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エンド ユーザの手動プロビジョニングの概要
LDAP ディレクトリからエンド ユーザをインポートしていない場合は、次のいずれかの方法を
使用して、Unified Communications Manager データベースにエンド ユーザを追加することがで
きます。
• 一括管理ツールを使用し、インポートをする
• 手動で新しいユーザを追加する

エンドユーザプロビジョニングの手動での前提条件
エンドユーザをインポートする前に、エンドユーザのロール、アクセス制御グループ、クレデ
ンシャル ポリシーを計画して設定します。
• ユーザ アクセスの設定タスク フロー
• クレデンシャル ポリシーの設定タスク フロー

バルク管理を使用してエンドユーザをインポートする
一括管理ツールを使用して、多数のエンド ユーザ、電話、およびポートのインポートや更新を
含め、Cisco Unified Communications Manager データベースに対する、大量のトランザクション
を単一のプロセスで実行できます。バルク管理ツールを使用すると、エンドユーザのリストと
エンドユーザの設定をCSVファイルからデータベースにインポートできます。
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エンドユーザの手動設定
エンド ユーザの手動設定タスク フロー

一括管理ツールを使用してエンド ユーザをインポートする方法の詳細については、『Cisco
Unified Communications Manager 一括管理ガイド』を参照してください。

エンド ユーザの手動設定タスク フロー
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 新規エンド ユーザの追加 （2 ページ） データベースに新しいエンド ユーザを
手動で追加します。
ステップ 2 アクセス制御グループへのエンド ユー 必要な権限を備えたアクセス制御グルー
ザの割り当て （3 ページ）
プをプロビジョニングするローカル エ
ンド ユーザを割り当てます。ローカル
ユーザには、手動でプロビジョニングす
るエンド ユーザと、一括管理ツールを
使用してインポートするエンド ユーザ
が含まれます。ローカル ユーザには、
エンドユーザ設定で「アクティブ ロー
カル ユーザ」のユーザ ステータスがあ
ります。
ステップ 3 エンド ユーザへのクレデンシャル ポリ （省略可）デフォルトのクレデンシャル
シーの適用 （4 ページ）
ポリシーが、このエンドユーザに適用で
きるかどうかを確認します。適用できな
ければ、エンドユーザ PIN またはパス
ワードにクレデンシャル ポリシーを適
用します。
ステップ 4 ローカル エンドユーザへの機能グルー エンドユーザに機能グループテンプレー
プ テンプレートの割り当て （4 ペー
トを割り当てます。機能グループ テン
ジ）
プレートを割り当てると、システムはエ
ンドユーザにその機能グループ テンプ
レートに関連付けられているユーザ プ
ロファイル、サービス プロファイル、
ユニバーサル回線とデバイステンプレー
ト、セルフプロビジョニング設定を割り
当てます。

新規エンド ユーザの追加
Cisco Unified Communications Manager のデータベースに新しいエンドユーザを手動で追加する
には、次の手順を使用します。
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エンドユーザの手動設定
アクセス制御グループへのエンド ユーザの割り当て

手順

ステップ 1 Cisco Unified CM Administration で、[ユーザの管理（User Management）] > [エンドユーザ（End
User）] 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 ユーザのユーザIDと苗字を入力します。
ステップ 4 ドロップダウンリストでユーザ名を選択します。
ステップ 5 [エンド ユーザ設定（End User Configuration）] ウィンドウのフィールドを設定します。フィー
ルドの説明については、オンライン ヘルプを参照してください。
ステップ 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エンド ユーザの割り当て （3 ページ）

アクセス制御グループへのエンド ユーザの割り当て
プロビジョニングされたユーザーをアクセス制御グループに割り当てるには、この手順を使用
します。LDAP 同期中にアクセス制御グループに割り当てた LDAP 同期ユーザに、次の手順を
使用して追加のアクセス制御グループを割り当てることができます。この手順は、LDAP 同期
設定に共通のアクセス制御グループがあっても、一部のユーザに権限に応じた追加のアクセス
制御グループを割り当てる必要がある場合に便利です。
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）] > [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 [グループにエンド ユーザを追加（Add End Users to Group）] をクリックします。
ステップ 4 [ユーザの検索と一覧表示（Find and List Users）] ウィンドウで、グループに追加するエンド
ユーザを選択します。
ステップ 5 [選択項目の追加（Add Selected）] をクリックします。
ステップ 6 [保存（Save）] をクリックします。
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エンドユーザの手動設定
エンド ユーザへのクレデンシャル ポリシーの適用

エンド ユーザへのクレデンシャル ポリシーの適用
設定されたクレデンシャル ポリシーを特定のエンドユーザ パスワードまたはエンドユーザの
暗証番号に適用します。デフォルトのクレデンシャル ポリシーから更新を行う必要がある場合
に、この操作が必要になることがあります。

（注）

また、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。詳細については、『Cisco Unified Communication Manager アドミニストレーショ
ン ガイド』を参照してください。

手順

ステップ 1 Cisco Unified CM Administration から、[ユーザの管理（User Management）] > [エンドユーザ
（End User）] を選択します。
ステップ 2 [検索（Find）] をクリックして、エンド ユーザを選択します。
ステップ 3 クレデンシャル ポリシーを適用するクレデンシャルに応じて、パスワードまたは暗証番号に対
応する [クレデンシャルの編集（Edit Credential）] ボタンをクリックします。
ステップ 4 認証ルールドロップダウンリストから、適用するクレデンシャルポリシーを選択します。
ステップ 5 [クレデンシャルの設定（Credential Configuration）] ウィンドウのその他の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 6 [保存（Save）] をクリックします。

ローカル エンドユーザへの機能グループ テンプレートの割り当て
ローカル エンドユーザに機能グループ テンプレートを割り当てます。ローカル エンドユーザ
とは、データベースに手動で追加された、または一括管理ツールを使用してインポートされた
エンドユーザです。ローカル エンドユーザは外部 LDAP ディレクトリと同期されません。
手順

ステップ 1 Cisco Unified CM Administration で、[ユーザ管理（User Management）] > [ユーザ/電話の追加
（User/Phone Add）] > [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）] をクリックしてエンド ユーザを選択します。
ステップ 3 [機能グループテンプレート（Feature Group Template）] ドロップダウン リストで、このエンド
ユーザー用に設定した機能グループ テンプレートを選択します。
ステップ 4 [保存（Save）] をクリックします。
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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。

