールアドレスのみを使用できます。ユー
ザがのCisco Webex Teams無料版にサインアップしている場合、そのアカウントは無料のコン
シューマ組織に存在します。を使用してシスコディレクトリコネクタこの組織のユーザを管

理するにはシスコディレクトリコネクタ、をオンにする前に、それらを顧客の組織に移行 (変
換)する必要があります。その後、ユーザを正確な電子メールアドレスで Active Directoryに追
加してから、クラウドに同期します。

有効化の前にアカウントを変換しない場合は、シスコディレクトリコネクタをオフにして変

換します。

ディレクトリ同期が有効になっているときにユーザを変換しようとすると、エラーメッセージ

「<電子メールアドレス >を変換」できなかったことが表示されます。この問題を回避するに
は、次の手順を回避策として使用できます。
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手順

ステップ 1 からディレクトリ同期を無効にシスコディレクトリコネクタします。

ステップ 2 ユーザを無料のコンシューマ組織から企業組織に変換するには、「CiscoWebex Control Hubで
ライセンスされていないユーザの変換」の手順に従います。

この手順により、ユーザが組織に追加され、 Cisco Webex Control Hubアカウントがに表示され
ます。シスコディレクトリコネクタ active directoryをユーザアカウントの1つの真のソースに
します。この目的は、active directoryとCiscoWebex Control Hubの間で完全に一致していること
を意味します。同期を再度イネーブルにする前に、最近変換されたユーザのActiveDirectoryに
一致するユーザが存在することを確認します。他の一致しないユーザがいないことを確認する

ために、リハーサル同期を使用できます。

ステップ 3 シスコディレクトリコネクタで、リハーサル同期を実行します。リハーサルが完了したら、
[オブジェクトの追加 (Add Objects)]タブを確認します。変換したすべてのユーザが削除されて
いないことを確認します。

同期を再度イネーブルにする前にリハーサルを実行して、変換されたユーザアカウン

トがActiveDirectoryに表示されるようにする必要があります。同期をオンにし、アカ
ウントのみがにCiscoWebex Control Hub存在シスコディレクトリコネクタする場合、
は大文字と小文字を区別し、一致しない電子メールアドレスで検出された変換済み

ユーザ (たとえば、user1@example.comや User1@example.com)を削除します。

変換されたユーザが削除されると、 Cisco Webex Teamsすべてのスペースが失われま
す。

注意

ステップ 4 次の同期でアカウントが削除されないことが確認されたら、からディレクトリシスコディレク
トリコネクタ同期を再度有効にします。

ドメインを確認していない場合、変換されたユーザアカウントは自動的にはアクティブになり

ません。たとえば、自動割り当てライセンステンプレートをオンにして、ドメインを検証せず

に Cisco Directory Connectorをオンにした場合、変換されたユーザは、電子メールアドレスを
確認するまで、クラウドバックエンドで非アクティブになります。

サイドボードCisco Webex Teamsユーザアカウント
のCisco Webex Teamsスペースに別のユーザを招待すると、招待されたユーザにCisco Webex
Teamsアカウントがない場合は、そのユーザに対してアカウントが作成されます (「サイドボー
ド」)。デフォルトでは、この方法で作成されたアカウントは、無料のコンシューマ組織に追
加されます。

を使用してシスコディレクトリコネクタサイドボードアカウントを管理する場合は、アカウ

ントを変換する必要があります。
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ディレクトリCisco Webex Teams同期後のユーザ名形式の
変更

デフォルトではシスコディレクトリコネクタ、は Active Directoryの displayname属性をクラ
ウドの displayname属性にマッピングします。

ディレクトリの同期を実行すると、ユーザ名が < lastName、firstName >の形式で表示されるこ
とがあります。

このユーザ名は、Active DirectoryのdisplayName属性がそのように設定されている場合に表
示されることがあります。属性がクラウドのdisplayNameにマッピングされている場合、名
前は < LastName、firstName > in Cisco Webex Control Hubの形式で表示されます。

フォーマットを変更するには、シスコディレクトリコネクタ [属性マッピング (attributemapping)]
画面で、Active Directory属性givenName sn (またはSn GivenName)を Cisco Cloud属性名の
displayNameにマッピングします。

または、属性Sn givenNameをdisplayNameにマッピングします。

独自のカスタム属性式をdisplayNameにマッピングする場合は、[属性のカスタマイズ(Customize
attribute)]オプションを使用することもできます。
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たとえば、 givenName + "" + sn (名、スペース、姓)を式として入力します。これによ
り、Active Directoryの2つの属性がクラウド内のdisplayNameにマッピングされます。
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第 5 章

シスコディレクトリコネクタの管理とト

ラブルシューティング

•最新のソフトウェアリリースへのアップグレード（65ページ）
•一般設定の構成:シスコディレクトリコネクタ（66ページ）
•コネクタポリシーの設定（68ページ）
•コネクタスケジュールの設定（68ページ）
•複数ドメインのシナリオ（69ページ）
•ディレクトリ同期をオフにする（72ページ）
•シスコディレクトリコネクタのアンインストールと非アクティブ化（72ページ）
•診断ツールを実行（73ページ）
•のトラブルシューティングと修正シスコディレクトリコネクタ（77ページ）
•シスコディレクトリコネクタへのトラブルシューティングを有効化（85ページ）
•イベントビューアの起動（86ページ）
• Internet Explorerで TLSを有効にする（87ページ）
•サービスアカウントのサインインに関する問題のトラブルシューティング（88ページ）
• Windows Registryで SafeDllSearchModeを確認（89ページ）

最新のソフトウェアリリースへのアップグレード
展開をコンプライアンスで維持し、最新の機能、機能、バグ修正、およびセキュリティ拡張を

取得するには、のシスコディレクトリコネクタ最新バージョンに常にアップグレードする必

要があります。使用可能な最新バージョンにアップグレードしないと、適切なTLS 1.2要件を
サポートしてシスコディレクトリコネクタいないバージョンの場合など、問題が発生する可

能性があります。

シスコディレクトリコネクタは、新しいバージョンが利用可能になったときに自動的に通知

します。問題を回避するには、常に最新バージョンにアップグレードしてください。Windows
のタスクバーにも通知が表示されます。
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コネクタのソフトウェア更新を手動でインストールすることもできますが、自動アップグレー

ドの設定（25ページ）の手順に従って、アプリがアップグレードを自動的に管理できるよう
にすることを推奨します。

ヒント

始める前に

•メンテナンス期間中は、最も早い利便性でアップグレードを実行することをお勧めしま
す。

•アップグレードのために1時間準備します。プロビジョニングとデプロビジョニングは、
この間は機能しません。

手順

ステップ 1 Windowsのタスクバーで通知をクリックするか、Windowsのタスクバーのシスコディレクト
リコネクタアイコンを右クリックしてアップグレードプロセスを開始します。

ステップ 2 指示に従ってアップグレードを完了します。

ステップ 3 コネクタを再起動し、管理者の資格情報を使用してログインします。

ステップ 4 [ヘルプ（Help）]> [ソフトウェアに関して（About）]の順に選択し、ソフトウェアのバージョ
ン番号を確認します。

次のタスク

のシスコディレクトリコネクタ新規インストールの場合は、このリンクから zipファイルをダ
ウンロードして、このガイドのインストール手順に従うことができます。

一般設定の構成:シスコディレクトリコネクタ
実行しているシスコディレクトリコネクタサーバの名前、ログレベル、自動アップグレード、

ドメインコントローラの優先設定など、必要に応じて一般的な設定を行うには、次の手順を使

用します。コネクタの名前は、コネクタセクションのダッシュボードに、実行中の他のコネク

タとともに表示されます。

手順

ステップ 1 シスコディレクトリコネクタから [設定（Configuration）]に移動して、[一般（General）]を
クリックします。

ステップ 2 [ Connector name ]フィールドに、コネクタ名を入力します。このフィールドには、コネクタ
を現在実行しているコンピュータ名のみが表示されます。
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ステップ 3 ドロップダウンからログレベルを選択します。デフォルトで、ログレベルは [情報（info）]
に設定されています。使用可能なログレベルは次のとおりです。

•情報（Info）（デフォルト）：アプリケーションの進行状況の概要を表示する情報メッ
セージが表示されます。すべての完全同期後にレポートを受信する場合は、この設定を使

用します。

•警告（Warn）：損害が発生する可能性がある状況が表示されます。

•デバッグ（Debug）：アプリケーションのデバッグに最も役立つ詳細な情報イベントが表
示されます。何らかの問題が発生した場合は、このログレベルを設定し、ケースをオープ

ンするときにサポートにイベントログを送信します。

•エラー（Error）：アプリケーションが動作を継続することはできるエラーイベントが表
示されます。このオプションを選択すると、同期レポートはエラーがレポートされた場合

にのみ送信されます。

これらの設定は、電子メールが送信される同期レポートに影響を与えます。ログレベ

ルを [エラー (Error)]に設定すると、同期レポートではエラーのみがレポートされま
す。エラーが存在しない場合、同期レポートは送信されません。この設定を [情報
(Info)]に変更すると、完全同期後に同期レポートが受信されます。(増分同期の場合
は、エラーがないときはレポートが送信されないことに注意してください)。

注意

ステップ 4 Idを同期するドメインコントローラの順序を設定するには、優先ドメインコントローラを選択
します。

ドメインコントローラは、上から下にアクセスされます。上位コントローラが使用できない場

合は、リストの2番目のコントローラを選択します。コントローラがリストされていない場合
は、プライマリコントローラにアクセスできます。

ステップ 5 自動アップグレードを実行する場合は、新しいCisco Directory Connectorバージョンに自動的
にアップグレードします。

CiscoDirectoryConnectorソフトウェアは最新バージョンに最新の状態に保つことが常に重要で
す。この設定をオンにすると、ソフトウェアの自動アップグレードが使用可能なときにサイレ

ントにインストールされるようにすることを推奨します。

ステップ 6 接続プロトコルとしてセキュア LDAP (LDAPS)を使用するには、 ldapを介した ldapを確認し
ます。

LDAP over SSLを確認しない場合、シスコディレクトリコネクタは引き続き ldap接
続プロトコルを使用します。

（注）

LDAP (軽量ディレクトリアプリケーションプロトコル)とセキュア LDAP (LDAPS)は、インフ
ラストラクチャ内のアプリケーションとドメインコントローラの間で使用される接続プロトコ

ルです。LDAPS通信は暗号化され、セキュアです。
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コネクタポリシーの設定
同期中に発生する可能性がある削除の最大数を設定できます。同期を実行しても、オンプレミ

スのActiveDirectoryからオブジェクトが削除されることはありません。すべてのオブジェクト
はクラウドからのみ削除されます。

たとえば、削除しきい値トリガー値として1を設定します。フル同期または差分同期を実行す
る場合、削除するユーザの数が設定を超えると、ディレクトリコネクタに警告が表示されま

す。[しきい値の上書き (Override Threshold)]をクリックすると、完全同期または差分同期を
開始できますが、次回ポリシーを実行するときにこの上書き通知が表示されます。

手順

ステップ 1 DirectoryConnectorから、[設定 (Configuration)]をクリックし、[ポリシー (Policy)]を選択しま
す。

ステップ 2 しきい値トリガーを追加する場合は、[ Enable delete threshold trigger ]チェックボックスをオ
ンにします。

このオプションを選択すると、削除数がしきい値を超えた場合にアラートがトリガーされま

す。削除アカウントが定義したものを超えると、同期は失敗します。

ステップ 3 削除する最大数を入力します。デフォルトは 20です。

デフォルト値を増やさないことをお勧めします。（注）

ステップ 4 [Apply]をクリックします。

コネクタスケジュールの設定
Active Directoryを同期する時間を設定できます。フェールオーバーはハイアベイラビリティ
(HA)に使用されます。1つのコネクタがダウンしている場合は、事前に定義された間隔の後に
別のスタンバイコネクタに切り替わります。

手順

ステップ 1 からシスコディレクトリコネクタ、[設定 (Configuration)]をクリックし、[スケジュール
(Schedule)]を選択します。

ステップ 2 増分同期の間隔を分単位で指定します。

デフォルトでは、増分同期は30分ごとに行われるように設定されています。完全な差分同期
は、最初に完全同期を実行するまで発生しません。

ステップ 3 レポートの送信単位の変更レポートの送信頻度を変更する場合の時間の値。
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ステップ 4 完全同期を実行する日付と時刻を指定するには、[フル同期スケジュールの有効化 (Enable Full
Sync Schedule )]をオンにします。

ステップ 5 [フェールオーバー間隔（Failover Interval）]を分単位で指定します。

ステップ 6 [Apply]をクリックします。

複数ドメインのシナリオ
複数のドメインが機能する方法は、ドメインの優先順位に基づいています。異なるドメインで

同じキー値を持つオブジェクトの場合、同期後に、プライオリティの高いドメインからのデー

タが、優先順位の低いドメインからデータを書き換えます。

同じキー値を持つオブジェクトは、データベース内の1つのレコードにリンクされます。

「User」のキー値は電子メールアドレスです。「Group」のキー値は、[ group name]です。

複数ドメインの使用例

この例では、2つのドメイン (example1と example2.com)が優先順位順にあることを前提として
います。

• User1 (電子メール: user@example1.com)を example1.comのActive Directoryに追加します。

• Group1 (グループ名: Test)を example1.comの Active Directoryに追加します。

『Deployment Guide forシスコディレクトリコネクタ』
69

シスコディレクトリコネクタの管理とトラブルシューティング

複数ドメインのシナリオ



• User2 (email: user@example2.com)を example2.comの Active Directoryに追加します。

• Group2 (グループ名: Test)を example2.comの Active Directoryに追加します。

Example1.comでの同期

使用例として、user2と group2はクラウドに同期され、 https://admin.webex.comに表示され
ますが、user1と group1は表示されません。

Example1.comの完全同期または差分同期を実行すると、user1と group1が同期されます。
また、user2と group2は user1と group1の情報によって上書きされます。

User1は、データベース内の同じレコードとして user2にリンクしています。group1は、
group2をデータベース内の同じレコードとしてリンクします。

Example1.comと example2.comでの同期

この使用例では、user2と group2がクラウドに同期され、https://admin.webex.comに表示さ
れますが、user1と group1は同期されません。

次の手順を検討してください。

1. Example1.comの Active Directoryで user1と group1を削除します。
2. Example1.comの完全同期または差分同期を実行します。

結果:でhttps://admin.webex.comユーザの情報が変更されることはありません。User2は
user1にリンクされておらず、group2は group1にリンクされていません。

3. Example2.comの増分同期を実行します。

結果：https://admin.webex.comでユーザの情報は変更されません。

4. Example2.comの完全同期を実行します。

結果: user2と group2の情報がにhttps://admin.webex.com記載されています。

新しいドメインを同期し、既存のドメインを保持する

別の既存のドメイン (A)で同期されたユーザデータを維持しながら新しいドメイン (B)を同期
する場合はシスコディレクトリコネクタ、サポートされているWindowsサーバにドメイン
(b)の同期がインストールされていることを確認します。コネクタは初期設定後に新しいドメ
インにバインドされ、ドメイン (A)のユーザ情報は影響を受けません。

すべてのドメインには、独自のアクティブコネクタが必要です。次のように設定された2つの
ドメインを考慮してください。ドメイン Aとコネクタ (ca1)および (ca2) (ローカルハイアベイ
ラビリティ (HA)の場合)。コネクタ (cb1)を備えたドメイン B。(ca1)および (ca2)はドメイン
Aにサービスを提供します。このシナリオでは、1つのコネクタがアクティブで、もう一方の
コネクタはスタンバイ (HA)です。この設計では、1つのコネクタが常にアクティブであるた
め、ドメインが同期されたままになります。したがって、ドメインAにはすでにアクティブな
コネクタ (ca1または ca2)があるため、cb1はドメイン Bのアクティブコネクタです。
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ドメイン優先順位の設定

ActiveDirectoryドメインのプライオリティを変更するには、次の手順を実行します。ドメイン
プライオリティを使用すると、プライマリドメイン、セカンダリドメインなどを決定できま

す。これは、2つの異なるドメインの2人のユーザが同じ電子メール値を1つの組織に同期した
場合に役に立ちます。

ディレクトリコネクタに1つのドメインがリストされている場合は、この手順を使用しないで
ください。試行すると、コネクタには、ドメインのプライオリティが不要であることを示す

メッセージが表示されます。

始める前に

エラーを回避するには、のシスコディレクトリコネクタ最新バージョンにインストールする

か、またはアップグレードします。からhttps://admin.webex.comダウンロードする必要がありま
す。

手順

ステップ 1 シスコディレクトリコネクタで、[ダッシュボード（Dashboard）]をクリックします。

ステップ 2 [アクション（Actions）] に移動して、[ドメイン優先順位の設定（Set Domain Priority）] をク
リックします。

ステップ 3 リスト内の 1つのドメインを強調表示して、[上（Up）] または [下（Down）] をクリックし
て、このドメインの優先順位を変更し、[保存（Save）] をクリックします。

ドメインは、上から下に優先順位でソートされます。（注）

ドメインの切り替え

を別のドメインに再シスコディレクトリコネクタバインドするには、次の手順を使用します。

始める前に

•ドメインを切り替える前に、同期タスクが実行されていないことを確認します。

•エラーを回避するには、のシスコディレクトリコネクタ最新バージョンにインストール
するか、またはアップグレードします。からhttps://admin.webex.comダウンロードする必要
があります。

手順

ステップ 1 シスコディレクトリコネクタで、[ダッシュボード（Dashboard）]をクリックします。
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ステップ 2 [ Actions]に移動し、[ Switch Domain]をクリックします。

ステップ 3 注意を読み、この変更が導入に与える影響を理解している場合は、[はい (Yes)]をクリックし
ます。

ドメインを切り替えると、現在シスコディレクトリコネクタからサインアウトされ、コネク

タ内の他のドメインが登録解除され、そのコンピュータのコネクタ情報が削除されます。

ステップ 4 に再度サインインシスコディレクトリコネクタし、ドメインを再バインドします。

ディレクトリ同期をオフにする
からのシスコディレクトリコネクタ同期を停止する必要がある場合は、からCiscoWebexControl
Hub一時的にオフにすることができます。

手順

ステップ 1 のhttps://admin.webex.comカスタマービューで、[設定 ( Settings)]に移動し、[ディレクトリ同期
(Directory Synchronization)]までスクロールして、次のいずれかを選択します。

•その他 をクリックして、オフにするコネクタインスタンスの横にある [オフにする
（Turn Off）]をクリックします。

• [すべてのディレクトリ同期をオフにする（Turn Off All Directory Synchronizations）]を
クリックして、すべてのコネクタインスタンスからの同期を停止します。

ステップ 2 プロンプトを読んだ後、[オフにする (Turn Off)]をクリックします。

同期は、からシスコディレクトリコネクタ再度有効にするまで停止します。

シスコディレクトリコネクタのアンインストールと非ア

クティブ化
のシスコディレクトリコネクタインスタンスをアンインストールした後、そのインスタンス

を登録解除する必要があります。次のいずれシスコディレクトリコネクタかのシナリオで、

を完全に削除します。

•ディレクトリ同期をさらに使用する必要はありません。

•複数のディレクトリコネクタ (ハイアベイラビリティ)のいずれかを使用しないようにしま
す。

•ドメインを変更し、別のコネクタをインストールします。
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始める前に

•ハイアベイラビリティ (HA)または複数ドメインの同期のために、Cisco Directory connector
の複数のインスタンスが設定されている場合があります。の唯一のインスタンスまたは最

後の残りのシスコディレクトリコネクタインスタンスをアンインストールする場合は、

同期を無効にします。

•アンインストールシスコディレクトリコネクタする前に、重要な作業を保存して閉じま
す。

手順

ステップ 1 Windowsマシンから [Control Panel]に移動し、[ Programs And Features]をクリックします。

ステップ 2 プログラムリストから、[ Cisco Directory Connector]をクリックし、[アンインストール
(Uninstall)]を選択して、プロンプトに従います。

アンインストールを完了するには、システムを再起動する必要がある場合があります。

ステップ 3 https://admin.webex.comのカスタマービューから [設定（Settings）]に移動して、[ディレクトリ
同期（DirectorySynchronization）]までスクロールし、その他アイコン をクリックしてから、

アンインストールするディレクトリコネクタインスタンスの横にある [非アクティブ化
（Deactivate）]をクリックします。

ステップ 4 プロンプトを読んだ後、[非アクティブ化 (Deactivate)]をクリックします。

ハイアベイラビリティ (HAシスコディレクトリコネクタ )展開に別のが存在しない限り、ユー
ザアカウントは同期されません。

診断ツールを実行
内蔵の診断ツールを使用して、CiscoDirectoryConnectorの展開をトラブルシューティングでき
ます。このツールは、Cisco Directory Connector 3.4以降の一部としてインストールされていま
す。

同期が適切に機能しない場合は、設定またはネットワークエラーが発生している可能性があり

ます。このツールは、サポートに連絡する前にエラーを診断できるように、LDAPへの接続を
テストします。ツールからエラーが返された場合は、詳細なログ結果をサポートに送信できま

す。

手順

• Active Directoryドメインサービスのテストを実行するには、次のようにします。

a) [Start]メニューに移動し、[ Cisco Directory Connector]を見つけ、[ Cisco
directory-Diagnostic]をクリックします。[ AD-DS ]タブをクリックし、ドメインを入
力して、[ドメインコントローラのロード]をクリックします。
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b) リストからドメインコントローラを1つ選択します。

増分検索は常に同じドメインコントローラ上で実行する必要があるため、後でエント

リを変更しないでください。

c) デフォルトでは、すべてのパスが検索されますが、1つの属性を選択してから、[テス
ト (Test)]をクリックしてその値を確認できます。

d) [ユーザ（Users）]や [グループ（Group）]のオブジェクトのどちらかや両方など、
[ディレクトリクエリを有効化（Active Directory Queries）]セクションでさらにフィ
ルタを設定し、フィルタを検索します。

e) [Cookieのオートフィル（AutoFillCookie）]のチェックボックスにチェックを入れる
と、検索に対する Cookieが自動で生成されます。

f) [クエリ (Query )]をクリックして、新しい増分または完全な検索を開始します。この
検索には数秒かかる場合があります。

g) テストが完了したら、[保存 (Save )]をクリックしてログエントリを保存します。これ
は、チケットをオープンするときに分析のためにサポートチームに送信できます。

• ActiveDirectory LightweightDirectoryサービスのテストを実行するには、次を実行します。

a) [スタート（Start）]メニューにアクセスし、[CiscoDirectoryConnector]を選択し、[シ
スコディレクトリ -診断（Cisco Directory - Diagnostic）]を選択します。[AD-DS]タ
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ブをクリックし、自分のホストとポートを入力し、[パーティションをロード（Load
Partitions）]をクリックします。

b) リストからパーティションを選択し、[接続 (Connect)]をクリックします。
c) デフォルトで、すべてのパスが検索されますが、属性を 1つだけ選択して、[テスト
（Test）]をクリックし、値を確認することも可能です。

d) [ユーザ（Users）]、[UserProxy]および [UserProxyFull]など、[ディレクトリクエリ
を有効化（ActiveDirectoryQueries）]セクションでさらにフィルタを設定し、フィル
タを検索します。

e) [Cookieのオートフィル（AutoFillCookie）]のチェックボックスにチェックを入れる
と、検索に対する Cookieが自動で生成されます。

f) [クエリ (Query )]をクリックして、新しい増分または完全な検索を開始します。この
検索には数秒かかる場合があります。

g) テストが完了したら、[保存 (Save )]をクリックしてログエントリを保存します。これ
は、チケットをオープンするときに分析のためにサポートチームに送信できます。

• Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)のテストを実行するには、次を実行します。

a) [スタート（Start）]メニューにアクセスし、[CiscoDirectoryConnector]を選択し、[シ
スコディレクトリ -診断（CiscoDirectory -Diagnostic）]を選択します。[LDAPRAW]

『Deployment Guide forシスコディレクトリコネクタ』
75

シスコディレクトリコネクタの管理とトラブルシューティング

診断ツールを実行



タブをクリックし、自分のルートパスとフィルタを入力し、[属性（Attributes）]から
エントリを選択し、[パーティションをロード（LoadPartitions）]をクリックします。

b) 必要に応じて、次のオプションを確認します。

• ObjectSecurity—このオプションが既存する場合、発信者側は権限を必要とせず、
発信者側がアクセスできるオブジェクトと属性のみを表示できます。このオプ

ションが存在しない場合、発信者は変更を複製する権限を持っています。

• Parentsfirst:子のすべての親が子の前に来ることを保証します。

c) Extendeddnの値を選択します。

この値は、拡張LDAP検索で、オブジェクト識別名の拡張形式を要求するために使用
されます。

d) [ ReferralChasing]の値を選択します。

参照追跡は、ドメインコントローラがクエリからの参照を返すときに開始されます。

たとえば、名前空間の外側にあるクエリ結果の詳細 (別のドメインまたはフォレスト
のグループメンバーなど)の場合などです。

e) [クエリ (Query )]をクリックして、新しい増分または完全な検索を開始します。この
検索には数秒かかる場合があります。

f) テストが完了したら、[保存 (Save )]をクリックしてログエントリを保存します。これ
は、チケットをオープンするときに分析のためにサポートチームに送信できます。
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のトラブルシューティングと修正シスコディレクトリコ

ネクタ
でシスコディレクトリコネクタエラーメッセージまたはその他の問題が発生することがあり

ます。また、ユーザシスコディレクトリコネクタ情報を同期した後、コネクタは同期の問題

を示す電子メールレポートを送信する場合があります。サポートに連絡する前に、発生する可

能性のある問題、考えられる原因、および提案された解決策については、次の項を参照してく

ださい。

インストール

シスコディレクトリコネクタの動作の停止

問題 シスコディレクトリコネクタが機能していないことを通知するアラート電子メールを受

信しました。
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•がシスコディレクトリコネクタ正しくインストールされていない可能性があります。

•がシスコディレクトリコネクタ実行されていない可能性があります。

•ネットワークが使用できない可能性があります。

解決法 次のことを試してください。

•コントロールパネルを開き、[プログラムと機能 (Programs and Features)]を開きます。シス
コディレクトリコネクタを探します。存在しない場合は、からCisco Webex Control Hub
最新バージョンをダウンロードしてインストールします。

•サービスを開き、CiscoDirSyncサービスを見つけます。ステータスが開始済みとして表示
されていることを確認してください。サービスが停止している場合は、右クリックして

[開始 (Start)]を選択し、サービスを再起動します。

•をインストールしたサーバにインターネットへのシスコディレクトリコネクタアクセス
権があることを確認してください。

再インストールエラー

問題 古いコネクタをアンインストールした後すぐに新しいコネクタをインストールすると、

エラーメッセージが表示することがあります。

考えられる原因 Windows Server 2012では、アンインストールクライアントはサービスアカ
ウントをサービスリストから削除する時間が必要です。

解決法 しばらくしてから、インストールを再試行してください。

サインイン

SOサインイン中にシスコディレクトリコネクタがクラッシュする

問題 シスコディレクトリコネクタSSOサインインページから電子メールアドレスを入力する
と、クラッシュする可能性があります。

解決法 次のことを試してください。

新しいグループポリシーを設定するには、次の手順を実行します。

1. ドメインコントローラに移動し、グループポリシー管理 (gpedit.msc)を開きます。

2. 特定の OUまたはドメインを右クリックし、[ Create a GPO in this domain]を選択して、
ここにリンクします...

3. ポリシーに名前を付け、右クリックして [編集 (Edit)]を選択します。

マシンレベルでポリシーを変更するには、次の手順を実行します。
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1. [コンピューターの設定（ComputerConfiguration）] > [詳細設定（Preferences）] > [Windows
の設定（Windows Settings）]の順に選択し、[登録（Registry）]を右クリックし、[新規
（New）] > [登録項目（Registry Item）]の順に選択します。

2. キーパスの場合は、HKEY_LOCAL_MACHINE \software\microsoft\internet Explorer\Main
に入力するか、または移動します。

3. [値（Value）]には、Disable Script Debuggerと入力し、[値のデータ（Value data）]
には、noと入力します。

設定は、次のスクリーンショットと一致している必要があります。

4.

ユーザレベルでポリシーを変更するには、次の手順を実行します。

1. [ユーザ設定（User Configuration）] > [詳細設定（Preferences）] > [ Windowsの設定
（WindowsSettings）]の順に選択し、[登録（Registry）]を右クリックし、[新規（New）]
> [登録項目（Registry Item）] の順に選択します。

2. [キーパス（Key Path）]に関しては、
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Mainと入力するか、
移動します。

3. [ Disable Script Debugger for value]を入力し、値データとしてnoを入力します。

設定は、次のスクリーンショットと一致している必要があります。
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変更は、 gpupdate/forceを実行した後 (マシンが変更された場合)、またはユーザが再度サイン
インした後に有効になります (ユーザの変更の場合)。

（注）

Cisco DirSyncサービスコネクタを登録できない

問題 サインインに失敗し、「CiscoDirSyncサービスコネクタを登録できない」というメッセー
ジが表示されます。

解決法 シスコディレクトリコネクタがインストールされているWindowsシステムは、Active
Directoryのメンバーである必要があります。

[サインイン]ページが表示されない

問題 Cisco Directory Connectorを開いたが、[サインイン (sign in)]ページが表示されませんでし
た。

『Deployment Guide forシスコディレクトリコネクタ』
80

シスコディレクトリコネクタの管理とトラブルシューティング

Cisco DirSyncサービスコネクタを登録できない



解決法 次の手順を実行します。

1. 解決法 Internet Explorerで、https://cloudconnector.webex.com/SynchronizationService-v1_0/
?orgId=GLOBALにアクセスします。ChromeやFirefoxなどの他のブラウザでリンクを試し
てみてください。

2. 解決法 Internet Explorerがリンクにアクセスできず、他のブラウザが使用できる場合は
Internet Explorer設定を確認し、[TLS 1.1]および [1.2]チェックボックスをオンにします。
(Internet Explorerで TLSを有効にする（87ページ）の手順を使用します。）

サインインプロンプトが表示される

問題 認証を通過するためのユーザ名とパスワードの入力を要求するプロンプトが表示されま

す。

考えられる原因 はシスコディレクトリコネクタ、サインインアカウントを使用してNTLM
セキュリティ認証をサイレントに完了します。認証に失敗すると、認証のユーザ名とパス

ワードを確認するダイアログがポップアップ表示されます。

解決法 [サインイン (sign in)]ポップアップウィンドウが表示されたら、セキュリティを通過さ
せるための正しい認証を使用して有効なアカウントを指定する必要があります。

リモートサーバに接続できない

問題 通常の動作中に、「リモートサーバに接続できません」というエラーメッセージが表示

されます。

考えられる原因 解決する必要があるプロキシの問題が発生している可能性があります。

解決法 トラブルシューティングの詳細については、サービスアカウントのサインインに関す

る問題のトラブルシューティング（88ページ）を参照してください。
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コネクタが登録できない

問題 「コネクタを登録できません」というエラーメッセージが表示されます。一般的な例外

が発生しました。」

考えられる原因 ほとんどの場合、は LDAPルートコンテキストにシスコディレクトリコ
ネクタ接続する権限を持っていないため、問題が発生します。

解決法 次のことを試してください。

1. コマンドプロンプト (cmd)を実行して、 ldpと入力します。

2. [ Connection > bind]をクリックし、現在ログインしているユーザとして [bind]を選択し、
[ OK]をクリックします。

3. [ View > Tree]をクリックし、 dc = arbonneintl, dc = adを BaseDNと入力して、[ OK]をク
リックします。

4. 問題が解決しない場合は、サポートケースを開いてください。

同期

アバターが同期されない

問題 シスコディレクトリコネクタユーザのADデータをクラウドCiscoWebexに同期していま
す。ただし、アバターデータは正常に同期されませんでした。

考えられる原因 既存のアバターサーバを再利用し、ユーザアバターがすでに同期されてい

る場合、ローカルキャッシュはそれらをキャプチャして、帯域幅を節約するために再送信

を回避します。

解決法 ローカルキャッシュを削除するには、次の手順を実行します。

1. [C:\Program Files (x86)] [cisco system] [cisco Directory Connector\Plugins\]に移動します。

2. Dirsyncpluginavatarを削除します。

3. からアバター同期を再実行シスコディレクトリコネクタします。

ユーザの電子メールアカウントが一致しない

問題 同期の結果に、競合するユーザの電子メールアカウントが表示する場合があります。

•ユーザがの無料バージョンを試しCiscoWebexTeamsた場合、その電子メールアドレスは無
料のコンシューマ組織に存在します。

•ユーザの電子メールが別の組織で同期された場合。

•組織に属する複数のドメインにユーザの電子メールが存在する場合。

解決法 次のことを試してください。
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•無料のコンシューマ組織に存在する可能性のあるアカウントを変換するには、コントロー
ルハブの [ユーザの変換 (Convert User)]オプションを使用します。詳細については、「
Cisco Webex Control Hubのライセンスされていないユーザの変換」を参照してください。

•最後のケースでは、Active Directoryソース内のユーザデータをダブルチェックします。

非アクティブとしてマークされた変換済みユーザ

問題 ディレクトリ同期環境では、無料の (コンシューマ組織)ユーザを企業組織に変換しまし
たが、変換されたWebex Teamsユーザはサインインできません。

考えられる原因 無料のユーザが企業組織に変換されると、セキュリティコンプライアンス

対策として30日間、ユーザの非アクティブステータスとしてマークされます。この間に
ユーザはサインインWebexTeamsできず、30日間の終了時に削除のマークが付けられます。
この状況は、無料のユーザ情報が Active Directoryに存在しないために発生します。

解決法 ユーザアカウントを削除したくない場合は、アクションを実行する必要があります。

この問題を解決するには、変換されたフリーユーザアカウントに対応するオンプレミスのActive
Directoryでユーザアカウントを作成します。次に、シスコディレクトリコネクタから同期を
実行します。その後、ユーザはWebex Teams再度サインインすることができ、アカウントは削
除されません。

増分同期の失敗

問題 差分同期が失敗します。

この問題は、次の条件下で、Windows Server 2008 R2で発生する可能性があります。

•増分値の更新をサポートします。

•使用するフィルタは、リンクされた値属性を参照します。

•この属性の結果値は、完全同期が最後に実行された時点以降に更新されました。

解決法 Windows Server 2008 R2には、この問題に関連するバグがあります。バグは 2012 R2以
降で修正されています。Windowsサーバを少なくとも 2012 R2にアップグレードすることをお
勧めします。

無効な属性値

問題 [ユーザ dn (識別名)]の属性 [属性名]には、次の無効な値 [属性値]があります。

考えられる原因 CN = b, OU = Employees, OU = C Users, DC = c, DC = com, attribute [phone
number]には、次の無効な値が含まれています: +。この属性には、少なくとも1つの数値を
含める必要があります。

解決法 このユーザの属性に有効な値がありません。警告メッセージの説明に従って、値を修

正します。その後、別の同期を実行します。
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削除対象の一致したユーザ

問題 一致したユーザは削除対象としてマークされます。

ActiveDirectoryとクラウド間のデータを確認するためにリハーサル同期を実行すると、両方で
同じ電子メールアドレスが表示されることがあります。ただし、ユーザは削除するオブジェク

トとしてマークされます。

解決法 適切な修正を選択します。

•ユーザを削除し、後でライセンスをやり直すことができる場合は、ディレクトリコネクタ
を使用して修正を行うことができます。同期を実行してユーザを削除してから、別の同期

を実行してオンプレミスの ADからクラウドにユーザを同期します。

•ユーザアカウントを削除して再作成できない場合は、サポートとともにケースをオープン
してください。

見つからない属性

問題 オンプレミスのエントリ [ユーザdn (識別名)]を追加するときに必要な属性 [attribute_name]。
すべての必須属性に値CiscoWebexControlHubが含まれるまで、エントリはに作成されません。

考えられる原因 必要な属性の電子メールアドレスがありません。オンプレミスエントリ

[CN = Sales User, OU =エンジニア, OU = K, DC = k, DC = local]を追加すると、すべての必
須属性Cisco Webex Control Hubに値が含まれるまで、エントリはに作成されません。

解決法 ユーザ [user_email_address]に必要な属性のいずれかが欠落しています。そのユーザに
必要な値を入力します。

ネストされたグループが同期されない

問題 ネストされたActiveDirectoryグループ内のユーザは、クラウドに正しく同期されません。

考えられる原因 子グループと親グループの両方を含むフィルタが使用されていますが、こ

れはサポートされていません。例: (memberof = CN = testgroup1, CN = Users, DC =

rktest2008, DC = org)

解決法 グループを同期するフィルタを再設定する必要があります。例: | (memberof = CN =

testgroup1, CN = Users, DC = rktest2008, DC = org) (memberof = CN = testSubGroup グルー

プ, CN = Users, DC = rktest2008, DC = org)

ユーザ名の不一致

問題 名前が [user email address]、ユーザタイプが [user_type]の既存のクラウドエントリオブ
ジェクトで、[user dn]の名前が競合しています。

考えられる原因 この電子メールアドレスを持つユーザは、既に Cisco Webex Control Hub
に存在しています。

解決法 を使用Cisco Webex Control Hubして登録したアカウントと同じ電子メールアドレスを使
用して、Active Directoryにユーザを作成します。
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Control Hub

Control Hubにユーザリストがない

1000を超える同期CiscoWebexユーザがある組織では、にCiscoWebex Control Hubユーザリスト
が表示されない場合があります。

解決法 検索機能を使用して、ユーザアカウントを検索できます。コントロールハブで、[ユー
ザ (Users)] に移動し、[検索 (search)]をクリックし、検索条件を入力して特定のユーザを検索
します。

シスコディレクトリコネクタへのトラブルシューティ

ングを有効化
トラブルシューティングを有効にして、でシスコディレクトリコネクタ発生したエラーの診

断に役立てることができます。トラブルシューティングでは、ネットワークトラフィック情報

をキャプチャしてファイルに保存することができます。

ログファイルは次のとおりです。 \ cisco system[cisco system] [Cisco Directory

Connector\Logs ]

手順

ステップ 1 サービスの実行アカウントシスコディレクトリコネクタをローカルシステムからADDSまたは
ad LDSにアクセスする権限を持つドメインアカウントに変更するには、services.mscファイル
を実行します。

ステップ 2 Restart the service.

ガイダンスについては、「 How To Start Services」を参照してください。

ステップ 3 シスコディレクトリコネクタで、[ダッシュボード（Dashboard）]をクリックします。

ステップ 4 [ Actions]に移動し、[トラブルシューティング]をクリックします。

ステップ 5 トラブルシューティングを有効にした状態で、エラーの原因となったアクションを繰り返しま
す。これにより、トラフィックデータがキャプチャされ、検査できるようになります。

ステップ 6 ログファイルを確認します。ファイルが空白の場合は、アカウントに AD DSまたは AD LDS
にアクセスする権限があることを確認します。

ログフォルダには、過去3日間のファイルのみが保存されます。ログファイルの内容
は、システムへのイベントログの出力と一致します。

（注）

ステップ 7 必要に応じて、サポートを受けるためにログファイルを送信します。

ステップ 8 完了したら、トラブルシューティング機能を無効にします。
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関連トピック

サポートに連絡

イベントビューアの起動
完全同期または差分同期中に発生したイベントを表示するには、イベントビューアを起動しま

す。管理イベントとエラーログの概要が表示されます。

手順

ステップ 1 シスコディレクトリコネクタで [ダッシュボード（Dashboard）]に移動して、[アクション
（Action）] > [イベントビューアの起動（Launch Event Viewer）]をクリックします。

[Event Properties]ダイアログには、同期イベントの詳細とエラーの詳細が表示されます。

ステップ 2 イベントビューアから、[ Applications And Services Logs >Cisco Directory Connector]に移動し
ます。
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ステップ 3 [操作 (Actions)]で、[すべてのイベントを名前を付けて保存 (Save All Events As]をクリックし
て、すべてのログを単一のイベントファイル (* evtx)または xmlまたは csvなどの別の形式と
してエクスポートします。

次のタスク

ケースを開始する必要がある場合は、サポートに連絡し、コネクタの問題を説明してから、

ケースにイベントファイルを添付します。

イベントログは、ユーザアクションをキャプチャします。ネットワークトラフィックの管理に

関するサポートを受けるには、コネクタでトラブルシューティングを有効にします。

（注）

Internet Explorerで TLSを有効にする
シングルサインオン (SSO)プロバイダーを切り替えた場合は、次のエラーメッセージが表示さ
シスコディレクトリコネクタれることがあります。

•サービスへのログイン中にエラーが発生しました

•このページのスクリプトでエラーが発生しました

これらのエラーが表示された場合は、ブラウザで TLS設定を有効にする必要があります。

手順

ステップ 1 Internet Explorerを開いて、[ツール] を選択します。次に、有効にする TLS/SSLバージョンの
ボックスをオンにします。 [OK]をクリックしてブラウザを閉じ、再度開きます。

ステップ 2 [ Internet Options ]をクリックし、[ Advanced ]に移動して、[ Security]までスクロールしま
す。

ステップ 3 [ USE tls 1.1 ]チェックボックスと [ Use tls 1.2 ]チェックボックスをオンにして、[ OK]をク
リックします。
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ステップ 4 システムを再起動して変更を有効にします。

サービスアカウントのサインインに関する問題のトラブ

ルシューティング
にシスコディレクトリコネクタサインインできない場合、または同期を実行できない場合は、

サポートに連絡する前に、次の手順を使用して問題を解決してください。

手順

ステップ 1 Webブラウザでhttps://cloudconnector.webex.com/SynchronizationService-v1_0/?orgId=GLOBALア
クセスしてみてください。

ステップ 2 結果に応じて、次のいずれかを選択します。

•ブラウザからリンクにアクセスできない場合は、ネットワーク設定を確認してください。
お使いの環境でプロキシを使用している場合は、プロキシ設定を確認してください。

•シスコディレクトリコネクタブラウザからリンクを閲覧できても開くことができない場
合 (コネクタを開けず、407でポップアップエラーメッセージを表示できない場合)は、こ
こをクリックしてのシスコディレクトリコネクタ最新バージョンを取得します。

•ブラウザからリンクにアクセスできても、シスコディレクトリコネクタから同期を実行
できない場合は、サービスログインアカウントを [ドメイン管理者 (domain admin)]に変
更します。
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Windowsシステムへのサインインに使用したアカウントが、「CiscoDirSyncサー
ビス」で設定したアカウントと同じであるかどうかを確認します。2つの異なる
アカウントの場合は、両方のアカウントがhttps://cloudconnector.webex.com/
SynchronizationService-v1_0/?orgId=GLOBALアクセスできることを確認してくだ
さい。お使いの環境でプロキシを使用している場合は、両方のアカウントが
Internet Explorer https://cloudconnector.webex.com/SynchronizationService-v1_0/
?orgId=GLOBALのプロキシ用に設定されており、正常にアクセスできることを確
認してください。

（注）

ステップ 3 少なくとも、Cisco DirSyncサービスに設定されているアカウント (Windowsサービスに含まれ
るもの)に、アバターデータと ADデータへのアクセスを許可する権限レベルがあることを確
認します。デフォルトでは、サービスはWindowsログインアカウントのクレデンシャルと認
証を活用します。

関連トピック

サポートにお問い合わせください。

Windows Registryで SafeDllSearchModeを確認
Safe dynamic link library (DLL)の検索モードは、Windowsレジストリでデフォルトで設定され、
ユーザの現在のディレクトリを DLLの検索順序の後に配置します。このモードが何らかの理
由で無効になっている場合、攻撃者は悪意のある DLL (システムフォルダにある参照された
DLLファイルと同じ名前)をアプリケーションの現在の作業ディレクトリに配置する可能性が
あります。

通常、Saf Edllsearchmodeは有効になっていますが、レジストリ設定をダブルチェックするに
は、次の手順を使用します。

始める前に

Windowsレジストリの変更は、細心の注意を払って実行する必要があります。これらの手順を
使用する前に、レジストリのバックアップを作成しておくことを推奨します。

注意

手順

ステップ 1 Windowsの検索または Runウィンドウで、 regeditと入力し、enterキーを押します。

ステップ 2 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SessionManagerに移動します。

ステップ 3 次のいずれかを選択します。

• Saf Edllsearchmodeが表示されない:それ以上のアクションは必要ありません。
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• Saf Edllsearchmodeがリストされている:値が1に設定されていることを確認します。

詳細については、「ダイナミックリンクライブラリの検索順序」を参照してください。
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•新規および退職した従業員とCisco Webex Teamsそのアカウントの管理（91ページ）
• AD LDSとシスコディレクトリコネクタ（93ページ）

新規および退職した従業員とCisco Webex Teamsそのアカ
ウントの管理

シナリオ

さまざまな部門にわたって8000人を超える従業員がいる中規模企業は、迅速な開発のフェーズ
にあり、複数の場所をオープンしています。企業は、CiscoWebexメッセージング、ハイブリッ
ドサービス、Webexオンライン会議など、いくつかのシスコサービスを購入しました。お客様
の IT管理者は、ユーザをCiscoWebexクラウドにプロビジョニングする必要があります。Cisco
Webexその後、ユーザは割り当てられたサービスを使用できます。

企業の迅速な開発により、参加と脱退の従業員が存在します。ITチームはこれらの変更を管理
する必要があるため、新しいユーザを社内ディレクトリに追加し、そのユーザのユーザアカウ

ントも削除する必要があります。

問題

ITチームは、以前の従業員と請負業者が引き続きサービスにアクセスできることを示すレポー
トを作成しています。ITチームは、HRサービスシステムの更新が完了した後、すぐにクラウ
ドからユーザを削除しませんでした。通常、ITチームは頻繁に変更をサポートするための十分
な可用性を備えていません。その結果、財務レポートとサービス使用状況のサマリーレポート

に不一致があります。これにより、すでに会社を離れているユーザが引き続きサービスにアク

セスできるため、機密情報が漏洩するリスクが生じます。

このシナリオの問題には、自動化されたソリューションが必要です。

組織の目標

組織では、次のようなメンテナンス作業が少ないと想定されています。
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•新しいユーザを自動的にクラウドにプロビジョニングし、削除されたユーザをクラウドか
ら自動的に削除します。新しいユーザには自動的にサービスが割り当てられ、以前の従業

員はサービスへのアクセスを拒否されます。

•ユーザの変更をオンプレミスからクラウドに同期します。

•クラウドユーザアカウント情報は、オンプレミスのディレクトリと完全に一致させてくだ
さい。

ソリューション

シスコディレクトリコネクタは、この問題を解決し、お客様がCisco Webexクラウド cのアイ
デンティティサービスにユーザをプロビジョニングすることを容易にするように設計されてい

ます。

シスコディレクトリコネクタは、AD DSデバイスでセットアップできるオンプレミスアプリ
ケーションです。次に、ディレクトリコネクタはオンプレミスのActiveDirectoryと通信し、変
更をモニタしてクラウドへの変更を同期することができます。

はシスコディレクトリコネクタ簡単にセットアップして維持することができます。をセット

アップしたシスコディレクトリコネクタ後は、クラウドとオンプレミスの Active Directory間
のセキュリティと整合性について心配する必要はありません。次に、ソフトウェアが提供する

利便性の例を示します。

•ユーザがオンプレミスのActiveDirectoryから削除されると、ユーザはクラウドから完全に
削除されます。これにより、ユーザがサービスにアクセスするための許可を拒否されま

す。

•このソフトウェアは、高可用性のための分散型展開にすることができます。その他のコネ
クタは、前のアクティブな接続が切断されたときに自動的にアクティブになります。した

がって、ハイアベイラビリティは、オンプレミスのADでの変更の欠落を懸念することな
く、ビジネスにサービスを提供できます。

•ソフトウェアは、ユーザデータに対する偶発的な変更を防止します。シスコディレクトリ
コネクタユーザデータの整合性を維持します。シスコディレクトリコネクタを有効にす

ると、唯一のデータソースはオンプレミスの Active Directoryです。

•ソフトウェアは、選択した頻度でデータをクラウドに同期させることができます。変更の
完全同期または差分同期のいずれかを選択できます。

まとめ

シスコディレクトリコネクタ数百のユーザCisco Webexを含む大企業のお客様向けのプロビ
ジョニングユーザを簡素化します。このツールを使用すると、ユーザデータを同期したままに

して、このシナリオで説明されている問題を回避できます。
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AD LDSとシスコディレクトリコネクタ

AD LDSとシスコディレクトリコネクタ

まだサポートされていますが、複数のドメイン、単一フォレストの Active Directoryの導入で
は、AD LDSは必要ありません。単一のフォレストシスコディレクトリコネクタまたは複数
のフォレストを持つ複数のドメインに対して自身を使用できます。

（注）

データモデルの制限 (単一の LDAPパーティションビューまたは単一の組織単位 (OU)ビュー)
は、エンタープライズディレクトリ対応アプリケーションに適用される場合があります。この

アプリケーションは、企業内の複数のフォレスト、ドメイン、または Ouにある AD DS認証
ユーザ、アプリケーション、またはネットワークリソースに関連付けられているデータにアク

セスする必要があります。

このような状況で、ADLDSは、ユーザデータベースを、さまざまなADドメインコントロー
ラまたは他のLDAPソースと同期するために使用されます。このような場合は、をインストー
ルシスコディレクトリコネクタするときに、AD LDS項目のドメインアカウントを選択しま
す。

環境に単一のフォレスト内に複数のドメインがある場合は、AD LDSをシスコディレクトリ
コネクタ設定し、を親ドメインにバインドします。AD LDSにシスコディレクトリコネクタ
は、複数のドメインの統合ビューが用意されています。

AD LDSについて

Microsoft Active Directory Lightweight Directory Service（AD LDS）を使用して、ディレクトリ対
応アプリケーションにディレクトリサービスを提供できます。ディレクトリ対応アプリケー

ションデータを保存するには、組織の Active Directory Domain Service（AD DS）データベース
ではなく、AD LDSを使用してください。

AD LDSと AD DSを使用して、セキュリティアカウント用の中央の場所（AD DS）と、アプ
リケーション設定およびディレクトリデータをサポートするための別の場所（AD LDS）を用
意することができます。

AD LDSを使用すると、次のことが可能になります。

• ADレプリケーションに関連するオーバーヘッドを削減する

•アプリケーションをサポートするために ADスキーマを拡張する必要がない

•ディレクトリ対応アプリケーションをサポートする必要があるサーバにのみADLDSサー
ビスが導入されるようにディレクトリ構造をパーティション化します。

Ad ldsを使用する必要がある7つのシナリオを理解するには、「ADLdsロールを使用するタイ
ミング」を参照してください。
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Ad lds環境をセットアップするには、 AD ldsの手順に従って作業を進めてください。

AD LDSの使用シスコディレクトリコネクタ
Windows Server 2008のサーバコアインストールオプションと、Itaniumベースのシステムの
Windows Server 2008では、サーバロールの一部を使用できます。

始める前に

AD LDSの使用に関するドキュメントを確認します。

手順

ステップ 1 Windows Server 2008を実行しているコンピュータに AD LDSサーバの役割をインストールす
るには、「 AD Ldsサーバロールのインストール」を参照してください。

ステップ 2 AD LDSインスタンスの使用を開始するには、「 AD Ldsインスタンスの使用方法」を参照し
てください。

ステップ 3 ファイルからADLDSインスタンスにデータをインポートするには、「AD ldsインスタンスへ
のデータのインポート」を参照してください。

ステップ 4 AD DSからインポートするには、「Synchronize WITH AD ds」を参照してください。

ステップ 5 AD LDSで複数のパーティションを設定する場合は、必要なパーティションを 1つ選択して、
シスコディレクトリコネクタの [組織の確認（Confirm Organization）]ウィンドウで [確認
（Confirm）] をクリックします。
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