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はじめに
概要
このマニュアルは、Cisco Unified Phone サービスをサポートする Cisco Unified IP Phone 用にカスタ
マイズしたクライアント サービスの開発と展開の際ご使用頂くもので、Cisco Unified
Communications Manager リリース 7.1(3) が対象となっております。
ユニファイド コミュニケーションのネットワークは複雑なため、Cisco Unified Communications
Manager や他のネットワーク デバイスで実行が必要なプロシージャを網羅した詳細情報は提供してい
ません。関連文書のリストについては、「関連資料」（P.ix）を参照してください。

マニュアルの変更履歴
日付

変更点

2009 年 9 月 29 日

初版。

2009 年 11 月 23 日 Cisco Unified IP Phone 9971、9951、および 8961 の各モデルに関する情報で
本書を更新しました。「Cisco Unified Communications Manager 7.1(3) に関す
る新情報」（P.1）を参照してください。.

対象読者
本書には、eXtensible Markup Language（XML; 拡張マークアップ言語）および X/Open System
Interface（XSI; X/Open システム インターフェイス）のプログラマやシステム管理者が、新規のサー
ビスを開発して展開するうえで必要になる情報が記載されています。

Cisco Developer Support Program
Cisco Developer Network（CDN）ポータルは、複数の Cisco Technology Developer インターフェイス
およびコラボレーティブ サポート コミュニティへのアクセスを提供します。CDN は、開発者、お客
様、およびパートナーによる開発を加速させるインターフェイスに関する正式なサポート サービスも
提供します。この正式なプロセスにより、製品テクノロジー チームの一員である CDN エンジニアへの
問い合わせが可能になります。CDN エンジニアは、専門家によるサポートを適宜提供するのに必要な
リソースにアクセスできます。
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Cisco Developer Network Program は、シスコとの連携に関心を持つ企業（Independent Hardware
Vendor [IHV; 独立系ハードウェア ベンダー ] および Independent Software Vendor [ISV; 独立系ソフト
ウェア ベンダー ]）を対象としています。CDN Program を活用すると、メンバーは、データ、音声、
ビデオ、およびモバイル通信を統合する強力なソリューションをシスコの強力な通信プラットフォーム
で開発できます。また、シスコのブランド、マーケット リーダーとしての地位、および設置基盤を活
用して、自分自身および自身の顧客のために良好な業績をもたらすこともできます。

CDN Program および CDN サポート サービスの詳細については、次の URL を参照してください。
http://developer.cisco.com/web/devservices

（注）

Cisco TAC の標準のハードウェアまたはソフトウェアのサポート契約では、この API およびインター
フェイスのサポートは提供されません。この API およびインターフェイスの技術サポートは、API の
トラブルシューティングから最終的な製品アプリケーションの不具合にいたるまで、Cisco Developer
Support によって提供され、個別の Developer Support 契約が必要になります。サポートを受けるには、
ケースをオープンする際に Developer Support 契約番号を入力する必要があります。

マニュアルの構成
このマニュアルは、次の章で構成されています。

章

説明

第 1 章「概要」

開発者向けに Cisco Unified IP Phone サービスの概要
を説明します。

第 2 章「新情報と変更情報」

最新リリースの Cisco Unified Communication
Manager 用の XML サービス インターフェイスに関す
る新情報および変更情報の詳細について説明します。

第 3 章「CiscoIPPhone XML オブジェクト」 各 XML オブジェクトの一般的な動作と使用方法につ
いて説明します。
第 4 章「コンポーネント API」

Cisco Unified IP Phone で使用可能な追加の API につ
いて説明します。

第 5 章「内部 URI 機能」

Cisco Unified IP Phone に組み込まれている機能の実装
方法について説明します。

第 6 章「HTTP 要求およびヘッダーの設定」 HTTP クライアント要求の処理手順、HTTP ヘッダー
要素の定義、IP Phone クライアントの能力の識別、お
よび Accept ヘッダーの定義について説明します。
第 7 章「Cisco Unified IP Phone サービス ア トラブルシューティングのヒント、XML 解析エラー、
プリケーションのトラブルシューティング」 およびエラー メッセージを提示します。
第 8 章「Cisco IP Phone Services Software Cisco Unified IP Services Software Development Kit
（SDK）で使用されるコンポーネントのリストと、サンプ
Development Kit（SDK）」
ル サービスを使用するための要件について説明します。
第 9 章「IP Phone サービスの管理と登録」

Cisco Unified Communications Manager の管理を使用
して Cisco Unified IP Phone サービスの追加と管理の
方法について説明します。

第 10 章「DeviceListX レポート」

サービスに使用可能なデバイスのリスト、および特定
の基準に従ってデバイスを識別または分類するための
基本的情報がこのレポートでどのように提供されるか
について説明します。

Cisco Unified IP Phone サービス アプリケーション開発ノート
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章

説明

付録 A「CiscoIPPhone XML オブジェクト
クイック リファレンス」

CiscoIPPhone XML オブジェクトのクイック リファレ

付録 B「Cisco Unified IP Phone サービス
XML スキーマ ファイル」

CiscoIPPhone XML スキーマを示します。

ンスと各オブジェクトの定義を示します。

関連資料
Cisco Unified IP Phone または Cisco Unified Communications Manager の詳細については、次の資料
を参照してください。

Cisco Unified IP Phone 7900 シリーズ
これらの資料は次の URL から入手できます。
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/phones/ps379/tsd_products_support_series_home.html

Cisco Unified Communications Manager Administration
関連資料は次の URL から入手できます。
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/prod_maintenance_guides_list.html

Cisco Unified Communications Manager Business Edition
関連資料は次の URL から入手できます。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps7273/tsd_products_support_series_home.html

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新
される『What's New in Cisco Product Documentation 』を参照してください。シスコの新規および改訂
版の技術マニュアルの一覧も示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
『What's New in Cisco Product Documentation』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダー
アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできま
す。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。

シスコ製品のセキュリティ
本製品には暗号化機能が備わっており、輸入、輸出、配布および使用に適用される米国および他の国で
の法律を順守するものとします。シスコの暗号化製品を譲渡された第三者は、その暗号化技術の輸入、
輸出、配布、および使用を許可されたわけではありません。輸入業者、輸出業者、販売業者、および
ユーザは、米国および他の国での法律を 順守する責任があります。本製品を使用するにあたっては、
関係法令の順守に同意する必要があります。米国および他の国の法律を順守できない場合は、本製品を
至急送り返してください。
米国の輸出規制

http://www.access.gpo.gov/bis/ear/ear_data.html

Cisco Unified IP Phone サービス アプリケーション開発ノート
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表記法
このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。
表記法

説明

太字

コマンド、ユーザ入力、およびキーワードは、太字で示しています。

イタリック体

ドキュメントのタイトル、新規用語または重要用語、ユーザが値を指定する引
数はイタリック体で示しています。

[ ]

角カッコの中の要素は、省略可能です。

{x|y|z}

必ずいずれか 1 つを選択しなければならない必須キーワードは、波カッコで囲
み、縦棒で区切って示しています。

[x|y|z]

いずれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦棒で
区切って示しています。

ストリング

引用符を付けない一組の文字。ストリングの前後には引用符を使用しません。
引用符を使用すると、その引用符も含めてストリングとみなされます。

courier フォント

システムが表示する端末セッションおよび情報は、courier フォントで示して
います。

< >

パスワードのように出力されない文字は、山カッコで囲んで示しています。

[ ]

システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで示してい
ます。

!, #

コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）がある場合には、コメント
行であることを示します。

（注） 「注釈」です。

ヒント

注意

ワンポイント アドバイス

警告

「問題解決に役立つ情報」です。

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。

時間を節約する方法です。ここに紹介している方法で作業を行うと、時間を短縮できます。

「警告」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。

Cisco Unified IP Phone サービス アプリケーション開発ノート

x

OL-20949-01-J

C H A P T E R

1

概要
Cisco Unified IP Phone を使用すると、キーパッドとディスプレイで操作可能な、独自のクライアント
サービスを展開できます。サービスの展開には、標準的な Web サーバによる HTTP プロトコルを使用
します。
ユーザは、[ サービス ] ボタンおよび [ ディレクトリ ] ボタン、またはメニュー オプションを使用して
（どちらを使用できるかは、電話機のモデルによって異なります）、これらの機能にアクセスします。
ユーザが [ サービス ] ボタンを押すと（または [ サービス ] メニュー項目を選択すると）、構成された
サービスのメニューが表示されます。そのリストからサービスを選択すると、電話機にサービスが表示
されます。
電話機に配信できる典型的なサービスは次のとおりです。

• 天気
• 株式情報
• 連絡先情報
• 社内ニュース
• 予定リスト
• 毎日のスケジュール
図 1-1 に、テキスト メニューのサンプルを示します。
図 1-1

Cisco Unified IP Phone のテキスト メニューのサンプル

Cisco Unified IP Phone には、図 1-2 に示すようなグラフィック メニューも表示できます。
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図 1-2

概要

Cisco Unified IP Phone のグラフィック メニューのサンプル

電話機のユーザがテキスト メニューの項目を選択する際は、ナビゲーション ボタンおよび Select ソフ
トキーを使用するか、数字キーパッドを使用して選択項目を直接入力します。グラフィック メニュー
については、現在のところ、カーソルによる選択操作がサポートされていません。ユーザは、DTMF
キーパッドを使用して番号を入力します。
メニューが選択されたら、Cisco Unified IP Phone は、HTTP クライアントを利用して特定の URL を
ロードすることにより、その動作を開始します。この URL から返されるデータのタイプは、プレーン
テキストの場合と、CiscoIPPhone XML オブジェクトの場合があります。オブジェクトがロードされ
ると、ユーザはオブジェクトを利用できます。
図 1-3 および図 1-4 に、サービスを選択した後に表示される典型的な画面を示します。図 1-3 には、プ
レーン テキストで表示された株価情報、図 1-4 にはグラフィック イメージが表示されています。
図 1-3

プレーン テキストの表示例

図 1-4

グラフィック イメージの表示例

Cisco Unified Communications Manager では、Cisco Unified IP Phone サービスのアクティビティを
Cisco Unified IP Phone のディスプレイの特定のサービス ペインに限定しています。サービスを使用し
てディスプレイ最上段の行は変更できません（この行には、時刻、日付、プライマリ内線番号が表示さ
れます）。また、ソフトキーの定義が表示されるディスプレイ最下段の行は上書きできません。サービ
スを表示するペインはディスプレイの左側に配置され、ディスプレイ右側の余白は電話回線のステータ
スを表示するためのスペースとして確保されます。
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（注）

HTML に関する免責事項：電話機サービスを開発する際には、電話機は Web ブラウザではないので、
HTML の構文を解析できないことを考慮する必要があります。コンテンツは Web サーバからの HTTP
メッセージを使用して電話機に配信されますが、HTML ではないことに留意してください。すべてのコ
ンテンツは、プレーン テキストであるか、固有の XML ラッパーでパッケージ化されて送信されます。
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新情報と変更情報
この章では、最新リリースの Cisco Unified Communication Manager 用の XML サービス インター
フェイスに関する新情報および変更情報の詳細について説明します。

Cisco Unified Communications Manager 7.1(3) に関す
る新情報
Cisco Unified Communication manager 7.1(3) 用の XML サービス インターフェイスでは、次の更新が
行われました。

• 最新の 9971、9951、および 8961 シリーズの Cisco IP Phone のサポート。詳細については、
表 3-1（P.3-2）を参照してください。
• 9971、9951, 8961 シリーズの IP Phone では、CiscoIPPhoneStatus オブジェクトおよび
CiscoIPPhoneStatusFile XML オブジェクトはサポートされていません。詳細については、表 3-1
（P.3-2）を参照してください。
• 9971、9951、および 8961 シリーズの IP Phone でサポートされている Key Uniform Resource
Identifier（URI; ユニフォーム リソース識別子）およびサポートされていない Key URI の代替オ
プション。詳細については、「Key」（P.5-2）を参照してください。
• ソフトキーの位置、動作、およびデザインの変更。詳細については、「SoftKey」（P.5-6）を参照し
てください。
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Cisco Unified Communications Manager 7.1(3) に関する新情報
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CiscoIPPhone XML オブジェクト
この項では、XML オブジェクトの一般的な動作と使用方法について説明します。

• オブジェクトの動作を理解する
• XML オブジェクトの定義
• カスタム ソフトキー
• XML に関する考慮事項
• アプリケーション イベント ハンドラ

オブジェクトの動作を理解する
Cisco Unified IP Phone 用に定義された XML オブジェクトと各オブジェクトの動作を理解すれば、対
話型サービス アプリケーションの作成は比較的容易になります。
電話機では、XML ページをロードする際に、サービスの「状態」は識別されません。Cisco Unified IP
Phone では、サービス ボタンを押すと、HTTP を使用してさまざまな場所にあるコンテンツのページ
のロードを開始できます。電話機は、ページがロードされると、ロードの理由に関係なく常に適切な動
作を実行します。
適切な動作を決定する要因は、ページ内に含まれるデータのタイプだけです。Web サーバから配信さ
れる XML ページの MIME Type は text/xml になっている必要があります。ただし、必要となるメカニ
ズムは、使用している Web サーバのタイプと、静的ファイル、JavaScript、CGI などのユーザのペー
ジを作成するためにサーバ側で使用されているメカニズムによって異なります。詳細については、第 6
章「HTTP 要求およびヘッダーの設定」を参照してください。
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表 3-1 に、このリリースでサポートされる XML オブジェクトを示します。
表 3-1

リリース 7.1(3) の Cisco Unified IP Phone Services SDK でサポートされる XML オブジェクト

7905G
7906G
7911G
7921G 7940G
電話機のモデル /XML オブジェ 7912G
7931G 7920G 7925G 7960G
クト

7941G/7941G-GE、
7942G、7945G、
7961G/7961G-GE、
7962G、7965G、
7970G/7971G-GE、
7975G、IP
Communicator

6921、
6941、
6961

9971、
9951、
8961

CiscoIPPhoneMenu

○

○

○

○

○

○

○

CiscoIPPhoneText

○

○

○

○

○

○

○

CiscoIPPhoneInput

○

○

○

○

○

○

○

CiscoIPPhoneDirectory

○

○

○

○

○

○

CiscoIPPhoneImage
CiscoIPPhoneImageFile
CiscoIPPhoneGraphicMenu

—
—
—

CiscoIPPhoneGraphicFileMenu —
3

○

1

—

○
1

○

○

—

○
○

○

—
○

—

CiscoIPPhoneIconMenu

○

○

○

CiscoIPPhoneIconFileMenu

—

—

○

—

CiscoIPPhoneStatus

—

—

—

○

CiscoIPPhoneStatusFile

—

—

—

○

6

○
○
○
○
○
○

5

○

—

2

○

—

2

○

—

2

○

—

2

○

○

4

○

○

4

○

○

—

—

—

○5

—

—

○

○

○

○

○

CiscoIPPhoneExecute

○

○

CiscoIPPhoneResponse

○

○

○

○

○

○

○

CiscoIPPhoneError

○

○

○

○

○

○

○

1. Cisco Unified IP Phone 7920G は、2 階調グレイスケールの 128 × 59 ピクセル ディスプレイだけであるため、グラフィックが両端で均等
に切り詰められ、垂直方向のスクロール機能しか利用できません。グレイスケールが 4 階調に設定されているイメージ
（<Depth>2</Depth>）を受信した場合、この電話機は、その設定を 2 階調に変換します（0 ～ 1 を 0 として扱い、2 ～ 3 を 1 として扱いま
す）。

2. Cisco Unified IP Phone 6921、6941、および 6961 では、モノクロの LCD を使用しているため CiscoIPPhoneGraphicFileMenu、
CiscoIPPhoneGraphicMenu、CiscoIPPhoneImageFile、および CiscoIPPhoneImage はサポートされていません。
3. Cisco Unified IP Phone 7905G および 7912G では、CIP イメージはサポートされていません。そのため、アイコンはすべて無視され、表
示されません。

4. Cisco Unified IP Phone 6921、6941、および 6961 では、アイコンはサポートされていません。そのため、アイコンはすべて無視され、表
示されません。

5. このオブジェクトを Cisco Unified IP Phone 7970G および 7971G-GE でサポートするには、ファームウェア バージョン 7.1(2) 以上が必要
になり、Cisco IP Communicator ではソフトウェア バージョン 2.01 以上が必要になります。
6. Cisco Unified IP Phone 7920G では、コール中にプライオリティ 1 がサポートされません。
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XML オブジェクトの定義
次の各項に、各種 CiscoIPPhone XML オブジェクトの定義と説明が記載されています。

• CiscoIPPhoneMenu
• CiscoIPPhoneText
• CiscoIPPhoneInput
• CiscoIPPhoneDirectory
• CiscoIPPhoneImage
• CiscoIPPhoneImageFile
• CiscoIPPhoneGraphicMenu
• CiscoIPPhoneGraphicFileMenu
• CiscoIPPhoneIconMenu
• CiscoIPPhoneIconFileMenu
• CiscoIPPhoneStatus
• CiscoIPPhoneStatusFile
• CiscoIPPhoneExecute
• CiscoIPPhoneResponse
• CiscoIPPhoneError

CiscoIPPhoneMenu
電話機のメニューは、1 行につき 1 項目の、テキスト項目のリストで構成されます。ユーザは、第 1 章
「概要」で説明されている電話機内蔵メニューと同じメカニズムを使用して個々のメニュー項目を選択
します。

定義
<CiscoIPPhoneMenu>
<Title>Title text goes here</Title>
<Prompt>Prompt text goes here</Prompt>
<MenuItem>
<Name>The name of each menu item</Name>
<URL>The URL associated with the menu item</URL>
</MenuItem>
</CiscoIPPhoneMenu>

（注）

•

<MenuItem> の Name フィールドでは、最大 64 文字がサポートされています。また、このフィール
ドでは改行を 2 つまで使用でき、1 つの MenuItem の名前を 3 行に分けてディスプレイ上に表示す
ることができます。

• 6900 シリーズの IP 電話には、Title および Prompt メニュー フィールドは同時に表示されません。
Title および Prompt フィールドの両方が同時に定義されている場合は、Prompt フィールドだけが
表示されます。
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この XML フォーマットでは、メニュー全体に使用するタイトルとプロンプトを指定した後に、一連の
MenuItem オブジェクトを指定できます。 Cisco Unified IP Phone では、最大 100 個の MenuItem を指定
できます。各 MenuItem には、1 つの Name とそれに関連付ける 1 つの URL を指定します。
電話機は、メニューがロードされると、電話機内蔵メニューの場合と同じように動作します。ユーザは
メニュー項目のリストを参照し、Select ソフトキーまたは DTMF キーを使用して項目を選択します。
ユーザがメニュー オプションを選択すると、URL で指定されたページの HTTP 要求が発行されるか、
そのメニュー項目に関連付けられた Uniform Resource Identifier（URI; ユニフォーム リソース識別子）
が実行されます。

CiscoIPPhoneText
CiscoIPPhoneText XML オブジェクトは、通常の 8 ビット ASCII テキストを電話機のディスプレイに
表示します。<Text> メッセージには、復帰、改行、およびタブ以外の制御文字を含めることはできま
せん。改ページやワードラップに関するその他の事項は、Cisco Unified IP Phone のファームウェアに
よって制御されます。

（注）

Cisco Unified IP Phone は、ISO 8859-1（Latin 1）文字セットおよび Shift_JIS 文字セット（JIS X
0201 と JIS X 0208）をサポートしています。
定義
<CiscoIPPhoneText>
<Title>Title text goes here</Title>
<Prompt>The prompt text goes here</Prompt>
<Text>The text to be displayed as the message body goes here</Text>
</CiscoIPPhoneText>

（注）

6900 シリーズの IP 電話には、Title および Prompt メニュー フィールドは同時に表示されませ
ん。Title および Prompt フィールドの両方が同時に定義されている場合は、Prompt フィールド
だけが表示されます。

この XML メッセージでは、2 つのオプション フィールドを使用できます。

• 最初のオプション フィールド Title では、ディスプレイのページの最上部に表示されるテキスト
を定義します。Title が指定されていない場合は、最後に選択された MenuItem の Name フィールド
が Title フィールドに表示されます。

• 2 番目のオプション フィールド Prompt では、ディスプレイのページの最下部に表示されるテキス
トを定義します。Prompt が指定されていない場合は、Cisco Unified Communications Manager に
より、表示ペインのプロンプト エリアがクリアされます。
この文書で説明されている他の多くの XML オブジェクトにも、Title フィールドと Prompt フィール
ドがあります。通常、これらのフィールドは、この項で説明した動作を実行します。

（注）

非 XML テキスト：この文書では、サポートされている CiscoIPPhone XML オブジェクトだけを説明
します。プレーン テキストを HTTP 経由で配信することもできます。MIME Type text/html で配信さ
れたページは、CiscoIPPhoneText タイプの XML ページとまったく同じ動作をします。ただし、
text/html の場合は、タイトルとプロンプトを指定できません。
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（注）

キーパッドのナビゲーション：Cisco Unified IP Phone では、数字の DTMF キーを押して、メニュー内
の特定の行にナビゲートできます。ディスプレイにメニューが表示されているときは、そのメニューを
選択するための数字が左側に表示されます。
通常のテキストが表示されるときには、画面の左側には数字が表示されませんが、ナビゲーション機能
は引き続き使用可能です。したがって、テキストによるサービス表示を使用する場合でも、操作方法を
詳しく記載すれば、この機能を活用することができます。

CiscoIPPhoneInput
Cisco Unified IP Phone は、CiscoIPPhoneInput タイプの XML オブジェクトを受信すると、入力
フォームを作成して表示します。その後、ユーザが各入力項目にデータを入力して、パラメータをター
ゲット URL に送信します。図 3-1 に、ユーザからの入力を受け付けているサンプル画面を示します。
図 3-1

ユーザ入力画面のサンプル

定義
<CiscoIPPhoneInput>
<Title>Directory title goes here</Title>
<Prompt>Prompt text goes here</Prompt>
<URL>The target URL for the completed input goes here</URL>
<InputItem>
<DisplayName>Name of the input field to display</DisplayName>
<QueryStringParam>The parameter to be added to the target
URL</QueryStringParam>
<DefaultValue>The default display name</DefaultValue>
<InputFlags>The flag specifying the type of allowable input</InputFlags>
</InputItem>
</CiscoIPPhoneInput>

（注）

6900 シリーズの IP 電話には、Title および Prompt メニュー フィールドは同時に表示されませ
ん。Title および Prompt フィールドの両方が同時に定義されている場合は、Prompt フィールド
だけが表示されます。

このオブジェクトの Title タグと Prompt タグで指定されているテキストは、他の CiscoIPPhone XML
オブジェクトに含まれる同名のフィールドと同様に扱われます。
URL タグには、入力結果の送信先となる URL を指定します。実際にこのサーバへ送信される HTTP 要
求では、クエリー文字列としてパラメータのリストが付加された URL が指定されます。各パラメータ
は名前と値のペアで構成されます（入力項目 1 つにつき 1 組のペアが構成されます）。
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（注）

CiscoIPPhoneInput オブジェクトは、HTTP POST 方式を使用しません。
5 個まで指定できます。各入力項
目には、DisplayName が含まれます。このタグでは、ディスプレイ上に表示されるその項目のプロンプ
トを指定します。また、各項目には QueryStringParam もあります。このタグでは、入力完了後の送信
時に URL に付加するパラメータの名前を指定します。各項目では、DefaultValue タグを使用して、表
示するデフォルト値を設定することもできます。
InputItem タグには、リスト内の各項目を指定します。InputItem は

各入力項目の最後のアトリビュートは、一連の InputFlags で構成されます。次の表では、現在定義さ
れている入力タイプについて説明します。

InputFlag 説明
A
プレーン ASCII テキスト：DTMF キーパッドを使用して、大文
字、小文字、数字、特殊文字を含むテキストを入力します。注 Cisco Unified IP Phone は DTMF キーパッドからの日本語入力を
サポートしていません。

T

電話番号：このフィールドには、DTMF ディジットだけを入力で
きます。有効な入力文字は、数字、#、および * です。

N

数値：有効な入力文字は数字だけです。

E

数式：有効な入力文字は、数字および特定の演算記号です。

U

大文字：有効な入力文字は大文字だけです。

L

小文字：有効な入力文字は小文字だけです。

P

パスワード フィールド：標準のキーパッド リピート入力モードを
使用して、個々の文字を入力します。セキュリティ上の理由から、
入力された文字は自動的にアスタリスクに変換されます。

（注）

P は、修飾子として使用できる唯一の InputFlag です。た
とえば、入力タイプとして ASCII プレーン テキストを使
用し、パスワードの入力をアスタリスク（*）でマスクす
るには、InputFlag フィールドに「AP」という値を指定
します。

テキストの入力時には、ユーザのテキスト入力を支援するソフトキーが Cisco Unified IP Phone に表示
されます。ユーザは、メニュー内の移動に使用する縦スクロール ボタンを使用して、フィールド間を
移動できます。

CiscoIPPhoneDirectory
XML オブジェクトは、Cisco Unified IP Phone でのディレクトリ操作をサ
ポートするために組み込まれましたが、開発にも使用できます。図 3-2 に、XML
CiscoIPPhoneDirectory オブジェクトがどのように電話機に表示されるかを示します。
CiscoIPPhoneDirectory
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図 3-2

CiscoIPPhoneDirectory オブジェクトの表示サンプル

定義
<CiscoIPPhoneDirectory>
<Title>Directory title goes here</Title>
<Prompt>Prompt text goes here</Prompt>
<DirectoryEntry>
<Name>The name of the directory entry</Name>
<Telephone>The telephone number for the entry</Telephone>
</DirectoryEntry>
</CiscoIPPhoneDirectory>

（注）

Cisco Unified IP Phone でディレクトリ リストを表示すると、ディスプレイ上の番号をダイヤルするた
めに必要なソフトキーが表示されます。これらのソフトキーには、Edit Dial ソフトキーが含まれます。
このソフトキーを使用すると、番号をダイヤルする前に、アクセス コードなどの必要項目を挿入する
ことができます。
この XML オブジェクトの Title タグおよび Prompt タグは、これまで説明した XML オブジェクトと
同じ意味を持っています。1 つの CiscoIPPhoneDirectory オブジェクトには、最大 32 個の
DirectoryEntry オブジェクトを含めることができます。32 を超えるエントリを返す必要がある場合
は、それに続く HTTP 要求で、複数の CiscoIPPhoneDirectory オブジェクトを使用します。

（注）

6900 シリーズの IP 電話には、Title および Prompt メニュー フィールドは同時に表示されません。Title
および Prompt フィールドの両方が同時に定義されている場合は、Prompt フィールドだけが表示され
ます。

カスタム ディレクトリ
カスタム ディレクトリを表示するには、Cisco Unified Communications Manager エンタープライズ パ
ラメータの「URL Directories」と、CiscoIPPhone XML オブジェクトを使用します。「URL
Directories」では、directories メニューを拡張する CiscoIPPhoneMenu オブジェクトを返す URL を指
定します。「URL Directories」への要求に対しては、DirectoryEntry オブジェクトが存在しない場合
でも、有効な CiscoIPPhoneMenu オブジェクトが返されるようにする必要があります。
カスタム ディレクトリを作成するには、次のオプション オブジェクトを、以下に列挙されている順序
どおりに使用する必要があります。

1. CiscoIPPhoneInput XML オブジェクトを使用して、検索条件を受け取ります。
2. CiscoIPPhoneText XML オブジェクトを使用して、状態メッセージまたはエラーを表示します。
3. CiscoIPPhoneDirectory XML オブジェクトを使用して、ダイヤル可能なディレクトリ エントリの
リストを返します。
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CiscoIPPhoneInput オブジェクトまたは CiscoIPPhoneText オブジェクトは省略できます。次にアクセ
スするディレクトリ オブジェクトの URL をポイントする HTTP リフレッシュ ヘッダーを指定すれば、
複数の CiscoIPPhoneDirectory オブジェクトを表示でき、ユーザは電話機の Next ソフトキーを押すこ
とで、そのオブジェクトにアクセスできます。

CiscoIPPhoneImage
CiscoIPPhoneImage は、サービスへのアクセスに使用できる、133 × 65 ピクセルのペインを含むビッ
トマップ イメージを表示します。各ピクセルには、4 階調のグレイスケールが設定されます。値 3 は黒
で表示され、値 0 は白で表示されます。
（注）

IP Phone は LCD ディスプレイを使用しているため、階調が反転されます。
CiscoIPPhoneImage XML タイプを使用すると、Cisco Unified IP Phone 上にグラフィックを表示できます。

定義
<CiscoIPPhoneImage>
<Title>Image title goes here</Title>
<Prompt>Prompt text goes here</Prompt>
<LocationX>Position information of graphic</LocationX>
<LocationY>Position information of graphic</LocationY>
<Width>Size information for the graphic</Width>
<Height>Size information for the graphic</Height>
<Depth>Number of bits per pixel</Depth>
<Data>Packed Pixel Data</Data>
<SoftKeyItem>
<Name>Name of the softkey</Name>
<URL>URL of softkey</URL>
<Position>Numerical position of the softkey</Position>
</SoftKeyItem>
</CiscoIPPhoneImage>

（注）

6900 シリーズの IP 電話には、Title および Prompt メニュー フィールドは同時に表示されませ
ん。Title および Prompt フィールドの両方が同時に定義されている場合は、Prompt フィールド
だけが表示されます。

2 つの要素が
含まれています。これらの要素の使用目的は、他の CiscoIPPhone XML オブジェクトの場合と同様で
す。Title は、ページの最上部に表示され、Prompt は最下部に表示されます。
CiscoIPPhoneImage オブジェクトの定義には、Title と Prompt という、すでに説明した

電話機のディスプレイ上のグラフィックの表示位置を指定するには、LocationX と LocationY を使用し
ます。グラフィックの上部左隅が、これら 2 つのパラメータで指定されたピクセルに配置されます。X
および Y 位置の値を (0, 0) に設定すると、グラフィックがディスプレイの上部左隅に配置されます。X
および Y 位置の値を (-1, -1) に設定すると、グラフィックが電話機ディスプレイのサービス ペイン中央
に配置されます。
グラフィックのサイズを指定するには、Width と Height を使用します。この値が Data フィールドで指
定されているピクセル データ ストリームと一致しない場合は、予測できない誤った結果が生じます。
Depth には、各ピクセルのビット数を指定します。Cisco

Unified IP Phone でサポートする最大値は 2

です。1 を指定するとモノクロになります。

16 進数の文字列を指定します。
Cisco Unified IP Phone では、各ピクセルの取り得る値は 4 種類だけです。したがって、4 個のピクセ
ルを 1 バイトに圧縮して表現できます。1 バイトは、2 桁の 16 進数で表現されます。
Data タグでは、ディスプレイに表示するピクセルの値を圧縮した

Cisco Unified IP Phone サービス アプリケーション開発ノート
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図 3-3 に、ピクセルの圧縮技法の例を示します。この図は、ディスプレイを左から右へスキャンして、
連続する 4 つのピクセルの値（1、3、2、0）を 1 バイトに圧縮するプロセスを示しています。これら
のピクセルはまず、2 ビットの 2 進数に変換されます。その後、これら 4 組の 2 進数ペアが並べ替えら
れ、1 バイトが形成されます。このバイトは、2 桁の 16 進数で表現されます。
図 3-3

ピクセルの圧縮変換例

ピクセル値の元のシーケンス

2 ビットのバイナリ ペアに
変換されたピクセル値

並べ替えた 2 進数のペア
圧縮された 1 バイトの 16 進数値

1

3

2

0

01

11

10

00

00

10

11

01

2D

例
次の XML コードでは、図 3-3 に示された一連のピクセルを電話機のディスプレイの中央に配置された
グラフィックとして表示する、CiscoIPPhoneImage オブジェクトを定義しています。
<CiscoIPPhoneImage>
<Title/>
<LocationX>-1</LocationX>
<LocationY>-1</LocationY>
<Width>4</Width>
<Height>1</Height>
<Depth>2</Depth>
<Data>2D</Data>
<Prompt/>
</CiscoIPPhoneImage>

グラフィックの表示は、連続した 16 進数で構成されます。スペースなどの区切り文字は挿入されませ
ん。表示するピクセルの数が 4 の倍数でない場合は、データが適正に圧縮されるようにピクセル デー
タの最後にブランク（値 0）のピクセルがパディングされます。電話機は、パディングされたデータを
無視します。

ヒント

サービス専用ペインの内容は、Cisco Unified IP Phone にグラフィック イメージが表示される前にクリ
アされます。ディスプレイ上に残しておく必要のあるテキストやその他の情報（タイトル領域を含む）
がある場合は、その情報をグラフィックの一部として再描画する必要があります。タイトルを隠す場合
は、タイトルを覆う大きさのグラフィックを使用する必要があります。

CiscoIPPhoneImageFile
最新世代の Cisco Unified IP Phone には、さらに高いカラー深度（Color Depth）に対応した高解像度
ディスプレイが搭載されています。たとえば Cisco Unified IP Phone 7970G では、サービス ペインの
表示領域として 298 × 168 ピクセルを使用でき、12 ビット カラーでイメージを表示できます。
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これらの高性能ディスプレイをサポートする新しい XML オブジェクトを使用することで、グレイス
ケールの CiscoIPPhoneImage オブジェクトだけでなく、カラーの PNG イメージも使用可能になりま
す。CiscoIPPhoneImageFile オブジェクトの動作は、CiscoIPPhoneImage オブジェクトの動作とほぼ
同じですが、イメージ データの扱い方が異なります。このオブジェクトでは、<Data> タグにイメージ
データを埋め込むのではなく、<URL> タグを使用して PNG イメージ ファイルの場所を指定します。

Web サーバは、image/png などの適切な MIME Content-Type ヘッダーを持つ PNG イメージを電話機
に渡す必要があります。これにより、そのコンテンツがバイナリ形式の圧縮 PNG イメージであること
を電話機側で認識できるようになります。使用できる PNG イメージの方式は、Palettized または RGB
です。イメージ サイズおよびカラー深度（Color Depth）の上限はモデルにより異なります（表 3-2 を
参照）。
表 3-2

Cisco Unified IP Phone ディスプレイのイメージ サイズおよびカラー深度（Color Depth）

解像度1
（幅×高さ）

モデル

カラー / グレイ
スケール / モノ カラー深度
クロ
（ビット）

Cisco Unified IP Phone
7905G/7912G/7906G/7911G2 /7931G

該当なし

グレイスケール

1

Cisco Unified IP Phone 7920

128 × 59

グレイスケール

1

Cisco Unified IP Phone 7921G

176 × 140

カラー

16

Cisco Unified IP Phone 7925G

176 × 140

カラー

16

Cisco Unified IP Phone 7940G/60G

133 × 65

グレイスケール

2

Cisco Unified IP Phone 7941G、7941G-GE、
7942G、7961G、7961G-GE、7962G

298 × 144

グレイスケール

4

Cisco Unified IP Phone 7945G、7965G
Cisco Unified IP Phone 7970G/7971G

298 × 156

カラー

16

298 × 168

カラー

12

Cisco Unified IP Phone 7975G

298 × 168

カラー

16

Cisco IP Communicator

298 × 168

カラー

24

Cisco Unified IP Phone 6921、6961
Cisco Unified IP Phone 6941

396 × 81

モノクロ

—

396 × 162

モノクロ

—

Cisco Unified IP Phone 9971、9951、8961

498 × 289

カラー

24

1. この数値は、サービスの表示に利用可能なディスプレイ領域のサイズを表しています（ディスプレイの物理的な解
像度ではありません）。

2. Cisco Unified IP Phone 7905、7912、7906 および 7911 のディスプレイはピクセル ベースですが、XML イメージ
はサポートしていません。

電話機の能力に合わせてイメージの色数を減らしておかないと、電話機側でディザリング処理が行われ
るため、多くの場合は期待どおりの結果が得られません。Adobe Photoshop などのグラフィック編集プ
ログラムで色数を減らすには、「ポスタライズ」コマンドを使用します。「ポスタライズ」コマンドは、
カラー チャネル 1 つあたりのカラー トーン数の入力として 1 つの値を取ります。たとえば、この値と
して 16（1 チャネルあたり 4 ビット = 1 チャネルあたり 16 トーン）を使用すると、イメージのカラー
パレットが適切にディザリング処理され、Cisco Unified IP Phone 7970G のディスプレイ上で最適な表
示結果が得られます。
図 3-4 に、Cisco Unified IP Phone 7970G のディスプレイ上に表示された CiscoIPPhoneImageFile オブ
ジェクトを示します。
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図 3-4

Cisco Unified IP Phone 7970G でのイメージ ファイルの表示

定義
<CiscoIPPhoneImageFile>
<Title>Image Title goes here</Title>
<Prompt>Prompt text goes here</Prompt>
<LocationX>Horizontal position of graphic</LocationX>
<LocationY>Vertical position of graphic</LocationY>
<URL>Points to the PNG image</URL>
</CiscoIPPhoneImageFile>

（注）

6900 シリーズの IP 電話には、Title および Prompt メニュー フィールドは同時に表示されませ
ん。Title および Prompt フィールドの両方が同時に定義されている場合は、Prompt フィールド
だけが表示されます。

CiscoIPPhoneGraphicMenu
グラフィック メニューは、テキスト メニューと同じ役割を果たします。ユーザはリストから URL を
選択することができます。テキスト リストで表示することが困難な項目がある場合は、グラフィック
メニューを使用してください。
たとえば、漢字やアラビア文字など、ASCII 以外の文字セットで選択肢を表示することをユーザが望
む場合があります。ASCII 以外の文字セットを使用している場合、情報をビットマップ グラフィック
で表示します。メニューを選択するには、数字キーパッドを使用して 1 ～ 12 の数字を入力します（*
および # はアクティブではありません）。

定義
<CiscoIPPhoneGraphicMenu>
<Title>Menu title goes here</Title>
<Prompt>Prompt text goes here</Prompt>
<LocationX>Position information of graphic</LocationX>
<LocationY>Position information of graphic</LocationY>
<Width>Size information for the graphic</Width>
<Height>Size information for the graphic</Height>
<Depth>Number of bits per pixel</Depth>
<Data>Packed Pixel Data</Data>
<MenuItem>
<Name>The name of each menu item</Name>
<URL>The URL associated with the menu item</URL>
</MenuItem>
</CiscoIPPhoneGraphicMenu>

Cisco Unified IP Phone サービス アプリケーション開発ノート
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（注）

6900 シリーズの IP 電話には、Title および Prompt メニュー フィールドは同時に表示されませ
ん。Title および Prompt フィールドの両方が同時に定義されている場合は、Prompt フィールド
だけが表示されます。

テキスト メニューと同様に、グラフィック メニューの各メニュー項目も名前を持っています。この名
前はユーザに表示されませんが、一定の役割を果たします。メニュー項目の名前は、選択項目の URL
をロードする際に使用されるデフォルトのタイトルになります。ロードされたページで独自のタイトル
が指定されている場合は、そのタイトルが代わりに使用されます。
GraphicMenu の XML タグは、CiscoIPPhoneImage と CiscoIPPhoneMenu のタグ定義を使用します。タ
グの役割は同じですが、CiscoIPPhoneGraphicMenu オブジェクトで定義できる MenuItem オブジェクト
の数は 12 個までです。詳細な説明については、「CiscoIPPhoneMenu」および「CiscoIPPhoneImage」
を参照してください。

CiscoIPPhoneGraphicFileMenu
Cisco Unified IP Phone 7970G や Cisco IP Communicator など、Cisco Unified IP Phone モデルの一部
では、ポインタ デバイスを使用できます。Cisco Unified IP Phone 7970G ではディスプレイ上のタッチ
スクリーン オーバーレイが採用されており、PC ベースの Cisco IP Communicator では標準の
Windows マウス ポインタを使用できます。
これらのデバイスは「pointer」イベントを受信して処理できるため、アプリケーション開発者は
CiscoIPPhoneGraphicFileMenu オブジェクトを使用してこの機能を利用できます。
CiscoIPPhoneGraphicFileMenu は、イメージを使用して一連のオプションを提示するという点におい
て、CiscoIPPhoneGraphicMenu と似ています。これらのオブジェクトの 1 つが選択されると、URL ア
クションが起動します。ただし、この新しい FileMenu の場合は、キーパッドではなく、四角形のタッ
チ エリアが使用されます。この四角形のタッチ エリア（<TouchArea>）を定義する際には、サービス
表示の左上隅が座標基点になります。(X1,Y1) で <TouchArea> の左上端を指定し、(X2,Y2) で
<TouchArea> の右下端を指定します。
図 3-5 に、CiscoIPPhoneGraphicFileMenu の表示例を示します。
図 3-5

CiscoIPPhoneGraphicFileMenu

<TouchArea> タグで指定された座標が電話機ディスプレイの範囲を超えている場合は、ディスプレイ内
に収まるように <TouchArea> の四角形が「クリップ」されます。各電話機モデルのディスプレイ解像
度については、表 3-2 「Cisco Unified IP Phone ディスプレイのイメージ サイズおよびカラー深度
（Color Depth）」を参照してください。
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<TouchArea> の四角形は重ねて表示することができ、先に指定されたオブジェクトが常に手前に表示さ
れます。これにより、大きいオブジェクトの上に選択可能な小さいオブジェクトを重ねて表示すること
で、イメージの奥行き感を出すことができます。その場合は、<CiscoIPPhoneGraphicFileMenu> オブ
ジェクト内で、大きいオブジェクトよりも前に、小さいオブジェクトの <MenuItem> を定義する必要が
あります。
<URL> タグで指定する

PNG イメージの要件は、CiscoIPPhoneImageFile オブジェクトを使用するため

の要件と一致します。

定義
<CiscoIPPhoneGraphicFileMenu>
<Title>Image Title goes here</Title>
<Prompt>Prompt text goes here</Prompt>
<LocationX>Horizontal position of graphic</LocationX>
<LocationY>Vertical position of graphic</LocationY>
<URL>Points to the PNG background image</URL>
<MenuItem>
<Name>Same as CiscoIPPhoneGraphicMenu</Name>
<URL>Invoked when the TouchArea is touched</URL>
<TouchArea X1="left edge" Y1="top edge" X2="right edge" Y2="bottom edge"/>
</MenuItem>
</CiscoIPPhoneGraphicFileMenu>

（注）

6900 シリーズの IP 電話には、Title および Prompt メニュー フィールドは同時に表示されませ
ん。Title および Prompt フィールドの両方が同時に定義されている場合は、Prompt フィールド
だけが表示されます。

CiscoIPPhoneIconMenu
アイコン メニューは、テキスト メニューと同じ役割を果たします。ユーザはリストから URL を選択
することができます。項目の状態やカテゴリに関する補足情報を視覚的に表示する必要がある場合は、
アイコン メニューを使用します。例としては、メール ビューアの既読アイコンや未読アイコンがあり
ます。これらのアイコンを使用することで、各メッセージの状態を示すことができます。
CiscoIPPhoneMenu オブジェクトのアイコンは、幅は最大

16 ピクセル、高さは最大 10 ピクセルです。

図 3-6 に、Cisco Unified IP Phone に表示される IconMenu を示します。
図 3-6

Cisco Unified IP Phone の IconMenu のサンプル

情報は、メニュー項目テキストの左側に配置されるビットマップ グラフィックとして表示されます。
ユーザは CiscoIPPhoneMenu オブジェクトの場合と同じ方法でメニュー項目を選択します。
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定義
<CiscoIPPhoneIconMenu>
<Title>Title text goes here</Title>
<Prompt>Prompt text goes here</Prompt>
<MenuItem>
<IconIndex>Indicates what IconItem to display</IconIndex>
<Name>The name of each menu item</Name>
<URL>The URL associated with the menu item</URL>
</MenuItem>
<SoftKeyItem>
<Name>Name of softkey</Name>
<URL>URL or URI of softkey</URL>
<Position>Position information of the softkey</Position>
</SoftKeyItem>
<IconItem>
<Index>A unique index from 0 to 9</Index>
<Height>Size information for the icon</Height>
<Width>Size information for the icon</Width>
<Depth>Number of bits per pixel</Depth>
<Data>Packed Pixel Data</Data>
</IconItem>
</CiscoIPPhoneIconMenu>

（注）

6900 シリーズの IP 電話には、Title および Prompt メニュー フィールドは同時に表示されませ
ん。Title および Prompt フィールドの両方が同時に定義されている場合は、Prompt フィールド
だけが表示されます。

IconMenu の XML タグは、CiscoIPPhoneImage および CiscoIPPhoneMenu のタグ定義を使用します。
タグの役割は同じですが、CiscoIPPhoneIconMenu オブジェクトで定義できる MenuItem オブジェクト
の数は 32 個までです。詳細な説明については、「CiscoIPPhoneMenu」および「CiscoIPPhoneImage」
を参照してください。

CiscoIPPhoneIconFileMenu
このアイコン メニューは CiscoIPPhoneMenu に似ていますが、グレイスケールの CIP アイコンではな
くカラーの PNG アイコンを使用します。項目の状態やカテゴリに関する補足情報を視覚的に表示する
必要がある場合は、アイコン メニューを使用します。たとえば、アイコンを使用してプライオリティ
を示すことができます（図 3-7 を参照）。
CiscoIPPhoneIconFileMenu オブジェクトのアイコンは、幅は最大 18 ピクセル、高さは最大 18 ピクセ
ルです。このオブジェクトでは、<Data> タグを使用してイメージ データを <IconItem> タグに埋め込
むのではなく、<URL> タグを使用して、そのアイコンに使用する PNG イメージ ファイルの場所を指定
します。
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図 3-7

CiscoIPPhoneIconFileMenu オブジェクトの表示サンプル

定義
<CiscoIPPhoneIconFileMenu>
<Title>Title text goes here</Title>
<Prompt>Prompt text goes here</Prompt>
<MenuItem>
<IconIndex>Indicates what IconItem to display</IconIndex>
<Name>The name of each menu item</Name>
<URL>The URL associated with the menu item</URL>
</MenuItem>
<IconItem>
<Index>A unique index from 0 to 9</Index>
<URL>location of the PNG icon image</URL>
</IconItem>
</CiscoIPPhoneIconFileMenu>

（注）

6900 シリーズの IP 電話には、Title および Prompt メニュー フィールドは同時に表示されませ
ん。Title および Prompt フィールドの両方が同時に定義されている場合は、Prompt フィールド
だけが表示されます。

CiscoIPPhoneStatus
CiscoIPPhoneStatus オブジェクトも表示可能なオブジェクトの 1 つですが、電話機の Services プレー
ンではなく、Call プレーンに表示されるという点で、今まで説明したオブジェクトと異なります。
CiscoIPPhoneStatus オブジェクトは Call プレーンの上に「浮かぶ」ように表示され、多くの場合は、
ユーザにアプリケーションのステータスを提示するために、CTI アプリケーションと組み合わせて使用
されます。
Status オブジェクトは Call プレーン上にしか表示されないため、Services を押すなどして、ユーザは
このオブジェクトを閉じたりクリアしたりできません。このオブジェクトをクリアするには、電話機が

Init:AppStatus URI を実行する必要があります。多くの場合、この動作は、Init:AppStatus URI を含む
Execute オブジェクトがアプリケーション サーバから電話機にプッシュされた結果として発生します。
（注）

CiscoIPPhoneStatus オブジェクトは、電話機に対してプッシュ（HTTP POST）を実行できるだけで、
プル（HTTP GET）は実行できません。
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CiscoIPPhoneStatus オブジェクトのリフレッシュおよび置換はいつでも実行できます。新しい Status
オブジェクトを送信する前に既存の Status オブジェクトをクリアする必要はありません。古いオブ
ジェクトは新しいオブジェクトによって単純に置き換えられます。
図 3-8 に、次の要素で構成される CiscoIPPhoneStatus オブジェクトを示します。

• CIP イメージ（CiscoIPPhoneImage と同じイメージ形式）を表示する 106 × 21 のグラフィック領
域

• 開始時間を指定可能なタイマー（オプション）
• 1 行分のテキスト領域（オプション）
図 3-8

CiscoIPPhoneStatus の IconMenu のサンプル

定義
<CiscoIPPhoneStatus>
<Text>This is the text area</Text>
<Timer>Timer seed value in seconds</Timer>
<LocationX>Horizontal alignment</LocationX>
<LocationY>Vertical alignment</LocationY>
<Width>Pixel width of graphic</Width>
<Height>Pixel height of graphic</Height>
<Depth>Color depth in bits</Depth>
<Data>Hex binary image data</Data>
</CiscoIPPhoneStatus>

（注）

6900 シリーズの IP 電話には、Title および Prompt メニュー フィールドは同時に表示されませ
ん。Title および Prompt フィールドの両方が同時に定義されている場合は、Prompt フィールド
だけが表示されます。

アプリケーション ステータス ウィンドウの動的なサイズ変更
アプリケーションに対して、表示されたコンテンツに基づくウィンドウ サイズの動的な調整を有効に
できます。ウィンドウのサイズは、コンテンツの一覧から識別するのに十分な大きさになるように、最
小サイズ要件によって制限されます。たとえば、アプリケーションに小さなウィンドウを使用すると、
一覧からより多くのコンテンツを表示できます。ウィンドウのサイズ変更は、CiscoIPPhoneStatus オ
ブジェクトまたは PNG ファイルに関連付けられた CiscoIPPhoneStatusFile オブジェクトを受け取ると
発生します。
アプリケーション ステータス ウィンドウには、次の 3 つの主要領域が含まれます（図 3-9 を参照）。

• テキスト領域
• タイマー領域
• イメージ領域
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図 3-9

（注）

アプリケーション ステータス ウィンドウの要素

自己終端型の XML 要素、非宣言型または失われている要素、およびデフォルト値を持つ要素はすべ
て、非設定型の要素として認識されます。
動的なサイズ変更を有効にするためには、テキスト領域およびタイマー領域を XML パーサーによって
使用されるデフォルトの値以外には設定しないでください。両方の要素が設定されていない場合にも設
定できますが、次のルールに従う必要があります。

• アプリケーション ステータス ウィンドウのテキスト領域およびタイマー領域のセクションを表示
しない。

• LocationX 要素が設定されていない場合や中央に設定されている場合で、提供されるイメージが許
容された最大幅より小さい場合にイメージ領域のサイズを変更できる。

• 提供されるイメージが最小幅より小さい場合、許容された最小のウィンドウ幅を使用する必要があ
る。

• 提供されるイメージの幅が、ウィンドウの最小サイズと最大サイズの間に収まっている場合、イ
メージを表示すると同時に標準の周囲境界線も表示するようにウィンドウのサイズを変更する必要
がある。

• イメージの高さを変更しない。
電話機のモデルごとの最大および最小のイメージ領域サイズの概要については、表 3-3 を参照してくだ
さい。大部分の電話機モデルでは、最小から最大のすべてのサイズがサポートされています。Cisco
Unified IP Phone 7940G および 7960G については、リソースの制限により例外になります。これらの
電話機については、すべての中間サイズを無視し、最大サイズおよび最小サイズのウィンドウ両方を実
装する必要があります。
表 3-3

アプリケーション ステータス ウィンドウの許容イメージ サイズ

電話機のモデル

イメージ領域の
最大幅

イメージ領域の イメージ領域の
最小幅
最大の高さ

7940G、7960G

106

21

21

7941G/7941G-GE、7942G、7945G、
7961G/7961G-GE、7962G、7965G

252

50

50

7970G/7971G-GE、7975G、IP
Communicator

262

50

50
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（注）

Cisco IP Phone モデル 9951、9971、および 8961 では、CiscoIPPhoneStatus オブジェクトはサポート
されていません。電話機のさまざまなモデルでサポートされている XML オブジェクトの詳細について
は、表 3-1（P.3-2）を参照してください。
電話機のモデルごとのテキスト領域サイズとタイマー領域サイズの概要については、表 3-4 を参照して
ください。
表 3-4
アプリケーション ステータス ウィンドウの許容テキスト サイズおよびタイマー サイズ
テキスト領域サ タイマー領域サ テキスト領域サイ
イズ
イズ
ズタイマーなし
（幅×高さ）
（幅×高さ）
（幅×高さ）

電話機のモデル

7940G、7960G

76 × 11

30 × 11

106 × 11

7941G/7941G-GE、7942G、7945G、
7961G/7961G-GE、7962G、7965G

192 × 20

60 × 20

252 × 20

7970G/7971G-GE、7975G、IP
Communicator

202 × 20

60 × 20

262 × 20

CiscoIPPhoneStatusFile
このオブジェクトの動作は CiscoIPPhoneStatus オブジェクトの動作と同じですが、グラフィック領域
でグレイスケールの CIP イメージではなく、カラーの PNG イメージを使用する点が異なります。

Cisco Unified IP Phone 7970G での最大イメージ サイズは 262 × 50 ピクセルですが、これは他のモデ
ルの最大イメージ サイズとは異なります。詳細については、「アプリケーション ステータス ウィンド
ウの動的なサイズ変更」（P.3-16）を参照してください。

（注）

Cisco IP Phone モデル 9951、9971、および 8961 では、CiscoIPPhoneStatusFile オブジェクトはサ
ポートされていません。電話機のさまざまなモデルでサポートされている XML オブジェクトの詳細に
ついては、表 3-1（P.3-2）を参照してください。
図 3-10 に、XML CiscoIPPhoneStatusFile オブジェクトがどのように電話機に表示されるかを示しま
す。
図 3-10

CiscoIPPhoneStatusFile オブジェクトの表示サンプル
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定義
<CiscoIPPhoneStatusFile>
<Text>This is the text area</Text>
<Timer>Timer seed value in seconds</Timer>
<LocationX>Horizontal alignment</LocationX>
<LocationY>Vertical alignment</LocationY>
<URL>location of the PNG image</URL>
</CiscoIPPhoneStatusFile>

このオブジェクトでは、<Data> タグを使用してイメージ データを埋め込むのではなく、<URL> タグを
使用して、グラフィック領域で使用する PNG イメージ ファイルの場所を指定します。

CiscoIPPhoneExecute
CiscoIPPhone オブジェクトとは異なります。このオブ
ジェクトは、ユーザとのインタラクションで使用される表示可能なオブジェクトではありません。この
オブジェクトの目的は、電話機に（場合によっては複数の）実行要求を送信することです。

CiscoIPPhoneExecute オブジェクトは、他の

他の XML オブジェクトと同様に、CiscoIPPhoneExecute はプッシュ（HTTP POST）またはプル
（HTTP GET）できます。電話機は、CiscoIPPhoneExecute オブジェクトを受信すると、指定された
ExecuteItem の実行を開始します。実行の順序は保証されていないため、ExecuteItem は
CiscoIPPhoneExecute オブジェクトで列挙されている順序どおりには実行されない可能性があります。

（注）

1 つの CiscoIPPhoneExecute オブジェクトで送信できる URL は 1 つだけで、URI は 2 つまで送信で
きます（URL を送信せずに、3 つの URI を送信することもできます）。
定義
<CiscoIPPhoneExecute>
<ExecuteItem URL=”the URL or URI to be executed”/>
</CiscoIPPhoneExecute>
CiscoIPPhoneExecute オブジェクトの <ExecuteItem> タグには、 Priority というオプションのアトリ
ビュートがあります。Priority アトリビュートは、実行要求の重要度と、その要求を実行するために電
話を中断する必要があるかどうかを電話機に通知するために使用されます。要求されたアクションを実
行するために電話機がアイドル状態になっている必要があるかどうかは、Priority のレベルによって決
定されます。Idle Timer（およびオプションの Idle URL）は、Cisco Unified Communications Manager
の管理のエンタープライズ パラメータでグローバルに定義されますが、Cisco Unified
Communications Manager のデバイスの設定で、電話機ごとに定義を変更することもできます。

次の表に、Priority のレベルとその動作を示します。

動作

説明

0 = ただちに実行

電話機の状態に関係なく URL が実行されます。Priority アトリビュー
トが <ExecuteItem> で定義されていない場合は、下位互換性を確保
するために、デフォルトのプライオリティが 0 に設定されます。

1 = アイドルになったときに実

電話機がアイドル状態になるまで URL の実行が延期されます。

行

2 = アイドルの場合は実行

電話がアイドル状態の場合は URL が実行され、そうでない場合は
実行されません（延期されません）。
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（注）

Priority アトリビュートは、HTTP URL にだけ使用できます。内部 URI は、即座に実行されます。
例
次の CiscoIPPhoneExecute オブジェクトでは、電話機の状態に関係なくアラート「チャイム」が再生
されますが、指定されている XML ページは電話がアイドル状態になった後に表示されます。
<CiscoIPPhoneExecute>
<ExecuteItem Priority=”0” URL=”Play:chime.raw”/>
<ExecuteItem Priority=”1” URL=”http://server/textmessage.xml”/>
</CiscoIPPhoneExecute>

CiscoIPPhoneResponse
CiscoIPPhoneResponse オブジェクトの項目には、CiscoIPPhoneExecute の結果として返すメッセージ

や情報を指定します。したがって、ResponseItem は、送信する ExecuteItem ごとに存在します。応答
の順序は実行完了時刻によって変わり、実行の順序も保証されません。

URL アトリビュートは、要求によって送信された URL または URI を指定します。Data アトリビュー
トには、その項目に関する特別なデータが含まれます。Status アトリビュートは、ステータス コード
を指定します。0 は ExecuteItem の処理中にエラーが発生しなかったことを意味します。エラーが発生
した場合、電話機は CiscoIPPhoneError オブジェクトを返します。

定義
<CiscoIPPhoneResponse>
<ResponseItem Status=”the success or failure of the action”
Data=”the information returned with the response”
URL=”the URL or URI specified in the Execute object”/>
</CiscoIPPhoneResponse>

CiscoIPPhoneError
CiscoIPPhoneError コードには次の種類があります。
• Error 1 = CiscoIPPhoneExecute オブジェクトの解析エラー
• Error 2 = CiscoIPPhoneResponse オブジェクトのフレーミング エラー
• Error 3 = 内部ファイル エラー
• Error 4 = 認証エラー
定義
<CiscoIPPhoneError Number=”x”/> optional error message <CiscoIPPhoneError>
CiscoIPPhoneError オブジェクトのテキスト値には、エラーの性質をさらに詳しく説明するためのオ
プションのエラー メッセージを指定できます。
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カスタム ソフトキー
Cisco Unified IP Phone では、表示可能な任意の CiscoIPPhone XML オブジェクトを使用して、カスタ
ム ソフトキーを使用できます（ソフトキーを制御できない CiscoIPPhoneStatus オブェクトおよび

CiscoIPPhoneStatusFile、ソフトキーが表示可能でない CiscoIPPhoneExecute オブジェクトでは使用
できません）。
ソフトキーには、URL または URI の「アクション」を関連付けることができます。SoftkeyItem で
は、ソフトキーが押されたときと離されたときに実行するアクションを個別に定義できます。標準の
UI 動作では、キーが離されたときにアクションが実行されます。このアクションは <URL> タグで定義
します。オプションの <URLDown> タグを追加すると、ソフトキーが押されたときにもアクションを実
行できます。たとえば、<URLDown> は、ボタンが押されたときに音声ストリーミングを開始し、ボタン
が離されたときに音声ストリーミングを停止するアプリケーションなどで使用できます。

（注）

「URLDown」
<URLDown> タグに指定できるのは内部 URI だけです。HTTP URL は指定できません。
という名前には「URL」という語が含まれていますが、HTTP URL が使用できるという意味ではあり
ません。

定義
<SoftKeyItem>
<Name>Displayed sofkey label</Name>
<URL>URL or URI action for softkey RELEASE event</URL>
<URLDown>URL or URI action for softkey PRESS event</URLDown>
<Position>position of softkey</Position>
</SoftKeyItem>

例
この例では、CiscoIPPhoneText オブジェクトを使用してカスタム ソフトキーが 1 つだけ定義されてい
ます。
<CiscoIPPhoneText>
<Text>This object has one softkey named "Custom"</Text>
<SoftKeyItem>
<Name>Custom</Name>
<URL>http://someserver/somepage</URL>
<Position>4</Position>
</SoftKeyItem>
</CiscoIPPhoneText>

XML オブジェクトでカスタム ソフトキーが定義されている場合、デフォルト ソフトキーはすべて、
そのオブジェクトから削除されます。デフォルト ソフトキーの動作を保持するには、<SoftKeyItem>
タグを使用して XML オブジェクト内で明示的にデフォルト ソフトキーの動作を定義する必要があり
ます。<SoftKeyItem> の <URL> タグで内部のソフトキー URI を指定すると、カスタム ソフトキーから
デフォルト ソフトキーのアクションを呼び出すことができます。内部のソフトキー機能を呼び出す方
法の詳細については、第 5 章「内部 URI 機能」を参照してください。

（注）

位置 1 にカスタム ソフトキーやデフォルト ソフトキーが配置されていない場合、Next または Update
のソフトキーが自動的に割り当てられます。Refresh URL が存在する場合は、ソフトキーは Next にな
ります。それ以外の場合、Update ソフトキーが割り当てられます。

例
次のようにソフトキーを定義すると、デフォルトの「Select」動作を維持したままカスタム ソフトキー
を使用できます。
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<SoftKeyItem>
<Name>Select</Name>
<URL>SoftKey:Select</URL>
<Position>1</Position>
</SoftKeyItem>
<SoftKeyItem>
<Name>Custom</Name>
<URL>http://someserver/somepage</URL>
<Position>4</Position>
</SoftKeyItem>

XML に関する考慮事項
Cisco Unified IP Phone の XML パーサーは、XML の機能を完全にはサポートしていません。XML 表
示定義で規定されていないタグは使用しないでください。

（注）

CiscoIPPhone のすべての要素名およびアトリビュート名には、大文字 / 小文字の区別があります。

必須のエスケープ シーケンス
XML パーサーは、XML の規約に従って、いくつかの特殊文字の代わりにエスケープ値を使用するこ
とを要求します。表 3-5 に、それらの特殊文字とエスケープ値を示します。
表 3-5

特殊文字のエスケープ シーケンス

文字

名称

エスケープ シーケンス

&

アンパサンド

&amp;

"

引用符

&quot;

'

アポストロフィ

&apos;

<

左山カッコ

&lt;

>

右山カッコ

&gt;

テキストのエスケープは単調な作業ですが、オーサリング ツールやスクリプト言語を使用して自動化
することもできます。

XML のエンコーディング
電話機のファームウェアは複数のエンコーディングをサポートできるので、XML ヘッダーには XML
エンコーディングを常に設定する必要があります。

XML エンコーディング ヘッダーを指定しないと、デフォルトでは、現在のユーザのロケールで指定さ
れているエンコーディングが電話機で使用されますが、XML ヘッダーに XML エンコーディングを明
示的に設定することを強く推奨します。

（注）

この動作は、UTF-8 をデフォルト エンコーディングとして指定している XML 標準に準拠していませ
ん。そのため、UTF-8 にエンコードされた XML オブジェクトにも、エンコーディングを明示的に設定
しないと、電話機で正しく構文解析されません。また、Byte Order Mark は取り除く必要があります。
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XML ヘッダーに指定するエンコーディング値は、IP Phone の Accept-Charset HTTP 要求ヘッダーに
指定されているエンコーディングのいずれかと一致する必要があります。次に例を示します。

例
次の例は、それぞれ UTF-8、ISO-8859-1 および Shift_JIS のエンコーディングを示しています。
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>

HTTP ヘッダーのエンコーディング設定の詳細は、「HTTP エンコーディング ヘッダーの設定」（P.6-6）
を参照してください。

アプリケーション イベント ハンドラ
アプリケーション管理 API（「Application」（P.5-19）を参照）には、次の表に示すように、表示可能な
オブジェクトによってサポートされているアプリケーション管理イベント ハンドラが含まれています。
サポートされていないオブジェクトは標準アプリケーション コンテキストに含まれておらず、アプリ
ケーション管理 API によって別の方法で処理されます。

サポート対象

サポート対象外

CiscoIPPhoneMenu

CiscoIPPhoneStatus

CiscoIPPhoneText

CiscoIPPhoneStatusFile

CiscoIPPhoneInput
CiscoIPPhoneDirectory
CiscoIPPhoneImage
CiscoIPPhoneImageFile
CiscoIPPhoneGraphicMenu
CiscoIPPhoneGraphicFileMenu
CiscoIPPhoneIconMenu
CiscoIPPhoneIconFileMenu

（注）

アプリケーション イベント ハンドラをサポートするには、最新の XML パーサーが必要です（詳細に
ついては、「最新の XML パーサーとスキーマの適用」（P.B-1）を参照してください）。

アトリビュート
アプリケーション イベント ハンドラは、アトリビュートを指定することでサポート対象のオブジェク
トに関連付けることができます。

（注）

アプリケーション イベント ハンドラでは、Priority=0 のアプリケーション URI は使用できません
（「Application」（P.5-19）を参照）。
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アトリビュート

説明

appID

表示可能な XSI オブジェクトが所属しているアプリケー
ションを識別します。appID アトリビュートは、
Cisco/Unity のように、vendor/product の形式で指定す
る必要があります。ただし、この形式は必須ではなく、
アプリケーションで任意に一意の ID を割り当てることが
できます。

onAppFocusLost

以下の条件でアプリケーションがフォーカスを失うと呼
び出されます。

• アプリケーションのコンテキストがフォーカスを
失った場合。

• ユーザが直接、またはヘッダーのリフレッシュや
HTTP プッシュによりプログラム的に、アプリケー
ションからフォーカスを移動した場合。
（注）

通知 URI がイベント ハンドラとして使用されて
いる場合は、次のデフォルトのデータを使用して
通知が送信されます。
<notifyApplicationEvent appId="appId"
type="focusLost"/>

onAppFocusGained 以下の条件でアプリケーションがフォーカスを取得する
と呼び出されます。

• アプリケーションがアクティブになり、アプリケー
ションのコンテキストがフォーカスを取得した場合。

• ユーザが直接、またはヘッダーのリフレッシュや
HTTP プッシュによりプログラム的に、アプリケー
ションにフォーカスが移動した場合。
（注）

通知 URI がイベント ハンドラとして使用されて
いる場合は、次のデフォルトのデータを使用して
通知が送信されます。
<notifyApplicationEvent appId="appId"
type="focusGained"/>

onAppMinimized

アプリケーションが最小化されると呼び出されます。
アプリケーションを最小化できるのは、プログラム的に
App:Minimize を呼び出した場合だけです。ただし、ソ
フトキーからの起動などのユーザによる直接操作、また
はアプリケーションからのプッシュ要求によって、この
呼び出しが実行される場合があります。
<notifyApplicationEvent appId="appId"
type="minimized"/>

Cisco Unified IP Phone サービス アプリケーション開発ノート

3-24

OL-20949-01-J

第3章

CiscoIPPhone XML オブジェクト
アプリケーション イベント ハンドラ

アトリビュート

説明

onAppClosed

以下の条件でアプリケーションが閉じると呼び出されま
す。

• アプリケーションのコンテキストが閉じられること
で、スタック内のすべてのアプリケーションが閉じ
られる場合。

• アプリケーションから移動した、またはアプリケー
ションが URL スタックから削除された（スタック サ
イズを超過した）ために、アプリケーションがコンテ
キストの URL スタックにすでに存在しない場合。
（注）

このイベント ハンドラには HTTP または HTTPS
URL は指定できません。

（注）

通知 URI がイベント ハンドラとして使用されて
いる場合は、次のデフォルトのデータを使用して
通知が送信されます。
<notifyApplicationEvent appId="appId"
type="closed"/>

イベント ハンドラのスキーマ
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
<xs:element name="notifyApplicationEvent">
<xs:complexType>
<xs:attribute name="appId" use="required">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="64"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="type" use="required">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="closed"/>
<xs:enumeration value="minimized"/>
<xs:enumeration value="focusLost"/>
<xs:enumeration value="focusGained"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

例
<CiscoIPPhoneImage appId="Cisco/Unity"
onAppFocusLost="RTPRx:Stop; RTPTx:Stop; Notify:http:server:80:path"
onAppFocusGained="http://server/mainpage/updateUI"
onAppClosed="Notify:http:server:80:eventlistener/appClosed">
...
</CiscoIPPhoneImage>
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コンポーネント API
主要な電話用 XSI API に加えて、さらに 2 つの コンポーネント API を使用できます。

• 「アプリケーション管理 API」（P.4-1）
• 「RTP ストリーミング API」（P.4-1）

アプリケーション管理 API
アプリケーション管理上の制限に対処するため、アプリケーション管理 API ではコール モードとアプ
リケーション モード間で円滑な受け渡しが可能です。このアプリケーション API は、次の 2 つの主要
コンポーネントで構成されています。

• アプリケーション URI：「Application」（P.5-19）を参照してください。
• アプリケーション イベント ハンドラ：「アプリケーション イベント ハンドラ」（P.3-23）を参照し
てください。

（注）

アプリケーション管理 API をサポートするには、最新の XML パーサーが必要です（詳細については、
「最新の XML パーサーとスキーマの適用」（P.B-1）を参照してください）。

RTP ストリーミング API
XML ベースの RTP ストリーミング API により、アプリケーションで RTP 音声ストリームを開始およ
び監視できます。ストリームの開始および停止イベント リスナをサポートし、コーデック タイプなど
のその他の拡張ストリーム アトリビュートを指定できるため、レガシー RTP ストリーミング URI より
も機能を拡張できます。

（注）

RTP ストリーミング API をサポートするには、最新の XML パーサーが必要です（詳細については、
「最新の XML パーサーとスキーマの適用」（P.B-1）を参照してください）。
イベント ハンドラは通常、標準の通知フレームワーク（「Notify」（P.5-16）を参照）を使用しますが、
その他のほとんどの URI を呼び出すことができます。ただし、HTTP URL は除きます。
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レガシー RTP URI ストリームとの相互作用について
RTP ストリーミング API を使用すると、全二重ストリーム（mode=sendReceive）を単一のストリーム
要求として設定できるため、API による操作が簡単になります。レガシー RTP URI では送信ストリー
ムと受信ストリームを別に処理するため、場合によっては、RTP ストリーミング API との間で相互運
用性の問題が発生することがあります。レガシー RTP URI ストリームと新しい RTP ストリーミング
API 間における相互運用のルールは次のとおりです。
• RTP Stop URI が呼び出され、そのとき RTP ストリーミング API ストリームが同じ方向にストリー
ミングしていた場合、RTP ストリーミング API ストリーム全体が停止します。
たとえば、RTP ストリーミング API（mode=sendReceive）を介して全二重ストリームが設定さ
れ、RTPTx:Stop URI が呼び出されると、送受信の両方向のストリームが停止します。また、
onStopped イベント ハンドラが呼び出されます（存在する場合）。

• RTP ストリーミング API からの stopMedia 要求でストリーム ID を指定していない場合は、その
要求によってすべての方向（送受信）およびタイプ（マルチキャストおよびユニキャスト）の、す
べてのサービス RTP ストリームが停止します。このルールにより、RTP ストリーミング API を使
用するアプリケーションは、レガシー RTP URI またはその他の ストリーム ID が不明なアプリ
ケーションによって開始された可能性があるメディア ストリームを停止できます。

RTP ストリーミング スキーマ
（注）

startMedia 要求の port 番号パラメータはオプションです。指定されていない場合は、電話機が使用可
能なポートを選択し、それを startMediaResponse オブジェクトで返します。port パラメータを指定
する場合は、20480 ～ 32768 の範囲内にある偶数を指定する必要があります。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XML Spy v4.4 U (http://www.xmlspy.com) by Cisco Systems, Inc. (Cisco
Systems, Inc.) -->
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
<xs:element name="startMedia">
<xs:complexType>
<xs:all>
<xs:element name="mediaStream" type="mediaStream"/>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="stopMedia">
<xs:complexType>
<xs:all>
<xs:element name="mediaStream">
<xs:complexType>
<xs:attribute name="id" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="startMediaResponse">
<xs:complexType>
<xs:all>
<xs:element name="mediaStream" type="mediaStream"/>
</xs:all>
</xs:complexType>
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</xs:element>
<xs:element name="notifyMediaEvent">
<xs:complexType>
<xs:all>
<xs:element name="mediaStream">
<xs:complexType>
<xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
<xs:attribute name="origin" use="required">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="user"/>
<xs:enumeration value="application"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="type" use="required">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="stopped"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="mediaStream">
<xs:all>
<xs:element name="type">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="audio"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="codec">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="G.711"/>
<xs:enumeration value="G.722"/>
<xs:enumeration value="G.723"/>
<xs:enumeration value="G.728"/>
<xs:enumeration value="G.729"/>
<xs:enumeration value="GSM"/>
<xs:enumeration value="Wideband"/>
<xs:enumeration value="iLBC"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="mode">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="send"/>
<xs:enumeration value="receive"/>
<xs:enumeration value="sendReceive"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="address">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="7"/>
<xs:maxLength value="15"/>
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</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="port" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:unsignedShort">
<xs:minInclusive value="20480"/>
<xs:maxInclusive value="32768"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:all>
<xs:attribute name="onStopped" use="optional">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="256"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="receiveVolume" use="optional">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:schema>

エラー スキーマ
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
<xs:element name="errorResponse">
<xs:complexType>
<xs:all>
<xs:element name="type">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="InvalidURL"/>
<xs:enumeration value="InvalidResource"/>
<xs:enumeration value="InvalidResourceID"/>
<xs:enumeration value="UnavailableResource"/>
<xs:enumeration value="InvalidXML"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="data" nillable="true">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
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例
メディアの開始

• 要求
HTTP POST /CGI/Execute
<startMedia>
<mediaStream
onStopped=”Notify:http:server:80:path/page”
receiveVolume=”50”>
<type>audio</type>
<codec>G.729</codec>
<mode>sendReceive</mode>
<address>239.1.2.3</address>
<port>20480</port>
</mediaStream>
</startMedia>

• 応答
HTTP200 OK
<mediaStream id=”abc123”/>

メディアの停止

• 要求
HTTP POST CGI/Execute
<stopMedia>
<mediaStream id=”abc123”/>
</stopMedia>

• 応答
HTTP 200 OK

ユーザがアクティブな音声パスをオンフックにしてメディア ストリームを終了させると、次の通知が
送信されます。
HTTP POST /server/path/page
DATA=<notifyMediaEvent type=”stopped” origin=”user”>
<mediaStream id=”abc123”/>
</notifyMediaEvent>

エラーと応答
次に、エラー条件と RTP ストリーミング API の応答を示します。

条件

該当する
メソッド

HTTP 結果コード

認証に失敗した

すべて

401（Authorization Failed）該当なし

タイプ

データ
該当なし
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該当する
メソッド

条件
要求オブジェクトが
API の XML スキー
マに準拠していない

すべて

HTTP 結果コード

タイプ

データ

400（BadRequest）

InfalidXML

< パーサーのエラー
の説明 >

メディアの処理に使用 startMedia 400（BadRequest）
できる DSP リソース
がないため、メディア
を開始できない
指定されたストリー
ム ID が存在しない
ため、メディアを停
止できない

stopMedia 400（BadRequest）

UnavailableResource No Media Resource
Available

InvalidResourceID

Unknown Media
Stream ID: < スト
リーム ID>
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内部 URI 機能
内部 Uniform Resource Identifier （URI; ユニフォーム リソース識別子）を使用すると、電話機に組み
込まれている機能（コールの発信、音声ファイルの再生、組み込み済みオブジェクト機能の呼び出しな
ど）にアクセスできます。
次のセクションでは、使用可能な内部 URI について詳細に説明します。

• 電話機の各モデルでサポートされる URI
• デバイス コントロール URI
• XML 表示可能オブジェクトの URI
• マルチメディア URI
• テレフォニー URI
• アプリケーション管理 URI

電話機の各モデルでサポートされる URI
表 5-1 に、リリース 7.1(3) でサポートされる URI を示します。
表 5-1

リリース 7.0(1) の Cisco Unified IP Phone Services SDK でサポートされる URI

URI

7905G
7912G

7941G/7941G-GE、
7961G/7961G-GE、
7906G
7970G
7942G、7962G、
6921、 9971、
7971G-GE 6941、 9951、
7911G
7921G 7940G 7945G、7965G、
7931G 7920G 7925G 7960G IP Communicator 7975G
6961 8961

Key

○

○

○

○

○

○

○

○

○1

Softkey

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Init

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Dial、EditDial
Play

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

QueryStringParam ○
Unicast RTP
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Multicast RTP

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Display

—

—

—

—

—

—

○

—

○

Vibrate

—

—

○

○

—

—

—

—

—

2
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表 5-1

リリース 7.0(1) の Cisco Unified IP Phone Services SDK でサポートされる URI （続き）

URI

7905G
7912G

7941G/7941G-GE、
7961G/7961G-GE、
7906G
7970G
6921、 9971、
7942G、7962G、
7911G
7921G 7940G 7945G、7965G、
7971G-GE 6941、 9951、
7931G 7920G 7925G 7960G IP Communicator 7975G
6961 8961

Notify3

—

○

—

○

—

○

○

—

○

3

SendDigits

—

○

—

○

—

○

○

—

○

3

Application

—

○

—

○

—

○

○

—

○

1. Key:Info、Key:Services、Key:Directories、Key:Settings、Key:AppMenu、および Key:Hold は、9971、9951、および 8961 の各モ
デルではサポートされていません。

2. サポートされる受信マルチキャスト ストリームおよび送信マルチキャスト ストリームの数は、いずれも 1 つだけです。RTP 受信ス
トリームに対しては、音量パラメータがサポートされません。

3. 最新の XML パーサーを含む、Cisco Unified IP Phone ファームウェア バージョン 8.3(2) 以降が必要です。「最新の XML パーサー
とスキーマの適用」（P.B-1）を参照してください。

デバイス コントロール URI
次の項では、デバイス コントロール URI について説明します。

• Key
• Display

Key
プログラマは、Key URI を使用して、キーが押されたというイベントを送信することができます。物
理的にボタンが押された場合と同じイベントが発生します。
この方法によってボタンが押されて URI が処理されるときに、そのボタンが電話機（のハードボタン）
にない場合や、（ソフトキーを）使用できない場合には、イベントが破棄されます。
イベントの処理中にソフトキーのセットが変更されて使用不可になった場合は、要求が破棄されます。

URI の書式
Key:n

引数の説明

n は、キーの名前です。
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表 5-2 に、Key URI と、Key URI をサポートする電話機のモデルを示します。
表 5-2

Key URI とサポートする電話機のモデル

7905G
7912G

7941G/7941G-GE、
7961G/7961G-GE、
7906G
7970G
7942G、7962G、
6921、 9971、
7971G-GE 6941、 9951、
7911G
7921G 7940G 7945G、7965G、
7931G 7920G 7925G 7960G IP Communicator 7975G
6961 8961

Key:Line1 ～
Key:Line120

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Key:KeyPad0 ～
Key:KeyPad9

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Key:Soft1 ～
Key:Soft5

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Key:KeyPadStar

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Key:KeyPadPound ○
Key:VolDwn
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Key:VolUp

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Key:Headset

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Key:Speaker

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Key:Mute

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Key:NavLeft

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Key:NavRight

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Key:NavSelect

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Key:Info

○

○

○

○

○

○

○

○

×

Key:Messages

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Key:Services
Key:Directories

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

×

Key:Settings

○

○

○

○

○

○

○

○

×

Key:NavUp

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Key:NavDwn

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Key:AppMenu

○

○

○

○

○

○

○

○

×

Key:Hold

○

○

○

○

○

○

○

○

×

Key:Feature1 ～
Key:Feature120

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Key:Session1 ～
Key:Session6

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Key:Applications

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Key:Contacts

Key URI

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Key:FixedFeature1 ○
Key:FixedFeature2 ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Key:FixedFeature3 ○

○

○

○

○

○

○

○

○

Cisco Unified IP Phone サービス アプリケーション開発ノート
OL-20949-01-J

5-3

第5章

内部 URI 機能

デバイス コントロール URI

表 5-2

Key URI とサポートする電話機のモデル （続き）

Key URI

7905G
7912G

7941G/7941G-GE、
7961G/7961G-GE、
7906G
7970G
6921、 9971、
7942G、7962G、
7911G
7921G 7940G 7945G、7965G、
7971G-GE 6941、 9951、
7931G 7920G 7925G 7960G IP Communicator 7975G
6961 8961

Key:NavBack

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Key:Release

○

○

○

○

○

○

○

○

○

サポートされていない Key URI と代替オプション
この項では、電話機のモデルでサポートされていない Key URI について説明し、サポートされていな
い Key URI に代替オプションがある場合は、代替オプションを示します。
表 5-3

サポートされていない Key URI と代替オプション

電話機のモ
デル

サポートされて
いない URI

9971, 9951,
8961

Key:Services

8900 シリーズおよび 9900 シリーズの IP Phone にはサービス ボタン
がありません。したがって、これらの電話機では「Key:Services」
URI はサポートされていません。アプリケーションから最後に起動
された XSI アプリケーションを閉じるには、「Init:Services」URI お
よび 「App:Close」URI を使用する必要があります。開いているア
プリケーションがない場合は、この要求による影響はありません。
また、Exit ソフトキーを押すと、アプリケーションが前の画面に移
動します。アプリケーションが最上位レベルにあるときは、アプリ
ケーションが閉じます。

9971, 9951,
8961

Key:Info

8900 シリーズおよび 9900 シリーズの IP Phone には、スタンドア
ローンのヘルプ アプリケーションがありません。ヘルプは、各アプ
リケーションのコンテキスト内で提供されます。

9971, 9951,
8961

Key:Directories 8900 シリーズおよび 9900 シリーズの IP Phone では、
Key:Directories URI の代わりに Key:Contacts URI が使用されま
す。これらの電話機では、Key:Contacts を使用して新しい連絡先ア

説明と代替オプション

プリケーションを起動できます。

9971, 9951,
8961

Key:Settings

8900 シリーズおよび 9900 シリーズの IP Phone には、単一の設定
アプリケーションがありません。したがって、これらの電話機では
Key:Settings URI はサポートされていません。
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表 5-3

サポートされていない Key URI と代替オプション （続き）

電話機のモ
デル

サポートされて
いない URI

9971, 9951,
8961

Key:AppMenu

8900 シリーズおよび 9900 シリーズの IP Phone では、
Key:AppMenu URI はサポートされていません。すべてのアプリ
ケーションは、Applications、Contacts、Messages などの個々の
Key URI を介してアクセスされます。

9971, 9951,
8961

Key:Hold

8900 シリーズおよび 9900 シリーズの IP Phone では、Key:Hold
URI はサポートされていません。

説明と代替オプション

標準的な固定機能を呼び出すために使用される相当の Key URI は、
次のとおりです。

• 転送を呼び出すには、Key:FixedFeature1 を使用します。
• 会議を呼び出すには、Key:FixedFeature2 を使用します。
• 保留を呼び出すには、Key:FixedFeature3 を使用します。

Display
Display URI は、電話機ディスプレイにカラー バックライトが装備された Cisco Unified IP Phones
（Cisco Unified IP Phone 7970G、7971G-GE など）だけで利用可能です。Display URI を使用すると、
バックライトをオンまたはオフにする時間を制御できます。
ただし、管理者またはユーザによって指定されたディスプレイ設定は、Display URI より優先されま
す。また、電話機のさまざまな状態（起動中、着信中、通話中、ユーザ入力中などの状態）も、
Display URI 設定より優先されます。

URI の書式
Display:State:Interval

引数の説明

State では、電話機ディスプレイをオンにするかオフにするかを指定します。また、デフォルトに設定
すると、ディスプレイが指定の状態に戻ります。

Interval では、（自動入力またはユーザ入力によって状態が変化しない限り）指定のディスプレイ状態
を維持する時間（分）を指定します。この値は、0 ～ 1440（分）までの整数で指定する必要がありま
す。この値を 0 に設定すると、自動入力またはユーザ入力によって状態が変化しない限り、指定のディ
スプレイ状態が無限に維持されます。
例：

• Display:Off:60：電話機ディスプレイは、1 時間（60 分間）オフのままになります。
• Display:On:10：電話機ディスプレイは、10 分間オンのままになります。
• Display:Off:0：電話機ディスプレイは、自動入力またはユーザ入力によって状態が変化しない限
り、オフのままになります。

• Display:Default：電話機ディスプレイは、その時刻の指定の状態に戻ります。
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XML 表示可能オブジェクトの URI
この項では、XML 表示可能オブジェクトの URI について説明します。

• SoftKey
• QueryStringParam

SoftKey
SoftKey URI を使用すると、電話機に組み込まれているソフトキー機能を実行できます。SoftKey URI
を使用すると、元の機能を保ったまま、ソフトキーの名前と Services ウィンドウおよび Directories
ウィンドウでのレイアウトをカスタマイズすることができます。

Softkey が電話機で実際に押されたのと同じように、XML オブジェクトの中で MenuItem、Softkey か
ら Softkey URI が機能します。
（注）

Softkey URI は、Execute オブジェクトではサポートされていません。

URI の書式
SoftKey:n

引数の説明

n は、次のソフトキーのいずれか 1 つです。
• Back
• Cancel
• Exit
• Next
• Search
• Select
• Submit
• Update
• Dial
• EditDial
• <<
表 5-4 に、各 XSI オブジェクト タイプで有効なソフトキー動作を示します。URI により、各キーに本
来割り当てられている機能が、オブジェクトのコンテキスト内で呼び出されます。
表 5-4

CiscoIPPhoneObject タイプで有効なソフトキー動作

IPPhoneObject1

Select Exit Update Submit Search << Cancel Next Dial

CiscoIPPhoneMenu

○

○

CiscoIPPhoneIconMenu

○

○

CiscoIPPhoneText

○

○

CiscoIPPhoneImage

○

○

EditDial
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表 5-4

CiscoIPPhoneObject タイプで有効なソフトキー動作 （続き）

IPPhoneObject1

Select Exit Update Submit Search << Cancel Next Dial

CiscoIPPhoneGraphicMenu

○

CiscoIPPhoneInput

EditDial

○
○

○2

CiscoIPPhoneDirectory

○

○
○

○

○3

○3

1. Softkey URI は、Execute オブジェクトでは使用できません。
2. Directories ボタンで使用する場合に限ります。
3. SoftKey:Dial と SoftKey:EditDial の URI を使用できるのは Directory オブジェクトに対してだけですが、Dial:xxx と
EditDial:xxx の URI は、任意の SoftKeyItem または MenuItem の URL として使用できます。詳細については、「テレフォニー
URI」（P.5-13）を参照してください。

新世代の 8900 / 9900 シリーズ IP Phone のディスプレイには、次の拡張機能があります。

• ソフトキーの位置が変更されました。左から順に、Exit が 1 つめのソフトキーになりました。2 つ
めは Submit/Select/Update/Next ソフトキー、最後が Delete ソフトキーとなります。
• サブメニュー画面では、<< または Exit ソフトキーではなく、戻る矢印アイコン（
れます。このアイコンは、1 つめ（左端）に配置されます。

）が使用さ

• 電話機の新しいウィンドウに、エラー メッセージ（XML 解析エラーまたは HTTP エラーなど）が
表示されます。

QueryStringParam
アプリケーション開発者は、QueryStringParam URI を使用することで、ユーザの操作手順を減らし、
より多くの情報を収集することができます。ユーザがソフトキーを使用して何らかの動作を実行する際
には、選択された MenuItem の URL にクエリー文字列パラメータを付加することができます。あるい
は、MenuItem によって指定されたクエリー文字列パラメータをソフトキーの URL に付加することが
できます。

URI の書式
QueryStringParam:d

引数の説明

d は対応する URL に付加されるデータです。
例 5-1

CiscoIPPhoneMenu オブジェクト内の QueryStringParam URI

<CiscoIPPhoneMenu>
<Title>Message List</Title>
<Prompt>Two Messages</Prompt>
<MenuItem>
<Name>Message One</Name>
<URL>QueryStringParam:message=1</URL>
</MenuItem>
<MenuItem>
<Name>Message Two</Name>
<URL>QueryStringParam:message=2</URL>
</MenuItem>
<SoftKeyItem>
<Name>Read</Name>
<URL>http://server/read.asp</URL>
</SoftKeyItem>
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<SoftKeyItem>
<Name>Delete</Name>
<URL>http://server/delete.asp</URL>
</SoftKeyItem>
</CiscoIPPhoneMenu>

例 5-1 は、CiscoIPPhoneMenu オブジェクトで QueryStringParam URI を使用する方法を示しています。
この CiscoIPPhoneMenu オブジェクトは、QueryStringParam URI が指定された 2 つの MenuItem を含
んでいます。ユーザが数字キーパッドを使用してこれらの MenuItem を選択した場合は、その項目に
カーソルが移動しますが、値が QueryStringParam URI であるため何も実行されません。
ユーザがいずれかのカスタム ソフトキーを押した場合は、現在選択されている MenuItem の URI 値が
ソフトキーの URL に付加されます。

1 つめの MenuItem を選択して Read ソフトキーを押した場合は、電話機が次の URL を生成します。
http://server//read.asp?message=1
例 5-2

数字キーパッドで項目を選択して URL を呼び出す場合

<CiscoIPPhoneMenu>
<Title>Message List</Title>
<Prompt>Two Messages</Prompt>
<MenuItem>
<Name>Messae One</Name>
<URL>http://server/messages.asp?message=1</URL>
</MenuItem>
<MenuItem>
<Name>Messae Two</Name>
<URL>http://server/messages.asp?message=2</URL>
</MenuItem>
<SoftKeyItem>
<Name>Read</Name>
<Position>1</Position><URL>QueryStringParam:action=read</URL>
</SoftKeyItem>
<SoftKeyItem>
<Name>Delete</Name>
<Position>2</Position><URL>QueryStringParam:action=delete</URL>
</SoftKeyItem>
</CiscoIPPhoneMenu>

Cisco Unified IP Phone では、いずれの方法でも QueryStringParam URI を実装できますが、例 5-2 は、
例 5-1 ほど効率的ではありません。アプリケーション ニーズに基づいた処理を行う上で最良の方法を
選択してください。
例 5-2 は、ユーザが数字キーパッドで項目を選択すると URL が呼び出される点で、若干の利点があり
ます。これにより、特定のデフォルト動作（この例では、メッセージの読み込み）を呼び出すことがで
きます。1 つめのメッセージを選択して Read ソフトキーを押した場合は、電話機が次の URL を生成
します。http://server/messages.asp?message=1&action=read

QueryStringParam URI を使用すると、生成する XML オブジェクトのサイズを小さくすることができ
ます。すべての MenuItem で URL の冗長な部分を繰り返す必要がないためです。
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マルチメディア URI
次の項では、マルチメディア URI について説明します。

• RTP ストリーミング
• Play
• Vibrate

RTP ストリーミング
サービス内の URI を使用して RTP ストリーミングを実行することができます。次のいずれかを指定す
ると、電話機に対して RTP ストリームの送信または受信を指示できます。

• RTPRx
• RTPTx
• RTPMRx
• RTPMTx

（注）

一部の Cisco Unified IP Phone モデルでは、ストリーミング URI よりも RTP ストリーミング API の使
用が推奨されます。「RTP ストリーミング API」（P.4-1）を参照してください。
サポートされている RTP ストリームの形式は次のとおりです。

• コーデック：G.711 mu-Law
• パケット サイズ：20 ミリ秒

CiscoIPPhoneError コードには次の種類があります。
• Error 1 = CiscoIPPhoneExecute オブジェクトの解析エラー
• Error 2 = CiscoIPPhoneResponse オブジェクトのフレーミング エラー
• Error 3 = 内部ファイル エラー
• Error 4 = 認証エラー
コール ストリーミングとの相互作用について

• 既存の Tx URI ストリームは、新規のコールが開始されるか、既存のコールが再開される場合に終
了します。

• コールがアクティブの際に受信された Tx URI ストリーム要求は、errorNo=4 unauthorized で拒
否されます。コールが Held 状態（接続されているがアクティブにストリーミングしていない）の
場合、Tx URI 要求は受け入れられますが、コールが再開される場合には終了されます。

（注）

errorNo=4 を返すことで、アプリケーションではこのエラーを通常の errorNo=1 busy 応答と

区別できます。

• 既存の Rx URI ストリームは、新規のコールが開始されるか、既存のコールが再開される場合に終
了します。
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ユーザには、コールとは無関係な Rx URI ストリームを終了する明示的なメカニズムはありませ
ん。したがって、Rx ストリームが自動的に終了されない場合、その再生が継続されます。たとえ
ば、ユーザがインターネット ラジオ フィードを聞いている際に着信コールを受けたとします。
ユーザがコールに応答すると、インターネット ラジオ XSI アプリケーションは閉じられるか、最
小化されます。これ以外、ユーザには音楽ストリームを停止するためのわかりやすい方法はありま
せん。

• アクティブなコール中に受信された新規の Rx URI ストリーム要求は受け入れられますが（ウィス
パー）、URI の音量パラメータは無視されます。

Rx URI 要求がプッシュを介して実行される場合、プッシュ Priority アトリビュートの使用とスト
リームの停止および開始に対する責任は、関連付けられたアプリケーションにあります。
ユーザがアプリケーションを介して Rx URI を開始する場合、現在のコールへの音声の混合をユー
ザが懸念する必要はあまりありません。ただし、必要な場合にはアプリケーションを停止するため
のオプションも与えられる必要があります。

• Rx URI の場合、Mute インジケータ ライトは次の条件がどちらも満たされた場合にだけ点灯しま
す。

– コールまたは XML サービス ストリームからのアクティブな送信ストリームが存在しない。
– アクティブな受信ストリームが少なくとも 1 つは存在する。
たとえば、アクティブなコールが Rx URI ストリームがアクティブな間に終了または保留された場
合、Mute インジケータが点灯します。

• Rx または Tx URI 要求が受信され、その方向にアクティブな XML サービス ストリームがすでに
存在する場合、errorNo=1 Tx/Rx is already active の応答が返されます。以前のストリームは、
新規のストリームが開始される前に（ユーザまたは RTP Stop URI によって）終了される必要があ
ります。
電話機が現在ビジーの場合、この応答によってアプリケーションに可視性が提供されます。既存の
ストリームを終了し、新規のストリームを開始するかどうかについて、電話機のファームウェアに
よる制御ではなく、アプリケーションによる判断がこの応答によって可能になります。

RTPRx
RTPRx は、ユニキャスト RTP ストリームの受信、あるいはユニキャストまたはマルチキャスト RTP
ストリームの受信停止を電話機に指示する URI です。

URI の書式
RTPRx:i:p:v
RTPRx:Stop

引数の説明

i は、ストリームの発信元の IP アドレスです。
p は、RTP ストリームを受信する UDP ポートです。この引数には、10 進数で 20480 ～ 32768 の範囲
内にある偶数のポート番号を指定する必要があります。ポートが指定されていない場合は、プッシュ要
求の開始時に電話機自体がポートを選択し、そのポート番号が返されます。

Stop は、チャネル 1 でアクティブな RTP ストリームの受信を停止するパラメータです。
v は、ストリームの再生音量を制御するための音量設定です（オプション）。デバイスの最大音量レベル
に対するパーセンテージを 0 ～ 100 の範囲内で指定します。指定されたパーセンテージが、電話機でサ
ポートされた音量レベル設定の中で最も近い値に変換されて、その設定が使用されます。初期の音量レ
ベルが設定されてストリームが開始された後は、手動で音量レベルを変更できます。オプションの音量
パラメータが指定されていない場合は、電話機の現在の音量設定がデフォルトとして使用されます。
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RTPTx
RTPTx URI は、ユニキャスト RTP ストリームの送信、またはユニキャストおよびマルチキャスト RTP
ストリームの送信停止を電話機に指示するために使用される URI です。

URI の書式
RTPTx:i:p
RTPTx:Stop

引数の説明

i は、RTP ストリームの送信先の IP アドレスです。
p は、RTP ストリームの送信に使用する UDP ポートです。この引数には、10 進数で 20480 ～ 32768
の範囲内にある偶数のポート番号を指定する必要があります。

Stop は、チャネル 1 でアクティブな RTP ストリームの送信を停止するパラメータです。

RTPMRx
RTPMRx は、マルチキャスト RTP の受信を電話機に指示する URI です。

URI の書式
RTPMRx:i:p:v

引数の説明

i は、RTP ストリームを受信するマルチキャスト IP アドレスです。
p は、RTP ストリームを受信するマルチキャスト UDP ポートです。この引数には、10 進数で 20480
～ 32768 の範囲内にある偶数のポート番号を指定する必要があります。
v は、ストリームの再生音量を制御するための音量設定です（オプション）。デバイスの最大音量レベル
に対するパーセンテージを 0 ～ 100 の範囲内で指定します。指定されたパーセンテージが、電話機でサ
ポートされた音量レベル設定の中で最も近い値に変換されて、その設定が使用されます。初期の音量レ
ベルが設定されてストリームが開始された後は、手動で音量レベルを変更できます。オプションの音量
パラメータが指定されていない場合は、電話機の現在の音量設定がデフォルトとして使用されます。

RTPMTx
RTPMTx は、マルチキャスト RTP ストリームの送信を電話機に指示する URI です。

URI の書式
RTPTx:i:p

引数の説明

i は、RTP ストリームの送信先のマルチキャスト IP アドレスです。
p は、RTP ストリームの送信に使用するマルチキャスト UDP ポートです。この引数には、10 進数で
20480 ～ 32768 の範囲内にある偶数のポート番号を指定する必要があります。
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Play
Play は、TFTP サーバから音声ファイルをダウンロードして、電話機のスピーカから音声を再生する
URI です。このメカニズムは、呼び出し音ファイルの再生にも使用されます。ファイルの形式も同一
です。Play URI は、Ringlist.xml に記述されているファイルの再生にも、記述されていないファイルの
再生にも使用できます。電話機に MWI ライトが装備されている場合は、音声ファイルの再生中に点滅
して、視覚による警告も行われます。

（注）

Play URI は同期要求です。要求が HTTP を介して電話機にプッシュされる場合、HTTP 応答
（CiscoIPPhoneResponse オブジェクト）は再生が完了するまで返されません。
着信コールとのインタラクション

Play URI と着信コール（呼び出し）には、DSP 呼び出し音リソースへの同等のプライオリティ アクセ
スがあり、次のインタラクションが生じます。

• Play URI が現在再生中の場合、着信コール（呼び出し）は、Play URI に割り込み優先処理はされ
ません。Play URI による再生が先に終了します。
• 電話機が呼び出し中であり、Play URI 要求が電話機に送信される場合、Play URI の実行は電話機
の呼び出しが停止する（DSP 呼び出し音リソースが使用可能になる）まで保留されてから、Play
URI が再生されます。

URI の書式
Play:f

引数の説明

f は、TFTP パスにある raw 音声ファイル（Play:Classic2.raw など）のファイル名です。7920G、
7921G、および 7925G の場合、Play:vibrate と指定することで IP Phone を振動させることができます。
呼び出し音の音声ファイルは、Cisco Unified IP Phone で適切に再生するために次の要件を満たす必要
があります。

• Raw PCM（ヘッダーなし）。
• 毎秒 8000 回のサンプリング。
• 1 サンプルにつき 8 ビット。
• uLaw 圧縮。
• 最大呼び出し音サイズ：16080 サンプル。
• 最小呼び出し音サイズ：240 サンプル。
• 呼び出し音のサンプル数は 240 で割り切れる。
• 呼び出し音はゼロ交差で開始し、終了する。
カスタムの電話呼び出し音用 PCM ファイルを作成するには、これらのファイル形式要件をサポートす
る任意の標準音声編集パッケージを使用できます。

Cisco Unified IP Phone サービス アプリケーション開発ノート
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Vibrate
Vibrate URI は Cisco Unified IP Phone 7920G、7921G、および 7925G ワイヤレス電話機のモデルで使
用可能です。Vibrate URI を使用すると、Play URI で音声アラートを再生するのと類似した方法で、
サードパーティ製のアプリケーションからサイレント アラートのための電話機のバイブレーション機
能を呼び出せます。Vibrate パラメータが指定されていない場合やデバイスでカスタムの Vibrate シー
ケンスをサポートできない場合、デバイスによってデフォルトの Vibrate シーケンスが実行されます。

URI の書式
Vibrate:vibrateDuration:silenceDuration:count

引数の説明

vibrateDuration：バイブレーション状態がオンである時間（ミリ秒）。この値は、0 ～ 65536（ミリ
秒）の範囲の整数で指定する必要があります。
silenceDuration：バイブレーション状態がオフである時間（ミリ秒）。この値は、0 ～ 65536（ミリ
秒）の範囲の整数で指定する必要があります。
count：バイブレーションのオンとオフのシーケンスを繰り返す回数。
例：

• Vibrate:1000:0:1 では、1 秒間の単発バイブレーションが開始されます。
• Vibrate:500:1500:5 では、500 ミリ秒間のバイブレーションの後の 無音状態 1500 ミリ秒間が、5
回繰り返されます。

テレフォニー URI
次の項では、テレフォニー URI について説明します。

• Dial
• EditDial
• SendDigits

Dial
Dial は、指定された番号への新規コールを開始する URI です。Dial URI がメニュー項目の中にあり、
そのメニュー項目が選択され、デバイスがオフ フックになるとこの URI が呼び出されます。
Dial URI をアクティブにするには、次のいずれかを使用します。
• 回線ボタン
• スピーカ ボタン
• ヘッドセット ボタン
• 受話器フック スイッチ
• 通常のメニュー項目
• ソフトキーによる項目選択

URI の書式
Dial:{dialSequence}[:{useAppUI}:{applicationId}[:audibleFeedback]]
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引数の説明

dialSequence は、送信する DTMF 番号のシーケンスです。カンマは、1 秒間の休止を示します。
値のタイプ：文字列型。
値：minLength=0、maxLength なし。0123456789#*ABCD だけを使用可能。
デフォルト値：該当なし。

useAppUI では、コールでこのアプリケーションをユーザ インターフェイスとして使用するかどうか
を指定します。値を true にすると、コールが発信されたときに Call UI アプリケーションに切り替わる
代わりに、このアプリケーションを UI として使用し続けることができます。appId の指定は必須です。
指定しない場合、このパラメータは無効となり、常に false になります。
値のタイプ：ブール型。
値：0（false）または 1（true）。
デフォルト値：0

applicationId は、コールを要求する XSI Web アプリケーションの固有の名前です。
値のタイプ：文字列型。
値：minLength=1、maxLength なし、セミコロンは使用不可。Company/Product の形式で表記。
デフォルト値：Nil（このダイアル要求は、いずれのアプリケーションとも関連付けられないことを意
味します）。

audibleFeedback = DTMF 番号のダイヤル時にユーザへのオーディオ フィードバックを行うかどうか
を指定します。
値のタイプ：ブール型。
値：0、1（0=false、1=true）。
デフォルト値：1

EditDial
EditDial は、指定された電話番号を編集するための URI です。EditDial URI がメニュー項目の中にあ
り、そのメニュー項目が選択されると、この URI が呼び出されます。
EditDial URI をアクティブにするには、次のいずれかを使用します。
• 回線ボタン
• スピーカ ボタン
• ヘッドセット ボタン
• 受話器フック スイッチ
• 通常のメニュー項目
• ソフトキーによる項目選択

URI の書式
EditDial:n

引数の説明

n は、編集対象となる番号（EditDial:1000 など）です。
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SendDigits
SendDigits は、現在アクティブな（ストリーミング）コールのメディア ストリーム内のバンドで、指
定した DTMF 番号のシーケンスを送信するよう電話機に指示する URI です。
ユーザへのオーディオ フィードバックは、有効または無効にすることができます。特定のアプリケー
ションに関連付けられたコールにだけ DTMF 番号が送信されるように、オプションのアプリケーショ
ン ID を指定することもできます。

URI の書式
SendDigits:dtmfSequence:audibleFeedback::applicationId

引数の説明

dtmfSequence は、送信する DTMF 番号のシーケンスです。値には、0123456789#*ABCD だけを指
定できます。

audibleFeedback は、DTMF 番号の入力時にユーザへのオーディオ フィードバックを行うかどうかを
指定します。値には、0（false）または 1（true）を指定します。
applicationId は、DTMF 番号を受信する必要があるコールに関連付けられた、アプリケーションの
ID です（オプション）。値は 0 ～ 64 文字の範囲で指定する必要があります。コロンを含めることはで
きません。デフォルト値はヌルで、アプリケーションの関連付けに関係なく、常にアクティブなコール
で DTMF 番号を受信します。
例：

• テレホン カード サービス（米国）を使用する場合は、次の手順でコールを発信します。
1. 800 テレホン カード サービスに接続します（Dial URI を使用します）。
2. アプリケーションがコールの接続を待機します。
3. 接続先番号をダイヤルします。このアプリケーションから番号をダイヤルできます。
4. 2 秒間休止します。
5. テレホン カード番号をダイヤルします。
6. 1 秒間休止します。
7. PIN 番号をダイヤルします。
<CiscoIPPhoneExecute>
<ExecuteItem URL="Dial:918005551212:1:Cisco/Dialer"/>
</CiscoIPPhoneExecute>
<CiscoIPPhoneExecute>
<ExecuteItem URL="SendDigits:6185551212,,987654321,1234:1:Cisco/Dialer"/>
</CiscoIPPhoneExecute>

エラーと応答

SendDigits URI が Execute オブジェクトを通じて呼び出されると、ResponseItems 内の標準の URI
Status と Data 値を使用します。
条件

ステータス

データ

実行に成功

0（成功）

Success

URI 構文が無効

1（解析エラー） Invalid URI
6（内部エラー） URI not found

URI がサポート対象外
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条件

ステータス

現在アクティブな（ストリーミング）コールが存在し
ないため、URI を実行できない

6（内部エラー） No Active Call

データ

現在アクティブな（ストリーミング）コールが指定さ
れたアプリケーションに関連付けられていないため、
URI を実行できない

6（内部エラー） No Active Call for
Application

その他の一時的な問題により、電話機が一時的に URI
を実行できない

6（内部エラー） <Failure>

アプリケーション管理 URI
次の項では、アプリケーション管理 URI について説明します。

• Init
• Notify
• Application

Init
Init は、引数で指定された機能またはデータの初期化をアプリケーションに指示する URI です。

URI の書式
Init:o

引数の説明

o はオブジェクト名です。
有効なオブジェクト名：

Init:CallHistory URI を受け取ると、電話機に保存された内部のコール履歴ロ
グがクリアされます。この動作により Missed Calls、Received Calls、Placed Calls が初期化されます。
AppStatus： 電話機上で表示されている CiscoIPPhoneStatus および CiscoIPPhoneStausFile をクリアし
ます。
CallHistory：電話機が

Init:Services URI を受け取ると、Services アプリケーションが閉じられます。
Services が現在開いていない場合、影響はありません。
Services：電話機が

Init:Messages URI を受け取ると、Messages アプリケーションが閉じられます。
Messages が現在開いていない場合、影響はありません。
Messages：電話機が

Directories：電話機が Init:Directories URI を受け取ると、Directories アプリケーションが閉じられ
ます。Directories が現在開いていない場合、影響はありません。

Notify
Notify URI は、バックエンド アプリケーションへのネットワーク通知を発行します。この機能は、ア
クション ハンドラ（表示可能 XSI オブジェクトおよび RTP ストリーム）をサポートする XSI オブジェ
クトを使用する場合に便利です。たとえば、Notify URI を使用して、XSI アプリケーションが閉じら
れたとき、または RTP ストリームが終了したときに、バックエンド アプリケーションに通知を送信で
きます。
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また、ソフトキーやメニュー項目など、一般的な URI を使用できるほとんどのフィールドで Notify
URI を指定することもできます。たとえば、ソフトキーまたはメニュー項目から Notify URI を呼び出
して、音声ストリームの状態やその他の非表示のリソースを操作するなど、インターフェイスの変更が
不要なバックエンド イベントを起動できます。Notify URI は、QueryStringParam URI と組み合わせて
使用できます。たとえば、QueryStringParam データのコンテンツをそのまま Notify URI データとして
使用できます。

Notify URI は XSI アプリケーション セッションに対応していないため、HTTP cookie やセッション情
報は含まれていません。したがってバックエンド アプリケーションは、HTTP cookie またはセッショ
ン情報を使用して、クライアントまたはアプリケーションを一意に識別できません。代わりに、アプリ
ケーションは Notify パスまたはデータ フィールドに必要な情報を組み込むか、またはデータ フィール
ドを空にして、特定のイベント ハンドラが提供するデフォルトの情報を使用する必要があります。

（注）

Notify URI は、Execute オブジェクトではサポートされていません。

URI の書式
Notify:protocol:host:port:path:credentials:data

引数の説明

protocol は、Notify 接続に使用するネットワーク プロトコルです。HTTP プロトコルだけがサポート
されています。

host は、通知を受信するように指定されたネットワーク ホストです。値には、ホスト名または IP アド
レスを指定する必要があります。
port は、Notify 接続に使用するネットワーク ポートです。1 ～ 65535 の範囲の値を指定する必要があ
ります。

path は、プロトコル固有情報です。値には、コロンまたはセミコロンを含めることはできません。
credentials は、サーバへの認証に使用する、プロトコル固有クレデンシャルです（オプション）。
HTTP の場合は、userid:password を base64 でエンコードした値です。値には、コロンまたはセミコ
ロンを含めることはできません。クレデンシャル パラメータが指定されていないか、またはヌルの場
合は、要求に認証ヘッダが追加されません。HTTP 通知サービスは要求を 3 回再試行し、失敗した場合
はエラー メッセージを記録します。

data は、アプリケーション固有のイベント データです（オプション）。値にはセミコロンを含めること
はできません。
例：

• クレデンシャルなし、データありの RTP onStreamStopped イベント ハンドラからの呼び出し：
Notify:http:myserver:8080:path/streamhandler?event=stopped:
:myStreamStoppedData
HTTP POST /path/streamhandler?event=stopped HTTP/1.1
Accept: */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=”UTF-8”
Host: myserver:8080
Content-Length: 23
DATA=myStreamStoppedData

• クレデンシャルなし、データなしの RTP onStreamStopped イベント ハンドラからの呼び出し：
Notify:http:server:8080:path/streamhandler?event=stopped
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HTTP POST /path/streamhandler?event=stopped HTTP/1.1
Accept: */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=”UTF-8”
Host: myserver:8080
Content-Length: 40
DATA=<notifyStreamStopped id=”stream1”/>

• クレデンシャルあり、データありの SoftKey からの呼び出し：
Notify:http:myserver:8080:path/streamhandler?event=stopped:
8fh4hf7s7dhf :myStreamStoppedData
HTTP POST /path/streamhandler?event=stopped HTTP/1.1
Accept: */*
Authorization: Basic 8fh4hf7s7dhf
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=”UTF-8”
Host: myserver:8080
Content-Length: 23

• クレデンシャルなし、データなしの SoftKey からの呼び出し：
Notify:http:server:8080:path/streamhandler?event=stopped
HTTP POST /path/streamhandler?event=stopped HTTP/1.1
Accept: */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=”UTF-8”
Host: myserver:8080
Content-Length: 5

• QueryStringParam URI を指定した SoftKey からの呼び出し：
<CiscoIPPhoneMenu>
<MenuItem>
<Name>Voicemail1</Name>
<URL>QueryStringParam:id=1</URL>
</MenuItem>
<MenuItem>
<Name>Voicemail2</Name>
<URL>QueryStringParam:id=2</URL>
</MenuItem>
<SoftKeyItem>
<Name>Play</Name>
<URL>Notify:http:vmailSrvr:8080:path/play</URL>
</SoftKeyItem>
</CiscoIPPhoneMenu>

Play ソフトキーが押されたときに Voicemail2 メニュー項目が選択されていた場合は、次の通知が
送信されます。
HTTP POST /path/play HTTP/1.1
Accept: */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=”UTF-8”
Host: vmailSrvr:8080
Content-Length: 9
DATA=id=2
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Application
Application URI は、アプリケーション管理 API のコンポーネントです。この API により、コール
モードとアプリケーション モード間の受け渡しが改善されます。Application URI を使用すると、アプ
リケーションはアプリケーションまたはウィンドウの状態変更を要求できます。アプリケーションは
フォーカスの変更、アプリケーションの最小化、またはクローズを要求できます。

（注）

アプリケーション管理 API のコンポーネントには、この他にアプリケーション管理イベント ハンドラ
があります。詳細については、「アプリケーション イベント ハンドラ」（P.3-23）を参照してください。

Application URI 要求が発行されると、その要求には（アプリケーション コンテキストだけではなく）
特定のアプリケーションが関連付けられており、その特定のアプリケーションだけが処理を実行できま
す。表示可能 XML オブジェクトの appId パラメータで指定されたアプリケーションは、処理が要求
された時点でアクティブであることが必要です。アクティブでない場合は、エラーが返されます。
これにより、開いているがアクティブではない（アプリケーションの「スタック」に埋もれている）ア
プリケーションのコンテキスト全体が閉じられ、その結果アクティブなアプリケーションも閉じられる
ということがなくなり、ユーザとアプリケーションとのインタラクションに支障をきたすことがなくな
ります。また、アプリケーションが閉じるか非アクティブになった場合は（たとえば、ユーザがアプリ
ケーションから移動した、または新しいアプリケーションがコンテキストにプッシュされた場合）、保
留中の Application URI 要求が即座にキャンセルされます。

（注）

6900 シリーズの IP 電話は、ハードキー マッピングのため Application URI をサポートしませ
ん。

URI の書式
App:action:priority:idleTimer:applicationId

引数の説明

action は、アプリケーションが実行する処理です。次の値を指定します。
• RequestFocus：アプリケーション管理に対して、このアプリケーションを含むアプリケーション
コンテキスト（ウィンドウ）をフォーカス（最大化）するための要求を発行します。この要求が必
ず処理されることは保障されません。より優先順位の高いアプリケーションによって、実際にはこ
のアプリケーションがフォーカスを取得できない場合があります。実際にフォーカスを取得したタ
イミングを知るには、アプリケーションは onAppFocusGained イベント ハンドラを使用する必要
があります（「アプリケーション イベント ハンドラ」（P.3-23）を参照）。

– 要求されたアプリケーションが開いているが現在はアクティブではない場合、この要求は失敗
します（エラー応答）。

– アプリケーションがすでにフォーカスを取得している場合は、この要求による影響はありませ
ん。

• ReleaseFocus：アプリケーション管理に対して、別のアプリケーション コンテキストにフォーカ
スを渡すための要求（実際には、「背面に移動」要求）を発行します。実際にフォーカスを失った
タイミングを知るには、アプリケーションは onAppFocusLost イベント ハンドラを使用する必要
があります（「アプリケーション イベント ハンドラ」（P.3-23）を参照）。

– アプリケーションがフォーカスを取得していない場合は、この要求による影響はありません。
– 他に開いた状態の（フォーカスを受け取ることができる）アプリケーションが存在しない場
合、このアプリケーションがフォーカスを保持します。
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• Minimize：アプリケーション管理に対して、このアプリケーションを含むアプリケーション コン
テキストを最小化するための要求を発行します。この要求により、アプリケーションは（最終的
に）必ず最小化されます。この URI の実行時にアプリケーションにフォーカスがある場合は、ま
ず onAppFocusLost イベント ハンドラが呼び出され、次に onAppMinimize ハンドラが呼び出され
ます（「アプリケーション イベント ハンドラ」（P.3-23）を参照）。

– 要求されたアプリケーションが開いているが現在はアクティブではない場合、この要求は失敗
します（エラー応答）。

– アプリケーションがすでに最小化されている場合は、この要求による影響はありません。
• Close：アプリケーション管理に対して、このアプリケーションを含むアプリケーション コンテキ
ストを閉じるための要求を発行します。

– 要求されたアプリケーションが開いているが現在はアクティブではない場合、この要求は失敗
します（エラー応答）。この要求により、アプリケーション コンテキスト（およびコンテキス
ト内のすべてのアプリケーション）は閉じられます。

– この URI の実行時にアプリケーションにフォーカスがある場合は、まず onAppFocusLost イ
ベント ハンドラが呼び出され、次に onAppClosed イベント ハンドラが呼び出されます。

priority は、処理を実行する優先順位です。次の値を指定します。
• 0：ユーザが電話機とやりとりをしていても、即座に実行します。この優先順位は、Application
URI がアプリケーション管理 イベント ハンドラに含まれている場合は無効です（「アプリケーショ
ン イベント ハンドラ」（P.3-23）を参照）。
• 1：ユーザと電話機とのやりとりが完了したときに実行します。
• 2：ユーザが電話機とやりとりをしていない場合にだけ実行します。

idleTimer は、実行前に必要な電話機またはアプリケーションのアイドル状態の時間（秒）です。値は
10 ～ 86400（秒）の範囲で指定する必要があります。デフォルトは 60 秒です。priority=0 の要求で
は、idleTimer 値は影響しません。アプリケーション コンテキストで表示可能オブジェクトが変更され
ると、保留中のタイマーはすべてキャンセルされます。

applicationId は、処理を実行する必要があるアプリケーションの ID です（オプション）。値は 1 ～ 64
文字の長さで指定する必要があります。また、コロンを含めることはできません。デフォルト値は、
URI が定義されている表示可能オブジェクトのアプリケーションです。

（注）

Application URI が ExecuteItem で使用されている場合は、要求のアプリケーション コンテキ
ストを推定できないため、applicationId を指定する必要があります。

エラーと応答

Application URI 要求はすべて非同期です。そのため、URI が正常に解析され、指定されたアプリケー
ションが有効で、現在コンテキスト内でアクティブだったことを判断できるのは戻り値だけです。実際
の状態変更は、イベント ハンドラを介して非同期にアプリケーションに通知されます。
条件

ステータス

データ

実行に成功

0（成功）

Success

URI 構文が無効

1（解析エラー） Invalid URI
6（内部エラー） Unknown Application ID

不明なアプリケーション ID
現在アクティブではないアプリケーションの状態変更
の要求

6（内部エラー） Application is not Active
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6

HTTP 要求およびヘッダーの設定
Cisco Unified IP Phone は、HTTP を使用して外部アプリケーションと通信します。電話機のファーム
ウェアには、要求を発行するための HTTP クライアントと、要求を受信するための HTTP サーバの両
方が含まれています。この章では、HTTP インターフェイスの機能について説明します。
この章は次の項で構成されています。

• HTTP クライアント要求（HTTP GET）
• HTTP サーバ要求（HTTP POST）
• HTTP ヘッダーの設定
• IP Phone クライアントの機能の識別
• Accept ヘッダー
• IP Phone 情報へのアクセス

HTTP クライアント要求（HTTP GET）
HTTP クライアント要求は、次のように処理されます。
1. Cisco Unified IP Phone HTTP クライアントが、指定された URL に対して HTTP GET を実行する。
2. HTTP サーバが要求を処理して、XML オブジェクトまたはプレーン テキストを返す。
3. 電話機が、サポートされている HTTP ヘッダーを処理する。
4. ContentType が text/xml である場合、電話機が XML オブジェクトを解析する。
5. 電話機がユーザにデータやオプションを提示する（CiscoIPPhoneExecute オブジェクトの場合は、
URI の実行を開始する）。

HTTP サーバ要求（HTTP POST）
電話機への HTTP サーバ要求は、HTTP POST を通じて次のように発行されます。

1. サーバが電話機の URL に対する応答として、http://x.x.x.x/CGI/Execute（x.x.x.x の部分は、宛先
となる Cisco Unified IP Phone の IP アドレス）の形式で HTTP POST を実行する（URL の大文字
と小文字は区別される）。
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ここで送信されるフォームには、適切な XML オブジェクトを指定する「XML」という名前の
フォーム フィールドが含まれている必要があります（フィールド名の大文字と小文字は区別され
ます）。サーバは、HTTP POST を実行するたびに、POST を使用して基本的な HTTP 認証情報を
送信する必要があります。送信する必要がある認証情報は、目的の電話機に関連付けられているグ
ローバル ディレクトリ内のユーザの認証情報です。
認証情報が無効な場合、または認証 URL が Cisco Unified Communications Manager の管理で正し
く設定されていない場合、電話機からは値 4 の CiscoIPPhoneError（認証エラー）が返され、処理
は停止します。

2. 電話機が、サポートされている HTTP ヘッダーを処理する。
3. 電話機が、XML オブジェクトの構文解析と検証を行う。
4. 電話機がユーザにデータやオプションを提示する（CiscoIPPhoneExecute オブジェクトの場合は、
URI の実行を開始する）。

ヒント

HTTP POST オブジェクトのサイズは、512 バイトまでに制限されます。この制限を超えるオブジェク
ト（イメージなど）は、HTTP GET でしか電話機に送信できません。したがって、サーバ アプリケー
ションを通じて大きなオブジェクトを電話機にプッシュする場合は、間接的な方法をとる必要がありま
す。つまり、大きなオブジェクトの URL が指定された ExecuteItem を含む Execute オブジェクトを電
話機にプッシュする必要があります。

（注）

JTAPI でも、XML オブジェクトを IP Phone に直接プッシュできます。また、JTAPI を使用してオブ
ジェクトをプッシュする場合は認証が不要という利点があります（JTAPI 接続自体がすでに認証済みで
あるため）。このオプションは、（CTI 接続のオーバーヘッドがすでに要件となっている）既存の CTI
アプリケーションに XML サービス インターフェイスを追加する場合に特に便利です。JTAPI を使用
してプッシュされるオブジェクトのサイズも 512 バイトまでに制限されます。詳細については、
『Cisco Unified Communications Manager JTAPI Developer Guide』を参照してください。

HTTP ヘッダーの設定
次のリストに、Cisco Unified IP Phone サービスの HTTP ヘッダー要素の定義を示します。

• 「Refresh」：リフレッシュ時間（秒単位）および URL を設定します。
– 時間が設定されていない場合、または時間がゼロの場合は、手動に設定されます。
– URL が設定されていない場合は、現在の URL が使用されます。
「HTTP の Refresh 設定」（P.6-3）を参照してください。

• 「ContentType」：送信された MIME Type を電話機に通知します。「MIME Type およびその他の
HTTP ヘッダー」（P.6-4）を参照してください。
• 「Expires」：ページの有効期限が切れる日付と時刻を GMT で設定します。
ロードされる前に期限切れになったページは、電話機の URL スタックに追加されません。電話機
はコンテンツをキャッシュしません。詳細については、「コンテンツの期限ヘッダーの設定」
（P.6-5）を参照してください。

• 「Set Cookie」：「Set-Cookie ヘッダーの設定」（P.6-5）を参照してください。
• 「HTTP エンコーディング ヘッダーの設定」（P.6-6）

Cisco Unified IP Phone サービス アプリケーション開発ノート

6-2

OL-20949-01-J

第6章

HTTP 要求およびヘッダーの設定
HTTP ヘッダーの設定

HTTP の Refresh 設定
HTTP サーバから送信されるすべてのページには HTTP ヘッダーがあり、その中に Refresh の設定が含
まれる場合があります。この設定は、2 つのパラメータ（時間（秒単位）と URL）で構成されます。
これら 2 つのパラメータは、秒数のパラメータで指定された時間だけ待機した後、URL のパラメータ
で指定されたデータを取得するよう、受信側に指示します。

Cisco Unified IP Phone HTTP クライアントは、この設定を正しくサポートしているので、サービスを
開発する際に大変便利です。これを利用して、一定時間が経過した後に、現在表示されている XML オ
ブジェクトを新しいページに切り替えることができます。
図 6-1 に、リフレッシュ設定の使用例を示します。このサンプル ページでは、シスコシステムズの現
在の株価が表示されます。

1. スプラッシュ画面に Yahoo のロゴが表示されます。
2. 数秒後、シスコ社株の数値指標が表示されます。
3. 最後に、シスコ社株の 1 日の価格推移を示すグラフが表示されます。その後、2 と 3 の画面が交互
に表示されます。
図 6-1

Refresh の表示サンプル

時間のパラメータを指定すると、自動的に表示を切り替えることができるので、ユーザの操作とは無関
係に画面を更新することができます。ただし、ユーザはどの画面が表示されているときでも、Update
ソフトキーを押してリロードを強制的に実行することができます。また、ヘッダーの時間パラメータが
0 に設定されている場合は、ページのリロードが自動的に実行されません。その場合は、Update ソフ
トキーが押された場合にだけ、表示が次のページに切り替わります。Refresh URL が指定されていな
い場合は、現在のページがリロードされます。
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MIME Type およびその他の HTTP ヘッダー
MIME Type などの形式指定項目が含まれるページの配信は特に難しくありませんが、Web サーバに関
する専門知識がある程度必要になります。次のコード（Microsoft IIS および ASP とともに使用する
JavaScript の一部）は、それらの値を数行で設定しています。
<%@ Language=JavaScript %>
<%
Response.AddHeader( "Refresh",
"3; url=http://services.cisco.com/s/q.asp");
Response.ContentType = "text/xml";
//
// Additional page content here
//
%>

通常は、.xml ファイル拡張子への関連付けを行うだけで、あらゆる Web サーバのページの MIME
Type を設定することができます。方法については、Web サーバのマニュアルを参照してください。こ
の作業を行うと、スクリプトを書かずに静的ページを配信することが可能になります。
サポートされている他の HTTP ヘッダーを使用して動的なコンテンツを配信する場合は、任意のプロ
グラミング言語による HTTP ヘッダーの生成方法を習得する必要があります。また、Web サーバ上の
Common Gateway Interface（CGI; コモン ゲートウェイ インターフェイス）やスクリプトへのアクセ
ス権も必要になります。

音声クリップ
MIME Type を「audio/basic」に設定すると、Web サーバから電話機に音声クリップを配信できます。
この MIME Type が使用されると、Cisco Unified IP Phone のカスタムの電話呼び出し音に使用するの
と同じフォーマットの素材の音声データを応答の本文に含める必要があります。『Cisco Unified
Communications Manager Features and Services Guide』の「Custom Phone Rings」の章を参照してく
ださい（オンライン ヘルプでも提供されています）。

（注）

5 秒を超える音声ファイルは使用しないでください。
次の ASP スクリプトのサンプルを実行すると、MIME Type が設定され、#include コマンドで指定さ
れたファイルが配信されます。
<%@ Language=JavaScript%>
<%
Response.ContentType = "audio/basic";
%><!--#include file="filename.raw" --><% Response.End();%>

音声を再生する場合にスクリプトを使用して MIME ヘッダーを生成すると、Refresh ヘッダーも指定
することができ、電話機を次の URL に移動させることができるので、利点があります。通常は、.xml
または .raw ファイル拡張子への関連付けを行うだけで、あらゆる Web サーバのページの MIME Type
を設定できます。方法については、Web サーバのマニュアルを参照してください。この作業を行うと、
スクリプトを書かずに静的ページを配信することが可能になります。
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コンテンツの期限ヘッダーの設定
期限ヘッダーを使用すると、電話機の URL 履歴に追加される URL を制御することができます。この
動作は一般的な Web ブラウザと若干異なりますが、同様の機能を実行するために実装されています。
同じ URL を 2 回以上呼び出せないようにするには、[ 戻る ] ボタンの機能を無効にします。
この機能を使用すると、電話機に送信された任意のページのコンテンツを期限切れにすることができま
す。ユーザが Exit ソフトキーを押すと、ロード時に期限切れにならなかった最後の URL に移動しま
す。現時点で最新のデータではなく、URL が要求された時点で最新のデータがロードされるという点
が、一般的なブラウザとは異なります。この機能を利用するには、最初にロードされた時点でページを
期限切れにするために、未来の日時を設定しないようにします。
次の例は、コンテンツを有効期限切れにする方法を示しています。
Content-Type: text/xml; charset=UTF-8
Expires: Thu, 01 Dec 1994 00:00:00 GMT

Set-Cookie ヘッダーの設定
「cookie」とは、Web サーバがクライアントに特定のデータを提供しておいて、各要求とともにクライ
アントからデータを返してもらうメカニズムを意味する用語です。cookie には、通常次の 2 種類の使
用方法があります。

•

Web サイトが一意の識別子または他の情報のどちらかまたは両方をクライアントのファイル シス
テムに保存する。Web サーバは、その後のアクセス時に、情報を利用できます。

•

状態管理のために一意の識別子を追跡する。クライアントは各要求とともに cookie を返し、サー
バはこの識別子を使用して現在のセッションに関する情報のインデックスを作成します。通常、こ
の識別子はセッション ID と呼ばれます。ほとんどの Web サーバには、この 2 番目のタイプの
cookie を使用するセッション管理層が組み込まれており、一般にセッション cookie と呼ばれてい
ます。

要求が行われたときに、ブラウザに返される Set-Cookie ヘッダーの例を次に示します。
Set-Cookie: ASPSESSIONIDGQGQGRLS=OCPNMLFDBJIPNIOOKFNFMOAL; path=/

Cisco Unified IP Phone では、セッションごとに各ホストで合計 4 つの cookie の受信と使用が可能で、
1 回に最大 8 つのセッションの情報を保存できます。各 cookie の最大サイズは 255 バイトです。これ
らの cookie は、サーバがセッションを終了させるか、クライアントのセッションが 30 分以上アイドル
状態になるまで使用可能です。複数のアプリケーションを同時に実行できる最新世代の電話機（Cisco
Unified IP Phone 7970G、7971G、7961G、7941G、7911G 以降の機種）では、アプリケーション
ウィンドウが閉じるとセッションの状態もクリアされます。この動作は、PC ベースのブラウザの動作
と整合性がとれており、セキュアなアプリケーションを再び開こうとするユーザはすべて認証が必要に
なるのでセキュリティが向上します。クライアントが新しいサーバに接続しようとするときにすべての
セッション リソースが使用中の場合は、アクティブでない時間が最も長いセッションをクライアント
がクリアして再使用します。

IIS で ASP を使用するときには、デフォルトのサーバ設定で、セッション cookie が自動的に生成され
て、Set-Cookie ヘッダーを使用してクライアントに送信されます。この処理により、ASP 内から
Session オブジェクトを利用して、セッションの有効期間中の複数の要求にまたがるデータを保存して
取得できるようになります。Tomcat で JSP を使用するときには、デフォルトの設定で、セッション
cookie が生成されて発行されます。

Cisco Unified IP Phone サービス アプリケーション開発ノート
OL-20949-01-J

6-5

第6章

HTTP 要求およびヘッダーの設定

HTTP ヘッダーの設定

HTTP エンコーディング ヘッダーの設定
エンコーディング ヘッダーは、ローカリゼーションに関連した言語と文字の設定を制御するのに使用
します。

Accept-Language
Cisco Unified IP Phone は、HTTP の仕様に準拠して Accept-Language HTTP 要求ヘッダーに値を設定
します。
たとえば、English_United_States のユーザ ロケール用に設定された電話機は、次のような
Accept-Language 値をアドバタイズします。
Accept-Language: en-US

Accept-Charset
このリリースでは、電話機で UTF-8 エンコーディングが処理できるようになり、電話機のモデルに
よっては、ある程度 Unicode がサポートされるようになりました。

7940、7960、7905、7912 などの電話機のモデルでは、UTF-8 エンコーディングを処理できますが、
認識できるのは電話機の現在のユーザ ロケールのデフォルト エンコーディングで表示できる文字だけ
です。たとえば、電話機が現在 English_United_States ロケールを使用するように設定されている場
合、表示できるのは ISO-8859-1 の文字セットにマッピングされている UTF-8 の文字だけです。
7970、7971、7941、7961、7911 などの電話機のモデルでは、UTF-8 に加え、Unicode が本格的にサ
ポートされています。これらの電話機では、日本語や中国語のような、さらに多くのマルチバイト文字
セットとユーザ ロケールがサポートされています。
新しいモデルの電話機では、現在設定されているユーザ ロケールの文字セットに加えて、ISO-8859-1
の文字もフォント ファイルでサポートされています。
すべての電話機は、標準の HTTP Accept-Charset ヘッダーを使用して、自分がサポートしているエン
コーディングをアドバタイズします。HTTP 標準に従って、優先エンコーディングの指定には q 値を使
用します。UTF-8 のサポートに制限がある古いモデルの電話機では、デフォルトのユーザ ロケールの
エンコーディングよりも低い q 値が UTF-8 に指定されます。
たとえば、English_United_States のユーザ ロケールが設定された古いモデルの電話機では、次のよう
な Accept-Charset ヘッダーが設定されます。
Accept-Charset: iso-8859-1, utf-8;q=0.8

Unicode がサポートされている新しいモデルの電話機では、次のような Accept-Charset がアドバタイ
ズされます。
Accept-Charset: utf-8,iso-8859-1;q=0.8

HTTP 応答ヘッダー：Content-Type
複数の文字エンコーディングを電話機でサポートできるので、電話機に返される HTTP 応答には、
HTTP Content-Type ヘッダーに「charset」パラメータを含める必要があります。「charset」パラメータ
を含む応答の例を次に示します。
Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1
Content-Type: text/xml; charset=UTF-8
Content-Type: text/plain; charset=Shift_JIS
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HTTP 標準では、エンコーディングが明示的に指定されていない場合は、ISO-8859-1 がデフォルトで
あるとされています。通常、Cisco Unified IP Phone は、この仕様と互換性がありますが、完全には準
拠していません。
「charset」が指定されていない場合、現在設定されているユーザ ロケールのデフォルト エンコーディ
ングが電話機で使用されます。電話機のデフォルト エンコーディングが ISO-8859-1 でない場合に発生
する可能性のある問題を回避するために、Content-Type charset（電話機で指定されている
Accept-Charset の値のいずれかと一致する必要があります）を Web サーバで明示的に指定する必要が
あります。

IP Phone クライアントの機能の識別
多くの Cisco Unified IP Phone で XML サービスがサポートされているため、要求を発行した IP Phone
の機能を識別して、その電話機に最適化されたコンテンツを Web アプリケーション サーバから返す必
要があります。たとえば、Cisco Unified IP Phone 7960 はカラーの PNG イメージをサポートしていな
いため、アプリケーション サーバ側でこれを判断して、グレイスケールの CIP イメージを返す必要が
あります。

IP Phone から Web サーバ アプリケーションに情報の送信を求める IP Phone クライアント要求には、
次の 3 つの HTTP ヘッダーが含まれます。
• x-CiscoIPPhoneModelName
• x-CiscoIPPhoneDisplay
• x-CiscoIPPhoneSDKVersion

x-CiscoIPPhoneModelName
このシスコ固有ヘッダーには、デバイスのシスコ製造モデル名が含まれます。通常、このモデル名は [
設定 ] > [ モデル情報 ] で参照できますが、モデルによっては異なります。製造モデル名には、
CP-7960、CP-7960G、CP-7940G、CP-7905G、CP-7970G などがあります。

x-CiscoIPPhoneDisplay
このシスコ固有ヘッダーには、デバイスのディスプレイの能力を示す次の 4 つのパラメータが含まれま
す（出現する順序どおりに列挙します）。

• 幅（ピクセル）
• 高さ（ピクセル）
• カラー深度（ビット）
• ディスプレイがカラー（「C」）かグレイスケール（「G」）かを表す 1 文字
これらのパラメータは、カンマで区切られます。例として、Cisco Unified IP Phone 7970 のヘッダーを
以下に示します。
x-CiscoIPPhoneDisplay: 298, 168, 12, C

（注）

デバイスによって通知されるピクセル解像度は、実際のディスプレイ解像度ではなく、電話サービスに
使用できるディスプレイ領域を示しています。
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x-CiscoIPPhoneSDKVersion
このシスコ固有ヘッダーには、その電話機でサポートされている IP Phone Services SDK のバージョン
が含まれます。HTTP ヘッダーには、どの URI がサポートされているかは指定されていません。した
がって、IP Phone Services SDK でサポートされる URI を参照して、電話機のモデル名およびサポート
されている SDK バージョンを基準として、どの URI がサポートされているかを判断する必要がありま
す。
この SDK に記述されている URI が IP Phone のどのモデルでサポートされているかについては、
表 5-1 の表を参照してください。

（注）

IP Phone Services SDK 3.3(3) 以降では、SDK のバージョン番号と、その SDK バージョンをサポート
するために最低限必要な Cisco Unified Communications Manager ソフトウェアのバージョン番号が一
致しています。たとえば、SDK バージョン 3.3(4) は Cisco Communications Manager バージョン
3.3(4) 以降でだけサポートされます。

Accept ヘッダー
Accept ヘッダーは、Web サーバにクライアントのコンテンツ処理能力を通知するために使用される、
標準の HTTP ヘッダーです。
Cisco Unified IP Phone には、どの XML オブジェクトがサポートされているかを示す独自のコンテン
ツ タイプがあります。これらの独自のコンテンツ タイプは、Cisco Unified IP Phone XML オブジェク
トを示す「x-CiscoIPPhone」から始まり、その後にスラッシュ「/」が続き、さらにその後に特定の
XML オブジェクト名またはすべてのオブジェクトを示す「*」が続きます。
たとえば、
「x-CiscoIPPhone/*」は、指定されたバージョンの SDK で定義されているすべての XML オ
ブジェクトがサポートされていることを示し、「x-CiscoIPPhone/Menu」は、<CiscoIPPhoneMenu> オ
ブジェクトがサポートされていることを示します。
この例が示すように、「CiscoIPPhone」の後ろにサブタイプ（スラッシュ以降の部分）を付けること
で、XML オブジェクトの名前をコンテンツ タイプから直接導き出すことができます。コンテンツ タ
イプには、そのオブジェクトがサポートされている特定の SDK バージョンを示す、version が含まれ
る場合もあります（オプション）。バージョンが指定されていない場合は、
x-CiscoIPPhoneSDKVersion で指定されたバージョンが暗黙的に使用されます。バージョン番号の一般
的な形式は次のとおりです（異なる場合もあります）。
<major version>.<minor version>.<maintenance version>

次に、一般的なコンテンツ タイプの例を示します。

x-CiscoIPPhone/*;version=3.3.3
x-CiscoIPPhone/Text
x-CiscoIPPhone/Menu;version=3.3.4

Cisco Unified IP Phone サービス アプリケーション開発ノート
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IP Phone 情報へのアクセス
Cisco Unified IP Phone には、外部アプリケーション用のプログラミング インターフェイスと、システ
ム管理者用のデバッグおよび管理インターフェイスを提供する Web サーバが組み込まれています。
管理ページにアクセスするには、標準の Web ブラウザから、/http://<phoneIP>/（phoneIP の部分は、
特定の電話機の IP アドレス）の形式で電話機の IP アドレスを指定します。
これらのデバイス情報ページは、HTML 形式（手動デバッグに使用）と XML 形式（自動化に使用）
の両方で提供されます。表 6-1 に、使用可能な URL とその用途を示します。
表 6-1

デバイス情報の URL

HTML URL

XML URL

説明

/DeviceInformation

/DeviceInformationX

一般的なデバイス情報。

/NetworkConfiguration

/NetworkConfigurationX

ネットワーク構成情報。

/EthernetInformation

/EthernetInformationX

イーサネット カウンタ。

/PortInformation?n

/PortInformationX?n

/DeviceLog?n

/DeviceLogX?n

デバイスのログ、デバッグ、および
エラー メッセージ。n の部分は、モ
デル固有のログ番号（通常は 0 ～ 2）
です。

/StreamingStatistics?n

/StreamingStatisticsX?n

現在の RTP ストリーミング統計情
報。「n」の部分は、モデル固有の
RTP ストリーム ID（通常は 1 ～ 3）
です。

詳細なポート情報。n の部分は、モ
デル固有のイーサネット ポート ID
（通常は 1 ～ 3）です。

/CGI/Execute1

電話機のプッシュ（HTTP POST）
要求のターゲット URL。

/CGI/Screenshot1

現在の電話機ディスプレイのスナッ
プショットを返します。返されるイ
メージのサイズと形式はモデルに
よって異なります。

1. パスワードで保護された CGI スクリプト
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Cisco Unified IP Phone サービス アプリ
ケーションのトラブルシューティング
この章は次の項で構成されています。

• トラブルシューティングのヒント
• XML 構文解析エラー
• エラー メッセージ

トラブルシューティングのヒント
Cisco Unified IP Phone サービス アプリケーションのトラブルシューティングを行う際には、次のヒン
トを参考にしてください。
• Microsoft Internet Explorer 5 以降では、デフォルトのスタイル シートで XML ソースを表示でき
ます。

• HTTP エラーの修復には、IP 関連の標準的なトラブルシューティング テクニックが重要になります。
• 名前解決の検証は外部から実行してください（電話機に DNS セットがあります）。
• DNS に問題がある場合は、URL に IP アドレスを使用してください。
• Microsoft Internet Explorer で問題のある URL を参照するか、別の Web ブラウザをダウンロード
して URL を確認してください。

XML 構文解析エラー
Cisco Unified IP Phone サービスのアプリケーションで XML の解析エラーをトラブルシューティング
する際には、次のヒントを適用できます。

• オブジェクト タグを確認してください（オブジェクト タグの大文字と小文字は区別されます）。
• 「&」および他の 4 つの特殊文字が、XML オブジェクトの内部で制約に従って使用されていること
を確認してください。詳細については、第 3 章「CiscoIPPhone XML オブジェクト」を参照して
ください。

• Cisco Unified IP Phone ファームウェア リリース 8.3(2) よりも前のバージョンで開発された XML
アプリケーションは、最新の XML パーサーに対して検証してください（詳細については、「最新
の XML パーサーとスキーマの適用」（P.B-1）を参照してください）。次に、発生する可能性のあ
るエラー タイプの例を示します。
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– CiscoIPPhoneMenu オブジェクト：<MenuItem> の <Name> フィールドが欠落している場合、以
前のパーサーはそれ以降の <MenuItem> の表示を停止します。新しいパーサーは、メニュー リ
ストに空白行を表示し、後続の <MenuItem> 定義の表示を続行します。

– CiscoIPPhoneDirectory オブジェクト：<Name> フィールドが存在しない場合、旧バージョンの
パーサーはそのディレクトリ エントリを表示しません。新しいパーサーはそのディレクトリ
エントリを表示しますが、<Name> は関連付けられません。

– CiscoIPPhoneInput オブジェクト：URL フィールドおよび QueryStringParam フィールドは必
須です。以前のパーサーでは URL が欠落している場合はエラーを報告せず、送信要求に対し
て「ホストを検出できません」メッセージを表示していました。QueryStringParam フィール
ドが欠落している場合、最新のパーサーはエラーを報告します。

– SoftKeyItem：Position フィールドは必須です。Position フィールドが欠落している場合、最
新の XML パーサーはエラーを報告します。

エラー メッセージ
次のエラー メッセージが、Cisco Unified IP Phone のディスプレイのプロンプト行に表示される場合が
あります。

• XML Error[4] = XML Parser error (Invalid Object)
• XML Error[5] = Unsupported XML Object (not supported by this phone model)
• HTTP Error[8] = Unknown HTTP Error
• HTTP Error[10] = HTTP Connection Failed
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Cisco IP Phone Services Software
Development Kit（SDK）
Cisco IP Phone Services Software Development Kit（SDK）には、マニュアルやサンプル アプリケー
ションを含め、XML アプリケーションの作成に必要なものがすべて含まれています。この SDK を入
手するには、次の URL から Cisco Developer Services にご連絡ください。
http://developer.cisco.com/web/ipps

次の項では、Cisco IP Phone Services SDK について説明します。

• SDK のコンポーネント
• サンプル サービスの要件

SDK のコンポーネント
この SDK に含まれるコンポーネントは次のとおりです。

• 資料
– 『Cisco IP Services Development Notes』（PDF 形式）
– 『Cisco URL Proxy Guide』（リッチ テキスト形式）
– 『Cisco LDAP Programming Guide』（Microsoft Word 形式）
– 『Cisco CIP Image Release Notes』（Microsoft Word 形式）
– 『Cisco IP Applications Samples』（Microsoft Word 形式）
• 開発ツール
– Cip.8bi：.cip 拡張子のファイルを表示、保存するための Adobe Photoshop プラグイン。
– Cip2Gif.exe：.cip ファイルを .gif ファイルに変換する DOS ベース プログラム。
– Gif2Cip.exe：.gif ファイルを .cip ファイルに変換する DOS ベース プログラム。
– ImageViewer.exe：.cip グラフィック ファイルを表示する Windows アプリケーション。
– Cisco CIPImage：CIP イメージとその他のイメージの間の変換に使用するツール（自動的にイ
ンストールされます）。

– Cisco URL Proxy：サンプル サービスを使用するために必要なプロキシ サーバ（自動的にイン
ストールされます）。

– Cisco LDAP Search：LDAP 検索を実行するためのサービス（自動的にインストールされます）。
– Microsoft XML Parser（MXSML）3.0：XML データの構文解析に使用するツール（自動的に
インストールされます）。
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– Cisco Unified IP Phone Services ASP/Javascript Library：自動的にインストールされます。
– Cisco Unified IP Phone Services Java Library：JSP アプリケーションで使用されるライブラリ
（手動でインストールします。JSP Install readme を参照してください）。
– CallManager Simulator：Cisco Unified Communications Manager サーバなしで Phone サービ
スを開発する場合に使用するツール。

– Cisco Unified IP Phone XML Schema（.xsd）ファイル：XML の構文を検証するために XML
エディタで使用するスキーマ ファイル。

• サンプル サービス
– Weather forecast lookup for any city（ASP）
– Currency Exchange Rates and Converter（通貨の交換レート表示および換算）（ASP）
– UPS Rates & tracking（ASP）
– World Clock（ASP）
– Measurement conversions（ASP）
– US White pages/Yellow Pages search（ASP）
– Calendar（ASP）
– Stock Ticker（ASP）
– Stock Chart（ASP）
– Push2Phone（ASP および JSP）
– Click2Dial（ASP および JSP）
– IdleURL（ASP）：Cisco 7905G および 7912G の Cisco Unified IP Phone ではサポートされて
いません。

– MConference（JSP）
– Hootie（ASP）
– InterCom（ASP）
– JPEGViewer（ASP）
– Logo（ASP）
– Clock（ASP）
– Personal Service（ASP）
– WaterMark（ASP）
– Extension Mobility Controller（JSP）
– Speed Dials（短縮ダイヤル）（JSP）
– Group MWI（JSP）
– AutoDialer（JSP）
– PhotoDirectory（JSP）
– CallerInfo（JSP）
– PushAuthenticate（ASP）
– ScreenShot（ASP）
– Integrating RS-232 devices with IP Telephony Applications（OtherApps）
– PNGViewer（ASP）
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– Keyboard（ASP）
– MultiDirectory（ASP）
– Phone Push Step and Subsystem（Phone Push Step およびサブシステム）（Cisco Unified
Contact Center Express / CRS）

サンプル サービスの要件
サンプル サービスを正常に機能させるには、次のものが必要になります。

• Microsoft IIS 4.0 以降（ASP サンプル サービスに必要）
• Sun J2SE 1.4.2 以降および Tomcat 4.0 以降（JSP サンプル サービスに必要）
• 外部 Web サイト（Yahoo.com、Cnn.com など）へのインターネット接続
• Cisco Unified Communications Manager 4.1(2) 以降（ただし、Cisco Unified Communications
Manager 5.0 以降のバージョンでは動作しないものがあります。）
• XML サービスをサポートする Cisco Unified IP Phone
セットアップ プログラムを実行すると、CiscoServices の Web プロジェクトが c:¥CiscoIpServices
ディレクトリにインストールされます。サブディレクトリの c:¥CiscoIpServices¥Services にはサンプ
ル サービスがコピーされ、IIS と WSH のサンプル コードもコピーされます。これらのサービスは Web
サーバですでに認識されているので、特に何もする必要はありません。ソース コードの表示、編集に
は任意のテキスト エディタを使用できます。c:¥CiscoIpServices¥Documentation ディレクトリには、
補足資料がコピーされます。また、c:¥CiscoIpServices¥Tools には、サービスを開発するための支援
ツールがコピーされます。
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IP Phone サービスの管理と登録
Cisco Unified Communications Manager の管理者は、ユーザが登録できるサービスのリストを管理し
ています。管理者は、Cisco Unified IP Phone サービスの追加と管理に Cisco Unified Communications
Manager の管理を使用する必要があります。
（注）

この章では、IP Phone サービスの管理方法の概要について説明します。最新の手順の詳細については、
『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide 』を参照してください。このドキュメ
ントは、次の URL から入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/tsd_products_support_series_home.html

次の項では、Cisco Unified Communications Manager の管理を使用して Cisco Unified IP Phone サー
ビスを管理する方法の概要を説明します。

• 電話機サービスの管理機能へのアクセス
• 電話機サービスの追加
• IP Phone サービス パラメータの定義
• ユーザ サービスの登録

電話機サービスの管理機能へのアクセス
電話機サービスの管理機能にアクセスするには、Cisco Unified Communications Manager の管理を開
いて、[ デバイス ] > [ デバイスの設定 ] > [IP Phone サービス ] の順に選択します。

• 電話機サービスには、パラメータをいくつでも関連付けることができます。
• 電話機サービス アプリケーションでの定義に基づき、各オプションを任意にするか必須にするか
を指定できます。

• 各ユーザは、[ ユーザ オプション ] Web ページを使用して、自分が属すクラスタで設定されている
すべてのサービスに登録できます。

• サービスへの登録は、現在のところデバイス単位で行われます。
各サービスの中核は URL です。メニューからサービスが選択されると、該当する URL が HTTP 経由
で要求され、いずれかのサーバからコンテンツが配信されます。URL は、[ サービス URL] フィールド
に表示されます。サービスを使用するには、Cisco Unified Communications Manager クラスタの電話
機がサーバとネットワーク接続されている必要があります。

例
http://<servername>/ccmuser/sample/sample.asp
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電話機サービスの追加

引数の説明

<servername> には、完全修飾ドメイン名または IP アドレスを指定します。

電話機サービスの追加
電話機サービスの管理機能にアクセスするには、Cisco Unified Communications Manager の管理を開
いて、[ デバイス ] > [ デバイスの設定 ] > [IP Phone サービス ] の順に選択します。

Cisco Unified Communications Manager の管理の IP Phone サービスの設定ページには、表 9-1 に示す
フィールドがあります。
表 9-1

IP Phone サービスの設定

フィールド

説明

サービス情報

Cisco Unified CM のユーザ オプション で利用可能なサービスのメ

サービス名

ニューに表示されるサービスの名前を入力します。サービス名として
入力できる文字数は最大で 32 文字です。

ASCII サービス名

電話機が Unicode を表示できない場合に表示するサービスの名前を入
力します。

サービス詳細

そのサービスで提供されるコンテンツの説明を入力します。

サービス URL

IP Phone サービス アプリケーションが保存されているサーバの URL
を入力します。このサーバは、Cisco Unified Communications
Manager クラスタに含まれるサーバから独立している必要がありま
す。Cisco Unified Communications Manager サーバまたは Cisco
Unified Communications Manager に関連付けられているサーバ
（TFTP サーバ、ディレクトリ データベース パブリッシャ サーバな
ど）は指定しないでください。
サービスを使用するには、Cisco Unified Communications Manager ク
ラスタの電話機がサーバとネットワーク接続されている必要がありま
す。

サービス カテゴリ

サービス アプリケーションのタイプを選択します。

サービス タイプ

サービスを [ サービス ]、[ ディレクトリ ]、または [ メッセージ ] ボタ
ンにプロビジョニングするかどうかを選択します。

サービス ベンダー

XML サービスの場合は、このフィールドを空白のままにできます。

サービス バージョン

XML サービスの場合は、このフィールドを空白のままにできます。

有効

このチェックボックスをオンにするとサービスが有効になり、オフに
するとサービスが無効になりますが、サービスは削除はされません。
（注）

エンタープライズ登録

デフォルトのサービスは削除できません。デフォルトのサー
ビスが存在し、そのサービスを登録に使用しない場合にこの
フィールドを使用します。

このチェックボックスをオンにすると、自動的に企業内のすべてのデ
バイスに新しいサービスがプロビジョニングされます。個人が登録す
る必要はありません。このオプションをオンにすると、サービスは自
動的にプロビジョニングされ、ユーザ登録の際には表示されません。
（注）

このチェックボックスは、サービスが作成されたときに選択
だけが可能です。変更はできません。
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IP Phone サービス パラメータの定義
各サービスには、一連のパラメータを指定することができます。これらのパラメータは、サーバに要求
が送信される際に、URL に付加されます。これらのパラメータを使用すると、サービスを各ユーザ向
けにカスタマイズできます。パラメータの例としては、株式銘柄、都市名、ユーザ ID などがありま
す。パラメータのセマンティクスは、サービス プロバイダーで定義されます。

Cisco Unified Communications Manager の管理の Cisco IP Phone サービス パラメータを設定ページに
は、表 9-2 に示すフィールドがあります。
表 9-2

IP Phone のサービス パラメータ設定

フィールド

説明

サービス パラメータ情報
パラメータ名

登録 URL の生成時に使用するクエリー文字列パラメータをそのまま入
力します（例：symbol）。

パラメータ表示名

Cisco Unified CM のユーザ オプション アプリケーションでユーザに対
して表示する、識別しやすいパラメータ名を入力します（例：Ticker
Symbol）。

デフォルト値

パラメータのデフォルト値を入力します。この値は、ユーザが初めて
サービスに登録する際に表示される値になります（例：CSCO）。

パラメータの説明

パラメータの説明を入力します。ユーザは、サービスに登録する際に、
ここに入力されたテキストを参照できます。パラメータの説明には、
ユーザが適切な値を入力するために役立つ情報や例を入力してください。

パラメータは必須

ユーザがこのパラメータのデータを入力しないと登録を保存できないよう
にする場合は、[ パラメータは必須 ] チェック ボックスをオンにします。

パラメータはパスワード
Cisco Unified CM のユーザ オプション 内のエントリをマスクすること
（コンテンツをマスクする） ができます。実際にユーザが入力した内容ではなく、アスタリスクが表
示されます。この機能は、他のユーザに対して非表示にする必要がある
パラメータ（パスワードなど）で使用することを推奨します。パラメー
タのエントリをマスクするには、Cisco Unified Communications
Manager の管理 の [IP Phone サービス パラメータの設定 ] ウィンドウに
ある [ パラメータはパスワード（コンテンツをマスクする）] チェック
ボックスをオンにします。

ヒント

サービス URL を変更する場合は、Cisco Unified IP Phone サービスのパラメータを削除するか、ユー
ザがすでに登録されている電話機サービスの電話機サービス パラメータの [ パラメータ名 ] を変更しま
す。さらに、現在登録されているユーザに変更を反映するために、[ 登録の更新 ] を必ずクリックして
ください。これを行わなかった場合は、各ユーザがサービスへの再登録を行い、正しい URL を再び生
成する必要があります。
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ユーザ サービスの登録

ユーザ サービスの登録
エンド ユーザは、[Cisco Unified CM のユーザ オプション ] を使用して、サービス登録を設定できま
す。ユーザがログインしてデバイスを選択すると、その電話機に割り当てられているサービスのリスト
が表示されます。ユーザはこのリストからサービスの設定を変更したり、新しいサービスを追加した
り、不要なサービスを削除することができます。これらのウィンドウはパスワードで保護されているた
め、LDAP ディレクトリを使用して認証が行われます。
ユーザは [ ユーザ オプション ] ページから次の方法でサービスをカスタマイズできます。

• サービスの名前をカスタマイズする。
• 使用可能なサービス パラメータを入力する。
• 各パラメータの説明を参照する。
ユーザは、すべての必須フィールドを設定した後、[ 登録 ] をクリックしてサービスを追加します。こ
の登録に対し、各ユーザ専用の URL が生成され、データベースに記録されます。電話機のサービス リ
ストにこのサービスが追加されます。
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DeviceListX レポート
Cisco Unified Communications Manager リリース 5.0 では、DeviceListX レポートがサポートされなく
なりました。Cisco Unified Communications Manager からのリアルタイム情報の取得は、
Cisco Unified Communications Manager AXL Serviceability API でサポートされるようになりました。
DeviceListX レポートには、サービスに使用可能なデバイスのリストが、特定の条件に基づいてデバイ
スを識別しクラス分けするために必要な基本情報とともに表示されます。また、このレポートには、

Real-time Information Service から取得した、現在のデバイスの状態および IP アドレス情報も表示され
ます。
次のセクションでは、DeviceListX レポートについて詳細に説明します。

• 利点
• 制約事項
• 統合時の考慮事項と相互運用性
• パフォーマンスとスケーラビリティ
• セキュリティ
• 関連機能とテクノロジー
• サポートされるプラットフォーム
• 前提条件
• メッセージとインターフェイスの定義
• DeviceList XML オブジェクト
• DeviceListX レポートのトラブルシューティング

（注）

DeviceListX では、一部のデバイスをサポートしていません。お使いのデバイスがサポートされている
かどうかについては、次の URL から Cisco Developer Support にお問い合せください。
http://developer.cisco.com/web/ipps
サードパーティ デベロッパが DeviceListX.asp レポート ページに対して HTTP GET 要求を発行する
と、Cisco Unified Communications Manager サーバに登録された電話機に関する次の情報がデータ
ベースから収集されます。

• Device Type（デバイス タイプ）
• Device Name（デバイス名）
• Device Description（デバイスの説明）
• Calling Search Space（コール検索スペース）
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利点

• Device Pool（デバイス プール）
• IP Address（IP アドレス）
• Real-Time Information（リアルタイム情報）
得られたデータのリストが簡単な XML オブジェクトにフォーマットされて、HTTP の応答として開発
者に返されます。

利点
DeviceListX を利用すれば、サードパーティの開発者が以前には使用できなかった、重要なリアルタイ
ム データにアクセスできます。特に現在登録されている装置を IP アドレスとともにリストできるの
で、開発者は、プッシュ、ブロードキャスト、および CTI タイプのアプリケーションを簡単に作成で
きます。

制約事項
このレポートにアクセスできるのは、Cisco Unified Communications Manager の管理に対する管理者
特権を持つユーザだけです。

（注）

Cisco Unified Communications Manager サーバの処理オーバーヘッドを最小限に抑えるために、
DeviceListX レポートへのアクセスは、1 分間に一度に制限されています。レポートをそれより頻繁に
参照しようとすると失敗します。実用的には、開発者のアプリケーションが数時間ごとまたは毎日など
に、DeviceListX レポートを取得してキャッシュしておき、必要に応じてリフレッシュするのが一般的
です。

統合時の考慮事項と相互運用性
このインターフェイスでは、HTTP 1.1 または HTTP 1.0 の GET 要求を使用してレポートを要求できま
す。このレポートでは、XML バージョン 1.0 を使用してカプセル化されたデータが返されます。

パフォーマンスとスケーラビリティ
このレポートは、Cisco Unified Communications Manager の当該リリースでサポートされる最大のク
ラスタ サイズで実行しても、ダイヤル トーンの遅れなどのコア機能への影響はありません。マルチ
サーバ構成の Cisco Unified Communications Manager クラスタでは、このレポートにアクセスできる
のはパブリッシャ サーバ側だけです。パブリッシャが Cisco Unified Communications Manager サーバ
ではない大規模クラスタでは、ユーザが認識できるようなシステム パフォーマンスへの影響が生じる
可能性はありません。
このレポートは、リアルタイムで使用することを意図したものではなく、このインターフェイスは、開
発者が毎日または毎時、データをポーリングするメカニズムを提供するためのものです。ピーク使用時
のシステムに不必要な負荷をかけないように、ポーリングの頻度や時間帯を考慮してください。
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セキュリティ

セキュリティ
このレポートは、Cisco Unified Communications Manager の管理内で表示されるため、その Web サイ
トのセキュリティを継承します。したがって、このレポートに直接関係するセキュリティ上の問題はあ
りません。SSL を追加導入するなど、Cisco Unified Communications Manager の管理でのセキュリ
ティの実装方法が変更された場合は、このレポートのセキュリティも強化されます。

関連機能とテクノロジー
DeviceListX は、Administrative XML Layer API（AXL; 管理 XML レイヤ API）のリアルタイム機能
を補完する、独立したインターフェイスとして動作します。AXL は静的で永続的なデータに対するア
クセスを可能にするのに対し、DeviceListX は動的で一時的な情報に対するアクセスを可能にします。

サポートされるプラットフォーム
DeviceListX.asp ページが機能するためには、Cisco Unified Communications Manager の管理のレポー
ト用インフラストラクチャが必要です。DeviceListX.asp は、次のリリースでサポートされています。
• Cisco CallManager リリース 3.2(3)SPB
• Cisco Unified CallManager リリース 4.0(1) 以降（ただし Cisco Unified Communications Manager
リリース 5.0 以降ではサポートされていません）

前提条件
devicelistX.asp が、Cisco Unified Communications Manager パブリッシャ サーバの
C:¥ciscoWebs¥Admin¥reports ディレクトリにあれば、この機能を利用できます。

メッセージとインターフェイスの定義
HTTP 経由でレポートにアクセスするには、次の URL を使用します。
http://x.x.x.x/CCMAdmin/reports/devicelistx.asp

説明：
x.x.x.x は、レポートを含む Cisco Unified CallManager システムの IP アドレスまたは hostname のい
ずれかです。

（注）

Cisco Unified CallManager リリース 4.1 以降では、セキュア HTTP（HTTPS）を使用しないと
DeviceListX レポートにアクセスできないため、URL の先頭を「http:」から「https:」に変更する必要
があります。
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DeviceList XML オブジェクト

DeviceList XML オブジェクト
ネットワークの別の場所にあるサードパーティ アプリケーションでは、このインターフェイスをよく
利用します。アプリケーションがレポートに対する HTTP 要求を発行し、DeviceList XML オブジェク
トを含む応答を受け取ります。XML オブジェクトの形式は次のとおりです。
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<DeviceList>
<Device t="" n="" d="" c="" p="" i="" s="" />
</DeviceList>

表 10-1

DeviceList XML オブジェクトのアトリビュート

アトリビュート名

フィールド名

説明

t

Device Type（デバイス タイプ） データベース内に指定された列挙値の数字

n

Device Name（デバイス名）

デバイス名を指定する文字列の値

d

Device Description（デバイス

データベース内に指定された文字列の値

の説明）

c

Device Calling Search Space

データベース内に指定された文字列の値

（デバイス コール検索スペース）

p

Device Pool（デバイス プール） データベース内に指定された文字列の値

i

Device IP Address（デバイス IP

Real-time Information Service によって報告され

アドレス）

た、最新の既知の IP アドレス

"" = 既知の IP アドレスなし
"x.x.x.x" = 最新の既知の IP アドレス
s

Device Status（デバイスの状態） Real-time Information Service によって報告され
た、現在のデバイスの状態を表す列挙値

"" = デバイスが見つからない
"1" = デバイス登録済み
"2" = デバイスは発見されたが、現在登録されて
いない
例 10-1

データの入った DeviceList オブジェクト
<?xml version="1" encoding="iso-8859-1"?>
<DeviceList>
<Device t="35" n="SEP000123456789" d="Auto 2010" c=”” p="Default" i="10.1.1.1" s="1"/>
</DeviceList>

DeviceListX レポートのトラブルシューティング
次のセクションでは、DeviceListX レポートのトラブルシューティングについて説明します。

• エラー コード
• インターフェイスの問題の特定
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エラー コード
このレポート インターフェイス特有のエラー コードは次のとおりです。

エラー メッセージ
1001 Too many simultaneous requests for Device List. Please wait
at least 60 seconds and try again.
説明
複数のクライアントがリストを同時に取得しようとしたか、リストが長い場合に、要求が重
複する（2 番目の要求を処理しようとしたときに最初の要求が処理中である）場合があります。
推奨処置

（注）

情報の要求頻度を必要最低限に抑えてください。

要求の間隔は 60 秒以上に設定することをお勧めします。

エラー メッセージ
1002 Too many consecutive requests for Device List. Please wait at
least 60 seconds and try again.
説明

システムがビジー状態のため、Device List の処理を行えません。

推奨処置
情報の要求頻度を必要最低限に抑えてください。すべてのデバイスの状態をリアルタイ
ムにチェックするので、Device List の処理では CPU に負荷がかかります。

（注）

要求の間隔は 60 秒以上に設定することをお勧めします。

インターフェイスの問題の特定
インターフェイスに問題があるかどうかを判断し、問題の原因を判別するには、次の手順に従います。

手順
ステップ 1

Windows NT のイベント ログに IIS サーバおよび SQL サーバに関連するエラー メッセージがないかど
うかを確認します。

[ スタート ] > [ プログラム ] > [ 管理ツール ] > [ イベント ビューア ]
ステップ 2

IIS ログ ファイルにエラー メッセージがあるか、または要求が正しく完了しているかをチェックしま
す。このログ ファイルは、通常次の場所にあります。
C:¥WINNT¥System32¥LogFiles¥W3SVC1
ログの日付がログの名前の一部になっています。ログ ファイルでは、注目すべきイベントの時刻に

GMT が指定されています。IIS のログは時系列に従って表示されており、特定のクエリー イベントを
簡単に検索できます。
ステップ 3

IE などの Web ブラウザを使用して、devicelistx.asp の Web ページの URL を要求します。要求が成功す
ると、すべてのデバイス情報を含む XML オブジェクトが、適切にフォーマットされて出力されます。

ステップ 4

サードパーティ アプリケーションとレポートの間の HTTP GET の要求と応答のトランザクションを表
示するには、スニファ トレースを使用します。

ステップ 5

詳細については、「表記法」（P.x）を参照してください。
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DeviceListX レポートのトラブルシューティング
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CiscoIPPhone XML オブジェクト クイック
リファレンス
表 A-1 に、CiscoIPPhone XML オブジェクトのクイック リファレンスと各オブジェクトの定義を示し
ます。
表 A-1

CiscoIPPhone XML オブジェクト クイック リファレンス

オブジェクト

定義

CiscoIPPhoneMenu

<CiscoIPPhoneMenu>
<Title>Title text goes here</Title>
<Prompt>Prompt text goes here</Prompt>
<MenuItem>
<Name>The name of each menu item</Name>
<URL>The URL associated with the menu item</URL>
</MenuItem>
</CiscoIPPhoneMenu>

CiscoIPPhoneText

<CiscoIPPhoneText>
<Title>Title text goes here</Title>
<Prompt>The prompt text goes here</Prompt>
<Text>Text to display as the message body goes here</Text>
</CiscoIPPhoneText>

CiscoIPPhoneInput

<CiscoIPPhoneInput>
<Title>Directory title goes here</Title>
<Prompt>Prompt text goes here</Prompt>
<URL>The target URL for the completed input goes here</URL>
<InputItem>
<DisplayName>Name of input field to display</DisplayName>
<QueryStringParam>The parameter to be added to the target
URL</QueryStringParam>
<DefaultValue>Value</DefaultValue>
<InputFlags>The flag specifying the type of allowable
input</InputFlags>
</InputItem>
</CiscoIPPhoneInput>

CiscoIPPhoneDirectory

<CiscoIPPhoneDirectory>
<Title>Directory title goes here</Title>
<Prompt>Prompt text goes here</Prompt>
<DirectoryEntry>
<Name>The name of the directory entry</Name>
<Telephone>The telephone number for the entry</Telephone>
</DirectoryEntry>
</CiscoIPPhoneDirectory>
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CiscoIPPhone XML オブジェクト クイック リファレンス （続き）

オブジェクト

定義

CiscoIPPhoneImage

<CiscoIPPhoneImage>
<Title>Image title goes here</Title>
<Prompt>Prompt text goes here</Prompt>
<LocationX>Position information of graphic</LocationX>
<LocationY>Position information of graphic</LocationY>
<Width>Size information for the graphic</Width>
<Height>Size information for the graphic</Height>
<Depth>Number of bits per pixel</Depth>
<Data>Packed Pixel Data</Data>
</CiscoIPPhoneImage>

CiscoIPPhoneImageFile

<CiscoIPPhoneImageFile>
<Title>Image Title goes here</Title>
<Prompt>Prompt text goes here</Prompt>
<LocationX>Horizontal position of graphic</LocationX>
<LocationY>Vertical position of graphic</LocationY>
<URL>Points to the PNG image</URL>
</CiscoIPPhoneImageFile>

CiscoIPPhoneGraphicMenu

<CiscoIPPhoneGraphicMenu>
<Title>Menu title goes here</Title>
<Prompt>Prompt text goes here</Prompt>
<LocationX>Position information of graphic</LocationX>
<LocationY>Position information of graphic</LocationY>
<Width>Size information for the graphic</Width>
<Height>Size information for the graphic</Height>
<Depth>Number of bits per pixel</Depth>
<Data>Packed Pixel Data</Data>
<MenuItem>
<Name>The name of each menu item</Name>
<URL>The URL associated with the menu item</URL>
</MenuItem>
</CiscoIPPhoneGraphicMenu>

CiscoIPPhoneGraphicFileMenu

<CiscoIPPhoneGraphicFileMenu>
<Title>Image Title goes here</Title>
<Prompt>Prompt text goes here</Prompt>
<LocationX>Horizontal position of graphic</LocationX>
<LocationY>Vertical position of graphic</LocationY>
<URL>Points to the PNG background image</URL>
<MenuItem>
<Name>Same as CiscoIPPhoneGraphicMenu</Name>
<URL>Invoked when the TouchArea is touched</URL>
<TouchArea X1="left edge" Y1="top edge" X2="right
edge"Y2="bottom edge"/>
</MenuItem>
</CiscoIPPhoneGraphicFileMenu>
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表 A-1

CiscoIPPhone XML オブジェクト クイック リファレンス （続き）

オブジェクト

定義

CiscoIPPhoneIconMenu

<CiscoIPPhoneIconMenu>
<Title>Title text goes here</Title>
<Prompt>Prompt text goes here</Prompt>
<MenuItem>
<IconIndex>Indicates what IconItem to display</IconIndex>
<Name>The name of each menu item</Name>
<URL>The URL associated with the menu item</URL>
</MenuItem>
<IconItem>
<Index>A unique index from 0 to 9</Index>
<Height>Size information for the icon</Height>
<Width>Size information for the icon</Width>
<Depth>Number of bits per pixel</Depth>
<Data>Packed Pixel Data</Data>
</IconItem>
</CiscoIPPhoneIconMenu>

CiscoIPPhoneIconFileMenu

<CiscoIPPhoneIconFileMenu>
<Title>Title text goes here</Title>
<Prompt>Prompt text goes here</Prompt>
<MenuItem>
<IconIndex>Indicates what IconItem to display</IconIndex>
<Name>The name of each menu item</Name>
<URL>The URL associated with the menu item</URL>
</MenuItem>
<IconItem>
<Index>A unique index from 0 to 9</Index>
<URL>location of the PNG icon image</URL>
</IconItem>
</CiscoIPPhoneIconFileMenu>

CiscoIPPhoneStatus

<CiscoIPPhoneStatus>
<Text>This is the text area</Text>
<Timer>Timer seed value in seconds</Timer>
<LocationX>Horizontal alignment</LocationX>
<LocationY>Vertical alignment</LocationY>
<Width>Pixel width of graphic</Width>
<Height>Pixel height of graphic</Height>
<Depth>Color depth in bits</Depth>
<Data>Hex binary image data</Data>
</CiscoIPPhoneStatus>

CiscoIPPhoneStatusFile

<CiscoIPPhoneStatusFile>
<Text>This is the text area</Text>
<Timer>Timer seed value in seconds</Timer>
<LocationX>Horizontal alignment</LocationX>
<LocationY>Vertical alignment</LocationY>
<URL>location of the PNG image</URL>
</CiscoIPPhoneStatusFile>

CiscoIPPhoneExecute

<CiscoIPPhoneExecute>
<ExecuteItem URL=”The URL or URI to be executed”/>
</CiscoIPPhoneExecute>

CiscoIPPhoneError

<CiscoIPPhoneError Number=”x”/>

CiscoIPPhoneResponse

<CiscoIPPhoneResponse>
<ResponseItem Status”the success or failure of the
action”Data=”the information associated with the request”
URL=”the URL or URI specified in the Execute object”/>
</CiscoIPPhoneResponse>
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Cisco Unified IP Phone サービス
XML スキーマ ファイル
次の項では、Cisco Unified IP Phone でサポートされる XML スキーマについて詳細に説明します。

• 最新の XML パーサーとスキーマの適用
• CiscoIPPhone.xsd

最新の XML パーサーとスキーマの適用
IP Phone サービスの機能を拡張できる安定した一貫性のあるプラットフォームを提供するため、シス
コはファームウェア リリース 8.3(2) から、最新の XML パーサーをリリースしました。これにより、
多数の Cisco Unified IP Phone にこの最新の XML パーサーが導入され、XML スキーマの適用がさら
に強化されました。この最新のパーサーは、XML スキーマ違反の発生時により多くのエラー ロギング
情報を提供するため、開発者は効率的にアプリケーションをデバッグできます。
開発者は、特に新しい URI を組み込む場合は、XML 機能拡張との互換性の問題が発生しないように、
既存のアプリケーションが XML スキーマに準拠しているかどうか確認することをお勧めします。
次の Cisco Unified IP Phone には、この新しい XML パーサーが組み込まれています。7906G、7911G、
7921G、7925G、7931G、7941G/7941G-GE、7942G、7945G、7961G/7961G-GE、7962G、7965G、
7970G/7971G-GE、7975G、6921、6941、6961
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CiscoIPPhone.xsd

CiscoIPPhone.xsd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XML Spy v4.4 U (http://www.xmlspy.com) by Cisco Systems, Inc. (Cisco
Systems, Inc.) -->
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="3.3.4">
<xsd:complexType name="CiscoIPPhoneExecuteItemType">
<xsd:attribute name="Priority" use="optional">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:unsignedByte">
<xsd:minInclusive value="0"/>
<xsd:maxInclusive value="2"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="URL" use="required">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="256"/>
<xsd:minLength value="1"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CiscoIPPhoneResponseItemType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Status" type="xsd:short"/>
<xsd:element name="Data">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="32"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="URL">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="256"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CiscoIPPhoneTouchAreaMenuItemType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Name" minOccurs="0">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="0"/>
<xsd:maxLength value="32"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="URL" minOccurs="0">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="0"/>
<xsd:maxLength value="256"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TouchArea" type="CiscoIPPhoneTouchAreaType" minOccurs="0"/>
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CiscoIPPhone.xsd

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CiscoIPPhoneTouchAreaType">
<xsd:attribute name="X1" type="xsd:unsignedShort" use="required"/>
<xsd:attribute name="Y1" type="xsd:unsignedShort" use="required"/>
<xsd:attribute name="X2" type="xsd:unsignedShort" use="required"/>
<xsd:attribute name="Y2" type="xsd:unsignedShort" use="required"/>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CiscoIPPhoneDirectoryEntryType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Name" minOccurs="0">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="32"/>
<xsd:minLength value="0"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Telephone" minOccurs="0">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="32"/>
<xsd:minLength value="0"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CiscoIPPhoneInputItemType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="DisplayName" minOccurs="0">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="32"/>
<xsd:minLength value="0"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="QueryStringParam">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="32"/>
<xsd:minLength value="1"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="InputFlags">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="A"/>
<xsd:enumeration value="T"/>
<xsd:enumeration value="N"/>
<xsd:enumeration value="E"/>
<xsd:enumeration value="U"/>
<xsd:enumeration value="L"/>
<xsd:enumeration value="AP"/>
<xsd:enumeration value="TP"/>
<xsd:enumeration value="NP"/>
<xsd:enumeration value="EP"/>
<xsd:enumeration value="UP"/>
<xsd:enumeration value="LP"/>
<xsd:enumeration value="PA"/>
<xsd:enumeration value="PT"/>
<xsd:enumeration value="PN"/>
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<xsd:enumeration value="PE"/>
<xsd:enumeration value="PU"/>
<xsd:enumeration value="PL"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DefaultValue" minOccurs="0">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="32"/>
<xsd:minLength value="0"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CiscoIPPhoneMenuItemType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Name" minOccurs="0">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="0"/>
<xsd:maxLength value="64"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="URL" minOccurs="0">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="256"/>
<xsd:minLength value="0"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CiscoIPPhoneIconItemType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Index" type="xsd:unsignedShort"/>
<xsd:element name="Width">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:unsignedShort">
<xsd:minInclusive value="1"/>
<xsd:maxInclusive value="16"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Height">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:unsignedShort">
<xsd:minInclusive value="1"/>
<xsd:maxInclusive value="10"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Depth">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:unsignedShort">
<xsd:minInclusive value="1"/>
<xsd:maxInclusive value="2"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Data" minOccurs="0">
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<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:hexBinary">
<xsd:maxLength value="40"/>
<xsd:minLength value="0"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CiscoIPPhoneIconMenuItemType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Name" minOccurs="0">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="0"/>
<xsd:maxLength value="64"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="URL" minOccurs="0">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="256"/>
<xsd:minLength value="0"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IconIndex" minOccurs="0">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:short">
<xsd:minInclusive value="0"/>
<xsd:maxInclusive value="9"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CiscoIPPhoneIconFileItemType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Index">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:unsignedShort">
<xsd:minInclusive value="0"/>
<xsd:maxInclusive value="9"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="URL">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="1"/>
<xsd:maxLength value="256"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CiscoIPPhoneKeyType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Key">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="KeyPad0"/>
<xsd:enumeration value="KeyPad1"/>
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<xsd:enumeration value="KeyPad2"/>
<xsd:enumeration value="KeyPad3"/>
<xsd:enumeration value="KeyPad4"/>
<xsd:enumeration value="KeyPad5"/>
<xsd:enumeration value="KeyPad6"/>
<xsd:enumeration value="KeyPad7"/>
<xsd:enumeration value="KeyPad8"/>
<xsd:enumeration value="KeyPad9"/>
<xsd:enumeration value="KeyPadStar"/>
<xsd:enumeration value="KeyPadPound"/>
<xsd:enumeration value="NavUp"/>
<xsd:enumeration value="NavDown"/>
<xsd:enumeration value="NavLeft"/>
<xsd:enumeration value="NavRight"/>
<xsd:enumeration value="NavSelect"/>
<xsd:enumeration value="NavBack"/>
<xsd:enumeration value="PushToTalk"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="URL" minOccurs="0">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="0"/>
<xsd:maxLength value="256"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="URLDown" minOccurs="0">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="0"/>
<xsd:maxLength value="256"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CiscoIPPhoneSoftKeyType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Name" minOccurs="0">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="32"/>
<xsd:minLength value="0"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Position">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:unsignedShort">
<xsd:minInclusive value="1"/>
<xsd:maxInclusive value="8"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="URL" minOccurs="0">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="256"/>
<xsd:minLength value="0"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
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<xsd:element name="URLDown" minOccurs="0">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="0"/>
<xsd:maxLength value="256"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CiscoIPPhoneDisplayableType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Title" minOccurs="0">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="0"/>
<xsd:maxLength value="32"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Prompt" minOccurs="0">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="0"/>
<xsd:maxLength value="32"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SoftKeyItem" type="CiscoIPPhoneSoftKeyType" minOccurs="0"
maxOccurs="8"/>
<xsd:element name="KeyItem" type="CiscoIPPhoneKeyType" minOccurs="0"
maxOccurs="32"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="keypadTarget" use="optional" default="application">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="application"/>
<xsd:enumeration value="applicationCall"/>
<xsd:enumeration value="activeCall"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="appId" use="optional">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="1"/>
<xsd:maxLength value="64"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="onAppFocusLost" use="optional">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="1"/>
<xsd:maxLength value="256"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="onAppFocusGained" use="optional">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="1"/>
<xsd:maxLength value="256"/>
</xsd:restriction>
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</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="onAppMinimized" use="optional">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="1"/>
<xsd:maxLength value="256"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="onAppClosed" use="optional">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="1"/>
<xsd:maxLength value="256"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="CiscoIPPhoneExecute">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="ExecuteItem" type="CiscoIPPhoneExecuteItemType" maxOccurs="3"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CiscoIPhoneResponse">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="ResponseItem" type="CiscoIPPhoneResponseItemType"
maxOccurs="3"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CiscoIPPhoneError">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="Number" type="xsd:unsignedShort" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CiscoIPPhoneText">
<xsd:complexType>
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="CiscoIPPhoneDisplayableType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Text" minOccurs="0">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="0"/>
<xsd:maxLength value="4000"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CiscoIPPhoneInput">
<xsd:complexType>
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="CiscoIPPhoneDisplayableType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="URL">
<xsd:simpleType>
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<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="1"/>
<xsd:maxLength value="256"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="InputItem" type="CiscoIPPhoneInputItemType" minOccurs="0"
maxOccurs="5"/>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CiscoIPPhoneDirectory">
<xsd:complexType>
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="CiscoIPPhoneDisplayableType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="DirectoryEntry" type="CiscoIPPhoneDirectoryEntryType"
minOccurs="0" maxOccurs="32"/>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CiscoIPPhoneImage">
<xsd:complexType>
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="CiscoIPPhoneDisplayableType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="LocationX" default="0" minOccurs="0">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:short">
<xsd:minInclusive value="-1"/>
<xsd:maxInclusive value="132"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="LocationY" default="0" minOccurs="0">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:short">
<xsd:minInclusive value="-1"/>
<xsd:maxInclusive value="64"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Width">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:unsignedShort">
<xsd:minInclusive value="1"/>
<xsd:maxInclusive value="133"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Height">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:unsignedShort">
<xsd:minInclusive value="1"/>
<xsd:maxInclusive value="65"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Depth">
<xsd:simpleType>
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<xsd:restriction base="xsd:unsignedShort">
<xsd:minInclusive value="1"/>
<xsd:maxInclusive value="2"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Data" minOccurs="0">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:hexBinary">
<xsd:maxLength value="2162"/>
<xsd:minLength value="0"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CiscoIPPhoneImageFile">
<xsd:complexType>
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="CiscoIPPhoneDisplayableType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="LocationX" default="0" minOccurs="0">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:short">
<xsd:minInclusive value="-1"/>
<xsd:maxInclusive value="297"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="LocationY" default="0" minOccurs="0">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:short">
<xsd:minInclusive value="-1"/>
<xsd:maxInclusive value="167"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="URL">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="256"/>
<xsd:minLength value="1"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CiscoIPPhoneMenu">
<xsd:complexType>
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="CiscoIPPhoneDisplayableType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="MenuItem" type="CiscoIPPhoneMenuItemType" minOccurs="0"
maxOccurs="100"/>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
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CiscoIPPhone.xsd

</xsd:element>
<xsd:element name="CiscoIPPhoneIconMenu">
<xsd:complexType>
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="CiscoIPPhoneDisplayableType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="MenuItem" type="CiscoIPPhoneIconMenuItemType" minOccurs="0"
maxOccurs="32"/>
<xsd:element name="IconItem" type="CiscoIPPhoneIconItemType" minOccurs="0"
maxOccurs="10"/>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CiscoIPPhoneIconFileMenu">
<xsd:complexType>
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="CiscoIPPhoneDisplayableType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="MenuItem" type="CiscoIPPhoneIconMenuItemType" minOccurs="0"
maxOccurs="32"/>
<xsd:element name="IconItem" type="CiscoIPPhoneIconFileItemType" minOccurs="0"
maxOccurs="10"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="IconIndex" type="xsd:unsignedShort" use="optional"/>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CiscoIPPhoneGraphicMenu">
<xsd:complexType>
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="CiscoIPPhoneDisplayableType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="LocationX" default="0" minOccurs="0">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:short">
<xsd:minInclusive value="-1"/>
<xsd:maxInclusive value="132"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="LocationY" default="0" minOccurs="0">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:short">
<xsd:minInclusive value="-1"/>
<xsd:maxInclusive value="64"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Width">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:unsignedShort">
<xsd:minInclusive value="1"/>
<xsd:maxInclusive value="133"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Height">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:unsignedShort">
<xsd:minInclusive value="1"/>
<xsd:maxInclusive value="65"/>
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CiscoIPPhone.xsd

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Depth">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:unsignedShort">
<xsd:minInclusive value="1"/>
<xsd:maxInclusive value="2"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Data" minOccurs="0">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:hexBinary">
<xsd:maxLength value="2162"/>
<xsd:minLength value="0"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MenuItem" type="CiscoIPPhoneMenuItemType" minOccurs="0"
maxOccurs="12"/>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CiscoIPPhoneGraphicFileMenu">
<xsd:complexType>
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="CiscoIPPhoneDisplayableType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="LocationX" default="0" minOccurs="0">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:short">
<xsd:minInclusive value="-1"/>
<xsd:maxInclusive value="297"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="LocationY" default="0" minOccurs="0">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:short">
<xsd:minInclusive value="-1"/>
<xsd:maxInclusive value="167"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="URL">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="256"/>
<xsd:minLength value="1"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MenuItem" type="CiscoIPPhoneTouchAreaMenuItemType"
minOccurs="0" maxOccurs="32"/>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CiscoIPPhoneStatus">
<xsd:complexType>
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CiscoIPPhone.xsd

<xsd:sequence>
<xsd:element name="Text" minOccurs="0">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="0"/>
<xsd:maxLength value="32"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Timer" minOccurs="0">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:unsignedShort">
<xsd:minInclusive value="0"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="LocationX" default="0" minOccurs="0">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:short">
<xsd:minInclusive value="-1"/>
<xsd:maxInclusive value="105"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="LocationY" default="0" minOccurs="0">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:short">
<xsd:minInclusive value="-1"/>
<xsd:maxInclusive value="20"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Width">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:unsignedShort">
<xsd:minInclusive value="1"/>
<xsd:maxInclusive value="106"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Height">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:unsignedShort">
<xsd:minInclusive value="1"/>
<xsd:maxInclusive value="21"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Depth">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:unsignedShort">
<xsd:minInclusive value="1"/>
<xsd:maxInclusive value="2"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Data" minOccurs="0">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:hexBinary">
<xsd:minLength value="0"/>
<xsd:maxLength value="557"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
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CiscoIPPhone.xsd

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CiscoIPPhoneStatusFile">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Text" minOccurs="0">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="0"/>
<xsd:maxLength value="32"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Timer" minOccurs="0">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:unsignedShort">
<xsd:minInclusive value="0"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="LocationX" default="0" minOccurs="0">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:short">
<xsd:minInclusive value="-1"/>
<xsd:maxInclusive value="261"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="LocationY" default="0" minOccurs="0">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:short">
<xsd:minInclusive value="-1"/>
<xsd:maxInclusive value="49"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="URL">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="1"/>
<xsd:maxLength value="256"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
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