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概要

この資料が Cisco Jabber for Mac 基本的な機能の配備に必要な必要なステップを記述したもので
す。 これはクイックスタートガイドで、Cisco Jabber for Mac によってサポートされる進んだ機
能のうちのどれもカバーしません。 

前提条件

Cisco は持っていましたり Cisco Unified Communications Manager （CUCM）管理Webページの
基本的な知識を、また基本的な電話設定と経験します推奨します。 

ソフトウェア要件

このガイドは次のソフトウェア バージョンが使用中であることを仮定します: 

Cisco Unified Communications Manager （CUCM）バージョン 10.5(2) または それ 以上。●

Cisco Unified IM および存在（IM&P）バージョン 10.5(2) または それ 以上。●

Cisco Unity Connection （CUXN）バージョン 10.5 または それ 以上。 ●

Jabber for Mac 12.1 またはより高い。  ●



macOS モハーベ 10.14 またはより高い。●

macOS 高い山脈 10.13 またはより高い。●

macOS 山脈 10.12 またはより高い。●

OS x El Capitan 10.11 またはより高い●

ハードウェア要件

下記のハードウェア仕様は Apple MAC デバイスの Cisco Jabber for Mac を実行するための推奨
される最小必要条件です:

CPU Intel Core2 デュオまたはあとでの Apple 次のハードウェア: プロ Macプロ
MacBookMacBookMacBook エアーiMac小型 Mac

●

RAM 2 GB●

空きディスク領域 300 MB ●

電話サービスの設定

Jabber Softphone

Jabber for Mac は Cisco Unified クライアント サービス フレームワーク デバイスを通して電話サ
ービスを供給するために頻繁に CSFS か Softphone と言われるオプションを提供します。 

CSFS デバイス、ログインおよび Device > Phone に移動を CUCM 管理Webページに設定するた
め。

検索およびリスト電話からメニューは『Add New』 を選択 します。

Add a New Phone メニュー検索で電話タイプが Cisco Unified クライアント サービス フレームワ
ーク装置タイプのために廃棄すれば。 選択される『Next』 をクリック して下さい。



表の下の（表は 1.0）設定する必要があるすべてのフィールドが含まれています CUCM の Cisco
Unified クライアント サービス フレームワーク（CSFS）デバイスを設定した場合。 配備のため
に別の方法で必要とされて必要フィールドの大半にデフォルト 設定があり、手動で設定されて必
要としません。 上記の表の設定されたデフォルトでカラムがにいいえどこに設定 されるかすべて
のフィールドを手動で設定して下さい

ヒント： Cisco はすべてのクライアント サービス フレームワーク デバイスが CSFS のデ
バイス名プレフィクスで設定されることを推奨します。 たとえば、CSFS デバイスを持つ
Holly Day と名前を挙げられるユーザを提供します。 彼女の CUCM エンドユーザ ユーザー
ID は hday です従って彼女の CSFS デバイス名は CSFHDAY です。

表 1.0  

必要フィールド デフォルトのパラメータ デフォルトで設定される  説明

Device Name デバイス名は CSFS から始まる必要があります手動で追加す
る必要があります。   NO ソフトウェアベースの電話を識別するために名前を入力して下さい

Device Pool 利用可能なデバイ スプールの 1 つを選択しなければなりませ
ん。  NO 割り当てられるこの電話がほしいと思うデバイ スプールを選択して下さい。 デバイ スプールは領域、日付/時間グループおよ

びソフトキー テンプレートのようなデバイスのためのよくある特性のセットを、定義します。

Phone ボタン テンプレート  標準クライアント サービス フレームワーク NO 適切な Phone ボタン テンプレートを選択して下さい。 Phone ボタン テンプレートは機能（ライン、速度ダイヤル各ボタンの
ために、等）が使用される電話のボタンの設定を決定し、識別します。

よくある電話プロファイル  標準よくある電話プロファイル ○  利用可能なよくある電話プロファイルのリストからよくある電話プロファイルを選択して下さい

場所 Hub_None ○

集中呼処理 システムのコール アドミッション制御（CAC）を設定するのに場所を使用して下さい。 ロケーションは、このロケ
ーションに対して送受信可能な帯域幅の合計を指定します。 Hub_None の場所設定は場所機能がこの Cisco Unified IP 電話が消
費する帯域幅を把握しないことを意味します。 ファントムの場所設定は H.323 プロトコルか SIP を使用するゾーン間のトラン

クを渡る正常な CAC を有効に する場所を規定 します。

ブリッジで構築される デフォルト  ○  使用によってブリッジ ダウン リスト ボックスで構築されるはしけ機能のための組み込みコンファレンスブリッジを有効に す
るか、または無効に して下さい（、またはデフォルト 『ON』 を選択 して下さい）

デバイス モビリティ モード デフォルト ○
デバイス モビリティ 機能をこのデバイスのためにオン/オフ回すか、またはデフォルト デバイ モビリティ モードを使用するた
めに『DEFAULT』 を選択 して下さい。 デフォルト設定はデバイスのデバイス モビリティ モード サービスパラメータのため

に値を使用します。

オーナー ユーザー ID ユーザー ID を設定 して下さい  NO
ダウン リスト ボックスから、割り当てられた電話ユーザのユーザー ID を選択して下さい。 ユーザー ID はこのデバイスからな
されるすべてのコールのための呼詳細レコード（CDR）で記録されます。 デバイスにユーザー ID を割り当てることはまたライ

センス使用レポートの「ユーザ」に「未指定デバイス」からデバイスを移動します。
信頼されたリレー ポイントを使用して下さい デフォルト ○ ダウン リスト ボックスから、有効に するか、または Cisco Unified CM がこのメディア エンドポイントの信頼されたリレー ポ



イント（TRP）デバイスを取り付けるかどうか無効に して下さい。 信頼されたリレー ポイント（TRP）デバイスはと同時に信
頼されたリレー ポイント分類される MTP またはトランスコーダ デバイスを指定します。

プライマリ行を常に使用して下さい デフォルト ○ 選り抜きダウン リスト ボックスから（を離れて、またはデフォルト）。 デフォルト- Cisco Unified Communications Manager
は Cisco CallManagerサービスをサポートする使用主な行サービスパラメータからの設定を常に使用します、

音声 メッセージのために主な行を常に使用して下さい デフォルト ○ 選り抜きダウン リスト ボックスから（を離れて、またはデフォルト）。 デフォルト- Cisco Unified CM は Cisco
CallManagerサービスをサポートする音声 メッセージ サービスパラメータのために使用主な行からの設定を常に使用します。

パケット キャプチャ モード  なし ○ 暗号化だけのトラブルシューティングために存在 するこの設定; パケット キャプチャにより高い CPU使用か呼処理 割り込みを
引き起こすかもしれません。

BLF 存在グループ 標準存在グループ  ○

エンドユーザ用の存在グループを選択して下さい。 選択したグループはこの電話番号を監視できるデバイス、エンドユーザを
およびアプリケーションのユーザーを規定 します。

存在グループのデフォルト値はインストールで設定される標準存在グループを規定 します。
 

デバイス セキュリティ Profle  手動で選択されなければなりません。 NO

Cisco Unified Communications Manager 管理で設定されるすべての電話にセキュリティプロファイルを適用して下さい。 Cisco
Unified Communications Managerprovides のインストール手順一組の自動登録のためのあらかじめ定義された、非セキュア セ
キュリティプロファイル。 電話のためのセキュリティ機能を有効に するために、装置タイプおよびプロトコルのための新しい
セキュリティプロファイルを設定し、電話に適用して下さい。 電話がセキュリティをサポートしない場合、非セキュア プロフ

ァイルを選択して下さい。

SIP プロファイル 手動で選択されなければなりません。 NO デフォルト SIP プロファイルをか特定のプロファイルを選択して下さい以前に作成された。 SIP プロファイルは登録およびキ
ープアライブ タイマーのような電話に特定の SIP 情報を、メディア ポート提供し、制御を妨げません。

証明書オペレーション 保留中の操作無し  ○ このフィールドは CAPF 登録と関連しています。 
DND オプション 信号器  ○ 電話の DND を有効に するとき、このパラメータは DND 機能が着信コールをどのように扱うか規定 することを可能にします。

ビデオに呼出すこと Enabled  ○  ビデオ 機能を断続的に回します
自動的に電話コントロールで開始して下さい  Disabled ○ 有効に された場合、クライアントはデスクトップ電話制御モードで開始します。

自動的につなぎ留められたデスク電話を制御して下さい  Disabled ○ 有効に された場合、クライアントは自動的につなぎ留められたデスクトップ電話を制御します。

機能を拡張し、接続して下さい Enabled ○ 伸ばしなさい示し、機能有効に されますクライアントのために接続応答。 これはクライアントがサード パーティ PBX、PSTN
および他のリモートフォンのコールをモニタおよび制御することを可能にします。

連絡先フォトを表示して下さい Enabled ○ 連絡先フォト検索およびディスプレイがクライアントのためのイネーブルまたはディセーブルなら示します。
ディレクトリの数ルックアップ Enabled ○ 社内 ディレクトリを使用して電話番号ルックアップがクライアントのためのイネーブルまたはディセーブルなら示します。

Analytics 収集 Disabled ○ analytics 収集がクライアントのためのイネーブルまたはディセーブルなら示します

SAVE ボタンの選択によって CSFS 設定保存のためのすべての必要フィールドを設定設定したら
。  

CSFS を作成したのでデバイスに電話番号を追加する必要があります。 これは選り抜きによって
新しい DN オプションが CSFS 設定の左上で見つけた追加することができます。 

注: この資料は CSFS デバイスのための完全なライン 設定を取り扱っていません。 ライン
コンフィギュレーションはすべての電話のために行う必要があるで、設定ではないです標準
の設定 CSFS デバイスに特定の。 



ヒント： 電話番号に CUCM エンドユーザを関連付けることを確かめるように電話番号を設
定することが CSFS デバイスあれば。 これは電話番号設定の下部のへのスクロールし、関
連エンドユーザを選択することによって実行することができます。 電話存在のために
Jabber を使用するために計画する場合この設定が必要となります。

Jabber Deskphone

Jabber for Mac はまた Cisco deskphones と Cisco コンピュータ テレフォニー インテグレーショ
ン （CTI）を行う機能があります。 これは Jabber ユーザインターフェイスからのコール操作を
行いなさい時 Jabber for Mac ユーザが Jabber テレフォニーデバイスとして Cisco deskphone を
使用することを可能にします。

Deskphone 設定

Jabber for Mac CTI 統合を設定するためにはこれらの簡単なステップに従って下さい。

記録から CUCM 管理Webページに開始し、Device > Phone にナビゲートして下さい。

検索およびリスト電話メニューからを検索し、Jabber ユーザ deskphone を選択して下さい。 

電話 Configuration メニューと示された場合下記に記載されている 2 設定を確認して下さい: 

CTI チェックボックスからのデバイスの割り当てコントロールがチェックされることを確認
して下さい。

1.

デバイス オーナー ユーザー ID を設定 されます Jabber for Mac ユーザ CUCM ユーザー ID
に確認して下さい。 

2.

CTI UC は設定を保守します

次に Jabber クライアントによって CUCM CTIManager サービスに接続するのに使用する CTI
UC サービスを設定します。 ユーザマネージメント > ユーザ設定 > UC サービスにナビゲートか
ら開始して下さい。



Services ページ検索およびリスト UC で『Add New』 を選択 しなさい。

UC サービス タイプからの UC サービス設定 ページ選定された CTI と示された場合それから『
Next』 を選択 します廃棄して下さい。

UC サービス設定 ページをそれから記載します。 、また CTI サービスを実行している完全修飾ド
メイン名 （FQDN）または CUCM サーバの IP、ホスト名はここに CTI UC サービスの名前を設
定する必要があります。 



注: 3 人までの CTI UC サービスは UC サービス プロファイルに割り当てることができます
。 

CTI UC サービスを定義したのでサービス プロファイルにそれらを割り当てます。 ユーザマネー
ジメント > ユーザ設定 > サービス プロファイルにナビゲートから開始して下さい。

検索およびリストからプロファイル メニュー検索をのための保守し、Jabber for Mac ユーザが使
用するサービス プロファイルを選択するか、または『Add New』 を選択 することによって新し
いサービス プロファイルを作成して下さい。 



Configuration ページ サービス プロファイルで CTI プロファイル セクションにスクロールし、割
り当てなさいサービス プロファイルへの CTI UC サービスはそして『SAVE』 を選択 します。

注: この資料はこれが基本 CUCM 管理 タスクであるので Cisco 新しく新しい deskphone の
設定を取り扱っていません。 

（CTI）サポートされているデバイス、移動のリストを CUCM Cisco Unified レポートに表
示するためおよび統一された CM 電話機能 リスト レポートを選択するため。 次に制御され
る機能 ドロップダウン リストから CTI を選択して下さい。

音声メールの設定 

Jabber for Mac は取得保存された on Cisco Unity Connection の再生音声メール メッセージでき。
Jabber for Mac のための音声メールを設定するためには下記のようにステップに従って下さい: 

Unity Connection 設定

Cisco Unity Connection Web管理 Webページに記録 し、ユーザ > Users にナビゲートから開始し
て下さい。

のための検索 Users ページ検索と示された場合 Jabber for Mac ユーザ メールボックスを選択す
れば。 



 設定されるサービスのコールをユーザ メールボックス notate の編集ユーザ 基本 ページと示され
て。

Class of Service（CoS）への左手ナビゲーション ペイン移動によって > Class of
Service（CoS）。

のための検索 Class of Service ページ検索と示された場合以前に notated サービス クラスを選択
すれば。 

次ことを Class of Service ページ編集で確認しなさい:



Web インボックスおよび RSS 供給機能を使用するためにチェックボックスが割り当てユー
ザがあるように確認されることを確認して下さい。 

1.

また音声メール機能にアクセスするのに Cisco Unified Personal Communicator を使用する
割り当てユーザが機能名ことをの近くのボックスのチェックによって有効に なることを確
認して下さい。 

2.

Class of Service（CoS） 設定がシステム設定へ確認された移動 > 進められて > 左ナビゲーショ
ン ペインの API 設定。 API 設定 ページで示される設定の 3 つをすべて有効に して下さい。 

CUCM の設定

Unity Connection が設定されるので Jabber for Mac 音声メールのための CUCM 設定に進みます
。  ユーザマネージメント > ユーザ設定 > UC サービスにナビゲートから開始して下さい。

Services ページ検索およびリスト UC で『Add New』 を選択 しなさい。

UC サービス設定 ページと示された場合 UC サービス タイプから音声メールを廃棄しますそれか
ら『Next』 を選択 します選択して下さい。



UC サービス設定 ページをそれから記載します。 ドロップダウンな製品タイプから Unity
Connection を選択することから開始して下さい。 また、また他および Jettyservices を実行して
いる Unity Connectionserver の theIP、ホスト名または完全修飾ドメイン名 （FQDN）
VoicemailUCService の名前を設定する必要があります。 

注: 3 つまで VoicemailUCServices aUCService プロファイルに割り当てることができます
。 

音声メール UC サービスが定義されるのでサービス プロファイルにそれらを割り当てます。 ユー
ザマネージメント > ユーザ設定 > サービス プロファイルにナビゲートから開始して下さい。



検索およびリストからプロファイル メニュー検索をのための保守し、Jabber for Mac ユーザが使
用するサービス プロファイルを選択するか、または『Add New』 を選択 することによって新し
いサービス プロファイルを作成して下さい。

  

 Configuration ページ サービス プロファイルで theVoicemail プロファイル セクションにスクロ
ールし、割り当てなさいサービス プロファイルへの音声メール UCService はそして『SAVE』 を
選択 します。

注: Jabber for Mac によって設定される上は Unity Connection が LDAP 認証を使用している
と仮定します。 メールボックスが統合 LDAP でなかったら Cisco オン前提配備ガイドを参
照して下さい。 

ディレクトリの設定



Jabber for Mac は団体連絡先の解決のためのディレクトリー・サービスに依存しています。
 Jabber は Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）または CUCM ユーザのデータ サービ
ス（UDS）によってディレクトリ解決を行えます。 Jabber for Mac のための LDAP または
UDS の設定の情報に関しては下記のセクションをディレクトリー・サービス参照して下さい。 

LDAP ディレクトリー・サービス

Jabber for Mac は次を見られるように 3 人のよく知られた LDAP ディレクトリー・サービスを、
サポートします: 

Active Directory ドメイン サービス●

OpenLDAP●

Active Directory 軽量ディレクトリー・サービス（AD LDS）●

このガイドはこれが最もよくある統合であるように Jabber for Mac 11.8 を設定するためにまたは
それ以上に Active Directory ドメイン サービスと統合ためにステップを提供します。 

CUCM 管理Webページに記録 し、ユーザマネージメント > ユーザ設定 > UC サービスにナビゲ
ートから開始して下さい。

Services ページ検索およびリスト UC で『Add New』 を選択 しなさい。

UC サービス設定 ページと示された場合 UC サービス タイプからディレクトリを廃棄し、『
Next』 を選択 します選択して下さい。



UC サービス設定 ページをそれから記載します。 製品タイプから拡張 なディレクトリを廃棄しま
す選択して下さい。 また、またディレクトリ サーバの theIP、ホスト名または完全修飾ドメイン
名 （FQDN）ディレクトリ UCService の名前を設定する必要があります。 

デフォルトで接続タイプは仮定するグローバル カタログに Microsoft ドメイン コントローラーは
ディレクトリ出典として使用されていると設定 されます。 グローバル カタログ サーバーが使用
中なら設定のポート番号は 3268 に設定 する必要があります。 Cisco はクエリのより効率的な解
決を提供すると同時にグローバル カタログ サーバーの使用をと同時にディレクトリ リソース推
奨します。   

ヒント： 使用していなければ Microsoft Active Directory ドメインのためのドメイン コント
ローラーは LDAP にディレクトリ UC サービスを接続タイプに 389 に設定 されるポートを
持つはずです設定 する必要があります保守します。

注: 3 つまで DirectoryUCServices aUCService プロファイルに割り当てることができます。
 

ディレクトリ UC サービスが定義されるのでサービス プロファイルにそれらを割り当てます。 ユ



ーザマネージメント > ユーザ設定 > サービス プロファイルにナビゲートから開始して下さい。

検索およびリストからプロファイル メニュー検索をのための保守し、Jabber for Mac ユーザが使
用するサービス プロファイルを選択するか、または『Add New』 を選択 することによって新し
いサービス プロファイルを作成して下さい。 

Configuration ページ サービス プロファイルで theDirectory プロファイル セクションにスクロー
ルし、サービス プロファイルにディレクトリ UCService を割り当てなさい。 また Active
Directory 検索ベースを定義する必要がありますこれは企業ユーザが存在 する Organization Unit
またはディレクトリであるはずです。 

ディレクトリ プロファイル セクションを設定している間またディレクトリ認証方式を設定しなけ
ればなりません。 匿名クエリおよび強制 Jabber を Jabber ログインの間に入った資格情報と認証
するために防ぐように「使用によってログオンされるユーザーの資格情報」の近くでチェックボ
ックスをチェックして下さい。 使用によってログオンされるユーザーの資格情報が残っていれば
チェックを外された Jabber はディレクトリ サーバへの匿名アクセスを行うように試みます。 匿
名ディレクトリ アクセスは Cisco によって推奨されません。

ディレクトリ プロファイルを設定していたら終了したら『SAVE』 を選択 して下さい。

注: CUCM 10.X を- 11.5.X 使用していればサービス プロファイルのディレクトリ プロファ
イル セクションはまた顕著な名前が LDAP サーバのクエリーを実行するために承認される
ユーザー ID として使用することができるように可能にするユーザ名 および パスワード フ



ィールドが含まれています。 CUCM 12.X でディレクトリー・サービスの認証のために単一
ユーザー ID を使用したいと思えば Jabberconfig.xml で ConnectionUsername および
ConnectionPassword パラメータを使用する必要があります。

注意： Cisco Jabber クエリによってはさまざまな属性を使用して出典が、これらの属性す
べてデフォルトで指標付けされます接触しません。 効率的確認することはディレクトリ サ
ーバで Cisco Jabber によって利用する属性を指標付けする必要があります検索します。 詳
細については Jabber 計画ガイドの LDAP Prerequisites セクションを参照して下さい。

  

UDS ディレクトリー・サービス

CUCM ユーザのデータ サービス（UDS）は Cisco Expressway モービル上の Jabber および連絡
先解決のためにリモート アクセスによって使用できるおよびそれをです社内ネットワークのクラ
イアントのためのオプションの連絡先サービス提供します連絡先出典 API。 UDS 連絡先出典はデ
ィレクトリ解決を提供するのに統一された CM エンドユーザ テーブル情報を使用します。

  

CUCM 管理Webページに記録 し、ユーザマネージメント > ユーザ設定 > サービス プロファイル
にナビゲートから開始して下さい。



  

検索およびリストからプロファイル メニュー検索をのための保守し、Jabber for Mac ユーザが使
用するサービス プロファイルを選択するか、または『Add New』 を選択 することによって新し
いサービス プロファイルを作成して下さい。

Configuration ページ サービス プロファイルで theDirectoryProfile セクションにスクロールし、連
絡先解像度があるように使用 UDS と分類されるチェックボックスを確認しそして『SAVE』 を
選択 して下さい。



UDS が Jabber ログイン プロセスの間にサービス プロファイル Jabber for Mac で自動的に検出
すれば CUCM UDS サーバを有効に なれば。 

CUCM エンドユーザの設定

CUCM エンドユーザ 設定は Jabber for Mac の展開の重要な一歩 機能がこの設定に依存している
Jabber のその位です。 イメージは下記の CUCM エンドユーザ 設定に依存しているすべての
Jabber 設定を描写します。 

Jabber for Mac CUCM エンドユーザを設定するために CUCM 管理Webページに記録 し、ユーザ
マネージメント > エンドユーザにナビゲートから開始して下さい。



検索およびリスト Users メニューからを検索し、Jabber for Mac のために設定したい CUCM エ
ンドユーザを選択して下さい。

Webページ スクロールする設定がサービス設定セクションにエンドユーザで、ここにことができ
ますエンドユーザにそれらに利用してほしいサービスを割り当てる。 ユーザが可能にすることは
サービス名の隣でチェックボックスのチェックによって Jabber for Mac にログインにできるホー
ム クラスタ サービスを有効に する必要があります。 

エンドユーザがインスタント メッセージのために Jabber for Mac を使用すればフィールドの隣で
有効ユーザ確認することによってサービスのためのエンドユーザをおよび存在と分類された統一
された IM があるようにチェックボックスを有効に する必要があります。

次に廃棄します UC サービス プロファイルからサービス プロファイルを選択することによってサ
ービス プロファイルを割り当てたいと思います。 サービス プロファイルが CUCM UC サービス
設定を Jabber クライアントに与えるのに使用されています。

注: CUCM エンドユーザにサービス プロファイルを割り当てなければシステムデフォルト
サービス プロファイルとして設定 される ユーザは自動的にサービス プロファイルを使用
します。

次デバイス情報セクションにスクロールして下さい。 CUCM エンドユーザ制御装置を管理できま
す。 ユーザに softphone や deskphone デバイスを割り当てて下さい。 CUCM は Jabber ログイ
ンの間に Jabber for Mac にデバイスのこのリストを提供します。 



  

ユーザに Device Association ボタンの選択によってデバイスを割り当てることができます。 ユー
ザデバイス アソシエーション メニューがそれから表示されます。 ここにあなたから CUCM エン
ドユーザ デバイスを捜すことができます。 チェックマーク デバイスの隣でチェックボックスの
デバイス インポートを見つけ、指定変更を『SAVE』 を選択 する時。

この場合電話番号アソシエーション セクションにスクロールし、プライマリ拡張からのプライマ
リ拡張が廃棄する CUCM エンドユーザを選択して下さい。 

次権限インフォメーション・セクションにスクロールして下さい。 ここに割り当てます Jabber
for Mac によって必要とされる権限を。 

Jabber が割り当てられるロールをなぜ必要とするか下記の表（表は 1.1）すべての必須ロール、
特権および原因をリストしたものです。 

表 1.1

ロール 特権/リソース Jabber 使用ロールの

標準 CCM エンドユーザ Cisco Unified CM ユーザー オプションにエンドユーザにロ
グオン権限を与えて下さい。 石鹸認証を早口に喋って下さい

標準 CCMUSER 管理 Cisco Unified CM ユーザー オプションへのアクセスを許可
します。 Jabber 石鹸認証

Standard CTI Allow Control of
Phones Supporting Rollover
Mode

ロールオーバー モードをサポートするすべての CTI デバイ
スの制御を許可します。

Cisco Unified IP Phone 6900 シ
リーズの CTI コントロールのた
めに使用される

接続された Xfer および CONF
をサポートする電話の標準 CTI
割り当てコントロール

接続された転送および会議をサポートするすべての CTI デ
バイスの制御を許可します

Cisco Unified IP 電話 9900、
8900、または 8800 シリーズま
たは DX シリーズの CTI コント
ロールのために使用される

Standard CTI Enabled 有効 CTI アプリケーション制御。
Jabber 互換性のある CTI デバイ
スを他のすべてのの CTI 制御の
ために使用される。 



許可グループを CUCM エンドユーザに割り当てるためにアクセスコントロール Group ボタンへ
の追加を選択して下さい。

次に、アクセス制御グループ名近くにいたチェックボックスを追加し、選択することを望むアク
セスコントロール グループのための検索。 終了した場合追加指定ボタンを選択して下さい。 

ディスカバリを保守して下さい 

Cisco Jabber クライアントに関してはそれログインにできる認証および設定検索のために使用す
る最初にサービス（CUCM、IM&P または Expressway）に気づく必要があります。 Cisco はこれ
が管理のシームレス ユーザ エクスペリエンスおよび容易さを提供すると同時にドメイン ネーム
システム（DNS）サービス Location （SRV）レコードの使用によって自動 サービス ディスカバ
リを設定することを推奨します。 



イメージは下記の Jabber 自動 サービス発見のプロセスのグラフィカル描写です。

DNS SRV を追加するために Microsoft DNS マネージャ移動にドメインに記録し、ツリーを拡張
して下さい。 _tcp フォルダで右クリックし、選択して下さい他の新しいレコードを…



リソースレコード Type ウィンドウによって示された場合、強調表示して下さいサービス
Location （SRV）を『Create』 を選択 しますレコードを…

次に「新しいリソースレコード」ペインで示されます。 Jabber 最初の UDS ホーム クラスタ ル
ックアップのために使用する CUCM サーバのそれぞれのための SRV レコードを設定します。 

the_cisco-udsSRV レコードのための設定例は下記にあります。 この例で CUCM 内の 3 つの
CUCM ノードへの_cisco-uds レコード解決はクラスタ化します。 

_cisco-uds._tcp.testlab.com     SRV service location:

          priority       = 6

          weight         = 30

          port           = 8443

          svr hostname   = cucm3.testlab.com

_cisco-uds._tcp.testlab.com     SRV service location:

          priority       = 2

          weight         = 20

          port           = 8443

          svr hostname   = cucm2.testlab.com

_cisco-uds._tcp.testlab.com     SRV service location:

          priority       = 1

          weight         = 5

          port           = 8443

          svr hostname   = cucm1.testlab.com



Jabber のダウンロード

選択の Webブラウザを開き、https://software.cisco.com/download/home へのナビゲートから開始
して下さい。 Jabber for Mac のための単にダウンロード ホームページ検索で。 ダウンロード オ
プションが表示されるとき次を見られるように Cisco Jabber for Mac インストール ダウンロード
を選択して下さい:  

Jabber のインストール手順 

以前に CiscoJabberMac pkg ファイルをダウンロードし、選択する Cisco Jabber for Mac インス
トーラの識別によって始めて下さい。 

インストールを続行するためにはじめに 画面と示された場合 Continue ボタンを選択して下さい
。 

https://software.cisco.com/download/home


次に、注意および免責事項に目を通して下さい。 インストールに続きたかったら『Continue』 を
選択 して下さい。



前の手順で検討されたエンドユーザ使用許諾契約書で同意するかどうか確認するように頼むポッ
プアップがそれから表示されます。 インストールに続きたかったら I 一致します選択して下さい
。 

宛先 SELECT 画面によって示された場合 Jabber をにインストールすることを望むディスクを選
択して下さい『Continue』 を選択 して下さい。 

次に、インストール場所を選択するか、または『Install』 を選択 することによってデフォルトの
ロケーションを受け入れて下さい。 



インストールが完了するとき Summary 画面が表示されます。 インストール ウィザードと終えら
れた場合『Close』 を選択 して下さい。 



早口に喋るべきログオン

Jabber for Mac のログインを行い、Mac 発射点に移動から開始し、利用可能なアプリケーション
のリストから Jabber を『Cisco』 を選択 するため。 

Jabber アプリケーションがサービス ディスカバリ（例のために使用するドメインおよび Jabber
ユーザー名提供されて起動したら。 tuser@testlab.com は）、それから『Continue』 を選択 しま
す。 

サービス ディスカバリが終わったら Jabber ログに資格情報を提供するためにプロンプト表示さ



れます。 有効な Jabber ユーザ名 および パスワードを提供し、署名します選択して下さい。
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