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C H A P T E R

1

Cisco Unified Presence インターフェイス
• 「インターフェイスの概要」（P.1-1）
• 「対象読者」（P.1-2）
• 「Web サービスの定義」（P.1-2）
• 「システム アーキテクチャ」（P.1-2）

インターフェイスの概要
Cisco Unified Presence では、外部クライアントまたは外部アプリケーションと相互運用するために、
次のインターフェイスがサポートされています。

• SIP for Instant Messaging and Presence Leveraging Extensions（SIMPLE）
– Presence（PUBLISH、SUBSCRIBE、および NOTIFY の各インターフェイス）
– Unified Client Change Notification（UCCN）サブスクリプション（SUBSCRIBE および
NOTIFY のインターフェイス）
– インスタント メッセージ アプリケーション インターフェイス（ポケットベル モードの
MESSAGE）
• CTI ゲートウェイ
– このインターフェイスでは、クライアントと CTI ゲートウェイ間でのメッセージの送受信がサ
ポートされています。

• Client Configuration Web Service（SOAP HTTPS）
– このインターフェイスを使用すると、クライアント アプリケーションで
Cisco Unified Presence のユーザ プリファレンス情報（コンタクト、コンタクト グループ、プ
レゼンス規則、アクセス コントロール リスト、カレンダー オプションなど）を管理できます。

• Presence Web Service
– このオープン インターフェイスを使用すると、クライアント アプリケーションでユーザ プレ
ゼンス情報を Cisco Unified Presence と共有できます。サードパーティ開発者は、このイン
ターフェイスを使用して、ユーザのプレゼンス状態の更新を送信または取得するクライアント
アプリケーションを構築できます。

– Presence Web Service では、Simple Object Access Protocol（SOAP; シンプル オブジェクト
アクセス プロトコル）インターフェイスまたは Representational State Transfer（REST）
（XML/HTTP）インターフェイスを使用して、ユーザ プレゼンス情報を交換できます。

開発者ガイド for Cisco Unified Presence リリース 7.0

1-1

第 1章

Cisco Unified Presence インターフェイス

対象読者

関連項目
• 「SIMPLE Presence インターフェイスの概要」（P.2-2）

• 「Unified Communicator Change Notifier（UCCN）インターフェイスの概要」（P.2-23）
• 「インスタント メッセージ アプリケーション インターフェイスの概要」（P.2-44）
• 「CTI ゲートウェイの概要」（P.3-1）
• 「Client Configuration Web Service」（P.4-1）
• 「Presence Web Service」（P.5-1）

対象読者
このマニュアルは、本書で説明している Web サービスおよびインターフェイスの機能を拡張するアプ
リケーションを作成する開発者を対象としています。このマニュアルは、開発者が次の領域の知識およ
び経験を持つことを前提にしています。

• Extensible Markup Language（XML; 拡張マークアップ言語）
• Hypertext Transport Protocol（HTTP; ハイパーテキスト転送プロトコル）
• Simple Object Access Protocol（SOAP; シンプル オブジェクト アクセス プロトコル）
• Web Service Definition Language（WSDL; Web サービス記述言語）1.1
• Session Initiation Protocol（SIP）
• SIP for Instant Messaging and Presence Leveraging Extensions（SIMPLE）

Web サービスの定義
Presence Web Service
オープン インターフェイスである Presence Web Service を使用すると、クライアント アプリケーショ
ンはユーザ プレゼンス情報を Cisco Unified Presence と共有できます。開発者はこのインターフェイ
スを使用して、ユーザのプレゼンス状態の更新を送受信できるクライアント アプリケーションを構築
できます。この Web サービスは、SOAP インターフェイスおよび REST（HTTP/XML）インターフェ
イスを介して使用できます。

Client Configuration Web Service
Client Configuration Web Service は Cisco Unified Presence へのインターフェイスです。このインター
フェイスを使用すると、クライアント アプリケーションは、ユーザ プリファレンス情報（コンタクト、
コンタクト グループ、プレゼンス規則、アクセス コントロール リスト、カレンダー オプションなど）
を管理できます。この Web サービスは SOAP インターフェイスを介して使用できます。

システム アーキテクチャ
図 1-1 に、Cisco Unified Presence システム全体のアーキテクチャを示します。
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Cisco Unified Presence インターフェイス
システム アーキテクチャ

Cisco Unified Presence のシステム アーキテクチャ
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図 1-1
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Cisco Unified Presence インターフェイス

C H A P T E R

2

Cisco Unified Presence の SIMPLE イン
ターフェイス

Cisco Unified Presence の SIMPLE ベースのインターフェイスには次の機能があります。
• プレゼンス ステータスのパブリケーションおよびサブスクリプション
• ユーザ プロファイルおよびシステム設定の UC Change Notification （UCCN; UC 変更通知）のサ
ブスクリプション

• ポケットベル モードの MESSAGE 要求を経由したインスタント メッセージ
• 「SIMPLE の業界標準」（P.2-1）
• 「SIMPLE Presence インターフェイスの概要」（P.2-2）
• 「Unified Communicator Change Notifier（UCCN）インターフェイスの概要」（P.2-23）
• 「インスタント メッセージ アプリケーション インターフェイスの概要」（P.2-44）

SIMPLE の業界標準
Cisco Unified Presence によってサポートされている SIMPLE インターフェイスを定義する業界標準
は、次のとおりです。

• RFC3261：SIP: Session Initiation Protocol
• RFC3265：SIP-Specific Event Notification
• RFC3856：A Presence Event Package for SIP
• RFC 3863：Presence Information Data Format (PIDF)
• RFC3903：SIP Extension for Event State Publication
• RFC4479：A Data Model for Presence
• RFC4480：RPID: Rich Presence: Extensions to the Presence Information Data Format (PIDF)
• draft-ietf-simple-prescaps-ext-03：User Agent Capability Extension to Presence Information Data
Format (PIDF)
• draft-ietf-simple-event-list-07：A Session Initiation Protocol (SIP) Event Notification Extension for
Resource Lists
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SIMPLE Presence インターフェイスの概要

（注）

Cisco Unified Presence は pidf 拡張に対応していないため、pidf 拡張は、Cisco Unified Presence
Engine のインターフェイスとなる、任意の Presence User Agent Client（UAC; ユーザ エージェント ク
ライアント）または Presence User Agent Server（UAS; ユーザ エージェント サーバ）を使用して処理
する必要があります。

SIMPLE Presence インターフェイスの概要
SIMPLE Presence インターフェイスを使用すると、サードパーティの（クライアント）アプリケー
ションで、Cisco Unified Presence をサブスクライブして、Cisco Unified Presence からプレゼンス ス
テータス通知を受信したり、プレゼンス状態を Cisco Unified Presence に対してパブリッシュしたりで
きます。
クライアント アプリケーションでは、ユーザまたはユーザのグループのプレゼンスをサブスクライブ
するために、SUBSCRIBE 要求を Cisco Unified Presence に送信します。Cisco Unified Presence に
よって、サブスクリプション ポリシーが認証されます。その後、Cisco Unified Presence によって、
ユーザまたはユーザのグループのプレゼンス ステータスが、NOTIFY メッセージでサブスクライバに
送信されます。クライアント アプリケーションでは、PUBLISH メッセージを使用して、プレゼンス状
態を Cisco Unified Presence に送信できます。
クライアント アプリケーションでは、Cisco Unified Presence 上にローカルで格納されていないユーザ
（例：外部のクラスタ内のユーザ）のプレゼンス状態をサブスクライブできます。このような場合、こ
のプレゼンス状態を取得するために、Cisco Unified Presence によって、その外部ユーザのプレゼンス
状態を格納するサーバへのバックエンド サブスクリプションが作成されます。

• 「メッセージ フロー」（P.2-2）
• 「SUBSCRIBE 要求の概要」（P.2-5）
• 「NOTIFY 要求の概要」（P.2-10）
• 「PUBLISH 要求の概要」（P.2-17）

メッセージ フロー
この項では、クライアント アプリケーションと Cisco Unified Presence の間で実行される、SIMPLE
Presence インターフェイスを使用した共通のメッセージ フローについて説明します。

• 「Cisco Unified Presence へのクライアント ログインのメッセージ フロー」（P.2-2）
• 「ローカル リソースに対する PUBLISH 要求および SUBSCRIBE 要求のメッセージ フロー」
（P.2-3）
• 「外部リソースへのバックエンド SUBCRIBE 要求のメッセージ フロー」（P.2-3）
• 「インスタント メッセージ（IM）のメッセージ フロー」（P.2-4）

Cisco Unified Presence へのクライアント ログインのメッセージ フロー
図 2-1 に、クライアント アプリケーションが Cisco Unified Presence にログインするときに実行される
メッセージ交換を示します。
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図 2-1

Cisco Unified Presence へのクライアント ログインのコール フロー

Cisco Unified
Presence

ࠢࠗࠕࡦ࠻ 1

REGISTER
200 OK
PUBLISH
200 OK
SUBSCRIBE
157557

200 OK

ローカル リソースに対する PUBLISH 要求および SUBSCRIBE 要求のメッセージ フロー
図 2-2 に、クライアント アプリケーション（クライアント 2）が自分自身のプレゼンス状態を
Cisco Unified Presence にパブリッシュするときに実行されるメッセージ交換を示します。また、この
図には、別のクライアント アプリケーション（クライアント 1）がクライアント 2 のプレゼンス状態を
サブスクライブするときに実行されるメッセージ交換も示されています。
図 2-2

ローカル リソースへの PUBLISH および SUBSCRIBE のコール フロー

Cisco Unified
Presence

ࠢࠗࠕࡦ࠻ 1

ࠢࠗࠕࡦ࠻ 2

1㧦PUBLISH
2㧦200 OK
3㧦SUBSCRIBE
4㧦200 OK
5㧦Notify
157470

6㧦200 OK

外部リソースへのバックエンド SUBCRIBE 要求のメッセージ フロー
図 2-3 に、Cisco Unified Presence 上にローカルに格納されていないリソースのプレゼンス状態をクラ
イアント アプリケーション（クライアント 1）がサブスクライブする（この処理は、バックエンド
SUBSCRIBE 要求と呼ばれます）ときに実行されるメッセージ交換を示します。
Cisco Unified Presence は、プレゼンス状態がローカルで格納されているエンティティ（クライアント
2）へのバックエンド サブスクリプションを作成し、プレゼンス状態を取得します。次に
Cisco Unified Presence は、プレゼンス状態を NOTIFY メッセージとしてサブスクライバ（クライア
ント 1）に送信します。
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図 2-3

外部リソースへのバックエンド SUBSCRIBE のコール フロー

Cisco Unified
Presence ࠨࡃ

ࠢࠗࠕࡦ࠻ 1

ࠢࠗࠕࡦ࠻ 2

1㧦SUBSCRIBE
2㧦200 OK
3㧦Notify
4㧦200 OK
5㧦SUBSCRIBE
6㧦200 OK
7㧦NOTIFY
8㧦200 OK
9㧦NOTIFY
157471

10㧦200 OK

インスタント メッセージ（IM）のメッセージ フロー
図 2-4 に、Cisco Unified Presence とインスタント メッセージ クライアントの間で実行されるメッセー
ジ フローを示します。各インスタント メッセージ クライアントは、Cisco Unified Presence を使用し
て、自分のステータスを登録およびパブリッシュします。次に、インスタント メッセージ クライアン
トは、相手のクライアントのステータスをサブスクライブし、プレゼンス通知を受信します。この時点
で、いずれのクライアントも、もう一方のクライアントに対して、インスタント メッセージを送信で
きます。
図 2-4

インスタント メッセージのコール フロー

Cisco Unified
Presence

ࠢࠗࠕࡦ࠻ 1

ࠢࠗࠕࡦ࠻ 2

MESSAGE
MESSAGE
200 OK
200 OK
MESSAGE
MESSAGE

200 OK

開発者ガイド for Cisco Unified Presence リリース 7.0

2-4

157558

200 OK

第 2章

Cisco Unified Presence の SIMPLE インターフェイス
SIMPLE Presence インターフェイスの概要

SUBSCRIBE 要求の概要
SUBSCRIBE 要求を使用すると、クライアント アプリケーションが、Cisco Unified Presence をサブス
クライブして、ユーザまたはユーザのグループのプレゼンスを確認できます。
• 「SUBSCRIBE 要求の例」（P.2-5）
• 「SUBSCRIBE 要求のヘッダーの定義」（P.2-5）
• 「バックエンド SUBSCRIBE 要求のヘッダーの定義」（P.2-8）
• 「SUBSCRIBE 応答」（P.2-10）

SUBSCRIBE 要求の例
例 2-1 に、クライアント アプリケーションから Cisco Unified Presence に送信される SUBSCRIBE 要
求メッセージを示します。太字で示されたフィールドはサブスクリプションを定義するパラメータで、
Cisco Unified Presence でプロビジョニングされた情報に対応している必要があります。

SUBSCRIBE メッセージをリフレッシュすると、期限切れ時間パラメータだけが延長されます。サブ
スクリプションを定義する他のすべてのパラメータ（その他の太字のフィールド）は、SUBSCRIBE
メッセージをリフレッシュしても変化しません。クライアント アプリケーションでサブスクリプショ
ンの特性を変更する場合は、そのアプリケーションで既存のサブスクリプションを終了させ、新しいサ
ブスクリプションを作成する必要があります。
例 2-1

SUBSCRIBE 要求

SUBSCRIBE sip:xten3@compB.cisco.com:5060;transport=tcp SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TCP 57.1.1.15:5060;branch=7d37939e-f68c2040-34226455-fb8872e6-1
Via: SIP/2.0/UDP 57.1.1.15:5051;received=57.1.1.15
From: <sip:ippm4@compB.cisco.com>;tag=82c1000
To: <sip:xten3@compB.cisco.com:5060;transport=TCP>
Call-ID: 4207647f-178-2f538b99-8c4@57.1.1.15
Csque: 166 SUBSCRIBE
Contact: <sip:ippm4@57.1.1.15:5060>
Content-Length: 0
Event: presence
Accept: application/pidf+xml
Expires: 300
User-Agent: MeetingPlace/5.1
P-Asserted-Identity: <sip:ippm4@compB.cisco.com>

SUBSCRIBE 要求のヘッダーの定義
表 2-1 に、SUBSCRIBE 要求メッセージのヘッダーの説明を示します。ヘッダーはサブスクリプショ
ンを定義し、Cisco Unified Presence でプロビジョニングされた情報に対応している必要があります。
SUBSCRIBE 要求の他のヘッダーの説明については、該当する SIMPLE/SIP 仕様を参照してください。
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表 2-1

SUBSCRIBE 要求のヘッダーの説明

ヘッダー名

説明

プロビジョニングへのマッピング

RequestURI

このフィールドには、ウォッチ対象と
なるプレゼンティティの URI が格納
されます。

Persona（プレゼンス情報を提供する

P-Asserted-Identity

Remote-Party-ID

このフィールドの値は、ユーザまたは
複数のデバイスやアプリケーションを
もつもの）の、プロビジョニングされ
たエイリアスに対応している必要があ
ります。

このフィールドには、ウォッチャの
ID を Cisco Unified Presence に渡すと
きの優先方式が格納されます。この
ID は、プロキシによって挿入される
か、またはエンド ユーザ クライアン
トによって挿入されます。後者の場合
は、プロキシによって ID が検証され
ます。

認証のために定義された URI ACL リ
ストがプレゼンティティにある場合
は、このリスト内のプロビジョニング
された URI と、このフィールド内の
値が照合されます。

P-Asserted-Identity フィールドの値が
送信者によってサポートされていない
場合、このフィールドはウォッチャの
ID です。P-Asserted-Identity の値が
存在する場合は、このフィールドは使
用されません。

P-Asserted-Identity と同様。

また、ドメインベース ウォッチャ
フィルタがプロビジョニングされてい
る場合は、この URI のドメイン部分
が、プロビジョニングされたドメイン
フィルタとの照合に使用されます。

例
Remote-Party-iD:
<sip:ippm4@compB.cisco.com>

From

P-Asserted-Identity フィールドの値と P-Asserted-Identity と同様。
Remote-Party-ID フィールドの値が送
信者によっていずれもサポートされて
いない場合、このフィールドはウォッ
チャの ID です。P-Asserted-Identity
の値または Remote-Party-ID の値が存
在する場合は、このフィールドは使用
されません。
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表 2-1

SUBSCRIBE 要求のヘッダーの説明 （続き）

ヘッダー名

説明

プロビジョニングへのマッピング

User-Agent

このフィールドには要求の送信者のク このフィールド内のクライアント タイ
ライアント タイプとバージョン情報が プとバージョン情報は、指定されたク
格納されます。
ライアント タイプおよびバージョンに
関する、プロビジョニングされたフィ
ルタ情報と照合されます。
たとえば、状態が電話専用となってい
るフィルタを Cisco Unified
MeetingPlace クライアントすべてに
適用する場合、クライアント タイプが
Cisco Unified MeetingPlace のクライ
アントにこのフィルタがプロビジョニ
ングされます。この電話専用フィルタ
は、User-Agent ヘッダーの値が
MeetingPlace である、すべての
SUBSCRIBE 要求に適用されます。

Expires

このフィールドには、サブスクリプ
適用なし。
ションの相対的な期限切れ時間が格納
されます。この値は、
Cisco Unified Presence で設定される、
最小期限切れ時間と最大期限切れ時間
の範囲内にある必要があります。期限
切れ時間が小さすぎる場合は、
Cisco Unified Presence によってサブ
スクリプションが拒否されます。期限
切れ時間が大きすぎる場合、サブスク
リプションは承認されますが、サブス
クリプションの期限切れ時間には、
Cisco Unified Presence で設定された
デフォルトの期限切れ時間が設定され
ます。

Expires ヘッダーの値が存在しない場
合、サブスクリプションの有効期限に
は Cisco Unified Presence で設定され
たデフォルトの期限切れ時間が設定さ
れます。
Event

Enterprise Presence では、このフィー 適用なし。
ルドの値として「presence」を指定し
ます。他のイベント パッケージはこの
指定の対象外です。
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表 2-1

SUBSCRIBE 要求のヘッダーの説明 （続き）

ヘッダー名

説明

プロビジョニングへのマッピング

Accept

このフィールドには、サブスクリプ
ションに対して承認される MIME タ
イプのリストが格納されます。ヘッ
ダー内の MIME タイプの 1 つ以上が、
Cisco Unified Presence でサポートさ
れているものに一致する場合は、
Cisco Unified Presence でサポートさ
れていない MIME タイプがヘッダー
内に存在できます。

Cisco Unified Presence では、次の
MIME タイプが「presence」イベント
タイプとして使用されます。

• application/pidf+xml
• multipart/related（リスト サブス
クリプションで使用）

• application/rlmi+xml（リスト サ
ブスクリプションで使用）

• application/cpim-pidf+xml（従来
の Sametime のサポート用であり、
今後は非推奨）
他の MIME タイプは
Cisco Unified Presence によって受信
または無視されます。

Supported

このフィールドには、サポートされて
いる拡張が示されます。

リスト サブスクリプションの場合は、
値「eventlist」を指定します。

関連項目

• 「SIMPLE の業界標準」（P.2-1）
• 「バックエンド SUBSCRIBE 要求のヘッダーの定義」（P.2-8）

バックエンド SUBSCRIBE 要求のヘッダーの定義
表 2-2 に、バックエンド SUBSRIBE メッセージ要求のヘッダーの説明を示します。このヘッダーでは
バックエンド SUBSCRIBE 要求を定義し、Cisco Unified Presence でプロビジョニングされた情報に対
応している必要があります。

表 2-2

バックエンド SUBSCRIBE 要求のヘッダーの説明

ヘッダー名

説明

プロビジョニングへのマッピング

RequestURI

このフィールドには、ウォッチ
Cisco Unified Presence では、
対象となるプレゼンティティの
ローカル プレゼンティティ URI
URI が格納されます。この URI を外部のバックエンド プレゼン
は、受信したプレゼンティティ
ティティ URI にプロビジョニン
の URI と異なる場合があります。 グ マッピングします（適用可能
な場合）。
たとえば、「sip:joe@cisco.com」
というユーザ全体に対するサブ
スクリプションが
Cisco Unified Presence によって
受信されると、Joe が所有する電
話機「sip:5555@cm.cisco.com」
の電話機状態が、バックエンド
サブスクリプションによって取
得される場合があります。
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表 2-2

バックエンド SUBSCRIBE 要求のヘッダーの説明 （続き）

ヘッダー名

説明

プロビジョニングへのマッピング

P-Asserted-Identity

このヘッダーには、

適用なし。

Cisco Unified Presence が受信し
た元のウォッチャ ID が格納され
ます。このウォッチャ ID は、
表 2-5 に示されているように、
P-Asserted-Identity、
Remote-Party-ID またはヘッダー
を元に設定されます。

From

このヘッダーには、

適用なし。

Cisco Unified Presence が受信し
た元のウォッチャ ID が格納され
ます。このウォッチャ ID は、
表 2-5 に示されているように、
P-Asserted-Identity、
Remote-Party-ID またはヘッダー
を元に設定されます。

Expires

Event

Accept

このフィールドには、バックエ
ンド サブスクリプションの相対
的な期限切れ時間が格納されま
す。

Enterprise Presence では、この
フィールドの値として
「presence」を指定します。他の
イベント パッケージはこの指定
の対象外です。

この値は、外部の、サーバ固有
のプロビジョニングされた値、
または、すべてのバックエンド
サブスクリプション用のグロー
バルなデフォルト値のいずれか
となります。

適用なし。

Cisco Unified Presence では、次
Cisco Unified Presence によって の MIME タイプが「presence」
このフィールドには、

元のウォッチャから受信された
サブスクリプションに対して承
認される、MIME タイプのリス
トが格納されます。

イベント タイプとして使用され
ます。

• application/pidf+xml
• application/cpim-pidf+xml
追加の MIME タイプが
Cisco Unified Presence によって
受信された場合、外部サーバに
送信されます。

関連項目

• 「SIMPLE の業界標準」（P.2-1）
• 「SUBSCRIBE 要求のヘッダーの定義」（P.2-5）
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SUBSCRIBE 応答
SUBSCRIBE 要求に対する応答には、メッセージ本文は含まれていません。この応答は、NOTIFY 要
求メッセージに含まれています（SIP 仕様 RFC3903 に準拠）。
関連項目
• 「SIMPLE の業界標準」（P.2-1）

• 「NOTIFY 要求の概要」（P.2-10）

NOTIFY 要求の概要
NOTIFY 要求を使用すると、Cisco Unified Presence によってユーザまたはユーザのグループのプレゼ
ンス ステータスをクライアント アプリケーション（サブスクライバ）に送信できます。

• 「NOTIFY 要求の例」（P.2-10）
• 「NOTIFY 要求のフィールドの説明」（P.2-11）
• 「リスト サブスクリプションの NOTIFY 要求」（P.2-14）
• 「外部サーバからの NOTIFY 要求のフィールドの説明」（P.2-16）

NOTIFY 要求の例
例 2-2 は、Cisco Unified Presence からクライアント アプリケーション（ウォッチャ）に送信された、
認証されたサブスクリプションの NOTIFY 要求を示します。
例 2-2

NOTIFY 要求

NOTIFY sip:ippm4@compB.cisco.com:5060 SIP/2.0
Call-ID: 42078b79-e0-30e78af6-8c4@57.1.1.15
From: <sip:xten3@compB.cisco.com:5060;transport=TCP>;tag=52fc53ae
To: <sip:ippm4@compB.cisco.com>;tag=82d1158
Event: presence
CSeq: 1073741825 NOTIFY
Contact: <sip:57.1.1.14:5060>
Content-Length: 599
Content-Type: application/pidf+xml
Subscription-State: active;expires=300
Via: SIP/2.0/UDP 57.1.1.14:5060;branch=z9hG4bK76d2e702-1dd2-11b2-8fe0-b1c8ef4f8c83
Max-Forwards: 69
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<presence entity="sip:xten3@compB.cisco.com" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:pidf"
>
<dm:person xmlns:dm=" urn:ietf:params:xml:ns:pidf:data-model" id="p1" >
<r:activities xmlns:r="urn:ietf:params:xml:pidf:rpid">
<ce:available xmlns:ce=" urn:cisco:params:xml:ns:pidf:rpid"/>
</r:activities>
</dm:person>
<tuple xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:pidf" id="t31">
<contact priority="1">sip:xten3@57.1.1.15</contact>
<sc:sercvaps xmlns:sc="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:servcaps">
<sc:audio>true</sc:audio>
<sc:video>false</sc:video>
<sc:text>true</sc:text>
</sc:servcaps>
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<r:user-input
xmlns:r="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:rpid:status:rpid">active</r:user-input>
<status>
<basic>open</basic>
</status>
</tuple>
<tuple xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:pidf" id="t32">
<contact priority="1">sip:xten4@57.1.1.16</contact>
<sc:sercvaps xmlns:sc="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:servcaps >
<sc:audio>true</sc:audio>
<sc:video>false</sc:video>
<sc:text>true</sc:text>
</sc:servcaps>
<ce:model xmlns:ce=urn:cisco:params:xml:pidf:rpid>Cisco 7960</ce:model>
<r:user-input xmlns:es="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:rpid:status:rpid"
>active</r:user-input>
<status>
<basic>open</basic>
</status>
</tuple>
</presence>

NOTIFY 要求のフィールドの説明
表 2-3 に、例 2-2 で太字で示されている、NOTIFY 要求メッセージの各部分の使用方法に関する説明
を示します。

表 2-3

NOTIFY メッセージのフィールドの説明

フィールド名

説明

Subscription-State

このフィールドには、サブスクリプションの状態が格納されます。サブスクリ
プションがアクティブの場合は、このフィールドにはサブスクリプションの期
限切れ時間が格納されます。サブスクリプションがアクティブでない場合は、
このフィールドにはサブスクリプションが終了した理由が格納されます。

Content-Type

このフィールドには、メッセージ本体の MIME タイプが格納されます。この
MIME タイプは、最初の SUBSCRIBE 要求の Accept ヘッダーで送信された
MIME タイプの 1 つと関連付けられます。

Message body

この XML ドキュメントには、プレゼンティティ（プレゼンスの対象となるエ
ンティティ、個人またはグループ）の状態が格納されます。このドキュメント
は、すべての構成、プライバシー フィルタリングまたはウォッチャ フィルタ
リングが適用された後の、プレゼンティティの状態を表します。このドキュメ
ントには構成された状態が含まれている場合があるため、クライアントでは、
プレゼンティティの複数のデバイス状態に対応する、複数のタプルを処理でき
る必要があります。

pidf（RFC3863 で定義されているデータフォーマット）への拡張が
Cisco Unified Presence から送信されるため、クライアントではこの拡張を適
切に処理する必要があります。たとえば、使用しない拡張をクライアントは無
視できます。
通常、デバイスごとに 1 つのタプルが存在します。
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表 2-3

NOTIFY メッセージのフィールドの説明 （続き）

フィールド名

説明

<audio>

パブリッシュされたドキュメント内のこの要素は、サービスの音声クラス（電
話など）を使用できるかどうかを示します。
（注）

<text>

サービスの複数のクラスが同一のデバイスからパブリッシュされる場
合があります。

パブリッシュされたドキュメント内のこの要素は、サービスのテキスト クラ
ス（IM など）を使用できるかどうかを示します。
（注）

サービスの複数のクラスが同一のデバイスからパブリッシュされる場
合があります。

<user-input>

パブリッシュされたドキュメント内のこの要素は、キーボード、ポインティン
グ デバイス、音声などの、デバイス上のアクティビティを示します。

<model>

この独自の要素を使用すると、デバイスのモデル情報をプレゼンス ドキュメ
ントに渡すことができます。この要素の用途は User-Agent ヘッダーと同様で
すが、集約サーバからの PUBLISH 要求または NOTIFY 要求とともに使用で
きます。この場合、User-Agent ヘッダーではサーバが識別され、<model> で
は子であるタプルに適用される、デバイス情報が識別されます。
使用される名前空間は「urn:cisco:params:xml:ns:pidf:rpid」です。

<video>

パブリッシュされたドキュメント内のこの要素は、サービスのビデオ クラス
を使用できるかどうかを示します。
（注）

サービスの複数のクラスが同一のデバイスからパブリッシュされる場
合があります。
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表 2-3

NOTIFY メッセージのフィールドの説明 （続き）

フィールド名

説明

<person>

この要素には、ユーザの到達可能性ステータスに関する情報が格納されます。
また、この要素には、RIPD の定義に従い、「meeting」など、ユーザ デバイス
から通知された特定のアクティビティを示す要素も格納されます。
Cisco Unified Presence で <person> 要素を使用して通知される、到達可能ス
テータスは次の通りです。RFC4479 で導入された person 要素では、id パラ
メータは必須です。
Available
<dm:person id ="p1" >
<r:activities>
<ce:available/>
</r:activities>
</dm:person>
Busy
<dm:person id="p2" >
<r:activities>
<r:busy/>
</r:activities>
</dm:person>
Do Not Disturb
<dm:person id="p3" >
<:activities>
<ce:dnd/>
</r:activities>
</dm:person>
Away
<dm:person id="p4" >
<r:activities>
<r:away/>
</r:activities>
</dm:person>
On Vacation
<dm:person id="p5" >
<r:activities>
<r:vacation/>
</r:activities>
</dm:person>
Unavailable
<dm:person id="p6" >
<r:activities>
<ce:unavailable/>
</r:activities>
</dm:person>
Unknown
<dm:person id="p7" >
<r:activities>
<r:unknown/>
</r:activities>
</dm:person>
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関連項目
「SIMPLE の業界標準」（P.2-1）

リスト サブスクリプションの NOTIFY 要求
リスト サブスクリプションを使用すると、クライアント アプリケーションでプロビジョニング未実行
のユーザのリスト（バディ リストなど）をサブスクライブできます。例 2-3 に、リスト サブスクリプ
ションのプレゼンス状態に対する NOTIFY 要求を示します。
リスト サブスクリプションに対する応答として送信された NOTIFY メッセージの Require ヘッダーに
は、「eventlist」という値が含まれています。
例 2-3

リスト サブスクリプションの状態に対する NOTIFY 要求

NOTIFY sip:handset0@10.21.91.156:5060 SIP/2.0
Call-ID: 2085017328@10.21.91.156
From: <sip:publisher@cisco.com>;tag=970c4542
To: <sip:publisher@cisco.com>
Event: presence
CSeq: 2045 NOTIFY
Contact: <sip:10.89.51.203:5060>
Content-Length: 1344
Content-Type:
multipart/related;type="application/rlmi+xml";start="<972014@10.89.51.203>";boundary="9720
1414-1dd1-11b2-b"
Require: eventlist
Subscription-State: terminated;reason=timeout
Via: SIP/2.0/UDP 10.89.51.203:5060;branch=z9hG4bK9721baee-1dd1-11b2-b7c3-f9efc6ad7818
Max-Forwards: 69
--97201414-1dd1-11b2-b
Content-Transfer-Encoding: binary
Content-ID: <972014@10.89.51.203>
Content-Type: application/rlmi+xml;charset="UTF-8"
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<list xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:rlmi" uri="sip:publisher@cisco.com" version="0"
fullState="true"><resource uri="sip:scalar1@cisco.com">
<instance cid="971a00@10.89.51.203" id="1" state="active"/>
</resource>
<resource uri="sip:scalar2@cisco.com">
<instance cid="971a28@10.89.51.203" id="1" state="active"/>
</resource>
</list>
--97201414-1dd1-11b2-b
Content-Transfer-Encoding: binary
Content-ID: <971a00@10.89.51.203>
Content-Type: application/pidf+xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<presence entity="sip:scalar1@cisco.com" >
<dm:person xmlns:dm="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:data-model" id="p1" >
<r:activities xmlns:r="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:rpid" >
<ce:available xmlns:ce="urn:cisco:params:xml:ns:pidf:rpid "/>
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</r:activities>
</dm:person>
<tuple xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:pidf"
id="t31">
<contact priority="1">sip:scalar1@57.1.1.15</contact>
<sc:sercvaps xmlns:sc="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:servcaps">
<sc:audio>true</sc:audio>
<sc:video>false</sc:video>
<sc:text>true</sc:text>
</sc:servcaps>
<r:user-input
xmlns:r="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:rpid:status:rpid">active</r:user-input>
<status>
<basic>open</basic>
</status>
</tuple>
<tuple xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:pidf"
id="t32">
<contact priority="1">sip:xten4@57.1.1.16</contact>
<sc:sercvaps xmlns:sc="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:servcaps">>
<sc:audio>true</sc:audio>
<sc:video>false</sc:video>
<sc:text>true</sc:text>
</sc:servcaps>
<r:user-input
xmlns:r="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:rpid:status:rpid">active</r:user-input>
<status>
<basic>open</basic>
</status>
</tuple>
</presence>
--97201414-1dd1-11b2-b
Content-Transfer-Encoding: binary
Content-ID: <971a28@10.89.51.203>
Content-Type: application/pidf+xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<presence entity="sip:scalar2@cisco.com"
>
<dm:person xmlns:dm="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:data-model" id= "p2">
<r:activities xmlns:r="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:rpid" >
<ce:available xmlns:ce="urn:cisco:params:xml:ns:pidf:rpid "/>
</r:activities>
</dm:person>
<tuple xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:pidf" id="t31">
<contact priority="1">sip:scalar2@57.1.1.15</contact>
<sc:sercvaps xmlns:sc="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:servcaps">
<sc:audio>true</sc:audio>
<sc:video>false</sc:video>
<sc:text>true</sc:text>
</sc:servcaps>
<r:user-input xmlns:es="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:rpid:status:rpid"
>active</r:user-input>
<status>
<basic>open</basic>
</status>
</tuple>
<tuple xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:pidf" id="t32">
<contact priority="1">sip:xten4@57.1.1.16</contact>
<sc:sercvaps xmlns:sc="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:servcaps">
<sc:audio>true</sc:audio>
<sc:video>false</sc:video>
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<sc:text>true</sc:text>
</sc:servcaps>
<ce:model xmlns:ce=urn:cisco:params:xml:pidf:rpid>Cisco 7960</ce:model>
>active</r:user-input>
<status>
<basic>open</basic>
</status>
</tuple>
</presence>
--97201414-1dd1-11b2-b--

外部サーバからの NOTIFY 要求のフィールドの説明
外部サーバは、Cisco Unified Presence からのバックエンド サブスクリプション要求を受信すると、要
求されたリソースの状態を NOTIFY 要求に含めて Cisco Unified Presence に送り返します。外部サー
バによって送信される NOTIFY 要求のフィールドに関する説明については、表 2-4 を参照してくださ
い。このタイプの NOTIFY 要求には、User-Agent ヘッダーなどがあります。
表 2-4

外部サーバからの NOTIFY 要求のフィールドの説明

フィールド名

説明

Subscription-State

このフィールドには、現在外部サーバにあるサブスクリプションの状態と期限
切れ時間が格納されます。

Content-Type

このフィールドには、メッセージ本体の MIME タイプが格納されます。この
MIME タイプは、バックエンド SUBSCRIBE 要求の Accept ヘッダーで送信さ
れた MIME タイプの 1 つと関連付けられます。

Message body

この XML ドキュメントには、外部プレゼンティティの状態が示されます。こ
の情報は、元のウォッチャに送信される前に、適切な構成アルゴリズムとフィ
ルタリング アルゴリズムによって処理されます。また、外部プレゼンティティ
は、NOTIFY メッセージが元のウォッチャに送信される前に、ローカル プレ
ゼンティティに変換されます。

<source>

メッセージ本体ドキュメント内のこの要素を使用して、状態のソース、および
そのソースに関連付けられた特定の優先順位があるかどうかが示されます。こ
の独自の要素は、名前空間「urn:cisco: params:xml:ns:pidf:source」の中にあ
ります。
このフィールドの値は、Source Priority プロビジョニングにおいてプロビジョ
ニングされた値と一致する必要があります。受信された値のうち、プロビジョ
ニングされた値と一致しない値は、すべて無視されます。

<audio>

パブリッシュされたドキュメント内のこの要素は、サービスの音声クラス（電
話など）を使用できるかどうかを示します。
（注）

サービスの複数のクラスが同一のデバイスからパブリッシュされる場
合があります。

このフィールドの値が「true」の場合は、パブリッシュ済みの状態が電話デバ
イスのものであることを示します。電話専用ウォッチャまたはプライバシー
フィルタでは、このフィールドと比較することによって、状態のうちのいずれ
が電話デバイスに関連付けられているかを識別します。
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表 2-4

フィールド名

<text>

外部サーバからの NOTIFY 要求のフィールドの説明 （続き）

説明
パブリッシュされたドキュメント内のこの要素は、サービスのテキスト クラス
（IM など）を使用できるかどうかを示します。
（注）

サービスの複数のクラスが同一のデバイスからパブリッシュされる場
合があります。

このフィールドの値が「true」の場合は、パブリッシュされる状態が IM デバ
イスのものであることを示します。IM 専用タイプのフィルタでは、この
フィールドと比較することによって、状態のうちのいずれが IM デバイスに関
連付けられているかを識別します。

<video>

パブリッシュされたドキュメント内のこの要素は、サービスのビデオ クラスを
使用できるかどうかを示します。
（注）

サービスの複数のクラスが同一のデバイスからパブリッシュされる場
合があります。

このフィールドの値が「true」の場合は、パブリッシュされる状態がビデオ対
応デバイスのものであることを示します。

<user-input>

パブリッシュされたドキュメント内のこの要素は、キーボード、ポインティン
グ デバイス、音声などの、デバイス上のアクティビティを示します。
この値は、フィルタを適用しないでウォッチャに送信されます。

<activities>

パブリッシュされたドキュメント内のこの要素は、デバイスが通話中であるか
どうか、割り込み可能な通話中であるかどうかなどを示します。

User-Agent

このフィールドには要求の送信者のクライアント タイプとバージョン情報が格
納されます。
このフィールド内のクライアントのタイプとバージョン情報は、そのクライア
ント タイプで使用できるサービスのクラスを識別する、あらかじめ設定された
表と照合されます。この設定は、サービスのクラスに関する情報がメッセージ
の pidf 本体に含まれていない場合に、サービスのクラスを決定するために使用
されます。
サービスのクラスに関する情報がメッセージ本体に含まれておらず、かつ

User-Agent タイプ用の設定が存在しない（または User-Agent ヘッダーがな
い）場合は、デバイス機能のデフォルト設定によって IM またはテキストが指
定されます。

PUBLISH 要求の概要
PUBLISH 要求を使用すると、クライアント アプリケーションがそのプレゼンス状態を
Cisco Unified Presence に送信できます。
• 「PUBLISH 要求の例」（P.2-18）
• 「PUBLISH 要求のフィールドの説明」（P.2-19）
• 「PUBLISH 応答メッセージ」（P.2-23）
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PUBLISH 要求の例
例 2-4 は、Presence ユーザ エージェント クライアント（UAC）から Cisco Unified Presence に送信さ
れた PUBLISH 要求を示します。
例 2-4

PUBLISH 要求

PUBLISH sip:xten3@compB.cisco.com:5060;transport=tcp SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TCP 57.1.1.15:5060;branch=42fe6223-25e92eae-dd09f88a-7fcf9be6-1
To: <sip:xten3@57.1.1.15>
From: xten3<sip:xten3@compB.cisco.com>;tag=5577e92b
Via: SIP/2.0/UDP
57.1.1.83:6756;received=57.1.1.83;rport=6756;branch=z9hG4bK-d87543-1071201803-1--d87543Call-ID: 3178d777074bee32
CSeq: 1 PUBLISH
Contact: <sip:xten3@57.1.1.83:6756>
Expires: 3600
Max-Forwards: 69
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, NOTIFY, MESSAGE, SUBSCRIBE
Content-Type: application/pidf+xml
User-Agent: eyeBeam release 8888a stamp 16336 (sn:a0d46d0c5ff5ecfbb8d8)
P-Asserted-Identity: < sip:xten3@compB.cisco.com >
Event: presence
Content-Length: 591
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<presence xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:pidf"
xmlns:r="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:rpid"
xmlns:dm="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:data-model"
xmlns:ce="urn:cisco:params:xml:ns:pidf:rpid"
xmlns:ci="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:cipid"
xmlns:sc="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:servcaps"
xmlns:so="urn:cisco:params:xml:ns:pidf:source"
entity="sip:xten3@57.1.1.15">
<dm:person id="p3">
<r:activities >
<ce:available />
</r :activities >
</dm:person>
<tuple id="t0">
<contact priority="1">sip:xten3@57.1.1.15</contact>
<so:source> Manually set by persona </so:source>
<sc:servcaps>
<sc:audio>true</sc:audio>
<sc:video>false</sc:video>
<sc:text>true</sc:text>
</sc:servcaps>
<ce:model xmlns:ce=urn:cisco:params:xml:pidf:rpid>Cisco 7960</ce:model>
<r:user-input>active</r:user-input>
<status>
<basic>open</basic>
</status>
</tuple>
</presence>
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モバイル クライアントの場合、PUBLISH 要求のコンタクト要素には、Cisco Unified Presence 内のプ
ロビジョニングされたユーザ デバイスを一意に照合できるようにするための、モバイル デバイス番号
が含まれている場合があります。次に例を示します。
<contact>sip:user@hostname;mobile=2550217</contact>

PUBLISH 要求のフィールドの説明
表 2-5 に、PUBLISH 要求の各部分の使用方法に関する説明を示します。
表 2-5

PUBLISH メッセージの説明

ヘッダー / フィールド名 説明

プロビジョニングへのマッピング

RequestURI

このフィールドには、状態が属するプレ このフィールドの値は、ユーザま
ゼンティティの URI が格納されます。 たは Persona（プレゼンス情報を
提供する複数のデバイスやアプリ
ケーションをもつもの）の、プロ
ビジョニングされたエイリアスに
対応している必要があります。

P-Asserted-Identity

このフィールドには、プレゼンティティ
の ID を Cisco Unified Presence に渡す
場合に優先的に適用される方式が格納さ
れます。この ID は、プロキシによって
挿入されるか、またはエンド ユーザ ク
ライアントによって挿入されます。後者
の場合は、プロキシによって ID が検証
されます。

Remote-Party-ID

送信者によって P-Asserted-Identity が
P-Asserted-Identity と同様。
サポートされていない場合は、プレゼン
ティティの ID はこのフィールドに含め
て送信されます。P-Asserted-Identity が
存在する場合は、このフィールドは使用
されません。

このフィールドによって、認証ポ
リシーに従い、PUBLISH 要求が
認証されます。PUBLISH の認証
の値は通常、「self」に設定しま
す。この値は、
P-asserted-Identity 内の URI が、
RequestURI に対応する同じユー
ザにマッピングする必要があるこ
とを意味します。

例：
Remote-Party-ID:
<sip:xten3@compB.cisco.com>

From

送信者によって P-Asserted-Identity と
P-Asserted-Identity と同様。
Remote-Party-ID がいずれもサポートさ
れていない場合は、プレゼンティティの
ID はこのフィールドに含めて送信され
ます。P-Asserted-Identity または
Remote-Party-ID ヘッダーが存在する場
合は、このフィールドは使用されませ
ん。

Content-Type

このヘッダーには、メッセージ本体に含 プレゼンス パッケージの場合は、
まれているドキュメントの MIME タイ 適切な MIME タイプ指定は
プが格納されます。
application/pidf+xml となりま
す。

開発者ガイド for Cisco Unified Presence リリース 7.0

2-19

第 2章

Cisco Unified Presence の SIMPLE インターフェイス

SIMPLE Presence インターフェイスの概要

表 2-5

PUBLISH メッセージの説明 （続き）

ヘッダー / フィールド名 説明

プロビジョニングへのマッピング

<source>

このフィールドの値は、Source
Priority プロビジョニングにおい
てプロビジョニングされた値と一
致する必要があります。受信され
た値のうち、プロビジョニングさ
れた値と一致しない値は、すべて
無視されます。

パブリッシュされたドキュメント内のこ
の要素には、このソースに関連付けられ
た特定の優先順位があるかどうかを判別
するために、PUBLISH 要求のソースが
示されます。この独自の要素は、名前空
間「urn:cisco:
params:xml:ns:pidf:source」の中にあり
ます。

この要素は、到達可能性規則定義
たとえば、インスタント メッセージ ク と比較されます。
ライアントまたは Cisco Unified
Personal Communicator アプリケーショ
ンでは、状態の手動上書き機能を呼び出
す場合に、source に特定の値を含めて
送信します。

<model>

この独自の要素を使用すると、デバイス このフィールドの値は、ユーザの
のモデル情報をプレゼンス ドキュメン
到達可能性またはフィルタリング
トに渡すことができます。この要素の用 規則にアクセスするために、すべ
途は User-Agent ヘッダーと同様ですが、 てのプロビジョニングされたデバ
集約された要求からの PUBLISH 要求ま イス タイプ情報と照合されます。
たは NOTIFY 要求とともに使用できま
す。この場合、User-Agent ヘッダーで
はサーバが識別され、<model> では子
であるタプルに適用される、デバイス情
報が識別されます。
使用される名前空間は
「urn:cisco:params:xml:ns:pidf:rpid」で
す。

<audio>

パブリッシュされたドキュメント内のこ
の要素は、サービスの音声クラス（電話
など）を使用できるかどうかを示しま
す。
（注）

<text>

サービスの複数のクラスが同一
のデバイスからパブリッシュさ
れる場合があります。

パブリッシュされたドキュメント内のこ
の要素は、サービスのテキスト クラス
（IM など）を使用できるかどうかを示し
ます。
（注）

サービスの複数のクラスが同一
のデバイスからパブリッシュさ
れる場合があります。
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このフィールドの値が「true」の
場合は、パブリッシュ済みの状態
が電話デバイスのものであること
を示します。
電話専用ウォッチャまたはプライ
バシー フィルタでは、この
フィールドと比較することによっ
て、状態のうちのいずれが電話デ
バイスに関連付けられているかを
識別します。
このフィールドの値を「true」に
することで、パブリッシュ済みの
状態が IM デバイスのものである
ことを示します。

IM 専用タイプのフィルタでは、
このフィールドと比較することに
よって、状態のうちのいずれが
IM デバイスに関連付けられてい
るかを識別します。
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表 2-5

PUBLISH メッセージの説明 （続き）

ヘッダー / フィールド名 説明

<video>

プロビジョニングへのマッピング

パブリッシュされたドキュメント内のこ このフィールドの値を「true」に
の要素は、サービスのビデオ クラスを
することで、パブリッシュ済みの
使用できるかどうかを示します。
状態がビデオ対応デバイスのもの
であることを示します。
（注） サービスの複数のクラスが同一
のデバイスからパブリッシュさ
れる場合があります。

<user-input>

パブリッシュされたドキュメント内のこ この値は、このリリースのフィル
の要素は、キーボード、ポインティング タを適用しないでウォッチャに送
デバイス、音声などの、デバイス上のア 信されます。
クティビティを示します。

<activities>

パブリッシュされたドキュメント内のこ
の要素は、デバイスが通話中であるかど
うか、割り込み可能な通話中であるかど
うかなどを示します。

到達可能性アルゴリズムが適用さ
れている場合、「On the Phone」
および「Busy」という値は、そ
れぞれ「通話中」および「通話中
であるが割り込み可能」という到
達可能性を示します。他のアク
ティビティは到達可能性アルゴリ
ズムに影響を及ぼしませんが、
NOTIFY 要求においてウォッ
チャに対して送信される、構成さ
れたドキュメントに含められま
す。
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表 2-5

PUBLISH メッセージの説明 （続き）

ヘッダー / フィールド名 説明

プロビジョニングへのマッピング

Expires

有効期限が切れたパブリッシュ済
みの状態は、定期的に、
Cisco Unified Presence のソフト
状態情報から削除されます。

このフィールドには、PUBLISH 要求の
相対的な期限切れ時間が示されます。こ
の値は、Cisco Unified Presence で設定
される、最小期限切れ時間と最大期限切
れ時間の間である必要があります。期限
切れ時間が小さすぎる場合は、
Cisco Unified Presence によってパブリ
ケーションが拒否されます。期限切れ時
間が大きすぎる場合、パブリケーション
は承認されますが、パブリケーションの
期限切れ時間には、
Cisco Unified Presence で設定されたデ
フォルトの期限切れ時間が設定されま
す。

Expires ヘッダーが存在しない場合、パ
ブリケーションの有効期限には

Cisco Unified Presence で設定されたデ
フォルトの期限切れ時間が設定されま
す。

User-Agent

このフィールドには要求の送信者のクラ このフィールド内のクライアント
イアント タイプとバージョン情報が格
のタイプとバージョン情報は、そ
納されます。
のクライアント タイプで使用で
きるサービスのクラスを識別す
る、あらかじめ設定された表と比
較されます。この設定は、サービ
スのクラスに関する情報がメッ
セージの pidf 本体に含まれてい
ない場合に、サービスのクラスを
決定するために使用されます。
サービスのクラスに関する情報が
メッセージ本体に含まれておら
ず、かつ User-Agent タイプ用の
設定が存在しない（または
User-Agent ヘッダーがない）場
合は、デバイス機能のデフォルト
設定によって IM またはテキスト
が指定されます。

関連項目
「SIMPLE の業界標準」（P.2-1）
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PUBLISH 応答メッセージ
メッセージ本体およびペイロードはパブリケーションに対する応答には含まれません。
Cisco Unified Presence では、RFC3903 に従い、SUBSCRIBE 要求または NOTIFY 要求からプレゼン
ス ステータスを取得します。

関連項目
「SIMPLE の業界標準」（P.2-1）

Unified Communicator Change Notifier（UCCN）イン
ターフェイスの概要
Unified Communicator Change Notifier インターフェイスは、Cisco Unified Presence データベースに
格納されているプロビジョニング データに加えられた変更をクライアントに通知します。Unified
Communicator Change Notifier インターフェイスでは、Cisco Unified Presence データベース内の変更
を検出し、SIP Subscribe/Notify 交換を使用して、これらの変更についてクライアントに通知します。
• 「UCCN XML スキーマ」（P.2-23）
• 「通知ペイロード XML メッセージ」（P.2-26）

UCCN XML スキーマ
例 2-5 は UCCN XML スキーマを示します。
例 2-5

Cisco Unified Presence UCCN スキーマ

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XML Spy v4.4 U (http://www.xmlspy.com) by Dave Sulzen (Cisco Systems,
Inc.) -->
<!-Document
: uccn-chgnot.xsd
Created on : 2007/01/27, 15:11
Author
: dsulzen
Description:
UPC change notification schema.
-->
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:epas="urn:cisco:cups:uccn"
elementFormDefault="qualified" targetNamespace:epas="urn:cisco:cups:uccn">
<xs:element name="UPCConfigChange">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="action" type="xs:string"/>
<xs:choice>
<xs:sequence>
<xs:annotation>
<xs:documentation>systemcfg, attrmap, ctigw, epasdevice, ldap,
meetingplace, vmpilot, unity, processconfig, proxyprofile, cupssystemcfg, ucendusercfg,
pebackendgateway</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:element ref="property" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:sequence>
<xs:annotation>
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<xs:documentation>Contacts</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:element name="old" type="ContactsElementType" minOccurs="0"/>
<xs:element name="new" type="ContactsElementType" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:sequence>
<xs:annotation>
<xs:documentation>ContactGroups</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:element name="old" type="ContactGroupsBlock" minOccurs="0"/>
<xs:element name="new" type="ContactGroupsBlock" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:sequence>
<xs:annotation>
<xs:documentation>DialRules</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:element name="old" type="DialingRulesBlock" minOccurs="0"/>
<xs:element name="new" type="DialingRulesBlock" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:sequence>
<xs:annotation>
<xs:documentation>EndUser</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:element ref="property" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="cti-device" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:sequence>
<xs:annotation>
<xs:documentation>PrivacyPolicy</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:element name="old" type="PrivacyRulesType" minOccurs="0"/>
<xs:element name="new" type="PrivacyRulesType" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:sequence>
<xs:annotation>
<xs:documentation>FederatedDomain</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:element name="old" type="domainType" minOccurs="0"/>
<xs:element name="new" type="domainType" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:sequence>
<xs:annotation>
<xs:documentation>EndUser, CUPSIntraclusterPeers,
ProcessNode</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:element name="property">
<xs:complexType>
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ClusterPropertyType">
<xs:attribute name="name" type="xs:string"
use="required"/>
<xs:attribute name="is-public" type="xs:boolean"
use="optional"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="ContactGroupsBlock">
<xs:sequence>

開発者ガイド for Cisco Unified Presence リリース 7.0

2-24

第 2章

Cisco Unified Presence の SIMPLE インターフェイス
Unified Communicator Change Notifier（UCCN）インターフェイスの概要

<xs:element name="group" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DialingRulesBlock">
<xs:sequence>
<xs:element name="rule" type="DialingRulesElementType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="domainType">
<xs:sequence>
<xs:element name="domain" type="xs:string"/>
<xs:element ref="auth-policy"/>
<xs:element name="description" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="auth-policy">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="allowed|blocked"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:complexType name="ContactsElementType">
<xs:sequence>
<xs:element ref="group"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DialingRulesElementType">
<xs:sequence>
<xs:element name="type" type="xs:string"/>
<xs:element name="name" type="xs:string"/>
<xs:element name="description" type="xs:string"/>
<xs:element name="priority" type="xs:string"/>
<xs:element name="number-begins-with" type="xs:string"/>
<xs:element name="number-of-digits" type="xs:string"/>
<xs:element name="digits-to-be-removed" type="xs:string"/>
<xs:element name="prefix" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="group">
<xs:complexType>
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ContactGroupType">
<xs:attribute name="name" type="xs:string" use="required"/>
<xs:attribute name="index" type="xs:string" use="required"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="ContactGroupType">
<xs:sequence>
<xs:element name="persona-id" type="xs:string"/>
<xs:element name="is-cups" type="xs:boolean"/>
<xs:element name="domain" type="xs:string"/>
<xs:element name="contactInfoChanged" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="property">
<xs:complexType>
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="xs:string">
<xs:attribute name="is-public" type="xs:boolean" use="optional"/>
<xs:attribute name="name" type="xs:string" use="required"/>
</xs:extension>
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</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="PrivacyRulesType">
<xs:sequence>
<xs:element name="rule">
<xs:complexType>
<xs:choice>
<xs:element name="watcher" type="xs:string"/>
<xs:element name="data" type="xs:string"/>
</xs:choice>
<xs:attribute name="name" type="xs:string" use="required"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ClustersType">
<xs:sequence>
<xs:element name="cluster" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ClusterType">
<xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ClusterType">
<xs:sequence>
<xs:element name="SubCluster" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="xs:string">
<xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required"/>
<xs:attribute name="PrimaryServer" type="xs:string"
use="required"/>
<xs:attribute name="SecondaryServer" type="xs:string"
use="required"/>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ClusterPropertyType">
<xs:sequence>
<xs:element name="clusters" type="ClustersType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>

通知ペイロード XML メッセージ
• 「UcSystemCfg」（P.2-27）
• 「EPASContacts」（P.2-28）
• 「EPASContactGroup」（P.2-29）
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• 「ApplicationDialRule」（P.2-30）
• 「UcAttributeMap」（P.2-31）
• 「UcCtiGatewayProfile」（P.2-32）
• 「UcCtiGatewayHost」（P.2-32）
• 「EndUser」（P.2-32）
• 「EpasDevice」（P.2-35）
• 「UcLdapProfile」（P.2-35）
• 「UcLdapHost」（P.2-36）
• 「UcMeetingPlaceHost」（P.2-36）
• 「UcMeetingPlaceProfile」（P.2-37）
• 「ProcessConfig」（P.2-37）
• 「ProcessNode」（P.2-37）
• 「UcProxyProfile」（P.2-38）
• 「UcUnityHost」（P.2-38）
• 「UcUnityProfile」（P.2-38）
• 「VoiceMessagingPilot」（P.2-39）
• 「EpasPrivacyPolicy」（P.2-39）
• 「PeUriAcl」（P.2-40）
• 「CUPSystemCfg」（P.2-41）
• 「CUPSIntraClusterPeers」（P.2-41）
• 「UCEnduserCfg」（P.2-42）
• 「PEBackendGateway」（P.2-43）
• 「PEFederatedDomain」（P.2-43）

UcSystemCfg
UcSystemCfg
アクション：Update
ペイロード：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UPCConfigChange xmlns:epas='urn:cisco:epas:uccn'
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xsi:schemaLocation='urn:cisco:epas:uccn file:UCCNSchema.xsd'>
<epas:action>update-systemcfg</epas:action>
<epas:property name="Security">1</epas:property>
<epas:property name="TFTP.Primary">hosta</epas:property>
<epas:property name="TFTP.Backup1">hostb</epas:property>
<epas:property name="TFTP.Backup2">hostc</epas:property>
<epas:property name="CUP.ProxyUDPListener.Port"></epas:property>
<epas:property name="CUP.ProxyTCPListener.Port"></epas:property>
<epas:property name="CUP.ProxyTLSListenerPeerAuth.Port"></epas:property
<epas:property name="CUP.ProxyTLSListenerServerAuth.Port"></epas:property>
</UPCConfigChange>
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EPASContacts
EPASContacts
アクション：Insert
ペイロード：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UPCConfigChange xmlns:epas='urn:cisco:epas:uccn'
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xsi:schemaLocation='urn:cisco:epas:uccn file:UCCNSchema.xsd'>
<epas:action>insert-contact</epas:action>
<new>
<epas:group name="General" index="1.0">
<epas:persona-id index="1.0000000000" nickname="Curly">Jack</epas:persona-id>
<epas:is-cups>TRUE</epas:is-cups>
<epas:domain>Microsoft</epas:domain>
<epas:contactInfoChanged>TRUE</epas:contactInfoChanged>
</epas:group>
</new>
</UPCConfigChange>

EPASContacts
アクション：Update
ペイロード：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UPCConfigChange xmlns:epas='urn:cisco:epas:uccn'
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xsi:schemaLocation='urn:cisco:epas:uccn file:UCCNSchema.xsd'>
<epas:action>update-contact</epas:action>
<old>
<epas:group name="General" index="1.0">
<epas:persona-id index="1.0000000000" nickname="Curly">Jack</epas:persona-id>
<epas:is-cups>FALSE</epas:is-cups>
<epas:domain> Microsoft </epas:domain>
<epas:contactInfoChanged>TRUE </epas:contactInfoChanged>
</epas:group>
</old>
<new>
<epas:group name="General" index="1.0">
<epas:persona-id index="1.0000000000" nickname="Baldy">Jack</epas:persona-id>
<epas:is-cups>FALSE</epas:is-cups>
<epas:domain> Microsoft </epas:domain>
<epas:contactInfoChanged>FALSE</epas:contactInfoChanged>
</epas:group>
</new>
</UPCConfigChange>

EPASContacts
アクション：Delete
ペイロード：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UPCConfigChange xmlns:epas='urn:cisco:epas:uccn'
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xsi:schemaLocation='urn:cisco:epas:uccn file:UCCNSchema.xsd'>
<epas:action>delete-contact</epas:action>
<old>
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<epas:group name="General" index="1.0">
<epas:persona-id index="1.0000000000" nickname="Curly">Jack</epas:persona-id>
<epas:is-cups>TRUE</epas:is-cups>
<epas:domain> Microsoft </epas:domain>
</epas:group>
</old>
</UPCConfigChange>

EPASContactGroup
EPASContactGroup
アクション：Insert
ペイロード：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UPCConfigChange xmlns:epas='urn:cisco:epas:uccn'
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xsi:schemaLocation='urn:cisco:epas:uccn file:UCCNSchema.xsd'>
<epas:action>insert-group</epas:action>
<new>
<epas:group name="General" index="1.0000000000"></epas:group>
</new>
</UPCConfigChange>

EPASContactGroup
アクション：Update
ペイロード：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UPCConfigChange xmlns:epas='urn:cisco:epas:uccn'
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xsi:schemaLocation='urn:cisco:epas:uccn file:UCCNSchema.xsd'>
<epas:action>update-group</epas:action>
<old>
<epas:group name="General" index="1.0000000000"></epas:group>
</old>
<new>
<epas:group name="Work" index="1.0000000000"></epas:group>
</new>
</UPCConfigChange>

EPASContactGroup
アクション：Delete
ペイロード：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UPCConfigChange xmlns:epas='urn:cisco:epas:uccn'
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xsi:schemaLocation='urn:cisco:epas:uccn file:UCCNSchema.xsd'>
<epas:action>delete-group</epas:action>
<old>
<epas:group name="General" index="1.0000000000"></epas:group>
</old>
</UPCConfigChange>
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ApplicationDialRule
ApplicationDialRule
アクション：Insert
ペイロード：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UPCConfigChange xmlns:epas='urn:cisco:epas:uccn'
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xsi:schemaLocation='urn:cisco:epas:uccn file:UCCNSchema.xsd'>
<epas:action>insert-rule</epas:action>
<new>
<epas:rule>
<epas:type>1</epas:type>
<epas:name>9</epas:name>
<epas:description>9 to 1</epas:description>
<epas:priority>1</epas:priority>
<epas:number-begins-with>9</epas:number-begins-with>
<epas:number-of-digits>4</epas:number-of-digits>
<epas:digits-to-be-removed>1</epas:digits-to-be-removed>
<epas:prefix>1</epas:prefix>
</epas:rule>
</new>
</UPCConfigChange>

ApplicationDialRule
アクション：Update
ペイロード：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UPCConfigChange xmlns:epas='urn:cisco:epas:uccn'
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xsi:schemaLocation='urn:cisco:epas:uccn file:UCCNSchema.xsd'>
<epas:action>update-rule</epas:action>
<old>
<epas:rule>
<epas:type>1</epas:type>
<epas:name>9</epas:name>
<epas:description>9 changed to 1</epas:description>
<epas:priority>1</epas:priority>
<epas:number-begins-with>9</epas:number-begins-with>
<epas:number-of-digits>4</epas:number-of-digits>
<epas:digits-to-be-removed>1</epas:digits-to-be-removed>
<epas:prefix>1</epas:prefix>
</epas:rule>
</old>
<new>
<epas:rule>
<epas:type>1</epas:type>
<epas:name>9</epas:name>
<epas:description>9 to 1</epas:description>
<epas:priority>1</epas:priority>
<epas:number-begins-with>9</epas:number-begins-with>
<epas:number-of-digits>4</epas:number-of-digits>
<epas:digits-to-be-removed>1</epas:digits-to-be-removed>
<epas:prefix>1</epas:prefix>
</epas:rule>
</new>
</UPCConfigChange>
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ApplicationDialRule
アクション：Delete
ペイロード：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UPCConfigChange xmlns:epas='urn:cisco:epas:uccn'
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xsi:schemaLocation='urn:cisco:epas:uccn file:UCCNSchema.xsd'>
<epas:action>delete-rule</epas:action>
<old>
<epas:rule>
<epas:type>1</epas:type>
<epas:name>9</epas:name>
<epas:description>9 changed to 1</epas:description>
<epas:priority>1</epas:priority>
<epas:number-begins-with>9</epas:number-begins-with>
<epas:number-of-digits>4</epas:number-of-digits>
<epas:digits-to-be-removed>1</epas:digits-to-be-removed>
<epas:prefix>1</epas:prefix>
</epas:rule>
</old>
</UPCConfigChange>

UcAttributeMap
UcAttributeMap
アクション：Update
ペイロード：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UPCConfigChange xmlns:epas='urn:cisco:epas:uccn'
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xsi:schemaLocation='urn:cisco:epas:uccn file:UCCNSchema.xsd'>
<epas:action>update-ldapmapping</epas:action>
<epas:property name="Directory.Map.UID">employeenumber</epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.FirstName">givenName</epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.LastName">sn</epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.MiddleName">initials</epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.nickname">nickname</epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.UserID">uid</epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.Photo">jpegPhoto</epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.Title">title</epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.DisplayName">displayName</epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.NamePrefix"></epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.NameSuffix"></epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.Gender"></epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.BusinessEMail">mail</epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.IM">uid</epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.BusinessPhoneNumber">telephoneNumber</epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.BusinessVoiceMail">voicemail</epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.BusinessMobilePhone">mobile</epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.BusinessPager">pager</epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.BusinessFax">facsimileTelephoneNumber</epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.BusinessOtherPhone"></epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.HomeEMail"></epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.HomeMobilePhone"></epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.HomeFax"></epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.URL">labeledURI</epas:property>
</UPCConfigChange>
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UcCtiGatewayProfile
UcCtiGatewayProfile
アクション：Update
ペイロード：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UPCConfigChange xmlns:epas='urn:cisco:epas:uccn'
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xsi:schemaLocation='urn:cisco:epas:uccn file:UCCNSchema.xsd'>
<epas:property name="CallControl.Primary.Address">rtp-epasccm2</epas:property>
<epas:property name="CallControl.Primary.Port">2748</epas:property>
<epas:property name="CallControl.Primary.Protocol">TCP</epas:property>
<epas:property name="CallControl.Backup1.Address"></epas:property>
<epas:property name="CallControl.Backup1.Port"></epas:property>
<epas:property name="CallControl.Backup1.Protocol"></epas:property>
<epas:property name="CallControl.Backup2.Address"></epas:property>
<epas:property name="CallControl.Backup2.Port"></epas:property>
<epas:property name="CallControl.Backup2.Protocol"></epas:property>
</UPCConfigChange>

UcCtiGatewayHost
UcCtiGatewayHost
アクション：Update
ペイロード：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UPCConfigChange xmlns:epas='urn:cisco:epas:uccn'
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xsi:schemaLocation='urn:cisco:epas:uccn file:UCCNSchema.xsd'>
<epas:action>update-host</epas:action>
<epas:property name="CallControl.Primary.Address">rtp-epasccm2</epas:property>
<epas:property name="CallControl.Primary.Port">2748</epas:property>
<epas:property name="CallControl.Primary.Protocol">TCP</epas:property>
<epas:property name="CallControl.Backup1.Address"></epas:property>
<epas:property name="CallControl.Backup1.Port"></epas:property>
<epas:property name="CallControl.Backup1.Protocol"></epas:property>
<epas:property name="CallControl.Backup2.Address"></epas:property>
<epas:property name="CallControl.Backup2.Port"></epas:property>
<epas:property name="CallControl.Backup2.Protocol"></epas:property>
</UPCConfigChange>

EndUser
EndUser
アクション：Update fkucunityprofile
ペイロード：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UPCConfigChange xmlns:epas='urn:cisco:epas:uccn'
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xsi:schemaLocation='urn:cisco:epas:uccn file:UCCNSchema.xsd'>
<epas:action>update-host</epas:action>
<epas:property name="VoiceMail.Primary.Address">hostname</epas:property>
<epas:property name="VoiceMail.Primary.Port">1234</epas:property>
<epas:property name="VoiceMail.Primary.Protocol">TCP</epas:property>
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<epas:property name="VoiceMail.Backup1.Address">hostname</epas:property>
<epas:property name="VoiceMail.Backup1.Port">1234</epas:property>
<epas:property name="VoiceMail.Backup1.Protocol">TCP</epas:property>
<epas:property name="VoiceMail.Backup2.Address">hostname</epas:property>
<epas:property name="VoiceMail.Backup2.Port">1234</epas:property>
<epas:property name="VoiceMail.Backup2.Protocol">TCP</epas:property>
<epas:property name="VoiceMail.PilotNumber"></epas:property>
<epas:cti-device>SEP000E836F0164</epas:cti-device>
</UPCConfigChange>

EndUser
アクション：Update fkucmeetingplaceprofile
ペイロード：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UPCConfigChange xmlns:epas='urn:cisco:epas:uccn'
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xsi:schemaLocation='urn:cisco:epas:uccn file:UCCNSchema.xsd'>
<epas:action>update-host</epas:action>
<epas:property name="MeetingPlace.Primary.Address">hostname</epas:property>
<epas:property name="MeetingPlace.Primary.Port">1234</epas:property>
<epas:property name="MeetingPlace.Primary.Protocol">HTTPS</epas:property>
<epas:property name="MeetingPlace.Backup1.Address">hostname</epas:property>
<epas:property name="MeetingPlace.Backup1.Port">1234</epas:property>
<epas:property name="MeetingPlace.Backup1.Protocol">HTTPS</epas:property>
<epas:property name="MeetingPlace.Backup2.Address">hostname</epas:property>
<epas:property name="MeetingPlace.Backup2.Port">1234</epas:property>
<epas:property name="MeetingPlace.Backup2.Protocol">HTTPS</epas:property>
<epas:cti-device>SEP000E836F0164</epas:cti-device>
</UPCConfigChange>

EndUser
アクション：Update fkucctigatewayprofile
ペイロード：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UPCConfigChange xmlns:epas='urn:cisco:epas:uccn'
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xsi:schemaLocation='urn:cisco:epas:uccn file:UCCNSchema.xsd'>
<epas:action>update-host</epas:action>
<epas:property name="CallControl.Primary.Address">rtp-epasccm2</epas:property>
<epas:property name="CallControl.Primary.Port">2748</epas:property>
<epas:property name="CallControl.Primary.Protocol">TCP</epas:property>
<epas:property name="CallControl.Backup1.Address"></epas:property>
<epas:property name="CallControl.Backup1.Port"></epas:property>
<epas:property name="CallControl.Backup1.Protocol"></epas:property>
<epas:property name="CallControl.Backup2.Address"></epas:property>
<epas:property name="CallControl.Backup2.Port"></epas:property>
<epas:property name="CallControl.Backup2.Protocol"></epas:property>
<epas:cti-device>SEP000E836F0164</epas:cti-device></UPCConfigChange>

EndUser
アクション：Update fkucldapprofile
ペイロード：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UPCConfigChange xmlns:epas='urn:cisco:epas:uccn'
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xsi:schemaLocation='urn:cisco:epas:uccn file:UCCNSchema.xsd'>
<epas:action>update-host</epas:action>
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<epas:property name="Directory.Primary.Address">hostname</epas:property>
<epas:property name="Directory.Primary.Port">1234</epas:property>
<epas:property name="Directory.Primary.Protocol">TCP</epas:property>
<epas:property name="Directory.Backup1.Address">hostname</epas:property>
<epas:property name="Directory.Backup1.Port">1234</epas:property>
<epas:property name="Directory.Backup1.Protocol">TCP</epas:property>
<epas:property name="Directory.Backup2.Address">hostname</epas:property>
<epas:property name="Directory.Backup2.Port">1234</epas:property>
<epas:property name="Directory.Backup2.Protocol">TCP</epas:property>
<epas:cti-device>SEP000E836F0164</epas:cti-device>
</UPCConfigChange>

EndUser
アクション：Update fkucproxyprofile
ペイロード：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UPCConfigChange xmlns:epas='urn:cisco:epas:uccn'
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xsi:schemaLocation='urn:cisco:epas:uccn file:UCCNSchema.xsd'>
<epas:action>update-host</epas:action>
<epas:property name="Presence.Primary.Address">dsulzen-cup</epas:property>
<epas:property name="Presence.Primary.Port">5060</epas:property>
<epas:property name="Presence.Primary.Protocol">TCP</epas:property>
<epas:property name="Presence.Backup.Address">dsulzen-cup</epas:property>
<epas:property name="Presence.Backup.Port">5060</epas:property>
<epas:property name="Presence.Backup.Protocol">TCP</epas:property>
<epas:property name="Presence.Domain">cisco.com</epas:property>
<epas:cti-device>SEP000E836F0164</epas:cti-device>
</UPCConfigChange>

EndUser
アクション：Update enablecalendarpresence
ペイロード：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UPCConfigChange xmlns:epas='urn:cisco:epas:uccn'
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xsi:schemaLocation='urn:cisco:epas:uccn file:UCCNSchema.xsd'>
<epas:action>update-host</epas:action>
<epas:property name="Presence.calendar">disabled</epas:property>
</UPCConfigChange>

EndUser
アクション：Update fkprocessnode
ペイロード：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UPCConfigChange xmlns:epas='urn:cisco:epas:uccn'
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xsi:schemaLocation='urn:cisco:epas:uccn file:UCCNSchema.xsd'>
<epas:action>update-node</epas:action>
<epas:property name="DecomposedList">
<clusters>
<cluster id="ClusterA">
<SubCluster id="DefaultCUPSubcluster" PrimaryServer="cup1"
SecondaryServer="cup2"/>
<SubCluster id="SubCluster2" PrimaryServer="cup3" SecondaryServer="cup4"/>
</cluster>
</clusters>
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</epas:property>
</UPCConfigChange>

EpasDevice
EpasDevice
アクション：Update
ペイロード：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UPCConfigChange xmlns:epas='urn:cisco:epas:uccn'
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xsi:schemaLocation='urn:cisco:epas:uccn file:UCCNSchema.xsd'>
<epas:action>update-systemcfg</epas:action>
<epas:property name="Security">1</epas:property>
<epas:property name="TFTP.Primary">PrimaryTftpHost</epas:property>
<epas:property name="TFTP.Backup1">hostb</epas:property>
<epas:property name="TFTP.Backup2">hostc</epas:property>
</UPCConfigChange>

UcLdapProfile
UcLdapProfile
アクション：Update
ペイロード：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UPCConfigChange xmlns:epas='urn:cisco:epas:uccn'
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xsi:schemaLocation='urn:cisco:epas:uccn file:UCCNSchema.xsd'>
<epas:action>update-ldap</epas:action>
<epas:property name="Directory.DN">ldapdn</epas:property>
<epas:property name="Directory.Password">12345</epas:property>
<epas:property name="Directory.AnonymousBind">FALSE</epas:property>
<epas:property name="Directory.ConfigurationName">confname</epas:property>
<epas:property name="Directory.SearchContext1">cont1</epas:property>
<epas:property name="Directory.SearchRecursive1">FALSE</epas:property>
<epas:property name="Directory.SearchContext2">cont1</epas:property>
<epas:property name="Directory.SearchRecursive2">FALSE</epas:property>
<epas:property name="Directory.SearchContext3">cont1</epas:property>
<epas:property name="Directory.SearchRecursive3">FALSE</epas:property>
<epas:property name="Directory.Primary.Address">hostname</epas:property>
<epas:property name="Directory.Primary.Port">1234</epas:property>
<epas:property name="Directory.Primary.Protocol">TCP</epas:property>
<epas:property name="Directory.Backup1.Address">hostname</epas:property>
<epas:property name="Directory.Backup1.Port">1234</epas:property>
<epas:property name="Directory.Backup1.Protocol">TCP</epas:property>
<epas:property name="Directory.Backup2.Address">hostname</epas:property>
<epas:property name="Directory.Backup2.Port">1234</epas:property>
<epas:property name="Directory.Backup2.Protocol">TCP</epas:property>
</UPCConfigChange>
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UcLdapHost
UcLdapHost
アクション：Update
ペイロード：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UPCConfigChange xmlns:epas='urn:cisco:epas:uccn'
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xsi:schemaLocation='urn:cisco:epas:uccn file:UCCNSchema.xsd'>
<epas:action>update-ldap</epas:action>
<epas:property name="Directory.DN">ldapdn</epas:property>
<epas:property name="Directory.Password">12345</epas:property>
<epas:property name="Directory.AnonymousBind">FALSE</epas:property>
<epas:property name="Directory.ConfigurationName">confname</epas:property>
<epas:property name="Directory.SearchContext1">cont1</epas:property>
<epas:property name="Directory.SearchRecursive1">FALSE</epas:property>
<epas:property name="Directory.SearchContext2">cont1</epas:property>
<epas:property name="Directory.SearchRecursive2">FALSE</epas:property>
<epas:property name="Directory.SearchContext3">cont1</epas:property>
<epas:property name="Directory.SearchRecursive3">FALSE</epas:property>
<epas:property name="Directory.Primary.Address">hostname</epas:property>
<epas:property name="Directory.Primary.Port">1234</epas:property>
<epas:property name="Directory.Primary.Protocol">TCP</epas:property>
<epas:property name="Directory.Backup1.Address">hostname</epas:property>
<epas:property name="Directory.Backup1.Port">1234</epas:property>
<epas:property name="Directory.Backup1.Protocol">TCP</epas:property>
<epas:property name="Directory.Backup2.Address">hostname</epas:property>
<epas:property name="Directory.Backup2.Port">1234</epas:property>
<epas:property name="Directory.Backup2.Protocol">TCP</epas:property>
</UPCConfigChange>

UcMeetingPlaceHost
UcMeetingPlaceHost
アクション：Update
ペイロード：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UPCConfigChange xmlns:epas='urn:cisco:epas:uccn'
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xsi:schemaLocation='urn:cisco:epas:uccn file:UCCNSchema.xsd'>
<epas:action>update-host</epas:action>
<epas:property name="MeetingPlace.Primary.Address">hostname</epas:property>
<epas:property name="MeetingPlace.Primary.Port">1234</epas:property>
<epas:property name="MeetingPlace.Primary.Protocol">HTTPS</epas:property>
<epas:property name="MeetingPlace.Backup1.Address">hostname</epas:property>
<epas:property name="MeetingPlace.Backup1.Port">1234</epas:property>
<epas:property name="MeetingPlace.Backup1.Protocol">HTTPS</epas:property>
<epas:property name="MeetingPlace.Backup2.Address">hostname</epas:property>
<epas:property name="MeetingPlace.Backup2.Port">1234</epas:property>
<epas:property name="MeetingPlace.Backup2.Protocol">HTTPS</epas:property>
</UPCConfigChange>
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UcMeetingPlaceProfile
UcMeetingPlaceProfile
アクション：Update
ペイロード：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UPCConfigChange xmlns:epas='urn:cisco:epas:uccn'
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xsi:schemaLocation='urn:cisco:epas:uccn file:UCCNSchema.xsd'>
<epas:action>update-host</epas:action>
<epas:property name="MeetingPlace.Primary.Address">hostname</epas:property>
<epas:property name="MeetingPlace.Primary.Port">1234</epas:property>
<epas:property name="MeetingPlace.Primary.Protocol">HTTPS</epas:property>
<epas:property name="MeetingPlace.Backup1.Address">hostname</epas:property>
<epas:property name="MeetingPlace.Backup1.Port">1234</epas:property>
<epas:property name="MeetingPlace.Backup1.Protocol">HTTPS</epas:property>
<epas:property name="MeetingPlace.Backup2.Address">hostname</epas:property>
<epas:property name="MeetingPlace.Backup2.Port">1234</epas:property>
<epas:property name="MeetingPlace.Backup2.Protocol">HTTPS</epas:property>
</UPCConfigChange>

ProcessConfig
ProcessConfig
アクション：Update
ペイロード：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UPCConfigChange xmlns:epas='urn:cisco:epas:uccn'
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xsi:schemaLocation='urn:cisco:epas:uccn file:UCCNSchema.xsd'>
<epas:action>update-host</epas:action>
<epas:property name="Presence.Primary.Address"></epas:property>
<epas:property name="Presence.Primary.Port"></epas:property>
<epas:property name="Presence.Primary.Protocol"></epas:property>
<epas:property name="Presence.Backup.Address"></epas:property>
<epas:property name="Presence.Backup.Port"></epas:property>
<epas:property name="Presence.Backup.Protocol"></epas:property>
<epas:property name="Presence.Domain">cisco.com</epas:property>
</UPCConfigChange>

ProcessNode
ProcessNode
アクション：Update
ペイロード：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UPCConfigChange xmlns:epas='urn:cisco:epas:uccn'
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xsi:schemaLocation='urn:cisco:epas:uccn file:UCCNSchema.xsd'>
<epas:action>update-node</epas:action>
<epas:property name="DecomposedList">
<clusters>
<cluster id="ClusterA">
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<SubCluster id="DefaultCUPSubcluster" PrimaryServer="cup1"
SecondaryServer="cup2"/>
<SubCluster id="SubCluster2" PrimaryServer="cup3" SecondaryServer="cup4"/>
</cluster>
</clusters>
</epas:property>
</UPCConfigChange>

UcProxyProfile
UcProxyProfile
アクション：Update
ペイロード：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UPCConfigChange xmlns:epas='urn:cisco:epas:uccn'
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xsi:schemaLocation='urn:cisco:epas:uccn file:UCCNSchema.xsd'>
<epas:action>update-host</epas:action>
<epas:property name="Presence.Primary.Address">example-cup</epas:property>
<epas:property name="Presence.Primary.Port">5060</epas:property>
<epas:property name="Presence.Primary.Protocol">TCP</epas:property>
<epas:property name="Presence.Backup.Address">example-cup</epas:property>
<epas:property name="Presence.Backup.Port">5060</epas:property>
<epas:property name="Presence.Backup.Protocol">TCP</epas:property>
<epas:property name="Presence.Domain">cisco.com</epas:property>
</UPCConfigChange>

UcUnityHost
UnUnityHost
アクション：Update
ペイロード：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UPCConfigChange xmlns:epas='urn:cisco:epas:uccn'
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xsi:schemaLocation='urn:cisco:epas:uccn file:UCCNSchema.xsd'>
<epas:action>update-host</epas:action>
<epas:property name="VoiceMail.Primary.Address">hostname</epas:property>
<epas:property name="VoiceMail.Primary.Port">1234</epas:property>
<epas:property name="VoiceMail.Primary.Protocol">TCP</epas:property>
<epas:property name="VoiceMail.Backup1.Address">hostname</epas:property>
<epas:property name="VoiceMail.Backup1.Port">1234</epas:property>
<epas:property name="VoiceMail.Backup1.Protocol">TCP</epas:property>
<epas:property name="VoiceMail.Backup2.Address">hostname</epas:property>
<epas:property name="VoiceMail.Backup2.Port">1234</epas:property>
<epas:property name="VoiceMail.Backup2.Protocol">TCP</epas:property>
<epas:property name="VoiceMail.PilotNumber"></epas:property>
</UPCConfigChange>

UcUnityProfile
UcUnityProfile
アクション：Update
ペイロード：
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UPCConfigChange xmlns:epas='urn:cisco:epas:uccn'
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xsi:schemaLocation='urn:cisco:epas:uccn file:UCCNSchema.xsd'>
<epas:action>update-host</epas:action>
<epas:property name="VoiceMail.Primary.Address">hostname</epas:property>
<epas:property name="VoiceMail.Primary.Port">1234</epas:property>
<epas:property name="VoiceMail.Primary.Protocol">TCP</epas:property>
<epas:property name="VoiceMail.Backup1.Address">hostname</epas:property>
<epas:property name="VoiceMail.Backup1.Port">1234</epas:property>
<epas:property name="VoiceMail.Backup1.Protocol">TCP</epas:property>
<epas:property name="VoiceMail.Backup2.Address">hostname</epas:property>
<epas:property name="VoiceMail.Backup2.Port">1234</epas:property>
<epas:property name="VoiceMail.Backup2.Protocol">TCP</epas:property>
<epas:property name="VoiceMail.PilotNumber"></epas:property>
</UPCConfigChange>

VoiceMessagingPilot
VoiceMessagingPilot
アクション：Update
ペイロード：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UPCConfigChange xmlns:epas='urn:cisco:epas:uccn'
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xsi:schemaLocation='urn:cisco:epas:uccn file:UCCNSchema.xsd'>
<epas:action>update-host</epas:action>
<epas:property name="VoiceMail.Primary.Address">hostname</epas:property>
<epas:property name="VoiceMail.Primary.Port">1234</epas:property>
<epas:property name="VoiceMail.Primary.Protocol">TCP</epas:property>
<epas:property name="VoiceMail.Backup1.Address">hostname</epas:property>
<epas:property name="VoiceMail.Backup1.Port">1234</epas:property>
<epas:property name="VoiceMail.Backup1.Protocol">TCP</epas:property>
<epas:property name="VoiceMail.Backup2.Address">hostname</epas:property>
<epas:property name="VoiceMail.Backup2.Port">1234</epas:property>
<epas:property name="VoiceMail.Backup2.Protocol">TCP</epas:property>
<epas:property name="VoiceMail.PilotNumber">9999</epas:property>
</UPCConfigChange>

EpasPrivacyPolicy
EpasPrivacyPolicy
アクション：Insert
ペイロード：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UPCConfigChange xmlns:epas='urn:cisco:epas:uccn'
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xsi:schemaLocation='urn:cisco:epas:uccn file:UCCNSchema.xsd'>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UPCConfigChange xmlns='urn:cisco:epas:upc...'>
<epas:action>add-presence-rules</epas:action>
<new>
<epas:rule name="String">
<epas:data>filterdata pointed to by fkpefilterinfo</epas:data>
</epas:rule>
</new>
<UPCConfigChange>
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EpasPrivacyPolicy
アクション：Update
ペイロード：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UPCConfigChange xmlns:epas='urn:cisco:epas:uccn'
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xsi:schemaLocation='urn:cisco:epas:uccn file:UCCNSchema.xsd'>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UPCConfigChange xmlns='urn:cisco:epas:upc...'>
<epas:action>update-presence-rules</epas:action>
<old>
<epas:rule name="String">
<epas:data>filterdata pointed to by fkpefilterinfo</epas:data>
</epas:rule>
</old>
<new>
<epas:rule name="String">
<epas:data>filterdata pointed to by fkpefilterinfo</epas:data>
</epas:rule>
</new>
<UPCConfigChange>

EpasPrivacyPolicy
アクション：Delete
ペイロード：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UPCConfigChange xmlns:epas='urn:cisco:epas:uccn'
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xsi:schemaLocation='urn:cisco:epas:uccn file:UCCNSchema.xsd'>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UPCConfigChange xmlns='urn:cisco:epas:upc...'>
<epas:action>delete-presence-rules</epas:action>
<old>
<epas:rule name="String">
<epas:data>filterdata pointed to by fkpefilterinfo</epas:data>
</epas:rule>
</old>
<UPCConfigChange>

PeUriAcl
PeUriAcl
アクション：Insert
ペイロード：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UPCConfigChange xmlns:epas='urn:cisco:epas:uccn'
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xsi:schemaLocation='urn:cisco:epas:uccn file:UCCNSchema.xsd'>
<epas:action>add-acl</epas:action>
<new>
<epas:rule name="String obtained from fkepasprivacypolicy name">
<epas:watcher>watcherx@ex.com</epas:watcher>
</epas:rule>
</new>
<UPCConfigChange>
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PeUriAcl
アクション：Update
ペイロード：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UPCConfigChange xmlns:epas='urn:cisco:epas:uccn'
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xsi:schemaLocation='urn:cisco:epas:uccn file:UCCNSchema.xsd'>
<epas:action>update-acl</epas:action>
<old>
<epas:rule name="String obtained from fkepasprivacypolicy name">
<epas:watcher>watcherx@ex.com</epas:watcher>
</epas:rule>
</old>
<new>
<epas:rule name="String obtained from fkepasprivacypolicy name">
<epas:watcher>watcherx@ab.com</epas:watcher>
</epas:rule>
</new>
<UPCConfigChange>

PeUriAcl
アクション：Delete
ペイロード：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UPCConfigChange xmlns:epas='urn:cisco:epas:uccn'
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xsi:schemaLocation='urn:cisco:epas:uccn file:UCCNSchema.xsd'>
<epas:action>delete-acl</epas:action>
<old>
<epas:rule name="String obtained from fkepasprivacypolicy name">
<epas:watcher>watcherx@ex.com</epas:watcher>
</epas:rule>
</old>
<UPCConfigChange>

CUPSystemCfg
CUPSystemCfg
アクション：Update
ペイロード：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UPCConfigChange xmlns:epas='urn:cisco:epas:uccn'
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xsi:schemaLocation='urn:cisco:epas:uccn file:UCCNSchema.xsd'>
<epas:action>update-cupssystemcfg</epas:action>
<epas:property name="IM.enable">TRUE</epas:property>
</UPCConfigChange>

CUPSIntraClusterPeers
CUPSIntraClusterPeers
アクション：Update
ペイロード：
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UPCConfigChange xmlns:epas='urn:cisco:epas:uccn'
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xsi:schemaLocation='urn:cisco:epas:uccn file:UCCNSchema.xsd'>
<epas:action>update-node</epas:action>
<epas:property name="DecomposedList">
<clusters>
<cluster id="ClusterA">
<SubCluster id="DefaultCUPSubcluster" PrimaryServer="cup1"
SecondaryServer="cup2"/>
<SubCluster id="SubCluster2" PrimaryServer="cup3" SecondaryServer="cup4"/>
</cluster>
</clusters>
</epas:property>
</UPCConfigChange>

UCEnduserCfg
UCEnduserCfg
アクション：Insert
ペイロード：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UPCConfigChange xmlns:epas='urn:cisco:epas:uccn'
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xsi:schemaLocation='urn:cisco:epas:uccn file:UCCNSchema.xsd'>
<epas:action>insert-endusercfg</epas:action>
<epas:property name="attrname" is-public="TRUE">attrvalue</epas:property>
</UPCConfigChange>

UCEnduserCfg
アクション：Update
ペイロード：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UPCConfigChange xmlns:epas='urn:cisco:epas:uccn'
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xsi:schemaLocation='urn:cisco:epas:uccn file:UCCNSchema.xsd'>
<epas:action>delete-endusercfg</epas:action>
<epas:property name="attrname" is-public="FALSE">attrvalue</epas:property>
</UPCConfigChange>

UCEnduserCfg
アクション：Delete
ペイロード：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UPCConfigChange xmlns:epas='urn:cisco:epas:uccn'
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xsi:schemaLocation='urn:cisco:epas:uccn file:UCCNSchema.xsd'>
<epas:action>update-endusercfg</epas:action>
<epas:property name="attrname" is-public="TRUE">attrvalue</epas:property>
</UPCConfigChange>
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PEBackendGateway
PEBackendGateway
アクション：Update
ペイロード：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UPCConfigChange xmlns:epas='urn:cisco:epas:uccn'
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xsi:schemaLocation='urn:cisco:epas:uccn file:UCCNSchema.xsd'>
<epas:action>update-pebackendgateway</epas:action>
<epas:property name="Presence.ExchangeEnabled">FALSE</epas:property>
</UPCConfigChange>

PEFederatedDomain
PEFederatedDomain
アクション：Insert
ペイロード：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UPCConfigChange xmlns:epas='urn:cisco:epas:uccn'
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xsi:schemaLocation='urn:cisco:epas:uccn file:UCCNSchema.xsd'>
<epas:action>insert-federatedDomain</epas:action>
<new>
<epas:domain>CorporateX</epas:domain>
<epas:auth-policy> blocked </epas:auth-policy>
<epas:description> CorporateX Network </epas:description>
</new>
</UPCConfigChange>

PEFederatedDomain
アクション：Update
ペイロード：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UPCConfigChange xmlns:epas='urn:cisco:epas:uccn'
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xsi:schemaLocation='urn:cisco:epas:uccn file:UCCNSchema.xsd'>
<epas:action>update-federatedDomain</epas:action>
<old>
<epas:domain> CorporateX </epas:domain>
<epas:auth-policy> blocked </epas:auth-policy>
<epas:description> CorporateX Network </epas:description>
</old>
<new>
<epas:domain> CorporateX </epas:domain>
<epas:auth-policy> allowed </epas:auth-policy>
<epas:description> CorporateX Network </epas:description>
</new>
</UPCConfigChange>
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PEFederatedDomain
アクション：Delete
ペイロード：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UPCConfigChange xmlns:epas='urn:cisco:epas:uccn'
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xsi:schemaLocation='urn:cisco:epas:uccn file:UCCNSchema.xsd'>
<epas:action>delete-federatedDomain</epas:action>
<old>
<epas:domain> CorporateX </epas:domain>
<epas:auth-policy> allowed </epas:auth-policy>
<epas:description> CorporateX Network </epas:description>
</old>
</UPCConfigChange>

インスタント メッセージ アプリケーション インターフェイ
スの概要
• 「サブスクリプション」（P.2-44）
• 「通知」（P.2-44）
• 「パブリケーション」（P.2-44）
• 「IM 要求メッセージ」（P.2-45）

サブスクリプション
インスタント メッセージ アプリケーションでは、Cisco Unified Presence にプロビジョニングされた
バディのプレゼンス ステータスをサブスクライブします。サブスクリプションには、インスタント
メッセージ アプリケーションにユーザがログインしているときに自動的にリフレッシュされる間隔を
設定できます。ユーザがログアウトすると、すべてのサブスクリプションは終了します。

通知
インスタント メッセージ アプリケーションでは、サブスクリプションがアクティブである間、プレゼ
ンス イベント通知を Cisco Unified Presence から受信します。

関連項目
「NOTIFY 要求の概要」（P.2-10）

パブリケーション
インスタント メッセージ アプリケーションでは、ユーザがログイン、ログアウトまたは手動で自分の
ステータスを上書きした場合には常に、ステータスの変化を Cisco Unified Presence にパブリッシュし
ます。

開発者ガイド for Cisco Unified Presence リリース 7.0

2-44

第 2章

Cisco Unified Presence の SIMPLE インターフェイス
インスタント メッセージ アプリケーション インターフェイスの概要

関連項目
「PUBLISH 要求の概要」（P.2-17）

IM 要求メッセージ
• 「IM 登録要求」（P.2-45）
• 「IM メッセージ要求」（P.2-45）

IM 登録要求
例 2-6 は、IM 登録要求メッセージの例を示します。表 2-6 に、IM 登録要求フィールドに関する説明
を示します。
例 2-6

登録要求

REGISTER sip:cisco.com:5060;transport=tcp SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TDP 172.18.201.90:5060;branch=z9hG4bK-8337e00
To: xten4<sip:xten4@comB.cisco.com>
From: xten4<sip:xten4@compB.cisco.com>;tag=5577e92b
Call-ID: 5543173d19-c8-6825acfd-767b@comB.cisco.com
CSeq: 101 REGISTER
Contact: <sip:xten4@172.18.201.90:5060>;q=0.5
Max-Forwards: 69
P-Asserted-Identity: <sip:xten3@cisco.com>
Expires: 3600
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
User-Agent: CSCO/IPPM-1.0
Content-Length: 0

表 2-6

登録要求のフィールドの説明

フィールド名

説明

RequestURI

このフィールドでは、IM 受信者が指定されます。
「recipient@domain」という形式で指定されます。

q-value

このパラメータでは、このユーザへの IM を受信する場合の、このク
ライアントの相対的な優先度を指定します。

P-Asserted-Identity

このフィールドは、プロキシによってクライアントが認証された後、
プロキシによって追加されます。

Expires

このフィールドでは、このクライアントによって着信メッセージ要求
が受け入れられる期間を指定します。クライアントが登録解除する
と、このフィールドは 0 に設定されます。

IM メッセージ要求
例 2-7 は、IM メッセージ要求の例を示します。表 2-7 に、IM メッセージ要求のフィールドに関する
説明を示します。
例 2-7

メッセージの説明

MESSAGE sip:xten4@esp.compB.cisco.com:5060;transport=tcp SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TDP 172.18.201.90:5060;received=172.18.201.90;branch=z9hG4bK-8337e00
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To: xten4<sip:xten4@cisco.com>
From: xten3<sip:xten3@compB.cisco.com>;tag=5577e92b
Call-ID: 43173d19-c8-6825abfd-767b@comB.cisco.com
CSeq: 101 MESSAGE
Contact: <sip:xten3@57.1.1.2:5060>
Max-Forwards: 69
P-Asserted-Identity: <sip:xten3@cisco.com>
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
User-Agent: CSCO/IPPM-1.0
Content-Length: 12
Hello xten4!

表 2-7

メッセージ要求のフィールドの説明

フィールド名

RequestURI

説明
このフィールドでは、IM 受信者が指定されます。
「recipient@domain」という形式で指定されます。

P-Asserted-Identity

このフィールドは、プロキシによってクライアントが認証された後、
プロキシによって追加されます。

Content-Type

このフィールドは常に text/plain に設定されています。
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• 「CTI ゲートウェイの概要」（P.3-1）

CTI ゲートウェイの概要
Computer Telephony Integration（CTI）ゲートウェイでは、ECMA 323 のサード エディションで定義
しているように、クライアントと CTI ゲートウェイ間のメッセージの送受信がサポートされています。
• 「イベント」（P.3-1）
• 「サービス」（P.3-2）
• 「システム サービス」（P.3-2）
• 「接続状態」（P.3-2）
• 「エラー条件」（P.3-3）

イベント
CTI ゲートウェイでは、次のイベントがサポートされています。
• Connection cleared
• Delivered
• Established
• Diverted
• Failed
• Held
• Retrieved
• Transferred
• Originated
• Conferenced
• Do not disturb
• Forwarding
• Service completion failure
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サービス
CTI ゲートウェイでは、次のサービスがサポートされています。
• Make call
• Answer call
• Clear connection
• Deflect
• Hold
• Retrieve
• Consultation
• Single step transfer
• Transfer
• Conference call
• Alternate
• Reconnect
• Generate digits
• Set forwarding
• Set DND
• Get forwarding
• Get DND

システム サービス
CTI ゲートウェイでは、次のシステム サービスがサポートされています。
• Start Monitor
• Stop Monitor
• Request System Status
• Get CSTA Features

接続状態
CTI ゲートウェイでは、次の接続状態がサポートされています。
• Alerting
• Connected
• Failed
• Held
• Initiated
• Null

開発者ガイド for Cisco Unified Presence リリース 7.0

3-2

第 3章

ネットワーク管理インターフェイス

CTI ゲートウェイの概要

エラー条件
CTI ゲートウェイでは、次のエラー条件がサポートされています。
• serviceNotSupported
• invalidMonitorObjectType
• invalidCrossReferenceIdentifier
• invalidCallingDeviceIdentifier
• invalidCalledDeviceIdentifier
• noCallToAnswer
• invalidConnectionIdentifier
• invalidConnectionState
• noConnectionToClear
• invalidDestination
• invalidDestinationDeviceObject
• invalidDivertingDeviceIdentifier
• invalidHeldDeviceIdentifier
• invalidHeldDeviceState
• NoHeldCall
• invalidParameterValue
• invalidForwardingDestination.
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Client Configuration Web Service
Client Configuration Web Service というインターフェイスを使用すると、クライアント アプリケー
ションは Cisco Unified Presence 上のユーザ プリファレンス情報を管理できます。Client
Configuration Web Service では、Cisco Unified Presence 上の、コンタクト、コンタクト グループ、プ
レゼンス規則、アクセス コントロール リスト、カレンダー オプションなどの情報をプロビジョニング
します。
Client Configuration Web Service は Simple Object Access Protocol（SOAP）インターフェイスです。
要求および応答メッセージが XML 形式で送信されます。クライアント アプリケーションによって
SOAP 要求が送信されると、Web サービスによってこの要求が処理され、SOAP 応答が送信されます。
• 「機能の概要」（P.4-1）
• 「ログインおよび認証」（P.4-2）
• 「コンタクト管理」（P.4-2）
• 「フェデレーション ドメインのサポート」（P.4-3）
• 「SOAP メッセージの概要」（P.4-3）
• 「Client Configuration Web Service 機能の概要」（P.4-5）

機能の概要
クライアント アプリケーションでは、次の機能を実行するために Client Configuration Web Service を
使用しします。

• Cisco Unified Presence へのログインおよびログアウト
• システム構成情報の取得
• ユーザ設定の取得および設定
• コンタクト リストの管理
• フェデレーション ドメインのリストの取得
• プレゼンス規則の取得、設定および削除
• 長期プレゼンス ステータスのパブリッシュおよびパブリッシュ取り消し
• ダイヤリング規則および最新通信履歴のダウンロード
• Access Control List（ACL; アクセス コントロール リスト）の取得、追加および削除
• ライセンス機能の取得
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• カレンダー オプションの取得および設定
• ユーザのパブリック データの検索
関連項目
「SOAP メッセージの概要」（P.4-3）

ログインおよび認証
クライアント アプリケーションでは、Client Configuration Web Service にログインするとき、認証の
ために、ユーザ名とパスワードをログイン要求に含めて送信します。ユーザ クレデンシャルの検証が
完了すると、Cisco Unified Presence によってセッション キー（内部的なストリング）が作成されま
す。クライアントによって、Client Configuration Web Service に対する後続の SOAP 要求（ログアウ
ト要求など）の SOAP ヘッダー部分に、セッション キーが含められます。

Client Configuration Web Service では、次のログイン シナリオがサポートされています。
• クライアント アプリケーションでは、認証のために、エンド ユーザのユーザ名とパスワードをロ
グイン要求に含めて送信します。Cisco Unified Presence では、そのエンド ユーザ用に一意のセッ
ション キーを返します。

• クライアント アプリケーションは、アプリケーション ユーザ名とパスワードを使用して、「アプリ
ケーション ユーザ」として Cisco Unified Presence にログインします。次に、クライアント アプ
リケーションでは、アプリケーション ユーザのセッション キー、ログイン要求内のエンド ユーザ
のユーザ名、および返されたエンド ユーザ用の一意のセッション キーを渡すことによって、エン
ド ユーザのログインを実行できます。

（注）

アプリケーション ユーザが切断されると、関連付けられたすべてのエンド ユーザは自動的にログアウ
トします。

Client Configuration Web Service では、異なるクライアント アプリケーションからの、同一ユーザに
よる複数ログインがサポートされています。Cisco Unified Presence には、ユーザの各クライアント ア
プリケーションに対するログインごとに、個別のセッション キーが格納されます。

関連項目

• 「ログイン要求」（P.4-6）
• 「ログイン要求（エンド ユーザをログインさせるアプリケーション ユーザ）」（P.4-8）

コンタクト管理
ユーザは、Client Configuration Web Service を使用して自分のコンタクトのリストを管理できます。
また、ユーザは、コンタクトおよびコンタクト グループの管理以外に、自宅の電話番号、職場の電話
番号、携帯電話番号、E メールなど、コンタクトに関連付けられた補助的な情報を追加および変更する
こともできます。
次のコンタクト管理機能がサポートされています。

• コンタクト グループの追加
• コンタクト グループの変更
• コンタクト グループの削除
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• コンタクトの追加
• コンタクトの変更
• コンタクトの削除
• コンタクトに関する補助的な情報の取得
• コンタクトに関する補助的な情報の変更
• コンタクトに関する補助的な情報の削除
関連項目
「コンタクト管理機能の概要」（P.4-15）

フェデレーション ドメインのサポート
Client Configuration Web Service を使用すると、クライアント アプリケーションのユーザが、許可さ
れた外部ドメイン（フェデレーション ドメインと呼ばれます）のユーザと対話できます。Client
Configuration Web Service ではフェデレーション ドメインからのコンタクトがサポートされているた
め、ユーザ コンタクト リストには Cisco Unified Presence ユーザ以外のユーザが含まれている場合が
あります。
クライアント アプリケーションでは、フェデレーションが許可またはブロックされる外部ドメインの
リスト（Cisco Unified Presence で設定）を取得するために、get-federated-domains 要求を使用しま
す。ユーザは、このリストによって、正常に対話できる外部ドメインおよび外部コンタクトに関する情
報を取得できます。
クライアント アプリケーションでは、アクセス コントロール リスト（ACL）を使用して、外部ウォッ
チャを認証または拒否できます。ユーザが外部ウォッチャを承認または拒否すると、クライアント ア
プリケーションでは add-acl 要求を使用して、承認または拒否のポリシーとともに、ACL にユーザを
追加し、更新された ACL を Cisco Unified Presence に送信します。

関連項目
• 「フェデレーション ドメインの取得要求」（P.4-26）

• 「アクセス コントロール リスト機能の概要」（P.4-35）

SOAP メッセージの概要
• 「Web サービスへのアクセス」（P.4-3）
• 「SOAP スキーマへのアクセス」（P.4-4）
• 「SOAP ヘッダー」（P.4-4）
• 「SOAP Fault」（P.4-5）

Web サービスへのアクセス
下位互換性の向上を目的として、Client Configuration Web Service のバージョンは
Cisco Unified Presence リリースに基づいて番号が付けられています。Client Configuration Web
Service の各バージョンには、次の URI の末尾にバージョン番号を付加することによってアクセスしま
す。
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https://server_name/EPASSoap/service/<version URI>
Cisco Unified Presence では、URI に指定されたインターフェイス バージョンと、インターフェイスの
以前のバージョンの両方で、SOAP 要求を受け入れます。たとえば、Cisco Unified Presence バージョ
ン 7.0 では、次の URI からの SOAP 要求を受け入れます。
• https://server_name/EPASSoap/service/v70
• https://server_name/EPASSoap/service/v60
• https://server_name/EPASSoap/service/v70a
ログイン応答には、Cisco Unified Presence サーバで使用可能な Client Configuration Web Service バー
ジョンに関する情報が含まれます。ログイン メソッドは、バージョンなしの URI、
https://server_name/EPASSoap/service で常に使用できます。
正常なログイン応答の後、後続のメソッドについて、Client Configuration Web Service のいずれの
バージョンを使用するかが、クライアントによって選択されます。

（注）

Client Configuration Web Service は、ポート 8443 で HTTPS を経由して使用できます。

SOAP スキーマへのアクセス
最新の Cisco Unified Presence SOAP スキーマの説明を参照するには、使用する
Cisco Unified Presence サーバにアクセスできるコンピュータで、次の URL を入力します。

http://server_name/EPASSoap/service?wsdl
ここで、

server_name は、使用する Cisco Unified Presence サーバのドメイン名または IP アドレスです。

SOAP ヘッダー
ログイン要求以外のすべての SOAP 要求では、例 4-1 に示すように、SOAP ヘッダー部分にセッショ
ン キー要素を挿入する必要があります。
例 4-1

SOAP ヘッダー

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP:Envelope xmlns:SOAP="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap"
xmlns="urn:cisco:epas:soap">
<SOAP:Header>
<epas:session-key>session key</epas:session-key>
</SOAP:Header>
<SOAP:Body>
<!-- a non login request body here -->
</SOAP:Body>
</SOAP:Envelope>
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SOAP Fault
SOAP 要求が標準に準拠していないことによって、またはデータベースに接続できないなどの内部的な
サーバ エラーが発生したことによって、SOAP Fault が応答の本文で返される場合があります。
例 4-2 は、クライアントによる無効な要求の送信を示します。
例 4-2

無効な要求によって発生した SOAP Fault

<?xml version='1.0' ?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<env:Body>
<env:Fault>
<env:Code><env:Value>env:Sender</env:Value></env:Code>
<env:Reason><env:Text xml:lang="en">Invalid request.</env:Text></env:Reason>
</env:Fault>
</env:Body>
</env:Envelope>

例 4-3 は、データベース障害による、Cisco Unified Presence サーバでの要求の処理の失敗を示しま
す。
例 4-3

データベース障害によって発生した SOAP Fault

<?xml version='1.0' ?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<env:Body>
<env:Fault>
<env:Code><env:Value>env:Receiver</env:Value></env:Code>
<env:Reason><env:Text xml:lang="en">Could not connect to
database.</env:Text></env:Reason>
</env:Fault>
</env:Body>
</env:Envelope>

Client Configuration Web Service 機能の概要
• 「ログイン要求」（P.4-6）
• 「ログイン要求（エンド ユーザをログインさせるアプリケーション ユーザ）」（P.4-8）
• 「ログアウト要求」（P.4-8）
• 「構成の取得要求」（P.4-9）
• 「システム構成の取得要求」（P.4-11）
• 「ユーザ設定の取得要求」（P.4-14）
• 「コンタクト管理機能の概要」（P.4-15）
• 「フェデレーション ドメインの取得要求」（P.4-26）
• 「プレゼンス規則の概要」（P.4-27）
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• 「ダイヤリング規則の取得要求」（P.4-31）
• 「最新通信履歴機能の概要」（P.4-32）
• 「ライセンス機能の取得要求」（P.4-33）
• 「長期プレゼンス ステータス機能の概要」（P.4-34）
• 「アクセス コントロール リスト機能の概要」（P.4-35）
• 「カレンダー機能の概要」（P.4-39）
• 「プロファイルの検索要求」（P.4-40）

ログイン要求
この要求によって、アプリケーション ユーザまたはエンド ユーザが Cisco Unified Presence にログイ
ンします。
例 4-4 は、ログイン要求の例を示します。
例 4-4

ログイン要求

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap"
xmlns="urn:cisco:epas:soap">
<soapenv:Body>
<login client-version="Cisco-UCModel01/1.1.9">
<username>xmzhou</username>
<password>12345</password>
</login>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

（注）

クライアント アプリケーションに応じて、クライアント アプリケーションのバージョンを示す
「client-version」パラメータがログイン要求に含まれる場合があります。正常なログイン応答には、ク
ライアント アプリケーションが接続できる、Client Configuration Web Service の使用できるバージョ
ンを示す「service-version」パラメータが含まれます。この場合、クライアントはすべての後続のメ
ソッドについて、URI の末尾にサービス バージョンを付加することによって使用するサービス バー
ジョンを選択します。例：https://cup:8443/EPASSoap/service/v80.
ログインが成功すると、クライアントは、例 4-5 に示すようなセッション キーを含む応答を受信しま
す。
例 4-5

正常なログイン応答

<?xml version='1.0' ?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<env:Body>
<epas:login-resp cup-version="7.0.8.10000(7)" xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap" >
<epas:success>
<epas:session-key>3e3ebb34-19dc-9a9b-b721-cd4d3db13f2e</epas:session-key>
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<epas:service-versions>
<epas:version>v70</epas:version>
<epas:version>v70a</epas:version>
</epas:service-versions>
</epas:success>
</epas:login-resp>
</env:Body>
</env:Envelope>

認証が失敗すると、クライアントは、例 4-6 に示すようなログイン応答を受信します。
例 4-6

失敗したログイン応答

<?xml version='1.0' ?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<env:Body>
<epas:login-resp cup-version="7.0.8.10000(7)" xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap" >
<epas:failure>
<epas:reason>The username/password entered is invalid.</epas:reason>
</epas:failure>
</epas:login-resp>
</env:Body>
</env:Envelope>

クライアントが既にログイン済みのユーザへログインした場合は、「force」属性が false の場合、前回
と同じセッション キーが与えられます。
クライアントは、「force」属性をログイン要求に指定することによって、前のセッションをクリアして
強制的にログインできます。強制的にログインし、かつユーザ クレデンシャルが適切である場合は、
ユーザがすでにログイン済みであるかどうかにかかわりなく、常に、セッション キーが返されます。
例 4-7 は、「force」属性が指定されたログイン要求を示します。
例 4-7

Force 属性が指定されたログイン要求

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap"
xmlns="urn:cisco:epas:soap">
<soapenv:Body>
<login force="true">
<username>xmzhou</username>
<password>12345</password>
</login>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

サブクラスタ内のクライアントのプレゼンス情報が含まれていない Cisco Unified Presence ノードに対
して、ログイン要求が送信された場合は、リダイレクト ログイン応答が発行されます。リダイレクト
ログイン応答には、クライアントが適切なノードにログインするために使用する、プライマリ サーバ
とバックアップ サーバのアドレスが含まれます。リダイレクト ログイン応答は、ログイン障害および
障害の理由（「redirection」に設定）で構成されています。リダイレクト ログイン応答の例については、
例 5-5（P.5-6）を参照してください。
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（注）

フェールオーバーを目的として、クライアントは Cisco Unified Presence 上のプライマリ サーバと
バックアップ サーバで設定されます。クライアントのセッション情報はプライマリ サーバとバック
アップ サーバによって共有されます。プライマリ サーバを使用できなくなった場合は、成功した最初
のログイン試行で返されたログイン セッションが、バックアップ サーバで有効になります。

ログイン要求（エンド ユーザをログインさせるアプリケーション ユーザ）
この要求は、アプリケーション ユーザが Cisco Unified Presence にエンド ユーザをログインさせる場
合に使用されます。この要求では、アプリケーション ユーザのセッション キーが渡されます。アプリ
ケーション ユーザがエンド ユーザをログインさせる場合のログイン要求の例については、例 5-3
（P.5-6）を参照してください。アプリケーション ユーザによるエンド ユーザのログインが成功した場合
のログイン応答の例については、例 5-4（P.5-6）を参照してください。

ログアウト要求
ログアウトする場合、クライアントは SOAP 要求のヘッダー部分にセッション キーを含め、本体部分
にログアウト要素を含めて送信します。例 4-8 は、ログアウト要求の例を示します。
例 4-8

ログアウト要求

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap"
xmlns="urn:cisco:epas:soap">
<soapenv:Header>
<session-key>b189aa60-24e3-4e66-a3b6-d8488235ba47</session-key>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<logout tuple-id="cupc-override"/>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

ログアウトが成功した場合、クライアントは、例 4-9 のような応答を受信します。
例 4-9

正常なログアウト応答

<?xml version='1.0' ?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<env:Body>
<epas:logout-resp xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap" >
<epas:success/>
</epas:logout-resp>
</env:Body>
</env:Envelope>
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構成の取得要求
ログインが成功すると、クライアントは、Cisco Unified Presence からすべての構成情報を取得するた
めに、get-all-config 要求を送信します。この要求によって、システム構成、ユーザ設定、ライセンス
機能、コンタクト リストプレゼンス規則、アプリケーション ダイヤル規則およびフェデレーション ド
メインが取得されます。オプションの「include-contact-list」タグを使用すると、コンタクト リスト内
のコンタクトに関する補助的な情報を要求できます。例 4-10 は、get-all-config 要求の例を示します。
例 4-10

get-all-config 要求

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap"
xmlns="urn:cisco:epas:soap">
<soapenv:Header>
<session-key>b189aa60-24e3-4e66-a3b6-d8488235ba47</session-key>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<get-all-config>
<system-config/>
<user-config/>
<licensing-features/>
<contact-list include-contact-info="false" />
<presence-rules/>
<dialing-rules/>
<federated-domains auth-policy="all"/>
</get-all-config>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

例 4-11 は、get-all-config 応答の例を示します。
例 4-11

get-all-config 応答

<?xml version='1.0' ?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<env:Body>
<epas:get-all-config-resp xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap" >
<epas:get-system-config-resp xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap" >
<epas:property name="Directory.Map.userid">uid</epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.givenName">givenname</epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.surName">sn</epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.middleName">middleinitial</epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.displayName">cn</epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.nickName"></epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.jpegPhoto"></epas:property>
<epas:property
name="Directory.Map.internalSnailMailAddress">postofficebox</epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.site">site</epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.building">building</epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.floor">floor</epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.physicalLocation"></epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.orgPersonNumber">employeenumber</epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.orgPersonType">employeetype</epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.title">title</epas:property>
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<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property
<epas:property

name="Directory.Map.orgainzationName"></epas:property>
name="Directory.Map.organizationUnitName"></epas:property>
name="Directory.Map.departmentNumber">departmentnumber</epas:property>
name="Directory.Map.managerID">manageruid</epas:property>
name="Directory.Map.preferredLanguage"></epas:property>
name="Directory.Map.status">status</epas:property>
name="Security"></epas:property>
name="VoiceMail.Primary.Address"></epas:property>
name="VoiceMail.Primary.Port"></epas:property>
name="VoiceMail.Primary.Protocol"></epas:property>
name="VoiceMail.Backup1.Address"></epas:property>
name="VoiceMail.Backup1.Port"></epas:property>
name="VoiceMail.Backup1.Protocol"></epas:property>
name="VoiceMail.Backup2.Address"></epas:property>
name="VoiceMail.Backup2.Port"></epas:property>
name="VoiceMail.Backup2.Protocol"></epas:property>
name="VoiceMail.PilotNumber"></epas:property>
name="MeetingPlace.Primary.Address"></epas:property>
name="MeetingPlace.Primary.Port"></epas:property>
name="MeetingPlace.Primary.Protocol"></epas:property>
name="MeetingPlace.Backup1.Address"></epas:property>
name="MeetingPlace.Backup1.Port"></epas:property>
name="MeetingPlace.Backup1.Protocol"></epas:property>
name="MeetingPlace.Backup2.Address"></epas:property>
name="MeetingPlace.Backup2.Port"></epas:property>
name="MeetingPlace.Backup2.Protocol"></epas:property>
name="CallControl.Primary.Address"></epas:property>
name="CallControl.Primary.Port"></epas:property>
name="CallControl.Primary.Protocol"></epas:property>
name="CallControl.Backup1.Address"></epas:property>
name="CallControl.Backup1.Port"></epas:property>
name="CallControl.Backup1.Protocol"></epas:property>
name="CallControl.Backup2.Address"></epas:property>
name="CallControl.Backup2.Port"></epas:property>
name="CallControl.Backup2.Protocol"></epas:property>
name="Directory.DN"></epas:property>
name="Directory.Password"></epas:property>
name="Directory.AnonymousBind">FALSE</epas:property>
name="Directory.ConfigurationName"></epas:property>
name="Directory.SearchContext1"></epas:property>
name="Directory.SearchRecursive1">FALSE</epas:property>
name="Directory.SearchContext2"></epas:property>
name="Directory.SearchRecursive2">FALSE</epas:property>
name="Directory.SearchContext3"></epas:property>
name="Directory.SearchRecursive3">FALSE</epas:property>
name="Directory.Primary.Address"></epas:property>
name="Directory.Primary.Port"></epas:property>
name="Directory.Primary.Protocol"></epas:property>
name="Directory.Backup1.Address"></epas:property>
name="Directory.Backup1.Port"></epas:property>
name="Directory.Backup1.Protocol"></epas:property>
name="Directory.Backup2.Address"></epas:property>
name="Directory.Backup2.Port"></epas:property>
name="Directory.Backup2.Protocol"></epas:property>
name="Presence.Primary.Address"></epas:property>
name="Presence.Primary.Port"></epas:property>
name="Presence.Primary.Protocol"></epas:property>
name="Presence.Backup.Address"></epas:property>
name="Presence.Backup.Port"></epas:property>
name="Presence.Backup.Protocol"></epas:property>
name="Presence.Domain">cisco.com</epas:property>
name="TFTP.Primary"></epas:property>
name="TFTP.Backup1"></epas:property>
name="TFTP.Backup2"></epas:property>
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</epas:get-system-config-resp>
<epas:get-user-config-resp xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap" >
<epas:property name="CallControl.Lineid" is-public="false"></epas:property>
</epas:get-user-config-resp>
<epas:get-licensing-features-resp xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap" >
<epas:base>false</epas:base>
<epas:im>false</epas:im>
<epas:audio>false</epas:audio>
<epas:video>false</epas:video>
</epas:get-licensing-features-resp>
<epas:get-contact-list-resp xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap" >
</epas:get-contact-list-resp>
<epas:get-presence-rules-resp xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap"
xmlns="urn:cisco:epas:presence:rules" >
<epas:presence-rule name="noACL_rule">
<rule>
<epas:visibility>all</epas:visibility>
<reachability></reachability>
<filter></filter>
</rule>
</epas:get-presence-rules-resp>
<epas:get-dialing-rules-resp xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap" >
</epas:get-dialing-rules-resp>
<get-federated-domains-resp>
<domain name="cisco.com" auth-policy="allowed">
<description>Cisco Systems</description>
</domain>
<domain name="DomainA.net" auth-policy="blocked">
<description>DomainA Users</description>
</domain>
<domain name="corporateX.com" auth-policy="allowed">
<description>CorporateX Network</description>
</domain>
</get-federated-domains-resp>
</epas:get-all-config-resp>
</env:Body>
</env:Envelope>

システム構成の取得要求
get-system-config 要求を使用すると、システム レベルの構成情報を取得できます。
例 4-12 は、get-system-config 要求を示します。
例 4-12

Get-System-Config 要求

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap"
xmlns="urn:cisco:epas:soap">
<soapenv:Header>
<session-key>b189aa60-24e3-4e66-a3b6-d8488235ba47</session-key>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<get-system-config/>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
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例 4-13 は、get-system-config 応答を示します。
例 4-13

Get-System-Config 応答

<?xml version='1.0' ?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<env:Body>
<epas:get-system-config-resp xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap" >
<epas:property name="Directory.Map.userid">uid</epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.givenName">givenname</epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.surName">sn</epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.middleName">middleinitial</epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.displayName">cn</epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.nickName"></epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.jpegPhoto"></epas:property>
<epas:property
name="Directory.Map.internalSnailMailAddress">postofficebox</epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.site">site</epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.building">building</epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.floor">floor</epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.physicalLocation"></epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.orgPersonNumber">employeenumber</epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.orgPersonType">employeetype</epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.title">title</epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.orgainzationName"></epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.organizationUnitName"></epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.departmentNumber">departmentnumber</epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.managerID">manageruid</epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.preferredLanguage"></epas:property>
<epas:property name="Directory.Map.status">status</epas:property>
<epas:property name="Security"></epas:property>
<epas:property name="VoiceMail.Primary.Address"></epas:property>
<epas:property name="VoiceMail.Primary.Port"></epas:property>
<epas:property name="VoiceMail.Primary.Protocol"></epas:property>
<epas:property name="VoiceMail.Backup1.Address"></epas:property>
<epas:property name="VoiceMail.Backup1.Port"></epas:property>
<epas:property name="VoiceMail.Backup1.Protocol"></epas:property>
<epas:property name="VoiceMail.Backup2.Address"></epas:property>
<epas:property name="VoiceMail.Backup2.Port"></epas:property>
<epas:property name="VoiceMail.Backup2.Protocol"></epas:property>
<epas:property name="VoiceMail.PilotNumber"></epas:property>
<epas:property name="VoiceMail.Primary.SecureMessaging.Port"></epas:property>
<epas:property name="VoiceMail.Primary.SecureMessaging.Protocol"></epas:property>
<epas:property name="VoiceMail.Backup1.SecureMessaging.Port"></epas:property>
<epas:property name="VoiceMail.Backup1.SecureMessaging.Protocol"></epas:property>
<epas:property name="VoiceMail.Backup2.SecureMessaging.Port"></epas:property>
<epas:property name="VoiceMail.Backup2.SecureMessaging.Protocol"></epas:property>
<epas:property name="Mailstore.Primary.Address"></epas:property>
<epas:property name="Mailstore.Primary.Port"></epas:property>
<epas:property name="Mailstore.Primary.Protocol"></epas:property>
<epas:property name="Mailstore.Backup1.Address"></epas:property>
<epas:property name="Mailstore.Backup1.Port"></epas:property>
<epas:property name="Mailstore.Backup1.Protocol"></epas:property>
<epas:property name="Mailstore.Backup2.Address"></epas:property>
<epas:property name="Mailstore.Backup2.Port"></epas:property>
<epas:property name="Mailstore.Backup2.Protocol"></epas:property>
<epas:property name="MeetingPlace.Primary.Address"></epas:property>
<epas:property name="MeetingPlace.Primary.Port"></epas:property>
<epas:property name="MeetingPlace.Primary.Protocol"></epas:property>
<epas:property name="MeetingPlace.Backup1.Address"></epas:property>
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<epas:property name="MeetingPlace.Backup1.Port"></epas:property>
<epas:property name="MeetingPlace.Backup1.Protocol"></epas:property>
<epas:property name="MeetingPlace.Backup2.Address"></epas:property>
<epas:property name="MeetingPlace.Backup2.Port"></epas:property>
<epas:property name="MeetingPlace.Backup2.Protocol"></epas:property>
<epas:property name="CallControl.Primary.Address"></epas:property>
<epas:property name="CallControl.Primary.Port"></epas:property>
<epas:property name="CallControl.Primary.Protocol"></epas:property>
<epas:property name="CallControl.Backup1.Address"></epas:property>
<epas:property name="CallControl.Backup1.Port"></epas:property>
<epas:property name="CallControl.Backup1.Protocol"></epas:property>
<epas:property name="CallControl.Backup2.Address"></epas:property>
<epas:property name="CallControl.Backup2.Port"></epas:property>
<epas:property name="CallControl.Backup2.Protocol"></epas:property>
<epas:property name="Directory.DN"></epas:property>
<epas:property name="Directory.Password"></epas:property>
<epas:property name="Directory.AnonymousBind">FALSE</epas:property>
<epas:property name="Directory.ConfigurationName"></epas:property>
<epas:property name="Directory.SearchContext1"></epas:property>
<epas:property name="Directory.SearchRecursive1">FALSE</epas:property>
<epas:property name="Directory.SearchContext2"></epas:property>
<epas:property name="Directory.SearchRecursive2">FALSE</epas:property>
<epas:property name="Directory.SearchContext3"></epas:property>
<epas:property name="Directory.SearchRecursive3">FALSE</epas:property>
<epas:property name="Directory.Primary.Address"></epas:property>
<epas:property name="Directory.Primary.Port"></epas:property>
<epas:property name="Directory.Primary.Protocol"></epas:property>
<epas:property name="Directory.Backup1.Address"></epas:property>
<epas:property name="Directory.Backup1.Port"></epas:property>
<epas:property name="Directory.Backup1.Protocol"></epas:property>
<epas:property name="Directory.Backup2.Address"></epas:property>
<epas:property name="Directory.Backup2.Port"></epas:property>
<epas:property name="Directory.Backup2.Protocol"></epas:property>
<epas:property name="Presence.Primary.Address"></epas:property>
<epas:property name="Presence.Primary.Port"></epas:property>
<epas:property name="Presence.Primary.Protocol"></epas:property>
<epas:property name="SOAP.Primary.Address"></epas:property>
<epas:property name="Presence.Backup.Address"></epas:property>
<epas:property name="Presence.Backup.Port"></epas:property>
<epas:property name="Presence.Backup.Protocol"></epas:property>
<epas:property name="SOAP.Backup.Address"></epas:property>
<epas:property name="Presence.Domain">cisco.com</epas:property>
<epas:property name="CUP.ProxyUDPListener.Port"></epas:property>
<epas:property name="CUP.ProxyTCPListener.Port"></epas:property>
<epas:property name="CUP.ProxyTLSListenerPeerAuth.Port"></epas:property>
<epas:property name="CUP.ProxyTLSListenerServerAuth.Port"></epas:property>
<epas:property name="TFTP.Primary"></epas:property>
<epas:property name="TFTP.Backup1"></epas:property>
<epas:property name="TFTP.Backup2"></epas:property>
<epas:property name="IM.enable">TRUE</epas:property>
<epas:property name="Calendar.Primary"></epas:property>
<epas:property name="Calendar.Backup"></epas:property>
<epas:property name="CUP.DecomposedLists">TRUE</epas:property>
<epas:property name="DecomposedList">
<clusters>
<cluster id="negill-test">
<SubCluster id="DefaultCUPSubcluster" PrimaryServer="negill-test"
SecondaryServer="negill-dualnode"/>
<SubCluster id="SubCluster2" PrimaryServer="TestNode2" SecondaryServer=""/>
<SubCluster id="SubCluster3" PrimaryServer="" SecondaryServer="TestNode1"/>
</cluster>
</clusters>
</epas:property>
</epas:get-system-config-resp>
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</env:Body>
</env:Envelope>

ユーザ設定の取得要求
get-user-config 要求を使用すると、ユーザごとの設定情報を取得できます。
例 4-14 は、get-user-config 要求を示します。
例 4-14

Get-User-Config 要求

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap"
xmlns="urn:cisco:epas:soap">
<soapenv:Header>
<session-key>b189aa60-24e3-4e66-a3b6-d8488235ba47</session-key>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<get-user-config/>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

例 4-15 は、get-user-config 応答を示します。
例 4-15

Get-User-Config 応答

<?xml version='1.0' ?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<env:Body>
<epas:get-user-config-resp xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap" >
<epas:property name="CallControl.Lineid" is-public="false"></epas:property>
<epas:property name="decomposelist" is-public="false">
<Clusters>
<Cluster id="cluster name">
<SubCluster PrimaryServer="nodeA" SecondaryServer="nodeB"/>
<SubCluster PrimaryServer="nodeC" SecondaryServer="nodeD"/>
</Cluster>
<Cluster id="cluster another name">
<SubCluster PrimaryServer="nodeX" SecondaryServer="nodeY"/>
<SubCluster PrimaryServer="nodeV" SecondaryServer="nodeW"/>
</Cluster>
</Clusters>
</epas:property>
</epas:get-user-config-resp>
</env:Body>
</env:Envelope>

set-user-config 要求を使用すると、ユーザごとの設定情報を設定できます。
例 4-16 は、set-user-config 要求を示します。
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例 4-16

Set-User-Config 要求

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap"
xmlns="urn:cisco:epas:soap">
<soapenv:Header>
<session-key>b189aa60-24e3-4e66-a3b6-d8488235ba47</session-key>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<set-user-config>
<property name="Preferred.Contact" is-public="true">email</property>
<property name="UI.Color.Background" is-public="false">white</property>
<property name="UI.Color.Foreground" is-public="false">black</property>
<property name="PhoneNumber.Primary" is-public="true">200</property>
</set-user-config>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

例 4-17 は、set-user-config 応答を示します。
例 4-17

Set-User-Config 応答

<?xml version='1.0' ?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<env:Body>
<epas:set-user-config-resp xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap" >
<epas:property name="Preferred.Contact" status-code="0"/>
<epas:property name="UI.Color.Background" status-code="0"/>
<epas:property name="UI.Color.Foreground" status-code="0"/>
<epas:property name="PhoneNumber.Primary" status-code="0"/>
</epas:set-user-config-resp>
</env:Body>
</env:Envelope>

コンタクト管理機能の概要
• 「コンタクト リストの取得要求」（P.4-16）
• 「コンタクト グループの変更要求」（P.4-18）
• 「コンタクト グループの削除要求」（P.4-18）
• 「コンタクトの追加要求」（P.4-19）
• 「コンタクトの変更要求」（P.4-20）
• 「コンタクトの削除要求」（P.4-22）
• 「コンタクト情報の取得要求」（P.4-23）
• 「コンタクト情報の取得要求」（P.4-23）
• 「コンタクト情報の変更要求」（P.4-24）
• 「コンタクト情報の削除要求」（P.4-25）
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コンタクト リストの取得要求
get-contact-list 要求を使用すると、ユーザのコンタクト リストを取得できます。オプションの
「include-contact-list」フラグを使用すると、コンタクト リスト内のコンタクトに関する補助的な情報
を要求できます。
例 4-18 は、get-contact-list 要求を示します。
例 4-18

Get-Contact-List 要求

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap"
xmlns="urn:cisco:epas:soap">
<soapenv:Header>
<session-key>b189aa60-24e3-4e66-a3b6-d8488235ba47</session-key>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<get-contact-list include-contact-info="true"/>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

例 4-19 は、get-contact-list 応答を示します。
例 4-19

Get-Contact-List 応答

<?xml version='1.0' ?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<env:Body>
<epas:get-contact-list-resp xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap" >
<epas:group name="friends" index="2">
</epas:group>
<epas:group name="new customers" index="2000.9">
<epas:persona-id index="1" nickname="one" display-on-phone="false" is-cups="false"
domain="">c6bc47e5-c933-4b79-8072-d4f2628d36db</epas:persona-id>
</epas:group>
<epas:group name="work" index="2001.9">
<epas:persona-id index="1" nickname="dave" display-on-phone="false" is-cups="false"
domain="cisco.com">soapuser5</epas:persona-id>
</epas:group>
<epas:group name="General" index="2002.9">
<epas:persona-id index="1" nickname="" display-on-phone="true" is-cups="true"
domain="cisco.com">soapuser1</epas:persona-id>
<epas:persona-id index="2" nickname="what" display-on-phone="false" is-cups="false"
domain="cisco.com">soapuser4</epas:persona-id>
<epas:persona-id index="3" nickname="dave" display-on-phone="false" is-cups="false"
domain="cisco.com">soapuser5</epas:persona-id>
<epas:persona-id index="4" nickname="" display-on-phone="false" is-cups="false"
domain="cisco.com">soapuser3</epas:persona-id>
</epas:group>
<epas:contact-info-list>
<epas:contact-info persona-id="c6bc47e5-c933-4b79-8072-d4f2628d36db" domain=""
contentType="text/directory" version="3.0" >BEGIN:VCARD
FN:one
N:Bloggs;Joe;;;
TEL;TYPE=WORK,VOICE:+3535551234
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VERSION:3.0
END:VCARD</epas:contact-info>
</epas:contact-info-list>
</epas:get-contact-list-resp>
</env:Body>
</env:Envelope>

コンタクト グループの追加要求
例 4-20 は、add-group 要求を示します。
例 4-20

Add-Group 要求

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap"
xmlns="urn:cisco:epas:soap">
<soapenv:Header>
<session-key>b189aa60-24e3-4e66-a3b6-d8488235ba47</session-key>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<add-group>
<group name="work"></group>
<group name="friends" index="2"/>
<group name="customers" index="540"/>
<group name="work" index="-1"></group>
</add-group>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

例 4-21 は、add-group 応答を示します。
例 4-21

Add-Group 応答

<?xml version='1.0' ?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<env:Body>
<epas:add-group-resp xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap" >
<epas:status ret-code="0" name="work" >succeeded</epas:status>
<epas:status ret-code="0" name="friends" index="2">succeeded</epas:status>
<epas:status ret-code="0" name="customers" index="540">succeeded</epas:status>
<epas:status ret-code="18002" name="work" index="-1">failed</epas:status>
</epas:add-group-resp>
</env:Body>
</env:Envelope>
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コンタクト グループの変更要求
例 4-22 は、modify-group 要求を示します。
例 4-22

Modify-Group 要求

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap"
xmlns="urn:cisco:epas:soap">
<soapenv:Header>
<session-key>b189aa60-24e3-4e66-a3b6-d8488235ba47</session-key>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<modify-group>
<group old-name="non existing" new-name="still non existing"/>
<group old-name="friends" new-name="new friends"/>
<group old-name="work" index="1000.9"/>
<group old-name="customers" new-name="new customers" index="2000.9"/>
</modify-group>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

例 4-23 は、modify-group 応答を示します。
例 4-23

Modify-Group 応答

<?xml version='1.0' ?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<env:Body>
<epas:modify-group-resp xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap" >
<epas:status ret-code="18001" old-name="non existing" new-name="still non existing"
>failed</epas:status>
<epas:status ret-code="0" old-name="friends" new-name="new friends"
>succeeded</epas:status>
<epas:status ret-code="0" old-name="work" index="1000.9">succeeded</epas:status>
<epas:status ret-code="0" old-name="customers" new-name="new customers"
index="2000.9">succeeded</epas:status>
</epas:modify-group-resp>
</env:Body>
</env:Envelope>

コンタクト グループの削除要求
例 4-24 は、delete-group 要求を示します。
例 4-24

Delete-Group 要求

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap"
xmlns="urn:cisco:epas:soap">
<soapenv:Header>
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<session-key>b189aa60-24e3-4e66-a3b6-d8488235ba47</session-key>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<delete-group>
<group name="work"></group>
<group name="friends"/>
<group name="customers"/>
<group name="work"></group>
</delete-group>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

例 4-25 は、delete-group 応答を示します。
例 4-25

Delete-Group 応答

<?xml version='1.0' ?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<env:Body>
<epas:delete-group-resp xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap" >
<epas:status ret-code="0" name="work">succeeded</epas:status>
<epas:status ret-code="0" name="friends">succeeded</epas:status>
<epas:status ret-code="0" name="customers">succeeded</epas:status>
<epas:status ret-code="0" name="work">succeeded</epas:status>
</epas:delete-group-resp>
</env:Body>
</env:Envelope>

コンタクトの追加要求
例 4-26 は、add-contact 要求を示します。
例 4-26

Add-Contact 要求

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap"
xmlns="urn:cisco:epas:soap">
<soapenv:Header>
<session-key>0e49795e-c4b2-ea77-d8b4-dffe15761ed8</session-key>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<add-contact>
<group name="work">
<persona-id>soapuser1</persona-id>
<persona-id index="200" display-on-phone="false" nickname="user2
nickname">soapuser2</persona-id>
<persona-id domain="cisco.com" nickname="user3's nickname">soapuser3</persona-id>
<persona-id display-on-phone="true">soapuser4</persona-id>
<persona-id>soapuser5</persona-id>
<persona-id>noncupuser</persona-id>
</group>
<group name="new customers">
<persona-id index="3" domain="federatedcompany.com" nickname="John
Doe">john</persona-id>
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<persona-id index="4" domain="federatedcompany.com" nickname="Paul
Smyth">paul</persona-id>
<persona-id index="5" domain="anotherfederatedcompany.com" nickname="John
Jones">john</persona-id>
</group>
<group name="friends">
<persona-id domain=""
nickname="Jane">4f4333d1-09ed-401f-b0b4-18b16976e4d7</persona-id>
</group>
</add-contact>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

例 4-27 は、add-contact 応答を示します。
例 4-27

Add-Contact 応答

<?xml version='1.0' ?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<env:Body>
<epas:add-contact-resp xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap" >
<epas:status ret-code="0" persona-id="soapuser1" group="work" display-on-phone="false"
is-cups="true">succeeded</epas:status>
<epas:status ret-code="0" persona-id="soapuser2" group="work" index="200"
nickname="user2 nickname" display-on-phone="false" is-cups="false">succeeded</epas:status>
<epas:status ret-code="0" persona-id="soapuser3" domain="cisco.com" group="work"
nickname="user3&apos;s nickname" display-on-phone="false"
is-cups="false">succeeded</epas:status>
<epas:status ret-code="0" persona-id="soapuser4" group="work" display-on-phone="true"
is-cups="true">succeeded</epas:status>
<epas:status ret-code="0" persona-id="soapuser5" group="work" display-on-phone="false"
is-cups="false">succeeded</epas:status>
<epas:status ret-code="0" persona-id="noncupuser" group="work"
display-on-phone="false" is-cups="false">succeeded</epas:status>
<epas:status ret-code="0" persona-id="john" domain="federatedcompany.com" group="new
customers" index="3" nickname="John Doe" display-on-phone="false"
is-cups="false">succeeded</epas:status>
<epas:status ret-code="0" persona-id="paul" domain="federatedcompany.com" group="new
customers" index="4" nickname="Paul Smyth" display-on-phone="false"
is-cups="false">succeeded</epas:status>
<epas:status ret-code="0" persona-id="john" domain="non-federatedcompany.com"
group="new customers" index="5" nickname="John Jones" display-on-phone="false"
is-cups="false">succeeded</epas:status>
<epas:status ret-code="0" persona-id="4f4333d1-09ed-401f-b0b4-18b16976e4d7" domain=""
group="friends" nickname="Jane" display-on-phone="false"
is-cups="false">succeeded</epas:status>
</epas:add-contact-resp>
</env:Body>
</env:Envelope>

コンタクトの変更要求
例 4-28 は、modify-contact 要求を示します。
例 4-28

Modify-Contact 要求

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
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<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap"
xmlns="urn:cisco:epas:soap">
<soapenv:Header>
<session-key>0e49795e-c4b2-ea77-d8b4-dffe15761ed8</session-key>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<modify-contact>
<group name="new customers">
<persona-id domain="federatedcompany.com">john</persona-id>
<persona-id domain="federatedcompany.com">nonexisting</persona-id>
<persona-id domain="non-federatedcompany.com">john</persona-id>
</group>
<group name="work">
<persona-id nickname="default 'one'" display-on-phone="false">soapuser1</persona-id>
<persona-id nickname="" index="-3000.5"
display-on-phone="true">soapuser2</persona-id>
<persona-id display-on-phone="false" domain="cisco.com">soapuser3</persona-id>
<persona-id nickname="soap user's nickname">soapuser4</persona-id>
<persona-id index="-3000">soapuser5</persona-id>
<persona-id>erroruser</persona-id>
</group>
<group name="friends">
<persona-id domain=""
nickname="Jane">4f4333d1-09ed-401f-b0b4-18b16976e4d7</persona-id>
</group>
<group name="new work">
<persona-id nickname="doesn't work!!!">soapuser2</persona-id>
</group>
</modify-contact>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

例 4-29 は、modify-contact 応答を示します。
例 4-29

Modify-Contact 応答

<?xml version='1.0' ?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<env:Body>
<epas:modify-contact-resp xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap" >
<epas:status ret-code="0" persona-id="john" group="new customers"
domain="federatedcompany.com">succeeded</epas:status>
<epas:status ret-code="18024" persona-id="nonexisting" group="new customers"
domain="federatedcompany.com">The specified contact {1} does not exist in the buddy
list</epas:status>
<epas:status ret-code="0" persona-id="john" group="new customers"
domain="non-federatedcompany.com">succeeded</epas:status>
<epas:status ret-code="0" persona-id="soapuser1" group="work" nickname="default
&apos;one&apos;" display-on-phone="false">succeeded</epas:status>
<epas:status ret-code="0" persona-id="soapuser2" group="work" index="-3000.5"
nickname="" display-on-phone="true">succeeded</epas:status>
<epas:status ret-code="0" persona-id="soapuser3" group="work" display-on-phone="false"
domain="cisco.com">succeeded</epas:status>
<epas:status ret-code="0" persona-id="soapuser4" group="work" nickname="soap
user&apos;s nickname">succeeded</epas:status>
<epas:status ret-code="0" persona-id="soapuser5" group="work"
index="-3000">succeeded</epas:status>
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<epas:status ret-code="18024" persona-id="erroruser" group="work">The specified
contact {1} does not exist in the buddy list</epas:status>
<epas:status ret-code="0" persona-id="4f4333d1-09ed-401f-b0b4-18b16976e4d7"
group="friends" nickname="Jane" domain="">succeeded</epas:status>
<epas:status ret-code="18001" persona-id="soapuser2" group="new work"
nickname="doesn&apos;t work!!!">The Contact Group does not exist.</epas:status>
</epas:modify-contact-resp>
</env:Body>

コンタクトの削除要求
例 4-30 は、delete-contact 要求を示します。
例 4-30

Delete-Contact 要求

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap"
xmlns="urn:cisco:epas:soap">
<soapenv:Header>
<session-key>b189aa60-24e3-4e66-a3b6-d8488235ba47</session-key>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<delete-contact>
<group name="work">
<persona-id>soapuser2</persona-id>
<persona-id>nonexisting</persona-id>
</group>
<group name="non-existing">
<persona-id>one</persona-id>
</group>
</delete-contact>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

例 4-31 は、delete-contact 応答を示します。
例 4-31

Delete-Contact 応答

<?xml version='1.0' ?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<env:Body>
<epas:delete-contact-resp xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap" >
<epas:status ret-code="0" persona-id="soapuser2" group="work">succeeded</epas:status>
<epas:status ret-code="18001" persona-id="one" group="non-existing">The Contact Group
does not exist.</epas:status>
</epas:delete-contact-resp>
</env:Body>
</env:Envelope>
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コンタクト情報の取得要求
Cisco Unified Presence では、クライアント アプリケーションに代わって、ユーザに関する補助的なコ
ンタクト情報を格納できます。補助的な情報としては、職場の電話番号、自宅の電話番号、携帯電話番
号、E メール アドレスなどの情報があります。クライアント アプリケーションでは、Client
Configuration Web Service を使用して、Cisco Unified Presence に格納された補助的なコンタクト情報
を取得、変更および削除できます。

（注）

Cisco Unified Presence では、クライアント アプリケーションに代わって、補助的な情報だけを格納し
ます。Cisco Unified Presence サーバでは補助的な情報は生成されません。
get-contact-info 要求を使用すると、クライアント アプリケーションでコンタクトに関する補助的な情
報を取得できます。コンタクト情報は内部的なテキスト ドキュメントとして送信されます。
例 4-32 は、get-contact-info 要求を示します。
例 4-32

Get-Contact-Info 要求

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap"
xmlns="urn:cisco:epas:soap">
<soapenv:Header>
<session-key>b189aa60-24e3-4e66-a3b6-d8488235ba47</session-key>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<get-contact-info>
<persona-id domain="">4f4333d1-09ed-401f-b0b4-18b16976e4d7</persona-id>
<persona-id >soapuser1</persona-id>
<persona-id domain="federatedcompany.com">john</persona-id>
<persona-id domain="cisco.com">soapuser5</persona-id>
<persona-id>nonexisting</persona-id>
</get-contact-info>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

例 4-33 は、get-contact-info 応答を示します。
例 4-33

Get-Contact-Info 応答

<?xml version='1.0' ?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<env:Body>
<epas:get-contact-info-resp xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap"
xmlns="urn:cisco:epas:soap" >
<epas:contact-info persona-id="4f4333d1-09ed-401f-b0b4-18b16976e4d7" domain=""
contentType="text/directory" version="3.0" >BEGIN:VCARD
FN:Jane
TEL;TYPE=WORK,VOICE:+1999888777
VERSION:3.0
END:VCARD</epas:contact-info>
<epas:contact-info persona-id="soapuser1" contentType="text/directory" version="3.0"
>BEGIN:VCARD
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FN:soapuser1
VERSION:3.0
END:VCARD</epas:contact-info>
<epas:contact-info persona-id="soapuser5" domain="cisco.com"
contentType="text/directory" version="3.0" >BEGIN:VCARD
FN:user5
TEL;TYPE=X-CUSTOM1,VOICE;X-LABEL=Home:+81311115555
TEL;TYPE=X-CUSTOM2,VOICE;X-LABEL=Fax:+81311115556
VERSION:3.0
END:VCARD</epas:contact-info>
</epas:get-contact-info-resp>
</env:Body>
</env:Envelope>

コンタクト情報の変更要求
modify-contact-info 要求を使用すると、クライアント アプリケーションでコンタクトに関する補助的
な情報を変更できます。コンタクト情報は、内部的なテキスト ドキュメントとして送信されます。
例 4-34 は、modify-contact-info 要求を示します。
例 4-34

Modify-Contact-Info 要求

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap"
xmlns="urn:cisco:epas:soap">
<soapenv:Header>
<session-key>b189aa60-24e3-4e66-a3b6-d8488235ba47</session-key>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<modify-contact-info>
<contact-info persona-id="4f4333d1-09ed-401f-b0b4-18b16976e4d7" domain=""
contentType="text/directory" version="3.0" >BEGIN:VCARD
FN:Jane
TEL;TYPE=WORK,VOICE:+1999888777
TEL;TYPE=X-CUSTOM1,VOICE;X-LABEL=Home:+81311115555
VERSION:3.0
END:VCARD</contact-info>
<epas:contact-info persona-id="soapuser1" contentType="text/directory" version="3.0"
>BEGIN:VCARD
FN:soapuser1
TEL;TYPE=X-CUSTOM1,VOICE;X-LABEL=Home:+81311111111
VERSION:3.0
END:VCARD</epas:contact-info>
<epas:contact-info persona-id="soapuser5" domain="cisco.com"
contentType="text/directory" version="3.0" >BEGIN:VCARD
FN:user5
TEL;TYPE=X-CUSTOM1,VOICE;X-LABEL=Home:+81311115555
TEL;TYPE=X-CUSTOM2,VOICE;X-LABEL=Fax:+81311115556
VERSION:3.0
END:VCARD</epas:contact-info>
</modify-contact-info>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

例 4-35 は、modify-contact-info 応答を示します。
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例 4-35

Modify-Contact-Info 応答

<?xml version='1.0' ?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<env:Body>
<epas:modify-contact-info-resp xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap"
xmlns="urn:cisco:epas:soap" >
<status ret-code="0" persona-id="4f4333d1-09ed-401f-b0b4-18b16976e4d7" domain=""
>succeeded</status>
<status ret-code="0" persona-id="soapuser1" >succeeded</status>
<status ret-code="0" persona-id="soapuser5" domain="cisco.com" >succeeded</status>
</epas:modify-contact-info-resp>
</env:Body>
</env:Envelope>

コンタクト情報の削除要求
delete-contact-info 要求を使用すると、クライアント アプリケーションでコンタクトに関する補助的な
情報を削除できます。
例 4-36 は、delete-contact-info 要求を示します。
例 4-36

Delete-Contact-Info 要求

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap"
xmlns="urn:cisco:epas:soap">
<soapenv:Header>
<session-key>b189aa60-24e3-4e66-a3b6-d8488235ba47</session-key>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<delete-contact-info>
<persona-id domain="">4f4333d1-09ed-401f-b0b4-18b16976e4d7</persona-id>
<persona-id >soapuser1</persona-id>
<persona-id domain="cisco.com">soapuser5</persona-id>
</delete-contact-info>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

例 4-37 は、delete-contact-info 応答を示します。
例 4-37

Delete-Contact-Info 応答

<?xml version='1.0' ?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<env:Body>
<epas:delete-contact-info-resp xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap"
xmlns="urn:cisco:epas:soap" >
<status ret-code="0" persona-id="4f4333d1-09ed-401f-b0b4-18b16976e4d7" domain=""
>succeeded</status>
<status ret-code="0" persona-id="soapuser1" >succeeded</status>
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<status ret-code="0" persona-id="soapuser5" domain="cisco.com" >succeeded</status>
</epas:delete-contact-info-resp>
</env:Body>
</env:Envelope>

フェデレーション ドメインの取得要求
このメッセージを使用すると、許可されたフェデレーション ドメインのリスト、ブロックされるフェ
デレーション ドメインのリスト、または Cisco Unified Presence でのすべてのフェデレーション ドメ
インのリストのいずれかをクライアント アプリケーションで取得できます。要求されるリストのタイ
プは、パラメータ「auth-policy」を使用して決定されます。パラメータ「auth-policy」の有効な値は、
「allowed」、「blocked」または「all」です。

（注）

このコマンドでは、Cisco Unified Presence 上で認証ポリシー状態が「pending」であるフェデレー
ション ドメインは「allowed」として送信されます。
例 4-38 は、get-federated-domains 要求を示します。
例 4-38

Get-Federated-Domains 要求

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap"
xmlns="urn:cisco:epas:soap">
<soapenv:Header>
<session-key>b189aa60-24e3-4e66-a3b6-d8488235ba47</session-key>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<get-federated-domains auth-policy="all"/>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

例 4-39 は、get-federated-domains 応答を示します。
例 4-39

Get-Federated-Domains 応答

<?xml version='1.0' ?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<env:Body>
<get-federated-domains-resp>
<domain name="cisco.com" auth-policy="allowed">
<description>Cisco Systems</description>
</domain>
<domain name="DomainA.net" auth-policy="blocked">
<description>DomainA Users</description>
</domain>
<domain name="corporateX.com" auth-policy="allowed">
<description>CorporateX Network</description>
</domain>
</get-federated-domains-resp>
</env:Body>
</env:Envelope
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プレゼンス規則の概要
• 「プレゼンス規則のスキーマ」（P.4-27）
• 「プレゼンス規則の取得要求」（P.4-27）
• 「プレゼンス規則の設定要求」（P.4-29）
• 「プレゼンス規則の削除要求」（P.4-30）

プレゼンス規則のスキーマ
プレゼンス規則を使用すると、ユーザは可視性規則、到達可能性規則およびフィルタ規則を設定できま
す。例 4-40 は、プレゼンス規則のスキーマを示します。

（注）

最新の Cisco Unified Presence SOAP スキーマの説明にアクセスするには、使用する
Cisco Unified Presence サーバにアクセスできるコンピュータで、次の URL を入力します。

https://server_name/EPASSoap/service?wsdl
ここで、

server_name は、使用する Cisco Unified Presence サーバのドメイン名または IP アドレスです。
例 4-40

プレゼンス規則のスキーマ

<xsd:element name="get-presence-rules">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="visibility" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="reachability" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="filter" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

プレゼンス規則の取得要求
例 4-41 は、get-presence-rules 要求を示します。
例 4-41

Get-Presence-Rules 要求

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap"
xmlns="urn:cisco:epas:soap">
<soapenv:Header>
<session-key>b189aa60-24e3-4e66-a3b6-d8488235ba47</session-key>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<get-presence-rules/>
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</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

例 4-42 は、get-presence-rules 応答を示します。
例 4-42

Get-Presence-Rules 応答

<?xml version='1.0' ?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<env:Body>
<epas:get-presence-rules-resp xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap"
xmlns="urn:cisco:epas:presence:rules" >
<epas:presence-rule name="Test Rule 1">
<rule>
<reachability>
<cond>
<epas-reachability source="Human"/>
<epas-reachability source="human-manual-override"/>
<epas-reachability source="cupc"/>
<when reachability-status="vacation">
<epas-status source="*" status="vacation"/>
</when>
<when reachability-status="away">
<epas-status source="*" status="away"/>
</when>
<when reachability-status="busy">
<epas-status source="*" status="busy"/>
</when>
<when reachability-status="available">
<or>
<epas-status source="any-im" status="available"/>
<epas-status source="cupc1.1" status="available"/>
<epas-status source="Cisco Unified Mobile Communicator"
status="available"/>
</or>
</when>
<else reachability-status="unavailable"/>
</cond>
</reachability>
</rule>
</epas:presence-rule>
<epas:presence-rule name="politeblocking">
<rule>
<visibility>polite-blocking</visibility>
</rule>
</epas:presence-rule>
<epas:presence-rule name="default">
<rule>
<reachability>
<cond>
<epas-reachability source="Human"/>
<epas-reachability source="human-manual-override"/>
<epas-reachability source="cupc"/>
<when reachability-status="vacation">
<epas-status source="*" status="vacation"/>
</when>
<when reachability-status="away">
<epas-status source="*" status="away"/>
</when>
<when reachability-status="busy">
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<epas-status source="*" status="busy"/>
</when>
<when reachability-status="available">
<or>
<epas-status source="any-im" status="available"/>
<epas-status source="cupc1.1" status="available"/>
<epas-status source="Cisco Unified Mobile Communicator"
status="available"/>
</or>
</when>
<else reachability-status="unavailable"/>
</cond>
</reachability>
</rule>
</epas:presence-rule>
</epas:get-presence-rules-resp>
</env:Body>
</env:Envelope>

プレゼンス規則の設定要求
例 4-43 は、set-presence-rules 要求を示します。
例 4-43

Set-Presence-Rules 要求

<?xml version="1.0" encoding="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" standalone="no"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<soapenv:Header>
<session-key xmlns="urn:cisco:epas:soap">4714db69-20e-3b813873-2046-1</session-key>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<set-presence-rules xmlns="urn:cisco:epas:soap">
<presence-rule name="New Rule">
<rule xmlns="urn:cisco:epas:presence:rules">
<reachability>
<cond>
<epas-reachability source="Human"/>
<epas-reachability source="human-manual-override"/>
<epas-reachability source="cupc"/>
<when reachability-status="vacation">
<epas-status source="*" status="vacation"/>
</when>
<when reachability-status="away">
<epas-status source="*" status="away"/>
</when>
<when reachability-status="busy">
<epas-status source="*" status="busy"/>
</when>
<else reachability-status="unavailable"/>
</cond>
</reachability>
</rule>
</presence-rule>
</set-presence-rules>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

例 4-44 は、set-presence- 応答を示します。
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例 4-44

Set-Presence-Rules 応答

<?xml version='1.0' ?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<env:Body>
<epas:set-presence-rules-resp xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap" >
<epas:status ret-code="0" name="New Rule">succeeded</epas:status>
</epas:set-presence-rules-resp>
</env:Body>
</env:Envelope>

プレゼンス規則の削除要求
例 4-45 は、delete-presence-rules 要求を示します。
例 4-45

Delete-Presence-Rules 要求

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap"
xmlns="urn:cisco:epas:soap">
<soapenv:Header>
<session-key>b189aa60-24e3-4e66-a3b6-d8488235ba47</session-key>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<delete-presence-rules>
<rule name="noACL_rule"/>
<rule name="noexistentRule"/>
</delete-presence-rules>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

例 4-46 は、delete-presence-rules 応答を示します。
例 4-46

Delete-Presence-Rules 応答

<?xml version='1.0' ?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<env:Body>
<epas:delete-presence-rules-resp xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap" >
<epas:status ret-code="0" name="noACL_rule">succeeded</epas:status>
<epas:status ret-code="18061" name="noexistentRule">Invalid Policy name</epas:status>
</epas:delete-presence-rules-resp>
</env:Body>
</env:Envelope>
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ダイヤリング規則の取得要求
get-dialing-rules 要求を使用すると、関連付けられた Cisco Unified Communications Manager サーバか
らアプリケーションのダイヤリング規則をダウンロードできます。Cisco Unified Presence は、
get-dialing-rules 要求を受信すると、クライアント アプリケーションのダイヤリング規則を取得するた
めに、関連付けられた Cisco Unified Communications Manager に問い合せます。
例 4-47 は、get-dialing-rules 要求を示します。
例 4-47

Get-Dialing-Rules 要求

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap"
xmlns="urn:cisco:epas:soap">
<soapenv:Header>
<session-key>b189aa60-24e3-4e66-a3b6-d8488235ba47</session-key>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<get-dialing-rules/>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

例 4-48 は、get-dialing-rules 応答を示します。
例 4-48

Get-Dialing-Rules 応答

<?xml version='1.0' ?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<env:Body>
<epas:get-dialing-rules-resp xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap">
<epas:rule>
<epas:type>1</epas:type>
<epas:name>App dialing rule</epas:name>
<epas:description>App dialing rule</epas:description>
<epas:priority>1</epas:priority>
<epas:number-begins-with>89</epas:number-begins-with>
<epas:number-of-digits>1</epas:number-of-digits>
<epas:digits-to-be-removed>0</epas:digits-to-be-removed>
<epas:prefix>7</epas:prefix>
</epas:rule>
<epas:rule>
<epas:type>2</epas:type>
<epas:name>Directory dialing rule</epas:name>
<epas:description>Directory dialing rule</epas:description>
<epas:priority>1</epas:priority>
<epas:number-begins-with>97876</epas:number-begins-with>
<epas:number-of-digits>2</epas:number-of-digits>
<epas:digits-to-be-removed>2</epas:digits-to-be-removed>
<epas:prefix>98</epas:prefix>
</epas:rule>
</epas:get-dialing-rules-resp>
</env:Body>
</env:Envelope>
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最新通信履歴機能の概要
クライアント アプリケーションでは、Client Configuration Web Service を使用して IM 履歴を更新お
よびダウンロードできます。

• 「最新通信履歴の追加要求」（P.4-32）
• 「最新通信履歴の取得要求」（P.4-32）

最新通信履歴の追加要求
add-recent-comm 要求を使用すると、最新通信履歴にレコードを追加できます。
例 4-49 は、add-recent-comm 要求を示します。
例 4-49

Add-Recent-Comm 要求

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap"
xmlns="urn:cisco:epas:soap">
<soapenv:Header>
<session-key>b189aa60-24e3-4e66-a3b6-d8488235ba47</session-key>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<add-recent-comm>
<timestamp>2006-03-24</timestamp>
<type>2</type>
<data>&lt;what&gt;xmltag-other&lt;/what&gt;</data>
</add-recent-comm>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

例 4-50 は、add-recent-comm 応答を示します。
例 4-50

Add-Recent-Comm 応答

<?xml version='1.0' ?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<env:Body>
<epas:add-recent-comm-resp xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap" >
<epas:record timestamp="2006-03-24" status-code="0" />
</epas:add-recent-comm-resp>
</env:Body>
</env:Envelope>

最新通信履歴の取得要求
get-recent-comm 要求を使用すると、最新通信履歴を取得できます。
例 4-51 は、get-recent-comm 要求を示します。
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例 4-51

Get-Recent-Comm 要求

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap"
xmlns="urn:cisco:epas:soap">
<soapenv:Header>
<session-key>b189aa60-24e3-4e66-a3b6-d8488235ba47</session-key>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<get-recent-comm/>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

例 4-52 は、get-recent-comm 応答を示します。
例 4-52

Get-Recent-Comm 応答

<?xml version='1.0' ?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<env:Body>
<epas:get-recent-comm-resp xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap" >
<epas:record>
<epas:timestamp>2007-03-24</epas:timestamp>
<epas:type>3</epas:type>
<epas:data>&lt;what&gt;this is another record&lt;/what&gt;</epas:data>
</epas:record>
<epas:record>
<epas:timestamp>2006-03-24</epas:timestamp>
<epas:type>2</epas:type>
<epas:data>&lt;what&gt;xmltag-other&lt;/what&gt;</epas:data>
</epas:record>
<epas:record>
<epas:timestamp>2005-03-22</epas:timestamp>
<epas:type>1</epas:type>
<epas:data>&lt;what&gt;this is a record&lt;/what&gt;</epas:data>
</epas:record>
</epas:get-recent-comm-resp>
</env:Body>
</env:Envelope>

ライセンス機能の取得要求
get-licensing-features 要求を使用すると、ユーザに割り当てられたライセンス機能を取得できます。
例 4-53 は、get-licensing-features 要求を示します。
例 4-53

Get-Licensing-Features 要求

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap"
xmlns="urn:cisco:epas:soap">

開発者ガイド for Cisco Unified Presence リリース 7.0

4-33

第 4章

Client Configuration Web Service

Client Configuration Web Service 機能の概要

<soapenv:Header>
<session-key>b189aa60-24e3-4e66-a3b6-d8488235ba47</session-key>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<get-licensing-features/>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

例 4-54 は、get-licensing-features 応答を示します。
例 4-54

Get-Licensing-Features 応答

<?xml version='1.0' ?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<env:Body>
<epas:get-licensing-features-resp xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap" >
<epas:base>true</epas:base>
<epas:im>true</epas:im>
<epas:audio>false</epas:audio>
<epas:video>false</epas:video>
</epas:get-licensing-features-resp>
</env:Body>
</env:Envelope>

長期プレゼンス ステータス機能の概要
Cisco Unified Presence には、「out of office」や「on vacation」などの長期プレゼンス ステータスを
SIP 以外の方法でパブリッシュする機能が備えられています。短期プレゼンス ステータスの場合は、ク
ライアントでは SIP PUBLISH メソッドを使用する必要があります。
• 「長期プレゼンス ステータスのパブリッシュ要求」（P.4-34）
• 「長期プレゼンス ステータスのパブリッシュ取り消し要求」（P.4-35）

長期プレゼンス ステータスのパブリッシュ要求
例 4-55 は、publish-pres-status 要求を示します。
例 4-55

Publish-Pres-Status

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap"
xmlns="urn:cisco:epas:soap">
<soapenv:Header>
<session-key>b189aa60-24e3-4e66-a3b6-d8488235ba47</session-key>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<publish-pres-status>
[XML presence doc]
</publish-pres-status>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
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例 4-56 は、publish-pres-status 応答を示します。
例 4-56

Publish-Pres-Status 応答

<?xml version='1.0' ?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<env:Body>
<epas:publish-pres-status-resp xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap" >
<epas:status-code>0</epas:status-code>
</epas:publish-pres-status-resp>
</env:Body>
</env:Envelope>

長期プレゼンス ステータスのパブリッシュ取り消し要求
例 4-57 は、unpublish-pres-status 要求を示します。
例 4-57

Unpublish-Pres-Status

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap"
xmlns="urn:cisco:epas:soap">
<soapenv:Header>
<session-key>b189aa60-24e3-4e66-a3b6-d8488235ba47</session-key>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<unpublish-pres-status/>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

例 4-58 は、unpublish-pres-status 応答を示します。
例 4-58

Unpublish-Pres-Status 応答

<?xml version='1.0' ?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<env:Body>
<epas:unpublish-pres-status-resp xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap" >
<epas:status-code>0</epas:status-code>
</epas:unpublish-pres-status-resp>
</env:Body>
</env:Envelope>

アクセス コントロール リスト機能の概要
Cisco Unified Presence では、アクセス コントロール リスト（ACL）と各プレゼンス規則を関連付け
ます。アクセス コントロール リストには、ユーザをウォッチする特権が付与されたウォッチャ（プレ
ゼンス規則のオーナー）のグループが含まれます。
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プレゼンス規則の名前は、「プレゼンス規則の概要」（P.4-27）の項で説明されているメソッドによって
管理されるプレゼンス規則、または、次の予約されている規則名のいずれかとなります。

• 「allowed」：この規則を指定すると、ユーザのプレゼンスの表示を許可されたウォッチャのリスト
が取得されます。

• 「politeblocking」：この規則を指定すると、ユーザのプレゼンスの表示を許可されていないウォッ
チャのリストが取得されます。これらのウォッチャに対しては、ユーザのプレゼンス ステータス
は常に「unavailable」となります。

• 「ACL の取得要求」（P.4-36）
• 「ACL の追加要求」（P.4-37）
• 「ACL の削除要求」（P.4-38）

ACL の取得要求
get-acl 要求を使用すると、プレゼンス規則のすべてのウォッチャを取得できます。
例 4-59 は、get-acl 要求を示します。
例 4-59

Get-ACL 要求

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap"
xmlns="urn:cisco:epas:soap">
<soapenv:Header>
<session-key>396fa7d8-56eb-46ed-ad8d-39df966c85d2</session-key>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<get-acl>
<rule name="test rules"/>
<rule name="non-existing acl343258"/>
</get-acl>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

例 4-60 は、get-acl 応答を示します。
例 4-60

Get-ACL 応答

<?xml version='1.0' ?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<env:Body>
<epas:get-acl-resp xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap" >
<rule name="test rules">
<acl>sip:soapuser2@cisco.com</acl>
<acl>sip:soapuser3@cisco.com</acl>
<acl>sip:soapuser4@cisco.com</acl>
<acl>sip:soapuser5@cisco.com</acl>
</rule>
<rule name="non-existing acl343258">
Invalid Policy name
</rule>
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</epas:get-acl-resp>
</env:Body>
</env:Envelope>

ACL の追加要求
add-acl 要求を使用すると、プレゼンス規則に関連付けられたアクセス コントロール リストにウォッ
チャを追加できます。指定されたプレゼンス規則の ACL に、そのウォッチャがすでに属している場合
は、何も変更されません。異なるプレゼンス規則の ACL に、そのウォッチャがすでに属している場合
は、そのウォッチャは既存の規則から削除され、指定された規則に追加されます。
ウォッチャは、sip:soapuser2@mydomain.com のような完全な URI として渡すことも、
soapuser3@cisco.com のように、sip プレフィクスなしで渡すこともできます。ローカルの
Cisco Unified Presence ユーザを参照する場合も、user@domain.com という形式の完全なストリング
を使用する必要があります。
「@」記号なしでウォッチャ ストリングが渡されると、そのウォッチャ文字列は、yourdomain.com の
ようなドメインとして扱われます。
ウォッチャのユーザ名に特殊文字が含まれている場合は、URL エスケープ コードを使用して特殊文字
をエスケープする必要があります。たとえば、soapuser4%40mydepartment@mydomain.com では、
「@」記号が「%40」に置き換えられています。
例 4-61 は、add-acl 要求を示します。
例 4-61

Add-ACL 要求

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap"
xmlns="urn:cisco:epas:soap">
<soapenv:Header>
<session-key>396fa7d8-56eb-46ed-ad8d-39df966c85d2</session-key>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<add-acl>
<rule name="Kai rules!">
<watcher>sip:soapuser2@mydomain.com</watcher>
<watcher>soapuser3@cisco.com</watcher>
<watcher>soapuser4%40mydepartment@mydomain.com</watcher>
<watcher>soapuser5@cisco.com</watcher>
<watcher>g@cisco.com</watcher>
<watcher>j@cisco.com</watcher>
</rule>
</add-acl>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

例 4-62 は、add-acl 応答を示します。
例 4-62

Add-ACL 応答

<?xml version='1.0' ?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
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<env:Body>
<epas:rule name="Kai rules!">
<epas:status ret-code="0" watcher="sip:soapuser2@mydomain.com">succeeded</epas:status>
<epas:status ret-code="0" watcher="soapuser3@cisco.com>">succeeded</epas:status>
<epas:status ret-code="0" watcher="soapuser4%40mydepartment@mydomain.com">succeeded
</epas:status>
<epas:status ret-code="0" watcher="soapuser5@cisco.com">succeeded</epas:status>
<epas:status ret-code="18065" watcher="g@cisco.com">failed</epas:status>
<epas:status ret-code="18065" watcher="j@cisco.com">failed</epas:status>
</epas:rule>
</epas:add-acl-resp>
</env:Body>
</env:Envelope>

ACL の削除要求
例 4-63 は、delete-acl 要求を示します。
例 4-63

Delete-ACL 要求

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap"
xmlns="urn:cisco:epas:soap">
<soapenv:Header>
<session-key>396fa7d8-56eb-46ed-ad8d-39df966c85d2</session-key>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<delete-acl xmlns="urn:cisco:epas:soap">
<rule name="test rules!">
<watcher>sip:soap2@federatedcompany.com</watcher>
</rule>
<rule name="no rule">
<watcher>soapuser5@cisco.com</watcher>
</rule>
</delete-acl>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

例 4-64 は、delete-acl 応答を示します。
例 4-64

Delete-ACL 応答

<?xml version='1.0' ?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<env:Body>
<epas:delete-acl-resp xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<epas:rule name="test rules!">
<epas:status ret-code="0"
watcher="sip:soap2@federatedcompany.com">succeeded</epas:status>
</epas:rule>
<epas:rule name="no rule">
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<epas:status ret-code="18061" watcher="soapuser5@cisco.com">failed</epas:status>
</epas:rule>
</epas:delete-acl-resp>
</env:Body>
</env:Envelope>

カレンダー機能の概要
ユーザは、Client Configuration Web Service を経由してカレンダー オプションを取得および設定でき
ます。get-user-config-resp では、ユーザのカレンダー設定を返します。

• 「カレンダーの取得要求」（P.4-39）
• 「カレンダーの設定要求」（P.4-39）

カレンダーの取得要求
例 4-65 は、get-calendaring 要求を示します。
例 4-65

Get-Calendaring

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap"
xmlns="urn:cisco:epas:soap">
<soapenv:Header>
<session-key>2a08cef6-0f85-4ab3-871c-663269f1d49d</session-key>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<get-calendaring/>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

例 4-66 は、get-calendaring 応答を示します。
例 4-66

Get-Calendaring 応答

<?xml version='1.0' ?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<env:Body>
<epas:get-calendaring-resp xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap" >
true
</epas:get-calendaring-resp>
</env:Body>
</env:Envelope>

カレンダーの設定要求
例 4-67 は、set-calendaring 要求を示します。
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例 4-67

Set-Calendaring

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap"
xmlns="urn:cisco:epas:soap">
<soapenv:Header>
<session-key>2a08cef6-0f85-4ab3-871c-663269f1d49d</session-key>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<set-calendaring>true</set-calendaring>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

例 4-68 は、set-calendaring 応答を示します。
例 4-68

Set-Calendaring 応答

<?xml version='1.0' ?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<env:Body>
<epas:set-calendaring-resp xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap" >
succeeded
</epas:set-calendaring-resp>
</env:Body>
</env:Envelope>

プロファイルの検索要求
プロファイル検索サービスを使用すると、他のユーザのパブリック データを検索できます。
例 4-69 は、Search-Profile 要求を示します。
例 4-69

Search-Profile 要求

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap"
xmlns="urn:cisco:epas:soap">
<soapenv:Header>
<session-key>b189aa60-24e3-4e66-a3b6-d8488235ba47</session-key>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<search-profile>
<persona id="soapuser2"/>
<persona id="unknown"/>
<persona id="soapuser3"/>
<property name="Preferred.Contact"/>
<property name="UI.Color.Background"/>
<property name="PhoneNumber.Primary"/>
</search-profile>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
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例 4-70 は、search-profile 応答を示します。
例 4-70

Search-Profile 応答

<?xml version='1.0' ?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<env:Body>
<epas:search-profile-resp xmlns:epas="urn:cisco:epas:soap" >
<epas:persona id="soapuser2">
<epas:property name="Preferred.Contact">soapuser 2&apos;s preferred
email</epas:property>
<epas:property name="PhoneNumber.Primary">soapuser 2&apos;s primary
number</epas:property>
</epas:persona>
<epas:persona id="unknown">
</epas:persona>
<epas:persona id="soapuser3">
<epas:property name="Preferred.Contact">soapuser 3&apos;s preferred
phone</epas:property>
<epas:property name="PhoneNumber.Primary">soapuser 3&apos;s primary
number</epas:property>
</epas:persona>
</epas:search-profile-resp>
</env:Body>
</env:Envelope>

contact is
phone

contact is
phone
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5

Presence Web Service
オープン インターフェイスである Presence Web Service を使用すると、クライアント アプリケーショ
ンはユーザ プレゼンス情報を Cisco Unified Presence と共有できます。サードパーティ開発者は、こ
のインターフェイスを使用して、ユーザのプレゼンス状態に関する更新を送信および取得するクライア
ント アプリケーションを構築できます。

Presence Web Service によって Cisco Unified Presence サーバ上のユーザ プレゼンスが管理されます。
ユーザは独自のプレゼンス状態を設定し、コンタクトのプレゼンス状態が変更されたときにその通知を
受信できます。

Presence Web Service では、Simple Object Access Protocol（SOAP; シンプル オブジェクト アクセス
プロトコル）インターフェイスまたは Representational State Transfer（REST）（XML/HTTP）イン
ターフェイスを使用して、Cisco Unified Presence ノードとのユーザ プレゼンス情報が交換されます。
クライアント アプリケーションによって XML 要求が送信されると、Web サービスによってこの要求
が処理され、応答が送信されます。Presence Web Service ではすべてのメッセージが HTTPS で安全に
送信されます。また、HTTP で Presence Web Service にアクセスすることもできます。
• 「ログインおよび認証」（P.5-1）
• 「プレゼンス ステータスの設定」（P.5-2）
• 「イベント通知」（P.5-2）
• 「Presence Web Service インターフェイスの概要」（P.5-3）
• 「プレゼンス API WSDL」（P.5-31）
• 「PIDF の例」（P.5-31）

ログインおよび認証
クライアント アプリケーションは、有効なユーザ名とパスワードを使用し、アプリケーション ユーザ
として Cisco Unified Presence にログインします。ログインが成功すると、Cisco Unified Presence か
らアプリケーション ユーザに一意のセッション キーが渡されます。
登録されたアプリケーション ユーザは、クライアント アプリケーションの複数のエンド ユーザを

Cisco Unified Presence にログインさせることができます。アプリケーション ユーザは、アプリケー
ション ユーザのセッション キーおよびエンド ユーザのユーザ名を渡して、エンド ユーザをログインさ
せます。このエンド ユーザの一意のセッション キーが返されます。このログイン方法は、返された
セッション キーがアプリケーション ユーザに属しており、エンド ユーザのユーザ名が
Cisco Unified Presence 上のデータベースで設定されている場合にだけ認証されます。
ログインが成功すると、Cisco Unified Presence に対する後続のすべての要求メッセージのパラメータ
として、このセッション キーが渡されます。
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（注）

•

クライアント アプリケーションごとに、独自のアプリケーション ユーザが Cisco Unified Presence
で設定されている必要があります。

• アプリケーション ユーザが切断されると、関連付けられたすべてのエンド ユーザは自動的にログ
アウトします。

プレゼンス ステータスの設定
Presence Web Service を使用すると、ユーザは独自のプレゼンス ステータスを設定できます。サポー
トされるプレゼンスには、標準プレゼンスとリッチ プレゼンスという 2 つのタイプがあります。リッ
チ プレゼンスは、メッセージで Presence Informatin Data Format（PIDF; プレゼンス情報データ
フォーマット）ファイルを渡すことにより交換されます。次の標準プレゼンス状態がサポートされま
す。

• Available
• Busy
• Do Not Disturb
• Away
• Unavailable
• Vacation
• Unknown
「Unknown」状態は Presence Web Service を使用して設定することはできません。

イベント通知
ユーザのプレゼンス情報に変更（コンタクトのプレゼンス ステータスの変更など）があると、クライ
アント アプリケーションに通知が送信されます。
クライアント アプリケーションは、Cisco Unified Presence との HTTP エンドポイントを登録します。
クライアント アプリケーションは、イベント通知タイプに対してサブスクリプションを設定します。
このサブスクリプションは、登録した HTTP エンドポイントに関連付けられます。サブスクライブし
たイベントが発生すると、Cisco Unified Presence からクライアント アプリケーションに HTTP 通知
メッセージが送信されます。クライアントは、更新データを取得するために Cisco Unified Presence 上
で getSubscribedPresence メソッドを呼び出します。
プレゼンス イベントが大量に発生することによりクライアントで発生する可能性があるパフォーマン
スへの影響を減らすために、getSubscribedPresence メソッドが呼び出されるまでその他のイベントは
送信されません。getSubscribedPresence 要求を待機している間に発生するその他の更新は、
Cisco Unified Presence に格納されて getSubscribedPresence 応答に組み込まれます。
通知コールバックは HTTP で転送されるため、セキュアではありません。機密データはこのリンクを
介して受け渡しされることはありません。
サブスクリプション要求とエンドポイント登録要求には、それぞれ関連付けられた期限切れタイマーが
あります。これらのタイマーは、Cisco Unified Presence が要求を受信したときに開始されるため、絶
対時間です。タイマーは、（サブスクリプション ID またはエンドポイント ID とともに）更新された有
効期限値が Cisco Unified Presence に送信されるとリフレッシュされます。
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クライアント アプリケーションは、イベント タイプのサブスクリプションを終了し、HTTP エンドポ
イントの登録を解除することもできます。

（注）

•

getSubscribedPresence は常に最新データを返しますが、getSubscribedPresence メソッドの呼び出
しが遅延すると、一部の状態遷移が行われない場合があります。

• ユーザのプレゼンス情報の変更は、getPolledPresence 要求を使用して継続的にプレゼンスをポー
リングすることによっても取得できます。このメソッドによる応答が頻繁になりすぎないように
メッセージが制御されます。

Presence Web Service インターフェイスの概要
クライアント アプリケーションは、次のインターフェイスを使用してプレゼンス情報を

Cisco Unified Presence と交換できます。
SOAP インターフェイス：このインターフェイスは Simple Object Access Protocol（SOAP）に基づい
ており、XML の要求メッセージと応答メッセージを渡します。クライアント アプリケーションが
SOAP 要求を送信すると、Web サービスがこの要求を処理して応答を送信します。
REST インターフェイス：REST インターフェイス（Representational State Transfer の略）は、XML
データを HTTP で渡します。データは、HTTP クエリー パラメータを使用して転送されるか、または
メッセージ本文を XML にして転送されます。
Presence Web Service は、次のポートで利用可能です。
• HTTPS の場合はポート 8083（SOAP および REST）
• HTTP の場合はポート 8082（SOAP および REST）

（注）

REST が今後使用されるインターフェイス メカニズムであると考えられるため、初期段階の REST イ
ンターフェイスが Cisco Unified Presence ソリューションに組み込まれています。
• 「SOAP インターフェイス メソッドの概要」（P.5-3）
• 「REST インターフェイス リソースの概要」（P.5-18）

SOAP インターフェイス メソッドの概要
（注）

Presence Web Service に対するすべての SOAP 要求は、次の URL に送信する必要があります。
http://<cuphost>:<port>/presence-service/soap
• 「ログイン要求（アプリケーション ユーザ）」（P.5-4）
• 「ログイン要求（エンド ユーザをログインさせるアプリケーション ユーザ）」（P.5-5）
• 「ログアウト要求」（P.5-6）
• 「エンドポイント登録要求」（P.5-7）
• 「エンドポイントの登録解除要求」（P.5-9）
• 「サブスクライブ要求」（P.5-10）
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• 「アンサブスクライブ要求」（P.5-11）
• 「サブスクライブ済みプレゼンスの取得要求」（P.5-13）
• 「ポーリング済みプレゼンスの取得要求」（P.5-14）
• 「プレゼンスの設定要求」（P.5-16）

ログイン要求（アプリケーション ユーザ）
この要求によって、アプリケーション ユーザが Cisco Unified Presence にログインします。

入力パラメータ
パラメータ

説明

userName

アプリケーション ユーザの名前。

password

アプリケーション ユーザのパスワード。

force

このフラグは、ユーザの既存のログイン セッションを上書
きする場合に使用されます。有効な値は「true」および
「false」です。

出力パラメータ
パラメータ

説明

session-key

アプリケーション ユーザのセッション キー。

backup Server

アプリケーション ユーザのバックアップ（フェールオー
バー）ノード。このパラメータは、バックアップ サーバが
利用可能な場合にだけ、応答で使用されます。

例 5-1 は、アプリケーション ユーザのログイン要求を示しています。
例 5-1

アプリケーション ユーザのログイン要求

<?xml version="1.0" encoding="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" standalone="no"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<soapenv:Body>
<login xmlns="urn:cisco:cup:presence:soap" force="true">
<username>{app-user-username}</username>
<password>{app-user-password}</password>
</login>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

例 5-2 は、アプリケーション ユーザのログイン応答を示します。
例 5-2

アプリケーション ユーザのログイン応答

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENC="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:SOAP-ENV="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/"
xmlns:cup="urn:cisco:cup:presence:soap" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<SOAP-ENV:Body>
<loginResponse>
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<success>
<success backupServer="cupserver2">
<session-key>{app-user-session-key}</cup:session-key>
</success>
</loginResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

（注）

セッション キーは、Cisco Unified Presence に対する後続のすべての要求メッセージの SOAP ヘッ
ダーに含まれるパラメータとして渡されます。セッション キーは各要求の認証メカニズムとして使用
されます。

関連項目

• 「Presence Web Service エラー コード」（P.6-1）
• 「ログイン要求（エンド ユーザをログインさせるアプリケーション ユーザ）」（P.5-5）

ログイン要求（エンド ユーザをログインさせるアプリケーション ユーザ）
この要求は、アプリケーション ユーザが Cisco Unified Presence にエンド ユーザをログインさせる場
合に使用されます。この要求では、アプリケーション ユーザのセッション キーが渡されます。

入力パラメータ
パラメータ

説明

userName

エンド ユーザの名前。

app-session-id

アプリケーション ユーザのセッション キー。

force

このフラグは、ユーザの既存のログイン セッションを上書
きする場合に使用されます。有効な値は「true」および
「false」です。

出力パラメータ

（注）

パラメータ

説明

session-key

エンド ユーザのセッション キー。

backupServer

エンド ユーザのバックアップ（フェールオーバー）ノード。
このパラメータは、バックアップ サーバが利用可能な場合
にだけ、応答で使用されます。

primaryServer

エンド ユーザのプライマリ ノード。このパラメータは、リ
ダイレクト ログイン応答でだけ使用されます。

フェールオーバーのために、Cisco Unified Presence のプライマリ サーバとバックアップ サーバでエ
ンド ユーザを設定します。ログインが成功すると、セッション キーだけでなく、バックアップ サーバ
のアドレスもエンド ユーザに返されます。プライマリ ノードが利用できなくなった場合、エンド ユー
ザはバックアップ サーバにログインできます。
例 5-3 は、エンド ユーザをログインさせるアプリケーション ユーザのログイン要求を示します。
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例 5-3

ログイン要求（エンド ユーザをログインさせるアプリケーション ユーザ）

<?xml version="1.0" encoding="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" standalone="no"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<soapenv:Body>
<login xmlns="urn:cisco:cup:presence:soap" force="true">
<username>{end-user-username}</username>
<app-session-id>{app-user-session-key}</app-session-id>

</login>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

例 5-4 は、アプリケーション ユーザがエンド ユーザをログインさせるのに成功した場合のログイン応
答を示します。
例 5-4

ログイン応答（エンド ユーザをログインさせるアプリケーション ユーザ）

<?xml version='1.0' ?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<soapenv:Body>
<loginResponse xmlns="urn:cisco:cup:presence:soap">
<success backupServer="cupserver2">
<session-key>{end-user-session-key}</session-key>
</success>
</loginResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope

リダイレクト ログイン応答は、ユーザとして登録されていない Cisco Unified Presence ノードにユー
ザがログインを試みた場合に発行されます。リダイレクト ログイン応答には、ユーザに割り当てられ
たプライマリ サーバとバックアップ サーバに関する情報が含まれています。アプリケーションは、リ
ダイレクト ログイン応答に指定されているプライマリ サーバにエンド ユーザをログインさせることが
できます。
例 5-5 は、リダイレクト ログイン応答を示します。
例 5-5

リダイレクトログイン応答

<?xml version='1.0' ?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<soapenv:Body>
<loginResponse xmlns="urn:cisco:cup:presence:soap" >
<redirect primaryServer="cupserver10" backupServer="cupserver11">
</redirect>
</loginResponse >
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

関連項目
• 「Presence Web Service エラー コード」（P.6-1）

• 「ログイン要求（アプリケーション ユーザ）」（P.5-4）

ログアウト要求
この要求によって、アプリケーション ユーザまたはエンド ユーザがログアウトします。
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入力パラメータ
パラメータ

説明

session-key

ユーザのセッション キー。

例 5-6 は、ログアウト要求を示します。
例 5-6

ログアウト要求

<?xml version="1.0" encoding="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" standalone="no"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<soapenv:Header>
<session-key
xmlns="urn:cisco:cup:presence:soap">0a6f88d9-c6e0-4b3c-b898-d9a02c3250f9</session-key>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<logout xmlns="urn:cisco:cup:presence:soap"/>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

例 5-7 は、成功したログアウト応答を示します。
例 5-7

ログアウト応答

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<soapenv:Body>
<logoutResponse xmlns="urn:cisco:cup:presence:soap">
<status>SUCCESS</status>
</logoutResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

エンドポイント登録要求
registerEndPoint 要求により、プレゼンス通知に使用される HTTP エンドポイントが登録されます。こ
のメソッドは、アプリケーション ユーザだけが使用します。要求内のセッション キーは、ログイン済
みアプリケーション ユーザに関連付けられている必要があります。
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入力パラメータ
パラメータ

説明

url

HTTP エンドポイントのコールバック URL。

endpointID

HTTP エンドポイントの登録 ID。この ID は、エンドポイ
ント登録の期限切れ時間を延長する場合に、パラメータと
して渡されます。

expiration

登録が有効な時間（秒）。最大値は 86400 秒（24 時間）で
す。最小値は 3600 秒（1 時間）です。

パラメータ

説明

endpointID

HTTP エンドポイントの登録 ID。

出力パラメータ

（注）

•

新しい HTTP エンドポイントを登録するために、要求で endpointID 値ゼロ（0）が渡されます。
後続の応答には、エンドポイントの新しい ID 番号が含まれます。

• エンドポイントの期限切れ時間を延長するには、registerEndpoint 要求を再度呼び出し、既存のエ
ンドポイント ID と更新済み期限切れ時間を渡します。この場合、URL は空である必要がありま
す。

例 5-8 は、registerEndPoint 要求を示します。
例 5-8

registerEndPoint 要求

<?xml version="1.0" encoding="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" standalone="no"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<soapenv:Header>
<session-key xmlns="urn:cisco:cup:presence:soap">
beb3bb70-1be2-4d73-90f8-e8b3929af58c
</session-key>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<registerEndPoint xmlns="urn:cisco:cup:presence:soap">
<url>http://appserver1@cisco.com/directoryApp/notify</url>
<endPointID>0</endPointID>
<expiration>3600</expiration>
</registerEndPoint>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

例 5-9 は、registerEndPoint 応答を示します。
例 5-9

registerEndPoint 応答

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<soapenv:Body>
<registerEndPointResponse xmlns="urn:cisco:cup:presence:soap">
<endPointID>26</endPointID>
</registerEndPointResponse>
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</soap-env:Body>
</soapenv:Envelope>

関連項目

• 「Presence Web Service エラー コード」（P.6-1）
• 「エンドポイントの登録解除要求」（P.5-9）

エンドポイントの登録解除要求
unregisterEndPoint 要求により、プレゼンス通知に使用される HTTP エンドポイントの登録が解除され
ます。このメソッドは、アプリケーション ユーザだけが使用します。要求内のセッション キーは、ロ
グイン済みアプリケーション ユーザに関連付けられている必要があります。エンドポイントの登録解
除要求に使用されるセッション キーは、元の登録要求で使用されたセッション キーと同じである必要
があります。
入力パラメータ
パラメータ

説明

endpointID

HTTP エンドポイントの登録 ID。この場合は、クライアン
トが登録を解除するエンドポイントです。

例 5-10 は、unregisterEndPoint 要求を示します。
例 5-10

UnregisterEndPoint 要求

<?xml version="1.0" encoding="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" standalone="no"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<soapenv:Header>
<session-key xmlns="urn:cisco:cup:presence:soap">
beb3bb70-1be2-4d73-90f8-e8b3929af58c
</session-key>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<unregisterEndPoint xmlns="urn:cisco:cup:presence:soap">
<endPointID>26</endPointID>
</unregisterEndPoint>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

例 5-11 は、unregisterEndPoint 応答を示します。
例 5-11

UnregisterEndPoint 応答

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<soapenv:Body>
<unregisterEndPointResponse xmlns="urn:cisco:cup:presence:soap">
<status>SUCCESS</status>
</unregisterEndPointResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

関連項目

• 「Presence Web Service エラー コード」（P.6-1）
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• 「エンドポイント登録要求」（P.5-7）

サブスクライブ要求
サブスクライブ要求により、イベント通知に関する Cisco Unified Presence のサブスクリプションが設
定されます。通知は、クライアント アプリケーションに登録されている HTTP エンドポイントに送信
されます。

入力パラメータ
パラメータ

説明

contactsList

サブスクリプションの一部であるコンタクト URI のリスト。

contactList パラメータのコンタクト URI の制限は 5000 です。
subscriptionType

サブスクライブ中のイベントのタイプ。現在、PRESENCE_NOTIFICATION だ
けがサポートされます。値は大文字と小文字が区別されます。

expiration

サブスクリプションが有効な時間（秒）。最大値は 86400 秒（24 時間）です。最
小値は 3600 秒（1 時間）です。値 0 は、コンタクトを既存のサブスクリプショ
ンに追加する場合に使用できます。

endpointID

HTTP エンドポイントの登録 ID。

subscriptionID

サブスクリプションの ID 番号。コンタクト リストに新しいサブスクリプション
を作成するために、要求で subscriptionID 値ゼロ（0）が渡されます。後続の応
答には、サブスクリプションの新しい ID が含まれます。

パラメータ

説明

subscriptionID

サブスクリプションの ID 番号。

出力パラメータ

（注）

•

既存サブスクリプションに新しいコンタクトを追加するには、サブスクライブ要求を再度呼び出
し、subscriptionID、endpointID、および追加のコンタクト URI リストを渡します。

• サブスクリプションの期限切れ時間をリフレッシュするには、サブスクライブ要求を再度呼び出
し、subscriptionID、endpointID、および更新済み期限切れ時間を渡します。

例 5-12 は、サブスクライブ要求を示します。
例 5-12

サブスクライブ要求

<?xml version="1.0" encoding="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" standalone="no"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<soapenv:Header>
<session-key xmlns="urn:cisco:cup:presence:soap">
beb3bb70-1be2-4d73-90f8-e8b3929af58c
</session-key>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<subscribe xmlns="urn:cisco:cup:presence:soap">
<contactsList>
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<contact contactURI="enduser1@cisco.com"/>
<contact contactURI="enduser2@cisco.com"/>
<contact contactURI="enduser3@cisco.com"/>
</contactsList>
<subscriptionType>PRESENCE_NOTIFICATION</subscriptionType>
<expiration>43200</expiration>
<endPointID>26</endPointID>
<subscriptionID>0</subscriptionID>
</subscribe>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

例 5-13 は、サブスクライブ応答を示します。
例 5-13

サブスクライブ応答

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<soapenv:Body>
<subscribeResponse xmlns="urn:cisco:cup:presence:soap">>
<subscriptionID>1</subscriptionID>
</subscribeResponse>
</soap-env:Body>
</soap-env:Envelope>

関連項目
• 「イベント通知の例」（P.5-32）

• 「Presence Web Service エラー コード」（P.6-1）
• 「アンサブスクライブ要求」（P.5-11）

アンサブスクライブ要求
アンサブスクライブ要求により、イベント通知に関する Cisco Unified Presence でのクライアント ア
プリケーションのサブスクリプションが終了します。サブスクリプションは、指定したコンタクト リ
ストまたはすべてのコンタクトで終了できます。アンサブスクライブ要求に使用されるセッション
キーは、元のサブスクライブ要求で使用されたセッション キーと同じである必要があります。

入力パラメータ
パラメータ

説明

subscriptionID

サブスクリプションの ID 番号。この場合は、クライアント
がアンサブスクライブするサブスクリプションです。

contactsList

サブスクリプションから削除する必要があるコンタクト

URI のリスト。contactsList にすべてのコンタクトを含める
か、または unsubscribeAll パラメータを使用することによ
り、すべてのコンタクトを削除できます。例 5-15 を参照し
てください。
例 5-14 は、指定したコンタクト リストに対するアンサブスクライブ要求を示します。
例 5-14

指定したコンタクト リストに対するアンサブスクライブ要求

<?xml version="1.0" encoding="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" standalone="no"?>
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<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<soapenv:Header>
<session-key xmlns="urn:cisco:cup:presence:soap">
beb3bb70-1be2-4d73-90f8-e8b3929af58c
</session-key>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<unsubscribe xmlns="urn:cisco:cup:presence:soap">
<unsubscribeRequest>
<subscriptionID>1</subscriptionID>
<contactsList>
<contact contactURI="enduser1@cisco.com"/>
<contact contactURI="enduser2@cisco.com"/>
<contact contactURI="enduser3@cisco.com"/>
</contactsList>
</unsubscribeRequest>
</unsubscribe>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

例 5-15 は、すべてのコンタクトに対するアンサブスクライブ要求を示します。
例 5-15

すべてのコンタクトに対するアンサブスクライブ要求

<?xml version="1.0" encoding="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" standalone="no"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<soapenv:Header>
<session-key xmlns="urn:cisco:cup:presence:soap">
beb3bb70-1be2-4d73-90f8-e8b3929af58c
</session-key>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<unsubscribe xmlns="urn:cisco:cup:presence:soap">
<unsubscribeRequest>
<subscriptionID>1</subscriptionID>
<unsubscribeAll/>
</unsubscribeRequest>
</unsubscribe>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

例 5-16 は、アンサブスクライブ応答を示します。
例 5-16

アンサブスクライブ応答

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<soapenv:Body>
<unsubscribeResponse xmlns="urn:cisco:cup:presence:soap">
<status>SUCCESS</status>
</unsubscribeResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

関連項目
• 「Presence Web Service エラー コード」（P.6-1）

• 「サブスクライブ要求」（P.5-10）
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サブスクライブ済みプレゼンスの取得要求
getSubscribedPresence 要求は、サブスクリプションのプレゼンス情報を返します。このメソッドは、
Cisco Unified Presence からの通知メッセージに続けて呼び出されます。Presence Web Service では、
標準プレゼンスとリッチ プレゼンスという 2 つのプレゼンス タイプがサポートされます。リッチ プレ
ゼンス データの要求の場合は、PIDF 文書が応答で渡されます。
入力パラメータ
パラメータ

説明

subscriptionID

サブスクリプションの ID 番号。

presenceType

要求されたプレゼンスのタイプ。有効な値は

BASIC_PRESENCE または RICH_PRESENCE です。これ
らの値は大文字と小文字が区別されます。

出力パラメータ
パラメータ

説明

presenceType

要求されたプレゼンスのタイプ。有効な値は

BASIC_PRESENCE または RICH_PRESENCE です。これ
らの値は大文字と小文字が区別されます。

basicPresenceList

コンタクト URI のリストおよびそれらに関連付けられるプ
レゼンス状態。

richPresenceList

コンタクトのリッチ プレゼンスを記述した PIDF 文書。
PIDF 文書はエンド ユーザごとに送信されます。

例 5-17 は、標準プレゼンスに対する getSubscribedPresence 要求を示します。
例 5-17

標準プレゼンスに対する getSubscribedPresence 要求

<?xml version="1.0" encoding="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" standalone="no"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<soapenv:Header>
<session-key xmlns="urn:cisco:cup:presence:soap">
beb3bb70-1be2-4d73-90f8-e8b3929af58c
</session-key>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<getSubscribedPresence xmlns="urn:cisco:cup:presence:soap">
<subscriptionID>1</subscriptionID>
<presenceType>BASIC_PRESENCE</presenceType>
</getSubscribedPresence>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

例 5-18 は、標準プレゼンスに対する getSubscribedPresence 応答を示します。
例 5-18

標準プレゼンスに対する getSubscribedPresence 応答

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<soapenv:Body>
<getSubscribedPresenceResponse xmlns="urn:cisco:cup:presence:soap">>
<PresenceResponse>
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<presenceType>BASIC_PRESENCE</presenceType>
<basicPresenceList>
<contact contactURI="enduser1@cisco.com" presenceStatus="BUSY"/>
<contact contactURI="enduser2@cisco.com" presenceStatus="AVAILABLE"/>
<contact contactURI="enduser3@cisco.com" presenceStatus="UNKNOWN"/>
</basicPresenceList>
<richPresenceList></richPresenceList>
</PresenceResponse>
</getSubscribedPresenceResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

例 5-19 は、リッチ プレゼンスに対する getSubscribedPresence 応答を示します。
例 5-19

リッチ プレゼンスに対する getSubscribedPresence 応答

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<soapenv:Body>
<getSubscribedPresenceResponse xmlns="urn:cisco:cup:presence:soap">
<PresenceResponse>
<presenceType>RICH_PRESENCE</presenceType>
<richPresenceList>
<multiple PIDF documents>
</richPresenceList>
<basicPresence></basicPresence>
</PresenceResponse>
</getSubscribedPresenceResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

関連項目

• 「PIDF の例」（P.5-31）
• 「Presence Web Service エラー コード」（P.6-1）

ポーリング済みプレゼンスの取得要求
getPolledPresence 要求は、ユーザ リストのプレゼンス情報を返します。Presence Web Service では、
標準プレゼンスとリッチ プレゼンスという 2 つのプレゼンス タイプがサポートされます。リッチ プレ
ゼンス データの要求の場合は、PIDF 文書が応答で渡されます。
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入力パラメータ
パラメータ

説明

contactsList

ポーリング済みプレゼンス要求の一部であるコンタクト

URI のリスト。
contactList パラメータのコンタクト URI の制限は 5000 で
す。

presenceType

要求されたプレゼンスのタイプ。有効な値は

BASIC_PRESENCE または RICH_PRESENCE です。これ
らの値は大文字と小文字が区別されます。

出力パラメータ
パラメータ

説明

presenceType

要求されたプレゼンスのタイプ。有効な値は

BASIC_PRESENCE または RICH_PRESENCE です。これ
らの値は大文字と小文字が区別されます。

basicPresenceList

コンタクト URI のリストおよびそれらに関連付けられるプ
レゼンス状態。

richPresenceList

コンタクトのリッチ プレゼンスを記述した PIDF 文書。
PIDF 文書はエンド ユーザごとに送信されます。

例 5-20 は、標準プレゼンスに対する getPolledPresence 要求を示します。
例 5-20

標準プレゼンスに対する getPolledPresence 要求

<?xml version="1.0" encoding="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" standalone="no"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<soapenv:Header>
<session-key xmlns="urn:cisco:cup:presence:soap">
beb3bb70-1be2-4d73-90f8-e8b3929af58c
</session-key>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<getPolledPresence xmlns="urn:cisco:cup:presence:soap">
<contactsList>
<contact contactURI="enduser1@cisco.com"/>
<contact contactURI="enduser2@cisco.com"/>
<contact contactURI="enduser3@cisco.com"/>
</contactsList>
<presenceType>BASIC_PRESENCE</presenceType>
</getPolledPresence>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

例 5-21 は、標準プレゼンスに対する getPolledPresence 応答を示します。
例 5-21

標準プレゼンスに対する getPolledPresence 応答

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<soapenv:Body>
<getPolledPresenceResponse xmlns="urn:cisco:cup:presence:soap">
<PresenceResponse>
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<presenceType>BASIC_PRESENCE</presenceType>
<basicPresenceList>
<contact contactURI="enduser1@cisco.com" presenceStatus="BUSY"/>
<contact contactURI="enduser2@cisco.com" presenceStatus="AVAILABLE"/>
<contact contactURI="enduser3@cisco.com" presenceStatus="UNKNOWN"/>
</basicPresenceList>
<richPresenceList></richPresenceList>
</PresenceResponse>
</getPolledPresenceResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

例 5-22 は、リッチ プレゼンスに対する getPolledPresence 応答を示します。
例 5-22

リッチ プレゼンスの getPolledPresence 応答

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<soapenv:Body>
<getPolledPresenceResponse xmlns="urn:cisco:cup:presence:soap">>
<PresenceResponse>
<presenceType>RICH_PRESENCE</presenceType>
<richPresenceList>
<multiple PIDF documents>
</richPresenceList>
</PresenceResponse>
</getPolledPresenceResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

関連項目

• 「PIDF の例」（P.5-31）
• 「Presence Web Service エラー コード」（P.6-1）

プレゼンスの設定要求
setPresence 要求により、ユーザは独自のプレゼンス状態を設定できます。ユーザはセッション キーに
よって Cisco Unified Presence で識別されます。
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入力パラメータ
パラメータ

presenceType

説明
設定されたプレゼンスのタイプ。有効な値は

BASIC_PRESENCE または RICH_PRESENCE です。これ
らの値は大文字と小文字が区別されます。

basicPresence

このストリングでプレゼンス状態を渡すことによって標準
プレゼンス データを送信する場合に使用します。許可され
る値は AVAILABLE、BUSY、DND、AWAY、
UNAVAILABLE、および VACATION です。これらの値は
大文字と小文字が区別されます。

richPresence

メッセージで PIDF 文書を渡すことによってリッチ プレゼ
ンス データを送信する場合に使用します。

override

expiration

（注）

このフラグは、エンド ユーザ デバイスのプレゼンス状態を
上書きする場合に使用します。有効な値は「true」および
「false」です。
プレゼンス状態が有効な時間（秒）。最小値は 3600 秒（1
時間）です。最大値は 86400 秒（24 時間）です。

basicPresence 値 AVAILABLE は、上書き状態に設定されていない必要があります（上書きフラグを
false に設定）。basicPresence 値 DND は、上書き状態にだけ設定できます（上書きフラグを true に設
定）。同じ規則がリッチ プレゼンスを設定するときにも適用されます。
例 5-23 は、プレゼンス状態が BUSY に設定された標準プレゼンスに対する setPresence 要求を示しま
す。
例 5-23

標準プレゼンスに対する setPresence 要求

<?xml version="1.0" encoding="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" standalone="no"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<soapenv:Header>
<session-key xmlns="urn:cisco:cup:presence:soap">
beb3bb70-1be2-4d73-90f8-e8b3929af58c
</session-key>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<setPresence xmlns="urn:cisco:cup:presence:soap">
<presenceType>BASIC_PRESENCE</presenceType>
<presenceInfo>
<basicPresence>BUSY</basicPresence>
<override>false</override>
</presenceInfo>
<expiration>3600</expiration>
</setPresence>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

例 5-24 に示すように、ユーザは setPresence 要求で PIDF 文書を渡すことによってリッチ プレゼンス
データを送信できます。
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例 5-24

リッチ プレゼンスに対する setPresence 要求

<?xml version="1.0" encoding="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" standalone="no"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<soapenv:Header>
<session-key xmlns="urn:cisco:cup:presence:soap">
beb3bb70-1be2-4d73-90f8-e8b3929af58c
</session-key>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<setPresence xmlns="urn:cisco:cup:presence:soap">
<presenceType>RICH_PRESENCE</presenceType>
<presenceInfo>
<richPresence>a PIDF document</richPresence>
<override>false</override>
</presenceInfo>
<expiration>3600</expiration>
</setPresence>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

例 5-25 は、setPresence 応答を示します。
例 5-25

setPresence 応答

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<soapenv:Body>
<setPresenceResponse xmlns="urn:cisco:cup:presence:soap">
<status>SUCCESS</status>
</setPresenceResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

関連項目
• 「PIDF の例」（P.5-31）

• 「Presence Web Service エラー コード」（P.6-1）

REST インターフェイス リソースの概要
（注）

Presence Web Service に対するすべての REST 要求は、次の URL に送信する必要があります。
http://<cup_host>:<cup_port>/presence-service
• 「URI の参照テーブル」（P.5-19）
• 「ログイン要求（アプリケーション ユーザ）」（P.5-19）
• 「ログイン要求（エンド ユーザをログインさせるアプリケーション ユーザ）」（P.5-21）
• 「ログアウト要求」（P.5-22）
• 「エンドポイント登録要求」（P.5-23）
• 「エンドポイントの登録解除要求」（P.5-24）
• 「サブスクライブ要求」（P.5-25）
• 「アンサブスクライブ要求」（P.5-26）
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• 「サブスクライブ済みプレゼンスの取得要求」（P.5-27）
• 「ポーリング済みプレゼンスの取得要求」（P.5-28）
• 「プレゼンスの設定要求」（P.5-30）

URI の参照テーブル
表 5-1 は、REST インターフェイスの URI の参照ガイドを示します。これらの URI は、
「https://<cup-server>/presence-service/」を前に付けて使用する必要があります。

表 5-1

REST URI 参照テーブル

メソッド

URI

ユーザのログイン

POST

/users/{user}/sessions

ユーザのログアウト

DELETE

/users/{user}/sessions

エンドポイントの登録

POST

/endpoints

エンドポイントの登録解除

DELETE

/endpoints/{endpointId}

サブスクリプションの作成

POST

/users/{user}/subscriptions

サブスクリプションへの追加

POST

/users/{user}/subscriptions/{subId}

アクション
（セッション）

（エンドポイント）

（サブスクリプション）

サブスクリプションからの削除 PUT
サブスクリプションの削除

/users/{user}/subscriptions/{subId}

DELETE

/users/{user}/subscriptions/{subId}

（プレゼンス）

サブスクライブ済みプレゼンス GET

/users/{user}/presence/{type}/subscriptions/{subId}

ポーリング済みプレゼンス

GET

/users/{user}/presence/{type}/contacts/{list}

プレゼンスの設定

PUT

/users/{user}/presence/{type}

ログイン要求（アプリケーション ユーザ）
この要求によって、アプリケーション ユーザが Cisco Unified Presence にログインします。

入力パラメータ

パラメータ

説明

userName

アプリケーション ユーザの名前。

password

アプリケーション ユーザのパスワード。
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出力パラメータ

（注）

パラメータ

説明

sessionKey

アプリケーション ユーザのセッション キー。

backupServer

アプリケーション ユーザのバックアップ（フェールオー
バー）ノード。このパラメータは、バックアップ サーバが
利用可能な場合にだけ、応答で使用されます。

•

フェールオーバーのために、Cisco Unified Presence のプライマリ サーバとバックアップ サーバで
エンド ユーザを設定します。ログインが成功すると、セッション キーだけでなく、バックアップ
サーバのアドレスもエンド ユーザに返されます。プライマリ ノードが利用できなくなった場合、
エンド ユーザはバックアップ サーバにログインできます。

• エンド ユーザの「username」は、REST 要求メッセージの URL のパラメータとして渡されます。
• ユーザのセッション ID を持つパラメータ「Presence-Session-Key」は、後続のすべての REST 要
求メッセージに含まれる HTTP ヘッダーとして渡されます。セッション ID は各要求の認証メカニ
ズムとして使用されます。

例 5-26 は、アプリケーション ユーザに対する強制ログイン要求を示します。
例 5-26

強制ログイン要求（アプリケーション ユーザ）

PUT /presence-service/users/{username}/session HTTP/1.1
<?xml version="1.0"?>
<session>
<password>{password}</password>
</session>

非強制ログイン要求を送信するには、HTTP POST 要求を /presence-service/users/username/sessions
に送信します。例 5-27 に示すように、使用されるメソッド タイプは POST であり、
「sessions」ストリ
ングは複数形であることに注意してください。
例 5-27

非強制ログイン要求（アプリケーション ユーザ）

POST /presence-service/users/{username}/sessions HTTP/1.1
<?xml version="1.0"?>
<session>
<password>{password}</password>
</session>

例 5-28 は、アプリケーション ユーザのログイン応答を示します。
例 5-28

ログイン応答（アプリケーション ユーザ）

HTTP/1.1 201 CREATED
Location: https://{hostname}/presence-service/users/{username}/session
Content-Type: text/xml
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<?xml version="1.0" ?>
<session>
<sessionKey>{session-key}</sessionKey>
<backupServer>{backupServer}</backupServer>
</session>

関連項目
• 「Presence Web Service エラー コード」（P.6-1）

• 「ログイン要求（エンド ユーザをログインさせるアプリケーション ユーザ）」（P.5-21）

ログイン要求（エンド ユーザをログインさせるアプリケーション ユーザ）
この要求は、アプリケーション ユーザが Cisco Unified Presence にエンド ユーザをログインさせる場
合に使用されます。この要求では、アプリケーション ユーザのセッション キーが渡されます。

入力パラメータ
パラメータ

説明

userName

エンド ユーザの名前。

Presence-Session-Key

アプリケーション ユーザのセッション キー。

パラメータ

説明

sessionKey

エンド ユーザのセッション キー。

backupServer

エンド ユーザのバックアップ（フェールオーバー）ノード。
このパラメータは、バックアップ サーバが利用可能な場合
にだけ、応答で使用されます。

primaryServer

アプリケーション ユーザのプライマリ ノード。このパラ
メータは、リダイレクト応答でだけ使用されます。

出力パラメータ

例 5-29 は、強制ログイン要求を示します。
例 5-29

強制ログイン要求（エンド ユーザをログインさせるアプリケーション ユーザ）

PUT /presence-service/users/{username}/session HTTP/1.1
Presence-Session-Key: {app-user-session-key}

非強制ログイン要求を送信するには、HTTP POST 要求を /presence-service/users/username/sessions
に送信します。使用されるメソッド タイプは POST であり、「sessions」ストリングは、次に示すよう
に複数形であることに注意してください。
例 5-30

非強制ログイン要求（エンド ユーザをログインさせるアプリケーション ユーザ）

POST /presence-service/users/{username}/sessions HTTP/1.1
Presence-Session-Key: {app-user-session-key}

例 5-31 は、ログイン応答を示します。
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例 5-31

ログイン応答（エンド ユーザをログインさせるアプリケーション ユーザ）

HTTP/1.1 201 CREATED
Location: https://{hostname}/presence-service/users/{username}/session
Content-Type: text/xml
<?xml version="1.0" ?>
<session>
<sessionKey>{session-key}</sessionKey>
<backupServer>{backupServer}</backupServer>
</session>

リダイレクト ログイン応答は、ユーザとして登録されていない Cisco Unified Presence ノードにユー
ザがログインを試みた場合に発行されます。リダイレクト ログイン応答には、ユーザに割り当てられ
たプライマリ サーバとバックアップ サーバに関する情報が含まれています。アプリケーションは、リ
ダイレクト ログイン応答に指定されているプライマリ サーバにエンド ユーザをログインさせることが
できます。
リダイレクト ログイン応答には、ユーザに割り当てられたバックアップ サーバに関する情報が含まれ
ます。
例 5-32 は、リダイレクト ログイン応答を示します。
例 5-32

リダイレクトログイン応答

HTTP/1.1 307 Temporary Redirect
Location: https://{primary}/presence-service/users/{username}/session
Content-Type: text/xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<session>
<redirect primaryServer="{primary}" backupServer="{backup}"/>
</session>

関連項目
• 「Presence Web Service エラー コード」（P.6-1）

• 「ログイン要求（アプリケーション ユーザ）」（P.5-19）

ログアウト要求
この要求によって、アプリケーション ユーザまたはエンド ユーザがログアウトします。

入力パラメータ
パラメータ

説明

userName

ユーザの名前。

Presence-Session-Key

ユーザのセッション キー。

例 5-33 は、ログアウト要求を示します。
例 5-33

ログアウト要求

DELETE /presence-service/users/{username}/session HTTP/1.1
Presence-Session-Key: {session-key}
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例 5-34 は、ログアウト応答を示します。
例 5-34

ログアウト応答

HTTP/1.1 200 OK

（注）

ログアウト応答には、メッセージ本文は含まれません。

エンドポイント登録要求
registerEndPoint 要求により、プレゼンス通知に使用される新しい HTTP エンドポイントが登録されま
す。このメソッドは、アプリケーション ユーザだけが使用します。要求内のセッション キーは、ログ
イン済みアプリケーション ユーザに関連付けられている必要があります。

入力パラメータ
パラメータ

説明

Presence-Session-Key

アプリケーション ユーザのセッション キー。

Presence-Expiry

登録が有効な時間（秒）。このパラメータは、要求の HTTP
ヘッダーとして渡されます。最大値は 86400 秒（24 時間）
です。最小値は 3600 秒（1 時間）です。

callback-url

HTTP エンドポイントの URL。

パラメータ

説明

endpointId

HTTP エンドポイントの登録 ID。この ID は、エンドポイ

出力パラメータ

ント登録をリフレッシュする場合にパラメータとして渡さ
れます。
例 5-35 は、registerEndPoint 要求を示します。
例 5-35

registerEndPoint 要求

POST /presence-service/endpoints HTTP/1.1
Presence-Session-Key: {app-user-session-key}
Presence-Expiry: {expiration}
<?xml version="1.0" ?>
<endpoint>
<url>{callback-url}</url>
</endpoint>

例 5-36 は、registerEndPoint 応答を示します。
例 5-36

registerEndPoint 応答

HTTP/1.1 201 CREATED
Location: http://{hostname}/presence-service/endpoints/{endpointId}
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（注）

エンドポイント登録を更新するには、HTTP PUT 要求を
{hostname}/presence-service/endpoints/{endpointId} に送信して、既存のエンドポイント ID を要求
URI に指定し、更新された有効期限値を HTTP ヘッダーに指定します。この要求には XML ボディが
含まれないようにする必要があります。この要求メッセージに対する応答コードは、HTTP 200 OK 応
答です。

関連項目
• 「Presence Web Service エラー コード」（P.6-1）

• 「エンドポイントの登録解除要求」（P.5-24）

エンドポイントの登録解除要求
unregisterEndPoint 要求により、プレゼンス通知に使用される HTTP エンドポイントの登録が解除され
ます。このメソッドは、アプリケーション ユーザだけが使用します。要求内のセッション キーは、ロ
グイン済みアプリケーション ユーザに関連付けられている必要があります。エンドポイントの登録解
除要求に使用されるセッション キーは、元の登録要求で使用されたセッション キーと同じである必要
があります。
入力パラメータ
パラメータ

説明

Presence-Session-Key

アプリケーション ユーザのセッション キー。

endpoint Id

HTTP エンドポイントの登録 ID。この場合は、クライアン
トが登録を解除するエンドポイントです。

例 5-37 は、unregisterEndPoint 要求を示します。
例 5-37

UnregisterEndPoint 要求

DELETE /presence-service/endpoints/{endpointId} HTTP/1.1
Presence-Session-Key: {app-user-session-key}

例 5-38 は、アンサブスクライブ応答を示します。
例 5-38

UnregisterEndPoint 応答

HTTP/1.1 200 OK

（注）

unregisterEndPoint 応答には、メッセージ本文は含まれません。
関連項目

• 「Presence Web Service エラー コード」（P.6-1）
• 「エンドポイント登録要求」（P.5-23）
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サブスクライブ要求
サブスクライブ要求により、イベント通知に関する Cisco Unified Presence のサブスクリプションが設
定されます。通知は、クライアント アプリケーションに登録されている HTTP エンドポイントに送信
されます。

入力パラメータ
パラメータ

説明

userName

エンド ユーザの名前。

Presence-Session-Key

エンド ユーザのセッション キー。

Presence-Expiry

サブスクリプションが有効な時間（秒）。このパラメータ
は、要求の HTTP ヘッダーで渡されます。最大値は 86400
秒（24 時間）です。値が 0 以外の場合は、3600 秒（1 時
間）以上である必要があります。
既存のサブスクリプションにコンタクトを追加する場合、
これはオプションのパラメータになります。

subscriptionType

サブスクライブされるイベントのタイプ。現在、Presence
Web Service では、値 PRESENCE_NOTIFICATION だけが
サポートされています。値は大文字と小文字が区別されま
す。

endpoint ID

HTTP エンドポイントの登録 ID。

subID

サブスクリプションの ID 番号。このパラメータは、サブス
クリプションを更新する場合にだけ使用されます。

contactsList

サブスクリプションの一部であるコンタクト URI のリス
ト。

contactList パラメータのコンタクト URI の制限は 5000 で
す。

出力パラメータ
パラメータ

説明

userName

エンド ユーザの名前。

subID

サブスクリプションの ID 番号。

例 5-39 は、サブスクライブ要求を示します。
例 5-39

サブスクライブ要求

POST /presence-service/users/{username}/subscriptions HTTP/1.1
Presence-Session-Key: {end-user-session-key}
Presence-Expiry: (expiration)
<?xml version="1.0" ?>
<subscription>
<contactsList>
<contact contactURI="{uri}"/>
<contact contactURI="{uri}"/>
<contact contactURI="{uri}"/>
</contactsList>
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<subscriptionType>PRESENCE_NOTIFICATION</subscriptionType>
<endPointID>{endpoint-id}</endPointID>
</subscription>

例 5-40 は、サブスクライブ応答を示します。
例 5-40

サブスクライブ応答

HTTP/1.1 201 CREATED
Location: http://{hostname}/presence-service/users/{username}/subscriptions/{subId}

（注）

•

既存のサブスクリプションに新しいコンタクトを追加するには、HTTP POST 要求を
/presence-service/users/{username}/subscriptions/{subId} に送信して、要求本文で新しいコンタク
ト URI およびエンドポイント ID を渡します。この要求メッセージに対する応答コードは、HTTP
200 OK 応答です。

• サブスクリプションの期限切れ時間をリフレッシュするには、HTTP PUT 要求を
/presence-service/users/{username}/subscriptions/{subId} に送信して、更新された有効期限値を
HTTP ヘッダーで渡し、エンドポイント ID を要求本文で渡します。この要求メッセージに対する
応答コードは、HTTP 200 OK 応答です。

関連項目
• 「イベント通知の例」（P.5-32）

• 「Presence Web Service エラー コード」（P.6-1）
• 「アンサブスクライブ要求」（P.5-26）

アンサブスクライブ要求
アンサブスクライブ要求により、イベント通知に関する Cisco Unified Presence でのクライアント ア
プリケーションのサブスクリプションが終了します。サブスクリプションは、指定したコンタクト リ
ストまたはすべてのコンタクトで終了できます。アンサブスクライブ要求に使用されるセッション
キーは、元のサブスクライブ要求で使用されたセッション キーと同じである必要があります。

入力パラメータ
パラメータ

説明

userName

エンド ユーザの名前。

Presence-Session-Key

エンド ユーザのセッション キー。

subID

サブスクリプションの ID 番号。この場合は、クライアント
がアンサブスクライブするサブスクリプションです。

contactsList

サブスクリプションから削除する必要があるコンタクト

URI のリスト。
例 5-41 は、すべてのコンタクトに対するアンサブスクライブ要求を示します。
例 5-41

アンサブスクライブ要求（すべてのコンタクト）

DELETE/presence-service/users/{username}/subscriptions/{subId} HTTP/1.1
Presence-Session-Key: {end-user-session-key}
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既存のサブスクリプションからコンタクトのサブセットを削除するには、HTTP PUT 要求をサブスク
リプション URI /presence-service/users/{username}/subscriptions/{subId} に送信して、サブスクリプ
ションから削除するコンタクトを要求本文で渡します。
例 5-42 は、コンタクトのサブセットに対するアンサブスクライブ要求を示します。
例 5-42

アンサブスクライブ要求（コンタクトのサブセット）

PUT /presence-service/users/{username}/subscriptions/{subId} HTTP/1.1
Presence-Session-Key: {end-user-session-key}
<?xml version="1.0" ?>
<subscription>
<contactsList>
<contact contactURI="{uri}"/>
.. .. ..
</contactsList>
</subscription>

例 5-43 は、アンサブスクライブ応答を示します。
例 5-43

アンサブスクライブ応答

HTTP/1.1 200 OK

関連項目

• 「Presence Web Service エラー コード」（P.6-1）
• 「サブスクライブ要求」（P.5-25）

サブスクライブ済みプレゼンスの取得要求
getSubscribedPresence 要求は、サブスクリプションのプレゼンス情報を返します。このメソッドは、
Cisco Unified Presence からの通知メッセージに続けて呼び出されます。Presence Web Service では、
標準プレゼンスとリッチ プレゼンスという 2 つのプレゼンス タイプがサポートされています。リッチ
プレゼンス データの要求の場合は、PIDF 文書が応答で渡されます。
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入力パラメータ
パラメータ

説明

userName

エンド ユーザの名前。

Presence-Session-Key

エンド ユーザのセッション キー。

type

要求されたプレゼンスのタイプ。有効な値は「basic」また
は「rich」です。

subID

サブスクリプションの ID 番号。

パラメータ

説明

出力パラメータ

type

返されるプレゼンスのタイプ。有効な値は「basic」または
「rich」です。標準プレゼンスは、コンタクト URI および
presenceStatus で構成されています。リッチ プレゼンスは、
PIDF 文書で構成されています。

contactURI

エンド ユーザ（標準）の URI。

presenceStatus

エンド ユーザ（標準）の標準プレゼンス状態。

multiple PIDF documents

エンド ユーザのリッチ プレゼンスを含む PIDF 文書。PIDF
文書はエンド ユーザごとに送信されます。

例 5-44 は、getSubscribedPresence 要求を示します。
例 5-44

getSubscribedPresence 要求

GET /presence-service/users/{username}/presence/{type}/subscriptions/{subId} HTTP/1.1
Presence-Session-Key: {end-user-session-key}

getSubscribedPresence 応答は、getPolledPresence に対する応答と同じである必要があります。
関連項目
• 「PIDF の例」（P.5-31）

• 「ポーリング済みプレゼンスの取得要求」（P.5-28）
• 「Presence Web Service エラー コード」（P.6-1）

ポーリング済みプレゼンスの取得要求
getPolledPresence 要求は、ユーザ リストのプレゼンス情報を返します。サポートされるプレゼンスに
は、標準プレゼンスとリッチ プレゼンスという 2 つのタイプがあります。リッチ プレゼンス データの
要求の場合は、PIDF 文書が応答で渡されます。
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入力パラメータ
パラメータ

説明

userName

エンド ユーザの名前。

Presence-Session-Key

エンド ユーザのセッション キー。

type

要求されたプレゼンスのタイプ。有効な値は「basic」また
は「rich」です。

contactsList

コンタクト URI のセミコロン区切りのリスト
（bob@cisco.com;tom@cisco.com;anne@cisco.com など）。

contactList パラメータのコンタクト URI の制限は 5000 で
す。

出力パラメータ
パラメータ

説明

type

返されるプレゼンスのタイプ。有効な値は「basic」または
「rich」です。標準プレゼンスは、コンタクト URI および
presenceStatus で構成されています。リッチ プレゼンスは、
PIDF 文書で構成されています。

contactURI

エンド ユーザの URI（基本）。

presenceStatus

エンド ユーザのプレゼンス状態（基本）。

multiple PIDF documents

エンド ユーザのリッチ プレゼンスを含む PIDF 文書。PIDF
文書はエンド ユーザごとに送信されます。

例 5-45 は、getPolledPresence 要求を示します。
例 5-45

getPolledPresence 要求

GET /presence-service/users/{username}/presence/{type}/contacts/{contactsList} HTTP/1.1
Presence-Session-Key: {end-user-session-key}

例 5-46 は、標準プレゼンスに対する getPolledPresence 応答を示します。
例 5-46

標準プレゼンスに対する getPolledPresence 応答

HTTP/1.1 200 OK
<?xml version="1.0" ?>
<presenceList type="basic">
<contact contactURI="{uri}" presenceStatus="{status}"/>
.. .. ..
</presenceList>

例 5-47 は、リッチ プレゼンスに対する getPolledPresence 応答を示します。
例 5-47

リッチ プレゼンスの getPolledPresence 応答

<?xml version="1.0" ?>
<presenceList type="rich">
{multiple PIDF documents}
</presenceList>
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関連項目
• 「PIDF の例」（P.5-31）

• 「Presence Web Service エラー コード」（P.6-1）

プレゼンスの設定要求
setPresence 要求により、ユーザは独自のプレゼンス状態を設定できます。ユーザはセッション キーに
よって Cisco Unified Presence で識別されます。
入力パラメータ

（注）

パラメータ

説明

userName

エンド ユーザの名前。

Presence-Session-Key

エンド ユーザのセッション キー。

type

要求されたプレゼンスのタイプ。次の例に示すように、有
効な値は「basic」または「rich」です。たとえば、
/presence/basic や /presence/rich などです。

Presence-Override

このフラグは、エンド ユーザ デバイスのプレゼンス状態を
上書きする場合に使用します。この値は要求の HTTP ヘッ
ダーとして渡されます。有効な値は「true」および「false」
です。

Presence-Expiry

プレゼンス状態が有効な時間（秒）。この値は要求の HTTP
ヘッダーとして渡されます。最小値は 3600 秒（1 時間）で
す。最大値は 86400 秒（24 時間）です。

status

このストリングでプレゼンス状態を渡すことによって標準
プレゼンス データを送信する場合に使用します。許可され
る値は AVAILABLE、BUSY、DND、AWAY、
UNAVAILABLE、および VACATION です。これらの値は
大文字と小文字が区別されます。

presence-status 値 AVAILABLE は、上書き状態に設定されていない必要があります（上書きフラグが
false に設定されている必要があります）。presence-status 値 DND は、上書き状態にだけ設定できます
（上書きフラグが true に設定されている必要があります）。同じ規則がリッチ プレゼンスを設定すると
きにも適用されます。
例 5-48 は、setPresence 要求（標準プレゼンス）を示します。
例 5-48

setPresence 要求（標準プレゼンス）

PUT /presence-service/users/{username}/presence/basic HTTP/1.1
Presence-Session-Key: {end-user-session-key}
Presence-Expiry: {expiration}
Presence-Override: {override}
<?xml version="1.0"?>
<presence>{status}</presence>

例 5-49 は、setPresence 要求（リッチ プレゼンス）を示します。リッチ プレゼンス データを送信する
場合には、メッセージ本文の PIDF 文書が渡されます。
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例 5-49

setPresence 要求（リッチ プレゼンス）

PUT /presence-service/users/{username}/presence/rich HTTP/1.1
Presence-Session-Key: {end-user-session-key}
Presence-Expiry: {expiration}
Presence-Override: {override}
{PIDF document}

例 5-50 は、setPresence 応答を示します。
例 5-50

setPresence 応答

HTTP/1.1 200 OK

（注）

setPresence 応答には、メッセージ本文は含まれません。
関連項目

• 「PIDF の例」（P.5-31）
• 「Presence Web Service エラー コード」（P.6-1）

プレゼンス API WSDL
WSDL 仕様は、Presence Web Service の Web Service Definition Language（WSDL）の基盤となりま
す。Presence Web Service の WSDL には、Cisco Unified Presence サーバの次の場所でアクセスできま
す。

http://<cuphost>:<port>/presence-service/soap?wsdl
この WSDL とこの章で説明したインターフェイス メソッドを使用して、Presence Web Service 用にカ
スタマイズされたアプリケーションを開発します。

PIDF の例
PIDF 文書の例を次に示します。この PIDF の例には、プレゼンス設定の「away」が含まれています。
（注）

データ「Presence Web Service」を含む <source> 要素は、Presence Web Service を使用してリッチ プ
レゼンスを設定する場合に必要です。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<presence xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:pidf" xmlns:rp="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:rpid"
xmlns:dm="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:data-model"
xmlns:pp="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:person"
xmlns:et="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:rpid:rpid-tuple"
xmlns:ep="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:rpid:rpid-person"
xmlns:es="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:rpid:status:rpid-status"
xmlns:ci="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:cipid" xmlns:ce="urn:cisco:params:xml:ns:pidf:rpid"
xmlns:sc="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:servcaps"
xmlns:so="urn:cisco:params:xml:ns:pidf:source" entity="sip:testuser1@cisco.com">
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<dm:person id="testuser1">
<rp:activities><ce: away/></rp:activities>
</dm:person>
<tuple id="cisco-pws">
<contact priority="0.5">sip:testuser1@cisco.com</contact>
<so:source>Presence Web Service</so:source>
<sc:servcaps>
<sc:audio>false</sc:audio>
<sc:video>false</sc:video>
<sc:text>false</sc:text>
</sc:servcaps>
<status><basic>open</basic></status>
</tuple>
</presence>

リッチ プレゼンスの上書きを設定する場合の PIDF の例を次に示します。
<presence xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:pidf"
xmlns:rp="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:rpid"
xmlns:dm="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:data-model"
xmlns:pp="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:person"
xmlns:et="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:rpid:rpid-tuple"
xmlns:ep="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:rpid:rpid-person"
xmlns:es="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:rpid:status:rpid-status"
xmlns:ci="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:cipid"
xmlns:ce="urn:cisco:params:xml:ns:pidf:rpid"
xmlns:sc="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:servcaps"
xmlns:so="urn:cisco:params:xml:ns:pidf:source"
entity="sip:testuser1@cisco.com">
<dm:person id="testuser1">
<rp:activities><ce:away/></rp:activities>
</dm:person>
<tuple id="pws-override">
<status>
<basic>closed</basic>"
</status>
</tuple>
</presence>

（注）

•

Presence Web Service を使用してリッチ プレゼンスの上書きを設定する場合、tuple-id 値は
「pws-override」である必要があります。

• Presence Web Service を使用して永続的なリッチ プレゼンス（「vacation」など）を設定する場合、
tuple-id 値は「pws-persistent」である必要があります。

イベント通知の例
Presence Web Service の HTTP イベント通知の形式を次に示します。また、イベント通知の例も示しま
す。
GET {registered endpoint url}?id={subscription id}&eventType=PRESENCE_NOTIFICATION
GET

http://10.53.45.9:8080/appl/notify.do?id=10eventType=PRESENCE_NOTIFICATION
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Presence Web Service エラー コード

エラー コード

エラー メッセージ

エラーの修正

HTTP ステータス コード
SOAP
REST

100

Session key not present in
request

要求の認証にはセッション キーが必
要です。ログインすることで取得で
きます。

200 OK

401
Unauthorized

101

Invalid session key

ユーザがログインしていることを確
認するか、またはそのユーザで再度
ログインしてみます。

200 OK

401
Unauthorized

102

Unable to parse XML request

要求内の XML が正しい形式となって 200 OK
おり、必要なデータが設定されてい
ることを確認します。

400 Bad Request

103

The XML root element is
invalid

XML ルート要素が、その要求タイプ 200 OK

400 Bad Request

に想定されているルート要素に一致
していることを確認します。

110

The presence type is not valid

200 OK
プレゼンスのタイプは、
または
BASIC_PRESENCE
RICH_PRESENCE でなければなりま
せん。

400 Bad Request

111

The password is not valid

パスワードを空にすることはできま
せん。

200 OK

400 Bad Request

112

The login type is not valid

アプリケーション ユーザ ログインま
たはエンド ユーザ ログインのいずれ
かで必要な形式に従います。

200 OK

400 Bad Request

113

The username is not valid

ユーザ名を空にすることはできませ
ん。

200 OK

404 Not Found

114

Failed to login user

ログイン データが有効であることを
確認します。

200 OK

400 Bad Request

115

Basic presence parameter
specified is either null or
empty

標準プレゼンス ステータスを指定し
ます。

200 OK

400 Bad Request

120

Failed to set presence data

プレゼンス データが有効であること
を確認します。

200 OK

400 Bad Request
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エラー コード

エラー メッセージ

121

User's presence status cannot
be set to AVAILABLE in
override mode

122

エラーの修正

Presence Web Service エラー コード

HTTP ステータス コード
SOAP
REST
200 OK

400 Bad Request

User's presence status cannot
プレゼンス ステータスを DND に設
be set to DND in non-override 定するには、上書きフラグが true で
mode
なければなりません。

200 OK

400 Bad Request

123

Endpoint URL specified in
endpoint registration update

エンドポイントの更新は、有効期限
のみ必要です。エンドポイント URL
フィールドが空であることを確認し
ます。

200 OK

400 Bad Request

124

An invalid contact URI was
provided

すべてのコンタクト URI が正しい形
式であることを確認します。

200 OK

400 Bad Request

125

An invalid override parameter 上書きパラメータが true または false 200 OK
was provided
（大文字と小文字は区別されます）の

400 Bad Request

プレゼンス ステータスを
AVAILABLE に設定するには、上書
きフラグが false でなければなりませ
ん。

いずれかに指定されていることを確
認します。

130

The endpoint URL is null or
empty

エンドポイントを登録する場合はエ
ンドポイント URL が必要です。

200 OK

400 Bad Request

131

The expiry value must be
between 3600 and 86400
seconds

値は 3600 秒以上 86400 秒以下でなけ 200 OK
ればなりません。

400 Bad Request

132

The endpoint id does not exist

値が 0 よりも小さくないこと、また
はそのエンドポイントが前に登録解
除されていないことを確認します。

200 OK

400 Bad Request

133

The subscription id does not
exist

値が 0 より小さくないこと、または
その ID が前にアンサブスクライブさ
れていないことを確認します。

200 OK

400 Bad Request

134

The subscription type is not
valid

サブスクリプションは

200 OK

400 Bad Request

コンタクトの数が、0 よりも大きく、 200 OK
5000 以下であることを確認します。

400 Bad Request

PRESENCE_NOTIFICATION のタイ
プを受信することを想定していまし
た。

135

The number of contacts must
be between 0 and 5000.

136

You do not have permission to エンドポイントに関連付けられてい
access this endpoint
るセッション キーが使用されている

200 OK

400 Bad Request

200 OK

400 Bad Request

ことを確認します。

137

You do not have permission to サブスクリプションに関連付けられ
access this subscription
ているセッション キーが使用されて
いることを確認します。

138

There are no free endpoints
available

使用していないエンドポイントを登
録解除します。

200 OK

400 Bad Request

139

There are no free subscriptions 使用していないサブスクリプション
available
をアンサブスクライブします。

200 OK

400 Bad Request

開発者ガイド for Cisco Unified Presence リリース 7.0

6-2

第 6章
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エラー コード

エラー メッセージ

エラーの修正

HTTP ステータス コード
SOAP
REST

140

You must be an end user to
perform this task

エンド ユーザとしてログインします。 200 OK

400 Bad Request

141

You must be an application
user to perform this task

アプリケーション ユーザとしてログ
インします。

200 OK

400 Bad Request

142

The endpoint URL contains
spaces

エンドポイント URL が無効です。ス
ペースをすべて削除します。

200 OK

400 Bad Request

143

A null or empty contact was
provided

すべてのコンタクトが有効であるこ
とを確認します。

200 OK

400 Bad Request

144

At least one of the contacts
provided is not part of the
subscription

すべてのコンタクトが有効で、サブ
スクリプションの一部となっている
ことを確認します。

200 OK

400 Bad Request

145

No expiry value or contacts
provided

コンタクトの有効期限値またはリス
トを指定する必要があります。

200 OK

400 Bad Request

146

No contact list provided

コンタクトのリストを指定する必要
があります。

200 OK

400 Bad Request

147

Invalid element in contact list

コンタクトのリストが有効な要素で
構成されていることを確認します。

200 OK

400 Bad Request

148

Invalid contact attribute

有効なコンタクト アトリビュートを
指定します。

200 OK

400 Bad Request

150

Could not read the message
body of the HTTP request

HTTP 本文が正しい形式であることを 200 OK

400 Bad Request

160

User is already logged in

ユーザをセッションからログアウト
させるか、ログイン時の force オプ
ションをイネーブルにします。

161

Invalid override tuple-id
specified in rich presence
document

162

Invalid source element in rich 「Presence Web Service」ソース要素
presence document
をデバイス タプルに配置します。

200 OK

400 Bad Request

200

Server error occurred

アプリケーション サーバのログを確
認します。

200 OK

500 Internal
Server Error

201

Failed to unregister endpoint

アプリケーション サーバのログを確
認します。

200 OK

500 Internal
Server Error

202

Failed to subscribe to contact's アプリケーション サーバのログを確
presence
認します。

200 OK

500 Internal
Server Error

203

Failed to unsubscribe to
contact's presence

アプリケーション サーバのログを確
認します。

200 OK

500 Internal
Server Error

204

Failed to set contact's presence アプリケーション サーバのログを確
status
認します。

200 OK

500 Internal
Server Error

205

Failed to logout user

200 OK

500 Internal
Server Error

確認します。

200 OK

200 OK
プレゼンスを上書きまたは永続的な
プレゼンスを設定するには、tuple-id
は「pws-override」または
「pws-persistent」でなければなりませ
ん。

アプリケーション サーバのログを確
認します。

409 Conflict

400 Bad Request
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エラー コード

エラー メッセージ

エラーの修正

Presence Web Service エラー コード

HTTP ステータス コード
SOAP
REST

206

Failed to acquire endpointID

アプリケーション サーバのログを確
認します。

200 OK

500 Internal
Server Error

207

Failed to acquire
subscriptionID

アプリケーション サーバのログを確
認します。

200 OK

500 Internal
Server Error

208

Failed to login user

アプリケーション サーバのログを確
認します。

200 OK

500 Internal
Server Error

209

Failed to register endpoint

アプリケーション サーバのログを確
認します。

200 OK

500 Internal
Server Error

210

Max CPU utilization reached

しばらく待ってから別の要求を送信
します。

503 Service
Unavailable

503 Service
Unavailable

211

No free SIP subscriptions
available

表示するコンタクトの数を減らすこ
とで、基になる SIP サブスクリプ
ションの数を減らします。

200 OK

503 Service
Unavailable

212

Max number of requests per
second reached

しばらく待ってから別の要求を送信
します。

503 Service
Unavailable

503 Service
Unavailable
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