環境の準備
• ハイブリッド カレンダー がユーザーカレンダーにアクセスする方法 （1 ページ）
• 既存の Expressway ベースのカレンダーコネクタとの同時展開 （2 ページ）
• 処理タイムフレームの変更 （3 ページ）
• Microsoft Office 365 を使用したハイブリッドカレンダーに関する要件 （4 ページ）

ハイブリッドカレンダーがユーザーカレンダーにアクセ
スする方法
ハイブリッド カレンダー を初めてセットアップすると、組織の Office 365 テナントのグロー
バル管理者アカウントで Office 365 ポータルにログインして、ハイブリッド カレンダー がユー
ザに代わって Office 365 にアクセスできるようにすることに同意するように求められます。
ハイブリッド カレンダー には、次のアクションを実行するためにこれらの権限が必要です。
権限

利用

すべてのメールボックス内のカレンダーを読
み書きします。

• 参加の詳細を含むミーティングテキスト
を更新します。

サインインして、ユーザプロファイルを読み
取ります。

• 一覧表示されたその他の権限に必要です。
ハイブリッドカレンダーは直接使用しま
せん。

すべてのユーザメールボックスの設定を読み
書きします。

• ローカリゼーションの目的でユーザの言
語を決定します。
• 不在状態を読み取ります。
• 不在状態を設定します（将来の使用のた
めに予約済み）。

ドメインを読み取ります。

• ドメインの読み取り
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管理者が Office 365 テナントの代わりに ハイブリッド カレンダー に権限を付与すると、Webex
に通知されます。この権限を使用すれば 、ハイブリッド カレンダー は、OAuth 2.0 を使用して
Azure Active Directory（Azure AD）からアクセストークンを取得し、ユーザカレンダーを認証
してアクセスすることができます。Webex クラウドは、プロセスのどの時点でも管理者ログイ
ン情報を表示したり保存したりすることはありません。詳細については、
https://docs.microsoft.com/en-us/graph/auth-v2-serviceを参照してください。
ハイブリッド カレンダー は、Microsoft Graph API を使用してユーザのカレンダーの変更に登
録し、登録したユーザのカレンダーに加えられた変更に関する通知を受信し、会議の [ロケー
ション（location）] フィールドに @webex や @meet などのキーワードが含まれている場合や会
議本文にサポートされているビデオ アドレスが含まれている場合に、スケジューリング情報で
会議の招待を更新します。ハイブリッド カレンダー は、Control Hub で ハイブリッド カレン
ダー に対して有効にされたユーザのカレンダーにのみアクセスします。
Webex アプリ 業界標準のベストプラクティスに従って、アプリケーションの秘密キーを安全
に保管します。サービスによって保存されるすべての会議の詳細が Webex アプリ のエンドツー
エンド暗号化を使用して暗号化されます。これにより、会議に招待されたユーザだけが詳細を
表示できるようになります。Webex アプリ 暗号化の詳細については、Cisco Webex Security and
Privacy のホワイトペーパーを参照してください。
必要に応じて、Exchange 管理者は、Azure AD 管理ポータルのエンタープライズ アプリケー
ションから Office 365 テナントユーザカレンダーへの ハイブリッド カレンダー のアクセスを
取り消すことができます。

既存の Expressway ベースのカレンダーコネクタとの同時
展開
Microsoft Exchange ユーザー、Office 365 ユーザー、または Microsoft Exchange と Office 365 の
ハイブリッドユーザーにサービスを提供するために、すでに Expressway ベースのカレンダー
コネクタが展開されている場合は、Office 365 を使用したクラウドベースのハイブリッドカレ
ンダーを追加して、両方を同時に実行できます。クラウドベースのサービスを有効にすると、
リソースグループに属していないすべての Office 365 ユーザが 24 時間以内にカレンダーコネ
クタから新しいクラウドベースのサービスに自動的に移行されます。（ハイブリッドカレン
ダーは、1 日に 1 回、カレンダーコネクタから移行する Office 365 ユーザをチェックします）。
Microsoft Exchange または Office 365 用のハイブリッドカレンダーを使用して展開する Expressway
ベースのカレンダーコネクタには、1000 人の Office 365 ユーザーという容量制限があるうえ、
オンプレミス機器が必要です。クラウドベースのサービスを使用すると、容量制限を超えて拡
張することができます。
• 両方のオプション（カレンダーコネクタとクラウドベースのサービス）を同時に有効にす
ることができます。
• リソースグループに属していないすべての Office 365 ユーザが自動的にクラウドベースの
サービスに移行されます。
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• まず、クラウドサービス上の一部のユーザをテスト用に有効にするには、クラウドベース
のサービスをオンにする前に、オンプレミスコネクタをホームにしておく必要がある他の
ユーザをリソースグループに配置します。

処理タイムフレームの変更
Office 365 用のハイブリッドカレンダーをアクティブにして、ユーザーを有効にしたり、メー
ルボックスを移動したりすると、サービスが定期的にそれらの変更を処理します。
表 1 : アクティブ化と変更の処理頻度

管理者のアクション

処理動作

予想完了タイムフレーム

アクティベーション
組織に対してハイブリッドカ セットアップが成功すると、 ボリュームに応じて、瞬時か
ハイブリッドカレンダーが
ら数分かかります。
レンダーを有効にします。
「無効」または「エラー」状
態で列挙されたユーザーのカ
レンダーに登録しようとしま
す。
個人ユーザを有効にします
ハイブリッドカレンダーが
すべてが正常に機能した場合
（カレンダーまたは一括有効 ユーザーのカレンダーに登録 は、瞬時に完了します。そう
でない場合は、最大 24 時間か
化をオンに切り替えます）。 しようとします。
かります。
アクティブ化が失敗すると、
ユーザーは「エラー」状態に これより長くかかる場合は、
なり、ハイブリッドカレン
ユーザアカウントを確認して
ダーは 60 分後に再試行しま ください。
す。
アクティブ化が複数回失敗し
た場合は、ハイブリッドカレ
ンダーが 24 時間後に再試行し
ます。
メールボックスの移行
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管理者のアクション

処理動作

ユーザメールボックスをオン Office 365 がメールボックスの
プレミス Exchange から Office 移行を完了してから、ハイブ
リッドカレンダーがユーザー
365 に移動します。
を「エラー」状態にするまで
最大 40 分かかります。

予想完了タイムフレーム
すべてが正常に機能した場合
は、最大 100 分かかります。
そうでない場合は、最大 24 時
間かかります。

これより長くかかる場合は、
前述のように、ハイブリッド ユーザアカウントを確認して
カレンダーは、60 分ごとに
ください。
「エラー」状態のユーザーを
再処理しようとします。

ユーザメールボックスを Office 1 日 1 回、ハイブリッドカレン 変更を検出するまでに最大 24
365 からオンプレミス Exchange ダーが不明なメールボックス 時間と再割り当て時間の数分
に移動します。
を検出し、それらを「エ
がかかります。
ラー」状態にする監視更新を
実行します。
その後で、別のクラウドサー
ビスがユーザを Expressway
ベースのカレンダーコネクタ
に再割り当てします。

Microsoft Office 365 を使用したハイブリッドカレンダーに
関する要件
• Exchange オンラインアカウントを使用した Microsoft 365 テナントは組織内のユーザーで
構成されます。セットアップ中は、テナントがアプリケーション権限を付与するためのグ
ローバル管理者としてサインインできる必要があります。
Microsoft 365 テナントに関する以下の考慮事項に留意してください。
• 単一の Microsoft 365 テナントまたは多くのテナントを持つ Webex 組織のいずれかを
サポートします。
• Office 365 の Worldwide インスタンスのみがサポートされます。（サポートされない
その他のインスタンスには、USGovDoD、USGovGCCHigh、Germany、および China
が含まれます）。
• お客様のテナントは、選択したリージョンにデータを保存するために Microsoft 365 の
複数の Geo 機能を使用する場合がありますが、Webex では、お客様の組織に指定され
た国に基づいて、独自のデータ常駐仕様に従ってデータを保存します。詳細について
は、 https://www.cisco.com/go/webex-teams-localityを参照してください。
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• @webex スケジューリングの場合は、サポートされているすべての Webex Meetings リリー
ス。
Webex サイトと個人ユーザに対してパーソナルルーム機能を有効にする必要があります。
• 有料サブスクリプションがある Webex 組織。

（注）

同じ Webex 組織内のクラウドベースのハイブリッドカレンダーを
使用した Google カレンダーと Office 365 の両方の展開は現在サ
ポートされていません。

• ユーザーは、Webex Meetings、Webex アプリ、および Exchange オンライン（プライマリ
電子メールアドレス）で完全に一致する電子メールアドレスと、アクティブにされたWebex
アカウントを持っている必要があります。
各 Webex アプリ ユーザーは、1 つのハイブリッドカレンダー統合にのみ関連付けられた
1 つの電子メールアドレスしか持つことができません。つまり、ハイブリッドカレンダー
は、1 つのアドレスからの会議だけを処理して、スペースを作成し、会議を装飾し、会議
リストと参加ボタンを表示し、ビデオデバイスに [参加（Join）] ボタンを送信します。
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