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Cisco Jabber の概要
• Cisco Jabber について, 3 ページ
• Cisco Jabber の機能, 3 ページ

Cisco Jabber について
Cisco Jabber は、あらゆる場所から連絡先とのシームレスな対話を実現する Unified Communications
アプリケーション スイートです。Cisco Jabber は、IM、プレゼンス、音声およびビデオ通話、ボ
イスメール、および会議を提供します。
Cisco Jabber 製品ファミリには、次のようなアプリケーションが含まれています。
• Cisco Jabber for Android
• Cisco Jabber for iPhone and iPad
• Cisco Jabber for Mac
• Cisco Jabber for Windows
Cisco Jabber 製品スイートの詳細については、http://www.cisco.com/go/jabber を参照してください。

Cisco Jabber の機能
Cisco Jabber はあらゆるクライアントで幅広い機能を発揮します。これらの機能は次のとおりで
す。
• インスタントメッセージ
• プレゼンス
• 音声およびビデオ通話
• ボイスメール
• Cisco WebEx Meetings の統合
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• プレディクティブな連絡先の検索
• シングル サインオン
• 自動アップグレード
• インスタント メッセージの暗号化
• 音声およびビデオの暗号化
• 複数リソースのログイン
• Expressway Mobile and Remote Access
• サービス ディスカバリ
• URI ダイヤル
• テレメトリ
個々のクライアントには、すべてのクライアントでは利用できない特定の機能があります。これ
には次が含まれます。
• Cisco Jabber for Windows
◦ 永続的なチャット
◦ Hunt Group
◦ コール ピックアップ
◦ カスタム連絡先
◦ ビデオ デスクトップ共有（BFCP）
• Cisco Jabber for Android および Cisco Jabber for iPhone and iPad
◦ Dial via Office：リバース
◦ 携帯電話への送信
• Cisco Jabber for Mac
◦ ビデオ デスクトップ共有（BFCP）

関連トピック
テレメトリ, （4 ページ）

テレメトリ
Cisco Jabber 分析
適用：すべてのクライアント
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ユーザ エクスペリエンスと製品パフォーマンスを向上させるために、Cisco Jabber は、個人識別が
不可能な利用状況とパフォーマンスに関するデータを収集してシスコに送信する場合があります。
収集されたデータは、シスコによって、Jabber クライアントがどのように使用され、どのように
役立っているかに関する傾向を把握するために使用されます。
テレメトリ機能を使用するには、GoDaddy Class 2 Certification Authority Root
Certificate という名前のルート証明書をインストールする必要があります。テレメトリ サー
バ証明書名は "metrics-a.wbx2.com" です。この証明書名に関する警告を解決するには、必要な
GoDaddy 証明書をインストールします。証明書の詳細については、『Planning Guide』を参照して
ください。
デフォルトで、テレメトリデータはオンになっています。次のテレメトリパラメータを設定でき
ます。
• Telemetry_Enabled：分析データを収集するかどうかを指定します。デフォルト値は true です。
• TelemetryEnabledOverCellularData：分析データを携帯データ ネットワークと Wi-Fi 経由で送
信する（true）のか、WiFi 経由のみで送信する（false）のかを指定します。デフォルト値は
true です。
• TelemetryCustomerID：このオプション パラメータは分析情報の送信元を指定します。この
ID は、個別の顧客を明示的に識別する文字列にすることも、顧客を識別せずに共通の送信元
を識別する文字列にすることもできます。Global Unique Identifier（GUID）を生成するツール
を使用して 36 文字の一意の ID を作成するか、逆ドメイン名を使用することをお勧めしま
す。
これらのパラメータの詳細については、『Parameters Reference Guide』を参照してください。
Cisco Jabber が収集する分析データと、収集しない分析データの詳細については、http://
www.cisco.com/web/siteassets/legal/privacy_02Jun10.html の「Cisco Jabber Supplement to Cisco’s On-Line
Privacy Policy」で確認できます。
関連トピック
Cisco Jabber の機能, （3 ページ）
証明書の検証について, （363 ページ）
ポリシー パラメータ, （411 ページ）
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プランニングの考慮事項
Expressway Mobile and Remote Access の展開
Cisco Unified Communications Manager 用の Expressway for Mobile and Remote Access を使用するこ
とで、ユーザは VPN クライアントを使用しなくても、企業のファイアウォールの外からコラボ
レーションツールにアクセスできます。シスコのコラボレーションゲートウェイを使用して、ク
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ライアントは公衆 Wi-Fi ネットワークやモバイル データ ネットワークなどのリモート ロケーショ
ンから社内ネットワークに安全に接続できます。
Expressway for Mobile and Remote Access は、次のように設定します。
1 Cisco Expressway E およびシスコ Expressway-C を使用して Expressway for Mobile and Remote
Access をサポートするサーバをセットアップします。*
a Cisco Expressway サーバをセットアップするには、次のマニュアルを参照してください。
• Cisco Expressway Basic Configuration Deployment Guide
• Mobile and Remote Access via Cisco Expressway Deployment Guide
* 現在 Cisco TelePresence Video Communications Server (VCS) 環境が導入されている場合は、
Expressway for Mobile and Remote Access をセットアップできます。詳細については、『Cisco
VCS Basic Configuration (Control with Expressway) Deployment Guide』および『Mobile and Remote
Access via Cisco VCS Deployment Guide』を参照してください。
b 関係するサーバをすべて Cisco Expressway-C サーバのホワイトリストに追加して、クライア
ントが社内ネットワーク内に位置するサービスに確実にアクセスできるようにします。
サーバを Cisco Expressway-C ホワイトリストに追加するには、[HTTP サーバ許可（HTTP
server allow）] 設定を使用します。
このリストには、ボイス メールや連絡先の写真をホストするサーバを含めることができま
す。
2 クライアントが Expressway for Mobile and Remote Access サーバを検索できるように、_collab-edge
DNS SRV レコードを含む外部 DNS サーバを設定します。
3 IM and Presence サーバのドメインが音声サーバのドメインと異なるハイブリッド クラウド ベー
ス アーキテクチャを展開する場合、音声サービス ドメインを設定するようにします。
音声サービス ドメインによって、クライアントは _collab-edge レコードを含む DNS サーバを
検索できます。
次のいずれかの方法で、音声サービス ドメインを設定できます。
• クライアント設定ファイル（すべての Cisco Jabber クライアント）
• 構成 URL（Cisco Jabber for Windows を除く、すべての Cisco Jabber クライアント）
• インストーラ オプション（Cisco Jabber for Windows 専用）
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重要

ほとんどの場合、ユーザは最初に Expressway for Mobile and Remote Access を使用してクライア
ントにサインインして、企業のファイアウォールの外からサービスに接続できます。ただし、
次の場合にユーザは最初のサインインを社内ネットワーク内で実行する必要があります。
• 音声サービス ドメインがサービス ドメインとは異なる場合。この場合、ユーザは Jabber
config.xml ファイルから正しい音声サービス ドメインを取得するために、社内ネットワー
ク内にいる必要があります。
• クライアントが CAPF 登録プロセス（セキュア モードまたは混合モードのクラスタを使
用する場合に必要）を完了する必要がある場合。

次の図は、Expressway for Mobile and Remote Access 環境のアーキテクチャを図に示したものです。
図 1：クライアントが、Expressway for Mobile and Remote Access に接続する方法

関連トピック
Cisco Expressway 設定ガイド
Cisco VCS 設定ガイド

サポートされるサービス
次の表に、クライアントが Expressway for Mobile and Remote Access を使用してリモートで Cisco
Unified Communications Manager に接続した場合にサポートされるサービスと機能の概要を示しま
す。
表 1：Expressway for Mobile and Remote Access でサポートされるサービスの概要

サービス

サポート対象

非サポート対象

ディレクトリ
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サービス

サポート対象
UDS ディレクトリ検索

X

LDAP ディレクトリ検索
ディレクトリ写真解決

非サポート対象

X
X
* Cisco Expressway-C
上で HTTP ホワイト
リストを使用

ドメイン内フェデレーション

X
* 連絡先検索のサ
ポートはコンタクト
ID の形式に依存し
ます。詳細について
は、以下の注記を参
照してください。

ドメイン間フェデレーション

X

インスタント メッセージおよびプレゼンス
オンプレミス

X

クラウド

X

チャット（Chat）

X

グループ チャット

X

ハイ アベイラビリティ：オンプレミス展
開

X

ファイル転送：オンプレミス展開
ファイル転送：クラウド展開

X
X
デスクトップ クラ
イアント。一部の
ファイル転送機能は
モバイル クライア
ントでサポートされ
ます。
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サービス

サポート対象
ビデオ デスクトップ共有：BFCP

非サポート対象

X（モバイル クライ
アント向け Cisco
Jabber は BFCP 受信
のみをサポートしま
す）。

オーディオとビデオ
音声コールとビデオ コール

X
* Cisco Unified
Communications
Manager 9.1(2) 以降

デスクフォン制御モード（CTI）

X

リモート デスクトップ制御

X

Extend and Connect

X

Dial via Office：リバース

X

セッションの永続性

X

アーリー メディア

X

セルフケアポータル アクセス

X

ボイスメール
ビジュアル ボイスメール

X
* Cisco Expressway-C
上で HTTP ホワイト
リストを使用

Cisco WebEx Meetings
オンプレミス

X

クラウド

X

Cisco WebEx デスクトップ共有

X

インストール

Cisco Jabber, Release 10.5 展開およびインストール ガイド
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サービス

サポート対象
インストーラ更新

非サポート対象

X
* Cisco Expressway-C
上で HTTP ホワイト
リストを使用

カスタマイゼーション
カスタム HTML タブ

X
* Cisco Expressway-C
上で HTTP ホワイト
リストを使用
（デスクトップ ク
ライアントのみ）

セキュリティ
エンドツーエンド暗号化

X

CAPF 登録

X

トラブルシューティング
問題レポートの生成

X

問題レポートのアップロード

X

ハイ アベイラビリティ（フェールオーバー）
音声およびビデオ サービス

X

ボイスメール サービス

X

IM and Presence サービス

X

ディレクトリ
クライアントが Expressway for Mobile and Remote Access を使用してサービスに接続した場合は、
次の制限付きでディレクトリ統合がサポートされます。
• LDAP を使用した連絡先解決：企業ファイアウォールの外側のクライアントは連絡先解決に
LDAP を使用することができません。代わりに、連絡先解決に UDS を使用する必要がありま
す。
ユーザが企業ファイアウォールの内側にいる場合は、クライアントは連絡先解決に UDS と
LDAP のいずれかを使用できます。企業ファイアウォールの内側に LDAP を展開する場合は、
LDAP ディレクトリ サーバを Cisco Unified Communications Manager と同期させ、ユーザが企
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業ファイアウォールの外側にいるときにクライアントを UDS に接続できるようにすること
をお勧めします。
• ディレクトリ写真解決：クライアントが連絡先写真を確実にダウンロードできるようにする
には、Cisco Expressway-C サーバのホワイト リストに、連絡先写真をホストするサーバを追
加する必要があります。Cisco Expressway-C ホワイト リストにサーバを追加するには、[HTTP
サーバ許可（HTTP server allow）] 設定を使用します。詳細については、関連する Cisco
Expressway のマニュアルを参照してください。
• ドメイン内フェデレーション：ドメイン内フェデレーションを展開して、クライアントが
ファイアウォールの外側から Expressway for Mobile and Remote Access に接続した場合は、連
絡先 ID に次の形式のいずれかが使用されている場合にのみ連絡先検索がサポートされます。
• sAMAccountName@domain
• UserPrincipleName（UPN）@domain
• EmailAddress@domain
• employeeNumber@domain
• telephoneNumber@domain
• XMPP を使用したドメイン間フェデレーション：クライアントがファイアウォールの外側か
ら Expressway for Mobile and Remote Access に接続した場合は、Google Talk などの XMPP 標
準ベースの環境を使用したドメイン間フェデレーションがサポートされません。
インスタント メッセージおよびプレゼンス
クライアントが Expressway for Mobile and Remote Access を使用してサービスに接続した場合は、
次の制限付きでインスタント メッセージングおよびプレゼンスがサポートされます。
ファイル転送：クライアントは、Cisco Unified Communications Manager IM and Presence サービス展
開を使用した画面キャプチャを含むファイル転送をサポートしません。ファイル転送は、Cisco
WebEx クラウド展開でデスクトップ クライアントを使用する場合にのみサポートされます。マ
ネージド ファイル転送は、Cisco Jabber が Expressway を使用して Cisco Unified サービスに接続さ
れている場合に Cisco Unified Communication IM and Presence でサポートされます。ピアツーピア
ファイル転送はサポートされません。
音声コールとビデオ コール
クライアントが Expressway for Mobile and Remote Access を使用してサービスに接続した場合は、
次の制限付きで音声およびビデオ通話がサポートされます。
• Cisco Unified Communications Manager：Expressway for Mobile and Remote Access は、Cisco
Unified Communications Manager バージョン 9.1.2 以降でビデオおよび音声通話をサポートし
ます。Cisco Unified Communications Manager バージョン 8.x では Expressway for Mobile and
Remote Access がサポートされません。
• デスクフォン制御モード（CTI）：クライアントは、エクステンション モビリティを含むデ
スクフォン制御モード（CTI）をサポートしません。

Cisco Jabber, Release 10.5 展開およびインストール ガイド
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• Extend and connect：クライアントを以下の目的に使用することはできません。
• オフィスの Cisco IP Phone でコールを発信および受信する。
• 自宅電話、ホテルの電話、またはオフィスの Cisco IP Phone で、保留と復帰などの通話
中制御を実行する。
• Dial via Office - リバース：クライアントは、ファイアウォールの外側から Dial via Office - リ
バース コールを発信できません。
• セッション永続性：クライアントが使用するネットワークが切り替わると、音声コールおよ
びビデオ コールが切断され、復帰できません。たとえば、ユーザがオフィス内で Cisco Jabber
コールを開始してから、建物を出て Wi-Fi 接続が切断されると、クライアントが Expressway
for Mobile and Remote Access を使用するように切り替わるため、コールが切断されます。
• アーリー メディア：アーリー メディアを使用すれば、クライアントは、接続が確立される
前にエンドポイント間でデータを交換できます。たとえば、ユーザが同じ組織に属さない通
話者にコールを発信し、相手側がこれを拒否したまたはコールに応答しなかった場合、アー
リー メディアによってユーザがビジー トーンを受け取るか、ボイスメールがユーザに送信
されます。
Expressway for Mobile and Remote Access を使用している場合は、電話の相手がコールを拒否
するか、応答しないと、ビジー トーンが鳴りません。代わりに、ユーザは、コールが終了す
るまで約 1 分無音を受信します。
• セルフケアポータル アクセス：ユーザは、ファイアウォールの外側にいるときに Cisco Unified
Communications Manager のセルフケアポータルにアクセスできません。外部から Cisco Unified
Communications Manager のユーザ ページにアクセスできません。
Cisco Expressway-E は、ファイアウォールの内側のクライアントとユニファイド コミュニケー
ション サービス間のすべての通信をプロキシします。ただし、Cisco Expressway-E は Cisco
Jabber アプリケーションではないブラウザからアクセスされるサービスをプロキシしません。
ボイスメール
ボイスメール サービスは、クライアントが Expressway for Mobile and Remote Access を使用して
サービスに接続した場合にサポートされます。

（注）

クライアントがボイスメール サービスに確実にアクセスできるようにするには、Cisco
Expressway-C サーバのホワイト リストにボイスメール サーバを追加する必要があります。
Cisco Expressway-C ホワイト リストにサーバを追加するには、[HTTPサーバ許可（HTTP server
allow）] 設定を使用します。詳細については、関連する Cisco Expressway のマニュアルを参照
してください。

Cisco WebEx Meetings
クライアントが Expressway for Mobile and Remote Access を使用してサービスに接続した場合は、
Cisco WebEx Meeting Center を使用したクラウドベースの会議だけをサポートします。

Cisco Jabber, Release 10.5 展開およびインストール ガイド
14

プランニングの考慮事項

クライアントは、Cisco WebEx Meetings Server にアクセスしたり、Cisco WebEx の社内会議に参加
したり、開始したりできません。
インストール
クライアントが Expressway for Mobile and Remote Access を使用してサービスに接続した場合は、
インストーラ更新がサポートされます。

（注）

クライアントがインストーラ更新を確実にダウンロードできるようにするには、Cisco
Expressway-C サーバのホワイト リストにインストーラ更新をホストするサーバを追加する必
要があります。Cisco Expressway-C ホワイト リストにサーバを追加するには、[HTTPサーバ許
可（HTTP server allow）] 設定を使用します。詳細については、関連する Cisco Expressway のマ
ニュアルを参照してください。

カスタマイゼーション
クライアントが Expressway for Mobile and Remote Access を使用してサービスに接続した場合は、
デスクトップ クライアント用のカスタム HTML タブ設定がサポートされます。

（注）

クライアントがカスタム HTML タブ設定を確実にダウンロードできるようにするには、Cisco
Expressway-C サーバのホワイト リストにカスタム HTML タブ設定をホストするサーバを追加
する必要があります。Cisco Expressway-C ホワイト リストにサーバを追加するには、[HTTPサー
バ許可（HTTP server allow）] 設定を使用します。詳細については、関連する Cisco Expressway
のマニュアルを参照してください。

セキュリティ
クライアントが Expressway for Mobile and Remote Access を使用してサービスに接続した場合は、
次の制限付きでほとんどのセキュリティ機能がサポートされます。
• 初期 CAPF 登録：Certificate Authority Proxy Function（CAPF）登録は、Cisco Jabber（または他
のクライアント）に証明書を発行する Cisco Unified Communications Manager Publisher 上で動
作するセキュリティ サービスです。正常に CAPF を登録するために、クライアントはファイ
アウォールの内側から接続するか VPN 接続を使用する必要があります。
• エンドツーエンド暗号化：ユーザが Expressway for Mobile and Remote Access 経由で接続し、
コールに参加する場合：
• メディアは、Cisco Expressway-C と、Cisco Unified Communications Manager に登録され
たデバイスの間のコール パス上で、Expressway for Mobile and Remote Access を使用して
暗号化されます。
• Cisco Jabber または内部デバイスが暗号化セキュリティ モードに設定されていない場合
は、メディアは Cisco Expressway-C と、Cisco Unified Communications Manager にローカ
ルに登録されたデバイスの間のコール パス上で暗号化されません。
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• Cisco Jabber と内部デバイスの両方が暗号化セキュリティ モードに設定されている場合
は、メディアは Expressway-C と、Cisco Unified Communnication Manager にローカルに登
録されたデバイスの間のコール パス上で暗号化されます。

トラブルシューティング
問題レポート アップロード：デスクトップ クライアントが Expressway for Mobile and Remote Access
を使用してサービスに接続した場合は、問題レポートが HTTPS 経由で指定された内部サーバに
アップロードされるため、問題レポートを送信できません。
この問題を回避するには、ユーザはレポートをローカルに保存し、別の方法でレポートを送信で
きます。
ハイ アベイラビリティ（フェールオーバー）
ハイアベイラビリティとは、クライアントがプライマリサーバに接続できない場合に、サービス
をほとんどまたは全く中断させることなく、セカンダリ サーバにフェールオーバーすることを意
味します。Expressway for Mobile and Remote Access 上でサポートされるハイ アベイラビリティの
場合は、フェールオーバーする Cisco Expressway-E サーバではなく、特定のサービスをセカンダ
リサーバ（インスタントメッセージおよびプレゼンスなど）にフェールオーバーするサーバを意
味します。
ハイ アベイラビリティについてサポートされない一部のサービスが Expressway for Mobile and
Remote Access 上で使用できます。これは、ユーザが社内ネットワークの外部からクライアントに
接続している場合に、Instant Messaging and Presence サーバがフェールオーバーしても、サービス
が通常どおり提供されることを意味します。ただし、音声およびビデオ サーバまたはボイスメー
ルサーバがフェールオーバーした場合は、関連するサーバがハイアベイラビリティをサポートし
ないため、それらのサービスは提供されません。

仮想環境での展開
次のソフトウェアを使用して、Cisco Jabber for Windows を仮想環境に展開できます。
• Citrix XenDesktop7.5
• Citrix XenDesktop7.1
• Citrix XenDesktop7.0
• Citrix XenDesktop5.6
• Citrix XenApp 7.5 Enterprise Edition for Windows Server 2008 R2 Standard Service Pack 1 64 bit,
published desktop
• Citrix XenApp 6.5 Feature Pack 2 Enterprise Edition for Windows Server 2008 Service Pack 2 64 bit,
published desktop
• Citrix XenApp 6.5 Feature Pack 1 Enterprise Edition for Windows Server 2008 R2 Standard Service
Pack 1 64 bit, published desktop
• Citrix XenApp 6.5 Enterprise Edition for Windows Server 2008 R2 Standard Service Pack 1 64 bit,
published desktop
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• VMware Horizon View 6.0
• VMware Horizon View 5.3
• VMware Horizon View 5.2
サポートされる機能
• 他の Cisco Jabber クライアントとのインスタント メッセージングおよびプレゼンス
• デスクフォン制御
• ボイスメール
• Microsoft Outlook 2007、2010、2013 とのプレゼンスの統合

（注）

非永続的 Virtual Deployment Infrastructure（VDI）モードで Cisco Jabber を使用している場合、
Cisco Jabber クレデンシャル キャッシュはサポートされません。

仮想環境のソフトフォン
Cisco Virtualization Media Engine（VXME）を仮想環境でのソフトフォン コールに使用します。
ローミング プロファイル
クライアントは、ユーザの次回のサインインで使用するために、コール履歴や構成ストア キャッ
シュなどのユーザデータをローカルマシンに保存します。仮想環境では、ユーザは常に同じ仮想
デスクトップにアクセスするわけではありません。一貫したユーザ エクスペリエンスを保証する
ために、これらのファイルは、クライアントが起動されるたびにアクセスできる必要があります。
ホストされた仮想デスクトップ間を移動する場合、仮想環境でユーザの個人設定を維持するには、
Citrix および VMware からの専用プロファイル管理ソリューションを使用します。
Citrix Profile Management は、Citrix 環境用のプロファイル ソリューションです。仮想デスクトッ
プのホストがランダムに割り当てられる展開では、Citrix Profile Management はインストールされ
ているシステムとユーザ ストア 間で各ユーザのプロファイル全体を同期させます。
VMware View Persona Management は、ユーザ プロファイルを保存し、リモート プロファイル リ
ポジトリと動的に同期します。VMware View Persona Management は Windows ローミング プロファ
イルを必要としないので、View ユーザ プロファイルの管理では Windows Active Directory をバイ
パスできます。Persona Management は、既存のローミング プロファイルの機能を強化します。
除外リストに追加することで、同期から除外するファイルとフォルダを指定できます。除外され
たフォルダ内のサブフォルダを含めるには、包含リストにサブフォルダを追加します。
ユーザの個人用設定を保持するには、次のディレクトリを除外しないようにします。
AppData\Local\Cisco
AppData\Local\JabberWerxCPP
AppData\Roaming\Cisco
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AppData\Roaming\JabberWerxCPP
クライアント情報の保存
クライアントは、次の場所にユーザ情報を保存します。
C:\Users\username\AppData\Local\Cisco\Unified Communications\Jabber\CSF
フォルダ名

説明

Contacts

コンタクトのキャッシュ ファイル

History

通話履歴とチャット履歴

Photo cache

ディレクトリの画像をローカルにキャッシュ

C:\Users\username\AppData\Roaming\Cisco\Unified Communications\Jabber\CSF
フォルダ名

説明

Config

ユーザの Jabber コンフィギュレーション ファイ
ルを保持し、コンフィギュレーション ストア
キャッシュを格納

Credentials

暗号化されたユーザ名とパスワードを格納

関連トピック
カレンダーの統合, （61 ページ）

クライアントによるサービスへの接続方法
Cisco Jabber は、サービスに接続するために次の情報を必要とします。
• ユーザがクライアントにログインをできるようにする認証ソース。
• サービスのロケーション。
次の方法でクライアントに情報を提供することが可能です。
URL 設定
ユーザには、管理者から電子メールが送信されます。電子メールには、サービス ディスカ
バリに必要なドメインを設定する URL が含まれます。
サービス ディスカバリ
クライアントはサービスを自動的に検出して接続します。
手動接続設定
ユーザは、クライアントのユーザ インターフェイスで手動により接続設定を入力します。
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推奨される接続方法
サービスに接続するための必要情報をどのような方法でクライアントに提供するかは、展開タイ
プ、サーバのバージョン、製品モードによって異なります。次の表では、さまざまな導入方法と
クライアントに必要な情報を提供する方法について詳しく示しています。
表 2：Cisco Jabber for Windows のオンプレミス展開

製品モー
ド

サーバのバージョン

フル UC リリース 9.1.2 以降：
（デフォ
• Cisco Unified
ルト モー
Communications
ド）
Manager

検出方法

_cisco-uds.<domain> 次のインストーラ スイッチと値
に対する DNS SRV 要求 を使用する。
• AUTHENTICATOR=CUP
• CUP_ADDRESS=

• Cisco Unified
Communications
Manager IM and
Presence Service
フル UC リリース 8.x：
（デフォ
• Cisco Unified
ルト モー
Communications
ド）
Manager
• Cisco Unified
Presence
IM 専用
リリース 9 以降：
（デフォ
Cisco Unified
ルト モー
Communications
ド）
Manager IM and
Presence Service

非 DNS SRV レコード法

<presence_server_address>

_cuplogin.<domain>
に対する DNS SRV 要求

次のインストーラ スイッチと値
を使用する。
• AUTHENTICATOR=CUP
• CUP_ADDRESS=
<presence_server_address>

_cisco-uds.<domain> 次のインストーラ スイッチと値
に対する DNS SRV 要求 を使用する。
• AUTHENTICATOR=CUP
• CUP_ADDRESS=
<presence_server_address>

_cuplogin .<domain> 次のインストーラ スイッチと値
IM 専用
リリース 8.x：
に対する DNS SRV 要求 を使用する。
（デフォ
Cisco Unified Presence
ルト モー
• AUTHENTICATOR=CUP
ド）
• CUP_ADDRESS=
<presence_server_address>
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製品モー
ド

サーバのバージョン

検出方法

電話モー
ド

リリース 9 以降：

_cisco-uds.<domain> 次のインストーラ スイッチと値
に対する DNS SRV 要求 を使用する。

Cisco Unified
Communications
Manager

非 DNS SRV レコード法

• AUTHENTICATOR=CUCM
• TFTP=<CUCM_address>
• CCMCIP=<CUCM_address>
• PRODUCT_MODE=phone_mode
ハイ アベイラビリティ は、この
展開の方法ではサポートされま
せん。

電話モー
ド

リリース 8.x：
Cisco Unified
Communications
Manager

手動接続設定

次のインストーラ スイッチと値
を使用する。
• AUTHENTICATOR=CUCM
• TFTP=<CUCM_address>
• CCMCIP=<CUCM_address>
• PRODUCT_MODE=phone_mode
ハイ アベイラビリティ は、この
展開の方法ではサポートされま
せん。

Cisco Unified Communications Manager リリース 9.x 以前：Cisco Extension Mobility を有効にする場
合は、CCMCIP に使用される Cisco Unified Communications Manager ノードで Cisco Extension
Mobility サービスをアクティブにする必要があります。Cisco Extension Mobility の詳細について
は、使用している Cisco Unified Communications Manager のリリースに応じた『Feature and Services』
ガイドを参照してください。

（注）

Cisco Jabber リリース 9.6 以降では、引き続き _cuplogin DNS SRV 要求を使用して、完全な
Unified Communications および IM 専用サービスを検出できますが、_cisco-uds 要求が提示
された場合はその要求が優先されます。
更新インストールの最初のログイン時に電子メール画面をバイパスする場合は、SERVICES_DOMAIN
インストーラのスイッチを使用して DNS レコードが存在するドメインの値を指定します。
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（注）

Cisco Jabber for Windows 9.2 からアップグレードする場合、サービス ドメインはキャッシュ設
定から読み取られます。
表 3：Cisco Jabber for Mac のオンプレミス展開

製品モード

サーバのバージョン

検出方法

フル UC（デ リリース 9 以降：
_cisco-uds.<domain> に対する DNS SRV
フォルト モー
要求
• Cisco Unified Communications
ド）
Manager
• Cisco Unified Communications
Manager IM and Presence
Service
フル UC（デ リリース 8.x：
_cuplogin.<domain> に対する DNS SRV
フォルト モー
要求
• Cisco Unified Communications
ド）
Manager
• Cisco Unified Presence

表 4：Cisco Jabber for Android および Cisco Jabber for iPhone and iPad のオンプレミス展開

製品モード

サーバのバージョン

フル UC（デフォルト モード） リリース 9 以降：
• Cisco Unified
Communications Manager

検出方法
_cisco-uds.<domain> と
_cuplogin.<domain> に対す
る DNS SRV 要求

• Cisco Unified
Communications Manager
IM and Presence Service
フル UC（デフォルト モード） リリース 8.x：
• Cisco Unified
Communications Manager

_cuplogin.<domain> に対す
る DNS SRV 要求

• Cisco Unified Presence
IM 専用（デフォルト モード） リリース 9 以降：Cisco Unified _cisco-uds.<domain> と
Communications Manager IM and _cuplogin.<domain> に対す
Presence Service
る DNS SRV 要求
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製品モード

サーバのバージョン

IM 専用（デフォルト モード） リリース 8.x：Cisco Unified
Presence

検出方法
_cuplogin.<domain> に対す
る DNS SRV 要求

電話機モード

リリース 9 以降：Cisco Unified _cisco-uds.<domain> に対
Communications Manager
する DNS SRV 要求

電話機モード

リリース 8.x：Cisco Unified
Communications Manager

手動接続設定またはブートスト
ラップ ファイル
手動接続設定

（注）

Cisco Unified Communications Manager バージョン 9 以降では、引き続き _cuplogin DNS SRV
要求を使用して、完全な Unified Communications および IM 専用サービスを検出できますが、
_cisco-uds 要求が提示された場合はその要求が優先されます。
表 5：ハイブリッド クラウド ベースの展開

サーバのバージョン

接続方法

Cisco WebEx Messenger http://loginp.webexconnect.com/cas/FederatedSSO?org=<domain>
に対する HTTPS 要求

表 6：クラウドベース展開

展開タイプ

接続方法

シングル サインオン
（SSO）

Cisco WebEx 管理ツール
SSO_ORG_DOMAIN 引数を設定するためのブートストラップ ファイル。

SSO に対しては有効で Cisco WebEx 管理ツール
はありません

認証ソース
認証ソースまたはオーセンティケータにより、ユーザはクライアントにログインすることができ
ます。
次の 3 つの認証ソースを使用できます。
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• Cisco Unified Communications Manager IM and Presence：フル UC または IM のみでのオンプレ
ミス展開。
• Cisco Unified Communications Manager：電話機モードでのオンプレミス展開。
• Cisco WebEx Messenger サービス：クラウドベースまたはハイブリッド クラウドベースの展
開。
最初の起動シーケンス
インストール後の最初の起動時、Cisco Jabber はデフォルトの製品モードを開始します。クライア
ントは、オーセンティケータを取得し、ユーザをログインさせます。サインイン後、クライアン
トは製品モードを判定します。
次の図は、最初の起動シーケンスを示しています。

クライアントによるオーセンティケータの取得方法
Cisco Jabber は、次のようにオーセンティケータを検索します。
1 クライアントが手動設定のキャッシュを確認します。
ユーザは、クライアント ユーザ インターフェイスを使用して手動でオーセンティケータを入
力できます。
2 クライアントは、ユーザのドメインが WebEx 組織であるかどうかを検出するためにキャッシュ
を確認します。
クライアントは、オーセンティケータとして WebEx を選択します。
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3 クライアントは、ユーザの組織ドメインが WebEx 組織であるかどうかを検出するために、
WebEx クラウド サービス HTTP 要求を作成します。
クライアントは、オーセンティケータとして WebEx を選択します。
4 クライアントは、サービス ディスカバリのキャッシュを確認します。
クライアントは、サービス（SRV）レコードの以前のクエリーから設定をロードします。
5 クライアントは、SRV レコードの問い合わせをします。
クライアントは、サービスを探すために、SRV レコードの DNS ネーム サーバを問い合わせま
す。
クライアントが、_cisco-uds SRV レコードを見つけると、サービス プロファイルからオー
センティケータを取得できます。
クライアントがオーセンティケータを取得できない場合、ユーザは手動でクライアントユーザイ
ンターフェイスの認証ソースを選択するようユーザに指示します。

サービス ディスカバリについて
サービス ディスカバリにより、クライアントは自動的に企業のネットワークでサービスを検出す
ることができます。サーバ ロケーションを提供するサービス（SRV）レコードを取得するため、
クライアントはドメイン ネーム サーバを問い合わせます。
サービス ディスカバリを使用することの主な利点は次のとおりです。
• 導入までの時間短縮。
• サーバ ロケーションの一元管理が可能。

重要

Cisco Unified Presence 8.x から Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service 9.0
以降に移行する場合は、Cisco Unified Communications Manager に移行した UC サービスで Cisco
Unified Presence サーバの FQDN を指定する必要があります。[Cisco Unified CM の管理（Cisco
Unified Communications Manager Administration）] インターフェイスを開きます。[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。
[IM and Presence] タイプの UC サービスの場合は、Cisco Unified Presence 8.x から Cisco Unified
Communications Manager IM and Presence Service に移行すると、[ホスト名/IPアドレス（Host
Name/ IP Address）] フィールドにドメイン名が入力されるため、このドメイン名を Cisco Unified
Presence サーバの FQDN に変更する必要があります。
ただし、クライアントは、さまざまなサーバが存在することと、さまざまなサービスを利用でき
ることをクライアントに示す、さまざまな SRV レコードを取得できます。このように、クライア
ントは、各 SRV レコードを取得するときに、環境に関する特定の情報を取得します。
次の表は、配置可能な SRV レコードおよび各レコードの目的とメリットを示しています。
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SRV レコード

目的

設置の理由

_cisco-uds

Cisco Unified Communications
Manager バージョン 9.0 以降の場
所を提供します。
クライアントは Cisco Unified
Communications Manager からサー
ビスプロファイルを取得してオー
センティケータを特定できます。

• インストール引数を指定する必要性を
排除します。
• UC サービス プロファイルの設定を集
中管理できます。
• クライアントは、ユーザのホーム クラ
スタを検出できます。
その結果、クライアントは自動的にユー
ザのデバイス設定を取得し、デバイス
を登録できます。Cisco Unified
Communications Manager IP Phone
（CCMCIP）プロファイルまたは Trivial
File Transfer Protocol（TFTP）サーバ ア
ドレスをユーザにプロビジョニングす
る必要はありません。
• 混在製品モードのサポート。
フル UC、IM のみ、もしくは電話機
モード機能でユーザを容易に配置でき
ます。
• Expressway for Mobile and Remote Access
をサポートします。

_cuplogin

Cisco Unified Presence の場所を提
供します。
Cisco Unified Presence をオーセン
ティケータに設定します。

• Cisco Unified Communications Manager と
Cisco Unified Presence バージョン 8.x を
使用した展開をサポートします。
• すべてのクラスタが Cisco Unified
Communications Manager 9 にまだアップ
グレードされていない展開をサポート
します。

_collab-edge Cisco VCS Expressway または
Cisco Expressway-E の場所を提供
します。
クライアントは Cisco Unified
Communications Manager からサー
ビスプロファイルを取得してオー
センティケータを特定できます。

• Expressway for Mobile and Remote Access
を使用した展開をサポートします。
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クライアントがサービスを検出する方法
次の手順は、クライアントが SRV レコードでサービスを検索する方法について説明しています。
1 クライアント ホスト コンピュータまたはデバイスがネットワーク接続を取得します。
クライアント ホスト コンピュータは、ネットワーク接続を取得するときに、DHCP 設定から
DNS（ドメイン ネーム システム）ネーム サーバのアドレスも取得します。
2 ユーザは最初のサイン イン時に、次のいずれかの方法でサービスを検出します。
• 手動：Cisco Jabber を起動し、ウェルカム画面で電子メール アドレスに似たアドレスを入
力します。
• URL の設定：電子メールを手動で入力することなく、リンクをクリックして Cisco Jabber
を相互起動できます。
• 企業モビリティ管理を使用してモバイル設定：URL 設定の代わりに、Android for Work
（Cisco Jabber for Android の場合）または Apple Managed App Configuration（Cisco Jabber
for iPhone and iPad の場合）と共に、企業モビリティ管理（EMM）を使用して Cisco Jabber
を設定できます。URL 設定リンクの作成に使用される EMM コンソールで同じパラメー
タを設定する必要があります。
URL 設定リンクを作成するには、以下のパラメータを含めます。
• ServicesDomain：Cisco Jabber がサービス検出に使用するドメイン。
• VoiceServicesDomain：ハイブリッド展開の場合、Cisco Jabber が DNS SRV レコードの取得
に使用するドメインと、Cisco Jabber ドメインの検出に使用される ServicesDomain が異な
ることがあります。
• ServiceDiscoveryExcludedServices：特定の展開シナリオでは、サービスをサービス ディス
カバリ プロセスから除外できます。これらの値は、次の組み合わせになります。
• WEBEX
• CUCM
• CUP

（注）

3つのパラメータすべてを含めると、サービスディスカバリは実行されず、手動で接続設定を
入力するように要求されます。
リンクを次の形式で作成します。
ciscojabber://provision?ServicesDomain=<domain_for_service_discover>
&VoiceServicesDomain=<domain_for_voice_services>
&ServiceDiscoveryExcludedServices=<services_to_exclude_from_service_discover>

次に、例を示します。
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• ciscojabber://provision?servicesdomain=example.com
• ciscojabber://provision?servicesdomain=example.com
&VoiceServicesDomain=VoiceServices.example.com

• ciscojabber://provision?servicesdomain=example.com
&ServiceDiscoveryExcludeServices=WEBEX,CUCM

電子メールまたは Web サイトを使用してユーザにリンクを提供します。

（注）

所属組織が相互起動専用プロトコルまたはカスタム リンクに対応したメール アプリケーショ
ンを使用している場合は、電子メールを使用してユーザにリンクを提供できます。使用してい
ない場合は、Web サイトを使用してリンクを提供します。
3 クライアントは、DHCP 設定から DNS ネーム サーバのアドレスを取得します。
4 クライアントは、Cisco WebEx Messenger サービスについて Central Authentication Service（CAS）
URL に HTTP クエリを発行します。
このクエリーによって、クライアントはドメインが有効な Cisco WebEx ドメインかどうかを判
定できます。
5 クライアントは、次の SRV レコードのネーム サーバを優先度順に問い合わせます。
• _cisco-uds
• _cuplogin
• _collab-edge
DNS クエリーの結果をキャッシュに格納し、それ以降の起動時にロードします。
次は、SRV のレコード エントリの例です。
_cisco_uds._tcp.DOMAIN SRV service location:
priority = 0
weight = 0
port = 8443
svr hostname=192.168.0.26

クライアントによる HTTP クエリーの発行
利用できるサービスを探すために SRV レコードのネーム サーバのクエリーを実行するほか、クラ
イアントは Cisco WebEx Messenger サービスのために CAS URL に HTTP クエリーを送信します。
この要求は、ユーザがクラウド ベースの展開を決定し、Cisco WebEx Messenger サービスへの認証
をすることを可能にします。
クライアントがユーザからドメインを取得すると、次の HTTP クエリーへのドメインに追加され
ます。
http://loginp.webexconnect.com/cas/FederatedSSO?org=

たとえば、クライアントがユーザからドメインとして example.com を取得した場合、次のクエ
リーが発行されます。
http://loginp.webexconnect.com/cas/FederatedSSO?org=example.com
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クエリーは、ドメインが有効なCisco WebEx ドメインであるかどうかを決定するためにクライア
ントが使用する XML 応答を返します。
クライアントがドメインは有効な Cisco WebEx ドメインであると決定した場合、Cisco WebEx ク
レデンシャルに入力するようユーザに指示します。その後、クライアントは Cisco WebEx Messenger
サービスに認証し、Cisco WebEx Org Admin で設定された設定内容および UC サービスを取得しま
す。
クライアントがドメインは有効なドメインでないと決定した場合、Cisco WebEx クエリーの結果
をネーム サーバに使用して、使用可能なサーバを探します。

（注）

HTTP 要求を CAS URL に送信する場合、クライアントは設定されたシステム プロキシを使用
します。この要求へのプロキシのサポートは、次の制約事項があります。
• プロキシ認証はサポートされていません。
• バイパス リストのワイルドカードはサポートされません。たとえば、*.example.com
ではなく、example.com を使用します。

Cisco UDS SRV レコード
Cisco Unified Communications Manager バージョン 9 以降の展開では、クライアントは SRV レコー
ド（_cisco-uds）を使用してサービスと設定を自動的に検出できます。
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次の図は、クライアントが _cisco-uds SRV レコードを使用する仕組みを示しています。
図 2： UDS SRV レコードのログイン フロー

1 クライアントは、SRV レコードのドメイン ネーム サーバを問い合わせます。
2 ドメイン ネーム サーバが _cisco-uds SRV レコードを返します。
3 クライアントは、ユーザのホーム クラスタを検出します。
その結果、クライアントはユーザのデバイス設定を取得し、自動的にテレフォニー サービスを
登録できます。

重要

Cisco Unified Communications Manager クラスタが複数存在する環境では、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、クラスタ間エクステンション モビリティ（EMCC）リモート クラス
タの設定と同様に、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。
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4 クライアントはユーザのサービス プロファイルを取得します。
ユーザのサービス プロファイルには、UC サービスおよびクライアント設定のアドレスと設定
が含まれます。
また、クライアントは、サービス プロファイルからのオーセンティケータを決定します。
5 クライアントは、オーセンティケータにユーザをログインさせます。
次に、_cisco-uds SRV レコードの例を示します。
_cisco-uds._tcp.example.com
SRV service location:
priority
= 6
weight
= 30
port
= 8443
svr hostname
= cucm3.example.com
_cisco-uds._tcp.example.com
SRV service location:
priority
= 2
weight
= 20
port
= 8443
svr hostname
= cucm2.example.com
_cisco-uds._tcp.example.com
SRV service location:
priority
= 1
weight
= 5
port
= 8443
svr hostname
= cucm1.example.com

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
CUP ログイン SRV レコード
Cisco Jabber は、SRV レコード（_cuplogin）を使用して、Cisco Unified Presence または Cisco
Unified Communications Manager IM and Presence Service を自動的に検出して接続できます
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次の図は、クライアントが _cuplogin SRV レコードを使用する仕組みを示しています。
図 3： CUP SRV レコードのログイン フロー

1 クライアントは、SRV レコードのドメイン ネーム サーバを問い合わせます。
2 ネーム サーバが _cuplogin SRV レコードを返します。
その結果として、Cisco Jabber は、プレゼンス サーバを検索して、Cisco Unified Presence がオー
センティケータであることを特定できます。
3 クライアントは、クレデンシャルについてユーザに指示し、プレゼンス サーバを認証します。
4 クライアントは、プレゼンス サーバからサービス プロファイルを取得します。

ヒント

_cuplogin SRV レコードによって、[詳細設定（Advanced Settings）] ウィンドウのデフォル
トのサーバ アドレスも設定されます。
次に、_cuplogin SRV レコードの例を示します。
_cuplogin._tcp.example.com
priority
=
weight
=
port
=
svr hostname
=
_cuplogin._tcp.example.com
priority
=
weight
=
port
=
svr hostname
=
_cuplogin._tcp.example.com
priority
=
weight
=

SRV service location:
8
50
8443
cup3.example.com
SRV service location:
5
100
8443
cup1.example.com
SRV service location:
7
4
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port
svr hostname

= 8443
= cup2.example.com

Collaboration Edge SRV レコード
Cisco Jabber は、Expressway for Mobile and Remote Access 経由で内部サーバに接続し、SRV レコー
ド（_collab-edge）を使用してサービスの検出を試みます。
次の図は、クライアントが _collab-edge SRV レコードを使用する仕組みを示しています。
図 4： Collaboration Edge レコードのログイン フロー

1 クライアントは外部ドメイン ネーム サーバに SRV レコードについて問い合わせます。
2 ネーム サーバは、_collab-edge SRV レコードを返しますが、_cuplogin や _cisco-uds
SRV レコードを返しません。
その結果として、Cisco Jabber は Cisco Expressway-E サーバを検出できます。
3 クライアントは、（Expressway 経由で）内部ドメイン ネーム サーバに内部 SRV レコード要求
します。
これらの SRV レコードには _cisco-uds SRV レコードが含まれている必要があります。
4 クライアントは、（Expressway 経由で）内部 SRV レコードを取得します。
その結果として、クライアントは Cisco Unified Communications Manager サーバを検出できま
す。
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5 クライアントが Cisco Unified Communications Manager にサービス プロファイル（Expressway
経由）を要求します。
6 クライアントが（Expressway 経由で）Cisco Unified Communications Manager からサービス プロ
ファイルを取得します。
サービス プロファイルには、ユーザのホーム クラスタ、認証のプライマリ ソース、クライア
ント設定が含まれています。
構成 URL
構成 URLを作成すると、ユーザがクライアントを初めて設定する際に簡単に設定できるようにな
ります。ユーザは、サービス ディスカバリ情報を手動で入力せずに、このリンクをクリックして
Cisco Jabber を相互起動できます。
この機能を使用するには、URL を作成し、ユーザにその URL を配布する必要があります。
構成 URL
ユーザが手動でサービス ディスカバリ情報を入力しなくても Cisco Jabber を起動できるようにす
るには、構成 URL を作成してユーザに配布します。
電子メールで直接、ユーザにリンクを送信するか、Web サイトにリンクを掲載することで、ユー
ザに構成 URL リンクを提供できます。
URL に次のパラメータを含めるようにします。
• ServicesDomain：必須。すべての構成 URL に Cisco Jabber でのサービス ディスカバリに必要
な IM and Presence サーバのドメインを含める必要があります。
• VoiceServiceDomain：IM and Presence サーバのドメインが音声サーバのドメインと異なるハ
イブリッド クラウドベースのアーキテクチャを展開する場合にのみ必要です。Cisco Jabber
が音声サービスを検出できるようにするために、このパラメータを設定します。
• ServiceDiscoveryExcludedServices：オプション。サービス ディスカバリ プロセスから次のサー
ビスを除外できます。
◦ WEBEX：この値を設定すると、クライアントは次のように動作します。
• CAS 検索を実行しません。
• 検索：
◦ _cisco-uds
◦ _cuplogin
◦ _collab-edge
◦ CUCM：この値を設定すると、クライアントは次のように動作します。
• _cisco-uds を検索しません。
• 検索：
◦ _cuplogin
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◦ _collab-edge
◦ CUP：この値を設定すると、クライアントは次のように動作します。
• _cuplogin を検索しません。
• 検索：
◦ _cisco-uds
◦ _collab-edge

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。
3 つのサービスをすべて除外した場合、クライアントはサービス ディスカバリを実行せず、
手動で接続設定を入力することをユーザに求めます。
• ServicesDomainSsoEmailPrompt：オプション。ユーザのホーム クラスタを決定する際に、ユー
ザに対して電子メール プロンプトを表示するかどうかを指定します。
◦ オン
◦ オフ
• Telephony_Enabled：ユーザに対して電話機能を有効にするかどうかを指定します。デフォル
トは true です。
• はい（True）
• いいえ（False）
• ForceLaunchBrowser：ユーザに外部ブラウザの使用を強制する場合に使用されます。モバイ
ル クライアント向け Cisco Jabber に適用されます。
• はい（True）
• いいえ（False）

（注）

ForceLaunchBrowser は、クライアント証明書の展開および Android OS 5.0 より
も前のデバイスに使用されます。

構成 URL は次の形式で作成します。
ciscojabber://provision?ServicesDomain=<domain_for_service_discover>
&VoiceServicesDomain=<domain_for_voice_services>
&ServiceDiscoveryExcludedServices=<services_to_exclude_from_service_discover>
&ServicesDomainSsoEmailPrompt=<ON/OFF>
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（注）

パラメータには大文字と小文字の区別があります。構成 URL を作成する際は、次の表記を使
用する必要があります。
• ServicesDomain
• VoiceServicesDomain
• ServiceDiscoveryExcludedServices
• ServicesDomainSsoEmailPrompt
• Telephony_Enabled
• ForceLaunchBrowser
例
• ciscojabber://provision?ServicesDomain=cisco.com
• ciscojabber://provision?ServicesDomain=cisco.com
&VoiceServicesDomain=alphauk.cisco.com

• ciscojabber://provision?ServicesDomain=service_domain

&VoiceServicesDomain=voiceservice_domain&ServiceDiscoveryExcludedServices=WEBEX

• ciscojabber://provision?ServicesDomain=cisco.com

&VoiceServicesDomain=alphauk.cisco.com&ServiceDiscoveryExcludedServices=CUCM,CUP

• ciscojabber://provision?ServicesDomain=cisco.com

&VoiceServicesDomain=alphauk.cisco.com&ServiceDiscoveryExcludedServices=CUCM,CUP
&ServicesDomainSsoEmailPrompt=OFF

Web サイトからの構成 URL のユーザへの提供
電子メールで直接、ユーザにリンクを送信するか、Web サイトにリンクを掲載することで、ユー
ザに構成 URL リンクを提供できます。

（注）

Android オペレーティング システムの制約により、Cisco Jabber for Android ユーザが Android ア
プリケーションから直接構成 URL を開くと、問題が発生することがあります。この問題を回
避するために、Web サイトを使用して構成 URL リンクを配布することをお勧めします。
URL プロビジョニングのために Web サイト探索オプションを使用する場合は、Mozilla Firefox を
使用することをお勧めします。
Web サイトからリンクを配布するには、次の手順を実行します。

手順
ステップ 1

HTML ハイパーリンクとして構成 URL を含む内部 Web ページを作成します。

ステップ 2

内部 Web ページへのリンクを電子メールでユーザに送信します。
その電子メールのメッセージで、次の手順を実行するようにユーザに指示します。
1 クライアントをインストールします。
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2 電子メール メッセージ内のリンクをクリックして、内部 Web ページを開きます。
3 内部 Web ページ上のリンクをクリックして、クライアントを設定します。

手動接続設定
手動接続設定は、サービスディスカバリが使用されていない場合にフォールバックメカニズムを
提供します。
Cisco Jabber を起動すると、[詳細設定（Advanced settings）] ウィンドウでオーセンティケータと
サーバアドレスを指定できます。クライアントは、その後の起動時にロードするローカルアプリ
ケーション設定にサーバ アドレスをキャッシュします。
Cisco Jabber は、次のような場合に、最初の起動時にこれらの詳細設定を入力するようにユーザに
要求します。
• Cisco Unified Communications Manager リリース 9.x 以降を使用したオンプレミス：クライアン
トがサービス プロファイルからオーセンティケータとサーバ アドレスを取得できない場合。
• Cisco Unified Communications Manager リリース 8.x を使用したクラウドベースまたはオンプレ
ミス：ブートストラップ ファイルでオーセンティケータが設定されていない場合。クライア
ントは、ブートストラップ ファイルまたは SRV レコードでサーバ アドレスが設定されてい
ない場合に、[詳細設定（Advanced settings）] ウィンドウでサーバ アドレスも入力するよう
にユーザに要求します。
ユーザが [詳細設定（Advanced settings）] ウィンドウで入力した設定は、SRV レコードやブート
ストラップの設定を含め、その他のソースよりも優先されます。
[Cisco IM & Presence] または [Cisco Communications Manager 8.x] オプションを選択すると、クライ
アントは Cisco 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。クライアントはサービス プロファイルまたは SSO 検出を使
用しません。

（注）

Cisco Jabber for Windows の場合、SRV レコードが解決されるサーバ数に関わらず、サービス検
出は 20 秒後に停止します。サービス検出中に Cisco Jabber が _cisco-uds を検出すると、20
秒以内に最初の 2 つのサーバへの接続が試みられます。優先順位が高い 2 つのサーバに対する
サービス検出の試行後は、Cisco Jabber はサーバへの接続を試みません。
ユーザは、稼働中のサーバを手動で指定するか、サービス検出の対象となる2つの優先順位の
高いサーバのうち少なくとも 1 つのサーバを指定するように、SRV の優先順位を並べ替えるこ
とができます。
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オンプレミスでの展開における手動接続設定
ユーザは、[詳細設定（Advanced settings）] ウィンドウで、Cisco Unified Presence または Cisco Unified
Communications Manager IM and Presence サービスをオーセンティケータとして設定し、サーバ ア
ドレスを指定できます。

メモ

_cuplogin SRV レコードを使用して、デフォルトのサーバ アドレスを自動的に設定すること
もできます。
次の図は、オンプレミスの展開において、クライアントが手動接続設定をどのように使用できる
かを示したものです。

1 ユーザが [詳細設定（Advanced settings）] ウィンドウで手動で接続設定を入力します。
2 クライアントが Cisco Unified Presence または Cisco Unified Communications Manager IM and Presence
サービスの認証を受けます。
3 クライアントは、プレゼンス サーバからサービス プロファイルを取得します。
電話モードのオンプレミスの展開における手動接続設定
ユーザはオーセンティケータとしてCisco Unified Communications Manager を設定し、 ウィンドウ
で次のサーバ アドレスを指定できます。
• TFTP サーバ（TFTP server）
• CCMCIP サーバ（CCMCIP server）
次の図は、電話モードの展開において、クライアントが手動接続設定をどのように使用できるか
を示したものです。
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1 ユーザは ウィンドウに手動で接続設定を入力します。
2 クライアントが Cisco Unified Communications Manager を認証し、設定を取得します。
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3 クライアントは、デバイスおよびクライアント設定を取得します。
クラウド ベースの展開における手動接続設定
ユーザは、[Advanced settings（詳細設定）] ウィンドウで、Cisco WebEx Messenger サービスをオー
センティケータとして設定し、ログイン用の CAS URL を指定できます。
次の図は、クラウド ベースの展開において、クライアントが手動接続設定をどのように使用でき
るかを示したものです。

1 ユーザが [詳細設定（Advanced settings）] ウィンドウで手動で接続設定を入力します。
2 クライアントが Cisco WebEx Messenger サービスの認証を受けます。
3 クライアントは、設定およびサービスを取得します。
サービス ディスカバリの自動接続設定
[詳細設定（Advanced settings）] ウィンドウで [自動（Automatic）] オプションを選択することに
よって、サーバを自動で検出できます。
この自動オプションにより、ユーザがサービス接続の詳細を手動で設定する方法から、サービス
ディスカバリを使用する方法に変更することができます。たとえば、最初の起動時に、[詳細設定
（Advanced settings）] ウィンドウで、手動でオーセンティケータを設定し、サーバ アドレスを指
定します。
クライアントは、手動設定のキャッシュを常にチェックします。手動設定は、SRV レコードより
優先され、Cisco Jabber for Windows ではブートストラップ ファイルより優先されます。したがっ
て SRV レコードを配置し、サービス ディスカバリを使用する場合は、最初の電源投入から手動設
定を上書きする必要があります。
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インストーラ スイッチ：Cisco Jabber for Windows
Cisco Jabber をインストールするときに、オーセンティケータとサーバ アドレスを指定できます。
インストーラは、ブートストラップ ファイルにこれらの詳細を保存します。ユーザがクライアン
トを初めて起動した際に、ブートストラップファイルを読み取ります。サービスディスカバリが
展開されている場合は、ブートストラップ ファイルが無視されます。
ブートストラップファイルは、サービスディスカバリが展開されていない場合やユーザに手動で
自分の接続設定を指定させたくない場合に、サービスディスカバリのフォールバックメカニズム
を提供します。
クライアントは、最初に起動したときのみ、ブートストラップ ファイルを読み取ります。クライ
アントは、最初の起動後にサーバ アドレスと設定をキャッシュし、以降の起動ではキャッシュか
らロードします。
Cisco Unified Communications Manager リリース 9.x 以降を使用したオンプレミス展開では、ブート
ストラップファイルを使用せず、代わりに、サービスディスカバリを使用することをお勧めしま
す。
オンプレミスでの展開のブートストラップの設定
次の表は、さまざまな展開タイプの引数値を示します。
製品モード

サーバのリリース

引数値

フル UC（デ
フォルト モー
ド）

リリース 9 以降：

次のインストーラ スイッチと値を使用
する。

• Cisco Unified Communications
Manager
• Cisco Unified Communications
Manager IM and Presence Service

フル UC（デ
フォルト モー
ド）

リリース 8.x：
• Cisco Unified Communications
Manager
• Cisco Unified Presence

• AUTHENTICATOR=CUP
• CUP_ADDRESS=
<presence_server_address>
次のインストーラ スイッチと値を使用
する。
• AUTHENTICATOR=CUP
• CUP_ADDRESS=
<presence_server_address>

IM 専用（デ
フォルト モー
ド）

リリース 9 以降：
Cisco Unified Communications
Manager IM and Presence Service

次のインストーラ スイッチと値を使用
する。
• AUTHENTICATOR=CUP
• CUP_ADDRESS=
<presence_server_address>
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製品モード

サーバのリリース

引数値

IM 専用（デ
フォルト モー
ド）

リリース 8.x：

次のインストーラ スイッチと値を使用
する。

Cisco Unified Presence

• AUTHENTICATOR=CUP
• CUP_ADDRESS=
<presence_server_address>

次の図は、クライアントがオンプレミスでの展開の場合、ブートストラップ設定の使用法を示し
ています。

ユーザがクライアントを初めて起動する際に、次が実行されます。
1 クライアントは、ブートストラップ ファイルから設定を取得します。
クライアントが、デフォルト モードで起動して、Cisco Unified Communications Manager IM and
Presence サービスがオーセンティケータであると判断します。クライアントは、サービス ディ
スカバリの結果により、その他の指示がなされない限り、プレゼンス サーバのアドレスを取得
します。
2 クライアントが Cisco Unified Communications Manager IM and Presence サービスから認証され、
設定を取得します。
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3 クライアントは、プレゼンス サーバからサービス プロファイルを取得します。
電話モードのオンプレミスの展開におけるブートストラップの設定
インストール中に、次のように引数の値を設定します。
• AUTHENTICATOR の値として、CUCM を設定します。
• PRODUCT_MODE の値として phone_mode を設定します。
• TFTP の値として、TFTP サーバ アドレスを設定します。
• [CTI] の値として、CTI サーバ アドレスを設定します。
• CCMCIP の値として、CCMCIP サーバ アドレスを設定します。
Cisco Unified Communications Manager リリース 9.x 以前：Cisco Extension Mobility を有効にす
る場合は、CCMCIP に使用される Cisco Unified Communications Manager ノードで Cisco
Extension Mobility サービスをアクティブにする必要があります。Cisco Extension Mobility の
詳細については、使用している Cisco Unified Communications Manager のリリースに応じた
『Feature and Services』ガイドを参照してください。
次の図は、電話モードの展開において、クライアントがブートストラップ設定をどのように使用
できるかを示したものです。
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ユーザがクライアントを初めて起動する際に、次が実行されます。
1 クライアントは、ブートストラップ ファイルから設定を取得します。
クライアントは、デフォルト モードで開始され、Cisco Unified Communications Manager がオー
センティケータであることを決定します。クライアントは、サービス ディスカバリの結果によ
り、その他の指示がなされない限り、TFTP および CTI サーバのアドレスを取得します。
クライアントは、デフォルト モードで開始され、Cisco Unified Communications Manager がオー
センティケータであることを決定します。クライアントは、サービス ディスカバリの結果によ
り、その他の指示がなされない限り、TFTP サーバのアドレスを取得します。
2 クライアントが Cisco Unified Communications Manager を認証し、設定を取得します。
3 クライアントは、デバイスおよびクライアント設定を取得します。
クラウド ベースの展開におけるのブートストラップの設定
インストール中に、次のように引数の値を設定します。
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• AUTHENTICATOR の値として、WEBEX を設定します。
次の図は、クラウド ベースの展開においてクライアントがブートストラップをどのように使用で
きるかを示したものです。

ユーザがクライアントを初めて起動する際に、次が実行されます。
1 クライアントは、ブートストラップ ファイルから設定を取得します。
クライアントが、デフォルト モードで起動して、サービス ディスカバリの結果がそうなって
いない限り、Cisco WebEx Messenger サービスがオーセンティケータであると判断します。
2 クライアントが Cisco WebEx Messenger サービスの認証を受けます。
3 クライアントは、設定およびサービスを取得します。
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ハードウェア要件
Cisco Jabber for Windows のハードウェア要件
搭載されている RAM
Microsoft Windows 7 の 2 GB の RAM および Windows 8
物理メモリの空き容量
128 MB
ディスクの空き容量
256 MB
CPU の速度およびタイプ
モバイル AMD Sempron プロセッサ 3600+（2 GHz）
Intel Core2 CPU T7400（2.16 GHz）
GPU
DirectX11 Microsoft Windows 7
I/O ポート
USB 2.0（USB カメラおよび音声デバイス用）

Cisco Jabber for Mac のハードウェア要件
搭載されている RAM
2 GB RAM
物理メモリの空き容量
1 GB
ディスクの空き容量
300 MB
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CPU の速度およびタイプ
Intel Core 2 Duo もしくはそれ以降の次のいずれの Apple ハードウェアのプロセッサ
• Mac Pro
• MacBook Pro（Retina Display モデルを含む）
• MacBook
• MacBook Air
• iMac
• Mac Mini
I/O ポート
USB 2.0（USB カメラおよび音声デバイス用）

Cisco Jabber for Android のデバイス要件
デバイス サポート
Cisco Jabber for Android は Google Play Store から入手できます。
シスコは、特に次の Android デバイスとオペレーティング システムの組み合わせにおいて、音声
およびビデオで Cisco Jabber for Android をサポートしています。
• Samsung Galaxy SII（Android OS 4.1.2 ～ Android OS 4.4 最新バージョン）
• Samsung Galaxy SIII（Android OS 4.1.2 ～ Android OS 4.4 最新バージョン）
• Samsung Galaxy S4（Android OS 4.2.2 ～ Android OS 4.4 最新バージョン）
• Samsung Galaxy S4 mini（Android OS 4.2.2 ～ Android OS 4.4 最新バージョン）
• Samsung Galaxy S5（Android OS 4.4.x）
• Samsung Galaxy Note II（Android OS 4.2 ～ Android OS 4.4 最新バージョン）
• Samsung Galaxy Note III（Android OS 4.3 ～ Android OS 4.4 最新バージョン）
• Samsung Galaxy Rugby Pro（Android OS 4.2.2 ～ Android OS 4.4 最新バージョン）
• Samsung Galaxy Note Pro 12.2（Android OS 4.4.x）
• Google Nexus 5（Android OS 4.4.x および Android OS 5.0）
• Google Nexus 10（Android OS 4.4.x および Android OS 5.0）
• Sony Xperia Z1（Android OS 4.2 ～ Android OS 4.4 最新バージョン）
• Sony Xperia ZR/A（Android OS 4.1.2 ～ Android OS 4.4 最新バージョン）
• Sony Xperia Z2（Android OS 4.4.x）
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• Sony Xperia M2（Android OS 4.3）
• LG G2（Android OS 4.2.2 ～ Android OS 4.4 最新バージョン）
• Motorola Moto G（Android OS 4.4.x）

（注）

シスコは、次の最小限の仕様を満たすすべての Android デバイスで IM 専用モードを使用する
Cisco Jabber for Android をサポートします。
• Android OS 4.1.2 以降～ Android OS 4.4.x
• 1.5 GHz デュアルコア以上（クアッドコアを推奨）
• 320 X 480 以上のディスプレイ
• Cisco Jabber for Android は Tegra 2 チップセットをサポートしません

（注）

シスコは、テスト済みの Android デバイスで Cisco Jabber for Android をサポートします。他の
デバイスは正式にサポートされていませんが、それらのデバイスでも Cisco Jabber for Android
を使用できる場合があります。
一般的には、次の最小限の仕様を満たす任意の Android デバイスで Cisco Jabber for Android を
実行できます。
• IM and Presence の最小要件
• Android OS 4.1.2 以降～ Android OS 4.4.x
• 1.5 GHz デュアルコア以上（クアッドコアを推奨）
• 320 x 480 以上のディスプレイ
• Cisco Jabber for Android は Tegra 2 チップセットをサポートしません
• 双方向ビデオの最小要件
• Android OS 4.1.2 以降～ Android OS 4.4.x
• 1.5 GHz デュアルコア以上（クアッドコアを推奨）
• 480 x 800 以上のディスプレイ
• Cisco Jabber for Android は Tegra 2 チップセットをサポートしません

Cisco Jabber, Release 10.5 展開およびインストール ガイド
47

ハードウェア要件

（注）

Android カーネルの問題により、一部の Android デバイスでは Cisco Jabber を Cisco Unified
Communications Manager に登録できません。この問題を解決するには、次の手順を試してくだ
さい。
• Android のカーネルを最新バージョンにアップグレードします。このソリューションは、
次のサポート対象デバイスに適用できます。
◦ Samsung Galaxy SII（Android OS 4.1.2 ～ Android OS 4.4 最新バージョン）
◦ Samsung Galaxy SIII（Android OS 4.1.2 ～ Android OS 4.4 最新バージョン）
◦ Samsung Galaxy S4（Android OS 4.2.2 ～ Android OS 4.4 最新バージョン）
◦ Samsung Galaxy S4 mini（Android OS 4.2.2 ～ Android OS 4.4 最新バージョン）
◦ Samsung Galaxy S5（Android OS 4.4.x）
◦ Samsung Galaxy Note II（Android OS 4.2 ～ Android OS 4.4 最新バージョン）
◦ Samsung Galaxy Note III（Android OS 4.3 ～ Android OS 4.4 最新バージョン）
◦ Samsung Galaxy Rugby Pro（Android OS 4.2.2 ～ Android OS 4.4 最新バージョン）
◦ Samsung Galaxy Note Pro 12.2（Android OS 4.4.x）
◦ Google Nexus 5（Android OS 4.4.x および Android OS 5.0）
◦ Google Nexus 10（Android OS 4.4.x および Android OS 5.0）
◦ LG G2（Android OS 4.2.2 ～ Android OS 4.4 最新バージョン）
◦ Motorola Moto G（Android OS 4.4.x）
• Cisco Unified Communications Manager の設定で、混合モードのセキュリティの使用、セ
キュア SIP コール シグナリングの有効化、ポート 5061 の使用を設定します。ご使用のリ
リースで Cisco CTL クライアントを利用して混合モードを設定する方法については、
『Cisco Unified Communications Manager セキュリティ ガイド』を参照してください。セ
キュリティ ガイドは、Cisco Unified Communications Manager の『Maintain and Operate
Guides』に記載されています。このソリューションは、次のサポート対象デバイスに適用
できます。
◦ Sony Xperia Z1（Android OS 4.2 ～ Android OS 4.4 最新バージョン）
◦ Sony Xperia ZR/A（Android OS 4.1.2 ～ Android OS 4.4 最新バージョン）
◦ Sony Xperia Z2（Android OS 4.4.x）
◦ Sony Xperia M2（Android OS 4.3）
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Bluetooth デバイスのサポート
シスコは、特に次の Bluetooth デバイスを Cisco Jabber for Android でテスト済みでありサポートし
ます。
• Jabra Motion
• Jawbone ICON（Cisco Bluetooth ヘッドセット用）
• Plantronics BackBeat 903+
• Jabra Wave+
• Jabra Easygo

（注）

重要

シスコはテスト済みの Bluetooth デバイスで Cisco Jabber for Android をサポートします。他の
Bluetooth デバイスは正式にサポートされませんが、それらのデバイスでも Cisco Jabber for
Android を使用できる場合があります。

Samsung Galaxy SIII で Bluetooth デバイスを使用すると、呼出音と通話の音声にヒズミが生じ
る可能性があります。
Samsung Galaxy S4 を Jawbone ICON for Cisco Bluetooth Headset または Plantronics BackBeat 903+
と共に使用すると、デバイスの互換性の問題によって障害が発生することがあります。

リモート アクセス

（注）

管理者は、VPN または Expressway for Mobile and Remote Access を使用してリモート アクセス
を設定できます。管理者が Expressway for Mobile and Remote Access を設定する場合は、VPN
アクセスを設定する必要はありません。
Cisco AnyConnect Secure Mobility Client
VPN に接続する場合、ユーザは Google Play Store から入手できる、最新バージョンの Cisco
AnyConnect Secure Mobility Client を使用できます。

Cisco Jabber for iPhone and iPad のデバイス要件
デバイス サポート
Cisco Jabber for iPhone and iPad は、Apple App Store から入手できます。
シスコは、次の iOS デバイスで Cisco Jabber for iPhone and iPad をサポートします。
• iTouch 5
• iPhone モデル 4、4S、5、5C、および 5S

Cisco Jabber, Release 10.5 展開およびインストール ガイド
49

ソフトウェア要件

（注）

iPhone モデル 4 ではビデオ コールはサポートされません。

• iPad 第 2、第 3、第 4 世代、Retina ディスプレイ搭載の iPad mini、および iPad Air
デバイスは、Wi-Fi または VPN を使用して社内ネットワークにアクセスできる必要があります。
デバイスのオペレーティング システム サポート
iOS サポート：iOS 7
Bluetooth ヘッドセットのサポート
iTouch：サポート有（任意）
iPhone：サポート有（任意）
iPad：サポート有（任意）

ソフトウェア要件
適切な導入のため、クライアントワークステーションがソフトウェア要件を満たしていることを
確認します。

オペレーティング システム要件
Cisco Jabber for Windows のオペレーティング システム
次のオペレーティング システムに Cisco Jabber for Windows をインストールできます。
• Microsoft Windows 8.1（32 ビット）
• Microsoft Windows 8.1（64 ビット）
• Microsoft Windows 8（32 ビット）
• Microsoft Windows 8（64 ビット）
• Microsoft Windows 7（32 ビット）
• Microsoft Windows 7（64 ビット）

（注）

Cisco Jabber for Windows には、Microsoft .NET Framework または Java モジュールは必要ではあ
りません。
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（注）

重要

Microsoft Windows 7 または 8.x の場合は、デスクフォン ビデオで使用するために Cisco Media
Services Interface（MSI）4.1.2 をダウンロードできます。

Cisco Jabber for Windows は、デスクトップ モードのみで Microsoft Windows 8 をサポートしま
す。

Cisco Jabber for Mac のオペレーティング システム
Cisco Jabber for Mac は、次のオペレーティング システムへインストール可能です。
• Apple OS X Yosemite 10.10（以降）
• Apple OS X Mavericks 10.9（以降）
• Apple OS X Mountain Lion 10.8.1（以降）

オンプレミス サーバのソフトウェア要件
Cisco Jabber for Windows および Cisco Jabber for Mac 向けのオンプレミス サーバ
Cisco Jabber は、開始中にドメイン ネーム システム（DNS）サーバを使用します。Cisco Jabber に
は DNS サーバが必要です。
Cisco Jabber は次のオンプレミス サーバをサポートします。
• Cisco Unified Communications Manager リリース 8.6(2) 以降
• Cisco Unified Presence リリース 8.6(2) 以降
• Cisco Unity Connection リリース 8.6(2) 以降
• Cisco WebEx Meetings Server バージョン 1.5 以降（Windows のみ）
• Cisco WebEx Meetings Server バージョン 2.0 以降（Mac のみ）
• Cisco Expressway Series for Cisco Unified Communications Manager
◦ Cisco Expressway-E バージョン 8.1.1 以降
◦ Cisco Expressway-C バージョン 8.1.1 以降
• Cisco TelePresence Video Communications Server
◦ Cisco VCS Expressway バージョン 8.1.1 以降
◦ Cisco VCS Control バージョン 8.1.1 以降
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Cisco Jabber は、Cisco Unified Survivable Remote Site Telephony バージョン 8.5 で次の機能をサポー
トします。
• 基本コール機能
• コールを保留およびレジュームする機能
Cisco Unified Survivable Remote Site Telephony の設定方法については、http://www.cisco.com/en/US/
docs/voice_ip_comm/cusrst/admin/sccp_sip_srst/configuration/guide/SCCP_and_SIP_SRST_Admin_
Guide.html で『Cisco Unified SCCP and SIP SRST System Administrator Guide』を参照してください。
Cisco Unified Communications Manager Express のサポートの詳細については、次の Cisco Unified
CME のマニュアルを参照してください： http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps4625/
products_device_support_tables_list.html

Cisco Jabber for Android および iOS 向けのオンプレミス サーバとクラウド サーバ
Cisco Jabber は、開始中にドメイン ネーム システム（DNS）サーバを使用します。Cisco Jabber に
は DNS サーバが必要です。
モバイル クライアント向け Cisco Jabber は次のクラウド サーバをサポートしています。
WebEx Meeting Center
WebEx Meeting Center WBS28+
モバイル クライアント向け Cisco Jabber は次のオンプレミス ノードとサーバをサポートしていま
す。
Cisco Unified Communications Manager
• Cisco Unified Communications Manager リリース 8.6(2) 以降
Cisco Unified Presence
• Cisco Unified Presence リリース 8.6(2)
Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service

（注）

Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service は、以前は、Cisco Unified Presence
と呼ばれていました。
• Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service リリース 9.1(1)
• Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service リリース 9.1(2)
• Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service リリース 10.0(1)
• Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service リリース 10.5(1)
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• Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service リリース 10.5(2)
• Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service リリース 11.0
ビデオ会議ブリッジ
• Cisco TelePresence MCU 5310
• Cisco Telepresence Server 7010
• Cisco Telepresence Server MSE 8710
• Cisco サービス統合型ルータ（パケット音声/データ モジュール（PVDM3）対応)

（注）

Expressway for Mobile and Remote Access は、シスコサービス統合型ルータ
（PVDM3 を搭載）ではサポートされません。

Cisco Unity Connection
• Cisco Unity Connection リリース 8.6(2) 以降
Cisco WebEx Meetings Server
• Cisco WebEx Meetings Server バージョン 2.0 以降
Cisco WebEx Meetings Client
Cisco WebEx Meetings Client（4.5 よりも新しいバージョン）

（注）

Cisco WebEx Meetings Server クライアント バージョン 8.0 は、コラボレーション会議室とパー
ソナル会議室をサポートしています。

Cisco Unified Survivable Remote Site Telephony
モバイル クライアント向け Cisco Jabber は、Cisco Unified Survivable Remote Site Telephony バージョ
ン 8.5 で次の機能をサポートします。
Cisco Expressway Series for Cisco Unified Communications Manager（オプション）
クライアントに対してモバイルアクセスとリモートアクセスをセットアップするには、次のサー
バを使用します。Expressway サーバは Cisco Jabber にコール制御を提供しません。クライアント
は、コール制御に Cisco Unified Communications Manager を使用します。
• Cisco Expressway-E バージョン 8.5
• Cisco Expressway-C バージョン 8.5
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• Cisco Expressway バージョン 8.2
• Cisco Expressway バージョン 8.2.1
現在 Cisco TelePresence Video Communications Server（VCS）環境を展開している場合は、Cisco
Expressway for Mobile and Remote Access をセットアップできます。VCS 環境には、Cisco VCS
Expressway バージョン 8.1.1 と Cisco VCS Control バージョン 8.1.1 が必要です。
Cisco Adaptive Security Appliance（オプション）
• Cisco Adaptive Security Appliance（ASA）5500 シリーズ、バージョン 8.4(1) 以降
• Cisco Adaptive Security Device Manager（ASDM）バージョン 6.4 以降
• Cisco AnyConnect Secure Mobility Client Integration（オプション）：Android デバイスは Google
Play ストアから入手可能な Cisco AnyConnect Secure Mobility Client の最新バージョンを実行
する必要があります。

（注）

Samsung で AnyConnect を使用している場合、サポートされるバージョンは
4.0.01128 です。

• ASA のライセンス要件：次の組み合わせのいずれかを使用します。
◦ AnyConnect Essentials と AnyConnect Mobile ライセンス
◦ AnyConnect Premium と AnyConnect Mobile ライセンス
• 証明書ベースの認証を使用する場合の認証局（CA）：Cisco IOS Certificate Server、Microsoft
Windows Server 2008 R2 Enterprise Certificate Authority、または Microsoft Windows Server 2003
Enterprise Certificate Authority

Cisco Jabber for iPhone and iPad 向けのオンプレミス サーバ
Cisco Jabber for iPhone and iPad は次のオンプレミス サーバをサポートします。
Cisco Jabber は、開始中にドメイン ネーム システム（DNS）サーバを使用します。Cisco Jabber に
は DNS サーバが必要です。
Cisco Unified Communications Manager
• Cisco Unified Communications Manager リリース 8.6(2)
• Cisco Unified Communications Manager リリース 9.1(2)
• Cisco Unified Communications Manager リリース 10.0(1)
• Cisco Unified Communications Manager リリース 10.5(1)
• Cisco Unified Communications Manager リリース 10.5(2)
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Cisco Unified Presence
• Cisco Unified Presence リリース 8.6(1)
• Cisco Unified Presence リリース 8.6(2)
Cisco Unified Communications Manager Release IM and Presence Service

（注）

Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service は、以前は、Cisco Unified Presence
と呼ばれていました。
• Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service リリース 9.1(1)
• Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service リリース 9.1(2)
• Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service リリース 10.0(1)
• Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service リリース 10.5(1)
• Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service リリース 10.5(2)
Cisco Unity Connection
• Cisco Unity Connection リリース 8.5
• Cisco Unity Connection リリース 8.6(1)
• Cisco Unity Connection リリース 8.6(2)
• Cisco Unity Connection リリース 9.1(1)
• Cisco Unity Connection リリース 9.1(2)
• Cisco Unity Connection リリース 10.0(1)
• Cisco Unity Connection リリース 10.5(1)
• Cisco Unity Connection リリース 10.5(2)
Cisco WebEx Meetings Server
• Cisco WebEx Meetings Server バージョン 1.5
• Cisco WebEx Meetings Server バージョン 2.0
• Cisco WebEx Meetings Server バージョン 2.5
• Cisco WebEx Meetings Client バージョン 4.5 ～ 6.5
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Cisco Adaptive Security Appliance（オプション）
• VPN オンデマンド（オプション）：Apple iOS オンデマンド VPN 機能は、証明書のみの認証
が必要です。証明書のみの認証がない状態でASAを設定した場合は、必要に応じてAnyConnect
VPN 接続を手動で開始する必要があります。
iOS デバイスは、Cisco AnyConnect Secure Mobility Client などの VPN クライアントを使用し
て企業ネットワーク、サーバ、およびテレフォニー エンドポイントにアクセスできる必要が
あります。
• Cisco AnyConnect Secure Mobility Client Integration（オプション）
• iOS デバイスは、Apple App Store から入手可能な Cisco AnyConnect Secure Mobility Client
バージョン 3.0.09115 を実行する必要があります。
• Cisco ASA 5500 Series Adaptive Security Appliance（ASA）バージョン 8.4(1) 以降
• Cisco Adaptive Security Device Manager（ASDM）バージョン 6.4 以降
• ASA のライセンス要件：次の組み合わせのいずれかを使用します。
• AnyConnect Essentials と AnyConnect Mobile ライセンス
• AnyConnect Premium と AnyConnect Mobile ライセンス

（注）

Cisco AnyConnect のライセンス要件の詳細については、『VPN License and
Feature Compatibility』を参照してください。

• 証明書ベースの認証を使用している場合の認証局（CA）：Cisco IOS Certificate Server、
Cisco IOS Certificate Server、または Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Certificate
Authority
Cisco Jabber は、Cisco Unified Survivable Remote Site Telephony バージョン 8.6 で次の機能をサポー
トします。
• 基本コール機能
• 共有回線でさまざまなクライアントのコールを保留して再開する機能。

インスタントメッセージおよびプレゼンスのハイ アベイラビリティ
ハイ アベイラビリティとは、インスタント メッセージおよびプレゼンス サービスに対してフェー
ルオーバー機能を提供するために複数のノードがサブクラスタに存在する環境を意味します。サ
ブクラスタ内の 1 つのノードが利用できなくなった場合、インスタント メッセージおよびプレゼ
ンスがそのノードからサブクラスタ内の別のノードにフェールオーバーします。このようにして、
ハイ アベイラビリティにより、Cisco Jabber のインスタント メッセージおよびプレゼンス サービ
スの信頼できる継続性が保証されます。
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Cisco Jabber for Mac およびモバイル クライアント向け Cisco Jabber で LDAP または UDS 連絡先
ソースを使用している場合、ハイ アベイラビリティはサポートされません。ハイ アベイラビリ
ティは、Cisco Jabber for Windows の LDAP（EDI）でのみサポートされます。
Cisco Jabber は、次のサーバを使用したハイ アベイラビリティをサポートします。
Cisco Unified Presence リリース 8.5 と 8.6
ハイ アベイラビリティの詳細については、次の Cisco Unified Presence のマニュアルを参照してく
ださい。
『Configuration and Administration of Cisco Unified Presence Release 8.6』
「Multi-node Deployment Administration」
「Troubleshooting High Availability」
『Deployment Guide for Cisco Unified Presence Release 8.0 and 8.5』
「Planning a Cisco Unified Presence Multi-Node Deployment」

Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service リリース 9.0 以降
ハイ アベイラビリティの詳細については、次の Cisco Unified Communications Manager IM and Presence
Service のドキュメントを使用します。
『Configuration and Administration of IM and Presence Service on Cisco Unified Communications
Manager』
「High Availability Client Login Profiles」
「Troubleshooting High Availability」
フェールオーバー中の保留状態アクティブ コール
Cisco Unified Communications Manager のプライマリ インスタンスからセカンダリ インスタ
ンスへのフェールオーバーが発生した場合、アクティブ コールを保留状態にすることはで
きません。

クライアントのハイ アベイラビリティ
フェールオーバー中のクライアントの動作
ハイ アベイラビリティがサーバに設定されている場合、プライマリ サーバがセカンダリ
サーバにフェールオーバー後、クライアントは最大 1 分間プレゼンス ステータスを一時的
に失います。サーバに再ログインを試行する前にクライアントが待機する時間を定義するた
め、再ログイン パラメータを設定します。
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再ログイン パラメータの設定
Cisco Unified Communications Manager IM and Presence サービスでは、Cisco Jabber がサーバへ
の再ログインを試みるまでに待機する最大秒数と最小秒数を設定できます。サーバで、次の
フィールドに再ログイン パラメータを指定します。
• クライアントの再ログインの下限（Client Re-Login Lower Limit）
• クライアントの再ログインの上限（Client Re-Login Upper Limit）

関連トピック
Cisco Unified Communications Manager 設定ガイド
Cisco Unified Presence 設定ガイド
サポートされるサービス, （9 ページ）
フェールオーバー中のクライアントの動作
次の図は、Cisco Unified Communications Manager IM and Presence サービスがフェールオーバーした
場合のクライアントの動作を示しています。
図 5：フェールオーバー中のクライアントの動作

1 クライアントがアクティブ サーバから切断されると、クライアントは XMPPCONNECTED 状
態から FAILOVER 状態になります。

Cisco Jabber, Release 10.5 展開およびインストール ガイド
58

ソフトウェア要件

2 FAILOVER 状態から、クライアントは（プライマリ サーバとして）SOAPCONNECT_SESSION_P
を試み、それが失敗すると、（セカンダリ サーバとして）SOAPCONNECT_SESSION_S を試
みることによって、SOAPCONNECTED 状態に移行しようとします。
• SOAPCONNECT_SESSION_P または SOAPCONNECT_SESSION_S に移行できなかった場
合は、クライアントが再び FAILOVER 状態になります。
• FAILOVER 状態から、クライアントは SOAPCONNECT_P 状態に移行しようとし、それが
失敗すると、SOAPCONNECT_S 状態に移行しようとします。
• クライアントが SOAPCONNECT_P または SOAPCONNECT_S 状態に移行できなかった場
合は、ユーザがログイン試行を開始するまで、それ以上 IM&P サーバへの自動接続を試み
ません。
3 SOAPCONNECT_SESSION_P、SOAPCONNECT_SESSION_S、SOAPCONNECT_P、または
SOAPCONNECT_S 状態から、クライアントは現在のプライマリ セカンダリ XMPP サーバ ア
ドレスを取得します。このアドレスはフェールオーバー中に変化します。
4 SOAPCONNECTED 状態から、クライアントは XMPPCONNECT_P 状態に接続することによっ
て XMPPCONNECTED 状態に移行しようとし、それが失敗すると、XMPPCONNECT_S 状態を
試みます。
• クライアントが XMPPCONNECT_P または XMPPCONNECT_S 状態に移行できなかった場
合は、ユーザがログイン試行を開始するまで、それ以上 IM&P サーバへの自動接続を試み
ません。
5 クライアントが XMPPCONNECTED 状態に移行すると、IM&P 機能を使用できます。

クラウドベース サーバ
Cisco Jabber は、次のホストされているサーバとの統合をサポートします。
• Cisco WebEx Messenger サービス
• Cisco WebEx Meeting Center、最低限のサポート対象バージョンは WBS27 以降

ディレクトリ サーバ
次のディレクトリを Cisco Jabber で使用できます。

（注）

Cisco Jabber for Mac、Cisco Jabber for iPhone and iPad、および Cisco Jabber for Android は、ディ
レクトリ統合用の LDAPv3 標準をサポートしています。この標準をサポートするディレクトリ
サーバは、これらのクライアントと互換性がある必要があります。
• Windows Server 2012 R2 の Active Directory Domain Services
• Windows Server 2008 R2 の Active Directory Domain Services
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• Cisco Unified Communications Manager User Data Server（UDS）
Cisco Jabber は、次の Cisco Unified Communications Manager バージョンを使用して UDS をサ
ポートします。
Cisco Unified Communications Manager バージョン 9.1(2) 以降（Cisco Options Package（COP）
ファイル cmterm-cucm-uds-912-5.cop.sgn を使用）。
Cisco Unified Communications Manager バージョン 10.0(1)。COP ファイルは必要ありませ
ん。
• OpenLDAP
• Active Directory Lightweight Directory Service（AD LDS）または Active Directory Application
Mode（ADAM）

制約事項

OpenLDAP、AD LDS、または ADAM とのディレクトリ統合では、Cisco Jabber コンフィギュ
レーションファイルで固有のパラメータを定義する必要があります。詳細については、「LDAP
ディレクトリ サーバ」を参照してください。

Microsoft 製品との統合
適用：Cisco Jabber for Windows
Cisco Jabber for Windows は、アプリケーションと統合するさまざまな Microsoft 製品をサポートし
ます。このセクションでは、これらの製品のサポートと統合について説明します。
Internet Explorer
Microsoft Internet Explorer 8 以降が必要です。Cisco Jabber for Windows は、Internet Explorer のレン
ダリング エンジンを使用して HTML コンテンツを表示します。
Cisco Jabber for Windows は、IM をレンダリングするために Internet Explorer のアクティブ スクリ
プティングが必要です。アクティブ スクリプティングの有効化方法については、http://
windows.microsoft.com/en-US/windows/help/genuine/ie-active-scriptを参照してください。

（注）

シングル サインオン（SSO）を使用したクラウドベース展開の Internet Explorer 9 ユーザが Cisco
Jabber for Windows にサインインすると、セキュリティ アラートが表示されます。このアラー
トを停止するには、Internet Explorer 9 の [互換表示設定（Compatibility View Settings）] ウィン
ドウで、Web サイトのリストに webexconnect.com を追加します。

Office
次のバージョンの Office との統合がサポートされます。
• Microsoft Office 2013（32 ビットと 64 ビット）
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• Microsoft Office 2010（32 ビットと 64 ビット）
Office 365
Microsoft Office 365 は、プランまたはサブスクリプション タイプによって異なる設定タイプをサ
ポートします。Cisco Jabber for Windows は Microsoft Office 365 のSmall Business プラン P1 でテス
ト済みです。このプランにはオンプレミス Active Directory サーバが必要です。
Microsoft Office 365 とのクライアント側統合は、次のアプリケーションでサポートされます。
• Microsoft Office 2013（32 ビットおよび 64 ビット）
• Microsoft Office 2010（32 ビットおよび 64 ビット）
• Microsoft SharePoint 2010
SharePoint
次のバージョンの SharePoint との統合がサポートされます。
• Microsoft SharePoint 2013
• Microsoft SharePoint 2010
Microsoft SharePoint サイトのアベイラビリティ ステータスは、ユーザが Microsoft Internet Explorer
を使用してこのサイトにアクセスしている場合にのみサポートされます。Microsoft Internet Explorer
で信頼済みサイトのリストに Microsoft SharePoint サイトを追加する必要があります。

カレンダーの統合
予定表の統合のために、次のクライアント アプリケーションを使用できます。
• Microsoft Outlook 2013（32 ビットおよび 64 ビット）
• Microsoft Outlook 2010（32 ビットおよび 64 ビット）
• IBM Lotus Notes 9（32 ビット）
• IBM Lotus Notes 8.5.3（32 ビット）
• IBM Lotus Notes 8.5.2（32 ビット）
• IBM Lotus Notes 8.5.1（32 ビット）
• Google Calendar

MAC アドレス帳のローカル連絡先
Cisco Jabber を使用すれば、Mac アドレスブック内のローカル連絡先を検索または追加することが
できます。
クライアントで MAC アドレス帳のローカル連絡先を検索するために、ユーザはアドレス帳プラ
グインをインストールする必要があります。
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1 [Jabber] > [Mac アドレス帳プラグインのインストール（Install Mac Address Book Plug-In）] を選
択します。
アドレス帳プラグインを有効にします。
1 [Jabber] > [設定（Preferences）] > [全般（General）] > [「Mac アドレス帳プラグイン」を有効に
する（Enable "Mac Address Plug-in"）] を選択します。
2 クライアントを再起動して、有効にします。
クライアントを使用して Mac アドレス帳のローカル連絡先と通信するには、ローカル接続が関連
情報を持っている必要があります。連絡先にインスタント メッセージを送信するには、ローカル
連絡先がインスタント メッセージのアドレスを持っている必要があります。Mac アドレス帳で連
絡先に電話をするには、ローカル連絡先が電話番号を持っている必要があります。

コンピュータ テレフォニー インテグレーション従属
Cisco Jabber for Windows と Cisco Jabber for Mac がサードパーティ製アプリケーションからの Cisco
Jabber の CTI 従属をサポートします。
コンピュータ テレフォニー インテグレーション（CTI）を使用すれば、電話コールを発信、受信、
および管理しながら、コンピュータ処理機能を利用することができます。CTI アプリケーション
を使用すれば、発信者 ID から提供された情報に基づいてデータベースから顧客情報を取得した
り、自動音声応答（IVR）システムが収集した情報を利用したりできます。
CTI 従属の詳細については、該当するリリースの『Cisco Unified Communications Manager System
Guide』の CTI の項を参照してください。また、Cisco Unified Communications Manager API を介し
て CTI 制御用のアプリケーションを作成する方法については、Cisco Developer Network 上の次の
サイトを参照できます。
• Cisco TAPI： http://developer.cisco.com/web/tapi/home
• Cisco JTAPI： http://developer.cisco.com/web/jtapi/home

アクセシビリティ
Cisco Jabber for Android 用のアクセシビリティ
スクリーン リーダー
Cisco Jabber for Android は TalkBack スクリーン リーダーに対応しています。最適なユーザ エクス
ペリエンスを確保するために、スクリーン リーダーを必要とするユーザは常に最新のバージョン
を使用する必要があります。
Assistive Touch
Explore by Touch を使用して Cisco Jabber for Android を操作できます。
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Cisco Jabber for iPhone and iPad 用のアクセシビリティ
スクリーン リーダー
Cisco Jabber for iPhone and iPad は VoiceOver スクリーン リーダーに対応しています。最適なユーザ
エクスペリエンスを確保するために、スクリーン リーダーを必要とするユーザは常に最新のバー
ジョンを使用する必要があります。
Assistive Touch
Assistive Touch を使用して Cisco Jabber for iPhone and iPad を操作できます。

ネットワークの要件
社内の Wi-Fi ネットワークを介して Cisco Jabber を使用する場合は、次の作業を行うことを推奨し
ます。
• エレベータ、階段、屋外廊下などのエリアを含め、カバレッジのギャップを可能な限り排除
するように、Wi-Fi ネットワークを設計します。
• すべてのアクセス ポイントで、モバイル デバイスに同じ IP アドレスが割り当てられること
を確認します。コール中に IP アドレスが変更されると、コールが切断されます。
• すべてのアクセス ポイントの Service Set Identifier（SSID）が同一であることを確認します。
SSID が一致しない場合、ハンドオフに時間がかかる場合があります。
• すべてのアクセス ポイントで、SSID がブロードキャストされていることを確認します。ア
クセス ポイントで SSID がブロードキャストされていないと、モバイル デバイスはコールを
中断して別の Wi-Fi ネットワークに参加することをユーザに求める場合があります。
サイト全体を調査し、音声品質に影響を与えるネットワークの問題を可能な限り解消してくださ
い。次のことをお勧めします。
• 重複しないチャネルの設定、アクセス ポイントのカバレッジ、および必要なデータ レート
とトラフィック レートを確認します。
• 不正なアクセス ポイントは排除します。
• 考えられる干渉源の影響を特定して軽減します。
詳細については、次の資料を参照してください。
• 『Enterprise Mobility Design“ ”Guide』の「VoWLAN Design Recommendations」の項。
• 『Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G Deployment Guide』
• 『Capacity Coverage & Deployment Considerations for IEEE 802.11g』ホワイト ペーパー。
• ご使用のリリースの Cisco Unified Communications Manager の『Solutions Reference Network
Design (SRND)』
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ポートおよびプロトコル
デスクトップ クライアントのポートとプロトコル
次の表に、Cisco Jabber で使用される発信ポートとプロトコルを示します。
ポート

プロトコル

説明

443

TCP

WebEx Messenger サービスへの XMPP トラフィック。

（Extensible
Messaging and
Presence Protocol
（XMPP）と
HTTPS）

クラウドベース導入のみで、クライアントはこのポー
トを介して XMPP トラフィックを送信します。ポー
ト 443 がブロックされた場合、クライアントはポート
5222 にフォールバックします。
（注）

Cisco Jabber は、以下についてもこのポート
を使用できます。
• Cisco Unity Connection および Cisco
WebEx Meetings Server への HTTPS ト
ラフィック。
• Microsoft Exchange サーバへのチャッ
トの保存。

30000 ～ 39999

FECC

クライアントは遠端カメラ制御にこのポートを使用し
ます。

389

UDP/TCP

Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）ディレ
クトリ サーバ

636

LDAPS

LDAP ディレクトリ サーバ（セキュア）

2748

TCP

デスク フォンの制御に使用される コンピュータ テレ
フォニー インターフェイス（CTI）。

3268

TCP

グローバル カタログ サーバ

3269

LDAPS

グローバル カタログ サーバ（セキュア）

5070 ～ 6070

UDP

ビデオ デスクトップ共有機能の Binary Floor Control
Protocol（BFCP）

5222

TCP

Cisco Unified Presence または Cisco Unified
Communications Manager IM and Presence Service への
XMPP トラフィック。

（XMPP）
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ポート

プロトコル

説明

8443

TCP

Cisco Unified Communications Manager と Cisco Unified
Communications Manager IM and Presence Service への
トラフィック。

（HTTPS）

（HTTPS）

ボイスメッセージ通知（新しいメッセージ、メッセー
ジの更新、メッセージの削除）用の Cisco Unity
Connection

53

UDP/TCP

ドメイン ネーム システム（DNS）トラフィック

80

HTTP

Microsoft Exchange サーバへのチャットの保存。

7080

TCP

Microsoft Exchange サーバの設定によって、ポート 80
または 443 のいずれかを使用します。両方は使用でき
ません。
37200

SOCKS5 バイトスト ピアツーピア ファイル転送
リーム
オンプレミスでの展開では、クライアントはまた、画
面キャプチャを送信するためにこのポートを使用しま
す。

5060

UDP/TCP

Session Initiation Protocol（SIP）コール シグナリング

5061

TCP

セキュアな SIP コール シグナリング

49152 ～ 65535

TCP

IM 専用画面の共有。
クライアントはこの範囲からランダムにポートを選択
します。
実際の範囲は異なる場合があります。実際の範囲を確
認するには、netsh interface ipv4 show
dynamicportrange tcp コマンドを入力します。
SharePortRangeStart パラメータと SharePortRangeSize
パラメータを使用して、IM 画面共有に使用される範
囲を絞り込むことができます。これらのパラメータの
詳細については、『Deployment and Installation Guide』
で Common Policies パラメータに関する項を参照して
ください。

追加のサービスおよびプロトコルのポート
この項で示されているポートに加えて、展開におけるすべてのサービスとプロトコルに必要なポー
トを確認する必要があります。使用しているサーバのバージョンに応じた適切なマニュアルを参
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照してください。次のマニュアルで様々なサーバのポートとプロトコルの要件を参照してくださ
い。
• Cisco Unified Communications Manager、Cisco Unified Communications Manager IM and Presence
Service、および Cisco Unified Presence については、『TCP and UDP Port Usage Guide』を参照
してください。
• Cisco Unity Connection については、『System Administration Guide』を参照してください。
• Cisco WebEx Meetings Server については、『Administration Guide』を参照してください。
• Cisco WebEx サービスについては、『Administrator's Guide』を参照してください。
• Expressway for Mobile and Remote Access については、『Cisco Expressway IP Port Usage for
Firewall Traversal』を参照してください。

Cisco Jabber for Android、iPhone、および iPad のポートとプロトコル
クライアントは、次の表に示すポートおよびプロトコルを使用します。クライアントとサーバ間
にファイアウォールを展開する場合、次のポートおよびプロトコルを許可するようにファイア
ウォールを設定する必要があります。

（注）

クライアントで有効にする TCP/IP サービスはありません。
[ポート
（Port）]

アプリケー
ション層プロ
トコル

トランスポー
ト層プロトコ
ル

説明

UDP

オーディオおよびビデオ用の Real-Time Transport
Protocol（RTP）メディア ストリームを受信す
る。これらのポートは、Cisco Unified
Communications Manager で設定します。

着信
16384 ～ 32766 RTP

発信
7080

HTTPS

TCP

Cisco Unity Connection でボイス メッセージ通知
（新しいメッセージ、メッセージの更新、メッ
セージの削除）を受信するために使用されま
す。

6970

HTTP

TCP

TFTP サーバに接続し、クライアント設定ファ
イルをダウンロードする。
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[ポート
（Port）]

アプリケー
ション層プロ
トコル

トランスポー
ト層プロトコ
ル

説明

80

HTTP

TCP

会議用の Cisco WebEx Meeting Center やボイス
メール用の Cisco Unity Connection などのサービ
スに接続します。

389

LDAP

TCP、UDP

LDAP ディレクトリ サービスに接続する。

3268

LDAP

TCP

連絡先を検索するためにグローバル カタログ
サーバに接続する。

443

HTTPS

TCP

会議用の Cisco WebEx Meeting Center やボイス
メール用の Cisco Unity Connection などのサービ
スに接続します。

636

LDAPS

TCP

LDAP ディレクトリ サービスにセキュアに接続
する。

3269

LDAPS

TCP

グローバル カタログ サーバにセキュアに接続
する。

[5060]

SIP

TCP

Session Initiation Protocol（SIP）コール シグナ
リングを提供する。

5061

SIP over
TCP
Transport Layer
Security
（TLS）

セキュアな SIP コール シグナリングを提供す
る。

5222

XMPP

TCP

インスタントメッセージングとプレゼンス用の
Cisco Unified Presence または Cisco Unified
Communications Manager IM and Presence Service
に接続します。

5269

XMPP

TCP

XMPP フェデレーションを有効化します。

8191

SOAP

TCP

Simple Object Access Protocol（SOAP）Web サー
ビスを提供するためにローカルポートに接続す
る。
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[ポート
（Port）]

アプリケー
ション層プロ
トコル

トランスポー
ト層プロトコ
ル

説明

8443

HTTPS

TCP

Cisco Unified Communications Manager への Web
アクセス用ポートで、次への接続が含まれま
す。
• 割り当てられたデバイス用の Cisco Unified
Communications Manager IP Phone
（CCMCIP）サーバ。
• 連絡先の解決のためのユーザ データ サー
ビス（UDS）。

16384 ～ 32766 RTP

UDP

オーディオおよびビデオ用の RTP メディア ス
トリームを送信する。

53

DNS

UDP

ホスト名の解決を提供する。

3804

CAPF

TCP

ローカルで有効な証明書（LSC）を IP フォンに
発行する。このポートは、Cisco Unified
Communications Manager Certificate Authority
Proxy Function（CAPF）登録用のリスニング
ポートです。

Expressway for Mobile and Remote Access のポート使用方法については、『Cisco Expressway IP Port
Usage for Firewall Traversal』を参照してください。
ファイル転送ポートの使用方法については、『Configuration and Administration of IM and Presence
Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 10.5(2)』の「Managed File Transfer」の章
を参照してください。

アクセサリ API を使用したコール制御
Cisco Jabber for Windows には、サードパーティ製アクセサリにコール制御機能を開示する API が
含まれています。この API は、Cisco Jabber で API コール制御機能を使用できるように、ベンダー
パートナーのアクセサリを使用可能にするソフトウェア プラグインを作成することができます。

互換性のあるサードパーティ製アクセサリ
ヘッドセット、スピーカ、キーボードおよびオーディオ デバイスなどのシスコの特定の互換性の
あるデバイスを使用して、デバイスから Cisco Jabber でコール制御処理の実行をします。たとえ
ば、ヘッドセットで、着信コールへの応答、アクティブ コールの終了、音声のミュート、コール
の保留をするためにコントロールを使用することができます。
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Cisco Jabber と互換性のあるデバイスの一覧に関しては、次の Unified Communications Endpoint and
Client Accessories サイトを参照してください。 http://www.cisco.com/en/US/prod/voicesw/uc_endpoints_
accessories.html

（注）

互換性のあるシスコ製ではない特定のサードパーティ製アクセサリを使用できます。ただし、
シスコはこのようなサードパーティ製アクセサリとの最適なユーザ エクスペリエンスを保証
できません。最高のユーザ エクスペリエンスを得るには、Cisco Jabber を持つシスコ製の互換
デバイスだけを使用する必要があります。

ベンダーのプラグインのインストール
互換性のあるアクセサリを Cisco Jabber で使用するには、以下の手順に従ってください。

手順
ステップ 1

サード パーティ ベンダーのサイトからの互換プラグインをダウンロードします。

ステップ 2

別途プラグインを Cisco Jabber にインストールします。

プラグイン バージョン
次は、Cisco Jabber との統合に必要な最小限のプラグイン バージョンです。
• Jabra PC Suite Version 2.12.3655
• Logitech UC Plugin 1.1.27

CTI でサポートされるデバイス
コンピュータ テレフォニー インテグレーション（CTI）対応デバイスの一覧を表示するには、
Cisco Unified Reporting から、[Unified CM電話機能リスト（Unified CM Phone Feature List）] を選択
します。[機能（Feature）] ドロップダウン リストから、[CTI制御（CTI controlled）] を選択しま
す。
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サポートされるコーデック
Cisco Jabber for Windows と Cisco Jabber for Mac でサポートされるコーデック
サポートされるオーディオ コーデック
• G.722
• G.722.1：32k および 24k。G.722.1 は Cisco Unified Communications Manager 8.6.1 以降でサポー
トされます。
• G.711：a-law および u-law
• G.729a
サポートされるビデオ コーデック
• H.264/AVC

Cisco Jabber for Android、iPhone、および iPad でサポートされるコーデック
サポートされるオーディオ コーデック
コーデック

コーデックタイプ 注記

G.711

mu-law

通常モードをサポートします。

a-law
G.722.1

通常モードをサポートします。

G.729a

狭帯域幅で使用するための最小要件です。
狭帯域幅モードをサポートするコーデックだけです。
通常モードをサポートします。

G.722
Opus

音声品質に問題が発生した場合、ユーザはクライアント設定の狭帯域幅モードをオン/オフにする
ことができます。
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サポートされるビデオ コーデック
H.264/AVC
ユーザは、狭帯域幅モードをオンにしてビデオ品質の問題を改善することができます。
サポートされるボイスメール コーデック
• PCM リニア
• G.711：mu-law （デフォルト）
• G.711：a-law
• GSM 6.10

（注）

Cisco Jabber for mobile は、G.729 を使用したビジュアル ボイスメールをサポートしません。た
だし、ユーザは G.729 と [ボイスメールに発信（Call Voicemail）] 機能を使用してボイス メッ
セージにアクセスできます。

COP ファイル
Cisco Jabber for Windows と Cisco Jabber for Mac の COP ファイル
場合によっては、COP ファイルを Cisco Unified Communications Manager に適用する必要がある場
合があります。
次の COP ファイルは、Cisco.com の Cisco Jabber 管理パッケージ からダウンロードできます。
Cisco Unified
Communications
Manager
バージョン

COP ファイル

説明

ciscocm.installcsfdevicetype.cop.sgn

Cisco Unified Communications Manager に CSF 7.1.3
デバイス タイプを追加します。
詳細については、「ソフトウェア要件」を
参照してください。

cmterm-bfcp-e.8-6-2.cop.sgn

CSF デバイスで BFCP ビデオ デスクトップ 8.6.2 のみ
共有をサポートします。
詳細については、「Apply COP File for BFCP
Capabilities」を参照してください。
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Cisco Unified
Communications
Manager
バージョン

COP ファイル

説明

ciscocm.addcsfsupportfield.cop.sgn

グループ設定ファイルの [CSF サポート
8.6.1 以前
フィールド（CSF Support Field）] フィール
ドを追加します。
詳細については、「グループ設定の作成」
を参照してください。

cmterm-cupc-dialrule-wizard-0.1.cop.sgn アプリケーション ダイヤル ルールとディレ 8.6.1 以前
クトリ ルックアップ ルールを Cisco Jabber
に公開します。
詳細については、「ダイヤル ルールの発
行」を参照してください。

関連トピック
Download software

Cisco Jabber for Android 用デバイス COP ファイル
Cisco Dual Mode for Android デバイス タイプを初めて追加したり、既存の Cisco Dual Mode for Android
デバイスをクライアントの最新の構成設定に更新するには、デバイス COP ファイルを Cisco Unified
Communications Manager にインストールする必要があります。デバイス COP ファイルを取得する
には、次の手順を実行します。
1 ソフトウェア ダウンロード サイトに移動します。
2 検索ボックスで、Cisco Jabber for Android を検索します。
3 Cisco Jabber for Android のソフトウェア ダウンロード ページで、使用しているリリースに応じ
たデバイス COP ファイルを探します。
4 ファイルをダウンロードします。

Cisco Jabber for iPhone and iPad のデバイス COP ファイル
デバイス COP ファイルは Cisco Unified Communications Manager に TCT/TAB のデバイス タイプを
追加します。デバイス COP ファイルを取得するには、次の手順を行います。
1 ソフトウェア ダウンロード サイト http://www.cisco.com/go/jabber_iphone_cop にアクセスしま
す。
2 TCT デバイスの場合は cmterm-iphone-install-141105.cop.sgn、TAB デバイスの場合
は cmterm-jabberipad-140904.cop.sgn を探します。
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3 ファイルをダウンロードします。

連絡先ソース
オンプレミス展開では、クライアントはユーザ情報のディレクトリ ルックアップを解決するため
に連絡先ソースを必要とします。次を連絡先ソースとして使用できます。
拡張ディレクトリ統合
拡張ディレクトリ統合（EDI）は、LDAP ベースの連絡先ソースです。
基本ディレクトリ統合
基本ディレクトリ統合（BDI）は、LDAP ベースの連絡先ソースです。
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Cisco Unified Communications Manager User Data Service
Cisco Unified Communications Manager User Data Service（UDS）は、Cisco Unified Communications
Manager 上の連絡先ソースです。
UDS は連絡先の解決に次の状況で使用されます。
• クライアント設定ファイルの DirectoryServerType パラメータを “UDS” を使用するよう
設定した場合。
この設定では、企業のファイアウォールの内側または外側の場合に、クライアントは
連絡先の解決に UDS を使用します。
• Expressway Mobile and Remote Access を導入した場合。
この設定では、企業のファイアウォールの内側または外側の場合に、クライアントは
連絡先の解決に自動で UDS を使用します。

（注）

Cisco Jabber は、次の Cisco Unified Communications Manager バージョン
を使用して UDS をサポートします。
• Cisco Unified Communications Manager Version 9.1(2) 以降（COP
ファイル cmterm-cucm-uds-912-5.cop.sgn を使用）。
• Cisco Unified Communications Manager Version 10.0(1)。COP ファ
イルは必要ありません。
ご使用の Cisco Unified Communications Manager ノードがサポートする
Cisco Jabber クライアントの最大数の約 50 % を展開できます。
たとえば、Cisco Unified Communications Manager ノードが LDAP ベー
スのコンタクト ソースを使用して 10,000 の Cisco Jabber クライアント
をサポート可能な場合、同じノードは UDS をコンタクト ソースとし
て使用して 5,000 の Cisco Jabber クライアントをサポートできます。

拡張ディレクトリ統合
EDI は、ネイティブな Microsoft Windows API を使用してディレクトリ サービスから連絡先データ
を取得します。
EDI を使用したオンプレミス展開用のデフォルト設定は次のとおりです。
• Cisco Jabber は連絡先ソースとして Active Directory と統合します。
• Cisco Jabber は自動的にグローバル カタログを検出して接続します。
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上記の図では、クライアントは次をデフォルトで実行します。
1 ワークステーションから DNS ドメインを取得して、グローバル カタログの SRV レコードを検
索します。
2 SRV レコードからグローバル カタログのアドレスを取得します。
3 ログインしているユーザのクレデンシャルでグローバル カタログに接続します。

ドメイン名の検索
Cisco jabber for Windows は、クライアント ワークステーション上の USERDNSDOMAIN 環境変数か
ら完全修飾 DNS ドメインを取得します。
クライアントが DNS ドメインを取得したら、ドメイン ネーム サーバを見つけて SRV レコードを
取得できます。
場合によっては、USERDNSDOMAIN 環境変数の値は、フォレスト全体のドメインに対応する DNS
ドメインに解決されません。たとえば、組織がサブドメインまたはリソース ドメインを使用して
いるとします。この場合、USERDNSDOMAIN 環境変数は、親ドメインではなく子ドメインに解決
されます。このため、クライアントは組織のすべてのユーザの情報にアクセスできません。
USERDNSDOMAIN 環境変数が子ドメインに解決される場合は、次のいずれかのオプションを使用
して、Cisco jabber for Windows が親ドメイン内のサービスに接続できるようにします。
• グローバル カタログまたは LDAP ディレクトリ サーバが組織内のすべてのユーザにアクセ
スできることを確認します。
• Cisco jabber for Windows がグローバル カタログまたは LDAP ディレクトリ サーバを要求した
ときに、組織内のすべてのユーザにアクセス可能なサーバにクライアントをルーティングす
るように、DNS サーバを設定します。
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• 親ドメインの FQDN を使用するように Cisco jabber for Windows を設定します。
次のように、クライアント設定で PrimaryServerName パラメータの値として親ドメインの
FQDN を指定します。
<PrimaryServerName>parent-domain-fqdn</PrimaryServerName>

関連トピック
ディレクトリ接続パラメータ
Configuring DNS for the Forest Root Domain
Assigning the Forest Root Domain Name
Deploying a GlobalNames Zone
Support for DNS Namespace planning in Microsoft server products

ディレクトリ サーバの検出
Cisco Jabber は、次の場合にディレクトリ サーバを自動的に検出して接続できます。
• Cisco Jabber がインストールされたワークステーションが Microsoft Windows ドメイン内に存
在する場合。
• クライアントが DNS SRV レコードからディレクトリ サーバのアドレスを取得できる場合。
ディレクトリ サーバ

SRV レコード

グローバル カタログ

_gc._msdcs._tcp.domain.com

ドメイン コントローラ

_ldap._msdcs._tcp.domain.com

LDAP ベースのディレクトリ
サーバ

基本ディレクトリ統合
基本ディレクトリ統合（BDI）を使用している場合、クライアントは次のようにディレクトリ サー
ビスから連絡先データを取得します。
1 クライアントは Cisco Unified Communication Manager IM および Presence サービス ノードに接
続します。
2 クライアントは Cisco Unified Communication Manager IM および Presence サービス ノードから
サービス プロファイル内の LDAP プロファイル設定セクションを取得します。
サービス プロファイルに、Cisco Unified Communications Manager（TFTP）ノードの場所が含ま
れています。設定によっては、サービス プロファイルにディレクトリで認証を受けるためのク
レデンシャルが含まれる場合もあります。
3 クライアントが Cisco Unified Communications Manager ノードに接続します。
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4 クライアントが Cisco Unified Communications Manager ノードからクライアント コンフィギュ
レーション ファイルをダウンロードします。
クライアントの設定ファイルには、ディレクトリの場所が含まれます。設定によっては、クラ
イアントの設定ファイルにディレクトリで認証を受けるためのクレデンシャルが含まれる場合
もあります。
5 クライアントはディレクトリの場所と認証クレデンシャルを使用し、ディレクトリに接続しま
す。

連絡先ソースを使用した認証
BDI では、ユーザが連絡先を解決するためにディレクトリ ソースで認証を受ける必要がありま
す。優先度順に連絡先ソースと認証するには、次の方法を使用できます。
• Cisco Unified Presence または Cisco Unified Communications Manager でクレデンシャルを指定
する：サーバ上のプロファイルでクレデンシャルを指定します。その後、クライアントは
ディレクトリの認証を受けるためにサーバからクレデンシャルを取得できます。この方法
は、クレデンシャルを保存および送信する最も安全なオプションです。
• クライアント コンフィギュレーション ファイルで共通のクレデンシャルを設定する：クラ
イアント コンフィギュレーション ファイルで共有されているユーザ名とパスワードを指定
します。その後、クライアントはディレクトリ サーバで認証を受けます。

Cisco Jabber, Release 10.5 展開およびインストール ガイド
77

連絡先ソース

重要

クライアントは、これらのクレデンシャルをプレーン テキストとして転送し
て保存します。
読み取り専用権限を持っているアカウントの既知のまたは公開されているク
レデンシャルのセットを使用します。

• 匿名バインドを使用する：匿名バインドを使用してディレクトリ ソースに接続するようにク
ライアントを設定します。
Cisco Unified Presence での LDAP ディレクトリ設定の指定
ご使用の環境に Cisco Unified Presence リリース 8.x が含まれている場合は、LDAP プロファイルで
ディレクトリ設定を指定できます。その後、クライアントはディレクトリ ソースの認証を受ける
ためにサーバからディレクトリ設定を取得できます。
次の手順を完了して認証クレデンシャルを含む LDAP プロファイルを作成し、そのプロファイル
をユーザに割り当てます。

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 Unified Personal Communicator] > [LDAP プロファイル
（LDAP Profile）] を選択します。

ステップ 3

[新規追加（Add New）] を選択します。

ステップ 4

プロファイルの名前とオプションの説明を指定します。

ステップ 5

LDAP サーバに対してクエリーを実行する権限を持つユーザ ID の識別名を指定します。Cisco
Unified Presence は、LDAP サーバとの認証されたバインディングにこの名前を使用します。

ステップ 6

クライアントが LDAP サーバで認証を受けるために使用可能なパスワードを指定します。

ステップ 7

[プロファイルにユーザを追加（Add Users to Profile）] を選択し、対象ユーザをプロファイルに追
加します。

ステップ 8

[保存（Save）] を選択します。

次の作業
クライアント設定ファイルで追加 BDI 情報を指定します。
Cisco Unified Communications Manager での LDAP ディレクトリ設定の指定
環境に Cisco Unified Communications Manager リリース 9.x 以降が含まれている場合は、ディレク
トリ サービスの追加時にクレデンシャルを指定できます。その後、クライアントはディレクトリ
ソースの認証を受けるためにサーバから設定を取得できます。
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ディレクトリ サービスを追加する手順を完了し、サービス プロファイルにディレクトリ サービ
スを適用し、ディレクトリ サービスの LDAP 認証設定を指定します。

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

[UC サービスの追加（Add a UC Service）] セクションで、[UC サービス タイプ（UC Service Type）]
ドロップダウン リストから [ディレクトリ（Directory）] を選択します。

ステップ 5

[次へ（Next）] を選択します。

ステップ 6

ディレクトリ サービスの詳細を入力します。
• [製品タイプ（Product Type）]：[ディレクトリ（Directory）] を選択します。
• [名前（Name）]：ディレクトリ サービスの一意の名前を入力します。
• [ホスト名/IPアドレス（Hostname/IP Address）]：ディレクトリ サーバのホスト名、IP アドレ
ス、または FQDN を入力します。
• [プロトコルタイプ（Protocol Type）]：ドロップダウン リストから、以下を選択します。
• Cisco Jabber for Windows の場合は [TCP] または [UDP]
• Cisco Jabber for iPhone（または iPad）の場合は [TCP] または [TLS]
• Cisco Jabber for Android の場合は [TCP] または [TLS]

ステップ 7

[保存（Save）] を選択します。

ステップ 8

サービス プロファイルにディレクトリ サービスを次のように追加します。
a) [ユーザ管理（User Management）] > [ユーザ設定（User Settings）] > [サービス プロファイル
（Service Profile）] の順に選択します。
[サービス プロファイルの検索と一覧表示（Find and List Service Profiles）] ウィンドウが開きま
す。
b) 目的のサービス プロファイルを検索し、それを選択します。
[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。
c) [ディレクトリ プロファイル（Directory Profile）] セクションで、[プライマリ（Primary）]、[セ
カンダリ（Secondary）]、および [ターシャリ（Tertiary）] の各ドロップダウン リストから、最
大 3 つのサービスを選択します。
d) 次のフィールドで、クライアントが LDAP サーバで認証を受ける場合に使用する [ユーザ名
（Username）] と [パスワード（Password）] を指定します。
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e) [保存（Save）] を選択します。

クライアントの設定でのクレデンシャルの設定
次のパラメータを使用してクライアントの設定でクレデンシャルを設定できます。
• BDIConnectionUsername
• BDIConnectionPassword

重要

クライアントは、これらのクレデンシャルをプレーン テキストとして転送して保存します。
読み取り専用権限を持っているアカウントの既知のまたは公開されているクレデンシャルの
セットを使用します。
設定例を次に示します。
<Directory>
<BDIConnectionUsername>admin@example.com</BDIConnectionUsername>
<BDIConnectionPassword>password</BDIConnectionPassword>
</Directory>

匿名バインドの使用
匿名バインドを使用するには、クライアントの設定ファイルで次のパラメータを設定します。
パラメータ

値

DirectoryServerType

BDI

BDIPrimaryServerName

IP アドレス
FQDN

BDIEnableTLS

はい（True）

BDISearchBase1

ディレクトリ ツリーで検索可能な組織単位
（OU）

BDIBaseFilter

ディレクトリ サービスが使用するオブジェクト
クラス（inetOrgPerson など）

BDIPredictiveSearchFilter

UID または他の検索フィルタ
検索フィルタはオプションです。

設定例を次に示します。
<Directory>
<DirectoryServerType>BDI</DirectoryServerType>
<BDIPrimaryServerName>11.22.33.456</BDIPrimaryServerName>
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<BDIEnableTLS>True</BDIEnableTLS>
<BDISearchBase1>ou=people,dc=cisco,dc=com</BDISearchBase1>
<BDIBaseFilter>(&amp;(objectClass=inetOrgPerson)</BDIBaseFilter>
<BDIPredictiveSearchFilter>uid</BDIPredictiveSearchFilter>
</Directory>

Cisco Unified Communications Manager User Data Service
User Data Service（UDS）は、連絡先解決を提供する Cisco Unified Communications Manager の REST
インターフェイスです。
UDS は次のような状況で連絡先解決に使用されます。
• クライアント コンフィギュレーション ファイルの UDS の値を使用するように
DirectoryServerType パラメータを設定した場合。
この設定では、企業のファイアウォールの内側または外側のクライアントが連絡先解決に
UDS を使用します。
• Expressway for Remote and Mobile Access を展開した場合。
この設定では、企業のファイアウォールの外側のクライアントが自動的に連絡先解決に UDS
を使用します。
ディレクトリ サーバから Cisco Unified Communications Manager に連絡先データを同期します。そ
うすると、Cisco Jabber が自動的に UDS からその連絡先データを取得します。

UDS との統合の有効化
UDS との統合を有効にするには、次の手順を実行します。
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手順
ステップ 1

Cisco Unified Communications Manager でディレクトリ ソースを作成します。

ステップ 2

Cisco Unified Communications Manager に連絡先データを同期させます。
同期後は、連絡先データが Cisco Unified Communications Manager に存在します。

ステップ 3

コンフィギュレーション ファイルの DirectoryServerType パラメータの値として UDS を指定しま
す。
次に、UDS がディレクトリ サーバ タイプである設定例を示します。
<Directory>
<DirectoryServerType>UDS</DirectoryServerType>
</Directory>

重要

ステップ 4

この手順は、すべての連絡先解決（つまり、ファイアウォールの内側と外側の両方）に
UDS を使用する場合にのみ必要です。Expressway for Mobile and Remote Access を設定した
場合は、クライアントが DirectoryServerType パラメータの値に関係なく、ファイアウォー
ルの外側では自動的に UDS を使用します。Expressway for Mobile and Remote Access を使
用している場合は、DirectoryServerType パラメータの値をファイアウォールの内側で使用
する UDS または LDAP ベースの連絡先ソースに設定できます。

手動接続では、Cisco Unified Communications Manager サーバの IP アドレスを指定して、クライア
ントが確実にサーバを検出できるようにします。
次に、Cisco Unified Communications Manager サーバの設定例を示します。
<UdsServer>11.22.33.444</UdsServer>

ステップ 5

クライアントを設定して、UDS で連絡先写真を取得します。
次に、連絡先写真の取得の設定例を示します。
<UdsPhotoUriWithToken>http://server_name.domain/%%uid%%.jpg</UdsPhotoUriWithToken>

複数のクラスタでの連絡先の解決
複数の Cisco Unified Communications Manager クラスタを使用した連絡先解決では、社内ディレク
トリ上のすべてのユーザを各クラスタに同期させます。該当するクラスタでそのようなユーザの
サブセットをプロビジョニングします。
たとえば、組織のユーザが 40,000 人とします。20,000 人のユーザが北米にいます。20,000 人の
ユーザがヨーロッパにいます。組織は、拠点ごとに次の Cisco Unified Communications Manager ク
ラスタを配置しています。
• cucm-cluster-na（北米）
• cucm-cluster-eu（ヨーロッパ）
この例では、40,000 人のユーザすべてを両方のクラスタに同期させます。北米の 20,000 人のユー
ザを cucm-cluster-na に、ヨーロッパの 20,000 人のユーザを cucm-cluster-eu にプロビ
ジョニングします。
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ヨーロッパのユーザが北米のユーザに発信すると、Cisco Jabber が cucm-cluster-na からヨー
ロッパのユーザの連絡先詳細を取得します。
北米のユーザがヨーロッパのユーザに発信すると、Cisco Jabber が cucm-cluster-eu から北米
のユーザの連絡先詳細を取得します。

クライアントのアベイラビリティ
ユーザは、クライアントの [オプション（Options）] ウィンドウの [ステータス（Status）] タブで
自分たちがミーティング中であることを第三者に知らせるためのオプションを設定することによっ
て、自分たちのアベイラビリティが予定表イベントに影響するかどうかを定義できます。このオ
プションは、予定表内のイベントとユーザのアベイラビリティを同期させます。クライアントに
は、サポートされている統合カレンダーの [ミーティング中（In a meeting）] アベイラビリティし
か表示されません。
クライアントは、[ミーティング中（In a meeting）] アベイラビリティに関する次の 2 つのソース
の使用をサポートします。

（注）

モバイル クライアント用 Cisco Jabber では、このミーティング統合はサポートされていませ
ん。
• Microsoft Exchange と Cisco Unified Communication Manager IM and Presence の統合：オンプレ
ミス展開に適用されます。Cisco Unified Presence の [マイ プレゼンス ステータスをカレンダー
情報に包含する（Include Calendar information in my Presence Status）] フィールドとクライアン
トの [ミーティング中（In a meeting）] オプションは同じものです。両方のフィールドが Cisco
Unified Communication Manager IM and Presence データベース内の同じ値を更新します。
ユーザが両方のフィールドを別々の値で設定した場合は、最後に設定したフィールドが優先
されます。クライアントが実行されている際に、ユーザが [マイ プレゼンス ステータスをカ
レンダー情報に包含する（Include Calendar information in my Presence Status）] フィールドの値
を変更すると、ユーザはその変更を適用させるためにクライアントを再起動する必要があり
ます。
• Cisco Jabber クライアント：オンプレミス展開とクラウドベース展開に適用されます。[ミー
ティング中（In a meeting）] アベイラビリティを設定するには、クライアントの Cisco Unified
Communication Manager IM and Presence と Microsoft Exchange の統合を無効にする必要があり
ます。クライアントは、Cisco Unified Communication Manager IM and Presence と Microsoft
Exchange 間の統合がオンなのか、オフなのかをチェックします。また、クライアントは、統
合がオフの場合にだけアベイラビリティを設定できます。
次の展開シナリオで、アベイラビリティの作成方法について説明します。
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導入シナリオ

[ミーティング中（個人用のカレ [ミーティング中（個人用のカレン
ンダーより）（In a meeting
ダーより）（In a meeting (according
(according to my calendar)）] を to my calendar)）] を選択しません。
選択します。

Cisco Unified
Communication Manager IM
and Presence と Microsoft
Exchange 間の統合を有効
にする

Cisco Unified Communication
アベイラビリティ ステータスは変
Manager IM and Presence によっ 更されません。
てアベイラビリティ ステータス
が設定されます。

Cisco Unified
クライアントにより、アベイラ アベイラビリティ ステータスは変
Communication Manager IM ビリティ ステータスが設定され 更されません。
and Presence と Microsoft
ます。
Exchange 間の統合を有効
にしない
クラウドベース展開

クライアントにより、アベイラ アベイラビリティ ステータスは変
ビリティ ステータスが設定され 更されません。
ます。

また、次の表に、展開シナリオ別にサポートされるアベイラビリティの説明を示します。
クライアントで有効にされたアベイラビリ
ティ

Cisco Unified Communication Manager IM and Presence
と Microsoft Exchange の統合によって有効にされた
アベイラビリティ

[オフライン（ミーティング中）（Offline in [オフライン（ミーティング中）（Offline in a
a meeting）] アベイラビリティはサポートさ meeting）] アベイラビリティがサポートされます。
れません。
非予定表イベントに対して [ミーティング中 非予定表イベントに対して [ミーティング中（In a
（In a meeting）] アベイラビリティがサポー meeting）] アベイラビリティはサポートされませ
トされます。
ん。
（注）

[オフライン（ミーティング中）（Offline in a meeting）] アベイラビリティは、ユーザ
がクライアントにログインしていないが、ユーザの予定表にイベントが存在している
ことを意味します。
非予定表イベントとは、インスタント ミーティング、[オフライン（Offline）]、[電話
中（On a call）]などのユーザの予定表に表示されないイベントを意味します。

関連トピック
カレンダーの統合, （61 ページ）
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複数リソースのログイン
ユーザがシステムにログインすると、すべての Cisco Jabber クライアントが中央の IM and Presence
サービス ノードに登録されます。これは、オンプレミス展開では Cisco Unified Communications
Manager IM and Presence Service ノードで、クラウド ベース展開では Cisco WebEx です。このノー
ドは、IM and Presence サービス環境のアベイラビリティ、連絡先リスト、およびその他の側面を
追跡します。
この IM and Presence サービス ノードは、一意のネットワーク ユーザに関連付けられた登録済み
クライアントのすべてを追跡します。2 人のユーザ間で新しい IM セッションが開始されると、最
初の着信メッセージが受信ユーザのすべての登録済みクライアントにブロードキャストされます。
その後で、IM and Presence サービス ノードが登録済みクライアントのいずれかからの最初の応答
を待機します。応答する最初のクライアントは、着信メッセージの残りを受け取りますが、これ
は、別に登録されているクライアントを使用して応答を開始するまで継続されます。その後で、
ノードが以降のメッセージをこの新しいクライアントに再ルーティングします。
Adam は Anita と IM の会話を始めたいと思っています。Anita は、Cisco Jabber for Windows と Cisco
Jabber for Android にすでにログインしています。また、Anita は、2 つのクライアントを IM and
Presence サービス ノードに登録しています。Adam は次のようなメッセージを送信して会話を開
始します。「こんにちは、Anita。今時間がありますか?」
ノードは Anita が 2 つの登録済みクライアントを使用していることを特定して、Adam の メッセー
ジを両方にブロードキャストします。
Anita は自分のデスクで、ノートパソコンと電話の両方に表示される Adam の メッセージを見ま
す。Anita はノートパソコンを使用して応答することを選択し、次のようなメッセージを返信しま
す。「数分後に会議がありますが、短時間ならチャットできます。」
IM and Presence サービス ノードは、Anita が Cisco Jabber for Windows を使用して応答したことを
特定して、それを会話で以降のすべてのメッセージをルーティングするクライアントとしてマー
キングします。Adam が「This will only take a minute」と返信すると、この返信が Cisco Jabber for
Windows に直接ルーティングされます。会話のある時点から Anita が電話を使用して Adam に応
答し始めると、IM and Presence サービス ノードは以降のメッセージを Cisco Jabber for Windows で
はなく、電話にルーティングします。

インスタント メッセージの暗号化
Cisco Jabber は、Transport Layer Security（TLS）を使用して、クライアントとサーバ間のネット
ワーク上で Extensible Messaging and Presence Protocol（XMPP）トラフィックを保護します。Cisco
Jabber は、ポイント ツー ポイントのインスタント メッセージを暗号化します。

オンプレミス暗号化
次の表に、オンプレミス展開におけるインスタント メッセージ暗号化の詳細を示します。
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接続

プロトコル

クライアントから XMPP over TLS v2
サーバへ

ネゴシエーション証明書 想定される暗号化アルゴ
リズム
X.509 公開キー インフラ AES 256 ビット
ストラクチャ証明書

サーバとクライアントのネゴシエーション
次のサーバは、X.509 公開キー インフラストラクチャ（PKI）証明書と次のものを使用して Cisco
Jabber と TLS 暗号化をネゴシエートします。
• Cisco Unified Communications Manager IM and Presence
• Cisco Unified Communications Manager
サーバとクライアントがTLS暗号化をネゴシエートした後、インスタントメッセージのトラフィッ
クを暗号化するためにクライアントとサーバの両方がセッション キーを生成して交換します。
次の表に、Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service の PKI 証明書キーの長さ
を示します。
バージョン

キーの長さ

Cisco Unified Communications Manager IM and
Presence Service バージョン 9.0.1 以降

2048 ビット

Cisco Unified Presence バージョン 8.6.4

2048 ビット

Cisco Unified Presence バージョン 8.6.4 以前

1024 ビット

XMPP 暗号化
Cisco Unified Communications Manager IM and Presence サービスは、AES アルゴリズムで暗号化さ
れた 256 ビット長のセッション キーを使用して Cisco Jabber とプレゼンス サーバ間のインスタン
ト メッセージ トラフィックを保護します。
サーバ ノード間のトラフィックのセキュリティを強化する必要がある場合は、Cisco Unified
Communications Manager IM and Presence サービス上で XMPP セキュリティ設定を構成できます。
セキュリティ設定の詳細については、次を参照してください。
• Cisco Unified Presence：『Configuring Security on Cisco Unified Presence』
• Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service：『Security configuration on IM
and Presence』
インスタント メッセージのロギング
規制ガイドラインへの準拠のために、インスタント メッセージをログに記録してアーカイブでき
ます。インスタント メッセージをログに記録するには、外部データベースを設定するか、または
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サードパーティ製のコンプライアンス サーバと統合します。Cisco Unified Communications Manager
IM and Presence サービスは、外部データベースまたはサードパーティ製コンプライアンス サーバ
に記録されたインスタント メッセージを暗号化しません。必要に応じて、外部データベースまた
はサードパーティ製コンプライアンスサーバを設定し、記録したインスタントメッセージを保護
する必要があります。
コンプライアンスの詳細については、次を参照してください。
• Cisco Unified Presence：『Instant Messaging Compliance Guide』
• Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service：『Instant Messaging Compliance
for IM and Presence Service』
AES などの対称キー アルゴリズムや RSA などの公開キー アルゴリズムを含め、暗号化レベルや
暗号化アルゴリズムの詳細については、「Next Generation Encryption」を参照してください。
X.509 公開キー インフラストラクチャ証明書の詳細については、『Internet X.509 Public Key
Infrastructure Certificate and CRL Profile』のドキュメントを参照してください。
関連トピック
インスタント メッセージングのコンプライアンス ガイド
IM and Presence サービスのセキュリティ設定
IM and Presence サービスのインスタント メッセージングのコンプライアンス
IM and Presence のセキュリティ設定
Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and CRL Profile
Next Generation Encryption

クラウドベースの暗号化
次の表に、クラウドベース展開におけるインスタント メッセージ暗号化の詳細を示します。
接続

プロトコル

ネゴシエーション証明書 想定される暗号化アルゴ
リズム

クライアントから TLS 内の XMPP
サーバへ

X.509 公開キー インフラ AES 128 ビット
ストラクチャ証明書

クライアント間

X.509 公開キー インフラ AES 256 ビット
ストラクチャ証明書

TLS 内の XMPP

サーバとクライアントのネゴシエーション
次のサーバは、Cisco WebEx Messenger サービスで X.509 公開キー インフラストラクチャ（PKI）
証明書を使用して、Cisco Jabber と TLS 暗号化をネゴシエートします。
サーバとクライアントがTLS暗号化をネゴシエートした後、インスタントメッセージのトラフィッ
クを暗号化するためにクライアントとサーバの両方がセッション キーを生成して交換します。
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XMPP 暗号化
Cisco WebEx Messenger サービスは、AES アルゴリズムで暗号化された 128 ビットの長さのセッ
ション キーを使用して、Cisco Jabber と Cisco WebEx Messenger サービス間のインスタント メッ
セージ トラフィックを保護します。
必要に応じて、256 ビットのクライアント間 AES 暗号化を有効化し、クライアント間のトラフィッ
クを保護できます。
インスタント メッセージのロギング
Cisco WebEx Messenger サービスはインスタント メッセージをログに記録できますが、暗号化形式
のインスタント メッセージはアーカイブされません。ただし、Cisco WebEx Messenger サービス
は、SAE-16 や ISO-27001 監査などの厳重なデータセンター セキュリティを使用して、記録したイ
ンスタント メッセージを保護します。
Cisco WebEx Messenger サービスは、AES 256 ビットのクライアント間の暗号化を有効にした場合
は、インスタント メッセージをログに記録できません。
AES などの対称キー アルゴリズムや RSA などの公開キー アルゴリズムを含め、暗号化レベルや
暗号化アルゴリズムの詳細については、「Next Generation Encryption」を参照してください。
X509 公開キー インフラストラクチャ証明書の詳細については、『Internet X.509 Public Key
Infrastructure Certificate and CRL Profile』のドキュメントを参照してください。
関連トピック
クライアントの暗号化対応クライアント
Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and CRL Profile
Next Generation Encryption

クライアント間の暗号化
デフォルトでは、クライアントと Cisco WebEx Messenger サービス間のインスタント メッセージ
トラフィックは安全です。必要に応じて、Cisco WebEx 管理ツールでポリシーを指定して、クラ
イアント間のインスタント メッセージング トラフィックを保護できます。
次のポリシーは、クライアント間のインスタント メッセージの暗号化を指定します。
• IM の AES 符号化をサポートする（Support AES Encoding For IM）：送信側クライアントは、
AES 256 ビット アルゴリズムを使用してインスタント メッセージを暗号化します。受信側ク
ライアントは、インスタント メッセージの暗号を解除します。
• IM の符号化をサポートしない（Support No Encoding For IM）：クライアントは、暗号化をサ
ポートしていない他のクライアントとインスタント メッセージを送受信できます。
次の表は、これらのポリシーを使用して設定できる組み合わせを示しています。
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ポリシーの組み合わせ

クライアン
ト間の暗号
化

[IM の AES 符号化をサポートする なし
（Support AES Encoding For IM）]
= false
[IM の符号化をサポートしない
（Support No Encoding For IM）] =
true

[IM の AES 符号化をサポートする ○
（Support AES Encoding For IM）]
= True
[IM の符号化をサポートしない
（Support No Encoding For IM）] =
true

[IM の AES 符号化をサポートする ○
（Support AES Encoding For IM）]
= True
[IM の符号化をサポートしない
（Support No Encoding For IM）] =
false

リモートクライアント リモートクライアント
が AES 暗号化をサポー が AES 暗号化をサポー
トしている場合
トしていない場合
Cisco Jabber は暗号化さ
れていないインスタン
ト メッセージを送信し
ます。

Cisco Jabber は暗号化さ
れていないインスタン
ト メッセージを送受信
します。

Cisco Jabber はキー交換
をネゴシエートしませ
ん。そのため、他のク
ライアントは Cisco
Jabber の暗号化された
インスタント メッセー
ジを送信しません。
Cisco Jabber は暗号化さ
れたインスタント メッ
セージを送受信しま
す。

Cisco Jabber は暗号化さ
れたインスタント メッ
セージを送信します。

Cisco Jabber は暗号化さ
Cisco Jabber には、イン れていないインスタン
スタント メッセージが ト メッセージを受信し
暗号化されていること ます。
を示すアイコンが表示
されます。
Cisco Jabber は暗号化さ
れたインスタント メッ
セージを送受信しま
す。

Cisco Jabber は、リモー
ト クライアントに対し
てインスタント メッ
セージの送受信を行い
ません。
Cisco Jabber には、イン
スタント メッセージが ユーザがリモート クラ
暗号化されていること イアントにインスタン
を示すアイコンが表示 ト メッセージを送信し
されます。
ようとすると、Cisco
Jabber にエラー メッ
セージが表示されま
す。
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（注）

Cisco Jabber では、グループ チャットによるクライアント間の暗号化をサポートしていません。
Cisco Jabber は、ポイントツーポイント チャットのみに関して、クライアント間の暗号化を使
用します。
暗号化および Cisco WebEx ポリシーの詳細については、Cisco WebEx のマニュアルの「About
Encryption Levels」の項を参照してください。
関連トピック
「About Encryption Levels」

暗号化アイコン
暗号化レベルを表示するには、クライアントが表示するアイコンを確認します。

サーバの暗号化対応クライアント用のロック アイコン
オンプレミス展開とクラウドベース展開の両方で、Cisco Jabber はクライアント/サーバ間暗号化を
示す次のアイコンを表示します。

クライアントの暗号化対応クライアント用の鍵アイコン
クラウドベース展開で、Cisco Jabber はクライアント間暗号化を示す次のアイコンを表示します。

ローカルのチャット履歴
ローカル チャット履歴が有効になっている場合、Cisco Jabber for iPhone and iPad は、モバイル デ
バイスにローカルに格納されるアーカイブインスタントメッセージを暗号化しません。暗号化さ
れていないインスタントメッセージをローカルに格納することを望まない場合は、ローカルチャッ
ト履歴を無効にしてください。
ローカル チャット履歴が有効になっている場合、Cisco Jabber for Android は、モバイル デバイス
にローカルに格納されるアーカイブインスタントメッセージを暗号化しません。暗号化されてい
ないインスタントメッセージをローカルに格納することを望まない場合は、ローカルチャット履
歴を無効にしてください。
ローカル チャット履歴を有効にすると、Cisco Jabber for Windows はインスタント メッセージを暗
号化形式でアーカイブしません。チャット履歴へのアクセスを制限するために、クライアントは
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アーカイブを %USERPROFILE%\AppData\Local\Cisco\Unified
Communications\Jabber\CSF\History\uri.db ディレクトリに保存します。
ローカル チャット履歴を有効にすると、Cisco Jabber for Mac はインスタント メッセージを暗号化
形式でアーカイブしません。チャット履歴へのアクセスを制限するために、Cisco Jabber はアーカ
イブを ~/Library/Application Support/Cisco/Unified
Communications/Jabber/CSF/History/uri.db ディレクトリに保存します。
オンプレミス展開の場合、Cisco Jabber for Mac の [チャットの設定（Chat Preferences）] ウィンド
ウで [チャットのアーカイブを次に保存：（Save chat archives to:）] オプションを選択すると、
チャット履歴は Mac ファイル システムにローカルに保存され、Spotlight を使用して検索できるよ
うになります。
チャット履歴は、参加者がチャット ウィンドウを閉じたあともサインアウトするまで維持されま
す。参加者がチャット ウィンドウを閉じたらチャット履歴を破棄する場合は、Disable_IM_History
パラメータを ture に設定します。このパラメータは、IM 専用ユーザを除く、すべてのクライアン
トで使用できます。

QoS の設定
Cisco Jabber は、Real-Time Transport Protocol（RTP）トラフックがネットワークを通過するとき
に、その優先順位付けと分類を行う次の方法をサポートします。
• RTP メディア パケットの IP ヘッダーに DSCP 値を設定する

DSCP 値の設定
ネットワークを通過する Cisco Jabber トラフィックに優先順位を付ける場合に、RTP メディア パ
ケット ヘッダーで DiffServ コード ポイント（DSCP）値を設定します。

Cisco Unified Communications Manager のポート範囲
クライアントが Cisco Unified Communications Manager の SIP プロファイルで使用するポート範囲
を定義します。クライアントは、このポート範囲を使用して、ネットワークに RTP トラフィック
を送信します。

Cisco Unified Communications Manager のポート範囲
Cisco Unified Communications Manager では、クライアントに対して 1 つのポート範囲を定義でき
ます。クライアントは、このポート範囲を均等に分け、下半分をオーディオ コール用に、上半分
をビデオ コール用に使用します。たとえば、Cisco Unified Communications Manager で 1000 から
3000 のポート範囲を定義するとします。クライアントは、1000 から 2000 のポート範囲をオーディ
オ コール用に、2000 から 3000 のポート範囲をビデオ コール用に使用します。
ポート範囲は、Cisco Unified Communications Manager の Cisco Jabber for iPhone SIP プロファイルの
[SIP プロファイルの設定（SIP Profile Configuration）] ウィンドウで設定します。
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ポート範囲は、Cisco Unified Communications Manager の Cisco Jabber for Android SIP プロファイル
の [SIP プロファイルの設定（SIP Profile Configuration）] ウィンドウで設定します。
[SIP プロファイルの設定（SIP Profile Configuration）] ウィンドウを開くには、[デバイス（Device）]
> [デバイス設定（Device Settings）] > [SIP プロファイル（SIP Profile）] を選択します。
[開始メディア ポート（Start Media Port）] フィールドでは、クライアントで使用可能な、一番低
いポートを定義します。[メディア ポートの停止（Stop Media Port）] フィールドでは、使用可能
な一番高いポートを定義します。詳細については、Cisco Unified Communications Manager マニュ
アルの「SIP Profile Configuration」のトピックを参照してください。
SIP プロファイルでのポート範囲の定義
クライアントは、ポート範囲を使用して、ネットワークに RTP トラフィックを送信します。ま
た、クライアントは、ポート範囲を均等に分割して、下半分を音声コール用に、上半分をビデオ
コール用に使用します。オーディオメディアおよびビデオメディアのポート範囲を分割する結果
として、クライアントにより識別可能なメディア ストリームが作成されます。IP パケットのヘッ
ダー内の DSCP 値を設定することで、それらのメディア ストリームを分類し、優先させることが
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

[デバイス（Device）] > [デバイスの設定（Device Settings）] > [SIP プロファイル（SIP Profile）] の
順に選択します。

ステップ 3

適切な SIP プロファイルを検索するか、新しい SIP プロファイルを作成します。
[SIP プロファイルの設定（SIP Profile Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 4

次のフィールドにポート範囲を指定してください。
• [開始メディアポート（Start Media Port）]：メディア ストリームの開始ポートを定義します。
このフィールドは、範囲の最小ポートを設定します。
• [終了メディアポート（Stop Media Port）]：メディア ストリームの終了ポートを定義します。
このフィールドは、範囲の最大ポートを設定します。

ステップ 5

[設定の適用（Apply Config）] を選択し、[OK] をクリックします。

関連トピック
『8.6.x: SIP Profile Configuration』
『9.0.x: SIP profile setup』
クライアントによるポート範囲の使用方法
Cisco Jabber は、SIP プロファイルで設定するポート範囲を均等に区切ります。クライアントは、
次のようにポート範囲を使用します。
• ポート範囲の下半分は、オーディオ ストリーム用

Cisco Jabber, Release 10.5 展開およびインストール ガイド
92

QoS の設定

• ポート範囲の上半分は、ビデオ ストリーム用
たとえば、3000 のスタート メディア ポートおよび 4000 のエンド メディア ポートを使用する場
合、クライアントはポート経由で次のようにメディアを送信します。
• オーディオ ストリームのポート：3000 ～ 3501
• ビデオ ストリームのポート：3502 ～ 4000
オーディオメディアおよびビデオメディアのポート範囲を分割する結果として、クライアントに
より識別可能なメディア ストリームが作成されます。IP パケットのヘッダー内の DSCP 値を設定
することで、それらのメディア ストリームを分類し、優先させることができます。

DSCP 値を設定するオプション
次の表に、DSCP 値の設定に関するオプションを示します。
DSCP 値を設定する方式

Microsoft Windows 7

Microsoft グループ ポリシーを用いた DSCP 値
の設定

○

ネットワーク スイッチおよびルータでの DSCP ○
値の設定
Cisco Unified Communications Manager での DSCP なし
値の設定

Cisco Unified Communications Manager での DSCP 値の設定
Cisco Unified Communications Manager で音声メディアとビデオ メディアの DSCP 値を設定できま
す。そうすれば、Cisco Jabber は、デバイス設定から DSCP 値を取得して、それらを RTP メディ
ア パケットの IP ヘッダーに直接適用できます。

制約事項

Microsoft Windows 7 などの新しいオペレーティング システムには、アプリケーションで IP パ
ケット ヘッダーの DSCP 値が設定できないようにするセキュリティ機能が実装されています。
そのため、Microsoft グループ ポリシーなどの DSCP 値をマーキングするための代替方式を使
用する必要があります。
フレキシブル DSCP 値の設定の詳細については、『Configure Flexible DSCP Marking and Video
Promotion Service Parameters』を参照してください。

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

[システム（System）] > [サービス パラメータ（Service Parameters）] の順に選択します。
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[サービス パラメータ設定（Service Parameter Configuration）] ウィンドウが開きます。
ステップ 3

適切なサーバを選択してから、[Cisco CallManager（Cisco CallManager）] サービスを選択します。

ステップ 4

[クラスタ全体のパラメータ（システム：QOS）（Clusterwide Parameters (System - QOS)）] セクショ
ンを見つけます。

ステップ 5

適切な DSCP 値を設定し、[保存（Save）] を選択します。

グループ ポリシーを用いた DSCP 値の設定
Microsoft Windows 7 などの新しいオペレーティング システム上で Cisco Jabber for Windows を展開
する場合は、Microsoft グループ ポリシーを使用して DSCP 値を適用できます。
グループ ポリシーを作成するには、Microsoft 社のサポート技術情報に記載されている次の手順を
実行します。 http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc771283%28v=ws.10%29.aspx
次の属性を用いて音声メディアとビデオ メディアに別々のポリシーを作成する必要があります。
属性

音声ポリシー

ビデオ ポリシー

シグナリング ポリシー

アプリケーション名 CiscoJabber.exe CiscoJabber.exe CiscoJabber.exe
プロトコル

UDP

UDP

TCP

ポート番号または範 Cisco Unified
Communications
囲
Manager 上の SIP プ
ロファイルからの対
応するポート番号ま
たは範囲。

Cisco Unified
SIP は 5060
Communications
安全な SIP の場合は 5061
Manager 上の SIP プ
ロファイルからの対
応するポート番号ま
たは範囲。

DSCP 値

34

46

24

クライアントの DSCP 値の設定
一部の構成には、Cisco Jabber for Mac クライアントと のコールで Diffserv を有効にするオプショ
ンがあります。

重要

このオプションは、デフォルトで有効です。シスコは、次のシナリオで問題が発生しない限
り、このオプションを無効にしないことを推奨します。
• 他の参加者の声を聞いたり、姿を確認できるが、自分の声や姿は確認されない。
• 予期しない Wi-Fi 接続問題が発生している。
コールの Diffserv を無効にすると、オーディオやビデオの品質が低下する可能性があります。
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手順
Cisco Jabber for Mac で、[Jabber] > [設定（Preferences）] > [コール（Calls）] > [詳細（Advanced）]
に移動し、[コールの Diffserv の有効化（Enable Differentiated Service for Calls）] を選択します。
ネットワーク内の DSCP 値の設定
スイッチおよびルータを設定し、RTP メディアの IP ヘッダーで DSCP 値をマーキングします。
ネットワーク内の DSCP 値を設定するには、クライアント アプリケーションからの異なるスト
リームを識別する必要があります。
• メディア ストリーム：クライアントは音声ストリームとビデオ ストリームに別々のポート
範囲を使用するため、それらのポート範囲に基づいて音声メディアとビデオ メディアを区別
できます。SIP プロファイルのデフォルトのポート範囲を使用して、次のようにメディア パ
ケットをマーキングする必要があります。
• 音声メディアは、EF として、16384 ～ 24574 のポートでストリーミング
• ビデオ メディアは、AF41 として、24575 ～ 32766 のポートでストリーミング
• シグナリング ストリーム：SIP、CTI QBE、および XMPP に必要なさまざまなポートに基づ
いて、クライアントとサーバ間のシグナリングを識別できます。たとえば、Cisco Jabber と
Cisco Unified Communications Manager 間の SIP シグナリングはポート 5060 を介して行われま
す。
AF31 としてシグナリング パケットをマーキングする必要があります。

プロトコル ハンドラ
Cisco Jabber 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: または XMPP://
Cisco Jabber 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: または IM://
Cisco Jabber 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: または TEL://
Cisco Jabber で音声またはビデオ コールを開始します。

（注）

TEL は Apple 純正の電話機に登録されます。Cisco Jabber for iPhone and iPad を
相互起動するために使用することはできません。

• CISCOTEL: または CISCOTEL://
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Cisco Jabber で音声またはビデオ コールを開始します。
• SIP: または SIP://
Cisco Jabber で音声またはビデオ コールを開始します。

プロトコル ハンドラのレジストリ エントリ
プロトコル ハンドラとして登録するために、クライアントが Microsoft Windows レジストリの次
の場所に書き込みます。
• HKEY_CLASSES_ROOT\tel\shell\open\command
• HKEY_CLASSES_ROOT\xmpp\shell\open\command
• HKEY_CLASSES_ROOT\im\shell\open\command
2 つ以上のアプリケーションが同一プロトコルのハンドラとして登録される場合は、レジストリ
に最後に書き込まれたアプリケーションが優先されます。たとえば、Cisco Jabber が XMPP: のプ
ロトコル ハンドラとして登録された後に別のアプリケーションが XMPP: のプロトコル ハンドラ
として登録された場合は、別のアプリケーションの方が Cisco Jabber より優先されます。

HTML ページのプロトコル ハンドラ
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、クライアントはプロトコルに対して適切な処理を実
行します。
TEL および IM プロトコル ハンドラ
HTML ページの TEL: および IM: プロトコル ハンドラの例。
<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>

上記の例では、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、クライアントはその
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、クライアントは Mary とのチャット ウィンドウを開きます。
CISCOTEL および SIP プロトコル ハンドラ
HTML ページの CISCOTEL および SIP プロトコル ハンドラの例：
<html>
<body>
<a href="CISCOTEL:1234">Call 1234</a><br/>
<a href="SIP:msmith@domain">Call Mary</a><br/>
<a href="CISCOTELCONF:msmith@domain;amckenzi@domain">Weekly conference call</a>
</body>
</html>
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上記の例では、ユーザが 1234 へコール または Mary にコール のハイパーリンクをクリックする
と、クライアントはその電話番号への音声コールを開始します。
XMPP プロトコル ハンドラ
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。
<html>
<body>
<a href="XMPP:msmith@domain;amckenzi@domain">Create a group chat with Mary Smith and
Adam McKenzie</a>
</body>
</html>

上記の例では、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、クライアントは 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。

ヒント

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、次の例のようにセミコロンを使用します。
XMPP:user_a@domain.com;user_b@domain.com;user_c@domain.com;user_d@domain.com

件名と本文の追加
プロトコル ハンドラに件名と本文を追加できます。これにより、ユーザがパーソンツーパーソン
またはグループのチャットを作成するために、ハイパーリンクをクリックすると、クライアント
はチャット ウィンドウを開き、前もって入力された件名と本文を表示します。
件名と本文は、次のいずれのシナリオでも追加できます。
• クライアントでインスタント メッセージング用にサポートされているプロトコル ハンドラ
を使用する
• パーソンツーパーソン チャットまたはグループ チャットのいずれか
• 件名と本文を含める、またはそのどちらかを含める
次の例では、ユーザが下のリンクをクリックすると、前もって入力された I.T Desk の本文を含む、
パーソンツーパーソン チャット ウィンドウが開きます。
xmpp:msmith@domain?message;subject=I.T.%20Desk

次の例では、ユーザが下のリンクをクリックすると、[I.T Desk] のトピックを含む [グループチャッ
トの開始（Start Group Chat）] ダイアログボックスが開き、チャット ウィンドウの入力ボックスに
は「Jabber 10.5 Query」というテキストが入力されています。
im:user_a@domain.com;user_b@domain.com;user_c@domain.com?message;subject=I.T%20Desk;body=Jabber%2010.5%20Query
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音声およびビデオのパフォーマンス参照
注目

次のデータは、ラボ環境でのテストに基づいています。このデータは、帯域幅の使用状況の点
で予想できる内容を提供することを目的としています。このトピックの内容は、完全な内容を
示したり、帯域幅の使用状況に影響を与える可能性があるすべての メディア シナリオを反映
したりするものではありません。

Cisco Jabber デスクトップ クライアントの音声ビット レート
次の音声ビット レートが Cisco Jabber for Windows と Cisco Jabber for Mac に適用されます。
コー
デック

RTP（kbit/秒）

実際のビット レート（kbit/秒） 注記

G.722.1 24/32

54/62

高品質な圧縮

G.711

64

80

標準的な非圧縮

G.729a

8

38

低品質な圧縮

Cisco Jabber モバイル クライアントの音声ビット レート
次の音声ビット レートが、Cisco Jabber for iPad and iPhone と Cisco Jabber for Android に適用されま
す。
コーデック

コーデック ビット レート（kbit/ 利用ネットワーク帯域幅（kbit/秒）
秒）

g.711

64

80

g.722.1

32

48

g.722.1

24

40

g.729a

8

24

Cisco Jabber デスクトップ クライアントのビデオ ビット レート
次のビデオ ビット レート（g.711 音声を使用）は、Cisco Jabber for Windows と Cisco Jabber for Mac
に適用されます。この表は、想定される解像度をすべて網羅しているわけではありません。
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解像度

ピクセル

g.711 音声で測定されたビットレート（kbit/秒）

w144p

256 x 144

156

w288p

512 x 288

320

w448p

768 x 448

570

w576p

1024 x 576

890

720p

1280 X 720

1300

これが Cisco Jabber のビデオ レ
ンダリングウィンドウのデフォ
ルト サイズです。

（注）

測定されたビット レートは、実際の使用帯域幅（RTP ペイロード + IP パケットのオーバーヘッ
ド）です。

Cisco Jabber for Android のビデオ ビット レート
クライアントは 15 fps でビデオをキャプチャして送信します。
解像度

ピクセル

g.711 音声でのビット レート（kbit/秒）

w144p

256 x 144

290

w288p

512 x 288

340

w360p

640 X 360

415

Cisco Jabber for iPhone and iPad のビデオ ビット レート
クライアントは 20 fps でキャプチャおよび送信します。
解像度

ピクセル

g.711 音声でのビット レート（kbit/秒）

w144p

256 x 144

290

w288p

512 x 288

340

w360p

640 X 360

415

w720p

1280 X 720

1024
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プレゼンテーションのビデオ ビット レート
Cisco Jabber は 8 fps でキャプチャし、2 ～ 8 fps で送信します。
この表の値には、音声は含まれていません。
ピクセル

2 fps でのワイヤ ビット レー 8 fps でのワイヤ ビット レートの概算値（kbit/秒）
トの概算値（kbit/秒）

720 x 480

41

164

704 x 576

47

188

1024 X 768 80

320

1280 X 720 91

364

1280 x 800

400

100

ネゴシエートされた最大ビット レート
Cisco Unified Communications Manager の [リージョンの設定（Region Configuration）] ウィンドウ
で、最大ペイロード ビット レートを指定します。この最大ペイロード ビット レートには、パケッ
トオーバーヘッドは含まれません。したがって、使用される実際のビットレートは、指定した最
大ペイロード ビット レートよりも大きくなります。
次の表に、Cisco Jabber による最大ペイロード ビット レートの割り当て方法に関する説明を示し
ます。
音声

双方向ビデオ（メイン ビデオ）

Cisco Jabber は最大音声ビット レー Cisco Jabber は次のように残りのビット レートを割り当て
トを使用します。
ます。
ビデオ コールの最大ビット レートから音声のビット レー
トを引きます。

Cisco Jabber デスクトップ クライアントの帯域幅パフォーマンス予測
Cisco Jabber for Mac は、音声用のビット レートを分離してから、残りの帯域幅をインタラクティ
ブビデオとプレゼンテーションビデオに均等に分割します。次の表では、帯域幅ごとに達成でき
るパフォーマンスを理解するのに役立つ情報について説明します。
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アップロード速度

音声

音声 + インタラクティブ ビデ
オ（メイン ビデオ）

125 kbps（VPN）

g.711 の帯域幅のしきい値レベルで
帯域幅はビデオ用に不十分で
す。帯域幅は g.729a および g.722.1 用 す。
に十分です。

384 kbps（VPN）

帯域幅は音声コーデック用に十分で
す。

w288p（512x288）（30 fps）

384 kbps（企業ネットワー 帯域幅は音声コーデック用に十分で
ク）
す。

w288p（512x288）（30 fps）

1000 kbps

帯域幅は音声コーデック用に十分で
す。

w576p（1024x576）（30 fps）

2000 kbps

帯域幅は音声コーデック用に十分で
す。

w720p30（1280 x 720）（30
fps）

Cisco Jabber for Windows は、音声用のビット レートを分離してから、残りの帯域幅をインタラク
ティブビデオとプレゼンテーションビデオに均等に分割します。次の表では、帯域幅ごとに達成
できるパフォーマンスを理解するのに役立つ情報について説明します。
アップロード速度 音声

125 kbps（VPN）

音声 + インタラク 音声 + プレゼン
ティブビデオ（メ テーションビデオ
イン ビデオ）
（デスクトップ共
有ビデオ）

音声 + インタラク
ティブ ビデオ + プ
レゼンテーション
ビデオ

g.711 の帯域幅の 帯域幅はビデオ用 帯域幅はビデオ用 帯域幅はビデオ用
しきい値レベルで に不十分です。
に不十分です。
に不十分です。
す。帯域幅は
g.729a および
g.722.1 用として十
分です。
.

384 kbps（VPN）

帯域幅は音声コー w288p（512x288） 1280 x 800（2 fps
デック用に十分で （30 fps）
以上）
す。

w144p（256 x
144）（30 fps）+
1280 x 720（2 fps
以上）

384 kbps（企業
ネットワーク）

帯域幅は音声コー w288p（512x288） 1280 x 800（2 fps
デック用に十分で （30 fps）
以上）
す。

w144p（256 x
144）（30 fps）+
1280 x 800（2 fps
以上）
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アップロード速度 音声

音声 + インタラク 音声 + プレゼン
ティブビデオ（メ テーションビデオ
イン ビデオ）
（デスクトップ共
有ビデオ）

音声 + インタラク
ティブ ビデオ + プ
レゼンテーション
ビデオ

1000 kbps

帯域幅は音声コー w576p
1280 x 800（8
（1024x576）（30
デック用に十分で
fps）
fps）
す。

w288p（512 x
288）（30 fps）+
1280 x 800（8
fps）

2000 kbps

帯域幅は音声コー w720p30（1280 x
デック用に十分で 720）（30 fps）
す。

w288p（1024 x
576）（30 fps）+
1280 x 800（8
fps）

1280 x 800（8
fps）

VPN でペイロードのサイズを大きくすると、帯域幅の消費が増えることに注意してください。

Cisco Jabber for Android の帯域幅パフォーマンス予測
VPN でペイロードのサイズを大きくすると、帯域幅の消費が増えることに注意してください。
アップロード速
度

音声

音声 + インタラクティブ ビデオ（メイン ビ
デオ）

125 kbps（VPN） g.711 の帯域幅のしきい値レベ 帯域幅はビデオ用に不十分です。
ルです。帯域幅はビデオ用に不
十分です。
帯域幅は g.729a および g.722.1
用に十分です。
256 kbps

帯域幅は音声コーデック用に十 送信レート（Tx）：15 fps で 256 X 144
分です。
受信レート（Rx）：30 fps で 256 X 144

384 kbps（VPN） 帯域幅は音声コーデック用に十 Tx：15 fps で 640 X 360
分です。
Rx：30 fps で 640 X 360
384 kbps（企業
ネットワーク）

帯域幅は音声コーデック用に十 Tx：15 fps で 640 X 360
分です。
Rx：30 fps で 640 X 360
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（注）

デバイスの機能上の制限により、Samsung Galaxy SII および Samsung Galaxy SIII デバイスでは、
この表に示す最大解像度を達成できません。

Cisco Jabber for iPhone and iPad の帯域幅パフォーマンス予測
クライアントは音声のビットレートを分けてから、インタラクティブビデオとプレゼンテーショ
ン ビデオの間で残りの帯域幅を均等に分けます。次の表では、帯域幅ごとに達成できるパフォー
マンスを理解するのに役立つ情報について説明します。
VPN でペイロードのサイズを大きくすると、帯域幅の消費が増えることに注意してください。
アップロード速度 音声

音声 + インタラクティブビデオ（メイ
ン ビデオ）

125 kbps（VPN） g.711 の帯域幅のしきい値レベルで
帯域幅はビデオ用に不十分です。
す。帯域幅はビデオ用に不十分です。
帯域幅は g.729a および g.722.1 用に十
分です。
290 kbps

帯域幅は音声コーデック用に十分で
す。

256 X 144（20 fps）

415 kbps

帯域幅は音声コーデック用に十分で
す。

640 x 360（20 fps）

1024 kbps

帯域幅は音声コーデック用に十分で
す。

1280 x 720（20 fps）

ビデオ レート アダプテーション
Cisco Jabber は、ビデオ レート アダプテーションを使用して、最適なビデオ品質を調整します。
ビデオ レート アダプテーションは、ビデオのビット レートのスループットを動的に増減して、
有効な IP パスの帯域幅でリアルタイムの変動を処理します。
Cisco Jabber ユーザは、ビデオ コールが低解像度で始まり、短時間で高解像度になることを期待し
ているはずです。Cisco Jabber は、後続のビデオ コールが最適な解像度で開始されるように、履歴
を保存します。
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DNS の設定
クライアントが DNS を使用する方法
Cisco Jabber は、ドメイン ネーム サーバを使用して次の処理を実行します。
• クライアントが社内ネットワークの内部か外部かを判定する。
• 社内ネットワーク内のオンプレミス サーバを自動的に検出する。
• パブリック インターネットで Expressway for Mobile and Remote Access 用のアクセス ポイン
トを検索する。

クライアントがネーム サーバを検索する方法
Cisco Jabber は次の場所で DNS レコードを検索します。
• 社内ネットワーク内の内部ネーム サーバ。
• パブリック インターネット上の外部ネーム サーバ。
クライアントのホストコンピュータまたはデバイスがネットワーク接続を取得すると、ホストコ
ンピュータまたはデバイスは DHCP 設定から DNS ネーム サーバのアドレスも取得します。ネッ
トワーク接続によりますが、そのネーム サーバが社内ネットワークの内部の場合と外部の場合が
あります。
Cisco Jabber は、ホスト コンピュータまたはデバイスが DHCP 設定から取得するネーム サーバを
クエリします。

クライアントがサービス ドメインを取得する方法
サービス ドメインは、Cisco Jabber クライアントによってさまざまな方法で検出されます。
新規インストール：
• クライアント ユーザ インターフェイスで username@example.com の形式でアドレスを入力。
• サービス ドメインを含む構成 URL をクリック。このオプションは、次のバージョンのクラ
イアントでのみ使用できます。
• Cisco Jabber for Android リリース 9.6 以降
• Cisco Jabber for Mac リリース 9.6 以降
• Cisco Jabber for iPhone and iPad リリース 9.6.1 以降
• クライアントが、ブートストラップ ファイルのインストール スイッチを使用。このオプショ
ンは、次のバージョンのクライアントでのみ使用できます。
◦ Cisco Jabber for Windows リリース 9.6 以降
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既存のインストール：
• クライアントが、キャッシュ設定を使用。
• ユーザが、クライアント ユーザ インターフェイスで、手動でアドレスを入力。
ハイブリッド展開では、Central Authentication Service（CAS）ルックアップによる Cisco WebEx ド
メインの検出で必要なドメインと、DNS レコードが配布されるドメインが異なる場合がありま
す。このような場合は、Cisco WebEx の検出に使用されるドメインとして ServicesDomain を設定
し、DNS レコードが配布されるドメインとして VoiceServicesDomain を設定します。音声サービ
ス ドメインは、次のように設定されます。
• クライアントが、設定ファイルの VoiceServicesDomain パラメータを使用。このオプション
は、Jabber config.xml ファイルをサポートしているクライアントで使用できます。
• ユーザが、VoiceServicesDomain を含む構成 URL をクリック。このオプションは、次のクラ
イアントで使用できます。
◦ Cisco Jabber for Android リリース 9.6 以降
◦ Cisco Jabber for Mac リリース 9.6 以降
◦ Cisco Jabber for iPhone and iPad リリース 9.6.1 以降
• クライアントが、ブートストラップ ファイルの Voice_Services_Domain インストール スイッ
チを使用。このオプションは、次のバージョンのクライアントでのみ使用できます。
◦ Cisco Jabber for Windows リリース 9.6 以降
Cisco Jabber はサービス ドメインを取得した後、クライアント コンピュータまたはデバイスに設
定されているネーム サーバをクエリします。
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クライアントによる利用可能なサービスの検出方法
次の図は、クライアントがサービスへの接続に使用するフローを示しています。
図 6：サービス ディスカバリのログイン フロー

使用可能なサービスを検出するため、クライアントは次の処理を実行します。
1 ネットワークがファイアウォールの内側に存在するのか、外側に存在するのか、Expressway for
Mobile and Remote Access が展開されているかどうかを確認します。ネーム サーバにクエリを
送信して、DNS サービス（SRV）レコードを取得します。
2 ネットワーク変更のモニタを開始します。
Expressway for Mobile and Remote Access が展開されている場合、クライアントはネットワーク
をモニタして、ネットワークがファイアウォールの内側または外側から切り替わったときに再
接続できるようにします。
3 Cisco WebEx Messenger サービス用の CAS URL に対して HTTP クエリを発行します。
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このクエリによって、クライアントはドメインが有効な Cisco WebEx ドメインかどうかを判定
できます。
Expressway for Mobile and Remote Access を展開すると、クライアントは Cisco WebEx Messenger
サービスに接続し、Expressway for Mobile and Remote Access を使用して Cisco Unified
Communications Manager に接続します。クライアントが最初に起動すると、電話サービス接続
エラーが表示され、クライアント オプション画面でクレデンシャルの入力が求められます。そ
れ以降の起動ではキャッシュされた情報が使用されます。
4 前回のクエリのキャッシュに DNS サービス（SRV）レコードがない場合、レコードの取得を
ネーム サーバにクエリーします。
このクエリーによって、クライアントで次のことが可能になります。
• どのサービスが利用可能なのかを判定する。
• Expressway for Mobile and Remote Access 経由で企業ネットワークに接続できるかどうかを
判断します。

クライアントによる HTTP クエリーの発行
利用可能なサービスを検索するためにネーム サーバに SRV レコードを問い合わせるほか、Cisco
Jabber は Cisco WebEx Messenger サービス用の CAS URL に対して HTTP クエリーを送信します。
この要求により、クライアントはクラウドベース展開を特定して、Cisco WebEx Messenger サービ
スに対してユーザを認証できるようになります。
クライアントはユーザからサービス ドメインを取得すると、次の HTTP クエリーへのドメインに
追加します。
http://loginp.webexconnect.com/cas/FederatedSSO?org=

たとえば、ユーザからサービス ドメインとして example.com を取得した場合、クライアントは
次のクエリーを発行します。
http://loginp.webexconnect.com/cas/FederatedSSO?org=example.com

クエリーは、サービス ドメインが有効な Cisco WebEx ドメインであるかどうかを判定するために
クライアントが使用する XML 応答を返します。
クライアントはサービス ドメインを有効な Cisco WebEx ドメインとして判定すると、ユーザに
Cisco WebEx クレデンシャルの入力を促します。その後で、クライアントは Cisco WebEx Messenger
サービスから認証を受け、Cisco WebEx Org Admin で設定されたコンフィギュレーションと UC
サービスを取得します。
サービス ドメインが有効な Cisco WebEx ドメインでないと判定した場合、利用可能なサービスの
特定にネーム サーバへのクエリー結果を使用します。
CAS URL に HTTP 要求を送信するときに、クライアントは設定されているシステム プロキシを使
用します。
デスクトップ クライアントの場合、Internet Explorer の [LAN の設定（LAN Settings）] でプロキシ
を設定するには、.pac ファイルの URL を自動設定スクリプトとして指定するか、[プロキシ サー
バ（Proxy server）] でプロキシ アドレスを明示的に指定する必要があります。
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iOS クライアントの場合は、次のいずれかの方法を使用して、iOS デバイスの Wi-Fi 設定にプロキ
シを設定できます。
1 [Wi-Fi] > [HTTP プロキシ（HTTP PROXY）] > [自動（Auto）] タブに移動し、Web プロキシ自
動発見（WPAD）プロトコル ルックアップを使用します。.pac ファイルの URL を指定しな
いでください。
2 [Wi-Fi] > [HTTP プロキシ（HTTP PROXY）] > [自動（Auto）] タブで、自動設定スクリプトと
して .pac ファイルの URL を指定します。
3 [Wi-Fi] > [HTTP プロキシ（HTTP PROXY）] > [手動（Manual）] タブで、プロキシ アドレスを
明示的に指定します。
Android クライアントの場合は、次のいずれかの方法を使用して、Android デバイスの Wi-Fi 設定
にプロキシを設定できます。
1 [Wi-Fi ネットワーク（Wi-Fi Networks）] > [ネットワークを変更（Modify network）] > [詳細オ
プションを表示（Show advanced options）] > [プロキシ設定（Proxy Settings）] > [自動（Auto）]
タブで、自動設定スクリプトとして .pac ファイルの URL を指定します。

（注）

この方法は、Android OS 5.0 以上および Cisco DX シリーズのデバイスでのみサポートされま
す。
2 [Wi-Fi ネットワーク（Wi-Fi Networks）] > [ネットワークを変更（Modify network）] > [詳細オ
プションを表示（Show advanced options）] > [プロキシ設定（Proxy Settings）] > [自動（Auto）]
タブで、プロキシ アドレスを明示的に指定します。
次の制限は、これらの HTTP 要求にプロキシを使用する場合に適用されます。
• プロキシ認証はサポートされていません。
• バイパス リストのワイルドカードはサポートされません。*.example.com ではなく
example.com を使用します。
• Web プロキシ自動発見（WPAD）プロトコル ルックアップは、iOS デバイスでのみサポート
されます。
• Cisco Jabber は、HTTP CONNECT を使用した HTTP 要求に対してプロキシをサポートします
が、HTTPS CONNECT が使用された場合はプロキシをサポートしません。

クライアントからのネーム サーバのクエリー
クライアントがネーム サーバをクエリーする場合、ネーム サーバにそれぞれ独立した SRV レコー
ドの要求を同時に送信します。
クライアントは、次の順序で以下の SRV レコードを要求します。
• _cisco-uds
• _cuplogin
• _collab-edge
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ネーム サーバが次を返した場合：
• _cisco-uds：クライアントは、それが企業ネットワーク内に存在することを検出し、Cisco
Unified Communications Manager に接続します。
• _cuplogin：クライアントは、それが企業ネットワーク内に存在することを検出し、Cisco
Unified Presence に接続します。
• _collab-edge：クライアントは、Expressway for Mobile and Remote Access 経由で内部ネッ
トワークに接続して、サービスを検出しようとします。
• SRV レコードなし：クライアントは、ユーザにセットアップとサインインの詳細を手動で入
力するように要求します。
クライアントの内部サービスへの接続
次の図は、クライアントが内部サービスに接続する仕組みを示しています。
図 7：クライアントの内部サービスへの接続

内部サービスに接続する際の目標は、オーセンティケータを決定し、ユーザをサインインし、利
用可能なサービスに接続することです。
次の 3 つのオーセンティケータによって、ユーザはサインイン画面を通過できます。
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• Cisco WebEx Messenger サービス：クラウドベースまたはハイブリッド クラウド ベースの展
開。
• Cisco Unified Presence：デフォルト製品モードでのオンプレミス展開。デフォルト製品モード
はフル UC または IM のみのいずれかです。
• Cisco Unified Communications Manager：電話機モードでのオンプレミス展開。
クライアントは検出するサービスに接続します。これは展開によって異なります。
1 クライアントは、CAS URL ルックアップが Cisco WebEx ユーザを示していることを検出する
と、次の処理を実行します。
a Cisco WebEx Messenger サービスを認証のプライマリ ソースと判定する。
b 自動的に Cisco WebEx Messenger サービスに接続する。
c ユーザにクレデンシャルの入力を促す。
d クライアント設定とサービス設定を取得する。
2

_cisco-uds

SRVレコードを検出した場合、クライアントは次の処理を実行します。

1 Cisco Unified Communications Manager により認証するクレデンシャルの入力をユーザに促し
ます。
2 ユーザのホーム クラスタを特定する。
ホーム クラスタの特定によって、クライアントは自動的にユーザのデバイス リストを取得
し、Cisco Unified Communications Manager に登録することができます。

重要

Cisco Unified Communications Manager クラスタが複数存在する環境では、クラスタ間検索サー
ビス（ILS）を設定する必要があります。ILS を使用することで、クライアントはユーザのホー
ム クラスタの検出が可能になります。
ILS の設定方法については、該当するバージョンの『Cisco Unified Communications Manager
Features and Services Guide』を参照してください。
3 サービス プロファイルを取得する。
サービス プロファイルは、クライアントに対しオーセンティケータと、クライアントおよ
び UC サービスの設定を準備します。
クライアントは、[プレゼンス プロファイル（IM and Presence Profile）] の [製品タイプ
（Product type）] フィールドの値から、オーセンティケータを次のように決定します。
• Cisco Unified Communications Manager：Cisco Unified Presence または Cisco Unified
Communications Manager IM and Presence Serviceがオーセンティケータである。
• WebEx（IM and Presence）：Cisco WebEx Messenger サービスがオーセンティケータで
ある。
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（注）

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 クエリーは、クライアントが Cisco WebEx
Messenger サービスの認証を受けるかどうかを決定できるようにします。
クラウドベースの展開では、HTTP クエリーの結果、クライアントは Cisco
WebEx Messenger サービスに接続します。[製品タイプ（Product type）] フィー
ルドの値を [WebEx（WebEx）] に設定しても、クライアントが CAS ルック
アップを使用してすでに WebEx サービスを検出していた場合は、実質的な効
果はありません。

• 未設定：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、Cisco Unified Communications Manager がオーセンティケータになります。
4 オーセンティケータにサイン インします。
クライアントにサインインした後、製品モードを判定できます。
3 _cuplogin SRV レコードを検出した場合、クライアントは次の処理を実行します。
1 Cisco Unified Presence が認証のプライマリ ソースであることを確認します。
2 自動的にサーバに接続する。
3 ユーザにクレデンシャルの入力を促す。
4 クライアント設定とサービス設定を取得する。

Expressway for Mobile and Remote Access を介したクライアントの接続
ネーム サーバが _collab-edge SRV レコードを返した場合、クライアントは Expressway for
Mobile and Remote Access 経由で内部サーバへの接続を試みます。
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次の図は、Expressway for Mobile and Remote Access を介してネットワーク接続したときに、クラ
イアントが内部サービスに接続する仕組みを示しています。
図 8：Expressway for Mobile and Remote Access を介したクライアントの接続

ネーム サーバが _collab-edge SRV レコードを返すと、クライアントは Cisco Expressway-E サー
バの場所を取得します。その後で、Cisco Expressway-E サーバが内部ネーム サーバに対するクエ
リの結果をクライアントに提供します。

（注）

Cisco Expressway-C サーバは内部 SRV レコードを検索し、Cisco Expressway-E サーバにそのレ
コードを提供します。
_cisco-uds SRV レコードが含まれている内部 SRV レコードを取得すると、クライアントは
Cisco Unified Communications Manager からサービス プロファイルを受け取ります。その後、サー
ビス プロファイルはユーザのホーム クラスタ、認証のプライマリ ソース、および設定をクライ
アントに提供します。

ドメイン ネーム システムの設計
DNS サービス（SRV）レコードの導入場所は、DNS ネームスペースの設計に依存します。通常、
2 種類の DNS 設計があります。
• 社内ネットワークの内外で独立したドメイン名。
• 社内ネットワークの内外で同一のドメイン名。
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独立ドメイン設計
次の図は、独立ドメイン設計を示しています。
図 9：独立ドメイン設計

独立ドメインの一例として、組織が example.com を外部ドメインとしてインターネット名前登
録機関に登録したとします。
会社はまた、次のいずれかの内部ドメインも使用します。
• 外部ドメインのサブドメイン。example.local など。
• 外部ドメインと異なるドメイン。exampledomain.com など。
独立ドメイン設計には、次の特性があります。
• 内部ネーム サーバには、内部ドメインのリソース レコードを含むゾーンがあります。内部
ネーム サーバには、内部ドメインに対する権限があります。
• 内部ネーム サーバは、DNS クライアントが外部ドメインをクエリーすると、要求を外部ネー
ム サーバへ転送します。
• 外部ネーム サーバには、組織の外部ドメインのリソース レコードを含むゾーンがあります。
外部ネーム サーバには、そのドメインに対する権限があります。
• 外部ネーム サーバは、要求を他の外部ネーム サーバに転送できます。ただし、外部のネー
ム サーバは内部ネーム サーバに要求を転送できません。

同一ドメイン設計
同一ドメインの設計の例として、組織が example.com を外部ドメインとしてインターネット名
前登録機関に登録しているとします。組織は example.com を内部ドメイン名としても使用しま
す。
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単一ドメイン（スプリット ブレイン）
次の図は、スプリット ブレイン ドメインがある単一ドメイン設計を示しています。
図 10：単一ドメイン（スプリット ブレイン）

2 つの DNS ゾーンが同一のドメインを表します。内部ネーム サーバ内の DNS ゾーンと外部ネー
ム サーバ内の DNS ゾーンです。
内部ネームサーバと外部ネームサーバは、どちらも単一ドメインに対して権限がありますが、異
なるホスト コミュニティに対応します。
• 社内ネットワーク内のホストは、内部ホスト ネーム サーバだけにアクセスします。
• パブリック インターネットのホストは、外部ネーム サーバだけにアクセスします。
• 社内ネットワークとパブリック インターネットを行き来するホストは、時によって異なる
ネーム サーバにアクセスします。
単一ドメイン（非スプリット ブレイン）
次の図は、スプリット ブレイン ドメインがない単一ドメイン設計を示しています。
図 11：単一ドメイン（非スプリット ブレイン）

単一ドメイン（非スプリット ブレイン）設計では、内部および外部ホストは 1 セットのネーム
サーバとして扱われ、同じ DNS 情報にアクセスできます。
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重要

この設計は、内部ネットワークに関する多くの情報を公開し攻撃にさらすことになるため、一
般的ではありません。

SRV レコードの導入
クライアントは、サービス ドメインでレコードのネーム サーバをクエリーします。サービス ド
メインは、クライアントによる利用可能なサービスの検出方法, （106 ページ）で説明されている
方法で判定されます。
異なるサービスドメインを使用するユーザのサブセットが組織に複数存在する場合、サービスド
メインの各 DNS ゾーンに SRV レコードを導入する必要があります。

独立ドメイン構造での SRV レコード導入
独立ネーム設計では、内部ドメインと外部ドメインの 2 つのドメインがあります。クライアント
は、サービス ドメインで SRV レコードをクエリーします。内部ネーム サーバがサービス ドメイ
ンのレコードを扱う必要があります。しかし、独立ネーム設計では、サービス ドメイン用のゾー
ンが内部ネーム サーバにない可能性があります。
サービス ドメインが内部ドメイン ネーム サーバで現在扱われていない場合、次のように処理で
きます。
• サービス ドメイン用の内部ゾーンにレコードを導入する。
• 内部ネーム サーバ上のピンポイント サブドメイン ゾーンにレコードを導入する。
サービス ドメインへの内部ゾーンの使用
内部ネーム サーバにサービス ドメイン用のゾーンがまだない場合、作成できます。この方式で
は、内部ネーム サーバにサービス ドメインに対する権限を持たせます。内部ネーム サーバは権
限を持っているので、他のネーム サーバにクエリーを転送しません。
この方式は、ドメイン全体のフォワーディング関係を変え、内部DNS構造を混乱させることがあ
ります。サービスドメインの内部ゾーンを作成できない場合、内部ネームサーバにピンポイント
サブドメイン ゾーンを作成できます。
ピンポイント サブドメイン ゾーンの使用
シスコの内部固定ピンポイント サブドメインでの DNS レコードの検索は、次のバージョンの Cisco
Jabber でのみ使用可能なサービス ディスカバリ用のレガシー機能です。
• Cisco Jabber for Windows 9.6 x
• Cisco Jabber for iPhone and iPad 9.6.0
固定ピンポイント サブドメインのサポートは、新バージョンの Cisco Jabber では、新しい
VoiceServicesDomain 設定キーのサポートに置き換わりました。
サービス ディスカバリを使用してピンポイント サブドメインを置き換える場合の設定例：
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• 内部 DNS の権限対象：example.local
• 外部 DNS の権限対象：example.com
Set VoiceServicesDomain=cisco-uc.example.com
cisco-uc.example.com

に対して、内部と外部両方の DNS サーバ上にゾーンを作成します。

必要に応じて次の SRV レコードを作成します。
• _cisco-uds._tcp.cisco-uc.example.com（内部 DNS 上）
• _cuplogin._tcp.cisco-uc.example.com（内部 DNS 上）
ピンポイント サブドメインとゾーンを内部ネーム サーバに作成できます。ピンポイント ゾーン
は、ピンポイント サブドメインの特定のレコードを扱う、専用の場所を提供します。その結果、
内部ネームサーバがそのサブドメインに権限を持つようになります。内部ネームサーバは親ドメ
インには権限を持つようにならないため、親ドメインのレコードのクエリーの動作は変更されま
せん。
次の図で、この手順で作成された設定について説明します。

この設定では、次の SRV レコードは内部 DNS ネーム サーバを使って展開されます。
• _cisco-uds._tcp.example.com
• _cuplogin._tcp.example.com

手順
ステップ 1

内部ネーム サーバに新しいゾーンを作成します。
重要
ピンポイント サブドメイン ゾーンには、cisco-internal.services-domain という
名前を使用する必要があります。
ピンポイントサブドメインゾーンは、内部ネットワークのホストからのクエリーに応答します。
ただし、ドメインは外部ドメインのサブ ドメインです。名前の最初の部分は、クライアントが予
期する固定値、cisco-internal です。
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ステップ 2

ピンポイント サブドメイン ゾーンに _cisco-uds および _cuplogin SRV レコードを展開しま
す。
• ピンポイント サブ ドメイン ゾーンの作成前
◦ 外部ネーム サーバは、親外部ドメイン example.com 用のゾーンを含みます。
◦ 内部ネーム サーバは、親内部ドメイン example.local 用のゾーンを含みます。
◦ Cisco Jabber のサービス ドメインは example.com です。
• ピンポイント サブドメイン ゾーンの作成後、外部ネーム サーバには親外部ドメイン
example.com 用のゾーンが含まれます。内部ネーム サーバには次が含まれます。
• 親内部ドメイン用のゾーン、example.local。
• ピンポイント サブドメイン ゾーン用のゾーン、cisco-internal.example.com。
• 内部ネームサーバは、cisco-internal.example.com からの _cisco-uds および
_cuplogin SRV レコードを扱います。

クライアントがSRVレコードのネームサーバを問い合わせした場合、ネームサーバが_cisco-uds
または _cuplogin を返さないときに追加クエリーを発行します。
追加クエリーは、cisco-internal.domain-name ピンポイント サブドメイン ゾーンをチェッ
クします。
たとえば、Adam McKenzie のサービス ドメインは、クライアント起動時には example.com で
す。クライアントは次のクエリーを発効します。
_cisco-uds._tcp.example.com
_cuplogin._tcp.example.com
_collab-edge._tls.example.com
ネーム サーバが _cisco-uds または _cuplogin SRV レコードを返さない場合、クライアント
は次のクエリーを発行します。
_cisco-uds._tcp.cisco-internal.example.com
_cuplogin._tcp.cisco-internal.example.com

SRV レコード
導入が必要な SRV レコードについて理解し、それぞれの SRV レコードの例をレビューします。
外部レコード
次の表に、Expressway for Mobile and Remote Access の設定の一部として、外部ネーム サーバにプ
ロビジョニングが必要な SRV レコードの一覧を示します。
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サービス レコード

説明

_collab-edge

Cisco Expressway-E サーバの場所を示します。
（注）

SRV レコードでは、完全修飾ドメイン名（FQDN）をホス
ト名として使用します。
クライアントには、Cisco Expressway-E サーバが提供する
Cookie を使用するために FQDN が必要です。

次に、_collab-edge SRV レコードの例を示します。
_collab-edge._tls.example.com
SRV service location:
priority
= 3
weight
= 7
port
= 8443
svr hostname
= xpre1.example.com
_collab-edge._tls.example.com
SRV service location:
priority
= 4
weight
= 8
port
= 8443
svr hostname
= xpre2.example.com
_collab-edge._tls.example.com
SRV service location:
priority
= 5
weight
= 0
port
= 8443
svr hostname
= xpre3.example.com

内部レコード
次の表では、クライアントがサービスを検出できるように、内部ネーム サーバでプロビジョニン
グ可能な SRV レコードのリストを示します。
サービス レコード

説明

_cisco-uds

Cisco Unified Communications Manager リリース 9 以降の場所を指定し
ます。
メモ

_cuplogin

（注）

Cisco Unified Communications Manager クラスタが複数存在す
る環境では、クラスタ間検索サービス（ILS）を設定する必
要があります。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。

Cisco Unified Presence の場所を提供します。

SRV レコードのホスト名として、完全修飾ドメイン名（FQDN）を使用する必要があります。
次に、_cisco-uds SRV レコードの例を示します。
_cisco-uds._tcp.example.com
SRV service location:
priority
= 6
weight
= 30
port
= 8443
svr hostname
= cucm3.example.com
_cisco-uds._tcp.example.com
SRV service location:
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priority
= 2
weight
= 20
port
= 8443
svr hostname
= cucm2.example.com
_cisco-uds._tcp.example.com
SRV service location:
priority
= 1
weight
= 5
port
= 8443
svr hostname
= cucm1.example.com

次に、_cuplogin SRV レコードの例を示します。
_cuplogin._tcp.example.com
priority
=
weight
=
port
=
svr hostname
=
_cuplogin._tcp.example.com
priority
=
weight
=
port
=
svr hostname
=
_cuplogin._tcp.example.com
priority
=
weight
=
port
=
svr hostname
=

SRV service location:
8
50
8443
cup3.example.com
SRV service location:
5
100
8443
cup1.example.com
SRV service location:
7
4
8443
cup2.example.com
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導入シナリオ
• クラウドベース展開, 121 ページ
• オンプレミス展開, 124 ページ
• Cisco AnyConnect の展開, 128 ページ
• シングル サインオンを使用した展開, 137 ページ

クラウドベース展開
クラウドベース展開は、Cisco WebEx がサービスをホストする展開の 1 つです。Cisco WebEx 管理
ツールでクラウドベース展開を管理および監視します。
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クラウド ベースの図
次の図は、クラウドベース展開のアーキテクチャを図示したものです。
図 12：クラウドベースのアーキテクチャ

以下は、クラウドベース展開で使用できるサービスです。
• 連絡先ソース：Cisco WebEx Messenger サービスが連絡先を解決します。
• プレゼンス：Cisco WebEx Messenger サービスを使用すれば、ユーザは自分の対応可否を公開
し、他のユーザの対応可否にサブスクライブできます。
• インスタント メッセージング：Cisco WebEx Messenger サービスを使用すれば、インスタン
ト メッセージを送受信することができます。
• 会議：Cisco WebEx Meeting Center がホスト型ミーティング機能を提供します。
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ハイブリッド クラウドベースの図
次の図は、ハイブリッド クラウドベース展開のアーキテクチャを図示したものです。
図 13：ハイブリッド クラウドベースのアーキテクチャ

以下は、ハイブリッド クラウドベース展開で使用できるサービスです。
• 連絡先ソース：Cisco WebEx Messenger サービスが連絡先を解決します。
• プレゼンス：Cisco WebEx Messenger サービスを使用すれば、ユーザは自分の対応可否を公開
して、他のユーザの対応可否にサブスクライブできます。
• インスタント メッセージング：Cisco WebEx Messenger サービスを使用すれば、インスタン
ト メッセージを送受信することができます。
• 会議：Cisco WebEx Meeting Center がホスト型ミーティング機能を提供します。
• 音声コール：ユーザは、デスクフォン デバイスを介して、または、コンピュータ上で Cisco
Unified Communications Manager を介して音声コールを発信します。
• ビデオ：Cisco Unified Communications Manager 経由でビデオ コールを発信します。
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• ボイスメール：Cisco Unity Connection 経由でボイス メッセージを送受信します。

オンプレミス展開
オンプレミス展開とは、社内ネットワークのすべてのサービスをセットアップ、管理、保守する
展開です。

製品モード
デフォルト製品モードは、ユーザのプライマリ認証が IM and Presence サーバで行われるモードで
す。
次のモードでクライアントを展開できます。
• フル UC：フル UC モードを展開するには、インスタント メッセージングとプレゼンス機能
を有効にし、ボイスメールと会議機能をプロビジョニングし、ユーザに音声とビデオ用のデ
バイスをプロビジョニングします。
• IM 専用：IM 専用モードを展開するには、インスタント メッセージングとプレゼンス機能を
有効にします。デバイスを使用してユーザをプロビジョニングしないでください。
• 電話機モード：電話機モードでは、ユーザのプライマリ認証が Cisco Unified Communications
Manager で行われます。電話機モードを展開するには、音声とビデオ機能用のデバイスを使
用してユーザをプロビジョニングします。また、ボイス メールなどの追加サービスを持つ個
人をプロビジョニングできます。

デフォルト モードの図
デフォルトの製品モードでのオンプレミス展開のためのアーキテクチャ図を確認します。

Unified Communications の全体図
このセクションでは、Unified Communications のすべての機能を備えたオンプレミス展開のアーキ
テクチャ図について説明します。

メモ

完全な Unified Communications の展開、および IM 専用の展開のいずれも、ユーザのプライマ
リ認証ソースとして IM and Presence Service ノードが必要です。ただし、IM 専用の展開では
IM and Presence Service 機能のみが必要です。IM 専用の展開では、デバイスをユーザにプロビ
ジョニングする必要はありません。
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Cisco Unified Presence
次の図は、Cisco Unified Presence を含むオンプレミス展開のアーキテクチャを示しています。
図 14：オンプレミス アーキテクチャ

以下は、オンプレミス展開で使用できるサービスです。
• プレゼンス：Cisco Unified Presence 経由で対応可否を公開し、他のユーザの対応可否をサブ
スクライブします。
• IM：Cisco Unified Presence 経由で IM を送受信します。
• 音声コール：卓上電話機または Cisco Unified Communications Manager 経由のコンピュータを
使用して音声コールを発信します。
• ビデオ：Cisco Unified Communications Manager 経由でビデオ コールを発信します。
• ボイスメール：Cisco Unity Connection 経由でボイス メッセージを送受信します。
• 会議：次のいずれかと統合します。
• Cisco WebEx Meeting Center：ホスト型会議機能を提供します。
• Cisco WebEx Meetings Server：オンプレミス会議機能を提供します。
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Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service
次の図は、Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service が含まれている、オンプ
レミス展開のアーキテクチャを示します。
図 15：オンプレミス アーキテクチャ

以下は、オンプレミス展開で使用できるサービスです。
• プレゼンス：Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service 経由で対応可否を
公開し、他のユーザの対応可否をサブスクライブします。
• IM：Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service 経由で IM を送受信します。
• 音声コール：卓上電話機または Cisco Unified Communications Manager 経由のコンピュータを
使用して音声コールを発信します。
• ビデオ：Cisco Unified Communications Manager 経由でビデオ コールを発信します。
• ボイスメール：Cisco Unity Connection 経由でボイス メッセージを送受信します。
• 会議：次のいずれかと統合します。
• Cisco WebEx Meeting Center：ホスト型会議機能を提供します。
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• Cisco WebEx Meetings Server：オンプレミス会議機能を提供します。

電話モード
次の図は、電話モードでのオンプレミス展開のアーキテクチャを示します。
図 16：電話モードのアーキテクチャ

電話モードの展開で使用できるサービスは次のとおりです。
• 音声コール：卓上電話機または Cisco Unified Communications Manager 経由のコンピュータを
使用して音声コールを発信します。
• ビデオ：Cisco Unified Communications Manager 経由でビデオ コールを発信します。
• ボイスメール：Cisco Unity Connection 経由でボイス メッセージを送受信します。
• 会議：次のいずれかと統合します。
• Cisco WebEx Meeting Center：ホスト型会議機能を提供します。
• Cisco WebEx Meetings Server：オンプレミス会議機能を提供します。
このモードでは、Cisco Jabber for Android による会議はサポートされません。
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Cisco AnyConnect の展開
Cisco AnyConnect は、クライアントが Wi-Fi ネットワークやモバイル データ ネットワークなどの
リモートの場所から社内ネットワークに安全に接続できるようにするサーバ/クライアント インフ
ラストラクチャを意味します。
Cisco AnyConnect 環境は、次のコンポーネントで構成されます。
• Cisco 適応型セキュリティ アプライアンス：リモート アクセスを保護するためのサービスを
提供します。
• Cisco AnyConnect セキュア モビリティ クライアント：ユーザのデバイスから Cisco 適応型セ
キュリティ アプライアンスへのセキュアな接続を確立します。
このセクションでは、Cisco AnyConnect セキュア モビリティ クライアントを使用して Cisco 適応
型セキュリティ アプライアンス（ASA）を展開する場合に考慮すべき情報を提供します。Cisco
AnyConnect は、Cisco Jabber for Android と Cisco Jabber for iPhone and iPad 用にサポートされている
VPN です。サポートされていない VPN クライアントを使用している場合は、該当するサード パー
ティのマニュアルを使用してVPNクライアントがインストールされ、設定されていることを確認
します。
Cisco AnyConnect は、Cisco 5500 シリーズ ASA へのセキュアな IPsec（IKEv2）または SSL VPN 接
続をリモート ユーザに提供します。また、Cisco AnyConnect は、ASA からまたは社内ソフトウェ
ア展開システムを使用してリモートユーザに展開できます。ASAから展開する場合は、リモート
ユーザが、クライアントレス SSL VPN 接続を許可するように設定された ASA のブラウザで IP ア
ドレスまたは DNS 名を入力することによって、ASA への初期 SSL 接続を確立します。その後で、
ASAが、ブラウザウィンドウにログイン画面を表示し、ユーザがログインと認証を満たした場合
に、コンピュータのオペレーティング システムにマッチするクライアントをダウンロードしま
す。ダウンロード後、クライアントは自動的にインストールおよび設定され、ASA への IPsec
（IKEv2）接続または SSL 接続が確立されます。
Cisco 適応型セキュリティ アプライアンスと Cisco AnyConnect セキュア モビリティ クライアント
の要件については、「ソフトウェア要件」のトピックを参照してください。
関連トピック
Cisco ASA シリーズ ドキュメント一覧
Cisco AnyConnect Secure Mobility Client

アプリケーション プロファイル
Cisco AnyConnect セキュア モビリティ クライアントをデバイスにダウンロードした後で、ASA は
このアプリケーションに対してコンフィギュレーション プロファイルをプロビジョニングする必
要があります。
Cisco AnyConnect セキュア モビリティ クライアントのコンフィギュレーション プロファイルに
は、会社の ASA VPN ゲートウェイ、接続プロトコル（IPSec または SSL）、オンデマンド ポリ
シーなどの VPN ポリシー情報が含まれています。
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次のいずれかの方法で、Cisco Jabber for iPhone and iPad のアプリケーション プロファイルをプロ
ビジョニングすることができます。
ASDM
ASA Device Manager（ASDM）のプロファイル エディタを使用して、Cisco AnyConnect セキュア
モビリティ クライアントの VPN プロファイルを定義することをお勧めします。
この方法を使用すると、Cisco AnyConnect セキュア モビリティ クライアントが初めて VPN 接続
を確立した以降は、VPN プロファイルが自動的にそのクライアントにダウンロードされます。こ
の方法は、すべてのデバイスおよび OS タイプに使用でき、VPN プロファイルを ASA で集中管理
できます。
詳細については、ご使用のリリースの『Cisco AnyConnect Secure Mobility Client Administrator Guide』
の「Creating and Editing an AnyConnect Profile」のトピックを参照してください。
iPCU
iPhone Configuration Utility（iPCU）を使用して作成する Apple コンフィギュレーション プロファ
イルを使用して iOS デバイスをプロビジョニングできます。Apple コンフィギュレーション プロ
ファイルは、デバイスのセキュリティ ポリシー、VPN コンフィギュレーション情報、および
Wi-Fi、メール、カレンダーの各種設定などの情報が含まれた XML ファイルです。
高レベルな手順は次のとおりです。
1 iPCU を使用して、Apple コンフィギュレーション プロファイルを作成します。
詳細については、iPCU の資料を参照してください。
2 XML プロファイルを .mobileconfig ファイルとしてエクスポートします。
3 .mobileconfig ファイルをユーザにメールで送信します。
ユーザがこのファイルを開くと AnyConnect VPN プロファイルと他のプロファイル設定がクラ
イアント アプリケーションにインストールされます。
MDM
サード パーティの Mobile Device Management（MDM）ソフトウェアを使用して作成する Apple コ
ンフィギュレーション プロファイルを使用して iOS デバイスをプロビジョニングできます。Apple
コンフィギュレーション プロファイルは、デバイスのセキュリティ ポリシー、VPN コンフィギュ
レーション情報、および Wi-Fi、メール、カレンダーの各種設定などの情報が含まれた XML ファ
イルです。
高レベルな手順は次のとおりです。
1 Apple 設定プロファイルを作成するには MDM を使用します。
MDM の使用についての詳細は Apple の資料を参照してください。
2 登録済みデバイスに Apple 設定プロファイルをプッシュします。
Cisco Jabber for Android のアプリケーション プロファイルをプロビジョニングするには、ASA
Device Manager（ASDM）のプロファイル エディタを使用して、Cisco AnyConnect セキュア モビ
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リティ クライアントの VPN プロファイルを定義します。Cisco AnyConnect セキュア モビリティ
クライアントが初めて VPN 接続を確立した以降は、VPN プロファイルが自動的にそのクライア
ントにダウンロードされます。この方法は、すべてのデバイスおよび OS タイプに使用でき、VPN
プロファイルを ASA で集中管理できます。詳細については、ご使用のリリースの『Cisco AnyConnect
Secure Mobility Client Administrator Guide』の「Creating and Editing an AnyConnect Profile」のトピッ
クを参照してください。

VPN 接続の自動化
ユーザが企業の Wi-Fi ネットワーク外から Cisco Jabber を開く場合、Cisco Jabber には、Cisco UC
アプリケーション サーバにアクセスするための VPN 接続が必要です。Cisco AnyConnect Secure
Mobility Client が、バックグラウンドで VPN 接続を自動的に確立できるようにシステムを設定で
きます。これは、シームレスなユーザ エクスペリエンスの提供に役立ちます。

（注）

VPN が自動接続に設定されていても、Expressway for Mobile and Remote Access の方が接続優先
順位が高いため、VPN は起動されません。

信頼ネットワーク接続のセットアップ
Trusted Network Detection 機能は、ユーザの場所を基にして VPN 接続を自動化することによって、
ユーザの体感品質を向上させます。ユーザが社内 Wi-Fi ネットワークの中にいる場合、Cisco Jabber
は直接 Cisco UC インフラストラクチャに到達できます。ユーザが社内 Wi-Fi ネットワークを離れ
ると、Cisco Jabber が自動的に信頼ネットワークの外側にいることを検出します。この状況が発生
すると、Cisco AnyConnect セキュア モビリティ クライアントは UC インフラストラクチャへの接
続を確保するため VPN を開始します。

（注）

Trusted Network Detection 機能には、証明書ベース認証およびパスワード ベース認証の両方を
使用できます。ただし、証明書ベース認証の方が、よりシームレスな体感を与えることができ
ます。

手順
ステップ 1

ASDM を使用して、Cisco AnyConnect のクライアント プロファイルを開きます。

ステップ 2

クライアントが社内 Wi-Fi ネットワークの中にいるときにインターフェイスで受信可能な、信頼
できる DNS サーバおよび信頼できる DNS ドメイン サフィックスのリストを入力します。Cisco
AnyConnect クライアントは、現在のインターフェイス DNS サーバおよびドメイン サフィックス
を、このプロファイルの設定と比較します。
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（注）

Trusted Network Detection 機能が正しく動作するためには、DNS サーバをすべて指定す
る必要があります。TrustedDNSDomains と TrustedDNSServers の両方をセットアップし
た場合は、信頼ネットワークとして定義した両方の設定とセッションが一致する必要が
あります。
Trusted Network Detection をセットアップするための詳細な手順については、ご使用のリ
リースの『Cisco AnyConnect Secure Mobility Client Administrator Guide』の「Configuring
AnyConnect Features」の章（リリース 2.5）または「Configuring VPN Access」の章（リ
リース 3.0 または 3.1）の「Trusted Network Detection」のセクションを参照してくださ
い。

Connect On Demand VPN の設定
Apple iOS Connect On Demand 機能は、ユーザのドメインに基づいて VPN 接続を自動化することに
より、ユーザ エクスペリエンスを強化します。
ユーザが社内 Wi-Fi ネットワークの中にいる場合、Cisco Jabber は直接 Cisco UC インフラストラク
チャに到達できます。ユーザが企業の Wi-Fi ネットワーク外に出ると、Cisco AnyConnect は、
AnyConnect クライアント プロファイルで指定されたドメインに接続されているか自動的に検出し
ます。その場合、アプリケーションは VPN を開始して、UC インフラストラクチャへの接続を確
認します。Cisco Jabber を含めて、デバイス上のすべてのアプリケーションがこの機能を利用でき
ます。

（注）

Connect On Demand は、証明書で認証された接続だけをサポートします。
この機能では、次のオプションを使用できます。
• [常に接続（Always Connect）]：Apple iOS は、常にこのリスト内のドメインへの VPN 接続を
開始しようとします。
• [必要に応じて接続（Connect If Needed）]：Apple iOS は、DNS を使用してアドレスを解決で
きない場合のみ、このリスト内のドメインへの VPN 接続を開始しようとします。
• [接続しない（Never Connect）]：Apple iOS は、このリスト内のドメインへの VPN 接続を開
始しようとしません。
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注目

Apple は近い将来に、[常に接続する（Always Connect）] オプションを削除する予定です。[常
に接続する（Always Connect）] オプションの削除後は、ユーザは [必要に応じて接続する
（Connect if Needed）] オプションを選択できます。Cisco Jabber ユーザが [必要に応じて接続
（Connect if Needed）] オプションを使用したときに問題が発生する場合があります。たとえ
ば、Cisco Unified Communications Manager のホスト名が社内ネットワークの外部で解決可能な
場合は、iOS が VPN 接続をトリガーしません。ユーザは、コールを発信する前に、手動で Cisco
AnyConnect セキュア モビリティ クライアントを起動することによって、この問題を回避でき
ます。

手順
ステップ 1

ASDM プロファイル エディタ、iPCU、または MDM ソフトウェアを使用して、AnyConnect クラ
イアント プロファイルを開きます。

ステップ 2

AnyConnect クライアント プロファイルの [必要に応じて接続する（Connect if Needed）] セクショ
ンで、オンデマンド ドメインのリストを入力します。
ドメイン リストは、ワイルドカード オプション（たとえば、cucm.cisco.com、cisco.com、および
*.webex.com）を含むことができます。

Cisco Unified Communications Manager での自動 VPN アクセスのセットアップ
はじめる前に
• モバイル デバイスで、証明書ベースの認証での VPN へのオンデマンド アクセスが設定され
ている必要があります。VPN アクセスの設定については、VPN クライアントおよびヘッド
エンドのプロバイダーにお問い合わせください。
• Cisco AnyConnect セキュア モビリティ クライアントと Cisco Adaptive Security Appliance の要
件については、「ソフトウェア要件」のトピックを参照してください。
• Cisco AnyConnect のセットアップ方法については、『Cisco AnyConnect VPN Client Maintain and
Operate Guides』を参照してください。

手順
ステップ 1

クライアントがオンデマンドで VPN を起動する URL を指定します。
a) 次のいずれかの方法を使用し、クライアントがオンデマンドで VPN を起動する URL を指定し
ます。
• 必要に応じて接続する（Connect if Needed）

Cisco Jabber, Release 10.5 展開およびインストール ガイド
132

Cisco AnyConnect の展開

• Cisco Unified Communications Manager をドメイン名（IP アドレスではなく）経由でア
クセスするように設定し、このドメイン名がファイアウォールの外側で解決できな
いことを確認します。
• Cisco AnyConnect クライアント接続の Connect on Demand ドメイン リストで、このド
メインを「必要に応じて接続（Connect If Needed）」リストに追加します。
• 常に接続する（Always Connect）
• 存在しないドメインにステップ 4 のパラメータを設定します。存在しないドメイン
はユーザがファイアウォールの内部または外部にいるときに、DNS クエリーが失敗
する原因となります。
• Cisco AnyConnect クライアント接続の Connect on Demand ドメイン リストで、このド
メインを“常に接続（Always Connect）”リストに追加します。
URL は、ドメイン名だけを含む必要があります。プロトコルまたはパスは含めない
でください（たとえば、「https://cm8ondemand.company.com/vpn」の代わりに
「cm8ondemand.company.com」を使用します）。
b) Cisco AnyConnect で URL を入力し、このドメインに対する DNS クエリーが失敗することを確
認します。
ステップ 2

[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 3

ユーザのデバイス ページに移動します。

ステップ 4

[プロダクト固有の設定（Product Specific Configuration Layout）] セクションの [オンデマンドVPN
のURL（On-Demand VPN URL）] フィールドに、ステップ 1 で Cisco AnyConnect で特定して使用
した URL を入力します。
URL は、ドメイン名だけを含む必要があります。プロトコルやパスを含まないようにしてくださ
い。

ステップ 5

[保存（Save）] を選択します。
Cisco Jabber が開くと、URL への DNS クエリを開始します（たとえば、ccm-sjc-111.cisco.com）。
この URL が、この手順で定義した On Demand のドメイン リストのエントリ（たとえば、cisco.com）
に一致する場合、Cisco Jabber は間接的に AnyConnect VPN 接続を開始します。

次の作業
• この機能をテストしてください。
◦ この URL を iOS デバイスのインターネット ブラウザに入力し、VPN が自動的に起動す
ることを確認します。ステータス バーに、VPN アイコンが表示されます。
◦ VPN を使用して、iOS デバイスが社内ネットワークに接続できることを確認します。た
とえば、社内イントラネットの Web ページにアクセスしてください。iOS デバイスが接
続できない場合は、ご利用の VPN 製品のプロバイダーに問い合わせてください。
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◦ VPN が特定のタイプのトラフィックへのアクセスを制限（管理者が電子メールと予定表
のトラフィックだけが許可されるようにシステムを設定している場合など）していない
ことを IT 部門に確認します。
• クライアントが、社内ネットワークに直接接続されるように設定されていることを確認しま
す。

証明書ベースの認証の設定
証明書ベースの認証を使用して、Cisco AnyConnect セキュア モビリティ クライアントから Cisco
Adaptive Security Appliance へのセキュアな接続をネゴシエートすることをお勧めします。
ASA は、Cisco IOS CA、Microsoft Windows 2003、Windows 2008 R2、Entrust、VeriSign、RSA Keon
などの標準認証局（CA）サーバが発行した証明書をサポートします。ここでは、証明書ベースの
認証のために ASA を設定するための高レベルな手順を説明します。適切な ASA コンフィギュレー
ション ガイドの順を追った手順については、「Configuring Digital Certificates」のトピックを参照
してください。

手順
ステップ 1

ルート証明書を CA から ASA にインポートします。

ステップ 2

ASA の ID 証明書を生成します。

ステップ 3

SSL 認証用の ASA の ID 証明書を使用します。

ステップ 4

証明書失効リスト（CRL）または Online Certificate Status Protocol（OCSP）を設定します。

ステップ 5

認証にクライアント証明書を要求するように、ASA を設定します。

次の作業
ASA で証明書ベースの認証を設定した後、ユーザに証明書を配布する必要があります。次のいず
れかの方法を使用できます。
• SCEP を使用した証明書の配布
• Mobileconfig ファイルを使用したクライアント証明書の配布

SCEP を使用した証明書の配布
Microsoft Windows Server の Simple Certificate Enrollment Protocol（SCEP）を使用して、クライアン
ト認証のための証明書を安全に発行し、更新できます。
SCEP を使用して証明書を配布するには、Microsoft Windows Server に SCEP モジュールをインス
トールする必要があります。詳細については、次のトピックを参照してください。
• 「ASA 8.X: AnyConnect SCEP Enrollment Configuration Example」
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• 「Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP) Add-on for Certificate Services」

Mobileconfig ファイルを使用したクライアント証明書の配布
証明書を含むモバイル コンフィギュレーション ファイルを作成するには、次の手順を実行しま
す。このファイルを使用して、証明書をユーザに配布できます。

手順
ステップ 1

iPCU ソフトウェアを使用して mobileconfig ファイルを作成し、証明書（.pfx）ファイルを組
み込みます。

ステップ 2

mobileconfig ファイルをユーザに転送します。

ステップ 3

Cisco ISE のネイティブ サプリカント プロビジョニング プロセスを使用して、ユーザ証明書を配
布します。

ステップ 4

Enterprise MDM ソフトウェアを使用して、登録済みデバイスに証明書をプロビジョニングおよび
パブリッシュします。

セッション パラメータ
セキュア接続のパフォーマンスを向上するために ASA セッション パラメータを設定できます。
最良のユーザ エクスペリエンスを得るために、次の ASA セッション パラメータを設定する必要
があります。
• [Datagram Transport Layer Security]（DTLS）：DTLS は、遅延とデータ消失を防ぐデータ パス
を提供する SSL プロトコルです。
• [自動再接続（Auto Reconnect）]：自動再接続またはセッション永続性を使用すれば、Cisco
AnyConnect Secure Mobility Client はセッション中断から回復して、セッションを再確立でき
ます。
• [セッション永続性（Session Persistence）]：このパラメータを使用すると、VPN セッション
をサービス中断から回復し、接続を再確立できます。
• [アイドルタイムアウト（Idle Timeout）]：アイドル タイムアウトは、通信アクティビティが
発生しない場合に、ASA がセキュア接続を切断するまでの期間を定義します。
• [デッドピア検出（Dead Peer Detection）]（DTD）：DTD は、ASA と Cisco AnyConnect Secure
Mobility Client が、障害が発生した接続をすばやく検出できることを保証します。

ASA セッション パラメータの設定
Cisco AnyConnect Secure Mobility Client のエンドユーザのユーザ エクスペリエンスを最適化するた
めに、次のように ASA セッション パラメータを設定することを推奨します。
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手順
ステップ 1

DTLS を使用するように、Cisco AnyConnect を設定します。
詳細については、『Cisco AnyConnect VPN Client Administrator Guide, Version 2.0』の「Configuring
AnyConnect Features Using ASDM」の章の、「Enabling Datagram Transport Layer Security (DTLS) with
AnyConnect (SSL) Connections」のトピックを参照してください。

ステップ 2

セッションの永続性（自動再接続）を設定します。
a) ASDM を使用して VPN クライアント プロファイルを開きます。
b) [自動再接続の動作（Auto Reconnect Behavior）] パラメータを [復帰後に再接続（Reconnect After
Resume）] に設定します。
詳細については、ご使用のリリースの『Cisco AnyConnect Secure Mobility Client Administrator Guide』
の「Configuring AnyConnect Features」の章（リリース 2.5）または「Configuring VPN Access」の章
（リリース 3.0 または 3.1）の「Configuring Auto Reconnect」のトピックを参照してください。

ステップ 3

アイドル タイムアウト値を設定します。
a) Cisco Jabber クライアントに固有のグループ ポリシーを作成します。
b) アイドル タイムアウト値を 30 分に設定します。
詳細については、ご使用のリリースの『Cisco ASA 5580 Adaptive Security Appliance Command
Reference』の「vpn-idle-timeout」のセクションを参照してください。

ステップ 4

Dead Peer Detection（DPD）を設定します。
a) サーバ側の DPD を無効にします。
b) クライアント側の DPD を有効にします。
詳細については、『Cisco ASA 5500 Series Configuration Guide using the CLI, 8.4 and 8.6』の
「Configuring VPN」の章の、「Enabling and Adjusting Dead Peer Detection」のトピックを参照して
ください。

グループ ポリシーおよびプロファイル
グループ ポリシー、クライアント プロファイル、および接続プロファイルを作成するために、
ASA デバイス マネージャ（ASDM）を使用する必要があります。最初にグループ ポリシーを作成
し、次にそのポリシーをプロファイルに適用します。ASDM を使用してプロファイルを作成する
と、Cisco AnyConnect セキュア モビリティ クライアントが初めて ASA への接続を確立した後に
プロファイルをダウンロードすることが保証されます。ASDM では、中央のロケーションでプロ
ファイルとポリシーを管理および維持することができます。
ASDM を使用したポリシーとプロファイルの作成手順については、『Cisco AnyConnect Secure
Mobility Client Administrator Guide』を参照してください。
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Trusted Network Detection
Trusted Network Detection は、ユーザ ロケーションに基づいてセキュア接続を自動化する機能で
す。ユーザが社内ネットワークを離れると、Cisco AnyConnect Secure Mobility Client が信頼ネット
ワークの外部にいることを自動的に検出して、セキュアなアクセスを開始します。
クライアント プロファイルの一部として ASA に Trusted Network Detection を設定します。詳細に
ついては、ご使用のリリースの『Cisco AnyConnect Secure Mobility Client Administrator Guide』の
「Trusted Network Detection」のトピックを参照してください。

トンネル ポリシー
トンネル ポリシーは、Cisco AnyConnect Secure Mobility Client がセキュアな接続経由でどのように
トラフィックを転送するかを設定します。このポリシーには次の種類があります。
• フル トンネル ポリシー：すべてのトラフィックをセキュアな接続経由で ASA ゲートウェイ
に送信できるようにします。
• ネットワーク ACL を使用したスプリット包含ポリシー：宛先 IP アドレスに基づいてセキュ
アな接続を制限できるようにします。たとえば、オンプレミス展開で、Cisco Unified
Communications Manager、Cisco Unified Presence、TFTP サーバ、およびその他のサーバの IP
アドレスを指定して、セキュアな接続をクライアントのトラフィックのみに制限できます。
• スプリット除外ポリシー：特定のトラフィックをセキュアな接続から除外できるようにしま
す。セキュア接続を介したクライアントのトラフィックを許可し、特定の宛先サブネットか
らトラフィックを除外できます。

シングル サインオンを使用した展開
Security Assertion Markup Language（SAML）シングル サインオン（SSO）を使用したサービスを
有効にすることができます。SAML SSO は、オンプレミス、クラウド、ハイブリッド展開で使用
できます。
次の手順は、ユーザが Cisco Jabber クライアントを起動したあとの SAML SSO のサインイン フ
ローを示しています。
1 ユーザが Cisco Jabber クライアントを起動します。Web フォームによるサインインをユーザに
要求するようにアイデンティティ プロバイダー（IdP）を設定した場合は、クライアント内に
そのフォームが表示されます。
2 Cisco Jabber クライアントが、Cisco WebEx Messenger サービス、Cisco Unified Communications
Manager、Cisco Unity Connection などの接続先サービスに認証要求を送信します。
3 サービスが IdP に認証を要求するためにクライアントをリダイレクトします。
4 IdP がクレデンシャルを要求します。クレデンシャルは、次のいずれかの方法で指定できます。
• ユーザ名とパスワードのフィールドがあるフォーム ベースの認証。
• 統合 Windows 認証（IWA）用 Kerberos（Windows のみ）
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• スマート カード認証（Windows のみ）
• HTTP 要求時にクライアントがユーザ名とパスワードを提示する、基本的な HTTP 認証方
式。
5 IdP がブラウザまたはその他の認証方式に Cookie を提供します。IdP が SAML を使用して ID
を認証すると、サービスはクライアントにトークンを提供できます。
6 クライアントが認証用のトークンを使用してサービスにログインします。
認証方式
認証メカニズムはユーザのサインオン方法に影響します。たとえば、Kerberos を使用する場合、
クライアントはユーザにクレデンシャルを要求しません。ユーザがすでに認証を提示して、デス
クトップへのアクセス権を取得しているからです。
ユーザ セッション
ユーザがセッションにサインインします。セッションからユーザに Cisco Jabber サービスを使用す
る事前定義の時間が提示されます。セッションの継続時間を制御するには、Cookie とトークンの
タイムアウト パラメータを設定します。セッションの期限が切れて、Jabber がそれを自動的に更
新できなかった場合は、ユーザ入力が必要なため、再認証を要求するプロンプトが表示されます。
この現象は、認証 Cookie が有効でなくなった時点で発生する可能性があります。Kerberos または
スマート カードが使用されている場合は、スマート カードから PIN が要求されなければ、再認証
の操作をする必要はありません。ボイスメール、着信コール、インスタント メッセージングなど
のサービスが中断するリスクはありません。

クライアント内の SAML SSO の有効化
はじめる前に
• Cisco WebEx Messenger を使用しない場合は、Cisco Unified Communications Applications 10.5.1
Service Update 1 で SSO を有効にします。このサービス上での SAML SSO の有効化方法につ
いては、『SAML SSO Deployment Guide for Cisco Unified Communications Applications, Release
10.5（Cisco Unified Communications アプリケーション リリース 10.5 SAML SSO 導入ガイド）』
を参照してください。
• Cisco Unity Connection バージョン 10.5 で SSO を有効にします。このサービス上での SAML
SSO の有効化方法については、『Managing SAML SSO in Cisco Unity Connection』を参照して
ください。
• Cisco WebEx Messenger を使用する場合は、Cisco WebEx Messenger サービスで SSO を有効に
して Cisco Unified Communications アプリケーションと Cisco Unity Connection をサポートしま
す。このサービス上での SAML SSO の有効化方法については、『Cisco WebEx Messenger
Administrator's Guide（Cisco WebEx Messenger 管理者ガイド）』の「Single Sign-On（シングル
サインオン）」を参照してください。
このサービス上での SAML SSO の有効化方法については、『Cisco WebEx Messenger
Administrator's Guide』の「Single Sign-On」を参照してください。
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手順
ステップ 1

Web ブラウザで証明書を検証できるように、すべてのサーバに証明書を配布してください。これ
を行わない場合、無効な証明書に関する警告メッセージが表示されます。証明書の検証に関する
詳細については、「証明書の検証」を参照してください。

ステップ 2

クライアントの SAML SSO のサービス検出を確認します。クライアントは、標準サービス検出を
使用してクライアントの SAML SSO を有効化します。設定パラメータ ServicesDomain、
VoiceServicesDomain、および ServiceDiscoveryExcludedServices を使用して、サービス検出を有効
化します。サービス検出を有効にする方法の詳細については、「Configure Service Discovery for
Remote Access（リモート アクセス用サービス検出の設定）」を参照してください。

ステップ 3

セッションの継続時間を定義します。
セッションは、Cookie およびトークン値で構成されます。通常、Cookie はトークンより長く残り
ます。cookie の寿命はアイデンティティ プロバイダーで定義され、トークンの期間はサービスで
定義されます。

ステップ 4

SSO を有効にすると、デフォルトで、すべての Cisco Jabber ユーザが SSO を使用してサインイン
します。管理者は、特定のユーザが SSO を使用する代わりに、Cisco Jabber ユーザ名とパスワー
ドを使用してサインインするようにユーザ単位でこの設定を変更できます。Cisco Jabber ユーザの
SSO を無効にするには、SSO_Enabled パラメータの値を FALSE に設定します。
ユーザに電子メール アドレスを尋ねないように Cisco Jabber を設定した場合は、ユーザの Cisco
Jabber への最初のサインインが非 SSO になることがあります。展開によっては、パラメータの
ServicesDomainSsoEmailPrompt を ON に設定する必要があります。これによって、Cisco Jabber は
初めて SSO サインインを実行する際の必要な情報を得ることができます。ユーザが以前 Cisco
Jabber にサインインしたことがある場合は、必要な情報が取得済みであるため、このプロンプト
は必要ありません。

関連トピック
SAML SSO Deployment Guide for Cisco Unified Communications アプリケーション SAML SSO 導
入ガイド、リリース 10.5
Cisco Unity Connection での SAML SSO の管理
Cisco WebEx Messenger サービス シングル サインオン
証明書の検証
シングル サインオン
Cisco Unity Connection での SAML SSO の管理
Cisco Unified Communications アプリケーション SAML SSO 導入ガイド
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章

設定およびインストールのワークフロー
• クラウド ベースの展開におけるサーバ設定のワークフロー, 141 ページ
• オンプレミス展開におけるサーバ設定のワークフロー, 143 ページ
• ユーザ ベースの構成におけるサーバ設定のワークフロー, 145 ページ

クラウド ベースの展開におけるサーバ設定のワークフロー
CUCM 9.x 以降を使用するクラウド ベースの展開
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

クラウドベース展開用の IM and Presence サービスの設
定, （171 ページ）。

ステップ 2

オンプレミス展開用の音声およびビデオ通信の設定,
（176 ページ）。

ステップ 3

Cisco Unified Communications Manager リリース 9.x 以
降を使用したオンプレミス展開用のボイスメールの設
定, （282 ページ）。

ステップ 4

クラウド ベースの展開における会議の設定, （315 ペー
ジ）。

ステップ 5

クライアントの設定, （373 ページ）..

ステップ 6

クラウドベースのサーバの証明書要件, （368 ページ）. これらの証明書が
サーバに存在する
ことを確認しま
す。
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コマンドまたはアクション
ステップ 7

サービス ディスカバリを設定します。

ステップ 8

クライアントのインストール, （457 ページ）.

目的

CUCM 8.x を使用するクラウド ベースの展開
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1

クラウドベース展開用の IM and Presence サービスの設
定, （171 ページ）。

ステップ 2

オンプレミス展開用の音声およびビデオ通信の設定,
（176 ページ）。

ステップ 3

Cisco Unified Communications Manager リリース 8.6 を
使用したオンプレミス展開用のボイスメールの設定,
（293 ページ）。

ステップ 4

クラウド ベースの展開における会議の設定, （315 ペー
ジ）。

ステップ 5

クライアントの設定, （373 ページ）。

ステップ 6

クラウドベースのサーバの証明書要件, （368 ペー
ジ）。

ステップ 7

サービス ディスカバリを設定します。

ステップ 8

クライアントのインストール, （457 ページ）.
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これらの証明書が
サーバに存在する
ことを確認しま
す。
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オンプレミス展開におけるサーバ設定のワークフロー
CUCM 9.x 以降のオンプレミス展開における展開とインストールのワークフロー
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Cisco Unified Communications Manager 9.x 以降を使
用したオンプレミス展開に関する IM and Presence
サービスの設定, （152 ページ）。

ステップ 2

クラウドベースの展開における音声およびビデオ WebEx により設定。
通信の設定, （175 ページ）。

ステップ 3

クラウド ベースの展開におけるボイスメールの設 WebEx により設定。
定, （281 ページ）.

ステップ 4

会議の設定。
• オンサイトの設定方法：WebEx Meetings Server
を使用したオンプレミス会議の設定, （303
ページ）。
• オフサイトの設定方法：WebEx Meeting Center
を使用したクラウドベースの会議の設定, （
309 ページ）。

ステップ 5

クライアントの設定, （373 ページ）。

ステップ 6

認証局により署名された証明書の取得, （364 ペー CSR の要求後に遅延が発生
ジ）。
した場合は、サービスを設
定する前に CSR を要求し
ておいて、クライアントを
インストールする前に証明
書を適用できます。

ステップ 7

サービス ディスカバリを設定します。

ステップ 8

クライアントのインストール, （457 ページ）.
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CUCM 8.6.x および CUP でのオンプレミス展開における展開とインストールのワーク
フロー
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Cisco Unified Communications Manager 8.x および
Cisco Unified Presence を使用したオンプレミス展開
に関する IM and Presence サービスの設定, （153
ページ）。

ステップ 2

クラウドベースの展開における音声およびビデオ WebEx により設定。
通信の設定, （175 ページ）。

ステップ 3

クラウド ベースの展開におけるボイスメールの設 WebEx により設定。
定, （281 ページ）

ステップ 4

会議の設定。
• オンサイト会議の設定方法：WebEx Meetings
Server を使用したオンプレミス会議の設定,
（303 ページ）。
• オフサイト会議の設定方法：WebEx Meeting
Center を使用したクラウドベースの会議の設
定, （309 ページ）。

ステップ 5

クライアントの設定, （373 ページ）。

ステップ 6

認証局により署名された証明書の取得, （364 ペー CSRの要求後に遅延が発生
ジ）。
した場合は、サービスを設
定する前に CSR を要求し
ておいて、クライアントを
インストールする前に証明
書を適用できます。

ステップ 7

サービス ディスカバリを設定します。

ステップ 8

クライアントのインストール, （457 ページ）.
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CUCM 9.x 以降の電話限定モードでの展開とインストールのワークフロー
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

ディレクトリ同期および認証の 社内ディレクトリ サーバとの同期および認
セットアップ, （432 ページ）。 証を設定します。

ステップ 2

音声およびビデオ通信の設定, （ 展開に応じた音声およびビデオ通信を設定し
175 ページ）.
ます。

ステップ 3

ボイスメールの設定, （281 ペー 展開に応じたボイスメールを設定します。
ジ）.

ステップ 4

会議の設定, （303 ページ）.

ステップ 5

クライアントの設定, （373 ペー ユーザ エクスペリエンスとクライアントの
ジ）.
機能は、設定ファイルにより制御されます。
設定ファイルの作成は、アプリケーション展
開の重要な部分です。

ステップ 6

クライアントのインストール, （ 追加クライアントのカスタマイズは、Cisco
457 ページ）.
Jabber for Windows や Cisco Jabber for Mac の
インストール時に実行できます。

展開に応じた会議機能を設定します。

ユーザ ベースの構成におけるサーバ設定のワークフロー
このセクションでは、Cisco Unified Communications Manager 9.x 以降を使用して Cisco Jabber のオ
ンプレミス展開を設定する方法について、ユーザ作成の主要作業を基にして説明します。このセ
クションは、次の 3 段階から構成されています。
• ユーザ作成前のタスク
• ユーザ作成タスク
• ユーザ作成後のタスク

ユーザ作成前のワークフロー
はじめる前に
このワークフローでは、Cisco Unified Communications Manager、Cisco Unity Connection、およびそ
の他のサポート サービスがすべて正常にインストール済みであることを前提としています。それ
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らのサービスのインストールと設定については、このマニュアルの範囲外です。続行する前に、
それらのタスクの詳細について適切なマニュアルを参照してください。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

プランニングの考慮事項, （7 ユーザに対応するために使用すべきテクノロジー
ページ）.
のタイプを検討して、展開を計画します。

ステップ 2

ハードウェア要件, （45 ペー
ジ）.

現在使用しているハードウェアが Cisco Jabber
要件を満たすかどうかを検討して、展開を計画
します。

ステップ 3

ソフトウェア要件, （50 ペー
ジ）.

現在使用しているソフトウェアが Cisco Jabber
要件を満たすかどうかを検討して、展開を計画
します。

ステップ 4

連絡先ソース, （73 ページ）. Cisco Jabber で使用する連絡先ソースのタイプを
検討して、展開を計画します。

ユーザ作成のワークフロー
はじめる前に
このセクションでは、ユーザとデバイスの作成に関する個々のタスクについて説明します。ユー
ザとデバイス割り当ての一括作成については、ご使用の Cisco Unified Communications Manager の
リリースに対応する『Cisco Unified Communications Manager Bulk Administration Guide』を参照して
ください。

手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1

ディレクトリ同期および認証のセット 社内ディレクトリ サーバとの同期およ
アップ, （432 ページ）.
び認証を設定します。

ステップ 2

IM and Presence サービスの設定, （151 展開に応じた IM and Presence サービス
ページ）.
を設定します。

ステップ 3

音声およびビデオ通信の設定, （175 展開に応じた音声およびビデオ通信を
ページ）.
設定します。

ステップ 4

ボイスメールの設定, （281 ページ）. 展開に応じたボイスメールを設定しま
す。
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

会議の設定, （303 ページ）.

展開に応じた会議機能を設定します。

ユーザ作成後のワークフロー
はじめる前に
ここでは、ユーザとデバイスのプロビジョニング後に実行されるタスクについて説明します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

クライアントの設定, （373
ページ）.

ユーザ エクスペリエンスとクライアントの機能
は、設定ファイルにより制御されます。設定ファ
イルの作成は、アプリケーション展開の重要な部
分です。

ステップ 2

クライアントのインストール, 追加クライアントのカスタマイズは、Cisco Jabber
（457 ページ）.
for Windows や Cisco Jabber for Mac のインストール
時に実行できます。
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第

II

部

インフラストラクチャの設定
• IM and Presence サービスの設定, 151 ページ
• 音声およびビデオ通信の設定, 175 ページ
• ボイスメールの設定, 281 ページ
• 会議の設定, 303 ページ
• ディレクトリ統合の設定, 317 ページ
• 証明書の検証設定, 363 ページ

第

5

章

IM and Presence サービスの設定
• オンプレミス展開用の IM and Presence サービスの設定, 151 ページ
• クラウドベース展開用の IM and Presence サービスの設定, 171 ページ

オンプレミス展開用の IM and Presence サービスの設定
Cisco Unified Communications Manager 10.5 以降を使用したオンプレミス展開に関する
IM and Presence サービスの設定
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1

必須サービスの有効化と開始, （153 ページ）

ステップ 2

サービス プロファイルの作成, （154 ページ）

ステップ 3

連絡先リストの一括事前入力, （155 ページ）

ステップ 4

メッセージの設定の有効化, （155 ページ）

ステップ 5

ファイル転送とスクリーン キャプチャの有効化, （157 ペー
ジ）

ステップ 6

プレゼンス サブスクリプション要求のプロンプト, （157
ページ）

ステップ 7

一時プレゼンス, （159 ページ）

ステップ 8

Microsoft SharePoint 2010 および 2013 でのプレゼンスの設
定, （162 ページ）

ステップ 9

ユーザの設定を行う, （163 ページ）

ステップ 10

予定表イベントのプレゼンスの有効化, （165 ページ）

目的
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コマンドまたはアクション
ステップ 11

目的

パーシステント チャットの設定, （166 ページ）

Cisco Unified Communications Manager 9.x 以降を使用したオンプレミス展開に関する
IM and Presence サービスの設定
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1

必須サービスの有効化と開始, （153 ページ）

ステップ 2

サービス プロファイルの作成, （154 ページ）

ステップ 3

連絡先リストの一括事前入力, （155 ページ）

ステップ 4

メッセージの設定の有効化, （155 ページ）

ステップ 5

ファイル転送とスクリーン キャプチャの有効化, （157 ペー
ジ）

ステップ 6

プレゼンス サブスクリプション要求のプロンプト, （157
ページ）

ステップ 7

一時プレゼンス, （159 ページ）

ステップ 8

IM and Presence サービスの追加, （160 ページ）

ステップ 9

IM and Presence サービスの適用, （161 ページ）

ステップ 10

Microsoft SharePoint 2010 および 2013 でのプレゼンスの設
定, （162 ページ）

ステップ 11

ユーザの設定を行う, （163 ページ）

ステップ 12

予定表イベントのプレゼンスの有効化, （165 ページ）

ステップ 13

パーシステント チャットの設定, （166 ページ）
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Cisco Unified Communications Manager 8.x および Cisco Unified Presence を使用したオ
ンプレミス展開に関する IM and Presence サービスの設定
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1

必須サービスの有効化と開始, （153 ページ）

ステップ 2

連絡先リストの一括事前入力, （155 ページ）

ステップ 3

メッセージの設定の有効化, （155 ページ）

ステップ 4

機能割り当ての指定, （156 ページ）

ステップ 5

プレゼンス サブスクリプション要求のプロンプト, （157 ペー
ジ）

ステップ 6

Microsoft SharePoint 2010 および 2013 でのプレゼンスの設定,
（162 ページ）

ステップ 7

一時プレゼンス, （159 ページ）

ステップ 8

予定表イベントのプレゼンスの有効化, （165 ページ）

目的

必須サービスの有効化と開始
必須サービスにより、サーバ間の通信が可能になり、クライアントにさまざまな機能が提供され
ます。

手順
ステップ 1

[Cisco Unified IM and Presence のサービスアビリティ（Cisco Unified IM and Presence Servicability）]
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

[サーバ（Server）] ドロップダウン リストから適切なサーバを選択します。

ステップ 4

次の各サービスが開始され、かつ有効になっていることを確認します。
• Cisco SIP Proxy
• Cisco Sync Agent
• Cisco XCP Authentication Service
• Cisco XCP Connection Manager
• Cisco XCP Text Conference Manager
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• Cisco Presence Engine
ステップ 5

[ツール（Tools）] > [コントロール センターのネットワーク サービス（Control Center - Network
Services）] を選択します。

ステップ 6

[サーバ（Server）] ドロップダウン リストから適切なサーバを選択します。

ステップ 7

Cisco XCP Router Service が実行されていることを確認します。

次の作業
• Cisco Unified Communications Manager IM and Presence サービス リリース 9.x 以降を使用して
いる場合は、サービス プロファイルの作成, （154 ページ）。
• Cisco Unified Presence リリース 8.6 を使用している場合は、連絡先リストの一括事前入力, （
155 ページ）。

サービス プロファイルの作成
Cisco Unified Communications Manager で追加したサービスの設定を含むサービス プロファイルを
作成します。ユーザのエンドユーザ設定にサービスプロファイルを追加します。これにより、ク
ライアントは、利用可能なサービスの設定をサービス プロファイルから取得できます。

はじめる前に
必須サービスの有効化と開始, （153 ページ）

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）] > [サービス プロファイル（Service
Profile）] の順に選択します。
[サービス プロファイルの検索と一覧表示（Find and List Service Profiles）] 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

[サービス プロファイルの設定（Service Profile Configuration）] ウィンドウに次のように設定を入
力します。
a) [名前（Name）] フィールドにサービス プロファイルの一意な名前を指定します。
b) 必要に応じて、[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。
（注）

電話モードの場合は、[IM and Presenceプロファイル（IM and Presence Profile）] セクショ
ンで、[プライマリ（Primary）] フィールドが [<なし>（<None>）] に設定されているこ
とを確認します。
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ステップ 5

[保存（Save）] を選択します。

連絡先リストの一括事前入力
一括管理ツール（BAT）を使用してユーザの連絡先リストを事前に入力することもできます。
これにより、ユーザの連絡先リストを事前に入力して、クライアントの最初の起動後にユーザが
連絡先のセットを自動的に入手できるようにします。
Cisco Jabber はクライアント連絡先リストで最大 300 件の連絡先をサポートします。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

ユーザに提供する連絡先リストを定義
した CSV ファイルを作成します。

ステップ 2

BAT を使用して一連のユーザに連絡 BAT の使用方法と CSV ファイルの形式につ
先リストを一括でインポートします。 いては、ご使用のリリースの『Deployment
Guide for Cisco Unified Communications
Manager IM & Presence（Cisco Unified
Communications Manager IM & Presence 導入
ガイド）』を参照してください。

メッセージの設定の有効化
インスタント メッセージング機能を有効にし、設定します。

はじめる前に
連絡先リストの一括事前入力, （155 ページ）。

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

[メッセージング（Messaging）] > [設定（Settings）] の順に選択します。

ステップ 3

次のオプションを選択します。
• インスタント メッセージを有効にする（Enable instant messaging）
• クライアントでのインスタント メッセージ履歴のログ記録を可能にする（Allow clients to log
instant message history）
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ステップ 4

他のメッセージング設定も適切に選択します。

ステップ 5

[保存（Save）] を選択します。
重要
Cisco Jabber は、Cisco Unified Communications Manager IM and Presence サービス リリース
9.0.x の [プレゼンスの設定（Presence Settings）] ウィンドウで次の設定をサポートしませ
ん。
• [ユーザの通話中に DND ステータスを使用する（Use DND status when user is on the
phone）]
• [ユーザがミーティングに参加しているときに DND ステータスを使用する（Use DND
status when user is in a meeting）]

次の作業
• Cisco Unified Communications Manager IM and Presence サービス リリース 9.x 以降を使用して
いる場合は、IM and Presence サービスの追加, （160 ページ）。
• Cisco Unified Presence リリース 8.6 を使用している場合は、機能割り当ての指定, （156 ペー
ジ）。

機能割り当ての指定
Cisco Unified Presence を使用する場合に、ユーザにインスタント メッセージ機能とプレゼンス機
能を提供するには、このタスクで次の手順を実行します。

はじめる前に
メッセージの設定の有効化, （155 ページ）

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

[システム（System）] > [ライセンス（Licensing）] > [機能割り当て（Capabilities Assignment）] の
順に選択します。
[機能割り当ての検索と一覧表示（Find and List Capabilities Assignments）] ウィンドウが開きます。

ステップ 3

[機能割り当てを次の条件で検索（Find Capabilities Assignment where）] フィールドに適切なフィル
タを指定し、[検索（Find）] を選択してユーザの一覧を取得します。

ステップ 4

対象のユーザをリストから選択します。
[機能割り当ての設定（Capabilities Assignment Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 5

[機能割り当ての設定（Capabilities Assignment Configuration）] セクションで次の両方を選択しま
す。
• CUP を有効にする（Enable CUP）
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• CUPC を有効にする（Enable CUPC）
ステップ 6

[保存（Save）] を選択します。

ファイル転送とスクリーン キャプチャの有効化
（注）

ファイル転送とスクリーン キャプチャは、デスクトップ クライアントとモバイル クライアン
トでサポートされます。

はじめる前に
Cisco Unified Communications Manager IM and Presence サービス上の Cisco XCP Router サービスを介
して、Cisco Unified Communication Manager IM and Presence サービス 9.x 以降のファイル転送とス
クリーン キャプチャを有効または無効にすることができます。ファイル転送と画面キャプチャの
パラメータはデフォルトで有効になっています。ただし、展開のセットアップ時に設定を確認す
る必要があります。

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

[システム（System）] > [サービス パラメータ（Service Parameters）] の順に選択します。

ステップ 3

[サーバ（Server）] ドロップダウン リストから適切なサーバを選択します。

ステップ 4

[サービス（Service）] ドロップダウン リストから [Cisco XCP Router] を選択します。
[サービス パラメータ設定（Service Parameter Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 5

[ファイル転送を有効にする（Enable file transfer）] パラメータを探します。

ステップ 6

[パラメータ値（Parameter Value）] ドロップダウン リストから適切な値を選択します。
メモ
Cisco Unified Communications Manager IM and Presence サービス上の設定を無効にした場合
は、クライアント設定内のファイル転送とスクリーン キャプチャも無効にする必要があ
ります。

ステップ 7

[保存（Save）] を選択します。

プレゼンス サブスクリプション要求のプロンプト
適用：すべてのクライアント
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社内の連絡先からのプレゼンス サブスクリプション要求のプロンプトを有効、無効のいずれかに
することができます。クライアントは、社外の連絡先からのプレゼンス サブスクリプション要求
には、ユーザに許可を求めるプロンプトを常に表示します。
ユーザは、クライアントのプライバシー設定を次のように指定します。
社内（Inside Your Organization）
ユーザは社内の連絡先を許可するかブロックするかを選択できます。
• ユーザがプレゼンス サブスクリプション要求を許可することを選択し、
• [確認プロンプトなしで、ユーザが他のユーザのプレゼンス ステータスを表示でき
るようにする（Allow users to view the availability of other users without being prompted
for approval）] を選択した場合、クライアントはユーザにプロンプトを表示せず
に、すべてのプレゼンス サブスクリプション要求を自動的に許可します。
• [確認プロンプトなしで、ユーザが他のユーザのプレゼンス ステータスを表示でき
るようにする（Allow users to view the availability of other users without being prompted
for approval）] を選択しない場合、クライアントはすべてのプレゼンス サブスク
リプション要求でユーザにプロンプトを表示します。
• ユーザが連絡先をブロックすることを選択した場合、既存の連絡先のみがそれらのユー
ザの在席ステータスを参照できます。つまり、ユーザのプレゼンスにサブスクライブ
済みの連絡先のみが在席ステータスを確認できます。

（注）

組織内で連絡先を検索する際は、組織内のすべてのユーザの一時的な
在席ステータスが表示されます。しかし、ユーザ A がユーザ B をブ
ロックした場合、ユーザ B には、検索一覧内のユーザ A の一時的な在
席ステータスは表示されません。

社外（Outside Your Organization）
ユーザは、社外の連絡先に対する処理を次のオプションから選択できます。
• クライアントがプレゼンス サブスクリプション要求ごとにプロンプトを表示する。
• 既存の連絡先のみが在席ステータスを参照できるよう、すべての連絡先をブロックす
る。つまり、ユーザのプレゼンスにサブスクライブ済みの連絡先のみが在席ステータ
スを確認できます。

はじめる前に
この機能は、オンプレミス展開でサポートされ、Cisco Unified Communications Manager リリース
8.x 以降でのみ利用できます。
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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

[プレゼンス（Presence）] > [設定（Settings）] の順に選択します。
[プレゼンスの設定（Presence Settings）] ウィンドウが開きます。

ステップ 3

[確認プロンプトなしで、ユーザが他のユーザのプレゼンス ステータスを表示できるようにする
（Allow users to view the availability of other users without being prompted for approval）] を選択し、プ
ロンプトを無効にして、社内からのすべてのプレゼンス サブスクリプション要求を自動的に許可
します。
このオプションには、次の値があります。
• [選択済み（Selected）]：クライアントはプレゼンス サブスクリプション要求に対してユーザ
にプロンプトを表示しません。クライアントはユーザにプロンプトを表示せずに、すべての
プレゼンス サブスクリプション要求を自動的に許可します。
• [クリア済み（Cleared）]：クライアントは、プレゼンス サブスクリプション要求を許可する
かどうか尋ねるプロンプトをユーザに表示します。この設定では、ユーザの在席ステータス
を社内のほかのユーザが見られる状態である必要があります。

ステップ 4

[保存（Save）] を選択します。

一時プレゼンス
適用：すべてのクライアント
プライバシー制御強化のために一時プレゼンスを無効化します。このパラメータを設定すると、
Cisco Jabber がユーザの連絡先リスト内の連絡先にだけアベイラビリティ ステータスを表示しま
す。

はじめる前に
この機能は、オンプレミス展開でサポートされ、Cisco Unified Communications Manager リリース
9.x 以降が必要です。

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

[プレゼンス（Presence）] > [設定（Settings）] の順に選択します。

ステップ 3

[アドホック プレゼンス サブスクリプションを有効にする（Enable ad-hoc presence subscriptions）]
チェックボックスをオフにして、[保存（Save）] を選択します。
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Cisco Jabber は一時的なプレゼンスを表示しません。ユーザは、各自の連絡先リスト内の連絡先の
みのアベイラビリティ ステータスを確認できます。

Cisco Unified Presence での一時プレゼンスの無効化
プライバシー制御強化のために一時プレゼンスを無効化します。このパラメータを設定すると、
Cisco Jabber がユーザの連絡先リスト内の連絡先にだけアベイラビリティ ステータスを表示しま
す。

はじめる前に
この機能は、オンプレミス展開でサポートされ、Cisco Unified Communications Manager リリース
8.x 以降が必要です。

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

[プレゼンス（Presence）] > [設定（Settings）] の順に選択します。

ステップ 3

[アドホック プレゼンス サブスクリプションを有効にする（Enable ad-hoc presence subscriptions）]
チェックボックスをオフにして、[保存（Save）] を選択します。
Cisco Jabber は一時的なプレゼンスを表示しません。ユーザは、各自の連絡先リスト内の連絡先の
みのアベイラビリティ ステータスを確認できます。

IM and Presence サービスの追加
IM and Presence サービス機能をユーザに提供します。

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。
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[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

[UC サービスの追加（Add a UC Service）] セクションで、[UC サービス タイプ（UC Service Type）]
ドロップダウン リストから [IM および Presence（IM and Presence）] を選択します。

ステップ 5

[次へ（Next）] を選択します。

ステップ 6

次のように IM and Presence サービスの詳細を入力します。
a) [製品のタイプ（Product Type）] ドロップダウン リストから [Unified CM (IM および Presence)
（Unified CM (IM and Presence)）] を選択します。
b) [名前（Name）] フィールドにサービスの名前を入力します。
入力した名前は、プロファイルにサービスを追加する際に表示されます。入力する名前は必
ず、一意的でわかりやすく、かつ意味が通じるものにしてください。
c) 必要であれば、[説明（Description）] フィールドに説明を入力します。
d) [ホスト名/IP アドレス（Host Name/IP Address）] フィールドに、インスタント メッセージ/プレ
ゼンス サービスのアドレスを入力します。
重要
サービスのアドレスは完全修飾ドメイン名または IP アドレスである必要がありま
す。

ステップ 7

[保存（Save）] を選択します。

IM and Presence サービスの適用
Cisco Unified Communications Manager で IM and Presence サービスを追加したら、クライアントが
設定を取得できるようにそのサービスをサービス プロファイルに適用する必要があります。

はじめる前に
IM and Presence サービスの追加, （160 ページ）

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）] > [サービス プロファイル（Service
Profile）] の順に選択します。
[サービス プロファイルの検索と一覧表示（Find and List Service Profiles）] ウィンドウが開きます。

ステップ 3

目的のサービス プロファイルを検索し、それを選択します。
[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

[IM/プレゼンス プロファイル（IM and Presence Profile）] セクションで、次のドロップダウン リス
トから、サービスを最大 3 つ選択します。
• プライマリ（Primary）
• セカンダリ（Secondary）
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• ターシャリ（Tertiary）
ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 6

ユーザをサービス プロファイルに追加します。
a) [ユーザ管理（User Management）] > [エンド ユーザ（End User）] を選択します。
[ユーザの検索と一覧表示（Find and List Users）] ダイアログボックスが開きます。
b) [ユーザを次の条件で検索（Find User where）] フィールドで適切なフィルタを指定した後、[検
索（Find）] を選択してユーザを検索します。
c) リスト内のユーザをクリックします。
[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) [サービスの設定（Service Settings）] 領域で [ホーム クラスタ（Home Cluster）] チェックボッ
クスをオンにします。
e) [Unified CM IM and Presence のユーザを有効化（関連付けられている UC サービス プロファイ
ルで IM and Presence を設定）（Enable User for Unified CM IM and Presence (Configure IM and
Presence in the associated UC Service Profile)）] チェックボックスをオンにします。
f) [UC サービス プロファイル（UC Service Profile）] ドロップダウン リストからサービス プロ
ファイルを選択します。

ステップ 7

[保存（Save）] をクリックします。

Microsoft SharePoint 2010 および 2013 でのプレゼンスの設定
IM アドレスがメール アドレスと異なる状況で組織がユーザのプロファイルを定義する場合は、
クライアントと Microsoft SharePoint 2010 および 2013 の間でプレゼンス統合を有効にする追加設
定が必要になります。

はじめる前に
• Cisco Jabber for Windows クライアント専用。
• すべてのサイトが Microsoft SharePoint Central Administration（CA）と同期していることを確
認します。
• Microsoft SharePoint と Active Directory 間の同期がセットアップされていることを確認しま
す。

手順
ステップ 1

Microsoft SharePoint 2013 を使用している場合は、次の情報でユーザの SharePoint CA プロファイル
ページを更新します。
a) [SIPアドレス（SIP Address）] プロファイル フィールドを空白のままにします。
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b) [勤務先電子メール（Work email）] プロファイル フィールドに、ユーザ プロファイルを入力し
ます。たとえば、john4mail@example.pst と入力します。
ステップ 2

Microsoft SharePoint 2010 を使用している場合は、次の情報でユーザの SharePoint CA プロファイル
ページを更新します。
a) [SIPアドレス（SIP Address）] プロファイル フィールドに、ユーザ プロファイルを入力しま
す。たとえば、john4mail@example.pst と入力します。
b) [勤務先電子メール（Work email）] プロファイル フィールドを空白のままにします。

ユーザの設定を行う
ユーザの設定を行う場合は、インスタントメッセージおよびプレゼンスを有効にし、サービスプ
ロファイルをユーザに追加します。

はじめる前に
Microsoft SharePoint 2010 および 2013 でのプレゼンスの設定, （162 ページ）

ユーザの設定を個別に行う
インスタントメッセージおよびプレゼンスを有効にし、個々のユーザにサービスプロファイルを
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）] > [エンド ユーザ（End User）] を選択します。
[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

[ユーザを次の条件で検索（Find User where）] フィールドで適切なフィルタを指定した後、[検索
（Find）] を選択してユーザのリストを取得します。

ステップ 4

対象のユーザ名をリストから選択します。
[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 5

[サービスの設定（Service Settings）] セクションに移動し、以下の操作を行います。
a) [ユーザに対して Unified CM IM and Presence を有効にする（Enable User for Unified CU IM and
Presence）] を選択します。
b) [UC サービス プロファイル（UC Service Profile）] ドロップダウン リストからサービス プロ
ファイルを選択します。
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重要

ステップ 6

Cisco Unified Communications Manager リリース 9.x のみ：ユーザがインスタント メッ
セージおよびプレゼンスの機能しか使用していない（IM 専用）場合は、[デフォルト
の使用（Use Default）] を選択する必要があります。Cisco Unified Communications Manager
リリース バージョン 9.x は、[UCサービスプロファイル（UC Service Profile）] ドロッ
プダウン リストから選択された項目に関係なく、常に、デフォルト サービス プロファ
イルを適用します。

[保存（Save）] を選択します。

複数ユーザの設定を一括で行う
インスタントメッセージおよびプレゼンスを有効にし、複数のユーザにサービスプロファイルを
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

[一括管理（Bulk Administration）] > [ユーザ（Users）] > [ユーザの更新（Update Users）] > [クエ
リー（Query）] を選択します。
[更新するユーザの検索と一覧表示（Find and List Users To Update）] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3

[ユーザを次の条件で検索（Find User where）] フィールドで適切なフィルタを指定した後、[検索
（Find）] を選択してユーザのリストを取得します。

ステップ 4

[次へ（Next）] を選択します。
[ユーザの更新（Update Users Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 5

2 つある [ユーザに対して Unified CM IM and Presence を有効にする（Enable User for Unified CU IM
and Presence）] チェックボックスをどちらもオンにします。
重要
[ユーザに対して Unified CM IM and Presence を有効にする（Enable User for Unified CU IM
and Presence）] チェックボックスは 2 つあります。インスタント メッセージおよびプレゼ
ンスを無効にする場合は、いずれか一方のチェックボックスを選択します。インスタント
メッセージおよびプレゼンスを有効にする場合は、両方のチェックボックスを選択しま
す。

ステップ 6

[UC サービス プロファイル（UC Service Profile）] チェックボックスをオンにし、そのドロップダ
ウン リストからサービス プロファイルを選択します。
重要
Cisco Unified Communications Manager リリース 9.x のみ：ユーザがインスタント メッセー
ジおよびプレゼンスの機能しか使用していない（IM 専用）場合は、[デフォルトの使用
（Use Default）] を選択する必要があります。
IM 専用ユーザの場合：Cisco Unified Communications Manager リリース 9.x は、[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項目に関係な
く、常に、デフォルト サービス プロファイルを適用します。
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ステップ 7

[ジョブ情報（Job Information）] セクションで、ジョブをただちに実行するか後で実行するかを指
定します。

ステップ 8

[送信（Submit）] を選択します。

予定表イベントのプレゼンスの有効化
予定表イベントのプレゼンス ステータスを有効にするには、ユーザは [Cisco Unified CM IM and
Presence ユーザ オプション（Cisco Unified CM IM and Presence User Options）] ページで個別にプレ
ゼンスを有効にする必要があります。

重要

• この機能は、Cisco Jabber モバイル クライアントで使用できません。
• この設定はデフォルトでは無効になっています。
• このリリースでは、ユーザが展開後に設定を個別に有効にする必要があります。一括タ
スクでは、複数のユーザのこの設定を有効にできません。

手順
ステップ 1

[Cisco Unified CM IM and Presence ユーザ オプション（Cisco Unified CM IM and Presence User
Options）] ページにログインします。
ユーザ オプション ページは次の場所にあります：
https://server_name:port_number/cupuser/showHome.do

ステップ 2

[ユーザ オプション（User Options）] > [設定（Preferences）] を選択します。
[初期設定（Preferences）] ページが開きます。

ステップ 3

[初期設定（Preference）] ページの [予定表の設定（Calendar Settings）] セクションに移動します。

ステップ 4

[自分のプレゼンス ステータスに予定表情報を含める（Include Calendar information in my Presence
Status）] フィールドのドロップダウン メニューで [オン（On）] に設定します。

ステップ 5

[保存（Save）] を選択します。

ステップ 6

ログアウトし、[Cisco Unified CM IM and Presence ユーザ オプション（Cisco Unified CM IM and
Presence User Options）] ページを閉じます。

予定表イベントにより、クライアントでユーザの在席ステータスが変更されます。たとえば、予
定表で会議が発生すると、在席ステータスは [ミーティング中（In a meeting）] に自動的に設定さ
れます。
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パーシステント チャットの設定
クライアントでパーシステント チャットを使用できるようにするには、先に Cisco Unified
Communications Manager IM and Presence サービスでパーシステント チャットを有効にして設定す
る必要があります。

はじめる前に
バーシステント チャットは Cisco Unified Communications Manager IM and Presence サービス 10.0 以
降でのみ利用できます。
また、パーシステント チャットは Cisco Jabber for Windows にのみ使用可能です。
パーシステント チャット機能をサポートするために必要なデータベース設定については、ご使用
のリリースの『Database Setup for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager』
を参照してください。このタスクを続行する前に、データベース設定を実行する必要があります。
パーシステント チャットでは、ローカル チャット メッセージのアーカイブを有効にする必要が
あります。ローカル チャット メッセージのアーカイブは、Cisco Unified Communications Manager
IM and Presence サービスの [クライアントでのインスタントメッセージ履歴のログ記録を可能にす
る（Allow clients to log instant message history）] 設定を使用して有効にします。詳細については、
「メッセージの設定の有効化」トピックを参照してください。

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

[メッセージング（Messaging）] > [グループチャットとパーシステントチャット（Group Chat and
Persistent Chat）]と選択します。

ステップ 3

[パーシステントチャットの有効化（Enable Persistent Chat）] を選択します。

ステップ 4

[キャパシティの設定（Occupancy Settings）] セクションの [同時にルームに入れるユーザ数（How
many users can be in a room at one time）] と [同時にルームに入れる非表示ユーザ数（How many
hidden users can be in a room at one time）] が、ゼロ以外の同一の値であることを確認します。

ステップ 5

ご使用のパーシステント チャット展開に合わせて残りの設定を行います。次の表のパーシステン
ト チャット設定をお勧めします。
パーシステント チャット設定

推奨値

プライマリグループチャットサーバのエイ 無効（Disabled）
リアスをシステムで自動的に管理する
（System automatically manages primary group
chat server aliases）
パーシステントチャットの有効化（Enable 有効（Enabled）
Persistent Chat）
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パーシステント チャット設定

推奨値

すべてのルームの参加および終了をアーカ 管理者指定
イブ（Archive all room joins and exits）
（Administrator
Defined）
すべてのルームメッセージのアーカイブ
（Archive all room messages）

注記
この値は、現在パーシステント
チャットに使用されていませ
ん。

有効（Enabled）

グループチャットのシステム管理者のみの 管理者指定
パーシステントチャットルームの作成を許 （Administrator
可する（Allow only group chat system
Defined）
administrators to create persistent chat rooms）

シスコでは、Enterprise 環境に
Cisco Unified Personal
Communicator が導入されてい
るのでない限り、[有効
（Enabled）] を推奨します。

許可されるパーシステントチャットルーム 管理者指定
の最大数（Maximum number of persistent chat （Administrator
rooms allowed）
Defined）
データベース接続数（Number of connections デフォルト値
to the database）
（Default Value）
データベース接続のハートビート間隔
デフォルト値
（秒）（Database connection heartbeat interval （Default Value）
(seconds)）
パーシステントチャットルームのタイムア デフォルト値
ウト値（分）（Timeout value for persistent （Default Value）
chat rooms (minutes)）
許可されるルームの最大数（Maximum
number of rooms allowed）

デフォルト値
（Default Value）

デフォルトではルームはメンバー専用です 無効（Disabled）
（Rooms are for members only by default）
ルームのオーナーは、ルームをメンバー専 有効（Enabled）
用にするかどうかを変更できます（Room
owners can change whether or not rooms are for
members only）

Cisco Jabber がこの値を有効に
する必要があります。

他のユーザをメンバー専用ルームに招待で 有効（Enabled）
きるのはモデレータのみです（Only
moderators can invite people to members-only
rooms）

Cisco Jabber がこの値を有効に
する必要があります。
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パーシステント チャット設定

推奨値

注記

ルームのオーナーは、他のユーザをメン
有効（Enabled）
バー専用ルームに招待できるのはモデレー
タに限定するかどうかを変更できます
（Room owners can change whether or not only
moderators can invite people to members-only
rooms）
ユーザは自分自身をメンバーとしてルーム 無効（Disabled）
に追加できます（Users can add themselves
to rooms as members）

この値は、Cisco Jabber では現
在パーシステント チャットに
使用されていません。

ルームのオーナーは、ユーザが自分自身を 無効（Disabled）
メンバーとしてルームに追加できるように
するかどうかを変更できます（Roomowners
can change whether users can add themselves
to rooms as members）

この値は、Cisco Jabber では現
在パーシステント チャットに
使用されていません。

ルーム内にいないメンバーや管理者がルー 有効（Enabled）
ムに表示されたままです（Members and
administrators who are not in a room are still
visible in the room）

Cisco Jabber がこの値を有効に
する必要があります。

ルームのオーナーは、ルーム内にいないメ 有効（Enabled）
ンバーや管理者がルームに表示されたまま
にするかどうかを変更できます（Room
owners can change whether members and
administrators who are not in a room are still
visible in the room）
ルームは古いクライアントと下位互換性が 無効（Disabled）
あります（Rooms are backwards-compatible
with older clients）

この値は、Cisco Jabber では現
在パーシステント チャットに
使用されていません。

ルームのオーナーは、ルームが古いクライ 無効（Disabled）
アントと下位互換性があるかようにするど
うかを変更できます（Room owners can
change whether rooms are
backwards-compatible with older clients）

この値は、Cisco Jabber では現
在パーシステント チャットに
使用されていません。

デフォルトで、ルームは匿名です（Rooms 無効（Disabled）
are anonymous by default）

この値は、Cisco Jabber では現
在パーシステント チャットで
サポートされていません。Cisco
Jabber は匿名ルームに参加でき
ません。
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パーシステント チャット設定

推奨値

注記

ルームのオーナーは、ルームを匿名にする 無効（Disabled）
かどうかを変更できます（Room owners can
change whether or not rooms are anonymous）

この値は、Cisco Jabber では現
在パーシステント チャットで
サポートされていません。Cisco
Jabber は匿名ルームに参加でき
ません。

他のユーザをルームに招待できるユーザの デフォルト値
最低参加レベル（Lowest participation level （Default Value）
a user can have to invite others to the room）

この値は、Cisco Jabber では現
在パーシステント チャットに
使用されていません。

ルームのオーナーは、他のユーザをルーム 無効（Disabled）
に招待できるユーザの最低参加レベルを変
更できます（Room owners can change the
lowest participation level a user can have to
invite others to the room）

この値は、Cisco Jabber では現
在パーシステント チャットに
使用されていません。

同時にルームに入れるユーザ数（How many 管理者指定
users can be in a room at one time）
（Administrator
Defined）

シスコはデフォルト値を使用す
ることを推奨します。

同時にルームに入れる非表示ユーザ数
管理者指定
（How many hidden users can be in a room at （Administrator
one time）
Defined）
デフォルトのルームの最大キャパシティ
（Default maximum occupancy for a room）

デフォルト値
（Default Value）

ルームのオーナーは、デフォルトのルーム デフォルト値
の最大キャパシティを変更できます（Room （Default Value）
owners can change default maximum occupancy
for a room）
ルーム内からプライベートメッセージを送 デフォルト値
信できるユーザの最低参加レベル（Lowest （Default Value）
participation level a user can have to send a
private message from within the room）
ルームのオーナーは、ルーム内からプライ デフォルト値
ベートメッセージを送信できるユーザの最 （Default Value）
低参加レベルを変更できます（Roomowners
can change the lowest participation level a user
can have to send a private message from within
the room）
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パーシステント チャット設定

推奨値

注記

ルームの話題を変更できるユーザの最低参 モデレータ
加レベル（Lowest participation level a user （Moderator）
can have to change a room's subject）
ルームのオーナーは、ルームの話題を変更 無効（Disabled）
できるユーザの最低参加レベルを変更でき
ます
メッセージからすべての XHTML フォー
マットを削除（Remove all XHTML
formatting from messages）

無効（Disabled）

この値は、Cisco Jabber では現
在パーシステント チャットに
使用されていません。

ルームのオーナーは、XHTML フォーマッ 無効（Disabled）
トの設定を変更できます（Room owners can
change XHTML formatting setting）

この値は、Cisco Jabber では現
在パーシステント チャットに
使用されていません。

デフォルトで、ルームの議論を管理
（Rooms are moderated by default）

無効（Disabled）

この値は、Cisco Jabber では現
在パーシステント チャットに
使用されていません。

ルームオーナーは、デフォルトでルームを デフォルト値
モデレータ管理ルームにするかどうかを変 （Default Value）
更できます（Room owners can change
whether rooms are moderated by default）

この値は、Cisco Jabber では現
在パーシステント チャットに
使用されていません。

アーカイブから取得できるメッセージの最 デフォルト値
大数（Maximum number of messages that can （Default Value）
be retrieved from the archive）
デフォルトでチャット履歴に表示される
メッセージ数（Number of messages in chat
history displayed by default）

管理者指定
（Administrator
Defined）

ルームのオーナーはチャット履歴に表示さ デフォルト値
れるメッセージ数を変更できます（Room （Default Value）
owners can change the number of messages
displayed in chat history）
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15 ～ 50 の値を推奨します。[デ
フォルトでチャット履歴に表示
されるメッセージ数（Number
of messages in chat history
displayed by default）] 設定は、
常設チャット ルームに遡及的
に適用されません。設定を変更
する前に作成されたルームで
は、もともと設定されていた値
がそのまま使用されます。
この値は、Cisco Jabber では現
在パーシステント チャットに
使用されていません。

クラウドベース展開用の IM and Presence サービスの設定

（注）

パーシステント チャット ルームは、作成時に設定を継承します。部屋の作成後に変更
された値は、変更が適用された後に作成されたルームだけに適用されます。

次の作業
パーシステント チャットのクライアント固有のパラメータが設定されていることを確認します。
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。
チャットルームでのファイル転送を有効にします。詳細については、「グループチャットとチャッ
ト ルームのファイル転送とスクリーン キャプチャの有効化」を参照してください。
関連トピック
クライアント パラメータ, （396 ページ）

クラウドベース展開用の IM and Presence サービスの設定
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1

IM and Presence サービスの設定, （171 ページ）

ステップ 2

Microsoft SharePoint 2010 および 2013 でのプレゼンスの設定,
（162 ページ）

ステップ 3

プライバシー オプションの設定, （172 ページ）

目的

IM and Presence サービスの設定
ユーザが Cisco WebEx Messenger サービスによって認証されると、IM and Presence サービス機能が
提供されます。オプションで、Cisco WebEx 管理ツールを使用して、IM and Presence サービス フェ
デレーションを設定できます。

Microsoft SharePoint 2010 および 2013 でのプレゼンスの設定
IM アドレスがメール アドレスと異なる状況で組織がユーザのプロファイルを定義する場合は、
クライアントと Microsoft SharePoint 2010 および 2013 の間でプレゼンス統合を有効にする追加設
定が必要になります。

はじめる前に
• Cisco Jabber for Windows クライアント専用。
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• すべてのサイトが Microsoft SharePoint Central Administration（CA）と同期していることを確
認します。
• Microsoft SharePoint と Active Directory 間の同期がセットアップされていることを確認しま
す。

手順
ステップ 1

Microsoft SharePoint 2013 を使用している場合は、次の情報でユーザの SharePoint CA プロファイル
ページを更新します。
a) [SIPアドレス（SIP Address）] プロファイル フィールドを空白のままにします。
b) [勤務先電子メール（Work email）] プロファイル フィールドに、ユーザ プロファイルを入力し
ます。たとえば、john4mail@example.pst と入力します。

ステップ 2

Microsoft SharePoint 2010 を使用している場合は、次の情報でユーザの SharePoint CA プロファイル
ページを更新します。
a) [SIPアドレス（SIP Address）] プロファイル フィールドに、ユーザ プロファイルを入力しま
す。たとえば、john4mail@example.pst と入力します。
b) [勤務先電子メール（Work email）] プロファイル フィールドを空白のままにします。

プライバシー オプションの設定
クラウドベースの展開では、プレゼンス サブスクリプション要求のデフォルト設定を指定できま
す。

手順
ステップ 1

Cisco WebEx 管理ツールを開きます。

ステップ 2

[設定（Configuration）] タブを選択します。

ステップ 3

[クライアントの接続（Connect Client）] セクションで、[一般 IM（General IM）] を選択します。
[一般 IM（General IM）] ペインが開きます。

ステップ 4

次のように、連絡先リストで適切なオプションを選択します。
オプション

説明

[ユーザによる「連絡先リスト要求
のオプション」設定を許可する
（Allow users to set "Options for
contact list requests"）] を選択する

クライアントがプレゼンス サブスクリプション要求をどのよ
うに処理するか設定するためのデフォルト オプションとし
て、[社内の連絡先からの要求を自動的に許可する（Accept
requests automatically from contacts in my organization）] が自動
的に設定されます。ユーザは、[オプション（Options）] ウィ
ンドウでデフォルト オプションを変更できます。
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オプション

説明

[ユーザによる「連絡先リスト要求
のオプション」設定を許可する
（Allow users to set "Options for
contact list requests"）] を選択しな
い

クライアントがプレゼンス サブスクリプション要求を処理す
る方法を設定します。ユーザは設定を変更できません。これ
らの設定は、[オプション（Options）] ウィンドウで使用でき
ません。
次のオプションのいずれかを選択します。
• すべての連絡先からの要求を自動的に許可する（Accept
requests automatically from all contacts）
• 社内の連絡先からの要求を自動的に許可する（Accept
requests automatically from contacts in my organization）
• 要求ごとに通知する（Prompt me for each request）

連絡先リスト要求をクライアントがどのように処理するか設定するためのオプションを以下に示
します。
• すべての連絡先からの要求を自動的に許可する（Accept requests automatically from all contacts）：
クライアントは、自動的に、すべてのドメインからのプレゼンス サブスクリプション要求を
受け入れます。この設定を指定した場合、すべてのドメインのユーザは、ユーザを連絡先リ
ストに自動的に追加すること、および在席ステータスを表示することができます。
• 社内の連絡先からの要求を自動的に許可する（Accept requests automatically from contacts in my
organization）：クライアントは、自動的に、指定したドメイン内のユーザからのプレゼンス
サブスクリプション要求を受け入れます。ドメインを指定するには、[設定（Configuration）]
タブの [システム設定（System Settings）] セクションで [ドメイン（Domain(s)）] を選択しま
す。
（注）
組織内で連絡先を検索する際は、組織内のすべてのユーザの一時的な在席ステータ
スが表示されます。しかし、ユーザ A がユーザ B をブロックした場合、ユーザ B
には、検索一覧内のユーザ A の一時的な在席ステータスは表示されません。
• 要求ごとに通知する（Prompt me for each request）：クライアントは、プレゼンス サブスクリ
プション要求ごとに受け入れるかどうかをユーザに尋ねます。
ステップ 5

[保存（Save）] を選択します。
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章

音声およびビデオ通信の設定
• クラウドベースの展開における音声およびビデオ通信の設定, 175 ページ
• オンプレミス展開用の音声およびビデオ通信の設定, 176 ページ

クラウドベースの展開における音声およびビデオ通信の設定
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1

音声サービスおよびビデオ サービスの設定, （175 ページ）

ステップ 2

テレビ会議サービス名アカウントを追加する, （176 ページ）

目的

音声サービスおよびビデオ サービスの設定
オンプレミス Unified Communications 環境と Cisco WebEx 管理ツールを統合します。詳細について
は、次のトピックを参照してください。
• 「Getting started with Cisco Unified Communications Manager for Click to Call」
• 「Creating unified communications clusters」

次の作業
テレビ会議サービス名アカウントを追加する, （176 ページ）
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テレビ会議サービス名アカウントを追加する
ユーザは、デフォルトの Cisco WebEx 音声サービスまたはサードパーティ テレビ会議プロバイ
ダーを使用して、テレビ会議通話を開始できます。
サードパーティ テレビ会議プロバイダーの音声サービスと Cisco WebEx を統合するには、テレビ
会議サービス名アカウントを追加する必要があります。これらのアカウントを追加した後、ユー
ザはサードパーティ プロバイダーの音声サービスを使用して、テレビ会議通話を開始できます。
テレビ会議サービス名アカウントの追加方法については、『Cisco WebEx Site Administration User's
Guide』を参照してください。

はじめる前に
音声サービスおよびビデオ サービスの設定, （175 ページ）

オンプレミス展開用の音声およびビデオ通信の設定
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1

ソフトフォン デバイスの作成, （177 ペー
ジ）

ステップ 2

デスクフォン デバイスの作成, （218 ペー
ジ）

ステップ 3

CTI リモート デバイスの作成, （225 ペー この作業を実行するのは、Cisco
Unified Communications Manager
ジ）
リリース 9.x 以降を使用してい
る場合のみです。

ステップ 4

CTI ゲートウェイのセットアップ, （233
ページ）

ステップ 5

サイレント モニタリングおよびコール録 この作業を実行するのは、Cisco
Unified Communications Manager
音, （234 ページ）
リリース 8.6 を使用している場
合のみです。

ステップ 6

URI ダイヤル, （235 ページ）

ステップ 7

コール ピックアップ, （238 ページ）

ステップ 8

Hunt Group, （245 ページ）
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目的

この作業を実行するのは、Cisco
Unified Communications Manager
リリース 9.x 以降を使用してい
る場合のみです。
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コマンドまたはアクション
ステップ 9

ユーザの関連付けに関する設定, （249ペー
ジ）

ステップ 10

TFTP サーバ アドレスの指定, （250 ペー
ジ）

ステップ 11

デバイスのリセット, （253 ページ）

ステップ 12

CCMCIP プロファイルの作成, （253 ペー
ジ）

ステップ 13

ダイヤル プランのマッピング, （255 ペー
ジ）

ステップ 14

モバイル コネクトのセットアップ, （256
ページ）

ステップ 15

携帯電話に移動, （262 ページ）

ステップ 16

Dial via Office, （267 ページ）

ステップ 17

ボイスメールの無効化, （275 ページ）

目的

Cisco Jabber for Mac をインス
トールする場合のみ

ソフトフォン デバイスの作成
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1

目
的

CSF デバイスを作成するには、次のいずれかを選択します。
• Cisco Unified Communications Manager 9.x 以降の場合は、次
の作業を行います：CSF デバイスの作成, （178 ページ）。
• Cisco Unified Communications Manager 8.6(2) の場合は、次の
作業を行います：8.6(2) 以降での CSF デバイスの作成, （179
ページ）。

ステップ 2

デバイス用の Cisco Options Package ファイルのインストール, （
182 ページ）

ステップ 3

SIP プロファイルの作成, （184 ページ）

ステップ 4

システムの SIP パラメータの設定, （185 ページ）
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コマンドまたはアクション
ステップ 5

TCT デバイスの作成, （185 ページ）

ステップ 6

TAB デバイスの作成, （190 ページ）

ステップ 7

BOT デバイスの作成, （191 ページ）

ステップ 8

モバイル アプリケーション用デバイスへの電話番号の追加, （197
ページ）

ステップ 9

ビデオ デスクトップ共有, （198 ページ）

ステップ 10

セキュア電話機能のセットアップ, （199 ページ）

ステップ 11

デスクトップ アプリケーション用デバイスへの電話番号の追加,
（196 ページ）

目
的

CSF デバイスの作成
このタスクの手順を実行し、CSF デバイスを作成します。

（注）

複数のユーザに異なるサービス プロファイルを使用することにしている場合は、それらのユー
ザに CSF を関連付けないようにします。
複数の回線は TCT デバイスでサポートされません。

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

[デバイス（Device）] > [電話（Phone）] の順に選択します。
[電話の検索と一覧表示（Find and List Phones）] 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。

ステップ 4

[電話のタイプ（Phone Type）] ドロップダウン リストから [Cisco Unified Client Services Framework]
を選択し、続いて [次へ（Next）] を選択します。
[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 5

CSF デバイスの名前を [デバイス名（Device Name）] フィールドに指定します。
CSF デバイス名には CSFusername フォーマットを使用する必要があります。たとえば、Tanya
Adams という名前で、ユーザ名が tadams であるユーザの CSF デバイスを作成するとします。この
場合、デバイス名として CSFtadams を指定します。

ステップ 6

[オーナーのユーザ ID（Owner User ID）] フィールドを適切なユーザに設定します。
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重要

Cisco Unified Communications Manager バージョン 9.x では、クライアントは [オーナーの
ユーザ ID（Owner User ID）] フィールドを使用してユーザのサービス プロファイルを取
得します。そのため、それぞれのユーザがデバイスを所有し、[オーナーのユーザID（Owner
User ID）] フィールドがユーザと関連付けられている必要があります。
ユーザとデバイスを関連付けて [オーナーのユーザ ID（Owner User ID）] フィールドを適
切なユーザに設定しないと、クライアントはユーザに適用するサービス プロファイルを
取得できません。

ステップ 7

必要に応じて、[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウで設定を指定します。
[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウの設定の詳細については、『Cisco Unified
Communications Manager』のマニュアルの「Phone Setup」のトピックを参照してください。
セキュアな CSF デバイスを設定する方法については、「セキュア電話機能のセットアップ」を参
照してください。

ステップ 8

[保存（Save）] を選択します。
デバイスが正常に追加されたとのメッセージが表示されます。[電話の設定（Phone Configuration）]
ウィンドウで [割り当て情報（Association Information）] セクションが利用可能になります。

次の作業
デバイス用の Cisco Options Package ファイルのインストール, （182 ページ）

8.6(2) 以降での CSF デバイスの作成
このセクションの手順では、Cisco Unified Communications Manager バージョン 8.6(2) 以降で CSF
デバイスを作成する方法について説明します。CSF デバイスは、ソフトフォン機能をユーザに提
供します。
CSF デバイスの作成タスクの一部として、Binary Floor Control Protocol（BFCP）を使用してビデオ
デスクトップ共有を有効にできます。Cisco Unified Communications Manager は、ユーザがビデオ
デスクトップ共有機能を使用するときに送信するBFCPパケットを処理します。したがって、BFCP
プレゼンテーション共有を許可するように Cisco Unified Communications Manager を設定します。
Cisco Unified Communications Manager バージョン 8.6(2) 以降では、CSF デバイスでの BFCP プレゼ
ンテーション共有を許可するオプションを追加するために、COP ファイルを適用する必要があり
ます。その後、CSF デバイスで BFCP プレゼンテーション共有を有効にする必要があります。
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（注）

• Cisco Unified Communications Manager はバージョン 8.6(1) 以降のみで、BFCP プレゼンテー
ション共有をサポートしています。8.6(1) よりも前のバージョンでは、BFCP を有効にす
ること、またはユーザにビデオ デスクトップ共有機能をプロビジョニングすることはで
きません。
• ビデオのデスクトップ共有はソフトフォン デバイスでのみ有効にできます。デスクフォ
ン デバイスでは、ビデオのデスクトップ共有を有効にできません。
• ユーザがビデオのデスクトップ共有を使用するには、ユーザのコールがアクティブ コー
ルである必要があります。ビデオのデスクトップ共有のセッションは、アクティブ コー
ルからのみ開始することができます。
• ハイブリッド クラウドベース展開では、Cisco WebEx と Cisco Unified Communications
Manager の両方がデスクトップの共有機能を提供します。
• ユーザがインスタント メッセージング セッション中にデスクトップ共有セッション
を開始した場合、Cisco WebEx がデスクトップ共有機能を提供します。
• ユーザが音声会議またはビデオ会議中にデスクトップ共有セッションを開始した場
合、Cisco Unified Communications Manager がデスクトップ共有機能を提供します。

ヒント

Cisco Unified Communications Manager バージョン 8.6(2) 以降では、Cisco Unified Communications
Manager クラスタ内のノード間でのビデオ デスクトップ共有機能を許可するために、SIP トラ
ンクで BFCP を有効にする必要があります。SIP トランクで BFCP を有効にするには、次の手
順を実行します。
1 SIP プロファイルの [トランク固有の設定（Trunk Specific Configuration）] セクションで
[BFCP を使用するプレゼンテーション共有を許可（Allow Presentation Sharing using BFCP）]
を選択します。
2 CSF デバイス設定の [SIP プロファイル（SIP Profile）] ドロップダウン リストから SIP プロ
ファイルを選択します。

次の作業
デバイス用の Cisco Options Package ファイルのインストール, （182 ページ）
BFCP 機能用 COP ファイルの適用
Cisco Unified Communications Manager リリース 8.6.2 以降でビデオ デスクトップ共有を設定するに
は cmterm-bfcp-e.8-6-2.cop.sgn を適用する必要があります。この COP ファイルにより、
CSF デバイスで BFCP を有効にするオプションが追加されます。
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（注）

• アップグレードするたびに COPファイルをインストールする必要があります。たとえば、
Cisco Unified Communications Manager リリース 8.6.2 .20000-1 でビデオ デスクトップ共有
を設定してから、Cisco Unified Communications Manager リリース 8.6.2 .20000-2 をアップ
グレードした場合は、Cisco Unified Communications Manager リリース 8.6.2 .20000-2 で COP
ファイルを適用します。
• Cisco Unified Communications Manager リリース 8.6.1 でビデオ デスクトップ共有を設定し
てから、Cisco Unified Communications Manager リリース 8.6.2 をアップグレードした場合
は、Cisco Unified Communications Manager リリース 8.6.2 上に COP ファイルを適用しなけ
れば、ビデオ デスクトップ共有を設定できません。

手順
ステップ 1

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

ステップ 2

Cisco Jabber 管理パッケージからファイル システムに cmterm-bfcp-e.8-6-2.cop.sgn をコ
ピーします。

ステップ 3

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

ステップ 4

cmterm-bfcp-e.8-6-2.cop.sgn をアップロードし、適用します。

ステップ 5

次のようにサーバを再起動します。
a) [Cisco Unified OS の管理（Cisco Unified CM Administration）] インターフェイスを開きます。
b) [設定（Settings）] > [バージョン（Version）] の順で選択します。
c) [リスタート（Restart）] を選択します。
d) この手順をクラスタの各ノードで繰り返します。最初にプレゼンテーション サーバで実行しま
す。

COP により、CSF デバイスの [電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウの [プロトコル固有
情報（Protocol Specific Information）] セクションに [BFCP を使用するプレゼンテーション共有を
許可（Allow Presentation Sharing using BFCP）] フィールドが追加されます。
CSF デバイスの作成
このタスクの手順を実行し、CSF デバイスを作成します。

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

[デバイス（Device）] > [電話（Phone）] の順に選択します。
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[電話の検索と一覧表示（Find and List Phones）] 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。

ステップ 4

[電話のタイプ（Phone Type）] ドロップダウン リストから [Cisco Unified Client Services Framework]
を選択し、続いて [次へ（Next）] を選択します。
[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 5

CSF デバイスの名前を [デバイス名（Device Name）] フィールドに指定します。
CSF デバイス名には CSFusername フォーマットを使用する必要があります。たとえば、Tanya
Adams という名前で、ユーザ名が tadams であるユーザの CSF デバイスを作成するとします。この
場合、デバイス名として CSFtadams を指定します。

ステップ 6

必要に応じて、[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウで設定を指定します。
[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウの設定の詳細については、Cisco Unified
Communications Manager のマニュアルの「Phone Configuration Settings」トピックを参照してくだ
さい。
セキュアな CSF デバイスを設定する方法については、「セキュア電話機能のセットアップ」を参
照してください。

ステップ 7

ビデオ デスクトップ共有を有効にするには、[プロトコル固有情報（Protocol Specific Information）]
セクションで [BFCP を使用するプレゼンテーション共有を許可（Allow Presentation Sharing using
BFCP）] を選択します。
BFCP を使用したビデオ デスクトップ共有は、[信頼できるリレーポイント（Trusted Relay Point）]
または [メディアターミネーションポイント（Media Termination Point）] がソフトフォン デバイス
で有効にされている場合、サポートされません。

ステップ 8

[保存（Save）] を選択します。
デバイスが正常に追加されたとのメッセージが表示されます。[電話の設定（Phone Configuration）]
ウィンドウで [割り当て情報（Association Information）] セクションが利用可能になります。

次の作業
デバイスに電話番号を追加し、設定を適用します。

デバイス用の Cisco Options Package ファイルのインストール
Cisco Unified Communications Manager で Cisco Jabber をデバイスとして使用できるようにするに
は、ご使用のすべての Cisco Unified Communications Manager ノードにデバイス固有の Cisco Options
Package (COP) ファイルをインストールする必要があります。
サービスが中断されないように、この手順は使用率が低い時間帯に行ってください。
COP ファイルのインストールに関する一般的な情報については、お使いのリリースに対応した
『Cisco Unified Communications Operating System Administration Guide』の「Software Upgrades」の章
を参照してください。
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手順
ステップ 1

デバイスの COP ファイルをダウンロードします。
a) デバイスの COP ファイルを配置します。
• ソフトウェア ダウンロード サイトに移動します。
• ご使用のリリースに対応したデバイスの COP ファイルを配置します。
b) [今すぐダウンロード（Download Now）] をクリックします。
c) MD5 チェックサムを書き留めます。
この情報は、後で必要になります。
d) [ダウンロードを進める（Proceed with Download）] をクリックして、手順に従います。

ステップ 2

Cisco Unified Communications Manager ノードからアクセス可能な FTP または SFTP サーバに COP
ファイルを配置します。

ステップ 3

Cisco Unified Communications Manager クラスタ内のパブリッシャ ノードにこの COP ファイルをイ
ンストールします。
a) [Cisco Unified OS の管理（Cisco Unified CM Administration）] インターフェイスを開きます。
b) [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）] を選択します。
c) COP ファイルの場所を指定し、必要な情報を入力します。
詳細については、オンライン ヘルプを参照してください。
d) [次へ（Next）] を選択します。
e) デバイス COP ファイルを選択します。
f) [次へ（Next）] を選択します。
g) 画面に表示される指示に従います。
h) [次へ（Next）] を選択します。
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。
i) 使用率が低いときに Cisco Unified Communications Manager をリブートします。
j) システムが完全にサービスに復帰するまで待機します。
（注）

ステップ 4

サービスの中断を避けるために、各ノードのサービスがアクティブな状態に戻った
ことを確認してから、次のサーバでのこの手順を実行するようにしてください。

クラスタ内の各サブスクライバ ノードに COP ファイルをインストールします。
パブリッシャ ノードのときと同じ方法で、ノードのリブートなどの手順を実行します。
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SIP プロファイルの作成
この手順は、Cisco Unified Communications Manager リリース 9 以前のリリースを使用していて、
デバイスをモバイルクライアント用に設定している場合にのみ必要です。デスクトップクライア
ント用に提供されているデフォルトの SIP プロファイルを使用してください。
Cisco Unified Communications Manager リリース 9 以前のリリースを使用する場合、モバイル クラ
イアント用にデバイスを作成および設定する前に、Cisco Jabber が Cisco Unified Communications
Manager に接続したまま、Cisco Jabber をバックグラウンドで動作させる SIP プロファイルを作成
する必要があります。
Cisco Unified Communications Manager リリース 10 を使用する場合は、モバイル クライアント用に
デバイスを作成および設定するときに、[モバイル デバイス用標準 SIP プロファイル（Standard SIP
Profile for Mobile Device）] デフォルト プロファイルを選択します。

はじめる前に
デバイス用の Cisco Options Package ファイルのインストール, （182 ページ）

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

[デバイス（Device）] > [デバイスの設定（Device Settings）] > [SIP プロファイル（SIP Profile）] の
順に選択します。
[SIP プロファイルの検索と一覧表示（Find and List SIP Profiles）] ウィンドウが開きます。

ステップ 3

次のいずれかを実行し、新規 SIP プロファイルを作成します。
• デフォルトの SIP プロファイルを検索し、編集可能なコピーを作成します。
• [新規追加（Add New）] を選択し、新規 SIP プロファイルを作成します。

ステップ 4

新しい SIP プロファイルに次の値を設定します。
• [レジスタの再送間隔の調整値（Timer Register Delta）] に「120」
• [レジスタのタイムアウト値（Timer Register Expires）] に「720」
• [キープアライブのタイムアウト値（Timer Keep Alive Expires）] に「720」
• [サブスクライブのタイムアウト値（Timer Subscribe Expires）] に「21600」
• [サブスクライブの再送間隔の調整値（Timer Subscribe Delta）] に「15」

ステップ 5

[保存（Save）] を選択します。

次の作業
システムの SIP パラメータの設定, （185 ページ）
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システムの SIP パラメータの設定
狭帯域ネットワークに接続しており、モバイル デバイスで着信コールの受信が困難な場合は、シ
ステム SIP パラメータを設定して状況を改善できます。[SIP デュアル モード アラート タイマー
（SIP Dual Mode Alert Timer）] の値を大きくして、Cisco 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。

はじめる前に
この設定は、モバイル クライアント専用です。
ビジネス通話を受信するには、Cisco Jabber が実行されている必要があります。
SIP プロファイルの作成, （184 ページ）

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

[システム（System）] > [サービス パラメータ（Service Parameters）] の順に選択します。

ステップ 3

ノードを選択します。

ステップ 4

[Cisco CallManager（アクティブ）（Cisco CallManager (Active)）] サービスを選択します。

ステップ 5

[クラスタ全体のパラメータ（システム - モビリティ）（Clusterwide Parameters (System - Mobility)）]
セクションまでスクロールします。

ステップ 6

[SIP デュアル モード アラート タイマー（SIP Dual Mode Alert Timer）] の値を 10000 ミリ秒まで増
やします。

ステップ 7

[保存（Save）] を選択します。
（注）
[SIP デュアル モード アラート タイマー（SIP Dual Mode Alert Timer）] の値を増やして
も、Cisco 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 デュアル モード アラート タイマー（SIP Dual Mode Alert
Timer）] の値を 500 ミリ秒単位でさらに増やします。

TCT デバイスの作成
このタスクの手順を実行し、Cisco Jabber for iPhone ユーザの TCT デバイスを作成します。

制約事項

アドホック会議参加者の最大人数は、TCT デバイスのコールの最大人数である 6 人に制限され
ています。

はじめる前に
Cisco Jabber および Cisco Unified Communications Manager の登録をサポートする組織の最上位ドメ
イン名を指定します。[Unified CM の管理（Unified CM Administration）] インターフェイスで、[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。[クラ
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スタ全体のドメイン設定（Clusterwide Domain Configuration）] セクションで組織の最上位ドメイ
ン名を入力します。たとえば、cisco.com などです。
システムの SIP パラメータの設定, （185 ページ）

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

[デバイス（Device）] > [電話（Phone）] の順に選択します。
[電話の検索と一覧表示（Find and List Phones）] 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。

ステップ 4

[電話のタイプ（Phone Type）] ドロップダウン リストから [Cisco Dual Mode for iPhone] を選択し、
続いて [次へ（Next）] を選択します。

ステップ 5

必要に応じて、[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウで設定を指定します。TCT デバイ
スに必要な特定の設定については、下の「TCT デバイス構成の設定」のトピックを参照してくだ
さい。
制約事項
複数の回線は TCT デバイスではサポートされていませ
ん。

ステップ 6

[保存（Save）] を選択します。
デバイスが正常に追加されたとのメッセージが表示されます。[電話の設定（Phone Configuration）]
ウィンドウで [割り当て情報（Association Information）] セクションが利用可能になります。

ステップ 7

[設定の適用（Apply Config）] を選択します。

次の作業
TAB デバイスの作成, （190 ページ）
TCT デバイス構成の設定
次の表を使用し、[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウで TCT デバイスを設定します。
Cisco Jabber に固有ではない制限と要件は、これらの値にも適用されます。[電話の設定（Phone
Configuration）] ウィンドウのオプションに関する詳細情報が必要な場合は、[Cisco Unified CM の
管理（Cisco Unified CM Administration）] インターフェイスのオンライン ヘルプを参照してくださ
い。
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表 7：デバイス情報（Device Information）の設定

設定

説明

デバイス名（Device Name）

次のようにデバイス名を指定します。
• 1 つのデバイスだけを表すことができます。一人の
ユーザが複数のデバイス上に Cisco Jabber を持つ場
合（たとえば、iPhone と iPod Touch など）は、Cisco
Unified Communications Manager 内でそれぞれに個別
の Cisco Dual Mode for iPhone デバイスを設定しま
す。
• TCT で始まらなければなりません。
• すべて大文字でなければなりません。
• 最大 15 文字です。
• 使用できる文字は、A ～ Z、0 ～ 9、ドット（.）、
ダッシュ（-）、または下線（_）のみです。
Cisco は、覚えやすいようにデバイス名にユーザ名を含め
ることをお勧めします（たとえば、ユーザ jsmith に推奨
されるデバイス名は TCTJSMITH です）。

電話ボタンテンプレート（Phone
Button Template）

[Standard Dual Mode for iPhone] を選択します。

メディアリソースグループリスト
（Media Resource Group List）

ユーザがコールを保留にした場合に相手側に保留音が聞
こえるように保留音をセットアップします。この手順に
より、相手側を混乱させずにすみます。

ユーザ保留 MOH 音源（User Hold
MOH Audio Source）

ユーザがコールの音声をマージできることを確
実にするため、[メディア リソース グループ リ
ネットワーク保留 MOH 音源（Network
スト（Media Resource Group List）] オプション
Hold MOH Audio Source）
を選択する必要があります。
これらの設定は、このデバイスだけに限った設定ではあ
りません。設定の詳細については、Cisco Unified
Communications Manager のマニュアルを参照してくださ
い。
プライマリ Phone（Primary Phone）

（注）

このユーザがデスクフォンを持つ場合は、デスクフォン
を選択します。プライマリ電話機を選択すると、そのデ
バイスはライセンシングの目的のために Cisco Unified
Communications Manager の補助として設定されます。
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表 8：プロトコル固有情報（Protocol-Specific Information）の設定

設定

説明

デバイスのセキュリティ プロファイ
ル（Device Security Profile）

[Cisco Dual Mode for iPhone - 標準 SIP 非セキュア プロファ
イル（Cisco Dual Mode for iPhone - Standard SIP Non-Secure
Profile）] を選択します。

SIPプロファイル（SIP Profile）

Cisco Unified Communications Manager リリース 9 以前：
「SIP プロファイルの作成」のトピックで作成した SIP プ
ロファイルを選択します。
Cisco Unified Communications Manager リリース 10：モバ
イルデバイスのデフォルトのプロファイル（モバイルデ
バイスの標準 SIP プロファイル）を選択します。モバイ
ルデバイスのデフォルトプロファイルが環境に適さない
場合は、カスタム SIP プロファイルを作成できます。

上記セクションの他の設定

導入に応じて設定します。
このマニュアルで説明されていない値は Cisco Jabber に固
有ではありませんが、デバイスが正しく動作するように
するために入力する必要があります。

このセクションの情報は初期設定時に iOS デバイスにダウンロードされ、クライアントが自動設
定されます。
表 9：プロダクト固有の設定（Product Specific Configuration Layout）の設定

設定

説明

緊急電話番号（Emergency Numbers） iPhone でダイヤルした場合、デバイスのネイティブの電
話アプリケーションおよびモバイル ネットワークを使用
して接続する番号です。iPod でダイヤルすると、これら
の番号は VoIP コールを使用して接続します。たとえば、
911、999、112 などです。これらの数値はあらかじめ入
力されています。必要に応じて更新してください。
プリセット Wi-Fi ネットワーク（Preset Wi-Fi ネットワーク向け SSID です。
Wi-Fi Networks）
ユーザがこのフィールドにリストされた Wi-Fi ネットワー
ク上にいない場合、またはモバイルデータネットワーク
上にいる場合、Cisco Jabber は Cisco AnyConnect Secure
Mobility Client への Connect on Demand をトリガーします。
複数の SSID はスラッシュ（/）で区切ります。
例：SalesOffice1/CorporateWiFi
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設定

説明

オンデマンド VPN の URL
（On-Demand VPN URL）

オンデマンド VPN の開始に使用する URL を入力します。

デフォルトの着信音（Default
Ringtone）

[大（Loud）] または [中（Normal）] を選択します。

ビデオ機能（Video Capabilities）

デフォルトは、ユーザがビデオ通話を発信および受信で
きるようにする [有効（Enabled）] に設定されています。

次の[プロダクト固有の設定（Product Specific Configuration Layout）] の設定は、このリリースでサ
ポートされていません。設定を空白のままにしてください。
• エンド ユーザによる設定の編集を許可する（Allow End User Configuration Editing）
• iPhone の国番号（iPhone Country Code）
• シスコの使用状況およびエラー追跡（Cisco Usage and Error Tracking）
• SIP ダイジェスト（SIP Digest）の設定：
◦ SIP ダイジェスト認証の有効化（Enable SIP Digest Authentication）
◦ SIP ダイジェスト ユーザ名（SIP Digest Username）
• サインイン機能（Sign In Feature）
• ボイスメール（Voicemail）の設定：
◦ ボイスメールのユーザ名（Voicemail Username）
◦ ボイスメール サーバ（Voicemail Server）
◦ ボイスメール メッセージ ストアのユーザ名（Voicemail Message Store Username）
◦ ボイスメール メッセージ ストア（Voicemail Message Store）
• ディレクトリ（Directory）の設定：
◦ ディレクトリ ルックアップ ルール URL（Directory Lookup Rules URL）
◦ アプリケーション ダイヤル ルール URL（Application Dial Rules URL）
◦ LDAP ユーザ認証の有効化（Enable LDAP User Authentication）
◦ LDAP ユーザ名（LDAP Username）
◦ [LDAPパスワード（LDAP Password）]
◦ LDAP サーバ（LDAP Server）
◦ LDAP SSL の有効化（Enable LDAP SSL）
◦ LDAP 検索ベース（LDAP Search Base）
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◦ LDAP フィールド マッピング（LDAP Field Mappings）
◦ LDAP 画像の場所（LDAP Photo Location）

TAB デバイスの作成
タブレットで使用するソフトフォン デバイスを作成するには、この手順を使用します。

（注）

複数の回線は TAB デバイスではサポートされていません。

はじめる前に
TCT デバイスの作成, （185 ページ）

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。
[電話の検索と一覧表示（Find and List Phones）] ウィンドウが開きます。

ステップ 2

[デバイス（Device）] > [電話（Phone）] の順に選択します。

ステップ 3

[新規追加（Add New）] を選択します。

ステップ 4

[電話のタイプ（Phone Type）] ドロップダウン リストで [Cisco Jabber for Tablet] を選択し、[次へ
（Next）] をクリックします。
[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 5

デバイスの名前を [デバイス名（Device Name）] フィールドに指定します。タブレット デバイス
名には TAB username フォーマットを使用する必要があります。たとえば、Tanya Adams という名
前で、ユーザ名が tadams であるユーザのデバイスを作成するとします。この場合、デバイス名と
して TABTADAMS を指定します。
（注）
タブレット フォン デバイス名は大文字にする必要がありま
す。

ステップ 6

必要に応じて、[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウで設定を指定します。このウィン
ドウの設定の詳細については、『Cisco Unified Communications Manager』のマニュアルの「Phone
Setup」のトピックを参照してください。

ステップ 7

[保存（Save）] を選択します。
デバイスが正常に追加されたとのメッセージが表示されます。[電話の設定（Phone Configuration）]
ウィンドウで [割り当て情報（Association Information）] セクションが利用可能になります。

次の作業
BOT デバイスの作成, （191 ページ）
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BOT デバイスの作成
このタスクの手順を実行し、Cisco Jabber for Android ユーザの BOT デバイスを作成します。

制約事項

アドホック会議参加者の最大人数は、BOT デバイスのコールの最大人数である 3 人に制限さ
れています。

はじめる前に
• 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 mu-law、G.711
a-law、G.722.1、または G.729a のいずれかの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。
• Cisco Jabber および Cisco Unified Communications Manager の登録をサポートする組織の最上位
ドメイン名を指定します。[Cisco Unified CM の管理（Cisco Unified CM Administration）] イン
ターフェイスで [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。[クラスタ全体のドメイン設定（Clusterwide Domain Configuration）] セクショ
ンで組織の最上位ドメイン名を入力します。たとえば、cisco.com などです。
• TAB デバイスの作成, （190 ページ）

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

[デバイス（Device）] > [電話（Phone）] の順に選択します。
[電話の検索と一覧表示（Find and List Phones）] 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。

ステップ 4

[電話のタイプ（Phone Type）] ドロップダウン リストから [Cisco Dual Mode for Android] を選択し、
続いて [次へ（Next）] を選択します。

ステップ 5

必要に応じて、[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウで設定を指定します。BOT デバイ
スに必要な特定の設定については、下の「BOT デバイス構成の設定」のトピックを参照してくだ
さい。
制約事項
複数の回線は BOT デバイスではサポートされていませ
ん。

ステップ 6

[保存（Save）] を選択します。
デバイスが正常に追加されたとのメッセージが表示されます。[電話の設定（Phone Configuration）]
ウィンドウで [割り当て情報（Association Information）] セクションが利用可能になります。

ステップ 7

[設定の適用（Apply Config）] を選択します。
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次の作業
モバイル アプリケーション用デバイスへの電話番号の追加, （197 ページ）
BOT デバイス構成の設定
次の表を使用し、[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウで BOT デバイスを設定します。
これらの値には、Cisco Jabber for Android だけを対象とするわけではない制約および要件が適用さ
れる可能性があります。[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウのオプションに関する詳
細情報が必要な場合は、[Cisco Unified CM の管理（Cisco Unified CM Administration）] インター
フェイスのオンライン ヘルプを参照してください。
表 10：デバイス情報（Device Information）の設定

設定

説明

デバイス名（Device Name）

次のようにデバイス名を指定します。
• 1 つのデバイスだけを表すことができます。一人の
ユーザが複数のデバイス上に Cisco Jabber for Android
を持つ場合は、Cisco Unified Communications Manager
内でそれぞれに個別の Cisco Dual Mode for Android
デバイスを設定します。
• BOT で始まらなければなりません。
• すべて大文字でなければなりません。
• 最大 15 文字です。
• 使用できる文字は、A ～ Z、0 ～ 9、どっと（.）ダッ
シュ（-）、または下線（_）のみです。
Cisco は、覚えやすいようにデバイス名にユーザ名を含め
ることをお勧めします（たとえば、ユーザ jsmith に推奨
されるデバイス名は BOTJSMITH です）。

電話ボタンテンプレート（Phone
Button Template）
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設定

説明

メディアリソースグループリスト
（Media Resource Group List）

ユーザがコールを保留にした場合に相手側に保留音が聞
こえるように保留音をセットアップします。この手順に
より、相手側を混乱させずにすみます。

ユーザ保留 MOH 音源（User Hold
MOH Audio Source）

ユーザがコールの音声をマージできることを確
実にするため、[メディア リソース グループ リ
ネットワーク保留 MOH 音源（Network
スト（Media Resource Group List）] オプション
Hold MOH Audio Source）
を選択する必要があります。
（注）
Cisco Jabber for Android はマルチキャストの保
留音をサポートしません。BOT デバイスに適
用する [メディア リソース グループ リスト
（Media Resource Group List）] にマルチキャス
ト対応のメディア リソース グループが含まれ
ていないことを確認します。
これらの設定は、このデバイスだけに限った設定ではあ
りません。これらの設定の詳細については、Cisco Unified
Communications Manager のマニュアルを参照してくださ
い。
プライマリ Phone（Primary Phone）

（注）

このユーザがデスクフォンを持つ場合は、デスクフォン
を選択します。プライマリ電話機を選択すると、このデ
バイスは Cisco Unified Communications Manager でライセ
ンス上補助として設定されます。

オーナーのユーザID（Owner User ID） ユーザを選択します。値は、モビリティ ユーザ ID と一
致する必要があります。

表 11：プロトコル固有情報（Protocol-Specific Information）の設定

設定

説明

デバイスのセキュリティ プロファイ
ル（Device Security Profile）

[Cisco Dual Mode for Android - 標準 SIP 非セキュア プロ
ファイル（Cisco Dual Mode for Android - Standard SIP
Non-Secure Profile）] を選択します。

SIP プロファイル（SIP Profile）

Cisco Unified Communications Manager リリース 9 以前：
「SIP プロファイルの作成」のトピックで作成した SIP プ
ロファイルを選択します。
Cisco Unified Communications Manager リリース 10：モバ
イル デバイスのデフォルト プロファイル（モバイル デ
バイスの標準 SIP プロファイル）を選択します。モバイ
ルデバイスのデフォルトプロファイルが環境に適さない
場合は、カスタム SIP プロファイルを作成できます。
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設定

説明

上記セクションの他の設定

導入に応じて設定します。
このマニュアルで説明されていない値は Cisco Jabber に固
有ではありませんが、デバイスが正しく動作するように
するために入力する必要があります。

このセクションの情報は初期設定時に Android デバイスにダウンロードされ、クライアントが自
動設定されます。
表 12：プロダクト固有の設定（Product Specific Configuration Layout）の設定

設定

説明

緊急電話番号（Emergency Numbers） このリリースでは、[緊急電話番号（Emergency Numbers）]
の設定はサポートされません。設定を空白のままにして
ください。
重要

デバイスの呼び出し音量（Device
Ringtone Volume）

リリース 9.6 では、緊急通話は Cisco Unified
Communications Manager を通じて発信されます。
緊急通話が正しくルートされるよう、Cisco Unified
Communications Manager が設定されていることを
確認してください。

Cisco Jabber for Android のコールの着信音を消すことを
ユーザに許可しない場合は、オプションを選択します。
• [ネイティブ（Native）]：（デフォルト）ユーザが
Android デバイス上で呼び出し音量を設定（消音モー
ドやバイブレーションを含む）できるようにする場
合は、このオプションを選択します。
• [小（Low）]、[中（Medium）]、[大（High）]：これ
らのオプションのいずれかを選択して、ユーザのデ
バイスにおける最小の呼び出し音量を指定します。
ユーザは、この最小の音量よりも大きい呼び出し音
量を各自のデバイスで指定できます。
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設定

説明

デバイスの呼び出し音（Device
Ringtone）

次の呼び出し音のオプションを選択します。
• [ネイティブ呼び出し音（Native Ringtone）]：（デ
フォルト）Cisco Jabber for Android は、ユーザが
Android デバイス上のネイティブ電話アプリケーショ
ンで設定した呼び出し音を使用します。
• [Cisco の呼び出し音（Cisco Ringtone）]：Cisco Jabber
for Android は、（ユーザが Android デバイス上のネ
イティブ電話アプリケーションで別の呼び出し音を
設定している場合であっても）Cisco の呼び出し音
のみを使用します。

ビデオ機能（Video Capabilities）

デフォルトは、ユーザがビデオ通話を発信および受信で
きるようにする [有効（Enabled）] に設定されています。

次の[プロダクト固有の設定（Product Specific Configuration Layout）] の設定は、このリリースでサ
ポートされていません。設定を空白のままにしてください。
• SIP ダイジェスト（SIP Digest）の設定：
• SIP ダイジェスト認証の有効化（Enable SIP Digest Authentication）
• SIP ダイジェスト ユーザ名（SIP Digest Username）
• ボイスメール（Voicemail）の設定：
• ボイスメールのユーザ名（Voicemail Username）
• ボイスメール サーバ（Voicemail Server）
• ボイスメール メッセージ ストアのユーザ名（Voicemail Message Store Username）
• ボイスメール メッセージ ストア（Voicemail Message Store）
• ディレクトリ（Directory）の設定：
• ディレクトリ ルックアップ ルール URL（Directory Lookup Rules URL）
• アプリケーション ダイヤル ルール URL（Application Dial Rules URL）
• LDAP ユーザ認証の有効化（Enable LDAP User Authentication）
• LDAP ユーザ名（LDAP Username）
• LDAPパスワード（LDAP Password）
• LDAP サーバ（LDAP Server）
• LDAP SSL の有効化（Enable LDAP SSL）
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• LDAP 検索ベース（LDAP Search Base）
• LDAP フィールド マッピング（LDAP Field Mappings）
• LDAP 画像の場所（LDAP Photo Location）
• ドメイン名（Domain Name）
• プリセット Wi-Fi ネットワーク（Preset Wi-Fi Networks）

デスクトップ アプリケーション用デバイスへの電話番号の追加
Cisco Unified Communications Manager で、デバイスに電話番号を追加する必要があります。この
トピックでは、デバイスの作成後に [デバイス（Device）] > [電話（Phone）] メニュー オプション
を使用して電話番号を追加する手順について説明します。このメニュー オプションから表示され
るのは、電話機モデルまたは CTI ルート ポイントに適用される設定のみです。電話番号を設定す
るためのさまざまなオプションについては、Cisco Unified Communications Manager のマニュアル
を参照してください。

手順
ステップ 1

[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウで、[割り当て情報（Association Information）] セ
クションに移動します。

ステップ 2

[新規 DN を追加（Add a new DN）] を選択します。

ステップ 3

[電話番号（Directory Number）] フィールドで、電話番号を指定します。

ステップ 4

その他に必要な設定があれば、それらをすべて指定します。

ステップ 5

次の手順に従って、エンド ユーザに電話番号を関連付けます。
a) [回線に関連付けられているユーザ（Users Associated with Line）] セクションに移動します。
b) [エンド ユーザの関連付け（Associate End Users）] を選択します。
c) [ユーザを次の条件で検索（Find User where）] フィールドで適切なフィルタを指定した後、[検
索（Find）] を選択してユーザのリストを取得します。
d) 対象のユーザをリストから選択します。
e) [選択項目の追加（Add Selected）] を選択します。
選択されたユーザがボイスメール プロファイルに追加されます。

ステップ 6

[保存（Save）] を選択します。

ステップ 7

[設定の適用（Apply Config）] を選択します。

ステップ 8

[設定の適用（Apply Configuration）] ウィンドウに表示されるプロンプトに従って設定を適用しま
す。
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モバイル アプリケーション用デバイスへの電話番号の追加
はじめる前に
BOT デバイスの作成, （191 ページ）

手順
ステップ 1

[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウで、[割り当て情報（Association Information）] セ
クションに移動します。

ステップ 2

[新規 DN を追加（Add a new DN）] を選択します。

ステップ 3

[電話番号（Directory Number）] フィールドで、電話番号を指定します。
この DN は新しいものにすることができます。これと同じ DN を持つデスクフォンは不要です。

ステップ 4

次のオプションのいずれかを選択して、[無応答時の呼び出し時間(秒)（No Answer Ring Duration
(seconds)）] を設定します。
オプション

説明

デフォルト

値を 12 秒に設定します。

DVO がイネーブルに
なっている場合

24 秒の値から開始します。
この値によって、Cisco Jabber がコールをボイス メールに転送する前に
呼び出し音を鳴らす時間を設定します。DVO およびリモート宛先機能
を有効にした場合、この値はローカル モバイル ボイス ネットワークの
接続速度に依存します。それに応じて設定を調整します。
（注）

この設定値を大きくする場合、Cisco Unified Communications
Manager のオンライン ヘルプにあるこの設定関連の注意事項
を参照してください。

デバイスにユーザの PIN デフォルト値から開始します。
がある場合
コールをボイス メールに転送する前に、ユーザが PIN を入力してコー
ルに応答するのに十分な時間を確保するため、この設定を増やす必要
があります。
（注）

この設定値を大きくする場合、Cisco Unified Communications
Manager のオンライン ヘルプにあるこの設定関連の注意事項
を参照してください。

ステップ 5

[デバイスの複数コール/コール待機設定（Multiple Call/Call Waiting Settings on Device）] セクショ
ンで、[ビジー トリガー（Busy Trigger）] フィールドの値が 3 に設定されていることを確認しま
す。

ステップ 6

その他に必要な設定があれば、それらをすべて指定します。

ステップ 7

[保存（Save）] を選択します。
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次の作業
ビデオ デスクトップ共有, （198 ページ）

ビデオ デスクトップ共有
Binary Floor Control Protocol（BFCP）は、ソフトフォン デバイス（CSF デバイスとも）にビデオ
デスクトップ共有機能を提供します。Cisco Unified Communications Manager は、ビデオ デスクトッ
プ共有機能使用時にユーザが送信する BFCP パケットを処理します。Cisco Unified Communications
Manager バージョン 9.0(1) 以降で、BFCP プレゼンテーション共有は自動的に有効になります。こ
のため、CSF デバイスでビデオ デスクトップ共有を有効にする手順を実行する必要はありませ
ん。

（注）

（注）

モバイル クライアント向けの Cisco Jabber は BFCP の受信のみ可能です。

• ビデオのデスクトップ共有はソフトフォン デバイスでのみ有効にできます。デスクフォ
ン デバイスでは、ビデオのデスクトップ共有を有効にできません。
• ユーザがビデオのデスクトップ共有を使用するには、ユーザのコールがアクティブ コー
ルである必要があります。ビデオのデスクトップ共有のセッションは、アクティブ コー
ルからのみ開始することができます。
• ハイブリッド クラウド ベースの導入環境では、Cisco WebEx と Cisco Unified Communications
Manager がともにデスクトップ共有機能を提供します。
• インスタント メッセージング セッション中にユーザがデスクトップ共有セッション
を開始した場合は、Cisco WebEx がデスクトップ共有機能を提供します。
• 音声またはビデオ通話中にユーザがデスクトップ共有セッションを開始した場合は、
Cisco Unified Communications Manager がデスクトップ共有機能を提供します。
• BFCP を使用したビデオ デスクトップ共有は、[信頼できるリレーポイント（Trusted Relay
Point）] または [メディアターミネーションポイント（Media Termination Point）] がソフト
フォン デバイスで有効にされている場合、サポートされません。
• Cisco TelePresence MCU が導入されていない限り、Cisco Jabber 多地点電話会議中は、BFCP
を使用したビデオ デスクトップ共有はサポートされません。
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ヒント

Cisco Unified Communications Manager クラスタ外でビデオ デスクトップ共有機能を許可するに
は、SIP トランクで BFCP を有効にする必要があります。SIP トランクで BFCP を有効にする
には、次の手順を実行します。
1 SIP プロファイルの [トランク固有の設定（Trunk Specific Configuration）] セクションで
[BFCP を使用するプレゼンテーション共有を許可（Allow Presentation Sharing using BFCP）]
を選択します。
2 CSF デバイス設定の [SIP プロファイル（SIP Profile）] ドロップダウン リストから SIP プロ
ファイルを選択します。

セキュア電話機能のセットアップ
必要であれば、CSF デバイスに対しセキュア電話機能をセットアップできます。セキュア電話機
能により、セキュア SIP シグナリング、セキュア メディア ストリーム、および暗号化デバイス設
定ファイルが提供されます。
必要であれば、TCT および TAB デバイスに対しセキュア電話機能をセットアップできます。セ
キュア電話機能により、セキュア SIP シグナリング、セキュア メディア ストリーム、および暗号
化デバイス設定ファイルが提供されます。
必要であれば、BOT デバイスに対しセキュア電話機能をセットアップできます。セキュア電話機
能により、セキュア SIP シグナリング、セキュア メディア ストリーム、および暗号化デバイス設
定ファイルが提供されます。

はじめる前に
ビデオ デスクトップ共有, （198 ページ）

次の作業
デスクトップ アプリケーション用デバイスへの電話番号の追加, （196 ページ）
セキュリティ モードの設定
セキュア電話機能を使用するには、Cisco CTL クライアントを使用して Cisco Unified Communications
Manager セキュリティ モードを設定する必要があります。非セキュア セキュリティ モードではセ
キュア電話機能は使用できません。最低限、混合モード セキュリティを使用する必要がありま
す。
混合モード セキュリティ：
• 認証および暗号化された非セキュア電話を Cisco Unified Communications Manager に登録でき
ます。
• Cisco Unified Communications Manager は RTP と SRTP メディアの両方をサポートします。
• 認証および暗号化されたデバイスは、Cisco Unified Communications Manager に接続するため
にセキュア ポート 5061 を使用します。
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Cisco CTL クライアントを使用した混合モードの設定方法については、『Cisco Unified Communications
Manager Security Guide』を参照してください。
電話セキュリティ プロファイルの作成
セキュア電話機能を設定する最初の手順は、デバイスに適用できる電話セキュリティ プロファイ
ルを作成することです。

はじめる前に
混合モードを使用するには、Cisco Unified Communications Manager セキュリティを設定します。

手順
ステップ 1

[システム（System）] > [セキュリティ（Security）] > [電話セキュリティ プロファイル（Phone
Security Profile）] を選択します。

ステップ 2

[新規追加（Add New）] を選択します。

ステップ 3

適切な電話セキュリティ プロファイルを [電話セキュリティ プロファイル タイプ（Phone Security
Profile type）] ドロップダウン リストから選択し、[次へ（Next）] を選択します。
[電話セキュリティ プロファイルの設定（Phone Security Profile Configuration）] ウィンドウが表示
されます。

電話セキュリティ プロファイルの設定
電話セキュリティ プロファイルを追加したら、要件に合うように設定する必要があります。

手順
ステップ 1

[電話セキュリティ プロファイルの設定（Phone Security Profile Configuration）] ウィンドウの [名前
（Name）] フィールドに、電話セキュリティ プロファイルの名前を指定します。
制約事項
ユーザが Expressway for Mobile and Remote Access を経由して社内ネットワークにリ
モート接続する場合は、セキュリティプロファイル名に完全修飾ドメイン名（FQDN）
の形式を使用する必要があります。

ステップ 2

次のように電話セキュリティ プロファイルの値を指定します。
• デバイス セキュリティ モード：次のいずれかを選択します。
• 認証
• 暗号化
• [転送タイプ（Transport Type）]：デフォルト値の [TLS] のままにします。
• [TFTP暗号化設定（TFTP Encrypted Config）]：TFTP サーバ上にある CSF デバイスの設定ファ
イルを暗号化するには、このチェックボックスをオンにします。
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• [認証モード（Authentication Mode）]：[認証ストリング（By Authentication String）] を選択し
ます。
• [キーサイズ(ビット)（Key Size (Bits)）]：証明書に適切なキー サイズを選択します。
（注）

キー サイズは、CAPF 登録プロセス中にクライアントが生成する公開キーと秘密
キーのビット長を示します。
クライアントは、1024 ビット長のキーを含む認証文字列を使用してテストされまし
た。クライアントが 2048 ビット長のキーを生成する時間は、1024 ビット長のキー
を生成する時間よりも長くなります。このため、2048 を選択した場合、CAPF 登録
プロセスを完了するためにより多くの時間がかかります。
Cisco Jabber for Mac は、1024 ビット長のキーを含む認証文字列を使用してテストさ
れました。クライアントが 2048 ビット長のキーを生成する時間は、1024 ビット長
のキーを生成する時間よりも長くなります。このため、2048を選択した場合、CAPF
登録プロセスを完了するためにより多くの時間がかかります。
Cisco Jabber for iPhone and iPad は、1024 ビット長のキーを含む認証文字列を使用し
てテストされました。クライアントが 2048 ビット長のキーを生成する時間は、1024
ビット長のキーを生成する時間よりも長くなります。このため、2048 を選択した場
合、CAPF 登録プロセスを完了するためにより多くの時間がかかります。
クライアントは、1024 ビット長のキーを含む認証文字列を使用してテストされまし
た。クライアントが 2048 ビット長のキーを生成する時間は、1024 ビット長のキー
を生成する時間よりも長くなります。このため、2048 を選択した場合、CAPF 登録
プロセスを完了するためにより多くの時間がかかります。

• [SIP電話ポート（SIP Phone Port）]：デフォルト値のままにします。セキュア電話プロファイ
ルを適用すると、クライアントは常にポート 5061 を使用して Cisco Unified Communications
Manager に接続します。このフィールドに指定したポートは、[デバイス セキュリティ モー
ド（Device Security Mode）] の値として [非セキュア（Non Secure）] を選択した場合のみ有効
になります。
ステップ 3

[保存（Save）] を選択します。

CSF デバイスの設定
電話セキュリティ プロファイルをデバイスに追加し、セキュア電話機能に関するその他の設定作
業を実行します。

手順
ステップ 1

CSF デバイス設定ウィンドウを開きます。
a) [デバイス（Device）] > [電話（Phone）] の順に選択します。
[電話の検索と一覧表示（Find and List Phones）] ウィンドウが開きます。
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b) [電話を次の条件で検索（Find Phone where）] フィールドに適切なフィルタを指定し、[検索
（Find）] を選択してデバイスの一覧を取得します。
c) リストから CSF デバイスを選択します。
[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウが開きます。
ステップ 2

[デバイス情報（Device Information）] セクションで [CTI からのデバイスの制御を許可（Allow
Control of Device from CTI）] を選択します。

ステップ 3

[保存（Save）] を選択します。

ステップ 4

[プロトコル固有情報（Protocol Specific Information）] セクションを見つけます。

ステップ 5

[デバイス セキュリティ プロファイル（Device Security Profile）] ドロップダウン リストから電話
セキュリティ プロファイルを選択します。

ステップ 6

[保存（Save）] を選択します。

セキュア電話セットアップのこの時点では、既存のユーザは自分の CSF デバイスを使用できませ
ん。ユーザが自分の CSF デバイスにアクセスできるようにするために、セキュア電話セットアッ
プを実行する必要があります。

次の作業
証明書設定を指定し、ユーザの認証文字列を生成します。
TCT および TAB デバイスの設定
電話セキュリティ プロファイルをデバイスに追加し、セキュア電話機能に関するその他の設定作
業を実行します。

手順
ステップ 1

TCT または TAB デバイス設定ウィンドウを開きます。
a) [デバイス（Device）] > [電話（Phone）] の順に選択します。
[電話の検索と一覧表示（Find and List Phones）] ウィンドウが開きます。
b) [電話を次の条件で検索（Find Phone where）] フィールドに適切なフィルタを指定し、[検索
（Find）] を選択してデバイスの一覧を取得します。
c) リストから TCT または TAB デバイスを選択します。
[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 2

[デバイス情報（Device Information）] セクションで [CTI からのデバイスの制御を許可（Allow
Control of Device from CTI）] を選択します。

ステップ 3

[保存（Save）] を選択します。

ステップ 4

[プロトコル固有情報（Protocol Specific Information）] セクションを見つけます。

ステップ 5

[デバイス セキュリティ プロファイル（Device Security Profile）] ドロップダウン リストから電話
セキュリティ プロファイルを選択します。

ステップ 6

[保存（Save）] を選択します。
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セキュア電話セットアップのこの時点では、既存のユーザは自分の TCT または TAB デバイスを
使用できません。ユーザが自分の TCT または TAB デバイスにアクセスできるようにするために、
セキュア電話セットアップを実行する必要があります。

次の作業
証明書設定を指定し、ユーザの認証文字列を生成します。
BOT デバイスの設定
電話セキュリティ プロファイルをデバイスに追加し、セキュア電話機能に関するその他の設定作
業を実行します。

手順
ステップ 1

BOT デバイスの設定ウィンドウを開きます。
a) [デバイス（Device）] > [電話（Phone）] の順に選択します。
[電話の検索と一覧表示（Find and List Phones）] ウィンドウが開きます。
b) [電話を次の条件で検索（Find Phone where）] フィールドに適切なフィルタを指定し、[検索
（Find）] を選択してデバイスの一覧を取得します。
c) リストから BOT デバイスを選択します。
[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 2

[プロトコル固有情報（Protocol Specific Information）] セクションを見つけます。

ステップ 3

[デバイス セキュリティ プロファイル（Device Security Profile）] ドロップダウン リストから電話
セキュリティ プロファイルを選択します。

ステップ 4

[保存（Save）] を選択します。

セキュア電話セットアップのこの時点では、既存のユーザは自分の BOTデバイスを使用できませ
ん。ユーザが自分の BOTデバイスにアクセスできるようにするために、セキュア電話セットアッ
プを実行する必要があります。

次の作業
証明書設定を指定し、ユーザの認証文字列を生成します。
証明書設定の指定
CSF デバイス設定で証明書設定を指定し、ユーザに提供する認証文字列を生成します。
TCT および TAB デバイス構成で証明書設定を指定し、ユーザに提供する認証文字列を生成しま
す。
BOT デバイス構成で証明書設定を指定し、ユーザに提供する認証文字列を生成します。
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手順
ステップ 1

[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウで [CAPF の情報（Certification Authority Proxy
Function（CAPF）Information）] セクションを見つけます。

ステップ 2

次のように値を指定します。
• [証明書の操作（Certificate Operation）]：[インストール/アップグレード（Install/Upgrade）]
を選択します。
• [認証モード（Authentication Mode）]：[認証ストリング（By Authentication String）] を選択し
ます。
• [キー サイズ（ビット）（Key Size (Bits)）]：電話のセキュリティ プロファイルの設定と同じ
キー サイズを選択します。
• [操作の完了期限（Operation Completes By）]：認証文字列の有効期限値を指定するか、デフォ
ルトのままにします。

ステップ 3

[保存（Save）] を選択します。

ステップ 4

認証文字列を作成するには、次のいずれかを行うことができます。
• [CAPF の情報（Certification Authority Proxy Function（CAPF）Information）] セクションで [文
字列を生成（Generate String）] を選択します。
• [認証文字列（Authentication String）] フィールドにカスタム文字列を入力します。

次の作業
認証文字列をユーザに提供します。
ユーザへの認証文字列の提供
ユーザは、クライアント インターフェイスで認証文字列を指定してデバイスにアクセスし、Cisco
Unified Communications Manager に安全に登録する必要があります。
ユーザがクライアント インターフェイスで認証文字列を入力すると、CAPF 登録プロセスが開始
されます。

（注）

登録プロセスが完了するまでにかかる時間は、ユーザのコンピュータまたはモバイル デバイ
ス、および Cisco Unified Communications Manager の現在の負荷によって異なります。クライア
ントが CAPF 登録プロセスを完了するまでに、最大 1 分間かかる場合があります。
次の場合、クライアントはエラーを表示します。
• ユーザが誤った認証文字列を入力した場合。
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ユーザは、CAPF 登録を完了するために、認証文字列の入力をもう一度試行できます。ただ
し、ユーザが連続して誤った認証文字列を入力すると、文字列が正しい場合でも、クライア
ントはユーザが入力した文字列を拒否する場合があります。その場合は、ユーザのデバイス
に対して新しい認証文字列を生成し、それをユーザに提供する必要があります。
• [操作の完了期限（Operation Completes By）] フィールドに設定した有効期限が過ぎた後、ユー
ザが認証文字列を入力した場合。
その場合は、ユーザのデバイスに対して新しい認証文字列を生成する必要があります。ユー
ザは、有効期間内にその認証文字列を入力する必要があります。

重要

Cisco Unified Communications Manager でエンド ユーザを設定する場合、次のユーザ グループ
に追加する必要があります。
• 標準CCMエンドユーザ（Standard CCM End Users）
• 標準CTIを有効にする（Standard CTI Enabled）
ユーザは Standard CTI Secure Connection ユーザ グループに属していてはなりません。

セキュア電話の詳細：Cisco Jabber for Windows
セキュア接続
セキュア電話機能を有効にした場合：
• CSF デバイスと Cisco Unified Communications Manager 間の SIP 接続は TLS で行われます。
• 電話セキュリティ プロファイルの [デバイス セキュリティ モード（Device Security
Mode）] フィールドの値として [認証（Authenticated）] を選択すると、SIP 接続は
NULL-SHA 暗号化を使用して TLS で行われます。
• 電話セキュリティ プロファイルの [デバイス セキュリティ モード（Device Security
Mode）] フィールドの値として [暗号化（Encrypted）] を選択すると、SIP 接続は AES
128/SHA 暗号化を使用して TLS で行われます。
• 相互 TLS により、正しい証明書を持つ CSF デバイスのみ Cisco Unified Communications Manager
に登録できます。同様に、CSF デバイスは、正しい証明書を提示する Cisco Unified
Communications Manager インスタンスにのみ登録できます。
ユーザのセキュアな電話機能を有効にした場合は、Cisco Unified Communications Manager への CSF
デバイス接続がセキュアになります。他方のエンド ポイントも Cisco Unified Communications Manager
へのセキュア接続を使用している場合、通話をセキュアにすることができます。ただし、他方の
エンド ポイントが Cisco Unified Communications Manager へのセキュア接続を使用しない場合、通
話はセキュアではありません。
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暗号化されたメディア
電話セキュリティ プロファイルの [デバイス セキュリティ モード（Device Security Mode）] フィー
ルドの値として [暗号化（Encrypted）] を選択すると、クライアントは Secure Realtime Transport
Protocol（SRTP）を使用して、以下のような暗号化されたメディア ストリームを提供します。
メディア ストリーム

暗号化

メイン ビデオ ストリーム

暗号化できます

メイン音声ストリーム

暗号化できます

プレゼンテーション ビデオ ストリーム

暗号化できます

BFCP を使用したビデオ デスクトップ共有を参
照。
BFCP アプリケーション ストリーム
BFCP フロー制御を参照。

暗号化されません

メディアを暗号化できるかどうかは、次の例に示すように、他のエンド ポイントもメディアを暗
号化するかどうかにより決まります。
• ユーザ A とユーザ B に対してメディア暗号化を有効にします。つまり、これらのユーザの
CSF デバイスの電話セキュリティ プロファイルで、[デバイス セキュリティ モード（Device
Security Mode）] を [暗号化（Encrypted）] に設定します。
• ユーザ C に対してはメディア暗号化を有効にしません。つまり、このユーザの CSF デバイス
の電話セキュリティ プロファイルで、[デバイス セキュリティ モード（Device Security Mode）]
を [認証（Authenticated）] に設定します。
• ユーザ A がユーザ B にコールします。クライアントは、メイン ビデオ ストリームとオーディ
オ ストリームを暗号化します。
• ユーザ A がユーザ C にコールします。クライアントは、メイン ビデオ ストリームとオーディ
オ ストリームを暗号化しません。
• ユーザ A、ユーザ B、およびユーザ C が電話会議を開始します。クライアントは、どのユー
ザのメイン ビデオ ストリームも、オーディオ ストリームも暗号化しません。
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（注）

クライアントは、他のセキュア クライアントまたは会議ブリッジへの暗号化メディア ストリー
ムに対し SRTP を使用できる場合、次のロック アイコンを表示します。

ただし、ロック アイコンを表示する機能を備えているのは、Cisco Unified Communications
Manager の一部のバージョンです。使用している Cisco Unified Communications Manager のバー
ジョンにこの機能が備わっていない場合、クライアントは、暗号化メディアを送信する場合で
も、ロック アイコンを表示できません。

Expressway for Mobile and Remote Access の使用
ユーザは社内ネットワーク外部から登録プロセスを完了したり、セキュア電話機能を使用したり
することはできません。この制限は、ユーザが Expressway for Mobile and Remote Access 経由で接
続する場合にも適用されます。たとえば、次のような場合です。
1 セキュア電話機能のためにユーザの CSF デバイスを設定します。
2 このユーザが、Expressway for Mobile and Remote Access 経由で社内ネットワークに接続します。
3 クライアントは認証文字列の入力を要求する代わりに、セキュア電話機能を使用できないこと
をユーザに通知します。
ユーザが Expressway for Mobile and Remote Access 経由で内部ネットワークに接続してコールに参
加すると、次のようになります。
• Cisco Expressway-C と Cisco Unified Communications Manager に Expressway for Mobile and Remote
Access を使用して登録されたデバイスとの間のコール パスで、メディアは暗号化されます。
• Cisco Expressway-C と Cisco Unified Communications Manager にローカルに登録されたデバイ
スとの間のコール パスで、メディアは暗号化されません。

（注）

クライアントが Expressway for Mobile and Remote Access を使用して接続しているときに電話機
のセキュリティ プロファイルを変更する場合、変更を反映させるには、変更対象のクライア
ントを再起動する必要があります。

保存ファイル
クライアントは、セキュア電話機能に関する次のファイルを保存します。
• 証明書信頼リスト（.tlv）
• ローカルで有効な証明書（.lsc）
• CSF デバイスの秘密キー（.key）
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Cisco Unified Communications Manager セキュリティを混合モードとして設定すると、クライアン
トは必ず証明書信頼リストをダウンロードし、保存します。証明書信頼リストにより、クライア
ントは Cisco Unified Communications Manager ノードの身元を確認できます。
ユーザが正常に認証コードを入力し、登録プロセスを完了した後、クライアントはローカルで有
効な証明書と秘密キーを保存します。ローカルで有効な証明書と秘密キーにより、クライアント
は Cisco Unified Communications Manager との相互 TLS 接続を確立できます。

（注）

クライアントは、秘密キーをファイル システムに保存する前に暗号化します。
クライアントは、次のフォルダにこれらのファイルを保存しま
す：%User_Profile%\AppData\Roaming\Cisco\Unified
Communications\Jabber\CSF\Security
クライアントはユーザの Roaming フォルダにファイルを保存するため、ユーザは Windows ドメ
インの Microsoft Windows アカウントにサインインして、CSF デバイスを登録することができま
す。
会議コール
会議、または複数参加者会議、電話会議では、会議ブリッジがセキュア電話機能をサポートして
いる必要があります。会議ブリッジがセキュア電話機能をサポートしていない場合、そのブリッ
ジへのコールは安全ではありません。同様に、クライアントが電話会議でメディアを暗号化でき
るようにするために、すべての参加者が共通の暗号化アルゴリズムをサポートしている必要があ
ります。
CSF デバイスのセキュリティは、複数参加者の電話会議で使用できる最低レベルのセキュリティ
に設定されます。たとえば、ユーザ A、ユーザ B、およびユーザ C が電話会議に参加したとしま
す。ユーザ A とユーザ B がセキュア電話機能を備えた CSF デバイスを所有しています。ユーザ
C はセキュア電話機能のない CSF デバイスを所有しています。この場合、すべてのユーザについ
てコールは安全ではありません。
クライアント間でのセキュア CSF デバイスの共有
セキュア電話機能をサポートしていないクライアントは、セキュア CSF デバイスに登録できませ
ん。
たとえば、Cisco Jabber for Windows バージョン 9.2 と Cisco Jabber for Windows バージョン 9.1 の登
録先となる CSF デバイスでセキュア電話機能をセットアップするとします。ただし、Cisco Jabber
for Windows バージョン 9.1 は、セキュア電話機能をサポートしていません。このシナリオでは、
2 つの異なる CSF デバイスを作成する必要があります。1 つは、Cisco Jabber for Windows バージョ
ン 9.2 用のセキュア CSF デバイスで、もう 1 つは、Cisco Jabber for Windows バージョン 9.1 用の非
セキュア CSF デバイスです。
共有 Microsoft Windows アカウントで複数ユーザ
複数のユーザが、クライアントの一意のクレデンシャルを所有し、同じ Windows アカウントを共
有できます。ただし、セキュア CSF デバイスは、ユーザが共有する Windows アカウントに制限さ
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れます。同じ Windows アカウントを共有するユーザは、異なる Windows アカウントのセキュア
CSF デバイスを使用してコールを発信できません。
同じ Windows アカウントを共有する複数のユーザは、一意の名前を持つ CSF デバイスを所有する
ように取り計らう必要があります。ユーザが同じ Windows アカウントを共有し、CSF デバイスの
名前が同じである状態で、異なる Cisco Unified Communications Manager クラスタに接続する場合、
ユーザは CSF デバイスを登録できません。
たとえば、ユーザ A が CSFcompanyname という名前の CSF デバイスを所有し、クラスタ 1 に接続
するとします。また、ユーザ B が CSFcompanyname という名前の CSF デバイスを所有し、クラス
タ 2 に接続するとします。この場合、両方の CSF デバイスに対し競合が発生します。ユーザ A と
ユーザ B が同じ Windows アカウントにサインインした場合、どちらも自身の CSF デバイスを登
録できません。
共有コンピュータで複数ユーザ
クライアントは、各 Windows ユーザ固有の場所に、各ユーザのセキュア CSF デバイスの証明書を
キャッシュします。ユーザが共有コンピュータの Windows アカウントにログインすると、その
ユーザは、自身にプロビジョニングされているセキュア CSF デバイスにのみアクセスできます。
そのユーザは、その他の Windows ユーザのキャッシュされている証明書にはアクセスできませ
ん。
セキュア電話の詳細：Cisco Jabber for Mac
セキュア接続
セキュア電話機能を有効にした場合：
• CSF デバイスと Cisco Unified Communications Manager 間の SIP 接続は TLS で行われます。
• 電話セキュリティ プロファイルの [デバイス セキュリティ モード（Device Security
Mode）] フィールドの値として [認証（Authenticated）] を選択すると、SIP 接続は
NULL-SHA 暗号化を使用して TLS で行われます。
• 電話セキュリティ プロファイルの [デバイス セキュリティ モード（Device Security
Mode）] フィールドの値として [暗号化（Encrypted）] を選択すると、SIP 接続は AES
128/SHA 暗号化を使用して TLS で行われます。
• 相互 TLS により、正しい証明書を持つ CSF デバイスのみ Cisco Unified Communications Manager
に登録できます。同様に、CSF デバイスは、正しい証明書を提示する Cisco Unified
Communications Manager インスタンスにのみ登録できます。
ユーザのセキュアな電話機能を有効にした場合は、Cisco Unified Communications Manager への CSF
デバイス接続がセキュアになります。他方のエンド ポイントも Cisco Unified Communications Manager
へのセキュア接続を使用している場合、通話をセキュアにすることができます。ただし、他方の
エンド ポイントが Cisco Unified Communications Manager へのセキュア接続を使用しない場合、通
話はセキュアではありません。
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暗号化されたメディア
電話セキュリティ プロファイルの [デバイス セキュリティ モード（Device Security Mode）] フィー
ルドの値として [暗号化（Encrypted）] を選択すると、クライアントは Secure Realtime Transport
Protocol（SRTP）を使用して、以下のような暗号化されたメディア ストリームを提供します。
メディア ストリーム

暗号化

メイン ビデオ ストリーム

暗号化できます

メイン音声ストリーム

暗号化できます

プレゼンテーション ビデオ ストリーム

暗号化されません

BFCP を使用したビデオ デスクトップ共有を参
照。
BFCP アプリケーション ストリーム

暗号化されません

BFCP フロー制御を参照。

メディアを暗号化できるかどうかは、次の例に示すように、他のエンド ポイントもメディアを暗
号化するかどうかにより決まります。
• ユーザ A とユーザ B に対してメディア暗号化を有効にします。つまり、これらのユーザの
CSF デバイスの電話セキュリティ プロファイルで、[デバイス セキュリティ モード（Device
Security Mode）] を [暗号化（Encrypted）] に設定します。
• ユーザ C に対してはメディア暗号化を有効にしません。つまり、このユーザの CSF デバイス
の電話セキュリティ プロファイルで、[デバイス セキュリティ モード（Device Security Mode）]
を [認証（Authenticated）] に設定します。
• ユーザ A がユーザ B にコールします。クライアントは、メイン ビデオ ストリームとオーディ
オ ストリームを暗号化します。
• ユーザ A がユーザ C にコールします。クライアントは、メイン ビデオ ストリームとオーディ
オ ストリームを暗号化しません。
• ユーザ A、ユーザ B、およびユーザ C が電話会議を開始します。クライアントは、どのユー
ザのメイン ビデオ ストリームも、オーディオ ストリームも暗号化しません。
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（注）

クライアントは、他のセキュア クライアントまたは会議ブリッジへの暗号化メディア ストリー
ムに対し SRTP を使用できる場合、次のロック アイコンを表示します。

ただし、ロック アイコンを表示する機能を備えているのは、Cisco Unified Communications
Manager の一部のバージョンです。使用している Cisco Unified Communications Manager のバー
ジョンにこの機能が備わっていない場合、クライアントは、暗号化メディアを送信する場合で
も、ロック アイコンを表示できません。

Expressway for Mobile and Remote Access の使用
ユーザは社内ネットワーク外部から登録プロセスを完了したり、セキュア電話機能を使用したり
することはできません。この制限は、ユーザが Expressway for Mobile and Remote Access 経由で接
続する場合にも適用されます。たとえば、次のような場合です。
1 セキュア電話機能のためにユーザの CSF デバイスを設定します。
2 このユーザが、Expressway for Mobile and Remote Access 経由で社内ネットワークに接続します。
3 クライアントは認証文字列の入力を要求する代わりに、セキュア電話機能を使用できないこと
をユーザに通知します。
ユーザが Expressway for Mobile and Remote Access 経由で内部ネットワークに接続してコールに参
加すると、次のようになります。
• Cisco Expressway-C と Cisco Unified Communications Manager に Expressway for Mobile and Remote
Access を使用して登録されたデバイスとの間のコール パスで、メディアは暗号化されます。
• Cisco Expressway-C と Cisco Unified Communications Manager にローカルに登録されたデバイ
スとの間のコール パスで、メディアは暗号化されません。

（注）

クライアントが Expressway for Mobile and Remote Access を使用して接続しているときに電話機
のセキュリティ プロファイルを変更する場合、変更を反映させるには、変更対象のクライア
ントを再起動する必要があります。

保存ファイル
クライアントは、セキュア電話機能に関する次の情報を保存します。
• 証明書信頼リスト（.tlv）
• ローカルで有効な証明書（.lsc）
• CSF デバイスの秘密キー（.key）
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Cisco Unified Communications Manager セキュリティを混合モードとして設定すると、クライアン
トは必ず証明書信頼リストをダウンロードし、保存します。証明書信頼リストにより、クライア
ントは Cisco Unified Communications Manager ノードの身元を確認できます。
ユーザが正常に認証コードを入力し、登録プロセスを完了した後、クライアントはローカルで有
効な証明書と秘密キーを保存します。ローカルで有効な証明書と秘密キーにより、クライアント
は Cisco Unified Communications Manager との相互 TLS 接続を確立できます。

（注）

クライアントは、秘密キーをキーチェーンに保存する前に暗号化します。

会議コール
会議、または複数参加者会議、電話会議では、会議ブリッジがセキュア電話機能をサポートして
いる必要があります。会議ブリッジがセキュア電話機能をサポートしていない場合、そのブリッ
ジへのコールは安全ではありません。同様に、クライアントが電話会議でメディアを暗号化でき
るようにするために、すべての参加者が共通の暗号化アルゴリズムをサポートしている必要があ
ります。
CSF デバイスのセキュリティは、複数参加者の電話会議で使用できる最低レベルのセキュリティ
に設定されます。たとえば、ユーザ A、ユーザ B、およびユーザ C が電話会議に参加したとしま
す。ユーザ A とユーザ B がセキュア電話機能を備えた CSF デバイスを所有しています。ユーザ
C はセキュア電話機能のない CSF デバイスを所有しています。この場合、すべてのユーザについ
てコールは安全ではありません。
クライアント間でのセキュア CSF デバイスの共有
セキュア電話機能をサポートしていないクライアントは、セキュア CSF デバイスに登録できませ
ん。
“たとえば、CSF デバイスでセキュア電話機能をセットアップできます。2 種類のバージョンの
Cisco Jabber でデバイスを登録できます。ただし、1 つのバージョンの Cisco Jabber はセキュア電
話機能をサポートしていません。このシナリオでは、セキュア電話機能をサポートする Cisco Jabber
用のセキュア CSF デバイスを 1 つ、他の Cisco Jabber 用のセキュアでない CSF デバイスをもう 1
つ、合計 2 つの異なる CSF デバイスを作成する必要があります。”
共有 Mac OS アカウントで複数ユーザ
複数のユーザが、クライアントの一意のクレデンシャルを所有し、同じ Mac アカウントを共有で
きます。ただし、セキュア CSF デバイスは、ユーザが共有する Mac アカウントに制限されます。
同じ Mac アカウントを共有するユーザは、異なる Mac アカウントのセキュア CSF デバイスを使
用してコールを発信できません。
同じ Mac アカウントを共有する複数のユーザが、一意の名前を持つ CSF デバイスを所有するよう
に取り計らう必要があります。ユーザが同じ Mac アカウントを共有し、同じ名前の CSF デバイス
を所有し、一方で異なる Cisco Unified Communications Manager クラスタに接続する場合、ユーザ
は CSF デバイスを登録できません。
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たとえば、ユーザ A が CSFcompanyname という名前の CSF デバイスを所有し、クラスタ 1 に接続
するとします。また、ユーザ B が CSFcompanyname という名前の CSF デバイスを所有し、クラス
タ 2 に接続するとします。この場合、両方の CSF デバイスに対し競合が発生します。ユーザ A と
ユーザ B は同じ Mac アカウントにサインインした後、どちらも自分の CSF デバイスを登録でき
ません。
共有コンピュータで複数ユーザ
クライアントは、各 Mac ユーザ固有の場所に、各ユーザのセキュア CSF デバイスの証明書をキャッ
シュします。ユーザが共有コンピュータの Mac アカウントにログインすると、そのユーザは、自
分にプロビジョニングされているセキュア CSF デバイスにのみアクセスできます。そのユーザ
は、その他の Mac ユーザのキャッシュされている証明書にはアクセスできません。
セキュア電話の詳細：Cisco Jabber for iPhone and iPad
セキュア接続
セキュア電話機能を有効にした場合：
• TCT または TAB デバイスと Cisco Unified Communications Manager 間の SIP 接続は TLS で行
われます。
• 電話セキュリティ プロファイルの [デバイス セキュリティ モード（Device Security
Mode）] フィールドの値として [認証（Authenticated）] を選択すると、SIP 接続は
NULL-SHA 暗号化を使用して TLS で行われます。
• 電話セキュリティ プロファイルの [デバイス セキュリティ モード（Device Security
Mode）] フィールドの値として [暗号化（Encrypted）] を選択すると、SIP 接続は AES
128、AES 256、または SHA 暗号化を使用して TLS で行われます。
• 相互 TLS により、正しい証明書を持つ TCT または TAB デバイスのみ Cisco Unified
Communications Manager に登録できます。同様に、TCT または TAB デバイスは、正しい証
明書を提示する Cisco Unified Communications Manager インスタンスにのみ登録できます。
ユーザのセキュアな電話機能を有効にした場合は、Cisco Unified Communications Manager への TCT
または TAB デバイス接続がセキュアになります。他方のエンド ポイントも Cisco Unified
Communications Manager へのセキュア接続を使用している場合、通話をセキュアにすることがで
きます。ただし、他方のエンド ポイントが Cisco Unified Communications Manager へのセキュア接
続を使用しない場合、通話はセキュアではありません。
暗号化されたメディア
電話セキュリティ プロファイルの [デバイス セキュリティ モード（Device Security Mode）] フィー
ルドの値として [暗号化（Encrypted）] を選択すると、クライアントは Secure Realtime Transport
Protocol（SRTP）を使用して、以下のような暗号化されたメディア ストリームを提供します。
メディア ストリーム

暗号化

メイン ビデオ ストリーム

暗号化できます
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メディア ストリーム

暗号化

メイン音声ストリーム

暗号化できます

メディアを暗号化できるかどうかは、次の例に示すように、他のエンド ポイントもメディアを暗
号化するかどうかにより決まります。
• ユーザ A とユーザ B に対してメディア暗号化を有効にします。つまり、これらのユーザの
TCT または TAB デバイスの電話セキュリティ プロファイルで、[デバイス セキュリティ モー
ド（Device Security Mode）] を [暗号化（Encrypted）] に設定します。
• ユーザ C に対してはメディア暗号化を有効にしません。つまり、このユーザの TCT または
TAB デバイスの電話セキュリティ プロファイルで、[デバイス セキュリティ モード（Device
Security Mode）] を [認証（Authenticated）] に設定します。
• ユーザ A がユーザ B にコールします。クライアントは、メイン ビデオ ストリームとオーディ
オ ストリームを暗号化します。
• ユーザ A がユーザ C にコールします。クライアントは、メイン ビデオ ストリームとオーディ
オ ストリームを暗号化しません。
• ユーザ A、ユーザ B、およびユーザ C が電話会議を開始します。クライアントは、どのユー
ザのメイン ビデオ ストリームも、オーディオ ストリームも暗号化しません。

（注）

クライアントは、他のセキュア クライアントまたは会議ブリッジへの暗号化メディア ストリー
ムに対し SRTP を使用できる場合、次のロック アイコンを表示します。

ただし、ロック アイコンを表示する機能を備えているのは、Cisco Unified Communications
Manager の一部のバージョンです。使用している Cisco Unified Communications Manager のバー
ジョンにこの機能が備わっていない場合、クライアントは、暗号化メディアを送信する場合で
も、ロック アイコンを表示できません。

Expressway for Mobile and Remote Access の使用
ユーザは、社内ネットワークの外部から登録プロセスを完了できません。
Cisco Expressway-C の証明書をインストールし、Cisco Unified Communications Manager で電話セ
キュリティ プロファイルとしてセキュア プロファイル ドメインを設定することで、セキュア電
話機能は Expressway for Mobile and Remote Access を介して使用できます。
ユーザが Expressway for Mobile and Remote Access 経由で接続し、コールに参加する場合：
• Cisco Expressway-C と Cisco Unified Communications Manager に Expressway for Mobile and Remote
Access を使用して登録されたデバイスとの間のコール パスで、メディアは暗号化されます。
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• Cisco Expressway-C と Cisco Unified Communications Manager にローカルに登録されたデバイ
スとの間のコール パスで、メディアは暗号化されません。

（注）

クライアントが Expressway for Mobile and Remote Access を使用して接続しているときに電話機
のセキュリティ プロファイルを変更する場合、変更を反映させるには、変更対象のクライア
ントを再起動する必要があります。

保存ファイル
クライアントは、セキュア電話機能に関する次のファイルを保存します。
• 証明書信頼リスト（.tlv）
• ローカルで有効な証明書（.lsc）
• TCT または TAB デバイスの秘密キー（.key）
Cisco Unified Communications Manager セキュリティを混合モードとして設定すると、クライアン
トは必ず証明書信頼リストをダウンロードし、保存します。証明書信頼リストにより、クライア
ントは Cisco Unified Communications Manager ノードの身元を確認できます。
ユーザが正常に認証コードを入力し、登録プロセスを完了した後、クライアントはローカルで有
効な証明書と秘密キーを保存します。ローカルで有効な証明書と秘密キーにより、クライアント
は Cisco Unified Communications Manager との相互 TLS 接続を確立できます。

（注）

クライアントは、秘密キーをデバイスの信頼ストアに保存する前に暗号化します。

会議コール
会議、または複数参加者会議、電話会議では、会議ブリッジがセキュア電話機能をサポートして
いる必要があります。会議ブリッジがセキュア電話機能をサポートしていない場合、そのブリッ
ジへのコールは安全ではありません。同様に、クライアントが電話会議でメディアを暗号化でき
るようにするために、すべての参加者が共通の暗号化アルゴリズムをサポートしている必要があ
ります。
TCT および TAB デバイスのセキュリティは、複数参加者の電話会議で使用できる最低レベルのセ
キュリティに設定されます。たとえば、ユーザ A、ユーザ B、およびユーザ C が電話会議に参加
したとします。ユーザ A とユーザ B がセキュア電話機能を備えた TCT デバイスを所有していま
す。ユーザ C はセキュア電話機能のない TCT デバイスを所有しています。この場合、すべての
ユーザについてコールは安全ではありません。
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セキュア電話の詳細：Cisco Jabber for Android
セキュア接続
セキュア電話機能を有効にした場合：
• BOT または TAB デバイスと Cisco Unified Communications Manager 間の SIP 接続は TLS で行
われます。
• 電話セキュリティ プロファイルの [デバイス セキュリティ モード（Device Security
Mode）] フィールドの値として [認証（Authenticated）] を選択すると、SIP 接続は
NULL-SHA 暗号化を使用して TLS で行われます。
• 電話セキュリティ プロファイルの [デバイス セキュリティ モード（Device Security
Mode）] フィールドの値として [暗号化（Encrypted）] を選択すると、SIP 接続は AES
128/SHA 暗号化を使用して TLS で行われます。
• 相互 TLS により、正しい証明書を持つ BOT デバイスのみ Cisco Unified Communications Manager
に登録できます。同様に、BOT デバイスは、正しい証明書を提示する Cisco Unified
Communications Manager インスタンスにのみ登録できます。
ユーザのセキュアな電話機能を有効にした場合は、Cisco Unified Communications Manager への BOT
デバイス接続がセキュアになります。他方のエンド ポイントも Cisco Unified Communications Manager
へのセキュア接続を使用している場合、通話をセキュアにすることができます。ただし、他方の
エンド ポイントが Cisco Unified Communications Manager へのセキュア接続を使用しない場合、通
話はセキュアではありません。
暗号化されたメディア
電話セキュリティ プロファイルの [デバイス セキュリティ モード（Device Security Mode）] フィー
ルドの値として [暗号化（Encrypted）] を選択すると、クライアントは Secure Realtime Transport
Protocol（SRTP）を使用して、以下のような暗号化されたメディア ストリームを提供します。
メディア ストリーム

暗号化

メイン ビデオ ストリーム

暗号化できます

メイン音声ストリーム

暗号化できます

メディアを暗号化できるかどうかは、次の例に示すように、他のエンド ポイントもメディアを暗
号化するかどうかにより決まります。
• ユーザ A とユーザ B に対してメディア暗号化を有効にします。つまり、これらのユーザの
BOT デバイスの電話セキュリティ プロファイルで、[デバイス セキュリティ モード（Device
Security Mode）] を [暗号化（Encrypted）] に設定します。
• ユーザ C に対してはメディア暗号化を有効にしません。つまり、このユーザの BOT デバイ
スの電話セキュリティ プロファイルで、[デバイス セキュリティ モード（Device Security
Mode）] を [認証（Authenticated）] に設定します。
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• ユーザ A がユーザ B にコールします。クライアントは、メイン ビデオ ストリームとオーディ
オ ストリームを暗号化します。
• ユーザ A がユーザ C にコールします。クライアントは、メイン ビデオ ストリームとオーディ
オ ストリームを暗号化しません。
• ユーザ A、ユーザ B、およびユーザ C が電話会議を開始します。クライアントは、どのユー
ザのメイン ビデオ ストリームも、オーディオ ストリームも暗号化しません。

（注）

クライアントは、他のセキュア クライアントまたは会議ブリッジへの暗号化メディア ストリー
ムに対し SRTP を使用できる場合、次のロック アイコンを表示します。

ただし、ロック アイコンを表示する機能を備えているのは、Cisco Unified Communications
Manager の一部のバージョンです。使用している Cisco Unified Communications Manager のバー
ジョンにこの機能が備わっていない場合、クライアントは、暗号化メディアを送信する場合で
も、ロック アイコンを表示できません。

Expressway for Mobile and Remote Access の使用
ユーザは、社内ネットワークの外部から登録プロセスを完了できません。
Cisco Expressway-C の証明書をインストールし、Cisco Unified Communications Manager で電話セ
キュリティ プロファイルとしてセキュア プロファイル ドメインを設定することで、セキュア電
話機能は Expressway for Mobile and Remote Access を介して使用できます。
ユーザが Expressway for Mobile and Remote Access 経由で接続し、コールに参加する場合：
• Cisco Expressway-C と Cisco Unified Communications Manager に Expressway for Mobile and Remote
Access を使用して登録されたデバイスとの間のコール パスで、メディアは暗号化されます。
• Cisco Expressway-C と Cisco Unified Communications Manager にローカルに登録されたデバイ
スとの間のコール パスで、メディアは暗号化されません。

（注）

クライアントが Expressway for Mobile and Remote Access を使用して接続しているときに電話機
のセキュリティ プロファイルを変更する場合、変更を反映させるには、変更対象のクライア
ントを再起動する必要があります。

保存ファイル
クライアントは、セキュア電話機能に関する次のファイルを保存します。
• 証明書信頼リスト（.tlv）
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• ローカルで有効な証明書（.lsc）
• BOT デバイスの秘密キー（.key）
Cisco Unified Communications Manager セキュリティを混合モードとして設定すると、クライアン
トは必ず証明書信頼リストをダウンロードし、保存します。証明書信頼リストにより、クライア
ントは Cisco Unified Communications Manager ノードの身元を確認できます。
ユーザが正常に認証コードを入力し、登録プロセスを完了した後、クライアントはローカルで有
効な証明書と秘密キーを保存します。ローカルで有効な証明書と秘密キーにより、クライアント
は Cisco Unified Communications Manager との相互 TLS 接続を確立できます。

（注）

クライアントは、秘密キーをデバイスの信頼ストアに保存する前に暗号化します。

会議コール
オーディオもしくはビデオ会議コール、またはマルチ パーティ コールの場合、マルチポイント
コントロール ユニット（MCU）を使用して安全なマルチメディア会議ブリッジをセットアップす
る必要があります。MCU をセット アップする場合、セキュアな SIP トランク セキュリティ プロ
ファイルを作成すること、および [デバイスセキュリティモード（Device Security Mode）] を [暗
号化（Encrypted）] に設定することを確認します。詳細は、ご使用のリリースの『Cisco Unified
Communications Manager Administration Guide』の「Conference Bridge setup」の章を参照してくださ
い。

デスクフォン デバイスの作成
ユーザは、自分のコンピュータのデスクフォンを操作して音声コールを発信できます。

はじめる前に
ソフトフォン デバイスの作成, （177 ページ）

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

[デバイス（Device）] > [電話（Phone）] の順に選択します。
[電話の検索と一覧表示（Find and List Phones）] 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。

ステップ 4

[電話のタイプ（Phone Type）] ドロップダウン リストから適切なデバイスを選択し、続いて [次へ
（Next）] を選択します。
[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 5

[デバイス情報（Device Information）] セクションで次の手順を実行します。
a) [説明（Description）] フィールドに分かりやすい説明を入力します。
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クライアントにより、デバイスの説明がユーザに表示されます。ユーザが同じモデルのデバイ
スを複数所有している場合、説明によって複数のデバイスを区別できます。
b) [CTI からデバイスを制御可能（Allow Control of Device from CTI）] を選択します。
[CTI からデバイスを制御可能（Allow Control of Device from CTI）] を選択しない場合は、ユー
ザはデスクフォンを制御できません。
ステップ 6

[オーナーのユーザ ID（Owner User ID）] フィールドを適切なユーザに設定します。
重要
Cisco Unified Communications Manager バージョン 9.x では、クライアントは [オーナーの
ユーザ ID（Owner User ID）] フィールドを使用してユーザのサービス プロファイルを取
得します。そのため、それぞれのユーザがデバイスを所有し、[オーナーのユーザID（Owner
User ID）] フィールドがユーザと関連付けられている必要があります。
ユーザとデバイスを関連付けて [オーナーのユーザ ID（Owner User ID）] フィールドを適
切なユーザに設定しないと、クライアントはユーザに適用するサービス プロファイルを
取得できません。

ステップ 7

次の手順を実行し、デスクフォンのビデオ機能を有効にします。
a) [プロダクト固有の設定（Product Specific Configuration Layout）] セクションを探します。
b) [ビデオ機能（Video Capabilities）] ドロップダウン リストから [有効（Enabled）] を選択しま
す。
（注）
可能であれば、デバイス設定でデスクフォンのビデオ機能を有効にします。ただし、
一部の電話機モデルにはデバイス設定レベルでの [ビデオ機能（Video Capabilities）]
ドロップダウン リストは含まれていません。この場合、[共通の電話プロファイルの
設定（Common Phone Profile Configuration）] ウィンドウを開き、次に [ビデオ コール
（Video Calling）] ドロップダウン リストから [有効（Enabled）] を選択する必要が
あります。
デスクフォンのビデオの詳細については、「デスクフォン ビデオの設定」を参照してください。

ステップ 8

必要に応じて、[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウのその他の設定も指定します。
[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウの設定の詳細については、Cisco Unified
Communications Managerのマニュアルを参照してください。

ステップ 9

[保存（Save）] を選択します。
デバイスが正常に追加されたとのメッセージが表示されます。[電話の設定（Phone Configuration）]
ウィンドウで [割り当て情報（Association Information）] セクションが利用可能になります。

次の作業
デバイスに電話番号を追加し、設定を適用します。

デスクフォン ビデオの設定
デスクフォンのビデオ機能を使用すると、ユーザはクライアントを介してコンピュータ上のデス
クフォン デバイスに転送されたビデオを受信できます。
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デスクフォン ビデオを設定する
デスクフォンのビデオを設定する手順は次のとおりです。
1 コンピュータをデスクフォン デバイス上のコンピュータ ポートへ物理的に接続します。
クライアントがデスクフォン デバイスへの接続を確立できるようにするためには、そのデバイ
スに対してコンピュータをコンピュータ ポート経由で物理的に接続する必要があります。デス
クフォン デバイスへのワイヤレス接続によりデスクフォンのビデオ機能を使用することはでき
ません。

ヒント

ワイヤレス接続と有線接続の両方を使用できる場合、ユーザは有線接続がワイヤレス接続より
も優先されるように Microsoft Windows を設定する必要があります。詳細については、『An
explanation of the Automatic Metric feature for Internet Protocol routes』という Microsoft マニュア
ルを参照してください。
2 Cisco Unified Communications Manager でビデオのデスクフォン デバイスを有効化します。
3 コンピュータに Cisco メディア サービス インターフェイスをインストールします。
Cisco メディア サービス インターフェイスによって提供される Cisco Discover Protocol（CDP）
ドライバによって、クライアントは以下を行えます。
• デスクフォン デバイスを検出します。
• CAST プロトコルを使用してデスクフォン デバイスへの接続を確立して維持します。

（注）

cisco.com のダウンロード サイトから Cisco メディア サービス インターフェイスのインス
トール プログラムをダウンロードします。

デスクフォン ビデオでの考慮事項
ユーザにデスクフォン ビデオ機能をプロビジョニングする前に、以下の考慮事項および制限事項
を確認してください。
• Cisco Unified IP Phone 9971 などのデバイスにビデオ カメラが接続されていると、デバイスで
デスクフォンのビデオ機能を使用できません。デバイスからビデオ カメラを取り外すと、デ
スクフォンのビデオ機能が使用できるようになります。
• CTI をサポートしていないデバイスでは、デスクフォン ビデオ機能を使用することはできま
せん。
• デスクフォン ビデオでは、BFCP プロトコルを使用したビデオ デスクトップ共有はサポート
されていません。
• SCCP を使用するエンドポイントでビデオの受信のみを行うことはできません。SCCP エンド
ポイントでは、ビデオの送信と受信を行う必要があります。SCCP エンドポイントからビデ
オが送信されないインスタンスでは、コールが音声のみとなります。
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• 7900 シリーズ電話機は、デスクフォンのビデオ機能に SCCP を使用する必要があります。
7900 シリーズ電話機は、デスクフォンのビデオ機能に SIP を使用できません。
• ユーザがデスクフォン デバイスのキーパッドからコールを開始した場合、コールはデスク
フォン デバイスの音声コールとして開始されます。クライアントは、次にコールをビデオに
エスカレーションします。したがって、エスカレーションをサポートしない H.323 エンドポ
イントなどのデバイスにはビデオ コールは発信できません。エスカレーションをサポートし
ないデバイスでデスクフォンのビデオ機能を使用するには、ユーザは、クライアントから
コールを開始する必要があります。
• ファームウェア バージョン SCCP45.9-2-1S を使用する Cisco Unified IP Phone には、互換性の
問題があります。デスクフォンのビデオ機能を使用するには、ファームウェアのバージョン
を SCCP45.9-3-1 にアップグレードする必要があります。
• Symantec EndPoint Protection など、一部のアンチウイルスまたはファイアウォール アプリケー
ションによって受信 CDP パケットがブロックされ、デスクフォンのビデオ機能が無効になる
場合があります。受信 CDP パケットを許可するようにアンチウイルスまたはファイアウォー
ル アプリケーションを設定する必要があります。
この問題の詳細については、Symantec の技術文書『Cisco IP Phone version 7970 and Cisco Unified
Video Advantage is Blocked by Network Threat Protection』を参照してください。
• Cisco Unified Communications Manager の SIP トランク設定で [メディア ターミネーション ポ
イントが必須（Media Termination Point Required）] チェックボックスを選択しないでくださ
い。このチェックボックスを選択すると、デスクフォンのビデオ機能を使用できなくなりま
す。
デスクフォン ビデオのトラブルシューティング
デスクフォンのビデオ機能を使用できない、またはデスクフォン デバイスが不明であることを示
すエラーが発生した場合は、次の手順を実行します。
1 Cisco Unified Communications Manager でビデオのデスクフォン デバイスが有効になっているこ
とを確認します。
2 デスクフォン自体をリセットします。
3 クライアントを終了します。
4 クライアントをインストール済みのコンピュータで services.msc を実行します。
5 Cisco メディア サービス インターフェイスを再起動します。
6 クライアントを再起動します。

デスクトップ アプリケーション用デバイスへの電話番号の追加
Cisco Unified Communications Manager で、デバイスに電話番号を追加する必要があります。この
トピックでは、デバイスの作成後に [デバイス（Device）] > [電話（Phone）] メニュー オプション
を使用して電話番号を追加する手順について説明します。このメニュー オプションから表示され
るのは、電話機モデルまたは CTI ルート ポイントに適用される設定のみです。電話番号を設定す
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るためのさまざまなオプションについては、Cisco Unified Communications Manager のマニュアル
を参照してください。

手順
ステップ 1

[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウで、[割り当て情報（Association Information）] セ
クションに移動します。

ステップ 2

[新規 DN を追加（Add a new DN）] を選択します。

ステップ 3

[電話番号（Directory Number）] フィールドで、電話番号を指定します。

ステップ 4

その他に必要な設定があれば、それらをすべて指定します。

ステップ 5

次の手順に従って、エンド ユーザに電話番号を関連付けます。
a) [回線に関連付けられているユーザ（Users Associated with Line）] セクションに移動します。
b) [エンド ユーザの関連付け（Associate End Users）] を選択します。
c) [ユーザを次の条件で検索（Find User where）] フィールドで適切なフィルタを指定した後、[検
索（Find）] を選択してユーザのリストを取得します。
d) 対象のユーザをリストから選択します。
e) [選択項目の追加（Add Selected）] を選択します。
選択されたユーザがボイスメール プロファイルに追加されます。

ステップ 6

[保存（Save）] を選択します。

ステップ 7

[設定の適用（Apply Config）] を選択します。

ステップ 8

[設定の適用（Apply Configuration）] ウィンドウに表示されるプロンプトに従って設定を適用しま
す。

ビデオ レート アダプテーションの有効化
クライアントはビデオレートアダプテーションを利用し、最適なビデオ品質をネゴシエートしま
す。ビデオレートアダプテーションは、ネットワークの状態に合わせてビデオ品質を動的に向上
または低下させます。
ビデオ レート適合を使用するには、Cisco Unified Communications Manager で Real-Time Transport
Control Protocol（RTCP）を有効にする必要があります。

（注）

ソフトフォン デバイスでは、デフォルトで RTCP が有効になっています。ただし、デスクフォ
ン デバイスでは RTCP を有効にする必要があります。

共通の電話プロファイルに対する RTCP の有効化
共通の電話プロファイルで RTCP を有効にし、そのプロファイルを使用するすべてのデバイスで
ビデオ レート アダプテーションを有効にできます。
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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

[デバイス（Device）] > [デバイスの設定（Device Settings）] > [共通の電話プロファイル（Common
Phone Profile）] の順に選択します。
[共通の電話プロファイルの検索と一覧表示（Find and List Common Phone Profiles）] ウィンドウが
開きます。

ステップ 3

[共通の電話プロファイルを次の条件で検索（Find Common Phone Profile where）] フィールドで対
象のフィルタを指定し、[検索（Find）] を選択してプロファイルの一覧を取得します。

ステップ 4

対象のプロファイルを一覧から選択します。
[共通の電話プロファイルの設定（Find and List Common Phone Profiles）] ウィンドウが開きます。

ステップ 5

[プロダクト固有の設定（Product Specific Configuration Layout）] セクションを探します。

ステップ 6

[RTCP] ドロップダウン リストから [有効（Enabled）] を選択します。

ステップ 7

[保存（Save）] を選択します。

デバイス設定に対する RTCP の有効化
共通の電話プロファイルの代わりに、特定のデバイス設定で RTCP を有効化できます。共通の電
話プロファイルで指定したすべての設定は、特定のデバイス設定で上書きされます。

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

[デバイス（Device）] > [電話（Phone）] の順に選択します。
[電話の検索と一覧表示（Find and List Phones）] ウィンドウが開きます。

ステップ 3

[電話を次の条件で検索（Find Phone where）] フィールドに適切なフィルタを指定し、[検索（Find）]
を選択して電話の一覧を取得します。

ステップ 4

対象の電話を一覧から選択します。
[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 5

[プロダクト固有の設定（Product Specific Configuration Layout）] セクションを探します。

ステップ 6

[RTCP] ドロップダウン リストから [有効（Enabled）] を選択します。

ステップ 7

[保存（Save）] を選択します。

CTI サービスを追加する
CTI サービスにより、ユーザはデバイスを制御できます。
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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

[UC サービスの追加（Add a UC Service）] セクションで、[UC サービス タイプ（UC Service Type）]
ドロップダウン リストから [CTI] を選択します。

ステップ 5

[次へ（Next）] を選択します。

ステップ 6

次の手順に従って、インスタント メッセージ/プレゼンス サービスの詳細情報を設定します。
a) [名前（Name）] フィールドにサービスの名前を入力します。
入力した名前は、プロファイルにサービスを追加する際に表示されます。入力する名前は必
ず、一意的でわかりやすく、かつ意味が通じるものにしてください。
b) [ホスト名/IP アドレス（Host Name/IP Address）] フィールドに、CTI サービスのアドレスを入
力します。
c) [ポート（Port）] フィールドに、CTI サービスに使用するポート番号を入力します。

ステップ 7

[保存（Save）] を選択します。

次の作業
サービス プロファイルに CTI サービスを追加します。
CTI サービスの適用
Cisco Unified Communications Manager で CTI サービスを追加した後、クライアントがその設定を
取得できるようにするために、その CTI サービスをサービス プロファイルに適用する必要があり
ます。

はじめる前に
• まだ存在していないか、CTI 用に別のサービス プロファイルが必要な場合は、サービス プロ
ファイルを作成します。
• CTI サービスを追加します。
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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）] > [サービス プロファイル（Service
Profile）] の順に選択します。

ステップ 3

目的のサービス プロファイルを検索し、それを選択します。

ステップ 4

[サービスプロファイルの設定(Service Profile Configuration)] ウィンドウの [CTIプロファイル（CTI
Profile）] セクションで、次のドロップダウン リストからサービスを最大 3 つまで選択します。
• プライマリ（Primary）
• セカンダリ（Secondary）
• ターシャリ（Tertiary）

ステップ 5

[保存（Save）] を選択します。

CTI リモート デバイスの作成
CTI リモート デバイスにより、ユーザは、ソフトフォン デバイスまたはデスクフォン デバイス
（Cisco IP Phone など）以外のデバイスでコールを制御できます。

拡張機能と接続機能
Cisco Unified Communications Manager の拡張機能および接続機能により、ユーザは、公衆電話交
換網（PSTN）の電話や構内交換機（PBX）などのデバイスへの通話を制御できます。

（注）

拡張機能および接続機能は Cisco Unified Communications Manager 9.1(1) 以降でのみ使用するこ
とを推奨します。
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CTI リモート デバイスのプロビジョニング
専用デバイス
ユーザに専用の CTI リモート デバイスをプロビジョニングできます。たとえば、各ユーザ
はワーク ステーションで PSTN 電話を使用する場合があります。ユーザが、クライアント
を使用して PSTN 電話でコールを発信できるようにしたい場合があります。ユーザに対し
て、ソフトフォン デバイスまたはデスクフォン デバイスをプロビジョニングすることは計
画していません。
専用デバイスとして CTI リモート デバイスをプロビジョニングするには、[Cisco Unified CM
の管理（Cisco Unified CM Administration）] インターフェイスを介してリモート接続先を追
加する必要があります。これにより、クライアントの起動時に、ユーザは自動的に電話を制
御し、コールを発信できます。
代替デバイス
ユーザがソフトフォン デバイスまたはデスクフォン デバイスに代替電話番号を指定できる
ようにするために、CTI リモート デバイスをプロビジョニングできます。たとえば、各ユー
ザは自宅からリモートで作業できます。この場合、ユーザはリモート接続先として自宅の電
話番号を指定できます。これにより、ユーザはクライアントを使用して自宅の電話を制御で
きます。
代替デバイスとして CTI リモート デバイスをプロビジョニングする場合、リモート接続先
を追加しないでください。ユーザは、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、および削除できます。

ユーザがリモート接続先を変更できるようにする
ユーザがログインすると、クライアントは Cisco Unified Communications Manager からユーザのデ
バイス リストを取得します。
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、
クライアントは、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、および削除することを自動的に許可します。
そのデバイス リストに CTI リモート デバイスのみ含まれている場合、クライアントは、ユーザが
リモート接続先を追加、編集、および削除することを許可しません。クライアントの設定でユー
ザがリモート接続先を追加、編集、および削除することを許可する必要があります。
クライアントで CTI リモート デバイスを使用する
ユーザがクライアントにサインインし、リモート デバイスをアクティブとして設定した場合、
ユーザが着信コールを受信すると、そのデバイスの呼出音が鳴ります。また、ユーザがサインイ
ンした場合、クライアントは発信コールをアクティブ デバイスにルーティングします。
ユーザがクライアントにサインインせず、そのユーザが自分の電話番号に対する着信コールを受
信した場合、リモート接続先として設定されているすべてのデバイスの呼出音が鳴ります。
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制限事項と既知の問題点
ここでは、Cisco Unified Communications Manager の拡張機能および接続機能に関する現時点での
制限事項および既知の問題点について説明します。
• ユーザ 1 人につき 1 つのリモート接続先のみ作成できます。ユーザに対して複数のリモート
接続先を追加しないでください。
• 複数のユーザが同じリモート接続先を使用することはできません。
• ユーザは、複数のデバイスに同じリモート接続先を使用できません。
• Cisco Unified Communications Manager クラスタ上のエンドポイントとして設定したデバイス
に対しては、拡張機能および接続機能をプロビジョニングすることはできません。
• 以下が発生した場合、着信コールによりリモート デバイスの呼出音が誤って鳴ります。
1 ユーザがリモート接続先の番号を追加した場合。
Cisco Unified Communications Manager は、着信コールをそのリモート接続先にルーティン
グします。ユーザは、クライアントとのコール セッションを制御できます。
2 ユーザが電話を変更した場合。たとえば、ユーザがソフトフォンを選択した場合。
Cisco Unified Communications Manager は着信コールをユーザのソフトフォンにルーティン
グします。ただし、ユーザが 4 ～ 5 秒以内にソフトフォンで着信コールに応答しない場
合、ユーザのリモート接続先の呼出音も鳴ります。
この問題を解決するには、ユーザは、自分の電話を変更するときに、リモート接続先の番号
を削除する必要があります。

ユーザ モビリティの有効化
この作業は、デスクトップ クライアント専用です。
CTI リモート デバイスをプロビジョニングするには、ユーザ モビリティを有効にする必要があり
ます。ユーザのモビリティが有効でない場合、そのユーザを CTI リモート デバイスの所有者とし
て割り当てることはできません。

はじめる前に
この作業は、次の場合にのみ該当します。
• CTI リモート デバイスに Cisco Jabber for Mac または Cisco Jabber for Windows のユーザを割り
当てる予定である。
• Cisco Unified Communications Manager リリース 9.x 以降である。

手順
ステップ 1

[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 2

[ユーザを次の条件で検索（Find Users where）] フィールドで適切なフィルタを指定した後、[検索
（Find）] を選択してユーザのリストを取得します。

ステップ 3

ユーザを一覧から選択します。
[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

[モビリティ情報（Mobility Information）] セクションを探します。

ステップ 5

[モビリティの有効化（Enable Mobility）] を選択します。

ステップ 6

[保存（Save）] を選択します。

CTI リモート デバイスの作成
CTI リモート デバイスは、ユーザのリモート接続先をモニタリングし、通話を制御する仮想デバ
イスです。

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

[デバイス（Device）] > [電話（Phone）] の順に選択します。
[電話の検索と一覧表示（Find and List Phones）] 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。

ステップ 4

[電話のタイプ（Phone Type）] ドロップダウン リストから[CTI リモート デバイス（CTI Remote
Device）] を選択します。続いて [次へ（Next）] を選択します。
[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 5

[オーナーのユーザ ID（Owner User ID）] ドロップダウン リストから対象のユーザ ID を選択しま
す。
（注）
[オーナーのユーザ ID（Owner User ID）] ドロップダウン リストには、モビリティの有
効化が利用可能なユーザのみが表示されます。詳細については、「クライアント内の
SAML SSO の有効化」を参照してください。
Cisco Unified Communications Manager は [デバイス名（Device Name）] フィールドをユーザ ID と
[CTIRD] 接頭辞から生成します。例としては、[CTRID ユーザ名（CTIRDusername）] となります。

ステップ 6

必要に応じて、[デバイス名（Device Name）] フィールドのデフォルト値を編集します。

ステップ 7

[プロトコル固有情報（Protocol Specific Information）] セクションの [再ルーティング コーリング
サーチ スペース（Rerouting Calling Search Space）] ドロップダウン リストから、適切なオプショ
ンを選択してください。
[再ルーティング コーリング サーチ スペース（Rerouting Calling Search Space）] ドロップダウン
リストは、再ルーティングのコーリング サーチ スペースを定義します。これにより、ユーザは
CTI リモート デバイスからコールを発信および受信できるようになります。
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ステップ 8

必要に応じて、[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウのその他の設定も指定します。
詳細については、『System Configuration Guide for Cisco Unified Communications Manager』の「CTI
remote device setup」のトピックを参照してください。

ステップ 9

[保存（Save）] を選択します。
電話番号を関連付け、リモート接続先を追加するには、[電話の設定（Phone Configuration）] ウィ
ンドウのフィールドから設定します。

デスクトップ アプリケーション用デバイスへの電話番号の追加
Cisco Unified Communications Manager で、デバイスに電話番号を追加する必要があります。この
トピックでは、デバイスの作成後に [デバイス（Device）] > [電話（Phone）] メニュー オプション
を使用して電話番号を追加する手順について説明します。このメニュー オプションから表示され
るのは、電話機モデルまたは CTI ルート ポイントに適用される設定のみです。電話番号を設定す
るためのさまざまなオプションについては、Cisco Unified Communications Manager のマニュアル
を参照してください。

手順
ステップ 1

[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウで、[割り当て情報（Association Information）] セ
クションに移動します。

ステップ 2

[新規 DN を追加（Add a new DN）] を選択します。

ステップ 3

[電話番号（Directory Number）] フィールドで、電話番号を指定します。

ステップ 4

その他に必要な設定があれば、それらをすべて指定します。

ステップ 5

次の手順に従って、エンド ユーザに電話番号を関連付けます。
a) [回線に関連付けられているユーザ（Users Associated with Line）] セクションに移動します。
b) [エンド ユーザの関連付け（Associate End Users）] を選択します。
c) [ユーザを次の条件で検索（Find User where）] フィールドで適切なフィルタを指定した後、[検
索（Find）] を選択してユーザのリストを取得します。
d) 対象のユーザをリストから選択します。
e) [選択項目の追加（Add Selected）] を選択します。
選択されたユーザがボイスメール プロファイルに追加されます。

ステップ 6

[保存（Save）] を選択します。

ステップ 7

[設定の適用（Apply Config）] を選択します。

ステップ 8

[設定の適用（Apply Configuration）] ウィンドウに表示されるプロンプトに従って設定を適用しま
す。
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リモート接続先の追加
リモート接続先とは、ユーザが利用できる CTI 制御可能デバイスです。
ユーザに専用 CTI リモート デバイスをプロビジョニングする場合、Cisco Unified CM Administration
インターフェイスを使用してリモート接続先を追加する必要があります。このタスクにより、ク
ライアントの起動時に、ユーザは自動的に電話を制御し、コールを発信できます。
ユーザにソフトフォン デバイスおよびデスクフォン デバイスとともに CTI リモート デバイスを
プロビジョニングする場合、[Cisco Unified CM の管理（Cisco Unified CM Administration）] イン
ターフェイスを使用してリモート接続先を追加しないでください。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入力できます。

（注）

• ユーザ 1 人につき 1 つのリモート接続先を作成する必要があります。ユーザに対して複
数のリモート接続先を追加しないでください。
• Cisco Unified Communications Manager は、Cisco Unified CM Administration インターフェイ
スで追加したリモート接続先がルーティング可能かどうかを確認しません。そのため、
追加するリモート接続先を Cisco Unified Communications Manager がルーティングできるこ
とを確認する必要があります。
• Cisco Unified Communications Manager は、自動的に CTI リモート デバイスのすべてのリ
モート接続先番号にアプリケーション ダイヤル ルールを適用します。

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

[デバイス（Device）] > [電話（Phone）] の順に選択します。
[電話の検索と一覧表示（Find and List Phones）] ウィンドウが開きます。

ステップ 3

[電話を次の条件で検索（Find Phone where）] フィールドに適切なフィルタを指定し、[検索（Find）]
を選択して電話の一覧を取得します。

ステップ 4

一覧から CTI リモート デバイスを選択します。
[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 5

[関連付けられたリモート接続先（Associated Remote Destinations）] セクションを探します。

ステップ 6

[新規リモート接続先の追加（Add a New Remote Destination）] を選択します。
[リモート接続先情報（Remote Destination Information）] ウィンドウが開きます。

ステップ 7

JabberRD を [名前（Name）] フィールドに指定します。
制約事項
[名前（Name）] フィールドに JabberRD を指定する必要があります。クライアントは
JabberRD リモート接続先のみ使用します。JabberRD 以外の名前を指定した場合、ユー
ザはそのリモート接続先にアクセスできません。
ユーザがクライアント インターフェイスを使用してリモート接続先を追加すると、クライアント
は JabberRD 名を自動的に設定します。
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ステップ 8

[接続先番号（Destination Number）] フィールドに接続先番号を入力します。

ステップ 9

必要に応じて他の値をすべて指定します。

ステップ 10

[保存（Save）] を選択します。

次の作業
次の手順を実行してリモート接続先を確認し、CTI リモート デバイスに設定を適用します。
1 手順を繰り返し、CTI リモート デバイスの [電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウを
開きます。
2 [関連付けられたリモート接続先（Associated Remote Destinations）] セクションを探します。
3 リモート接続先が利用可能であることを確認します。
4 [設定の適用（Apply Config）] を選択します。

（注）

[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウの [デバイス情報（Device Information）] セク
ションには、[アクティブなリモート接続先（Active Remote Destination）] フィールドが含まれ
ています。
ユーザがクライアントでリモート接続先を選択すると、そのリモート接続先は [アクティブな
リモート接続先（Active Remote Destination）] の値として表示されます。
次の場合、[アクティブなリモート接続先（Active Remote Destination）] の値として [none] が表
示されます。
• ユーザがクライアントでリモート接続先を選択しない場合。
• ユーザが退出した場合、またはクライアントにサインインしていない場合。

CTI サービスを追加する
CTI サービスにより、ユーザはデバイスを制御できます。

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）] > [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。
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[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

[UC サービスの追加（Add a UC Service）] セクションで、[UC サービス タイプ（UC Service Type）]
ドロップダウン リストから [CTI] を選択します。

ステップ 5

[次へ（Next）] を選択します。

ステップ 6

次の手順に従って、インスタント メッセージ/プレゼンス サービスの詳細情報を設定します。
a) [名前（Name）] フィールドにサービスの名前を入力します。
入力した名前は、プロファイルにサービスを追加する際に表示されます。入力する名前は必
ず、一意的でわかりやすく、かつ意味が通じるものにしてください。
b) [ホスト名/IP アドレス（Host Name/IP Address）] フィールドに、CTI サービスのアドレスを入
力します。
c) [ポート（Port）] フィールドに、CTI サービスに使用するポート番号を入力します。

ステップ 7

[保存（Save）] を選択します。

次の作業
サービス プロファイルに CTI サービスを追加します。
CTI サービスの適用
Cisco Unified Communications Manager で CTI サービスを追加した後、クライアントがその設定を
取得できるようにするために、その CTI サービスをサービス プロファイルに適用する必要があり
ます。

はじめる前に
• まだ存在していないか、CTI 用に別のサービス プロファイルが必要な場合は、サービス プロ
ファイルを作成します。
• CTI 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）] > [サービス プロファイル（Service
Profile）] の順に選択します。

ステップ 3

目的のサービス プロファイルを検索し、それを選択します。

ステップ 4

[サービスプロファイルの設定(Service Profile Configuration)] ウィンドウの [CTIプロファイル（CTI
Profile）] セクションで、次のドロップダウン リストからサービスを最大 3 つまで選択します。
• プライマリ（Primary）
• セカンダリ（Secondary）
• ターシャリ（Tertiary）
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ステップ 5

[保存（Save）] を選択します。

CTI ゲートウェイのセットアップ
クライアントは、Cisco Unified Communications Manager と通信し、デスクフォンの制御などの特
定の機能を実行するために、CTI ゲートウェイを必要とします。

CTI ゲートウェイ サーバの追加
このタスクは、CUP と CUCM 8.6 を使用している場合にのみ適用されます。
クライアントは、Cisco Unified Communications Manager と通信して、デスクフォン制御などの特
定の機能を実行するために CTI ゲートウェイを必要とします。CTI ゲートウェイをセットアップ
する最初の手順は、Cisco Unified Presence 上での CTI ゲートウェイ サーバの追加です。

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] > [CTI ゲートウェイ サーバ（CTI Gateway
Server）] の順に選択します。
（注）
Cisco Unified Presence のバージョンによっては、パスは次のようになります。[アプリ
ケーション（Application）] > [Cisco Unified Personal Communicator] > [CTI ゲートウェイ
サーバ（CTI Gateway Server）]。
[CTI ゲートウェイ サーバの検索と一覧表示（Find and List CTI Gateway Servers）] 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。
[CTI ゲートウェイ サーバの設定（CTI Gateway Server Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 4

[CTI ゲートウェイ サーバの設定（CTI Gateway Server Configuration）] ウィンドウで、必要な詳細
情報を指定します。

ステップ 5

[保存（Save）] を選択します。

次の作業
CTI ゲートウェイ プロファイルの作成, （233 ページ）

CTI ゲートウェイ プロファイルの作成
CTI ゲートウェイ サーバの追加後は、CTI ゲートウェイ プロファイルを作成し、サーバをプロ
ファイルに追加する必要があります。
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はじめる前に
CTI ゲートウェイ サーバの追加, （233 ページ）

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] > [CTI ゲートウェイ プロファイル（CTI Gateway
Profile）] の順に選択します。
（注）
Cisco Unified 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）] > [Cisco Unified Personal Communicator（Cisco Unified Personal
Communicator）] > [CTIゲートウェイプロファイル（CTI Gateway Profile）]。

ステップ 3

[CTIゲートウェイプロファイル設定（CTI Gateway Profile Configuration）] ウィンドウで、必要な
詳細を指定します。

ステップ 4

[プロファイルにユーザを追加（Add Users to Profile）] を選択し、対象ユーザをプロファイルに追
加します。

ステップ 5

[保存（Save）] を選択します。

サイレント モニタリングおよびコール録音
適用対象：Cisco Jabber for Windows、Cisco Jabber for Android、Cisco Jabber for iOS
この機能は、オンプレミス導入環境でサポートでされており、Cisco Unified Communications Manager
リリース 8.6 が必要です。
サイレント モニタリング、コール録音など、デバイスの追加音声パス機能をセットアップできま
す。

（注）

現時点では、この機能は Cisco Jabber for Windows でのみポートされます。
サイレント モニタリングとコール録音を有効にする手順については、『Cisco Unified Communications
Manager Features and Services Guide（Cisco Unified Communications Manager 機能およびサービス ガ
イド）』の「Monitoring and Recording（モニタリングと録音）」セクションを参照してください。
（注）
• Cisco Jabber は、サイレント モニタリングまたはコール録音を開始するためのインターフェ
イスを提供していません。コールをサイレント モニタリングまたは録音するための適切なソ
フトウェアを使用してください。
• Cisco Jabber は、現時点では、モニタリング通知トーンまたは録音通知トーンをサポートして
いません。
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• サイレント モニタリング機能およびコール録音機能のみ使用できます。Cisco Jabber は、割
り込み、ウィスパー コーチングなど、その他の機能をサポートしていません。
• ご使用の Cisco Unified Communications Manager のバージョンによっては、デバイスでモニタ
リング機能および録音機能を有効にするために、デバイス パッケージをダウンロードし、適
用する必要があります。サーバの設定を開始する前に、以下を実行してください。
1 サイレント モニタリングおよびコール録音を有効にするデバイスの [電話の設定（Phone
Configuration）] ウィンドウを開きます。
2 [ビルトイン ブリッジ（Built In Bridge）] フィールドを見つけます。
[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウで [ビルトイン ブリッジ（Built In Bridge）]
フィールドを使用できない場合、最新のデバイス パッケージをダウンロードし、適用す
る必要があります。

URI ダイヤル
適用：すべてのクライアント
URI ダイヤルは、ユーザが Uniform Resource Identifier（URI）を使用したコールの発信や連絡先の
解決を実行できるようにします。たとえば、Adam McKenzie という名前のユーザが
amckenzi@example.com という自分の電話番号と関連付けられた SIP URI を持っていたとしま
す。URI ダイヤルは、Adam の電話番号ではなく、SIP URI でユーザがコールを発信できるように
します。
有効な URI 形式や ILS のセットアップを含む詳細設定など、URI ダイヤル要件の詳細については、
『System Configuration Guide for Cisco Unified Communications Manager』の「URI Dialing」のセク
ションを参照してください。

はじめる前に
この機能は、オンプレミス展開用にサポートされています。Cisco Unified Communications Manager
リリース 9.1(2) 以降で URI ダイヤルを有効にすることができます。

URI と電話番号の関連付け
ユーザが URI コールを発信すると、Cisco Unified Communications Manager はその URI に関連付け
られた電話番号に着信コールをルーティングします。このため、URI と電話番号を関連付ける必
要があります。URI を使用して電話番号を自動的に入力するか、URI を使用して電話番号を設定
します。
URI を使用した電話番号の自動入力
ユーザを Cisco Unified Communications Manager に追加するときは、[ディレクトリ URI（Directory
URI）] フィールドに有効な SIP URI を入力します。Cisco Unified Communications Manager はその
SIP URI をエンドユーザ設定に保存します。
ユーザのプライマリ内線を指定すると、Cisco Unified Communications Manager はエンド ユーザの
設定から電話番号の設定にディレクトリ URI を入力します。このため、ユーザの電話番号のディ
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レクトリ URI が自動的に入力されます。Cisco Unified Communications Manager はその URI をデフォ
ルトのパーティションにも配置します。これがディレクトリ URI（ Directory URI）です。
次のタスクは、電話番号が URI を継承するように Cisco Unified Communications Manager を設定す
る手順を大まかに説明しています。

手順
ステップ 1

デバイスを追加します。

ステップ 2

デバイスに電話番号を追加します。

ステップ 3

デバイスとユーザを関連付けます。

ステップ 4

ユーザのプライマリ内線を指定します。

次の作業
ディレクトリ URI が電話番号に関連付けられていることを確認します。
URI を使用した電話番号の設定
ユーザに関連付けられていない電話番号用の URI を指定できます。URI を使用した電話番号は、
テストと評価の目的でのみ設定する必要があります。
URI を使用した電話番号を設定するには、以下の手順に従ってください。

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

[コール ルーティング（Call Routing）] > [電話番号（Directory Number）] を選択します。
[電話番号の検索/一覧表示（Find and List Directory Numbers）] ウィンドウが開きます。

ステップ 3

適切な電話番号を検索して選択します。
[電話番号設定（Directory Number Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 4

[ディレクトリ URI（Directory URIs）] セクションを探します。

ステップ 5

[URI] 列で有効な SIP URI を指定します。

ステップ 6

適切なパーティションを [パーティション（Partition）] 列から選択します。
（注）
システムの [ディレクトリ URI（Directory URI）] パーティションには、URI を手動で追
加できません。URI は電話番号と同じルート パーティションに追加する必要がありま
す。

ステップ 7

ユーザが電話番号にコールを発信できるように適切なコーリングサーチスペースにパーティショ
ンを追加します。

ステップ 8

[保存（Save）] を選択します。
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ディレクトリ URI パーティションの関連付け
Cisco Unified Communications Manager が URI を配置するデフォルトのパーティションを、電話番
号を含むパーティションと関連付ける必要があります。

重要

URI ダイヤルを有効にするには、デフォルトのディレクトリ URI パーティションを、電話番号
を含むパーティションと関連付ける必要があります。
コーリング サーチ スペース内に電話番号のパーティションがない場合は、パーティションを
作成して、適切に設定する必要があります。

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

[システム（System）] > [エンタープライズ パラメータ（Enterprise Parameters）] の順に選択しま
す。
[エンタープライズ パラメータ設定（Enterprise Parameters Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 3

[エンド ユーザのパラメータ（End User Parameters）] セクションを探します。

ステップ 4

[ディレクトリ URI エイリアス パーティション（Directory URI Alias Partition）] 行で、ドロップダ
ウン リストから適切なパーティションを選択します。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。

デフォルトのディレクトリ URI パーティションは電話番号を含むパーティションと関連付けられ
ています。それにより、Cisco Unified Communications Manager は着信 URI コールを正しい電話番
号にルーティングできます。
ユーザが電話番号にコールを発信できるようにパーティションが適切なコーリングサーチスペー
スにあることを確実にする必要があります。

連絡先の解決のための SIP 要求における FQDN の有効化
URI による連絡先の解決を有効にするには、Cisco Unified Communications Manager が SIP 要求で完
全修飾ドメイン名（FQDN）を使用するように設定する必要があります。

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

[デバイス（Device）] > [デバイスの設定（Device Settings）] > [SIP プロファイル（SIP Profile）] の
順に選択します。
[SIP プロファイルの検索と一覧表示（Find and List SIP Profiles）] ウィンドウが開きます。

ステップ 3

適切な SIP プロファイルを検索して選択します。
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メモ

ステップ 4

デフォルトの SIP プロファイルは編集できません。必要に応じて、デフォルトの SIP プロ
ファイルのコピーを作成して変更します。

[SIP 要求で完全修飾ドメイン名を使用（Use Fully Qualified Domain Name in SIP Requests）] を選択
し、[保存（Save）] を選択します。

次の作業
URI を関連付けるプライマリ内線があるすべてのデバイスと SIP プロファイルを関連付けます。

コール ピックアップ
適用：Cisco Jabber for Windows と Cisco Jabber for Mac
コール ピックアップ機能により、ユーザは自分以外の電話番号に着信したコールに応答すること
ができます。ディレクトリ番号はコール ピックアップ グループに割り当てられ、Cisco Unified
Communications Manager は自動的に適切なコール ピックアップ グループ番号にダイヤルします。
ユーザは [ピックアップ（Pickup）] を選択してコールに応答します。
グループコールピックアップ機能を使用すると、ユーザは別のグループ内の着信コールをピック
アップできます。ユーザがグループ ピックアップ番号を入力して [ピックアップ（Pickup）] を選
択すると、Cisco Unified Communications Manager は自動的に適切なコール ピックアップ グループ
番号にダイヤルします。
他のグループ ピックアップ機能を使用すると、ユーザは自分のグループに関連付けられているグ
ループ内の着信コールをピックアップできます。ユーザが [その他のピックアップ（Other Pickup）]
を選択すると、Cisco Unified Communications Manager は関連グループの着信コールを自動的に検
索します。
ダイレクト コール ピックアップ機能を使用すると、ユーザは電話番号への着信コールをピック
アップできます。ユーザが電話番号を入力して [ピックアップ（Pickup）] を選択すると、Cisco
Unified Communications Manager は着信コールを接続します。
コール ピックアップの詳細については、『Feature Configuration Guide for Cisco Unified Communications
Manager』を参照してください。
コール ピックアップ通知
着信コールが複数ある場合は、「Call(s) available for pickup（コールがピックアップ可能）」とい
う通知が表示されます。ユーザはコールに応答すると、呼び出し時間が最長の着信コールに接続
されます。
デスクフォン モード
デスクフォン モードでは、次の制約事項が適用されます。
• Cisco Unified Communications Manager 通知設定は、ピックアップ グループではサポートされ
ていません。「CallerA -> CallerB 」というコール ピックアップ通知が表示されます。
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• Cisco Unified Communications Manager での音声と映像の設定はサポートされていません。ビ
ジュアル アラートが常に表示されます。
共用回線の動作
共有回線にデスクフォンと CSF ソフトフォンがあるユーザの場合は、次の制限が適用されます。
• 使用可能なコールがない場合にソフトフォンを使用してコールのピックアップを試みると、
デスクフォンに「No call available for PickUp（ピックアップできるコールなし）」というメッ
セージが表示されます。
• 使用可能なコールがない場合にデスクフォンを使用してコールのピックアップを試みると、
ソフトフォンに「No call available for PickUp（ピックアップできるコールなし）」というメッ
セージが表示されます。
関連グループのメンバーでないユーザ
ユーザが関連グループのメンバーではないときに、別のピックアップ グループにコールが着信し
た場合：
• ダイレクト コール ピックアップ機能を使用して着信コールをピックアップできます。
• グループ ピックアップ機能は動作しません。
グループコールピックアップ機能およびダイレクトピックアップ機能の使用時に予想される動作
グループ コール ピックアップ機能およびダイレクト ピックアップ機能の使用時に予想される動
作は、次のとおりです。
• 無効な番号を入力
• ソフトフォン モード：会話ウィンドウが表示され、即座にアナンシエータが聞こえま
す。
• デスクフォン モード：会話ウィンドウ、速いビジー音、またはアナンシエータの後に速
いビジー音、エラー メッセージ「Pickup faile（ピックアップ失敗）」。
• 有効な番号を入力したが、その時点でピックアップできるコールがない
• ソフトフォン モード：ヘッドセットにトーン、会話ウィンドウの表示なし、エラー メッ
セージ「No call available for pickup（ピックアップできるコールなし）」。
• デスクフォン モード：会話ウィンドウなし、エラー メッセージ「No call available for
pickup（ピックアップできるコールなし）」。
• 関連グループの電話番号を入力したが、その時点でピックアップできるコールがない
• ソフトフォン モード：ヘッドセットにトーン、会話ウィンドウの表示なし、エラー メッ
セージ「No call available for pickup（ピックアップできるコールなし）」。
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• デスクフォン モード：会話ウィンドウなし、エラー メッセージ「No call available for
pickup（ピックアップできるコールなし）」。
• 同じ Cisco Unified Communications Manager ノードに属すが、関連グループにはない電話の電
話番号を入力
• ソフトフォン モード：会話ウィンドウの表示、速いビジー音。
• デスクフォンモード：会話ウィンドウの表示、速いビジー音、エラーメッセージ「Pickup
faile（ピックアップ失敗）」。
• 有効なグループの 1 番目の電話番号を入力
• ソフトフォン モード：ヘッドセットにトーン、会話ウィンドウの表示、15 秒後にアナ
ンシエータ、それに続いて速いビジー音。
• デスクフォン モード：会話ウィンドウの表示、15 秒後にアナンシエータ、速いビジー
音、エラー メッセージ「Pickup faile（ピックアップ失敗）」。

コール ピックアップ グループ外のデスクフォンによるコール ピックアップ
ユーザが、コール ピックアップ グループ外のデスクフォンからコール ピックアップをしようと
すると、一瞬、会話ウィンドウが表示されます。ユーザがコール ピックアップ グループのメン
バーでない場合は、そのユーザによるコール ピックアップ機能の使用を設定しないでください。
オリジナルの受信者情報が使用不可
Cisco Unified Communications Manager の [自動コール ピックアップ有効（Auto Call Pickup Enabled）]
設定が true に設定されている場合、コールをソフトフォン モードでピックアップすると、クライ
アントで受信者情報を使用できなくなります。設定が false の場合は、受信者情報を利用できま
す。

コール ピックアップ グループの設定
コールピックアップグループ機能により、ユーザは自分のグループ内の着信コールをピックアッ
プできます。

手順
ステップ 1

[Cisco Unified Communication Manager] インターフェイスを開きます。

ステップ 2

[コール ルーティング（Call Routing）] > [コール ピックアップ グループ（Call Pickup Group）] の
順に選択します。
[コール ピックアップ グループの検索と一覧表示（Find and List Call Pickup Groups）] 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。
[コール ピックアップ グループの設定（Call Pickup Group Configuration）] ウィンドウが開きます。
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ステップ 4

コール ピックアップ グループの情報を入力します。
a) コール ピックアップ グループに対して一意の名前を指定します。
b) コール ピックアップ グループに対して一意の電話番号を指定します。
c) 説明を入力します。
d) パーティションを選択します。

ステップ 5

（任意） [コール ピックアップ グループの通知設定（Call Pickup Group Notification Settings）] セ
クションで、音声通知または視覚的通知を設定します。
a) 通知ポリシーを選択します。
b) 通知タイマーを指定します。
コール ピックアップ グループの通知設定の詳細については、関連する Cisco Unified Communications
Manager のマニュアルでコール ピックアップに関するトピックを参照してください。

ステップ 6

[保存（Save）] を選択します。

次の作業
電話番号にコール ピックアップ グループを割り当てます。

電話番号の割り当て
電話番号にコール ピックアップ グループを割り当てます。コール ピックアップ グループに割り
当てられた電話番号だけが、コール ピックアップ、グループ コール ピックアップ、他のグルー
プ ピックアップ、ダイレクト コール ピックアップを使用できます。

はじめる前に
電話番号にコール ピックアップ グループを割り当てる前に、コール ピックアップ グループを作
成する必要があります。

手順
ステップ 1

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

ステップ 2

次のいずれかの方法で、電話番号にコール ピックアップ グループを割り当てます。
• [コール ルーティング（Call Routing）] > [電話番号（Directory Number）] を選択し、電話番号
を検索して選択し、[コール転送とコール ピックアップの設定（Call Forward and Call Pickup
Settings）] エリアで、コール ピックアップ グループのドロップダウン リストからコール ピッ
クアップ グループを選択します。
• [デバイス（Device）] > [電話（Phone）] を選択し、電話を検索して選択し、[関連付け情報
（Association Information）] リストで、コール ピックアップ グループを割り当てる電話番号
を選択します。
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ステップ 3

データベースに変更を保存するには、[保存（Save）] を選択します。

他のコール ピックアップ
他のグループ ピックアップ機能により、自身のグループに関連付けられているグループ内の着信
コールをピックアップできます。ユーザが [その他のピックアップ（Other Pickup）] を選択する
と、Cisco Unified Communications Manager は、関連付けられているグループ内の着信コールを自
動的に検索し、コール接続を確立します。
他のコール ピックアップの設定
他グループ ピックアップ機能を使用すると、ユーザは関連グループの着信コールをピックアップ
できます。ユーザが [他グループ（Other Pickup）] を選択すると、Cisco Unified Communications
Manager は関連グループ内の着信コールを自動的に検索し、コール接続を実行します。

はじめる前に
開始する前に、コール ピックアップ グループを設定してください。

手順
ステップ 1

Cisco Unified Communication Manager Administration インターフェイスを開きます。

ステップ 2

[コール ルーティング（Call Routing）] > [コール ピックアップ グループ（Call Pickup Group）] の
順に選択します。
[コール ピックアップ グループの検索と一覧表示（Find and List Call Pickup Groups）] ウィンドウ
が開きます。

ステップ 3

コール ピックアップ グループを選択します。
[コール ピックアップ グループの設定（Call Pickup Group Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 4

[関連付け先コール ピック アップ グループ情報（Associated Call Pickup Group Information）] セク
ションでは、以下を実行できます。
• コール ピックアップ グループを検索し、現在関連付けられているコール ピックアップ グ
ループに追加する。
• 関連付けられているコール ピックアップ グループの順序を変更する、またはコール ピック
アップ グループを削除する。

ステップ 5

[保存（Save）] を選択します。
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ダイレクト コール ピックアップ
ダイレクトコールピックアップ機能を使用すると、ユーザは着信コールを直接ピックアップでき
ます。ユーザはクライアントに電話番号を入力し、[ピックアップ（Pickup）] を選択します。Cisco
Unified Communications Manager は関連するグループ メカニズムを使用して、ユーザがダイレクト
コール ピックアップ機能を使って着信コールをピックアップできるかどうかを制御します。
ダイレクト コール ピックアップを有効にするには、ユーザの関連グループに電話番号が属する
ピックアップ グループを含める必要があります。
ユーザがダイレクトコールピックアップ機能を起動し、電話番号を入力して着信コールをピック
アップすると、ユーザは指定した電話に着信するコールに接続されます。そのコールが電話番号
の属するコールピックアップグループ内で最も長く鳴っているコールかどうかは問われません。
ダイレクト コール ピックアップの設定
ダイレクト コール ピックアップ機能を使用すると、着信コールを直接ピックアップできます。
ユーザはクライアントに電話番号を入力し、[ピックアップ（Pickup）] を選択します。Cisco Unified
Communications Manager は関連するグループ メカニズムを使用して、ユーザがダイレクト コール
ピックアップ機能を使って着信コールをピックアップできるかどうかを制御します。
ダイレクト コール ピックアップを有効にするには、ユーザの関連グループに電話番号が属する
ピックアップ グループを含める必要があります。
ユーザがこの機能を起動し、着信コールをピックアップする電話番号を入力すると、ユーザは指
定した電話に着信するコールに接続されます。そのコールが電話番号が属するコール ピックアッ
プ グループ内で最も長く鳴っているコールかどうかは問われません。

手順
ステップ 1

コールピックアップグループを設定し、関連グループを追加します。関連グループのリストには
10 グループまで含めることができます。
詳細については、他のグループピックアップ機能に対するピックアップグループの定義に関する
トピックを参照してください。

ステップ 2

Auto Call Pickup Enabled サービス パラメータを有効にして、ダイレクト コール ピックアップで
コールに自動的に応答するようにします。
詳細については、自動コール ピックアップの設定に関するトピックを参照してください。

自動コール ピックアップ
Auto Call Pickup Enabled サービス パラメータを有効にすると、コール ピックアップ、グループ
ピックアップ、他のグループ ピックアップ、ダイレクト コール ピックアップを自動化できます。
このパラメータが有効になっている場合、Cisco Unified Communications Manager は、ユーザが電
話で適切なピックアップを選択すると、ユーザのピックアップ グループ、他のピックアップ グ
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ループ、またはユーザのグループに関連付けられているピックアップ グループ内の着信コールに
ユーザを自動的に接続します。この処理に必要なのは 1 回のキーストロークだけです。
自動コール ピックアップ機能はユーザのグループ内の着信コールにユーザを接続します。ユーザ
がクライアントで [ピックアップ（Pickup）] を選択すると、Cisco Unified Communications Manager
はグループ内の着信コールを検索し、コール接続を実行します。自動化が有効になっていない場
合、ユーザは [ピックアップ（Pickup）] を選択してコールに応答し、コール接続を確立する必要
があります。
グループ コール ピックアップ自動化機能は、他のピックアップ グループ内の着信コールにユー
ザを接続します。ユーザは他のピックアップ グループのグループ番号を入力し、クライアントで
[ピックアップ（Pickup）] を選択します。ピックアップ グループ番号を受信すると、 Cisco Unified
Communications Manager はコール接続を実行します。グループ コール ピックアップ自動化機能が
有効になっていない場合は、他のピックアップ グループのグループ番号にダイヤルして、クライ
アントで [ピックアップ（Pickup）] を選択し、コールに応答して接続を確立します。
他のグループ ピックアップ自動化機能は、ユーザのグループに関連付けられているグループ内の
着信コールにユーザを接続します。ユーザは、クライアントで [その他のピックアップ（Other
Pickup）] を選択します。Cisco Unified Communications Manager は関連付けられているグループ内
の着信コールを管理者が [コールピックアップグループの設定（Call Pickup Group Configuration）]
ウィンドウに入力した順序で検索し、コールが見つかるとコール接続を実行します。自動化が有
効になっていない場合、ユーザは [その他のピックアップ（Other Pickup）] を選択し、コールに応
答してコール接続を確立する必要があります。
ダイレクトコールピックアップ自動化機能は、ユーザのグループに関連付けられているグループ
内の着信コールにユーザを接続します。ユーザは鳴っている電話の電話番号を入力し、クライア
ントで [ピックアップ（Pickup）] を選択します。電話番号を受信すると、Cisco Unified
Communications Manager はコール接続を実行します。ダイレクト コール ピックアップ自動機能が
有効になっていない場合、ユーザは鳴っている電話の電話番号にダイヤルして、[ピックアップ
（Pickup）] を選択します。すると、ユーザの電話でコールが鳴るので、それに応答して接続を確
立する必要があります。
コール ピックアップの詳細については、『Feature Configuration Guide for Cisco Unified Communications
Manager』を参照してください。
自動コール ピックアップの設定

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

[システム（System）] > [サービス パラメータ（Service Parameters）] の順に選択します。

ステップ 3

[サーバ（Server）] ドロップダウン リストからサーバを選択し、次に、[サービス（Service）] ド
ロップダウン リストから [Cisco Call Manager] サービスを選択します。

ステップ 4

[クラスタ全体のパラメータ（機能：コール ピックアップ）（Clusterwide Parameters（Feature - Call
Pickup）] セクションで、[自動コール ピックアップの有効化（Auto Call Pickup Enabled）] に対し
て次のいずれかを選択します。
• true：自動コール ピックアップ機能が有効になります。
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• false：自動コール ピックアップ機能は有効になりません。これがデフォルト値です。
ステップ 5

[保存（Save）] を選択します。

Hunt Group
適用：すべてのクライアント
ハント パイロットには、ハント パイロット番号および関連するハント リストが含まれています。
ハントパイロットは、ネットワーク設計に柔軟性をもたらします。また、ルートフィルタおよび
ハント リストと連動して、特定のデバイスにコールを直接転送したり、特定の数字パターンを包
含、除外、変更したりします。
ハント リストには、一連の回線グループが特定の順序で含まれています。単一の回線グループを
複数のハント リストに表示できます。グループ コール ピックアップ機能とダイレクト コール
ピックアップ機能では、ハント リストは使用されません。
回線グループは、特定の順序で並んだ一連の電話番号から成っています。この順序によって、着
信コールで使用可能な電話番号の検索の進行が制御されます。
Cisco Unified Communications Manager は、ルーティングするコールを定義されたハント リストに
従って特定した後、ハント リストで定義されている回線グループの順序に基づいて最初に使用可
能なデバイスを検出します。
Cisco Unified Communications Manager 9.x 以降では、応答がない場合の、ハント メンバーの自動ロ
グアウトの設定を行えます。
ハント パイロットの詳細については、『System Configuration Guide for Cisco Unified Communications
Manager』を参照してください。
ログアウト通知
自動ログアウト、手動ログアウト、または Cisco Unified Communications Manager の管理者による
ログアウトのいずれかによってユーザがログアウトすると、ログアウト通知が表示されます。

回線グループ
回線グループを使用して、電話番号を選択する順序を指定できます。Cisco Unified Communications
Manager は、コール分配アルゴリズムと無応答（RNA）予約のタイムアウト設定に基づいて、回
線グループのアイドル状態または対応可能なメンバーにコールを分配します。
ユーザは、回線グループに属する DN へのコールを、ダイレクト コール ピックアップ機能を使用
してピックアップすることはできません。
回線グループの設定

はじめる前に
電話番号を設定してください。
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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

[コール ルーティング（Call Routing）] > [ルート/ハント（Route/Hunt）] > [回線グループ（Line
Group）] の順に選択します。
[回線グループの検索と一覧表示（Find and List Line Groups）] 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。
[回線グループの設定（Line Group Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 4

[回線グループ情報（Line Group Information）] セクションに次の設定を入力します。
1 [回線グループ名（Line Group Name）] フィールドに一意の名前を指定します。
2 [RNA 復帰タイムアウト（RNA Reversion Timeout）] に秒数を指定します。
3 回線グループに適用する [分散アルゴリズム（Distribution Algorithm）] を選択します。

ステップ 5

[ハント オプション（Hunt Options）] セクションに次の設定を入力します。
• ドロップダウン リストから [無応答（No Answer）] の値を選択します。
• [無応答時にハント メンバーを自動的にログアウト（Automatically Logout Hunt Member on No
Answer）] を選択して、ハント リストの自動ログアウトを設定します。
• ドロップダウン リストから [ビジー（Busy）] の値を選択します。
• ドロップダウン リストから [使用不可（Not Available）] の値を選択します。

ステップ 6

[回線グループ メンバー情報（Line Group Member Information）] セクションでは、以下を実行でき
ます。
• 回線グループに追加する電話番号またはルート パーティションを検索する。
• 回線グループ内の電話番号またはルート パーティションの順序を変更する。
• 回線グループから電話番号またはルート パーティションを削除する。

ステップ 7

[保存（Save）] を選択します。

次の作業
ハント リストを設定し、回線グループをハント リストに追加します。

ハント リスト
ハント リストには、一連の回線グループが特定の順序で含まれています。ハント リストは 1 つ以
上のハント パイロットに関連付けられており、それらの回線グループにアクセスする順序を示し
ます。この順序によって、着信コールで使用可能な電話番号の検索の進行が制御されます。
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ハント リストは、回線グループによって定義された一連の電話番号から成っています。定義され
たハント リストに従って、Cisco Unified Communications Manager がルーティングするコールを決
定した後、Cisco Unified Communications Manager は、ハント リストで定義されている回線グルー
プの順序に基づいて 1 番目に使用可能なデバイスを検出します。
グループ コール ピックアップ機能とダイレクト コール ピックアップ機能では、ハント リストは
使用されません。
ハントリストには回線グループだけを含めることができます。各ハントリストには、少なくとも
1 つの回線グループが必要です。各回線グループには、少なくとも 1 つの電話番号が含まれます。
単一の回線グループを複数のハント リストに表示できます。
ハント リストの設定

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

[コール ルーティング（Call Routing）] > [ルート/ハント（Route/Hunt）] > [ハント リスト（Hunt
List）] の順に選択します。
[グループの検索とハント リスト（Find and Hunt List Groups）] 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。
[ハント リストの設定（Hunt List Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 4

[ハント リスト情報（Hunt List Information）] セクションに次の設定を入力します。
1 [名前（Name）] フィールドに一意の名前を指定します。
2 ハント リストの説明を入力します。
3 ドロップダウン リストから [Cisco Unified Communications Manager グループ（Cisco Unified
Communications Manager Group）] を選択します。
4 ハント リストを保存すると、新しいハント リストのデフォルトとして [このハントリストを有
効にする（Enable this Hunt List）] が選択されます。
5 このハント リストをボイスメールに使用する場合は、[ボイスメール用（For Voice Mail Usage）]
選択します。

ステップ 5

[保存（Save）] を選択してハント リストを追加します。

次の作業
回線グループをハント リストに追加します。
ハント リストへの回線グループの追加

はじめる前に
回線グループを構成して、ハント リストを設定する必要があります。
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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

[コール ルーティング（Call Routing）] > [ルート/ハント（Route/Hunt）] > [ハント リスト（Hunt
List）] の順に選択します。
[グループの検索とハント リスト（Find and Hunt List Groups）] ウィンドウが開きます。

ステップ 3

回線グループを追加するハント リストを検索します。

ステップ 4

回線グループを追加するには、[回線グループの追加（Add Line Group）] を選択します。
[ハント リスト詳細の設定（Hunt List Detail Configuration）] ウィンドウが表示されます。

ステップ 5

[回線グループ（Line Group）] ドロップダウン リストから回線グループを選択します。

ステップ 6

回線グループを追加するには、[保存（Save）] を選択します。

ステップ 7

さらに別の回線グループを追加するには、ステップ 4 ～ 6 を繰り返します。

ステップ 8

[保存] を選択します。

ステップ 9

ハント リストをリセットするには、[リセット（Reset）] を選択します。ダイアログボックスが表
示されたら、[リセット（Reset）] を選択します。

ハント パイロット
ハントパイロットは、数字から構成される文字列（アドレス）と、ハントリストにコールをルー
ティングする一連の番号操作から成り立っています。ハント パイロットは、ネットワーク設計に
柔軟性をもたらします。また、ルートフィルタおよびハントリストと連動して、特定のデバイス
にコールを直接転送したり、特定の数字パターンを包含、除外、変更したりします。
ハント パイロットの設定オプションの詳細については、Cisco Unified Communications Manager の
関連するマニュアルを参照してください。
ハント パイロットの設定

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

[コール ルーティング（Call Routing）] > [ルート/ハント（Route/Hunt）] > [ハント パイロット（Hunt
Pilot）] の順に選択します。
[ハント パイロットの検索と一覧表示（Find and List Hunt Pilots）] 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。
[ハント パイロットの設定（Hunt Pilot Configuration）] ウィンドウが開きます。
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ステップ 4

数字とワイルドカードを含む、ハント パイロットを入力します。

ステップ 5

[ハント リスト（Hunt List）] ドロップダウン リストからハント リストを選択します。

ステップ 6

[ハント パイロットの設定（Hunt Pilot Configuration）] ウィンドウで追加の設定を入力します。ハ
ント パイロットの設定の詳細については、Cisco Unified Communications Manager の関連するマニュ
アルを参照してください。

ステップ 7

[保存（Save）] を選択します。

ユーザの関連付けに関する設定
ユーザをデバイスに関連付けると、ユーザにデバイスがプロビジョニングされます。

はじめる前に
Cisco Jabber デバイスを作成および設定します。

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）] > [エンド ユーザ（End User）] を選択します。
[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

[ユーザを次の条件で検索（Find User where）] フィールドで適切なフィルタを指定した後、[検索
（Find）] を選択してユーザのリストを取得します。

ステップ 4

対象のユーザをリストから選択します。
[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 5

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

ステップ 6

[ホーム クラスタ（Home Cluster）] を選択します。

ステップ 7

[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、ユーザの適切な
サービス プロファイルを選択します。

ステップ 8

[デバイス情報（Device Information）] セクションを探します。

ステップ 9

[デバイスの割り当て（Device Associations）] を選択します。
[ユーザ デバイス割り当て（User Device Association）] ウィンドウが開きます。

ステップ 10

ユーザを割り当てるデバイスを選択します。

ステップ 11

[選択/変更の保存（Save Selected/Changes）] を選択します。

ステップ 12

[ユーザ管理（User Management）] > [エンド ユーザ（End User）] の順に選択し、[ユーザの検索と
一覧表示（Find and List Users）] ウィンドウに戻ります。

ステップ 13

一覧から同じユーザを探し、選択します。
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[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 14

[権限情報（Permissions Information）] セクションを探します。

ステップ 15

[アクセス コントロール グループに追加（Add to Access Control Group）] を選択します。
[アクセス コントロール グループの検索と一覧表示（Find and List Access Control Groups）] ダイア
ログボックスが開きます。

ステップ 16

ユーザを割り当てるアクセス コントロール グループを選択します。
ユーザを、少なくとも次のアクセス コントロール グループに割り当てる必要があります。
• [標準CCMエンドユーザ（Standard CCM End Users）]
• [標準CTIを有効にする（Standard CTI Enabled）]
メモ

セキュア電話機能をユーザにプロビジョニングする場合、Standard CTI Secure Connection
グループにユーザを割り当てないでください。

電話機のモデルによっては、次のコントロール グループが追加で必要となります。
• Cisco Unified IP Phone 9900、 8900、8800 シリーズ、または DX シリーズでは、[標準 CTI に
よる接続時の転送および会議をサポートする電話の制御（Standard CTI Allow Control of Phones
supporting Connected Xfer and conf）] を選択します。
• Cisco Unified IP Phone 6900 シリーズでは、[標準 CTI によるロールオーバー モードをサポー
トする電話の制御（Standard CTI Allow Control of Phones supporting Rollover Mode）] を選択し
ます。
ステップ 17

[選択項目の追加（Add Selected）] を選択します。
[アクセス コントロール グループの検索と一覧表示（Find and List Access Control Groups）] ウィン
ドウが終了します。

ステップ 18

[エンド ユーザの設定（End User Configuration）] ウィンドウで [保存（Save）] を選択します。

TFTP サーバ アドレスの指定
クライアントは TFTP サーバからデバイス設定を取得します。そのため、ユーザにデバイスをプ
ロビジョニングする場合、TFTP サーバ アドレスを指定する必要があります。

注目

DNS クエリーから _cisco-uds SRV レコードを取得すると、クライアントは自動的にユーザ
のホーム クラスタを検出できます。そのため、クライアントは Cisco Unified Communications
Manager TFTP サービスを見つけることができます。
_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。
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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 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（Legacy Clients）] > [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。

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。
（注）
Cisco Unified 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）] > [Cisco Unified Personal Communicator] > [設定（Settings）]。
[Cisco Jabber の設定（Cisco Jabber Settings）]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）
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• 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）
（注）

ステップ 5

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。

[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。

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。
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[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（TFTP Server）] 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。

デバイスのリセット
ユーザを作成し、デバイスに関連付けた後、それらのデバイスをリセットする必要があります。

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

[デバイス（Device）] > [電話（Phone）] の順に選択します。
[電話の検索と一覧表示（Find and List Phones）] ウィンドウが開きます。

ステップ 3

[電話を次の条件で検索（Find Phone where）] フィールドに適切なフィルタを指定し、[検索（Find）]
を選択してデバイスの一覧を取得します。

ステップ 4

対象のデバイスを一覧から選択します。
[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 5

[割り当て情報（Association Information）] セクションを探します。

ステップ 6

対象の電話番号設定を選択します。
[電話番号設定（Directory Number Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 7

[リセット（Reset）] を選択します。
[デバイス リセット（Device Reset）] ダイアログボックスが開きます。

ステップ 8

[リセット（Reset）] を選択します。

ステップ 9

[閉じる（Close）] を選択して、[デバイス リセット（Device Reset）] ダイアログボックスを閉じま
す。

CCMCIP プロファイルの作成
クライアントは、CCMCIP サーバからユーザのデバイス リストを取得します。
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（注）

DNS クエリーから _cisco-uds SRV レコードを取得すると、クライアントは自動的にユーザ
のホーム クラスタを検索してサービスを検出できます。クライアントが検出するサービスの
1 つは、CCMCIP を置き換える UDS です。

はじめる前に
デバイスのリセット, （253 ページ）

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（Legacy Clients）] > [CCMCIP プロ
ファイル（CCMCIP Profile）] の順に選択します。

ステップ 3

[CCMCIPプロファイルの検索/一覧表示（Find and List CCMCIP Profiles）] ウィンドウで、[新規追
加（Add New）] を選択します。

ステップ 4

[CCMCIP プロファイルの設定（CCMCIP Profile Configuration）] ウィンドウで、CCMCIP プロファ
イルに次のようにサービスの詳細を指定します。
a) プロファイルの名前を [名前（Name）] フィールドに指定します。
b) [プライマリ CCMCIP ホスト（Primary CCMCIP Host）] フィールドで、プライマリ CCMCIP
サービスの完全修飾ドメイン名または IP アドレスを指定します。
c) [バックアップ CCMCIP ホスト（Backup CCMCIP Host）] フィールドで、バックアップ CCMCIP
サービスの完全修飾ドメイン名または IP アドレスを指定します。
d) [サーバ証明書の確認（Server Certificate Verification）] はデフォルト値のままとします。
Cisco Unified Communications Manager リリース 9.x 以前：Cisco Extension Mobility を有効にする場
合は、CCMCIP に使用される Cisco Unified Communications Manager ノードで Cisco Extension
Mobility サービスをアクティブにする必要があります。Cisco Extension Mobility の詳細について
は、使用している Cisco Unified Communications Manager のリリースに応じた『Feature and Services』
ガイドを参照してください。

ステップ 5

CCMCIP プロファイルに次のようにユーザを追加します。
a) [プロファイルにユーザを追加（Add Users to Profile）] を選択します。
b) [ユーザの検索/一覧表示（Find and List Users）] ダイアログで、[ユーザを次の条件で検索（Find
User where）] フィールドに適切なフィルタを指定し、[検索（Find）] を選択してユーザのリス
トを取得します。
c) 対象のユーザをリストから選択します。
d) [選択項目の追加（Add Selected）] を選択します。
選択されたユーザが CCMCIP プロファイルに追加されます。

ステップ 6

[保存（Save）] を選択します。
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次の作業
ダイヤル プランのマッピング, （255 ページ）

ダイヤル プランのマッピング
Cisco Unified Communications Manager のダイヤル ルールがディレクトリのダイヤル ルールと確実
に一致するように、ダイヤル プランのマッピングを設定します。
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により、ユーザがクライアントから
ダイヤルする番号が操作されます。
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、クライアントがディレクトリ
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では、たとえば、4089023139 を 23139 に変換します。

ダイヤル ルールの発行
Cisco Unified Communications Manager リリース 8.6.1 以前の場合、ダイヤル ルールは自動でクライ
アントに発行されません。このため、ダイヤル ルールを発行するには、COP ファイルを導入する
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、クライア
ントは、その XML ファイルをダウンロードしてダイヤル ルールにアクセスできます。

メモ

Cisco Unified Communications Manager リリース 8.6.1 以前でダイヤル ルールを更新または変更
するたびに、COP ファイルを導入する必要があります。

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 管理パッケージをダウンロードします。
3 cmterm-cupc-dialrule-wizard-0.1.cop.sgn を Cisco Jabber 管理パッケージからファ
イル システムにコピーします。
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手順
ステップ 1

[Cisco Unified OS 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

[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）] を選択します。

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-cupc-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-cupc-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。
ブラウザで AppDialRules.xml と DirLookupDialRules.xml にアクセスできる場合、クラ
イアントはダイヤル 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 Communications Manager の各インスタンスに対して、前述
の手順を繰り返します。

次の作業
Cisco Unified Communications Manager の各インスタンスに対して前述の手順を繰り返した後、ク
ライアントを再起動します。

モバイル コネクトのセットアップ
モバイル コネクト（以前のシングル ナンバー リーチ（SNR））は、次のような場合に誰かが勤務
先番号にコールしたときに、ネイティブな携帯電話番号が鳴ることを可能にします。
• Cisco Jabber が使用できなくなります。
Cisco Jabber が再び使用可能になり、企業ネットワークに接続された後、Cisco Unified
Communications Manager がモバイル コネクトを使用する代わりに VoIP コールの発信に復帰
します。
• ユーザが [モバイル ボイス ネットワーク（Mobile Voice Network）] コーリング オプションを
選択します。
• ユーザが [自動選択（Autoselect）] コーリング オプションを選択し、ユーザが Wi-Fi ネット
ワーク外です。
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モバイル コネクトをセットアップするには、次の手順を実行します。
1 モバイル コネクトを有効にします。詳細については、「モバイル コネクトの有効化」のトピッ
クを参照してください。
2 次の手順のいずれかまたは両方を使用して、モバイル コネクトが接続する 1 つまたは複数のリ
モート電話番号を指定します。
• （推奨）モバイル デバイスの携帯電話番号を指定するには、「モビリティ ID の追加」の
トピックを参照してください。
• （オプション）代替電話番号を指定するには、「リモート接続先の追加（オプション）」
のトピックを参照してください。
代替番号は、自宅の電話番号、会議室の電話番号、デスクフォンの電話番号、または 2 台
目のモバイル デバイス用の携帯電話番号など、あらゆるタイプの電話番号にすることが
できます。
3 設定をテストします。
• モバイル デバイスで Cisco Jabber を終了します。手順については、ご使用のリリースの
『User Guide』を参照してください。
• 別の電話から Cisco Jabber の内線にコールします。
• ネイティブなモバイル ネットワーク電話番号で呼び出し音が鳴り、それに応答するとコー
ルが接続されることを確認します。

モバイル コネクトの有効化
モバイル コネクトをエンド ユーザが使用できるようにするには、次の手順を使用します。

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

携帯電話番号に設定済みの既存のリモート宛先またはモビリティ ID を検索して削除するには、次
のようにします。
a) [デバイス（Device）] > [リモート接続先（Remote Destination）] を選択します。
b) 接続先番号を検索します。
c) 接続先番号を削除します。

ステップ 3

次のようにして、エンド ユーザにモバイル コネクトを設定します。
a) [ユーザ管理（User Management）] > [エンド ユーザ（End User）] を選択します。
b) エンド ユーザを検索します。
c) ユーザ ID を選択して、[エンド ユーザの設定（End User Configuration）] ウィンドウを開きま
す。
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d) [モビリティ情報（Mobility Information）] セクションで、[モビリティの有効化（Enable Mobility）]
チェックボックスをオンにします。
e) Cisco Unified Communications Manager リリース 9.0 以前の場合は、[プライマリユーザデバイス
（Primary User Device）]を指定します。
f) [保存（Save）] を選択します。
ステップ 4

次のようにして、モバイル コネクトのデバイス設定を行います。
a) [デバイス（Device）] > [電話（Phone）] に移動します。
b) 設定するデバイスを検索します。
c) デバイス名を選択して、[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウを開きます。
d) 次の情報を入力します。
設定

情報

ソフトキー テンプ
レート（Softkey
Template）

[モビリティ（Mobility）] ボタンが含まれたソフトキー テンプレート
を選択します。
ソフトキー テンプレートの設定方法の詳細については、ご使用のリ
リースに対応した『Cisco Unified Communications Manager Administration
Guide』にある関連情報を参照してください。このマニュアルは、メ
ンテナンス ガイド一覧にあります。

モビリティ ユーザ ID ユーザを選択します。
（Mobility User ID）
オーナーのユーザ ID ユーザを選択します。値はモビリティ ユーザ ID と一致する必要があ
（Owner User ID）
ります。
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設定

情報

再ルーティング用
次の両方を含む再ルーティング コーリング サーチ スペースを選択し
コーリング サーチ ス ます。
ペース（Rerouting
• ユーザのデスクフォン内線のパーティション。この要件は、ルー
Calling Search Space）
ティング コール用ではなく、Dial via Office 機能を提供するため
にシステムで使用されます。
• 携帯電話番号へのルート。携帯電話番号へのルート（つまり、
ゲートウェイ/トランク パーティション）には、デバイスと関連
付けられた社内内線のパーティションより高い優先順位を設定す
る必要があります。
Cisco Jabber を使用すると、デバイスの携帯電話番号と異な
るコールバック番号を Dial via Office - リバース コールに対
して指定でき、どのコールバック番号に到達可能かは再ルー
ティング用コーリング サーチ スペースによって制御されま
す。
ユーザが DvO コールバック番号を代替番号で設定した場合は、必ず
代替電話番号の接続先にルートされるようにトランクのコーリング
サーチ スペース（CSS）を設定します。
（注）

e) [保存（Save）] を選択します。

モビリティ ID の追加
モビリティ ID を追加し、モバイル デバイスの携帯電話番号を接続先番号として指定するには、
次の手順を使用します。この接続先番号は Dial via Office やモバイル コネクトなどの機能で使用
します。
モビリティ ID を追加するときは、1 つの番号だけ指定できます。モバイル デバイスの 2 つ目の携
帯電話番号などの代替番号を指定する場合は、リモート接続先を設定できます。モビリティ ID の
設定の特性は、リモート接続先の設定の特性と同じです。

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

設定するデバイスに次のように移動します。
a) [デバイス（Device）] > [電話（Phone）] の順に選択します。
b) 設定するデバイスを検索します。
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c) デバイス名を選択して、[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウを開きます。
ステップ 3

[関連付けられたモビリティ ID（Associated Mobility Identity）] セクションで [新しいモビリティ ID
の追加（Add a New Mobility Identity）] を選択します。

ステップ 4

接続先番号として携帯電話番号を入力します。
この番号をアウトバウンド ゲートウェイにルーティングできる必要があります。通常、この番号
は完全な E.164 番号です。
（注）

ユーザの Dial via Office - リバース機能を有効にするには、ユーザのモビリティ ID の接
続先番号を入力する必要があります。
Dial via Office - リバースを有効にして、モビリティ ID の接続先番号を空のままにした
場合は、次のようになります。
• モバイル データ ネットワークと VPN の使用中にユーザが [自動選択（Autoselect）]
コール オプションを選択すると、電話サービスが接続できなくなります。
• あらゆるタイプのネットワークでユーザが [モバイル ボイス ネットワーク（Mobile
Voice Network）] コール オプションを選択すると、電話サービスが接続できなくな
ります。
• 電話サービスが接続できない原因は、ログに示されません。

ステップ 5

コール タイマーの初期値を入力します。
これらの値によって、モバイル デバイスのクライアントで呼び出し音を鳴らす前に、モバイル
サービス プロバイダーのボイスメールに通話がルーティングされることがなくなります。エンド
ユーザのモバイル ネットワークと動作するように、これらの値を調整することができます。詳細
については、Cisco Unified Communications Manager のオンライン ヘルプを参照してください。
次に示すのは、Cisco Unified Communications Manager 9.x のモビリティ ID のタイマー情報の例で
す。
設定

推奨する初期値

呼び出し開始タイマー（Answer Too Soon
Timer）

3000

呼び出し終了タイマー（Answer too late timer） 20000
呼び出し前の遅延タイマー（Delay before ringing 0
timer）
（注）

この設定は DVO-R コールには適用さ
れません。

次に示すのは、Cisco Unified Communications Manager 10.x のモビリティ ID のタイマー情報の例で
す。
設定

推奨する初期値

ビジネス回線にダイヤルされたときに、* 秒経 0.0 秒
過してからこの電話の呼出音を鳴らす。*
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設定

推奨する初期値

コールがボイスメールに直接転送されることを 3.0 秒
検出するまで * 秒待機して、このコールがこの
電話のボイスメールに直接転送されないように
する。*
この電話のボイスメールに接続しないように、 20.0 秒
電話の呼び出しを * 秒後に停止する。*

ステップ 6

次のいずれかを実行します。
• Cisco Unified Communications Manager リリース 9 以前：[モバイル コネクトの有効化（Enable
Mobile Connect）] チェックボックスをオンにします。
• Cisco Unified Communications Manager リリース 10：[シングル ナンバー リーチを有効にする
（Enable Single Number Reach）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 7

Dial via Office 機能をセットアップする場合は、[モビリティ プロファイル（Mobility Profile）] ド
ロップダウン リストで次のいずれかのオプションを選択します。
オプション

説明

空白（Leave blank）

ユーザがエンタープライズ機能アクセス番号（EFAN）を使用
するようにする場合は、このオプションを選択します。

モビリティ プロファイル
（Mobility Profile）

ユーザが EFAN の代わりにモビリティ プロファイルを使用す
るようにする場合は、作成したモビリティ プロファイルを選
択します。

ステップ 8

携帯番号に通話をルーティングするスケジュールを設定します。

ステップ 9

[保存（Save）] を選択します。

リモート接続先の追加（オプション）
リモート接続先を追加し、接続先番号として任意の代替番号を指定するには、次の手順を使用し
ます。モビリティ ID の設定の特性は、リモート接続先の設定の特性と同じです。
代替番号は、自宅の電話番号、会議室の電話番号、デスクフォンの電話番号、または追加のモバ
イル デバイス向けの複数の携帯電話番号など、あらゆるタイプの電話番号にすることができま
す。複数のリモート接続先を追加できます。
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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

設定するデバイスに次のように移動します。
a) [デバイス（Device）] > [電話（Phone）] の順に選択します。
b) 設定するデバイスを検索します。
c) デバイス名を選択して、[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウを開きます。

ステップ 3

[関連付けられたリモート接続先（Associated Remote Destinations）] セクションで [新規リモート接
続先の追加（Add a New Remote Destination）] を選択します。

ステップ 4

[接続先番号（Destination Number）] として目的の電話番号を入力します。
この番号をアウトバウンド ゲートウェイにルーティングできる必要があります。通常、この番号
は完全な E.164 番号です。

ステップ 5

以下のコール タイマーの初期値を入力します。
a) [呼び出し開始タイマー（Answer Too Soon Timer）]：3000 を入力します。
b) [呼び出し終了タイマー（Answer Too Late Timer）]：20000 を入力します。
c) [呼び出し前の遅延タイマー（Delay Before Ringing Timer）] ：0
この設定は DVO-R コールには適用されません。
これらの値によって、モバイル デバイスのクライアントで呼び出し音を鳴らす前に、モバイル
サービス プロバイダーのボイスメールに通話がルーティングされることがなくなります。詳細に
ついては、Cisco Unified Communications Manager のオンライン ヘルプを参照してください。

ステップ 6

次のいずれかを実行します。
• Cisco Unified Communications Manager バージョン 9 以前の場合は、[モバイル コネクトの有効
化（Enable Mobile Connect）] チェックボックスをオンにします。
• Cisco Unified Communications Manager バージョン 10 の場合は、[シングルナンバーリーチを
有効にする（Enable Single Number Reach）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 7

携帯番号に通話をルーティングするスケジュールを設定します。

ステップ 8

[保存（Save）] を選択します。

携帯電話に移動
適用：Cisco Jabber for Android と Cisco Jabber for iOS
ユーザはアクティブな VoIP コールを、Cisco Jabber からモバイル ネットワーク上の自分の携帯電
話番号に転送できます。この機能は、ユーザが通話しながら Wi-Fi ネットワークを離れる場合（た
とえば、建物を離れて車まで歩いていくときなど）や、Wi-Fi ネットワークを経由すると音声品質
に問題がある場合に便利です。
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この機能を有効にする方法は 2 通りあります。無効にすることもできます。
実装方法

説明

指示（Instructions）

ハンドオフ DN

モバイル デバイスは、モバイル ネッ
トワークを使用して Cisco Unified
Communications Manager を呼び出しま
す。

詳細については、「VoIP からモバイ
ル ネットワークへのハンドオフの有
効化」のトピックを参照してくださ
い。

この方法には、ダイヤルイン（DID）
番号が必要です。
サービスプロバイダーは、設定のDID
の値を正確に提供する必要がありま
す。また、Cisco IOS ゲートウェイが
Cisco Unified Communications Manager
への通信に H.323 または SIP を使用す
る場合、Cisco IOS を使用して、ゲー
トウェイで着信者番号を操作し、番号
をハンドオフ DN で設定したとおりに
Cisco Unified Communications Manager
に表示することができます。
この方法は、iPod Touch デバイスでは
動作しません。
モビリティソフト Cisco Unified Communications Manager 詳細については、「VoIP からモバイ
は、モバイル デバイスの PSTN モバ ル ネットワークへの転送の有効化」
キー
イル サービス プロバイダーの電話番 のトピックを参照してください。
号に発信します。
上記以外

ユーザから利用できるようにしない場 TCT デバイス ページの [プロダクト固
合は、この機能を無効にします。
有の設定（Product Specific
Configuration Layout）] セクションで、
[モバイル ネットワークへ転送
（Transfer to Mobile Network）] オプ
ションに対して [無効（Disabled）] を
選択します。
BOT デバイス ページの [プロダクト
固有の設定（Product Specific
Configuration Layout）] セクションで、
[モバイル ネットワークへ転送
（Transfer to Mobile Network）] オプ
ションに対して [無効（Disabled）] を
選択します。
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VoIP からモバイル ネットワークへのハンドオフの有効化
Cisco Unified Communications Manager が VoIP からモバイル ネットワークにアクティブ コールを
ハンドオフするために使用できる、電話番号を設定します。Cisco Unified Communications Manager
がユーザを認識できるようにするために、ユーザの発信者 ID をモビリティ ID と一致させます。
VoIP からモバイル ネットワークへのハンドオフをサポートするように、TCT デバイスおよびモ
バイル デバイスをセットアップします。
Cisco Unified Communications Manager が VoIP からモバイル ネットワークにアクティブ コールを
ハンドオフするために使用できる、電話番号を設定します。Cisco Unified Communications Manager
がユーザを認識できるようにするために、ユーザの発信者 ID をモビリティ ID と一致させます。
VoIP からモバイル ネットワークへのハンドオフをサポートするように、BOT デバイスおよびモ
バイル デバイスをセットアップします。
ハンドオフ DN の設定

はじめる前に
必要な値を識別します。選択する値は、ゲートウェイが渡す電話番号によって異なります（たと
えば、7 桁や 10 桁など）。

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

[コール ルーティング（Call Routing）] > [モビリティ（Mobility）] > [ハンドオフ設定（Handoff
Configuration）] を選択します。

ステップ 3

デバイスが VoIP コールをモバイル ネットワークにハンドオフする際に使用するダイヤルイン
（DID）番号のハンドオフ番号を入力します。
サービス プロバイダーは、設定の DID の値を正確に提供する必要があります。また、H.323 また
は SIP を使用して Cisco Unified Communications Manager に通信する Cisco IOS ゲートウェイの場合
は、Cisco IOS を使用して、ゲートウェイで着信者番号を操作し、その番号をハンドオフ番号で設
定したとおりに Cisco Unified Communications Manager に表示することができます。
（注）

ステップ 4

Cisco Unified Communications Manager 内でトランスレーション パターンや他の操作を使
用して、受信 DID 番号を設定済みハンドオフ DN と照合することはできません。

ハンドオフ DID の [ルート パーティション（Route Partition）] を選択します。
このパーティションは、リモート接続先の着信コーリング サーチ スペース（CSS）に存在する必
要があります。これは、ゲートウェイまたはトランクの着信 CSS またはリモート接続先 CSS のい
ずれかをポイントします。
この機能は、このページのその他のオプションを使用しません。

ステップ 5

[保存（Save）] を選択します。
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発信者 ID とモビリティ ID の一致
許可された電話機だけがコールを発信できるようにするには、コールがシステム内に設定された
電話機から発信されるようにする必要があります。そのため、システムは要求元電話番号の発信
者 ID と、既存のモビリティ ID との照合を試みます。デフォルトでは、デバイスがハンドオフ機
能を起動したときに、ゲートウェイから Cisco Unified Communications Manager に渡される発信者
ID が、そのデバイス用に入力したモビリティ ID 番号と完全に一致している必要があります。
ただし、システムの設定によっては、こうした番号が完全一致しない場合があります。たとえば、
モビリティ ID 番号に国番号が含まれ、発信者 ID には含まれないことがあります。その場合は、
部分一致を認識するようシステムを設定する必要があります。
異なるエリア コードまたは異なる国に、同じ電話番号が存在する可能性について考えておく必要
があります。また、サービス プロバイダーが可変桁数の通話を識別する場合は、部分一致に影響
があることに注意してください。たとえば、ローカル コールは 7 桁（555 0123 など）を使用して
識別されるが、エリア外コールは 10 桁（408 555 0199 など）を使用して識別されることがありま
す。

はじめる前に
モビリティ ID を設定します。詳細については、「モビリティ ID の追加」のトピックを参照して
ください。
この手順をすべて行う必要があるかどうかを確認するには、次の手順を行ってください。モバイ
ル デバイスからシステムにダイヤルインし、発信者 ID の値と、モビリティ ID の宛先番号を比較
します。値が一致しない場合は、この手順に従う必要があります。予想されるすべてのロケール
およびエリア コード内で支給されたデバイスに対して、この手順を繰り返します。

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

[システム（System）] > [サービス パラメータ（Service Parameters）] の順に選択します。

ステップ 3

アクティブ サーバを選択します。

ステップ 4

[Cisco CallManager（アクティブ）（Cisco CallManager (Active)）] サービスを選択します。

ステップ 5

[クラスタ全体のパラメータ（システム - モビリティ）（Clusterwide Parameters (System - Mobility)）]
セクションまでスクロールします。

ステップ 6

[発信者 ID とリモート接続先の照合（Matching Caller ID with Remote Destination）] を選択し、この
値に関する重要な情報を確認します。

ステップ 7

[部分一致による発信者 ID とリモート接続先の照合（Partial Match for Matching Caller ID with Remote
Destination）] を選択します。

ステップ 8

[発信者 ID の部分一致の桁数（Number of Digits for Caller ID Partial Match）] を選択し、この値に関
する重要な要件を確認します。

ステップ 9

部分一致に必要な桁数を入力します。

ステップ 10

[保存（Save）] を選択します。
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ハンドオフのためのユーザおよびデバイス設定のセットアップ

はじめる前に
• Cisco Unified Communications Manager でユーザ デバイスを設定します。
• ユーザのモビリティ ID を設定します。

手順
ステップ 1

[Cisco Unified CM の管理（Cisco Unified CM Administration）] インターフェイスで、TCT デバイス
ページに移動し、[モバイル ネットワークへ転送（Transfer to Mobile Network）] オプションに [ハ
ンドオフ DN 機能を使用（Use Handoff DN Feature）] を選択します。
iPod Touch デバイスでは、この方法は割り当てないでください。代わりにモビリティ ソフトキー
の方法を使用します。

ステップ 2

[Cisco Unified CM の管理（Cisco Unified CM Administration）] インターフェイスで、BOT デバイス
ページに移動し、[モバイル ネットワークへ転送（Transfer to Mobile Network）] オプションに [ハ
ンドオフ DN 機能を使用（Use Handoff DN Feature）] を選択します。

ステップ 3

iOS デバイスで、[設定（Settings）] > [電話（Phone）] > [発信者 ID を表示（Show My Caller ID）]
をタップして、発信者 ID がオンになっていることを確認します。

ステップ 4

一部の Android デバイスおよびオペレーティング システムの組み合わせでは、発信者 ID がオンに
なっていることを確認できます。Android デバイスで電話アプリケーションを開き、[メニュー
（Menu）] > [通話設定（Call Settings）] > [追加設定（Additional settings）] > [発信者 ID（Caller
ID）] > [番号の表示（Show Number）]をタップします。

ステップ 5

この機能をテストしてください。

VoIP からモバイル ネットワークへの転送の有効化
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

システム レベル設定で、電話のコール状態が「接続中（Connected）」および「オンフック
（On-hook）」のときに、[モビリティ（Mobility）] ソフトキーが表示されることを確認します。
a) [デバイス（Device）] > [デバイス設定（Device Settings）] > [ソフトキー テンプレート（Softkey
Template）] の順に選択します。
b) デバイスにモバイル コネクトを設定したときに選択したのと同じソフトキー テンプレートを
選択します。
c) 右上の [関連リンク（Related Links）] ドロップダウン リストで、[ソフトキー レイアウトの設
定（Configure Softkey Layout）] を選択し、[移動（Go）] を選択します。
d) コール状態のドロップダウン リストで [オンフック（On-hook）] 状態を選択し、選択されてい
るソフトキーのリストに [モビリティ（Mobility）] キーが入っていることを確認します。
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e) コール状態のドロップダウン リストで [接続中（Connected）] 状態を選択し、選択されている
ソフトキーのリストに [モビリティ（Mobility）] キーが入っていることを確認します。
ステップ 3

設定するデバイスに次のように移動します。
a) [デバイス（Device）] > [電話（Phone）] の順に選択します。
b) 設定するデバイスを検索します。
c) デバイス名を選択して、[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウを開きます。

ステップ 4

Cisco Unified Communications Manager のユーザ単位およびデバイス単位の設定で、特定のデバイ
スからコールをモバイル ボイス ネットワークに転送するときに [モビリティ（Mobility）] ソフト
キーを使用するように設定します。モバイル デバイスに対してモビリティ ID およびモバイル コ
ネクトの両方をセットアップしていることを確認します。転送機能が動作するようになったら、
ユーザは自分の都合に合わせて、転送機能をいじることなくモバイル コネクトを有効にしたり無
効にしたりできるようになります。
デバイスが iPod Touch の場合は、代替電話番号（ユーザの携帯電話など）を使用してモビリティ
ID を設定できます。
a) デバイス ページの [オーナーのユーザ ID（Owner User ID）] を選択します。
b) [モビリティ ユーザ ID（Mobility User ID）] を選択します。通常、この値は [オーナーのユーザ
ID（Owner User ID）] と同じです。
c) [プロダクト固有の設定（Product Specific Configuration Layout）] セクションの [モバイル ネッ
トワークへの転送（Transfer to Mobile Network）] オプションで、[モビリティ ソフトキーの使
用（Use Mobility Softkey）] または [ハンドオフ DN 機能を使用（Use HandoffDN Feature）] を選
択します。

ステップ 5

[ユーザ ロケール（User Locale）] フィールドで、[英語、アメリカ合衆国（English， United States）]
を選択します。

ステップ 6

[保存（Save）] を選択します。

ステップ 7

[設定の適用（Apply Config）] を選択します。

ステップ 8

機能にアクセスするには、クライアントからログアウトして再度ログインするようにユーザに指
示します。

次の作業
VoIP からアクティブなコールをモバイル ネットワークに転送して、設定をテストします。

Dial via Office
適用：Cisco Jabber for Android と Cisco Jabber for iOS
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重要

DvO 機能と組み合わせて使用できるユーザ制御のボイスメールの無効化は、Cisco Unified
Communications Manager リリース 9.0 以降でのみ使用可能です。タイマー制御のボイスメール
の無効化は Cisco Unified Communications Manager リリース 6.0 以降で使用できます。
DvO 機能は、ユーザが Expressway for Mobile and Remote Access を使用して企業ネットワーク
に接続する場合にはサポートされません。
DvO 機能を使用すると、ユーザはデバイスのモバイルボイスネットワークを使用して、勤務先番
号で Cisco Jabber 発信コールを開始できます。
Cisco Jabber は DvO-R （DvO- リバース）コールをサポートしており、次のように動作します。
1 ユーザが DvO-R コールを開始します。
2 クライアントは、Cisco Unified Communications Manager に携帯電話番号にコールするよう通知
します。
3 Cisco Unified Communications Manager は携帯電話番号にコールして接続します。
4 Cisco Unified Communications Manager は、ユーザがダイヤルした番号にコールして接続します。
5 Cisco Unified Communications Manager は 2 つのセグメントに接続します。
6 ユーザおよび着信者は、通常のコールと同様に続けます。
着信コールは、ユーザがクライアントで設定したコールオプションに従い、モバイルコネクトま
たは Voice over IP を使用します。Dial via Office が動作するために、モバイル コネクトは必要あり
ません。ただし、勤務先番号に電話がかかってきたときに、ネイティブの携帯電話番号で呼び出
し音を鳴らすように、モバイル コネクトを有効にすることをお勧めします。Cisco Unified
Communications Manager ユーザ ページから、モバイル コネクトを有効または無効にしたり、設定
を使用してモバイル コネクトの動作を調整したりすることができます（たとえば、時間帯ルー
ティングや呼び出し前の遅延タイマーの設定など）。モバイル コネクトのセットアップの詳細に
ついては、「モバイル コネクトのセットアップ」のトピックを参照してください。

次の表は、着信コールと発信コールに使用するコール メソッドについて説明します。コール メソッド（VoIP、モバイ
ル コネクト、DvO-R、またはネイティブ セルラー コール）は、選択されたコール オプションとネットワーク接続に
よって異なります。
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表 13：異なるネットワーク接続を通したコール オプションで使用するコール メソッド

コール オプション
接続

Voice over IP

モバイル ボイス ネットワーク

自動選択

企業 Wi-Fi

企業外 Wi-Fi

発信：
VoIP

着信：
VoIP

発信：DvO-R

着信：VoIP

発信：DvO-R

着信：モバイル コ
ネクト

着信：モバイルコ
ネクト

モバイル ネット
ワーク（3G、
4G）
電話サービスが未
登録

発信：VoIP

発信ネイティブ セルラー コール
着信モバイル コネクト

Dial via Office - リバース（DvO-R）機能を設定するには、次の手順を行う必要があります。
1 DvO-R をサポートするように Cisco Unified Communications Manager を設定します。詳細につい
ては、「DvO をサポートするための Cisco Unified Communications Manager の設定」のトピック
を参照してください。
2 各 Cisco Dual Mode for iPhone デバイスで DvO を有効にします。詳細については、「各デバイ
スに対する Dial via Office の設定」のトピックを参照してください。
3 各 Cisco Dual Mode for Android デバイスで DvO を有効にします。詳細については、「各デバイ
スに対する Dial via Office の設定」のトピックを参照してください。

Dial via Office をサポートするための Cisco Unified Communications Manager の設定
Dial via Office - リバース（DvO-R）をサポートするように Cisco Unified Communications Manager
を設定するには、次の手順を行います。
1 次の手順のいずれかまたは両方を実行します。
• エンタープライズ機能アクセス番号の設定
• モビリティ プロファイルの設定
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2 「デバイス COP ファイルのバージョンの確認」の手順を完了します。
3 必要な場合は、モバイル ID 電話番号へのコールを発信ゲートウェイにルーティングするアプ
リケーション ダイヤル ルールを作成します。モバイル ID 電話番号の形式がアプリケーション
ダイヤル ルールと一致することを確認します。
エンタープライズ機能アクセス番号の設定
Dial via Office - リバースを使用するすべての Cisco Jabber コールに対してエンタープライズ機能ア
クセス番号を設定するには、次の手順を使用します。
エンタープライズ機能アクセス番号は、この目的のために別の番号がモビリティ プロファイルに
設定されていない場合、Cisco Unified Communications Manager が、携帯電話およびダイヤル番号
とのコールに使用する番号です。

はじめる前に
• エンタープライズ機能アクセス番号（EFAN）として使用するダイヤルイン方式（DID）番号
を予約します。モビリティ プロファイルを設定済みの場合、この手順は任意です。
• この番号に要求される形式を決定します。選択する正確な値は、ゲートウェイが渡す電話番
号に依存します（たとえば、7 桁または 10 桁）。エンタープライズ機能アクセス番号はルー
ティング可能な番号である必要があります。

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

[コール ルーティング（Call Routing）] > [モビリティ（Mobility）] > [エンタープライズ機能アクセ
ス番号設定（Enterprise Feature Access Number Configuration）] を選択します。

ステップ 3

[新規追加（Add New）] を選択します。

ステップ 4

[番号（Number）] フィールドに、エンタープライズ機能アクセス番号を入力します。
システム内で一意の DID 番号を入力します。
国際電話をサポートするには、この番号の前に \+ を付けます。

ステップ 5

[ルート パーティション（Route Partition）] ドロップダウン リストから、エンタープライズ機能ア
クセスに必要な DID のパーティションを選択します。
このパーティションは、[リモート接続先用の着信コーリング サーチ スペース（Inbound Calling
Search Space for Remote Destination）] 設定の [クラスタ全体のパラメータ（システム - モビリティ）
（Clusterwide Parameters (System - Mobility)）] セクションの、[システム（System）] > [サービス パ
ラメータ（Service Parameters）] で設定します。この設定は、ゲートウェイまたはトランクの着信
コーリング サーチ スペースか、デバイスの [電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウで割
り当てられたコーリング サーチ スペースを指します。
ユーザが DvO コールバック番号を代替番号で設定した場合は、必ず代替電話番号の接続先にルー
トされるようにトランクのコーリング サーチ スペース（CSS）を設定します。
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ステップ 6

[説明（Description）] フィールドにモビリティ エンタープライズ機能アクセス番号の説明を入力
します。

ステップ 7

（任意）このエンタープライズ機能アクセス番号をこのシステムのデフォルトにする場合は、[デ
フォルトのエンタープライズ機能アクセス番号（Default Enterprise Feature Access Number）] チェッ
クボックスをオンにします。

ステップ 8

[保存（Save）] を選択します。

モビリティ プロファイルの設定
Cisco Jabber デバイスのモビリティ プロファイルを設定するには、次の手順を使用します。エン
タープライズ機能アクセス番号を設定済みの場合、この手順は任意です。
モビリティ プロファイルを使用して、モバイル クライアントの Dial via Office - リバースを設定で
きます。モビリティ プロファイルをセットアップしたら、これをユーザまたはユーザのグループ
（ある地域や場所にいるユーザ）に割り当てることができます。

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

[コール ルーティング（Call Routing）] > [モビリティ（Mobility）] > [モビリティ プロファイル
（Mobility Profile）] を選択します。

ステップ 3

[モビリティ プロファイル情報（Mobility Profile Information）] セクションで、[名前（Name）]
フィールドにモビリティ プロファイルの説明的な名前を入力します。

ステップ 4

[Dial-via-Office-Reverse コールバック（Dial via Office-Reverse Callback）] セクションで、[コール
バック発信者 ID（Callback Caller ID）] フィールドに、クライアントが Cisco Unified Communications
Manager から受信するコールバック コールの発信者 ID を入力します。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。

デバイス COP ファイルのバージョンの確認
この Cisco Jabber リリース用の正しいデバイス COP ファイルを使用していることを確認するには、
次の手順を使用します。
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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

[デバイス（Device）] > [電話（Phone）] の順に選択します。

ステップ 3

[新規追加（Add New）] をクリックします。

ステップ 4

[電話のタイプ（Phone Type）] ドロップダウン リストから、[Cisco Dual Mode for iPhone] を選択し
ます。

ステップ 5

[電話のタイプ（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。

ステップ 6

[Next] をクリックします。

ステップ 7

[プロダクト固有の設定（Product Specific Configuration Layout）] セクションまでスクロール ダウ
ンし、[ビデオ機能（Video Capabilities）] ドロップダウン リストが表示されることを確認します。
[ビデオ機能（Video Capabilities）] ドロップダウン リストが表示された場合、COP ファイルはご
使用のシステムにすでにインストールされています。
[ビデオ機能（Video Capabilities）] ドロップダウン リストが表示されない場合は、正しい COP ファ
イルを探してダウンロードします。

各デバイスに対する Dial via Office の設定
各 TCT デバイスに対して Dial Via Office - リバースを設定するには、次の手順を使用します。
各 BOT デバイスに対して Dial Via Office - リバースを設定するには、次の手順を使用します。
1 各ユーザのモビリティ ID を追加します。
2 各デバイスで Dial via Office を有効にします。
3 モバイル コネクトを有効にした場合は、モバイル コネクトが機能することを確認します。デ
スクフォンの内線に電話して、関連付けるモバイル ID で指定した電話番号が鳴ることを確認
します。
モビリティ ID の追加
モビリティ ID を追加し、モバイル デバイスの携帯電話番号を接続先番号として指定するには、
次の手順を使用します。この接続先番号は Dial via Office やモバイル コネクトなどの機能で使用
します。
モビリティ ID を追加するときは、1 つの番号だけ指定できます。モバイル デバイスの 2 つ目の携
帯電話番号などの代替番号を指定する場合は、リモート接続先を設定できます。モビリティ ID の
設定の特性は、リモート接続先の設定の特性と同じです。

Cisco Jabber, Release 10.5 展開およびインストール ガイド
272

オンプレミス展開用の音声およびビデオ通信の設定

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

設定するデバイスに次のように移動します。
a) [デバイス（Device）] > [電話（Phone）] の順に選択します。
b) 設定するデバイスを検索します。
c) デバイス名を選択して、[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウを開きます。

ステップ 3

[関連付けられたモビリティ ID（Associated Mobility Identity）] セクションで [新しいモビリティ ID
の追加（Add a New Mobility Identity）] を選択します。

ステップ 4

接続先番号として携帯電話番号を入力します。
この番号をアウトバウンド ゲートウェイにルーティングできる必要があります。通常、この番号
は完全な E.164 番号です。
（注）

ユーザの Dial via Office - リバース機能を有効にするには、ユーザのモビリティ ID の接
続先番号を入力する必要があります。
Dial via Office - リバースを有効にして、モビリティ ID の接続先番号を空のままにした
場合は、次のようになります。
• モバイル データ ネットワークと VPN の使用中にユーザが [自動選択（Autoselect）]
コール オプションを選択すると、電話サービスが接続できなくなります。
• あらゆるタイプのネットワークでユーザが [モバイル ボイス ネットワーク（Mobile
Voice Network）] コール オプションを選択すると、電話サービスが接続できなくな
ります。
• 電話サービスが接続できない原因は、ログに示されません。

ステップ 5

コール タイマーの初期値を入力します。
これらの値によって、モバイル デバイスのクライアントで呼び出し音を鳴らす前に、モバイル
サービス プロバイダーのボイスメールに通話がルーティングされることがなくなります。エンド
ユーザのモバイル ネットワークと動作するように、これらの値を調整することができます。詳細
については、Cisco Unified Communications Manager のオンライン ヘルプを参照してください。
次に示すのは、Cisco Unified Communications Manager 9.x のモビリティ ID のタイマー情報の例で
す。
設定

推奨する初期値

呼び出し開始タイマー（Answer Too Soon
Timer）

3000

呼び出し終了タイマー（Answer too late timer） 20000
呼び出し前の遅延タイマー（Delay before ringing 0
timer）
（注）

この設定は DVO-R コールには適用さ
れません。
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次に示すのは、Cisco Unified Communications Manager 10.x のモビリティ ID のタイマー情報の例で
す。
設定

推奨する初期値

ビジネス回線にダイヤルされたときに、* 秒経 0.0 秒
過してからこの電話の呼出音を鳴らす。*
コールがボイスメールに直接転送されることを 3.0 秒
検出するまで * 秒待機して、このコールがこの
電話のボイスメールに直接転送されないように
する。*
この電話のボイスメールに接続しないように、 20.0 秒
電話の呼び出しを * 秒後に停止する。*

ステップ 6

次のいずれかを実行します。
• Cisco Unified Communications Manager リリース 9 以前：[モバイル コネクトの有効化（Enable
Mobile Connect）] チェックボックスをオンにします。
• Cisco Unified Communications Manager リリース 10：[シングル ナンバー リーチを有効にする
（Enable Single Number Reach）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 7

Dial via Office 機能をセットアップする場合は、[モビリティ プロファイル（Mobility Profile）] ド
ロップダウン リストで次のいずれかのオプションを選択します。
オプション

説明

空白（Leave blank）

ユーザがエンタープライズ機能アクセス番号（EFAN）を使用
するようにする場合は、このオプションを選択します。

モビリティ プロファイル
（Mobility Profile）

ユーザが EFAN の代わりにモビリティ プロファイルを使用す
るようにする場合は、作成したモビリティ プロファイルを選
択します。

ステップ 8

携帯番号に通話をルーティングするスケジュールを設定します。

ステップ 9

[保存（Save）] を選択します。

各デバイス上での Dial via Office の有効化
各デバイス上で Dial via Office を有効にするには、次の手順を使用します。
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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

設定するデバイスに次のように移動します。
a) [デバイス（Device）] > [電話（Phone）] の順に選択します。
b) 設定するデバイスを検索します。
c) デバイス名を選択して、[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウを開きます。

ステップ 3

[デバイス情報（Device Information）] セクションの [Cisco Unified Mobile Communicator の有効化
（Enable Cisco Unified Mobile Communicator）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 4

[プロトコル固有情報（Protocol Specific Information）] セクションの [再ルーティング用コーリング
サーチ スペース（Rerouting Calling Search Space）] ドロップダウン リストで、DvO コールバック
番号にコールをルートできるコーリング サーチ スペース（CSS）を選択します。

ステップ 5

[プロダクト固有の設定（Product Specific Configuration Layout）] セクションで [Dial via Office] ド
ロップダウン リストを [有効（Enabled）] に設定します。

ステップ 6

[保存（Save）] を選択します。

ステップ 7

[設定の適用（Apply Config）] を選択します。

ステップ 8

機能にアクセスするには、クライアントからログアウトして再度ログインするようにユーザに指
示します。

次の作業
この機能をテストしてください。

ボイスメールの無効化
適用：すべてのクライアント
ボイスメールの無効化は、コールがモバイルサービスプロバイダーのボイスメールによって応答
されることを防ぐ機能です。この機能は、ユーザがモバイルデバイスで企業からモバイルコネク
ト コールを受信するときに便利です。また、DvO-R の受信コールがモバイル デバイスに発信され
る場合にも便利です。
ボイスメールの無効化は、次の 2 つのいずれかの方法で設定できます。
• タイマー制御：（デフォルト）この方式では、Cisco Unified Communications Manager にタイ
マーを設定して、モバイル ユーザまたはモバイル サービス プロバイダーのボイスメールの
どちらによってコールに応答するか決定します。
• ユーザ制御：この方式では、コールを先に進める前に、デバイスのキーパッドの任意のキー
を押すことによる DTMF トーンの生成をユーザに要求するように Cisco Unified Communications
Manager を設定します。
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DvO-R を導入する場合は、ユーザ制御のボイスメールの無効化も設定することが推奨されます。
ユーザ制御のボイスメールの無効化を設定すると、この機能は DvO-R とモバイル コネクト コー
ルの両方に適用されます。
ボイスメールの無効化の詳細については、ご使用のリリースの『Cisco Unified Communications
Manager Features and Services Guide』の「Confirmed Answer and DvO VM detection」の項を参照して
ください。

タイマーで制御されたボイスメールの無効化のセットアップ
タイマー制御方式をセットアップするには、モビリティ ID またはリモート接続先のいずれかで
[呼び出し開始タイマー（Answer Too Soon Timer）] および [呼び出し終了タイマー（Answer Too
Late Timer）] を設定します。詳細については、「モビリティ ID の追加」または「リモート接続先
の追加（オプション）」のトピックを参照してください。

はじめる前に
タイマー制御のボイスメールの無効化は、Cisco Unified Communications Manager リリース 6.0 以降
でサポートされています。

ユーザ制御のボイスメールの無効化のセットアップ

重要

ユーザ制御のボイスメールの無効化は、Cisco Unified Communications Manager リリース 9.0 以
降で使用できます。
ユーザ制御のボイスメールの無効化を次のようにセットアップします。
1 「ボイスメールの無効化をサポートするための Cisco Unified Communications Manager の設定」
のトピックを使用して Cisco Unified Communications Manager をセットアップします。
2 次のトピックのいずれかを使用してデバイスをセットアップします。
• 「モビリティ ID のボイスメールの無効化の有効化」
• 「リモート接続先のボイスメールの無効化の有効化」

重要

Cisco は、エンド ユーザがクライアントで設定した代替番号で DvO-R を使用する場合、ユー
ザ制御のボイス メールの無効化をサポートしていません。代替番号とは、ユーザのモビリティ
ID で設定した電話番号と一致しない、ユーザがクライアントの DvO コールバック番号のフィー
ルドに入力した電話番号です。
代替番号を使用してこの機能を設定する場合、Cisco Unified Communications Manager は、コー
ルバックが誤った番号またはボイスメール システムに接続しても DvO-R コールを接続します。
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ボイスメールの無効化をサポートするための Cisco Unified Communications Manager の設定
ユーザ制御のボイスメールの無効化をサポートするように Cisco Unified Communications Manager
を設定するには、次の手順を使用します。

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

[システム（System）] > [サービス パラメータ（Service Parameters）] の順に選択します。

ステップ 3

[サーバ（Server）] ドロップダウン リストで、アクティブな Cisco Unified Communications Manager
を選択します。

ステップ 4

[サービス（Service）] ドロップダウン リストで、[Cisco Call Manager（アクティブ）（Cisco Call
Manager (Active)）] サービスを選択します。

ステップ 5

[クラスタ全体のパラメータ（システム - モビリティ シングル ナンバー リーチ ボイスメール）
（Clusterwide Parameters (System - Mobility Single Number Reach Voicemail)）] セクションで設定を
構成します。
（注）
ここでの設定は、Cisco Jabber に固有ではありません。これらを設定する方法について
は、ご使用のリリースの『Cisco Unified Communication Manager Administrator Guide』の
「Confirmed Answer and DVO VM detection」を参照してください。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。

モビリティ ID のボイスメールの無効化の有効化
エンド ユーザのモビリティ ID に対してユーザ制御のボイスメールの無効化を有効にするには、
次の手順を使用します。

はじめる前に
• Cisco Unified Communications Manager でアナンシエータを設定します。詳細については、ご
使用のリリースの『Cisco Unified Communications Manager Administrator Guide』の「Annunciator
setup」の項を参照してください。
• Cisco Unified Communications Manager にメディア リソース グループを設定する場合は、メ
ディア リソース グループにアナンシエータを設定します。詳細については、ご使用のリリー
スの『Cisco Unified Communication Manager Administrator Guide』の「Media resource group
setup」の項を参照してください。

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

設定するデバイスに次のように移動します。
a) [デバイス（Device）] > [電話（Phone）] の順に選択します。
b) 設定するデバイスを検索します。
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c) デバイス名を選択して、[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウを開きます。
ステップ 3

[関連付けられたモビリティ ID（Associated Mobility Identity）] セクションで、モビリティ ID のリ
ンクをクリックします。
（注）
ボイスメールの無効化機能が正常に動作するには、エンド ユーザが Cisco Jabber クライ
アントに入力する DvO コールバック番号が [モビリティ ID の設定（Mobility Identity
Configuration）] 画面で入力する [接続先番号（Destination Number）] と一致する必要が
あります。

ステップ 4

ポリシーを次のように設定します。
• Cisco Unified Communications Manager リリース 9：[シングル ナンバー リーチ ボイスメール
ポリシー（Single Number Reach Voicemail Policy）] ドロップダウン リストで、[ユーザ制御
（User Control）] を選択します。
• Cisco Unified Communications Manager リリース 10（Dial via Office なし）：[シングル ナンバー
リーチ ボイスメール ポリシー（Single Number Reach Voicemail Policy）] ドロップダウン リス
トで、[ユーザ制御（User Control）] を選択します。
• Cisco Unified Communications Manager リリース 10（Dial via Office あり）
◦ [シングル ナンバー リーチ ボイスメール ポリシー（Single Number Reach Voicemail Policy）]
ドロップダウン リストで [タイマー制御（Timer Control）] を選択します。
◦ [Dial-via-Office リバース ボイスメール ポリシー（Dial-via-Office Reverse Voicemail Policy）]
ドロップダウン リストで [ユーザ制御（User Control）] を選択します。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。

リモート接続先のボイスメールの無効化の有効化
エンド ユーザのリモート接続先に対してユーザ制御のボイスメールの無効化を有効にするには、
次の手順を使用します。

はじめる前に
• Cisco Unified Communications Manager でアナンシエータを設定します。詳細については、ご
使用のリリースの『Cisco Unified Communications Manager Administrator Guide』の「Annunciator
setup」の項を参照してください。
• Cisco Unified Communications Manager にメディア リソース グループを設定する場合は、メ
ディア リソース グループにアナンシエータを設定します。詳細については、ご使用のリリー
スの『Cisco Unified Communication Manager Administrator Guide』の「Media resource group
setup」の項を参照してください。
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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

設定するデバイスに次のように移動します。
a) [デバイス（Device）] > [電話（Phone）] の順に選択します。
b) 設定するデバイスを検索します。
c) デバイス名を選択して、[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウを開きます。

ステップ 3

[関連付けられたリモート接続先（Associated Remote Destinations）] セクションで、関連付けられ
たリモート接続先のリンクをクリックします。

ステップ 4

ポリシーを次のように設定します。
• Cisco Unified Communications Manager リリース 9：[シングル ナンバー リーチ ボイスメール
ポリシー（Single Number Reach Voicemail Policy）] ドロップダウン リストで、[ユーザ制御
（User Control）] を選択します。
• Cisco Unified Communications Manager リリース 10（Dial via Office なし）：[シングル ナンバー
リーチ ボイスメール ポリシー（Single Number Reach Voicemail Policy）] ドロップダウン リス
トで、[ユーザ制御（User Control）] を選択します。
• Cisco Unified Communications Manager リリース 10（Dial via Office あり）
◦ [シングル ナンバー リーチ ボイスメール ポリシー（Single Number Reach Voicemail Policy）]
ドロップダウン リストで [タイマー制御（Timer Control）] を選択します。
◦ [Dial-via-Office リバース ボイスメール ポリシー（Dial-via-Office Reverse Voicemail Policy）]
ドロップダウン リストで [ユーザ制御（User Control）] を選択します。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。
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章

ボイスメールの設定
• クラウド ベースの展開におけるボイスメールの設定, 281 ページ
• Cisco Unified Communications Manager リリース 9.x 以降を使用したオンプレミス展開用のボ
イスメールの設定, 282 ページ
• Cisco Unified Communications Manager リリース 8.6 を使用したオンプレミス展開用のボイス
メールの設定, 293 ページ

クラウド ベースの展開におけるボイスメールの設定
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1

ボイスメールの設定, （281 ページ）

ステップ 2

ユーザにボイスメール サーバの設定を許可する, （282 ペー
ジ）

目的

ボイスメールの設定
ボイスメールの設定を構成するには、Cisco WebEx 管理ツールを使用します。

次の作業
ユーザにボイスメール サーバの設定を許可する, （282 ページ）
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ユーザにボイスメール サーバの設定を許可する
ユーザがクライアント インターフェイスでボイスメール サーバ設定を指定できるように Cisco
WebEx 管理ツールでオプションを選択します。

はじめる前に
ボイスメールの設定, （281 ページ）

手順
ステップ 1

Cisco WebEx 管理ツールを開きます。

ステップ 2

[設定（Configuration）] > [Unified Communications] を選択します。

ステップ 3

[ボイスメール（Voicemail）] タブを選択します。

ステップ 4

[ユーザに手動設定の入力を許可する（Allow user to enter manual settings）] を選択します。

ユーザは、クライアント インターフェイスの [オプション（Options）] ウィンドウの [電話アカウ
ント（Phone Accounts）] タブで、拡張ボイスメール設定にアクセスできます。
ユーザは、クライアント インターフェイスで [設定（Settings）] > [ボイスメール（Voicemail）] を
タップし、拡張ボイスメール設定にアクセスできます。

Cisco Unified Communications Manager リリース 9.x 以降を使用したオン
プレミス展開用のボイスメールの設定
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1

Cisco Jabber で使用する Cisco Unity Cisco Jabber がボイスメール サービスにアクセ
Connection の設定, （283 ページ） スできるように、Cisco Unity Connection を設
定します。

ステップ 2

ボイスメール サービスを追加す
る, （285 ページ）

ステップ 3

メールストア サービスを追加す
る, （287 ページ）

ステップ 4

メールストア サービスを適用す
る, （288 ページ）
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メールストア サービスを追加した後、クライ
アントがその設定を取得できるようにするた
めに、そのメールストア サービスをサービス
プロファイルに適用する必要があります。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 5

取得とリダイレクションの設定,
（289 ページ）

ユーザがボイスメール メッセージにアクセス
できるように、取得を設定します。ユーザが
着信コールをボイスメールに送信できるよう
にするために、リダイレクションを設定しま
す。

ステップ 6

ボイスメールのクレデンシャル
ソースの設定, （291 ページ）

ステップ 7

拡張メッセージ受信インジケータ この手順は、ユーザが自分のボイスメールボッ
の有効化, （292 ページ）
クスにダイヤル インできるように基本的なボ
イスメール アカウントをセットアップする場
合にのみ適用されます。この手順は、ビジュ
アル ボイスメールをセットアップする場合は
必要ありません。

Cisco Jabber で使用する Cisco Unity Connection の設定
Cisco Jabber がボイスメール サービスにアクセスできるように、Cisco Unity Connection を設定する
ための特定の手順を実行する必要があります。ユーザ、パスワードの作成、ユーザへのボイスメー
ル アクセスのプロビジョニングなどの一般タスクの手順については、Cisco Unity Connection のマ
ニュアルを参照してください。

メモ

Cisco Jabber は、REST インターフェイスを介してボイスメール サービスに接続し、Cisco Unity
Connection リリース 8.5 以降をサポートします。

手順
ステップ 1

[Connection Jetty] および [Connection REST Service] サービスが開始していることを確認します。
a) [Cisco Unity Connection のサービスアビリティ（Cisco Unity Connection Serviceability）] インター
フェイスを開きます。
b) [ツール（Tools）] > [サービスの管理（Service Management）] を選択します。
c) [オプションのサービス（Optional Services）] セクションで、次のサービスを検索します。
• [Connection Jetty]
• [Connection REST Service]

Cisco Jabber, Release 10.5 展開およびインストール ガイド
283

Cisco Unified Communications Manager リリース 9.x 以降を使用したオンプレミス展開用のボイスメールの
設定

d) 必要に応じて、サービスを開始します。
ステップ 2

[Cisco Unity Connection の管理（Cisco Unity Connection Administration）] インターフェイスを開き
ます。

ステップ 3

ユーザのパスワード設定を編集します。
a) [ユーザ（Users）] を選択します。
b) 適切なユーザを選択します。
c) [編集（Edit）] > [パスワードの設定（Password Settings）] を選択します。
d) [パスワードの選択（Choose Password）] メニューから [Web アプリケーション（Web
Application）] を選択します。
e) [次回サインイン時に、ユーザによる変更が必要（User Must Change at Next Sign-In）] をオフに
します。
f) [保存（Save）] を選択します。

ステップ 4

ユーザに Web Inbox へのアクセスを付与します。
a) [サービス クラス（Class of Service）] を選択します。
[サービス クラスの検索（Search Class of Service）] ウィンドウが開きます。
b) 適切なサービス クラスを選択するか、サービスの新しいクラスを追加します。
c) [Web Inbox と RSS フィードの使用をユーザに許可する（Allow Users to Use the Web Inbox and
RSS Feeds）] を選択します。
d) [機能（Features）] セクションで、[ボイスメールへのアクセスに Unified Client の使用をユーザ
に許可する（Allow Users to Use Unified Client to Access Voice Mail）] を選択します。
e) 必要に応じて、その他のすべてのオプションを選択します。
f) [保存（Save）] を選択します。

ステップ 5

[API の設定（API configuration）] を選択します。
a) [システム設定（System Settings）] > [詳細設定（Advanced）] > [API 設定（API Settings）] を選
択します。
[API の設定（API Configuration）] ウィンドウが開きます。
b) 次のオプションを選択します。
• [CUMIを介したセキュアメッセージ録音へのアクセスを許可する（Allow Access to Secure
Message Recordings through CUMI）]
• [CUMIを介してセキュアメッセージのメッセージヘッダー情報を表示する（Display Message
Header Information of Secure Messages through CUMI）]
• [CUMI経由のメッセージ添付ファイルを許可する（Allow Message Attachments through
CUMI）]
c) [保存（Save）] を選択します。
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次の作業
Cisco Unified Communications Manager リリース 9.x 以降を使用している場合は、ボイスメール サー
ビスを追加する, （285 ページ）。
Cisco Unified Communications Manager リリース 8.x を使用している場合は、ボイスメール サーバ
を追加する, （295 ページ）。

ボイスメール サービスを追加する
ユーザがボイス メッセージを受信できるようにします。

はじめる前に
Cisco Jabber で使用する Cisco Unity Connection の設定, （283 ページ）

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

[UCサービスの検索/一覧表示（Find and List UC Services）] ウィンドウで、[新規追加（Add New）]
を選択します。

ステップ 4

[UCサービスの追加（Add a UC Service）] セクションで、[UCサービスタイプ（UC Service Type）]
ドロップダウン リストから [ボイスメール（Voicemail）] を選択して、[次へ（Next）] を選択しま
す。

ステップ 5

ボイスメール サービスの詳細を次のように指定します。
• [製品タイプ（Product Type）]：[Unity Connection] を選択します。
• [名前（Name）]：PrimaryVoicemailServer などのサーバの記述名を入力します。
• [ホスト名/IPアドレス（Hostname/IP Address）]：ボイスメール サーバの IP アドレスまたは完
全修飾ドメイン名（FQDN）を入力します。
• [ポート（Port）]：ポート番号を指定する必要はありません。 デフォルトでは、クライアン
トは常にポート 443 を使用して、ボイスメール サーバに接続します。そのため、ユーザが指
定する値は有効になりません。
• [プロトコルタイプ（Protocol Type）]：値を指定する必要はありません。デフォルトでは、ク
ライアントは常に HTTPS を使用して、ボイスメール サーバに接続します。そのため、ユー
ザが指定する値は有効になりません。

ステップ 6

[保存（Save）] を選択します。
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次の作業
ボイスメール サービスの適用, （286 ページ）

ボイスメール サービスの適用
Cisco Unified Communications Manager でボイスメール サービスを追加した後、クライアントがそ
の設定を取得できるようにするために、そのボイスメールサービスをサービスプロファイルに適
用する必要があります。

はじめる前に
ボイスメール サービスを追加する, （285 ページ）

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）] > [サービス プロファイル（Service
Profile）] の順に選択します。
[サービス プロファイルの検索と一覧表示（Find and List Service Profiles）] ウィンドウが開きます。

ステップ 3

目的のサービス プロファイルを検索し、それを選択します。
[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

[ボイスメール プロファイル（Voicemail Profile）] セクションで、以下のような設定を行います。
a) 次のドロップダウン リストから、サービスを最大 3 つ選択します。
• プライマリ（Primary）
• セカンダリ（Secondary）
• ターシャリ（Tertiary）
b) [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）] で、
次のいずれかを選択します。
• [Unified CM - IM and Presence（Unified CM - IM and Presence）]：インスタント メッセージ
およびプレゼンスのクレデンシャルを使用してボイスメール サービスにサインインしま
す。このため、ユーザはクライアントでボイスメール サービスのクレデンシャルを入力
する必要ありません。
• [Web会議（Web conferencing）]：会議クレデンシャルを使用してボイスメール サービス
にサインインする、このオプションはサポートされません。現時点では、会議クレデン
シャルとは同期できません。
• [未設定（Not set）]：このオプションは、電話モード展開の場合に選択されます。
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ステップ 5

[Save] をクリックします。

ステップ 6

ユーザをサービス プロファイルに追加します。
a) [ユーザ管理（User Management）] > [エンド ユーザ（End User）] を選択します。
[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。
b) [ユーザを次の条件で検索（Find User where）] フィールドで適切なフィルタを指定した後、[検
索（Find）] を選択してユーザを検索します。
c) リスト内のユーザをクリックします。
[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) [サービスの設定（Service Settings）] エリアで、[ホームクラスタ（Home Cluster）] チェック
ボックスをオンにします。
e) 電話モード展開では、[Unified CM IM and Presence のユーザを有効化（関連付けられている UC
サービス プロファイルで IM and Presence を設定）（Enable User for Unified CM IM and Presence
(Configure IM and Presence in the associated UC Service Profile)）] オプションが選択されていない
ことを確認します。
他のすべての展開では、[Unified CM IM and Presenceの ユーザを有効化（関連付けられている
UC サービス プロファイルで IM and Presence を設定）（Enable User for Unified CM IM and Presence
(Configure IM and Presence in the associated UC Service Profile)）] チェックボックスをオンにしま
す。
f) [UC サービス プロファイル（UC Service Profile）] ドロップダウン リストからサービス プロ
ファイルを選択します。
g) [保存（Save）] をクリックします。

次の作業
メールストア サービスを追加する, （287 ページ）

メールストア サービスを追加する
メールストア サービスにより、ユーザはビジュアル ボイスメール機能を使用できます。

はじめる前に
ボイスメール サービスの適用, （286 ページ）

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。
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[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。

ステップ 4

[UCサービスの追加（Add a UC Service）] セクションで、[UCサービスタイプ（UC Service Type）]
ドロップダウン リストから、[メールストア（MailStore）] を選択してから、[次へ（Next）] をク
リックします。

ステップ 5

次の手順に従って、メールストア サービスの詳細情報を設定します。
• [名前（Name）]：PrimaryMailStoreServer などのサーバの記述名を入力します。
• [ホスト名/IPアドレス（Hostname/IP Address）]：メールストア サーバの IP アドレスまたは完
全修飾ドメイン名（FQDN）を入力します。
• [ポート（Port）]：ポート番号を指定する必要はありません。 デフォルトでは、クライアン
トは常にポート 443 を使用して、メールストア サーバに接続します。そのため、ユーザが指
定する値は有効になりません。
• [プロトコルタイプ（Protocol Type）]：値を指定する必要はありません。デフォルトでは、ク
ライアントは常に HTTPS を使用して、メールストア サーバに接続します。そのため、ユー
ザが指定する値は有効になりません。

ステップ 6

[保存（Save）] を選択します。

次の作業
メールストア サービスを適用する, （288 ページ）

メールストア サービスを適用する
Cisco Unified Communications Manager でメールストア サービスを追加した後、クライアントがそ
の設定を取得できるようにするために、そのサービスをサービス プロファイルに適用する必要が
あります。

はじめる前に
メールストア サービスを追加する, （287 ページ）

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）] > [サービス プロファイル（Service
Profile）] の順に選択します。
[サービス プロファイルの検索と一覧表示（Find and List Service Profiles）] ウィンドウが開きます。

ステップ 3

目的のサービス プロファイルを検索し、それを選択します。
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[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

[メールストア プロファイル（MailStore Profile）] セクションで、以下のような設定を行います。
a) 次のドロップダウン リストから、サービスを最大 3 つ選択します。
• プライマリ（Primary）
• セカンダリ（Secondary）
• ターシャリ（Tertiary）
b) 次の各フィールドに適切な値を指定します。
• Inbox フォルダ（Inbox Folder）
• ごみ箱フォルダ（Trash Folder）
• ポーリング間隔（Polling Interval）

ステップ 5

[保存（Save）] を選択します。

次の作業
取得とリダイレクションの設定, （289 ページ）

取得とリダイレクションの設定
ユーザがクライアントインターフェイスでボイスメールメッセージにアクセスできるように取得
を設定します。ユーザが着信コールをボイスメールに送信できるようにするために、リダイレク
ションを設定します。Cisco Unified Communications Manager で取得とリダイレクションを設定し
ます。

はじめる前に
Cisco Unified Communications Manager リリース 9.x 以降を使用している場合は、メールストア サー
ビスを適用する, （288 ページ）。
Cisco Unified Communications Manager リリース 8.x を使用している場合は、ボイスメール プロファ
イルの作成, （297 ページ）。

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

ボイスメール パイロットを設定します。
a) [拡張機能（Advanced Features）] > [ボイスメール（Voice Mail）] > [ボイスメール パイロット
（Voice Mail Pilot）] の順に選択します。
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[ボイスメール パイロットの検索と一覧表示（Find and List Voice Mail Pilots）] ウィンドウが開
きます。
b) [新規追加（Add New）] を選択します。
[ボイスメール パイロットの設定（Voice Mail Pilot Configuration）] ウィンドウが開きます。
c) [ボイスメール パイロットの設定（Voice Mail Pilot Configuration）] ウィンドウで必要な詳細情
報を指定します。
d) [保存（Save）] を選択します。
ステップ 3

ボイスメール パイロットをボイスメール プロファイルに追加します。
a) [拡張機能（Advanced Features）] > [ボイスメール（Voice Mail）] > [ボイスメール プロファイル
（Voice Mail Profile）] の順に選択します。
[ボイスメールプロファイルの検索/一覧表示（Find and List Voicemail Profiles）] ウィンドウが
開きます。
b) [次のボイスメール プロファイル名でボイスメール プロファイルを検索（Find Voice Mail Profile
where Voice Mail Profile Name）] フィールドに適切なフィルタを指定し、[検索（Find）] を選択
してプロファイルの一覧を取得します。
c) 対象のプロファイルを一覧から選択します。
[ボイスメール パイロットの設定（Voice Mail Pilot Configuration）] ウィンドウが開きます。
d) [ボイスメール パイロット（Voice Mail Pilot）] ドロップダウン リストでボイスメール パイロッ
トを選択します。
e) [保存（Save）] を選択します。

ステップ 4

電話番号設定でボイスメール プロファイルを指定します。
a) [デバイス（Device）] > [電話（Phone）] の順に選択します。
[電話の検索と一覧表示（Find and List Phones）] ウィンドウが開きます。
b) [電話を次の条件で検索（Find Phone where）] フィールドに適切なフィルタを指定し、[検索
（Find）] を選択してデバイスの一覧を取得します。
c) 対象のデバイスを一覧から選択します。
[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウが開きます。
d) [割り当て情報（Association Information）] セクションを探します。
e) 適切なデバイス番号を選択します。
[電話番号設定（Directory Number Configuration）] ウィンドウが開きます。
f) [電話番号の設定（Directory Number Settings）] セクションを探します。
g) [ボイスメール プロファイル（Voice Mail Profile）] ドロップダウン リストからボイスメール プ
ロファイルを選択します。
h) [保存（Save）] を選択します。

次の作業
ボイスメールのクレデンシャル ソースの設定, （291 ページ）
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ボイスメールのクレデンシャル ソースの設定
ユーザのボイスメールのクレデンシャル ソースを指定できます。

ヒント

ハイブリッド クラウドベース展開では、VoiceMailService_UseCredentialsForm パラメータを使
用して、コンフィギュレーション ファイルの一部としてボイスメールのクレデンシャル ソー
スを設定できます。

はじめる前に
取得とリダイレクションの設定, （289 ページ）

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）] > [サービス プロファイル（Service
Profile）] の順に選択します。

ステップ 3

適切なサービス プロファイルを選択し、[サービス プロファイルの設定（Service Profile
Configuration）] ウィンドウを開きます。

ステップ 4

[ボイスメールのプロファイル（Voicemail Profile）] セクションの [ボイスメール サービスの認証
情報ソース（Credentials source for voicemail service）] ドロップダウン リストから、[Unified CM IM およびプレゼンス（Unified CM - IM and Presence）] を選択します。
（注）
[ボイスメール サービスの認証情報ソース（Credentials source for voicemail service）] ド
ロップダウン リストから [Web カンファレンシング（Web Conferencing）] を選択しない
でください。ボイスメール サービスのクレデンシャル ソースとして会議のクレデンシャ
ルは現時点では使用できません。

ユーザのインスタント メッセージングおよびプレゼンスのクレデンシャルは、ユーザのボイス
メール クレデンシャルに一致します。このため、ユーザは、クライアント ユーザ インターフェ
イスでボイスメール クレデンシャルを指定する必要はありません。
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次の作業

重要

サーバ間でクレデンシャルを同期するメカニズムはありません。クレデンシャル ソースを指
定する場合、それらのクレデンシャルがユーザのボイスメール クレデンシャルに一致するこ
とを確認する必要があります。
たとえば、ユーザのインスタント メッセージおよびプレゼンスのクレデンシャルとユーザの
Cisco Unity Connection クレデンシャルが一致するように指定します。ユーザのインスタント
メッセージおよびプレゼンスの各クレデンシャルが変更されたとします。この場合、そのユー
ザの Cisco Unity Connection クレデンシャルは、変更内容に合わせて更新する必要があります。
クラウド ベースの展開では、設定ファイルのパラメータ VoicemailService_UseCredentialsFrom
を使用できます。Cisco Unified Communications Manager クレデンシャルを使用して Cisco Unity
Connection にサインインするには、このパラメータの値を phone に設定します。
Cisco Unified Communications Manager リリース 9.x 以降を使用している場合は、拡張メッセージ受
信インジケータの有効化, （292 ページ）。

拡張メッセージ受信インジケータの有効化
この手順は、ユーザが自分のボイスメールボックスにダイヤルインできるように基本的なボイス
メールアカウントをセットアップする場合にのみ適用されます。この手順は、ビジュアルボイス
メールをセットアップする場合は必要ありません。
メッセージ受信インジケータ（MWI）は、新しいボイス メッセージの存在をユーザに知らせま
す。拡張 MWI は、この機能をサポートするシステム上での新しいボイス メッセージのカウント
を提供します。ユーザは、ボイス メッセージング システムに電話してメッセージを取得できま
す。

（注）

基本 MWI を有効にするには、ご使用のリリースの Cisco Unified Communications Manager のマ
ニュアルを参照してください。このクライアントに固有の設定はありません。
展開で拡張 MWI がサポートされている場合は、Cisco Unity Connection Administration ポータル
でこのオプションを有効にします。

はじめる前に
ボイスメールのクレデンシャル ソースの設定, （291 ページ）
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手順
ステップ 1

[Cisco Unity Connection の管理（Cisco Unity Connection Administration）] インターフェイスを開き
ます。

ステップ 2

左側のペインで、[テレフォニー統合（Telephony Integrations）] > [電話システム（Phone System）]
に移動します。

ステップ 3

目的の電話システムのリンクを選択します。

ステップ 4

[メッセージ受信インジケータ（Message Waiting Indicators）] セクションで、[送信メッセージ数
（Send Message Counts）] チェックボックスをオンにします。

Cisco Unified Communications Manager リリース 8.6 を使用したオンプレ
ミス展開用のボイスメールの設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Cisco Jabber で使用する Cisco Unity
Connection の設定, （283 ページ）

Cisco Jabber がボイスメール サービス
にアクセスできるように、Cisco Unity
Connection を設定します。

ステップ 2

ボイスメール サーバを追加する, （295
ページ）

ステップ 3

メールストアの作成, （296 ページ）

ステップ 4

ボイスメール プロファイルの作成, （
297 ページ）

ステップ 5

取得とリダイレクションの設定, （289 ユーザがボイスメール メッセージに
ページ）
アクセスできるように、取得を設定し
ます。ユーザが着信コールをボイス
メールに送信できるようにするため
に、リダイレクションを設定します。

ステップ 6

ボイスメールのクレデンシャル ソース
の設定, （291 ページ）
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Cisco Jabber で使用する Cisco Unity Connection の設定
Cisco Jabber がボイスメール サービスにアクセスできるように、Cisco Unity Connection を設定する
ための特定の手順を実行する必要があります。ユーザ、パスワードの作成、ユーザへのボイスメー
ル アクセスのプロビジョニングなどの一般タスクの手順については、Cisco Unity Connection のマ
ニュアルを参照してください。

メモ

Cisco Jabber は、REST インターフェイスを介してボイスメール サービスに接続し、Cisco Unity
Connection リリース 8.5 以降をサポートします。

手順
ステップ 1

[Connection Jetty] および [Connection REST Service] サービスが開始していることを確認します。
a) [Cisco Unity Connection のサービスアビリティ（Cisco Unity Connection Serviceability）] インター
フェイスを開きます。
b) [ツール（Tools）] > [サービスの管理（Service Management）] を選択します。
c) [オプションのサービス（Optional Services）] セクションで、次のサービスを検索します。
• [Connection Jetty]
• [Connection REST Service]
d) 必要に応じて、サービスを開始します。

ステップ 2

[Cisco Unity Connection の管理（Cisco Unity Connection Administration）] インターフェイスを開き
ます。

ステップ 3

ユーザのパスワード設定を編集します。
a) [ユーザ（Users）] を選択します。
b) 適切なユーザを選択します。
c) [編集（Edit）] > [パスワードの設定（Password Settings）] を選択します。
d) [パスワードの選択（Choose Password）] メニューから [Web アプリケーション（Web
Application）] を選択します。
e) [次回サインイン時に、ユーザによる変更が必要（User Must Change at Next Sign-In）] をオフに
します。
f) [保存（Save）] を選択します。

ステップ 4

ユーザに Web Inbox へのアクセスを付与します。
a) [サービス クラス（Class of Service）] を選択します。
[サービス クラスの検索（Search Class of Service）] ウィンドウが開きます。
b) 適切なサービス クラスを選択するか、サービスの新しいクラスを追加します。
c) [Web Inbox と RSS フィードの使用をユーザに許可する（Allow Users to Use the Web Inbox and
RSS Feeds）] を選択します。
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d) [機能（Features）] セクションで、[ボイスメールへのアクセスに Unified Client の使用をユーザ
に許可する（Allow Users to Use Unified Client to Access Voice Mail）] を選択します。
e) 必要に応じて、その他のすべてのオプションを選択します。
f) [保存（Save）] を選択します。
ステップ 5

[API の設定（API configuration）] を選択します。
a) [システム設定（System Settings）] > [詳細設定（Advanced）] > [API 設定（API Settings）] を選
択します。
[API の設定（API Configuration）] ウィンドウが開きます。
b) 次のオプションを選択します。
• [CUMIを介したセキュアメッセージ録音へのアクセスを許可する（Allow Access to Secure
Message Recordings through CUMI）]
• [CUMIを介してセキュアメッセージのメッセージヘッダー情報を表示する（Display Message
Header Information of Secure Messages through CUMI）]
• [CUMI経由のメッセージ添付ファイルを許可する（Allow Message Attachments through
CUMI）]
c) [保存（Save）] を選択します。

次の作業
Cisco Unified Communications Manager リリース 9.x 以降を使用している場合は、ボイスメール サー
ビスを追加する, （285 ページ）。
Cisco Unified Communications Manager リリース 8.x を使用している場合は、ボイスメール サーバ
を追加する, （295 ページ）。

ボイスメール サーバを追加する
Cisco Unified Presence 上でボイスメール サーバを追加する手順は次のとおりです。

はじめる前に
Cisco Jabber で使用する Cisco Unity Connection の設定, （283 ページ）

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] > [ボイスメール サーバ（Voicemail Server）] を
選択します。
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Cisco Unified 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）] > [Cisco Unified Personal Communicator（Cisco Unified Personal
Communicator）] > [ボイスメールサーバ（Voicemail Server）]
[ボイスメールサーバの検索と一覧表示（Find and List Voicemail Servers）] ウィンドウが開きます。
（注）

ステップ 3

[新規追加（Add New）] を選択します。

ステップ 4

[サーバ タイプ（Server Type）] ドロップダウン リストから [Unity Connection] を選択します。

ステップ 5

[ボイスメール サーバの設定（Voicemail Server Configuration）] セクションで、次のように詳細情
報を指定します。
• [名前（Name）]：PrimaryVoicemailServer などのサーバの記述名を入力します。
• [ホスト名/IPアドレス（Hostname/IP Address）]：ボイスメール サーバの IP アドレスまたは完
全修飾ドメイン名（FQDN）を入力します。
• [ポート（Port）]：ポート番号を指定する必要はありません。 デフォルトでは、クライアン
トは常にポート 443 を使用して、ボイスメール サーバに接続します。そのため、ユーザが指
定する値は有効になりません。
• [プロトコルタイプ（Protocol Type）]：値を指定する必要はありません。デフォルトでは、ク
ライアントは常に HTTPS を使用して、ボイスメール サーバに接続します。そのため、ユー
ザが指定する値は有効になりません。

ステップ 6

[保存（Save）] を選択します。

次の作業
メールストアの作成, （296 ページ）
関連トピック
「Configuring Voicemail Server Names and Addresses on Cisco Unified Presence」

メールストアの作成
Cisco Unified Presence 上でメールストアを作成するには、このタスクの手順を実行します。

はじめる前に
Cisco Unified Communications Manager リリース 8.x と Cisco Unified Presence がインストールされて
いることを確認します。
Cisco Unified Communications Manager リリース 9.x 以降がインストールされている場合は、メール
ストア サービスを追加する, （287 ページ）を参照してください。
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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

Cisco Unified Presence のバージョンに応じて、次のパスのいずれかを選択します。
• [アプリケーション（Application）] > [Cisco Jabber] > [メールストア（Mailstore）]
• [アプリケーション（Application）] > [Cisco Unified Personal Communicator] > [メールストア
（Mailstore）]
[メールストア サーバの検索と一覧表示（Find and List Mailstore Servers）] 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。
[メールストアの設定（Mailstore Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 4

次のように詳細を指定します。
• [名前（Name）]：PrimaryMailStoreServer などのサーバの記述名を入力します。
• [ホスト名/IPアドレス（Hostname/IP Address）]：メールストア サーバのホスト名、IP アドレ
ス、または完全修飾ドメイン名（(FQDN）を入力します。
• [ポート（Port）]：ポート番号を指定する必要はありません。 デフォルトでは、クライアン
トは常にポート 443 を使用して、メールストア サーバに接続します。そのため、ユーザが指
定する値は有効になりません。
• [プロトコルタイプ（Protocol Type）]：値を指定する必要はありません。デフォルトでは、ク
ライアントは常に HTTPS を使用して、メールストア サーバに接続します。そのため、ユー
ザが指定する値は有効になりません。

ステップ 5

[保存（Save）] を選択します。

ボイスメール プロファイルの作成
ボイスメールサーバの追加後に、ボイスメールプロファイルを作成し、プロファイルにサーバを
追加する必要があります。

はじめる前に
メールストアの作成, （296 ページ）
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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

Cisco Unified Presence のバージョンに応じて、次のいずれかを選択します。
• [アプリケーション（Application）] > [Cisco Jabber] > [ボイルメールプロファイル（Voicemail
Profile）]
• [アプリケーション（Application）] > [Cisco Unified Personal Communicator] > [ボイルメールプ
ロファイル（Voicemail Profile）]
[ボイスメール プロファイルの検索と一覧表示（Find and List Voicemail Profiles）] 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。
[ボイスメール プロファイルの設定（Voicemail Profile Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 4

必要な詳細を指定します。

ステップ 5

ボイスメール プロファイルに次のようにユーザを追加します。
a) [プロファイルにユーザを追加（Add Users to Profile）] を選択します。
b) ユーザのリストを取得するには、[ユーザを次の条件で検索（Find User where）] フィールドで、
該当するフィルタを指定してから、[検索（Find）] を選択します。
c) 対象のユーザをリストから選択します。
d) [選択項目の追加（Add Selected）] を選択します。
選択されたユーザがボイスメール プロファイルに追加されます。

ステップ 6

[保存（Save）] を選択します。

次の作業
取得とリダイレクションの設定, （289 ページ）

取得とリダイレクションの設定
ユーザがクライアントインターフェイスでボイスメールメッセージにアクセスできるように取得
を設定します。ユーザが着信コールをボイスメールに送信できるようにするために、リダイレク
ションを設定します。Cisco Unified Communications Manager で取得とリダイレクションを設定し
ます。

はじめる前に
Cisco Unified Communications Manager リリース 9.x 以降を使用している場合は、メールストア サー
ビスを適用する, （288 ページ）。
Cisco Unified Communications Manager リリース 8.x を使用している場合は、ボイスメール プロファ
イルの作成, （297 ページ）。
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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

ボイスメール パイロットを設定します。
a) [拡張機能（Advanced Features）] > [ボイスメール（Voice Mail）] > [ボイスメール パイロット
（Voice Mail Pilot）] の順に選択します。
[ボイスメール パイロットの検索と一覧表示（Find and List Voice Mail Pilots）] ウィンドウが開
きます。
b) [新規追加（Add New）] を選択します。
[ボイスメール パイロットの設定（Voice Mail Pilot Configuration）] ウィンドウが開きます。
c) [ボイスメール パイロットの設定（Voice Mail Pilot Configuration）] ウィンドウで必要な詳細情
報を指定します。
d) [保存（Save）] を選択します。

ステップ 3

ボイスメール パイロットをボイスメール プロファイルに追加します。
a) [拡張機能（Advanced Features）] > [ボイスメール（Voice Mail）] > [ボイスメール プロファイル
（Voice Mail Profile）] の順に選択します。
[ボイスメールプロファイルの検索/一覧表示（Find and List Voicemail Profiles）] ウィンドウが
開きます。
b) [次のボイスメール プロファイル名でボイスメール プロファイルを検索（Find Voice Mail Profile
where Voice Mail Profile Name）] フィールドに適切なフィルタを指定し、[検索（Find）] を選択
してプロファイルの一覧を取得します。
c) 対象のプロファイルを一覧から選択します。
[ボイスメール パイロットの設定（Voice Mail Pilot Configuration）] ウィンドウが開きます。
d) [ボイスメール パイロット（Voice Mail Pilot）] ドロップダウン リストでボイスメール パイロッ
トを選択します。
e) [保存（Save）] を選択します。

ステップ 4

電話番号設定でボイスメール プロファイルを指定します。
a) [デバイス（Device）] > [電話（Phone）] の順に選択します。
[電話の検索と一覧表示（Find and List Phones）] ウィンドウが開きます。
b) [電話を次の条件で検索（Find Phone where）] フィールドに適切なフィルタを指定し、[検索
（Find）] を選択してデバイスの一覧を取得します。
c) 対象のデバイスを一覧から選択します。
[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウが開きます。
d) [割り当て情報（Association Information）] セクションを探します。
e) 適切なデバイス番号を選択します。
[電話番号設定（Directory Number Configuration）] ウィンドウが開きます。
f) [電話番号の設定（Directory Number Settings）] セクションを探します。
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g) [ボイスメール プロファイル（Voice Mail Profile）] ドロップダウン リストからボイスメール プ
ロファイルを選択します。
h) [保存（Save）] を選択します。

次の作業
ボイスメールのクレデンシャル ソースの設定, （291 ページ）

ボイスメールのクレデンシャル ソースの設定
Cisco Unified Presence でボイスメールのクレデンシャル ソースを指定できます。

ヒント

ハイブリッド クラウドベース展開では、VoiceMailService_UseCredentialsFrom パラメータを使
用して、設定ファイルの一部としてボイスメールのクレデンシャル ソースを設定できます。
詳細については、『Installation and Configuration Guide』を参照してください。

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。
Cisco Unified Presence のバージョンによっては、このパスは次のようになります。[アプリケーショ
ン（Application）] > [Cisco Unified Personal Communicator] > [設定（Settings）]

ステップ 3

Cisco Jabber の [設定（Settings）] セクションの [ボイスメール サービスの認証情報ソース（Credentials
source for voicemail service）] ドロップダウン リストから [CUP] を選択します。
（注）
[ボイスメール サービスの認証情報ソース（Credentials source for voicemail service）] ド
ロップダウン リストから [Web カンファレンシング（Web Conferencing）] を選択しない
でください。ボイスメール サービスのクレデンシャル ソースとして会議のクレデンシャ
ルは現時点では使用できません。

Cisco Unified Presence のユーザのクレデンシャルは、ユーザのボイスメール クレデンシャルと一
致します。このため、ユーザは、クライアント ユーザ インターフェイスでボイスメール クレデ
ンシャルを指定する必要はありません。
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次の作業

重要

サーバ間でクレデンシャルを同期するメカニズムはありません。クレデンシャル ソースを指
定する場合、それらのクレデンシャルがユーザのボイスメール クレデンシャルに一致するこ
とを確認する必要があります。
たとえば、ユーザの Cisco Unified Presence クレデンシャルが、ユーザの Cisco Unity Connection
クレデンシャルに一致するように指定します。これにより、ユーザの Cisco Unified Presence ク
レデンシャルが変更されます。この場合、そのユーザの Cisco Unity Connection クレデンシャル
は、変更内容に合わせて更新する必要があります。

拡張メッセージ受信インジケータの有効化
この手順は、ユーザが自分のボイスメールボックスにダイヤルインできるように基本的なボイス
メールアカウントをセットアップする場合にのみ適用されます。この手順は、ビジュアルボイス
メールをセットアップする場合は必要ありません。
メッセージ受信インジケータ（MWI）は、新しいボイス メッセージの存在をユーザに知らせま
す。拡張 MWI は、この機能をサポートするシステム上での新しいボイス メッセージのカウント
を提供します。ユーザは、ボイス メッセージング システムに電話してメッセージを取得できま
す。

（注）

基本 MWI を有効にするには、ご使用のリリースの Cisco Unified Communications Manager のマ
ニュアルを参照してください。このクライアントに固有の設定はありません。
展開で拡張 MWI がサポートされている場合は、Cisco Unity Connection Administration ポータル
でこのオプションを有効にします。

はじめる前に
ボイスメールのクレデンシャル ソースの設定, （291 ページ）

手順
ステップ 1

[Cisco Unity Connection の管理（Cisco Unity Connection Administration）] インターフェイスを開き
ます。

ステップ 2

左側のペインで、[テレフォニー統合（Telephony Integrations）] > [電話システム（Phone System）]
に移動します。

ステップ 3

目的の電話システムのリンクを選択します。

ステップ 4

[メッセージ受信インジケータ（Message Waiting Indicators）] セクションで、[送信メッセージ数
（Send Message Counts）] チェックボックスをオンにします。
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章

会議の設定
• オンプレミス展開用の会議の設定, 303 ページ
• クラウド ベースの展開における会議の設定, 315 ページ

オンプレミス展開用の会議の設定
Cisco Jabber 用のオンプレミス展開を実装すると、Cisco WebEx Meetings Server を使用してオンプ
レミスで会議を設定するか、または Cisco WebEx Meetings Center を使用してクラウドで会議を設
定できます。

WebEx Meetings Server を使用したオンプレミス会議の設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Cisco WebEx Meetings Server を使用した認
証 , （304 ページ）。

ステップ 2

Cisco Unified Communications Manager 上 Cisco Unified Communications Manager
での Cisco WebEx Meetings Server の追加, リリース 9.x 以降を使用している場合
に、この作業を実行します。
（304 ページ）。

ステップ 3

Cisco Unified Presence 上での Cisco WebEx Cisco Unified Communications Manager
Meetings Server の追加, （306 ページ）。 Release 8.6 と Cisco Unified Presence を
使用している場合に、この作業を実行
します。
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Cisco WebEx Meetings サーバのインストールと設定
Cisco WebEx Meetings Server とクライアント間の統合をセットアップする最初の手順は、Cisco
WebEx Meetings Server をインストールし、設定することです。インストールと設定の手順につい
ては、Cisco WebEx Meetings Server の製品マニュアルを参照する必要があります。

Cisco WebEx Meetings Server を使用した認証
Cisco Jabber でサポートされている Cisco WebEx Meetings Server による認証方式は次のとおりで
す。
ユーザがクライアントにクレデンシャルを手動入力する
Cisco Jabber for Windows の場合、各ユーザは自身のクレデンシャルを [オプション（Options）]
ウィンドウに入力し、Cisco WebEx Meetings Server で直接認証を受けることができます。
Cisco Jabber for Mac の場合、各ユーザは自身のクレデンシャルを [設定（Preferences）] ウィ
ンドウの [ミーティング（Meetings）] タブに入力し、Cisco WebEx Meetings Server で直接認
証を受けることができます。
Cisco Unified Communications Manager でクレデンシャルのソースを設定する
Cisco WebEx Meetings Server のユーザのクレデンシャルが Cisco Unified Communications Manager
IM and Presence Service または Cisco Unity Connection のユーザのクレデンシャルと一致する
場合、クレデンシャルのソースを設定できます。その後、クライアントはユーザのクレデン
シャルのソースを使用して Cisco WebEx Meetings Server で自動的に認証を受けます。
Cisco WebEx Meetings Server でシングル サインオン（SSO）を設定する
Cisco WebEx Meetings Server で SSO を設定すると、Cisco Jabber を SSO 環境とシームレスに
統合することができます。この場合、ユーザが Cisco WebEx Meetings Server で認証を受けら
れるように、クレデンシャルを指定する必要はありません。

Cisco Unified Communications Manager 上での Cisco WebEx Meetings Server の追加
Cisco Unified Communications Manager で会議を設定するには、Cisco WebEx Meetings Server を追加
する必要があります。

はじめる前に
Cisco WebEx Meetings Server を使用した認証

手順
ステップ 1

Cisco Unified CM の管理インターフェイスを開いて、[ユーザ管理（User Management）] > [ユーザ
設定（User Settings）] > [USサービス（UC Service）] の順に選択します。
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[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 2

[新規追加（Add New）] を選択します。

ステップ 3

[UCサービスの追加（Add a UC Service）] セクションで、[UCサービスタイプ（UC Service Type）]
ドロップダウン リストから、[会議（Conferencing）] を選択してから、[次へ（Next）] を選択しま
す。

ステップ 4

次のフィールドに入力します。
• [製品タイプ（Product Type）]：[WebEx(会議)（WebEx (Conferencing)）] を選択します。
• [名前（Name）]：設定の名前を入力します。 指定した名前は、プロファイルにサービスを追
加するときに表示されます。入力する名前は必ず、一意的でわかりやすく、かつ意味が通じ
るものにしてください。
• [ホスト名/IPアドレス（Hostname/IP Address）]：Cisco WebEx Meetings Server のサイト URL
を入力します。この URL は大文字と小文字が区別され、Cisco WebEx Meetings Server でサイ
ト URL に設定されたケースと一致する必要があります。
• [ポート（Port）]：デフォルト値のままにします。
• [プロトコル（Protocol）]：[HTTPS] を選択します。

ステップ 5

Cisco WebEx をシングル サインオン（SSO）アイデンティティ プロバイダーとして使用するには、
[SSO IDプロバイダーとしてのユーザWeb会議サーバ（User web conference server as SSO identity
provider）] をオンにします。
（注）
このフィールドは、[製品のタイプ（Product Type）] ドロップダウン リストから [WebEx
（会議）（WebEx (Conferencing)）] を選択した場合にのみ有効です。

ステップ 6

[保存（Save）] を選択します。

次の作業
サービス プロファイルへの Cisco WebEx Meetings Server の追加, （305 ページ）
サービス プロファイルへの Cisco WebEx Meetings Server の追加
Cisco WebEx Meetings Server を追加してから、さらにそのサーバをサービス プロファイルに追加
すれば、クライアントが会議機能にアクセスできます。

はじめる前に
サービス プロファイルを作成します。
Cisco Unified Communications Manager 上での Cisco WebEx Meetings Server の追加, （304 ページ）
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手順
ステップ 1

Cisco Unified CM の管理インターフェイスを開いて、[ユーザ管理（User Management）] > [ユーザ
設定（User Settings）] > [サービスプロファイル（Service Profile）] の順に選択します。

ステップ 2

目的のサービス プロファイルを検索し、それを選択します。

ステップ 3

[会議プロファイル（Conferencing Profile）] セクションで、[プライマリ（Primary）] 、[セカンダ
リ（Secondary）] 、および [ターシャリ（Tertiary）] の各ドロップダウン リストから、最大 3 つの
Cisco WebEx Meetings Server のインスタンスを選択します。

ステップ 4

[サーバ証明書の確認（Server Certificate Verification）] ドロップダウン リストから、該当する値を
選択します。

ステップ 5

[Web会議サービスの資格情報ソース（Credentials source for web conference service）] ドロップダウ
ン リストから、次のいずれかを選択します。
• [未設定（Not set）]：このオプションは、ユーザが Cisco WebEx Meetings Server クレデンシャ
ルと一致するクレデンシャル ソースを持っていない場合、または会議サイトで SSO が使用
されている場合に選択します。
• [Unified CM - IM and Presence]：このオプションは、ユーザの Cisco Unified Communications
Manager IM and Presence サービス クレデンシャルが Cisco WebEx Meetings Server クレデンシャ
ルと一致する場合に選択します。
• [ボイスメール（Voicemail）]：このオプションは、ユーザの Cisco Unity Connection クレデン
シャルが Cisco WebEx Meetings Server クレデンシャルと一致する場合に選択します。
（注）

ステップ 6

Cisco Unified Communications Manager で指定するクレデンシャルと Cisco WebEx Meetings
Server で指定するクレデンシャルを同期させることはできません。たとえば、あるユー
ザのインスタント メッセージおよびプレゼンスのクレデンシャルがその Cisco WebEx
Meetings Server クレデンシャルと同期するように指定した場合は、そのユーザのインス
タント メッセージおよびプレゼンスのクレデンシャルが変更されます。その変更に合
わせてそのユーザの Cisco WebEx Meetings Server クレデンシャルを更新する必要があり
ます。

[保存（Save）] を選択します。

Cisco Unified Presence 上での Cisco WebEx Meeting サーバのセットアップ
クライアントは、Cisco WebEx Meetings Server の詳細を Cisco Unified Presence の会議プロファイル
から取得します。Cisco WebEx Meetings Server の詳細を追加し、Cisco WebEx Meetings Server をプ
ロファイルに追加し、その後、ユーザをプロファイルに追加する必要があります。
Cisco Unified Presence 上での Cisco WebEx Meetings Server の追加

はじめる前に
サービス プロファイルへの Cisco WebEx Meetings Server の追加, （305 ページ）
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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

Cisco Unified Presence のバージョンに応じて、次のいずれかを選択します。
• [アプリケーション（Application）] > [Cisco Jabber] > [会議サーバ（Conferencing Server）]
• [アプリケーション（Application）] > [Cisco Unified Personal Communicator] > [会議サーバ
（Conferencing Server）]

ステップ 3

[新規追加（Add New）] を選択します。
[会議サーバの設定（Conferencing Server Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 4

次のフィールドに入力します。
• [名前（Name）]：設定の名前を入力します。 この名前は、プロファイルにサービスを追加す
るときに表示されます。
• [ホスト名/IPアドレス（Hostname/IP Address）]：Cisco WebEx Meetings Server のサイト URL
を入力します。
• [ポート（Port）]：デフォルト値を受け入れます。
• [プロトコル（Protocol）]：[HTTPS] を選択します。
• [サーバタイプ（Server Type）]：[WebEx] を選択します。
• [サイトID（Site ID）]：このフィールドに値を指定する必要はありません。
• [パートナーID（Partner ID）]：このフィールドに値を指定する必要はありません。

ステップ 5

[保存（Save）] を選択します。

次の作業
プロファイルへの Cisco WebEx Meetings Server の追加, （307 ページ）
プロファイルへの Cisco WebEx Meetings Server の追加
Cisco Unified Presence 上で Cisco WebEx Meetings Server を追加して、それをサービス プロファイ
ルに追加したら、クライアントが会議機能にアクセスできます。

はじめる前に
Cisco Unified Presence 上での Cisco WebEx Meetings Server の追加, （306 ページ）
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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

Cisco Unified Presence のバージョンに応じて、次のいずれかを選択します。
• [アプリケーション（Application）] > [Cisco Jabber] > [会議プロファイル（Conferencing Profile）]
• [アプリケーション（Application）] > [Cisco Unified Personal Communicator] > [会議プロファイ
ル（Conferencing Profile）]

ステップ 3

[新規追加（Add New）] を選択します。
[会議プロファイルの設定（Conferencing Profile Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 4

次のフィールドに入力します。
• [名前（Name）]：設定の名前を入力します。
• [説明（Description）]：オプションの説明を入力します。
• [プライマリ会議サーバ（Primary Conferencing Server）]：Cisco WebEx Meetings Server のプラ
イマリ インスタンスを選択します。
• [バックアップ会議サーバ（Backup Conferencing Server）]：Cisco WebEx Meetings Server のバッ
クアップ インスタンスを選択します。

ステップ 5

[サーバ証明書の確認（Server Certificate Verification）] ドロップダウン リストから、次のいずれか
を選択します。
• 任意の証明書（Any Certificate）
• 自己署名またはキーストア（Self Signed or Keystore）
• キーストアのみ（Keystore Only）

ステップ 6

このプロファイルをシステム デフォルトとして設定するには、[システムのデフォルト会議プロ
ファイルとして使用する（Make this the default Conferencing Profile for the system）] をオンにしま
す。

ステップ 7

[プロファイル内のユーザ（Users in Profile）] セクションで、[プロファイルにユーザを追加（Add
Users to Profile）] を選択します。

ステップ 8

[ユーザの検索/一覧表示（Find and List Users）] ウィンドウで、[検索（Find）] を選択して、ユー
ザのリストを取得します。

ステップ 9

リストから該当するユーザを選択してから、[選択項目の追加（Add Selected）] を選択します。
選択したユーザがプロファイルに追加されます。

ステップ 10

[保存（Save）] を選択します。
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WebEx Meeting Center を使用したクラウドベースの会議の設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Cisco WebEx Meeting Center との統合, （309 ページ）。

ステップ 2

Cisco WebEx Meeting Center による認証, （310 ページ）。 密結合統合を使用して
Cisco WebEx Meeting
Center でクライアントを
認証します。

ステップ 3

会議のクレデンシャルの提供, （310 ページ）。

ステップ 4

Cisco Unified Communications Manager のバージョンに応
じて、次のいずれかを選択します。

クライアントに会議クレ
デンシャルを提供しま
す。

• Cisco Unified Communications Manager リリース 9.x
以降と Cisco Unified Communications Manager IM
and Presence サービスを使用している場合は、Cisco
WebEx Meeting Center の追加, （310 ページ）。
• Cisco Unified Communications Manager リリース 8.6
と Cisco Unified Presence を使用している場合は、
Cisco Unified Presence 上での Cisco WebEx Meeting
Center のセットアップ , （312 ページ）。

Cisco WebEx Meeting Center との統合
オンプレミス展開で Cisco WebEx Meeting Center と統合するには、次の統合オプションのいずれか
を選択します。
• クラウドベースの統合：Cisco WebEx Meeting Center が参加者チャット リストや参加者リス
トなどのデータ、音声機能、およびビデオ機能を提供します。
• ハイブリッド クラウドベースの統合：Cisco WebEx Meeting Center が参加者チャット リスト
や参加者リストなどのデータを提供し、会議ブリッジが音声機能とビデオ機能を提供しま
す。
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Cisco WebEx Meeting Center による認証
密結合統合を使用して Cisco WebEx Meeting Center でクライアントを認証できます。密結合統合と
は、Cisco WebEx Messenger と Cisco WebEx Meeting Center の間に実現される統合形態の 1 つです。
ユーザが Cisco WebEx Messenger で認証を受けるとき、認証トークンはクライアントに戻されま
す。クライアントは、その認証トークンを Cisco WebEx Meeting Center に渡します。詳細について
は、「Overview of Tightly Coupled Integration」のトピックを参照してください。

会議のクレデンシャルの提供
クライアントに会議のクレデンシャルを提供するために、次のいずれかの方法を選択します。
• ユーザは、[オプション（Options）] ウィンドウで、ユーザ自身のクレデンシャルを個別に指
定します。
• ユーザは、[設定（Preferences）] ウィンドウの [ミーティング（Meetings）] タブで、個別に各
自のクレデンシャルを指定します。
• サービス プロファイルに会議サービスを適用するときに、Cisco Unified Communications Manager
上のクレデンシャル ソースを指定します。手順については、サービス プロファイルへの会
議サーバの追加方法を説明している、このセクションのトピックを参照してください。

Cisco WebEx Meeting Center の追加
Cisco Unified Communications Manager 上で会議をセットアップする最初の手順は、Cisco WebEx
Meeting Center の詳細の追加です。

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。

ステップ 4

[UCサービスの追加（Add a UC Service）] セクションで、[UCサービスタイプ（UC Service Type）]
ドロップダウン リストから、[会議（Conferencing）] を選択してから、[次へ（Next）] を選択しま
す。

ステップ 5

次のフィールドに入力します。
• [製品タイプ（Product Type）]：[WebEx(会議)（WebEx (Conferencing)）] を選択します。
• [名前（Name）]：設定の名前を入力します。 この名前は、プロファイルにサービスを追加す
るときに表示されます。入力する名前は必ず、一意的でわかりやすく、かつ意味が通じるも
のにしてください。
• [説明（Description）]：オプションの説明を入力します。
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• [ホスト名/IPアドレス（Host Name/IP Address）]：Cisco WebEx Meeting Center サイトのホスト
名を入力します。IP アドレスを入力しないでください。
• [ポート（Port）]：Cisco WebEx Meeting Center サイトのポート番号を入力します。
• [プロトコル（Protocol）]：[HTTPS] を選択します。
ステップ 6

Cisco WebEx をシングル サインオン（SSO）アイデンティティ プロバイダーとして使用するには、
[SSO IDプロバイダーとしてのユーザWeb会議サーバ（User web conference server as SSO identity
provider）] をオンにします。
（注）
このフィールドは、[製品タイプ（Product Type）] として [WebEx(会議)（WebEx
(Conferencing)）] が選択されている場合にだけ使用できます。

ステップ 7

[保存（Save）] を選択します。

次の作業
サービス プロファイルに Cisco WebEx Meeting Center を追加します。
プロファイルへの Cisco WebEx Meeting Center の追加
Cisco Unified Communications Manager 上で Cisco WebEx Meeting Center を追加したら、サービス プ
ロファイルに Cisco WebEx Meeting Center を追加します。これにより、クライアントは、プロファ
イルから Cisco WebEx Meeting Center の詳細を取得して、会議機能にアクセスできます。

はじめる前に
サービス プロファイルを作成します。

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）] > [サービス プロファイル（Service
Profile）] の順に選択します。
[サービス プロファイルの検索と一覧表示（Find and List Service Profiles）] ウィンドウが開きます。

ステップ 3

目的のサービス プロファイルを検索し、それを選択します。
[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

[会議プロファイル（Conferencing Profile）] セクションで、以下のような設定を行います。
a) [プライマリ（Primary）] ドロップダウン リストからサービスを選択します。
（注）

クライアントは、[プライマリ（Primary）] ドロップダウン リストから選択したサー
ビスのみ使用します。[セカンダリ（Secondary）] ドロップダウン リストおよび [ター
シャリ（Tertiary）] ドロップダウン リストからサービスを選択する必要はありませ
ん。

b) [サーバ証明書の検証（Server Certificate Verification）] ドロップダウン リストから適切な値を
選択します。
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c) [Web 会議サービスのクレデンシャル ソース（Credentials source for web conference service）] ド
ロップダウン リストから次のいずれか 1 つを選択します。
• [未設定（Not set）]：ユーザは、Cisco WebEx Meeting Center クレデンシャルを照合するク
レデンシャル ソースを持っていません。
• [Unified CM - IM and Presence]：ユーザの Cisco Unified Communications Manager IM and
Presence サービス クレデンシャルと Cisco WebEx Meeting Center クレデンシャルが照合さ
れます。
• [ボイスメール（Voicemail）]：ユーザの Cisco Unity Connection クレデンシャルと Cisco
WebEx Meeting Center クレデンシャルが照合されます。
制約事項

重要

Cisco WebEx Meeting Center による認証にアイデンティティ プロバイダーを使用し
ている場合は、クレデンシャル ソースを指定できません。

クレデンシャル ソースを選択した場合は、それらのクレデンシャルとユーザの Cisco
WebEx Meeting Center クレデンシャルが照合されることを確認する必要があります。
Cisco Unified Communications Manager で指定されたクレデンシャルと Cisco WebEx
Meeting Center で指定されたクレデンシャルを同期するメカニズムはありません。たと
えば、あるユーザのインスタント メッセージおよびプレゼンスのクレデンシャルがそ
のユーザの Cisco WebEx Meeting Center クレデンシャルと同期するように指定した後
で、そのユーザのインスタント メッセージおよびプレゼンスの各クレデンシャルが変
更されたとします。その変更に合わせてそのユーザの Cisco WebEx Meeting Center クレ
デンシャルを更新する必要があります。

ステップ 5

[保存（Save）] を選択します。

Cisco Unified Presence 上での Cisco WebEx Meeting Center のセットアップ
クライアントは、Cisco Unified Presence 上の会議プロファイルから Cisco WebEx Meeting Center の
詳細を取得します。以下を追加する必要があります。
• Cisco WebEx Meeting Center の詳細
• Cisco WebEx Meeting Center プロファイル
• Cisco WebEx Meeting Center プロファイルへのユーザ
Cisco WebEx Meeting Center の追加
Cisco Unified Presence 上で会議をセットアップする最初の手順は、Cisco WebEx Meeting Center の
詳細の追加です。
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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] > [会議サーバ（Conferencing Server）] を選択し
ます。
Cisco Unified 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）] > [Cisco Unified Personal Communicator（Cisco Unified Personal Communicator）]
> [会議サーバ（Conferencing Server）]

ステップ 3

[新規追加（Add New）] を選択します。
[会議サーバの設定（Conferencing Server Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 4

次のフィールドに Cisco WebEx Meeting Center の詳細を指定します。
• [名前（Name）]：設定の名前を入力します。入力した名前は、プロファイルにサービスを追
加する際に表示されます。
• [ホスト名/IPアドレス（Hostname/IP Address）]：Cisco WebEx Meeting Center サイトのホスト
名を指定します。
（注）
IP アドレスではなく、必ずホスト名を指定してくださ
い。
• [ポート（Port）]：Cisco WebEx Meeting Center サイトのポート番号を指定します。
• [プロトコル（Protocol）]：ドロップダウン リストから [HTTPS] を選択します。
• [サーバタイプ（Server Type）]：ドロップダウン リストから [WebEx] を選択します。
• [サイトID（Site ID）]：Cisco WebEx Meeting Center のオプションのプライマリ サイト ID を
指定します。
• [パートナーID（Partner ID）]：Cisco WebEx Meeting Center に適したオプションのパートナー
ID を指定します。

ステップ 5

[保存（Save）] を選択します。

プロファイルへの Cisco WebEx Meeting Center の追加
Cisco Unified Presence 上で Cisco WebEx Meeting Center を追加したら、会議プロファイルに Cisco
WebEx Meeting Center を追加します。これにより、クライアントは、プロファイルから Cisco WebEx
Meeting Center の詳細を取得して、会議機能にアクセスできます。
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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] > [会議プロファイル（Conferencing Profile）] の
順に選択します。
Cisco Unified 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）] > [Cisco Unified Personal Communicator（Cisco Unified Personal Communicator）]
> [会議プロファイル（Conferencing Profile）]。

ステップ 3

[新規追加（Add New）] を選択します。
[会議プロファイルの設定（Conferencing Profile Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 4

次のフィールドのプロファイルの詳細を指定します。
• [名前（Name）]：設定の名前を入力します。
• [説明（Description）]：オプションの説明を入力します。
• [プライマリ会議サーバ（Primary Conferencing Server）]：ドロップダウン リストからプライ
マリ Cisco WebEx Meeting Center サイトを選択します。
（注）

クライアントは、[プライマリ会議サーバ（Primary Conferencing Server）] ドロップ
ダウン リストから選択したサイトのみを使用します。[バックアップ会議サーバ
（Backup Conferencing Server）] ドロップダウン リストからサイトを選択する必要
はありません。

• [サーバ証明書の検証（Server Certificate Verification）]：ドロップダウン リストから次のいず
れかを選択します。
• 任意の証明書（Any Certificate）
• 自己署名またはキーストア（Self Signed or Keystore）
• キーストアのみ（Keystore Only）
ステップ 5

[これをシステムのデフォルト会議プロファイルに設定します（Make this the default Conferencing
Profile for the system）] チェックボックスをオンにして、このプロファイルをシステムのデフォル
トに設定します。

ステップ 6

会議プロファイルに次のようにユーザを追加します。
a) [プロファイル内のユーザ（Users in Profile）] セクションで [プロファイルにユーザを追加（Add
Users to Profile）] を選択します。
[ユーザの検索と一覧表示（Find and List Users）] ダイアログボックスが開きます。
b) [検索（Find）] を選択し、ユーザの一覧を取得します。
c) 対象のユーザをリストから選択します。
d) [選択項目の追加（Add Selected）] を選択します。
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選択されたユーザがプロファイルに追加され、[ユーザの検索と一覧表示（Find and List Users）]
ダイアログボックスが閉じます。
ステップ 7

[保存（Save）] を選択します。

クラウド ベースの展開における会議の設定
Cisco WebEx Meeting Center を使用したクラウドベース展開用の会議の設定
Cisco WebEx 管理ツールで適切な設定を行い、適切なユーザにミーティング機能と会議機能を割
り当てる必要があります。
Cisco Jabber クライアントにさらに Cisco WebEx ミーティング サイトを追加できます。ただし、
SSO 用に設定されたミーティング サイトを追加することはできません。このサイトは Cisco WebEx
管理ツールで作成する必要があります。

Cisco WebEx Meeting Center による認証
• Cisco WebEx Messenger サービスとの密結合統合：密結合統合とは、Cisco WebEx Messenger
と Cisco WebEx Meeting Center の間にセットアップする設定を指します。
ユーザが Cisco WebEx Messenger で認証すると、認証トークンがクライアントに渡されます。
その後で、クライアントが Cisco WebEx Meeting Center にその認証トークンを渡します。
詳細については、「Overview of Tightly Coupled Integration」のトピックを参照してください。
• アイデンティティ プロバイダーによる認証：クライアントは Cisco WebEx Meeting Center か
らアイデンティティ プロバイダーに認証をリダイレクトします。
アイデンティティ プロバイダーによる認証を有効にする手順は次のとおりです。
1 それぞれの目的に応じたアイデンティティ プロバイダーを設定します。
ユーザが Cisco WebEx Meeting Center で認証しようとすると、クライアントはその認証を
アイデンティティ プロバイダーにリダイレクトします。アイデンティティ プロバイダー
はクレデンシャルを確認し、認証トークンをクライアントに戻します。クライアントはそ
のトークンを Cisco WebEx Meeting Center に渡して認証プロセスを完了します。
2 クライアント インターフェイスで Cisco WebEx Meeting Center クレデンシャルを指定しま
す。
Cisco WebEx Messenger サービスを使用したユーザ アイデンティティの管理の詳細について
は、「Using SSO with the Cisco WebEx and Cisco WebEx Meeting applications」のトピックを参照
してください。
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密結合統合を使用して Cisco WebEx Meeting Center でクライアントを認証できます。密結合統合
は、Cisco WebEx Messenger と Cisco WebEx Meeting Center の間でセットアップされた設定を意味
します。ユーザが Cisco WebEx Messenger で認証されると、認証トークンがクライアントに戻され
ます。その後で、クライアントが Cisco WebEx Meeting Center にその認証トークンを渡します。詳
細については、「Overview of Tightly Coupled Integration」のトピックを参照してください。

クライアントでの会議クレデンシャルの指定
ユーザは、[オプション（Options）] ウィンドウの [ミーティング（Meetings）] タブで、ユーザ自
身のクレデンシャルを指定します。
[オプション（Options）] ウィンドウを開くには、[ファイル（File）] > [オプション（Options）] を
選択します。
ユーザは、[設定（Settings）] で、ユーザ自身のクレデンシャルを指定できます。
[設定（Settings）] 画面の [アカウント（Accounts）] で [WebEx ミーティング（WebEx Meeting）]
をタップします。
ユーザは、[設定（Preferences）] ウィンドウの [ミーティング（Meetings）] タブで、ユーザ自身の
クレデンシャルを指定します。
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ディレクトリ統合の設定
• ディレクトリ統合のためのクライアント設定, 317 ページ

ディレクトリ統合のためのクライアント設定
Cisco Unified Communications Manager リリース 9 以降を使用してサービス プロファイル経由で、
コンフィギュレーション ファイルを使用して、ディレクトリ統合を設定できます。ここでは、
ディレクトリ統合のためにクライアントを設定する方法について説明します。
次の表は、サービスプロファイルとコンフィギュレーションファイルの両方が存在する場合に優
先されるパラメータ値を示しています。

（注）

サービス プロファイル

設定ファイル

優先されるパラメータ値

パラメータ値が設定済み

パラメータ値が設定済み

サービス プロファイル

パラメータ値が設定済み

パラメータ値が空白

サービス プロファイル

パラメータ値が空白

パラメータ値が設定済み

設定ファイル

パラメータ値が空白

パラメータ値が空白

サービスプロファイルの空白（デフォ
ルト）値

Cisco Unified Presence リリース 8.x プロファイルは、ディレクトリ統合に使用できません。
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ディレクトリ統合を設定するタイミング
（注）

Active Directory ドメインに登録されているワークステーションに Cisco Jabber for Windows をイ
ンストールします。この環境では、Cisco Jabber for Windows をディレクトリに接続するように
設定する必要がありません。クライアントはディレクトリを自動的に検出し、そのドメイン内
のグローバル カタログ サーバに接続します。
次のいずれかを連絡先ソースとして使用する場合は、Cisco Jabber をディレクトリに接続するよう
に設定します。
• ドメイン コントローラ
• Cisco Unified Communications Manager User Data Service
• OpenLDAP
• Active Directory ライトウェイト ディレクトリ サービス
• Active Directory Application Mode; Active Directory アプリケーション モード
オプションで、次のようにディレクトリ統合を設定できます。
• デフォルト属性マッピングを変更します。
• ディレクトリのクエリー設定を調整します。
• クライアントが連絡先写真を取得する方法を指定します。
• イントラドメイン フェデレーションを実行します。

サービス プロファイルでのディレクトリ統合の設定
Cisco Unified Communications Manager のバージョン 9 以降では、ユーザにサービス プロファイル
をプロビジョニングし、_cisco-uds SRV レコードを内部ドメイン ネーム サーバ上に展開でき
ます。
そうすれば、クライアントが自動的に Cisco Unified Communications Manager を検出して、サービ
ス プロファイルを受け取り、ディレクトリ統合設定を取得できます。
サポート サービス プロファイルにサービス ディスカバリをセット アップするには、次のことが
必要になります。
• 内部ドメインサーバに _cisco-uds SRV レコードを展開する。
• クライアントがドメイン ネーム サーバ アドレスを解決できることを確認する。
• クライアントが Cisco Unified Communications Manager のホスト名を解決できることを確認し
ます。
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• クライアントが Cisco Unified Communications Manager の完全修飾ドメイン名（FQDN）を解
決できることを確認します。
Cisco Jabber は、Cisco Unified Communications Manager の User Data Service（UDS）をサポートでき
るようになりました。LDAP を使用した Active Directory への接続による展開に加え、Jabber を
Cisco Unified Communications Manager の User Data Service コンタクト検索サービスで展開すること
も可能になりました。UDS サーバ使用時は、サーバのサイズ設定を考慮する必要があります。
Cisco Unified Communication ノードは、サーバがサポートする最大デバイス登録数の 50 % の UDS
コンタクト サービス接続をサポートできます。
サービス プロファイルでのディレクトリ統合を設定するには、次を実行します。

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

ディレクトリ サービスを追加します。
a) [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。
b) [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。
c) [UC サービス タイプ（UC Service Type）] メニューから [ディレクトリ（Directory）] を選択し、
[次へ（Next）] を選択します。
d) ディレクトリ サービスの値をすべて適切に設定したら、[保存（Save）] を選択します。

ステップ 3

サービス プロファイルにディレクトリ サービスを適用します。
a) [ユーザ管理（User Management）] > [ユーザ設定（User Settings）] > [サービス プロファイル
（Service Profile）] の順に選択します。
[サービス プロファイルの検索と一覧表示（Find and List Service Profiles）] ウィンドウが開きま
す。
b) [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。
c) ディレクトリ プロファイルにディレクトリ サービスを追加します。
d) [保存（Save）] を選択します。
ディレクトリ プロファイルと jabber-config.xml ファイルの両方を同時に使用する場合は、
手動のサインインおよびサービスディスカバリを除き、ディレクトリプロファイルの設定が優先
されて使用されます。
一貫して動作させるために、ディレクトリ プロファイルと jabber-config.xml の両方の [ユー
ザ名（Username）] と [パスワード（Password）] をまったく同じものにすることを強く推奨しま
す。
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ディレクトリ プロファイル パラメータ
次の表は、ディレクトリ プロファイルで設定する必要のある設定パラメータを示します。
ディレクトリ サービスの設定

説明

プライマリ サーバ（Primary server）

プライマリ ディレクトリ サーバのアドレスを
指定します。
このパラメータは、クライアントが自動的に
ディレクトリ サーバを検出できない手動接続に
必要です。

ユーザ名（Username）

クライアントがディレクトリ サーバで認証する
ために使用される共有ユーザ名を手動で指定す
ることができます。このパラメータは、
Microsoft Windows クレデンシャルを使用して
ディレクトリ サーバで認証できない展開でのみ
使用する必要があります。
このパラメータを使用する必要がある場合は、
有名なクレデンシャルやパブリック セットのク
レデンシャルのみを使用する必要があります。
また、クレデンシャルは読み取り専用権限を持
つアカウントにリンクする必要があります。

パスワード（Password）

ディレクトリ サーバでの認証にクライアントが
使用できる共有パスワードを手動で指定できる
ようにします。このパラメータは、Microsoft
Windows クレデンシャルを使用してディレクト
リ サーバで認証できない展開でのみ使用する必
要があります。
このパラメータを使用する必要がある場合は、
有名なクレデンシャルやパブリック セットのク
レデンシャルのみを使用する必要があります。
また、クレデンシャルは読み取り専用権限を持
つアカウントにリンクする必要があります。
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ディレクトリ サービスの設定

説明

検索ベース 1（Search Base 1）

検索が開始されるディレクトリ サーバの場所を
指定します。つまり、検索ベースはクライアン
トが検索を実行するルートです。
デフォルトの場合、クライアントはディレクト
リ ツリーのルートから検索を行います。デフォ
ルトの動作を上書きする場合は、最大 3 つの検
索ベースの値を OU に指定することができま
す。
Active Directory は通常、検索ベースを必要とし
ません。特定のパフォーマンス要件がある場合
にのみ、Active Directory の検索ベースを指定し
ます。
ディレクトリ内の特定の場所へのバインディン
グを作成するには、Active Directory 以外のディ
レクトリ サーバに関しては検索ベースを指定す
る必要があります。
ヒント

OU を指定すると、検索対象を特定の
ユーザ グループに制限することがで
きます。
たとえば、ユーザのサブセットがイン
スタントメッセージの機能だけを持っ
ているとします。これらのユーザを
OU に含め、この OU を検索ベースと
して指定します。

属性のマッピング
サービス プロファイルでデフォルトの属性マッピングを変更することはできません。デフォルト
の属性マッピングを変更するには、クライアントの設定ファイルで必要なマッピングを定義しな
ければなりません。

ディレクトリ統合設定パラメータの概要
次の表は、すべてのディレクトリ統合パラメータの概要を示しています。
属性のマッピング
次のパラメータは、LDAP ディレクトリ サーバでの属性のマッピングに使用されます。
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BDI パラメータ

EDI パラメータ

• BDICommonName

• CommonName

• BDIDisplayName

• DisplayName

• BDIFirstname

• Firstname

• BDILastname

• Lastname

• BDIEmailAddress

• EmailAddress

• BDISipUri

• SipUri

• BDIPhotoSource

• PhotoSource

• BDIBusinessPhone

• BusinessPhone

• BDIMobilePhone

• MobilePhone

• BDIHomePhone

• HomePhone

• BDIOtherPhone

• OtherPhone

• BDIDirectoryUri

• DirectoryUri

• BDITitle

• Title

• BDICompanyName

• CompanyName

• BDIUserAccountName

• UserAccountName

• BDIDomainName

• DomainName

• BDICountry

• Location

• BDILocation

• Nickname

• BDINickname

• PostalCode

• BDIPostalCode

• City

• BDICity

• State

• BDIState

• StreetAddress

• BDIStreetAddress

ディレクトリ サーバの接続
これらのパラメータは、LDAP ディレクトリ サーバへの接続に使用されます。
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BDI パラメータ

EDI パラメータ

• BDILDAPServerType

• DirectoryServerType

• BDIPresenceDomain

• ConnectionType

• BDIPrimaryServerName

• PrimaryServerName

• BDIServerPort1

• SecondaryServerName

• BDIUseJabberCredentials

• ServerPort1

• BDIConnectionUsername

• ServerPort2

• BDIConnectionPassword

• UseWindowsCredentials

• BDIEnableTLS

• ConnectionUsername
• ConnectionPassword
• UseSSL
• UseSecureConnection

連絡先の解決とディレクトリ クエリー
これらのパラメータは、LDAP ディレクトリ サーバでの連絡先の解決とディレクトリ クエリーに
使用されます。
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BDI パラメータ

EDI パラメータ

• BDIBaseFilter

• BaseFilter

• BDIGroupBaseFilter

• GroupBaseFilter

• BDIUseANR

• PredictiveSearchFilter

• BDIPredictiveSearchFilter

• DisableSecondaryNumberLookups

• BDISearchBase1

• PhoneNumberMasks

• BDIPhotoUriSubstitutionEnabled

• SearchTimeout

• BDIPhotoUriSubstitutionToken

• UseWildcards

• BDIPhotoUriWithToken

• MinimumCharacterQuery

• BDIUseSIPURIToResolveContacts

• SearchBase1、SearchBase2、SearchBase3、

• BDIUriPrefix

SearchBase4、SearchBase5

• BDIDirectoryUri

• PhotoUriSubstitutionEnabled

• BDIDirectoryUriPrefix

• PhotoUriSubstitutionToken
• PhotoUriWithToken
• UseSIPURIToResolveContacts
• UriPrefix
• DirectoryUri
• DirectoryUriPrefix

UDS
これらのパラメータは、連絡先ソースとして UDS とやり取りするために使用されます。
• DirectoryServerType
• PresenceDomain
• UdsServer
• UdsPhotoUriWithToken

ディレクトリ サーバ タイプ パラメータ
jabber-config.xml ファイルで、次のパラメータを使用してディレクトリ サーバ タイプを指
定します。
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パラメータ

値

説明

DirectoryServerType

BDI

使用するディレクトリ サーバの種類を指定しま
す。

EDI
UDS

• BDI：LDAP サーバに接続します。
• EDI：LDAP サーバに接続します。
• UDS：UDS に接続します。

ディレクトリ統合パラメータ
ここでは、LDAP ベースのディレクトリ統合に設定できるパラメータの詳細を示します。

属性マッピングのパラメータ
次の表に、LDAP ディレクトリ属性をマッピングするためのパラメータを示します。
BDI パラメータ

EDI パラメータ

ディレクトリ属性

デフォ
ルトで
グロー
バル カ
タログ
内に存
在する

デフォ
ルトで
イン
デック
ス化さ
れてい
る

デフォル
トで
Ambiguous
Name
Resolution
（ANR）
に設定さ
れている

BDICommonName

CommonName

cn

○

○

×

BDIDisplayName

DisplayName

displayName

○

○

○

BDIFirstname

Firstname

givenName

○

○

○

BDILastname

Lastname

sn

○

○

○

BDIEmailAddress

EmailAddress

mail

○

○

○
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BDI パラメータ

EDI パラメータ

BDISipUri
SipUri
（注）
クライア （注）
ントは、
URI ダイ
ヤルでは
なく、ド
メイン内
フェデ
レーショ
ンにこの
パラメー
タを使用
します。

デフォ
ルトで
グロー
バル カ
タログ
内に存
在する

デフォ
ルトで
イン
デック
ス化さ
れてい
る

デフォル
トで
Ambiguous
Name
Resolution
（ANR）
に設定さ
れている

msRTCSIP-PrimaryUserAddress ○

○

○

クライア
ントは、
URI ダイ
ヤルでは
なく、ド
メイン内
フェデ
レーショ
ンにこの
パラメー
タを使用
します。

BDIPhotoSource

PhotoSource

thumbnailPhoto

×

×

×

BDIBusinessPhone

BusinessPhone

telephoneNumber

○

×

×

BDIMobilePhone

MobilePhone

mobile

○

×

×

BDIHomePhone

HomePhone

homePhone

○

×

×

BDIOtherPhone

OtherPhone

otherTelephone

○

×

×

BDIDirectoryUri
DirectoryURI
mail
（注）
クライア （注）
クライア
ントは、
ントは、
URI ダイ
URI ダイ
ヤルにこ
ヤルにこ
のパラ
のパラ
メータを
メータを
使用しま
使用しま
す。
す。

○

×

×

BDITitle

Title

title

○

×

×

BDICompanyName

CompanyName

company

○

○

×

sAMAccountName

○

○

○

BDIUserAccountName UserAccountName
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BDI パラメータ

EDI パラメータ

ディレクトリ属性

デフォ
ルトで
グロー
バル カ
タログ
内に存
在する

デフォ
ルトで
イン
デック
ス化さ
れてい
る

デフォル
トで
Ambiguous
Name
Resolution
（ANR）
に設定さ
れている

BDIDomainName

DomainName

EDI - userPrincipalName

○

○

×

co

○

×

×

EDI - co

○

×

×

BDI - dn
BDICountry
BDILocation

Location

BDI - location
BDINickname

Nickname

displayName

○

○

○

BDIPostalCode

PostalCode

postalCode

○

×

×

BDICity

City

l

○

○

×

BDIState

State

st

○

○

×

BDIStreetAddress

StreetAddress

StreetAddress

○

×

×

ディレクトリ サーバの属性
クライアントの LDAP ディレクトリ サーバの属性をインデックスする必要があります。これによ
りクライアントは連絡先を解決します。
デフォルトの属性マッピングを使用するには、次の属性をインデックスする必要があります。
• sAMAccountName
• displayName
• sn
• name
• proxyAddresses
• mail
• department
• givenName
• telephoneNumber
さらに、セカンダリ番号クエリーについては、次の属性もインデックスする必要がありま
す。
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• otherTelephone
• mobile
• homePhone

（注）

Cisco Jabber for Windows では、デフォルトで、セカンダリ番号クエリーが有効
になっています。セカンダリ番号クエリーは、DisableSecondaryNumberLookups
パラメータを使用して無効にすることができます。

• msRTCSIP-PrimaryUserAddress
イントラドメイン フェデレーション専用のインデックス msRTCSIP-PrimaryUserAddress。
Cisco Jabber for Windows はデフォルトでグローバル カタログ サーバに接続するため、すべての属
性がグローバル カタログ サーバ上に存在することを確認する必要があります。Microsoft Active
Directory スキーマ スナップインなどの適切なツールを使用すると、グローバル カタログ サーバ
に属性を複製できます。グローバルカタログサーバへ属性を複製するかどうかを選択することが
できます。
• グローバル カタログ サーバに属性を複製すると、ドメイン内の Active Directory サーバ間で
トラフィックが生成されます。このため、グローバル カタログ サーバへの属性の複製は、
ネットワーク トラフィックが余分な負荷を処理できる時間帯のみにしてください。
• グローバル カタログ サーバに属性を複製しない場合は、ドメイン コントローラに接続する
ように Cisco Jabber を設定します。このケースでは、クライアントはドメイン コントローラ
に接続している場合にのみシングル ドメインを問い合わせします。

ディレクトリ接続パラメータ
次の表に、LDAP ディレクトリ接続を設定するためのパラメータを示します。

Cisco Jabber, Release 10.5 展開およびインストール ガイド
328

ディレクトリ統合のためのクライアント設定

BDI パラメータ

EDI パラメータ

値

説明

ConnectionType

0

クライアントがグローバル
カタログに接続するのか、
ドメイン コントローラに接
続するのかを指定します。

1

• 0（デフォルト）：グ
ローバル カタログに
接続します。
• 1：ドメイン コント
ローラに接続します。
（注）

デフォルト ポー
トは次のとおりで
す。
• グローバル
カタログ：
3268
• ドメイン コ
ントロー
ラ：389

BDILDAPServerType

クライアントが接続する
OpenLDAP LDAP ディレクトリ サーバ
のタイプを指定します。
AD

• AD（デフォルト）：
Active Directory に接続
します。
• OpenLDAP：
OpenLDAP に接続しま
す。
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BDI パラメータ

EDI パラメータ

BDIPresenceDomain

値

説明

プレゼン
ス ノード
のドメイ
ン。

必須パラメータです。プレ
ゼンス ノードのドメインを
指定します。
クライアントは、IM アド
レスを作成するために、こ
のドメインをユーザ ID に
付加します。たとえば、
Adam McKenzie という名前
のユーザのユーザ ID が
amckenzie であるとします。
プレゼンス ノード ドメイ
ンとして example.com を指
定します。
ユーザがログインすると、
クライアントは Adam
McKenzie 用に
amckenzie@example.com と
いう IM アドレス を作成し
ます。
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BDI パラメータ

EDI パラメータ

値

BDIPrimaryServerName

PrimaryServerName

IP アドレ
ス

説明

FQDN

Cisco Jabber, Release 10.5 展開およびインストール ガイド
331

ディレクトリ統合のためのクライアント設定

BDI パラメータ

EDI パラメータ

値

説明
必須パラメータです。プラ
イマリ ディレクトリ サー
バのアドレスを指定しま
す。
このパラメータは、クライ
アントが自動的にディレク
トリ サーバを検出できない
手動接続に必要です。
（注）

クライアントは、
起動するたびにプ
ライマリ サーバ
に接続しようと試
行します。クライ
アントは次の場合
に、セカンダリ
サーバに接続しよ
うと試行します。
• プライマリ
サーバが使
用できな
い。
• クライアン
トが接続す
ると、プラ
イマリ サー
バに障害が
発生する。
セカンダリ サー
バに正常に接続で
きれば、クライア
ントは次回再起動
されるまでセカン
ダリ サーバへの
接続を保持しま
す。
クライアントが接
続されているとき
に、セカンダリ
サーバに障害が発
生すると、クライ
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BDI パラメータ

EDI パラメータ

値

説明
アントはプライマ
リ サーバに接続
しようと試行しま
す。

SecondaryServerName

IP アドレ バックアップ ディレクトリ
ス
サーバのアドレスを指定し
ます。
FQDN
このパラメータは、クライ
アントが自動的にディレク
トリ サーバを検出できない
手動接続に必要です。

BDIServerPort1

ServerPort1

ポート番
号

プライマリ ディレクトリ
サーバのポートを指定しま
す。

ServerPort2

ポート番
号

バックアップ ディレクトリ
サーバのポートを指定しま
す。

UseWindowsCredentials 0
1

クライアントが Microsoft
Windows のユーザ名とパス
ワードを使用するかどうか
を指定します。
• 0：Windows クレデン
シャルを使用しませ
ん。
ConnectionUsername パ
ラメータと
ConnectionPassword パ
ラメータを使用してク
レデンシャルを指定し
ます。
• 1（デフォルト）：
Windows クレデンシャ
ルを使用します。
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BDI パラメータ

EDI パラメータ

BDIUseJabberCredentials

値

説明

true

クライアントがプレゼンス
サーバを使用してディレク
トリ サーバにサイン イン
できるかどうかを指定しま
す。

false

• true：クライアントは
次の順序でユーザ名と
パスワードを検索しま
す。
1 クライアント コン
フィギュレーショ
ン ファイル
（BDIConnectionUsername
と
BDIConnectionPassword）
2 プレゼンス サーバ
クレデンシャルが存在
しない場合、クライア
ントは匿名サインイン
を試みます。
• false（デフォルト）：
クライアントはコン
フィギュレーション
ファイル内の
BDIConnectionUsername
と
BDIConnectionPassword
の値を使用してサイン
インを試みます。
パラメータが存在しな
い場合は、クライアン
トが匿名でサインイン
を試みます。
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BDI パラメータ

EDI パラメータ

値

説明

BDIConnectionUsername

ConnectionUsername

ユーザ名 ディレクトリ サーバでの認
（Username） 証にクライアントが使用で
きる共有ユーザ名を手動で
指定できるようにします。
クライアントは、
このユーザ名をプ
レーン テキストと
して転送して保存
します。
デフォルトで、Cisco Jabber
for Windows は、ディレク
トリ サーバに接続するとき
に統合 Windows 認証を使用
します。このパラメータ
は、ユーザの Microsoft
Windows クレデンシャルを
使用してディレクトリ サー
バで認証できないシナリオ
で、ユーザ名を手動で指定
できるようにします。
重要

ディレクトリに対する読み
取り専用権限を持っている
アカウントの既知のまたは
公開されているクレデン
シャルのセットのみを使用
します。
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BDI パラメータ

EDI パラメータ

値

説明

BDIConnectionPassword

ConnectionPassword

パスワー ディレクトリ サーバでの認
ド
証にクライアントが使用で
（Password） きる共有パスワードを手動
で指定できるようにしま
す。
クライアントは、
このパスワードを
プレーン テキスト
として転送して保
存します。
デフォルトで、Cisco Jabber
for Windows は、ディレク
トリ サーバに接続するとき
に統合 Windows 認証を使用
します。このパラメータ
は、ユーザの Microsoft
Windows クレデンシャルを
使用してディレクトリ サー
バで認証できないシナリオ
で、パスワードを手動で指
定できるようにします。
重要

ディレクトリに対する読み
取り専用権限を持っている
アカウントの既知のまたは
公開されているクレデン
シャルのセットを使用しま
す。
BDIEnableTLS

true
false

ディレクトリの接続を保護
するために TLS を使用しま
す。
• true：TLS を使用しま
す。
• false（デフォルト）：
TLS を使用しません。
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BDI パラメータ

EDI パラメータ

値

説明

UseSSL

0

ディレクトリへのセキュア
接続に SSL を使用します。

1

• 0（デフォルト）：
SSL を使用しません。
• 1：SSL を使用しま
す。
SSL 接続の証明書が次の場
所に存在する必要がありま
す。
• Microsoft Windows 証
明書ストア。
• クライアントが接続す
るディレクトリ サー
バ。
SSL 接続を確立するため
に、サーバはクライアント
に証明書を提示します。そ
の後、クライアントはサー
バの証明書をクライアント
コンピュータのストアにあ
る証明書に対して検証しま
す。
SSL 接続のデフォルト プロ
トコルおよびポートは、次
のとおりです。
• グローバル カタログ
• プロトコル：TCP
• ポート番号：
3269
• ドメイン コントロー
ラ
• プロトコル：TCP
• ポート番号：636
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BDI パラメータ

EDI パラメータ

値

説明

UseSecureConnection

0

ディレクトリ サーバとの認
証のメカニズムを指定しま
す。

1

• 0：単純な認証を使用
します。
簡易バインドを使用し
てディレクトリ サー
バに接続するには、こ
の値を設定します。
Simple Authentication
では、クライアントは
クレデンシャルをプ
レーン テキストとし
て転送します。
UseSSL パラメータを
使用して SSL を有効
にし、クレデンシャル
を暗号化できます。
• 1（デフォルト）：
Generic Security Service
API（GSS-API）を使
用します。GSS-API は
システムの認証メカニ
ズムを利用します。
Microsoft Windows 環
境で GSS-API を使用
すれば、Kerberos ベー
スの Windows 認証を
使用してディレクトリ
サーバに接続できま
す。

ディレクトリ クエリー パラメータ
次の表に、クライアントによる LDAP ディレクトリへのクエリー方法を設定するためのパラメー
タを示します。
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BDI パラメータ

EDI パラメータ

値

説明

BDIBaseFilter

BaseFilter

基本フィル
タ

Active Directory クエリーの基本フィ
ルタを指定します。
ディレクトリのサブキー名のみを
指定し、ディレクトリへのクエリー
の実行時にユーザ オブジェクト以
外のオブジェクトを取得します。
すべてのクライアントのデフォル
ト値は
(&(objectCategory=person)(
objectClass=user) です。
設定ファイルには、有効な XML 文
字実体参照のみを含めることがで
きます。カスタム基本フィルタを
指定する場合には、& の代わりに
&amp; を使用します。

BDIUseANR

true
false

予測検索の実行時に、Cisco Jabber
が Ambiguous Name Resolution
（ANR）を使用してクエリーを発
行するかどうかを指定します。
• true（デフォルト）：予測検索
に ANR を使用します。
OpenLDAP を使用する場合
は、デフォルト値が false にな
ります。
• false：予測検索に ANR を使用
しません。
Active Directory 以外のディレ
クトリ ソースと統合する場合
は、この値を false に設定しま
す。
重要

クライアントに ANR の属
性を検索させる場合は、そ
の属性を設定するように
ディレクトリサーバを設定
します。
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BDI パラメータ

EDI パラメータ

BDIPredictiveSearchFilter PredictiveSearchFilter

値

説明

サーチ フィ 予測検索クエリーに適用するフィ
ルタ
ルタを定義します。
検索クエリーをフィルタするため
に、複数のカンマ区切り値を定義
できます。
このキーは、BDIUseANR
が false に設定されている
場合に、Cisco Jabber for
iPhone and iPad でのみ使
用されます。また、BDI
PredictiveSearchFilter が設
定されていない場合は、
デフォルトの検索フィル
タが使用されます。
デフォルトの EDI 値は anr です。
（注）

Cisco Jabber for Windows が予測検索
を実行するときに、ANR を使用し
てクエリーを発行します。このク
エリーにより、検索文字列が明確
化され、ディレクトリ サーバ上で
ANR に対して設定された属性に合
致する結果が返されます。
重要
クライアントに ANR の属
性を検索させる場合は、そ
の属性を設定するように
ディレクトリサーバを設定
します。
DisableSecondaryNumberLookups 0
1

携帯電話番号、自宅の電話番号、
他の電話番号などの仕事用の番号
を使用できない場合に、ユーザが
代替連絡先番号を検索できるかど
うかを指定します。
• 0（デフォルト）：ユーザは代
替連絡先番号を検索できま
す。
• 1：ユーザは代替連絡先番号を
検索できません。
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BDI パラメータ

EDI パラメータ

値

説明

SearchTimeout

秒数

クエリのタイムアウト時間を秒数
で指定します。
デフォルト値は 5 です。

UseWildcards

0
1

ワイルドカード検索を有効にしま
す。
• 0（デフォルト）：ワイルド
カードを使用しません。
• 1：ワイルドカードを使用しま
す。
ワイルドカードを使用する
と、ディレクトリの検索に時
間がかかる場合があります。

MinimumCharacterQuery Numerical
value

ディレクトリのクエリーを行うた
めに連絡先名の最小文字数を指定
します。
たとえば、このパラメータの値と
して 2 を設定した場合、ユーザが
検索フィールドに少なくとも 2 文
字を入力するとクライアントはディ
レクトリを検索します。
デフォルト値は 3 です。
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BDI パラメータ

EDI パラメータ

値

説明

BDISearchBase1

SearchBase1

ディレクト
リ ツリーで
検索可能な
組織単位
（OU）

検索が開始されるディレクトリ
サーバの場所を指定します。つま
り、検索ベースはクライアントが
検索を実行するルートです。

SearchBase2
SearchBase3
SearchBase4
SearchBase5

デフォルトの場合、クライアント
はディレクトリ ツリーのルートか
ら検索を行います。デフォルトの
動作を上書きする場合は、最大 5
つの検索ベースの値を OU に指定
することができます。
Active Directory は、通常、検索ベー
スを必要としません。特定のパ
フォーマンス要件がある場合にの
み、Active Directory の検索ベース
を指定します。
ディレクトリ内の特定の場所への
バインディングを作成するには、
Active Directory 以外のディレクト
リ サーバの検索ベースを指定しま
す。
ヒン
ト

OU を指定すると、検索対
象を特定のユーザグループ
に制限することができま
す。
たとえば、ユーザのサブ
セットが IM 機能だけを使
用しているとします。これ
らのユーザを OU に含め、
この OU を検索ベースとし
て指定します。

基本フィルタの例
次は、特定のロケーションやオブジェクトを検索する場合に使用できる基本フィルタの例です。
特定のグループのみを検索する場合：
(&amp;(objectClass=user)(memberOf=cn=group-name,ou=Groups,dc=example,dc=com))

グループ内のネストされたグループを検索する場合：
(&amp;(objectClass=user)(memberOf:search-oid:=cn=group-name,ou=Groups,dc=example,dc=com))
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有効なアカウントと管理者以外のアカウントのみを検索する場合：
(&amp;(objectCategory=person)(objectClass=user)(!(userAccountControl:search-oid:=2))
(!(sAMAccountName=*_dbo))(!(sAMAccountName=*-admin)))

電話番号マスク パラメータ
電話番号マスク パラメータは EDI にのみ適用されます。次の表に、電話番号の解決のためのマス
クを設定するパラメータについて説明します。
パラメータ

値

説明

PhoneNumberMasks

マスク文字列

ユーザが電話番号を検索するときに使用す
るマスクを指定します。
たとえば、ユーザが +14085550100 からの
コールを受信するとします。ディレクトリ
では、この番号は +(1) 408 555 0100 です。
+1408|+(#) ### ### #### というマス
クが番号に解決されます。
マスク文字列の長さは、レジストリ サブ
キー名のサイズ制限を超えることはできま
せん。

電話マスクは、クライアントでディレクトリを検索する前に電話番号に適用されます。電話マス
クを正しく設定すると、クエリーが完全に一致するため、ディレクトリ検索が成功し、ディレク
トリ サーバのパフォーマンスへの影響が回避されます。
次の表に、電話マスクに含めることができる要素を示します。
要素

説明

電話番号パ 番号パターンを設定してディレクトリから電話番号を取得します。
ターン
電話マスクを追加するには、マスクを適用する番号パターンを指定します。
たとえば、+1408 で始まる検索に対してマスクを指定するには、+1408|+(#) ### ###
#### のマスクを使用します。
桁数が同じでもパターンが異なる電話番号をマスクで処理できるようにするには、
桁数が同じ複数のマスクを使用します。
たとえば、会社にサイト A とサイト B があるとします。各サイトは個々にディレ
クトリを管理しており、それぞれのディレクトリに含まれる電話番号は次のように
形式が異なっています。
+(1) 408 555 0100
+1-510-5550101
+1408|+(#) ### ### ####|+1510|+#-###-####### のマスクにより、両方の番号を正し
く使用できます。
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要素

説明

パイプ記号 番号パターンとマスクを区切ります。
（|）

たとえば、+1408|+(#) ### ### ####|+34|+(##) ### #### です。

ワイルド
一致すると思われる文字のサブセットの代わりに 1 つ以上の文字を使用します。
カード文字 電話マスクで任意のワイルドカード文字を使用できます。
たとえば、アスタリスク（*）は、1 つ以上の文字を表し、+3498|+##*##*###*####
のようにマスクに適用できます。ワイルドカードとともにこのマスクを使用する
と、電話番号検索で次のいずれかの形式と一致します。
+34(98)555 0199
+34 98 555-0199
+34-(98)-555.0199
逆マスク

番号パターンを右から左に適用します。
たとえば、+34985590199 に +3498|R+34 (98) 559 #### のマスクを適用すると、+34
(98) 559 0199 が取得されます。
順マスクと逆マスクの両方を使用できます。

連絡先の写真のパラメータ
次の表に、クライアントが LDAP ディレクトリから連絡先の写真を取得する方法を設定するパラ
メータを示します。
BDI パラメータ

EDI パラメータ

値

BDIPhotoUriSubstitutionEnabled PhotoUriSubstitutionEnabled true
false

説明
写真 URI の代替が有効であるか
どうかを指定します。
• true：写真 URI の代替が有
効にされます。
• false（デフォルト）：写真
URIの代替が無効かどうか
を指定します。
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BDI パラメータ

EDI パラメータ

BDIPhotoUriSubstitutionToken PhotoUriSubstitutionToken

値

説明

ディレク 写真 URI に挿入するディレクト
トリ属性 リ属性を指定します
（sAMAccountName など）。
PhotoURISubstitutionToken パラ
メータと組み合わせて使用でき
るのは次の属性だけです。
• 共通名（Common Name）
• 表示名（Display Name）
• 名（First Name）
• 姓（Last Name）
• ニックネーム（Nickname）
• 電子メール アドレス
（Email Address）
• フォト ソース（Photo
Source）
• 会社電話（Business
Phone）
• 携帯電話（Mobile Phone）
• 自宅電話（Home Phone）
• 連絡先電話（Preferred
Phone）
• 他の電話（Other Phone）
• 役職（Title）
• 会社名（Company Name）
• ユーザ アカウント名
（User Account Name）
• ドメイン名（Domain
Name）
• 参照先
• 郵便番号（Post Code）
• 都道府県（State）
• 市区町村郡（City）
• 番地（Location）
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BDI パラメータ

EDI パラメータ

値

説明

BDIPhotoUriWithToken

PhotoUriWithToken

URI

変数値として、ディレクトリ属
性が付いた写真 URI を指定しま
す。次に例を示します。
http://staffphoto.example.com/sAMAccountName.jpg
パラメータは LDAP ディレクト
リ統合に適用されます。
写真 URI の代替を設定するに
は、
BDIPhotoUriSubstitutionToken の
値としてディレクトリ属性を設
定します。
制約事
項

BDIPhotoSource

PhotoSource

クライアントはクレ
デンシャルなしで、
Web サーバから画像
を取得できる必要が
あります。

ディレク 連絡先の写真をバイナリ オブ
トリ属性 ジェクトとしてまたは写真の
URI の形で格納するディレクト
リ属性の名前。

連絡先の写真の取得
Cisco Jabber は、次のように連絡先写真を取得して表示します。

（注）

Active Directory で写真を変更してから Cisco Jabber で写真が更新されるまで最大 24 時間かかり
ます。

URI 置換
Cisco Jabber は、ディレクトリ属性と URL テンプレートを使用して連絡先写真への URL を動的に
作成します。
この方法を使用するには、設定ファイルで次の値を設定します。
1 BDIPhotoUriSubstitutionEnabled または PhotoUriSubstitutionEnabled パラメータの値として true
を指定します。
2 動的トークンとして使用するディレクトリ属性を BDIPhotoUriSubstitutionToken または
PhotoUriSubstitutionToken パラメータの値として指定します。次の例を参考にしてください。
<BDIPhotoUriSubstitutionToken>sAMAccountName</BDIPhotoUriSubstitutionToken>
<PhotoUriSubstitutionToken>sAMAccountName</PhotoUriSubstitutionToken>
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3 BDIPhotoUriWithToken または PhotoUriWithToken パラメータの値として URL と動的トークン
を指定します。写真の取得にはダイレクト URL を使用します。リダイレクト URL を使用しな
いでください。次の例を参考にしてください。
<BDIPhotoUriWithToken>http://staffphoto.example.com/sAMAccountName.jpg</BDIPhotoUriWithToken>
<PhotoUriWithToken>http://staffphoto.example.com/sAMAccountName.jpg</PhotoUriWithToken>

上記の手順で例として示した値の場合、sAMAccountName 属性はディレクトリの msmith に解決
されます。 その後で、Cisco Jabber がこの値を取得してトークンを置換し、
http://staffphoto.example.com/msmith.jpg という URL を作成します。
バイナリ オブジェクト
Cisco Jabber は、データベースから写真のバイナリ データを取得します。
Active Directory からのバイナリ オブジェクトを使用している場合は、BDIPhotoUriWithToken また
は PhotoUriWithToken を設定しないでください。
この方法を使用して連絡先写真を取得するには、設定で BDIPhotoSource または PhotoSource パラ
メータの値としてバイナリ データを含む属性を指定します。次の例を参考にしてください。
<BDIPhotoSource>jpegPhoto</BDIPhotoSource>
<PhotoSource>thumbnailPhoto</PhotoSource>

PhotoURL 属性
Cisco Jabber は、ディレクトリ属性から URL を取得します。
この方法を使用して連絡先写真を取得するには、設定で BDIPhotoSource または PhotoSource パラ
メータの値として写真の URL を含む属性を指定します。次の例を参考にしてください。
<BDIPhotoSource>photoUri</BDIPhotoSource>
<PhotoSource>photoUri</PhotoSource>

UDS パラメータ
次の表に、UDSに接続して、連絡先解決とディレクトリクエリーを実行するためにコンフィギュ
レーション ファイル内で使用可能なパラメータの詳細を示します。
パラメータ

値

説明

PresenceDomain

プレゼンス ノードのド 必須パラメータです。プレゼンス サーバのドメ
メイン。
インを指定します。
クライアントは、IM アドレスを作成するため
に、このドメインをユーザ ID に付加します。
たとえば、Adam McKenzie という名前のユーザ
のユーザ ID が amckenzie であるとします。プ
レゼンス サーバ ドメインとして example.com を
指定します。
ユーザがログインすると、クライアントはAdam
McKenzie に amckenzie@example.com という IM
アドレスを構築します。
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パラメータ

値

説明

UdsServer

IP アドレス

Cisco Unified Communications Manager User Data
Service（UDS）サーバのアドレスを指定しま
す。

FQDN

このパラメータは、クライアントが自動的に
UDS サーバを検出できない手動接続の場合に必
要です。
UdsPhotoUriWithToken

URI

変数値としてディレクトリ属性を使用する、写
真 URI を指定します
（http://www.photo/url/path/%%uid%%.jpg な
ど）。
このパラメータは UDS ディレクトリ統合に適
用されます。次のいずれかのケースで連絡先の
写真をダウンロードするには、このパラメータ
を指定する必要があります。
• UDS を使用するように DirectoryServerType
パラメータを設定した場合。この設定で
は、企業のファイアウォールの内側または
外側のクライアントが連絡先解決に UDS
を使用します。
• Expressway for Mobile and Remote Access を
展開した場合。この設定では、企業のファ
イアウォールの外側のクライアントが自動
的に連絡先解決に UDS を使用します。
制約事項

クライアントはクレデンシャルなし
で、Web サーバから画像を取得で
きる必要があります。

UDS を使用した連絡先写真の取得
Cisco Unified Communications Manager User Data Service（UDS）は、連絡先写真の URL をディレク
トリ属性と URL テンプレートを使用して動的に構築します。
UDS を使用して連絡先写真を解決するには、UdsPhotoUriWithToken パラメータの値として連絡先
写真の URL の形式を指定します。また、%%uid%% トークンを挿入して URL の連絡先のユーザ
名を置換します。例：
<UdsPhotoUriWithToken>http://server_name/%%uid%%.jpg</UdsPhotoUriWithToken>

UDS が %%uid%% トークンを UDS 内の userName 属性の値に置き換えます。たとえば、Mary Smith
という名前のユーザがディレクトリに存在するとします。Mary Smith の userName 属性は msmith
です。Mary Smith の連絡先写真を解決するために、Cisco Jabber は userName 属性の値を取得し
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て、%%uid%% トークンを置き換えることによって、http://staffphoto.example.com/msmith.jpg
という URL を構築します。

（注）

重要

Active Directory で写真を変更してから Cisco Jabber で写真が更新されるまで最大 24 時間かかり
ます。

• Expressway for Mobile and Remote Access が展開されている場合は、ユーザが社内ネット
ワークの外部からサービスに接続すると、クライアントが自動的に接続先解決に UDS を
使用します。Expressway for Mobile and Remote Access 用の UDS 連絡先解決をセットアッ
プするときに、連絡先写真をホストする Web サーバを Cisco Expressway-C サーバ設定の
HTTP サーバ許可リストに追加する必要があります。HTTP サーバの許可リストは、クラ
イアントが社内ネットワーク内の Web サービスにアクセスできるようにします。
• すべての連絡先写真は、UdsPhotoUriWithToken の値として指定された URL の形式に従う
必要があります。

連絡先の写真の形式と寸法
Cisco Jabber で最適な結果を得るには、連絡先写真を特定の形式と寸法にする必要があります。サ
ポートされる形式と最適な寸法を確認してください。クライアントが連絡先の写真に対して行う
調整について説明します。

連絡先の写真の形式
Cisco Jabber は、ディレクトリ内の連絡先写真に関する次の形式をサポートしています。
• JPG
• PNG
• BMP

重要

Cisco Jabber では、GIF 形式の連絡先写真のレンダリングを向上させるための変更は適用され
ません。その結果、GIF 形式の連絡先写真が不正にレンダリングされたり最適な品質にならな
い場合があります。最適な品質を得るには、連絡先写真として PNG 形式を使用します。
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連絡先の写真の寸法

ヒント

連絡先写真の最適な寸法は、アスペクト比 1:1 の 128 x 128 ピクセルです。
Microsoft Outlook でのローカル連絡先写真の最大寸法は 128 X 128 ピクセルです。
次の表に、Cisco Jabber での連絡先写真のさまざまな寸法を示します。
参照先

寸法

音声コール ウィンドウ

128 x 128 ピクセル

次のような招待やリマインダ

64 x 64 ピクセル

• 着信コール ウィンドウ
• 会議リマインダ ウィンドウ
次のような連絡先のリスト

32 x 32 ピクセル

• 連絡先リスト
• 参加者リスト
• コール履歴
• ボイスメール メッセージ

連絡先の写真の調整
Cisco Jabber は次のように連絡先写真を調整します。
• サイズ変更：ディレクトリ内の連絡先写真が 128 X 128 ピクセル以外のサイズである場合、
クライアントによって写真のサイズが自動的に変更されます。たとえば、ディレクトリ内の
連絡先写真が 64 x 64 ピクセルであるとします。Cisco Jabber でディレクトリから連絡先写真
を取得すると、その写真のサイズが 128 X 128 ピクセルに変更されます。
ヒント

連絡先写真のサイズ変更により、最適な解像度が得られない場合があります。
このため、クライアントによって連絡先写真のサイズが自動的に変更されな
いように、128 X 128 ピクセルの連絡先写真を使用してください。

• トリミング：Cisco Jabber では、正方形以外の連絡先写真を正方形のアスペクト比（つまり、
幅と高さが同じであるアスペクト比 1:1）に自動的にトリミングします。
• ディレクトリ内の連絡先写真が縦方向である場合、クライアントは上端から 30 %、下端から
70 % をトリミングします。
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たとえば、ディレクトリ内の連絡先写真が幅 100 ピクセル、高さ 200 ピクセルである場合、
アスペクト比が 1:1 となるように Cisco Jabber では高さから 100 ピクセルをトリミングする必
要があります。この場合、クライアントは写真の上端から 30 ピクセルを、写真の下端から
70 ピクセルをトリミングします。
• ディレクトリ内の連絡先写真が横方向である場合、クライアントで両方の側から 50 % をト
リミングします。
たとえば、ディレクトリ内の連絡先写真が幅 200 ピクセル、高さ 100 ピクセルである場合、
アスペクト比が 1:1 となるように Cisco Jabber では幅から 100 ピクセルをトリミングする必要
があります。この場合、クライアントは写真の右側から 50 ピクセルを、写真の左側から 50
ピクセルをトリミングします。

ディレクトリ サーバの設定例
ここでは、サポートされている統合シナリオについて説明し、設定の例を示します。

ドメイン コントローラの接続
ドメイン コントローラに接続するには、次のパラメータを設定します。
パラメータ

値

DirectoryServerType

EDI

ConnectionType

1

設定例を次に示します。
<Directory><DirectoryServerType>EDI</DirectoryServerType>
<ConnectionType>1</ConnectionType></Directory>

Cisco Jabber for Windows の手動サーバ接続
手動でディレクトリ サーバに接続するには、次のパラメータを設定します。
パラメータ

値

DirectoryServerType

EDI

PrimaryServerName

FQDN
IP アドレス

ServerPort1

ポート番号

SecondaryServerName

FQDN
IP アドレス
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パラメータ

値

ServerPort2

ポート番号

設定例を次に示します。
<Directory>
<DirectoryServerType>EDI</DirectoryServerType>
<PrimaryServerName>primary-server-name.domain.com</PrimaryServerName>
<ServerPort1>1234</ServerPort1>
<SecondaryServerName>secondary-server-name.domain.com</SecondaryServerName>
<ServerPort2>5678</ServerPort2>
</Directory>

UDS の統合
UDS と統合するには、次のパラメータを設定します。
パラメータ

値

DirectoryServerType

UDS

UdsServer

UDS サーバの IP アドレス

UdsPhotoUriWithToken

連絡先写真の URL

PresenceDomain

既存ドメインのサーバ アドレス

（注）

（注）

このパラメータを使用するのは、
電話機モードだけです。

すべての連絡先解決（つまり、企業ファイアウォールの内側と外側）に UDS を使用する場合
にのみ、DirectoryServerType パラメータを UDS に設定します。
設定例を次に示します。
<Directory>
<DirectoryServerType>UDS</DirectoryServerType>
<UdsServer>11.22.33.444</UdsServer>
<UdsPhotoUriWithToken>http://server-name/%%uid%%.jpg</UdsPhotoUriWithToken>
</Directory>

Expressway for Mobile and Remote Access の LDAP 統合
LDAP ディレクトリ統合と Expressway for Mobile and Remote Access が展開されている場合、クラ
イアントは以下を使用します。
• 企業ファイアウォール内では LDAP
• 企業ファイアウォール外では UDS
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（注）

LDAP がデフォルト設定のため、クライアント コンフィギュレーション ファイルに
DirectoryServerType パラメータを含める必要はありません。
クライアントが企業ファイアウォールの内側でも外側でも連絡先写真を解決できるよう、次のパ
ラメータを設定します。
パラメータ

値

BDIPhotoUriWithToken

企業ファイアウォール内での連絡先写真 URL

UdsPhotoUriWithToken

企業ファイアウォール外での連絡先写真 URL

設定例を次に示します。
<Directory>
<BDIPhotoUriWithToken>http://photo.example.com/sAMAccountName.jpg</BDIPhotoUriWithToken>
<UdsPhotoUriWithToken>http://server-name/%%uid%%.jpg</UdsPhotoUriWithToken>
</Directory>

Cisco Jabber for Windows 用の単純な認証
単純な認証では、次の設定例のように簡易バインドを使用してディレクトリ サーバに接続するこ
とができます。
<UseWindowsCredentials>0</UseWindowsCredentials>
<UseSSL>0</UseSSL>
<UseSecureConnection>0</UseSecureConnection>
<ConnectionUsername>username</ConnectionUsername>
<ConnectionPassword>password</ConnectionPassword>

この設定は、クライアントに対して次を指定します。
• Microsoft Windows クレデンシャルを使用しない。
• SSL を使用しない。
• 単純な認証を使用する。
• カスタム クレデンシャルを使用する。
簡易バインドのため、クライアントはバインド要求のペイロード内のクレデンシャルをプレーン
テキストで送信します。

モバイル クライアントと Cisco Jabber for Mac 用の単純な認証
単純な認証では、次の設定例のように簡易バインドを使用してディレクトリ サーバに接続するこ
とができます。
<BDIEnableTLS>False</BDIEnableTLS>
<BDIConnectionUsername>username</BDIConnectionUsername>
<BDIConnectionPassword>password</BDIConnectionPassword>
<BDIServerPort1>389/3268</BDIServerPort1>

この設定は、クライアントに対して次を指定します。
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• SSL を使用しない。
• 単純な認証を使用する。
• カスタム クレデンシャルを使用する。
• TLS 以外にポート 389/3268 を使用する。
簡易バインドのため、クライアントはバインド要求のペイロード内のクレデンシャルをプレーン
テキストで送信します。

Cisco Jabber for Windows 用の SSL を使用した単純な認証
UseSSL パラメータを使用して、ディレクトリ サーバ接続で SSL を有効にします。単純な認証の
使用時には、次の設定例のようにクレデンシャルの暗号化に SSL を使用できます。
<UseWindowsCredentials>0</UseWindowsCredentials>
<UseSSL>1</UseSSL>
<UseSecureConnection>0</UseSecureConnection>
<ConnectionUsername>username</ConnectionUsername>
<ConnectionPassword>password</ConnectionPassword>

この設定は、クライアントに対して次を指定します。
• Microsoft Windows クレデンシャルを使用しない。
• SSL を使用する。
• 単純な認証を使用する。
• カスタム クレデンシャルを使用する。
このため、クライアントは、クライアントの設定でクレデンシャルの暗号化に SSL を使用しま
す。

SSL を使用した単純な認証：モバイル クライアント向け
BDIEnableTLS パラメータを使用して、ディレクトリ サーバ接続で SSL を有効にします。単純な
認証の使用時には、次の設定例のようにクレデンシャルの暗号化に SSL を使用できます。
<BDIEnableTLS>True</BDIEnableTLS>
<BDIConnectionUsername>username</BDIConnectionUsername>
<BDIConnectionPassword>password</BDIConnectionPassword>
<BDIServerPort1>636/3269</BDIServerPort1>

この設定は、クライアントに対して次を指定します。
• SSL を使用する。
• 単純な認証を使用する。
• カスタム クレデンシャルを使用する。
• TLS にポート 636/3269 を使用する。
このため、クライアントは、クライアントの設定でクレデンシャルの暗号化に SSL を使用しま
す。

Cisco Jabber, Release 10.5 展開およびインストール ガイド
354

ディレクトリ統合のためのクライアント設定

OpenLDAP の統合
匿名バインドまたは認証済みバインドを使用して、OpenLDAP と統合できます。
Cisco Jabber for Windows 用の匿名バインド
匿名バインドを使用して OpenLDAP と統合するには、次のパラメータを設定します。
パラメータ

値

DirectoryServerType

EDI

ConnectionType

1

PrimaryServerName

IP アドレス
ホストネーム

UseWindowsCredentials

0

UseSecureConnection

1

SearchBase1

ディレクトリ サービスまたは組織単位（OU）
のルート

UserAccountName

UID または CN などの固有識別子

BaseFilter

ディレクトリ サービスが使用するオブジェクト
クラス（inetOrgPerson など）。

PredictiveSearchFilter

UID または他の検索フィルタ

設定例を次に示します。
<Directory>
<DirectoryServerType>EDI</DirectoryServerType>
<ConnectionType>1</ConnectionType>
<PrimaryServerName>11.22.33.456</PrimaryServerName>
<UseWindowsCredentials>0</UseWindowsCredentials>
<UseSecureConnection>1</UseSecureConnection>
<SearchBase1>ou=people,dc=cisco,dc=com</SearchBase1>
<UserAccountName>uid</UserAccountName>
<BaseFilter>(&amp;(objectClass=inetOrgPerson)</BaseFilter>
<PredictiveSearchFilter>uid</PredictiveSearchFilter>
</Directory>

モバイル クライアントと Cisco Jabber for Mac 用の匿名バインド
匿名バインドを使用して OpenLDAP と統合するには、次のパラメータを設定します。
パラメータ

値

DirectoryServerType

BDI

BDILDAPServerType

OpenLDAP
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パラメータ

値

BDIPrimaryServerName

IP アドレス
ホストネーム

BDIEnableTLS

はい（True）

BDISearchBase1

ディレクトリ サービスまたは組織単位（OU）
のルート

BDIServerPort1

プライマリ ディレクトリ サーバのポート

BDIUserAccountName

uid または cn などの固有識別子

BDIBaseFilter

ディレクトリ サービスが使用するオブジェクト
クラス（inetOrgPerson など）。

（オプション）BDIPredictiveSearchFilter

uid または他の検索フィルタ

設定例を次に示します。
<Directory>
<DirectoryServerType>BDI</DirectoryServerType>
<BDILDAPServerType>OpenLDAP</BDILDAPServerType>
<BDIPrimaryServerName>11.22.33.456</BDIPrimaryServerName>
<BDIEnableTLS>True</BDIEnableTLS>
<BDISearchBase1>ou=people,dc=cisco,dc=com</BDISearchBase1>
<BDIServerPort1>636/3269</BDIServerPort1>
<BDIUserAccountName>uid</BDIUserAccountName>
<BDIBaseFilter>(&amp;(objectClass=inetOrgPerson)</BDIBaseFilter>
<BDIPredictiveSearchFilter>uid</BDIPredictiveSearchFilter>
</Directory>

Cisco Jabber for Windows 用の認証済みバインド
認証済みバインドを使用して、OpenLDAP と統合するには、次のパラメータを設定します。
パラメータ

値

DirectoryServerType

EDI

ConnectionType

1

PrimaryServerName

IP アドレス
ホストネーム

UserWindowsCredentials

0

UseSecureConnection

0

SearchBase1

ディレクトリ サービスまたは組織単位（OU）の
ルート
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パラメータ

値

UserAccountName

UID または CN などの固有識別子

BaseFilter

ディレクトリ サービスが使用するオブジェクト
クラス（inetOrgPerson など）。

PredictiveSearchFilter

UID または他の検索フィルタ

ConnectionUsername

ユーザ名（Username）

ConnectionPassword

パスワード（Password）

設定例を次に示します。
<Directory>
<DirectoryServerType>EDI</DirectoryServerType>
<ConnectionType>1</ConnectionType>
<PrimaryServerName>11.22.33.456</PrimaryServerName>
<UserWindowsCredentials>0</UserWindowsCredentials>
<UseSecureConnection>0</UseSecureConnection>
<SearchBase1>ou=people,dc=cisco,dc=com</SearchBase1>
<UserAccountName>uid</UserAccountName>
<BaseFilter>(&amp;(objectClass=inetOrgPerson)</BaseFilter>
<PredictiveSearchFilter>uid</PredictiveSearchFilter>
<ConnectionUsername>cn=lds-read-only-user,dc=cisco,dc=com</ConnectionUsername>
<ConnectionPassword>password</ConnectionPassword>
</Directory>

モバイル クライアントと Cisco Jabber for Mac 用の認証済みバインド
認証済みバインドを使用して、OpenLDAP と統合するには、次のパラメータを設定します。
パラメータ

値

BDILDAPServerType

OpenLDAP

BDIPrimaryServerName

IP アドレス
ホストネーム

BDIEnableTLS

いいえ（False）

BDISearchBase1

ディレクトリ サービスまたは組織単位（OU）
のルート

BDIServerPort1

プライマリ ディレクトリ サーバのポート

BDIUserAccountName

UID または CN などの固有識別子

BDIBaseFilter

ディレクトリ サービスが使用するオブジェクト
クラス（inetOrgPerson など）。
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パラメータ

値

BDIPredictiveSearchFilter

（オプション）UID またはその他の検索フィル
タ

BDIConnectionUsername

Username

BDIConnectionPassword

Password

設定例を次に示します。
<ディレクトリ>
<BDILDAPServerType>OpenLDAP</BDILDAPServerType>
<BDIPrimaryServerName>11.22.33.456</BDIPrimaryServerName>
<BDIEnableTLS>False</BDIEnableTLS>
<BDISearchBase1>ou=people,dc=cisco,dc=com</BDISearchBase1>
<BDIServerPort1>389/3268</BDIServerPort1>
<BDIUserAccountName>uid</BDIUserAccountName>
<BDIBaseFilter>(&amp;(objectClass=inetOrgPerson)</BDIBaseFilter>
<BDIPredictiveSearchFilter>uid</BDIPredictiveSearchFilter>
<BDIConnectionUsername>cn=administrator,dc=cisco,dc=com</BDIConnectionUsername>
<BDIConnectionPassword>password</BDIConnectionPassword>
</ディレクトリ>

AD LDS の統合
特定の設定を使用した AD LDS または ADAM と統合できます。
Cisco Jabber for Windows 用の匿名バインド
匿名バインドを使用して AD LDS または ADAM と統合するには、次のパラメータを設定します。
パラメータ

値

DirectoryServerType

EDI

PrimaryServerName

IP アドレス
ホストネーム

ServerPort1

ポート番号

UseWindowsCredentials

0

UseSecureConnection

1

SearchBase1

ディレクトリ サービスまたは組織単位（OU）の
ルート
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設定例を次に示します。
<Directory>
<DirectoryServerType>EDI</DirectoryServerType>
<PrimaryServerName>11.22.33.456</PrimaryServerName>
<ServerPort1>50000</ServerPort1>
<UseWindowsCredentials>0</UseWindowsCredentials>
<UseSecureConnection>1</UseSecureConnection>
<SearchBase1>dc=adam,dc=test</SearchBase1>
</Directory>

モバイル クライアントと Cisco Jabber for Mac 用の匿名バインド
匿名バインドを使用して AD LDS または ADAM と統合するには、次のパラメータを設定します。
パラメータ

値

BDIPrimaryServerName

IP アドレス
ホストネーム

BDIServerPort1

ポート番号

BDISearchBase1

ディレクトリ サービスまたは組織単位（OU）の
ルート

設定例を次に示します。
<Directory>
<BDIPrimaryServerName>11.22.33.456</BDIPrimaryServerName>
<BDIServerPort1>50000</BDIServerPort1>
<BDISearchBase1>dc=adam,dc=test</BDISearchBase1>
</Directory>

Windows のプリンシパル ユーザ認証
Microsoft Windows プリンシパル ユーザによる認証を使用して AD LDS または ADAM と統合する
には、次のパラメータを設定します。
パラメータ

値

DirectoryServerType

EDI

PrimaryServerName

IP アドレス
ホストネーム

ServerPort1

ポート番号

UseWindowsCredentials

0

UseSecureConnection

1

ConnectionUsername

ユーザ名（Username）

ConnectionPassword

パスワード（Password）

UserAccountName

UID または CN などの固有識別子
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パラメータ

値

SearchBase1

ディレクトリ サービスまたは組織単位（OU）の
ルート

設定例を次に示します。
<Directory>
<DirectoryServerType>EDI</DirectoryServerType>
<PrimaryServerName>11.22.33.456</PrimaryServerName>
<ServerPort1>50000</ServerPort1>
<UseWindowsCredentials>0</UseWindowsCredentials>
<UseSecureConnection>1</UseSecureConnection>
<ConnectionUsername>cn=administrator,dc=cisco,dc=com</ConnectionUsername>
<ConnectionPassword>password</ConnectionPassword>
<UserAccountName>cn</UserAccountName>
<SearchBase1>ou=people,dc=cisco,dc=com</SearchBase1>
</Directory>

Cisco Jabber for Windows 用の AD LDS プリンシパル ユーザ認証
AD LDS プリンシパル ユーザによる認証を使用した AD LDS または ADAM と統合するには、次
のパラメータを設定します。
パラメータ

値

DirectoryServerType

EDI

PrimaryServer

IP アドレス
ホストネーム

ServerPort1

ポート番号

UseWindowsCredentials

0

UseSecureConnection

0

ConnectionUsername

ユーザ名（Username）

ConnectionPassword

パスワード（Password）

UserAccountName

UID または CN などの固有識別子

SearchBase1

ディレクトリ サービスまたは組織単位（OU）の
ルート

設定例を次に示します。
<Directory>
<DirectoryServerType>EDI</DirectoryServerType>
<PrimaryServerName>11.22.33.456</PrimaryServerName>
<ServerPort1>50000</ServerPort1>
<UseWindowsCredentials>0</UseWindowsCredentials>
<UseSecureConnection>0</UseSecureConnection>
<ConnectionUsername>cn=administrator,dc=cisco,dc=com</ConnectionUsername>
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<ConnectionPassword>password</ConnectionPassword>
<UserAccountName>cn</UserAccountName>
<SearchBase1>ou=people,dc=cisco,dc=com</SearchBase1>
</Directory>

モバイル クライアントと Cisco Jabber for Mac 用の AD LDS プリンシパル ユーザ認証
AD LDS プリンシパル ユーザによる認証を使用した AD LDS または ADAM と統合するには、次
のパラメータを設定します。
パラメータ

値

BDIPrimaryServerName

IP アドレス
ホストネーム

BDIServerPort1

ポート番号

BDIConnectionUsername

ユーザ名（Username）

BDIConnectionPassword

パスワード（Password）

BDIUserAccountName

uid または cn などの固有識別子

BDISearchBase1

ディレクトリ サービスまたは組織単位（OU）の
ルート

設定例を次に示します。
<Directory>>
<BDIPrimaryServerName>11.22.33.456</BDIPrimaryServerName>
<BDIServerPort1>50000</BDIServerPort1>
<BDIConnectionUsername>cn=administrator,dc=cisco,dc=com</BDIConnectionUsername>
<BDIConnectionPassword>password</BDIConnectionPassword>
<BDIUserAccountName>cn</BDIUserAccountName>
<BDISearchBase1>ou=people,dc=cisco,dc=com</BDISearchBase1>
</Directory>
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証明書の検証設定
• 証明書の検証について, 363 ページ

証明書の検証について
Cisco Jabber は、証明書の検証を使用して、サーバとのセキュア接続を確立します。
セキュアな接続を確立しようとするときに、サーバが Cisco Jabber に証明書を提示します。
Cisco Jabber for Mac は、キーチェーン内の証明書に照らして証明書を検証します。
クライアントが証明書を検証できない場合、ユーザに証明書を受け入れるかどうか確認するよう
指示されます。
Expressway Mobile and Remote Access 展開では、オンライン証明書ステータス プロトコル（OCSP）
またはオンライン証明書失効リスト（CRL）を使用して証明書の失効状態を取得する場合、Cisco
Jabber クライアントは 5 秒未満の応答時間を想定します。接続は、応答時間が予測された 5 秒を
超えた場合、失敗します。

オンプレミス サーバ
オンプレミス サーバがどの証明書をクライアントに提示するかを確認し、また、署名された証明
書の取得作業も確認します。

オンプレミス サーバに必要な証明書
オンプレミス サーバは、Cisco Jabber とのセキュアな接続を確立するために、次の証明書を提示し
ます。
サーバ

証明書

Cisco Unified Communications Manager IM and
Presence Service

HTTP（Tomcat）
XMPP
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サーバ

証明書

Cisco Unified Communications Manager

HTTP（Tomcat）と CallManager 証明書（セキュ
アな電話機用のセキュア SIP コール シグナリン
グ）

Cisco Unity Connection

HTTP（Tomcat）

Cisco WebEx Meetings Server

HTTP（Tomcat）

Cisco VCS Expressway

サーバ証明書（HTTP、XMPP、および SIP コー
ル シグナリングに使用）

Cisco Expressway-E

特記事項
• Security Assertion Markup Language（SAML）シングル サインオン（SSO）およびアイデンティ
ティ プロバイダー（IdP）には X.509 証明書が必要です。
• 証明書署名プロセスを開始する前に、Cisco Unified Communications Manager IM and Presence
Service に対して最新のサービス更新（SU）を適用する必要があります。
• 必要な証明書は、すべてのサーバ バージョンに適用されます。
• 各クラスタ ノード、サブスクライバ、およびパブリッシャは Tomcat サービスを実行し、ク
ライアントに HTTP 証明書を提示できます。
クラスタ内の各ノードの証明書に署名する必要があります。
• クライアントと Cisco Unified Communications Manager 間の SIP シグナリングを保護するには、
Certification Authority Proxy Function（CAPF）登録を使用する必要があります。

認証局により署名された証明書の取得
シスコは、次の認証局（CA）のいずれかにより署名されたサーバ証明書を使用することを推奨し
ます。
• パブリック CA：サードパーティ企業が、サーバの識別情報を検証し、信頼できる証明書を
発行します。
• プライベート CA：自分でローカルの CA を作成および管理し、信頼できる証明書を発行し
ます。
署名プロセスは、各サーバごとに異なり、サーバのバージョン間でも異なります。各サーバのす
べてのバージョンに関する詳細な手順については、このマニュアルの範囲外になります。CA によ
り署名された証明書を取得する方法の詳細な指示については、該当するサーバのマニュアルを参
照してください。ただし、手順の概要を次に示します。
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手順
ステップ 1

クライアントに証明書を提示できる各サーバで証明書署名要求（CSR）を作成します。

ステップ 2

CA に各 CSR を送信します。
企業のプロセスで、CSR を適用する前に CSR 送り返されるのを待たなければならないと決めてい
る場合、CSR が送り返されるのを待つ間、サービスを構成することができます。サービス構成が
完了したら、導入前に証明書を適用できます。

ステップ 3

CA が各サーバに発行する証明書をアップロードします。

証明書署名要求の形式と要件
通常、パブリック認証局（CA）は、特定の形式に準拠する証明書署名要求（CSR）を必要としま
す。たとえば、パブリック CA は、次のような要件を持つ CSR だけを承認する場合があります。
• Base 64 エンコードである。
• [組織（Organization）] フィールド、[OU] フィールド、またはその他フィールドに特定の文
字（@&! など）が含まれていない。
• サーバの公開キーで特定のビット長を使用する。
複数ノードから CSR を送信すると、パブリック CA で全 CSR の情報の整合性が求められることが
あります。
CSR の問題を回避するために、CSR を送信するパブリック CA からの形式の要件を確認する必要
があります。次に、サーバを構成する際に、入力する情報がパブリック CA が要求する形式に適
合していることを保証する必要があります。
FQDN ごとに 1 つの証明書：一部のパブリック CA は、完全修飾ドメイン名（FQDN）ごとに 1 つ
の証明書にだけ署名します。
たとえば、1 つの Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service ノードの HTTP 証
明書と XMPP 証明書に署名するには、各 CSR を個別のパブリック CA に送信する必要がありま
す。

失効サーバ
証明書を検証するには、失効情報を提供できる到達可能なサーバの [CDP] または [AIA] フィール
ドに HTTP URL が証明書に含まれている必要があります。認証局（CA）によって証明書が取り消
された場合、クライアントはユーザがそのサーバに接続することを許可しません。
ユーザには次の結果が通知されません。
• 証明書に失効情報が含まれない。
• 失効サーバにアクセスできない。
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証明書が検証済みであることを確認するには、CA が発行した証明書を取得したときに、次の要件
のいずれかを満たしている必要があります。
• [CRL Distribution Point]（CDP）フィールドに、失効サーバ上の認証失効リスト（CRL）への
HTTP URL が含まれていることを確認します。
• [Authority Information Access]（AIA）フィールドに、オンライン証明書ステータス プロトコ
ル（OCSP）サーバの HTTP URL が含まれていることを確認します。

証明書のサーバ識別情報
署名プロセスの一部として、CA は証明書のサーバ識別情報を指定します。クライアントがその証
明書を検証する場合、次のことを確認します。
• 信頼できる機関が証明書を発行している。
• 証明書を提示するサーバの識別情報は、証明書に明記されたサーバの識別情報と一致しま
す。

（注）

パブリック CA は、通常、サーバの識別情報として、IP アドレスではなく、ドメインを含む完
全修飾ドメイン名（FQDN）を必要とします。

ID フィールド
クライアントは、識別情報の一致に関して、サーバ証明書の次の識別子フィールドを確認します。
• XMPP 証明書
• SubjectAltName\OtherName\xmppAddr
• SubjectAltName\OtherName\srvName
• SubjectAltName\dnsNames
• Subject CN
• HTTP 証明書
• SubjectAltName\dnsNames
• Subject CN

ヒント

[件名 CN（Subject CN）] フィールドには、左端の文字（たとえば、*.cisco.com）としてワ
イルドカード（*）を含めることができます。
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ID の不一致の防止
ユーザが IP アドレスまたはホスト名でサーバに接続し、サーバ証明書が FQDN でサーバを識別し
ようとすると、クライアントは、信頼できるポートとサーバを識別できないため、ユーザにとっ
て良い結果をもたらしません。
サーバ証明書が FQDN でサーバを識別する場合、サーバの多くの場所の FQDN として各サーバ名
を指定する必要があります。詳細については、『Troubleshooting TechNotes』の「ID の不一致の防
止（Prevent Identity Mismatch）」の項を参照してください。
クライアントへの XMPP ドメインの提供
Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service バージョン 10.0 以降を使用している
場合、このタスクは必要はありません。
クライアントは FQDN ではなく XMPP ドメインを使用して、XMPP 証明書を識別します。XMPP
の証明書は ID フィールドに XMPP ドメインを含める必要があります。
クライアントがプレゼンス サーバに接続しようとすると、プレゼンス サーバはクライアントに
XMPP ドメインを提供します。その際に、クライアントは XMPP 証明書に対するプレゼンス サー
バの識別情報を検証します。
プレゼンス サーバがクライアントに XMPP ドメインを提供することを保証するため、次の手順を
実行します。

手順
ステップ 1

次のとおり、プレゼンス サーバの管理インターフェイスを開きます。
• Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service：[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。
• Cisco Unified Presence：[Cisco Unified Presence 管理（Cisco Unified Presence Administration）]
インターフェイスを開きます。

ステップ 2

[システム（System）] > [セキュリティ（Security）] > [設定（Settings）] を選択します。

ステップ 3

[XMPP 証明書の設定（XMPP Certificate Settings）] セクションを検索します。

ステップ 4

[XMPP サーバ間証明書のサブジェクト代替名のドメイン ネーム（Domain name for XMPP
Server-to-Server Certificate Subject Alternative Name）] フィールドにプレゼンス サーバのドメインを
指定します。

ステップ 5

[MPP サーバ証明書のサブジェクト代替名のドメイン ネームを使用（Use Domain Name for XMPP
Certificate Subject Alternative Name）] チェックボックスを選択します。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。
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クライアント コンピュータでの証明書の展開
すべてのサーバ証明書は、クライアント コンピュータの Keychain で関連する証明書が必要です。
Cisco Jabber は、サーバが Keychain に対して証明書として提示する証明書を検証します。

重要

ルート証明書が Keychain にない場合、Cisco Jabber は環境内の各サーバからの証明書を受け入
れるようユーザに指示します。
クライアントがユーザ証明書を検証するよう指示すると、ユーザは次のことを実行することがで
きます。
• サーバ名を常に信頼する—クライアントは Keychain に証明書を保存します。
• 続行する—クライアントは接続されますが、ユーザがクライアントを再起動した場合、再度
証明書を受け入れるように指示されます。
• 取り消し—クライアント:
• 証明書を保存しない。
• サーバに接続しない。
[Cisco Unified OS 管理（Cisco Unified OS Administration）] インターフェイスから証明書をダウン
ロードすると、警告ダイアログは表示されないようになります。ユーザに対して自己署名証明書
を展開するには、次の手順を実行します。

手順
ステップ 1

シスコの各ノード用に、[Cisco Unified OS 管理（Cisco Unified OS Administration）] インターフェイ
スから対応する「tomcat-trust」証明書をダウンロードします。[セキュリティ（Security）] > [証明
書の管理（Certificate Management）] を選択します。

ステップ 2

.pem の拡張子で証明書を 1 つのファイルに連結します（たとえば、“companyABCcertificates.pem”）。

ステップ 3

ファイルを Cisco Jabber ユーザに送信し、ダブルクリックしてもらいます。これにより、Keychain
Access アプリケーションが起動し、証明書がインポートされます。
（注）
オペレーティング システムでは、ユーザがインポートされている各証明書の Mac OS X
管理のパスワードを入力する必要があります。

クラウドベースのサーバの証明書要件
Cisco WebEx Messenger および Cisco WebEx Meeting Center は、クライアントに次の証明書を提示
します。
• Central Authentication Service（CAS）
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• WLAN Authentication and Privacy Infrastructure（WAPI）

重要

Cisco WebEx 証明書はパブリック認証局（CA）によって署名されます。Cisco Jabber は、これ
らの証明書を検証し、クラウドベース サービスのセキュアな接続を確立します。
Cisco Jabber for Windows 9.7.2 および Cisco Jabber for Mac 9.6.1 以降では、Cisco Jabber は Cisco WebEx
Messenger から受信した XMPP 証明書を検証します。以下の Cisco WebEx Messenger 用の証明書が
オペレーティング システムに付属していない場合は、それらを入力する必要があります。
• VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority：G5（信頼できるルート認証局に保存さ
れる）
• VeriSign Class 3 Secure Server CA：G3（中間認証局に保存される）
同じ証明書セットが、Cisco Jabber for Android、iPhone、iPad に適用されます。
中間認証局に保存されている証明書により Cisco WebEx Messenger サーバ ID が検証されます。
Cisco Jabber for Windows 9.7.2 以降の場合は、http://www.identrust.co.uk/certificates/trustid/
install-nes36.html でルート証明書の詳細情報とインストール手順を確認できます。
Cisco Jabber for Mac 9.6.1 以降および iOS の場合は、Apple サポート Web サイト（http://
support.apple.com）でルート証明書の詳細情報を確認できます。

プロファイル写真の URL の更新
クラウドベース展開では、ユーザを追加またはインポートすると、Cisco WebEx がプロファイル
写真に一意の URL を割り当てます。Cisco Jabber は、連絡先情報を解決するときに、写真がホス
トされている URL の Cisco WebEx からプロファイル写真を取得します。
プロファイル写真の URL は、HTTP セキュア（https://server_name/）を使用して、クライ
アントに証明書を提示します。URL のサーバ名が次の場合：
• Cisco WebEx ドメインを含む完全修飾ドメイン名（FQDN）：クライアントは、Cisco WebEx
証明書に照らして、プロファイル写真をホストしている Web サーバを検証できます。
• IP アドレス：クライアントは、Cisco WebEx 証明書に照らして、プロファイル写真をホスト
している Web サーバを検証できません。この場合、プロファイル写真の URL の IP アドレス
で連絡先をルックアップする場合は常に、証明書を受け入れるようクライアントがユーザに
指示します。

重要

• サーバ名として IP アドレスを含むすべてのプロファイル写真の URL を更新することをお
勧めします。クライアントがユーザに証明書の受け入れを要求しないようにするには、
Cisco WebEx ドメインを含む FQDN で IP アドレスを置き換えます。
• 写真を更新すると、クライアントで写真が更新されるまで最大 24 時間かかります。
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次の手順では、プロファイル写真の URLの更新方法について説明します。詳細については、該当
する Cisco WebEx のマニュアルを参照してください。

手順
ステップ 1

Cisco WebEx 管理ツールを使用して、ユーザ連絡先データを CSV ファイル形式でエクスポートし
ます。

ステップ 2

[userProfilePhotoURL] フィールドで、Cisco WebEx ドメインで IP アドレスを置き換えます。

ステップ 3

CSV ファイルを保存します。

ステップ 4

Cisco WebEx 管理ツールを使用して、CSV ファイルをインポートします。
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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 Communications Manager
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 Communications Manager 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。
[詳細設定（Advanced settings）] ウィンドウで [Cisco IM & Presence] または [Cisco Communications
Manager 8.x] を選択すると、クライアントは Cisco Unified Presence サービスまたは Cisco Unified
Communications Manager IM and Presence サービスから UC サービスを取得します。クライア
ントはサービス プロファイルまたは SSO 検出を使用しません。
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。
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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 Cisco Unified Communications Manager 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。

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。
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パラメータ

説明

製品のタイプ（Product type）

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 Service）：Cisco
Unified Communications Manager 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。
（注）
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。
• 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。
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パラメータ

説明

プライマリ サーバ（Primary server）

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：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。

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。
パラメータ

説明

ボイスメール サーバ（Voicemail server）

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 サービスのクレデンシャル ソー ボイスメール サービスの認証を受けるために、
ス（Credentials source for voicemail service）
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。

会議プロファイル（Conferencing Profile）
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。
会議サービスの設定

説明

会議サーバ（Conferencing server）

会議サーバの接続設定を指定します。
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会議サービスの設定

説明

Web 会議サービスのクレデンシャル ソース
会議サービスの認証を受けるために、クライア
（Credentials source for web conference service） 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。

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。
CTI サービスの設定

説明

CTI サーバ（CTI server）

CTI サーバの接続設定を指定します。

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
Cisco Unified Communications Manager 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（User Management）] > [ユーザ設定（User Settings）] > [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。
（注）
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。

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。
重要
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、Cisco Unified Communications Manager
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。

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 がサインインすると、クライアントは Cisco Unified Communications Manager から
CSFAKenzi.cnf.xml を取得します。次に、クライアントは CSFAKenzi.cnf.xml で次の内容
を検索します。
<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。

（注）

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。
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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（Device Association）]
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。

（注）

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。

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。
デスクトップ クライアントの設定

説明

ビデオ コール（Video Calling）

ビデオ機能を有効または無効にします。
有効（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。
制約事項

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。

ファイル転送でブロックするファイル タ ユーザによる特定のファイル タイプの転送を制限しま
イプ（File Types to Block in File Transfer） 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

電話制御で自動的に開始（Automatically クライアント初回起動時のユーザの電話タイプを設定
Start in Phone Control）
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
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。

Cisco Jabber, Release 10.5 展開およびインストール ガイド
382

サービス プロファイルの設定

デスクトップ クライアントの設定

説明

Jabber For Windows ソフトウェア アップ クライアント アップデート情報を保持する XML 定義
デート サーバ URL（Jabber For Windows ファイルへの URL を指定します。クライアントは、
Software Update Server URL）
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。
問題レポート サーバ URL（Problem Report ユーザが問題レポートを送信できるようにするカスタ
Server URL）
ム スクリプトの URL を指定します。

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。
パラメータ

説明

オンデマンド VPN の URL（On-Demand
VPN URL）

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

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

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。

デフォルトの着信音（Default Ringtone） デフォルトの着信音を [Normal] または [Loud] に設定
します。
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パラメータ

説明

ビデオ機能（Video Capabilities）

ビデオ機能を有効または無効にします。
• 有効（デフォルト）：ユーザはビデオ コールを
送受信できます。
• 無効：ユーザはビデオ コールを送受信できませ
ん。

Dial via Office
（注）
TCT および BOT デバイスの
み。

Dial via Office を有効または無効にします。
• 有効：ユーザはオフィス経由でダイヤルできま
す。
• 無効（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。

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、クライアント設定ファイルを作成し
て、それらを Cisco Unified Communications Manager TFTP サービス上でホストすることができま
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する必要があります。
ただし、Cisco WebEx 管理ツールで使用できない設定でクライアントを設定するためにオプショ
ンで TFTP サーバをセットアップすることができます。

重要

ほとんどの環境では、サービスに接続するためにクライアントを設定する必要はありません。
次のようなカスタム コンテンツを必要とする場合のみ、設定ファイルを作成する必要があり
ます。
• 自動アップデート
• 問題のレポート
• ユーザ ポリシーとオプション

重要

次を設定するには、グローバル設定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。
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クライアントの設定ファイル
設定ファイルを展開する前に、グローバル設定ファイルとグループ設定ファイルの違いを確認し
てください。設定ファイルを正しく展開するには、サポートされる符号化などの設定ファイルの
要件を確認する必要もあります。
設定ファイルの詳細を確認し、サポートされる符号化などの要件を把握してください。

グローバル設定ファイル
グローバル設定ファイルは、すべてのユーザに適用されます。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。
グローバル設定ファイルのデフォルト名は、jabber-config.xml です。

グループ設定ファイル

（注）

• グループ設定ファイルは、Cisco Jabber for Windows およびモバイル デバイス用 Cisco Jabber
でサポートされます。
• グループ設定ファイルは、ユーザのサブセットに適用されます。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。

グループ設定ファイル名
Cisco Unified Communications Manager の CSF、BOT、TCT、または TAB デバイス設定の [シスコ
サポート フィールド（Cisco Support Field）] にグループ設定ファイルの名前を指定します。
Cisco Unified Communications Manager の CSF デバイス設定でグループ設定ファイルの名前を削除
すると、クライアントは変更を検出し、ユーザにサインアウトするよう指示し、グローバル設定
ファイルを読み込みます。CSF、BOT、TCT、または TAB デバイス設定でグループ設定ファイル
の名前を削除するには、configurationFile=group_configuration_file_name.xml 文
字列全体を削除するか、文字列からグループ設定ファイル名を削除します。

設定ファイルの要件
• 設定ファイル名は、大文字と小文字を区別します。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。設定ファイルの
構造で終了要素をチェックし、要素が正しく入れ子になっていることを確認します。
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• XML には、有効な XML 文字エンティティ参照しか含めることができません。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。
ヒント

Microsoft Internet Explorer で設定ファイルを開き、無効な文字やエンティティ
がないことを確認します。
Internet Explorer に XML 構造の全体が表示される場合は、設定ファイルには無
効な文字やエンティティは含まれていません。
Internet Explorer に XML 構造の一部しか表示されない場合は、設定ファイルに
は無効な文字やエンティティが含まれている可能性があります。

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。

注目

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。

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。
（注）
Cisco Unified 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）] > [Cisco Unified Personal Communicator] > [設定（Settings）]。
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[Cisco Jabber の設定（Cisco Jabber Settings）]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）
（注）

ステップ 5

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。

[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 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（Legacy Clients）] > [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。
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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。

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（TFTP Server）] 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。
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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。

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.cop COP ファイルをダウンロードして、Cisco Unified
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）。
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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。
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。
（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。
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。

コンフィギュレーション ファイルのホスティング
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 Cisco Unified Communications Manager 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（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。
コンフィギュレーション ファイルが TFTP サーバ上のデフォルト ディレクトリに存在するように
するため、[ディレクトリ（Directory）] テキストボックスには空の値を残す必要があります。
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ステップ 7

[ファイルのアップロード（Upload File）] を選択します。

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 Communications Manager 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>

Cisco Jabber, Release 10.5 展開およびインストール ガイド
391

設定パラメータの概要

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。

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。
要素

説明

クライアント

クライアントの設定パラメータが含まれます。

ディレクトリ

ディレクトリ統合の設定パラメータが含まれます。

オプション

ユーザ オプションの設定パラメータが含まれます。

電話

電話サービスの設定パラメータが含まれます。

ポリシー

ポリシーの設定パラメータが含まれます。

プレゼンス

プレゼンス オプションの設定パラメータが含まれます。

ボイスメール

ボイスメール サービスの設定パラメータが含まれます。

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>

設定パラメータの概要
次の表は、クライアントの設定に含めることができるすべてのパラメータを示します。
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パラメータ

グループ要素

PrtLogServerUrl

クライアント

UpdateUrl

クライアント

jabber-plugin-config

クライアント

Forgot_Password_URL

クライアント

Persistent_Chat_Enabled

クライアント

Mention_P2Pchat

クライアント

Mention_GroupChat

クライアント

Mention_PersistentChat

クライアント

spell_check_enabled

クライアント

Disable_IM_History

クライアント

Set_Status_Away_On_Inactive

オプション

Set_Status_Inactive_Timeout

オプション

Set_Status_Away_On_Lock_OS

オプション

StartCallWithVideo

オプション

Start_Client_On_Start_OS

オプション

AllowUserCustomTabs

オプション

ShowContactPictures

オプション

ShowOfflineContacts

オプション

DockedWindowVisible

オプション

DockedWindowPosition

オプション

Callhistory_Expire_Days

オプション

DeviceAuthenticationPrimaryServer

電話

DeviceAuthenticationBackupServer

電話

TftpServer1

電話

TftpServer2

電話

CtiServer1

電話

CtiServer2

電話

useCUCMGroupForCti

電話
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パラメータ

グループ要素

CcmcipServer1

電話

CcmcipServer2

電話

Meeting_Server_Address

電話

Meeting_Server_Address_Backup

電話

Meeting_Server_Address_Backup2

電話

EnableDSCPPacketMarking

電話

EnableVideo

ポリシー

InitialPhoneSelection

ポリシー

UserDefinedRemoteDestinations

ポリシー

enableLocalAddressBookSearch

ポリシー

EnableAccessoriesManager

ポリシー

BlockAccessoriesManagerPlugins

ポリシー

ForceFontSmoothing

ポリシー

Screen_Capture_Enabled

ポリシー

File_Transfer_Enabled

ポリシー

Disallowed_File_Transfer_Types

ポリシー

EnableBFCPVideoDesktopShare

ポリシー

Meetings_Enabled

ポリシー

Telephony_Enabled

ポリシー

Voicemail_Enabled

ポリシー

EnableTelProtocolHandler

ポリシー

EnableIMProtocolHandler

ポリシー

EnableSIPProtocolHandler

ポリシー

EnableSaveChatToFile

ポリシー

EnableSIPURIDialling

ポリシー

DirectoryURI

ポリシー

BDIDirectoryURI
ForceC2XDirectoryResolution

Cisco Jabber, Release 10.5 展開およびインストール ガイド
394

ポリシー

設定パラメータの概要

パラメータ

グループ要素

ServiceDiscoveryExcludedServices

ポリシー

VoiceServicesDomain

ポリシー

ctiwindowbehaviour

ポリシー

EnableCallPickup

ポリシー

EnableGroupCallPickup

ポリシー

EnableOtherGroupPickup

ポリシー

EnableHuntGroup

ポリシー

PreventDeclineOnHuntCall

ポリシー

TelemetryEnabled

ポリシー

TelemetryCustomerID

ポリシー

TelemetryEnabledOverCellularData

ポリシー

EnableTelProtocolPopupWindowCiscoTelProtocolPermissionEnabled ポリシー
EnableP2PDesktopShare

ポリシー

Customize_Phone_Server

ポリシー

Customize_Voicemail_Server

ポリシー

ServicesDomainSsoEmailPrompt

ポリシー

EnableForensicsContactData

ポリシー

LoginResource

プレゼンス

PresenceServerAddress

プレゼンス

PresenceServerURL

プレゼンス

VoiceMailService_UseCredentialsFrom

ボイスメール

VoicemailPrimaryServer

ボイスメール

関連トピック
グループ要素とパラメータ, （392 ページ）
クライアント パラメータ, （396 ページ）
オプション パラメータ, （400 ページ）
電話パラメータ, （406 ページ）
ポリシー パラメータ, （411 ページ）
プレゼンス パラメータ, （429 ページ）
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サービス クレデンシャル パラメータ, （430 ページ）
ボイスメール パラメータ, （431 ページ）
ディレクトリ ソースとの統合

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>
<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>

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できるパラメータを示します。
パラメータ

値

説明

PrtLogServerUrl

URL

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。

UpdateUrl

URL

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。
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。
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パラメータ

値

説明

jabber-plugin-config

プラグ
イン定
義

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

Forgot_Password_URL

URL

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、忘れてしまったパスワー
ドをリセットまたは取得できる Web ページをユー
ザに指示する必要があります。

Persistent_Chat_Enabled

true
false

クライアントで [パーシステント チャット（Persistent
Chat）] 機能を使用できるようにするかどうかを指
定します。
true
値を true に設定すると、[パーシステント
チャット（Persistent Chat）] インターフェイス
がクライアントに表示されます。
false（デフォルト）
デフォルト値は設定ファイルに設定がない場
合に使用されます。

Mention_P2Pchat

true
false

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）
一対一のチャットで発言を有効にします。
false
一対一のチャットで発言を無効にします。

Mention_GroupChat

true
false

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 チャットで発言を有効にします。
false
グループ チャットで発言を無効にします。
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パラメータ

値

説明

Mention_PersistentChat

true

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。

false

true（デフォルト）
パーシステント チャットで発言を有効にしま
す。
false
パーシステント チャットで発言を無効にしま
す。
spell_check_enabled

true
false

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。スペル チェックには次の制限
があります。
• Cisco Jabber for Windows は Windows 8 でスペル
チェックをサポートしています。
• スペル チェックは、各言語のオペレーティン
グ システムに組み込まれています。Cisco Jabber
for Windows のクライアント言語がオペレーティ
ング システムの言語と異なる場合、スペル
チェックはオペレーティング システムの言語
を使用します。
• スペル チェックが有効な場合、元に戻す、お
よびやり直しのショートカット キー（Ctrl-Z と
Ctrl-Y）は動作しません。
true
スペル チェックは有効です。
false（デフォルト）
スペル チェックは無効です。
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パラメータ

値

説明

Disable_IM_History

true

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。
（注）
このパラメータは IM 限定展開には使用で
きません。

false

true
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しません。
false（デフォルト）
チャット履歴の保持：
• 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。
参加者がチャット ウィンドウを再オープンし
た場合、最新の 99 メッセージを表示。
メッセージのアーカイビングはサーバ上で無
効になります。
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パラメータ

値

説明

CachePasswordMobile

true

パスワードをクライアント側で記録するかどうかを
指定します。

false

true（デフォルト）
パスワードは事前に入力され、[自動サインイ
ン（Automatic sign-in）] が表示されます。
ユーザは、クライアントがユーザのパスワー
ドをキャッシュすることを許可できます。こ
のオプションを使用すると、クライアントの
起動時にユーザは自動的にサインインできま
す。
false
クライアントの Cisco Unified Communications
Manager への登録が完了した後、パスワード
フィールドは空白になり、[自動サインイン
（Automatic sign-in）] は表示されません。
ユーザは、クライアントがユーザのパスワー
ドをキャッシュすることを許可できません。
ユーザは、クライアントが起動するたびに、
パスワードを入力する必要があります。
（注）

クライアントは、初回サインイン時
またはユーザがアプリケーション
データをクリアした場合に、[自動
サインイン（Automatic sign-in）] を
表示する必要があります。

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できるパラメータを示します。
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パラメータ

値

説明

Set_Status_Away_On_Inactive

true

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。

false

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
更されます。
false
ユーザが非アクティブになっても、アベイラ
ビリティ ステータスが [退席中（Away）] に
変更されません。
Set_Status_Inactive_Timeout

分単位での ユーザが非アクティブになった場合にアベイラビ
時間
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_Away_On_Lock_OS

true
false

ユーザがオペレーティング システムをロックした
ときに可用性 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）] に変更されます。
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 ステータスは
[退席中（Away）] に変更されません。
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パラメータ

値

StartCallWithVideo

true
false
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パラメータ

値

説明
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）
コールは常に音声およびビデオで始まりま
す。
false
コールは常に音声のみで始まります。
重要

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。

次のように、この設定をサーバで構成します。
Cisco Unified Presence
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 Communications Manager バージョ
ン 9.x 以降
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。
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値

説明
3 [ビデオで通話を開始しない（Never Start
Call with Video）] パラメータの値を設定
し、[保存（Save）] を選択します。

Start_Client_On_Start_OS

true
false

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します。
false（デフォルト）
クライアントは自動的に起動しません。

AllowUserCustomTabs

true
false

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。
（注）

このパラメータはユーザが作成するカス
タム埋め込みタブだけに影響します。
• ユーザにカスタム埋め込みタブの作
成を許可しても、ユーザはクライア
ントの設定で定義されたタブを変更
または削除できません。
• ユーザにカスタム埋め込みタブの作
成を許可しなくても、ユーザは定義
されたタブを使用できます。
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値

説明

ShowContactPictures

true

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。

false

true（デフォルト）
連絡先リストに連絡先画像が表示されます。
false
連絡先リストに連絡先画像が表示されませ
ん。
ShowOfflineContacts

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
false

true（デフォルト）
連絡先リストにオフラインの連絡先が表示さ
れます。
false
連絡先リストにオフラインの連絡先は表示さ
れません。
DockedWindowVisible

TRUE
FALSE

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）
クライアント起動時にドック ウィンドウが
表示されます。
false
クライアント起動時にドック ウィンドウは
表示されません。
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値

説明

DockedWindowPosition

TopCenter
TopLeft

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。

TopRight

TopCenter（デフォルト）
ドック ウィンドウの位置は画面の上部中央
です。
TopLeft
ドックウィンドウの位置は画面の左上です。
TopRight
ドックウィンドウの位置は画面の右上です。

Callhistory_Expire_Days

日数

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。

電話パラメータ
次の表に、電話要素内で指定できるパラメータを示します。
パラメータ

値

DeviceAuthenticationPrimaryServer

ホストネー 電話機モードの展開でユーザが認証を受ける
ム
Cisco Unified Communications Manager のプライ
IP アドレ マリ インスタン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：
ス
FQDN

説明

• 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 Cisco Jabber 9.6 および 9.7 で
のみ使用可能です。
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値

説明

DeviceAuthenticationBackupServer

ホストネー 電話機モードの展開でユーザが認証を受ける
ム
Cisco Unified Communications Manager のバック
IP アドレ アップ インスタン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：
ス
FQDN

• 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 Cisco Jabber 9.6 および 9.7 で
のみ使用可能です。

TftpServer1

ホストネー デバイス コンフィギュレーション ファイルが配
ム
置されるプライマリ Cisco Unified Communications
IP アドレ 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：
ス
FQDN

• 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。
インストール時に、次の引数 TFTP を使用
してクライアントの設定ファイルが配置さ
れる TFTP サーバのアドレスを設定する必
要があります。

TftpServer2

ホストネー セカンダリ Cisco Unified Communications Manager
ム
TFTP サービスのドレスを指定します。
IP アドレ
ス

このパラメータはオプションです。

FQDN
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値

説明

CtiServer1

ホストネー プライマリCTIサーバのアドレスを指定します。
ム
ユーザがデスクフォン デバイスを所有している
IP アドレ 場合は、クライアントの設定で CTI サーバ アド
ス
レスを指定する必要があります。
FQDN

CtiServer2

ホストネー セカンダリCTIサーバのアドレスを指定します。
ム
このパラメータはオプションです。
IP アドレ
ス
FQDN

useCUCMGroupForCti

true
false

Cisco Unified CM 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 CM グループは CTI サーバの
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 CM グループは CTI サーバの
ロード バランシングを処理しません。
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値

説明

CcmcipServer1

ホストネー プライマリ CCMCIP サーバのアドレスを指定し
ム
ます。
IP アドレ
ス
FQDN

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 バー
ジョン 8.x での展開の場合。
Cisco Unified Communications Manager バー
ジョン 9 以降の展開では、_cisco-uds
SRV レコードをプロビジョニングした場
合、クライアントは CCMCIP サーバを検出
できます。
Cisco Unified Communications Manager リリース
9.x 以前：Cisco Extension Mobility を有効にする
場合は、CCMCIP に使用される Cisco Unified
Communications Manager ノードで Cisco
Extension Mobility サービスをアクティブにす
る必要があります。Cisco Extension Mobility の詳
細については、使用している Cisco Unified
Communications Manager のリリースに応じた
『Feature and Services』ガイドを参照してくださ
い。

CcmcipServer2

ホストネー セカンダリ CCMCIP サーバのアドレスを指定し
ム
ます。
IP アドレ
ス

このパラメータはオプションです。

FQDN
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値

説明

Meeting_Server_Address

Cisco
WebEx 会
議サイト
URL

ユーザのプライマリ Cisco WebEx 会議サイト
URL を指定します。
クライアントは、この会議サイトを [オプション
（Options）] ウィンドウのユーザのホスト アカ
ウントに入力します。会議サイトにクレデンシャ
ルが必要な場合、ユーザは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
し、自分の Cisco WebEx 会議にアクセスできま
す。
クライアントは、この会議サイトを [設定] > [会
議] ウィンドウのユーザのホスト アカウントに
入力します。Cisco WebEx会議サイトにクレデン
シャルが必要な場合、ユーザは自分のクレデン
シャルを入力してホスト アカウントをセット
アップし、自分の会議サイトにアクセスできま
す。
重要

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。

このパラメータはオプションです。
Meeting_Server_Address_Backup

Meeting_Server_Address_Backup2
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Cisco
WebEx 会
議サイト
URL

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

Cisco
WebEx 会
議サイト
URL

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

このパラメータはオプションです。

このパラメータはオプションです。

ポリシー パラメータ

パラメータ

値

説明

EnableDSCPPacketMarking

true

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。

false

true（デフォルト）
DSCP マーキングは有効で、クライアント
のチェックボックスは表示されません。
false
DSCP マーキングはパケットに対して実行
されず、クライアントのチェックボックス
は表示されません。

関連トピック
TFTP サーバ アドレス, （478 ページ）

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
オンプレミス展開において、ポリシー 要素内で指定できるパラメータを次の表で説明します。
パラメータ

値

説明

Screen_Capture_Enabled

true

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。

false

true（デフォルト）
ユーザは画面キャプチャを取得できます。
false
ユーザは画面キャプチャを取得できません。
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値

説明

File_Transfer_Enabled

true

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。

false

true（デフォルト）
ユーザは他のユーザとファイルを交換でき
ます。
false
ユーザは他のユーザとファイルを交換でき
ません。
Disallowed_File_Transfer_Types

ファイル拡
張子

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）。

Customize_Phone_Server

true
false

オンプレミス展開において、ユーザはクライアン
トで電話サーバの設定を変更できます。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
ユーザは電話サーバの設定を変更できます。
false（デフォルト）
ユーザは電話サーバの設定を変更できませ
ん。
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値

説明

Customize_Voicemail_Server

true

オンプレミス展開において、ユーザはクライアン
トでボイスメール サーバの設定を変更できます。
SAML SSO 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。

false

true
ユーザはボイスメール サーバの設定を変更
できます。
false（デフォルト）
ユーザはボイスメール サーバの設定を変更
できません。

共通のポリシー
オンプレミス展開とハイブリッドクラウドベース展開の両方において、ポリシー要素内で指定で
きるパラメータを次の表で説明します。
パラメータ

値

説明

EnableVideo

true

ビデオ機能を有効または無効にします。

false

true（デフォルト）
ユーザはビデオ コールを発信および受信で
きます。
false
ユーザはビデオ コールを発信または受信で
きません。
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値

説明

InitialPhoneSelection

デスクフォ クライアント初回起動時のユーザの電話タイプを
ン
設定します。初回起動後、ユーザは電話タイプを
ソフトフォ 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。
ン
デスクフォン
通話にデスクフォンデバイスを使用します。
ソフトフォン（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。
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。
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値

説明

UserDefinedRemoteDestinations

true

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。

false

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。
enableLocalAddressBookSearch

true
false

ユーザは、ローカル Microsoft Outlook 連絡先を検
索し、自分の連絡先リストに追加できます。
true（デフォルト）
ユーザは、ローカルの連絡先を検索し、自分
の連絡先リストに追加できます。
false
ユーザは、ローカルの連絡先を検索するこ
と、または自分の連絡先リストに連絡先を追
加することができません。
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値

説明

EnableAccessoriesManager

true

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。

false

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。
BlockAccessoriesManagerPlugins プラグイン Jabra や Logitech などのサードパーティ ベンダー
ライブラリ 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 で複数の値を区切るには、カン
マを使用します。
<BlockAccessoriesManagerPlugins>
JabraJabberPlugin.dll,lucpcisco.dll
</BlockAccessoriesManagerPlugins>

デフォルト値はありません。
ForceFontSmoothing

true
false

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シ
ングを適用します。
false
オペレーティング システムがテキストにア
ンチエイリアシングを適用します。
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値

説明

EnableBFCPVideoDesktopShare

true

BFCP ビデオ デスクトップ共有機能を有効にしま
す。

false

true（デフォルト）
クライアントで 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。
（注）

サーバで BFCP ビデオ デスクトップ共有
を次の手順に従って有効にします。
• Cisco Unified Communications Manager
バージョン 8.x 以降では、[BFCP を
使用するプレゼンテーション共有を
許可（Allow Presentation Sharing using
BFCP）] チェックボックスを選択す
る必要があります。
• Cisco Unified Communications Manager
バージョン 9.x 以降では、BFCP ビ
デオ デスクトップ共有はデフォル
トで有効になります。

Meetings_Enabled

true
false

クライアント内でのミーティング機能の有効化
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
会議機能とユーザ インターフェイスを無効
にします。
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値

説明

CalendarIntegrationType

0

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。

1

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] タブでのカレンダーとの統合
を無効化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] タブでのカレンダーとの統合
を有効化
Telephony_Enabled

true
false

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。
このリリースにアップグレードし、クライアント
で IM 限定モードを有効にする場合は、このパラ
メータを false に設定する必要があります。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。
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値

説明

Voicemail_Enabled

true

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。

false

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。
EnableTelProtocolHandler

true
false

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。

EnableIMProtocolHandler

true
false

クライアントを IM: RI または XMPP: 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 または XMPP: 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 または XMPP: URI
のプロトコル ハンドラとして登録されませ
ん。
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値

説明

EnableSIPProtocolHandler

true

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。

false

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。
EnableSaveChatToFile

true
false

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。

EnableSIPURIDialling

true
false

Cisco Jabber で URI ダイヤルを有効にして、ユーザ
が URI を使用して通話できるようにします。
true
ユーザは URI を使用して通話できます。
false（デフォルト）
ユーザは URI を使用して通話できません。
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値

DirectoryURI

ディレクト ユーザの SIP URI を保持するディレクトリ属性を
リ属性
指定します。

BDIDirectoryURI

説明

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。
重要

指定する値は Cisco Unified Communications
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。
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値

説明

ForceC2XDirectoryResolution

true

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。

false

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 アクションのために、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。
（注）
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このパラメータは、ユーザが Expressway
Mobile and Remote Access を介して社内
ネットワークに接続する場合には適用さ
れません。この場合、UDS が連絡先を
解決し、クライアントはディレクトリの
クエリーを実行できません。

ポリシー パラメータ

パラメータ

値

説明

CUCM

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。

CUP

WEBEX

ServiceDiscoveryExcludedServices WEBEX

この値を設定すると、クライアントは次のよ
うに動作します。
• CAS 検索を実行しません。
• _cisco-uds、_cuplogin、
_collab-edge を検索します。

CUCM
この値を設定すると、クライアントは次のよ
うに動作します。
• _cisco_uds を検索しません。
• _cuplogin、_collab-edge を検索
します。

CUP
この値を設定すると、クライアントは次のよ
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>
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値

説明

VoiceServicesDomain

FQDN

_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 レコードがあるとします。
• _collab-edge._tls.voice.example.com
• _cisco-uds._tcp.voice.example.com
VoiceServicesDomain の値は voice.example.com
になります。

ctiwindowbehaviour

OnVideo
OnCall
Never

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
会話ウィンドウはビデオ コールに対してだ
け表示されます。
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）
会話ウィンドウはコールの応答時に必ず表示
されます。
なし（Never）
会話ウィンドウはコールの応答時に表示され
ません。

EnableCallPickup

true
false

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。
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値

説明

EnableGroupCallPickup

true

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。

false

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。
EnableOtherGroupPickup

true
false

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
別グループ コール ピック アップを有効にし
ます
false（デフォルト）
別グループ コール ピック アップを無効にし
ます

EnableHuntGroup

true
false

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。
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値

説明

PreventDeclineOnHuntCall

true

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

false

true
ハント グループに着信コールがあった場合
に、[拒否] ボタンは表示されません。
false（デフォルト）
ハント グループに着信コールがあった場合
に、[拒否] ボタンが表示されます。
TelemetryEnabled

true
false

分析データを収集するかどうかを指定します。
true（デフォルト）
分析データは収集されます。
false
分析データは収集されません。

TelemetryCustomerID

文字列

分析情報の送信元を指定します。使用できるのは、
個々の顧客を明示的に特定する文字列、または顧
客を特定せずに共通のソースを特定する文字列で
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。GUID の生成に使用できるユーティリティは
次のとおりです。
• Mac OS X - uuidgen
• Linux - uuidgen
• Microsoft Windows - [guid]::NewGuid().ToString()
または（cmd.exe から）powershell -command
"[guid]::NewGuid().ToString()"
• Online - guid.us
GUIDを生成する際に使用した方法には関係なく、
この識別子はグローバルに一意になります。

Cisco Jabber, Release 10.5 展開およびインストール ガイド
426

ポリシー パラメータ

パラメータ

値

TelemetryEnabledOverCellularData true
false

説明
分析データの送信を Wi-Fi 経由に限定するかどう
かを指定します。
true（デフォルト）
分析データを Wi-Fi 接続およびモバイル デー
タ接続で送信します。
false
分析データの送信を Wi-Fi 接続に限定しま
す。
このパラメータはオプションです。

EnableTelProtocolPopupWindowCiscoTelProtocolPermissionEnabled true
false

ciscotel:uri 対応番号をクリックした後に、電話を
かけるかどうかを確認するポップアップ ウィンド
ウを有効にするかどうかを指定します。
true（デフォルト）
ポップアップウィンドウが有効になり、ユー
ザは電話をかけることを確認するように求め
られます。
false
ポップアップ ウィンドウが無効になり、最
初の確認なしで通話が実行されます。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。
（注）

CiscoTelProtocolPermissionEnabled パラ
メータは EnableTelProtocolPopupWindow
パラメータに置き換わります。パラメー
タはどちら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 に設定されるとポップアップ ウィ
ンドウは無効になります。
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値

説明

ServicesDomainSsoEmailPrompt

オン

ユーザのホーム クラスタを決定する際に、ユーザ
に対して電子メール プロンプトを表示するかどう
かを指定します。

オフ

オン
プロンプトが表示されます。
オフ（デフォルト）
プロンプトは表示されません。
EnableP2PDesktopShare

true
false

ユーザは、通話中でない場合に、画面を共有でき
ます。
true（デフォルト）
ユーザは画面を共有できます。
false
ユーザはピアツーピアの画面共有はできませ
ん。

EnableForensicsContactData

true
false

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）
連絡先フォルダは RRT によって収集されま
す。
false
連絡先フォルダは RRT によって収集されま
せん。

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。
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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できるパラメータを示します。
パラメータ

値

説明

LoginResource

multiResource 複数のクライアント インスタンスへのユーザ ロ
wbxconnect グインを制御します。
multiResource（デフォルト）
ユーザはクライアントの複数インスタンス
に同時にログインできます。
wbxconnect
ユーザは一度に 1 つのクライアントのイン
スタンスにログインできます。
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 クライアントにログインできま
せん。

PresenceServerAddress

ホストネー
ム
IP アドレス
FQDN

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）

PresenceServerURL

CAS の URL Cisco WebEx Messenger サービスの Central
Authentication Service（CAS）の 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
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値

説明

CalendarWebExMeetingPresence

true

WebExセッション リンクに参加していなくても、
Microsoft Outlook カレンダー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」に変更できるようにします。

false

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」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」に
変更するには、ユーザは 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、Microsoft Outlook カレンダー内
にミーティングがある場合でもプレゼンス
は「応答可能」のままとなります。

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 サービスのクレデンシャルを設定するために、次のパラ
メータを指定できます。
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値

説明

VoiceMailService_UseCredentialsFrom 電話

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。
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。

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>

ボイスメール パラメータ
次の表は、ボイスメール要素内で指定できるボイスメールサービス設定パラメータについて説明
しています。
キー

値

説明

VoicemailPrimaryServer

ホストネー ボイスメール サーバのアドレスを指定します。
ム
値として次のいずれかを設定します：
IP アドレ
ス
FQDN

• ホスト名（hostname）
• IP アドレス（123.45.254.1）
• FQDN（hostname.domain.com）

Cisco Jabber, Release 10.5 展開およびインストール ガイド
431

ディレクトリ同期および認証のセットアップ

関連トピック
サービス クレデンシャル パラメータ, （430 ページ）

ディレクトリ同期および認証のセットアップ
オンプレミス展開をセット アップするときは、次の両方を実行するように Cisco Unified
Communications Manager を設定する必要があります。
• ディレクトリ サーバと同期する。
• ディレクトリ サーバで認証する。

ディレクトリ サーバと同期すると、連絡先データがディレクトリから Cisco Unified Communications
Manager に複製されます。
ディレクトリ サーバによる認証を有効にすると、クライアントからディレクトリ サーバへの Cisco
Unified Communications Manager プロキシ認証が可能になります。これにより、ユーザは Cisco
Unified Communications Manager やプレゼンス サーバではなく、ディレクトリ サーバで認証を受け
ます。
関連トピック
「Configuring Cisco Unified Communications Manager Directory Integration」

ディレクトリ サーバとの同期
ディレクトリ サーバとの同期により、ディレクトリ サーバ内の連絡先データが Cisco Unified
Communications Manager に複製されます。

同期の有効化
ディレクトリ サーバ内の連絡先データが Cisco Unified Communications Manager に複製されている
ことを確認するには、ディレクトリサーバと同期する必要があります。ディレクトリサーバと同
期する前に、同期を有効にする必要があります。
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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

[システム（System）] > [LDAP] > [LDAP システム（LDAP System）] を選択します。
[LDAP システムの設定（LDAP System Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 3

[LDAP システム情報（LDAP System Information）] セクションに移動します。

ステップ 4

[LDAP サーバからの同期を有効にする（Enable Synchronizing from LDAP Server）] を選択します。

ステップ 5

[LDAP サーバ タイプ（LDAP Server Type）] ドロップダウン リストから、データの同期元となる
ディレクトリ サーバのタイプを選択します。

次の作業
ユーザ ID の LDAP 属性を指定します。

ユーザ ID とディレクトリ URI の入力
LDAP ディレクトリ サーバと Cisco Unified Communications Manager を同期させると、次の値を含
む属性を使用して、Cisco Unified Communications Manager データベースと Cisco Unified
Communications Manager IM and Presence サービス データベースの両方でエンド ユーザ設定テーブ
ルを生成できます。
• ユーザ ID：Cisco Unified Communications Manager でユーザ ID の値を指定する必要がありま
す。この値はデフォルトの IM アドレス スキームおよびユーザのログインに必要です。デフォ
ルト値は sAMAccountName です。
• ディレクトリ URI：以下を予定している場合は、ディレクトリ URI の値を指定する必要があ
ります。
• Cisco Jabber で URI ダイヤルを有効にする。
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Cisco Unified Communications Manager がディレクトリ ソースと同期すると、ディレクトリ URI と
ユーザ ID の値を取得して、それらを Cisco Unified Communications Manager データベースのエンド
ユーザ設定テーブルに入力します。
その後で、Cisco Unified Communications Manager データベースが Cisco Unified Communications
Manager IM and Presence サービス データベースと同期します。その結果、ディレクトリ URI と
ユーザ ID の値が Cisco Unified Communications Manager IM and Presence サービス データベースの
エンド ユーザ設定テーブルに入力されます。
ユーザ ID の LDAP 属性の指定
ユーザをディレクトリ ソースから Cisco Unified Communications Manager に同期する場合は、ディ
レクトリ内の属性からユーザ ID を生成できます。ユーザ ID を保持するデフォルトの属性は、
sAMAccountName です。

手順
ステップ 1

[LDAP システムの設定（LDAP System Configuration）] ウィンドウで [ユーザ ID 用 LDAP 属性
（LDAP Attribute for User ID）] ドロップダウン リストを探します。

ステップ 2

必要に応じて、ユーザ ID の属性を指定し、[保存（Save）] を選択します。
重要
ユーザ ID の属性が sAMAccountName 以外の場合で、Cisco Unified Communications Manager
IM and Presence サービス でデフォルトの IM アドレス スキームが使用されている場合は、
次のようにクライアント コンフィギュレーション ファイルでパラメータの値として属性
を指定する必要があります。
EDI パラメータは UserAccountName です。
<UserAccountName>attribute-name</UserAccountName>

BDI パラメータは BDIUserAccountName です。
<BDIUserAccountName>attribute-name</BDIUserAccountName>

設定で属性を指定せず、属性が sAMAccountName 以外の場合、クライアントはディレク
トリ内の連絡先を解決できません。この結果、ユーザはプレゼンスを取得せず、インスタ
ント メッセージを送信または受信できません。
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ディレクトリ URI の LDAP 属性の指定
Cisco Unified Communications Manager リリース 9.0(1) 以降では、ディレクトリ内の属性からディレ
クトリ URI を生成できます。

はじめる前に
同期の有効化します。

手順
ステップ 1

[システム（System）] > [LDAP] > [LDAP ディレクトリ（LDAP Directory）] を選択します。

ステップ 2

適切な LDAP ディレクトリを選択するか、[新規追加（Add New）] を選択して LDAP ディレクト
リを追加します。

ステップ 3

[同期対象の標準ユーザ フィールド（Standard User Fields To Be Synchronized）] セクションを探し
ます。

ステップ 4

[ディレクトリURI（Directory URI）] ドロップダウン リストで、次の LDAP 属性のいずれかを選
択します。
• msRTCSIP-primaryuseraddress：この属性は、Microsoft Lync または Microsoft OCS が使用され
ている場合に AD 内で生成されます。これがデフォルト属性です。
• メール アドレス

ステップ 5

[保存（Save）] を選択します。

同期の実行
ディレクトリ サーバを追加し、必要なパラメータを指定した後、Cisco Unified Communications
Manager をディレクトリ サーバと同期できます。

はじめる前に
ご使用の環境にプレゼンスサーバが含まれる場合は、ディレクトリサーバと同期する前に次の機
能サービスがアクティブになっていて、開始されていることを確認する必要があります。
• Cisco Unified Presence：Cisco UP Sync Agent
• Cisco Unified Communications Manager IM and Presence サービス：Cisco Sync Agent
このサービスは、プレゼンス サーバと Cisco Unified Communications Manager 間で同期されたデー
タを維持します。ディレクトリ サーバとの同期を実行すると、Cisco Unified Communications Manager
は次にプレゼンス サーバとデータを同期します。ただし、[Cisco Sync Agent] サービスがアクティ
ブになっていて、開始されている必要があります。
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手順
ステップ 1

[システム（System）] > [LDAP] > [LDAP ディレクトリ（LDAP Directory）] を選択します。

ステップ 2

[新規追加（Add New）] を選択します。
[LDAP ディレクトリ（LDAP Directory）] ウィンドウが開きます。

ステップ 3

[LDAP ディレクトリ（LDAP Directory）] ウィンドウで必要な詳細情報を指定します。
指定可能な値と形式の詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Administration
Guide』を参照してください。

ステップ 4

情報が定期的に同期されることを保証するには、LDAP ディレクトリ同期スケジュールを作成し
ます。

ステップ 5

[保存（Save）] を選択します。

ステップ 6

[今すぐ完全同期を実行する（Perform Full Sync Now）] を選択します。
（注）
同期プロセスの完了までに要する時間は、ディレクトリ内のユーザの数によって異なり
ます。ユーザ数が数千にもなる大規模なディレクトリの同期を実施する場合、そのプロ
セスにはある程度の時間がかかると予想されます。

ディレクトリ サーバからのユーザ データが Cisco Unified Communications Manager データベースに
同期されます。その後で、Cisco Unified Communications Manager がプレゼンス サーバ データベー
スにユーザ データを同期します。

LDAP サーバでの認証
ディレクトリ サービスを使用して認証するように Cisco Unified Communications Manager を設定し
ます。ユーザがクライアントにサインインすると、プレゼンス サービスがその認証を Cisco Unified
Communications Manager にルーティングします。その後で、Cisco Unified Communications Manager
がその認証をディレクトリ サーバにプロキシします。

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

[システム（System）] > [LDAP] > [LDAP 認証（LDAP Authentication）] を選択します。

ステップ 3

[エンドユーザ用 LDAP 認証の使用（Use LDAP Authentication for End Users）] を選択します。

ステップ 4

必要に応じて、LDAP クレデンシャルとユーザ検索ベースを指定します。
[LDAP認証（LDAP Authentication）] ウィンドウ上のフィールドの詳細については、『Cisco Unified
Communications Manager Administration Guide』を参照してください。

ステップ 5

[保存（Save）] を選択します。
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フェデレーション
フェデレーションを使用すれば、Cisco Jabber ユーザは、別のシステム上でプロビジョニングされ
たユーザや Cisco Jabber 以外のクライアント アプリケーションを使用しているユーザと通信でき
ます。

ドメイン間フェデレーション
ドメイン間フェデレーションでは、エンタープライズ ドメイン内の Cisco Jabber ユーザは、他の
ドメイン内のユーザとアベイラビリティを共有し、それらのユーザにインスタント メッセージを
送信できます。
• Cisco Jabber ユーザは他のドメインの連絡先を手動で入力する必要があります。
• Cisco Jabber がサポートしているフェデレーション先は次のとおりです。
• Microsoft Office Communications Server
• Microsoft Lync
• IBM Sametime
• Google Talk などの XMPP 標準ベースの環境

（注）

Expressway for Mobile and Remote Access は、XMPP ドメイン間フェデレーショ
ン自体を有効にするものではありません。Expressway for Mobile and Remote
Access 経由で接続された Cisco Jabber クライアントでは、Cisco Unified
Communications Manager IM and Presence で有効になっている XMPP ドメイン
間フェデレーションを使用できます。

• AOL Instant Messenger
Cisco Unified Communications Manager IM and Presence サービスで、Cisco Jabber に対してドメイン
間フェデレーションを設定します。詳細については、該当するサーバのドキュメントを参照して
ください。
関連トピック
Integration Guide for Configuring Cisco Unified Presence Release 8.6 for Interdomain Federation
『Interdomain Federation for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager』

ドメイン内フェデレーション
ドメイン内フェデレーションでは、同じドメイン内のユーザはアベイラビリティを共有し、Cisco
Unified Communications Manager IM and Presence サービスと Microsoft Office Communications Server、
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Microsoft Live Communications Server、または他のプレゼンス サーバとの間でインスタント メッ
セージを送信できます。
ドメイン内フェデレーションを使用すると、ユーザを別のプレゼンス サーバから Cisco Unified
Communications Manager IM and Presence サービスに移行できます。そのために、プレゼンス サー
バ上で Cisco Jabber 用のドメイン内フェデレーションを設定します。詳細については、次の各項を
参照してください。
• Cisco Unified Presence：『Integration Guide for Configuring Partitioned Intradomain Federation for
Cisco Unified Presence Release 8.6 and Microsoft LCS/OCS』
• Cisco Unified Communications Manager IM and Presence サービス：『Partitioned Intradomain
Federation for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager』

BDI または EDI のイントラドメイン フェデレーションの設定
プレゼンス サーバでのイントラドメイン フェデレーションの設定に加えて、Cisco Jabber コンフィ
ギュレーション ファイルでいくつかの設定が必要になる場合があります。
連絡先の検索時に連絡先を解決したり、ディレクトリから連絡先情報を取得したりするには、Cisco
Jabber で各ユーザの連絡先 ID が必要です。Cisco Unified Communications Manager IM & Presence
サーバでは、特定の形式を使用して連絡先情報を解決しますが、この形式は、Microsoft Office
Communications Server や Microsoft Live Communications Server などの他のプレゼンス サーバの形式
と常に一致するわけではありません。
イントラドメイン フェデレーションの設定に使用されるパラメータは、拡張ディレクトリ統合
（EDI）と基本ディレクトリ統合（BDI）のどちらを使用するかによって異なります。EDI は、ネ
イティブな Microsoft Windows API を使用してディレクトリ サービスから連絡先データを取得し、
Cisco Jabber for Windows でのみ使用されます。BDI の場合は、クライアントがディレクトリ サー
ビスから連絡先データを取得し、Cisco Jabber for Mac、Cisco Jabber for Android、および Cisco Jabber
for iPhone and iPad で使用されます。

手順
ステップ 1

関連パラメータの値を true に設定します。
• BDI の場合：BDIUseSipUriToResolveContacts
• EDI の場合：UseSIPURIToResolveContacts

ステップ 2

クライアントが連絡先情報を取得するために使用する Cisco Jabber 連絡先 ID を含む属性を指定し
ます。デフォルト値は msRTCSIP-PrimaryUserAddress です。関連パラメータで別の属性を
指定することもできます。
• BDI の場合：BDISipUri
• EDI の場合：SipUri
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（注）

イントラドメイン フェデレーションを展開して、クライアントがファイアウォールの
外側から Expressway for Mobile and Remote Access に接続しているときは、次のいずれか
の形式が連絡先 ID に使用されている場合にのみ連絡先検索がサポートされます。
• sAMAccountName@domain
• UserPrincipleName(UPN)@domain
• EmailAddress@domain
• employeeNumber@domain
• phoneNumber@domain

ステップ 3

UriPrefix パラメータで、関連する SipUri パラメータ内の連絡先 ID の前に付けるプレフィックス
テキストを指定します。
例：

たとえば、SipUri の値として msRTCSIP-PrimaryUserAddress を指定します。ディレクトリに
おける各ユーザの msRTCSIP-PrimaryUserAddress の値は、sip:username@domain の形式
になります。
• BDI の場合：BDIUriPrefix
• EDI の場合：UriPrefix

次の XML スニペットは、BDI 用の最終的な設定例を示しています。
<Directory>
<BDIUseSIPURIToResolveContacts>true</BDIUseSIPURIToResolveContacts>
<BDISipUri>non-default-attribute</BDISipUri>
<BDIUriPrefix>sip:</BDIUriPrefix>
</Directory>

次の XML スニペットは、EDI 用の最終的な設定例を示しています。
<Directory>
<UseSIPURIToResolveContacts>true</UseSIPURIToResolveContacts>
<SipUri>non-default-attribute</SipUri>
<UriPrefix>sip:</UriPrefix>
</Directory>

ドメイン内フェデレーションの例
次に、以下の BDI または EDI パラメータと例の値を使用してドメイン内フェデレーションの連絡
先を作成する方法について示します。
BDI の場合：BDISipUri
EDI の場合：SipURI
値：msRTCSIP-PrimaryUserAddress
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BDI の場合：BDIUseSIPURIToResolveContacts
EDI の場合：UseSIPURIToResolveContacts
値：true
BDI の場合：BDIUriPrefix
EDI の場合：UriPrefix
値：SIP
Mary Smith というユーザについて、ディレクトリに msRTCSIP-PrimaryUserAddress 属性の値とし
て sip:msmith@domain.com が含まれているとします。
次のワークフローは、クライアントがディレクトリに接続して Mary Smith の連絡先情報を解決す
る方法について説明しています。
1 プレゼンス サーバが msmith@domain.com をクライアントに渡します。
2 クライアントは sip: を msmith@domain.com に付加して、ディレクトリに問い合わせます。
3 sip:msmith@domain.com が msRTCSIP-PrimaryUserAddress 属性の値と一致します。
4 クライアントは、Mary Smith の連絡先情報を取得します。
Cisco Jabber ユーザが Mary Smith を検索する場合、クライアントは sip: 接頭辞を
sip:msmith@domain.com から削除して連絡先 ID を取得します。

常設チャット ルームの管理とモデレータ管理
（注）

• 常設チャット ルームとその管理は、オンプレミス展開専用です。
• モバイル クライアントでは常設チャット ルームが使用できません。

ルームの作成、モデレータの委任、メンバーの指定を行うことで、Jabber クライアントから常設
チャット ルームを管理します。ルームを作成するノードは自動的に作成されます。ただし、上書
きや、特定のノードの指定が可能です。管理者およびモデレータは常設チャット ルーム内の特権
ユーザです。Cisco Unified Communications Manager IM and Presence サーバ上で管理者になっている
サービス ノードの常設チャット ルームを管理できます。
管理者機能
管理者は、ハブ クライアント ウィンドウの [パーシステント チャット（Persistent Chat）] の [すべ
てのルーム（All Rooms）] タブから次のタスクを実行できます。
• ルームの作成。ルームを作成すると、作成者は自動的にルーム管理者になります。
• チャット ルームの最大 30 名のモデレータ（ルームのオーナーになる）の定義および変更
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• ルーム名の指定および変更。
• ルームの最大参加者数の定義。この数は、すでにルームに参加している参加者数未満にはで
きません。
• ルーム メンバーの追加および削除。
• 参加者のブロック、削除、および取り消し。
• ルームの破棄（サーバから削除されますが、履歴は削除されません）。
モデレータの機能
管理者によって、1 つの常設チャットルームごとに最大 30 名のモデレータを定義できます。モデ
レータは次のタスクを実行できます。
• ルームの主題の変更
• メンバーの編集（追加、削除、入出禁止など）
ルームの作成
ルームを作成するときに、次の種類の情報を入力できます。
• ルーム名（必須、最大 200 文字）
• 説明
• ルームのタイプ（パブリックまたは限定的）
ルームのタイプを定義した後は、変更できません。
• [マイルーム（My Rooms）] タブにルームを追加かするかどうかの指定（デフォルトではオ
フ）
• 最大 30 名のモデレータ（ルームの司会をするために有効な Jabber ID を持っている必要のあ
る人物）の追加
• ルーム パスワード
ルームを作成すると、そのルームにすぐにまたは後でメンバーを追加するためのオプションが表
示されます。使用可能なルームのリストに新しいルームを表示するために、[すべてのルーム（All
Rooms）] リストを更新します。

問題のレポート
適用：Cisco Jabber for Windows
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。
• ユーザは、クライアント インターフェイスを使用して問題レポートを直接送信します。
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• 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 />
<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
適用：Cisco Jabber for Windows と Cisco Jabber for Mac
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。

（注）

インスタント メッセージおよびプレゼンス機能に Cisco WebEx Messenger 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。
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XML ファイルの構造
自動更新用の XML ファイルは次のような構造となっています。
<JabberUpdate>
<App name=”JabberWin”>
<LatestBuildNum>12345</LatestBuildNum>
<LatestVersion>10.5.x</LatestVersion>
<Mandatory>true</Mandatory>
<Message>
<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>

XML ファイルの例 1
次に、自動更新の XML ファイルの例を示します。
<JabberUpdate>
<App name="JabberWin">
<LatestBuildNum>12345</LatestBuildNum>
<LatestVersion>9.x</LatestVersion>
<Message><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>

XML ファイルの例 2
以下は自動更新の XML ファイルの例です。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><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/Cisco-Jabber-Mac-9.6.1-12345-MrbCdd.zip</DownloadURL>
</App>
<App name="JabberWin">
<LatestBuildNum>12345</LatestBuildNum>
<LatestVersion>9.0</LatestVersion>
<Message><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>
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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、Microsoft Windows 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。

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。
<varname astX:md="true" astX:sn="00000023WIH62E4EA10206C10D1F97175YZ">your_html</varname>

• 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

ステップ 4

更新 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

設定ファイルの 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。

カスタム埋め込みタブ
適用：Cisco Jabber for Windows と Cisco Jabber for Mac
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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-plugin-config>
<browser-plugin>
<page refresh="" preload="">
<tooltip></tooltip>
<icon></icon>
<url></url>
</page>
</browser-plugin>
</jabber-plugin-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。
パラメータ

説明

browser-plugin

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。

page

カスタム埋め込みタブの 1 つの定義が含まれます。

refresh

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、ま
たは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。

preload

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。

tooltip

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 Custom tab を使用します。
値は Unicode 文字の文字列です。
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パラメータ

説明

icon

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。
• ローカルのアイコン：次のように URL を指定します。
file://file_path/icon_name
• ホステッド アイコン：次のように URL を指定します。
http://path/icon_name
Microsoft Internet Explorer でレンダリング可能であれば、.JPG、.PNG、
および .GIF 形式を含むどのアイコンでも使用できます。
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。

URL

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 のレンダリング 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。 したがって、Internet Explorer
がサポートするコンテンツであれば、どのコンテンツでも指定できま
す。
（注）

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 Internet Explorer バージョ
ン 9 より後のバージョンがインストールされている場合、
クライアントはバージョン 9 モードで Internet Explorer を使
用します。

このパラメータは必須です。

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。次のようにして、設定
ファイルの AllowUserCustomTabs パラメータの値に true を設定します。
<Options>
<AllowUserCustomTabs>true</AllowUserCustomTabs>
</Options>

（注）

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。
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カスタム アイコン
最適な結果を得るには、カスタム アイコンは次のガイドラインに準拠する必要があります。
• 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。
関連トピック
プロトコル ハンドラ, （95 ページ）

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。

ヒント

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}）。
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
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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。
• SetNotificationBadge：クライアントから JavaScript で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：空の値にすると、既存の通知バッジすべてが削除されます。
• 1 ～ 999 の数字
• 2 桁の英数字の組み合わせ（例：A1）
• onPageSelected()：ユーザがカスタム組み込みタブを選択すると、クライアントはこのメソッ
ドを呼び出します。
• onPageDeselected()：ユーザが別のタブを選択すると、クライアントは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 ウィンドウをサイズ変更または移動すると、ク
ライアントは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ると、クライアントはこ
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ると、クライアント
は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()：このメソッドにユーザの IM アドレスを使用してストリング値を指定し
ます。
• OnPresenceStateChanged：このメソッドを使用すると、ユーザは連絡先のプレゼンスに関して
クライアントから更新情報を取得できます。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）、Do Not
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）
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（注）

連絡先リストに含まれていない人物のプレゼンスを登録すると（一時プレゼンス登録）、その
登録は 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。

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()：このメソッドを使用して、クライアントにロケール情報を要求できます。
• OnLocaleInfoAvailable：このメソッドを使用して、クライアントからロケール情報を取得で
きます。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。
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()
{
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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>
<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",
}
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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 {
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>
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</jabber-plugin-config>
</Client>
</config>

カスタム顔文字
適用： Cisco Jabber for Windows
XML ファイルで顔文字定義を作成して、それをファイル システムに保存することによって、Cisco
Jabber for Windows にカスタム顔文字を追加できます。

（注）

最適な結果を得るには、カスタム顔文字は、次のガイドラインに準拠する必要があります。
• 寸法：17 X 17 ピクセル
• トランスペアレント背景
• PNG ファイル形式
• RGB カラー

手順
ステップ 1

任意のテキスト エディタを使用して emoticonDefs.xml という名前のファイルを作成します。

ステップ 2

必要に応じて、emoticonDefs.xml で顔文字定義を指定します。
emoticonDefs.xml の構造と使用可能なパラメータの詳細については、「顔文字の定義」を参
照してください。

ステップ 3

emoticonDefs.xml を保存して閉じます。

ステップ 4

emoticonDefs.xml をファイル システムの適切なディレクトリに保存します。
Cisco Jabber for Windows はファイル システム上の次のディレクトリから顔文字定義をロードしま
す。
• ディレクトリは、オペレーティング システムによって異なる場合があります
◦ 32 ビット オペレーティング システムの場合：
◦ Program Files\Cisco Systems\Cisco Jabber\Emoticons
◦ Program Files\Cisco Systems\Cisco Jabber\CustomEmoticons
◦ 64 ビット オペレーティング システムの場合：
◦ Program Files(x86)\Cisco Systems\Cisco Jabber\Emoticons
◦ Program Files(x86)\Cisco Systems\Cisco Jabber\CustomEmoticons
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Emoticons フォルダには、Cisco Jabber for Windows 用のデフォルトの顔文字とデフォルト
の emoticonDefs.xml が含まれています。
CustomEmoticons フォルダはデフォルトでは存在しません。管理者は、このフォルダを作
成してカスタム顔文字の定義を格納し、組織展開に含めることができます。
CustomEmoticons フォルダで定義した顔文字は、デフォルトの Emoticons フォルダの顔
文字の定義よりも優先されます。
• %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Cisco\Unified
Communications\Jabber\CSF\CustomEmoticons
このフォルダには、Cisco Jabber for Windows の個別のインスタンス用のカスタム顔文字定義
が含まれています。
このディレクトリで定義した顔文字は、インストール ディレクトリの CustomEmoticons
フォルダの顔文字の定義よりも優先されます。
ステップ 5

Cisco Jabber for Windows を再起動します。

Cisco Jabber for Windows が emoticonDefs.xml 内のカスタム顔文字定義をロードします。

メモ

ユーザは、カスタム顔文字定義が emoticonDefs.xml 内でローカルに定義されている場合に
のみ、それらの定義を利用することができます。顔文字の定義が異なるユーザにカスタム顔文
字を送信すると、それらのユーザはアイコンではなく、デフォルト キーを受信します。次に
例を示します。
1 ユーザ A が emoticonDefs.xml 内でカスタム顔文字を定義します。
カスタム顔文字の定義は、ユーザ A のローカル ファイル システムにのみ存在します。
2 ユーザ A はそのカスタム顔文字をユーザ B に送信します。
3 ユーザ B はカスタム顔文字のデフォルト キーのみを受信します。ユーザ B はアイコンを受
信しません。

顔文字の定義
Cisco Jabber for Windows は emoticonDefs.xml から顔文字定義をロードします。
次の XML の抜粋は、顔文字の定義ファイルの基本構造を示します。
<emoticons>
<emoticon defaultKey="" image="" text="" order="" hidden="">
<alt></alt>
</emoticon>
</emoticons>

次の表に、カスタム顔文字を定義するための要素および属性を示します。

Cisco Jabber, Release 10.5 展開およびインストール ガイド
453

カスタム顔文字

要素または属性

説明

emoticons

この要素には、すべての顔文字の定義が含まれます。

emoticon

この要素には、1 つの顔文字の定義が含まれます。

defaultKey

この属性により、顔文字を描画するデフォルト キーの組み合わ
せが定義されます。
値として任意のキーの組み合わせを指定します。
この属性は必須です。
defaultKey は emoticon 要素の属性です。

image

この属性では、顔文字イメージのファイルを指定します。
値として顔文字のファイル名を指定します。顔文字イメージは、
emoticonDefs.xml と同じディレクトリに存在する必要があり
ます。
この属性は必須です。
Cisco Jabber for Windows は、.jpeg、.png、.gif など、Internet
Explorer でレンダリング可能なアイコンをサポートしています。
image は emoticon 要素の属性です。

text

この属性では、[顔文字の挿入（Insert emoticon）] ダイアログボッ
クスに表示される説明文を定義します。
任意の Unicode 文字の文字列を指定します。
この属性はオプションです。
text は emoticon 要素の属性です。

order

この属性では、[顔文字の挿入（Insert emoticon）] ダイアログボッ
クスに顔文字が表示される順序を定義します。
値として 1 から始まる序数を指定します。
order は emoticon 要素の属性です。
この属性は必須です。ただし、hidden の値が true である場合、こ
のパラメータは有効になりません。

Cisco Jabber, Release 10.5 展開およびインストール ガイド
454

カスタム顔文字

要素または属性

説明

hidden

この属性では、[顔文字の挿入（Insert emoticon）] ダイアログボッ
クスに顔文字が表示されるかどうかを指定します。
値として次のいずれかを指定します。
true
[顔文字の挿入（Insert emoticon）] ダイアログボックスに顔
文字が表示されないことを指定します。ユーザは、顔文字
を描画するキーの組み合わせを入力する必要があります。
false
[顔文字の挿入（Insert emoticon）] ダイアログボックスに顔
文字が表示されることを指定します。ユーザは、[顔文字の
挿入（Insert emoticon）] ダイアログボックスから顔文字を
選択するか、顔文字を描画するキーの組み合わせを入力す
ることができます。これがデフォルト値です。
この属性はオプションです。
hidden は emoticon 要素の属性です。

alt

この要素を使用すると、キーの組み合わせを顔文字にマッピング
できます。
値として任意のキーの組み合わせを指定します。
たとえば、defaultKey の値が :) である場合に、alt の値として :-)
を指定すると、両方のキーの組み合わせで同じ顔文字を描画でき
ます。
この要素はオプションです。

メモ

デフォルトの顔文字の定義ファイルには、ユーザが他のユーザからコールを要求できる次の
キーの組み合わせが含まれています。
• :callme
• :telephone
これらのキーの組み合わせによって、callme の顔文字、または communicon が送信されます。この
顔文字を受信したユーザは、アイコンをクリックして音声コールを開始できます。任意のカスタ
ム顔文字の定義ファイルにこれらのキーの組み合わせを含めて、callme の顔文字を有効にします。
顔文字の定義の例
<emoticons>
<emoticon defaultKey=":)" image="Emoticons_Smiling.png" text="Smile" order="1">
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<alt>:-)</alt>
<alt>^_^</alt>
</emoticon>
<emoticon defaultKey=":(" image="Emoticons_Frowning.png" text="Frown" order="2">
<alt>:-(</alt>
</emoticon>
</emoticons>
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章

クライアントのインストール
• Cisco Jabber for Windows のインストール, 457 ページ
• Cisco Jabber for Mac のインストール, 488 ページ

Cisco Jabber for Windows のインストール
Cisco Jabber for Windows は、次のように使用可能な MSI インストール パッケージを提供します。
インストール オプション

説明

コマンドラインの使用, （461 ページ）

コマンドライン ウィンドウで引数を指定して、
インストール プロパティを設定できます。
複数のインスタンスをインストールする場合
は、このオプションを選択します。

MSI の手動による実行, （462 ページ）

クライアントの起動時に、MSI をクライアント
ワーク ステーションのファイル システムで手
動で実行し、接続プロパティを指定します。
テストまたは評価用に単一インスタンスをイン
ストールする場合は、このオプションを選択し
ます。

カスタム インストーラの作成, （463 ページ） デフォルトのインストール パッケージを開き、
必要なインストール プロパティを指定し、カス
タム インストール パッケージを保存します。
同じインストール プロパティを持つインストー
ル パッケージを配布する場合は、このオプショ
ンを選択します。
グループ ポリシーを使用した導入, （467 ペー 同じドメインの複数のコンピュータにクライア
ジ）
ントをインストールします。
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はじめる前に
ローカル管理者権限でログインする必要があります。

管理権限
Cisco Jabber for Windows のインストールを完了するには、ローカル管理者権限でログインする必
要があります。

Microsoft Outlook からのローカル連絡先の追加
Cisco Jabber for Windows を使用すれば、Microsoft Outlook 内のローカル連絡先を検索または追加す
ることができます。この Microsoft Outlook との統合を有効にするには、Microsoft Exchange Server
で Exchange キャッシュ モードを有効にします。
クライアントを使用して Microsoft Outlook 内のローカル連絡先を検索するには、Microsoft Outlook
でプロファイルを設定する必要があります。また、ユーザは次のようにする必要があります。
1 [ファイル（File）] > [オプション（Options）] を選択します。
2 [統合（Integration）] タブ（リリース 11.0 以降は [カレンダー（Calendar）]）
3 [なし（None）] または [Microsoft Outlook（Microsoft Outlook）] のいずれかを選択します。
クライアント内の連絡先リストにローカル Microsoft Outlook 連絡先を追加するには、ローカル連
絡先に Microsoft Outlook 内のインスタント メッセージ アドレスが含まれている必要があります。
クライアント インターフェイスで連絡先の写真を表示するには、Microsoft Outlook 内のローカル
連絡先にインスタント メッセージ アドレスが含まれている必要があります。
クライアントを使用して Microsoft Outlook 内のローカル連絡先と通信するには、ローカル接続に
関連情報が含まれている必要があります。連絡先にインスタント メッセージを送信するには、
ローカル連絡先がインスタント メッセージのアドレスを持っている必要があります。Microsoft
Outlook 内の連絡先に発信するには、ローカル連絡先に電話番号が含まれている必要があります。

Microsoft Outlook カレンダー統合
適用：Cisco Jabber for Windows
予定表イベントが Cisco Jabber for Windows に表示されるように、Microsoft Outlook で設定を適用
する必要があります。

手順
ステップ 1

次の例のように、Microsoft Outlook で電子メール アカウント設定を開きます。
a) [ファイル（File）] > [アカウント設定（Account Settings）] を選択します
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b) [アカウント設定（Account Settings）] ウィンドウの [電子メール（Email）] タブを選択します。
ステップ 2

サーバ名をダブルクリックします。
ほとんどの場合、サーバ名は Microsoft Exchange です。

ステップ 3

[キャッシュされた Exchange モードの設定（Cached Exchange Mode setting）] チェックボックスを
選択します。

ステップ 4

設定を適用してから、Microsoft Outlook を再起動します。

ユーザが Microsoft Outlook で予定表イベントを作成すると、[ミーティング（Meetings）] タブにそ
れらのイベントが表示されます。

Microsoft Outlook プレゼンスの統合
適用：Cisco Jabber for Windows
Microsoft Outlook との統合を有効にするには、Microsoft Active Directory の proxyAddresses 属
性の値として SIP:user@cupdomain を指定してください。ユーザは Microsoft Outlook に在席か
どうかを共有できるようになります。proxyAddresses 属性を変更するには、次のいずれかの方
法を使用します。
• Active Directory ユーザとコンピュータなどの Active Directory 管理ツールを使用する
Active Directory ユーザとコンピュータ管理ツールを使用すれば、Microsoft Windows Server
2008 以降の属性を編集できます。
• ADSchemaWizard.exe ユーティリティ
ADSchemaWizard.exe ユーティリティは Cisco Jabber 管理パッケージ で使用できます。この
ユーティリティが生成する LDIF ファイルにより、SIP:user@cupdomain の値を持つ
proxyAddresses 属性をすべてのユーザに追加するよう、ディレクトリが変更されます。
ADSchemaWizard.exe ユーティリティは、Active Directory ユーザおよびコンピュータ用管理
ツールの属性編集機能をサポートしていないサーバで使用します。ADSI Edit などのツール
を使用して、ADSchemaWizard.exe ユーティリティを使用して適用した変更を確認できます。
ADSchemaWizard.exe ユーティリティでは、Microsoft .NET Framework バージョン 3.5 以降が
必要です。
• Microsoft Windows PowerShell でスクリプトを作成する
Microsoft Outlook でのプレゼンスを有効にするスクリプトの作成については、対応する Microsoft
のマニュアルを参照してください。

Active Directory ユーザとコンピュータ ツールとのプレゼンスの有効化
次の手順を実行し、Active Directory ユーザとコンピュータ管理ツールを使用して Microsoft Outlook
で個別ユーザのプレゼンスを有効にします。
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手順
ステップ 1

Active Directory ユーザとコンピュータ管理ツールを起動します。
Active Directory ユーザとコンピュータ管理ツールを実行するには、管理者権限が必要です。

ステップ 2

メニューバーで [表示（View）] を選択し、ドロップダウン リストから [拡張機能（Advanced
Features）] オプションを選択します。

ステップ 3

Active Directory ユーザとコンピュータ管理ツールの対象ユーザに移動します。

ステップ 4

ユーザをダブルクリックして [プロパティ（Properties）] ダイアログボックスを開きます。

ステップ 5

[属性エディタ（Attribute Editor）] タブを選択します。

ステップ 6

[属性（Attributes）] リスト ボックスで、proxyAddresses 属性を見つけて選択します。

ステップ 7

[編集（Edit）] を選択し、[複数値文字列エディタ（Multi-valued String Editor）] ダイアログボック
スを開きます。

ステップ 8

[追加する値（Value to add）] テキスト ボックスに SIP:user@cupdomain の値を指定します。
例：SIP:msmith@cisco.com
user@cupdomain の値は、ユーザのインスタント メッセージ アドレスです。cupdomain は、
Cisco Unified Presence または Cisco Unified Communications Manager IM and Presence サービスのドメ
インに対応します。

インストールの方法
Cisco Jabber for Windows には MSI インストール パッケージが用意されています。インストールを
完了するには、管理者としてログインする必要があります。このインストール パッケージを使用
して次のことを行うことができます。
コマンドラインの使用
インストール プロパティを設定するため、コマンドライン ウィンドウで引数を指定します。
複数のインスタンスをインストールする場合は、このオプションを選択します。
MSI の手動による実行
クライアントの起動時に、MSI をクライアント ワーク ステーションのファイル システムで
手動で実行し、接続プロパティを指定します。
テストまたは評価用に単一インスタンスをインストールする場合は、このオプションを選択
します。
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カスタム インストーラの作成
デフォルトのインストール パッケージを開き、必要なインストール プロパティを指定し、
カスタム インストール パッケージを保存します。
同じインストール プロパティを持つインストール パッケージを配布する場合は、このオプ
ションを選択します。
グループ ポリシーを使用した導入
同じドメインの複数のコンピュータにクライアントをインストールします。

コマンドラインの使用
コマンドライン ウィンドウにインストール引数を指定します。

手順
ステップ 1

コマンドライン ウィンドウを開きます。

ステップ 2

次のコマンドを入力します。
msiexec.exe /i CiscoJabberSetup.msi

ステップ 3

パラメータ = 値のペアとしてコマンドライン引数を指定します。
msiexec.exe /i CiscoJabberSetup.msi argument=value

ステップ 4

Cisco Jabber for Windows をインストールするコマンドを実行します。

インストール コマンドの例
Cisco Jabber for Windows をインストールするためのコマンド例を確認してください。
Cisco Unified Communications Manager リリース 9.x
msiexec.exe /i CiscoJabberSetup.msi /quiet CLEAR=1

ここで、
CLEAR=1：既存のブートストラップ ファイルを削除します。
/quiet：サイレント インストールを指定します。
デフォルト モードの Cisco Unified Communications Manager リリース 8.x
msiexec.exe /i CiscoJabberSetup.msi /quiet CLEAR=1 AUTHENTICATOR=CUP CUP_ADDRESS=1.2.3.4

ここで、
CLEAR=1：既存のブートストラップ ファイルを削除します。
AUTHENTICATOR=CUP：Cisco Unified Presence をオーセンティケータとして設定します。
CUP_ADDRESS=1.2.3.4：1.2.3.4 をプレゼンス サーバの IP アドレスとして指定します。
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/quiet：サイレント インストールを指定します。
電話モードの Cisco Unified Communications Manager リリース 8.x
UDS と統合する場合、電話モードでインストールするときは、最初に <PresenceDomain>プレゼン
ス サーバのドメイン アドレス</PresenceDomain> パラメータを設定する必要があります。
msiexec.exe /i CiscoJabberSetup.msi /quiet CLEAR=1 PRODUCT_MODE=Phone_Mode AUTHENTICATOR=CUCM
TFTP=1.2.3.4 CTI=5.6.7.8

ここで、
CLEAR=1 — 既存のブートストラップ ファイルを削除します。
PRODUCT_MODE=Phone_Mode：クライアントを電話モードに設定します。
AUTHENTICATOR=CUCM：Cisco Unified Communications Manager をオーセンティケータとし
て設定します。
TFTP=1.2.3.4：クライアント設定をホストする TFTP サーバの IP アドレスとして、1.2.3.4 を指
定します。
CTI=5.6.7.8：5.6.7.8 を CTI サーバの IP アドレスとして設定します。
/quiet：サイレント インストールを指定します。
Cisco WebEx Messenger サービス
msiexec.exe /i CiscoJabberSetup.msi /quiet CLEAR=1 AUTHENTICATOR=WEBEX

ここで、
CLEAR=1：既存のブートストラップ ファイルを削除します。
AUTHENTICATOR=WEBEX：Cisco WebEx Messenger サービスをオーセンティケータとして設
定します。
/quiet：サイレント インストールを指定します。
SSO を使用した Cisco WebEx Messenger サービス
msiexec.exe /i CiscoJabberSetup.msi /quiet CLEAR=1 AUTHENTICATOR=WEBEX
SSO_ORG_DOMAIN=example.com

ここで、
CLEAR=1：既存のブートストラップ ファイルを削除します。
AUTHENTICATOR=WEBEX：Cisco WebEx Messenger サービスをオーセンティケータとして設
定します。
SSO_ORG_DOMAIN=example.com：example.com をシングル サインオン（SSO）ドメインと
して設定します。
/quiet：サイレント インストールを指定します。

MSI の手動による実行
インストール プログラムを手動で実行すれば、クライアントの単一のインスタンスをインストー
ルして、[詳細設定（Advanced settings）] ウィンドウで接続設定を指定できます。
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手順
ステップ 1

CiscoJabberSetup.msi を起動します。
インストール プログラムにより、インストール プロセスのウィンドウが開きます。

ステップ 2

手順に従ってインストール プロセスを完了します。

ステップ 3

Cisco Jabber for Windows を起動します。

ステップ 4

[手動設定およびログイン（Manual setup and sign in）] を選択します。
[詳細設定（Advanced settings）] ウィンドウが開きます。

ステップ 5

接続設定プロパティの値を指定します。

ステップ 6

[保存（Save）] を選択します。

カスタム インストーラの作成
カスタム インストーラを作成するデフォルトのインストール パッケージを変換できます。

（注）

カスタム インストーラは Microsoft Orca を使用して作成します。Microsoft Orca は Microsoft
Windows SDK for Windows 7 と .NET Framework 4 の一部として入手できます。
Microsoft の Web サイトから、Microsoft Windows SDK for Windows 7 と .NET Framework 4 をダ
ウンロードしてインストールします。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

デフォルト トランスフォーム ファ Microsoft Orca でインストール パッケージを
イルの取得, （464 ページ）
修正するためには、デフォルト トランス
フォーム ファイルが必要です。

ステップ 2

カスタム トランスフォーム ファイ トランスフォームファイルは、インストーラ
ルの作成, （464 ページ）
に適用するインストール プロパティが含まれ
ます。

ステップ 3

インストーラの変換, （465 ペー
ジ）

インストーラをカスタマイズするため、トラ
ンスフォーム ファイルを適用します。

関連トピック
Microsoft Windows SDK for Windows 7 and .NET Framework 4
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デフォルト トランスフォーム ファイルの取得
Microsoft Orca でインストール パッケージを修正するためには、デフォルト トランスフォーム ファ
イルが必要です。

手順
ステップ 1

ソフトウェアのダウンロード ページから Cisco Jabber 管理パッケージをダウンロードします。

ステップ 2

Cisco Jabber 管理パッケージからファイル システムに CiscoJabberProperties.msi をコピー
します。

次の作業
カスタム トランスフォーム ファイルの作成, （464 ページ）
関連トピック
ソフトウェア ダウンロード

カスタム トランスフォーム ファイルの作成
カスタム インストーラを作成するには、変換ファイルを使用します。トランスフォームファイル
は、インストーラに適用するインストール プロパティが含まれます。
デフォルトトランスフォームファイルは、インストーラを変換するとプロパティの値を指定する
ことができます。1 つのカスタムインストーラを作成する場合、デフォルト トランスフォーム
ファイルを使用する必要があります。
任意でカスタム トランスフォーム ファイルを作成できます。カスタム トランスフォーム ファイ
ルでプロパティの値を指定し、インストーラに適用します。
異なるプロパティの値を持つ複数のカスタムインストーラを必要とする場合、カスタムトランス
フォーム ファイルを作成します。たとえば、デフォルト言語をフランス語に設定するトランス
フォーム ファイルと、デフォルト言語をスペイン語に設定するもう 1 つのトランスフォーム ファ
イルを作成できます。インストールパッケージに各トランスフォームファイルを個別に適用でき
ます。2 つのインストーラを作成したことで、各言語に 1 つのインストーラが作成されます。

はじめる前に
デフォルト トランスフォーム ファイルの取得, （464 ページ）
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手順
ステップ 1

Microsoft Orca を起動します。

ステップ 2

CiscoJabberSetup.msi を開いてから、CiscoJabberProperties.msi を適用します。

ステップ 3

該当するインストーラ プロパティに値を指定します。

ステップ 4

トランスフォーム ファイルを生成して保存します。
a) [トランスフォーム（Transform）] > [トランスフォームの生成（Generate Transform）] を選択し
ます。
b) トランスフォーム ファイルを保存するファイル システムの場所を選択します。
c) トランスフォーム ファイルの名前を指定して [保存（Save）] を選択します。

作成したトランスフォーム ファイルは、file_name.mst として保存されます。このトランス
フォーム ファイルを適用して、CiscoJabberSetup.msi のプロパティを変更できます。

次の作業
インストーラの変換, （465 ページ）

インストーラの変換
インストーラをカスタマイズするため、トランスフォーム ファイルを適用します。

（注）

トランスフォーム ファイルを適用すると、CiscoJabberSetup.msi のデジタル署名が変更
されます。CiscoJabberSetup.msi を修正したり、名前を変更しようとすると、署名が完
全に削除されます。

はじめる前に
カスタム トランスフォーム ファイルの作成, （464 ページ）

手順
ステップ 1

Microsoft Orca を起動します。

ステップ 2

Microsoft Orca で CiscoJabberSetup.msi を開きます。
a) [ファイル（File）] > [開く（Open）] を選択します。
b) ファイル システム上の CiscoJabberSetup.msi の場所を参照します。
c) CiscoJabberSetup.msi を選択してから、[開く（Open）] を選択します。
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Microsoft Orca でインストール パッケージが開きます。インストーラのテーブルのリストが [テー
ブル（Tables）] ペインに表示されます。
ステップ 3

1033（英語）以外のすべての言語コードを削除します。
制約事項
カスタム インストーラから 1033（英語）以外のすべての言語コード削除する必要が
あります。
Microsoft Orcaでは、デフォルト（1033）以外のいずれの言語ファイルもカスタム イ
ンストーラで保持されません。カスタム インストーラからすべての言語コードを削除
しない場合、言語が英語以外のオペレーティング システムでインストーラを実行でき
ません。
a) [表示（View）] > [要約情報（Summary Information）] を選択します。
[要約情報の編集（Edit Summary Information）] ウィンドウが表示されます。
b) [言語（Language）] フィールドを見つけます。
c) 1033 以外のすべての言語コードを削除します。
d) [OK] を選択します。
英語がカスタム インストーラの言語として設定されます。

ステップ 4

トランスフォーム ファイルを適用します。
a) [トランスフォーム（Transform）] > [トランスフォームの適用（Apply Transform）] を選択しま
す。
b) ファイル システムのトランスフォーム ファイルの場所を参照します。
c) トランスフォーム ファイルを選択し、[開く（Open）] を選択します。

ステップ 5

[テーブル（Tables）] ペインのテーブルのリストから [プロパティ（Property）] を選択します。
CiscoJabberSetup.msi のプロパティのリストがアプリケーション ウィンドウの右パネルに表
示されます。

ステップ 6

必要とするプロパティの値を指定します。

ステップ 7

必要のないプロパティを削除します。
設定されていないプロパティを削除するのは重要です。削除しないと、設定されたプロパティが
有効になりません。必要ない各プロパティを 1 つずつ削除します。
a) 削除するプロパティを右クリックします。
b) [行を削除（Drop Row）] を選択します。
c) Microsoft Orca から続行を要求されたら、[OK] を選択します。

ステップ 8

カスタム インストーラで埋め込みストリームを保存できるようにします。
a) [ツール（Tools）] > [オプション（Options）] を選択します。
b) [データベース（Database）] タブを選択します。
c) [[名前を付けて保存（Save As）] の選択時に埋め込みストリームをコピーする（Copy embedded
streams during 'Save As'）] を選択します。
d) [適用（Apply）] を選択し、[OK] を選択します。

ステップ 9

カスタム インストーラを保存します。
a) [ファイル（File）] > [名前を付けて変換を保存（Save Transformed As）] を選択します。
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b) ファイル システム上の場所を選択してインストーラを保存します。
c) インストーラの名前を指定してから、[保存（Save）] を選択します。

関連トピック
インストーラのプロパティ, （484 ページ）

グループ ポリシーを使用した導入
Microsoft Windows Server の Microsoft グループ ポリシー管理コンソール（GPMC）を使用して、グ
ループ ポリシーと一緒に Cisco Jabber for Windows をインストールします。

（注）

グループ ポリシーと一緒に Cisco Jabber for Windows をインストールするには、Cisco Jabber for
Window を展開するすべてのコンピュータまたはユーザが同じドメイン内に存在する必要があ
ります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

言語コードの設定, （467 ページ） MSI が何らかの形で Orca により変更されて
いる場合のみ、この手順を使用して [言語
（Language）] フィールドを 1033 に設定しま
す。

ステップ 2

グループ ポリシーでのクライアン Cisco Jabber for Windows with Group Policy を
トの展開, （468 ページ）
導入します。

言語コードの設定
インストール言語の変更は、シスコが提供する MSI ファイルを使用するグループ ポリシーの配置
シナリオでは必要ではありません。このような状況において、インストール言語は Windows ユー
ザ ロケール（形式）から決定されます。MSI が何らかの形で Orca により変更されている場合の
み、この手順を使用して [言語（Language）] フィールドを 1033 に設定します。

手順
ステップ 1

Microsoft Orca を起動します。
Microsoft Orca は、Microsoft の Web サイトからダウンロード可能な Microsoft Windows SDK for
Windows 7 と .NET Framework 4 の一部として入手できます。
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ステップ 2

CiscoJabberSetup.msi を開きます。
a) [ファイル（File）] > [開く（Open）] を選択します。
b) ファイル システム上の CiscoJabberSetup.msi の場所を参照します。
c) CiscoJabberSetup.msi を選択してから、[開く（Open）] を選択します。

ステップ 3

[表示（View）] > [要約情報（Summary Information）] を選択します。

ステップ 4

[言語（Language）] フィールドを見つけます。

ステップ 5

[言語（Languages）] フィールドを 1033 に設定します。

ステップ 6

[OK] を選択します。

ステップ 7

カスタム インストーラで埋め込みストリームを保存できるようにします。
a) [ツール（Tools）] > [オプション（Options）] を選択します。
b) [データベース（Database）] タブを選択します。
c) [[名前を付けて保存（Save As）] の選択時に埋め込みストリームをコピーする（Copy embedded
streams during 'Save As'）] を選択します。
d) [適用（Apply）] を選択し、[OK] を選択します。

ステップ 8

カスタム インストーラを保存します。
a) [ファイル（File）] > [名前を付けて変換を保存（Save Transformed As）] を選択します。
b) ファイル システム上の場所を選択してインストーラを保存します。
c) インストーラの名前を指定してから、[保存（Save）] を選択します。

次の作業
グループ ポリシーでのクライアントの展開, （468 ページ）
関連トピック
サポートされる言語, （485 ページ）

グループ ポリシーでのクライアントの展開
グループ ポリシーと Cisco Jabber for Windows を展開するには、このタスクの手順を実行します。

はじめる前に
言語コードの設定, （467 ページ）

手順
ステップ 1

導入のためのソフトウェア配布ポイントにインストール パッケージをコピーします。
Cisco Jabber for Windows を展開する予定のすべてのコンピュータまたはユーザは、配布ポイント
上のインストール パッケージにアクセスできる必要があります。
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ステップ 2

[スタート（Start）] > [ファイル名を指定して実行（Run）] を選択し、次のコマンドを入力します。
GPMC.msc

[グループ ポリシー管理（Group Policy Management）] コンソールが開きます。
ステップ 3

新しいグループ ポリシー オブジェクトを作成します。
a) 左側のペインの適切なドメインを右クリックします。
b) [このドメインに GPO を作成してここにリンクする（Create a GPO in this Domain, and Link it
here）] を選択します。
[新しい GPO（New GPO）] ウィンドウが開きます。
c) [名前（Name）] フィールドにグループ ポリシー オブジェクトの名前を入力します。
d) デフォルト値をそのままにするか、[発信元の開始 GPO（Source Starter GPO）] ドロップダウン
リストから適切なオプションを選択し、次に [OK] を選択します。
新しいグループ ポリシーが、ドメインのグループ ポリシーのリストに表示されます。

ステップ 4

導入の範囲を設定します。
a) 左側のペインのドメインの下からグループ ポリシー オブジェクトを選択します。
グループ ポリシー オブジェクトが右側のペインに表示されます。
b) [スコープ（Scope）] タブの [セキュリティ フィルタリング（Security Filtering）] セクション
で、[追加（Add）] を選択します。
[ユーザ、コンピュータ、またはグループの選択（Select User, Computer, or Group）] ウィンドウ
が開きます。
c) Cisco Jabber for Windows を導入するコンピュータとユーザを指定します。

ステップ 5

インストール パッケージを指定します。
a) 左側のペインのグループ ポリシー オブジェクトを右クリックして、[編集（Edit）] を選択しま
す。
[グループ ポリシー管理エディタ（Group Policy Management Editor）] が開きます。
b) [コンピュータの設定（Computer Configuration）] を選択して、[ポリシー（Policies）] > [ソフト
ウェアの設定（Software Settings）] を選択します。
c) [ソフトウェアのインストール（Software Installation）] を右クリックして、[新規（New）] >
[パッケージ（Package）] を選択します。
d) [ファイル名（File Name）] の横にインストール パッケージの場所を入力します（例：
\\server\software_distribution）。
重要
インストール パッケージの場所として Uniform Naming Convention（UNC）パスを入力
する必要があります。UNC パスを入力しなかった場合は、グループ ポリシーで Cisco
Jabber for Windows を展開できません。
e) インストール パッケージを選択して、[開く（Open）] を選択します。
f) [ソフトウェアの導入（Deploy Software）] ダイアログボックスで、[割り当て済み（Assigned）]
を選択し、[OK] を選択します。
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グループ ポリシーによって、次回のコンピュータの起動時にコンピュータごとに Cisco Jabber for
Windows がインストールされます。

コマンドライン引数
Cisco Jabber for Windows をインストールする際に指定可能なコマンド ライン引数を確認してくだ
さい。

オーバーライドの引数
次の表では、過去のインストールで得た既存のブートストラップ ファイルを上書きするため、
ユーザが指定する必要があるパラメータについて説明します。
引数

値

説明

CLEAR

1

クライアントが以前のインストールからの既存
のブートストラップ ファイルを上書きするかど
うかを指定します。
クライアントは、インストール中に引数と設定
された値をブートストラップ ファイルに保存し
ます。クライアントは起動時に、ブートストラッ
プ ファイルから設定をローディングします。

CLEAR を指定した場合、インストール中に次が実行されます。
1 クライアントが既存のブートストラップ ファイルを削除する。
2 クライアントが新しいブートストラップ ファイルを作成する。
CLEAR を指定しない場合、クライアントはインストール中に既存のブートストラップ ファイル
があるかどうかをチェックします。
• ブートストラップ ファイルがない場合、インストール時に、クライアントはブートストラッ
プ ファイルを作成します。
• ブートストラップ ファイルが見つかる場合、クライアントは、ブートストラップ ファイル
を上書きせず、既存の設定を保存します。
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（注）

Cisco Jabber for Windows を再インストールする場合は、次の点に留意する必要があります。
• クライアントは、既存のブートストラップ ファイルからの設定を保存しません。CLEAR
を指定した場合は、他のすべてのインストール引数も適切に指定する必要があります。
• クライアントは、既存のブートストラップファイルにインストール引数を保存しません。
インストール引数の値を変更する場合、または追加のインストール引数を指定する場合
は、既存の設定を上書きするために CLEAR を指定する必要があります。

既存のブートストラップ ファイルを上書きするには、コマンドラインに CLEAR を次のように指
定します。
msiexec.exe /i CiscoJabberSetup.msi CLEAR=1

モード タイプの引数
次の表は、製品モードを指定するコマンドラインの引数について説明します。
引数

値

説明

PRODUCT_MODE

Phone_Mode

クライアントの製品モードを指定します。次の
値を設定できます。
• Phone_Mode：Cisco Unified Communications
Manager がオーセンティケータです。
基本機能としてオーディオ 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
の値を選択します。

製品モードを設定する場合
電話モード展開では、Cisco Unified Communications Manager がオーセンティケータです。クライ
アントがオーセンティケータを取得すると、製品モードが電話機モードであることが決定されま
す。ただし、クライアントは最初の起動時にデフォルトの製品モードで常に開始するため、ユー
ザはログイン後に電話モードにして、クライアントを再起動する必要があります。
• Cisco Unified Communications Manager リリース 9.x 以降：インストール中に PRODUCT_MODE
を設定しないでください。クライアントはサービス プロファイルからオーセンティケータを
取得します。ユーザがログインすると、クライアントは、電話モードにして再起動するよう
要請します。
• Cisco Unified Communications Manager リリース 8.x：Cisco Unified Communications Manager を
オーセンティケータとして設定した場合は、インストール中に電話モードを指定できます。
クライアントは、最初の起動時にブートストラップ ファイルを読み取り、電話機モードで開
始するよう決定します。その後で、クライアントは、ブートストラップ ファイルまたは手動
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設定から、Cisco Unified Communications Manager をオーセンティケータとして特定します。
ユーザがログインすると、クライアントの再起動は要求されません。
製品モードの変更
製品モードを変更するには、クライアントのオーセンティケータを変更する必要があります。ク
ライアントは、オーセンティケータからの製品モードを決定します。
インストール後の製品モードの変更方法は、ご使用の展開により異なります。

（注）

すべての展開において、ユーザは [詳細設定（Advanced settings）] ウィンドウで手動でオーセ
ンティケータを設定できます。
この場合、ユーザには、[詳細設定（Advanced settings）] ウィンドウでオーセンティケータを
変更することによって、製品モードを変更するように指示します。クライアントをアンインス
トールし、その後に再インストールしても、手動設定を上書きすることはできません。

Cisco Unified Communications Manager バージョン 9.x 以降を使用した製品モードの変更
Cisco Unified Communications Manager バージョン 9.x 以降を使用して製品モードを変更するには、
サービス プロファイルのオーセンティケータを変更します。

手順
ステップ 1

適切なユーザのサービス プロファイルでオーセンティケータを変更します。
[デフォルト モード（Default Mode）] > [電話モード（Phone Mode）] を変更します。
IM and Presence を持つユーザのプロビジョニングを行わないでください。
サービス プロファイルに IM and Presence サービスの設定が含まれていない場合は、Cisco
Unified Communications Manager がオーセンティケータです。
[電話モード（Phone Mode）] > [デフォルト モード（Default Mode）] を変更します。
IM and Presence を持つユーザのプロビジョニングを行います。
IM and Presence プロファイルの [製品タイプ（Product Type）] フィールドの値を次に対して
設定した場合、
• [Unified CM（IM and Presence）（Unified CM (IM and Presence)）]オーセンティケータは
Cisco Unified Communications Manager IM and Presence サービスです。
• [WebEx (IM and Presence)（WebEx (IM and Presence)）]：オーセンティケータは Cisco
WebEx Messenger サービスです。

ステップ 2

ユーザにログアウトをしてから再度ログインするように指示します。
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ユーザがクライアントにログインすると、サービス プロファイルの変更を取得し、オーセンティ
ケータにユーザをログインさせます。クライアントは製品モードを決定すると、クライアントを
再起動するようユーザに指示します。

ユーザがクライアントを再起動した後、製品モードの変更が完了します。
Cisco Unified Communications Manager バージョン 8.x を使用した製品モードの変更
Cisco Unified Communications Manager バージョン 8.x を使用して製品モードを変更するには、Cisco
Jabber for Windows をインストールし直してオーセンティケータを変更する必要があります。
[デフォルト モード（Default Mode）] > [電話モード（Phone Mode）] を変更します。
最低限でも、次の引数を設定します。
• CLEAR=1 により、既存のブートストラップ ファイルが削除されます。
• AUTHENTICATOR=CUCM により、オーセンティケータが Cisco Unified Communications
Manager に設定されます。
• PRODUCT_MODE=Phone_Mode により、電話モードが製品モードに設定されます。
[電話モード（Phone Mode）] > [デフォルト モード（Default Mode）] を変更します。
最低限でも、次の引数を設定します。
• CLEAR=1 により、既存のブートストラップ ファイルが削除されます。
• AUTHENTICATOR= 次のいずれか。
• オーセンティケータを Cisco Unified Presence または Cisco Unified Communications
Manager に設定する場合の CUP。
• オーセンティケータを Cisco WebEx Messenger サービスに設定する場合の WebEx。

認証引数
次の表は、認証ソースの指定をユーザが設定できるコマンドライン引数を説明しています。
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引数

値

説明

AUTHENTICATOR

CUP

クライアントに認証ソースを指定します。この値
は、サービス ディスカバリに失敗した場合に使
用されます。値として次のいずれかを設定しま
す。

CUCM
WebEx

• CUP：Cisco Unified Communications Manager
IM and Presence サービス。デフォルトの製
品モードでのオンプレミスの展開。デフォ
ルト製品モードはフル UC または IM のみの
いずれかです。
• CUCM：Cisco Unified Communications
Manager。電話モードでのオンプレミスの展
開。
• WEBEX：Cisco WebEx Messenger サービス。
クラウドベースまたはハイブリッド クラウ
ド ベースでの展開。
Cisco Unified Communications Manager バージョン
9.x 以降を使用したオンプレミス展開では、
_cisco-uds SRV レコードを展開する必要があ
ります。クライアントは、自動的にオーセンティ
ケータを決定することができます。
CUP_ADDRESS

IP アドレス
ホストネーム
FQDN

Cisco Unified Communications Manager IM and
Presence 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）
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引数

値

説明

TFTP

IP アドレス

TFTP 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。

ホストネーム

• ホスト名（hostname）

FQDN

• IP アドレス（123.45.254.1）
• FQDN（hostname.domain.com）
Cisco Unified Communications Manager がオーセン
ティケータとして設定されている場合に、この引
数を指定する必要があります。
展開する場合：
• 電話モード：クライアントコンフィギュレー
ションをホスティングする TFTP サーバのア
ドレスを指定する必要があります。
• デフォルト モード：デバイス設定をホスト
する Cisco Unified Communications Manager
TFTP サービスのアドレスを指定できます。
[CTI]

IP アドレス

CTI サーバのアドレスを設定します。

ホストネーム

この引数を指定します。

FQDN

• Cisco Unified Communications Manager をオー
センティケータとして設定する。
• ユーザは、デスク フォン デバイスを持ち、
CTI サーバを必要とします。
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引数

値

説明

CCMCIP

IP アドレス

CCMCIP サーバのアドレスを設定します。

ホストネーム

この引数を指定します。

FQDN

• Cisco Unified Communications Manager をオー
センティケータとして設定する。
• CCMCIP サーバのアドレスが TFTP サーバ
アドレスと同じではありません。
クライアントは両方のアドレスが同じであ
れば、TFTP サーバ アドレスで CCMCIP サー
バを検索できます。
Cisco Unified Communications Manager リリース 9.x
以前：Cisco Extension Mobility を有効にする場合
は、CCMCIP に使用される Cisco Unified
Communications Manager ノードで Cisco Extension
Mobility サービスをアクティブにする必要があり
ます。Cisco Extension Mobility の詳細については、
使用している Cisco Unified Communications Manager
のリリースに応じた『Feature and Services（機能
およびサービス）』ガイドを参照してください。

SERVICES_DOMAIN

Domain

サービス ディスカバリの DNS SRV レコードが存
在するドメインの値を設定します。
この情報のインストーラ設定または手動設定をク
ライアントで使用する場合、この引数は DNS SRV
レコードが存在しないドメインに設定します。こ
の引数が指定されない場合、ユーザはサービス
ドメイン情報を指示されます。
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引数

値

VOICE_SERVICES_DOMAIN Domain

説明
ハイブリッド展開では、CAS 検索を介して Webex
を検出することが必要なドメインが、DNSレコー
ドが展開されたドメインと異なる場合がありま
す。この場合、SERVICES_DOMAIN を WebEx の
検出に使用されたドメインに設定し（またはユー
ザにメール アドレスを入力させる）、
VOICE_SERVICES_DOMAIN を DNS レコードが
展開されたドメインに設定します。この設定が指
定された場合、クライアントはサービス ディス
カバリとエッジ検出の目的で、
VOICE_SERVICES_DOMAIN の値を使用して次の
DNS レコードを検索します。
• _cisco-uds
• _cuplogin
• _collab-edge
この設定は任意です。指定しない場合、DNS は
SERVICES_DOMAIN、ユーザによるメール アド
レス入力、またはキャッシュされたユーザ設定か
ら取得したサービス ドメインで照会されます。

EXCLUDED_SERVICES

次のうち 1 つ以 Jabber がサービス ディスカバリから除外するサー
上：
ビスを示します。たとえば、WebEx の試験導入
を実施し、会社のドメインが WebEx に登録され
• CUP
ているが、Jabber ユーザが WebEx を使用して認
• WEBEX
証することは避けたい場合があります。Jabber は
オンプレミス CUP サーバで認証させることにし
• CUCM
ます。この場合、次のように設定します。
• EXCLUDED_SERVICES=WEBEX
値は、CUP、CUCM、WEBEX です。
複数のサービスを除外するには、カンマ区切りの
値を使用します。たとえば、CUP と CUCM を除
外するには、EXCLUDED_SERVICEs=CUP,CUCM
と指定します。すべてのサービスを除外するに
は、EXCLUDED_SERVICES=CUP,CUCM,WEBEX
と指定します。
すべてのサービスを除外した場合、Jabber クライ
アントの設定に手動設定またはブートストラップ
設定を使用する必要があります。
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引数

値

UPN_DISCOVERY_ENABLED true
false

説明
クライアントがサービスを検出したときに
Windows セッションのユーザ プリンシパル名
（UPN）を使用してユーザのユーザ ID とドメイ
ンを取得するかどうかを定義できるようにしま
す。
• true（デフォルト）：UPN を使用して、サー
ビス検出で使用されるユーザのユーザ ID と
ドメインが検索されます。UPN から検出さ
れたユーザだけが、クライアントにログイ
ンできます。
• false：UPN はユーザのユーザ ID とドメイン
の検索に使用されません。ユーザは、サー
ビス ディスカバリ用のドメインを検索する
ためのクレデンシャルの入力を要求されま
す。
インストール コマンドの例：msiexec.exe

/i

CiscoJabberSetup.msi /quiet
UPN_DISCOVERY_ENABLED=false

TFTP サーバ アドレス
Cisco Jabber for Windows は、TFTP サーバから 2 つの異なるコンフィギュレーション ファイルを
取得します。
• 作成したクライアント設定ファイル。
• デバイスを使用してユーザをプロビジョニングしたときに Cisco Unified Communications Manager
TFTP サービスに配置されるデバイス コンフィギュレーション ファイル。
労力を最小限に抑えるには、Cisco Unified Communications Manager TFTP サービス上でクライアン
トコンフィギュレーションファイルをホストする必要があります。すべての設定ファイルに対し
TFTP サーバ アドレスを 1 つのみ使用します。必要な場合にそのアドレスを指定できます。
ただし、デバイス設定を含む TFTP サーバとは異なる TFTP サーバでクライアント設定をホストで
きます。この場合、2 つの異なる TFTP サーバ アドレスを使用します。一方のアドレスは、デバ
イス設定をホストする TFTP サーバのアドレスで、もう一方のアドレスは、クライアント設定ファ
イルをホストする TFTP サーバのアドレスです。
デフォルトの展開
このセクションでは、プレゼンス サーバがある展開で、2 つの異なる TFTP サーバ アドレスを処
理する方法について説明します。
以下を実行する必要があります。
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1 プレゼンス サーバにあるクライアント設定をホストする TFTP サーバのアドレスを指定しま
す。
2 インストール中に、TFTP 引数を使用して Cisco Unified Communications Manager TFTP サービス
のアドレスを指定します。
クライアントは、初回起動時に以下を実行します。
1 ブートストラップ ファイルから Cisco Unified Communications Manager TFTP サービスのアドレ
スを取得します。
2 Cisco Unified Communications Manager TFTP サービスからデバイス設定を取得します。
3 プレゼンス サーバに接続します。
4 プレゼンス サーバのクライアント設定をホストする TFTP サービスのアドレスを取得します。
5 TFTP サーバからクライアント設定を取得します。
電話モード展開
このセクションでは、電話モード展開で 2 つの異なる TFTP サーバ アドレスを処理する方法につ
いて説明します。
以下を実行する必要があります。
1 インストール時に、TFTP 引数を使用して、クライアント設定をホストする TFTP サーバのア
ドレスを指定します。
2 クライアント コンフィギュレーション ファイルで TftpServer1 パラメータを使用して、デバイ
ス設定をホストする TFTP サーバのアドレスを指定します。
3 TFTP サーバにあるクライアント設定ファイルをホストします。
クライアントは、初回起動時に以下を実行します。
1 ブートストラップ ファイルから TFTP サーバのアドレスを取得します。
2 TFTP サーバからクライアント設定を取得します。
3 クライアント設定から Cisco Unified Communications Manager TFTP サービスのアドレスを取得
します。
4 Cisco Unified Communications Manager TFTP サービスからデバイス設定を取得します。

共通のインストール引数
次の表は、すべての展開に共通のコマンドライン引数についての説明です。
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引数

値

説明

LANGUAGE

10 進数の LCID

Cisco Jabber for Windows で使用される言語のロ
ケール ID（LCID）を 10 進数で定義します。値
は、サポートされる言語に対応する、10 進数の
LCID でなくてはなりません。
たとえば、次のいずれかを指定できます。
• 1033 は英語です。
• 1036 はフランス語です。
指定可能な言語の完全なリストについては、「言
語の LCID」トピックを参照してください。
この引数は省略可能です。
値を指定しない場合、Cisco Jabber for Windows で
は現在のユーザの地域言語を使用します。
リリース 11.1(1) 以降では、値を指定しないと、
Cisco Jabber for Windows が UseSystemLanguage パ
ラメータの値をチェックします。
UseSystemLanguage パラメータが true に設定され
ている場合は、オペレーティング システムと同
じ言語が使用されます。UseSystemLanguage パラ
メータが false または not defined に設定されてい
る場合、クライアントは現在のユーザの地域言語
をデフォルトとして使用します。
地域言語は、[コントロール パネル（Control
Panel）] > [地域および言語（Region and
Language）] > [日付、時刻、または数字形式の変
更（Change the date, time, or number format）] > [形
式（Formats）] タブ > [形式（Format）] ドロップ
ダウンで設定します。 > > > >

FORGOT_PASSWORD_URL URL

ユーザが失ったパスワードまたは忘れたパスワー
ドをリセットできる URL を指定します。
この引数は任意ですが推奨されています。
（注）
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引数

値

説明

AUTOMATIC_SIGN_IN

true

リリース 11.1(1) 以降に適用されます。

false

ユーザがクライアントをインストールしたときに
[Cisco Jabber の起動時にサインイン（Sign me in
when Cisco Jabber starts）] チェックボックスがオ
ンになるかどうかを指定します。
• true：ユーザがクライアントをインストール
したときに [Cisco Jabber の起動時にサイン
イン（Sign me in when Cisco Jabber starts）]
チェックボックスがオンになります。
• false（デフォルト）：ユーザがクライアン
トをインストールしたときに [Cisco Jabber
の起動時にサインイン（Sign me in when Cisco
Jabber starts）] チェックボックスがオフにな
ります。

TFTP_FILE_NAME

ファイル名

グループ設定ファイルの一意の名前を指定しま
す。
値として、未修飾か完全修飾のファイル名を指定
できます。この引数の値として指定するファイル
名は、TFTP サーバのその他の設定ファイルより
も優先されます。
この引数は省略可能です。
メモ

Cisco Unified Communications Manager の
CSF デバイス設定の [シスコサポート
フィールド（Cisco Support Field）] で、
グループ コンフィギュレーション ファ
イルを指定できます。
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引数

値

説明

LOGIN_RESOURCE

WBX

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。

MUT

デフォルトで、ユーザは同時に Cisco Jabber の複
数インスタンスにサインインできます。デフォル
トの動作を変更するには、次のいずれかの値を設
定します。
• WBX：ユーザは、一度に Cisco Jabber for
Windows の 1 つのインスタンスにしかサイ
ンインできません。
Cisco Jabber for Windows は、ユーザの JID
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。
• MUT：ユーザは、一度に Cisco Jabber for
Windows の 1 つのインスタンスにしかサイ
ンインできませんが、同時に他の Cisco
Jabber クライアントにサインインできます。
Cisco Jabber for Windows の各インスタンス
がユーザの JID に一意のサフィックスを付
加します。
LOG_DIRECTORY

ローカル ファイル クライアントがログ ファイルを書き込むディレ
システムの絶対パス クトリを定義します。
次の例のように、パス内のスペース文字をエス
ケープするために引用符を使用します。
"C:\my_directory\Log Directory"
指定するパスに、Windows で無効な文字を含め
ることはできません。
デフォルト
値：%USER_PROFILE%\AppData\Local\Cisco\Unified
Communications\Jabber\CSF\Logs
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引数

値

説明

CLICK2X

DISABLE

Cisco Jabber で click-to-x 機能を無効にします。
この引数をインストール中に指定すると、クライ
アントは click-to-x 機能のハンドラとして、オペ
レーティング システムで登録しません。この引
数により、クライアントはインストール中の
Microsoft Windows レジストリへの書き込みがで
きなくなります。
クライアントを再インストールし、インストール
後にクライアントで click-to-x 機能を有効にする
には、この引数を省略します。

Telemetry_Enabled

true
false

分析データを収集するかどうかを指定します。デ
フォルト値は true です。
ユーザ エクスペリエンスと製品パフォーマンス
を向上させるために、Cisco Jabber は、個人識別
が不可能な利用状況とパフォーマンスに関する
データを収集してシスコに送信する場合がありま
す。収集されたデータは、シスコによって、Jabber
クライアントがどのように使用され、どのように
役立っているかに関する傾向を把握するために使
用されます。
Cisco Jabber が収集する分析データと、収集しな
い分析データの詳細については、http://
www.cisco.com/web/siteassets/legal/privacy_
02Jun10.html の「Cisco Jabber Supplement to Cisco’s
On-Line Privacy Policy」で確認できます。

SSO 引数
このセクションでは、シングル サインオン（SSO）機能を備えた Cisco Jabber for Windows の展開
に使用可能なコマンド ライン引数について説明します。
クラウドベースの SSO 引数
次の表の引数は、クラウドベース展開にのみ適用されます。
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引数

値

説明

SSO_ORG_DOMAIN

ドメイン名（Domain SSO サービスの URL を含む Cisco WebEx 組織の
Name）
ドメイン名を指定します。
Cisco Jabber for Windows は、組織から SSO サー
ビスの URL を取得するためにこの引数を使用し
ます。Cisco Jabber for Windows が SSO サービス
URL を取得すると、Cisco WebEx Messenger で認
証するためのログイントークンを要求できます。
（注）

Cisco WebEx 管理ツールの [カスタマー
SSOサービスログインURL（Customer
SSO Service Login URL）] の値として
SSO サービスの URL を指定します。

インストーラのプロパティ
次は、カスタム インストーラで変更可能なプロパティです。
• CLEAR
• PRODUCT_MODE
• AUTHENTICATOR
• CUP_ADDRESS
• TFTP
• [CTI]
• CCMCIP
• LANGUAGE
• TFTP_FILE_NAME
• FORGOT_PASSWORD_URL
• SSO_ORG_DOMAIN
• LOGIN_RESOURCE
• LOG_DIRECTORY
• CLICK2X
• SERVICES_DOMAIN
これらのプロパティは、インストールの引数に対応し、同じ値が設定されています。
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サポートされる言語
Cisco Jabber for Windows では、デフォルトで現在のユーザの地域言語を使用します。地域言語は、
[コントロール パネル（Control Panel）] > [地域および言語（Region and Language）] > [日付、時
刻、または数字形式の変更（Change the date, time, or number format）] > [形式（Formats）] タブ >
[形式（Format）] ドロップダウンで設定します。 > > > >
次の表に、Cisco Jabber for Windows がサポートする言語の一覧を示します。

（注）

アラビア語

フランス語

ルーマニア語

ブルガリア語

ヘブライ語

ロシア語

カタロニア語

ハンガリー語

セルビア語

クロアチア語

イタリア語

スロバキア語

チェコ語

日本語

スロベニア語

デンマーク語

韓国語

スウェーデン語

ドイツ語

ノルウェー語

タイ語

ギリシャ語

オランダ語

トルコ語

英語

ポーランド語

中国語（簡体字）

スペイン語

ポルトガル語（ブラジル）

中国語（繁体字）

フィンランド語

ポルトガル語（ポルトガル）

Cisco Jabber for Windows では、すべてのサブ言語のロケール ID はサポートしていません。た
とえば、[フランス語 - カナダ（French - Canada）] を指定した場合、Cisco Jabber for Windows
では [フランス語 - フランス（French - France）] が使用されます。
ロケール ID の詳細については、次のドキュメントを参照してください。
• Microsoft Windows Locale Code Identifier (LCID) Reference
• Locale IDs Assigned by Microsoft
関連トピック
Microsoft Windows Locale Code Identifier (LCID) Reference
Locale IDs Assigned by Microsoft

Cisco Media Services Interface
Cisco Jabber for Windows は、Microsoft Windows 7 以降向けの Cisco Media Services Interface バージョ
ン 4.1.2 をサポートします。
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デスクフォン ビデオ機能
デスクフォン ビデオ機能を有効にするには、Cisco Media Services Interface をインストールする必
要があります。Cisco Media Services Interface は、Cisco Jabber for Windows が以下を実行できるよう
にするドライバを提供します。
• デスクフォン デバイスを検出します。
• CAST プロトコルを使用してデスクフォン デバイスへの接続を確立して維持します。

Cisco Media Services Interface のインストール
手順
ステップ 1

cisco.com のダウンロード サイトから Cisco Media Services Interface インストール プログラムをダ
ウンロードします。

ステップ 2

Cisco Jabber をインストールする各コンピュータに Cisco Media Services Interface をインストールし
ます。
Cisco Media Services Interface のインストール方法については、該当する Cisco Medianet のマニュア
ルを参照してください。

関連トピック
Download software
Medianet Knowledge Base Portal

Cisco Jabber for Windows のアンインストール
コマンド ラインまたは Microsoft Windows のコントロール パネルを使用して Cisco Jabber for Windows
をアンインストールできます。このマニュアルでは、コマンド ラインを使用して Cisco Jabber for
Windows をアンインストールする方法について説明します。

インストーラの使用
ファイル システムでインストーラが利用可能な場合は、それを使用して Cisco Jabber for Windows
を削除します。

手順
ステップ 1

コマンドライン ウィンドウを開きます。

ステップ 2

次のコマンドを入力します。
msiexec.exe /x path_to_CiscoJabberSetup.msi
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次の例を参考にしてください。
msiexec.exe /x C:\Windows\Installer\CiscoJabberSetup.msi /quiet

ここで、/quiet により、サイレント アンインストールが指定されます。

このコマンドは、コンピュータから Cisco Jabber for Windows を削除します。

製品コードの使用
ファイル システムでインストーラが利用できない場合は、製品コードを使用して Cisco Jabber for
Windows を削除します。

手順
ステップ 1

製品コードを検索します。
a) Microsoft Windows レジストリ エディタを開きます。
b) レジストリ キー HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products を見つけます。
c) [編集（Edit）] > [検索（Find）] を選択します。
d) [検索（Find）] ウィンドウの [検索（Find what）] テキスト ボックスに Cisco Jabber と入力し、
[次を検索（Find Next）] を選択します。
e) ProductIcon キーの値を検索します。
製品コードは、ProductIcon キーの値（たとえば、
C:\Windows\Installer\{product_code}\ARPPRODUCTICON.exe）です。
（注）

製品コードは Cisco Jabber for Windows のバージョンごとに異なりま
す。

ステップ 2

コマンドライン ウィンドウを開きます。

ステップ 3

次のコマンドを入力します。
msiexec.exe /x product_code

次の例を参考にしてください。
msiexec.exe /x 45992224-D2DE-49BB-B085-6524845321C7 /quiet

ここで、/quiet により、サイレント アンインストールが指定されます。

このコマンドは、コンピュータから Cisco Jabber for Windows を削除します。
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Cisco Jabber for Mac のインストール
Cisco Jabber for Mac クライアントの配布
Cisco Jabber for Mac クライアントをダウンロードするには、Cisco Software Center にアクセスして
ください。
Mac OS X 環境でのアップグレードは、ユーザからの権限でアプリケーションによって自動的に実
行されます。
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