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エンドポイントの関連付けの概要
この章では、デバイスをエンドユーザーとアプリケーションユーザーに関連付ける方法につい

て説明します。エンドユーザは、関連付けられているデバイスを制御できます。ユーザーとし

て認識されるアプリケーションは、電話とコンピュータ電話の統合(CTI)ポートなどのデバイ
スを制御できます。

ユーザとエンドポイントの関連付け
エンドユーザとアプリケーションユーザをエンドユーザとユーザに設定してから、エンドユー

ザとエンドユーザをエンドユーザに関連付けます。「エンドユーザとデバイスの関連付け（2
ページ）」および「アプリケーションユーザとデバイスの関連付け（5ページ）」を参照し
てください。

ユーザおよびデバイスの設定タスクフロー

手順

目的コマンドまたはアクション

エンドユーザをデバイスに関連付けま

す。

エンドユーザとデバイスの関連付け

（2ページ）。
ステップ 1

デバイスへのアプリケーションユーザ

の関連付け

アプリケーションユーザとデバイスの

関連付け（5ページ）。
ステップ 2
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エンドユーザとデバイスの関連付け

Cisco Unified Communications Managerでは、エンドユーザ IDの重複は許可されていません。

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 [アプリケーションユーザの検索/一覧表示（Find andList ApplicationUsers）]ウィンドウで、[検
索（Find）]をクリックします。

ステップ 3 エンドユーザのリストを表示するウィンドウで、該当するエンドユーザのリンクをクリック
します。

ステップ 4 [エンドユーザの設定（End User Configuration）]ウィンドウで、[デバイス情報（Device
Information）]領域までスクロールダウンし、エンドユーザに関連付けるデバイスを選択しま
す。[使用可能なデバイス（Available Devices）]ボックスで、アプリケーションユーザに関連
付けるデバイスを選択し、ボックスの下にある下矢印をクリックします。

[デバイス情報（Device Information）]領域にデバイスがない場合は、[デバイスの割り
当て（Device Associations）]ボタンをクリックして、[ユーザとデバイスの関連付け
（User Device Association）]ウィンドウを開きます。1つまたは複数のデバイスを選
択し、[選択/変更を保存（Save Selected/Changes）]ボタンをクリックします。選択し
たデバイスは、[デバイス情報（Device Information）]領域の [制御されたデバイス
（ControlledDevices）]リストボックスに表示されます。次に、ステップ 1～ 4に従っ
てデバイスを関連付けます。

（注）

ステップ 5 （任意）ラインアピアランスをプレゼンスのエンドユーザに関連付けるには、またこのライ
ンアピアランスがオフフックの場合に、IM and Presenceのクライアントに対して通話中のス
テータス情報を有効にするには、[ラインアピアランスのプレゼンスからの関連付け（Line
Appearance Association from Presence）]ボタンをクリックします。[ラインアピアランスのプレ
ゼンスとの関連付け（Line Appearance Association for Presence）]ウィンドウが表示され、ここ
で製品タイプ、デバイス名、ディレクトリ、パーティション、または説明を選択できます。こ

のウィンドウで利用できる選択肢は、制御されたデバイスと関連付けられた回線によって異な

ります。[保存（Save）]をクリックします。

ステップ 6 [エンドユーザの設定（End User Configuration）]ウィンドウの各フィールドを設定します。
フィールドとその設定オプションの詳細については、「関連項目」の項を参照してください。

ステップ 7 [保存（Save）]をクリックします。
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エンドユーザとデバイスの設定値

表 1 :ユーザ情報

説明フィールド

エンドユーザの識別名を入力します。Cisco
Unified Communications Managerでは、ユーザ
IDの作成後の変更はできません。使用できる
特殊文字は、=、+、<、>、#、;、\、,、“”、お
よび空白です。

[ユーザID（User ID）]

エンドユーザのパスワードとなる 5文字以上
の英数字または特殊文字を入力します。使用

できる特殊文字は、=、+、<、>、#、;、\、,、
“”および空白です。

[パスワード（Password）]

個人識別番号（PIN）となる5文字以上の英数
字を入力します。

[PIN]

エンドユーザの姓を入力します。使用できる

特殊文字は、=、+、<、>、#、;、\、,、および
空白です。

[姓（Last Name）]

エンドユーザのミドルネームを入力します。

使用できる特殊文字は、=、+、<、>、 #、;、
\、,、“”および空白です。

[ミドルネーム（Middle Name）]

エンドユーザの名を入力します。使用できる

特殊文字は、=、+、<、>、#、;、\、,、および
空白です。

[名（First Name）]

表 2 : [デバイスの割り当て（Device Associations）]

説明フィールド

ドロップダウンリストから、このエンドユー

ザに関連付けるデバイスのタイプを選択しま

す。

製品タイプ（Product Type）

新しいユーザに関連付ける新しいデバイスの

固有のMACアドレスを入力します。MACア
ドレスは、12桁の 16進数（0～ 9、A～ F）
から構成されます。

[MACアドレス（MAC Address）]

ドロップダウンリストボックスから、このユー

ザとデバイスに関連付ける電話番号用のコー

リングサーチスペースを選択します。

[DNのコーリングサーチスペース(CallingSearch
Space DN)]
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説明フィールド

ドロップダウンリストから、このユーザとデ

バイスに関連付ける電話機用のコーリングサー

チスペースを選択します。

[電話機のコーリングサーチスペース(Calling
Search Space Phone)]

関連付けられたデバイスから発信される外部

（発信）コールに対して、発信者 ID情報を
フォーマットするのに使用するマスクを指定

します。

•このマスクには、最長24文字までを指定
できます。有効な文字は0～9、*、#、お
よび Xです。

•発信者 ID情報に表示する数字列を入力し
ます。関連付けられたデバイスの電話番

号を表すには、Xを使用します。

•外線コールを発信するために使用される
ルートパターンで [外線電話番号マスク
を使用（Use External Phone Number
Mask）]オプションがオンになっている
場合に、マスク 972813XXXXを指定する
と、内線1234からの外部コールには、発
信者 IDの番号として 9728131234が表示
されます。代表番号を表すために

9728135000などのすべてのリテラル文字
のマスクを指定すると、そのリテラル番

号（9728135000）は自動登録された関連
のデバイスからの外線コールの発信者 ID
として表示されます。

[外部電話番号マスク（External Phone Number
Mask）]

新しいユーザと電話機の内線番号を入力しま

す。使用できる文字は次のとおりです。0～
9、?、[、]、+、-、*、^、#、!です。

このフィールドは、エンドユーザのプライマ

リ電話番号を表します。エンドユーザは、電

話機に複数の回線を接続できます。

[内線(Extension)]

ドロップダウンリストから、内線フィールド

で指定した電話番号のパーティションを選択

します。

[ルートパーティション（Route Partition）]
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説明フィールド

ドロップダウンリストから、電話番号のボイ

スメールプロファイルを選択します。

システムデフォルトを使用する場合は、なし

を選択します。

[ボイスメールプロファイル（Voice Mail
Profile）]

エクステンションモビリティを有効にする場

合は、このチェックボックスをオンにします。

新しいユーザを追加した後は、[ユーザ管理
（User Management）] > [エンドユーザ（End
User）]メニューオプションを使用して、エ
クステンションモビリティプロファイルを選

択できます。

[エクステンションモビリティの有効化（Enable
Extension Mobility）]

アプリケーションユーザとデバイスの関連付け

アプリケーションユーザにデバイスを関連付け、アプリケーションユーザがそのデバイスのコ

ントロール権を持つようにすることができます。電話機などのデバイスは、アプリケーション

ユーザが制御できます。ユーザとして識別されるアプリケーションは、CTIポートなどその他
のデバイスを制御できます。アプリケーションユーザが電話機のコントロール権を持つ場合、

その電話機の特定の設定値（たとえば、スピードダイヤルや自動転送）を制御できます。

始める前に

エンドユーザとデバイスの関連付け（2ページ）。

手順

ステップ 1 Cisco Unified CM Administrationから、[ユーザの管理（User Management）] > [アプリケーショ
ンユーザ（Application User）]を選択します。
が表示されます。

ステップ 2 [アプリケーションユーザの検索/一覧表示（Find andList ApplicationUsers）]ウィンドウで、[検
索（Find）]をクリックします。

ステップ 3 アプリケーションのユーザのリストから、該当するアプリケーションのユーザのリンクをク
リックします。

ステップ 4 アプリケーションユーザー構成ウィンドウで、デバイス情報セクションまでスクロールしま
す。[使用可能なデバイス（Available Devices）]ボックスで、アプリケーションユーザに関連
付けするデバイスを選択し、ボックスの下にある下向き矢印をクリックします。

選択したデバイスが制御対象のデバイスボックスに移動します。

ステップ 5 利用可能なデバイスのリストに追加するには、次のいずれかのボタンをクリックします。

•さらに電話を検索：このアプリケーションユーザーに関連付ける電話番号を検索します。

ユーザとエンドポイントの関連付け
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•別のルートポイントを検索：このアプリケーションユーザーに関連付けるCTIルーティン
グポイントを検索します。

•別のパイロットポイントを検索：このアプリケーションユーザに関連付ける別のパイロッ
トポイントを検索するには、このボタンをクリックします。

ステップ 6 アプリケーションユーザに割り当てるデバイスごとに、上記ステップ５を繰り返します。
ステップ 7 [保存（Save）]をクリックします。

エンドポイントとユーザを関連付ける際の相互作用と制

限

ユーザーとエンドポイントを関連付ける相互作用

表 3 :エンドポイントの相互作用を持つユーザー

連携動作機能

H.323デバイスのような CTIを制御できないデバイスの場合、使用可
能なデバイスのリストのデバイスアイコンの横にアスタリスク（*）
が表示されます。

非 CTIの制御可能な
デバイス

Cisco Extension Mobility機能を使用して、Cisco IP電話を一時的にエン
ドユーザーの電話として表示するように設定します。エンドユーザが

電話機にサインインすると、そのエンドユーザのエクステンションモ

ビリティプロファイル（回線とスピードダイヤル番号を含む）が、そ

の電話機上に置かれます。この機能は、エンドユーザに電話機が恒常

的に割り当てられていない環境で主に使用されます。

Cisco Extension
Mobility

エンドユーザがIM and Presenceサービスのアベイラビリティを受信
し、インスタントメッセージ（IM）サービスを受けられるようにする
には、Cisco Unified Communications Managerを使用して、エンドユー
ザをIM and Presenceサービスサーバノードおよびクラスタに割り当て
ます。

IM and Presence Service
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エンドポイントとのユーザの関連付けに関する制限事項

表 4 :エンドポイント関連の制約があるユーザー

説明制限事項

LDAPサーバとの同期が使用可能でない場合
に限り、エンドユーザ情報を変更できます。

LDAPサーバとの同期が使用可能であるかど
うかを調べるには、システム >LDAP >LDAP
システムを選択します。

エンドユーザ情報の変更
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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。


