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クレデンシャル ポリシーの概要
クレデンシャル ポリシーは、Cisco Unified Communications Manager 内のリソースの認証プロセ
スを制御します。クレデンシャル ポリシーは、失敗したログイン試行、エンド ユーザ パスワー
ドの有効期限とロックアウト期間、エンドユーザ PIN、アプリケーション ユーザ パスワード
などのパスワード要件とアカウント ロックアウトの詳細を定義します。クレデンシャル ポリ
シーは、すべてのエンド ユーザ PIN などの特定のクレデンシャル タイプのすべてのアカウン
トに広く割り当てることも、特定のアプリケーション ユーザやエンド ユーザ用にカスタマイ
ズすることもできます。
クレデンシャル タイプ
[クレデンシャル ポリシー設定（Credential Policy Configuration）] で、新しいクレデンシャル ポ
リシーを設定し、次の 3 つのクレデンシャル タイプのそれぞれのデフォルト クレデンシャル
ポリシーとして新しいポリシーを適用できます。
• エンド ユーザ PIN
• エンド ユーザ パスワード
• アプリケーション ユーザ パスワード
また、特定のエンド ユーザ PIN、エンド ユーザ パスワード、またはアプリケーション ユーザ
パスワードにクレデンシャル ポリシーを適用することもできます。
LDAP 認証が有効になっている場合のログイン情報ポリシー
社内ディレクトリで LDAP 認証用にシステムが設定されている場合は、次の条件を実行しま
す。
• LDAP 認証が有効になっている場合、ログイン情報ポリシーはエンドユーザパスワードに
適用されません。
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• ログイン情報ポリシーは、LDAP 認証が有効になっているかどうかに関係なく、エンド
ユーザの PIN とアプリケーション ユーザ パスワードに適用されます。これらのパスワー
ドタイプは、ローカル認証を使用します。

（注）

クレデンシャル ポリシーは、オペレーティング システムのユーザまたは CLI のユーザに
は適用されません。オペレーティング システムの管理者は、オペレーティング システム
でサポートされている標準のパスワード検証手順を使用します。

単純なパスワード
単純なパスワードと PIN を確認するようにシステムを設定できます。単純なパスワードとは、
ABCD や 123456 といった容易に推測できるパスワードなどで、これらは簡単にハッキングで
きるクレデンシャルです。
単純でないパスワードは、次の要件を満たしています。
• 大文字、小文字、数字、記号の 4 種類の文字のうち 3 種類を含んでいる。
• 3 回以上連続して同じ文字や数字を使用していない。
• 繰り返しや、エイリアス、ユーザ名、内線番号を含んでいない。
• 連続する文字または数字で構成されていない。たとえば、654321 または ABCDEFG など
のパスワードは許容されません。
PIN には、数字（0 ～ 9）のみを使用できます。単純でない PIN は、次の条件を満たすものと
します。
• 3 回以上連続して同じ数字を使用していない。
• 繰り返しや、ユーザの内線番号、メールボックス、またはユーザの反転させた内線番号や
メールボックスを含んでいない。
• 3 つの異なる数字を含んでいる。たとえば、121212 などの PIN は単純です。
• ユーザの姓または名の数字表現（たとえば、名前によるダイヤル）が使用されていない。
• たとえば、408408 などの複数の数字の繰り返しや、2580、159、753 などのキーパッド上
で直線上にあるダイヤルのパターンを含んでいない。
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手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 クレデンシャル ポリシーの設定 （3
ページ）

目的
エンド ユーザとアプリケーション ユー
ザにクレデンシャル ポリシーを設定し
ます。

ステップ 2 クレデンシャル ポリシーのデフォルト 3 つのクレデンシャル タイプのいずれか
クレデンシャルの設定 （4 ページ）
（エンド ユーザ パスワードとアプリ
ケーション ユーザ）にデフォルトのク
レデンシャル ポリシーとして設定され
ているクレデンシャル ポリシーを適用
します。デフォルトのクレデンシャル
ポリシーは、新規にプロビジョニングさ
れたユーザのクレデンシャル タイプに
デフォルトで適用されます。
関連トピック
エンド ユーザへのクレデンシャル ポリシーの適用

クレデンシャル ポリシーの設定
エンド ユーザの PIN またはパスワードなどの特定のクレデンシャル タイプに一致するすべて
のクレデンシャルのデフォルトのクレデンシャル ポリシーとして適用可能なクレデンシャル
ポリシーを設定します。

（注）

CTI アプリケーションユーザーに対して、クレデンシャル ポリシー設定の下の [許可され
る非アクティブ日数] パラメータが 0 に設定されていることを確認します。そうしない
と、アプリケーションユーザーが予期せず非アクティブになり、再起動後に CTI アプリ
ケーションが Unified CM に接続できないことがあります。

手順

ステップ 1 Cisco Unified CM Administration から、[ユーザの管理（User Management）] > [ユーザ設定（User
Settings）] > [クレデンシャルポリシー（Credential Policy）] を選択します。
ステップ 2 次のいずれかの手順を実行します。
• [検索（Find）] をクリックし、既存のクレデンシャル ポリシーを選択します。
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• [新規追加（Add New）] をクリックして、新しいクレデンシャル ポリシーを作成します。
ステップ 3 [クレデンシャル ポリシーの設定（Credential Policy Configuration）] ウィンドウの各フィールド
に入力します。フィールドとその設定の詳細については、オンライン ヘルプを参照してくださ
い。
ステップ 4 [保存（Save）] をクリックします。

次のタスク
クレデンシャル ポリシーのデフォルト クレデンシャルの設定 （4 ページ）

クレデンシャル ポリシーのデフォルト クレデンシャルの設定
クレデンシャル ポリシーのデフォルト クレデンシャルを設定するには、次の手順を実行しま
す。ユーザが次のログインで変更する必要がある一時的なパスワードを割り当てるために、デ
フォルト クレデンシャルを割り当てることができます。
始める前に
クレデンシャル ポリシーの設定 （3 ページ）
手順

ステップ 1 Cisco Unified CM Administration で、[ユーザの管理（User Management）] > [ユーザ設定（User
Settings）] > [クレデンシャルポリシーデフォルト（Credential Policy Default）] を選択します。
ステップ 2 [クレデンシャル ポリシー（Credential Policy）] ドロップダウン リスト ボックスから、このグ
ループのクレデンシャル ポリシーを選択します。
ステップ 3 [クレデンシャルの変更（Change Credential）] と [クレデンシャルの確認（Confirm Credential）]
の両方にパスワードを入力します。
ステップ 4 このクレデンシャルをユーザに変更させない場合は、[ユーザは変更不可（User Cannot Change）]
チェックボックスをオンにします。
ステップ 5 ユーザが次のログイン時に変更する必要がある、一時的なクレデンシャルを設定する場合は、
[次回ログイン時に変更必要（User Must Change at Next Login）] チェックボックスをオンにしま
す。
（注）

このボックスをオンにすると、ユーザはパーソナル ディレクトリ サービスを使用し
て PIN を変更できなくなることに注意してください。

ステップ 6 クレデンシャルの期限を設定しない場合は、[有効期限なし（Does Not Expire）] チェックボッ
クスをオンにします。
ステップ 7 [保存（Save）] をクリックします。
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次のタスク
特定のエンドユーザまたは PIN にクレデンシャル ポリシーを適用する場合：
• エンド ユーザへのクレデンシャル ポリシーの適用
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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。

