
ユーザプロファイルの設定

•ユーザプロファイルの概要（1ページ）
•ユーザプロファイルの前提条件（2ページ）
•ユーザプロファイルの設定タスクフロー（2ページ）

ユーザプロファイルの概要
ユーザプロファイルには、一般的なディレクトリ番号とデバイスの設定が含まれています。最

も一般的なディレクトリ番号の設定と、ユーザが必要とするデバイスの設定を含むさまざまな

ユーザプロファイルを設定し、各ユーザプロファイルを設定する必要があるユーザに割り当て

ることができます。各ユーザの電話回線と電話の設定要件に応じて、社内のユーザグループご

とに異なるユーザプロファイルを設定できます。

セルフプロビジョニングが有効になっているエンドユーザに対して、ユーザプロファイルから

の電話機と電話回線の設定は、ユーザがプロビジョニングするすべての新しい電話機に適用さ

れます。ユーザがセルフプロビジョニングに対応していない場合、ユーザプロファイルの設定

は、エンドユーザの代わりに管理者がプロビジョニングした任意の新しい電話機に適用できま

す。

ユーザプロファイルは、次の電話機と電話回線テンプレートの設定を使用してエンドユーザの

プロファイルを作成します。

•ユニバーサル回線テンプレート:通常、ディレクトリ番号に割り当てられる、一般的な電
話回線の設定の集合。ユニバーサル回線テンプレートを使用すると、エンドユーザに割り

当てられた新しいディレクトリ番号の電話回線をすばやく設定できます。

•ユニバーサルデバイステンプレート:電話機またはその他のデバイスに通常割り当てられ
る、一般的なデバイス設定の集合。ユニバーサルデバイステンプレートを使用すると、エ

ンドユーザに割り当てられた新しい電話機をすばやく設定することができます。
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ユーザプロファイルの前提条件
ユーザプロファイルを設定する前に、導入時にどのように電話をプロビジョニングするかの計

画を立てることを確認します。セルフプロビジョニングを使用して、エンドユーザが自分の電

話をプロビジョンできるようにするかどうかを決定します。

ユーザプロファイル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

電話番号に一般的に適用される共通設定

を使用して、ユニバーサル回線テンプ

レートを設定します。

ユニバーサル回線テンプレートの設定

（2ページ）
ステップ 1

電話に一般的に適用される共通設定を使

用して、ユニバーサルデバイステンプ

レートを設定します。

ユニバーサルデバイステンプレートの

設定（3ページ）
ステップ 2

ユニバーサル回線テンプレートとユニ

バーサルデバイステンプレートをユー

ザプロファイルに割り当てます。

ユーザプロファイルの設定（4ペー
ジ）

ステップ 3

ユニバーサル回線テンプレートの設定

ユニバーサル回線テンプレートを使用すると、新しく割り当てられたディレクトリ番号に共通

の設定を簡単に適用できます。さまざまなユーザグループのニーズに合わせて、異なるテンプ

レートを設定します。

手順

ステップ 1 Cisco Unified CM Administrationで、[ユーザ管理（User Management）] > [ユーザ/電話の追加
（User/Phone Add）] > [ユニバーサル回線テンプレート（Universal Line Template）]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 [ユニバーサル回線テンプレートの設定（Universal Line Template Configuration）]ウィンドウで
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、オンライン

ヘルプを参照してください。

ユーザプロファイルの設定

2

ユーザプロファイルの設定

ユーザプロファイルの前提条件



ステップ 4 代替番号を使用したグローバルダイヤルプランレプリケーションを展開する場合は、[エン
タープライズ代替番号（Enterprise Alternate Number）]セクションと [+E.164代替番号（+E.164
Alternate Number）]セクションを展開して、次の手順を実行します。

a) [エンタープライズ代替番号の追加（AddEnterpriseAlternateNumber）]ボタンまたは [+E.164
代替番号の追加（Add +E.164 Alternate Number）]ボタンのいずれか、または両方をクリッ
クします。

b) 代替番号への割り当に使用する [番号マスク（Number Mask）]を追加します。たとえば、
4桁の内線番号では、エンタープライズ番号マスクとして 5 XXXXを使用し、+E.164代替
番号マスクとして 1972555XXXXを使用することが考えられます。

c) 代替番号を割り当てるパーティションを割り当てます。
d) ILSを通じてこの番号をアドバタイズする場合は、[ILS経由でグローバルにアドバタイズ
（Advertise Globally via ILS）]チェックボックスをオンにします。アドバタイズされたパ
ターンを使用して一定の代替番号の範囲を要約している場合は、個別の代替番号をアドバ

タイズする必要はありません。

e) [PSTNフェールオーバー（PSTNFailover）]セクションを展開して、通常のコールルーティ
ングが失敗した場合に使用する PSTNフェールオーバーとして、[エンタープライズ番号
（EnterpriseNumber）]または [+E.164代替番号（+E.164AlternateNumber）]を選択します。

ステップ 5 [保存（Save）]をクリックします。

ユニバーサルデバイステンプレートの設定

ユニバーサルデバイステンプレートを使用すると、新しくプロビジョニングしたデバイスに

簡単に設定を適用できます。プロビジョニングされたデバイスは、ユニバーサルデバイステ

ンプレートの設定を使用します。さまざまなユーザグループのニーズを満たすために、異なる

デバイステンプレートを設定できます。設定したプロファイルをこのテンプレートに割り当て

ることもできます。

手順

ステップ 1 Cisco Unified CMAdministrationで、[ユーザの管理（UserManagement）] > [ユーザ/電話の追加
（User/Phone Add）] > [ユニバーサルデバイステンプレート（Universal Device Template）]
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 次の必須フィールドに入力します。

a) テンプレートの [デバイスの説明（Device Description）]を入力します。
b) [デバイスプールタイプ（Device Pool Type）]を65Device Pools選択します。
c) [デバイスのセキュリティプロファイル（Device Security Profile）]をドロップダウンリス
トから選択します。

d) [SIPプロファイル（SIP Profile）]をドロップダウンリストから選択します。
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e) [電話ボタンテンプレート（PhoneButtonTemplate）]をドロップダウンリストから選択しま
す。

ステップ 4 [ユニバーサルデバイステンプレートの設定（Universal Device Template Configuration）]ウィン
ドウで、残りのフィールドを入力します。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 5 [電話の設定（Phone Settings）]で、次の任意指定のフィールドを入力します。

a) [共通の電話プロファイル（CommonPhoneProfile）]を設定した場合は、そのプロファイル
を割り当てます。

b) [共通デバイス設定（Common Device Configuration）]を設定した場合は、その設定を割り
当てます。

c) [機能管理ポリシー（Feature Control Policy）]を設定した場合は、そのポリシーを割り当て
ます。

ステップ 6 [保存（Save）]をクリックします。

ユーザプロファイルの設定

ユーザプロファイルを使用して、ユニバーサル回線テンプレートとユニバーサルデバイステ

ンプレートをユーザに割り当てます。さまざまなユーザグループ用に複数のユーザプロファ

イルを設定します。このサービスプロファイルを使用するユーザに対してセルフプロビジョニ

ングを有効にすることもできます。

手順

ステップ 1 [Cisco Unified CM管理（Cisco Unified CM Administration）]から、以下を選択します。 [ユーザ
管理（User Management）] > [ユーザ設定（User Settings）] > [ユーザプロファイル（User
Profile）]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 ユーザプロファイルの [名前（Name）]および [説明（Description）]を入力します。

ステップ 4 [ユニバーサルデバイステンプレート（Universal Device Template）]を、ユーザの [デスクフォ
ン（Desk Phones）]、[モバイルおよびデスクトップデバイス（Mobile and Desktop Devices）]
、および [リモート接続先/デバイスプロファイル（Remote Destination/Device Profiles）]に割り
当てます。

ステップ 5 [ユニバーサル回線テンプレート（Universal Line Template）]をこのユーザプロファイルのユー
ザの電話回線に適用するために割り当てます。

ステップ 6 このユーザプロファイルのユーザに自分の電話をプロビジョニングするセルフプロビジョニン

グ機能の使用を許可するには、次の手順を実行します

a) [エンドユーザに自分の電話のプロビジョニングを許可（Allow End User to Provision their
own phones）]チェックボックスをオンにします。
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b) [エンドユーザのプロビジョニングする電話数を制限（Limit Provisioning once End User has
this many phones）]フィールドに、ユーザがプロビジョニングできる電話の最大数を入力
します。最大値は 20です。

ステップ 7 このユーザプロファイルに関連付けられたCisco Jabberユーザがモバイルおよびリモートアク
セス（MRA）機能を使用できるようにするには、[モバイルおよびリモートアクセスの有効化
（Enable Mobile and Remote Access）]チェックボックスをオンにします。

1. デフォルトでは、このチェックボックスはオンになっています。このチェック
ボックスをオフにすると、[Jabberポリシー（Jabber Policies）]セクションが無効
になり、サービスクライアントポリシーオプションは、デフォルトで選択され

ません。

2. この設定は、Cisco Jabberユーザの場合にのみ必須です。非 Jabberユーザは、こ
の設定がなくてもMRAを使用できます。MRA機能は、Jabber MRAユーザにの
み適用され、他のエンドポイントまたはクライアントには適用されません。

（注）

ステップ 8 このユーザプロファイルに Jabberポリシーを割り当てます。Jabberデスクトップクライアン
トポリシー及びJabberモバイルクライアントポリシーのドロップダウンリストボックスから、
次のオプションのいずれかを選択します。

•サービスなし：このポリシーは、すべてのJabberサービスへのアクセスを禁止します。
• [IM & Presenceのみ（IM & Presence only）]：このポリシーは、インスタントメッセージ
とプレゼンス機能だけを有効にします。

• [IM & Presence、音声およびビデオ通話（IM & Presence, Voice and Video calls）]：このポリ
シーは、オーディオまたはビデオデバイスを所有しているすべてのユーザーに対して、イ

ンスタントメッセージング、プレゼンス、ボイスメール、および会議機能を有効にしま

す。これがデフォルトのオプションです。

JabberデスクトップクライアントにはWindowsユーザ用Cisco JabberおよびMacユー
ザ用 Cisco Jabberが含まれています。Jabberモバイルクライアントには、iPadおよび
iPhoneユーザ用 Cisco JabberおよびAndroidユーザ用 Cisco Jabberが含まれています。

（注）

ステップ 9 このユーザプロファイルのユーザが Cisco Unified Communicationsセルフケアポータルで
Extension Mobilityまたは Extension Mobility Cross Clusterの最大ログイン時間を設定できるよう
にするには、[エンドユーザにエクステンションモビリティの最大ログイン時間の設定を許可
する（Allow End User to set their Extension Mobility maximum login time）]チェックボックスをオ
ンにします。

デフォルトでは [エンドユーザにエクステンションモビリティの最大ログイン時間の
設定を許可する（Allow End User to set their Extension Mobility maximum login time）]
チェックボックスはオフになっています。

（注）

ステップ 10 [保存（Save）]をクリックします。
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