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クライアント設定の概要
Cisco Jabberは、次のソースから設定を取得できます。

•サービスプロファイル：Cisco Unified Communications Managerリリース 9以降の UCサービ
スプロファイルで一部のクライアント設定を構成できます。ユーザがクライアントを起動

すると、クライアントはDNS SRVレコードを使用して Cisco Unified CommunicationsManager
ホームクラスタを検出し、自動的に UCサービスプロファイルから設定を取得します。

これは、オンプレミス展開にのみ適用されます。

•電話の設定：Cisco Unified Communications Managerリリース 9以降の電話の設定で一部のク
ライアント設定を構成できます。クライアントは、UCサービスプロファイルの設定に加
え、電話の設定から設定を取得します。

これは、オンプレミス展開にのみ適用されます。

• Cisco Unified PresenceまたはCisco Unified CommunicationsManager IM and Presenceサービス：
インスタントメッセージおよびプレゼンスの機能を有効にして、プレゼンスサブスクリプ

ション要求などの特定の設定を構成できます。

Cisco Unified Communications Managerリリース 9以降のサービスディスカバリが使用されて
いない場合は、クライアントが Unified Presenceまたは Cisco Unified Communications Manager
IM and Presenceサービスから UCサービスを取得します。
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これは、オンプレミス展開にのみ適用されます。

•クライアントコンフィギュレーションファイル：設定パラメータを含むXMLファイルを作
成できます。その後、TFTPサーバで XMLファイルをホストします。ユーザがサインイン
すると、クライアントは TFTPサーバから XMLファイルを取得して設定を適用します。

これは、オンプレミス展開およびクラウドベース展開に適用されます。

• Cisco WebEx管理ツール：Cisco WebEx管理ツールを使用して一部のクライアント設定を構
成できます。

これは、クラウドベース展開にのみ適用されます。

サービスプロファイルの設定
Cisco Unified Communications Managerバージョン 9以降の UCサービスプロファイルで特定のク
ライアント設定を構成できます。

重要 •クライアントが DNSクエリーから _cisco-uds SRVレコードを取得する場合は、Cisco
Jabberが Cisco Unified Communications Manager上のサービスプロファイルから設定のみ
を取得します。

ハイブリッド環境で、CAS URL検索が成功した場合は、Cisco Jabberが Cisco WebEx
Messengerサービスから設定を取得し、_cisco-uds SRVレコードは無視されます。

•複数のCiscoUnifiedCommunicationsManagerクラスタを使用した環境では、クラスタ間検
索サービス（ILS）を設定できます。 ILSは、クライアントがユーザのホームクラスタを
検索して、サービスを検出できるようにします。

ILSを設定しない場合は、EMCCリモートクラスタのセットアップと同様に、リモート
クラスタ情報を手動で設定する必要があります。リモートクラスタ設定の詳細について

は、『Cisco Unified Communications Manager Features and Services Guide』を参照してくだ
さい。

関連トピック

Cisco Unified Communications Manager 10.0でのリモートクラスタの設定

サービスプロファイルでのパラメータの設定

クライアントはサービスプロファイルから UCサービス設定や他の設定を取得できます。
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サービスプロファイルのパラメータ

サービスプロファイルで設定できる設定パラメータについて説明します。クライアントの設定

ファイルで該当する設定パラメータを確認してください。

IM and Presence サービスプロファイル

次の表に、IM and Presenceサービスプロファイルで構成可能な設定パラメータを示します。

説明パラメータ

Cisco Jabberに認証ソースを提供し、次の値が設
定されます。

• Unified CM（IM and Presenceサービス）：
Cisco Unified Presenceまたは Cisco Unified
CommunicationsManager IM and Presenceサー
ビスがオーセンティケータです。

• WebEx（IM and Presenceサービス）：Cisco
WebEx Messengerサービスがオーセンティ
ケータです。

このリリースでは、クライアント

は、SRVレコードのクエリーに加
え、HTTPクエリーを発行します。
HTTPクエリーを使用すれば、ク
ライアントは Cisco WebEx
Messengerサービスの認証を受ける
かどうかを決定できます。

HTTPクエリーの結果として、ク
ライアントは _cisco-uds SRV
レコードを取得する前に、クラウ

ドベース展開で Cisco WebEx
Messengerサービスに接続します。
[製品のタイプ（Product type）]
フィールドの値を [WebEx] に設定
しても、WebExサービスが CAS
ルックアップによってすでに検出

されている場合、実質的な効果は

ない可能性があります。

（注）

•設定なし：サービスプロファイルに IM and
Presenceサービス設定が含まれていない場合
は、オーセンティケータが Cisco Unified
Communications Managerになります。

製品のタイプ（Product type）
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説明パラメータ

プライマリプレゼンスサーバのアドレスを指定

します。

•オンプレミス展開：CiscoUnified Presenceま
たは Cisco Unified Communications Manager
IM and Presenceサービスの完全修飾ドメイ
ン名（FQDN）を指定する必要があります。

•クラウドベース展開：[製品のタイプ
（Product type）]パラメータの値として
[WebEx]が選択された場合は、クライアン
トが次のURLをデフォルトとして使用しま
す。

https://loginp.webexconnect.com/cas/auth.do

このデフォルトのURLは、設定した値を上
書きします。

プライマリサーバ（Primary server）

ボイスメールプロファイル

次の表は、ボイスメールのプロファイルで設定できる設定パラメータを示します。

説明パラメータ

ボイスメールサーバの接続設定を指定します。ボイスメールサーバ（Voicemail server）

ボイスメールサービスの認証を受けるために、

クライアントがインスタントメッセージおよび

プレゼンスまたは会議サービスのクレデンシャル

を使用することを指定します。

設定するクレデンシャルソースがユーザのボイ

スメールのクレデンシャルと一致することを確認

します。このパラメータの値を設定すると、ユー

ザはクライアントユーザインターフェイスで自

分のボイスメールサービスのクレデンシャルを

指定できません。

ボイスメールサービスのクレデンシャルソー

ス（Credentials source for voicemail service）

会議プロファイル

次の表は、会議のプロファイルで設定できる設定パラメータを示します。

説明会議サービスの設定

会議サーバの接続設定を指定します。会議サーバ（Conferencing server）
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説明会議サービスの設定

会議サービスの認証を受けるために、クライア

ントがインスタントメッセージおよびプレゼン

スまたはボイスメールサービスのクレデンシャ

ルを使用することを指定します。

設定するクレデンシャルソースがユーザの会議

のクレデンシャルと一致することを確認します。

Web会議サービスのクレデンシャルソース
（Credentials source for web conference service）

ディレクトリプロファイル

サービスプロファイルでディレクトリ統合を設定する方法の詳細については、「ディレクトリ統

合のためのクライアント設定」の章を参照してください。

CTI プロファイル

次の表は、CTIプロファイルで設定できる設定パラメータを示します。

説明CTI サービスの設定

CTIサーバの接続設定を指定します。CTIサーバ（CTI server）

Cisco Unified Communications Manager サービスの追加
IM and Presenceサービス、ボイスメール、会議、ディレクトリなどのサービスのアドレス、ポー
ト、プロトコル、およびその他の設定を指定する場合に、Cisco Unified Communications Manager
サービスを追加します。

手順

ステップ 1 [Cisco Unified CMの管理（Cisco Unified CM Administration）]インターフェイスを開きます。

ステップ 2 [ユーザ管理（User Management）] > [ユーザ設定（User Settings）] > [UCサービス（UC Service）]
を選択します。

[UCサービスの検索と一覧表示（Find and List UC Services）]ウィンドウが開きます。

ステップ 3 [新規追加（Add New）]を選択します。
[UCサービスの設定（UC Service Configuration）]ウィンドウが開きます。

ステップ 4 追加する UCサービスのタイプを選択し、[次へ（Next）]を選択します。

ステップ 5 必要に応じて、UCサービスを設定し、[保存（Save）]を選択します。
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次の作業

UCサービスをサービスプロファイルに追加します。

サービスプロファイルの作成

CiscoUnifiedCommunicationsManagerサービスを追加して設定したら、それらをサービスプロファ
イルに追加します。サービスプロファイルで追加の設定を適用できます。

手順

ステップ 1 [Cisco Unified CMの管理（Cisco Unified CM Administration）]インターフェイスを開きます。

ステップ 2 [ユーザ管理（UserManagement）] > [ユーザ設定（UserSettings）] > [サービスプロファイル（Service
Profile）]の順に選択します。
[UCサービスの検索と一覧表示（Find and List UC Services）]ウィンドウが開きます。

ステップ 3 [新規追加（Add New）]を選択します。
[サービスプロファイルの設定（Service Profile Configuration）]ウィンドウが開きます。

ステップ 4 [名前（Name）]フィールドにサービスプロファイルの名前を入力します。

ステップ 5 サービスプロファイルをクラスタのデフォルトにする場合は、[システムデフォルトのサービス
プロファイルに設定（Make this the default service profile for the system）]を選択します。

Cisco Unified Communications Managerリリース 9.xで、インスタントメッセージング機
能だけを使用しているユーザ（IM専用）は、デフォルトサービスプロファイルを使用
する必要があります。このため、IMのみのユーザにサービスプロファイルを適用する
場合は、サービスプロファイルをデフォルトとして設定する必要があります。

（注）

ステップ 6 UCサービスを追加して追加の設定を適用し、[保存（Save）]を選択します。

次の作業

エンドユーザ設定にサービスプロファイルを適用します。

サービスプロファイルの適用

UCサービスを追加してサービスプロファイルを作成したら、ユーザにサービスプロファイルを
適用します。ユーザが Cisco Jabberにサインインしたら、クライアントは Cisco Unified
Communications Managerからそのユーザのサービスプロファイルを取得できます。

手順

ステップ 1 [Cisco Unified CMの管理（Cisco Unified CM Administration）]インターフェイスを開きます。

ステップ 2 [ユーザ管理（User Management）] > [エンドユーザ（End User）]を選択します。
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[ユーザの検索と一覧表示（Find and List Users）]ウィンドウが開きます。

ステップ 3 既存のユーザを見つけるために適切な検索条件を入力して、リストからユーザを選択します。

[エンドユーザの設定（End User Configuration）]ウィンドウが表示されます。

ステップ 4 [サービスの設定（Service Settings）]セクションを探します。

ステップ 5 [UCサービスプロファイル（UC Service Profile）]ドロップダウンリストからユーザに適用する
サービスプロファイルを選択します。

Cisco Unified Communications Managerリリース 9.xのみ：ユーザが IIM and Presenceサー
ビス機能しか使用していない（IM専用）場合は、[デフォルトを使用（Use Default）]を
選択する必要があります。 IM専用ユーザの場合は、CiscoUnifiedCommunicationsManager
リリース 9.xが [UCサービスプロファイル（UC Service Profile）]ドロップダウンリスト
で選択された内容に関係なく、常に、デフォルトサービスプロファイルを適用します。

重要

ステップ 6 必要に応じて、その他の設定を適用し、[保存（Save）]を選択します。

ユーザとデバイスの関連付け

Cisco Unified Communications Managerバージョン 9.xでは、クライアントがユーザのサービスプ
ロファイルを取得しようとすると、最初に、Cisco Unified Communications Managerからデバイス
コンフィギュレーションファイルが取得されます。その後、クライアントはデバイス構成を使用

してユーザに適用されたサービスプロファイルを取得します。

たとえば、Adam McKenzieに CSFAKenziという名前の CSFデバイスをプロビジョニングしたと
します。Adamがサインインしている場合は、クライアントがCiscoUnifiedCommunicationsManager
からCSFAKenzi.cnf.xmlを取得します。その後、クライアントはCSFAKenzi.cnf.xmlで次
を探します。

<userId serviceProfileFile="identifier.cnf.xml">amckenzi</userId>

そのため、 Cisco Unified Communications Managerバージョン 9.xを使用している場合は、クライ
アントがユーザに適用されるサービスプロファイルを正常に取得できることを保証するために、

次の手順を実行する必要があります。

•ユーザとデバイスを関連付けます。

•デバイス構成の [ユーザのオーナー ID（User Owner ID）]フィールドを適切なユーザに設定
します。この値が設定されていない場合、クライアントはデフォルトのサービスプロファ

イルを取得します。

ユーザごとに別々のサービスプロファイルを使用する場合は、CSFを複数のユーザに関連付
けないようにする必要があります。

（注）
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手順

ステップ 1 ユーザとデバイスを関連付けます。

a) [Unified CMの管理（Unified CM Administration）]インターフェイスを開きます。
b) [ユーザ管理（User Management）] > [エンドユーザ（End User）]を選択します。
c) 適切なユーザを探して選択します。

[エンドユーザの設定（End User Configuration）]ウィンドウが表示されます。
d) [デバイス情報（Device Information）]セクションで [デバイスの割り当て（DeviceAssociation）]
を選択します。

e) 必要に応じて、ユーザとデバイスを関連付けます。
f) [エンドユーザの設定（End User Configuration）]ウィンドウに戻り、[保存（Save）]を選択し
ます。

ステップ 2 デバイス構成で [ユーザのオーナー ID（User Owner ID）]フィールドを設定します。
a) [デバイス（Device）] > [電話（Phone）]の順に選択します。
b) 適切なデバイスを探して選択します。

[電話の設定（Phone Configuration）]ウィンドウが開きます。
c) [デバイス情報（Device Information）]セクションを探します。
d) [ユーザ（User）]を [オーナー（Owner）]フィールドの値として選択します。
e) [オーナーのユーザ ID（Owner User ID）]フィールドから適切なユーザ IDを選択します。
f) [保存（Save）]を選択します。

電話の設定でのパラメータの設定：デスクトップクライアント向け

クライアントは、Cisco Unified Communications Manager上の次の場所から電話の各種設定を取得
できます。

Enterprise Phone Configuration

クラスタ全体に適用されます。

IM and Presenceサービス機能のみを使用しているユーザ（IM専用）
の場合は、[エンタープライズ電話の設定（Enterprise Phone
Configuration）]ウィンドウで電話の設定パラメータを設定する必要が
あります。

（注）

Common Phone Profile Configuration

デバイスのグループに適用され、クラスタの設定よりも優先されます。
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Cisco Unified Client Services Framework (CSF) Phone Configuration

個別の CSFデバイスに適用され、グループの設定よりも優先されます。

電話の設定のパラメータ

次の表は、電話の設定の [プロダクト固有の設定（Product Specific Configuration Layout）]セクショ
ンで設定できる、およびクライアントの設定ファイルからの対応するパラメータをマッピングで

きる設定パラメータを示します。

説明デスクトップクライアントの設定

ビデオ機能を有効または無効にします。

有効（Enabled）（デフォルト）

ユーザはビデオ通話を送受信できます。

無効

ユーザはビデオ通話を送受信できません。

このパラメータは、CSFのデバイス構成
でのみ使用可能です。

制約事項

ビデオコール（Video Calling）

ユーザによる特定のファイルタイプの転送を制限しま

す。

値として、.exeなどのファイル拡張子を設定します。

複数のファイル拡張子を区切るには、セミコロンを使

用します。例：

.exe;.msi;.rar;.zip

ファイル転送でブロックするファイルタ

イプ（File Types to Block in File Transfer）

クライアント初回起動時のユーザの電話タイプを設定

します。初回起動後、ユーザは電話タイプを変更でき

ます。クライアントは、ユーザ設定を保存し、以降の

起動でその設定を使用します。

有効（Enabled）

通話にデスクフォンデバイスを使用します。

無効（デフォルト）

通話にソフトフォン（CSF）デバイスを使用し
ます。

電話制御で自動的に開始（Automatically
Start in Phone Control）
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説明デスクトップクライアントの設定

クライアントアップデート情報を保持するXML定義
ファイルへの URLを指定します。クライアントは、
この URLを使用してWebサーバから XMLファイル
を取得します。

ハイブリッドクラウドベース展開では、自動更新を設

定するために Cisco WebEx管理ツールを使用する必
要があります。

Jabber For Windowsソフトウェアアップ
デートサーバ URL（Jabber For Windows
Software Update Server URL）

ユーザが問題レポートを送信できるようにするカスタ

ムスクリプトの URLを指定します。
問題レポートサーバURL（ProblemReport
Server URL）

電話の設定でのパラメータの設定：モバイルクライアント向け

クライアントは、Cisco Unified Communications Manager上の次の場所から電話の各種設定を取得
できます。

• [Cisco Dual Mode for iPhone（TCT）設定（Cisco Dual Mode for iPhone (TCT) Configuration）]：
個別の TCTデバイスに適用され、グループ設定より優先されます。

• [Cisco Jabber for Tablet（TAB）設定（Cisco Jabber for Tablet (TAB) Configuration）]：個別の
TABデバイスに適用され、グループ設定より優先されます。

電話の設定のパラメータ

次の表は、電話の設定の [プロダクト固有の設定（Product Specific Configuration Layout）]セクショ
ンで設定できる、およびクライアントの設定ファイルからの対応するパラメータをマッピングで

きる設定パラメータを示します。

説明パラメータ

オンデマンド VPNを開始するための URLです。
iOSにのみ適用されま
す。

（注）

オンデマンド VPNの URL（On-Demand
VPN URL）

組織が承認するWi-Fiネットワークの SSID（SSID）
を入力します。 SSIDはスラッシュ（/）で区切りま
す。入力したWi-Fiネットワークのいずれかに接続さ
れている場合、デバイスはセキュアコネクトに接続し

ません。

プリセットWi-Fiネットワーク（Preset
Wi-fi Networks）

デフォルトの着信音を [Normal]または [Loud]に設定
します。

デフォルトの着信音（Default Ringtone）

   Cisco Jabber 10.6 展開およびインストレーションガイド
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説明パラメータ

ビデオ機能を有効または無効にします。

• Enabled（デフォルト）：ユーザはビデオコール
を送受信できます。

• Disabled：ユーザはビデオコールを送受信できま
せん。

ビデオ機能（Video Capabilities）

Dial via Officeを有効または無効にします。

• Enabled：ユーザはオフィス経由でダイヤルでき
ます。

• Disabled（デフォルト）：ユーザはオフィス経由
でダイヤルできません。

Dial via Office
TCTおよび BOTデバイスの
み。

（注）

クライアント設定ファイルの作成とホスト
オンプレミス展開とハイブリッドクラウドベース展開では、クライアントコンフィギュレーショ

ンファイルを作成して、それらを Cisco Unified Communications Manager TFTPサービス上でホス
トします。

クラウドベース展開では、Cisco WebEx管理ツールでクライアントを設定します。ただし、オプ
ションで、Cisco WebEx管理ツールで使用できない設定値でクライアントを設定するために TFTP
サーバをセットアップすることができます。

Cisco Jabber for iPhone and iPadと Cisco Jabber for Androidでは、以下をセットアップするためにグ
ローバルコンフィギュレーションファイルを作成する必要があります。

•オンプレミス展開のディレクトリ統合。

•ハイブリッドクラウド展開のボイスメールサービスクレデンシャル。

ほとんどの環境で、Cisco Jabber for Windowsと Cisco Jabber for Macは、サービスに接続するた
めの設定を必要としません。自動更新、問題報告、ユーザポリシーとオプションなどのカス

タムコンテンツが必要な場合にのみ、コンフィギュレーションファイルを作成します。

（注）

はじめる前に

次のコンフィギュレーションファイル要件に注意してください。
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•コンフィギュレーションファイル名は大文字と小文字が区別されます。エラーを回避し、
クライアントが TFTPサーバからファイルを取得できるよう、ファイル名には小文字を使用
してください。

•設定ファイルには、utf-8エンコーディングを使用する必要があります。

•クライアントは、有効なXML構造のない設定ファイルは読み込めません。コンフィギュレー
ションファイルの構造で終了要素をチェックし、その要素が正しくネストされていることを

確認します。

•コンフィギュレーションファイルでは、有効な XML文字エンティティ参照のみが許可され
ます。たとえば、&ではなく &amp;を使用してください。XMLに無効な文字が含まれてい
る場合は、クライアントは設定ファイルを解析できません。

コンフィギュレーションファイルを検証するには、Microsoft Internet Explorerでそのファイ
ルを開きます。

◦ Internet ExplorerにXML構造全体が表示された場合は、コンフィギュレーションファイ
ルが有効です。

◦ Internet Explorerに XML構造の一部しか表示されない場合は、コンフィギュレーション
ファイルに無効な文字またはエンティティが含まれている可能性があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

クライアントがコンフィギュレーションファ

イルにアクセスできるようにするためのTFTP
サーバアドレスを指定します。

TFTPサーバアドレスの指定, （
13ページ）

ステップ 1   

展開でユーザ用のクライアントを設定します。グローバル設定の作成, （15
ページ）

ステップ 2   

ユーザのセットごとに異なる設定を適用しま

す。

グループ設定の作成, （16ペー
ジ）

ステップ 3   

TFTPサーバ上でコンフィギュレーションファ
イルをホストします。

設定ファイルのホスト, （17
ページ）

ステップ 4   

TFTPサーバを再起動して、クライアントが
コンフィギュレーションファイルにアクセス

できるようにします。

TFTPサーバの再起動, （18ペー
ジ）

ステップ 5   
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TFTP サーバアドレスの指定
クライアントは、TFTPサーバから設定ファイルを取得します。クライアントを設定する最初の
ステップは、クライアントが設定ファイルにアクセスできるように TFTPサーバのアドレスを指
定することです。

Cisco Jabberが DNSクエリーから _cisco-uds SRVレコードを取得すれば、自動的にユーザ
のホームクラスタを特定できます。その結果、クライアントは Cisco Unified Communications
Manager TFTPサービスを特定することもできます。

_cisco-uds SRVレコードを展開する場合は、TFTPサーバアドレスを指定する必要はあり
ません。

注目

Cisco Unified Presence での TFTP サーバの指定
Cisco Unified Communications Managerリリース 8.xを使用している場合は、Cisco Unified Presence
で TFTPサーバのアドレスを指定するための手順を実行します。 Cisco Unified Communications
Managerリリース 9.xを使用している場合は、次の手順を実行する必要がありません。

手順

ステップ 1 [Cisco Unified Presenceの管理（Cisco Unified Presence Administration）]インターフェイスを開きま
す。

ステップ 2 [アプリケーション（Application）] > [Cisco Jabber] > [設定（Settings）]の順に選択します。
CiscoUnified Presenceのバージョンによっては、このパスが次のようになります。[アプ
リケーション（Application）] > [CiscoUnified Personal Communicator（CiscoUnified Personal
Communicator）] > [設定（Settings）]。

（注）

[Cisco Jabberの設定（Cisco Jabber Settings）]ウィンドウが開きます。

ステップ 3 Cisco Unified Presenceのバージョンによって異なる次のセクションのいずれかで TFTPサーバを指
定するフィールドを探します。

• Cisco Jabberのセキュリティ設定（Cisco Jabber Security Settings）

• CUPCグローバル設定（CUPC Global Settings）

ステップ 4 次のフィールドで、プライマリおよびバックアップの TFTPサーバの IPアドレスを指定します。

•プライマリ TFTPサーバ（Primary TFTP Server）

•バックアップ TFTPサーバ（Backup TFTP Server）

•バックアップ TFTPサーバ（Backup TFTP Server）

Cisco Jabber 10.6 展開およびインストレーションガイド
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ホスト名の代わりに、完全修飾ドメイン名（FQDN）または TFTPサーバの IPアドレス
を入力することを確認します。

（注）

ステップ 5 [保存（Save）]を選択します。

Cisco Unified Communications Manager IM and Presence サービスの TFTP サーバの指定
Cisco Unified Communications Managerリリース 8.xを使用している場合は、Cisco Unified
Communications Manager上で TFTPサーバのアドレスを指定するための手順を実行します。 Cisco
Unified Communications Managerリリース 9.xを使用している場合は、次の手順を実行する必要が
ありません。

手順

ステップ 1 [Cisco Unified CM IM and Presenceの管理（Cisco Unified CM IM and Presence Administration）]イン
ターフェイスを開きます。

ステップ 2 [アプリケーション（Application）] > [レガシークライアント（LegacyClients）] > [設定（Settings）]
の順に選択します。

[レガシークライアントの設定（Legacy Client Settings）]ウィンドウが開きます。

ステップ 3 [レガシークライアントのセキュリティ設定（Legacy Client Security Settings）]セクションを探し
ます。

ステップ 4 次のフィールドで、プライマリおよびバックアップの TFTPサーバの IPアドレスを指定します。

•プライマリ TFTPサーバ（Primary TFTP Server）

•バックアップ TFTPサーバ（Backup TFTP Server）

•バックアップ TFTPサーバ（Backup TFTP Server）

ステップ 5 [保存（Save）]を選択します。

電話モードでの TFTP サーバの指定
電話モードでクライアントを展開する場合、TFTPサーバのアドレスを次のように指定できます。

•ユーザはクライアントの起動時に、TFTPサーバアドレスを手動で入力します。

• TFTP引数を使用してインストール時に TFTPサーバアドレスを指定します。

• Microsoft Windowsレジストリで TFTPサーバアドレスを指定します。
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Cisco WebEx 管理ツールでの TFTP サーバの指定
クライアントが Cisco WebEx Messengerサービスに接続している場合は、Cisco WebEx管理者ツー
ルを使用して TFTPサーバアドレスを指定します。

手順

ステップ 1 Cisco WebEx管理者ツールを開きます。

ステップ 2 [設定（Configuration）]タブを選択します。

ステップ 3 [追加サービス（Additional Services）]セクションで [Unified Communications]を選択します。
[Unified Communications]ウィンドウが開きます。

ステップ 4 [クラスタ（Clusters）]タブを選択します。

ステップ 5 適切なクラスタをリストから選択します。

[クラスタの編集（Edit Cluster）]ウィンドウが開きます。

ステップ 6 [Cisco Unified Communications Managerサーバの設定（Cisco Unified Communications Manager Server
Settings）]セクションで [サーバの詳細設定（Advanced Server Settings）]を選択します。

ステップ 7 [TFTPサーバ（TFTPServer）]フィールドでプライマリTFTPサーバの IPアドレスを指定します。

ステップ 8 [バックアップサーバ 1（Backup Server #1）]フィールドと [バックアップサーバ 2（Backup Server
#2）]フィールドでバックアップ TFTPサーバの IPアドレスを指定します。

ステップ 9 [保存（Save）]を選択します。
[クラスタの編集（Edit Cluster）]ウィンドウが閉じます。

ステップ 10 [Unified Communications]ウィンドウで [保存（Save）]を選択します。

グローバル設定の作成

クライアントは、ログインシーケンスの間に TFTPサーバからグローバル設定ファイルをダウン
ロードします。展開に含まれるすべてのユーザに対してクライアントを設定します。

はじめる前に

設定ファイルの構造が有効でない場合、クライアントは設定した値を読み取ることができません。

詳細については、この章の XMLサンプルを確認してください。

手順

ステップ 1 任意のテキストエディタで jabber-config.xmlという名前のファイルを作成します。

•ファイル名には小文字を使用してください。

• UTF-8エンコーディングを使用してください。
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ステップ 2 jabber-config.xmlで必要な設定パラメータを定義します。

ステップ 3 TFTPサーバ上でグループ設定ファイルをホストします。
環境内に複数のTFTPサーバが存在する場合は、すべてのTFTPサーバのコンフィギュレーション
ファイルが同じであることを確認します。

グループ設定の作成

グループコンフィギュレーションファイルは、ユーザのサブセットに適用され、Cisco Jabber for
Windows（CSFデバイス）上と Cisco Jabber for mobile devices上でサポートされます。グループ設
定ファイルは、グローバル設定ファイルよりも優先されます。

CSFデバイスでユーザをプロビジョニングする場合は、デバイス設定の [シスコサポートフィール
ド（Cisco Support Field）]フィールドでグループコンフィギュレーションファイル名を指定しま
す。ユーザが CSFデバイスを所有していない場合は、インストール中に TFTP_FILE_NAME引数
を使用してグループごとに一意のコンフィギュレーションファイル名を設定します。

はじめる前に

• Cisco Unified Communications Manager 8.6を使用している場合は、[シスコサポートフィール
ド（Cisco Support Field）]フィールドが存在しません。 Cisco Jabber管理パッケージからファ
イルシステムに ciscocm.addcsfsupportfield.copCOPファイルをダウンロードして、CiscoUnified
Communications Managerに展開します。 COPファイルの展開方法については、Cisco Unified
Communications Managerのマニュアルを参照してください。

COPファイルは、[電話の設定（Phone Configuration）]ウィンドウの [デスクトップクライア
ントの設定（Desktop Client Settings）]セクションのCSFデバイスに [シスコサポートフィー
ルド（Cisco Support Field）]フィールドを追加します。

•設定ファイルの構造が有効でない場合、クライアントは設定した値を読み取ることができま
せん。詳細については、この章の XMLサンプルを確認してください。

手順

ステップ 1 任意のテキストエディタを使用して XMLグループ設定ファイルを作成します。
グループ設定ファイルには、適切な名前を指定できます（例：jabber-groupa-config.xml）。

ステップ 2 グループ設定ファイルで必須の設定パラメータを定義します。

ステップ 3 該当する CSFデバイスにグループコンフィギュレーションファイルを追加します。
a) [Cisco Unified CMの管理（Cisco Unified CM Administration）]インターフェイスを開きます。
b) [デバイス（Device）] > [電話（Phone）]の順に選択します。
c) グループ設定ファイルを適用する適切な CSFデバイスを検索して選択します。
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d) [電話の設定（Phone Configuration）]ウィンドウで、[プロダクト固有の設定（Product Specific
Configuration Layout）] > [デスクトップクライアント設定（Desktop Client Settings）]に移動し
ます。

e) [シスコサポートフィールド（Cisco Support Field）]フィールドに、
configurationfile=group_configuration_file_name.xmlと入力します。たとえ
ば、configurationfile=groupa-config.xmlと入力します。

TFTPサーバ上でデフォルトディレクトリ以外の場所にあるグループ設定ファイル
をホストする場合は、パスとファイル名を指定する必要があります（例：

configurationfile=/customFolder/groupa-config.xml）。

複数のグループ設定ファイルは追加しないでください。クライアントは [シスコサ
ポートフィールド（Cisco Support Field）] フィールドの最初のグループ設定のみを
使用します。

（注）

f) [保存（Save）]を選択します。

ステップ 4 TFTPサーバ上でグループ設定ファイルをホストします。

設定ファイルのホスト

設定ファイルは任意の TFTPサーバでホストできます。ただし、デバイスコンフィギュレーショ
ンファイルが存在するCiscoUnifiedCommunicationsManager TFTPサーバでコンフィギュレーショ
ンファイルをホストすることをお勧めします。

手順

ステップ 1 Cisco Unified Communications Managerで Cisco Unified OSの管理インターフェイスを開きます。

ステップ 2 [ソフトウェアのアップグレード（Software Upgrades）] > [TFTPファイル管理（TFTP File
Management）]を選択します。

ステップ 3 [ファイルのアップロード（Upload File）]を選択します。

ステップ 4 [ファイルのアップロード（Upload File）]セクションで [参照（Browse）]を選択します。

ステップ 5 ファイルシステム上の設定ファイルを選択します。

ステップ 6 [ファイルのアップロード（UploadFile）]セクションの [ディレクトリ（Directory）]テキストボッ
クスに値を指定しないでください。

設定ファイルが TFTPサーバのデフォルトディレクトリに格納されるように、[ディレクトリ
（Directory）]テキストボックスの値は空のままにします。

ステップ 7 [ファイルのアップロード（Upload File）]を選択します。
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TFTP サーバの再起動
クライアントが設定ファイルにアクセスできるようにするには、その前に TFTPサーバを再起動
する必要があります。

手順

ステップ 1 Cisco Unified CommunicationsManagerで Cisco Unified Serviceabilityインターフェイスを開きます。

ステップ 2 [ツール（Tools）] > [コントロールセンターの機能サービス（Control Center - Feature Services）]を
選択します。

ステップ 3 [CMサービス（CM Services）]セクションから [Cisco Tftp]を選択します。

ステップ 4 [リスタート（Restart）]を選択します。
再起動の確認を求めるウィンドウが表示されます。

ステップ 5 [OK]を選択します。
「Cisco Tftpサービスの再起動操作が成功しました（Cisco Tftp Service Restart Operation was
Successful）」というステータスが表示されます。

ステップ 6 [更新（Refresh）]を選択し、Cisco Tftpサービスが正常に起動していることを確認します。

次の作業

設定ファイルが TFTPサーバで使用できることを確認するには、任意のブラウザで設定ファイル
を開きます。通常、http://tftp_server_address:6970/jabber-config.xmlのURLに
あるグローバル設定ファイルにアクセスできます。

設定ファイルの構造

次の要素を含む XML形式でクライアントコンフィギュレーションファイルを作成します。

XML 宣言

設定ファイルは XML標準に準拠し、次の宣言が含まれている必要があります。
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

ルート要素

ルート要素の configにはすべてのグループ要素が含まれます。次のようにしてルート要素にバー
ジョン属性を追加する必要もあります。
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config version="1.0">
</config>
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グループ要素

グループ要素には設定パラメータと値が含まれます。ルート要素内にグループ要素をネストする

必要があります。

XML 構造
次のスニペットは、クライアントの設定ファイルの XML構造を示します。
<Client>
<parameter>value</parameter>

</Client>
<Directory>
<parameter>value</parameter>

</Directory>
<Options>
<parameter>value</parameter>

</Options>
<Phone>
<parameter>value</parameter>

</Phone>
<Policies>
<parameter>value</parameter>

</Policies>
<Presence>
<parameter>value</parameter>

</Presence>
<Voicemail>
<parameter>value</parameter>

</Voicemail>

グループ要素とパラメータ

次の表で、クライアントの設定ファイルで指定できるグループ要素について説明します。

説明要素

クライアントの設定パラメータが含まれます。クライアント（Client）

ディレクトリ統合の設定パラメータが含まれます。[ディレクトリ（Directory）]

ユーザオプションの設定パラメータが含まれます。オプション

電話サービスの設定パラメータが含まれます。電話

ポリシーの設定パラメータが含まれます。Policies

プレゼンスオプションの設定パラメータが含まれます。プレゼンス

ボイスメールサービスの設定パラメータが含まれます。ボイスメール

クライアントパラメータ

次の表に、クライアント要素内で指定可能なパラメータの説明を示します。
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説明（Description）パラメータ

問題レポートを送信するためのカスタムスクリプトを指定

します。

PrtLogServerURL

HTTPサーバ上の自動更新 XML定義ファイルへの URLを
指定します。クライアントは、この URLを使用して更新
XMLファイルを取得します。

UpdateURL

HTMLコンテンツを表示するカスタム埋め込みタブなどの
プラグイン定義が含まれます。

jabber-plugin-config

パスワードを忘れた場合に、パスワードをリセットまたは

取得するためのWebページの URLを指定します。

ハイブリッドクラウドベース展開では、Cisco WebEx管理
ツールを使用して、忘れたパスワードをリセットまたは取

得するためのWebページにユーザを誘導します。

Forgot_Password_URL

クライアントでパーシステントチャット機能を使用できる

ようにするかどうかを指定します。

• true：クライアントにパーシステントチャットイン
ターフェイスが表示されます。

• false（デフォルト）：コンフィギュレーションファイ
ル内に設定が存在しない場合は、デフォルト値が想定

されます。

Persistent_Chat_Enabled

常設チャットルームで許可されるブックマークの最大数を

指定します。

• 30（デフォルト）：最大30のブックマークを設定しま
す。

MaxNumberOfBookmarks

一対一のチャットで発言を有効にするかどうかを指定しま

す。

• true（デフォルト）：一対一チャットでの発言を有効
にします。

• false：一対一チャットでの発言を無効にします。

Mention_P2Pchat
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説明（Description）パラメータ

グループチャットで発言を有効化するかどうかを指定しま

す。

• true（デフォルト）：グループチャットでの発言を有
効にします。

• false：グループチャットでの発言を無効にします。

Mention_GroupChat

パーシステントチャットで発言を有効化するかどうかを指

定します。

• true（デフォルト）：パーシステントチャットでの発
言を有効にします。

• false：パーシステントチャットでの発言を無効にしま
す。

Mention_PersistentChat

クライアントでスペルチェックを有効化するかどうかを指

定します。スペルチェックはオートコレクトをサポートし

ています。ユーザは候補のリストから正しい用語を選択し

たり、辞書にその用語を追加したりできます。

• true：スペルチェックが有効にされます。

• false（デフォルト）：スペルチェックが無効にされま
す。

spell_check_enabled

ユーザのデフォルトスペルチェック言語を指定します。

デフォルトで、クライアントはデフォルトスペルチェック

言語として Jabber言語を使用します。使用するクライアン
トを設定するデフォルト言語辞書を定義できます。会話

ウィンドウで、ユーザは IM相手ごとに別々のデフォルト言
語を選択できます。

<spell_check_language)1031</spell_check_language>はデ

フォルトスペルチェック言語としてドイツ語を定義しま

す。

spell_check_language
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説明（Description）パラメータ

参加者がチャットウィンドウを閉じた後、チャット履歴を

保持するかどうかを指定します。

このパラメータは IM限定展開には使用できませ
ん。

（注）

• true：参加者がチャットウィンドウを閉じた後にチャッ
ト履歴を保持しません。

• false（デフォルト）：次の場合にチャット履歴を保持
します。

◦参加者がチャットウィンドウを閉じた後。

◦参加者がサインアウトするまで。

参加者が再度チャットウィンドウを開くと、最新の99メッ
セージが表示されます。

サーバ上でメッセージアーカイブを無効にする必要があり

ます。

Disable_IM_History

ユーザが会話を閉じるたびに自動的にインスタントメッ

セージが保存されるようにするかどうかを指定します。ク

ライアントの [ファイル（File）] > [オプション（Options）]
> [チャット（Chats）] > [会話の終了時、チャットを自動的
に保存する（Autosave each chatwhen closing the conversation）]
オプションを有効にします。

• true：チェックボックスが使用できます。

• false（デフォルト）：チェックボックスが使用できま
せん。

EnableAutosave

ユーザが会話を閉じるたびに自動的にインスタントメッ

セージが保存されるパスを定義します。ローカルファイル

システム上の絶対パスを使用します。

AutosaveChatsLocation

クライアントでロケーション機能を使用できるようにする

かどうかを指定します。

• true（デフォルト）：ロケーション機能がクライアン
トに表示されます。

• false：ロケーション機能はクライアントに表示されま
せん。

Location_Enabled
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説明（Description）パラメータ

クライアントがロケーション機能の現在のネットワークロ

ケーションを検出する方法を決定します。

• MacAddressOnly（デフォルト）：クライアントはネッ
トワークデフォルトゲートウェイのMACアドレスを
使用します。

• MacAddressWithSubnet：クライアントはデフォルト
ゲートウェイのサブネットアドレスとMACアドレス
の一意のペアを使用します。

LOCATION_MATCHING_MODE

オプションパラメータ

次の表に、オプション要素内で指定可能なパラメータの説明を示します。

説明（Description）パラメータ

ユーザが非アクティブになったときにアベイラビリティス

テータスを [退席中（Away）]に変更するかどうかを指定し
ます。

• true（デフォルト）：ユーザが非アクティブになると、
アベイラビリティステータスが [退席中（Away）]に
変化します。

• false：ユーザが非アクティブになっても、アベイラビ
リティステータスは [退席中（Away）]に変化しませ
ん。

Set_Status_Away_On_Inactive

ユーザが非アクティブになった場合にアベイラビリティス

テータスが [退席中（Away）]に変更される前の時間を分単
位で設定します。

デフォルト値は 15です。

Set_Status_Inactive_Timeout
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説明（Description）パラメータ

ユーザがオペレーティングシステムをロックしたときにア

ベイラビリティステータスが [退席中（Away）]に変更す
るかどうかを指定します。

• true（デフォルト）：ユーザがオペレーティングシス
テムをロックすると、アベイラビリティステータスが

[退席中（Away）]に変化します。

• false：ユーザがオペレーティングシステムをロックし
ても、アベイラビリティステータスが [退席中
（Away）]に変化しません。

Set_Status_Away_On_Lock_OS
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説明（Description）パラメータ

ユーザがコールを発信するときに、コールがどのように開

始されるかを指定します。コールは、音声のみ、または音

声とビデオにより開始できます。

• true（デフォルト）：コールが常に音声とビデオで開
始します。

• false：コールが常に音声のみで開始します。

サーバの設定は、このクライアントの設定ファイル

のパラメータよりも優先されます。ただし、ユー

ザがクライアントのユーザインターフェイスでデ

フォルトのオプションを変更した場合、その設定は

サーバとクライアントの両方よりも優先されます。

重要

Cisco Unified Presenceノードでこの設定を構成します。

1 [Cisco Unified Presenceの管理（Cisco Unified Presence
Administration）]インターフェイスを開きます。

2 [アプリケーション（Application）] > [Cisco Jabber][設定
（Settings）]の順に選択します。

3 [ビデオは常にミュート状態で通話を開始（Always begin
calls with video muted）] パラメータを選択または選択解
除し、[保存（Save）]を選択します。

Cisco Unified CommunicationsManagerリリース 9.x以降の場
合

1 [Cisco Unified CMの管理（Cisco Unified CM
Administration）]インターフェイスを開きます。

2 [システム（System）] > [エンタープライズパラメータ
（Enterprise Parameters）]を選択します。

3 [ビデオで通話を開始しない（NeverStartCallwithVideo）]
パラメータの値を設定し、[保存（Save）]を選択しま
す。

StartCallWithVideo

オペレーティングシステムの起動時に、クライアントを自

動的に起動するかどうかを指定します。

• true：クライアントは自動的に起動されます。

• false（デフォルト）：クライアントは自動的に起動さ
れません。

Start_Client_On_Start_OS
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説明（Description）パラメータ

ユーザが独自のカスタム埋め込みタブを作成できるように

するかどうかを指定します。

• true（デフォルト）：ユーザはカスタム埋め込みタブ
を作成できます。

• false：ユーザはカスタム埋め込みタブを作成できませ
ん。

AllowUserCustomTabs

連絡先リストに連絡先画像を表示するかどうかを指定しま

す。

• true（デフォルト）：連絡先写真が連絡先リストに表
示されます。

• false：連絡先写真は連絡先リストに表示されません。

ShowContactPictures

連絡先リストにオフラインの連絡先を表示するかどうかを

指定します。

• true（デフォルト）：オフライン連絡先が連絡先リス
トに表示されます。

• false：オフライン連絡先は連絡先リストに表示されま
せん。

ShowOfflineContacts

ロケーション機能をオンにするかどうかと新しいロケーショ

ンの検出時にユーザに通知するかどうかを指定します。

• ENABLED（デフォルト）：ロケーション機能がオン
になります。新しいロケーションの検出時にユーザに

通知されます。

• DISABLED：ロケーション機能がオフになります。新
しいロケーションの検出時にユーザに通知されませ

ん。

• ENABLEDNOPROMPT：ロケーション機能がオンにな
ります。新しいロケーションの検出時にユーザに通知

されません。

Location_Mode
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説明（Description）パラメータ

クライアント起動時にドックウィンドウを表示するかどう

かを指定します。

• true（デフォルト）：クライアントが起動したときに、
ドックウィンドウが表示されます。

• false：クライアントが起動したときに、ドックウィン
ドウが表示されません。

DockedWindowVisible

ユーザの画面でのドックウィンドウの位置を設定します。

• TopCenter（デフォルト）：ドックウィンドウの位置が
画面の中央上部になります。

• TopLeft：ドックウィンドウの位置が画面の左上になり
ます。

• TopRight：ドックウィンドウの位置が画面の右上にな
ります。

DockedWindowPosition

通話履歴が削除されるまでの日数を設定します。

設定ファイルで、値が 0または指定されていない場合、通
話の保存最大数を超えるまで、通話履歴は削除されません。

Callhistory_Expire_Days

Cisco Jabber for Windowsのみ

クライアントが自動的にユーザのMicrosoft Outlookアプリ
ケーションでチャット履歴を Cisco Jabber Chatsフォルダに
保存できるようにします。

• true：チャット履歴をOutlookフォルダに保存できるよ
うにします。

• false（デフォルト）：チャット履歴を Outlookフォル
ダに保存しません。

EnableSaveChatHistoryToExchange
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説明（Description）パラメータ

Cisco Jabber for Windowsのみ

ExchangeServerに対する認証方式。チャット履歴をOutlook
フォルダに保存するために、クライアントがログインして

いるユーザのオペレーティングシステムアカウントの詳細

を使用して Exchange Serverの認証を受けることができるよ
うにします。この認証方式は、Windows NT LAN Manager
（NTLM）セキュリティプロトコルを使用します。

• true：クライアントは、ユーザのオペレーティングシ
ステムアカウントの詳細を使用して Exchange Server
の認証を受けます。

• false（デフォルト）：クライアントは、ユーザのオペ
レーティングシステムアカウントの詳細を使用して

Exchange Serverの認証を受けません。

ExchangeAuthenticateWithSystemAccount

Cisco Jabber for Windowsのみ

ExchangeServerに対する認証方式。チャット履歴をOutlook
フォルダに保存するために、Exchangeクレデンシャルと、
CiscoUnified Presenceクレデンシャルなどの別のユーザ用の
クレデンシャルセットを同期して、Exchange Serverの認証
を受けます。

このパラメータの値をクレデンシャルの同期に使用するサー

ビスのオーセンティケータとして定義します。たとえば、

Exchange_UseCredentialsFrom=CUCMとします。

Exchange_UseCredentialsFrom

Cisco Jabber for Windowsのみ

サーバアドレスの指定方式。チャット履歴を Outlookフォ
ルダに保存するために、クライアントが自動的にユーザの

クレデンシャルからのドメインに基づいて Exchange Server
を検出できるようにします。

Exchange Serverを検出するドメインとしてパラメータの値
を定義します。クライアントは、このドメインを使用し

て、次のWebアドレスのいずれかで Exchange Serverを検
索します。

https://<domain>/autodiscover/autodiscover.svc

https://autodiscover.<domain>/

autodiscover/autodiscover.svc

ExchangeAutodiscoverDomain
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説明（Description）パラメータ

Cisco Jabber for Windowsのみ

サーバアドレスの指定方式。チャット履歴を Outlookフォ
ルダに保存するために、手動で内部 Exchange Serverを定義
します。

InternalExchangeServer

Cisco Jabber for Windowsのみ

サーバアドレスの指定方式。チャット履歴を Outlookフォ
ルダに保存するために、手動で外部 Exchange Serverを定義
します。

ExternalExchangeServer

電話パラメータ

次の表に、電話要素内で指定可能なパラメータの説明を示します。

説明（Description）パラメータ

プライマリ CCMCIPサーバのアドレスを指定します。

このパラメータは、次の場合に必須です。

• CCMCIPサーバのアドレスが TFTPサーバのアドレスと
異なる場合のみ。

CCMCIPサーバのアドレスが TFTPサーバのアドレスと
同じ場合、クライアントはCCMCIPサーバに接続するた
めに TFTPサーバのアドレスを使用できます。

• Cisco Unified Communications Managerリリース 8を使用
した展開で。

Cisco Unified Communications Managerリリース 9以降を
使用した展開では、_cisco-udsSRVレコードがプロビ
ジョニングされていれば、クライアントがCCMCIPサー
バを検出できます。

CcmcipServer1

セカンダリ CCMCIPサーバのアドレスを指定します。

このパラメータはオプションです。

CcmcipServer2

プライマリ CTIサーバのアドレスを指定します。

ユーザがデスクフォンデバイスを所有している場合は、クラ

イアントの設定で CTIサーバアドレスを指定する必要があり
ます。

CtiServer1
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説明（Description）パラメータ

セカンダリ CTIサーバのアドレスを指定します。

このパラメータはオプションです。

CtiServer2

クライアントでコールパーク機能を使用できるかどうかを指

定します。コールパーク機能にアクセスするには、コール

ウィンドウで [詳細（More）]オプションを選択します。

• true（デフォルト）：コールパークが有効になります。

• false：コールパークが無効になります。コールパーク
オプションが [詳細（More）]ボタンの下に表示されませ
ん。

EnableCallPark

Jabber for Macにのみ適用されます。

DSCPマーキングがパケットに適用されるかどうか指定しま
す。

• true（デフォルト）：DSCPマーキングが有効になり、ク
ライアント内のチェックボックスが表示されません。

• false：DSCPマーキングがパケットに対して実行されず、
クライアント内のチェックボックスが表示されません。

EnableDSCPPacketMarking

ユーザのプライマリ Cisco webEx会議サイトの URLを指定し
ます。

Jabber for Windowsクライアントが、[オプション（Options）]
ウィンドウのユーザのホストアカウントに会議サイトを入力

します。 Jabber for Macクライアントが、[プリファレンス
（Preferences）] > [会議（Meetings）]ウィンドウのユーザのホ
ストアカウントに会議サイトを入力します。会議サイトにク

レデンシャルが必要な場合は、ユーザが自分のクレデンシャ

ルを入力してホストアカウントをセットアップすることに

よって、自分の Cisco webEx会議にアクセスできます。

無効な会議サイトを指定すると、ユーザはクライアン

トユーザインターフェイスで会議サイトを追加また

は編集できません。

重要

このパラメータはオプションです。

Meeting_Server_Address

ユーザのセカンダリ Cisco webEx会議サイトの URLを指定し
ます。

このパラメータはオプションです。

Meeting_Server_Address_Backup
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説明（Description）パラメータ

ユーザのターシャリ Cisco webEx会議サイトの URLを指定し
ます。

このパラメータはオプションです。

Meeting_Server_Address_Backup2

デバイスコンフィギュレーションファイルが存在するプライ

マリ Cisco Unified Communications Manager TFTPサービスのア
ドレスを指定します。値として次のいずれかを設定します。

•ホスト名（hostname）

• IPアドレス（123.45.254.1）

• FQDN（hostname.domain.com）

このパラメータは、次の場合にのみクライアントの設定で設

定する必要があります。

•電話機モードでクライアントを展開する場合。

•デバイス構成の TFTPサーバアドレスは、クライアント
設定の TFTPサーバアドレスと異なります。

インストール中に、引数 TFTPを使用して、クライアン
トコンフィギュレーションファイルが存在する TFTP
サーバのアドレスを設定する必要があります。

TftpServer1

セカンダリ Cisco Unified Communications Manager TFTPサービ
スのアドレスを指定します。

このパラメータはオプションです。

TftpServer2

Cisco Unified Communications Managerグループが CTIサーバ
のロードバランシングを処理するかどうかを指定します。次

のいずれかの値を設定します。

• true：Cisco Unified Communications Managerグループが
CTIロードバランシングを処理します。この値は、電話
機モードの展開でのみ設定する必要があります。フル

UCモードでは、プレゼンスサーバが CTIロードバラン
シングを自動的に処理します。

• false（デフォルト）：Cisco Unified Communications
Managerグループが CTIロードバランシングを処理しま
せん。

useCUCMGroupForCti
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ポリシーパラメータ

ポリシーパラメータは特定のクライアントの機能を制御できるようにします。

社内ポリシー

次の表に、オンプレミス展開のポリシー要素内で指定可能なパラメータの説明を示します。

説明（Description）パラメータ

ユーザが画面キャプチャを取得できるかどうかを指定します。

• true（デフォルト）：ユーザはスクリーンキャプチャを取
得できます。

• false：ユーザはスクリーンキャプチャを取得できません。

Screen_Capture_Enabled

ユーザが他のユーザとファイルを交換できるかどうかを指定し

ます。

• true（デフォルト）：ユーザはファイルを交換できます。

• false：ユーザはファイルを交換できません。

File_Transfer_Enabled

ユーザによる特定のファイルタイプの転送を制限します。

値として、.exeなどのファイル拡張子を設定します。

複数のファイル拡張子を区切るには、セミコロンを使用します

（例：.exe;.msi;.rar;.zip）。

Disallowed_File_Transfer_Types

Cisco Unified Communications Manager IM & Presenceサーバがマ
ネージドファイル転送とピアツーピアファイル転送の両方を提

供している場合、このパラメータはクライアントで優先される

ファイル転送方式を指定します。

• MFT：ファイルはマネージドファイル転送オプションを使
用して転送されます。

• P2P：ファイルはピアツーピアファイル転送を使用して転
送されます。

このパラメータが定義されていない場合は、クライアントが

Cisco Unified Communications Manager IM and Presenceノードを
チェックしてマネージドファイル転送が使用可能であれば、そ

のオプションを使用します。そうでなければ、ピアツーピア

ファイル転送を使用します。

PreferredFT
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マネージドファイル転送オプションが使用可能な場合は、この

パラメータがその設定を無効にする会話タイプを指定します。

• P2P：マネージドファイル転送がピアツーピア会話に対し
て無効になります。

• GroupChat：マネージドファイル転送がグループチャット
に対して無効になります。

• PersistentChat：マネージドファイル転送が常設チャット
ルームに対して無効になります。

P2P;GroupChat;PersistentChatのように、複数の会話タ
イプをセミコロンで区切ります。

DisableMFTForConversationTypes

オンプレミス展開において、ユーザがクライアントで電話サー

バの設定を変更できるようにします。 SAMLSSOを展開してい
る場合は、このパラメータを trueに設定しないでください。電
話サーバの設定を変更すると、SSOが正常に動作する妨げとな
る危険性があります。

• true：ユーザは自分の電話サーバ設定を変更できます。

• false（デフォルト）：ユーザは自分の電話サーバ設定を変
更できません。

Customize_Phone_Server

オンプレミス展開において、ユーザがクライアントでボイスメー

ルサーバの設定を変更できるようにします。SAMLSSOを展開
している場合は、このパラメータを trueに設定しないでくださ
い。ボイスメールサーバの設定を変更すると、SSOが正常に動
作する妨げとなる危険性があります。

• true：ユーザは自分のボイスメールサーバ設定を変更でき
ます。

• false（デフォルト）：ユーザは自分のボイスメールサーバ
設定を変更できません。

Customize_Voicemail_Server

共通のポリシー

次の表では、オンプレミスおよびハイブリッドでの両方の展開のポリシー要素内で指定できるパ

ラメータについて説明します。
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ユーザがモバイル上でファイルを送受信できるかど

うかを指定します。

• true：ユーザはモバイル上でファイルを送受信
できません。

• false（デフォルト）：ユーザはモバイル上で
ファイルを送受信できます。

Disallow_File_Transfer_On_Mobile

ビデオ機能を有効または無効にします。

• true（デフォルト）：ユーザはビデオコールを
送受信できます。

• false：ユーザはビデオコールを送受信できま
せん。

EnableVideo

クライアント初回起動時のユーザの電話タイプを設

定します。初回起動後、ユーザは電話タイプを変

更できます。クライアントは、ユーザ設定を保存

し、以降の起動でその設定を使用します。

• deskphone：コールにデスクフォンデバイスを
使用します。

• softphone（デフォルト）：コールにソフトフォ
ン（CSF）デバイスを使用します。

クライアントは次の順序でデバイスを選択します。

1 ソフトフォンデバイス

2 デスクフォンデバイス

ユーザにソフトフォンデバイスをプロビジョニン

グしない場合、クライアントはデスクフォンデバ

イスを自動的に選択します。

InitialPhoneSelection
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ユーザは、クライアントインターフェイスを使用

してリモート接続先を追加、編集、および削除でき

ます。拡張機能と接続機能をプロビジョニングし

てデフォルトの動作を変更するには、このパラメー

タを使用します。

デフォルトでは、ユーザのデバイスリストに CTI
リモートデバイスだけが含まれる場合、クライア

ントはユーザがリモート接続先を追加、編集、また

は削除できないようにします。これは、割り当て

られた専用のリモートデバイスをユーザが変更で

きないようにするためです。ただし、ユーザのデ

バイスリストにソフトフォンデバイスまたはデス

クフォンデバイスが含まれる場合、クライアント

はユーザがリモート接続先を追加、編集、および削

除できるようにします。

• true：ユーザはリモート接続先を追加、編集、
および削除できます。

• false（デフォルト）：ユーザはリモート接続
先を追加、編集、および削除できません。

UserDefinedRemoteDestinations

ユーザがローカルMicrosoftOutlook連絡先を検索し
て自分の連絡先リストに追加できるようにします。

• true（デフォルト）：ユーザはローカル連絡先
を検索して自分の連絡先リストに追加できま

す。

• false：ユーザはローカル連絡先を検索するこ
とも、自分の連絡先リストに追加することも

できません。

EnableLocalAddressBookSearch

クライアントでアクセサリ APIを有効にします。
この APIは、アクセサリのベンダーがヘッドセッ
トなどのコール管理機能を有効にするプラグインを

作成できるようにします。

• true（デフォルト）：アクセサリAPIを有効に
します。

• false：アクセサリ APIを無効にします。

EnableAccessoriesManager
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Jabraや Logitechなどのサードパーティベンダーか
らの特定のアクセサリマネージャプラグインを無

効にします。プラグインDLLファイルの名前は、
値として設定する必要があります。たとえば、

Microsoft Windowsでは次のようにカンマを使用し
て複数の値を区切ります。
<BlockAccessoriesManagerPlugins>
JabraJabberPlugin.dll,lucpcisco.dll
</BlockAccessoriesManagerPlugins>

BlockAccessoriesManagerPlugins

クライアントがスムーズテキストにアンチエイリ

アシングを適用するかどうかを指定します。

• true（デフォルト）：クライアントがテキスト
にアンチエイリアスを適用します。

• false：オペレーティングシステムがテキスト
とアンチエイリアスを適用します。

ForceFontSmoothing

BFCPビデオデスクトップ共有機能を有効にしま
す。

• true（デフォルト）：クライアント上の BFCP
ビデオデスクトップ共有を有効にします。

• false：BFCPビデオデスクトップ共有を無効に
します。

EnableBFCPVideoDesktopShare

クライアントのミーティング機能を有効にします。

CalendarIntegrationTypeパラメータと連携して機能
します。

• true（デフォルト）：ミーティング機能を有効
にし、ミーティングの作成およびミーティン

グ参加のリマインダの受け取りを可能にしま

す。

• false：ミーティング機能を無効にします。

Meetings_Enabled
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説明（Description）パラメータ

このパラメータはMeetings_Enabledパラメータと連
携して機能します。

• 0：クライアントユーザインターフェイスの
[ミーティング（Meetings）]タブでカレンダー
統合を無効にします。このパラメータを無効

にすると、クライアント内の [ミーティング
（Meetings）]タブは空になりますが、[ミー
ティング（Meetings）]タブはハブウィンドウ
に残ります。

• 1：クライアントユーザインターフェイスの
[ミーティング（Meetings）]タブでカレンダー
統合を有効にします。

CalendarIntegrationType

クライアントで音声およびビデオ機能とユーザイ

ンターフェイスを有効にします。

• true（デフォルト）：音声およびビデオ機能と
ユーザインターフェイスを有効にします。

• false：音声およびビデオ機能とユーザインター
フェイスを無効にします。

クライアントが IM専用モードに対して有効になっ
ている場合は、このパラメータを falseに設定しま
す。 IM限定モード展開でこのパラメータを設定し
ない場合、ユーザインターフェイスではテレフォ

ニー機能が無効であると表示される場合がありま

す。

Telephony_Enabled

クライアントでボイスメール機能とユーザインター

フェイスを有効にします。

• true（デフォルト）：ボイスメール機能とユー
ザインターフェイスを有効にします。

• false：ボイスメール機能とユーザインターフェ
イスを無効にします。

Voicemail_Enabled
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説明（Description）パラメータ

クライアントを tel: URIのプロトコルハンドラ
として登録するかどうかを指定します。

• true（デフォルト）：クライアントはtel:URI
のプロトコルハンドラとして登録されます。

• false：クライアントはtel:URIのプロトコル
ハンドラとして登録されません。

EnableTelProtocolHandler

クライアントを IM: URIのプロトコルハンドラと
して登録するかどうかを指定します。

• true（デフォルト）：クライアントはIM:URI
のプロトコルハンドラとして登録されます。

• false：クライアントは IM: URIのプロトコル
ハンドラとして登録されません。

EnableIMProtocolHandler

クライアントを SIP: URIのプロトコルハンドラ
として登録するかどうかを指定します。

• true（デフォルト）：クライアントはSIP:URI
のプロトコルハンドラとして登録されます。

• false：クライアントはSIP:URIのプロトコル
ハンドラとして登録されません。

EnableSIPProtocolHandler

ユーザがチャットを HTMLでファイルシステムに
保存できるようにします。

• true（デフォルト）：ユーザはチャットをファ
イルに保存できます。

• false：ユーザはチャットをファイルに保存で
きません。

EnableSaveChatToFile
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説明（Description）パラメータ

インスタントメッセージを送信する前にユーザが

適用すべき、SECRETやCONFIDENTIALなどのセ
キュリティラベルのカタログを定義します。ラベ

ルは、送信されるメッセージの前に表示されます。

たとえば、「SECRET:メッセージテキスト」のよ
うに表示されます。

最大 20のラベルを指定できます。

Jabberはこれらのラベルに基づいてメッセージ配信
を制御しません。このような制御には、コンプラ

イアンスサーバなどのXEP-256ラベルヘッダーを
サポートするサードパーティ製品を使用する必要が

あります。

XEP-0258がセキュリティラベルの実装に使用され
ます。詳細については、『XEP-0258: Security Labels
in XMPP』を参照してください。

セキュリティラベルのサンプル

jabber-config-user.xml：

<InstantMessageLabels>
<item selector="Classified|SECRET">

<securitylabel xmlns='urn:xmpp:
sec-label:0'>

<displaymarking fgcolor='black'
bgcolor='red'>SECRET
</displaymarking>

</securitylabel>
</item>
<item…>
…
</item>

</InstantMessageLabels>

InstantMessageLabels

Cisco Jabberで URIダイヤルを有効にして、ユーザ
が URIにコールを発信できるようにします。

• true：ユーザはURIにコールを発信できます。

• false（デフォルト）：ユーザは URIにコール
を発信できません。

EnableSIPURIDialling
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説明（Description）パラメータ

ユーザのSIPURIを保持するディレクトリ属性を指
定します。

•オンプレミス展開：値として次のいずれかを
設定します。

•メールアドレス

• msRTCSIP-PrimaryUserAddress

•クラウドベース展開：値として次のいずれか
を設定します。

•メールアドレス

• imaddress

• workphone

• homephone

• mobilephone

デフォルトでは、mail属性が使用されます。

指定した値は、CiscoUnifiedCommunications
Managerまたは Cisco WebEx管理ツールの
ユーザのディレクトリURI設定と一致する
必要があります。

重要

DirectoryURI

BDIDirectoryURI

ユーザが click-to-xアクションを実行したときに、
連絡先情報を解決するためにクライアントがディレ

クトリのクエリーを実行するかどうかを指定しま

す。

• true（デフォルト）：ユーザが click-to-xアク
ションを実行したときに、クライアントはディ

レクトリのクエリーを実行します。

• false：click-to-xアクションが実行されても、
クライアントはディレクトリのクエリーを実

行しません。

このパラメータは、ユーザが Expressway
for Mobile and Remote Access経由で社内
ネットワークに接続している場合は効果

がありません。この場合は、UDSが連絡
先を解決し、クライアントがディレクト

リを照会できません。

（注）

ForceC2XDirectoryResolution
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説明（Description）パラメータ

ユーザがアベイラビリティウォッチリストに連絡

先を追加できるようにします。

• true（デフォルト）：ユーザはアベイラビリ
ティウォッチリストに連絡先を追加できま

す。

• false：ユーザはアベイラビリティウォッチリ
ストに連絡先を追加できません。

AlertOnAvailableEnabled

サービスディスカバリから特定のサービスを除外

するかどうかを指定します。

• WEBEX：この値を設定した場合は、クライア
ントが次のように動作します。

◦ CAS検索を実行しません。

◦ _cisco-uds、_cuplogin、および
_collab-edgeを検索します。

• CUCM：この値を設定した場合は、クライア
ントが次のように動作します。

◦ _cisco_udsを検索しません。

◦ _cuploginと_collab-edgeを検索し
ます。

• CUP：この値を設定した場合は、クライアン
トが次のように動作します。

◦ _cuploginを検索しません。

◦ _cisco-uds_collab-edgeを検索しま
す。

カンマで区切った複数の値を指定して、複数のサー

ビスを除外できます。次に例を示します。
<ServiceDiscoveryExcludedServices>
WEBEX,CUCM
</ServiceDiscoveryExcludedServices>

ServiceDiscoveryExcludedServices
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説明（Description）パラメータ

_collab-edgeと _cisco-udsのDNS SRVレコードを設
定する DNSドメインを表す完全修飾ドメイン名を
指定します。

例：次の DNS SRVレコードの場合：

• _collab-edge._tls.voice.example.com

• _cisco-uds._tcp.voice.example.com

VoiceServicesDomainの値は voice.example.comにな
ります。

VoiceServicesDomain

ユーザがデスクフォン制御モード（CTIモード）で
コールに応答したときの会話ウィンドウの動作を指

定します。

• OnVideo：[会話（Conversation）]ウィンドウ
はビデオコールに対してのみ表示されます。

このオプションは Cisco Jabber for Macではサ
ポートされていません。

• OnCall（デフォルト）：[会話（Conversation）]
ウィンドウはコールの応答時に必ず表示され

ます。

• Never：[会話（Conversation）]ウィンドウは
コールの応答時に表示されません。

ctiwindowbehaviour

ユーザが自分のコールピックアップグループ内の

コールをピックアップできるかどうか指定します。

• true：コールピックアップを有効にします。

• false（デフォルト）：コールピックアップを
無効にします。

EnableCallPickup

コールピックアップグループ番号を入力して、

ユーザが別のコールピックアップグループの着信

コールをピックアップできるかどうか指定します。

• true：グループコールピックアップを有効に
します。

• false（デフォルト）：グループコールピック
アップを無効にします。

EnableGroupCallPickup
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説明（Description）パラメータ

ユーザが、自分のコールピックアップグループに

関連付けられたグループ内の着信コールをピック

アップできるかどうか指定します。

• true：他のグループコールピックアップを有
効にします。

• false（デフォルト）：他のグループコール
ピックアップを無効にします。

EnableOtherGroupPickup

ユーザがハントグループにログインできるかどう

か指定します。

• true：ユーザはハントグループにログインでき
ます。

• false（デフォルト）：ユーザはハントグルー
プにログインできません。

EnableHuntGroup

ハントグループに着信コールがあった場合に、[拒
否（Decline）]ボタンを表示するかどうかを指定し
ます。

• true：[拒否（Decline）]ボタンがハントグルー
プの着信コールで表示されません。

• false（デフォルト）：[拒否（Decline）]ボタ
ンがハントグループの着信コールで表示され

ます。

PreventDeclineOnHuntCall

分析データが収集されるかどうかを指定します。

• true（デフォルト）：分析データが収集されま
す。

• false：分析データが収集されません。

TelemetryEnabled
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説明（Description）パラメータ

分析情報の送信元を指定します。これは、個々の

お客様を明示的に識別する文字列またはお客様を識

別することなく共通送信元を識別するう文字列で

す。グローバル一意識別子（GUID）生成ユーティ
リティを使用して、36文字の一意識別子を生成す
るか、反転ドメイン名を使用することを推奨しま

す。次のユーティリティでGUIDを生成できます。

• Mac OS X：uuidgen

• Linux：uuidgen

• MicrosoftWindows：[guid]::NewGuid().ToString()
または（cmd.exeから）powershell -command
"[guid]::NewGuid().ToString()"

•オンライン：guid.us

GUIDを作成する方法にかかわらず、この IDはグ
ローバルに一意である必要があります。

TelemetryCustomerID

分析データをWi-Fiのみで送信するかどうかを指定
します。

• true（デフォルト）：分析データがWi-Fiとモ
バイルデータ接続経由で送信されます。

• false：分析データがWi-Fi接続経由のみで送信
されます。

このパラメータはオプションです。

TelemetryEnabledOverCellularData

コール中のリアルタイム音声およびビデオ統計情報

の表示を許可します。

• ON（デフォルト）：EnableMediaStatistics=ON

• OFF：EnableMediaStatistics=OFF

このパラメータはオプションです。

EnableMediaStatistics
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説明（Description）パラメータ

ユーザが ciscotel:uri有効化番号をオンにした後に、
コールの発信について確認を求めるダイアログボッ

クスを有効にするか無効にするかを指定します。

• true（デフォルト）：ダイアログボックスが有
効にされ、ユーザはコールの発信を確認する

ように要求されます。

• false：ダイアログボックスが無効にされ、確
認を要求されずにコールが発信されます。こ

れは、間違い電話や迷惑電話の原因になる場

合があります。

CiscoTelProtocolPermissionEnabledパラメー
タは EnableTelProtocolPopupWindowパラ
メータに置き換わります。どちらのパラ

メータもクライアント内でサポートされ

ますが、どちらかのパラメータが falseに
設定されるとダイアログボックスが無効

になります。

（注）

EnableTelProtocolPopupWindow

CiscoTelProtocolPermissionEnabled

Jabberconfig.xmlへの追加：ユーザがコールの終了
時に別のアプリケーションに戻るか、Jabberに留ま
るかを選択可能なダイアログボックスが有効にな

るように指定します。

• true（デフォルト）：ダイアログボックスが有
効にされます。

• false：ダイアログボックスが無効にされ、

• CiscoTelProtocolCrossLaunchBackSchema
に CrossLaunchBackSchemaパラメータが
含まれている場合は、1つ前のアプリケー
ションに直接相互起動します。

• CiscoTelProtocolCrossLaunchBackSchema
に CrossLaunchBackSchemaパラメータが
含まれていない場合は、Jabberに留まり
ます。

CiscoTelProtocolCrossLaunchBackNotificationEnabled
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説明（Description）パラメータ

Jabberconfig.xmlへの追加：コールの終了時に相互
起動可能なアプリケーションのホワイトリストを

指定します。

• none（デフォルト）：リストはありません。

• schema_names：許可されたアプリケーション
タイプをセミコロンで区切ったリスト。

ホワイトリスト用の 1つのパラメータが Jabber
config.xmlに追加されます。次に例を示します。
CiscoTelProtocolCrossLaunchBackSchema=HTTP;ciscoim;xxxx

CiscoTelProtocolCrossLaunchBackSchema

URI内：コールの終了時に Jabberが相互起動する、
ダイアログボックスに表示されるアプリケーショ

ンの名前を指定します。

• none（デフォルト）：ダイアログボックスに
アプリケーションが表示されません。

• app_name：ダイアログボックスに表示される
アプリケーション名。

CrossLaunchBackAppName

URI内：コールの終了時に Jabberが相互起動する
アプリケーションの名前を指定します。

• none（デフォルト）：Jabberに留まります。

• app_name：相互起動するアプリケーション。

CrossLaunchBackSchema

ユーザがシングルサインオン（SSO）を使用して
サインインするかどうかを指定します。

• TRUE（デフォルト）：ユーザは SSOを使用
してサインインします。

• FALSE：ユーザは SSOを使用してサインイン
しません。

SSO_Enabled

ホームクラスタを確定する目的で、電子メールの

プロンプトをユーザに表示するかどうかを指定しま

す。

• ON：プロンプトが表示されます。

• OFF（デフォルト）：プロンプトが表示されま
せん。

ServicesDomainSsoEmailPrompt
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説明（Description）パラメータ

ユーザが通話中でない場合に、画面を共有できるよ

うにします。

• true（デフォルト）：ユーザは画面を共有でき
ます。

• false：ユーザは一対一画面共有を実行できま
せん。

EnableP2PDesktopShare

一対一画面共有がビデオ共有より優先されるように

指定します。

• true：一対一画面共有が優先されます。

• false（デフォルト）：ビデオ共有が優先され
ます。

PreferP2PDesktopShare

連絡先に関連する問題を報告する際、ユーザの連絡

先フォルダが Problem Reporting Tool（PRT）によっ
て収集されるかどうかを指定します。

• true（デフォルト）：連絡先フォルダが PRT
ツールによって収集されます。

• false：連絡先フォルダは PRTツールによって
収集されません。

EnableForensicsContactData

このパラメータは、ユーザが Cisco Jabber for
Windowsのチャットウィンドウで画面を共有する
ときに使用すべきポート範囲を指定する

SharePortRangeSizeと一緒に使用されます。これら
のパラメータを設定しなかった場合は、クライアン

トが IM画面共有のデフォルトのポート範囲を使用
します。

ユーザが入力した値によって、ポート範囲の先頭が

指定されます。次に例を示します。
<Policies>

<SharePortRangeStart>45130</SharePortRangeStart>

<SharePortRangeSize>100</SharePortRangeSize>
</Policies>

最小値は 1024です。 65535 - SharePortRangeSizeを
超える値は指定できません。

SharePortRangeStart
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説明（Description）パラメータ

SharePortRangeStartパラメータと一緒に使用された
場合にポート範囲のサイズを指定します。最小値

は 40です。 SharePortRangeStartパラメータに加算
されたときの値は65535を超えることができません

ポート範囲の詳細については、『Cisco Jabber 10.5
Deployment and Installation Guide』または『Cisco
Jabber 10.6 Planning Guide』の「Ports and Protocols
for Cisco Jabber for Windows and Cisco Jabber for
Mac」に関するトピックを参照してください。

SharePortRangeSize

Cisco WebEx ポリシー

インスタントメッセージおよびプレゼンスの機能に Cisco WebEx Messenger Serviceを使用する場
合は、Cisco WebEx管理ツールを介してクライアントのポリシーを設定できます。使用可能なポ
リシーと説明の一覧については、「Using policy actions available in Cisco WebEx」を参照してくだ
さい。

UDS経由で取得されたサービスプロファイル内のすべての設定によって、Cisco WebEx管理
ツール内の設定が上書きされます。

（注）

関連トピック

Using policy actions available in Cisco WebEx

プレゼンスパラメータ

次の表に、プレゼンス要素内で指定可能なパラメータの説明を示します。

説明（Description）パラメータ

複数のクライアントインスタンスへのユーザサインインを制御し

ます。

• multiResource（デフォルト）：ユーザは、クライアントの複
数のインスタンスに同時にサインインできます。

• wbxconnect：ユーザは、一度にクライアントの 1つのインス
タンスにしかサインインできません。

クライアントはユーザの IDに wbxconnectサフィックスを付加
します。ユーザは、wbxconnectサフィックスを使用する他の
Cisco Jabberクライアントにサインインできません。

LoginResource
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説明（Description）パラメータ

オンプレミス展開のプレゼンスサーバのアドレスを指定します。

値として次のいずれかを設定します。

•ホスト名（hostname）

• IPアドレス（123.45.254.1）

• FQDN（hostname.domain.com）

PresenceServerAddress

Cisco WebEx Messengerサービスの Central Authentication Service
（CAS）URLを指定します。次の例は、値として設定できるURL
です。

https://loginp.webexconnect.com/cas/sso/ex_org/orgadmin.app

PresenceServerURL

WebExセッションリンクに参加していなくても、MicrosoftOutlook
予定表内にミーティングがある場合、ユーザのプレゼンスを[WebEx
ミーティング中（In a WebEx meeting）]に変更できるようにしま
す。

• true：WebExセッションリンクに参加していなくても、ユー
ザのプレゼンスが [WebExミーティング中（In a WebEx
meeting）]に変更されます。

• false（デフォルト）：プレゼンスを [WebExミーティング中
（In a WebEx meeting）]に変更するには、ユーザがWebEx
セッションリンクに参加する必要があります。そうでない場

合、MicrosoftOutlook予定表内にミーティングがある場合でも
プレゼンスは [応対可能（Available）]のままとなります。

CalendarWebExMeetingPresence

ボイスメールパラメータ

次の表に、ボイスメール要素内で指定可能なボイスメールサービス設定パラメータの説明を示し

ます。

説明（Description）パラメータ

ボイスメールサーバのアドレスを指定します。値として次のいず

れかを設定します。

•ホスト名（hostname）

• IPアドレス（123.45.254.1）

• FQDN（hostname.domain.com）

VoicemailPrimaryServer
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サービスクレデンシャルパラメータ

ユーザが特定のサービスで認証を受ける必要をなくすために、サービスクレデンシャルパラメー

タを指定できます。

ボイスメールサービスのクレデンシャル

ボイスメール要素内でボイスメールサービスクレデンシャルを設定するための次のパラメータを

指定できます。

説明（Description）パラメータ

ボイスメールサービスにアクセスするために、クライアント

が電話サービスのクレデンシャルを使用することを指定しま

す。

ユーザの電話サービスのクレデンシャルが、ボイスメール

サービスのクレデンシャルに一致することを確認します。こ

の設定を行うと、ユーザはクライアントインターフェイスで

ボイスメールサービスのクレデンシャルを指定できません。

デフォルトで、このパラメータは設定されていません。値は

電話機です。

このパラメータは、次の展開でのみ設定する必要がありま

す。

•ハイブリッドクラウドベース展開。

•電話機モードの展開。

オンプレミス展開では、プレゼンスサーバのボイスメール

サービスのためにクレデンシャルソースを設定する必要があ

ります。

VoiceMailService_UseCredentialsFrom

以下は、ボイスメールサービスのクレデンシャルパラメータの例です。
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config version="1.0">
<Voicemail>
<VoicemailService_UseCredentialsFrom>phone</VoicemailService_UseCredentialsFrom>
</Voicemail>
</config>

設定例

以下は、オンプレミス展開ですべてのクライアントに対して使用される設定ファイルの例です。

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config version="1.0">
<Client>
<PrtLogServerUrl>http://server_name:port/path/prt_script.php</PrtLogServerUrl>
<jabber-plugin-config>

   Cisco Jabber 10.6 展開およびインストレーションガイド
50

クライアントの設定

設定例



<browser-plugin>
<page refresh="true" preload="true">
<tooltip>Cisco</tooltip>
<icon>http://www.cisco.com/web/fw/i/logo.gif</icon>
<url>www.cisco.com</url>
</page>
</browser-plugin>
</jabber-plugin-config>
</Client>
<Options>
<Set_Status_Inactive_Timeout>20</Set_Status_Inactive_Timeout>
<StartCallWithVideo>false</StartCallWithVideo>

</Options>
<Policies>
<Disallowed_File_Transfer_Types>.exe;.msi</Disallowed_File_Transfer_Types>

</Policies>
<Directory>
<BDIPresenceDomain>example.com</BDIPresenceDomain>
<BDIPrimaryServerName>dir.example.com</BDIPrimaryServerName>
<BDISearchBase1>ou=staff,dc=example,dc=com</BDISearchBase1>
<BDIConnectionUsername>ad_jabber_access@example.com</BDIConnectionUsername>
<BDIConnectionPassword>jabber</BDIConnectionPassword>
<BDIPhotoUriSubstitutionEnabled>True</BDIPhotoUriSubstitutionEnabled>
<BDIPhotoUriSubstitutionToken>sAMAccountName</BDIPhotoUriSubstitutionToken>
<BDIPhotoUriWithToken>http://example.com/photo/sAMAccountName.jpg
</BDIPhotoUriWithToken>

</Directory>
</config>

問題レポートの設定
問題レポートをセットアップすると、ユーザはクライアントの使用中に発生した問題の概要を送

信できます。次のように、問題レポートを送信する方法は 2つあります。

•クライアントインターフェイスを介して問題レポートを直接送信する。

•問題レポートをローカルに保存し、後でアップロードする。

クライアントは、HTTP POSTメソッドを使用して問題レポートを送信します。 POST要求を受け
入れるカスタムスクリプトを作成し、設定パラメータとしてHTTPサーバ上のスクリプトのURL
を指定します。ユーザは問題レポートをローカルに保存できるため、ユーザが問題レポートを

アップロードできるようにするフォームを含む HTMLページを作成する必要もあります。

はじめる前に

環境の準備を行うには、次の手順を実行します。

1 HTTPサーバをインストールして設定します。
2 HTTP POST要求を受け入れるカスタムスクリプトを作成します。
3 ユーザが、ローカルに保存されている問題レポートをアップロードできる HTMLページを作
成します。HTMLページには、.ZIPアーカイブとして保存された問題レポートを受け入れ、
カスタムスクリプトを使用して問題レポートを送信するアクションが含まれているフォームが

あります。

次に、問題レポートを受け入れるフォームの例を示します。

<form name="uploadPrt" action="http://server_name.com/scripts/UploadPrt.php" method="post"
enctype="multipart/form-data">
<input type="file" name="zipFileName" id="zipFileName" /><br />
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<input type="submit" name="submitBtn" id="submitBtn" value="Upload File" />
</form>

手順

ステップ 1 HTTPサーバ上でカスタムスクリプトをホストします。

ステップ 2 設定ファイルの PrtLogServerUrlパラメータの値としてスクリプトの URLを指定します。

自動更新の設定
自動更新を有効にするには、HTTPサーバ上のインストールパッケージの URLなどの最新バー
ジョンに関する情報を含む XMLファイルを作成します。ユーザがサインインしたとき、コン
ピュータをスリープモードから再開したとき、または [ヘルプ（Help）]メニューから手動更新要
求を実行したとき、クライアントは XMLファイルを取得します。

インスタントメッセージおよびプレゼンス機能にCiscoWebExMessenger Serviceを使用する場
合は、Cisco WebEx管理ツールを使用して自動更新を設定する必要があります。

（注）

はじめる前に

• XMLファイルとインストールパッケージをホストするために、HTTPサーバをインストール
して設定します。

•ワークステーションにソフトウェアアップデートをインストールできる権限がユーザにある
ことを確認します。

ユーザがワークステーションに対する管理権限を持っていない場合は、MicrosoftWindowsが
更新インストールを停止します。インストールを完了するには、管理者権限でログインする

必要があります。

手順

ステップ 1 ご使用の HTTPサーバで更新インストールプログラムをホストします。

ステップ 2 任意のテキストエディタを使用して更新の XMLファイルを作成します。
自動アップデートの XMLファイルには、次の構造があります。

<JabberUpdate>
<App name=”JabberWin”>

<LatestBuildNum>12345</LatestBuildNum>
<LatestVersion>10.5.x</LatestVersion>
<Mandatory>true</Mandatory>
<Message>

<![CDATA[<b>This new version of Cisco Jabber lets you do the
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following:</b><ul><li>Feature 1</li><li>Feature 2</li></ul>For
more information click <a target="_blank"
href="http://cisco.com/go/jabber">here</a>.]]>

</Message>
<DownloadURL>http://http_server_name/CiscoJabberSetup.msi</DownloadURL>

</App>
</JabberUpdate>

ステップ 3 XMLで次のように値を指定します。

• name：App要素の name属性の値として次の IDを指定します。

• JabberWin：更新は Cisco Jabber for Windowsに適用されます。

• JabberMac：更新は Cisco Jabber for Macに適用されます。

• LatestBuildNum：更新のビルド番号。

• LatestVersion：更新のバージョン番号。

• Mandatory：（Windowsクライアントのみ）Trueまたは False。画面の指示に従って、ユー
ザがクライアントバージョンをアップグレードする必要があるかどうかを決定します。

• Message：次の形式の HTML。

<![CDATA[your_html]]>

• DownloadURL：HTTPサーバ上のインストールパッケージの URL。

Cisco Jabber for Macの場合、URLファイルは次の形式にする必要があります。
Cisco-Jabber-Mac-version-size-dsaSignature.zip

例：

以下は自動更新の XMLの例です。
<JabberUpdate>
<App name="JabberWin">
<LatestBuildNum>12345</LatestBuildNum>
<LatestVersion>9.x</LatestVersion>
<Message><![CDATA[<b>This new version of Cisco Jabber lets you do the

following:</b><ul><li>Feature 1</li><li>Feature 2</li></ul>For
more information click <a target="_blank"

href="http://cisco.com/go/jabber">here</a>.]]></Message>
<DownloadURL>http://http_server_name/CiscoJabberSetup.msi</DownloadURL>

</App>
</JabberUpdate>

例：

以下は自動更新のXMLの例です。これは、Cisco Jabber for Windowsと Cisco Jabber for Macの両方
に該当します。

<JabberUpdate>
<App name="JabberMac">
<LatestBuildNum>12345</LatestBuildNum>
<LatestVersion>9.6.1</LatestVersion>
<Message><![CDATA[<b>This new version of Cisco Jabber lets you do the

following:</b><ul><li>Feature 1</li><li>Feature 2</li>
</ul>For more information click <a target="_blank"

href="http://cisco.com/go/jabber">here</a>.]]>
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</Message>
<DownloadURL>http://http_server_name/Cisco-Jabber-Mac-9.6.1-12345-MrbCdd.zip</DownloadURL>

</App>
<App name="JabberWin">
<LatestBuildNum>12345</LatestBuildNum>
<LatestVersion>9.0</LatestVersion>
<Message><![CDATA[<b>This new version of Cisco Jabber lets you do the

following:</b><ul><li>Feature 1</li><li>Feature 2
</li></ul>For more information click <a target="_blank"

href="http://cisco.com/go/jabber">here</a>.]]>
</Message>
<DownloadURL>http://http_server_name/CiscoJabberSetup.msi
</DownloadURL>

</App>
</JabberUpdate>

ステップ 4 更新の XMLファイルを保存して閉じます。

ステップ 5 HTTPサーバ上で更新 XMLファイルをホストします。

ステップ 6 コンフィギュレーションファイル内のUpdateUrlパラメータの値として更新XMLファイルのURL
を指定します。

Cisco Jabber for Windowsr のカスタム埋め込みタブ
カスタム埋め込みタブは、クライアントインターフェイスで HTMLコンテンツを表示します。
Cisco Jabberのカスタム埋め込みタブ定義を作成する方法について説明します。

カスタム埋め込みタブの定義

カスタム組み込みタブは jabber-config.xmlファイルを使用してしか設定できません。次の
XMLスニペットに、カスタムタブ定義の構造を示します。
<jabber-pluging-config>
<browser-plugin>
<page refresh="" preload="">
<tooltip></tooltip>
<icon></icon>
<url></url>
</page>
</browser-plugin>
<jabber-pluging-config>

次の表は、カスタム埋め込みタブ定義のパラメータについて説明します。

説明（Description）パラメータ

カスタム埋め込みタブのすべての定義が含まれます。

値にはすべてのカスタムタブ定義が含まれます。

browser-plugin

カスタム埋め込みタブの 1つの定義が含まれます。ページ
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説明（Description）パラメータ

コンテンツが更新されるタイミングを制御します。

• true：ユーザがタブを選択するたびにコンテンツが更新されます。

• false（デフォルト）：ユーザがクライアントを再起動するか、サ
インインしたときにコンテンツが更新されます。

このパラメータはオプションであり、ページ要素の属性です。

refresh

コンテンツがロードされるタイミングを制御します。

• true：クライアントの起動時にコンテンツがロードされます。

• false（デフォルト）：ユーザがタブを選択したときにコンテンツ
がロードされます。

このパラメータはオプションであり、ページ要素の属性です。

preload

カスタム埋め込みタブのマウスオーバーテキストを定義します。

このパラメータはオプションです。マウスオーバーテキストを指定

しない場合、クライアントは [カスタム（Custom）]タブを使用しま
す。

値は Unicode文字の文字列です。

tooltip

タブのアイコンを指定します。次のように、ローカルアイコンまた

はホステッドアイコンを指定できます。

•ローカルアイコン：次のように URLを指定します。
file://file_path/icon_name

•ホスト型アイコン：次のように URLを指定します。
http://path/icon_name

Microsoft Internet Explorerで描画可能なアイコン（.JPG、.PNG、.GIF
形式など）を使用できます。

このパラメータはオプションです。アイコンが指定されていない場

合、クライアントはHTMLページからお気に入りアイコンをロードし
ます。お気に入りアイコンが使用できない場合、クライアントはデ

フォルトのアイコンをロードします。

icon
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説明（Description）パラメータ

埋め込みタブのコンテンツが格納される URLを指定します。

クライアントは、Internet Explorerレンダリングエンジンを使用して埋
め込みタブのコンテンツを表示します。そのため、Internet Explorerで
サポートされているコンテンツを指定できます。

クライアントは Internet Explorerバージョン 9以前をサポー
トします。ワークステーションにバージョン9以降の Internet
Explorerが存在する場合は、バージョン9モードで使用しま
す。

（注）

このパラメータは必須です。

URL

ユーザのカスタムタブ

ユーザはクライアントユーザインターフェイスを介して独自のカスタム埋め込みタブを作成でき

ます。

ユーザによるカスタム埋め込みタブの作成を有効にする必要があります。次のように、コンフィ

ギュレーションファイル内の AllowUserCustomTabsパラメータの値として trueを設定します。
<Options>
<AllowUserCustomTabs>true</AllowUserCustomTabs>

</Options>

ユーザのカスタム組み込みタブは、デフォルトで trueに設定されます。（注）

カスタムアイコン

最適な結果を得るには、カスタムアイコンが次のガイドラインに準拠している必要があります。

•寸法：20 x 20ピクセル

•透明な背景

• PNGファイル形式

カスタムタブからのチャットとコール

プロトコルハンドラを使用し、カスタム埋め込みタブからチャットやコールを開始できます。

チャットを開始するには、XMPP:または IM:プロトコルハンドラを使用します。

音声通話やビデオ通話を開始するには、TEL:プロトコルハンドラを使用します。
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関連トピック

プロトコルハンドラ

UserID トークン
${UserID}トークンを urlパラメータの値の一部として指定できます。ユーザがサインインする
と、クライアントにより、${UserID}トークンがログインしたユーザのユーザ名に置き換えられ
ます。

また、クエリー文字列に ${UserID}トークンを指定することもできます（例：
www.cisco.com/mywebapp.op?url=${UserID}）。

ヒント

次の例は、${UserID}トークンの使用方法を示しています。

1 カスタム埋め込みタブで次の内容を指定します。

<url>www.cisco.com/${UserID}/profile</url>

2 Mary Smithがサインインします。Maryのユーザ名は msmithです。

3 クライアントにより、${UserID}トークンが次のようにMaryのユーザ名に置き換えられま
す。

<url>www.cisco.com/msmith/profile</url>

JavaScript 通知
カスタム埋め込みタブに JavaScript通知を実装できます。ここでは、JavaScript通知用にクライア
ントが提供するメソッドについて説明します。また、通知のテストに使用できる JavaScriptフォー
ムの例についても説明します。非同期サーバコールに対する JavaScript通知の実装方法と他のカ
スタム実装に関する説明は、このマニュアルでは取り扱いません。詳細については、該当する

JavaScriptのマニュアルを参照してください。

通知メソッド

クライアントには、JavaScript通知用の次のメソッドを公開するインターフェイスが含まれていま
す。

• SetNotificationBadge：JavaScriptでクライアントからこのメソッドを呼び出します。このメ
ソッドの文字列の値は、次のいずれかになります。

•空：空の値は、既存の通知バッジを削除します。

• 0～ 999の数字

• 2桁の英数字の組み合わせ（例：A1）
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• onPageSelected()：ユーザがカスタム埋め込みタブを選択したときに、クライアントがこのメ
ソッドを呼び出します。

• onPageDeselected()：ユーザが別のタブを選択したときに、クライアントがこのメソッドを呼
び出します。

• onHubResized()：ユーザがクライアントハブウィンドウのサイズを変更または移動したとき
に、クライアントがこのメソッドを呼び出します。

• onHubActivated()：クライアントハブウィンドウがアクティブになったときに、クライアン
トがこのメソッドを呼び出します。

• onHubDeActivated()：クライアントハブウィンドウが非アクティブになったときに、クライ
アントがこのメソッドを呼び出します。

カスタムタブでのプレゼンスの登録

次の JavaScript関数を使用して、連絡先のプレゼンスを登録し、クライアントからプレゼンスの更
新情報を受信することができます。

• SubscribePresence()：このメソッドに対してユーザの IMアドレスを使用した文字列値を指定
します。

• OnPresenceStateChanged：このメソッドは、連絡先が存在する場合にクライアントからの更新
を受信できるようにします。文字列として次の値のいずれか 1つを指定できます。

• IMアドレス

•基本プレゼンス（Available（対応可）、Away（不在）、Offline（オフライン）、DoNot
Disturb（着信拒否））

•高度なプレゼンス（会議中、コール中、カスタムプレゼンス状態）

連絡先リストに含まれていない人物のプレゼンスをサブスクライブした場合（一時プレゼンス

サブスクリプションとも呼ばれる）は、そのサブスクリプションが 68分後に期限切れになり
ます。登録が期限切れになった後、プレゼンスの更新情報を受信し続けるには、その人物の

プレゼンスを再登録する必要があります。

（注）

Custom タブでのロケール情報の取得

次の JavaScript関数を使用すると、連絡先の現在のロケール情報をクライアントから取得できま
す。

• GetUserLocale()：このメソッドは、クライアントにロケール情報を要求できるようにします。

• OnLocaleInfoAvailable：このメソッドは、クライアントからのロケール情報を受信できるよ
うにします。クライアントのロケール情報を含む文字列値を使用できます。

   Cisco Jabber 10.6 展開およびインストレーションガイド
58

クライアントの設定

JavaScript 通知



JavaScript の例

次のコードは、1～ 999の数字を入力できるフォームを JavaScriptを使用して表示する、HTML
ページの例を示しています。
<html>

<head>
<script type="text/javascript">

function OnPresenceStateChanged(jid, basicPresence,
localizedPresence)

{
var cell = document.getElementById(jid);
cell.innerText = basicPresence.concat(",

",localizedPresence);
}

function GetUserLocale()
{

window.external.GetUserLocale();
}

function SubscribePresence()
{

window.external.SubscribePresence('johndoe@example.com');
}

function OnLocaleInfoAvailable(currentLocale)
{

var cell = document.getElementById("JabberLocale");

cell.innerText = currentLocale;
}

function onHubActivated()
{

var cell = document.getElementById("hubActive");
cell.innerText = "TRUE";

}

function onHubDeActivated()
{

var cell = document.getElementById("hubActive");
cell.innerText = "FALSE";

}

function onHubResized()
{

alert("Hub Resized or Moved");
}

function OnLoadMethods()
{

SubscribePresence();
GetUserLocale();

}
</script>

</head>

<body onload="OnLoadMethods()">
<table>

<tr>
<td>John Doe</td>
<td id="johndoe@example.com">unknown</td>

</tr>
</table>
<table>

<tr>
<td>Jabber Locale: </td>
<td id="JabberLocale">Null</td>

</tr>
<tr>
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<td>Hub Activated: </td>
<td id="hubActive">---</td>

</tr>
</table>

</body>

</html>

この例の JavaScriptフォームをテストするには、前述の例を HTMLページにコピーしてから、そ
のページをカスタム埋め込みタブとして指定します。

カスタムタブでのコールイベントの表示

カスタムタブでコールイベントを表示するために次の JavaScript関数を使用できます。

OnTelephonyConversationStateChanged：テレフォニーサービスの APIは、クライアントがカスタ
ム埋め込みタブでコールイベントを表示できるようにします。カスタムタブに

OnTelephonyConversationStateChanged JavaScript関数を実装できます。クライアントは
テレフォニーのカンバセーションの状態が変化するたびに、この関数を呼び出します。この関数

は、クライアントがコールイベントを取得するために解析する JSON文字列を受け入れます。

次のスニペットは、コールイベントを保持する JSONを示します。
{

"conversationId": string,
"acceptanceState": "Pending" | "Accepted| | "Rejected",
"state": "Started" | "Ending" | "Ended",
"callType": "Missed" | "Placed" | "Received" | "Passive" | "Unknown",
"remoteParticipants": [{participant1}, {participant2}, …, {participantN}],
"localParticipant": {
}

}

JSONの各参加者オブジェクトには、次のプロパティを含めることができます。
{

"voiceMediaDisplayName": "<displayName>",
"voiceMediaNumber": "<phoneNumber>",
"translatedNumber": "<phoneNumber>",
"voiceMediaPhoneType": "Business" | "Home" | "Mobile" | "Other" | "Unknown",
"voiceMediaState": "Active" | "Inactive" | "Pending" | "Passive" | "Unknown",

}

次に、この関数のカスタム埋め込みタブでの実装例を示します。この例では、stateと
acceptanceStateプロパティの値を取得し、これらの値をカスタムタブに表示します。

function OnTelephonyConversationStateChanged(json) {
console.log("OnTelephonyConversationStateChanged");
try {
var conversation = JSON.parse(json);
console.log("conversation id=" + conversation.conversationId);
console.log("conversation state=" + conversation.state);
console.log("conversation acceptanceState=" + conversation.acceptanceState);
console.log("conversation callType=" + conversation.callType);

}
catch(e) {
console.log("cannot parse conversation:" + e.message);

}
}

次に、この関数の考えられるすべてのフィールドでの実装例を示します。

function OnTelephonyConversationStateChanged(json) {
console.log("OnTelephonyConversationStateChanged");
try {
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var conversation = JSON.parse(json);
console.log("conversation state=" + conversation.state);
console.log("conversation acceptanceState=" + conversation.acceptanceState);
console.log("conversation callType=" + conversation.callType);
for (var i=0; i<conversation.remoteParticipants.length; i++) {
console.log("conversation remoteParticipants[" + i + "]=");
console.log("voiceMediaDisplayName=" +

conversation.remoteParticipants[i].voiceMediaDisplayName);
console.log("voiceMediaNumber=" +

conversation.remoteParticipants[i].voiceMediaNumber);
console.log("translatedNumber=" +

conversation.remoteParticipants[i].translatedNumber);
console.log("voiceMediaPhoneType=" +

conversation.remoteParticipants[i].voiceMediaPhoneType);
console.log("voiceMediaState=" +

conversation.remoteParticipants[i].voiceMediaState);
}
console.log("conversation localParticipant=");
console.log(" voiceMediaDisplayName=" +

conversation.localParticipant.voiceMediaDisplayName);
console.log(" voiceMediaNumber=" + conversation.localParticipant.voiceMediaNumber);

console.log(" translatedNumber=" + conversation.localParticipant.translatedNumber);

console.log(" voiceMediaPhoneType=" +
conversation.localParticipant.voiceMediaPhoneType);

console.log(" voiceMediaState=" + conversation.localParticipant.voiceMediaState);
}
catch(e) {
console.log("cannot parse conversation:" + e.message);

}
}

カスタム埋め込みタブの例

次に、1つの埋め込みタブを含む設定ファイルの例を示します。
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config version="1.0">
<Client>
<jabber-plugin-config>
<browser-plugin>
<page refresh ="true" preload="true">
<tooltip>Cisco</tooltip>
<icon>http://www.cisco.com/web/fw/i/logo.gif</icon>
<url>www.cisco.com</url>
</page>
</browser-plugin>
</jabber-plugin-config>
</Client>
</config>
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