
アクセスコントロールグループの設定

この章では、アクセスコントロールグループの設定、ユーザのアクセスコントロールグループ

への割り当て、およびユーザの権限、アクセスコントロールグループ、アクセス権の表示につ
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アクセスコントロールグループの設定の概要
CiscoUnifiedCommunicationsManager（UnifiedCM）の管理ページの [ユーザ管理(UserManagement)]
メニュー内の権限とアクセスコントロールグループに関するメニューオプションを使用すれば、

フルアクセス権を持つユーザはUnifiedCM管理者のさまざまなレベルのアクセス権を設定できま
す。フルアクセス権を持つユーザが設定するのは、権限、アクセスコントロールグループ、お

よび権限のアクセス特権です。通常は、フルアクセス権を持つユーザが Unified CMの管理への
他のユーザのアクセス権を設定します。

アクセスコントロールグループは、アプリケーションユーザとエンドユーザのリストで構成さ

れます。ユーザは、複数のアクセスコントロールグループに属することができます。アクセス

コントロールグループを追加してから、ユーザをアクセスコントロールグループに追加します。

これらの手順を終了したら、権限を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。 1人のユーザが複数のアクセスコントロールグループに属している場合は、MLAアクセス
権のエンタープライズパラメータによって、そのユーザの有効な特権が決まります。

Cisco Unified Communications Manager アドミニストレーションガイドリリース 10.0(1)    
1



アクセスコントロールグループの権限の減少

問題 既存のユーザに新しいアクセスコントロールグループを追加したとき、事前に存在したい

くつかのアクセスコントロールグループの権限レベルが予期せず減少します。

解決法 ユーザは、複数のアクセスコントロールグループに属することができます。既存のユー

ザに新しいアクセスコントロールグループを追加したとき、その新しいアクセスコントロール

グループの [オーバーラップしているユーザグループおよび権限に対して有効なアクセス特権
(Effective Access Privileges for Overlapping User Groups and Roles)]エンタープライズパラメータが最
小に設定されている場合、事前に存在したいくつかのアクセスコントロールグループの現在の権

限レベルが減少することがあります。

アクセス権限の減少は、たとえば、CiscoUnifiedCMの管理ページのアップグレード中などに不注
意で発生することがあります。アップグレードバージョンが、[オーバーラップしているユーザ
グループおよび権限に対して有効なアクセス特権(Effective Access Privileges for Overlapping User
Groups and Roles)]エンタープライズパラメータが最小に設定された Standard RealTimeAndTrace
Collectionユーザグループをサポートしている場合、アップグレード中にすべてのユーザがその
ユーザグループに自動的に追加されます。この例の権限上の問題を解決するには、Standard
RealTimeAndTrace Collectionユーザグループからユーザを削除します。

アクセスコントロールグループの検索
ネットワーク内には複数のアクセスコントロールグループが存在する場合があるため、Cisco
Unified Communications Manager（Unified CM）では、特定の条件に基づいて、特定のアクセスコ
ントロールグループを検索できます。以下の手順を使用して、アクセスコントロールグループ

を検索します。

ブラウザセッションでの作業中は、Unified CMの管理ページでアクセスコントロールグルー
プの検索プリファレンスが保持されます。他のメニュー項目に移動してこのメニュー項目に

戻った場合でも、検索を変更するかブラウザを閉じない限り、アクセスコントロールグルー

プの検索プリファレンスは Unified CMの管理ページで保持されています。

（注）

手順

ステップ 1 [ユーザ管理(User Management)] > [ユーザ設定(User Settings)] > [アクセスコントロールグループ
(Access Control Group)]を選択します。
[アクセスコントロールグループの検索/一覧表示(Find and List Access Control Groups)]ウィンドウ
が表示されます。ウィンドウには、アクティブな（前の）クエリーのレコードが表示される場合

もあります。

ステップ 2 データベースのすべてのレコードを検索するには、ダイアログボックスが空であることを確認し

ます。
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a) ドロップダウンリストボックスから、検索パターンを選択します。
b) 必要に応じて、適切な検索テキストを指定します。

別の検索条件を追加するには、[+]ボタンをクリックします。条件を追加した場合
は、指定したすべての条件に一致するレコードが検索されます。条件を削除するに

は、[-]ボタンをクリックして、最後に追加された条件を削除するか、または [フィ
ルタのクリア(ClearFilter)]ボタンをクリックして、追加されたすべての検索条件を削
除します。

（注）

ステップ 3 [検索(Find)]をクリックします。
一致したレコードがすべて表示されます。 [ページあたりの行数(Rows per Page)]ドロップダウン
リストボックスから異なる値を選択すると、各ページに表示される項目数を変更できます。

適切なレコードの横にあるチェックボックスをオンにして、[選択項目の削除(Delete
Selected)]をクリックすると、データベースから複数のレコードを削除できます。 [すべ
て選択(Select All)]をクリックしてから [選択項目の削除(Delete Selected)]をクリックす
ると、この選択対象として設定可能なすべてのレコードを削除できます。

（注）

標準アクセスコントロールグループは削除できませ

ん。

（注）

ステップ 4 表示されたレコードのリストで、表示するレコードのリンクをクリックします。

ソート順を逆にするには、リストのヘッダーにある上矢印または下矢印をクリックしま

す（使用可能な場合）。

（注）

選択した項目がウィンドウに表示されます。

関連トピック

アクセスコントロールグループの設定 , （1ページ）

アクセスコントロールグループの設定
この項では、Cisco Unified Communications Managerの管理ページでのアクセスコントロールグ
ループの追加、コピー、および更新方法について説明します。

以下の例で、アクセスコントロールグループの設定の詳細を示します。

ユーザが監査ログの設定を変更できるようにするには、[標準監査ユーザ(Standard Audit Users)]を
選択してから、[グループにエンドユーザを追加(AddEndUsers toGroup)]をクリックします。 [ユー
ザの検索/一覧表示(Find and List Users)]ウィンドウが表示されたら、グループに追加するユーザを
選択して、[選択項目の追加(Add Selected)]をクリックします。

手順

ステップ 1 [ユーザ管理(User Management)] > [ユーザ設定(User Settings)] > [アクセスコントロールグループ
(Access Control Group)]を選択します。
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[アクセスコントロールグループの検索/一覧表示(Find and List Access Control Group)]ウィンドウが
表示されます。

ステップ 2 次のいずれかの作業を行います。

a) 既存のアクセスコントロールグループをコピーする場合は、該当するアクセスコントロール
グループを見つけ、コピーするアクセスコントロールグループの横にある [コピー(Copy)]を
クリックします。表示されたポップアップウィンドウで、新しいアクセスコントロールグ

ループの名前を入力し、[OK]をクリックします。ステップ 3, （4ページ）に進みます。
b) 新しいアクセスコントロールグループを追加する場合は、[新規追加(Add New)]をクリックし
ます。新しいアクセスコントロールグループの名前を入力し、[OK]をクリックします。ス
テップ 3, （4ページ）に進みます。

アクセスコントロールグループ名は、最大 50文字の英数字と、スペース、ピリオ
ド（.）、ハイフン（-）、およびアンダースコア（_）の各文字を自由に組み合わせ
て使用できます。アクセスコントロールグループ名は固有の名前にしてください。

（注）

c) 既存のアクセスコントロールグループを更新する場合は、該当するアクセスコントロールグ
ループを見つけます。更新するアクセスコントロールグループの名前をクリックします。選

択したアクセスコントロールグループが表示されます。該当する設定値を更新します。ス

テップ 3, （4ページ）に進みます。
標準アクセスコントロールグループは削除できませんが、標準アクセスコントロー

ルグループのユーザメンバーシップを更新することはできます。

（注）

ステップ 3 [保存(Save)]をクリックします。

ステップ 4 このアクセスコントロールグループにユーザを追加します。

ステップ 5 アクセスコントロールグループに権限を割り当てます。

関連トピック

アクセスコントロールグループの設定 , （1ページ）
アクセスコントロールグループの検索 , （2ページ）
アクセスコントロールグループへのユーザの追加 , （5ページ）
アクセスコントロールグループへの権限の割り当て , （8ページ）

アクセスコントロールグループの削除
この項では、UnifiedCMの管理ページからアクセスコントロールグループを削除する方法につい
て説明します。以下の手順を使用して、アクセスコントロールグループを完全に削除します。

はじめる前に

アクセスコントロールグループを削除すると、Cisco Unified Communications Manager（Unified
CM）により、データベースからアクセスコントロールグループのデータがすべて削除されます。
そのアクセスコントロールグループを使用している権限を調べるには、[アクセスコントロール
グループの設定(Access Control Group Configuration)]ウィンドウの [関連リンク(Related Links)]ド
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ロップダウンリストボックスから [依存関係レコード(Dependency Records)]を選択し、[移動(Go)]
をクリックします。依存関係レコードがシステムで使用できない場合、[依存関係レコード要約
(Dependency Records Summary)]ウィンドウにメッセージが表示されます。

手順

ステップ 1 [ユーザ管理(User Management)] > [ユーザ設定(User Settings)] > [アクセスコントロールグループ
(Access Control Group)]を選択します。
[アクセスコントロールグループの検索/一覧表示(Find and List Access Control Groups)]ウィンドウ
が表示されます。

ステップ 2 削除するアクセスコントロールグループを探します。

ステップ 3 削除するアクセスコントロールグループの名前をクリックします。

選択したアクセスコントロールグループが表示されます。このアクセスコントロールグループ

内のユーザがアルファベット順に一覧表示されます。

ステップ 4 アクセスコントロールグループを完全に削除する場合は、[削除(Delete)]をクリックします。
ダイアログボックスが開いて、アクセスコントロールグループの削除は取り消すことができない

という内容の警告が表示されます。

ステップ 5 アクセスコントロールグループを削除するには、[OK]をクリックします。削除操作を取り消す
には、[キャンセル(Cancel)]をクリックします。 [OK]をクリックすると、Unified CMにより、そ
のアクセスコントロールグループがデータベースから削除されます。

関連トピック

アクセスコントロールグループの設定 , （1ページ）
アクセスコントロールグループの検索 , （2ページ）
アクセスコントロールグループからのユーザの削除, （7ページ）
依存関係レコードへのアクセス

アクセスコントロールグループへのユーザの追加
この項では、CiscoUnified CommunicationsManager（Unified CM）の管理ページでエンドユーザと
アプリケーションユーザをアクセスコントロールグループに追加する方法について説明します。

手順

ステップ 1 [ユーザ管理(User Management)] > [ユーザ設定(User Settings)] > [アクセスコントロールグループ
(Access Control Group)]を選択します。
[アクセスコントロールグループの検索/一覧表示(Find and List Access Control Groups)]ウィンドウ
が表示されます。
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ステップ 2 ユーザを追加するアクセスコントロールグループを探します。

ステップ 3 更新するアクセスコントロールグループの名前をクリックします。

選択したアクセスコントロールグループが表示されます。 [ユーザ(Users)]リストに、現在そのア
クセスコントロールグループに属しているユーザが表示されます。

ステップ 4 エンドユーザを追加するには、[グループにエンドユーザを追加(AddEndUsers toGroup)]をクリッ
クします。アプリケーションユーザを追加するには、手順 8に進みます。
[ユーザの検索/一覧表示(Find and List Users)]ウィンドウが表示されます。

ステップ 5 追加するエンドユーザを見つけるには、[ユーザの検索(Find User)]ドロップダウンリストボック
スを使用して [検索(Find)]をクリックします。

ユーザを検索するには、さまざまな方法があります。ユーザの名、ミドルネーム、姓、

ユーザ ID、または部門を入力できます。それらの値を入力する代わりに、フィールド
をブランクのままにすれば、すべてのユーザを表示することができます。

（注）

検索条件と一致するエンドユーザのリストが表示されます。

検索結果のリストには、すでにそのアクセスコントロールグループに属しているエン

ドユーザは表示されません。

（注）

ステップ 6 検索結果のリストで、このアクセスコントロールグループに追加するユーザの横にあるチェック

ボックスをオンにします。検索結果のリストが複数のページになった場合は、下部のリンクを使

用すれば次のページを表示できます。

ステップ 7 [選択項目の追加(Add Selected)]をクリックします。
[アクセスコントロールグループの設定(Access Control Group Configuration)]ウィンドウが再表示さ
れ、[ユーザ(Users)]ペインに追加したユーザが一覧表示されます。

ユーザを追加した後、そのユーザの [権限(Permission)]列で [i]アイコンをクリックする
と、権限を表示できます。

（注）

ステップ 8 アプリケーションユーザを追加するには、[グループにアプリケーションユーザを追加(Add App
Users to Group)]をクリックします。
[アプリケーションユーザの検索/一覧表示(Find andListApplicationUsers)]ウィンドウが表示されま
す。

ステップ 9 追加するアプリケーションユーザを見つけるために [検索対象:アプリケーションユーザ(Find
Application User)]ドロップダウンリストボックスを使用して、[検索(Find)]をクリックします。

アプリケーションユーザを検索するには、ユーザ IDを検索します。それらの値を入力
する代わりに、フィールドをブランクのままにすれば、すべてのアプリケーションユー

ザを表示することができます。

（注）

検索条件と一致するアプリケーションユーザのリストが表示されます。

ステップ 10 検索結果のリストで、このアクセスコントロールグループに追加するアプリケーションユーザ

の横にあるチェックボックスをオンにします。検索結果のリストが複数のページになった場合

は、下部のリンクを使用すれば次のページを表示できます。

検索結果のリストには、すでにそのユーザグループに属しているアプリケーションユー

ザは表示されません。

（注）

ステップ 11 [選択項目の追加(Add Selected)]をクリックします。
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[アクセスコントロールグループの設定(Access Control Group Configuration)]ウィンドウが再表示さ
れ、[ユーザ(Users)]ペインに追加したアプリケーションユーザが一覧表示されます。

アプリケーションユーザを追加した後、そのユーザの [権限(Permission)]列で [i]アイコ
ンをクリックすると、権限を表示できます。

（注）

ステップ 12 [保存(Save)]をクリックして、このアクセスコントロールグループに対する変更を保存します。

関連トピック

アクセスコントロールグループの設定 , （1ページ）
アクセスコントロールグループの検索 , （2ページ）

アクセスコントロールグループからのユーザの削除
この項では、CiscoUnified CommunicationsManager（Unified CM）の管理ページでアクセスコント
ロールグループからユーザを削除する方法について説明します。

手順

ステップ 1 [ユーザ管理(User Management)] > [ユーザ管理(User Management)] > [アクセスコントロールグルー
プ(Access Control Group)]を選択します。
[アクセスコントロールグループの検索/一覧表示(Find and List Access Control Groups)]ウィンドウ
が表示されます。

ステップ 2 ユーザを削除するアクセスコントロールグループを探します。

ステップ 3 更新するアクセスコントロールグループの名前をクリックします。

選択したアクセスコントロールグループが表示されます。 [ユーザ(Users)]リストに、現在そのア
クセスコントロールグループに属しているユーザが表示されます。

ステップ 4 このアクセスコントロールグループから削除するユーザの名前の横にあるチェックボックスをオ

ンにします。

ステップ 5 [選択項目の削除(Delete Selected)]をクリックします。
削除の確認を求めるメッセージが表示されます。

ステップ 6 選択したアクセスコントロールグループのメンバーを削除するには、[OK]をクリックします。
このウィンドウを閉じるには、[キャンセル(Cancel)]をクリックします。
[アクセスコントロールグループの設定(Access ControlGroupConfiguration)]が再表示され、[グルー
プ内のユーザ(Users in Group)]ペインでは削除したユーザが消去されています。

関連トピック

アクセスコントロールグループの設定 , （1ページ）
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アクセスコントロールグループの検索 , （2ページ）

アクセスコントロールグループへの権限の割り当て
完全なアクセス権を持つユーザは、アクセスコントロールグループに権限を割り当てることがで

きます。権限が割り当てられたアクセスコントロールグループは、その権限に含まれるリソー

スにアクセスできます。

この項では、CiscoUnified CommunicationsManager（Unified CM）の管理ページでの、アクセスグ
ループへの権限の割り当てについて説明します。

管理者がアクセスコントロールグループに権限を割り当てる場合は、そのアクセスコント

ロールグループに Standard Unified CM Admin Users権限を割り当てる必要があります。この
権限により、ユーザは Unified CMの管理ページにログインできるようになります。

（注）

手順

ステップ 1 [ユーザ管理(User Management)] > [ユーザ設定(User Settings)] > [アクセスコントロールグループ
(Access Control Group)]を選択します。
[アクセスコントロールグループの検索/一覧表示(Find and List Access Control Groups)]ウィンドウ
が表示されます。

ステップ 2 権限を割り当てるアクセスコントロールグループを探します。

ステップ 3 権限を割り当てるアクセスコントロールグループの名前をクリックします。

選択したアクセスコントロールグループが表示されます。 [ユーザ(Users)]リストに、現在そのア
クセスコントロールグループに属しているユーザが表示されます。

ステップ 4 [関連リンク(Related Links)]ドロップダウンリストボックスから [アクセスコントロールグループ
に権限を割り当て(Assign Role to Access Control Group)]を選択し、[移動(Go)]をクリックします。
[アクセスコントロールグループの設定(Access Control Group Configuration)]ウィンドウが変更さ
れ、[権限の割り当て(Role Assignment)]ペインが表示されます。選択したアクセスコントロール
グループに割り当てられた権限が一覧表示されます。次のいずれかのオプションを選択します。

a) アクセスコントロールグループに権限を割り当てるには、手順 5に進みます。
b) ユーザグループから権限を削除する場合は、手順 9に進みます。

ステップ 5 アクセスコントロールグループに追加の権限を割り当てるには、[グループに権限を割り当て
(Assign Role to Group)]をクリックします。
[権限の検索/一覧表示(Find and List Roles)]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 6 必要な場合は、[権限の検索(Find Role)]の検索条件を使用して、権限リストの範囲を絞り込みま
す。

ステップ 7 権限名の横にあるチェックボックスをオンにして、このアクセスコントロールグループに割り当

てる権限を選択します。このアクセスコントロールグループに権限を割り当てずに [権限の検索/
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一覧表示(Find and List Roles)]ダイアログボックスを閉じるには、[閉じる(Close)]をクリックしま
す。

ステップ 8 [選択項目の追加(Add Selected)]をクリックします。
[権限の検索/一覧表示(Find and List Roles)]ダイアログボックスが閉じます。選択した権限が、こ
のアクセスコントロールグループの [権限の割り当て(Role Assignment)]ペインに追加されます。
このアクセスコントロールグループに割り当てられた権限を削除しない場合は、手順 10に進み
ます。

ステップ 9 割り当てられている権限をアクセスコントロールグループから削除するには、[権限の割り当て
(Role Assignment)]ペインで権限を選択してから、[権限の割り当ての削除(Delete Role Assignment)]
をクリックします。このアクセスコントロールグループから削除する権限ごとに、この手順を

繰り返します。

ステップ 10 [保存(Save)]をクリックします。
データベース内で、このアクセスコントロールグループに対する権限割り当ての追加および削除

が行われます。

関連トピック

アクセスコントロールグループの設定 , （1ページ）
アクセスコントロールグループの検索 , （2ページ）

ユーザ権限、アクセスコントロールグループ、およびア

クセス権の表示
この項では、特定のアクセスコントロールグループに属するユーザに割り当てられている権限、

アクセスコントロールグループ、およびアクセス権を表示する方法について説明します。アク

セスコントロールグループ内のユーザに割り当てられている権限、アクセスコントロールグルー

プ、およびアクセス権を表示する手順は、次のとおりです。

[ユーザ管理(UserManagement)] > [アプリケーションユーザ(Application User)]（アプリケーショ
ンユーザの場合）または [ユーザ管理(User Management)] > [エンドユーザ(End User)]（エンド
ユーザの場合）を使用して特定のユーザを表示してから、そのユーザ権限を表示することもで

きます。

（注）

手順

ステップ 1 [ユーザ管理(User Management)] > [ユーザ設定(User Settings)] > [アクセスコントロールグループ
(Access Control Group)]を選択します。
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[アクセスコントロールグループの検索/一覧表示(Find and List Access Control Groups)]ウィンドウ
が表示されます。

ステップ 2 割り当てられた権限を表示するユーザが属しているアクセスコントロールグループを見つけま

す。

ステップ 3 そのユーザに割り当てられた権限を表示するアクセスコントロールグループの名前をクリックし

ます。

選択したアクセスコントロールグループの [アクセスコントロールグループの設定(AccessControl
GroupConfiguration)]ウィンドウが表示されます。 [ユーザ(Users)]ペインに、そのアクセスコント
ロールグループに属するユーザが表示されます。

ステップ 4 特定のユーザのユーザ名をクリックします。

[アプリケーションユーザの設定(Application User Configuration)]ウィンドウ（アプリケーション
ユーザの場合）または [エンドユーザの設定(EndUserConfiguration)]ウィンドウ（エンドユーザの
場合）が表示されます。

ステップ 5 [関連リンク(RelatedLinks)]ドロップダウンリストボックスから [ユーザ特権レポート(User Privilege
Report)]を選択し、[移動(Go)]をクリックします。
選択したユーザに関して次の情報が表示されます。

a) ユーザが属しているアクセスコントロールグループ
b) ユーザに割り当てられている権限
c) ユーザがアクセス権を持っているリソース各リソースに関して次の情報が表示されます。

•アプリケーション

•リソース

•アクセス権（読み取りまたは更新、あるいはその両方）

ステップ 6 ユーザに戻るには、[関連リンク(Related Links)]ドロップダウンリストボックスで [ユーザの設定
に戻る(Back to User)]または [アプリケーションユーザに戻る(Back to Application User)]を選択し、
[移動(Go)]をクリックします。

関連トピック

アクセスコントロールグループの設定 , （1ページ）
アクセスコントロールグループの検索 , （2ページ）
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