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•サービスプロファイルの設定タスクフロー（2ページ）

サービスプロファイルの概要
サービスプロファイルにより、Unified Communications（UC）サービスの共通設定で構成され
るプロファイルを作成できます。サービスプロファイルをエンドユーザに適用し、サービス

プロファイルにあるUCサービスの構成時の設定をそのエンドユーザに割り当てることができ
ます。企業内の異なるユーザグループごとに異なるサービスを設定でき、その結果、各グルー

プのユーザが、仕事に合わせて設定された適切なサービスを利用できます。

サービスプロファイルは、次の UCサービスの構成時の設定で構成されます。

•ボイスメール

•メールストア

•会議

• [ディレクトリ（Directory）]

• IM and Presence

• CTI

•ビデオ会議サービス

• Jabberクライアント設定（jabber-config.xml）

エンドユーザへのサービスプロファイルの適用

エンドユーザにサービスプロファイルを適用するには、次の方法を使用します。

• LDAP同期されたユーザ向け：LDAPディレクトリからエンドユーザをインポートした場
合、サービスプロファイルを機能グループテンプレートに割り当てることができ、その

機能グループテンプレートをエンドユーザに適用できます。

サービスプロファイルの設定
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•アクティブローカルユーザ（非 LDAPユーザなど）向け：エンドユーザの設定で、サー
ビスプロファイルを個別のエンドユーザに割り当てることができます。また、サービス

プロファイルを多くのエンドユーザに一度に割り当てるには、一括管理ツールを利用でき

ます。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。

サービス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

サービスプロファイル用に設定するUC
サービス設定を実行します。

このサービスプロファイルに割り当て

る次の Unified Communications（UC）
サービスを設定します。

ステップ 1

•ボイスメールサービスの追加（2
ページ）

•メールストアサービスの追加（3
ページ）

•会議サービスの追加（4ページ）
•ディレクトリサービスの追加（5
ページ）

• IM and Presenceサービスの追加（
6ページ）

• CTIサービスの追加（7ページ）
•ビデオ会議スケジュールサービスの
追加（8ページ）

• Jabberクライアント設定サービスの
追加（9ページ）

このサービスプロファイルに適用する

UCサービスを示すように、ユーザの
サービスプロファイルを設定します。

サービスプロファイルの設定（10ペー
ジ）

ステップ 2

ボイスメールサービスの追加

システムにボイスメールサービスを追加します。複数のボイスメールサービスを追加して、

サービスプロファイルに追加するサービスを選択することができます。

サービスプロファイルの設定
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手順

ステップ 1 CiscoUnifiedCMAdministrationから、[ユーザの管理（UserManagement）]> [ユーザ設定（User
Settings）] > [UCサービス（UC Service）]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 [UCサービスタイプ（UC Service Type）]ドロップダウンリストボックスから [ボイスメール
（Voicemail）]を選択します。

ステップ 4 [製品タイプ（Product Type）]ドロップダウンリストボックスから、[Unity]または [Unity
Connection]を選択します。

ステップ 5 [名前（Name）]にボイスメールサービスの名前を入力します。

ステップ 6 サービスを区別しやすくするための [説明（Description）]を入力します。

ステップ 7 [ホスト名/IPアドレス（Hostname/IP Address）]フィールドに、ボイスメールサービスをホス
トするサーバのホスト名、IPアドレス、または完全修飾ドメイン名を入力します。

ステップ 8 [ポート（Port）]フィールドに、ボイスメールサービスに接続するポートを入力します。デ
フォルトのポートは 443です。

ステップ 9 [プロトコル（Protocol）]フィールドに、ボイスメッセージをルーティングするために使用す
るプロトコルを入力します。使用可能なオプションは、[HTTP]と [HTTPS]のみです。

CiscoUnityサーバおよびCiscoUnity Connectionサーバのボイスメール転送プロトコル
には、[HTTPS]を使用することを推奨します。ネットワーク設定で [HTTPS]がサポー
トされない場合に限り [HTTP]に変更してください。

（注）

ステップ 10 [保存（Save）]をクリックします。

次のタスク

メールストアサービスの追加（3ページ）

メールストアサービスの追加

システムにボイスメールサービスを追加します。Cisco Jabberクライアントでは、ビジュアル
ボイスメール機能にメールストアサービスを利用します。

CiscoUnityでは、Microsoft Exchangeサーバでのメッセージ保存用にサブスクライバメールボッ
クスが作成されます。

CiscoUnityConnectionは通常、メールストアサービスを提供し、同じサーバ上でメールストア
サービスをホストします。

（注）

サービスプロファイルの設定
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始める前に

ボイスメールサービスの追加（2ページ）

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）] > [UCサービス（UC Service）]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 UCサービスタイプのドロップダウンリストボックスからボイスメールを選択します。

ステップ 4 ボイスメールサービスに名前を入力します。

ステップ 5 Mailstoreサービスの説明を入力します。

ステップ 6 ホスト名/ipアドレスフィールドに、ボイスメールサービスをホストするサーバのホスト名、ip
アドレス、または完全修飾ドメイン名を入力します。

ステップ 7 [ポート ( Port)]フィールドで、mailstoreサービスの利用可能なポートと一致する 1 ~ 65535の
ポートを指定します。~ 1-65535の間の数字。デフォルトのmailstoreポートは、143です。

Cisco Unity Connectionを使用したセキュアボイスメッセージングの場合は、7993を使
用してください。

（注）

ステップ 8 [プロトコル ( protocol)]フィールドで、ボイスメールメッセージのルーティングに使用するプ
ロトコルを入力します。TCP (デフォルト)、TLS、UDP、または SSLのいずれかになります。

CiscoUnity Connectionを使用したセキュアメッセージングの場合は、TLSを使用して
ください。

（注）

ステップ 9 [保存（Save）]をクリックします。

次のタスク

会議サービスの追加（4ページ）

会議サービスの追加

システムに会議サービスを追加します。

始める前に

メールストアサービスの追加（3ページ）

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）] > [UCサービス（UC Service）]を選択します。

サービスプロファイルの設定
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ステップ 2 [新規追加（Add New）]をクリックします。

ステップ 3 UCサービスタイプのドロップダウンリストボックスからカンファレンスを選択します。

ステップ 4 [製品タイプ ]ドロップダウンリストボックスから、会議で使用する製品を選択します。

• MeetingPlace Classic
•ミーティングプレイスエクスプレス
• Webex

ステップ 5 カンファレンスサービスに名前を入力します。

ステップ 6 カンファレンスサービスの説明を入力します。

ステップ 7 ホスト名/ipアドレスフィールドに、会議サービスをホストするサーバのホスト名、ipアドレ
ス、または完全修飾ドメイン名を入力します。

ステップ 8 ポートフィールドに、会議サービスの利用可能なポートと一致するポート値を入力します。推

奨値は次のとおりです：

• 80 (デフォルト設定): HTTPにこのポートを使用します。
• 443: HTTPSにこのポートを使用します。

ステップ 9 プロトコルドロップダウンリストボックスから、エンドポイントがサービスにアクセスするた

めに使用するプロトコルを選択します。

• TCP（デフォルト設定）
• UDP
• [SSL]
• [TLS]

CiscoUnity Connectionを使用したセキュアメッセージングの場合は、TLSを使用して
ください。

（注）

ステップ 10 [保存（Save）]をクリックします。

次のタスク

ディレクトリサービスの追加（5ページ）

ディレクトリサービスの追加

ディレクトリ検索で、Cisco Unified Communications Managerに外部の LDAPディレクトリを参
照させる場合は、ディレクトリサービスをシステムに追加します。

始める前に

会議サービスの追加（4ページ）

サービスプロファイルの設定
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手順

ステップ 1 CiscoUnifiedCMAdministrationから、[ユーザの管理（UserManagement）]> [ユーザ設定（User
Settings）] > [UCサービス（UC Service）]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 [UCサービスの種類（UC Service Type）]ドロップダウンリストボックスから、[ディレクト
リ（Directory）]を選択します。

ステップ 4 [製品のタイプ（Product Type）]フィールドから、次のいずれかを選択します。

• [ディレクトリ（Directory）]：クライアントがUDSを使用してCiscoUnifiedCommunications
Managerデータベースに接続して、ディレクトリ検索をする場合は、このオプションを選
択します。

• [拡張ディレクトリ（Enhanced Directory）]：クライアントが外部の LDAPディレクトリに
接続して、ディレクトリ検索をする場合は、このオプションを選択します。

ステップ 5 ディレクトリサービスの名前を [名前（Name）]に入力します。

ステップ 6 ディレクトリサービスの説明を [説明（Description）]に入力します。

ステップ 7 [ホスト名/IPアドレス（Hostname/IPAddress）]フィールドに、クライアントがディレクトリ検
索に利用するディレクトリサービスをホストするサーバの、ホスト名、IPアドレス、または
完全修飾ドメイン名を入力します。

外部の LDAPディレクトリをディレクトリ検索に使用している場合は、その LDAP
ディレクトリのホスト名、IPアドレス、または完全修飾ドメイン名を入力します。

（注）

ステップ 8 [ポート（Port）]フィールドに、ディレクトリサービスで使用可能なポート番号と一致する
ポート番号を入力します。デフォルトのポート値は 389です。また、ポート 636、3628、3629
は、外部の LDAPディレクトリに接続できます。

ステップ 9 [プロトコル（Protocol）]フィールドに、ディレクトリサービスとエンドポイント間の通信の
ルーティングに使用するプロトコルを入力します。次のオプションを使用できます。

• TCP（デフォルト設定）
• UDP
• TLS

ステップ 10 [保存（Save）]をクリックします。

次のタスク

IM and Presenceサービスの追加（6ページ）

IM and Presenceサービスの追加
システムに IM and Presenceサービスを追加します。

サービスプロファイルの設定
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始める前に

ディレクトリサービスの追加（5ページ）

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）] > [UCサービス（UC Service）]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 [UCサービスタイプ（UCServiceType）]ドロップダウンリストボックスから、IMandPresence
を選択します。

ステップ 4 [製品タイプ（Product Type）]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。

• Unified CM（IM and Presence）
• Webex（IM and Presence）

ステップ 5 [名前（Name）] に IM and Presenceサービスの名前を入力します。

ステップ 6 [説明（Description）] に IM and Presenceサービスの説明を入力します。

ステップ 7 [ホスト名/IPアドレス（Hostname/IP Address）]フィールドに、IM and Presenceサービスをホス
トするサーバのホスト名、IPアドレス、または DNS SRVを入力します。

ユーザに適した IM and Presenceサービスをクライアントが見つけやすい DNS SRVを
推奨します。

ヒント

ステップ 8 [保存（Save）]をクリックします。

次のタスク

CTIサービスの追加（7ページ）

CTIサービスの追加
システムに CTIサービスを追加します。

始める前に

IM and Presenceサービスの追加（6ページ）

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）] > [UCサービス（UC Service）]を選択します。

サービスプロファイルの設定
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ステップ 2 [新規追加（Add New）]をクリックします。

ステップ 3 UCサービスタイプのドロップダウンリストボックスからCTIを選択します。

ステップ 4 CTIサービスの名前を入力します。

ステップ 5 CTIサービスの説明を入力します。

ステップ 6 ホスト名/ipアドレスフィールドに、CTIサービスをホストするサーバのホスト名、ipアドレス、
または完全修飾ドメイン名を入力します。

ステップ 7 ポートフィールドにCTIサービスのポート番号を入力します。デフォルトのポートは2748です

ステップ 8 [保存（Save）]をクリックします。

次のタスク

ビデオ会議スケジュールサービスの追加（8ページ）

ビデオ会議スケジュールサービスの追加

ビデオ会議のスケジュールサービスを追加します。このサービスは、ビデオ会議のスケジュー

ルを設定するためのポータルをテレプレゼンス管理システムに提供します。

始める前に

CTIサービスの追加（7ページ）

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）] > [UCサービス（UC Service）]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）]にサービスの名前を入力します。

ステップ 4 サービスの説明を入力します。

ステップ 5 IPアドレス/ホストフィールドに、ビデオ会議のスケジュールサービスをホストするサーバの
ホスト名、ipアドレス、または完全修飾ドメイン名を入力します。

ステップ 6 ポートフィールドに、ビデオ会議のスケジュールサービスで使用可能なポートに一致するポー
ト番号を入力します。利用可能なポートは次のとおりです。

• 80(デフォルト)または8080:HTTPに対して次のポートを使用します。
• 443または8443:HTTPSに対して次のポートを使用します。

ステップ 7 プロトコルドロップダウンリストボックスで、次のプロトコルのいずれかを選択して、ビデオ
会議のスケジュールサービスと通信します。

• HTTP
• HTTPS

サービスプロファイルの設定
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ステップ 8 ポータルURLフィールドに、テレプレゼンス管理システムへのURLを入力します。

ステップ 9 [保存（Save）]をクリックします。

次のタスク

サービスプロファイルの設定（10ページ）

Jabberクライアント設定サービスの追加
Jabberクライアント設定サービスをシステムに追加します。

手順

ステップ 1 Cisco Unified CMの管理から、ユーザーの管理>ユーザー設定>UCサービスを選択します。

ステップ 2 [新規追加（Add New）]をクリックします。

ステップ 3 [UCサービスタイプ (UCService)]ドロップダウンリストボックスで、jabberクライアント設定
(jabber-config)を選択します。

ステップ 4 Jabberクライアント設定(jabber-config.xml)サービスに名前を入力します。

ステップ 5 Jabberクライアント設定 (jabber-config)サービスの説明を入力します。

ステップ 6 Jabberの設定パラメータセクションで、必要なJabberの設定パラメータと値を選択します。

ステップ 7 [保存（Save）]をクリックします。

UCサービスの設定
ユーザが使用する UCサービス接続を設定するには、次の手順を使用します。次のUCサービ
スの接続を設定できます。

•ボイスメール

•メールストア

•会議

• [ディレクトリ（Directory）]

• IM and Presence Service

• CTI

•ビデオ会議スケジュールポータルの設定

• Jabberクライアント設定(jabber-config.xml)

サービスプロファイルの設定

9

サービスプロファイルの設定

Jabberクライアント設定サービスの追加



フィールドは、設定する UCサービスによって異なる場合があります。（注）

手順

ステップ 1 Cisco Unified CMの管理から、ユーザの管理>ユーザ設定>UCサービスを選択します。

ステップ 2 [新規追加（Add New）]をクリックします。

ステップ 3 [UCサービスタイプ (UC Service)]ドロップダウンから、設定する UCサービスを選択し、[次
へ (Next)]をクリックします。

ステップ 4 製品タイプを選択します。

ステップ 5 [名前（Name）]にサービスの名前を入力します。

ステップ 6 サービスが存在するサーバーのホスト名またはIPアドレスを入力します。

ステップ 7 ポートとプロトコルの情報を入力します。

ステップ 8 残りのフィールドを設定します。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。フィールドオプションは、導入しているUCサービスによって異なりま
す。

ステップ 9 [保存（Save）]をクリックします。

ステップ 10 必要なすべてのUCサービスをプロビジョニングするまで、この手順を繰り返します。

サービスを複数のサーバに配置する場合は、別のサーバを指す複数のUCサービス接
続を設定します。たとえば、IMとプレゼンスサービスの集中型の導入を行う場合は、
別のIMノードとプレゼンスノードをポイントするように、複数のIMおよびプレゼン
スUCサービスを設定することを推奨します。すべてのUC接続を設定した後、それら
をサービスプロファイルに追加することができます。

（注）

サービスプロファイルの設定

このプロファイルを使用するエンドユーザに割り当てる UCサービスを含む、サービスプロ
ファイルを設定します。

始める前に

サービスプロファイルに追加する前に、Unified Communications（UC）サービスをセットアッ
プする必要があります。

サービスプロファイルの設定
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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）] > [サービスプロファイル（Service 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 選択したサービスプロファイルの設定の [名前（Name）]を入力します。

ステップ 4 選択したサービスプロファイルの設定の [説明（Description）]を入力します。

ステップ 5 このプロファイルに含める各UCサービスに、そのサービス用の [プライマリ（Primary）]、[セ
カンダリ（Secondary）]、および [ターシャリ（Tertiary）]の接続を割り当てます。

ステップ 6 [サービスプロファイルの設定（Service Profile 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 7 [保存（Save）]をクリックします。

サービスプロファイルの設定
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サービスプロファイルの設定
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