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はじめに

このドキュメントでは、GIF ファイルを XML（Cisco IP Phone）ファイルに変換し、Cisco IP
Phone に表示するためのアイドル URL を作成する手順について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに関しては個別の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、サービス開発キット SDK v4.1(1) をロードするために、IIS サーバ
4.0 以降がインストールされた PC に基づいています。

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


SDK のダウンロード

Developer Support Central（登録ユーザ専用）から SDK をダウンロードします。

実行可能ファイルの見つけ方

実行可能ファイルを見つけるには、この手順を実行します。

ダウンロードした SDK は、特に指定がなければ、C:\ フォルダに解凍します。 次に示すよ
うに、フォルダ内に Tools、Services、および Documentation という 3 個のフォルダがある
のを確認します。

1.

Tools フォルダを開きます。次に示すように、このフォルダには、DLL ファイルと、
ImageViewer.exe、Gif2cip.exe、Cip2gif.exe、および Index.txt ファイルがあります。

2.

グラフィック ファイルの変換方法

この手順では、Cisco IP Phone モデル 7940 および 7960 で表示できるように、イメージを変換
、保存、およびフォーマットするプロセスを示します。

コンピューターで既に保存し、あらゆるイメージ エディタとそれを開いているものまたは
Web のピクチャ（イメージ）を—見つけて下さい。

1.

イメージをカラーからグレースケールに変更します。Cisco IP Phone 7940 または 7960 で
使用するためには、イメージをカラーからグレースケールに変換する必要があります。影を
表示するためと、電話での表示にできるだけ近いフォーマットのイメージにするために、こ
の作業を行います。グレースケールに変更する前のイメージの例を次に示します。

2.

http://developer.cisco.com/web/cdc/home
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do


グレースケールに変更した後のイメ

ージの例を次に示します。 注: 人物
のピクチャを処理する場合は、影とコントラストを調整して、適切に表示されるようにする
必要がある場合があります。
イメージは、Cisco IP Phone 7940 と 7960 の画面サイズに収まるようにサイズ変更する必
要があります。幅は、125 ピクセルまでです。高さは、60 ピクセルまでです。次に、ステ

3.



ップ 2 の画像に対応する画面を示します。 変
更するとイメージが大幅に縮小されて違和感が出ることはありますが、これは、電話に表示
されるサイズではありません。 後で、Tools フォルダにある ImageViewer.exe アプリケー
ションを使用して、イメージが表示されるときの状態を確認できます。高さを 90 に変更し
た後のイメージを次に示します。この場合、イメージの元の縦横比つまり比率を維持するた

めに、幅は 52 に変更されます。
イメージを GIF ファイルに変換して、C:\CiscoIPServices\Tools フォルダに保存します。注
: この手順では、Cisco IP Services のデフォルト インストールを実行したと仮定しています

4.



。
この手順を実行して、ファイルを GIF フォーマットから XML フォーマットに変換します。
C:\WINNT\System32\cmd.exe をダブルクリックして、コマンド プロンプト ウィンドウを開
きます。コマンド プロンプトから cd CiscoIpServices\tools コマンドを発行します。gif2cip
filename.gif filename.xml コマンドを発行します。

これで、Tools フォルダに XML ファイルが表示されるようになりました。 この例では、
logo.xml という名前の XML ファイルです。

5.

ファイルを XML ファイルに変換してから、次の手順を実行します。[Start] > [Programs] >
[Accessories] > [Notepad] の順に選択して、メモ帳アプリケーションを開きます。この新し
い XML ファイルを開きます。メモ帳のメニューで [File] > [Open] の順に選択し、この新し
い XML ファイルのあるフォルダをブラウズして、XML ファイルを選択し、[Open] をクリッ
クします。

<Prompt>Temporary prompt</Prompt> を編集して、Temporary prompt を削除するか、任意

6.



の短いメッセージで置き換えます。入力するメッセージは、31 文字以下である必要があり
ます。プロンプト メッセージを変更してからファイルを保存します。メモ帳のメニューで
、[File] > [Save] の順に選択します。

Cisco CallManager の設定方法

Cisco CallManager 4.x

この手順は、Cisco IP Phone にグラフィックスを表示するよう Cisco CallManager を設定するた
めに使用します。

先程新しく作成した XML ファイルを再度保存するか、パブリッシャの
C:\CiscoWebs\IPPhoneServices\CCMCIP フォルダに保存またはコピーします。

1.

アイドル URL は、次の 2 つのうち、いずれかの方法で設定できます。方法 1：[System] >
[Enterprise Parameters] の順に選択して、[Cisco CallManager Administration] ページから変
更がすべての電話に伝搬されるようにします。[URL Idle] フィールドに
http://IP_address_of_CallManager/CCMCIP/filename.xml を入力します。[URL Idle Time] フ
ィールドに、秒単位で任意の正の値を入力します。起動から指定した秒数が経過するか、こ
の時間だけアイドルになっていると、IP 電話のウィンドウにイメージが表示されます。

2.



設定を更新し、IP 電話をリセットします。方法 2：[Cisco IP Phone] 設定の下で [Device] >
[Phone] の順に選択して、この電話だけが [Cisco CallManager Administrator] ページからの
グラフィックスを表示するようにします。



表示を配信する電話を選択します。

[Idle] フィールドに http://IP_address_of_CallManager/CCMCIP/filename.xml を入力します。
[Idle Timer] フィールドに、秒単位で任意の正の値を入力します。起動から指定した秒数が
経過するか、この時間だけアイドルになっていると、IP 電話のウィンドウにイメージが表示
されます。



設定を更新し、Cisco IP Phone をリセットします。注: Cisco IP Phone 上のピクセルは、
PC 上のピクセルよりも大きいサイズです。 したがって、一部のピクチャは、解像度が良く
ありません。 電話は、Web ページをエミュレートするように設計されていません。

注: アイドル URL は、天気予報などの配信情報を IP Phone の LCD 画面に表示するために使用で
きます。 CallManager の管理ウィンドウで、[System] > [Enterprise Parameters] の順に選択し、
[URL Idle] フィールドおよび [URL Idle Time] フィールドに、表示する情報を含んでいるファイル
およびこの情報を表示するアイドル時間を入力します。 [URL Idle] パラメータに入力できるファ
イル タイプは、スクリプト（.asp）または XML ファイルです。 [URL Idle Time] パラメータで指
定した時間の間、電話がアイドル状態になっていると、IP 電話は、[URL Idle] フィールドに入力
された URL に対して HTTP GET を実行します。

アイドル URL

アイドル URL は設定されたままですが、実際のファイルはサーバ上にありません。 5.x 以降では
、CUCM Web サーバにファイルをアップロードできず、独自のサーバを使用してカスタム サー
ビスやアイドル URL などの要素をホストする必要があります。 すべての電話に表示するメッセ
ージをプッシュするには IP 電話サービス SDK を使用します。

Cisco Unified Communications Manager で実行する設定手順を次に示します。

[System] > [Enterprise Parameters] の順に選択して、[Cisco CallManager Administration] ペ
ージから変更がすべての電話に伝搬されるようにします。

1.



[URL Idle] フィールドに http://IP_address_of_external Webserver/Foldername/filename.xml
を入力します。

2.



[URL Idle Time] フィールドに、秒単位で任意の正の値を入力します。3.
[Idle Timer] フィールドで指定した時間の間、電話が使用されていない場合に、Cisco Unified
IP Phone のディスプレイに表示する URL を入力します。 電話が 5 分間使用されていない
場合に、LCD にロゴを表示できます。[Cisco IP Phone] 設定の下で [Device] > [Phone] の順
に選択します。

表示を配信する電話を選択します。

4.



[Idle] フィールドに、パス http://IP_address_of_external Webserver/Foldername/filename.xml
を入力します。

下にスクロールし、[Idle Timer] フィールドに、秒単位で任意の正の値を入力します。



   

起動から指定した秒数が経過するか、この時間だけアイドルになっていると、IP 電話のウィ
ンドウにイメージが表示されます。設定を更新し、Cisco IP Phone をリセットします。この
とき、IP Phone に表示されるウィンドウを、サービス パネルと呼びます。 サービス パネル
は、サービス機能が起動されるたびに表示されます。 IdleURL は、サービス機能です。 こ
こで、アイドル URL を表示させる電話の IP を Web ブラウザに指定する必要があります。

関連情報

音声に関する技術サポート●

アイドル URL ロゴが、Cisco 7960/7940 IP Phone の LCD に表示されない●

音声とユニファイド コミュニケーションに関する製品サポート●

Cisco IP Telephony のトラブルシューティング●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●
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