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ユーザ アクセスの概要
次の項目を設定して、Cisco Unified Communications Manager に対するユーザ アクセスを管理し
ます。
• [アクセス制御グループ（Access Control Groups）]
• [ロール（Roles）]
• [ユーザ ランク（User Rank）]

ロールの概要
エンドユーザをプロビジョニングする場合、ユーザにどのようなロールを割り当てるか決定す
る必要があります。ロールはエンドユーザ、アプリケーション ユーザ、またはアクセス制御グ
ループに割り当てることができます。単独のユーザに複数のロールを割り当てることができま
す。
各ロールには、特定のリソースまたはアプリケーションに接続される一連の権限が含まれま
す。たとえば、標準 CCM エンドユーザのロールは、そのロールが割り当てられているユーザ
に、Cisco Unified Communications セルフ ケア ポータルへのアクセス権を提供します。また、
Cisco Unified Communications Manager の管理、Cisco CDR Analysis and Reporting、Dialed Number
Analyzer、CTI インターフェイスなどのリソースへのアクセスを提供するロールを割り当てる
こともできます。特定の設定ウィンドウのようなグラフィカル ユーザ インターフェイスを使
用する大部分のリソースでは、ロールに接続された権限によって、そのウィンドウのデータ、
または関連するウィンドウのグループ内のデータを閲覧したり更新できます。
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ロールの設定と割り当て
標準ロールをユーザに割り当てるか、またはカスタム ロールを作成するかを決定する必要があ
ります。
• 標準ロール：標準ロールとは、Cisco Unified Communications Manager に最初からインストー
ルされている、デフォルトの事前定義のロールです。ロールの権限を編集または変更する
ことはできません。
• カスタム ロール：カスタム ロールは自分で作成するロールです。ユーザに割り当てる権
限を含む標準ロールがないときに、カスタム ロールを作成できます。たとえば、標準ロー
ルを割り当てようとしたが、権限の 1 つを変更したい場合、標準ロールの権限をカスタム
ロールにコピーし、そのカスタム ロールで権限を編集できます。
権限のタイプ
各ロールには、特定のリソースに接続される一連の権限が含まれます。リソースに割り当てら
れる権限には 2 種類あります。
• [読み取り（Read）]：読み取り権限では、ユーザはそのリソースの設定を閲覧できますが、
設定を更新することはできません。たとえば、この権限ではユーザが特定の設定ウィンド
ウの設定を閲覧できますが、そのアプリケーションの設定ウィンドウには更新ボタンやア
イコンは表示されません。
• [更新（Update）]：更新権限では、ユーザはそのリソースの設定を変更できます。たとえ
ば、この権限ではユーザが特定の設定ウィンドウで更新を実行できます。
エンドユーザ ロールと管理者ロール
標準 CCM エンドユーザ（Standard CCM End Users）ロールは、Cisco Unified Communications セ
ルフ ケア ポータルへのアクセス権をエンドユーザに提供します。CTI アクセスなどの追加権
限については、標準 CTI 対応（Standard CTI Enabled）ロールなどの追加ロールを割り当てる必
要があります。
標準 CCM 管理ユーザ（Standard CCM Admin Users）ロールは、すべての処理タスクのベース
ロールであり、認証ロールとして機能します。このロールは、Cisco Unified Communications
Manager Administration のユーザ インターフェイスへの管理者アクセスを提供します。Cisco
Unified CM Administration では、このロールを Cisco Unified Communications Manager Administration
にログインするために必要なロールとして定義しています。
関連トピック
標準ロールとアクセス制御グループ （10 ページ）

アクセス制御グループの概要
ロールとともにアクセス制御グループを使用して、同様のアクセス要件のユーザ グループに
ネットワークへのアクセス権限をすばやく指定できます。
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アクセス制御グループは、エンドユーザとアプリケーション ユーザのリストです。類似したア
クセスの必要性を共有するエンド ユーザとアプリケーション ユーザに、必要なロールとアク
セス権限を含むアクセス制御グループを指定できます。エンド ユーザまたはアプリケーション
ユーザをアクセス制御グループに割り当てるためには、ユーザがそのアクセス制御グループの
最小ランク要件を満たしている必要があります。たとえば、ユーザ ランクが 4 であるユーザ
は、最小ランク要件が 4 ～ 10 のアクセス制御グループにのみ割り当てることができます。
システムには、一連の事前定義された標準アクセス制御グループが含まれています。それぞれ
の標準アクセス制御グループには、デフォルトで割り当てられている一連のロールがありま
す。ユーザをそのアクセス制御グループに割り当てると、それらのロールもそのエンド ユーザ
に割り当てられます。
標準アクセス制御グループに割り当てられたロールは編集できません。ただし、カスタマイズ
されたアクセス制御グループを作成し、選択したロールをそのカスタマイズされたアクセス制
御グループに割り当てることができます。
関連トピック
標準ロールとアクセス制御グループ （10 ページ）

ユーザ ランクの概要
ユーザ ランクのアクセス制御では、管理者がエンド ユーザやアプリケーション ユーザに提供
できるアクセス レベルに対する一連の制御を行います。
エンド ユーザやアプリケーション ユーザをプロビジョニングする場合、管理者は各ユーザの
ユーザ ランクを割り当てる必要があります。管理者は、各アクセス制御グループにもユーザ
ランクを割り当てる必要があります。Conttrol グループにアクセスするユーザを追加する場合、
管理者は、ユーザのユーザのランク要件がグループのランク要件を満たしているグループにの
みユーザを割り当てることができます。たとえば、あるエンド ユーザのユーザ ランクが 3 の
場合、3 ～ 10 のユーザ ランクが設定されているアクセス制御グループに割り当てることがで
きます。ただし、管理者は、そのユーザを 1 または 2 のユーザランク要件を持つアクセス制御
グループに割り当てることはできません。
管理者は、[ユーザ順位の設定 ] ウィンドウ内に独自のユーザランク階層を作成し、ユーザをプ
ロビジョニングし、アクセス制御グループを使用して、その階層を使用することができます。
ユーザランクの階層を設定しない場合や、ユーザをプロビジョニングするとき、または conrol
グループにアクセスするときにユーザランクの設定を指定しない場合は、すべてのユーザとア
クセス制御グループにはデフォルトのユーザランク 1 (可能な限り高いランク) が割り当てられ
ます。

ユーザ アクセスの前提条件
エンドユーザをプロビジョニングする前に、次のことを実行します。
• 標準ロールとアクセス制御グループ （10 ページ）：定義済みのロールとアクセス制御グ
ループのリストを確認します。カスタマイズされたロールとグループを設定する必要があ
るかどうかを判断します。
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• ユーザとグループに割り当てるユーザのランクを計画します。

ユーザ アクセスの設定タスク フロー
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 ユーザ ランク階層の設定 （5 ページ） システムのユーザのランク階層を設定し
ます。
ステップ 2 新しいロールを作成する必要がある場合 新しいロールをまったく最初から作成し
は、次のいずれかの方法を使用します。 て設定するには、「作成（Create）」手
順を実行します。新しいロールが既存の
• カスタム ロールの作成 （5 ペー
ロールと同様の権限を持つ場合は、「コ
ジ）
ピー（Copy）」手順を実行します。既
• 既存のロールのコピー （6 ペー
存のロールから新しいロールに権限をコ
ジ）
ピーしてから、新しいロールの権限を編
集します。
ステップ 3 新しいアクセス制御グループを作成する 新しいアクセス制御グループをまったく
必要があるときは、次のいずれかの方法 最初から作成するには、「作成
を使用します。
（Create）」手順を実行します。既存の
アクセス制御グループに新しいアクセス
• アクセス制御グループの作成 （7
制御グループと類似の設定があれば、
ページ）
「コピー（Copy）」手順を実行します。
• アクセス制御グループのコピー
既存のアクセス制御グループから新しい
（8 ページ）
グループに設定をコピーしてから編集で
きます。
ステップ 4 アクセス制御グループへの権限の割り当 新しいアクセス制御グループを作成した
て （9 ページ）
ら、アクセス制御グループにロールを割
り当てます。
ステップ 5 重複する権限ポリシーの設定 （10 ペー 重複するアクセス権限をカバーするに
ジ）
は、エンタープライズ ポリシーを設定
します。これはエンドユーザやアプリ
ケーションのユーザが複数のアクセス制
御グループまたはロールに割り当てら
れ、それぞれが相反する権限設定になっ
ている場合をカバーしています。
関連トピック
標準ロールとアクセス制御グループ （10 ページ）
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ユーザ ランク階層の設定
カスタムのユーザ ランク階層を作成するには、この手順を使用します。

（注）

ユーザ ランク階層を設定しない場合は、すべてのユーザおよびアクセス制御グループに
デフォルトで 1（最高ランク）が割り当てられます。

手順

ステップ 1 Cisco Unified CM Administration から、[ユーザ管理（User Management）] > [ユーザ設定（User
Settings）] > [ユーザランク（User Rank）] を選択します。
ステップ 2 [新規追加（Add New）] をクリックします。
ステップ 3 [ユーザランク（User Rank）] ドロップダウン メニューから、1 ～ 10 のランク設定を選択しま
す。最も高いランクは 1 です。
ステップ 4 [ランク名（Rank Name）] と [説明（Description）] を入力します。
ステップ 5 [保存（Save）] をクリックします。
ステップ 6 ユーザ ランクをさらに追加するには、この手順を繰り返します。
ユーザおよびアクセス制御グループにユーザ ランクを割り当てることで、ユーザをどのグルー
プに割り当てることができるかを制御できます。

カスタム ロールの作成
必要な権限設定を備えたシステム定義のロールがないとき、カスタム ロールを作成します。

ヒント

自分が作成する新しいロールの権限が既存のロールの権限に似ている場合、「既存のロー
ルのコピー （6 ページ）」の手順を実行して、編集可能な新しいロールに既存の権限を
コピーします。

手順

ステップ 1 Cisco Unified CM Administration で、[ユーザ管理（User Management）] > [ユーザ設定（User
Settings）] > [権限（Role）] をクリックします。
ステップ 2 次のいずれかを実行します。
• 新しいロールを作成するには、[新規追加（Add New）] をクリックします。このロールを
関連付ける [アプリケーション（Application）] を選択し、[次へ (Next)] をクリックしま
す。
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• 既存のロールから設定をコピーするには、[検索（Find）] をクリックして、既存のロール
を開きます。[コピー（Copy）] をクリックし、新しいロールの名前を入力します。[OK]
をクリックします。
ステップ 3 このロールの [名前（Name）] と [説明（Description）] を入力します。
ステップ 4 リソースごとに、該当するチェックボックスをオンにします。
• ユーザがリソースの設定を表示できるようにする場合には、[読み取り（Read）] チェック
ボックスをオンにします。
• ユーザがリソースの設定を編集できるようにする場合は、[更新（Update）] チェックボッ
クスをオンにします。
• リソースに対するアクセスを提供しない場合は、両方のチェックボックスをオフにしま
す。
ステップ 5 この権限のページに表示されるすべてのリソースに特権を付与する場合は、[すべてにアクセ
ス権を付与（Grant access to all）] ボタンをクリックし、すべてのリソースから特権を削除する
場合は、[すべてにアクセスを許可しない（Deny access to all）] をクリックします。
（注）

リソースのリストが複数のページにわたって表示される場合、このボタンは、現在の
ページに表示されるリソースに限り適用されます。他のページのリストにあるリソー
スのアクセス権を変更するには、それらのページを表示し、表示されたページでこの
ボタンを使用する必要があります。

ステップ 6 [保存（Save）] をクリックします。

次のタスク
アクセス制御グループの作成 （7 ページ）

既存のロールのコピー
[コピー（Copy）] コマンドを使用すると、既存のロール設定に基づいて、新しいロールを作成
できます。Cisco Unified Communication Manager では、標準ロールを編集できません。ただし、
[コピー（Copy）] コマンドで標準ロールとリソースと権限が同一の新しいロールを作成できま
す。そして自分が作成した新しいロールの権限を編集できます。
手順

ステップ 1 Cisco Unified CM Administration で、[ユーザ管理（User Management）] > [ユーザ設定（User
Settings）] > [ロール（Role）] をクリックします。
ステップ 2 [検索（Find）] をクリックし、コピーするリソースと権限が含まれるロールを選択します。
ステップ 3 [コピー（Copy）] をクリックします。
ステップ 4 新しいロールの名前を入力し、[OK] をクリックします。
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[ロールの設定（Role Configuration）] ウィンドウに新しいロールの設定が表示されます。新し
いロールの権限は、コピーしたロールの権限と同じです。
ステップ 5 新しいロールのリソースのいずれかで、次のようにして権限を編集します。
• [読み取り（Read）] チェックボックスをオンにして、ユーザにリソースの表示を許可しま
す。
• [更新（Update）] チェックボックスをオンにして、ユーザにリソースの編集を許可しま
す。
• リソースへのアクセスを制限するには、両方のチェックボックスをオフにします。
ステップ 6 [保存（Save）] をクリックします。

次のタスク
次のいずれかの方法で新しいアクセス制御グループを作成します。
• アクセス制御グループの作成 （7 ページ）
• アクセス制御グループのコピー （8 ページ）
関連トピック
標準ロールとアクセス制御グループ （10 ページ）

アクセス制御グループの作成
この手順では、新しいアクセス制御グループを作成する必要があります。システム定義アクセ
ス制御グループが導入環境のニーズを満たさない場合、新しいアクセス制御グループを作成す
る必要があります。
始める前に
新しいロールを作成する必要がある場合は、次のいずれかの手順を実行します。
• カスタム ロールの作成 （5 ページ）
• 既存のロールのコピー （6 ページ）
手順

ステップ 1 Cisco Unified CM Administration で、[ユーザ管理（User Management）] > [ユーザ設定（User
Settings）] > [アクセス制御グループ（Access Control Group）] を選択します。
ステップ 2 [新規追加（Add New）] をクリックします。
ステップ 3 [名前（Name）] にアクセス制御グループの名前を入力します。
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ステップ 4 [ユーザで利用できるユーザランク（Available for Users with User Rank as）] ドロップダウンか
ら、このグループに割り当てる、ユーザの最低ランクを選択します。デフォルトのユーザ ラン
クは 1 です。
ステップ 5 [保存（Save）] をクリックします。

次のタスク
アクセス制御グループへの権限の割り当て （9 ページ）

アクセス制御グループのコピー
既存のアクセス制御グループから設定をコピーして、カスタム アクセス制御グループを作成し
ます。既存のアクセス制御グループをコピーすると、システムにより、新しいアクセス制御グ
ループにすべての設定（割り当てた権限やユーザを含む）がコピーされます。ただし、デフォ
ルトのアクセス制御グループとは異なり、カスタム アクセス制御グループに割り当てられた権
限は編集できます。
始める前に
新しい権限を作成する必要がある場合、次のステップのいずれかを実行します。
• カスタム ロールの作成 （5 ページ）
• 既存のロールのコピー （6 ページ）
手順

ステップ 1 Cisco Unified CM Administration で、[ユーザ管理（User Management）] > [ユーザ設定（User
Settings）] > [アクセス制御グループ（Access Control Group）] を選択します。
ステップ 2 [検索（Find）] をクリックして、設定をコピーする対象のアクセス制御グループを選択します。
ステップ 3 [コピー（Copy）] をクリックします。
ステップ 4 新しいアクセス制御グループの名前を入力し、[OK] をクリックします。
ステップ 5 [ユーザで利用できるユーザランク（Available for Users with User Rank as）] ドロップダウンか
ら、このグループに割り当てる、ユーザの最低ランクを選択します。
ステップ 6 [保存（Save）] をクリックします。

次のタスク
アクセス制御グループへの権限の割り当て （9 ページ）
関連トピック
標準ロールとアクセス制御グループ （10 ページ）
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LDAP ユーザのアクセス制御グループの割り当て
ローカル ユーザのアクセス制御グループの割り当て

アクセス制御グループへの権限の割り当て
作成したすべての新しいアクセス制御グループに権限を割り当てます。既存のグループからア
クセス制御グループをコピーした場合、権限の削除が必要になることもあります。

（注）

デフォルトで設定されている標準アクセス制御グループの権限の割り当てはいずれも編
集できません。

始める前に
新しいアクセス制御グループを作成するには、次のタスクのいずれかを実行します。
• アクセス制御グループの作成 （7 ページ）
• アクセス制御グループのコピー （8 ページ）
手順

ステップ 1 Cisco Unified CM Administration で、[ユーザ管理（User Management）] > [ユーザ設定（User
Settings）] > [アクセス制御グループ（Access Control Group）] を選択します。
ステップ 2 [検索（Find）] をクリックし、アクセス制御グループを選択します。
ステップ 3 [関連リンク（Related Links）] ドロップダウン リスト ボックスで、[アクセス制御グループへ
の権限の割り当て（Assign Role to Access Control Group）] を選択し、[移動（Go）] をクリック
します。
ステップ 4 権限を割り当てる必要がある場合は、以下の手順に従います。
a)

[グループにロールを割り当て（Assign Role to Group）] をクリックします。

b) [権限の検索と一覧表示（Find and List Roles）] ウィンドウで、グループに割り当てる権限
のチェックボックスをオンにします。
c)

[選択項目の追加（Add Selected）] をクリックします。

ステップ 5 権限を削除する必要がある場合は、以下の手順に従います。
a)

[ロール（Role）] リスト ボックスで、削除する権限を強調表示します。

b) [割り当てたロールの削除（Delete Role Assignment）] をクリックします。
ステップ 6 [保存（Save）] をクリックします。

次のタスク
重複する権限ポリシーの設定 （10 ページ）

ユーザ アクセスの設定
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ユーザ アクセスの設定
重複する権限ポリシーの設定

重複する権限ポリシーの設定
アクセス制御グループの割り当てで重複するユーザ権限を Cisco Unified Communication Manager
がどのように処理するのかを設定します。これにより、エンド ユーザが複数のアクセス制御グ
ループに割り当てられ、それぞれのロールとアクセス権限が相反する状況に対応できます。
始める前に
アクセス制御グループへの権限の割り当て （9 ページ）
手順

ステップ 1 Cisco Unified CM Administration で、[システム（System）] > [エンタープライズパラメータ
（Enterprise Parameters）] を選択します。
ステップ 2 [ユーザ管理パラメータ（User Management Parameters）] で、[重複したユーザ グループとロー
ルの実質的なアクセス権（Effective Access Privileges For Overlapping User Groups and Roles）] に
次のいずれかの値を設定します。
• [最大（Maximum）] —実質的な権限は、重複したすべてのアクセス制御グループの最大限
の権限になります。これがデフォルトのオプションです。
• [最小（Minimum）] —実質的な権限は、重複したすべてのアクセス制御グループの最小限
の権限になります。
ステップ 3 [保存（Save）] をクリックします。

標準ロールとアクセス制御グループ
次の表は、Cisco Unified Communications Manager にあらかじめ設定されている標準権限および
アクセス制御グループの概要です。標準権限が持つ特権はデフォルトで設定されています。ま
た、標準権限に関連付けられたアクセス制御グループも、デフォルトで設定されています。
標準権限、および標準権限に関連付けられたアクセス制御グループの両方で、特権または権限
の割り当てを編集できません。
表 1 : 標準権限、特権 およびアクセス制御グループ

標準権限

権限に対する特権およびリソース

関連付けられた標準アクセス制御グ
ループ

標準 AXL API アクセス

AXL データベース API へのアクセス
を許可します。

[標準CCMスーパーユーザー（Standard
CCM Super Users）]

標準AXL APIユーザー

AXL API を実行するログイン権限を付
与します。

ユーザ アクセスの設定
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標準権限

権限に対する特権およびリソース

関連付けられた標準アクセス制御グ
ループ

標準 AXL 読み取り専用 API アクセス AXL 読み取り専用 API（API の一覧表
示、API の取得、SQL Query API の実
行）の実行をデフォルトで許可しま
す。
標準管理 Rep Tool 管理

Cisco Unified Communications Manager 標準 CAR 管理ユーザー、標準 CCM
CDR Analysis and Reporting（CAR）の スーパー ユーザー
表示および設定が可能になります。

標準監査ログ管理

監査ロギング機能の次のタスクを実行 標準監査ユーザー
できます。
• Cisco Unified Serviceability の [監査
ログ設定（Audit Log
Configuration）] ウィンドウでの、
監査ロギングの表示および設定
• Cisco Unified Serviceability でのト
レースの表示と設定、および
Real-Time Monitoring Tool の監査
ログ機能向けトレースの収集
• Cisco Unified Serviceability での
Cisco Audit Event Service の表示、
開始、停止
• RTMT での、関連付けられたア
ラートの表示および更新

標準 CCM 管理ユーザー

Cisco Unified Communications Manager 標準 CCM 管理ユーザー、標準 CCM
Administration へのログイン権限を付与 ゲートウェイ管理、標準 CCM 電話管
します。
理、標準 CCM 読み取り専用、標準
CCM サーバー モニタリング、標準
CCM スーパー ユーザー、標準 CCM
サーバー メンテナンス、標準 パケッ
ト スニファ ユーザー

[標準CCMエンドユーザー（Standard
CCM End Users）]

Cisco Unified Communications セルフケ [標準CCMエンドユーザー（Standard
アポータルにログインする権限をエン CCM End Users）]
ド ユーザーに付与します。

ユーザ アクセスの設定
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標準権限

権限に対する特権およびリソース

関連付けられた標準アクセス制御グ
ループ

標準 CCM 機能管理

Cisco Unified Communications Manager [標準CCMサーバーメンテナンス
Administration で、次のタスクを実行で （Standard CCM Server Maintenance）]
きます。
• 一括管理ツールによる次の項目の
表示、削除、挿入：
• クライアント関連のコードと
強制承認コード
• コール ピックアップ グルー
プ
• Cisco Unified Communications
Manager Administration で、の次の
項目を表示、設定できます。
• クライアント関連のコードと
強制承認コード
• コール パーク
• コール ピックアップ
• ミートミーの番号またはパ
ターン
• メッセージ受信
• Cisco Unified IP Phone サービ
ス
• ボイスメール パイロット、ボ
イスメール ポート ウィザー
ド、ボイスメール ポート、ボ
イスメール プロファイル

標準 CCM ゲートウェイ管理

Cisco Unified Communications Manager 標準 CCM ゲートウェイ管理
Administration で、次のタスクを実行で
きます。
• 一括管理ツールによるゲートウェ
イ テンプレートの表示および設定
• ゲートキーパー、ゲートウェイ、
およびトランクの表示および設定

ユーザ アクセスの設定
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ユーザ アクセスの設定
標準ロールとアクセス制御グループ

標準権限

権限に対する特権およびリソース

関連付けられた標準アクセス制御グ
ループ

標準 CCM 電話管理

Cisco Unified Communications Manager 標準 CCM 電話管理
Administration で、次のタスクを実行で
きます。
• 一括管理ツールによる電話の表示
とエクスポート
• 一括管理ツールによるユーザー デ
バイス プロファイルの表示と挿入
• Cisco Unified Communications
Manager Administration で、次の項
目を表示および設定できます。
• BLF 短縮ダイヤル
• CTI ルート ポイント
• デフォルトデバイスプロファ
イルまたはデフォルト プロ
ファイル
• 電話番号、および回線の状態
• ファームウェア ロード情報
• 電話ボタン テンプレートまた
はソフトキー テンプレート
• 電話機
• [電話の設定（Phone
Configuration）] ウィンドウの
[ボタン項目を変更（Modify
Button Items）] をクリックす
ることによる、特定の電話に
対する電話ボタンの情報の並
べ替え

ユーザ アクセスの設定
13

ユーザ アクセスの設定
標準ロールとアクセス制御グループ

標準権限

権限に対する特権およびリソース

標準 CCM ルート プラン計画管理

Cisco Unified Communications Manager
Administration で、次のタスクを実行で
きます。
• アプリケーション ダイヤル ルー
ルの表示および設定
• コーリング サーチ スペースおよ
びパーティションの表示および設
定
• ダイヤル ルール パターンを含む
ダイヤル ルールの表示および設定
• ハント リスト、ハント パイロッ
ト、回線グループの表示および設
定
• ルート フィルタ、ルート グルー
プ、ルート ハント リスト、ルー
トリスト、ルートパターン、ルー
ト プラン レポートの表示および
設定
• 時間帯およびスケジュールの表示
および設定
• トランスレーション パターンの表
示および設定

ユーザ アクセスの設定
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ユーザ アクセスの設定
標準ロールとアクセス制御グループ

標準権限

権限に対する特権およびリソース

関連付けられた標準アクセス制御グ
ループ

標準 CCM サービス管理

Cisco Unified Communications Manager [標準CCMサーバーメンテナンス
Administration で、次のタスクを実行で （Standard CCM Server Maintenance）]
きます。
• 次の項目を表示および設定できま
す。
• アナンシエータ、会議ブリッ
ジ、トランスコーダ
• オーディオ ソースおよび
MOH サーバー
• メディア リソース グループ
およびメディア リソース グ
ループ リスト
• Media Termination Point; メ
ディア ターミネーション ポ
イント
• Cisco Unified Communications
Manager Assistant ウィザード
• 一括管理ツールの [マネージャの
削除（Delete Managers）]、[マネー
ジャ/アシスタントの削除（Delete
Managers/Assistants）] および [マ
ネージャ/アシスタントの挿入
（Insert Managers/Assistants）] ウィ
ンドウでの表示および設定ができ
ます。

ユーザ アクセスの設定
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標準権限

権限に対する特権およびリソース

標準 CCM システム管理

Cisco Unified Communications Manager 標準CCMサーバメンテナンス
Administration で、次のタスクを実行で （Standard CCM Server Maintenance）
きます。
• 次の項目を表示および設定できま
す。
• 代替ルーティング（AAR）グ
ループの自動化
• Cisco Unified Communications
Manager（Cisco Unified CM）
および Cisco Unified
Communications Manager グ
ループ
• 日時グループ
• デバイス デフォルト
• デバイス プール
• エンタープライズ パラメータ
• エンタープライズ電話の設定
• ロケーション
• Network Time Protocol（NTP）
サーバー
• プラグイン
• Skinny Call Control Protocol
（SCCP）または Session
Initiation Protocol（SIP）を実
行する電話用のセキュリティ
プロファイル、SIP トランク
用のセキュリティ プロファイ
ル
• Survivable Remote Site
Telephony（SRST）の参照
• サーバー
• 一括管理ツールの、[ジョブ スケ
ジューラ（Job Scheduler）] ウィン
ドウでの表示と設定

ユーザ アクセスの設定
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標準ロールとアクセス制御グループ

標準権限

権限に対する特権およびリソース

関連付けられた標準アクセス制御グ
ループ

標準 CCM ユーザー権限管理

Cisco Unified Communications Manager
Administration で、アプリケーション
ユーザの表示および設定を実行できま
す。

標準CCMADMIN管理（Standard
CCMADMIN Administration）

CCMAdmin システムのすべての面を利
用できます。

標準CCMADMIN管理（Standard
CCMADMIN Administration）

Cisco Unified Communications Manager [標準CCMスーパーユーザー（Standard
Administration および一括管理ツールの CCM Super Users）]
すべての項目を表示および設定できま
す。

標準CCMADMIN管理（Standard
CCMADMIN Administration）

Dialed Number Analyzer の情報を表示お
よび設定できます。

標準CCMADMIN読み取り専用
（Standard CCMADMIN Read Only）

すべての CCMAdmin リソースの読み
取りを許可します。

標準CCMADMIN読み取り専用
（Standard CCMADMIN Read Only）

Cisco Unified Communications Manager 標準 CCM ゲートウェイ管理、標準
Administration および一括管理ツールの CCM 電話管理、標準 CCM 読み取り専
項目を表示できます。
用、標準 CCM サーバー メンテナン
ス、標準 CCM サーバー モニタリング

標準CCMADMIN読み取り専用
（Standard CCMADMIN Read Only）

Dialed Number Analyzer で、ルーティン
グ設定の分析ができます。

標準 CCMUSER 管理

Cisco Unified Communications セルフケ 標準CCMエンドユーザ（Standard CCM
アポータルへのアクセスを許可しま
End Users）
す。

標準 CTI 通話モニタリング許可

CTI アプリケーションまたはデバイス 標準 CTI 通話モニタリング許可
でコールをモニターできます。

ユーザ アクセスの設定
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標準権限

権限に対する特権およびリソース

関連付けられた標準アクセス制御グ
ループ

標準 CTI コール パーク モニタリング CTI アプリケーションまたはデバイス 標準 CTI コール パーク モニタリング
許可
でコールパークを使用できます。
許可
重要

開通している回線およびパー
ク回線の最大数は 65,000 を
超えてはなりません。
合計が 65,000 を超える場合
は、アプリケーションユーザ
から Standard CTI Allow Call
Park Monitoring ロールを削除
するか、設定されているパー
ク回線の数を減らします。

標準 CTI 通話録音許可

CTI アプリケーション/デバイスで通話 標準 CTI 通話録音許可
を録音できます。

標準 CTI 発信者番号の変更許可

CTI アプリケーションが発信者番号を 標準 CTI 発信者番号の変更許可
通話中に変更できます。

標準 CTI によるすべてのデバイスの制 CTI で制御可能なすべてのデバイスを 標準 CTI によるすべてのデバイスの制
御
制御できます。
御
標準 CTI 接続された転送と会議をサ
ポートする電話の制御許可

接続された転送および会議をサポート 標準 CTI 接続された転送と会議をサ
するすべての CTI デバイスを制御でき ポートする電話の制御許可
ます。

標準 CTI ロールオーバー モードをサ
ポートする電話の制御許可

ロールオーバー モードをサポートする 標準 CTI ロールオーバー モードをサ
すべての CTI デバイスを制御できま ポートする電話の制御許可
す。

標準 CTI SRTP 重要素材の受信許可

CTI アプリケーションが、SRTP を使 標準 CTI SRTP 重要素材の受信許可
用する重要な素材にアクセスしたり、
その素材を配信したりできるようにし
ます。

標準 CTI 対応

CTI アプリケーションの制御を可能に 標準 CTI 対応
します。

標準 CTI セキュア接続

Cisco Unified Communications Manager 標準 CTI セキュア接続
へのセキュアな CTI 接続が可能になり
ます。

標準CUReporting（Standard
CUReporting）

アプリケーション ユーザーが、さまざ
まなソースからレポートを作成できま
す。

ユーザ アクセスの設定
18

ユーザ アクセスの設定
標準ロールとアクセス制御グループ

標準権限

権限に対する特権およびリソース

関連付けられた標準アクセス制御グ
ループ

標準CUReporting（Standard
CUReporting）

Cisco Unified Reporting での、レポート 標準 CCM 管理ユーザー、標準 CCM
の表示、ダウンロード、作成、および スーパー ユーザー
アップロードができます。

標準 EM 認証プロキシ権限

アプリケーションで使用する Cisco
標準 CCM スーパー ユーザー、標準
Extension Mobility（EM）の認証権限を EM 認証プロキシ権限
管理します。この権限は、（Cisco
Unified Communications Manager
Assistant や Cisco Web Dialer などの）
Cisco Extension Mobility と対話するす
べてのアプリケーション ユーザに必要
です。

標準パケット スニッフィング

Cisco Unified Communications Manager 標準パケット スニファ ユーザー
の管理にアクセスし、パケット スニッ
フィング（キャプチャ）ができます。

標準RealtimeAndTraceCollection
Cisco Unified Serviceability および
標準RealtimeAndTraceCollection
（Standard RealtimeAndTraceCollection） Real-Time Monitoring Tool にアクセス （Standard RealtimeAndTraceCollection）
し、次の項目を表示および使用できま
す。
• Simple Object Access Protocol
（SOAP）Serviceability AXL API
• SOAP コール レコード API
• SOAP 診断ポータル（Analysis
Manager）データベース サービス
• 監査ログ機能のトレースの設定
• トレース収集などの、Real-Time
Monitoring Tool の設定

ユーザ アクセスの設定
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権限に対する特権およびリソース

標準 SERVICEABILITY
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関連付けられた標準アクセス制御グ
ループ
標準 CCM サーバー モニタリング、標
準 CCM スーパー ユーザー
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標準権限

権限に対する特権およびリソース

関連付けられた標準アクセス制御グ
ループ

Cisco Unified Serviceability または
Real-Time Monitoring Tool で、次のウィ
ンドウを表示および設定できます。
• [アラーム設定およびアラーム定義
（Alarm Configuration and Alarm
Definitions）]（Cisco Unified
Serviceability）
• [監査トレース（Audit Trace）]（読
み取りおよび表示のみ可能なマー
クが付けられています）
• SNMP 関連のウィンドウ（Cisco
Unified Serviceability）
• [トレースの設定（Trace
Configuration）] および [トレース
設定のトラブルシューティング
（Troubleshooting of Trace
Configuration）]（Cisco Unified
Serviceability）
）
• ログ パーティションのモニタリン
グ
• [アラートの設定（Alert
Configuration）]（RTMT）、[プロ
ファイルの設定（Profile
Configuration）]（RTMT）、およ
び [トレース収集（Trace
Collection）]（RTMT）
SOAP Serviceability AXL API、SOAP
Call Record API、および SOAP 診断ポー
タル（Analysis Manager）データベース
サービスを表示および使用できます。
SOAP コールレコード API について
は、RTMT Analysis Manager Call Record
の権限が、このリソースを介して制御
されます。
SOAP 診断ポータル データベース サー
ビスについては、RTMT Analysis
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関連付けられた標準アクセス制御グ
ループ

Manager Hosting Database アクセスが、
このリソースを介して制御されます。
標準 SERVICEABILITY 管理

有用性の管理者は、Cisco Unified
Communications Manager の管理に表示
されるプラグイン ウィンドウにアクセ
スでき、このウィンドウからプラグイ
ンをダウンロードできます。

標準SERVICEABILITY管理（Standard Dialed Number Analyzer の有用性をすべ
SERVICEABILITY Administration）
ての面で管理できます。
標準SERVICEABILITY管理（Standard Cisco Unified Serviceability および
SERVICEABILITY Administration）
Real-Time Monitoring Tool のすべての
ウィンドウを表示および設定できます
（[監査トレース（Audit Trace）] では
表示のみ可能です）。
すべての SOAP Serviceability AXL API
を表示および使用できます。
標準SERVICEABILITY読み取り専用
（Standard SERVICEABILITY Read
Only）

Dialed Number Analyzer のコンポーネン 標準 CCM 読み取り専用
トで使用する有用性に関するすべての
データを表示できます。

標準SERVICEABILITY読み取り専用
（Standard SERVICEABILITY Read
Only）

Cisco Unified Serviceability および
Real-Time Monitoring Tool で、設定を
表示できます。（標準監査ログ管理の
権限により表示される監査設定ウィン
ドウは除きます）
SOAP Serviceability AXL API、SOAP
Call Record API、および SOAP 診断ポー
タル（Analysis Manager）データベース
サービスをすべて表示できます。

標準システム サービス管理

Cisco Unified Serviceability で、サービ
スを表示、アクティベート、開始、お
よび停止できます。

標準 SSO 設定管理

SAML SSO の設定をすべての面で管理
できます。

標準機密アクセス レベル ユーザー

すべての機密アクセス レベル ページ
にアクセスできます。

ユーザ アクセスの設定
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標準 Cisco Call Manager 管理

ユーザ アクセスの設定
標準ロールとアクセス制御グループ

標準権限

権限に対する特権およびリソース

関連付けられた標準アクセス制御グ
ループ

標準 CCMADMIN 管理

CCMAdmin システムをすべての面で管 標準 Cisco Unified CM IM およびプレゼ
理できます。
ンスの管理

標準CCMADMIN読み取り専用
（Standard CCMADMIN Read Only）

すべての CCMAdmin リソースの読み
取りを許可します。

標準CUReporting（Standard
CUReporting）

アプリケーション ユーザーが、さまざ 標準 Cisco Unified CM IM &amp;
まなソースからレポートを作成できま Presenceのレポーティング
す。

標準 Cisco Unified CM IM およびプレゼ
ンスの管理

ユーザ アクセスの設定
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ユーザ アクセスの設定
標準ロールとアクセス制御グループ

ユーザ アクセスの設定
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翻訳について
このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては
、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている
場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい
ては米国サイトのドキュメントを参照ください。

