
クラウドベース展開のセットアップ

Cisco WebEx Messengerサービスのクラウドベース展開をセットアップする方法について説明し
ます。

（注） •ハイブリッドのクラウドベース配置では、オンプレミスサービスのセットアップが必要
です。これらのサービスのプロビジョニングの詳細については、オンプレミス展開のセッ

トアップに関する章を参照してください。

• Cisco WebEx Messengerサービスの展開のセットアップに関連するすべてのタスクを説明
することは、このマニュアルの範囲外です。 Cisco WebEx管理ツールでの環境の設定に
ついて詳しくは、Cisco WebExのマニュアルを参照してください。

• ディレクトリの統合, 1 ページ

• インスタントメッセージングとプレゼンスの設定, 2 ページ

• 音声サービスおよびビデオサービスの設定, 4 ページ

• テレビ会議サービス名アカウントを追加する, 4 ページ

• ボイスメールの設定, 5 ページ

• Cisco WebEx Meeting Centerの設定, 5 ページ

ディレクトリの統合
ディレクトリの統合をセットアップするには、次の手順を実行します。

1 ディレクトリの統合のトピックを参照します。

「Directory Integration」を参照してください。

2 社内情報を設定します。

「Understanding the Configuration Tab」を参照してください。
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3 ユーザを作成し、プロビジョニングします。

「Overview of User Management」を参照してください。

関連トピック

「Directory Integration」
「Understanding the Configuration Tab」
「Overview of User Management」

ディレクトリグループを追加する

ディレクトリグループ（企業グループ）を使用すると、管理者はユーザの連絡先グループを定義

できます。

ディレクトリグループを追加する大まかな手順は次のとおりです。

1 ディレクトリの統合をセットアップします。

2 ディレクトリグループを、カンマ区切り値（.csv）ファイルとして定義します。

3 Cisco WebEx管理ツールを使用して、ディレクトリグループをインポートします。

ディレクトリグループの追加に関する詳細は、「Directory Integration」を参照してください。

ユーザがクライアントインターフェイスでディレクトリグループを追加するには、[ファイル
（File）] > [新規（New）] > [ディレクトリグループ（Directory Group）]を選択し、ディレクトリ
グループを検索します。

ユーザは、ディレクトリグループを編集して連絡先を追加または削除できません。ただしユー

ザが、ディレクトリグループから自身のカスタムコンタクトグループへコンタクトをドラッ

グアンドドロップすることはできます。

（注）

関連トピック

「Directory Integration」

インスタントメッセージングとプレゼンスの設定
ユーザは、CiscoWebExMessengerサービスに正常に認証されると、インスタントメッセージング
とプレゼンス機能を利用できます。必要に応じて、CiscoWebEx管理ツールでインスタントメッ
セージングおよびプレゼンスフェデレーションを設定できます。

関連トピック

「Cisco WebEx Connect federation with other instant messaging providers」
「Specifying IM Federation settings」
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http://www.webex.com/webexconnect/orgadmin/help/index.htm?toc.htm?17443.htm
http://www.webex.com/webexconnect/orgadmin/help/index.htm?toc.htm?17382.htm
http://www.webex.com/webexconnect/orgadmin/help/index.htm?toc.htm?cs_user.htm
http://www.webex.com/webexconnect/orgadmin/help/index.htm?toc.htm?17443.htm
http://www.webex.com/webexconnect/orgadmin/help/index.htm?toc.htm?17169.htm
http://www.webex.com/webexconnect/orgadmin/help/index.htm?toc.htm?cs_im_fed.htm


プライバシーオプションの設定

クラウドベースの展開では、プレゼンスサブスクリプション要求のデフォルト設定を指定できま

す。

手順

ステップ 1 Cisco WebEx管理ツールを開きます。

ステップ 2 [設定（Configuration）]タブを選択します。

ステップ 3 [クライアントの接続（Connect Client）]セクションで、[一般 IM（General IM）]を選択します。
[一般 IM（General IM）]ペインが開きます。

ステップ 4 次のように、連絡先リストで適切なオプションを選択します。

説明オプション

クライアントがプレゼンスサブスクリプション要求をどのよ

うに処理するか設定するためのデフォルトオプションとし

て、[社内の連絡先からの要求を自動的に許可する（Accept
requests automatically from contacts in my organization）]が自動
的に設定されます。ユーザは、[オプション（Options）]ウィ
ンドウでデフォルトオプションを変更できます。

[ユーザによる「連絡先リスト要求
のオプション」設定を許可する

（Allow users to set "Options for
contact list requests"）]を選択する

クライアントがプレゼンスサブスクリプション要求を処理す

る方法を設定します。ユーザは設定を変更できません。こ

れらの設定は、[オプション（Options）]ウィンドウで使用で
きません。

次のオプションのいずれかを選択します。

•すべての連絡先からの要求を自動的に許可する（Accept
requests automatically from all contacts）

•社内の連絡先からの要求を自動的に許可する（Accept
requests automatically from contacts in my organization）

•要求ごとに通知する（Prompt me for each request）

[ユーザによる「連絡先リスト要求
のオプション」設定を許可する

（Allow users to set "Options for
contact list requests"）]を選択しな
い

連絡先リスト要求をクライアントがどのように処理するか設定するためのオプションを以下に示

します。
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すべての連絡先からの要求を自動的に許可する（Accept requests automatically from all contacts）

クライアントは、すべてのドメインからのプレゼンスサブスクリプション要求を自動的に

許可します。

この設定を指定した場合、すべてのドメインのユーザは、ユーザを連絡先リストに自動的に

追加すること、および在席ステータスを表示することができます。

社内の連絡先からの要求を自動的に許可する（Accept requests automatically from contacts in my
organization）

クライアントは、指定したドメインのユーザからのプレゼンスサブスクリプション要求の

みを自動的に許可します。

ドメインを指定するには、[設定（Configuration）]タブの [システム設定（SystemSettings）]
セクションで [ドメイン（Domain(s)）]を選択します。

組織内で連絡先を検索する際は、組織内のすべてのユーザの一時的な在席ステー

タスが表示されます。しかし、ユーザAがユーザBをブロックした場合、ユーザ
Bには、検索一覧内のユーザ Aの一時的な在席ステータスは表示されません。

（注）

要求ごとに通知する（Prompt me for each request）

クライアントは、各プレゼンスサブスクリプション要求を許可するためのプロンプトをユー

ザに表示します。

ステップ 5 [保存（Save）]を選択します。

音声サービスおよびビデオサービスの設定
Cisco WebEx管理ツールで音声サービスおよびビデオサービスを設定する必要があります。詳細
については、次のトピックを参照してください。

•「Getting started with Cisco Unified Communications Manager for Click to Call」

•「Creating unified communications clusters」

「Understanding Cisco Unified Communications integration with Cisco WebEx」
「Creating unified communications clusters」

テレビ会議サービス名アカウントを追加する
ユーザは、デフォルトの Cisco WebEx音声サービスまたはサードパーティのテレビ会議プロバイ
ダーを使用して、テレビ会議通話を開始できます。
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http://www.webex.com/webexconnect/orgadmin/help/18648.htm
http://www.webex.com/webexconnect/orgadmin/help/index.htm?toc.htm?cs_uc.htm


サードパーティのテレビ会議プロバイダーの音声サービスと Cisco WebExを統合するには、テレ
ビ会議のサービス名アカウントを追加する必要があります。これらのアカウントを追加した後、

ユーザはサードパーティプロバイダーの音声サービスを使用して、テレビ会議通話を開始できま

す。

テレビ会議サービス名アカウントの追加に関する詳細は、『Cisco WebEx Site Administration User's
Guide』を参照してください。

関連トピック

『Cisco WebEx Site User's Administration Guide』

ボイスメールの設定
ボイスメールを設定するには、Cisco WebEx管理ツールを使用します。

関連トピック

「Specifying visual voicemail settings」

ユーザにボイスメールサーバの設定を許可する

ユーザがクライアントインターフェイスでボイスメールサーバ設定を指定できるようにするため

に、Cisco WebEx管理ツールでオプションを選択します。

手順

ステップ 1 Cisco WebEx管理ツールを開きます。

ステップ 2 [設定（Configuration）] > [Unified Communications]を選択します。

ステップ 3 [ボイスメール（Voicemail）]タブを選択します。

ステップ 4 [ユーザに手動設定の入力を許可する（Allow user to enter manual settings）]を選択します。

ユーザは、クライアントインターフェイスの [オプション（Options）]ウィンドウの [電話アカウ
ント（Phone Accounts）]タブで、拡張ボイスメール設定にアクセスできます。

Cisco WebEx Meeting Centerの設定
Cisco WebEx管理ツールで適切な設定を行い、適切なユーザにミーティング機能と会議機能を割
り当てる必要があります。

関連トピック

「Understanding Cisco WebEx Connect integration with the Cisco WebEx application」
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http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/meetingplace/8x/english/webex_siteadmin/wx_siteadmin_WBS27_FR14_.pdf
http://www.webex.com/webexconnect/orgadmin/help/index.htm?toc.htm?cs_visual_voicemail.htm
http://www.webex.com/webexconnect/orgadmin/help/index.htm?toc.htm?cs_singleptprov.htm


Cisco WebEx Meeting Centerによる認証
Cisco WebEx Meeting Centerでは次のタイプの認証を使用できます。

Cisco WebEx Messengerサービスとの密結合統合

密結合統合とは、Cisco WebEx Messengerと Cisco WebEx Meeting Centerの間に実現される統
合形態の 1つです。

ユーザが Cisco WebEx Messengerで認証を受けるとき、認証トークンはクライアントに戻さ
れます。クライアントは、その認証トークンを Cisco WebEx Meeting Centerに渡します。

詳細については、CiscoWebExの「Overview of Tightly Coupled Integration」を参照してくださ
い。

直接認証

クライアントは、ユーザクレデンシャルを Cisco WebEx Meeting Centerに直接渡すことがで
きます。

直接認証を有効にする手順は次のとおりです。

1 Cisco WebEx管理ツールを使用して、Cisco WebEx Meeting Center用のユーザアカウント
を作成します。

直接認証の場合は、CiscoWebExMeeting Centerでユーザクレデンシャルの確認を行う必
要があります。クライアントが認証を試行するとき、CiscoWebExMeeting Centerがクレ
デンシャルを確認できるようにするために、ユーザアカウントにクレデンシャルが保持

されます。

2 クライアントインターフェイスで Cisco WebEx Meeting Centerクレデンシャルを指定し
ます。

詳細については、Cisco WebExマニュアルの「Overview of Loosely Coupled Integration」を参
照してください。
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アイデンティティプロバイダーによる認証

クライアントは、Cisco WebEx Meeting Centerからアイデンティティプロバイダーへ認証を
リダイレクトできます。

アイデンティティプロバイダーによる認証を有効にする手順は次のとおりです。

1 それぞれの目的に応じたアイデンティティプロバイダーを設定します。

ユーザが CiscoWebExMeeting Centerで認証を受けようとすると、クライアントはその認
証をアイデンティティプロバイダーにリダイレクトします。アイデンティティプロバ

イダーはクレデンシャルを確認し、認証トークンをクライアントに戻します。クライア

ントは、そのトークンを CiscoWebExMeeting Centerに渡して、認証プロセスを完了しま
す。

2 クライアントインターフェイスで Cisco WebEx Meeting Centerクレデンシャルを指定し
ます。

Cisco WebEx Messengerサービスを使用したユーザアイデンティティの管理の詳細について
は、Cisco WebExマニュアルの「Using SSO with the Cisco WebEx and Cisco WebEx Meeting
applications」を参照してください。

「Overview of Tightly Coupled Integration」
「Overview of Loosely Coupled Integration」
「Using SSO with the Cisco WebEx and Cisco WebEx Meeting applications」

クライアントでの会議クレデンシャルの指定

ユーザは、[オプション（Options）]ウィンドウの [ミーティング（Meetings）]タブで、ユーザ自
身のクレデンシャルを指定します。

[オプション（Options）]ウィンドウを開くには、[ファイル（File）] > [オプション（Options）]を
選択します。
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http://www.webex.com/webexconnect/orgadmin/help/21249.htm
http://www.webex.com/webexconnect/orgadmin/help/index.htm?toc.htm?21261.htm
http://www.webex.com/webexconnect/orgadmin/help/20824.htm
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