
ユーザの管理

この項の内容は次のとおりです。

•ユーザの管理（1ページ）

ユーザの管理
ユーザとは、アクティブな IPテレフォニーサービスを利用しているユーザを意味します。
Cisco Prime Collaboration Provisioningでは、ユーザの追加、ユーザ情報の同期、サービスの再
適用、ユーザ情報の更新、ドメイン固有のユーザ権限が可能です。

ユーザ権限とは、組織内でユーザが持っている権限を指します。この権限に応じて、各ユーザ

が利用できるサービスが決まります。ユーザ権限は、システム側で事前に定義しておきます。

•アウトオブバンドで設定を行う場合（プロセッサに対して直接設定を行うが、CiscoPrime
CollaborationProvisioningとの同期を行わない場合）は、オーダーに失敗することがありま
す。Cisco PrimeCollaboration Provisioningは、プロビジョニングするプロセッサと常に同期
させる必要があります。

• Cisco Prime Collaboration Provisioning 12.3以降では、Cisco Prime Collaboration Provisioning
ユーザインターフェイスの [ユーザプロビジョニング（User Provisioning）]ページを使用
して、adminユーザおよび globaladminユーザを作成することはできません。

（注）

ユーザの追加

システムの再起動後もユーザ情報を保持する新しいユーザを作成するには、以下の手順を参照

してください。

（注）

ユーザを追加するには、以下の手順を実行します。
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ステップ 1 [ユーザプロビジョニング（User Provisioning）]を選択します。

ステップ 2 [ユーザプロビジョニング（User Provisioning）]ページで、[追加（Add）]をクリックします。

ステップ 3 [ユーザの追加（Add User）]ウィンドウで [ユーザ（User）]オプションボタンをクリックしてユーザを追
加するか、[オープンスペース（Open Space）]オプションボタンをクリックしてユーザ ID、ドメインおよ
び名前を入力します。さらに、必要に応じて他のフィールドに値を入力します。

[追加設定（Additional Settings）]ペインを展開して、ロケーションおよび連絡先の詳細を入力します。

特定のドメインまたはユーザ権限のクイックビューを起動するには、ドメインやユーザ権限の選択時に、

ドロップダウンメニューをクリックして、[クイックビュー（Quick View）]アイコンにマウスを移動しま
す。

ステップ 4 [保存してプロビジョニングを開始（Save andBegin Provisioning）]ドロップダウンで、次の操作を実行しま
す。

•詳細を保存し、ユーザの [サービスのプロビジョニング（Service Provisioning）]ページを開くには、
[保存してプロビジョニングを開始（Save and Begin Provisioning）]をクリックします。

•詳細を保存し、別のユーザを追加するには、[保存して追加を続行（Save and Add Another）]をクリッ
クします。

•詳細を保存して [ユーザの追加（AddUser）]ウィンドウを閉じるには、[保存して閉じる（Save and
Close）]をクリックします。

•ユーザロールに基づいて自動プロビジョニングパラメータを選択した場合、詳細を保存してサービス
を表示するには、[サービスを保存して表示（Save and View Services）]をクリックします。
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（注）
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•サービスが関連付けられているユーザを削除する場合は、ユーザを削除する前にサービスの
関連付けを解除するように通知されます。

•ユーザを追加するには、[デバイスのセットアップ（Device Setup）]ページの [LDAP統合
（LDAP integration）]フィールドを [なし（None）]にする必要があります。

•ユーザ IDは一意とし、大文字と小文字を区別する必要があります。使用できる文字は、英数
文字（A～ Z、a～ z、0～ 9）、アンダースコア（_）、ハイフン（-）、ピリオド（.）、ア
ポストロフィ（'）、スペース（）、およびアットマーク（@）です。

• LDAPが統合された Prime Collaboration Provisioningドメインでローカルに作成されたユーザ
は、Cisco Unified Communications Managerにローカルユーザとして追加されます。CUCMプ
ロセッサにその LDAPディレクトリ設定を定める同期スケジュールがある場合、ユーザはこ
の同期化の後で更新され、LDAPが統合されます。

• LDAPユーザの場合、[追加設定（Additional Settings）]ペインにある [マネージャのユーザID
（ManagerUser ID）]、[ディレクトリURI（DirectoryURI）]、および [ボイスメールの電子メー
ルID（Voicemail email ID）]以外のすべてのフィールドは、LDAP同期を実行する場合にのみ
LDAPの値で更新されます。

• Cisco Unified Communications Manager Expressや Cisco Unity Expressのユーザ名を作成する場
合は、[名（First Name）]および [姓（Last Name）]のフィールドにアルファベットだけを入
力してください。それ以外のタイプの文字を使用した場合、ユーザのオーダーは失敗します。

•コールプロセッサのユーザ名を作成する場合、[名（First Name）]および [姓（Last Name）]
のフィールドに入力できる文字の合計数は30文字です。この上限を超えた状態でプロビジョ
ニングすると、コールプロセッサからエラーメッセージが送信されます。

•ルームロールでは、コールプロセッサでユーザが関連付けられていないエンドポイントをプ
ロビジョニングできます。

•ユーザの権限を選択する際は、組織内での従業員の標準的な設定に合わせて、デフォルトま
たは Employeeユーザ権限を設定しておく必要があります。デフォルトまたは Employeeユー
ザ権限をニーズに合わせて設定しておかないと、従業員ユーザレコードに必要なオプション

が記録されなくなります。

• DefaultUserTypeルールは、デフォルトとして設定するユーザ権限を制御します。Cisco Prime
Collaboration Provisioningでは、Employeeユーザ権限がデフォルトのユーザ権限として設定さ
れます。Cisco Prime Collaboration Provisioningでドメインのデフォルトのユーザ権限名を更新
する場合は、DefaultUserTypeルールをそのドメインの新しいデフォルトの権限名に更新して
ください。

•ユーザ名を変更しても、（エンドポイントや回線を以前のユーザ名でオーダーしている場合
は）ユーザのエンドポイントや回線の説明フィールドは変更されません。

• Cisco Unified Communications Manager Expressおよび Cisco Unity Expressの場合は、[名（First
Name）]および [姓（Last Name）]のフィールドにはアルファベットだけを入力してくださ
い。それ以外のタイプの文字を使用した場合、ユーザのオーダーは失敗します。

• Cisco Unified Communications Managerの場合は、[名（First Name）]および [姓（Last Name）]
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のフィールドに入力できる文字の合計数は 30文字になります。

•ユーザにサービスが関連付けられていない場合は、ユーザの削除について確認を求めるメッ
セージが表示されます。

•ユーザからサービスの関連付けが解除されても、サービスはデバイス（プロセッサ）から削
除されず、関連付けも解除されません。Provisioning内で関連付けが解除されるだけです。

•この後にドメインの同期が実行されると、同期ルールに応じてユーザが再度作成され、サー
ビスをユーザに関連付けることができます。

[ユーザプロビジョニング（User Provisioning）]からの CUCMと Unity Connectionの相互
起動に関するリンク

Prime Collaboration Provisioningでは、管理者は選択したユーザに対して、マネージャ
の設定とアシスタントの設定の相互起動を許可することができます。管理者は、Prime
Collaboration Provisioningからユーザ、エンドポイント、および回線に関するリンク
ページを相互起動できます。Managerと Assistantの設定を相互起動する場合は、UIに
アクセスして、サーバで直接アクションを実行できます。シングルサインオンを使用

すると、いくつかのアプリケーションを相互起動できます。

ユーザ向けのボイスメールサービスをプロビジョニングする場合、ボイスメールサー

ビスからの相互起動リンクは、[通知デバイス（NotificationDevices）]、[代行内線番号
（Alternate Extensions）]、[グリーティング（Greetings）]、[プライベート同報リスト
（Private Lists）]となります。

Managerの設定とAssistantの設定の相互起動リンクを表示するには、[サービスの詳細
（Service Details）]ページで [ユーザサービス（User Services）]（[ユーザプロビジョ
ニング（User Provisioning）]でユーザを選択）にマウスポインタを移動し、[クイック
ビュー（Quick View）]アイコンをクリックします。

関連トピック

権限ロールの概要（14ページ）
Prime Collaboration Provisioningのシングルサインオン

単一ユーザの移動

始める前に

単一ユーザの移動を行う前に、以下のことを確認します。

•このタスクを実行するには、管理者特権が必要です。

•ユーザは、サービスエリアに関係なく、同じコールプロセッサに属していればドメイン
間で移行できます。
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•ユーザは、同じドメインとコールプロセッサに属していればサービスエリア間で移行で
きます。

•ユーザは同じクラスタ上でない限り移動できません。ユーザはクラスタ間で移動すること
はできません。

単一のユーザをドメイン間で移動するには、次を実行します。

ステップ 1 [ユーザプロビジョニング（User Provisioning）]を選択します。

ステップ 2 [ユーザプロビジョニング（User Provisioning）]ページで、ユーザを選択して、[移動（Move）]をクリック
します。

[ユーザの移動（Move User）]ウィンドウが開き、単一のユーザの移動に関するオプションが表示されま
す。

ステップ 3 [新規ドメイン（NewDomain）]ドロップダウンリストから、ユーザの移動先となる新しいドメインを選択
します。

ステップ 4 [新規サービスエリア（New Service Area）]ドロップダウンリストからサービスエリアを選択します。こ
のドロップダウンでは、ユーザに設定されたサービスに基づいてドメイン内のサービスエリアがリストさ

れます。たとえば、ユーザがボイスメールサービスを有効にしている場合、Cisco Unified Communications
Managerに関連付けられていないサービスエリアは、このドロップダウンにはリストされません。

ステップ 5 [すべてのサービスに適用（Apply to All Services）]をクリックして、すべてのサービスを新しいサービス
エリアに適用します。

新しい設定でサービスを更新する場合でも、サービスを選択し、その特定のサービスのための新しいサー

ビスエリアとテンプレートを選択できます。

選択したサービスにサービスエリアの属性設定だけを適用するには、[サービスエリアとテンプレートの設
定を保持（Keep Service Area and Template Settings）]チェックボックスをオンにします。

このチェックボックスをオンにすると、サービステンプレート設定は適用できません。（注）

ステップ 6 設定を保存し、[ユーザの移動（Move User）]をクリックすると、単一のユーザの移動が開始されます。

移動が正常に完了すると、そのユーザに新しいオーダーが作成されます。

移動ステータスを表示するには、[クイックビュー（Quick View）]にマウスポインタを置きま
す。

ユーザ同期化、ドメイン同期化、Cisco Unified CM同期の進行中は、単一ユーザを移動できませ
ん。

（注）
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バルクユーザの移動

始める前に

バルクユーザの移動を行う前に、以下のことを確認します。

•このタスクを実行するには、管理者特権が必要です。
•一括移動に選択されたすべてのユーザは、同じドメインとクラスタに属する必要がありま
す。

•一括移動はマルチクラスタのユーザには実行できません。

ユーザをドメイン間で移動するには、次を実行します。

ステップ 1 [ユーザプロビジョニング（User Provisioning）]を選択します。

ステップ 2 [ユーザプロビジョニング（User Provisioning）]ページで、ユーザを選択して、[移動（Move）]をクリック
します。

[一括移動（Bulk Move）]ウィンドウが開きます。

ステップ 3 [新規ドメイン（NewDomain）]ドロップダウンリストから、ユーザの移動先となる新しいドメインを選択
します。

ステップ 4 [新規サービスエリア（New Service Area）]ドロップダウンリストからサービスエリアを選択します。

ステップ 5 移動とともに新しいサービスエリアを設定する場合は、[エンドポイント設定（Endpoint Settings）]と [回
線の設定（Line Settings）]を選択します。

この手順は任意です。この手順をスキップすると、既存のサービスエリアの設定で、新しいサービスエリ

アにユーザを移動します。

ステップ 6 一括移動を開始するには、[ユーザの移動（Move User）]をクリックします。

移動が正常に完了すると、そのユーザに新しいオーダーが作成されます。

一括移動のステータスを表示するには、[クイックビュー（Quick View）]にカーソルを置くか、
[一括移動ステータス（Bulk Move Status）]をクリックして移動の詳細情報を表示します。

ユーザの同期化/ドメインの同期化/Cisco Unified CMの同期化が進行している場合は、バルクユー
ザを移動できません。

（注）

テキストファイルよるユーザのインポート

Cisco Prime Collaboration Provisioningでは、以下の方法によって、一度の操作で複数のユーザ
をインポートできます。

•テキストファイル（TXT）形式のファイルの使用
• LDAPサーバの使用
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個々のユーザを追加する方法については、ユーザの追加（1ページ）を参照してください。

テキストファイルを使用してユーザをインポートするには、以下の手順を実行します。

ステップ 1 [ユーザプロビジョニング（User Provisioning）] > [ユーザのインポート（Import Users）]の順にクリック
します。

ステップ 2 [ユーザのインポート（Import Users）]ダイアログボックスで、[From File]オプションボタンをクリックし
ます。

ステップ 3 [参照（Browse）]をクリックして、ユーザインポートファイルを選択します。

参考のために、[ユーザのインポート（Import Users）]ダイアログボックスで使用可能なサンプルインポー
トファイルをダウンロードできます。Excelでサンプルファイル（.txt）を編集して、更新したスプレッド
シートをタブ区切りテキストファイルとして保存し、そのファイルをインポートできます。[OrderType]、
[UserID]、[LastName]、[Domain]は必須フィールドです（残りのフィールドは必須ではありません。空白の
ままにすることができます）。

ユーザに対して自動プロビジョニングを有効にする場合は、[DoNotAutoProvisionServices]フィールドに
「False」を設定する必要があります。さらに、[Auto-ProvisioningServiceArea]フィールドと [Auto-Provisioning
LineType]フィールドにも値を入力する必要があります。回線タイプとして [選択した回線（ChosenLine）]
を選択した場合は、[Auto-Provisioning Directory Number]フィールドに値を入力する必要があります。

[ユーザID（User ID）]フィールで使用できる文字は、英数文字（A～ Z、a～ z、0～ 9）、アン
ダースコア（_）、ハイフン（-）、ピリオド（.）、アポストロフィ（'）、スペース（）、および
アットマーク（@）です。

（注）

ステップ 4 [インポート（Import）]をクリックします。

インポートするファイルを選択するまで、[インポート（Import）]ボタンは無効のままです。[インポート
（Import）]ボタンをクリックすると、[ユーザのインポート（ImportUsers）]ページにファイルのインポー
トステータスが表示されます。前回インポートしたファイルのインポートステータスを表示するには、

[View Last File Import Status]をクリックします。

Cisco Prime Collaboration Provisioningは、ファイルにより提供される詳細情報に基づいてユーザを作成しま
す。自動プロビジョニングを有効にすると（「True」に設定すると）、CiscoPrimeCollaborationProvisioning
は、アップロードされたファイルの自動プロビジョニングパラメータに基づき、ユーザに対してデフォル

トのサービスをプロビジョニングします。

LDAPサーバからのユーザのインポート

ユーザを LDAPサーバからインポートするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [ユーザプロビジョニング（User Provisioning）] > [ユーザのインポート（Import Users）]の順にクリック
します。

ステップ 2 [ユーザのインポート（Import Users）]ダイアログボックスで、[From LDAP]オプションボタンをクリック
します。
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ステップ 3 ドメインを選択します。

DN番号なしで同期化されたユーザ向けに選択したドメインで、電話番号ブロックが使用できることを確
認します。

ステップ 4 [インポート（Import）]をクリックします。

最新の LDAP同期レポートを表示するには、[最新のLDAP同期レポートの表示（View Last LDAP Sync
Report）]をクリックします。

自動プロビジョニングが有効になっているユーザロールにユーザをマッピングすると、設定され

ているサービスがそのユーザに対して自動的にプロビジョニングされます。

（注）

詳細については、LDAPサーバの同期の設定を参照してください。

ユーザパスワードの管理

パスワードを変更したり、デフォルトにリセットしたり、アプリケーションへの初期ログイン

後にパスワードを変更するようユーザに求めたりすることができます。パスワードを管理する

には、適切な権限が必要です。

次の情報を更新できます。

• Provisioningのログインパスワード

• Cisco Unified Communications Managerのパスワード

Cisco Unified Communications Managerが外部認証を使用するよう
に設定されている場合、Cisco Unified Communications Managerの
パスワードは変更できません。CiscoPrimeCollaborationProvisioning
では、パスワードが（実際には更新されていなくても）更新され

ていると示されます。

（注）

• Cisco Unified Communications Managerの暗証番号

• Cisco Unified Communications Manager Expressのパスワード

• Cisco Unity Subscriberのパスワード

• Cisco Unity Connectionの暗証番号

• Cisco Unity Connection Webのパスワード

Cisco Unity ConnectionWebのパスワードをリセットするときに、新しいパスワードが必要
な長さに達しない場合は、次のエラーが発生します：Unity Connection Password: Failed

to reset credential: The credential minimum length check failed. Minimum length = 8

（Unity Connectionパスワード:クレデンシャルのリセットに失敗しました。クレデンシャ
ルの最小長チェックに失敗しました。最小長 = 8）
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• Unified CMのMLPPパスワード

このパスワードは、（[サービスのプロビジョニング（Service Provisioning）]ページで）
ユーザサービスの [MLPPユーザ ID番号（MLPP User Identification Number）]と [MLPP優
先認証レベル（MLPP Precedence Authorization Level）]を設定した場合に限り、[暗証番号/
パスワードの管理（Manage PIN/Password）]オプションを使用して変更できます。

Provisioningのパスワードには、少なくとも次のうちの 3種類を組み合わせて使用する必要が
あります。

•大文字の英字

•小文字の英字

•番号

•特殊文字

パスワードを変更したり、パスワードをProvisioningシステムのデフォルトにリセットしたり、
アプリケーションへの次回ログイン時にパスワードを変更するようユーザに求めたりすること

ができます。ユーザパスワードのデフォルト値については、Provisioning管理者、マネージド
サービスプロバイダー、または企業の IT部署にお問い合わせください。

デフォルトのパスワードは、次のルールによって制御されます。

• DefaultCUPMPassword

• DefaultCallManagerPassword

• DefaultCallManagerPIN

• DefaultCallManagerDigestCredentials

• DefaultUnitySubscriberPassword

• DefaultWebAccessPassword

ルールの詳細については、ビジネスルールの概要を参照してください。

ユーザのパスワードをリセットした後で、パスワードの変更に必要なデフォルト値をユーザに

通知する必要があります。

（注）

パスワードを変更したり、パスワードをリセットしたり、アプリケーションへの次回ログイン

時にパスワードを変更するようユーザに求めたりするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 目的のユーザの [Manage User]ページを開きます（ユーザの追加（1ページ）を参照）。

ステップ 2 [パスワードの管理（Manage Passwords）]をクリックします。

ユーザの管理
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ステップ 3 [パスワード管理（Password Management）]ページで、修正する [パスワード（Password）]、[暗証番号
（PIN）]、または [ダイジェスト信用証明書（Digest Credentials）]を選択できます。ドロップダウンリス
トから変更するパスワードを選択します。

ステップ 4 次のいずれかを実行します。

•パスワードを変更するには、新しいパスワードを指定して（確定し）、[適用（Apply）]をクリックし
ます。

•パスワードをデフォルトに設定するには、[パスワードのリセット（ResetPassword）]をクリックしま
す。

•アプリケーションへの次回ログイン時にパスワードを変更するようユーザに求めるには、[ユーザにプ
ロンプトを表示する（Prompt User）]をクリックします。

ステップ 5 [完了（Done）]をクリックして確定します。

パスワード作成中は次のルールが適用されます。

•ユーザ名と同じ文字列や、ユーザ名を逆にした文字列はパスワードに使用できません。

•パスワードでは、4回以上続けて同じ文字を繰り返すことはできません。

•次の文字列はパスワードに使用できません。

• Ciscoまたはその逆

• Cisc0（oの代わりにゼロを使用）

• C!sco（iの代わりに感嘆符を使用）

• Ci$co（sの代わりにドル記号を使用）

•以前のパスワードの大文字と小文字を変えたもの

•パスワードには、小文字、大文字、特殊文字、および数字を含める必要があります。

•必要な最小文字数は 8文字です（デフォルトの文字数ですが、変更できます）。

•許容される最大文字数は 80文字です（デフォルトの文字数ですが、変更できます）。

（Cisco Prime Collaborationリリース 11.6以降）既存のパスワードポリシーに対して次の機能
強化が行われました。

•パスワードには、小文字、大文字、数字、および特殊文字の 4つの文字セットのうち、3
セットの文字を含める必要があります。文字セットの数は設定可能です（デフォルトは

3）。

•必要な最小文字数は 6文字です（デフォルトは 8文字ですが、変更できます）。

• [<number of>回変更後のパスワードの再使用を許可（Allows re-use of password after <number
of> changes）]（最小値は 0、最大値は 24、デフォルトは 0）。この設定により、ユーザは
パスワード変更インスタンスを指定回数行うと、既存のパスワードを再使用できるように

ユーザの管理
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なります。たとえば、値を0に設定すると、ユーザは同じパスワードをすぐに再使用でき
ます。値を 10に設定すると、ユーザはパスワード変更のインスタンスを 10回行った後で
現在のパスワードを再使用することができます。つまり、現在のパスワードが xyxyの場
合、このパスワードを再使用できるのは、パスワードが 10回変更された後です。

• [<number of>時間後にのみパスワードを変更可能（Password can only be changed after <number
of> hours）]（最小値は 0、最大値は 48、デフォルトは 0）。値を 0に設定すると、ユーザ
はパスワードをすぐに変更できます。値を 24に設定すると、ユーザは最後にパスワード
を変更してから 24時間後にパスワードを変更できます。

• [<number of>日後にパスワードの期限切れ（Password expires after <number of> days）]（最
小値は 0、最大値は 365、デフォルトは 0）。この設定では、「x」日後にパスワードの有
効期限が切れ、指定の期間内にパスワードが変更されない場合はアカウントが無効になる

ことをユーザに通知します。たとえば、値を0に設定すると、パスワードが期限切れにな
ることはありません。

• [有効期限の<number of>日前に警告メッセージを表示（Show warning message <number of>
days before expiration）]（最小値は 0、最大値は 31、デフォルトは 0）。この設定では、パ
スワードの有効期限についてユーザに通知するタイミングを示します。たとえば、値を 0
に設定すると、この設定は無効になり、パスワードの有効期限に関する警告メッセージが

表示されることはありません。値を 5に設定すると、パスワードの有効期限の 5日前に警
告メッセージが表示されます。

• [有効期限の<number of>日前に確認用のプロンプトを表示（Prompt for confirmation <number
of> days before expiration）]（最小値は 0、最大値は 30、デフォルトは 0）。この設定では、
パスワードの有効期限と変更に関するプロンプトをユーザに表示する必要があるタイミン

グを示します。プロンプトが表示されたら、ユーザはパスワードの有効期限を確認する

か、パスワードの変更に進む必要があります。たとえば、値を0に設定すると、この設定
は無効になり、パスワードの有効期限または変更に関する確認プロンプトが表示されるこ

とはありません。値を 3に設定すると、パスワードの有効期限の 3日前にパスワードの変
更を求めるプロンプトがユーザに表示されます。

Cisco Prime Collaboration Provisioningでは、パスワードポリシーは passwordpolicy.propertiesと
いうファイル名でopt/cupm/sepに保存されます。必要に応じて、プロパティファイルを修正し
てパスワードポリシーを変更できます。パスワードポリシーを修正した場合は、常に Cisco
Prime Collaboration Provisioningを再起動する必要があります。

CiscoUnified CommunicationsManager Expressでは各ユーザに関連付けられるエンドポイントは
1つのみですが、Cisco Prime Collaboration Provisioningではこの制限が解消され、各ユーザに複
数のエンドポイントを関連付けられるようになりました。

Cisco Unified Communications Manager Expressでは、2つ目以降のエンドポイントに同じユーザ
名を使用し、その後にチルダ（~）と 1から始まるシーケンスインデックスを付けることに
よって新しいユーザが作成されます（たとえば、TestUserと TestUser~1）。ユーザが Cisco
Unified Communications Manager ExpressのWebインターフェイスを介してエンドポイントの詳
細を表示するためには、正しいユーザ名を使用する必要があります。

Cisco Prime Collaboration Provisioningでパスワードの値を変更すると、Cisco Unified
Communications Manager Expressの対応するユーザ名がすべて変更されます。

ユーザの管理
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[パスワードを忘れた場合（Forgot Password）]リンクを使用したユーザパスワードのリ
セット

Cisco Prime Collaborationリリース 11.6以降の場合

ログインページの [パスワードをお忘れの場合（Forgot password?）]リンクを使用してパスワー
ドをリセットするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 ログインページの [パスワードをお忘れの場合（Forgot password?）]リンクをクリックします。

ステップ 2 [ユーザID（User ID）]を入力して [電子メールの送信（Send Email）]をクリックします。

パスワードリセットメールがお使いのメールアカウントに送信されます。

パスワードの回復用にセキュリティの質問を設定している場合は、パスワードリセットの質問に

回答するよう求められます。答えを入力して [送信（Submit）]をクリックします。ステップ 4に
進みます。

（注）

ステップ 3 パスワードリセットメール内のリンクをクリックして、パスワードリセット要求を開始します。
Cisco Prime Collaboration Provisioningのパスワード変更ページが表示されます。

ステップ 4 新しいパスワードを入力し、[パスワードの変更（Change Password）]をクリックします。
ログインページにリダイレクトされます。

ユーザパスワードの回復

Cisco Prime Collaborationリリース 11.6以降の場合

ログインすると、パスワードの回復を設定するように求められます。[はい（Yes）]をクリッ
クしてリカバリ電子メール IDを設定するか、[いいえ（No）]をクリックしてホームページに
戻ります。

パスワードの回復を設定する手順は次のとおりです。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [設定（Settings）]を選択し、[パスワード（Password）]タブをクリックしま
す。

ステップ 2 次のいずれかを実行します。

•電子メールを使用してパスワードを回復するには、[電子メールの送信（Send Email）]オプションボ
タンをクリックします。[電子メールサーバの設定（email server configuration）]をクリックして電子
メール通知を設定します。詳細については、「システム通知の設定」を参照してください。

•セキュリティの質問を使用してパスワードを回復するには、[セキュリティの質問（SecurityQuestions）]
オプションボタンをクリックします。

次回ログイン時に、セキュリティの質問を使用したパスワードの回復を有効にした後でセキュリティ

の質問と答えを設定するように求められます。

ユーザの管理

13

ユーザの管理

[パスワードを忘れた場合（Forgot Password）]リンクを使用したユーザパスワードのリセット

cpco_b_cisco-prime-collaboration-provisioning-guide-12-3_chapter12.pdf#nameddest=unique_137


ステップ 3 [更新（Update）]をクリックします。

ユーザの同期

Cisco Prime Collaboration Provisioningのユーザデータは、コールプロセッサおよび Unity
Connectionのユーザデータと同期しています。同期の詳細については、「ドメインの同期」を
参照してください。

ユーザを同期させる際には、次の点に注意してください。

•最初に Cisco Unified Communications Manager Expressでユーザを作成し、その後、Cisco
PrimeCollaborationProvisioningと同期させると、そのユーザのユーザ名と電話番号のフィー
ルドに [不明（Unknown）]と表示されることがあります。

ユーザ情報は Cisco Prime Collaboration Provisioningを介してアップデートできますが、こ
の情報は Cisco Unified Communications Manager Expressシステムに適用され、ephone記述
フィールドの既存のユーザ情報がすべて上書きされるので注意してください。

•ドメインおよびサービスエリアに存在するデバイスがCiscoUnifiedCommunicationsManager
Expressだけであり、Cisco Unified Communications Manager Expressで ephone usernameコマ
ンドが設定されていない場合は、ドメインの同期中、Cisco PrimeCollaboration Provisioning
でユーザが作成されません。

Cisco Unified Communications Manager Expressですべてのユーザに対して ephone username
コマンドが設定されていることを確認してください。

• Cisco Unified Communications Manager Expressでは、ephoneコンフィギュレーションモー
ドで buttonコマンドを使用する場合、区切り文字としてコロン（:）だけを使用してくだ
さい。Cisco Prime Collaboration Provisioningでは、buttonコマンドの区切り文字としてコロ
ンのみがサポートされています。他の区切り文字を使用した場合、CiscoPrimeCollaboration
Provisioningでは [ユーザレコードの詳細（User Record Details）]ページに回線が表示され
ません。エンドポイントだけが表示されます。

ステップ 1 [ユーザプロビジョニング（User Provisioning）]を選択します。

ステップ 2 ユーザのリストから、[クイックビュー（QuickView）]をポイントして [ユーザの同期（SynchronizeUser）]
をクリックします。

ドメインのユーザ数が多い場合は、同期に数分かかることがあります。（注）

権限ロールの概要

Cisco Prime Collaborationリリース 11.2以前の場合

ユーザの管理

14

ユーザの管理

ユーザの同期

cpco_b_cisco-prime-collaboration-provisioning-guide-12-3_chapter6.pdf#nameddest=unique_78


Provisioningには、2種類のユーザロール（グローバルロールとドメイン固有のロール）があ
ります。プロビジョニングユーザはロールに基づいて Provisioningでさまざまなタスクの実行
を許可されます。次の例では、ドメイン管理者は特定のドメインに対して管理権限を持ってい

ます。管理者は、割り当てられたドメインに対してポリシーとルールを設定できます。複数ド

メインの管理者は、複数のドメインに対して権限を持っています。グローバル管理者はすべて

の Provisioning機能にアクセスできます。

図 1 : Provisioningにおけるグローバルロールとドメイン固有のロール

Provisioningサーバに既存のユーザデータを接続すると、[ユーザ管理（User Management）]
ページで globaladminロールと domain-adminロールが自動的に同期されます。

次の点に注意してください。

• [アクティビティ（Activity）]権限は、PrimeCollaboration ProvisioningAdvancedでのみ使用
できます。このメニューは、PrimeCollaboration Provisioning Standardでは使用できません。

• PrimeCollaborationProvisioningStandardでエンドポイントのオーダーを作成する際は、MAC
アドレスまたはダミーMACアドレスが必要です。

グローバル管理者ロールとドメイン管理者ロール以外に、Provisioningユーザはオーダーロー
ルとアクティビティロールを持つことができます。オーダーロールを持つProvisioningユーザ
は、特定ドメインのユーザ向けにオーダーを作成できます。

表 1 :権限ロールの説明

説明承認権限

グローバル役割

すべての Provisioning機能にアクセスできま
す。

管理

ユーザの管理
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説明承認権限

システムのクリーンアップアクティビティを

設定できます。「メンテナンスモード」を参

照してください。

[メンテナンス（Maintenance）]

[ドメインの権限（Roles for Domain）]

ドロップダウンリストで、承認権限を設定するドメインを選択します。選択した権限は、選

択したドメインにだけ適用されます。すべての使用可能なドメインに同じ承認権限を適用す

るには、[すべてのドメインに適用（Apply to all domains）]を選択します。

管理者が [すべてのドメインに適用（Apply to all domains）]を選択した場合、全ド
メインのユーザの既存の権限は、現在の選択内容で上書きされます。

（注）

、ユーザロールの修正、およびエンドポイン

トインベントリの追加または更新を行うこと

ができます。

[ポリシー（Policy）]

インフラストラクチャ設定オブジェクトをプ

ロビジョニングできます。この権限を選択す

る場合は、[権限プロファイル（Permission
Profile）]ボックスからプロファイルも選択す
る必要があります。

インフラストラクチャ設定管理

この承認権限が割り当てられているイフラス

トラクチャ設定オブジェクトユーザが設定で

きる権限を設定します（権限の設定の詳細に

ついては、「インフラストラクチャ設定の権

限の管理」を参照してください）。

権限プロファイル

自分のサービスを管理することを許可されて

います。回線の設定、サービスの管理、およ

びエンドポイントオプションの設定をすばや

く簡単に実施できます。

[SelfCareUser]チェックボックスは、
そのドメインの

CreateSelfCareAccountsルールが有効
になっている場合のみ使用できま

す。

（注）

[SelfCareUser]

[オーダー権限（Ordering Roles）]

これらの権限を割り当てられたユーザは、他のユーザや自分自身のオーダーを発行できます。

ユーザの管理
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説明承認権限

許可する操作:

•ドメイン内のユーザの追加、削除、また
はアップデート

•ドメイン内のユーザ権限の追加、削除、
またはアップデート（ドメインルールで

許可されている場合）

•ドメイン内のインベントリへのエンドポ
イントの追加、インベントリのエンドポ

イントの削除またはアップデート（ドメ

インルールで許可されている場合）

•ドメイン内の詳細ユーザ情報の検索と表
示

•ドメイン内のユーザに対するオーダーの
発行

[オーダー（Ordering）]

[オーダー（Ordering）]権限によって指定され
ているすべての機能にアクセスできます。ま

た、[オーダーエントリ（OrderEntry）]ページ
の [詳細オーダー（Advanced Ordering）]オプ
ションにもアクセスできます。

詳細オーダー

オーダー権限ロールによって指定されている

すべての機能にアクセスできます。また、オー

ダーの入力時にエンドポイントのMACアドレ
スを割り当てることができます。Prime
Collaboration Provisioning Advancedでのみ使用
できます。

詳細割り当て

[アクティビティ権限（Activity Roles）]

これらの権限のいずれかを割り当てられたユーザは、オーダー処理中にグループに割り当て

られているアクティビティを実行できます。

オーダーを受け入れて承認を完了できます。承認

MACアドレスを割り当てるユーザアクティビ
ティを受け入れることができます。

割り当て

オーダーを受け入れて出荷を完了できます。出荷

オーダーを受け入れて受領を完了できます。受領

ユーザの管理

17

ユーザの管理

権限ロールの概要



[アクセスコントロールグループ（Access Control Groups）]

Cisco Prime Collaborationリリース 11.5以降の場合

この機能（[管理（Administration）] > [アクセスコントロール（Access Control）]を選択）によ
り、管理者は、アクセスコントロールグループを作成して、特定のページにアクセスして特

定の操作を実行する権限をユーザに付与することができます。詳細なアクセス権限を指定する

ことによって、ユーザにシステムアクセスを割り当てたり、制限したりすることができます。

きめ細かい制御に基づいてユーザが機能にアクセスできるように、アクセスコントロールグ

ループを使用してユーザにアクセス権を付与できます。Cisco Prime Collaboration Provisioning
11.5以降にアップグレードすると、オーダー、配送、およびメンテナンスを含むすべての認可
ロールがアクセスコントロールグループに変換されます。また、この機能により、同じバー

ションの Cisco Prime Collaboration Provisioningがインストールされた異なるシステムでアクセ
スコントロールグループをエクスポートおよびインポートすることができます。次の表に、

デフォルトのアクセスコントロールグループを示します。

Cisco Prime Collaborationリリース 12.1以降の場合

次の管理 UIに対する読み取り専用アクセスが実装されています。

• [ロギングとShowTech（Logging and ShowTech）]

• [データメンテナンス（Data Maintenance）]

• [バックアップ管理（Backup Management）]

•変更点

•同期のスケジュール

• [ライセンス管理（License Management）]

• [シングルサインオン（Single Sign-on）]

• [ルール（Rules）]

•設定

表 2 :デフォルトのアクセスコントロールグループ

説明名前

ドメイン、サービスエリア、サービステンプ

レート、およびユーザロールの表示のみが可

能なユーザ

表示専用（View Only）

フルアクセス権を持つシステム管理者管理者（Administrators）

詳細設定にアクセスせずにオーダーできるユー

ザ

ヘルプデスク（Help Desk）

アクセスコントロールグループに関する操作を実行する前に、次の点に注意してください。

ユーザの管理
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• Cisco Prime Collaboration Provisioning Standardは新しいアクセスコントロールグループの
作成をサポートしていません。ただし、既存のグループを変更してユーザをグループに割

り当てることは可能です。

•新しいアクセスコントロールグループを作成するには、Advancedライセンス（委任機能
が有効になっている）をアップロードする必要があります。Standardライセンスでは、委
任機能がデフォルトで無効になっています。

•グループは最大 1000まで作成できます。

•「globaladmin」ユーザは、フルアクセス権を持ち、アクセスコントロールグループに割
り当てることはできません。

•単一のユーザを複数のアクセスコントロールグループに割り当てることができます。

•特定の権限に対する制限付きアクセスまたはフルアクセス権をユーザに付与できます。

•一部の権限にはドメインベースの制限があります。

•必要に応じて、各ドメインを異なる詳細なアクセス権限によって制御できます。

•管理者ユーザは、そのユーザが属しているグループを変更または削除はできませんが、他
の管理者グループを変更または削除することは可能です。

•フルアクセスグループを作成できるのは、globaladminまたはフルアクセス権を持つユー
ザのみです。デフォルトの管理者グループも編集および削除できます。

•管理者およびフルアクセスユーザ以外のユーザに対しては、[アクセスコントロールグ
ループ（Access Control Group）]テーブルに、フルアクセス以外のアクセス項目で作成さ
れたグループが示されます。

•それぞれのページと操作のボタンおよびクイックビューは、きめ細かい制御に基づいて表
示されるか非表示になります。

•ログインしたユーザがフルアクセスグループのメンバーである場合またはアクセス制御
権限を持っている（詳細なアクセス権限がすべてまたはグループへのユーザの割り当ての

いずれかである）場合にのみ、ユーザプロビジョニングのクイックビューに [アクセス制
御（Access Control）]リンクが表示されます。

[アクセス制御（AccessControl）]ページへのアクセス権を持っているユーザがログインした場
合は、以下のようになります。

•アクセスコントロールグループを作成できます。

•詳細なアクセス権限（「すべて」、「グループへのユーザの割り当て」、「グループの追
加」、「グループの編集」、または「グループの削除」）によってアクセス制御ページに

アクセスできるグループがユーザに割り当てられている場合、またはユーザがフルアクセ

ス権を持っている場合は、グループにユーザを割り当てることができます。

•どのグループについても、そのユーザ自身を割り当てたり、編集または削除することはで
きません。
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•フルアクセス権を持つユーザまたは globaladminを変更することはできません。

アクセスコントロールグループの作成

次の例では、以下の操作をユーザが実行できるようにするアクセスコントロールグループの

作成手順について詳しく説明します。

• [ユーザプロビジョニング（UserProvisioning）]ページでユーザを追加/編集/削除/インポー
ト/移動する：追加/編集/削除/インポート/移動のアクセス権が割り当てられているユーザ
は、関連するボタンを表示できます。

•デバイスの設定情報を表示する：読み取り専用アクセス権が割り当てられているユーザ
は、関連情報のみを表示できます。

[ユーザプロビジョニング（User Provisioning）]ページで選択したドメインに書き込み（追加/
編集/削除/インポート/移動）アクセス権を持つメンバーを割り当てるには、次の手順を実行し
ます。

1. 一意の名前を持つグループを作成し、グループにメンバーを追加します。

2. [権限（Privileges）]セクションで [追加（Add）]をクリックします。

3. ダイアログボックスの [名前（Name）]ドロップダウンから [ユーザプロビジョニング（User
Provisioning）]を選択します。

4. 必要に応じて、[アクセス可能ドメイン（Accessible Domains）]チェックボックスでドメイ
ンを選択します。

5. 必要に応じて、[アクセス（Access）]チェックボックスおよび関連する詳細情報を選択し
ます。

6. [保存（Save）]をクリックします。

デバイスの設定情報を表示するには、次の手順を実行します。

1. 作成済みのグループを選択します。

2. [権限（Privileges）]セクションで [追加（Add）]をクリックします。

3. ダイアログボックスの [名前（Name）]ドロップダウンから [デバイスのセットアップ
（Device Setup）]を選択します。

4. [アクセス（Access）]チェックボックスで [読み取り専用（Read-Only）]を選択します。

5. [保存（Save）]をクリックします。

アクセスコントロールグループの操作

アクセスコントロールグループ（[管理（Administration）] > [アクセス制御（Access Control）]
を選択）を使用して次の操作を実行できます。

ユーザの管理
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説明操作

新しいアクセスコントロールグループを追加

します。

•必須フィールド：[グループ名（Group
Name）]オプションフィールド：[説明
（Description）]および [メンバー
（Members）]

•グループ名を入力せずに権限を追加する
と、[保存（Save）]ボタンが無効になり
ます。

• [グループ名（Group Name）]フィールド
の有効な値は、英数字（A～ Z、a～ z、
0～ 9）、スペース、および特殊文字の
_-./:;=?@^{}[]|`~_です。

•単一のユーザを複数のアクセスコント
ロールグループに割り当てることができ

ます。

追加（Add）

既存のアクセスコントロールグループを変更

します。

•グループ名は編集可能です。

• [メンバー（Members）]マルチセレクト
ボックスには、ログインしていないユー

ザは表示されません。

•選択されているユーザのボックスには、
ログインしているユーザがそのグループ

に属している場合、ユーザが表示されま

す。

編集（Edit）

既存のアクセスコントロールグループを削除

します。

•グループを削除すると、そのグループに
割り当てられているユーザはシステムに

アクセスできなくなります。

削除（Delete）

ユーザの管理
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説明操作

既存のグループから権限をコピーして新しい

グループを作成します。

•アクセスコントロールグループのコピー
時には、ユーザはコピーされません。

• [グループ名（GroupName）]は必須フィー
ルドで、「Copy of」というプレフィック
スが付けられます。

• [グループ名（GroupName）]または [権限
（Privilege）]が空白の場合、[保存
（Save）]ボタンが無効になります。

コピー（Copy）

グループを tsvファイルにエクスポートしま
す。

•アクセスコントロールグループの詳細情
報が tsvファイルにエクスポートされま
す。

•ユーザがフルアクセスグループに割り当
てられているか、[アクセス制御（Access
Control）]アクセス項目のきめ細かい制御
がすべてまたはグループへのユーザの割

り当てで作成されたグループに割り当て

られている場合にのみ、ユーザをエクス

ポートできます。

エクスポート（Export）

ユーザの管理
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説明操作

エクスポートしたグループを別の Cisco Prime
Collaboration Provisioningサーバにインポート
します。

•インポート時には、ユーザ（tsvファイル
にエクスポートされた）を新しいシステ

ムで使用できない場合、アクセスコント

ロールグループが作成され、新しいシス

テムにユーザが存在しないことに関する

メッセージが表示されます。

•ユーザが新しいシステムですでに使用可
能であり、他のアクセスコントロールグ

ループに属している場合、そのユーザは、

インポート時に新しいグループにも追加

されます。

• 1つ以上の有効なドメインがある場合、ア
クセスコントロールグループはそのドメ

インによって作成されます。

インポート（Import）

クイックビューにカーソルを合わせると、グ

ループの詳細情報（メンバー、アクセスリス

ト項目など）が表示されます。

クイックビュー

アクセスコントロールグループまたは権限に変更を加えると、セッションが無効になってロ

グアウトされます。これは、次の操作を実行した場合に行われます。

•新しいグループの追加

•既存のグループの編集（メンバーおよび権限に対する変更）

•既存のグループの削除

•既存のグループのコピー

•グループのインポート

•ユーザプロビジョニングによるグループの更新（ユーザのクイックビュー > [アクセス制
御（Access Control）]）

（注）

ユーザの管理

23

ユーザの管理

[アクセスコントロールグループ（Access Control Groups）]



きめ細かい制御を持つ権限

ドメインコントロー

ル

きめ細かいアクセス説明権限の名前

NAすべて（All）Cisco PrimeCollaboration
Provisioningですべての
アクセス権限を持つ

ユーザに関連していま

す。

フルアクセス

（Full Access）

NA•すべて（All）、読み取り
専用（Read-only）

•書き込み >グループの追
加/編集/削除

•書き込み >グループへの
ユーザの割り当て

管理者が、役割、アク

セス制御グループ、お

よび役割のアクセス権

限を設定することを可

能にします。

アクセス制御

NAすべて（All）、読み取り専用
（Read-only）

Cisco PrimeCollaboration
Provisioningの UCデバ
イスを追加、編集、削

除することを可能にし

ます。

[デバイスの設
定（Device
Setup）]

○•すべて（All）、読み取り
専用（Read-only）

•書き込み >

•追加/編集/削除/イン
ポート/移動

•サービスのプロビ
ジョニング

• [高度な設定を使用し
てサービスをプロビ

ジョニング

（Provision Services
with Advanced）]

• [割り当てを使用して
サービスをプロビ

ジョニング

（Provision Services
with Assignment）]

•パスワードの管理

ユーザを追加、編集、

削除、インポートする

ことと、サービスをプ

ロビジョニングするこ

とを可能にします。

[ユーザプロビ
ジョニング

（User
Provisioning）]
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ドメインコントロー

ル

きめ細かいアクセス説明権限の名前

なしすべて（All）、読み取り専用
（Read-only）

すべてのユーザプロビ

ジョニングタスク（ド

メイン、サービスエリ

ア、ユーザロール、

サービステンプレート

の追加や設定など）を

セットアップすること

を可能にします。

[プロビジョニ
ングの設定

（Provisioning
Setup）]

○すべて（All）、読み取り専用
（Read-only）

コールプロセッサおよ

びユニファイドメッ

セージプロセッサの設

定を追加、編集、削除

することを可能にしま

す。

インフラストラ

クチャ設定

○すべて（All）、読み取り専用
（Read-only）

オーダーのステータス

を検索、表示すること

を可能にします。

[プロビジョニ
ング履歴

（Provisioning
History）]

NAすべて（All）、ログインした
ユーザ（Logged In Users）、
ロックされたユーザ（Locked
Users）

プロセッサ、デバイ

ス、ドメイン、ユーザ

の操作ステータスにつ

いてのリアルタイム情

報を管理することを可

能にします。

ダッシュボード

NAすべて（All）Cisco PrimeCollaboration
Provisioningを設定する
ための一括操作を実行

することと、ユニファ

イドコミュニケーショ

ンアプリケーションを

プロビジョニングする

ことを可能にします。

バッチプロビ

ジョニング

○すべて（All）ユーザインターフェイ

スを通じて新規および

既存のエンドポイント

をアップロードするこ

とを可能にします。

[エンドポイン
トの管理

（Manage
Endpoints）]
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ドメインコントロー

ル

きめ細かいアクセス説明権限の名前

NAすべて（All）プロビジョニングイン

ベントリで各サービス

エリアに関連付けられ

た電話番号を保存、管

理することを可能にし

ます。

電話番号の管理

NAすべて（All）プロビジョニングイン

ベントリを参照、検索

することを可能にしま

す。

[インベントリ
検索（Inventory
Search）]

NAすべて（All）ユニファイドコミュニ

ケーションサービスの

リストを表示すること

を可能にします。

ユニファイドコ

ミュニケーショ

ンサービス

NAすべて（All）Getting StartedWizardを
実行することを可能に

します。

Getting Started
Wizard

○すべて（All）すべてのオーダー関連

アクティビティ（シス

テムアクティビティを

含む）を表示すること

を可能にします。

アクティビティ

NAすべて（All）サービスエリア、エン

ドポイントインベント

リ、DNB、監査証跡な
どの詳細情報を表示す

ることを可能にしま

す。

レポート

NAすべて（All）ユーザのログインまた

はログアウト、パス

ワード、アカウント、

タイムアウトに関する

詳細情報を表示できる

ようにします。

監査証跡
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ドメインコントロー

ル

きめ細かいアクセス説明権限の名前

NAすべて（All）ライセンスを追加、イ

ンポート、削除するこ

とと、UCアプリケー
ションを相互起動する

ように Prime
Collaboration
Provisioningで SSOを有
効にすることを可能に

します。

ライセンス管理

とシングルサイ

ンオン

（License
Management and
Single
Sign-On）

NAすべて（All）事前に定義されたビジ

ネスルールをサポート

し、アナログエンドポ

イント、パスワードポ

リシー、セルフケア機

能アクセス、FIPS、カ
スタム設定を管理する

ことを可能にします。

規則と設定

（Rules and
Settings）

NAすべて（All）アプリケーションログ

ファイルの表示および

ダウンロードを可能に

します。

[ロギングと
ShowTech
（Logging and
ShowTech）]

NAすべて（All）Cisco PrimeCollaboration
Provisioningをメンテナ
ンスモードにすること

と、データをバック

アップ、復元すること

を可能にします。

メンテナンスと

バックアップ

（Maintenance
and Backup）

NAすべて（All）エンドポイントバンド

ル、ローカリゼーショ

ン言語、SSL証明書を
表示、追加することを

可能にします。

更新プログラム

とサポート

（Updates and
Support）

NAすべて（All）コールプロセッサ、

メッセージプロセッ

サ、プレゼンスプロ

セッサ、アクティブ

ディレクトリ、ドメイ

ンを同期することを可

能にします。

同期のスケ

ジュール
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アップグレード後の権限ロール

Cisco Prime Collaborationリリース 11.5以降の場合

次の表では、Cisco Prime Collaboration 11.5以降へのアップグレード後にユーザが保持する詳細
なアクセス権限と既存の権限ロールをマッピングしています。

アップグレード後アップグレード前説明既存のロー

ル
きめ細かいアク

セス

アクセス可

能なページ

きめ細かいアク

セス

アクセス可

能なページ

すべて（All）すべての

ページ

すべて（All）すべての

ページ

すべての

Provisioning機能に
アクセスできま

す。

管理

（Administration）

ウェルカムペー

ジ

ダッシュ

ボード

保留中のオー

ダーのステータ

ス

ダッシュ

ボード

システムのクリー

ンアップアクティ

ビティを設定でき

ます。「メンテナ

ンスモード」を参

照してください。

メンテナン

ス

すべて（All）メンテナン

ス

すべて（All）[バックアッ
プ管理

（Backup
Management）]

すべて（All）[データメン
テナンス

（Data
Maintenance）]

すべて（All）[データメン
テナンス

（Data
Maintenance）]

すべて（All）[エンドポイ
ントの管理

（Manage
Endpoints）]

すべて（All）[エンドポイ
ントの管理

（Manage
Endpoints）]

ユーザロールの修

正、およびエンド

ポイントインベン

トリの追加または

更新を行うことが

できます。

ポリシー

ウェルカムペー

ジ

ダッシュ

ボード

保留中のオー

ダーのステータ

ス

ダッシュ

ボード

ドメイン、サー

ビスエリア、

サービステンプ

レート、および

すべてのドメイ

ンのユーザロー

ルへのアクセス

[プロビジョ
ニングの設

定

（Provisioning
Setup）]

割り当てられた

ドメインのユー

ザロールのみへ

のアクセス

[プロビジョ
ニングの設

定

（Provisioning
Setup）]
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アップグレード後アップグレード前説明既存のロー

ル
きめ細かいアク

セス

アクセス可

能なページ

きめ細かいアク

セス

アクセス可

能なページ

ウェルカムペー

ジ

ダッシュ

ボード

保留中のオー

ダーのステータ

ス

ダッシュ

ボード

インフラストラク

チャ設定オブジェ

クトをプロビジョ

ニングできます。

この権限を選択す

る場合は、[権限プ
ロファイル

（Permission
Profile）]ボックス
からプロファイル

も選択する必要が

あります。

インフラス

トラクチャ

設定管理

すべて（All）インフラス

トラクチャ

設定

すべて（All）インフラス

トラクチャ

設定
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アップグレード後アップグレード前説明既存のロー

ル
きめ細かいアク

セス

アクセス可

能なページ

きめ細かいアク

セス

アクセス可

能なページ

保留中のオー

ダーのステータ

ス

ダッシュ

ボード

•保留中の
オーダーの

ステータス

•デバイス同
期ステータ

ス

•展開の詳細

ダッシュ

ボード

許可する操作:

•ドメイン内の
ユーザの追

加、削除、ま

たはアップ

デート

•ドメイン内の
ユーザ権限の

追加、削除、

またはアップ

デート（ドメ

インルールで

許可されてい

る場合）

•ドメイン内の
インベントリ

へのエンドポ

イントの追

加、インベン

トリのエンド

ポイントの削

除またはアッ

プデート（ド

メインルール

で許可されて

いる場合）

•ドメイン内の
詳細ユーザ情

報の検索と表

示

•ドメイン内の
ユーザに対す

るオーダーの

発行

オーダー

• [ユーザプロ
ビジョニン

グ（User
Provisioning）]
のすべての

ボタン

•詳細なアク
セス権限に

よるクイッ

クビューの

すべてのア

クション

（高度な割

り当てプロ

ビジョニン

グなし）

[ユーザプロ
ビジョニン

グ（User
Provisioning）]

• [ユーザプロ
ビジョニン

グ（User
Provisioning）]
のすべての

ボタン

•クイック
ビューのす

べてのアク

ション（高

度な割り当

てプロビ

ジョニング

なし）

[ユーザプロ
ビジョニン

グ（User
Provisioning）]

すべて（All）[プロビジョ
ニング履歴

（Provisioning
History）]

すべて（All）[プロビジョ
ニング履歴

（Provisioning
History）]
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アップグレード後アップグレード前説明既存のロー

ル
きめ細かいアク

セス

アクセス可

能なページ

きめ細かいアク

セス

アクセス可

能なページ

保留中のオー

ダーのステータ

ス

ダッシュ

ボード

•保留中の
オーダーの

ステータス

•デバイス同
期ステータ

ス

•展開の詳細

ダッシュ

ボード

[オーダー
（Ordering）]権限
によって指定され

ているすべての機

能にアクセスでき

ます。また、[オー
ダーエントリ

（Order Entry）]
ページの [詳細
オーダー

（Advanced
Ordering）]オプ
ションにもアクセ

スできます。

詳細オー

ダー

• [ユーザプロ
ビジョニン

グ（User
Provisioning）]
のすべての

ボタン

•詳細オー
ダーによる

クイック

ビューでの

すべてのア

クション

[ユーザプロ
ビジョニン

グ（User
Provisioning）]

• [ユーザプロ
ビジョニン

グ（User
Provisioning）]
のすべての

ボタン

•詳細オー
ダーによる

クイック

ビューでの

すべてのア

クション

[ユーザプロ
ビジョニン

グ（User
Provisioning）]

すべて（All）[プロビジョ
ニング履歴

（Provisioning
History）]

すべて（All）[プロビジョ
ニング履歴

（Provisioning
History）]

ユーザの管理

31

ユーザの管理

アップグレード後の権限ロール



アップグレード後アップグレード前説明既存のロー

ル
きめ細かいアク

セス

アクセス可

能なページ

きめ細かいアク

セス

アクセス可

能なページ

保留中のオー

ダーのステータ

ス

ダッシュ

ボード

•保留中の
オーダーの

ステータス

•デバイス同
期ステータ

ス

•展開の詳細

ダッシュ

ボード

オーダー権限ロー

ルによって指定さ

れているすべての

機能にアクセスで

きます。また、

オーダーの入力時

にエンドポイント

のMACアドレス
を割り当てること

ができます。Prime
Collaboration
Provisioning
Advancedでのみ使
用できます。

詳細割り当

て

[ユーザプロビ
ジョニング

（User
Provisioning）]
のすべてのボタ

ンと割り当てに

よるクイック

ビューのすべて

のアクション

[ユーザプロ
ビジョニン

グ（User
Provisioning）]

割り当てによる

クイックビュー

のすべてのボタ

ンとすべてのア

クション

[ユーザプロ
ビジョニン

グ（User
Provisioning）]

すべて（All）[プロビジョ
ニング履歴

（Provisioning
History）]

すべて（All）[プロビジョ
ニング履歴

（Provisioning
History）]

ウェルカムペー

ジ

ダッシュ

ボード

保留中のオー

ダーのステータ

ス

ダッシュ

ボード

オーダーを受け入

れて承認を完了で

きます。

承認

割り当てられた

ドメインのすべ

て（承認、割り

当て、配送、お

よび受領）

アクティビ

ティ

割り当てられた

ドメインの保留

中のオーダーの

承認、割り当

て、配送、また

は受領

[マイアク
ティビティ

（My
Activities）]
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アップグレード後アップグレード前説明既存のロー

ル
きめ細かいアク

セス

アクセス可

能なページ

きめ細かいアク

セス

アクセス可

能なページ

ウェルカムペー

ジ

ダッシュ

ボード

保留中のオー

ダーのステータ

ス

ダッシュ

ボード

MACアドレスを
割り当てるユーザ

アクティビティを

受け入れることが

できます。

割り当て

（Assignment）

割り当てられた

ドメインのすべ

て（承認、割り

当て、配送、お

よび受領）

アクティビ

ティ

割り当てられた

ドメインの保留

中のオーダーの

承認、割り当

て、配送、また

は受領

[マイアク
ティビティ

（My
Activities）]

ウェルカムペー

ジ

ダッシュ

ボード

保留中のオー

ダーのステータ

ス

ダッシュ

ボード

オーダーを受け入

れて出荷を完了で

きます。

出荷

割り当てられた

ドメインのすべ

て（承認、割り

当て、配送、お

よび受領）

アクティビ

ティ

割り当てられた

ドメインの保留

中のオーダーの

承認、割り当

て、配送、また

は受領

[マイアク
ティビティ

（My
Activities）]

ウェルカムペー

ジ

ダッシュ

ボード

保留中のオー

ダーのステータ

ス

ダッシュ

ボード

オーダーを受け入

れて受領を完了で

きます。

受領

割り当てられた

ドメインのすべ

て（承認、割り

当て、配送、お

よび受領）

アクティビ

ティ

割り当てられた

ドメインの保留

中のオーダーの

承認、割り当

て、配送、また

は受領

[マイアク
ティビティ

（My
Activities）]

特権の設定

Cisco Prime Collaborationリリース 11.5以降の場合

ここでは、権限の追加、編集、または削除するための手順を詳しく説明します。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [アクセスコントロール（Access Control）]を選択し、必要な詳細情報（グルー
プ名、説明、メンバーなど）を入力または選択します。
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必要に応じて、[メンバー（Members）]ドロップダウンリストでユーザを選択します。

ステップ 2 必要に応じて、[権限（Privileges）]ペインの [追加（Add）]、[編集（Edit）]、または [削除（Delete）]をク
リックします。

ステップ 3 [権限（Privilege）]ダイアログボックスの [アクセス可能ドメイン（Accessible Domains）]ドロップダウン
から [選択済み（Selected）]をクリックして、アクセスするドメインをクリックするか、[すべて（All）]
をクリックしてすべてのドメインを選択します。

• [アクセス可能ドメイン（Accessible Domains）]ドロップダウンは、[名前（Name）]ドロップ
ダウンで [プロビジョニングのセットアップ（Provisioning Setup）]または [ユーザプロビジョ
ニング（User Provisioning）]を選択した場合にのみ有効になります。ドメインコントロール
の詳細については、「きめ細かい制御を持つ権限」を参照してください。

• [インフラストラクチャのセットアップ（Infrastructure Setup）]アクセス項目を選択する場合
は、[アクセス可能なインフラストラクチャオブジェクト（Accessible Infrastructure Objects）]
ドロップダウンから [選択済み（Selected）]をクリックし、アクセスするオブジェクトを選択
するか、[すべて（All）]をクリックしてすべてのオブジェクトを選択します。

（注）

ステップ 4 必要に応じて、[アクセス（Access）]を選択します。

ステップ 5 [保存（Save）]をクリックします。

アクセスコントロール項目のきめ細かい制御のサポート

次の表に、アクセスコントロール項目のサポートされるきめ細かい制御を示します。

表 3 :アクセスコントロール項目のきめ細かい制御のサポート

説明サポートされるきめ細かい制御アクセスコント

ロール項目

管理者およびフルアクセス権を持つ

グループに属するユーザ以外には、

[アクセスの追加（Add Access）]ま
たは [アクセスの編集（EditAccess）]
ダイアログボックスの [名前
（Name）]ドロップダウンに [フルア
クセス（Full Access）]アクセス項目
が表示されません。

N/Aフルアクセス

（Full Access）
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説明サポートされるきめ細かい制御アクセスコント

ロール項目

•すべて（All）

•読み取り専用（Read-Only）

•書き込み >グループへのユーザ
の割り当て

•書き込み>グループの追加/編集/
削除

アクセス制御

ユーザの管理
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説明サポートされるきめ細かい制御アクセスコント

ロール項目

管理者およびフルアクセスユーザ以

外には、[アクセスの追加（Add
Access）]または [アクセスの編集
（Edit Access）]ダイアログボックス
の [名前（Name）]ドロップダウンに
[アクセス制御（Access Control）]ア
クセス項目が表示されません。

•きめ細かい制御の書き込み >グ
ループの追加/編集/削除を割り当
てられたユーザは、[アクセス制
御（Access Control）]ページで
すべての操作を実行できます

が、ユーザをグループに割り当

てることはできません。ユーザ

は、ユーザプロビジョニングの

クイックビューを使用してグ

ループをユーザに割り当てるこ

とはできません。グループの編

集またはコピー時は、[割り当て
られているユーザ（Assigned
User）]リストボックスは無効
または非表示になります。エク

スポート時にユーザは tsvファイ
ルにエクスポートされません。

インポート時は、グループは作

成されますが、ユーザはグルー

プに割り当てられません。

•きめ細かい制御のグループへの
ユーザの割り当てを割り当てら

れたユーザは、アクセスコント

ロールグループを編集できます

が、アクセスリストテーブルの

項目を更新することはできませ

ん。[アクセスコントロールグ
ループ（Access Control Group）]
テーブルの [編集（Edit）]ボタ
ン以外のすべてのボタンは非表

示になります。ユーザのクイッ

クビューには、ユーザをグルー

プに割り当てることができる [ア
クセス制御（Access Control）]
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説明サポートされるきめ細かい制御アクセスコント

ロール項目

アクションが表示されます。グ

ループの編集時は、ユーザ（管

理者ユーザ以外）はどのグルー

プの [アクセスコントロール
（Access Control）]アクセス項
目も編集または削除できませ

ん。また、アクセスリストテー

ブルの [編集（Edit）]ボタンと
[削除（Delete）]ボタンは無効に
なります。

• [デバイス同期ステータス
（Device Sync Status）]の [ダッ
シュボード（Dashboard）]、[デ
バイスのセットアップ（Device
Setup）]メニュー項目、および
[デバイス名のリンク（Links for
Device Name）]は有効になって
います。

• [アクセス可能ドメイン
（Accessible Domains）]フィー
ルドの [すべて（All）]および
[選択済み（Selected）]ラジオボ
タンは無効になります。

•きめ細かい制御の読み取り専用
を割り当てられたユーザは、デ

バイス設定のリストページです

べてのデバイスを表示できま

す。デバイスのクイックビュー

には [詳細ログの表示（View the
Detailed Log）]アクション項目
のみが表示されます。

•ユーザはデバイスを追加、編
集、削除したり、[UCサービス
（UCServices）]でサービスを変
更したりできます。

•すべて（All）

•読み取り専用（Read-Only）

[デバイスの設定
（Device Setup）]
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説明サポートされるきめ細かい制御アクセスコント

ロール項目

すべて（All）、読み取り専用
（Read-only）

書き込み >

•追加/編集/削除/インポート/移動

•サービスのプロビジョニング

• [高度な設定を使用してサービス
をプロビジョニング（Provision
Services with Advanced）]

• [割り当てを使用してサービスを
プロビジョニング（Provision
Services with Assignment）]

•パスワードの管理

[ユーザプロビ
ジョニング（User
Provisioning）]
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説明サポートされるきめ細かい制御アクセスコント

ロール項目

• [ダッシュボード（Dashboard）]
および [ユーザプロビジョニング
（User Provisioning）]メニュー
項目のみが表示されます。きめ

細かい制御の「サービスのプロ

ビジョニング」または「すべ

て」がユーザに割り当てられて

いる場合は、[保留中のオーダー
（PendingOrders）]ダッシュレッ
トが表示されます。

• [アクセス可能ドメイン
（Accessible Domains）]はアク
セスリスト追加時の必須フィー

ルドであり、2つのラジオボタ
ンがあります。

• [すべて（All）]：すべての
ドメインがアクセス可能で

す。

• [選択済み（Selected）]：特
定のドメインを選択しま

す。

•きめ細かい制御のすべてが割り
当てられている場合は、[ユーザ
プロビジョニング（User
Provisioning）]テーブルのすべ
てのボタンが表示されます。

ユーザは、自動プロビジョニン

グ、クイックサービスプロビ

ジョニング、アドオンサービ

ス、およびレガシーオーダーフ

ローによってサービスをプロビ

ジョニングできます。[ユーザプ
ロビジョニング（User
Provisioning）]テーブルには、
アクセス項目の選択済みドメイ

ンに関連付けられたユーザのみ

が示されます。ユーザは、サー

ビスのプロビジョニング時に詳

細な属性を設定できます。
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説明サポートされるきめ細かい制御アクセスコント

ロール項目

•きめ細かい制御の読み取り専用
が割り当てられている場合、

[ユーザプロビジョニング（User
Provisioning）]テーブルには、
[アクセス可能ドメイン
（Accessible Domains）]の選択
済みドメインに関連付けられた

ユーザのみが示されます。ユー

ザはサービスをプロビジョニン

グできません。

•きめ細かい制御の書き込み >追
加/編集/削除/インポート/移動を
割り当てられたユーザは、ユー

ザを追加、編集、削除、イン

ポート、および移動できます。

ユーザのインポート時に自動プ

ロビジョニングは行われませ

ん。[ユーザプロビジョニング
（User Provisioning）]テーブル
には、[移動（Move）]および [一
括移動ステータス（Bulk Move
Status）]ボタンのみが表示され
ます。ユーザは顧客レコード

ページにアクセスできますが、

サービスをプロビジョニングす

ることはできません。ユーザを

サービスと共に他のドメインに

移動できます。サービスのク

イックビューには [表示
（View）]アクションのみが表
示されます。
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説明サポートされるきめ細かい制御アクセスコント

ロール項目

•きめ細かい制御の書き込み >
サービスのプロビジョニングが

割り当てられている場合は、

[ユーザプロビジョニング（User
Provisioning）]テーブルの [サー
ビスのプロビジョニング

（Provision Services）]ボタンが
有効になります。[ユーザプロビ
ジョニング（User Provisioning）]
のクイックビューに、[サービス
のプロビジョニング（Provision
Services）]、[ユーザをUnified
CMにのみ追加（Add User to
UnifiedCMonly）]、[ボイスメー
ルのロック解除（Unlock
Voicemail）]アクションが表示
されます。顧客レコードページ

の [カスタムサービスウィザード
（Custom ServicesWizard）]およ
び [サービスのプロビジョニング
（Provision Services）]ボタンが
有効になり、ユーザは、クイッ

クプロビジョニング、レガシー

オーダーフロー、およびアドオ

ンサービスによってサービスを

プロビジョニングできます。[カ
スタムサービスウィザード

（Custom ServicesWizard）]によ
るサービスのプロビジョニング

時には、[詳細な属性（Advanced
Attribute）]ペインは非表示にな
ります。ユーザは、エンドポイ

ントサービスのMACアドレス
を割り当てることができませ

ん。ユーザは、クイックサービ

スプロビジョニングによって

サービスをプロビジョニングで

きます。
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説明サポートされるきめ細かい制御アクセスコント

ロール項目

•きめ細かい制御の書き込み >高
度な設定を使用してサービスを

プロビジョニングが割り当てら

れている場合は、[ユーザプロビ
ジョニング（User Provisioning）]
テーブルの [サービスのプロビ
ジョニング（ProvisionServices）]
ボタンが有効になります。[ユー
ザプロビジョニング（User
Provisioning）]のクイック
ビューに、[サービスのプロビ
ジョニング（Provision
Services）]、[ユーザをUnified
CMにのみ追加（Add User to
UnifiedCMonly）]、[ボイスメー
ルのロック解除（Unlock
Voicemail）]アクションが表示
されます。顧客レコードページ

の [カスタムサービスウィザード
（Custom ServicesWizard）]およ
び [サービスのプロビジョニング
（Provision Services）]ボタンが
有効になります。ユーザは、ク

イックプロビジョニング、レガ

シーオーダーフロー、およびア

ドオンサービスによってサービ

スをプロビジョニングできま

す。[カスタムサービスウィザー
ド（Custom ServicesWizard）]に
よるサービスのプロビジョニン

グ時には、[詳細な属性
（AdvancedAttribute）]ペインが
使用可能になり、詳細な設定を

実行できます。ユーザは、エン

ドポイントサービスのMACア
ドレスを割り当てることができ

ません。
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説明サポートされるきめ細かい制御アクセスコント

ロール項目

•きめ細かい制御の書き込み >割
り当てを使用してサービスをプ

ロビジョニングが割り当てられ

ている場合は、[ユーザプロビ
ジョニング（User Provisioning）]
テーブルの [サービスのプロビ
ジョニング（ProvisionServices）]
ボタンが有効になります。[ユー
ザプロビジョニング（User
Provisioning）]のクイック
ビューに、[サービスのプロビ
ジョニング（Provision
Services）]、[ユーザをUnified
CMにのみ追加（Add User to
UnifiedCMonly）]、[ボイスメー
ルのロック解除（Unlock
Voicemail）]アクションが表示
されます。顧客レコードページ

の [カスタムサービスウィザード
（Custom ServicesWizard）]およ
び [サービスのプロビジョニング
（Provision Services）]ボタンが
有効になります。ユーザは、ク

イックプロビジョニング、レガ

シーオーダーフロー、およびア

ドオンサービスによってサービ

スをプロビジョニングできま

す。[カスタムサービスウィザー
ド（Custom ServicesWizard）]に
よるサービスのプロビジョニン

グ時には、[詳細な属性
（AdvancedAttribute）]ペインは
非表示になります。ユーザは、

エンドポイントサービスのMAC
アドレスを割り当てることがで

きます。
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説明サポートされるきめ細かい制御アクセスコント

ロール項目

•きめ細かい制御のパスワード管
理が割り当てられている場合、

ユーザのクイックビューには、

[パスワード/暗証番号の管理
（Manage Password/PIN）]アク
ションのみが表示されます。

[ユーザプロビジョニング（User
Provisioning）]テーブルのすべ
てのボタンは非表示になりま

す。ユーザは、顧客レコード

ページにアクセスできます。

サービスのクイックビューで

は、アドオンサービスのすべて

のリンクとすべてのアクション

が非表示になります。
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説明サポートされるきめ細かい制御アクセスコント

ロール項目

•すべて（All）

•読み取り専用（Read-Only）

[プロビジョニン
グの設定

（Provisioning
Setup）]
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説明サポートされるきめ細かい制御アクセスコント

ロール項目

• [ダッシュボード（Dashboard）]
および [プロビジョニングのセッ
トアップ（Provisioning Setup）]
メニュー項目のみが表示されま

す。ダッシュボードには、[展開
の詳細（Deployment Details）]
ダッシュレットのみが表示され

ます。

•ユーザは異なるドメインおよび
きめ細かい制御を使用して、ア

クセスリストに [プロビジョニ
ングのセットアップ

（Provisioning Setup）]アクセス
項目を複数回追加できます。

•きめ細かい制御の読み取り専用
が割り当てられているユーザ

は、ドメイン、サービスエリ

ア、サービステンプレート、お

よびユーザロールのリストペー

ジでドメイン、サービスエリ

ア、サービステンプレート、お

よびユーザロールを表示できま

す。

•きめ細かい制御のすべてが割り
当てられているユーザは、ドメ

イン、サービスエリア、サービ

ステンプレート、およびユーザ

ロールを追加、編集、削除、抽

出できます。

•ドメインを選択して、次の操作
の書き込みアクセス権を設定で

きます。

•
•サービスエリアの追加/編
集/削除/コピー

•ユーザロールの追加/編集/
削除

•サービステンプレートの追
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説明サポートされるきめ細かい制御アクセスコント

ロール項目

加/編集/削除/コピー

•すべてのセキュリティ
属性あり

•セキュリティ属性なし
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説明サポートされるきめ細かい制御アクセスコント

ロール項目

•すべて（All）

•読み取り専用（Read-Only）

インフラストラク

チャ設定
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説明サポートされるきめ細かい制御アクセスコント

ロール項目

• [ダッシュボード（Dashboard）]
および [インフラストラクチャの
セットアップ（Infrastructure
Setup）]メニュー項目のみが表
示されます。[インフラストラク
チャのセットアップ

（Infrastructure Setup）]では、
[インフラストラクチャ設定
（Infrastructure Configuration）]
メニュー項目のみを使用できま

す。

• [インフラストラクチャ設定の権
限プロファイル（Infrastructure
Configuration Permission Profile）]
は [インフラストラクチャ設定
（Infrastructure Configuration）]
とマージされ、[アクセス可能な
インフラストラクチャオブジェ

クト（Accessible Infrastructure
Objects）]マルチセレクトボッ
クスに表示されます。

•きめ細かい制御の読み取り専用
が割り当てられているユーザ

は、[インフラストラクチャ設定
（Infrastructure Configuration）]
ページですべてのオブジェクト

を表示できます。

•きめ細かい制御のすべてが割り
当てられている場合は、[スケ
ジュール設定（Schedule
Configuration）]ページの [新規
追加（AddNew）]ボタンが有効
になります。また、プロファイ

ルが適用されている場合はその

オブジェクトに対して追加、編

集、およびコピーのボタンが有

効になり、適用されていない場

合はすべてのオブジェクトに対

してボタンが表示されます。権

限プロファイルが適用されてい

る場合、ユーザはプロファイル
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説明サポートされるきめ細かい制御アクセスコント

ロール項目

に含まれているオブジェクトの

みをプロビジョニングできま

す。

• [ダッシュボード（Dashboard）]
および [アクティビティ
（Activities）]メニュー項目のみ
が表示されます。[アクティビ
ティ（Activities）]メニューで
は、[プロビジョニング履歴
（Provisioning History）]のみを
使用できます。

•きめ細かい制御の読み取り専用
が割り当てられている場合は、

[プロビジョニング履歴
（Provisioning History）]ページ
の [検索（Search）]および [クリ
ア（Clear）]ボタンのみが有効
になります。

•きめ細かい制御のすべてが割り
当てられている場合は、[プロビ
ジョニング履歴（Provisioning
History）]ページのすべてのボタ
ンが有効になり、ユーザはすべ

ての操作を実行できます。

•すべて（All）

•読み取り専用（Read-Only）

[プロビジョニン
グ履歴

（Provisioning
History）]

ユーザの管理

50

ユーザの管理

アクセスコントロール項目のきめ細かい制御のサポート



説明サポートされるきめ細かい制御アクセスコント

ロール項目

• [ログインしたユーザ（Logged-In
Users）]

• [ロックされたユーザ（Locked
Users）]

•すべて（All）

ダッシュボード
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説明サポートされるきめ細かい制御アクセスコント

ロール項目

•このアクセス項目では [ダッシュ
ボード（Dashboard）]メニュー
のみを使用できます。この項目

に対して選択されているきめ細

かい制御に基づいて、[ログイン
したユーザ（Logged In Users）]
および [ロックされたユーザ
（Locked Users）]ダッシュレッ
トが、他のダッシュレットとと

もに表示されます。

• [PrimeCollaborationのプロビジョ
ニングキャパシティ（Prime
Collaboration Provisioning
Capacity）]ダッシュレットは、
管理者ユーザの場合にのみ表示

されます。[保留中のオーダーの
ステータス（Pending Order
Status）]ダッシュレットは、
ユーザの属するグループが [ユー
ザプロビジョニング（User
Provisioning）]できめ細かい制
御を使用して作成される場合に

表示されます。[展開の詳細
（DeploymentDetails）]ダッシュ
レットは、ユーザに [プロビジョ
ニングのセットアップ

（Provisioning Setup）]へのアク
セス権がある場合にのみ表示さ

れます。このダッシュレットに

は、[アクセス可能なドメイン
（Accessible Domains）]リスト
ボックスで選択されているドメ

インのみが表示されます。[デバ
イス同期ステータス（Device
Sync Status）]ダッシュレット
は、ユーザが [デバイスのセット
アップ（Device Setup）]へのア
クセス権限を持つ場合に表示さ

れます。

•きめ細かい制御の書き込み >ロ
グインしたユーザおよび書き込
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説明サポートされるきめ細かい制御アクセスコント

ロール項目

み >ロックされたユーザが割り
当てられている場合は、関連

ダッシュレットが、他のデフォ

ルトのダッシュレットと共に

ダッシュボードに表示されま

す。また、該当する場合には、

システムにログインしている

ユーザとロックされているユー

ザが表示されます。

•きめ細かい制御のすべてが割り
当てられている場合は、ログイ

ンしているユーザがアクセス権

限を持つ場合にのみ、6つのダッ
シュレットのすべてがダッシュ

ボードに表示され、ドメイン

名、オーダー、およびデバイス

名のリンクが有効になります。

表 4 :アクセスコントロール項目のきめ細かい制御のサポート（続き）

説明サポートされるきめ細かい制

御

アクセスコントロール項目

• [ダッシュボード
（Dashboard）]、および
[詳細プロビジョニング
（Advanced Provisioning）]
メニューの [バッチプロビ
ジョニング（Batch
Provisioning）]のみを使用
できます。

• [バッチプロジェクト
（Batch Project）]テーブ
ルと [バッチ操作（Batch
Action）]テーブルのすべ
てのボタンが有効になり

ます。ユーザは、バッチ

ですべての操作を実行で

きます。

•すべて（All）バッチプロビジョニング
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説明サポートされるきめ細かい制

御

アクセスコントロール項目

• [ダッシュボード
（Dashboard）]、および
[詳細プロビジョニング
（Advanced Provisioning）]
メニュー項目の [エンドポ
イントの管理（Manage
Endpoints）]のみを使用で
きます。

•すべてのボタンが有効に
なります。ユーザは [エン
ドポイントの管理

（Manage Endpoints）]
ページですべての操作を

実行できます。ユーザ

は、システムで使用可能

な任意のユーザにエンド

ポイントを割り当てるこ

とができます。

•すべて（All）[エンドポイントの管理
（Manage Endpoints）]

• [ダッシュボード
（Dashboard）]、および
[詳細プロビジョニング
（Advanced Provisioning）]
メニューの [電話番号の管
理（Manage Directory
Numbers）]のみを使用で
きます。

•すべてのボタンが有効に
なります。ユーザは [電話
番号の管理（Manage
Directory Numbers）]ペー
ジですべての操作を実行

できます。

•すべて（All）電話番号の管理
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説明サポートされるきめ細かい制

御

アクセスコントロール項目

• [ダッシュボード
（Dashboard）]、および
[詳細プロビジョニング
（Advanced Provisioning）]
メニューの [インベントリ
検索（Inventory Search）]
のみを使用できます。

•サンプルレポートのすべ
てのリンクが有効になり

ます。ユーザは、新しい

検索を作成したり既存の

検索を編集したりするこ

とができます。

•すべて（All）[インベントリ検索（Inventory
Search）]

• [ダッシュボード
（Dashboard）]、および
[詳細プロビジョニング
（Advanced Provisioning）]
メニューの [ユニファイド
コミュニケーションサー

ビス（Unified
Communication Services）]
のみを使用できます。

• [適用（Apply）]ボタンが
有効になり、ユーザはこ

のページですべての操作

を実行できます。

•すべて（All）ユニファイドコミュニケー

ションサービス
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説明サポートされるきめ細かい制

御

アクセスコントロール項目

• [ダッシュボード
（Dashboard）]、および
[インフラストラクチャの
セットアップ

（Infrastructure Setup）]メ
ニューの [開始ウィザード
（Getting StartedWizard）]
のみを使用できます。

•ユーザは、GSWのすべて
の手順を実行でき、LDAP
ユーザのインポートや自

動プロビジョニングを実

行することもできます。

• [開始ウィザード（Getting
StartedWizard）]アクセス
項目のみがアクセスグ

ループに追加されている

場合、ユーザがログイン

後に [開始ウィザード
（Getting StartedWizard）]
をクリックすると、ダッ

シュボードにリダイレク

トされます。

•アクセスコントロールグ
ループに [はじめにウィ
ザード（Getting Started
Wizard）]と [ユーザプロ
ビジョニング（User
Provisioning）]の両方のア
クセスリストが含まれて

いる場合、そのユーザは

[ユーザプロビジョニング
（User Provisioning）]ペー
ジにリダイレクトされま

す。

•すべて（All）Getting Started Wizard

ユーザの管理

56

ユーザの管理

アクセスコントロール項目のきめ細かい制御のサポート



説明サポートされるきめ細かい制

御

アクセスコントロール項目

• [ダッシュボード
（Dashboard）]および [イ
ンフラストラクチャの

セットアップ

（Infrastructure Setup）]メ
ニュー項目のみを使用で

きます。[インフラストラ
クチャのセットアップ

（Infrastructure Setup）]で
は、[インフラストラク
チャ設定（Infrastructure
Configuration）]メニュー
のみを使用できます。

• [インフラストラクチャ設
定の権限プロファイル

（Infrastructure
Configuration Permission
Profiles）]に [新規追加
（Add New）]ボタンが表
示され、新しいプロファ

イルを追加できます。

ユーザはプロファイルを

更新するか削除すること

もできます。

•すべて（All）インフラストラクチャ設定権

限

• [ダッシュボード
（Dashboard）]および [ア
クティビティ

（Activities）]メニュー項
目のみを使用できます。

•ユーザは、すべての操作
を実行できます。

•すべて（All）アクティビティ
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説明サポートされるきめ細かい制

御

アクセスコントロール項目

• [ダッシュボード
（Dashboard）]および [レ
ポート（Reports）]メ
ニュー項目のみを使用で

きます。

•ユーザは、[Communication
Managerのレポート
（Communication Manager
Reporting）]、[サービスエ
リア（ServiceArea）]、[リ
ソース設定（Resource
Configuration）]、[サービ
ス設定（Service
Configuration）]、[エンド
ポイントインベントリ

（Endpoint Inventory）]、
[電話番号インベントリ
（Directory Number
Inventory）]、[電話番号ブ
ロック（Directory Number
Block）]、および [エンド
ポイント/回線不一致
（Endpoint /Line
Mismatch）]のレポートを
生成できます。

•すべて（All）レポート
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説明サポートされるきめ細かい制

御

アクセスコントロール項目

• [ダッシュボード
（Dashboard）]および [レ
ポート（Reports）]メ
ニュー項目のみを使用で

きます。[レポート
（Reports）]には、[監査
証跡（Audit Trail）]サブ
メニュー項目が表示され

ます。

•ユーザは、PIN/パスワー
ドの変更、PIN/パスワー
ドのリセット、次回ログ

イン時の PIN/パスワード
の変更、Unityまたは
Unity Connectionデバイス
内のユーザのボイスメー

ルのロック解除、ログイ

ン管理、ユーザ管理、PIN/
パスワード管理、アクセ

スコントロールグループ

の変更、ユーザロール、

セルフケア、システム設

定、および同期に関する

イベントが含まれた監査

証跡レポートを生成でき

ます。

•すべて（All）監査証跡

ユーザの管理

59

ユーザの管理

アクセスコントロール項目のきめ細かい制御のサポート



説明サポートされるきめ細かい制

御

アクセスコントロール項目

• [ダッシュボード
（Dashboard）]、および
[管理者（Administrator）]
メニューの [ライセンス管
理（License
Management）]と [シング
ルサインオン（Single
Sign-On）]のみを使用で
きます。[レポート
（Reports）]には、[監査
証跡（Audit Trail）]サブ
メニュー項目が表示され

ます。

•ユーザは、ライセンスを
追加および削除でき、[シ
ングルサインオン（Single
Sign-On）]ページですべ
ての操作を実行できま

す。

•すべて（All）ライセンス管理とシングルサ

インオン（LicenseManagement
and Single Sign-On）
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説明サポートされるきめ細かい制

御

アクセスコントロール項目

•すべて（All）規則と設定（Rules and
Settings）
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説明サポートされるきめ細かい制

御

アクセスコントロール項目

• [ダッシュボード
（Dashboard）]および [管
理者（Administrator）]メ
ニュー項目のみを使用で

きます。[管理者
（Administrator）]には、
[ルール（Rules）]、[設定
（Settings）]、[システム
通知設定（System
Notification Settings）]、お
よび [ドメイン通知設定
（Domain Notification
Settings）]サブメニュー項
目が表示されます。

• [ルールの設定（Configure
Rule）]ページの [ドメイ
ンのルールの設定

（Configure Rules in
Domain）]ドロップダウン
リストには、システムで

使用できるすべてのドメ

インが示されます。ユー

ザは [設定（Settings）]
ページですべての操作を

実行できます。[更新
（Update）]ボタンが表示
されます。[システム通知
設定（System Notification
Settings）]ページに [テス
トの設定（Test Settings）]
および [保存（Save）]ボ
タンが表示されます。

ユーザはシステム設定通

知を設定できます。[テス
トの設定（Test
Settings）]、[ドメインテ
ンプレートのみに適用

（Apply to domain template
only）]、および [すべての
ドメインに適用（Apply to
all domains）]ボタンが表
示されます。ユーザはド
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説明サポートされるきめ細かい制

御

アクセスコントロール項目

メイン設定の通知設定に

アクセスできます。

• [デバイスのセットアップ
（Device Setup）]および
[管理者（Administrator）]
メニュー項目のみを使用

できます。[管理者
（Administrator）]には、
[データメンテナンス
（Data Maintenance）]、
[メンテナンスモード
（Maintenance Mode）]、
および [バックアップ管理
（Backup Management）]
サブメニュー項目が表示

されます。

•ユーザは、消去する設定
データを更新することが

できます。また、[データ
メンテナンス（Data
Maintenance）]ページには
[更新（Update）]ボタンが
表示されます。ユーザ

は、すべての操作を実行

できます。[メンテナンス
モード（Maintenance
Mode）]ページには、[メ
ンテナンスモードの開始

（Enter Maintenance
Mode）]ボタンが表示さ
れます。

•すべて（All）メンテナンスとバックアップ

（Maintenance and Backup）
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説明サポートされるきめ細かい制

御

アクセスコントロール項目

• [ダッシュボード
（Dashboard）]および [管
理者（Administrator）]メ
ニュー項目のみを使用で

きます。

•ユーザは、すべての操作
を実行できます。[ロギン
グとShowTech（Logging
and ShowTech）]、[更新
（Updates）]、および [プ
ロセス管理（Process
Management）]ページのす
べてのボタンが表示され

ます。

•すべて（All）更新プログラムとサポート

（Updates and Support）

• [ダッシュボード
（Dashboard）]および [管
理者（Administrator）]メ
ニュー項目のみを使用で

きます。

•すべてのボタンが表示さ
れ、ユーザは同期をスケ

ジュールできます（[管理
者（Administrator）] > [同
期のスケジュール

（Schedule
Synchronization）]）。

•すべて（All）同期のスケジュール

インフラストラクチャ設定の権限の管理

[インフラストラクチャ設定の権限プロパティ（Infrastructure Configuration Permission Profiles）]
ページで、[インフラストラクチャ設定管理（Infrastructure Configuration Management）]承認権
限を持つユーザが、設定目的でいずれかのインフラストラクチャ設定製品のアクセス権を持つ

ように権限を設定します。

インフラストラクチャ設定の権限プロファイルの作成

ステップ 1 [インフラストラクチャのセットアップ（Infrastructure Setup）] > [インフラストラクチャ設定権限
（Infrastructure Configuration Permissions）]を選択します。
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ステップ 2 [インフラストラクチャ設定の権限プロファイル（Infrastructure Configuration Permission Profiles）]ページ
で、[新規追加（Add New）]をクリックします。

ステップ 3 [権限プロファイル設定（Permission Profile Configuration）]ページで、名前を入力します。使用できる文字
は、英数文字（A～ Z、a～ z、0～ 9）、アンダースコア（_）、ハイフン（-）、ピリオド（.）、スペー
ス（）、およびアットマーク（@）です。

ステップ 4 （任意）説明を入力します。

ステップ 5 [サービス（Services）]ペインで、設定できるようにするプロファイルの製品を選択します。

ステップ 6 [保存（Save）]をクリックします。

相互起動されているインフラストラクチャ設定製品はCiscoUnifiedCM10.x以降では表示されず、
ネイティブ製品のみが表示されます。

（注）

インフラストラクチャ設定の権限プロファイルの更新

ステップ 1 [インフラストラクチャのセットアップ（InfrastructureSetup）]>[インフラストラクチャ設定権限（Infrastructure
Configuration Permissions）]を選択します。

ステップ 2 [インフラストラクチャ設定の権限プロファイル（Infrastructure Configuration Permission Profiles）]ペー
ジで、更新するプロファイルをクリックします。

ステップ 3 [権限プロファイル設定（Permission Profile Configuration）]ページで、目的の変更を行います。

ステップ 4 [保存]をクリックします。

インフラストラクチャ設定の権限プロファイルの削除

ステップ 1 [インフラストラクチャのセットアップ（InfrastructureSetup）]>[インフラストラクチャ設定権限（Infrastructure
Configuration Permissions）]を選択します。

ステップ 2 [インフラストラクチャ設定の権限プロファイル（Infrastructure Configuration Permission Profiles）]ペー
ジで、削除するプロファイルをクリックします。

ステップ 3 [インフラストラクチャ設定の権限プロファイル（Infrastructure Configuration Permission Profiles）]ペー
ジで、[削除（Delete）]をクリックします。

ユーザのユーザレコードへのアクセス

ステップ 1 [ユーザプロビジョニング（User Provisioning）]を選択します。

ステップ 2 特定のユーザをクリックします。
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ステップ 3 ユーザ情報を表示し、選択したユーザのアクションを実行するには、ユーザレコードページでユーザの横
にあるクイックビューアイコンにカーソルを合わせます。

[サービス詳細（Service Details）]ペインでは、サービスのクイックビューがプロビジョニングのためのア
ドオンサービス（該当する場合）を表示します。たとえば、既存のサービス（アンカーサービスと呼ばれ

る）がエンドポイントである場合、クイックビューアイコンにカーソルを合わせ、プラス記号または記号

の横のリンクをクリックすることで、回線サービス（アドオンサービスと呼ばれる）を追加できます。次

の表に、アンカーサービスで使用可能なアドオンサービスを示します。

アドオンサービスアンカーサービス

モビリティの有効化、ソフトフォン、IM & Presence
の有効化

ユーザサービス

回線エンドポイント

EM回線EMアクセス

ボイスメール、SNR回線、EM回線および共有回線

RDP回線RDP

ボイスメールRDP回線

アクティブセッションの表示またはログアウト

アクティブセッションを表示し、単一または複数のアクティブセッションをログアウトさせ

ることができます。

ステップ 1 [ホーム（Home）] > [ダッシュボード（Dashboard）] > [ログインしたユーザ（Logged In Users）]を選択し
ます。

[ログインしたユーザ（Logged In Users）]ページが表示され、アクティブセッションのリストが示されま
す。

ステップ 2 単一または複数のセッションをキャンセルするには、終了するセッションを選択します。

ステップ 3 [ログアウト（Log out）]をクリックします。

選択したセッションおよびユーザが、サーバからログアウトされます。

[ログインしたユーザ（Logged In Users）]および [ロックされたユーザ（Locked Users）]にアクセ
スできるのは globaladminだけです。

（注）
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グローバル検索ツールの使用方法

検索ツールを使用して、次の作業を実行できます。

•ユーザの特定

• MACアドレスの特定

•電話番号の特定

表示ペインの上部にある検索フィールドを使用して検索するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 ホームページの右上隅にある検索フィールドに移動します。

ステップ 2 検索フィールドのドロップダウンリストから [ユーザID（UserID）]、[姓（LastName）]、[MACアドレス
（MAC Address）]、または [電話番号（Directory Number）]を選択します。

ステップ 3 有効な情報を入力します。

ステップ 4 Enterを押して検索を開始します。完全一致がある場合は、そのユーザまたはエンドポイントデバイスに
移動します。
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