
インベントリの管理

•エンドポイントインベントリの管理（1ページ）
• [電話番号の管理（Manage Directory Numbers）]（5ページ）

エンドポイントインベントリの管理
エンドポイントインベントリを使用してエンドポイントを追加、更新、または削除できます。

電話番号の追加と更新、特定ユーザ向けの電話番号の予約、および [予約済み（Reserved）]状
態の指定期間が経過した電話番号のクリアが可能です。

上記に加えて、どのユーザにも関連付けられていないエンドポイントを検索して、それらの未

使用のエンドポイントを特定のユーザに関連付けることができます。

Cisco PrimeCollaboration Provisioningは、社内資産管理インベントリシステム内のすべてのサー
ビスとユーザに関する情報を追跡します。この情報は管理者によって閲覧できます。

ドメインに基づくエンドポイントインベントリレポートを表示できます。[エンドポイントイ
ンベントリ（Endpoint Inventory）]ページには、次の詳細が表示されます。

表 1 : [エンドポイントインベントリ管理（Endpoint Inventory Management）]ページのフィールドの説明

説明フィールド

コールプロセッサのリスト。[コールプロセッサ
（Call Processor）]

エンドポイントモデルのリスト。[モデル（Model）]

ドメイン、モデル、MACアドレス、およびステータスを指定して、
新しいエンドポイントを追加できます。[選択（Chooser）]アイコン
をクリックして、既存のエンドポイントのリストを表示することも

可能です。

[エンドポイント
（Endpoint）]

管理されているドメインのリスト。[ドメイン（Domains）]

エンドポイントタイプのリスト。[モデル（Model）]
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説明フィールド

個々のエンドポイントを特定する 16進値。MACアドレスの長さは
12文字にする必要があります。有効な値は英数字（A～ Z、a～ z、
0～ 9）です（例：201B79989002）。

[MACアドレス（MAC
Address）]

エンドポイントのステータス。可能な値は次のとおりです。

• [使用中（In-use）]：このエンドポイントはいずれかのユーザが
使用中です。

• [予約済み（Reserved）]：このエンドポイントは特定のユーザ向
けに予約されています。

• [使用可能（Available）]：このエンドポイントは使用可能であ
り、手動または自動でユーザに割り当てることができます。

• [戻し済み（Returned）]：このエンドポイントはインベントリに
戻されましたが、インベントリへの到着は未確認です。

• [プロビジョニング（Provisioning）]：このエンドポイントは現
在プロビジョニング中です。

[ステータス（Status）]

エンドポイントの利用者として予約されている特定のユーザ。[予約対象（Reserved
For）]（オプション）

エンドポイントの利用期間として予約されている日付。エンドポイ

ント情報を追加または更新すると自動的に表示されます。

[予約日時（Reserved
On）]（オプション）

エンドポイントが予約中として保持される日数。この予約のタイム

アウトは、それぞれのProvisioning管理者が設定するので、このフィー
ルドは編集できません。

ドメインのエンドポイント予約タイムアウトは、

endpointReservationTimeoutルールで決まります（ビジネスルールの
概要を参照）。

[予約タイムアウト
（ReservationTimeout）]
（オプション）

ユーザは Self-Careオプションを使用して、回線の設定、サービスの管理、エンドポイントの
オプションの設定をすばやく簡単に行うことができます。詳細については、個人設定のカスタ

マイズを参照してください。

（注）

[オーダー（Ordering）]承認権限が割り当てられているユーザは、次のタスクを実行してエン
ドポイントインベントリを管理できます。
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手順説明タスク

1. [拡張プロビジョニング（Advanced
Provisioning）] > [エンドポイントの管
理（Manage Endpoints）]を選択しま
す。

2. エンドポイントを選択し、[選択したエ
ンドポイントをユーザに割り当てる

（Assign Selected Endpoints to User）]を
クリックします。

異なるコールプロセッサに関

連付けられた複数のエンドポ

イントを選択した場合は、ド

メイン全体でそれぞれのコー

ルプロセッサに関連付けられ

ているユーザが一覧表示され

ます。

（注）

3. ユーザを選択し、オーダーを作成する
場合は [保存（Save）]をクリックしま
す。

どのユーザにも関連付けられていな

いエンドポイントを検索して、それ

らのエンドポイントを特定のユーザ

に割り当てることができます。

ユーザが関

連付けられ

ていないエ

ンドポイン

トの検索

1. [拡張プロビジョニング（Advanced
Provisioning）] > [エンドポイントの管
理（Manage Endpoints）]を選択しま
す。

2. [エンドポイントインベントリ管理
（Endpoint InventoryManagement）]ペー
ジに値を入力して [追加（Add）]をク
リックします。

サードパーティ製デバイスは、

Prime Collaboration Provisioningで
SIPデバイスとして追加する必要
があります。詳細については、

『Supported Devices for Prime
Collaboration』を参照してくださ
い。

（注）

すべてのユーザが利用可能なエンド

ポイントを追加するか、または特定

のユーザに対してエンドポイントを

指定することができます。

追加
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手順説明タスク

1. [拡張プロビジョニング（Advanced
Provisioning）] > [エンドポイントの管
理（Manage Endpoints）]を選択しま
す。

2. [エンドポイント（Endpoint）]フィー
ルドで [選択（Chooser）]アイコンをク
リックします。

全桁を指定したMACアドレ
スまたは一部の桁を指定した

MACアドレスに基づいて、
エンドポイントを検索できま

す。指定するMACアドレス
の先頭または末尾に、ワイル

ドカード文字としてアスタリ

スク（*）を使用できます。
ただし、MACアドレスの途
中には使用できません。検索

基準にSEPは指定しないでく
ださい。

（注）

3. [エンドポイントの選択（Choose an
Endpoint）]ダイアログボックスで、目
的のエンドポイントを選択します。

4. 必要に応じてエンドポイントを更新
し、[更新（Update）]をクリックしま
す。

[使用中（In-use）]状態のエ
ンドポイントは更新できませ

ん。

（注）

エンドポイント情報を変更できま

す。

エンドポイ

ント情報の

更新
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手順説明タスク

[エンドポイントインベントリ管理
（Endpoint Inventory Management）]ページ
で [選択（Chooser）]アイコンをクリック
します。[エンドポイントの選択（Choose
an Endpoint）]ダイアログボックスで、目
的のエンドポイントを選択して [削除
（Remove）]をクリックします。

[使用中（In-use）]状態のエンドポイント
は削除できません。

どのユーザにも関連付けられていないエン

ドポイントは、孤立エンドポイントと呼ば

れます。これらのエンドポイントを特定し

て、不要な場合は削除することができま

す。孤立エンドポイントを特定するには、

[エンドポイントインベントリ管理
（Endpoint Inventory Management）]ページ
で [ユーザが関連付けられていないエンド
ポイントの検索（Search Endpoints Without
AssociatedUser）]をクリックします。孤立
エンドポイントを削除するには、リストか

ら 1つまたは複数のエンドポイントを選択
し、[選択したエンドポイントの削除
（Delete Selected Endpoints）]をクリックし
ます。

エンドポイントをインベントリリ

ストから削除できます。

リモートエ

ンドポイン

ト

[エンドポイントインベントリ管理
（Endpoint Inventory Management）]ページ
で、該当するドメインを選択して [有効期
限が切れた予約のクリア（Clear Expired
Reservations）]をクリックします。

必要に応じて、予約期限が切れたエ

ンドポイントをすべてインベントリ

から削除できます。

エンドポイントの有効期限が切れた

予約をクリアし、エンドポイントの

ステータスを [予約済み
（Reserved）]から [使用可能
（Available）]に変更できます。

有効期限が

切れた予約

のクリア

[電話番号の管理（Manage Directory Numbers）]
ほとんどの場合、サービスエリア電話番号ブロック（DNB）を使用して、電話番号が割り当
てられます。ただし、プロビジョニングインベントリでは、各サービスエリアに関連付けら

れた電話番号を明示的に追跡（保存および管理）できます。
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電話番号の追加と更新、特定ユーザ向けの電話番号の予約、および [予約済み（Reserved）]状
態の指定期間が経過した電話番号のクリアが可能です。

[予約済み（Reserved）]状態に保持できる期間を変更するには、DNReservationTimeoutルール
を修正します。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。

（注）

電話番号のステータスは、[使用中（In-use）]、[予約済み（Reserved）]、または [使用可能
（Available）]のいずれかになります。

回線が追加されると、Cisco Prime Collaboration Provisioningは次のプロセスを通じて電話番号
を割り当てます。

1. 該当のユーザ向けに予約済みのディレクトリがあるかどうか確認します。

2. [使用可能（Available）]状態の電話番号を確認します。

3. 使用可能な次の電話番号のサービスエリア DNBを確認します。

ドメインのサービスエリアコンポーネントでは、個々の電話番号ではなくDNBを作成できま
す。ユーザに電話番号が割り当てられた後、Cisco Prime Collaboration Provisioningは個々の電
話番号を追跡します。

[電話番号インベントリ（DirectoryNumber Inventory）]ページには、次の詳細が表示されます。

表 2 : [電話番号インベントリ管理（Directory Number Inventory Management）]ページのフィールド

説明フィールド

追加または更新する電話番号を指定します。[電話番号（Directory
Number）]

電話番号の追加先とするコールプロセッサおよびルートパーティ

ション。

この時点では、電話番号は追加されません。電話番号を要

求するオーダーを受け取ると、コールプロセッサに追加す

るために、ここで指定した電話番号が予約されます。

（注）

[コールプロセッサ/ルー
トパーティション（Call
Processor/Route
Partition）]

電話番号のステータス。値は次のとおりです。

• [使用中（In-use）]：いずれかのユーザが現在使用中です。

• [予約済み（Reserved）]：特定のユーザ向けに特定の期間、予約
されています。

• [使用可能（Available）]：使用可能で、いずれかのユーザに割り
当てることができます。

[Status（ステータス）]
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説明フィールド

電話番号の予約先とするユーザの指定先。[予約対象（Reserved
For）]（オプション）

電話番号を予約した日付。エンドポイント情報を追加または更新す

ると自動的に表示されます。

[予約日時（Reserved
On）]（オプション）

インベントリの電話番号を管理するため、次のタスクを実行できます。

手順説明タスク

1. [拡張プロビジョニング（Advanced
Provisioning）]>[ディレクトリ番号の管
理（Manage Directory Numbers）]。

2. [電話番号インベントリ管理（Directory
Number InventoryManagement）]ページ
で、[新しい電話番号の追加（AddNew
Directory Number）]をクリックしま
す。右ペインの各フィールドが編集可

能になります。

3. 目的のフィールドに入力し（表 2 : [電
話番号インベントリ管理（Directory
Number InventoryManagement）]ページ
のフィールドを参照）、[保存（Save）]
をクリックします。

電話番号を追加すると、その番号の

ステータスを指定して、特定のユー

ザ向けに予約できます。

別々のコールプロセッサであれば、

それぞれに同じ電話番号が存在して

もかまいません。電話番号を追加す

る場合は、コールプロセッサとルー

トパーティションの両方を指定す

る必要があります。

追加

（Add）
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手順説明タスク

1. プロビジョニングを>管理するディレク
トリ番号の導入。

2. [電話番号（DirectoryNumber）]フィー
ルドで、次のいずれかを実行します。

•目的の電話番号がわかっている場
合は、その番号を入力して [検索
（Search）]をクリックします。

•アスタリスク（*）をワイルドカー
ドとして使用し、電話番号を検索

します。[電話番号の選択（Choose
a Directory Number）]ダイアログ
ボックスで、目的の電話番号をク

リックします。

3. [現在の電話番号の更新（UpdateCurrent
Directory Number）]をクリックしま
す。右ペインの各フィールドが編集可

能になります。

4. 目的のフィールドに入力し（表 2 : [電
話番号インベントリ管理（Directory
Number InventoryManagement）]ページ
のフィールドを参照）、[保存（Save）]
をクリックします。

電話番号を検索し、選択して更新で

きます。

ステータスが [使用中
（In-use）]の電話番号は
更新できません。

（注）

電話番号の

更新

[電話番号インベントリ管理（Directory
Number InventoryManagement）]ページで、
[有効期限が切れた予約のクリア（Clear
ExpiredReservations）]をクリックします。

電話番号を予約状態に保持する日数を設定

するには、ビジネスルールの概要を参照し

てください。

電話番号の有効期限の予約をクリア

して、その電話番号を利用可能プー

ルに戻すことができます。

有効期限が

切れた予約

のクリア

[電話番号インベントリ管理（Directory
Number InventoryManagement）]ページで、
電話番号を選択して [削除（Delete）]をク
リックします。

使用中の番号は削除できません。電話番号の

削除
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