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はじめに

Cisco Jabber for Android は、ユーザが企業ネットワークに接続している間、エンタープライズ
VoIP による発信および企業ディレクトリへのアクセスを可能にします。 Cisco Jabber for
Android がバックグラウンドで実行され、企業ネットワークに接続されている間、モバイル デバ
イスを使用して、会社の電話番号から Cisco Unified Communications Manager（CUCM）を介し
て VoIP コールを発信および受信できます。

Jabber for Android は使用可能になると自動的に CUCM に登録されます。 このドキュメントでは
、Cisco Dual Mode for Android の設定方法を説明します。

前提条件

要件

この設定を行う前に、以下の要件を満たしていることを確認してください。

CUCM 8.6 が Cisco Jabber for Android 8.6.1 以降でサポートされていること。●

ボイスメール（オプション）： Cisco Unity Connection バージョン 7.1、8.0、8.5、および
8.6.1。

●

Lightweight Directory Access Protocol（LDAP） 統合（オプションの）: - Microsoft Active
Directory 2003 年および 2008 年、か開いた LDAP。 企業ディレクトリ検索をサポートする

●



場合のみ必要です。
Cisco Jabber for Android が次のデバイスで実行できること。Samsung Galaxy S
International（GT-I9000）、Android オペレーティング システム（OS）バージョン 2.2.1 ま
たは 2.3 を搭載Samsung Galaxy Tab International（GT-P1000）、Android 2.2.1 または 2.3
を搭載Samsung Galaxy S II（AT&T）、Android 2.3 を搭載

●

注: Cisco Jabber for Android を Samsung Galaxy S デバイスで使用するには、ハンドセット OS
を Android Version 2.2.1 または 2.3 にアップグレードすることが重要です。 デバイスの OS をア
ップグレードする方法の詳細については、メーカーまたは通信事業者のサイトを参照してくださ
い。 使用するデバイスによっては、音声品質に若干の問題が発生することがあります。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

CUCM 8.6●

Samsung Galaxy Tab●

同一の Service Set Identifier（SSID）を持つ最適なアクセス ポイント。 Jabber を Wi-Fi 経由
で使用する場合、最適なエクスペリエンスを得るためには、IP アドレス変更時の多大な遅延
時間やローミング時間、コールのドロップ、音声パケットのドロップにつながるレイヤ 3 ロ
ーミングの発生を最小限に抑えるように、Wi-Fi ネットワークを設計する必要があります。

●

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。

主なタスク

手順の概要

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するための次の手順について説明
します。

デバイス Cisco Options Package（COP）ファイルを CUCM にダウンロードします。1.
デバイスに COP ファイルをインストールします。2.
[SIP Dual Mode Alert Timer] 値を増加させます。3.
専用の SIP プロファイルを作成します。4.
システム レベルの前提条件を確認します。5.
ユーザ デバイスを追加します。6.
使用するデバイスに Cisco Jabber アプリケーションをダウンロードします。7.

デバイス COP ファイルのダウンロード

Jabber でアプリケーション ダイヤル ルールを使用するには、COP ファイルが必要です。 デバ
イスの COP ファイルを取得するには、次の手順を実行します。

/c/ja_jp/support/docs/dial-access/asynchronous-connections/17016-techtip-conventions.html


ソフトウェア ダウンロード サイトに移動します。1.
cmterm-android_8.6.2v17.cop.sgn を探してダウンロードします。2.

デバイスへの COP ファイルのインストール

Jabber を CUCM 内でデバイスとして使用できるようにするには、デバイス固有の COP ファイ
ルをすべての CUCM サーバにインストールする必要があります。

次の手順を実行します。

CUCM サーバからアクセスできる FTP または SFTP サーバに COP ファイルを置きます。1.
[CUCM Administration] ポータルの右上で、[Navigation] リスト ボックスから [Cisco Unified
OS Administration] を選択し、[Go] を選択します。

2.

[Software Upgrades] > [Install/Upgrade] を選択します。3.
[Software Installation/Upgrade] ウィンドウで、COP ファイルの場所を指定し、必要な情報
を入力します。

4.

[Next] をクリックします。5.
[Available Software] リスト ボックスでデバイスの COP ファイルを選択します。6.
[Next] をクリックします。7.
[Install] をクリックします。8.
処理が完了するまで待ちます。 このプロセスには、時間がかかる場合があります。9.

使用率が低い時間帯に、すべての CUCM サーバをリブートします。10.
CUCM サーバ上の Cisco Tomcat サービスを再起動します。この手順は、CUCM のデバイ
ス リスト ページにデバイス アイコンを正常に表示するために必要です。 この手順で、
Tomcat の画像キャッシュがクリアされます。CLI で次のコマンドを実行します。

utils service restart Cisco Tomcat

11.

システムが完全にサービスに戻ることを確認します。注: クラスタのサブスクライバ サー
バごとに COP ファイルをインストールします。 パブリッシャと同様に、サーバの再起動
などの手順を実行します。

12.

[SIP Dual Mode Alert Timer] 値の増加

[SIP Dual Mode Alert Timer] を大きくして、Jabber 内線へのコールがモバイル ネットワーク電話
番号に途中でルーティングされないようにします。 VoIP 通話を受信するには、Jabber が実行さ
れていることが必要です。

次の手順を実行します。

[CUCM Administration] にサインインします。1.
[System] > [Service Parameters] の順に進みます。2.
サーバを選択します。3.
[Cisco CallManager (Active)] サービスを選択します。4.
[Clusterwide Parameters (System - Mobility)] セクションまでスクロールします。5.
[SIP Dual Mode Alert Timer] を 4500 ミリ秒まで増やします。6.
[Save] をクリックします。7.

//www.cisco.com/cisco/software/type.html?mdfid=283812787&catid=278875240


注: [SIP Dual Mode Alert Timer] の値を大きくしても、Jabber に到着する着信コールが引き続き
切断され、モバイル コネクトを使用して転送される場合は、[SIP Dual Mode Alert Timer] の値を
さらに増やします。 推奨される最小値は、4500 ミリ秒です。

専用の SIP プロファイルの作成

専用の SIP プロファイルを作成すると、Jabber をバックグラウンドで実行中に、CUCM に接続
したままにすることができます。

次の手順を実行します。

CUCM で、[Device] > [Device Settings] > [SIP Profile] の順に選択します。1.
新規 SIP プロファイルを作成するか、既存の SIP プロファイルをコピーします。 次の図に
従って、[Name] と [Description] を入力します。

2.



下方向にスクロールし、新しい SIP プロファイルで次の値を設定します。[Timer Register
Delta] に「30」[Timer Register Expires] に「660」[Timer Keep Alive Expires] に「660」
[Timer Subscribe Expires] に「660」[Timer Subscribe Delta] に「15」

3.



変更を保存します。4.

システム レベルの前提条件の確認

システムが次の前提条件を満たしていることを確認します。

次の標準 SIP および電話機能が、Jabber から独立して設定され、動作している。保留音ネッ
トワーク保留音

●

次のコール中の機能がセットアップされ、動作している。保留/復帰コール待機通話の追加電
話会議転送RFC 2833、Key Press Markup Language（KPML）、および IVR コール ルーティ
ングのデュアル トーン多重周波数（DTMF）を処理する機能。これにより、ユーザはキーパ
ッドを使用して正しい内線番号または部門にルーティングできます。

●

ソフトウェアベースの会議ブリッジを使用して電話会議を行う場合、参加するすべてのエン
ドポイントに G.711 が必要です。 シスコ ルータ上でデジタル シグナル プロセッサ

●



（DSP）を使用するハードウェアベースの会議ブリッジを使用する場合、G.729 を使用する
会議参加者はトランスコーダを使用する必要はありません。

ユーザ デバイスの追加

Cisco Jabber for Android デバイスに割り当てる予定のデバイス プールに、G.711 コーデックのサ
ポートを含む領域が関連付けられていることを確認します。

次の手順を実行します。

[Cisco Unified Communications Manager Administration] にサインインします。1.
[Device] > [Phone] の順に移動します。2.
[Add New] をクリックします。3.
[Phone Type] ドロップダウン リストから、[Cisco Dual Mode for Android] を選択します。4.

[Next] をクリックします。5.
[Device-Specific Information] に設定値を入力します。[Device Name] を入力します。 デバイ
ス名には、次の条件があります。必ず BOT で始まること。すべて大文字にすること。使用
できる文字数は 15 文字まで能。使用できる文字は、 A ～ Z、0 ～ 9、ダッシュ（-）、また
は下線（_）のみ。[Phone Button Template] に [Standard Dual Mode for Android] を選択し
ます。ユーザが発信先を誤るのを防ぐため、次を設定します。Media Resource Group
ListUser Hold MOH Audio SourceNetwork Hold MOH Audio Sourceユーザがデスクフォンを

6.



所有している場合、デスクフォンを [Primary Phone] として選択します。
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