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概要
Unified IntelligenceCenterセキュリティは、セキュリティ管理者にマルチレイヤおよび柔軟な機
能を提供します。組織の要件に基づいて、ユーザ、グループを設定し、Unified IntelligenceCenter
機能のためのフラットまたは階層型アクセス構造を作成するための適切な権限を提供できま

す。システム設定管理者の場合は、データソースを設定することもできます。

Unified Intelligence Center機能は、以下の条件に基づいてアクセスできます。

•ログイン認証。

•ライセンスタイプ。たとえば、標準ライセンスを使用する組織内のユーザは、レポート定
義機能にアクセスできません。

•ユーザロール（ユーザは 6つのユーザロールのうち 1つ以上を持つことができます）。

•ユーザがメンバーとなっているユーザグループ。

•ユーザがアクセスできるオブジェクトの場合、そのオブジェクトを作成したユーザにより
割り当てられたオブジェクトレベル権限。
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ユーザの権限

ユーザ権限について

ユーザロールは人に関連付けられますが、権限はエンティティタイプに関連付けられます。

ユーザロールは、対応するエンティティタイプへのアクセスを提供します。

Unified Intelligence Centerのエンティティタイプは次のとおりです。

•ダッシュボード

•レポート

•レポート定義

•データソース

•値リスト

•コレクション

権限は組み合わされ、最も高いレベルが優先されます。

ユーザはエンティティタイプの権限をさまざまなソースから受け取ります。権限は、AllUsers
グループまたはセキュリティ管理者により割り当てられた権限から継承できます。ユーザがエ

ンティティタイプにアクセスする場合には、これらのすべて権限のうち、最も高いレベルの権

限が使用されます。

ユーザ権限：

• [表示（View）]：ユーザがエンティティタイプの表示権限を持っている場合、そのユーザ
はエンティティタイプに応じて特定のアクションを実行できます。

たとえば、表示権限を使用すると、次の操作を実行できます。

•レポートを実行、印刷、および更新する。

•ダッシュボードを表示、更新、実行する。

•値リストクエリを表示する。

カテゴリに設定された権限は繰り返して使用されません。タイプ

がダッシュボード、レポート、またはレポート定義のすべてのエ

ンティティに対して、それぞれのタイプの表示または編集権限が

必要です。

（注）
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• [編集（Edit）]：ユーザがエンティティタイプの編集権限を持っている場合、そのユーザ
はエンティティタイプを変更、名前変更、または削除できます。編集権限には、表示権限

も含まれています。

たとえば、編集権限を使用すると、次の操作を実行できます。

•名前を付けて保存

•レポートのインポート

•レポートのエクスポート

•データソースの編集

•カスタム値リストの削除

エンティティタイプの権限を設定する際に、権限が付与されない

場合、ユーザはエンティティタイプに対するアクセス権限を持っ

ていません。

（注）

エンティティを作成すると、そのエンティティの所有者になります。デフォルトでは、エン

ティティの編集権限があり、自分のグループ内のユーザに対してのみそのエンティティの権限

を設定できます。セキュリティ管理者ロールを持たないユーザは、所有するエンティティを

[すべてのユーザ (All Users)]グループと共有することはできません。

エンティティがまだ処理中で、他のユーザによるアクセスを許可したくない場合は、[すべて
のユーザ（AllUsers）]と [グループ（Group）]の両方ですべての権限のチェックを外しておく
ことで、「プライベート」にすることができます。

（注）

たとえば、自身のグループにダッシュボードを作成する場合に、そのダッシュボードにメモを

付加したときには、そのメモをグループ内の他の人が更新できるようにすることがあります。

自分自身がダッシュボードデザイナーであっても、[ダッシュボード（Dashboards）]ページに
他のダッシュボードデザイナーによって作成された（所有されている）ダッシュボードが含ま

れる場合、グループの権限や、それぞれのダッシュボードに対して所有者が設定したエンティ

ティレベルの権限によっては、ダッシュボードを表示できないことがあります。

編集権限のルール

次のルールは、レポート、レポート定義、ダッシュボードに適用されます。

•エンティティを削除するには、エンティティとエンティティの親フォルダに対する編集権
限が必要です。

•フォルダを削除するには、フォルダ、フォルダの親、およびそのフォルダに属するすべて
のフォルダやエンティティに対する編集権限が必要です。
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•すぐ上の親フォルダに編集権限がない場合、ユーザはエンティティの編集または保存だけ
を行うことができます。

•エンティティの編集権限が有効になっていない場合、ユーザが使用できるのは [名前を付
けて保存（Save As）]機能のみです。

• [インポートしたレポート定義（ImportedReportDefinitions）]内のフォルダ所有者は、管
理者から [インポートしたレポート定義（Imported Report Definitions）]フォルダに対す
る明示的な編集権限を与えられている場合にフォルダを削除できます。

ユーザアクセス許可の設定

ユーザ権限機能により、セキュリティ管理者は、選択したエンティティタイプのユーザグルー

プおよび個々のユーザの権限を表示および設定できます。セキュリティ管理者は、対応するエ

ンティティページの [権限（Permissions） ]オプション（省略記号アクション）を使用して、
各エンティティに対してこれらの権限を設定することもできます。

権限を設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 左側のナビゲーションウィンドウで、[設定（Configure）]> [権限（Permissions）]を選択しま
す。

•ユーザグループ権限：ユーザグループに権限を設定するには、このタブをクリックしま
す。

•ユーザ権限：個々のユーザに権限を設定するには、このタブをクリックします。

次の手順では、ユーザグループへの権限の設定について説明します。個々のユーザに

権限を設定するには、[ユーザ権限（Userpermissions）]タブをクリックして、同じ手
順を実行します。

（注）

ステップ 2 [エンティティタイプ（Entity Type）]を選択します。
使用可能なエンティティのリストが [名前（Name）]パネルに入力されます。

ステップ 3 必要なエンティティの値を選択します。使用可能なユーザグループと対応するユーザ権限のリ
ストが、[ユーザグループ（User Group）]パネルに表示されます。

ステップ 4 権限を設定するユーザグループを強調表示します。

•ユーザグループの行を強調表示すると、関連付けられているユーザのリストが [ユーザ
（Users）]パネルに表示されます。

•ユーザ行を選択すると、関連付けられているユーザグループのリストが [グループ
（Groups）]パネルに表示されます。複数のユーザを選択できます。

ステップ 5 [権限の設定（Set Permissions）]をクリックします。
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ステップ 6 [権限の設定（Set permissions）]ダイアログボックスで、表示および編集権限を付与するため
の適切なチェックボックスをオンにします。

ステップ 7 [更新（Update）]をクリックします。
更新された権限は、[ユーザグループ（User Group）]タブに反映されます。

•デフォルトでは、エンティティの所有者はそのエンティティの編集権限を保持し
ます。その他のユーザは、そのエンティティのこれらの設定を変更できません。

•継承された権限設定は無効になっています。

（注）

ユーザ

ユーザロール

ユーザロールを使用して、そのロールに対応するアプリケーション機能にアクセスできます。

適切なユーザロールを使用して、次の操作を実行できます。

•ユーザを 6つあるユーザロールの 1つ以上に割り当てます。

•コールセンターの規模、スタッフ、地理的分布、セキュリティ手法に応じて、個々のユー
ザに複数のユーザロールを割り当てます。

•各ユーザロールを多数のユーザに配布します。

現在サインインしているユーザに対するロール変更を有効にするためには、サインアウトして

から再度サインインする必要があります。

（注）

Unified IntelligenceCenterにサインイン可能なすべてのユーザに対して以前指定されたログイン
ユーザロールはシステム内に統合されています。ユーザを有効化あるいは無効化するために、

[ユーザの編集（EditUser）]> [ユーザ情報（User Information）]タブのトグルボタンを使用で
きます。

（注）

アクティブなログインユーザは、次の操作を実行できます。

• Unified Intelligence Centerにサインインする。

• [設定（Configure）]> [ユーザ（Users）]にアクセスして、情報を編集します。たとえば、
エイリアスまたは姓を変更します。
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サポートされている機能ユーザロール

データソースとスケジューラを管理します。システム設定管理

者

最初のデフォルトのセキュリティ管理者は、インストール時にシステム

アプリケーションユーザとして定義されたユーザです。

ユーザ、ユーザグループ、およびユーザ権限を管理します。

また、システム管理者は以下のことを行えます。

•ユーザロールの割り当て：ユーザロールは人に関連付けられます。
ユーザロールは、さまざまな機能へのアクセスとユーザが作成でき

るオブジェクトを制御するために、ユーザに割り当てられます。

•ユーザをユーザグループに割り当てます。

•権限の割り当て：権限はオブジェクト（ダッシュボード、レポー
ト、レポート定義、データソース、値リスト、およびコレクショ

ン）に関連付けられます。

• [選択した権限で実行（RunAs）]機能を使用して、他のユーザの権
限を確認できます。

セキュリティ管理

者

ダッシュボードを管理します。ダッシュボードデ

ザイナー

値リストおよびコレクションを管理します。値リスト収集作成

者

レポートを管理します。適切な権限を持つレポートを処理するためにス

ケジューラにアクセスできます。

レポート作成者

レポート定義を管理します。レポート定義作成

者

管理者クレデンシャルの設定

Cisco Unified Intelligence Centerには、インストール時に作成される管理者ユーザがあります。
コマンド utils cuic user make-admin <ユーザ名>を正常に実行することで、新しいユーザにすべ
てのロールと権限を提供できます。

新しいユーザに管理者クレデンシャルを提供するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 管理者クレデンシャルを使用して、CLIにログインします。

ステップ 2 CLIで、コマンド utils cuic user make-admin <ユーザ名>を実行します。
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ステップ 3 <ユーザ名 >は、[Unified Intelligence Centerユーザリスト（Unified Intelligence Center User List）]
ページにリストされているオーセンティケータプレフィックスを含むユーザの完全なユーザ名

である必要があります。

ステップ 4 コマンドが正常に実行されると、この新しいユーザにすべてのロールを提供し、管理者からこ
のユーザにすべての権限をコピーします。

ステップ 5 変更を表示するには、Intelligence Centerレポーティングサービスを再起動します。

•管理者のグループメンバーシップは、このCLIコマンドではこのユーザにコピーされませ
ん。これらは手動で更新する必要があります。ただし、CLIを実行した後は、この新しい
ユーザがセキュリティ管理者になるので、自分自身で実行できます。

•エンティティ（レポート、レポート定義など）については、この新しいユーザの元の権限
が管理者よりも高い権限を付与されていた場合、その権限はそのまま残り、このCLIコマ
ンドによって上書きされることはありません。

この CLIは、SSOモードで Unified Intelligence Centerを使用する場合に役立ちま
す。インストール時に作成された管理者はSSOユーザではないため、make-admin
CLIを使用して SSOユーザに管理者のロールと権限を提供できます。

（注）

ユーザのアクション

管理者ロールを持たない場合、[ユーザ（Users）]ページでは、自分の名前の表示と電子メール
や電話番号などのパラメータの変更のみを行うことができます。自分のロールまたはグループ

メンバーシップを変更することはできません。

（注）

説明アクション

ツールバーのアクション

姓、名、またはユーザ名に基づいてユーザを検索します。検索
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説明アクション

関連付けられているユーザロールを持つすべてのアクティブユーザ

を一覧表示します。

•管理者

• SC:システム設定管理者

• SA:セキュリティ管理者

•レポート作成者

• RD:レポート定義作成者

• R:レポート設計者

• VL:値リスト収集設計者

•レポートビューア

• D:ダッシュボード設計者

• R:レポート設計者

すべて

管理者ロールを持つすべてのユーザを一覧表示します。セキュリティ

管理者とシステム管理者のユーザロールの組み合わせは、管理者の

資格になります。

管理者

すべての非アクティブなユーザを一覧表示します。[ユーザの編集
（Edit Users）]ページを使用して、ユーザをアクティブまたは非ア
クティブにします。

非アクティブ

（Inactive）

[ユーザ（Users）]ページを更新します。更新

新規ユーザを作成します。詳細については、「ユーザの作成」を参

照してください。

ユーザの作成

省略記号（…）のアクション

ユーザの詳細を編集します。

ユーザ名をクリックして、ユーザの詳細を編集することもできます。

編集
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説明アクション

Unified Intelligence CenterのWebページを更新し、ユーザが使用する
ユーザインターフェイスを反映させます。この操作を行って、ユー

ザロールと権限が適切に設定されていることを確認します。

（注） •別のユーザとして実行すると、ページの最上部に、ロ
グイン IDと Run As IDが両方とも表示されます。

•自分自身の権限で実行することはできません。

• 1レベルのユーザの権限で実行することができます。
セキュリティ管理者は、ユーザAの権限で実行し、さ
らに、ユーザAとして、続いてユーザBの権限で実行
する、ということはできません。

•別のユーザとして実行できます。開いている Unified
Intelligence Centerのブラウザのタブを更新して、新し
いユーザを反映させます。

• Run Asモードを終わるには、[選択した権限での実行
を停止（Stop Running as）]をクリックして、開いて
いる Unified Intelligence Centerのタブを更新します。

選択した権限で実行

（Run As）

ユーザを削除します。セキュリティ管理者ロールを持つユーザだけ

が、ユーザを削除できます。

エンティティ（ダッシュボード、レポート、レポート定義、スケ

ジュール、値リスト、またはコレクション）を所有しているユーザ

を削除することはできません。ユーザが所有しているエンティティ

のリストを確認するには、「リソースの所有権とアクセス」ストッ

クレポートを実行します。これらのエンティティを削除してから、

そのユーザを削除します。

[リソースの所有権とアクセス（Resource Ownership and Access）]レ
ポートは、ソフトウェアページの [管理者セキュリティ（Admin
Security）]テンプレートの一部として使用できます

（https://software.cisco.com/download/home/282163829/type/284697222/release/11.5%25281%2529）。

削除

関連トピック

ユーザの作成（9ページ）

ユーザの作成

ユーザを作成するには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1 左側のナビゲーションウィンドウで、[設定（Configure）]> [ユーザ（Users）]を選択します。

ステップ 2 [ユーザの作成（CreateUser）]> [ユーザ情報（User Information）]タブで、次の情報を入力し
ます。

説明フィールド

ユーザ名（ドメイン\名前）。ユーザをアクティブまたは非アクティブに
するには、トグルボタンを使用します。

最大長：280文字（ドメイン名を含む）。

User Name

このユーザのエイリアス名。Alias

ユーザの名と姓。First Name、Last
Name

1つ以上のロールをこのユーザに割り当てます。

変更を有効にするには、ユーザがログアウトしてからログイン

する必要があります。

（注）

Roles

レポートに反映されるタイムゾーンの設定。このタイムゾーンは、ユー

ザのスケジュール設定されたレポートにも使用され、レポートサーバに

よって使用されるタイムゾーンよりも優先されます。

タイムゾーンが設定されていない場合、システムはレポート

サーバのタイムゾーンを使用します。

（注）

[週の開始曜日（Start of theWeek）]は、スケジュール設定されたレポー
ト、レポートビュー、およびパーマリンクで使用されます。

週の開始曜日を設定するには、次の手順を実行します。

• [ロケールベース（日曜日）（Locale Based (Sunday)）]オプション
を選択して、週の開始として日曜日を指定します。

• [カスタム（Custom）]を選択して、リストから週の 7つの曜日のい
ずれかを選択します。

Time Zone Settings

会社名、電子メールアドレス、電話番号、ユーザの説明など、ユーザに

関連付けられる組織情報。

Organization
Information

ステップ 3 [次へ（Next）]をクリックして、作成したユーザにユーザグループを割り当てます。

ステップ 4 [ユーザグループの割り当て（Assign User Group）]タブで、矢印キーを使用して、ユーザグ
ループを [使用可能（Available）]リストから [選択済み（Selected）]リストに移動します。

高いレベルの権限が、他の権限よりも優先されます。（注）
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ステップ 5 [保存（Save）]をクリックします。

ユーザの作成 - OAMPコンソール
[設定（Configure）] > [ユーザ（Users）]ページでユーザを作成することに加えて、ユーザが
Unified Intelligence Centerにサインインできるのは、ユーザが管理 - OAMPコンソール（運用管
理のメンテナンスおよびプロビジョニング）にスーパーユーザとして存在する場合またはActive
Directoryがそのユーザのドメインの管理コンソールで設定されている場合のみです。

[設定（Configure）] > [ユーザ（Users）]ページで作成されるユーザは、ログイン前のロール
の設定とユーザグループの割り当てに役立ちます。

たとえば、セキュリティ管理者が、管理コンソールで 10人の新規ユーザがアクティブ化され
ることを認識している場合、セキュリティ管理者はこれらのユーザをUnified IntelligenceCenter
の [設定（Configure）] > [ユーザ（Users）]ページで作成し、ユーザロールおよびユーザグ
ループを割り当てることができます。

ユーザ（User） [情報（Information）]タブの [ユーザ名（UserName）]（ドメイン\名前）は、
ユーザのドメインおよびユーザ名と完全に一致する必要があります（ドメイン名はすべて大文

字、ユーザ名はすべて小文字）。これらが一致しない場合、このユーザはサインインすると、

別のユーザとみなされます。

（注）

詳細については、以下で、Cisco Unified Intelligence Centerアドミニストレーションガイドの管
理者ユーザの管理ドロワーの章を参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/unified-intelligence-center/products-maintenance-guides-list.html。

ユーザグループ

概要

ユーザグループは構成体です。この構成体を使用すれば、セキュリティ管理者は、Unified
Intelligence Center機能をパーティションに分けることができます。

ユーザグループを作成すると、複数のユーザがダッシュボードおよびレポートに同じアクセス

を必要としている場合、または地域または組織の要件に基づいて複数のユーザに別個の権限お

よび機能が必要な場合に、ユーザのプロビジョニングプロセスが迅速化されます。

ユーザグループは、データがデータベースにどのように保管されるかに影響を与えません。同

じ操作をユーザごとに繰り返すのではなく、1回の操作でグループのユーザ全員に権限を割り
当てるためだけにユーザグループは使用されます。

設定
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システム定義された [すべてのユーザ（All Users）]グループ

すべてのユーザは、自動的にシステム定義された [すべてのユーザ（All Users）]グループのメ
ンバーになります。

[すべてのユーザ（All Users）]は常に [ユーザグループ（User Groups）]ウィンドウに表示され
ます。セキュリティ管理者は、このグループを削除できません。

システム定義の管理者ユーザグループ

セキュリティ管理者は自動的に、システム定義の管理者グループのメンバーになるため、この

グループに他のセキュリティ管理者を追加できます。

追加のセキュリティ管理者を、[管理者（Administrator）]グループに追加する必要があります。
役割を割り当てても、自動的にはそのグループのメンバーになりません。

ユーザ定義のユーザグループ

セキュリティ管理者は、任意の数のユーザグループを作成でき、そこにユーザを追加できま

す。これらの他のユーザグループから、1つのユーザグループが、そのユーザのグループ（マ
イグループとも呼ばれます）として指定されます。

ユーザグループのアクション

説明アクション

ツールバーのアクション

ユーザグループを検索します。検索

[ユーザグループ（User Groups）]ページを更新します。更新

新しいユーザグループを作成します。詳細については、「ユーザグ

ループの作成」を参照してください。

新規

省略記号（…）のアクション

ユーザグループの詳細を編集します。

ユーザグループ名をクリックして、ユーザグループの詳細を編集す

ることもできます。

編集モードで、ユーザグループのプロパティ（名前と説明）を編集

するには、ユーザグループ名の横にあるアイコンをクリックします。

編集

ユーザグループを削除します。セキュリティ管理者ロールを持つユー

ザだけが、ユーザグループを削除できます。エンティティに関連付

けられているユーザグループは削除できません。

削除

設定
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ユーザグループの作成

ユーザグループを作成するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 左側のナビゲーションウィンドウで、[設定（Configure）]> [ユーザグループ（UserGroups）]
を選択します。

ステップ 2 [ユーザグループ（User Groups）]ウィンドウで、[新規（New）]をクリックします。

ステップ 3 [新規ユーザグループの作成（Create New User Group）]ウィンドウで、グループの [名前
（Name）]と [説明（Description）]を入力します。

ステップ 4 [次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 5 [グループ（Groups）]セクションで、次の操作を実行します。

a) [使用可能（Available）]：作成されるユーザグループの親にすることができる使用可能な
グループを一覧表示します。矢印アイコンを使用して適宜移動します。

b) [選択済み（Selected）]：作成されるユーザグループの親グループとして選択されているグ
ループを一覧表示します。矢印アイコンを使用して適宜移動します。

ステップ 6 [ユーザ（Users）]セクションで、次の操作を実行します。

a) [使用可能（Available）]：このグループの子として使用できるすべての使用可能なユーザ
を一覧表示します。矢印アイコンを使用して適宜移動します。

b) [選択済み（Selected）]：現在このグループの子になっているユーザを一覧表示します。矢
印アイコンを使用して適宜移動します。

ステップ 7 [保存（Save）]をクリックします。

データソース

概要

Unified Intelligence Centerは、次のタイプのデータソースをサポートします。

•クエリベースの SQLデータソース

• Microsoft SQL Server

• IBM Informix

•ストリーミングデータソース

• Mediasenseデータソース（Rest Webサービス）

設定
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現在、Unified Intelligence Centerでは、MS SQL Serverデータベースへの TLS接続を確立するた
めの統合セキュリティの使用はサポートされていません。ただし、MS SQL Serverへの JDBC
接続を確立している間、Unified IntelligenceCenterはデータベースクレデンシャルをサーバに送
信するためにTLS（v1.0、v1.1、またはv1.2）を使用する必要があります。JDBCクライアント
として、CUICは次の暗号スイートを提供します。

• TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384

• TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384

• TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256

• TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384

• TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384

• TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256

• TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256

• TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

• TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

• TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

• TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

• TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

• TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

• TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA

• TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

• TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

• TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

• TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

• TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

• TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

• TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256

• TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

• TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

• TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

• TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

• TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

• TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

• TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA

設定
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• TLS_EMPTY_RENEGOTIATION_INFO_SCSV

関連トピック

ストリーミングデータソース（18ページ）
MediaSenseデータソース（19ページ）

データソースのアクション

説明アクション

ツールバーのアクション

[データソース（Data Sources）]ページを更新します。更新

新しいデータソースを作成します。詳細については、「データソースの

作成」を参照してください。

新規

データソースカード上のスイッチ（Switch）リンクをクリックして、
ノード（プライマリおよびセカンダリ）をスイッチオーバーします。確

認ダイアログボックスで、[OK]をクリックして、スイッチオーバーを確
定します。

インジケータ（Indicators）

• *：現在のレポートソースを示します。

•緑色のアイコン：オンラインデータソースを示します。

•赤色のアイコン：オフラインデータソースを示します。

[スイッチオーバー（SwitchOver）]は、ストリーミングデータ
ソースには使用できません。

[フェールオーバーの有効化（Enable Failover）]チェックボッ
クスがオンになっている場合にのみ、スイッチオーバーが適用

されます。

（注）

ノードの切り替え

省略記号（…）のアクション

データソースの詳細を編集します。

編集モードでは、データソース名の横にあるアイコンをクリックして、

データソースの説明を編集できます。

編集

設定
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説明アクション

データソースにアクセスして管理するための適切な権限を割り当てます。

[グループ（Groups）]：データソースの表示および編集権限を付与しま
す。

•セキュリティ管理者は、さまざまなグループにこれらの権限を付与
できます。

•エンティティの所有者は、直接関連付けられているグループにこれ
らの権限を付与できます。

[ユーザ（Users）]：さまざまなユーザに対して、データソースの表示お
よび編集権限を付与します。セキュリティ管理者にのみ適用されます。

（注） •個々のユーザまたはユーザグループのより高い権限（表示
および編集）が優先されます。

•最初の200レコード（アルファベット順）のみが [メンバー
（Members）]または [グループ（Groups）]パネルに表示
されます。さらに多くのレコードを表示するには、[設定
（Configure）] > [グループ（Groups）]を参照してくださ
い。

•権限を変更し、 [グループ（Groups）]タブと [ユーザ
（Users）]タブを切り替える場合は、変更を保存するか破
棄するかを選択するように求められます。

権限

データソースを削除します。

レポート定義と値リストで参照されているデータソースは削除

できません。

ストックデータソース（CUIC、UCCE履歴、または UCCEリ
アルタイム）は削除できません。

（注）

削除

関連トピック

データソースの作成（17ページ）

データソースルール

•データベースの読み取り専用権限を持つ、SQLユーザアカウントとパスワードを使用して
データベースをセットアップします。

•データベースサーバは、SQL認証を許可し、TCP/IPおよびリモートネットワーク接続を
有効にする必要があります。

設定
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•データベースポートが、ファイアウォールまたはその他のセキュリティソフトウェア（Cisco
Security Agentなど）によってブロックされないようにしてください。

MS SQL ServerへのWindows統合認証接続はサポートされていません。（注）

データソースの作成

データソースの作成または編集はシステム設定管理者ロールを持つ場合にのみ行うことができ

ます。

データソースを作成するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 左側のナビゲーションウィンドウで、[設定（Configure）] > [データソース（Data Sources）]
を選択します。

ステップ 2 [データソース（Data Sources）]ウィンドウで、[新規（New）]をクリックします。

ステップ 3 [データソースの作成（Create Data Source）]ダイアログボックスで、データソースの [名前
（Name）]と [説明（Description）]を入力し、[データソースタイプ（Data Source Type）]を
選択します。

ステップ 4 [次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 5 データソースの詳細ページで、次のことを入力します（[プライマリノード（Primary Node）]
タブ）。

説明フィールド

ホストの設定

対象となるデータソースのホスト名または IPアドレス。Datasource Host

Unified Intelligence Centerがデータベースと通信可能なポート番号。

ポート番号は、Informixデータベースの場合にのみ必須の
フィールドです。

（注）

Port

データベースの名前を入力します。Database Name

データベースのインスタンスを入力します。

データベースインスタンスの名前は、Informixデータベース
の場合にのみ入力が必須です。

（注）

Instance

データベースが配置されている場所のタイムゾーンを選択します。Time zone
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説明フィールド

認証の設定

データベースへのアクセスに必要なユーザ ID。Database User ID

データベースへのアクセスに必要なユーザ IDのパスワード。Password

データベースによって使用される文字セット。Charset

最大プールサイズ。

値の範囲は 5 ~ 200です。最大プールサイズのデフォルト値は
100となり、プライマリとセカンダリの両方のデータソースタ
ブで共通です。

（注）

Max Pool Size

ステップ 6 [テスト接続（Test Connection）]をクリックして、データベースがアクセス可能であること、
および入力したクレデンシャルが正しいことを確認します。

ステップ 7 [セカンダリノード（Secondary Node）]タブをクリックして、データソースのフェールオー
バーを設定します。

ステップ 8 データソースのフェールオーバーを設定するには、[フェールオーバーの有効化（Enable
failover）]チェックボックスをオンにします。

ステップ 9 フェールオーバーデータソースに必要な情報を入力します。（ステップ 5を参照してくださ
い）

ステップ 10 [保存（Save）]をクリックします。

ストリーミングデータソース

ライブデータレポートでは、ストリーミングデータソース（ストックデータソース）が使用さ

れ、フィールドは編集できません。データソースカードに、プライマリとセカンダリのホスト

名または IPアドレスとタイムゾーンの詳細が表示されます。

•（ストリーミングデータソースの設定後に）初めてデータソースのリストページを開く
と、証明書を受け入れるように求められます。

• Internet Explorer 11および Edgeの Unified Intelligence Centerライブデータレポートの場合
は、証明書を 1回受け入れる必要があります。詳細については、『CiscoUnified Intelligence
Center User Guide』
（https://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/unified-intelligence-center/products-user-guide-list.html）
の [ブラウザサポート（Browser Support）] > [自己署名証明書（Self Signed Certificates）]
のセクションを参照してください。

（注）
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MediaSenseデータソース

始める前に

Cisco Unified Intelligence Center 12.0のアップグレードまたは新規インストール後にMediaSense
のレポートを有効にするには、MediaSense COP ciscocuic.enable_rest_datasource.cop.sgnを適用
します。COPは、
https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=282163829&softwareid=282377062&release=11.6(1)&relind
からダウンロードしてインストールできます。

MediaSenseデータソースを設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 左側のナビゲーションウィンドウで、[データソース（Data Sources）]を選択します。

ステップ 2 [データソース（Datasources）]ウィンドウで、[新規（New）]をクリックします。

ステップ 3 [データソースの作成（Create Data Source）]ダイアログボックスで、データソースの名前、
説明を入力し、[データソースタイプ（Data Source Type）]として [Rest Webサービス（Rest
Web Services）]を選択します。

ステップ 4 https://<MediaSense ipaddress>:8440/ora/を入力してベース URLを設定します。

ステップ 5 [トピックスキーマ URL（Topic Schema URL） ]フィールドに、
https://localhost:8444/cuic/mediasense/schema_getSession_CUIC_compat.xmlと入力します。

ステップ 6 MediaSenseサーバの [ユーザ名（User Name）]と [パスワード（Password）]を入力します。
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