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•電話の管理のタスク（1ページ）

電話管理の概要
この章では、ネットワーク内の電話を管理する方法について説明します。このトピックでは、

新しい電話の追加、既存の電話の別のユーザへの移動、電話のロック、電話のリセットなどの

タスクについて説明します。

電話の管理のタスク

手順

目的コマンドまたはアクション

エンドユーザに新しい電話を追加し、

ユニバーサルデバイステンプレートを

割り当てます。

デバイステンプレートを使用した新規

電話の追加（2ページ）
ステップ 1

設定されている電話を異なるエンドユー

ザに移動します。

既存の電話機の移動（3ページ）ステップ 2

特定のデバイスを検索するか、または

ユーザが現在ログイン中のすべてのデバ

イスを一覧表示します。

現在ログイン中のデバイスの検索（3
ページ）

ステップ 3

特定のデバイスを検索するか、または

ユーザがリモートログイン中のすべて

のデバイスを一覧表示します。

リモートログインデバイスの検索（4
ページ）

ステップ 4
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目的コマンドまたはアクション

一部の電話はリモートロックできます。

リモートロックされた電話は、ロック

解除するまで使用できません。

電話のリモートロック（5ページ）ステップ 5

電話を工場出荷時の設定にリセットしま

す。

電話を工場出荷時の初期状態にリセット

（6ページ）
ステップ 6

リモートロックされたデバイス、また

は工場出荷時設定にリモートリセット

されたデバイスを検索します。

ロックされたデバイスまたはリセットさ

れたデバイスの検索（7ページ）
ステップ 7

電話の LSC有効期限ステータスを検索
し、CAPFレポートを生成します。

電話の LSCステータスの表示および
CAPFレポートの生成（8ページ）

ステップ 8

デバイステンプレートを使用した新規電話の追加

次の手順を実行して、エンドユーザの新しい電話を追加します。

始める前に

電話を追加するエンドユーザに、ユニバーサルデバイステンプレートを含むユーザプロファ

イルが設定されています。Cisco Unified Communications Managerでは、ユニバーサルデバイス
テンプレートの設定を使用して電話を設定します。

•エンドユーザ管理タスク

手順

ステップ 1 [Cisco Unified CMの管理（Cisco Unified CM Administration）]で、[ユーザ管理（User
Management）]> [ユーザ/電話の追加（User/PhoneAdd）]> [ユーザ/電話のクイック追加（Quick
User/Phone Add）]を選択します。

ステップ 2 [検索（Find）]をクリックして、新しい電話を追加するエンドユーザを選択します。

ステップ 3 [デバイスの管理（Manage Devices）]ボタンをクリックします。
[デバイスの管理（Manage Devices）]ウィンドウが表示されます。

ステップ 4 [電話の新規追加（Add New Phone）]をクリックします。
[ユーザに電話を追加（Add Phone to User）]ポップアップが表示されます。

ステップ 5 [製品タイプ（Product Type）]ドロップダウンリストから、電話モデルを選択します。

ステップ 6 [デバイスプロトコル（Device Protocol）]ドロップダウンから、SIPまたは SCCPをプロトコ
ルとして選択します。

ステップ 7 [デバイス名（DeviceName）]テキストボックスで、デバイスのMACアドレスを入力します。

ステップ 8 [ユニバーサルデバイステンプレート（Universal Device Template）]ドロップダウンリストか
ら、ユニバーサルデバイステンプレートを選択します。
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ステップ 9 電話で拡張モジュールがサポートされている場合は、導入する拡張モジュールの数を入力しま

す。

ステップ 10 エクステンションモビリティを使用して電話にアクセスする場合は、[エクステンションモビ
リティを使用（In Extension Mobility）]チェックボックスをオンにします。

ステップ 11 [電話の追加（Add Phone）]をクリックします。
[電話の新規追加（Add New Phone）]ポップアップが閉じます。Cisco Unified Communications
Managerにより、ユーザに電話が追加され、ユニバーサルデバイステンプレートを使用して
電話が設定されます。

ステップ 12 電話の設定に追加の編集を行う場合は、該当する鉛筆アイコンをクリックして、[電話の設定
（Phone Configuration）]ウィンドウで電話を開きます。

既存の電話機の移動

設定されている電話機をエンドユーザに移動するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Cisco Unified CMの管理（Cisco Unified CM Administration）]で、[ユーザ管理（User
Management）]> [ユーザ/電話の追加（User/PhoneAdd）]> [ユーザ/電話のクイック追加（Quick
User/Phone Add）]を選択します。

ステップ 2 [検索（Find）]をクリックして、既存の電話を移動するユーザを選択します。

ステップ 3 [デバイスの管理（Manage Devices）]ボタンをクリックします。

ステップ 4 [このユーザに移動する電話の検索（Find a Phone to Move To This User）]ボタンをクリックし
ます。

ステップ 5 このユーザに移動する電話を選択します。

ステップ 6 [選択項目の移動（Move Selected）]をクリックします。

現在ログイン中のデバイスの検索

Cisco Extension Mobility機能と Cisco Extension Mobility Cross Cluster機能により、ユーザが現在
ログインしているデバイスの記録が維持されます。Cisco Extension Mobility機能では、現在ロ
グイン中のデバイスのレポートでローカルユーザが現在ログインしているローカル電話が追跡

され、Cisco ExtensionMobility Cross Cluster機能では、現在ログイン中のデバイスのレポートで
リモートユーザが現在ログインしているローカル電話が追跡されます。

Cisco Unified Communications Managerには、ユーザがログインしているデバイスを検索するた
めの特定の検索ウィンドウがあります。特定のデバイスを検索する場合、またはユーザが現在

ログインしているすべてのデバイスを一覧表示する場合は、次の手順に従います。
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手順

ステップ 1 [デバイス（Device）] > [電話（Phone）]の順に選択します。

ステップ 2 右上隅にある [関連リンク（Related Links）]ドロップダウンリストから [現在ログイン中のデ
バイスのレポート（Actively Logged In Device Report）]を選択し、[移動（Go）]をクリックし
ます。

ステップ 3 データベース内で現在ログイン中のデバイスのレコードをすべて検索するには、ダイアログ
ボックスが空であることを確認して、ステップ 4に進みます。

レコードをフィルタリングまたは検索するには、

a) 最初のドロップダウンリストボックスで、検索パラメータを選択します。
b) 2番目のドロップダウンリストボックスで、検索パターンを選択します。
c) 必要に応じて、適切な検索テキストを指定します。

検索条件をさらに追加するには、[+]ボタンをクリックします。条件を追加する
と、指定した条件をすべて満たしているレコードが検索されます。条件を削除す

る場合、最後に追加した条件を削除するには、[-]ボタンをクリックします。追加
した検索条件をすべて削除するには、[フィルタのクリア（Clear Filter）]ボタン
をクリックします。

（注）

ステップ 4 [検索（Find）]をクリックします。

条件を満たしているレコードがすべて表示されます。1ページあたりの項目の表示件数を変更
するには、[ページあたりの行数（Rows per Page）]ドロップダウンリストボックスで別の値
を選択します。

ステップ 5 レコードのリストから、表示するレコードへのリンクをクリックします。

ソートの順番を逆にするには、リストのヘッダーにある上向き矢印または下向き矢印

をクリックします。

（注）

ウィンドウに選択した項目が表示されます。

リモートログインデバイスの検索

Cisco Extension Mobility Cross Cluster機能により、ユーザがリモートログインしているデバイ
スのレコードが維持されます。リモートログインデバイスのレポートでは、他のクラスタに

より所有されているが、EMCC機能を使用するローカルユーザが現在ログインしている電話
が追跡されます。

Cisco Unified Communications Managerには、ユーザがリモートログインしているデバイスを検
索するための特定の検索ウィンドウがあります。特定のデバイスを検索する場合、またはユー

ザがリモートログインしているすべてのデバイスを一覧表示する場合は、次の手順に従いま

す。
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手順

ステップ 1 [デバイス（Device）] > [電話（Phone）]の順に選択します。

ステップ 2 右上隅にある [関連リンク（Related Links）]ドロップダウンリストから [リモートログインデ
バイス（Remotely Logged In Device）]を選択し、[移動（Go）]をクリックします。

ステップ 3 データベース内でリモートログインデバイスレコードをすべて検索するには、ダイアログボッ
クスが空であることを確認して、ステップ 4に進みます。

レコードをフィルタリングまたは検索するには、

a) 最初のドロップダウンリストボックスで、検索パラメータを選択します。
b) 2番目のドロップダウンリストボックスで、検索パターンを選択します。
c) 必要に応じて、適切な検索テキストを指定します。

検索条件をさらに追加するには、[+]ボタンをクリックします。条件を追加する
と、指定した条件をすべて満たしているレコードが検索されます。条件を削除す

る場合、最後に追加した条件を削除するには、[-]ボタンをクリックします。追加
した検索条件をすべて削除するには、[フィルタのクリア（Clear Filter）]ボタン
をクリックします。

（注）

ステップ 4 [検索（Find）]をクリックします。

条件を満たしているレコードがすべて表示されます。1ページあたりの項目の表示件数を変更
するには、[ページあたりの行数（Rows per Page）]ドロップダウンリストボックスで別の値
を選択します。

ステップ 5 レコードのリストから、表示するレコードへのリンクをクリックします。

ソートの順番を逆にするには、リストのヘッダーにある上向き矢印または下向き矢印

をクリックします。

（注）

ウィンドウに選択した項目が表示されます。

電話のリモートロック

一部の電話はリモートロックできます。リモートロックされた電話は、ロック解除するまで

使用できません。

電話でリモートロック機能がサポートされている場合は、右上隅に [ロック（Lock）]ボタン
が表示されます。

手順

ステップ 1 [デバイス（Device）] > [電話（Phone）]の順に選択します。
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ステップ 2 特定の電話を見つけるため、[電話の検索/一覧表示（Find and List Phones）]ウィンドウで、検
索条件を入力して [検索（Find）]をクリックします。

検索基準に一致する電話のリストが表示されます。

ステップ 3 リモートロックを実行する電話を選択します。

ステップ 4 [電話の設定（Phone Configuration）]ウィンドウで [ロック（Lock）]をクリックします。

未登録の電話の場合、電話が次回登録される時点でロックされることを通知するポップアップ

ウィンドウが表示されます。[ロック（Lock）]をクリックします。

[デバイスのロック/ワイプのステータス（Device Lock/Wipe Status）] セクションが表示され、
最新の要求に関する情報、この要求が保留中であるかどうか、および最新の確認応答が表示さ

れます。

電話を工場出荷時の初期状態にリセット

一部の電話ではリモートワイプ機能がサポートされています。電話をリモートワイプすると、

電話が工場出荷時の設定にリセットされます。それまでに電話に保存されていたすべてのデー

タは消去されます。

電話でリモートワイプ機能がサポートされている場合は、右上隅に [ワイプ（Wipe）]ボタン
が表示されます。

この操作は取り消すことができません。この操作は、電話を工場出荷時の設定にリセットする

ことが確実である場合にだけ実行してください。

注意

手順

ステップ 1 [デバイス（Device）] > [電話（Phone）]の順に選択します。

ステップ 2 特定の電話を見つけるため、[電話の検索/一覧表示（Find and List Phones）]ウィンドウで、検
索基準を入力して [検索（Find）]をクリックします。

検索基準に一致する電話のリストが表示されます。

ステップ 3 リモートワイプを実行する電話を選択します。

ステップ 4 [電話の設定（Phone Configuration）]ウィンドウで [ワイプ（Wipe）]をクリックします。

未登録の電話の場合、電話が次回登録される時点でワイプされることを通知するポップアップ

ウィンドウが表示されます。[ワイプ（Wipe）]をクリックします。

[デバイスのロック/ワイプのステータス（Device Lock/Wipe Status）] セクションが表示され、
最新の要求に関する情報、この要求が保留中であるかどうか、および最新の確認応答が表示さ

れます。

電話の管理
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ロックされたデバイスまたはリセットされたデバイスの検索

リモートロックされたデバイス、または工場出荷時設定にリモートリセットされたデバイス

を検索できます。特定のデバイスを検索する場合、またはリモートロックまたはリモートワ

イプされたすべてのデバイスを一覧表示する場合は、次の手順に従います。

手順

ステップ 1 [デバイス（Device）] > [電話（Phone）]の順に選択します。

[電話の検索と一覧表示（Find and List Phones）]ウィンドウが表示されます。このウィンドウ
には、アクティブな（以前の）クエリーのレコードも表示されることがあります。

ステップ 2 ウィンドウの右上隅にある [関連リンク（Related Links）]ドロップダウンリストから [電話の
ロック/ワイプレポート（Phone Lock/Wipe Report）]を選択し、[移動（Go）]をクリックしま
す。

ステップ 3 データベース内でリモートロックデバイスまたはリモートワイプデバイスのレコードをすべ
て検索するには、テキストボックスが空であることを確認して、ステップ 4に進みます。

特定デバイスのレコードをフィルタリングまたは検索するには、次の手順に従います。

a) 1番目のドロップダウンリストボックスで、検索するデバイス操作タイプを選択します。
b) 2番目のドロップダウンリストボックスで、検索パラメータを選択します。
c) 3番目のドロップダウンリストボックスで、検索パターンを選択します。
d) 必要に応じて、適切な検索テキストを指定します。

検索条件をさらに追加するには、[+]ボタンをクリックします。条件を追加する
と、指定した条件をすべて満たしているレコードが検索されます。条件を削除す

る場合、最後に追加した条件を削除するには、[-]ボタンをクリックします。追加
した検索条件をすべて削除するには、[フィルタのクリア（Clear Filter）]ボタン
をクリックします。

（注）

ステップ 4 [検索（Find）]をクリックします。

条件を満たしているレコードがすべて表示されます。1ページあたりの項目の表示件数を変更
するには、[ページあたりの行数（Rows per Page）]ドロップダウンリストボックスで別の値
を選択します。

ステップ 5 レコードのリストから、表示するレコードへのリンクをクリックします。

ソートの順番を逆にするには、リストのヘッダーにある上向き矢印または下向き矢印

をクリックします。

（注）

ウィンドウに選択した項目が表示されます。
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電話の LSCステータスの表示および CAPFレポートの生成
この手順を使用して、Cisco Unified Communications Managerインタフェース内からローカルで
有効な証明書（LSC）の有効期限情報を監視します。次の検索フィルタは、LSC情報を表示し
ます。

• [LSC有効期日（LSC Expires）]：電話の LSC有効期日を表示します。

• [LSC発行元（LSC Issued By）]：発行元の名前を表示します。これは、CAPFまたはサー
ドパーティのいずれかです。

• [LSC発行元の有効期日（LSC Issuer Expires By）]：発行元の有効期日を表示します。

新しいデバイスに LSCが発行されていない場合、[LSC有効期日（LSC Expires）]および [LSC
発行元の有効期日（LSC Issuer Expires by）]フィールドのステータスは [該当なし（NA）]「」
に設定されます。

Cisco Unified CommunicationsManager 11.5(1)へのアップグレード前に LSCがデバイスに発行さ
れた場合は、[LSC有効期日（LSCExpires）]および [LSC発行元の有効期日（LSC Issuer Expires
by）]フィールドのステータスは [不明（Unknown）]「」に設定されます。

（注）

手順

ステップ 1 [デバイス（Device）] > [電話（Phone）]の順に選択します。

ステップ 2 [電話の検索条件（Find Phone where）]の最初のドロップダウンリストから、次の基準の 1つ
を選択します。

• LSC有効期日（LSC Expires）

• LSC発行元（LSC Issued By）

• LSC発行元の有効期日（LSC Issuer Expires by）

[電話の検索条件（Find Phone where）]の 2番目のドロップダウンリストから、次の基準の 1
つを選択します。

•が次の日付より前（is before）
•が次の文字列と等しい（is exactly）
•が次の日付より後（is after）
•が次の文字列で始まる（begins with）
•が次の文字列を含む（contains）
•が次の文字列で終わる（ends with）
•が次の文字列と等しい（is exactly）
•が空である（is empty）
•が空ではない（is not empty）
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ステップ 3 [検索（Find）]をクリックします。
検出された電話の一覧が表示されます。

ステップ 4 [関連リンク（RelatedLinks）]ドロップダウンリストから [ファイルでのCAPFレポート（CAPF
Report in File）]を選択し、[移動（Go）]をクリックします。
レポートがダウンロードされます。
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