
 

ユーザの設定

• 「ユーザのリストの表示」

• 「新しいユーザの追加」

• 「ユーザ プロファイルの表示または変更」

• 「グループ登録の表示または変更」

• 「ユーザの検索」

• 「パスワードの変更」

ユーザのリストの表示

手順

ステップ 1 [Configure] > [Users] を選択します。

[Configure Users] ページに次のフィールドが表示されます。

• [User ID]：デフォルトで、ユーザがユーザ ID のアルファベット順に表示されます。

• [Display Name]

• [Primary Extension]

ステップ 2 異なる人数のユーザを各ページに表示するには、右上にあるドロップダウン ボックスで別の人数を選

択し、[Go] をクリックします。10、25、50、100、またはすべてのユーザの表示が選択できます。

ステップ 3 他のページに移動するには、右下にある左右矢印ボタンを使用するか、または他のページ番号を入力し

て Enter を押します。

ステップ 4 ユーザを並べ替えるには、該当するヘッダーをクリックします。

ステップ 5 Cisco Unified SIP Proxy システムからユーザを削除する（ユーザのメールボックスも削除されます）に

は、次の手順を行います。

a. 削除するユーザ ID の隣のチェックボックスをオンにします。

b. [Delete] をクリックします。

c. [OK] をクリックして削除を確認します。
89
Cisco Unified SIP Proxy Release 8.5 GUI コンフィギュレーション ガイド

OL-22908-01-J



 

ユーザの設定

ユーザのリストの表示
ユーザ プロフィール フィールド

表 26 に、[User Profile] ページのフィールドを示します。

関連項目

「ユーザの設定」の目次ページに戻る

表 26 ユーザ プロフィール パラメータ

パラメータ 説明

User ID 英数字のユーザ ID です。

First Name ユーザの名です。発信者はこの名前を使用して内線番号にアクセス

することで、名前によるダイヤル機能を使用します。このフィール

ドに特殊文字、スペース、数字は使用できません。

Last Name ユーザの姓です。発信者はこの名前を使用して内線番号にアクセス

することで、名前によるダイヤル機能を使用します。このフィール

ドに特殊文字、スペース、数字は使用できません。

Nick Name ユーザのニックネームでオプションです。

Display Name Cisco Unified SIP Proxy アプリケーションに表示されるユーザ名です。

Primary E.164 Number 市外局番を含む、ユーザのプライマリ電話番号です。

Fax Number このユーザのファクス番号です。

Language ボイスメール ユーザに対して話される応答の言語です。使用できる

言語は、インストールした Cisco Unified SIP Proxy のバージョンに

よって異なります。

Password Login ログインがパスワード対応であるかどうかです。

Password options ユーザが GUI へのアクセスに使用するパスワードの場合、次のうち

のいずれかを選択します。

• [Generate a Random Password]：システムによってランダムなパ

スワードを生成します。

• [Blank Password]：パスワードを空白のままにします。

• [Password Specified Below]：このユーザのパスワードを指定し

ます。

Password パスワードは文字と数字から構成され、その長さは 3 文字以上で、

32 文字以下です。

PIN Login ログインが PIN 対応であるかどうかです。

PIN options （注） PIN を設定する領域がありますが、Cisco Unified SIP Proxy 
システムは PIN を使用しません。このフィールドに値を設定

しても使用されません。

PIN 使用しません。
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新しいユーザの追加

手順

ステップ 1 [Configure] > [Users] を選択します。

[Configure Users] ページが表示されます。

ステップ 2 [Add] をクリックします。

ステップ 3 フィールドに情報を入力します。表 26を参照してください。

ステップ 4 [Add] をクリックします。

（注） ランダムなパスワードを選択した場合、新しいパスワードを示すメッセージが表示されます。

値を安全な場所に書き記し、ユーザに伝えます。値は、ユーザ プロファイル ページにも表示さ

れます（「ユーザ プロファイルの表示または変更」を参照）。

関連項目

「ユーザの設定」の目次ページに戻る

ユーザ プロファイルの表示または変更

手順

ステップ 1 [Configure] > [Users] を選択します。

[Configure Users] ページが表示されます。

ステップ 2 表示するユーザの下線付きのユーザ ID をクリックします。

（注） 探しているユーザが表示されない場合は、[Find] をクリックします （「ユーザの検索」を参照）。

[User Profile] ページに表 26 のフィールドが表示されます。

関連項目

「ユーザの設定」の目次ページに戻る
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グループ登録の表示または変更
ユーザが割り当てられるグループを変更するには、次の手順を使用します。

手順

ステップ 1 [Configure] > [Users] を選択します。

[Configure Users] ページが表示されます。

ステップ 2 グループへの登録を表示または変更するユーザの下線付きの名前をクリックします。

[User Profile] ページが表示されます。

ステップ 3 [Groups] タブをクリックします。次のフィールドが表示されます。

• [Group ID]

• [Rights]：ユーザがグループのメンバーであるかどうか、またはオーナーであるかどうかです。

• [Description]

• [Primary extension]：グループに割り当てられる共有メールボックスのプライマリ内線番号です。

ステップ 4 ユーザを他のグループのオーナーとして登録するには、[Subscribe as owner] をクリックします。ユー

ザを他のグループのメンバーとして登録するには、[Subscribe as member] をクリックします。

[Find] ページが表示されます。

ステップ 5 グループ ID、説明、または内線番号を入力し、[Find] をクリックします。

ステップ 6 このユーザを追加するグループの隣にあるチェックボックスをオンにし、[Select Rows] をクリックし

ます。

ステップ 7 （オプション）ユーザをグループから登録解除するには、グループ名の隣にあるチェックボックスをオ

ンにし、[Unsubscribe] をクリックします。

関連項目

• 「ユーザの設定」の目次ページに戻る

• 「グループの設定」

ユーザの検索

手順

ステップ 1 [Configure] > [Users] を選択します。

[Configure Users] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 [Find] をクリックします。

次のフィールドが表示されます。

• [User ID]

• [Name]

• [Extension]
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パスワードの変更
ステップ 3 1 つまたは複数のフィールドに検索条件を入力し、[Find] をクリックします。

検索結果が表示されます。

関連項目

「ユーザの設定」の目次ページに戻る

パスワードの変更

制約事項

• パスワードは長さが 3 文字以上 32 文字以下で、英数字である必要があります。

• 大文字と小文字および数字を組み合わせて使用します。

• スペースは使用できません。

手順

ステップ 1 [Configure] > [Users] を選択します。

[Configure Users] ページが表示されます。

ステップ 2 ユーザのリストで、ユーザの名前をクリックします。

ステップ 3 [Password options] フィールドで、[Password specified below] が選択されていることを確認します。

ステップ 4 新しいパスワードを入力します。

ステップ 5 確認のため、新しいパスワードをもう一度入力します。

ステップ 6 [Apply] をクリックします。

関連項目

「ユーザの設定」の目次ページに戻る
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パスワードの変更
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