
C H A P T E R

7-1
Cisco Unity Connection ユーザの移動、追加、変更 ガイド

OL-13898-01-J

7
ユーザ テンプレートの追加、修正、削除

Cisco Unity Connection に追加する各アカウントは、ユーザ テンプレートの設定に基づいています。

テンプレートの設定内容は、アカウントの作成時にアカウントに適用されます。Connection には定

義済みのテンプレートが用意されており、このテンプレートに変更を加えることができます。また、

任意の数の追加テンプレートを作成することもできます。

次の項を参照してください。

• Cisco Unity Connection のデフォルト テンプレート（P.7-2）

• テンプレートのデフォルトのパスワード セキュリティに関する考慮事項（P.7-2）

• ユーザ テンプレートの追加（P.7-3）

• ユーザ テンプレートの修正（P.7-5）

• ユーザ テンプレートの削除（P.7-6）
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Cisco Unity Connection のデフォルト テンプレート
Cisco Unity Connection には、次の定義済みユーザ テンプレートが用意されています。これらを修正

することはできますが、削除することはできません。

テンプレートのデフォルトのパスワード セキュリティに関する考慮事
項

Connection のエンド ユーザ アカウントと管理者アカウントを作成するためのテンプレートを準備

するときは、次の考慮事項に注意してください。

ボイスメールボックス アカウントを持つユーザ

デフォルトのボイスメール パスワードおよび Web アプリケーション パスワードは、作成した各

ユーザ アカウントに適用されます。これらのパスワードは、インストール時にデフォルトの［ボイ

スメール ユーザのテンプレート（Voice Mail User Template）］に設定されたデフォルト、またはア

カウントの作成時に選択したユーザ テンプレートの［パスワードの変更（Change Password）］ペー

ジで作成されたデフォルトのいずれかです。ユーザが Connection カンバセーションおよび

Cisco Personal Communications Assistant（PCA）にログオンできるように、これらのパスワードを

ユーザに付与する必要があります。システムのセキュリティを強化するためには、できるだけ早く

両方のパスワードを変更するようにユーザに指示するとともに、パスワードの複雑さを規定する

ルールを適用することをお勧めします。

ボイスメールボックス アカウントを持たないユーザ

デフォルトの Web アプリケーション パスワードは、作成した各管理者アカウントに適用されます。

デフォルトの［管理者テンプレート（Administrator Template）］を使用して新しいアカウントを作成

する場合、そのアカウントに関連付けられるデフォルトのパスワードは、ランダムに生成された文

字列であることに注意してください。したがって、デフォルトの［管理者テンプレート（Administrator

Template）］を使用して新しい管理アカウントを作成する場合は、ランダムに生成された文字列の代

わりにそのテンプレートで使用される新しいデフォルト パスワードを事前に入力するか、新しいア

カウントを作成するたびにパスワードを変更する必要があります。システムのセキュリティを強化

するためには、できるだけ早くパスワードを変更するように管理者に指示するとともに、パスワー

ドの複雑さを規定するルールを適用することをお勧めします。

［ボイスメール ユーザのテンプ
レート（Voice Mail User 
Template）］

このテンプレートの設定は、ほとんどのユーザに適しています。

［管理者テンプレート
（Administrator Template）］

このテンプレートの設定は、Connection を管理するユーザに適

しています。このテンプレートに基づいたユーザ アカウントは、

ボイスメールボックスを持ちません。

デフォルトでは、テンプレートで［システム管理者（System

Administrator）］役割を指定します。この役割は最高レベルの権

限を持つ管理者役割です。
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ユーザ テンプレートの追加
ボイスメールボックスを持つユーザはエンド ユーザです。ボイスメールボックスを持たないユーザ

はシステム管理者です。ユーザ テンプレートを作成するには、次の該当する手順を実行します。

• エンド ユーザ（ボイスメールボックスを持つユーザ）のテンプレートを作成する（P.7-3）

• 管理者（ボイスメールボックスを持たないユーザ）テンプレートを作成する（P.7-3）

エンド ユーザ（ボイスメールボックスを持つユーザ）のテンプレートを作成する

ステップ 1 Cisco Unity Connection の管理で［テンプレート（Templates）］を展開し、［ユーザ テンプレート

（User Templates）］をクリックします。

ステップ 2 ［ユーザ テンプレートの検索（Search User Templates）］ページで、［新規追加（Add New）］をクリッ

クします。

ステップ 3 ［ユーザ テンプレートの新規作成（New User Template）］ページの［ユーザ テンプレート タイプ

（User Template Type）］フィールドで、［ボイスメールボックスがあるユーザ テンプレート（User

Template with Voice Mailbox）］をクリックします。

ステップ 4 ［ベースにするテンプレート（Based on Template）］フィールドで、新しいテンプレートのベースに

するテンプレートをクリックします。

ステップ 5 エイリアスと表示名を入力します。

ステップ 6 ［電話システム（Phone System）］フィールドで、適切な電話システムをクリックします。

ステップ 7 ［保存（Save）］をクリックします。

ステップ 8 ［ユーザ テンプレートの基本設定の編集（Edit User Template Basics）］ページで、必要に応じて追加

の設定を入力します。

ステップ 9 基本設定の入力を完了した後、［保存（Save）］をクリックします。

ステップ 10［編集（Edit）］メニューで、該当するページをクリックして、新規ユーザ テンプレートの設定のカ

スタマイズを続行します。ページの設定を変更した場合は、ページを移動する前に［保存（Save）］

をクリックします。

管理者（ボイスメールボックスを持たないユーザ）テンプレートを作成する

ステップ 1 Cisco Unity Connection の管理で［テンプレート（Templates）］を展開し、［ユーザ テンプレート

（User Templates）］をクリックします。

ステップ 2 ［ユーザ テンプレートの検索（Search User Templates）］ページで、［新規追加（Add New）］をクリッ

クします。

ステップ 3 ［ユーザ テンプレートの新規作成（New User Template）］ページの［ユーザ テンプレート タイプ

（User Template Type）］フィールドで、［ボイスメールボックスがないユーザ テンプレート（User

Template Without Voice Mailbox）］をクリックします。
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ステップ 4 ［ベースにするテンプレート（Based on Template）］フィールドで、新しいテンプレートのベースに

するテンプレートをクリックします。

ステップ 5 アカウントのエイリアスを入力します。

ステップ 6 必要に応じて追加の情報を入力し、［保存（Save）］をクリックします。

ステップ 7 ［ユーザ テンプレートの基本設定の編集（Edit User Template Basics）］ページで、必要に応じて追加

の情報を入力します。このページで設定を変更した場合は、［保存（Save）］をクリックします。

ステップ 8 ［編集（Edit）］メニューの［役割（Roles）］をクリックします。

ステップ 9 ［役割の編集（Edit Roles）］ページの［割当済みの役割（Assigned Roles）］または［使用可能な役割

（Available Roles）］フィールドで役割名をクリックし、上矢印または下矢印をクリックして役割を

適切なフィールドに移動します（デフォルトでは、テンプレートから［システム管理者（System

Administrator）］役割が指定されます。この役割は最高レベルの権限を持つ管理者役割です）。

ステップ 10 すべての適切な管理者役割を［割当済みの役割（Assigned Roles）］フィールドに含めた場合、［保存

（Save）］をクリックします。

ステップ 11［編集（Edit）］メニューの［パスワードの設定（Password Settings）］をクリックします。

ステップ 12［パスワードの設定の編集（Edit Password Settings）］ページで、管理者が Connection の管理にアクセ

スするときに使用するパスワードの設定を、次のように入力します。

a. ［次回ログイン時に、ユーザによる変更が必要（User Must Change at Next Login）］チェック

ボックスがオンであることを確認します。このチェックボックスがオンの場合、管理者は初め

てログインしたときにパスワードの変更を求められます。

b. ［認証規則（Authentication Rule）］フィールドで、適切なルールをクリックします。

ステップ 13［保存（Save）］をクリックします。

ステップ 14［編集（Edit）］メニューの［パスワードの変更（Change Password）］をクリックします。

注意 新しいテンプレートのパスワードを入力するステップ（ステップ 15 およびステップ 16）
は、省略しないでください。パスワードを入力しないと、ランダムに生成された文字列
がデフォルト パスワードとして入力されます。その場合、アカウントにログオンできな
くなります。別の管理アカウントにログオンし、新しいアカウントのパスワードを変更
することで、ランダムに生成された文字列を削除する必要があります。

ステップ 15［パスワードの変更（Change Password）］ページで、［パスワード（Password）］フィールドにパス

ワードを入力します。パスワードは、パスワードの複雑さに関する次の要件を満たしている必要が

あります。

• 最低限必要な長さの要件（［認証規則の編集（Edit Authentication Rule）］ページの［最小クレデ

ンシャル長（Minimum Credential Length）］フィールドで設定されたもの）。

• 大文字、小文字、数字、および記号（~ ! @ # $ % ^ * “ ‘ , . : ; ? - _ ( ) [ ] < > { } + = / \ |）の各カテ

ゴリから少なくとも 1 文字が使用されている。

• 同じ文字が 4 回以上連続して繰り返されていない（たとえば、aaaaB1C9 は無効）。

• 管理者のエイリアスまたは名前が含まれていない。
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ステップ 16［パスワードの確認（Confirm Password）］フィールドにパスワードを再入力します。

ステップ 17［保存（Save）］をクリックします。

ユーザ テンプレートの修正
Connection のアカウントを作成する場合は、利用するテンプレートの設定内容を確認して、内容を

変更する必要があるかどうかをあらかじめ確認しておきます。テンプレートの設定を変更しても、

既存のユーザ アカウントには影響しません。

ユーザ テンプレートを修正する

ステップ 1 Cisco Unity Connection の管理で［テンプレート（Templates）］を展開し、［ユーザ テンプレート

（User Templates）］をクリックします。

ステップ 2 ［ユーザ テンプレートの検索（Search User Templates）］ページで、修正するユーザ テンプレートの

エイリアスをクリックします。

（注） 検索結果テーブルにそのユーザ テンプレートが表示されない場合は、ページの上部にある

検索フィールドに適切なパラメータを設定し、［検索（Find）］をクリックします。

ステップ 3 ［ユーザ テンプレートの基本設定（User Template Basics）］ページで、必要に応じて設定を変更します。

ステップ 4 設定の変更を完了した後、［保存（Save）］をクリックします。

ステップ 5 ［編集（Edit）］メニューから、使用可能な任意（またはすべて）のページの設定を変更することも

できます。ページの設定を変更した場合は、ページを移動する前に［保存（Save）］をクリックします。
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ユーザ テンプレートの削除
デフォルト テンプレート（［ボイスメール ユーザのテンプレート（Voice Mail User Template）］およ

び［管理者テンプレート（Administrator Template）］）を削除することはできません。

ユーザ テンプレートを削除しても、そのテンプレートを使用して作成された既存のユーザ アカウ

ントには影響しません。

ユーザ テンプレートを削除する

ステップ 1 Cisco Unity Connection の管理で［テンプレート（Templates）］を展開し、［ユーザ テンプレート

（User Templates）］をクリックします。

ステップ 2 ［ユーザ テンプレートの検索（Search User Templates）］ページで、削除するユーザ テンプレートの

エイリアスの左にあるチェックボックスをオンにします。

（注） 検索結果テーブルにそのユーザ テンプレートが表示されない場合は、ページの上部にある

検索フィールドに適切なパラメータを設定し、［検索（Find）］をクリックします。

ステップ 3 ［選択項目の削除（Delete Selected）］をクリックします。

ステップ 4 ［OK］をクリックします。
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