APPENDIX

B

ファイル インポートの仕様
MeetingTime を使用すると、カンマ区切り形式の ASCII ファイルを使用して、プロファイルおよび
グループの情報をインポートできます。インポート ファイルには、各ユーザ プロファイル レコー
ドのユーザ ID とプロファイル番号が含まれている必要があります。使用する場合、グループ名お
よびグループ番号の値も含める必要があります。
その他のフィールドはオプションです。インポートファイルにフィールドが含まれていない場合、
Cisco Unified MeetingPlace は、ゲスト プロファイル、またはユーザが割り当てられているユーザ グ
ループから値を取得します。ASCII ファイルの 1 行目には、インポート レコード内のデータの並び
順を示すフィールド名を含める必要があります。
次の項を参照してください。
•

データベース インポートのフィールド（P.B-2）

•

デフォルトのデータベース インポートのフィールド（P.B-8）

ファイルを手動でインポートする前に、次の点に留意してください。
•

ユーザ ID （Uid）とプロファイル番号（Prfnum）フィールドのみ必須です。インポート ファイ
ルに含まれていないフィールドの値は、ゲスト プロファイル、またはユーザの割り当て先とな
るユーザ グループから自動的に継承されます。

•

ユーザをグループに割り当てない場合は、ゲスト プロファイルの設定内容が、システムに追加
するユーザに適したものであることを確認してください。たとえば、ユーザに会議からのアウ
トダイヤルを許可する場合、ゲスト プロファイルの Can Call Out from Mtgs 属性が No に設定さ
れているときは、ゲスト プロファイルのこの設定を変更した後でプロファイルをインポートす
る必要があります。インポートが完了したら、そのゲスト プロファイルの値が適切であること
を確認してください。

•

ユーザをグループに割り当てる場合は、インポート ファイルに Group Name フィールドまたは
Group Number フィールドを含めてください。

•

ユーザ ID およびプロファイル番号には、一意の値を使用してください。たとえば、データを
音声メール システムからインポートする場合は、各ユーザの電話番号をプロファイル番号とし
て使用します。情報を電子メール システムのデータベースから取得する場合は、ユーザの電子
メール ユーザ ID を Cisco Unified MeetingPlace のユーザ ID として使用します。グループ名およ
びグループ番号の値を使用する場合は、これらの値も一意にする必要があります。

次の点に留意してください。
•

アクティブな値は、y または yes、n または no、gd または group default のいずれかです。値は大
文字と小文字を区別しません。

•

アスタリスク（*）が付いたフィールドは、ユーザ固有のフィールドです。これらは、システ
ムにユーザを追加するときにインポート ファイルに含める最も重要なフィールドです。

•

2 つのアスタリスク（**）が付いたフィールドは、グループ固有のフィールドです。これらは、
システムにグループを追加するときにインポート ファイルに含める最も重要なフィールドで
す。
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データベース インポートのフィールド

•

3 つのアスタリスク（***）が付いたフィールドについては、検索フィールドに gd を指定する
と、同じ値で別の検索フィールドが構成されます。たとえば、First Search に gd を割り当てる
と、Second Search および Third Search に gd が適用されます。

データベース インポートのフィールド
表 B-1

データベース インポートのフィールド

フィールド

省略形

長さ

値の型または値の選択肢、および説明

First name*

Fnm

17

英数字

Last name*

Lnm

17

英数字

User ID*

uid

17

英数字

New User ID

newuid

17

英数字
このフィールドを使用して、複数のユーザに新しい
ID を割り当てます。一連の新しいユーザ ID をイン
ポートするには、インポート ファイルを作成し、uid
フィールドを使用して各ユーザの古い ID を指定し
ます。newuid フィールドを使用して新しい ID を指
定します（インポートのとき、クリア テキスト パス
ワードには prfpwd フィールドおよび upwd フィール
ドを使用できます。ただし、クリア テキスト パス
ワード フィールドと暗号化パスワード フィールド
の両方がインポート ファイルに含まれている場合、
これらのフィールドへのデータの追加は暗号化バー
ジョンよりも優先されます）。

User password

upwd

11

英数字

Encrypted user password

EncryptedUserPWD

11

ユーザはこのフィールドを編集できません。
こ の フ ィ ー ル ド は 読 み 取 り 専 用 で、Cisco Unified
MeetingPlace からすでにエクスポート済みの暗号化
されたパスワードを再インポートするために使用し
ます。

Last changed

wfpasswordlastchanged

Profile number*

prfnum

17

数値

Profile password

prfpwd

11

英数字

11

ユーザはこのフィールドを編集できません。

Encrypted profile password EncryptedProfilePWD

MM/DD/YYYY
HH:MM

こ の フ ィ ー ル ド は 読 み 取 り 専 用 で、Cisco Unified
MeetingPlace からすでにエクスポート済みの暗号化
されたパスワードを再インポートするために使用し
ます。
Last changed

vupasswordlastchanged

MM/DD/YYYY
HH:MM

User active

Uactive

yes/no/locked/groupdefault

Type of user*

Utype

enduser/contact/attendant/sysmgr

Group name**

Grpnme

11

英数字
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データベース インポートのフィールド

表 B-1

データベース インポートのフィールド（続き）

フィールド

省略形

長さ

値の型または値の選択肢、および説明

Group number**

Grpnum

17

数値

Phone number**

Phnum

32

数値
使用できる文字：( ) , - “ ” スペース

Alternate phone number*

AltPhNum

32

数値
使用できる文字：( ) , - “ ” スペース

Type of pager

pgrtype

none/didpager/nondidpager/ groupdefault

Pager phone number*

Pgrnum

32

直接ダイヤル：ポケットベルの番号
非直接ダイヤル：ユーザのポケットベルのアクセス
コード（PIN）

Video Terminal ID

VideoTerminalID

32

英数字

Video Terminal Name

VideoTerminalName

64

英数字

Video Terminal
Classification

VideoTerminalClassification 64

英数字

Profile Type

ProfileType

User/Video_Terminal

Video Attend Preference

VideoAttendPreference

Call_In/Dial_Out

Video MCU Only

fVideoMCUOnly

Yes/No

First Search***

1stSearch

None/main/alternate/pager/gd
このフィールドに gd を選択すると、その他の検索
フィールドにも gd が適用されます（たとえば、First
Search に gd を 選 択 す る と、Second Search お よ び
Third Search に gd が適用されます）。

Second Search***

2ndSearch

None/main/alternate/pager/gd
このフィールドに gd を選択すると、その他の検索
フ ィ ー ル ド に も gd が 適 用 さ れ ま す（た と え ば、
Second Search に gd を選択すると、First Search およ
び Third Search に gd が適用されます）。

Third Search***

3rdSearch

None/main/alternate/pager/gd
このフィールドに gd を選択すると、その他の検索
フィールドにも gd が適用されます（たとえば、Third
Search に gd を選択すると、First Search および Second
Search に gd が適用されます）。

Internet E-mail Address*

InternetEmailAddr

127

英数字
ユーザのインターネット電子メール アドレス
（UserName@Company.com な ど）。ユ ー ザ が Cisco
Unified MeetingPlace Web で 会 議 を 参 照 し、ス ケ
ジュール担当者に電子メールを送信するように要求
した場合に使われます。また、ユーザのプロファイ
ルの E-mail Address フィールドがブランクの場合に、
これらのユーザに電子メール通知を送信するために
も使われます。
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表 B-1

データベース インポートのフィールド（続き）

フィールド

省略形

Time zone*

Tzcode

長さ

値の型または値の選択肢、および説明
数値、groupdefault
MeetingTime で は、Configure タ ブ の Time Zone
Import Codes を使用します（数値については、
『Cisco
Unified MeetingPlace Audio Server コンフィギュレー
ション ガイド』を参照してください）。

Abbreviated prompts

Abbprmpts

Billing code

Bcode

17

英数字、groupdefault

Default mtg category

Meetingcategory

17

英数字、groupdefault

Scheduling home server

Preferredunit

数値、0 ～ 8/groupdefault

Able to record mtgs

Canrecord

yes/no/groupdefault

Record meetings

Recordmtgs

yes/no/groupdefault

Who can access

Whocanlstn

none/anyone/invtdusrs/users/groupdefault

Auto-start recording

Autostrtrcrd

yes/no/groupdefault

Attachment access ordering Playattlstfifo

yes/no/groupdefault

Display mtg to everyone

fallowguestview

yes/no/groupdefault

Can call out from mtgs?

Cndial

yes/no/groupdefault

Can call other servers?

fcaninviteremoteservers

yes/no/groupdefault

Max outdials per mtg

maxvuiodspermtg

数値、0 ～ 500/10000（制限なし）/groupdefault

Can schedule guest outdial
mtgs?

canallowguestoutdial

yes/no/groupdefault

Allow outdials to guests
from Web

allowguestoutdial

yes/no/groupdefault

Ask for profile password

pwdonoutdial

yes/no/groupdefault

Digit translation table

odxlattablenum

数値、0 ～ 15/groupdefault

Entry announcement

Annentry

beepname/beep/none/groupdefault

Departure announcement

Anndpart

beepname/beep/none/groupdefault

Screened entry

Screntry

yes/no/groupdefault

Skip pre-meeting options

Shrtmnus

yes/no/groupdefault

Disable roll call

disablerollcall

yes/no/groupdefault

Password required

Pwdreq

yes/no/groupdefault

Who can attend

whocanattnd

anyone/users/invtdusrs/groupdefault

Lecture meeting
settings?

attend fstartpeopleinwr

yes/no/groupdefault

AdmitAsListeners/StartInWaitingRm/StartMtgWithFloor
Open/ReservationlessMtg/groupdefault

注意

このフィールドが Reservationless Mtg に設
定されている会議は、インポートできませ
ん。

Scheduling restriction

maximmedmtgsperday

数値、0 ～ 50/10000（制限なし）/10001（スケジュー
ル不可）/groupdefault

Max mtg length (min)

maximummeetinglength

数値、0 ～ MaximumMeetingLength/groupdefault

Max # of attachments

Mxattsprmtg

数値、0 ～ 30/groupdefault
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表 B-1

データベース インポートのフィールド（続き）

フィールド

省略形

長さ

値の型または値の選択肢、および説明

Sched only on home server? Schedprefunitonly

yes/no/groupdefault

Sched only on NS home site schedhomesiteonly

yes/no/groupdefault

Max # teams allowed

publiculallowed

数値、0 ～ 10000/groupdefault

Can chg mtg ID via phone

CanChangeMtgID

yes/no/groupdefault

Enabled for this mtg

sndnotifs

yes/no/groupdefault

Include attachments

autodistatts

yes/no/groupdefault

Priority

dfltnotifprio

low/normal/urgent/groupdefault

Send if mtg changes

sndnotifonmtgch

yes/no/groupdefault

Include participant list

sndinvlstwnotif

yes/no/groupdefault

Include password

sndmtgpwdwnotif

yes/no/groupdefault

Enable to receive

rcvnotifs

yes/no/groupdefault

Include attachments

rcvattswnotif

yes/no/groupdefault

E-mail address

emailaddr

128

英数字
ユーザの電子メール アドレス。Cisco Unified
MeetingPlace は、このユーザに電子メール通知を送
信するときにもこのアドレスを使用します。

Type of e-mail system

emailtype

Fax phone number

faxnum

none/ccmail/lotusnotes/msmail/groupdefault
17

数値、0 ～ 32/groupdefault
ユーザの FAX 番号

（Cisco Unified
MeetingPlace Audio Server
Release 5.0 およびそれ以
降ではサポート対象外）
faxxlattblnum

数値、0 ～ 15/groupdefault

Preferred delivery method

prmrynotifprf

none/email/groupdefault

Alternate delivery method

Altnotifprf

non/email/groupdefault

Method of attending

Attndprf

usercallsin/syscallsuser/syspagesuser/sysfindsuser/notatte
nd

Q&A off at mtg startup?

fqnadisabled

yes/no/groupdefault

Notify attendees about
Q&A

Qnanotify

yes/no/groupdefault

Q&A introduction

announceqarr

Beepname/beep/none/groupdefault

Q&A departure

announceqdep

Beepname/beep/non/groupdefault

Automatically ask next
question

fautoproenabled

yes/no/groupdefault

Fax digit translation table
（Cisco Unified
MeetingPlace Audio Server
Release 5.0 およびそれ以
降ではサポート対象外）

More than one question per concurrentquestions
site?

yes/no/groupdefault

Tell my position in line

yes/no/groupdefault

ftellpartpos
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表 B-1

データベース インポートのフィールド（続き）

フィールド

省略形

Disable floor warning
prompt

fadvanceInfo

Flex Field 1

profileflex1

長さ

値の型または値の選択肢、および説明
yes/no/groupdefault

17

text/number/date/yes/no/groupdefault
カスタマイズ可能なフィールド。詳細については、
P.2-36 の「フレックス フィールドについて」を参照
してください。

Flex Field 2

profileflex2

17

text/number/date/yes/no/groupdefault

Flex Field 3

profileflex3

17

text/number/date/yes/no/groupdefault

Flex Field 4

profileflex4

17

text/number/date/yes/no/groupdefault

Flex Field 5

profileflex5

17

text/number/date/yes/no/groupdefault

Flex Field 6

profileflex6

17

text/number/date/yes/no/groupdefault

Flex Field 7

profileflex7

17

text/number/date/yes/no/groupdefault

User ID of contact

ctctuid

英数字

Recorded profile name?

vname

recorded/notrecorded

Date user last scheduled an dayoflastimmedmtg
immediate meeting

MM/DD/YYYY
HH:MM

Number of immediate
meetings

Numimmedmtgson
thatday

数値、0 ～ 1000

Number of group-wide
teams the user can create

Groupulallowed

数値、0 ～ 1000

Number of private teams
user can create

privateulallowed

数値、0 ～ 1000

Profile user’s selected
language

VLanguage

English (US)、English (UK)、French (Canadian)、French
(French)、Japanese、
German、
Portuguese (Brazil)、
Spanish
(Americas)

fEndMtgWarn
Whether this user prefers
end meeting warning turned
on or off

yes/no/groupdefault

Whether this user prefers
meeting extend prompts
turned on or off

fMtgExtendPrompts

yes/no/groupdefault

Single System
Image–System ID

SSI-SystemID

将来の使用のために予約

Single System Image–Roll
Map ID

SSI-RollMapID

将来の使用のために予約

Single System Image–Site
ID

SSI-SiteID

将来の使用のために予約

Used in a profile import file newuid
to change the user ID of an
existing user

17

英数字

Used in a profile import file newprfnum
to change the profile
number of an existing user

17

数値

Allow Internet Access

fAllowInternetAccess

yes/no/groupdefault
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表 B-1

データベース インポートのフィールド（続き）

フィールド

省略形

Display Meeting to
Everyone

fAllowGuestView

長さ

yes/no

Allow Internet Access for fRsvnlessAllowInternetAcc
Reservationless
Display Meeting to
Everyone for
Reservationless

値の型または値の選択肢、および説明

fRsvnlessAllowGuestView

yes/no/groupdefault
yes/no
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デフォルトのデータベース インポートのフィールド

デフォルトのデータベース インポートのフィールド
グループのデフォルト オプションがあるフィールドには、そのオプションに対応したフィールドが
あります。このフィールドは、プロファイルおよびグループ情報をインポートするときにグループ
デフォルト値を使用するかどうかを決めるものです。このようなオプションに対応したフィールド
には、通常「Is<field name>Default」または「Is<field name>Def」または「<field name>IsDef」という
省略名が付いています。<field name> は、グループのデフォルト オプションがあるフィールドの省
略名です。

注意

表 B-2

次のいずれかの値が Yes に設定されている場合、これらのフィールドのグループ デフォルト値は
上書きされます。

デフォルトのデータベース インポートのフィールド

フィールド

省略形

値の選択肢

Abbreviated prompts

IsAdvancedPromptsIsDefault

yes/no

Departure announcement

NamedDisconnectIsDefault

yes/no

Entry announcement

NamedIntroductionIsDefault

yes/no

Password required

PasswordRequiredIsDefault

yes/no

Screened entry

ScreenedIntroductionIsDefault

yes/no

Billing code

BillCodeIsDefault

yes/no

User active?

IsActiveIsDefault

yes/no

Allow guest outdial in mtgs

CanOutdialIsDefault

yes/no

User ID of contact

IsContactIDDefault

yes/no

Time zone

TimeZoneIsDefault

yes/no

Skip pre-meeting options

IsQuickMtgEntryAllowedDefault

yes/no

Ask for profile password on guest outdial

IsPasswordRequiredOnODDefault

yes/no

Record meetings

RecordMeetingsIsDefault

yes/no

Who can attend

IsMeetingRestrictionDefault

yes/no

Who can access

IsMtgNoteRestrictionDefault

yes/no

Able to record mtgs

CanRecordMeetingsIsDefault

yes/no

Digit translation table

IsODXLatTableNumDefault

yes/no

Single System Image-Roll Map ID

IsSSI_RollMapIDDefault

yes/no

Single System Image-Site ID

IsSSI_SiteIDDefault

yes/no

Single System Image-System ID

IsSSI_SystemIDDefault

yes/no

Fax phone number

IsFaxNumDefault

yes/no

Scheduling restriction

IsMaxImmedMtgsPerDayDefault

yes/no

Max mtg length (min)

IsMaximumMeetingLengthDefault

yes/no

Max outdials per mtg

IsMaxVUIODsPerMtgDefault

yes/no

Type of e-mail system

IsEmailTypeDefault

yes/no

Site

IsSiteDefault

yes/no

Scheduling home server

IsPreferedUnitDefault

yes/no

（Cisco Unified MeetingPlace Audio Server Release
5.0 およびそれ以降ではサポート対象外）
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表 B-2

デフォルトのデータベース インポートのフィールド（続き）

フィールド

省略形

値の選択肢

Fax digit translation table

IsFaxXLatTableNumDefault

yes/no

Send Notifications about meetings

IsSendNotAboutMtgsDefault

yes/no

Send the Attachment by default

IsAutoDistributeAttDefault

yes/no

Default notification priority

IsDefNotPriorityDefault

yes/no

Send notifications if meeting changes

IsSendNotAboutMtgChngsDefault

yes/no

Send invitee list with notifications

IsSendInviteListWithNotDefault

yes/no

Send meeting password with notifications

IsSendMtgPwdWithNotDefault

yes/no

Attachment access ordering

IsFIFOAttPlayOrderDefault

yes/no

Sched only on home server?

IsfSchedPrefUnitOnlyDefault

yes/no

Maximum number of attachments

IsMaxAttPerMtgDefault

yes/no

Recording starts automatically

IsfAutoStartRecordDefault

yes/no

Roll call is disabled

IsfDisableRollCallDefault

yes/no

Sched only on NS home site

IsfSchedHomeSiteOnlyDefault

yes/no

Q&A introduction

IsAnnounceQArrDefault

yes/no

Q&A departure

IsAnnounceQDepDefault

yes/no

Off at mtg startup?

IsfQNADisabledDefault

yes/no

Tell my position in line

IsfTellPartPosDefault

yes/no

Disable floor warning prompt

IsfDisableAdvanceInfoDefault

yes/no

Automatically ask next question

IsfAutoProEnabledDefault

yes/no

Lecture meeting attend settings?

IsfStartPeopleInWRDefault

yes/no

Display meeting to everyone for scheduled

IsfAllowGuestViewDefault

yes/no

More than one question per site?

IsConcurrentQuestionsDefault

yes/no

Max # teams allowed

IsPublicULAllowedDefault

yes/no

Number of group-wide teams the user can create

IsGroupULAllowedDefault

yes/no

Number of private teams user can create

IsPrivateULAllowedDefault

yes/no

Default mtg category

IsMeetingCategoryDefault

yes/no

Can call other servers?

IsfCanInviteRSDefault

yes/no

Allow Internet Access

IsfAllowInternetAccessDef

yes/no

Profile Type

IsProfileTypeDef

yes/no

Video Attend Preference

IsVideoAttendPreferenceDef

yes/no

Video MCU Only

IsfVideoMCUOnlyDef

yes/no

Allow Internet Access for Reservationless

IsfRsvnlessAllowInternetAccDef

yes/no

Display Meeting to Everyone for Reservationless

IsfRsvnlessAllowGuestViewDef

yes/no

（Cisco Unified MeetingPlace Audio Server Release
5.0 およびそれ以降ではサポート対象外）

（Cisco Unified MeetingPlace Audio Server Release
5.0 およびそれ以降ではサポート対象外）
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付録 B

ファイル インポートの仕様

デフォルトのデータベース インポートのフィールド
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