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ポリシーの追加

手順

ステップ 1 [ポリシーエディタ（Policy Editor）]タブを選択します。
[ポリシー（Policy）]画面の左側に [ポリシーリスト（Policy List）]、右側に [アクションリス
ト（Action List）]が表示されます。

ステップ 2 [ポリシーリスト（Policy List）]で [追加（Add）]を選択します。
既存のポリシーのリストの最上部に新しいポリシーが表示されます。

ステップ 3 ポリシーの一意の名前を入力します。

次のタスク

このポリシーにアクションを追加するには、次を参照してください。ポリシーへのアクション

の追加（1ページ）

ポリシーへのアクションの追加

手順

ステップ 1 [ポリシーエディタ（Policy Editor）]タブを選択します。
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[ポリシーエディタ（Policy Editor）]画面の左側に [ポリシーリスト（Policy List）]、右側に
[アクションリスト（Action List）]が表示されます。

ステップ 2 [ポリシー名（Policy Name）]で、アクションを追加するポリシーを選択します。

ステップ 3 アクションを追加するには、画面の右側の [アクションリスト（Action List）]の下にある [追
加（Add）]を選択します。
[アクションエディタ（Action Editor）]画面が表示されます。

ステップ 4 [アクションタグ名（Action Tag Name）]リストからポリシーアクションを選択します。

ステップ 5 [保存（Save）]を選択します。

ステップ 6 すべてのポリシーにアクションが割り当てられるまで、ステップ 3～ 5を繰り返します。

ポリシーアクション Cisco Webex
デフォルトでは、新規にプロビジョニングされた Cisco Webexの組織に対し、ユーザに付与さ
れたすべての機能が備えられています。

デフォルトでは、エンドツーエンドの暗号化ポリシーは有効になっていません。組織の管理者

はこのポリシーを有効にすることができます。管理者は、すべてのユーザまたは特定のユーザ

グループの一部の機能を無効にする必要がある場合に、ポリシーを作成できます。

（注）

ポリシーアクションは、サードパーティ製のXMPP IMアプリケーションを使用しているユー
ザには適用できません。

VoIP会議の参加者が 10人未満であれば、同じ VoIP会議に同時に接続できます。

外部ユーザとは、Cisco Webexに組織に属していないユーザのことです。これらのユーザも
CiscoWebexを使用して、CiscoWebexの組織に属しているユーザと通信することができます。

デフォルト値（Default
Value）影響説明ポリシーアクション

イネーブル[無効（Disabled）]：組
織のユーザと外部ユー

ザ間のすべてのファイ

ル転送を停止します。

これには、1人以上の
外部ユーザとのマルチ

パーティ IMセッショ
ンが含まれます。

組織のユーザと組織外

のユーザ間の IMセッ
ションでのファイル転

送を制御します。

外部ファイル転送

（External File
Transfer）
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デフォルト値（Default
Value）影響説明ポリシーアクション

イネーブル[無効（Disabled）]：す
べての内部ファイル転

送を停止します。

[有効（Enabled）]：組
織内のすべてのユーザ

が内部ユーザとファイ

ルを交換できます。

組織内のユーザ間の

IMセッションでの
ファイル転送を制御し

ます。

内部ファイル転送

（Internal File
Transfer）

イネーブル[無効（Disabled）]：組
織内のユーザと組織外

のユーザ間の IMセッ
ションを停止します。

これによって、音声、

ビデオ、VoIPのよう
な依存関係にあるサー

ビスがすべて停止しま

す。

組織内のユーザと組織

外のユーザ間の IM
セッションを制御しま

す。

外部 IM（External IM）

イネーブル[無効（Disabled）]：組
織内のユーザと組織外

のユーザ間の IMセッ
ションでのすべての

VoIP通信を停止しま
す。ただし、テキスト

ベースの IMセッショ
ンやファイル転送のよ

うな他のサービスは使

用できます。

組織内のユーザと組織

外のユーザ間の IM
セッションでの VoIP
通信を制御します。

外部 VoIP（External
VoIP）
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デフォルト値（Default
Value）影響説明ポリシーアクション

イネーブル[無効（Disabled）]：組
織内のユーザ間の IM
セッションでのすべて

の VoIP通信を停止し
ます。ただし、テキス

トベースの IMセッ
ションやファイル転送

のような他のサービス

は使用できます。

[有効（Enabled）]：組
織内のすべてのユーザ

が IMセッションで
VoIP通信を使用でき
ます。

組織内のユーザ間の

IMセッションでの
VoIP通信を制御しま
す。

内部 VoIP（Internal
VoIP）

イネーブル[無効（Disabled）]：組
織内のユーザと組織外

のユーザ間の IMセッ
ションでのすべてのビ

デオサービスを停止し

ます。ただし、テキス

トベースの IMセッ
ションやファイル転送

のような他のサービス

は使用できます。

組織内のユーザと組織

外のユーザ間の IM
セッションでのビデオ

サービスを制御しま

す。

外部ビデオ（External
Video）

イネーブル[無効（Disabled）]：組
織内のユーザ間の IM
セッションでのすべて

のビデオサービスを停

止します。ただし、テ

キストベースの IM
セッションやファイル

転送のような他のサー

ビスは使用できます。

[有効（Enabled）]：組
織内のすべてのユーザ

が IMセッションでビ
デオ通信を使用できま

す。

組織内のユーザ間の

IMセッションでのビ
デオサービスを制御し

ます。

内部ビデオ（Internal
Video）
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デフォルト値（Default
Value）影響説明ポリシーアクション

イネーブルユーザがローカルで

IMテキストメッセー
ジをアーカイブする機

能を制御します。

ローカルアーカイブ

（Local Archive）

イネーブル[無効（Disabled）]：組
織内のユーザが自身の

（ローカル）デスク

トップを組織外のユー

ザと共有できないよう

にします。

[有効（Enabled）]：
ユーザは自身の（ロー

カル）デスクトップを

組織外のユーザと共有

できます。

組織内のユーザが自身

のデスクトップを組織

外のユーザと共有する

機能を制御します。

外部デスクトップ共有

（External Desktop
Share）

イネーブル[無効（Disabled）]：組
織内のユーザは自身の

デスクトップを組織内

の他のユーザと共有で

きません。

[有効（Enabled）]：
ユーザは自身のデスク

トップを組織内の他の

ユーザと共有できま

す。

組織内のユーザが自身

のデスクトップを組織

内の他のユーザと共有

する機能を制御しま

す。

内部デスクトップ共有

（Internal Desktop
share）

Disabled[有効（Enabled）]：IM
セッションのエンド

ツーエンドの暗号化を

サポートします。

エンドツーエンドの暗

号化は、ログに記録さ

れたユーザに対しては

サポートされません。

IMセッションのエン
ドツーエンドの暗号化

のサポートを指定しま

す。

IMのエンドツーエン
ドの暗号化のサポート

（Support End-to-End
Encryption For IM）
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デフォルト値（Default
Value）影響説明ポリシーアクション

イネーブル[無効（Disabled）]：エ
ンドツーエンドの暗号

化に対応しているアプ

リケーションがエンド

ツーエンドの暗号化に

対応していないアプリ

ケーションもしくは

サードパーティ製アプ

リケーションと IM
セッションを開始でき

ないようにします。

[有効（Enabled）]：ネ
ゴシエートされる暗号

化のレベルは、相手側

がサポートする最高の

レベルになります。

エンドツーエンドの暗

号化に対応しているア

プリケーションが、エ

ンドツーエンドの暗号

化に対応していないア

プリケーションやエン

ドツーエンドの暗号化

をサポートしていない

サードパーティ製アプ

リケーションとの IM
セッションを開始でき

るかを制御します。

符号化されていない

IMのサポート
（Support NO Encoding
For IM）

イネーブル[無効（Disabled）]：組
織内のユーザがホワイ

トリストに指定された

ドメイン内の IMユー
ザになれないようにし

ます。ただし、ドメイ

ン内のユーザは互いに

IMを開始できます。
また、VoIP、ビデオ、
ファイル転送などの依

存関係にある他のサー

ビスは無効になりま

す。

組織内のユーザとホワ

イトリスト上の特定ド

メイン間の IM通信を
制御します。

内部 IM（ホワイトリ
ストに記載されたドメ

インを含む）（Internal
IM（including White
Listed domains））

イネーブルアップロードウィ

ジェット（Upload
Widgets）
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デフォルト値（Default
Value）影響説明ポリシーアクション

イネーブル[無効（Disabled）]：
ユーザは自身のプロ

ファイル情報を編集で

きません。

このポリシーアクショ

ンは、[設定
（Configuration）]タブ
の下にある [プロファ
イルの設定（Profile
Settings）]画面の設定
に影響します。

ユーザの自身のプロ

ファイル情報の編集機

能を制御します。

ユーザによるプロファ

イルの編集を許可

（Allow user to edit
profile）

イネーブル[無効（Disabled）]：
ユーザは自身のユーザ

プロファイルの表示設

定を変更できません。

このポリシーアクショ

ンは、[設定
（Configuration）]タブ
の下にある [プロファ
イルの設定（Profile
Settings）]画面の
[ユーザによるプロ
ファイル表示設定の変

更を許可（Allow users
to change their profile
view settings）]チェッ
クボックスに影響しま

す。

[ユーザによるプロ
ファイル表示設定の変

更を許可（Allow users
to change their profile
view settings）]チェッ
クボックスが選択され

ていても、影響はあり

ません。

ユーザのグループが、

ユーザプロファイルの

表示設定の変更を制限

できる機能を制御しま

す。

ユーザによる表示プロ

ファイル設定の編集を

許可（Allow user to edit
the view profile setting）
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デフォルト値（Default
Value）影響説明ポリシーアクション

イネーブル[無効（Disabled）]：組
織内のユーザが組織内

でスクリーンキャプ

チャを送信できないよ

うにします。

組織内のユーザのスク

リーンキャプチャ送信

機能を制御します。

内部スクリーンキャプ

チャ（Internal Screen
Capture）

イネーブル[無効（Disabled）]：組
織内のユーザが組織外

にスクリーンキャプ

チャを送信できないよ

うにします。

ユーザが組織外のユー

ザにスクリーンキャプ

チャを送信する機能を

制御します。

外部スクリーンキャプ

チャ（External Screen
Capture）

イネーブル[無効（Disabled）]：組
織内のユーザが組織内

にブロードキャスト

メッセージを送信でき

ないようにします。

ユーザが組織内のユー

ザにブロードキャスト

メッセージを送信する

機能を制御します。

内部ブロードキャスト

メッセージの送信

（Send Internal
Broadcast Message）

イネーブル[無効（Disabled）]：組
織内のユーザが組織外

にブロードキャスト

メッセージを送信でき

ないようにします。

ユーザが組織外のユー

ザにブロードキャスト

メッセージを送信する

機能を制御します。

外部ブロードキャスト

メッセージの送信

（Send External
Broadcast Message）

イネーブル[無効（Disabled）]：組
織内のユーザが組織内

でディレクトリグルー

プにブロードキャスト

メッセージを送信でき

ないようにします。

ユーザが組織内のディ

レクトリグループにブ

ロードキャストメッ

セージを送信する機能

を制御します。

ユーザによるディレク

トリグループへのブ

ロードキャストの送信

を許可（Allow user to
send broadcast to a
directory group）

イネーブル[無効（Disabled）]：コ
ンピュータコールに対

するすべてのコン

ピュータのHDビデオ
を停止させます。

外部ビデオポリシーま

たは内部ビデオポリ

シーが有効になってい

る場合に、コンピュー

タコールに対するコン

ピュータ上のHDビデ
オ機能を制御します。

HDビデオ（HD
Video）
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