
ハイブリッドクラウドベース導入の設定

ハイブリッドクラウドベース導入で Cisco Jabber for Windowsを設定する方法について説明しま
す。設定できる設定パラメータを確認します。

ハイブリッドクラウドベースによる展開でのみ、設定ファイルを使用してCiscoJabber forWindows
を設定できます。クラウドベースによる展開では、Cisco WebEx Administration Toolを使用して
Cisco Jabber for Windowsのすべての設定を実行します。
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Cisco Jabber for Windowsの設定
ハイブリッドクラウドベース導入で Cisco Jabber for Windowsのカスタム設定を作成するには、次
の作業を行います。
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手順

ステップ 1 TFTPサーバを準備します。

ステップ 2 TFTPサーバにグローバル設定ファイルをアップロードします。

ステップ 3 （任意） グループ設定ファイルを作成し、TFTPサーバにアップロードします。

ステップ 4 TFTPサーバを再起動します。

TFTP サーバの準備
TFTPサーバを指定するには、次の手順を実行します。

複数の TFTPサーバがある環境の場合、すべての TFTPサーバで設定ファイルを同じにする必
要があります。

重要

手順

ステップ 1 Cisco WebEx Administration Tool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。

これで、Cisco Jabber for Windowsによって TFTPサーバ上でホストされている設定ファイルが取
得されるようになります。
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グローバル設定の作成

このトピックでは、グローバル設定ファイルを作成するための手順の概要とTFTPサーバ上でファ
イルをホストする方法について説明します。

手順

ステップ 1 任意のテキストエディタを使用してjabber-config.xmlという名前のファイルを作成します。
メモ •ファイル名には小文字を使用してく

ださい。

• UTF-8エンコードを使用してくださ
い。

ステップ 2 jabber-config.xmlで必須の設定パラメータを定義します。
設定ファイルの構造が有効でない場合、Cisco Jabber for Windowsは定義した設定を読み取
ることができません。設定ファイルで必要な構造の例については、この章のXMLの例を
参照してください。

重要

ステップ 3 TFTPサーバ上で jabber-config.xmlをホストします。

a) Cisco Unified Communications Managerの [Cisco Unified OSの管理（Cisco Unified OS
Administration）]インターフェイスを開きます。

b) [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。

c) [ファイルのアップロード（Upload File）]を選択します。
d) [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。
e) ファイルシステムにある jabber-config.xmlを選択します。
f) [ファイルのアップロード（Upload File）]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。

TFTPサーバのデフォルトディレクトリにあるjabber-config.xmlをホストするには、[ディ
レクトリ（Directory）]テキストボックスの値をそのままにします。
デフォルトディレクトリ以外のディレクトリにある jabber-config.xmlをホストする場合
は、展開時にパスとファイル名をコマンドラインの引数（TFTP_FILE_NAME）の値として指
定する必要があります。詳細については、「Cisco Jabber for Windowsのインストール」の章を
参照してください。

g) [ファイルのアップロード（Upload File）]を選択します。

グループ設定の作成

Cisco Jabber for Windowsでは、Cisco Unified Communications Managerの CSFデバイス構成からグ
ループ設定ファイルの名前を取得します。
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ユーザ用に CSFデバイスを設定しない場合、グループ設定をそれらのユーザに適用すること
はできません。

制約事項

はじめる前に

Cisco Unified Communications Managerバージョン 8.6.x以降で次の手順を実行する必要がありま
す。

1 Cisco.comから Cisco Jabber for Windows管理パッケージをダウンロードします。
2 ciscocm.addcsfsupportfield.copを Cisco Jabber for Windows管理パッケージからファ
イルシステムにコピーします。

3 Cisco Unified Communications Managerに ciscocm.addcsfsupportfield.copを展開しま
す。

COPファイルを展開する手順については、Cisco Unified Communications Managerのマニュアル
を参照してください。

[シスコサポートフィールド（Cisco Support Field）]フィールドは、Cisco Unified Communications
Managerの [電話の設定（Phone Configuration）]ウィンドウにある [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デバイスに使用できます。

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）。

メモ •ファイル名には小文字を使用してく
ださい。

• UTF-8エンコードを使用してくださ
い。

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。

設定ファイルの構造が有効でない場合、Cisco Jabber for Windowsは定義した設定を読み取
ることができません。設定ファイルで必要な構造の例については、この章のXMLの例を
参照してください。

重要

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。
a) Cisco Unified Communications Managerの [Cisco Unified OSの管理（Cisco Unified OS

Administration）]インターフェイスを開きます。
b) [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。
c) [ファイルのアップロード（Upload File）]を選択します。
d) [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。
e) ファイルシステムにあるグループ設定ファイルを選択します。
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f) [ファイルのアップロード（Upload File）]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。

[ディレクトリ（Directory）]テキストボックスに値を指定する場合には、その値をメモしてお
きます。Cisco Unified CommunicationsManagerのCSFデバイス構成でグループ設定ファイルを
指定する際は、パスとファイル名を指定する必要があります。

g) [ファイルのアップロード（Upload File）]を選択します。

ステップ 4 [シスコサポートフィールド（Cisco Support Field）] フィールドにグループ設定ファイルの名前を
指定します。

複数のユーザに対して一括管理ツールを使用しま

す。

ワンポイントアドバイス

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。
d) [電話の設定（Phone Configuration）]ウィンドウの [プロダクト固有の設定（Product Specific

Configuration Layout）]セクションを見つけます。
e) [デスクトップクライアントの設定（Desktop Client Settings）]セクションを見つけます。
f) [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を入力します（例：
configurationfile=jabber-groupa-config.xml）。

[シスコサポートフィールド（Cisco Support Field）]フィールドで複数のエントリを
区切るには、セミコロンを使用します。ただし、複数のグループ設定ファイルを指

定しないでください。複数のグループ設定ファイルを指定した場合、Cisco Jabber for
Windowsでは利用可能な最初のグループ設定を使用します。

（注）

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
る場合には、[シスコサポートフィールド（Cisco Support Field）]フィールドにパスとファイ
ル名を指定する必要があります（例：

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

g) [保存（Save）]を選択します。

TFTP サーバの再起動
Cisco Jabber for Windowsが設定ファイルにアクセスする前に、TFTPサーバを再起動する必要があ
ります。
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手順

ステップ 1 Cisco Unified Communications Managerの [Cisco Unifiedサービスアビリティ（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

XML 構造

次の XMLスニペットは、設定ファイルの基本構造を示します。
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config version="1.0">
<Client>
<parameter_name>value</parameter_name>
</Client>
<Options>
<parameter_name>value</parameter_name>
</Options>
<Presence>
<parameter_name>value</parameter_name>
</Presence>
<Policies>
<parameter_name>value</parameter_name>
</Policies>
</config>

次の表では、設定ファイルの基本構造の要素について説明します。

説明要素

XML宣言。設定ファイルは、標準的な XML形式に準拠
する必要があります。

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
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説明要素

使用可能な設定グループを含む、設定 XMLのルート要
素。

ルート要素には、バージョン属性も含める必要がありま

す。

config

Cisco Jabber forWindowsの設定パラメータを含む親要素。

詳細については、クライアントパラメータを参照してく

ださい。

Client

ユーザオプションの設定パラメータを含む親要素。

詳細については、オプションパラメータを参照してくだ

さい。

Options

プレゼンスオプションの設定パラメータを含む親要素。

詳細については、プレゼンスパラメータを参照してくだ

さい。

Presence

ポリシーの設定パラメータを含む親要素。

詳細については、ポリシーパラメータを参照してくださ

い。

Policies

設定ファイルの例

次に、ハイブリッドクラウドベースによる展開での Cisco Jabber for Windowsの設定ファイルの例
を示します。
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config version="1.0">
<Client>
<PrtLogServerUrl>http://server_name.cisco.com/jabber/prt/my_script.php</PrtLogServerUrl>
</Client>
<Options>
<Set_Status_Away_On_Inactive>true</Set_Status_Away_On_Inactive>
<Set_Status_Inactive_Timeout>15</Set_Status_Inactive_Timeout>
<Set_Status_Away_On_Lock_OS>true</Set_Status_Away_On_Lock_OS>
</Options>
<Presence>
<LoginResource>wbxconnect</LoginResource>
</Presence>
<Policies>
<Video_Disabled>false</Video_Disabled>
</Policies>
</config>

上記の設定ファイルの例では、問題レポートを送信するためのスクリプトのURLを指定し、ユー
ザがビデオコールを発信できないことを指定します。
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クライアントパラメータ
次の表に、Client要素内で指定できるパラメータを示します。

説明値パラメータ

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。

問題レポートの詳細については、「問題レポートの

設定」を参照してください。

URLPrtLogServerUrl

プラグイン設定要素が含まれます。

カスタム埋め込みタブを定義し、Cisco Jabber for
WindowsのHTMLコンテンツを表示できます。詳細
については、カスタム埋め込みタブを参照してくだ

さい。

プラグイン定義jabber-plugin-config

クライアント設定例

次に、ハイブリッドクラウドベース導入でのクライアント設定例を示します。
<Client>
<PrtLogServerUrl>http://server_name.cisco.com/jabber/prt/my_script.php</PrtLogServerUrl>
</Client>

オプションパラメータ
オプションのパラメータを使用すると、Cisco Jabber for Windowsの [オプション（Options）]ウィ
ンドウの特定の設定に対してデフォルト値を変更できます。また、ユーザは[オプション（Options）]
ウィンドウで独自の値を指定し、設定ファイルで設定したデフォルトを上書きすることもできま

す。

次の表に、Options要素内で指定できるパラメータを示します。

説明値パラメータ

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。

デフォルト値は trueです。

true

false

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指定します。

デフォルト値は 15です。

分単位での

時間

Set_Status_Inactive_Timeout
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説明値パラメータ

ユーザがコンピュータをロックしたときにアベイ

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。

デフォルト値は trueです。

true

false

Set_Status_Away_On_Lock_OS

ユーザが送信するコールがビデオで始まるかどう

かを指定します。

ビデオ

コールは常に音声およびビデオで始まりま

す。これがデフォルト値です。

音声

コールは常に音声のみで始まります。

ビデオ

音声

Start_Calls_With

ユーザがコンピュータを起動したときに Cisco
Jabber for Windowsが自動的に起動するかどうかを
指定します。

デフォルト値は falseです。

true

false

Start_Client_On_Start_OS

オプションの設定例

次に、オプションの設定例を示します。
<Options>
<Set_Status_Away_On_Inactive>true</Set_Status_Away_On_Inactive>
<Set_Status_Inactive_Timeout>15</Set_Status_Inactive_Timeout>
<Set_Status_Away_On_Lock_OS>true</Set_Status_Away_On_Lock_OS>
<Start_Calls_With>video</Start_Calls_With>
<Start_Client_On_Start_OS>false</Start_Client_On_Start_OS>
</Options>

プレゼンスパラメータ
次の表に、Presence要素内で指定できるパラメータを示します。
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説明値パラメータ

ユーザが複数のクライアントインスタンスに同時

にログインできるかどうかを指定します。

デフォルトで、Cisco Jabber for Windowsは Cisco
Jabberの複数インスタンスへのログインを許可しま
す。デフォルトの動作を変更したり、インストー

ル設定を上書きするには、次の値のいずれかを設定

します。

multiResource

ユーザは、Cisco Jabberの複数インスタンスに
一度にログインできます。これがデフォルト

値です。

wbxconnect

ユーザは一度に 1つのCisco Jabber forWindows
インスタンスにログインできます。

この設定は、ユーザの JIDに wbxconnectサ
フィックスを付けます。ユーザは、

wbxconnectサフィックスを使用する他のCisco
Jabberクライアントにログインできません。

次のコマンドライン引数を指定して、インス

トール中にこの値を設定できます：

LOGIN_RESOURCE。詳細については、「コ
マンドライン引数」のトピックを参照してく

ださい。

mutualExclusion

ユーザは一度に 1つのCisco Jabber forWindows
インスタンスにログインできます。

Cisco Jabber forWindowsの各インスタンスが、
ユーザの JIDに固有のサフィックスを付加し
ます。これにより、Cisco Jabber for Windows
は単一インスタンスに制限されます。ただ

し、ユーザは、他の Cisco Jabberクライアン
トに同時にログインできます。

次のコマンドライン引数を指定して、インス

トール中にこの値を設定できます：

LOGIN_RESOURCE。詳細については、「コ
マンドライン引数」のトピックを参照してく

ださい。

multiResource

wbxconnect

mutualExclusion

LoginResource
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プレゼンスの設定例

次に、プレゼンスの設定例を示します。
<Presence>
<LoginResource>wbxconnect</LoginResource>
</Presence>

関連トピック

コマンドライン引数

コマンドライン引数

ポリシーパラメータ
次の表に、Policies要素内で指定できるパラメータを示します。

説明値パラメータ

ユーザがビデオコールを発信できるかどうかを指

定します。

true

ユーザはビデオコールを発信できません。

false

ユーザはビデオコールを発信できます。こ

れがデフォルト値です。

true

false

Video_Disabled
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説明値パラメータ

ユーザがクライアントインターフェイスを介して

リモート接続先を追加、編集、および削除できる

かどうかを指定します。

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

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。これがデフォルト値

です。

Cisco Jabber for Windowsは各ユーザのデバイスリ
ストを Cisco Unified Communications Managerから
取得します。そ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て

いる場合、Cisco Jabber forWindowsは自動的にユー
ザがクライアントインターフェイスを介してリ

モート接続先を追加、編集、削除することを許可

します。そのデバイスリストに CTIリモートデ
バイスだけが含まれている場合、Cisco Jabber for
Windowsはユーザがクライアントインターフェイ
スを介してリモート接続先を追加、編集、削除す

ることを許可しません。

CTIリモートデバイスだけを使用してユーザをプ
ロビジョニングする場合は、コンフィギュレーショ

ンファイルでこのパラメータを指定する必要があ

ります。ソフトフォンデバイスまたはデスクフォ

ンデバイスとともに CTIリモートデバイスを持
つユーザをプロビジョニングする場合は、このパ

ラメータは必要ではありません。詳細について

は、『Cisco Jabber forWindows Server Setup Guide』
のCisco Jabber for Windowsの拡張および接続のト
ピックを参照してください。

true

false

User_Defined_Remote_Destination

ポリシーの設定例

次に、ハイブリッドクラウドベースによる展開でのポリシーの設定例を示します。
<Policies>
<Video_Disabled>true</Video_Disabled>
</Policies>
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関連トピック

Using policy actions available in Cisco WebEx

認証情報の設定

ボイスメールの認証情報パラメータ

設定パラメータを指定して、Cisco Unity Connectionで指定されているボイスメールサービスの認
証情報を使用することができます。この設定パラメータを指定すると、Cisco Jabber for Windows
でサインインの認証情報を使用して、Cisco Unity Connectionのボイスメールサービスにアクセス
します。このため、Cisco Jabber for Windowsユーザはクライアントでボイスメールサービス用の
クレデンシャルを入力する必要がありません。

次の表に、ボイスメールサービスの認証情報に指定できるパラメータを示します。

説明値パラメータ親要素

Cisco Jabber forWindowsでサインインの認証情報
を使用して Cisco Unity Connectionのボイスメー
ルサービスにアクセスすることを指定します。

サインインの認証情報とボイスメールサービス

の認証情報が同じであることを確認します。こ

のパラメータを設定した場合、ユーザは Cisco
Jabber for Windowsでボイスメールサービスの認
証情報を指定することはできません。

このパラメータは、ハイブリッドクラ

ウドベースによる展開でのみ設定でき

ます。オンプレミスによる展開ではこ

のパラメータは有効ではありません。

（注）

電話VoicemailService_
UseCredentialsFrom

ボイスメー

ル

認証情報の設定例

次に、ハイブリッドクラウドベースによる展開での認証情報の設定例を示します。
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config version="1.0">
<Voicemail>
<VoicemailService_UseCredentialsFrom>phone</VoicemailService_UseCredentialsFrom>

</Voicemail>
</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 Cisco Jabber for Windowsの使用中に発生した問題
の概要を送信できるようになります。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。
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• Cisco Jabber for Windows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。

Cisco Jabber forWindowsでは、HTTPPOST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および設定します。
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 HTTPサーバ上でホストする HTMLページを作成し、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ようにします。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 />
<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。

カスタム埋め込みタブ
カスタム埋め込みタブには、Microsoft Internet Explorerレンダリングエンジンを使用した Cisco
Jabber for Windowsの HTMLコンテンツが表示されます。

Cisco Jabber for Windowsでは、Microsoft Internet Explorerでサポートされているコンテンツを表示
するために、最大 5つのカスタム埋め込みタブをサポートしています。たとえば、カスタム埋め
込みタブを作成して、会社のポリシーの詳細や HTTPサーバ上でホストされている XMLファイ
ルを提供するWebページを表示します。

次のXMLの抜粋は、Cisco Jabber forWindows設定ファイルのカスタム埋め込みファイルの基本構
造を示します。
<Client>
<jabber-plugin-config>
<browser-plugin>
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<page refresh="" preload="">
<tooltip></tooltip>
<icon></icon>
<url></url>
</page>
</browser-plugin>
</jabber-plugin-config>
</Client>

次の表に、カスタム埋め込みタブを定義するための要素および属性を示します。

説明値パラメータ

カスタム埋め込みタブのすべての定義が含まれ

ます。

カスタムタブのすべての

定義

browser-plugin

カスタム埋め込みタブの1つの定義が含まれま
す。

カスタムタブの 1つの定
義

page

埋め込みタブのコンテンツが更新されるタイミ

ングを制御します。次のいずれかの値を指定

します。

true

ユーザが埋め込みタブを選択するたびに

コンテンツが更新されます。

false

ユーザが Cisco Jabber for Windowsを再起
動したり、サインアウトして再度サイン

インしたりした場合にのみコンテンツが

更新されます。これがデフォルト値で

す。

このパラメータはオプションです。

refreshは page要素の属性です。

true

false

refresh
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説明値パラメータ

埋め込みタブのコンテンツがロードされるタイ

ミングを制御します。次のいずれかの値を指

定します。

true

Cisco Jabber for Windowsが起動すると、
コンテンツがロードされます。

false

ユーザが埋め込みタブを選択すると、コ

ンテンツがロードされます。これがデ

フォルト値です。

このパラメータはオプションです。

preloadは page要素の属性です。

true

false

preload

ユーザが埋め込みタブ上にカーソルを移動した

ときに表示される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。

Unicode文字の文字列tooltip
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説明値パラメータ

埋め込みタブのアイコンの位置を指定します。

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

file://path/icon_nameのようにローカルア
イコンの URLを指定します。

例：<icon>file://c:/icons/icon.png</icon>

ホステッドアイコン

http://full_path/icon_nameのようにホステッ
ドアイコンの URLを指定します。

例：
<icon>http://domain/icons/icon.png</icon>

Cisco Jabber forWindowsでは、Microsoft Internet
Explorerで描画可能なアイコン
（.JPG、.PNG、.GIFなど）をサポートしてい
ます。

カスタムアイコンの寸法および形式について

は、このトピックの「カスタムアイコン」の

項を参照してください。

このパラメータはオプションです。アイコン

を指定しない場合、あるいは指定したアイコン

が正常にロードされない場合は、Cisco Jabber
for Windowsによってデフォルトアイコンが
ロードされます。

URLicon
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説明値パラメータ

埋め込みタブに表示される HTMLページ（つ
まり、他のコンテンツ）のURLを指定します。

${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。詳細については、こ

のトピックの「UserIDトークン」の項を参照
してください。

Cisco Jabber for Windowsでは、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。このため、

Internet Explorerでサポートされているコンテン
ツの URLを指定できます。

Cisco Jabber forWindowsでは、Internet
Explorerバージョン 9またはそれ以前
のバージョンをサポートしています。

それ以降のバージョンの Internet
Explorerをワークステーションにイン
ストールしている場合は、CiscoJabber
for Windowsでは Internet Explorerを
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。

URLurl

カスタムアイコン

カスタム埋め込みタブのアイコンには、1つのイメージファイル内の各状態に対して 10個のフ
レームがあります。

各フレームの寸法は 20 x 20ピクセルです。各フレーム間に 1ピクセルのパディングを設定して
ください。 1ピクセルのパディングにより、実際に使用できるアイコンの領域は 19 x 19ピクセル
になります。

イメージの背景色は透明です。

各フレームは、次の順序で下記の状態のいずれかを表します。

1 標準

2 押されている

3 ホバー

4 無効

5 フォーカス済み

6 選択済みおよび標準

7 選択済みおよび押されている

8 選択済みおよびホバー
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9 選択済みおよびディセーブル

10 選択済みおよびフォーカス済み

次に、カスタム埋め込みタブのアイコンの例を示します。

プロトコルハンドラ

Cisco Jabber for Windowsは、次のプロトコルハンドラをオペレーティングシステムに登録し、ク
リックツーコールまたはクリックツー IM機能をWebブラウザやその他のアプリケーションから
使用できるようにします。

• XMPP:

Cisco Jabber forWindowsでインスタントメッセージを開始し、チャットウィンドウを開きま
す。

• IM:

Cisco Jabber forWindowsでインスタントメッセージを開始し、チャットウィンドウを開きま
す。

• TEL:

Cisco Jabber for Windowsとの通話を開始します。

HTMLページに、href属性の一部としてプロトコルハンドラを追加します。HTMLページに表示
されるハイパーリンクをクリックすると、Cisco Jabber for Windowsはプロトコルに対して適切な
処理を実行します。

次に、HTMLページの TEL:および IM:プロトコルハンドラの例を示します。
<html>
<body>
<a href="TEL:1234">Call 1234</a><br/>
<a href="IM:msmith@domain">Send an instant message to Mary Smith</a>

</body>
</html>

前の例では、ユーザがハイパーリンクをクリックして1234に発信すると、Cisco Jabber forWindows
はその電話番号への音声コールを開始します。ユーザがMary Smithにインスタントメッセージ
を送信するハイパーリンクをクリックすると、Cisco Jabber forWindowsはMaryとのチャットウィ
ンドウを開きます。

次に、HTMLページのXMPP:プロトコルハンドラを使用したグループチャットの例を示します。
<html>
<body>
<a href="XMPP:msmith@domain;amckenzi@domain">Create a group chat with Mary Smith and

Adam McKenzie</a>
</body>

</html>

前の例では、ユーザがMary Smithおよび Adam McKenzieとのグループチャットを作成するハイ
パーリンクをクリックすると、Cisco Jabber forWindowsはMaryおよびAdamとのグループチャッ
トウィンドウを開きます。
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XMPP:および IM:ハンドラに連絡先リストを追加し、グループチャットを作成します。連絡
先を区切るには、セミコロンを使用します。次に、例を示します。
XMPP:user_a@domain.com;user_b@domain.com;user_c@domain.com;user_d@domain.com

ヒント

UserID トークン

${UserID}トークンを urlパラメータの値の一部として指定できます。ユーザがサインインする
と、Cisco Jabber forWindowsにより、${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。

たとえば、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>

ユーザ名 msmithのMary Smithという名前のユーザがログインします。その後、 Cisco Jabber for
Windows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>

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

カスタム埋め込みタブの例

次に、2つのカスタム埋め込みタブの例を示します。
<jabber-plugin-config>
<browser-plugin>
<page refresh="false" preload="false">
<tooltip>Cisco WebEx</tooltip>
<icon>http://cisco.com/icon.png</icon>
<url>http://www.webex.com/</url>
</page>
<page refresh="true">
<tooltip>Cisco</tooltip>
<icon>http://cisco.com/icon.png</icon>
<url>http://www.cisco.com/</url>
</page>
</browser-plugin>
</jabber-plugin-config>

JavaScript 通知
カスタム埋め込みタブに JavaScript通知を実装できます。このトピックでは、JavaScript通知用に
Cisco Jabber for Windows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

Cisco Jabber for Windowsには、JavaScript通知の次のメソッドを提供するインターフェイスが含ま
れています。
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SetNotificationBadge

JavaScriptで Cisco Jabber for Windowsからこのメソッドを呼び出します。このメソッドによ
り、空または 1～ 999の数字である文字列値が取得されます。

onPageSelected

Cisco Jabber forWindowsは、ユーザがカスタム組み込みタブを選択するとこのメソッドを呼
び出します。

onPageDeselected

Cisco Jabber forWindowsは、ユーザが別のタブを選択するとこのメソッドを呼び出します。

JavaScript の例

次に、1～ 999の数字を入力できるフォームを表示するために JavaScriptを使用する HTMLの例
を示します。
<html>
<head>
<script type="text/javascript">
function onPageSelected()
{
window.external.SetNotificationBadge("");

}
function onPageDeselected()
{
window.external.SetNotificationBadge("");

}
function addBadge()
{
var cell = document.getElementById("badgeid");
window.external.SetNotificationBadge(cell.value);

}
</script>

</head>
<body>
<form onsubmit="addBadge()" >
Badge: <input type="text" name="value" id="badgeid"/><br />
<input type="submit" value="Submit">
</form>

</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。

設定ファイルの例
次に、Cisco Jabber for Windowsのハイブリッドクラウドベース導入の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>
<PrtLogServerUrl>http://server_name.domain.com/prt_script.php</PrtLogServerUrl>
<jabber-plugin-config>
<browser-plugin>
<page refresh="false" preload="true">
<tooltip>Cisco WebEx</tooltip>
<icon>http://server_name.cisco.com/icon.png</icon>
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<url>http://www.webex.com</url>
</page>
<page refresh="true" preload="true">
<tooltip>Cisco</tooltip>
<icon>http://server_name.cisco.com/logo.gif</icon>
<url>http://www.cisco.com</url>

</page>
<page refresh="true" preload="false">
<tooltip>Cisco Jabber for Windows</tooltip>
<icon>http://server_name.cisco.com/jabber.png</icon>
<url>http://www.cisco.com/en/US/prod/voicesw/ps6789/jabber_windows.html</url>

</page>
<page refresh="false" preload="false">
<tooltip>Cisco Jabber</tooltip>
<icon>http://server_name.cisco.com/jabber.png</icon>
<url>http://www.cisco.com/web/products/voice/jabber.html</url>

</page>
</browser-plugin>

</jabber-plugin-config>
</Client>

</config>

ダイヤルプランのマッピング
Cisco Unified Communications Managerでダイヤルプランのマッピングを設定し、Cisco Unified
Communications Managerのダイヤリングルールがディレクトリのダイヤリングルールと一致する
ようにします。

ダイヤルプランのマッピングの設定に関する詳細については、CiscoUnifiedCommunicationsManager
のマニュアルの「Dial Rules Overview」のトピックを参照してください。

アプリケーションダイヤルルール（Application Dial Rules）

アプリケーションダイヤルルールにより、ユーザがダイヤルする電話番号の桁数の追加および削

除が自動的に行われます。アプリケーションダイヤルルールは、ユーザがCisco Jabber forWindows
からダイヤルする番号を操作します。

たとえば、7桁の電話番号の先頭に自動的に 9を追加して外線にアクセスするように、ダイヤル
ルールを設定できます。

ディレクトリ検索ダイヤルルール（Directory Lookup Dial Rules）

ディレクトリ検索ダイヤルルールによって、発信者 IDの番号が、Cisco Jabber forWindowsがディ
レクトリで検索できる番号に変換されます。定義する各ディレクトリ検索ルールには、先頭の数

字および番号の長さに基づいてどの数字を変換するかを指定します。

たとえば、10桁の電話番号から市外局番と 2桁の局番を自動的に削除するように、ディレクトリ
検索ルールを作成できます。このタイプのルールの例では、4089023139を 23139に変換します。

関連トピック

Dial Rules Overview, Cisco Unified Communciations Manager version 8.6(1)
Dial rules overview, Cisco Unified Communications Manager version 9.0(1)
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http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/8_6_1/ccmsys/a03adial.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/9_0_1/ccmsys/CUCM_BK_CD2F83FA_00_system-guide_chapter_010010.html


Cisco Jabber for Windowsへのダイヤルルールの発行
Cisco Unified Communications Managerでは、作成したダイヤルルールを自動的に Cisco Jabber for
Windowsに発行しません。ダイヤルルールを発行するには、COPファイルを展開する必要があ
ります。この COPファイルによって、ダイヤルルールが Cisco Unified Communications Manager
データベースから TFTPサーバ上の XMLファイルにコピーされます。その後、 Cisco Jabber for
Windowsは、その XMLファイルをダウンロードしてダイヤルルールにアクセスします。

Cisco Unified Communications Managerのすべてのバージョン（8.6.xと 9.xを含む）では、Cisco
Jabber for Windowsへのダイヤルルールの発行に COPファイルが必要です。

（注）

はじめる前に

1 Cisco Unified Communications Managerでダイヤルルールを作成します。

2 Cisco.comから Cisco Jabber for Windows管理パッケージをダウンロードします。

3 cmterm-csf-dialrule-wizard-0.1.cop.sgnをCisco Jabber forWindows管理パッケージ
からファイルシステムにコピーします。

手順

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

ステップ 2 [ソフトウェアアップグレード（Software Upgrades）] > [インストール/アップグレード
（Install/Upgrade）]の順に選択します。

ステップ 3 [ソフトウェアインストール/アップグレード（Software Installation/Upgrade）]ウィンドウで
cmterm-csf-dialrule-wizard-0.1.cop.sgnの場所を指定します。

ステップ 4 [次へ（Next）]を選択します。

ステップ 5 [利用可能なソフトウェア（Available Software）]リストから
cmterm-csf-dialrule-wizard-0.1.cop.sgnを選択します。

ステップ 6 [次へ（Next）] を選択し、[インストール（Install）]を選択します。

ステップ 7 TFTPサービスを再起動します。

ステップ 8 ブラウザでダイヤルルールのXMLファイルを開き、TFTPサーバでそれらのファイルが利用可能
であることを確認します。

a) http://tftp_server_address:6970/CUPC/AppDialRules.xmlに移動します。
b) http://tftp_server_address:6970/CUPC/DirLookupDialRules.xmlに移動します。
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ブラウザで AppDialRules.xmlと DirLookupDialRules.xmlにアクセスできる場合、Cisco Jabber for
Windowsではダイヤルルールをダウンロードできます。

ステップ 9 TFTPサービスを実行するCisco Unified CommunicationsManagerのインスタンスごとに前述の手順
を繰り返します。

次の作業

Cisco Unified Communications Managerのインスタンスごとに前述の手順を繰り返した後、Cisco
Jabber for Windowsを再起動します。
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