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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。
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サービスプロファイル

Cisco Unified Communications Managerバージョン 9以降では、UCサービスプロファイルで
一部のクライアントの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、UCサービスプロファイルから設定を自動的に取得します。

これは、オンプレミス展開にのみ適用されます。

電話機設定

Cisco Unified Communications Managerバージョン 9以降では、電話の設定で一部のクライア
ントの設定を構成できます。クライアントは、UCサービスプロファイルの設定に加え、
電話の設定から設定を取得します。

これは、オンプレミス展開にのみ適用されます。

Cisco Unified PresenceまたはCisco Unified Communications Manager IM and Presence Service

インスタントメッセージとプレゼンス機能を有効にして、プレゼンスサブスクリプション

要求などの特定の設定を構成できます。

Cisco Unified CommunicationsManagerバージョン 9以降でサービスディスカバリを使用しな
い場合、クライアントは Cisco Unified Presenceまたは Cisco Unified Communications Manager
IM and Presence Serviceから UCサービスを取得します。

これは、オンプレミス展開にのみ適用されます。

クライアントの設定ファイル

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 Administration Toolで、一部のクライアントの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。

Cisco Unified Communications Manager でのクライアント
設定

Cisco Unified CommunicationsManagerバージョン 9以降では、UCサービスプロファイルで一部の
クライアントの設定を構成できます。
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重要 • Cisco Jabberはクライアントが _cisco-uds SRVレコードを DNSクエリーから取得する
場合のみ、CiscoUnifiedCommunicationsManagerのサービスプロファイルから設定を取得
します。

サービスディスカバリの DNS環境を設定しない場合は、サービスプロファイルでクラ
イアントを設定できません。

ハイブリッド環境では、CASURLルックアップが成功した場合、Cisco Jabberは設定内容
を Cisco WebEx Messengerサービスから取得し、_cisco-uds SRVレコードは無視され
ます。

•複数のCiscoUnifiedCommunicationsManagerクラスタを使用した環境では、クラスタ間検
索サービス（ILS）を設定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。

ILSを設定する方法については、適切なバージョンの『CiscoUnifiedCommunicationsManager
Features and Services Guide』を参照してください。

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/プレゼンスプロファイル

次の表は、インスタントメッセージとプレゼンス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。
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説明IM and Presence サービスの設定

Cisco Jabberに認証ソースを提供し、次の値があ
ります。

Unified CM（IM and Presence）

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す。

WebEx（IM and Presence）

CiscoWebExMessengerサービスがオーセン
ティケータです。

このリリースでは、クライアント

は、SRVレコードのクエリーに加
え、HTTPクエリーを発行しま
す。HTTPクエリーは、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。

HTTPクエリーの結果、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

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

いる場合、実質的な効果はない可

能性があります。

（注）

未設定（Not set）

サービスプロファイルに IMおよびプレゼ
ンスサービスの設定を含めない場合は、

CiscoUnifiedCommunicationsManagerがオー
センティケータです。

製品のタイプ（Product type）
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説明IM and Presence サービスの設定

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 Presenceまたは Cisco Unified
Communications Manager IM and Presence
Service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

[WebEx]を [製品のタイプ（Product type）]
パラメータの値として選択すると、クライ

アントは次のURLをデフォルトとして使用
します。

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

このデフォルトのURLは、設定した値を上
書きします。

プライマリサーバ（Primary server）

ボイスメールプロファイル

次の表は、ボイスメールのプロファイルで設定できる設定パラメータを示します。

説明ボイスメールサービスの設定

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

ボイスメールサービスの認証を受けるために、

クライアントがインスタントメッセージおよび

プレゼンスまたは会議サービスのクレデンシャル

を使用することを指定します。

設定するクレデンシャルソースがユーザのボイ

スメールのクレデンシャルと一致することを確認

します。このパラメータの値を設定すると、ユー

ザはクライアントユーザインターフェイスで自

分のボイスメールサービスのクレデンシャルを

指定できません。

ボイスメールサービスのクレデンシャルソー

ス（Credentials source for voicemail service）

会議プロファイル

次の表は、会議のプロファイルで設定できる設定パラメータを示します。
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説明会議サービスの設定

会議サーバの接続設定を指定します。会議サーバ（Conferencing server）

会議サービスの認証を受けるために、クライア

ントがインスタントメッセージおよびプレゼン

スまたはボイスメールサービスのクレデンシャ

ルを使用することを指定します。

設定するクレデンシャルソースがユーザの会議

のクレデンシャルと一致することを確認します。

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

ディレクトリプロファイル

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

合のためのクライアント設定」の章を参照してください。

CTI プロファイル

次の表は、CTIプロファイルで設定できる設定パラメータを示します。

説明CTI サービスの設定

CTIサーバの接続設定を指定します。CTIサーバ（CTI server）

UC サービスの追加
UCサービスを追加し、インスタントメッセージやプレゼンス、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、および他の設定を指定します。

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 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

UCサービスを追加して設定したら、これらの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で追加の設定を適用できます。

手順

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

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

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

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

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

Cisco Unified Communications Managerバージョン 9.xでは、インスタントメッセージ
（IM）機能だけを持つユーザはデフォルトのサービスプロファイルを使用する必要が
あります。このため、IMのみのユーザにサービスプロファイルを適用する場合は、
サービスプロファイルをデフォルトとして設定する必要があります。

（注）

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

次の作業

エンドユーザ設定にサービスプロファイルを適用します。

サービスプロファイルの適用

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

手順

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

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

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

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

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

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

Cisco Unified Communications Managerバージョン 9.xのみ：インスタントメッセージと
プレゼンス機能だけを持つユーザ（IM専用）の場合、[デフォルトを使用（UseDefault）]
を選択する必要があります。 IM専用のユーザの場合、CiscoUnifiedCommunicationsManager
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
トで選択した内容と関係なく、常にデフォルトのサービスプロファイルを適用します。

重要

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

ユーザとデバイスの関連付け

Cisco Unified Communications Managerバージョン 9.xの場合のみ、クライアントはユーザのサービ
スプロファイルの取得を試行するときに、最初に Cisco Unified Communications Managerからデバ
イス構成ファイルを取得します。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。クライアントは Adamがサインインすると、Cisco Unified Communications Managerから
CSFAKenzi.cnf.xmlを取得します。その後、クライアントは CSFAKenzi.cnf.xmlで次を探
します。

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

このため、Cisco Unified Communications Managerバージョン 9.xを使用する場合、ユーザに適用す
るサービスプロファイルをクライアントが正常に取得できることを確実にするため、次を実行す

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。

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。
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c) 適切なユーザを探して選択します。
[エンドユーザの設定（End User Configuration）]ウィンドウが表示されます。

d) [デバイス情報（Device Information）]セクションで [デバイスの割り当て（DeviceAssociation）]
を選択します。

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

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

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

電話の設定でのパラメータの設定：デスクトップクライアント向け

クライアントは、Cisco Unified Communications Managerの次の場所から電話の設定を取得できま
す。

Enterprise Phone Configuration

クラスタ全体に適用されます。

インスタントメッセージとプレゼンス機能のみのユーザ（IM専用）
の場合、[エンタープライズ電話の設定（EnterprisePhoneConfiguration）]
ウィンドウで電話の設定パラメータを設定する必要があります。

（注）

Common Phone Profile Configuration

デバイスのグループに適用され、クラスタの設定よりも優先されます。

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。
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電話の設定のパラメータ

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

きる設定パラメータを示します。

説明デスクトップクライアントの設定

ビデオ機能を有効または無効にします。

有効（Enabled）

ユーザはビデオ通話を送受信できます。これが

デフォルト値です。

無効

ユーザはビデオ通話を送受信できません。

このパラメータは、CSFのデバイス構成
でのみ使用可能です。

制約事項

ビデオコール（Video Calling）

ユーザによる特定のファイルタイプの転送を制限しま

す。

値として、.exeなどのファイル拡張子を設定します。

複数のファイル拡張子を区切るには、セミコロンを使

用します。例：

.exe;.msi;.rar;.zip

ファイル転送でブロックするファイルタ

イプ（File Types to Block in File Transfer）

クライアント初回起動時のユーザの電話タイプを設定

します。初回起動後、ユーザは電話タイプを変更でき

ます。クライアントは、ユーザ設定を保存し、以降の

起動でその設定を使用します。

有効（Enabled）

通話にデスクフォンデバイスを使用します。

無効

通話にソフトフォン（CSF）デバイスを使用し
ます。これがデフォルト値です。

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

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

ハイブリッドクラウドベース展開では、自動更新を設

定するために Cisco WebEx Administration Toolを使用
する必要があります。

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

ユーザが問題レポートを送信できるようにするカスタ

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

電話の設定でのパラメータの設定：モバイルクライアント向け

クライアントは、Cisco Unified Communications Managerの次の場所から電話の設定を取得できま
す。

Cisco Dual Mode for iPhone (TCT) Configuration

個別の TCT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。

Cisco Jabber for Tablet (TAB) Configuration

個別の TABデバイスに適用され、グループの設定よりも優先されます。

電話の設定のパラメータ

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

きる設定パラメータを示します。

説明モバイルクライアントの設定

オンデマンド VPNを開始するための URLです。オンデマンド VPNの URL（On-Demand
VPN URL）

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

ません。

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

デフォルトの着信音を [Normal]または [Loud]に設定
します。

デフォルトの着信音（Default Ringtone）
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説明モバイルクライアントの設定

ビデオ機能を有効または無効にします。

有効（Enabled）

ユーザはビデオ通話を送受信できます。これが

デフォルト値です。

無効

ユーザはビデオ通話を送受信できません。

ビデオ機能（Video Capabilities）

Dial via Officeを有効または無効にします。

有効（Enabled）

ユーザは Dial Via Officeを使用できます。

無効

ユーザは Dial Via Officeを使用できません。こ
れがデフォルト値です。

Dial via Office
これは、TCTデバイスのみを
対象としています。

（注）

クライアント設定ファイルの作成とホスト
オンプレミス展開や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、これらのファイルをCisco Unified CommunicationsManager TFTPサービス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 Administration Toolでクライアントを設定する必要があり
ます。ただし、Cisco WebEx Administration Tool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。

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。

重要

•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

   Cisco Jabber, Release 10.5 展開およびインストールガイド
12

ユーザの設定を行う

クライアント設定ファイルの作成とホスト



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。重要

•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。

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

グループ設定ファイルは Cisco Jabber for Windowsでのみサポートされます。（注）

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。

Cisco Jabberは、ユーザが電話アカウントに初めてサインインした後に、グループ設定ファイルを
取得します。クライアントは、その後、ユーザにサインアウトするよう指示します。 2回目のロ
グインシーケンスの間、クライアントは TFTPサーバからグループ設定ファイルをダウンロード
します。

Cisco Jabberは、グループ設定ファイルを次の手順で読み込みます。

ユーザがサインインしていない場合

1 ユーザがサインインすると、クライアントは設定が変更されたことをユーザに通知しま

す。

2 ユーザがサインアウトします。

3 ユーザがサインインすると、クライアントはグループ設定を読み込みます。

Cisco Jabber, Release 10.5 展開およびインストールガイド
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ユーザがサインインしており、ソフトフォンでコールしている場合

1 クライアントは、設定が変更されたことをユーザに通知します。

2 ユーザがサインアウトします。

3 ユーザがサインインすると、クライアントはグループ設定を読み込みます。

ユーザがサインインしており、デスクフォンでコールしている場合

1 ユーザがサインアウトします。

2 ユーザがサインインすると、クライアントは設定が変更されたことをユーザに通知しま

す。

3 ユーザがサインアウトします。

4 ユーザがサインインすると、クライアントはグループ設定を読み込みます。

ユーザがサインアウトする前に、ソフトフォンを使用してコールするオプションを選択した

場合、クライアントはユーザにサインアウトしてからサインインし直すよう指示し、グルー

プ設定を読み込みます。

グループ設定ファイル名

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デバイス設定のグループ設定ファイルの名前を削除
すると、クライアントが変更を検出し、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デバイス設定のグループ設定ファイル名を削除するには、
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。

• 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。
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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。

ヒント

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

Cisco Jabberが DNSクエリーから _cisco-uds SRVレコードを取得すると、ユーザのホーム
クラスタを自動的に検出できます。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レコードを導入する場合は、TFTPサーバのアドレスを指定する必要はあり
ません。

注目

Cisco Unified Presence での TFTP サーバの指定
Cisco Unified Communications Managerバージョン 8.xを使用している場合は、次の手順を実行し
て、Cisco Unified Presenceで TFTPサーバのアドレスを指定します。 Cisco Unified Communications
Managerバージョン 9.xを使用している場合は、次の手順を実行する必要はありません。

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。
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）] > [CiscoUnified Personal Communicator] > [設定（Settings）]。

（注）

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

ステップ 3 次のセクションの 1つで TFTPサーバを指定するフィールドを探します。セクションは、Cisco
Unified Presenceのバージョンにより異なります。

• 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）

ホスト名の代わりに、完全修飾ドメイン名（FQDN）または TFTPサーバの IPアドレス
を入力することを確認します。

（注）

ステップ 5 [保存（Save）]を選択します。

Cisco Unified Communications Manager IM and Presence サービスの TFTP サーバの指定
Cisco Unified Communications Managerバージョン 8.xを使用している場合は、次の手順を実行し
て、Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Serviceで TFTPサーバのアドレスを指
定します。 Cisco Unified Communications Managerバージョン 9.xを使用している場合は、次の手
順を実行する必要はありません。

手順

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

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

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

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

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

•プライマリ TFTPサーバ（Primary TFTP Server）

•バックアップ TFTPサーバ（Backup TFTP Server）

•バックアップ TFTPサーバ（Backup TFTP Server）

ステップ 5 [保存（Save）]を選択します。
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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する。

• Microsoft Windowsレジストリで TFTPサーバアドレスを指定する。

Cisco WebEx Administration Toolを使用した TFTP サーバの指定
クライアントが Cisco WebEx Messengerサービスに接続する場合は、Cisco WebEx Administration
Toolを使用して TFTPサーバのアドレスを指定します。

手順

ステップ 1 Cisco WebEx Administration Toolを開きます。

ステップ 2 [設定（Configuration）]タブを選択します。

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

ステップ 4 [クラスタ（Clusters）]タブを選択します。

ステップ 5 適切なクラスタをリストから選択します。

[クラスタの編集（Edit Cluster）]ウィンドウが開きます。

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

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

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

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

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

グローバル設定の作成

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

メモ

手順

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

•ファイル名には小文字を使用してください。

• UTF-8エンコードを使用してください。

ステップ 2 jabber-config.xmlで必須の設定パラメータを定義します。

設定ファイルの構造が有効でない場合、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。

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。

グループ設定の作成

異なるセットのユーザに異なるクライアントの設定を適用します。

CSFデバイスをユーザにプロビジョニングする場合、デバイス構成の [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設定ファイル名を指定します。

ユーザが CSFデバイスを持っていない場合は、TFTP_FILE_NAME引数を使用したインストール
時に各グループに一意の設定ファイル名を設定します。

はじめる前に

[シスコサポートフィールド（Cisco Support Field）]フィールドは、Cisco Unified Communications
Managerバージョン 8.6.x以前には存在しません。次のように COPファイルを適用する必要があ
ります。

1 Cisco Jabber管理パッケージをダウンロードします。
2 ciscocm.addcsfsupportfield.cop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。

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

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

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）。

•ファイル名には小文字を使用してください。

• UTF-8エンコードを使用してください。

ステップ 2 グループ設定ファイルで必須の設定パラメータを定義します。

設定ファイルの構造が有効でない場合、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。

ステップ 3 グループ設定ファイルの名前を指定します。

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。

[電話の設定（Phone Configuration）]ウィンドウが開きます。

d) [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
の設定（Desktop Client Settings）]に移動します。

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

複数のエントリを区切るには、セミコロンを使用します。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（CiscoSupportField）]
フィールドの最初のグループ設定のみを使用します。

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

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

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。
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設定ファイルのホスト

設定ファイルは任意の TFTPサーバでホストできます。ただし、デバイスコンフィギュレーショ
ンファイルが格納されているのと同じ Cisco Unified Communications Manager TFTPサーバで設定
ファイルをホストすることを推奨します。

手順

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

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

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

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

ステップ 5 ファイルシステム上の設定ファイルを選択します。

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

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

ステップ 7 [ファイルのアップロード（Upload File）]を選択します。

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の [Cisco Unifiedサービスアビリティ（Cisco Unified
Serviceability）]インターフェイスを開きます。

ステップ 2 [ツール（Tools）] > [コントロールセンターの機能サービス（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。
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「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の設定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、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>

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

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

説明要素

クライアントの設定パラメータが含まれます。Client

ディレクトリ統合の設定パラメータが含まれます。Directory

ユーザオプションの設定パラメータが含まれます。Options

電話サービスの設定パラメータが含まれます。Phone
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説明要素

ポリシーの設定パラメータが含まれます。Policies

プレゼンスオプションの設定パラメータが含まれます。Presence

ボイスメールサービスの設定パラメータが含まれます。Voicemail

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。

グループ要素パラメータ

ClientUpdateUrl

ClientForgot_Password_URL

ClientPersistent_Chat_Enabled

ClientMention_P2Pchat

ClientMention_GroupChat

ClientMention_PersistentChat

Clientspell_check_enabled

OptionsSet_Status_Away_On_Inactive

OptionsSet_Status_Inactive_Timeout
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グループ要素パラメータ

OptionsSet_Status_Away_On_Lock_OS

OptionsStartCallWithVideo

OptionsShowContactPictures

OptionsShowOfflineContacts

OptionsCallhistory_Expire_Days

PhoneDeviceAuthenticationPrimaryServer

PhoneDeviceAuthenticationBackupServer

PhoneTftpServer1

PhoneTftpServer2

PhoneCtiServer1

PhoneCtiServer2

PhoneuseCUCMGroupForCti

PhoneCcmcipServer1

PhoneCcmcipServer2

PhoneMeeting_Server_Address

PhoneMeeting_Server_Address_Backup

PhoneMeeting_Server_Address_Backup2

PhoneEnableDSCPPacketMarking

PoliciesEnableVideo

PoliciesInitialPhoneSelection

PoliciesUserDefinedRemoteDestinations

PoliciesScreen_Capture_Enabled

PoliciesFile_Transfer_Enabled

PoliciesDisallowed_File_Transfer_Types

PoliciesEnableBFCPVideoDesktopShare

PoliciesMeetings_Enabled

PoliciesTelephony_Enabled

PoliciesVoicemail_Enabled

PoliciesEnableSIPURIDialling

PoliciesBDIDirectoryURI

PoliciesAlertOnAvailableEnabled
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グループ要素パラメータ

PoliciesServiceDiscoveryExcludedServices

PoliciesVoiceServicesDomain

Policiesctiwindowbehaviour

PoliciesEnableCallPickup

PoliciesEnableGroupCallPickup

PoliciesEnableOtherGroupPickup

PoliciesEnableHuntGroup

PoliciesPreventDeclineOnHuntCall

PoliciesTelemetryEnabled

PoliciesTelemetryCustomerID

PoliciesTelemetryEnabledOverCellularData

PoliciesEnableTelProtocolPopupWindow

PoliciesEnableP2PDesktopShare

PoliciesCustomize_Phone_Server

PoliciesCustomize_Voicemail_Server

PoliciesServicesDomainSsoEmailPrompt

PresenceLoginResource

PresencePresenceServerAddress

PresencePresenceServerURL

VoicemailVoiceMailService_UseCredentialsFrom

VoicemailVVM_Mailstore_Server_0

関連トピック

グループ要素, （21ページ）
クライアントパラメータ, （25ページ）
オプションパラメータ, （27ページ）
電話パラメータ, （31ページ）
ポリシーパラメータ, （36ページ）
プレゼンスパラメータ, （49ページ）
サービスクレデンシャルパラメータ, （50ページ）
ボイスメールパラメータ, （51ページ）
ディレクトリソースとの統合
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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、Client要素内で指定できるパラメータを示します。

説明値パラメータ

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 Administration Tool
を使用する必要があります。

URLUpdateUrl

Cisco Jabber, Release 10.5 展開およびインストールガイド
25

ユーザの設定を行う

設定例



説明値パラメータ

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、CiscoWebEx
Administration Tool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。

URLForgot_Password_URL

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（PersistentChat）]インターフェイス
がクライアントに表示されます。

false

デフォルト値は falseです。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。

true

false

Persistent_Chat_Enabled

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

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。

true

false

Mention_P2Pchat

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

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。

true

false

Mention_GroupChat
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説明値パラメータ

パーシステントチャットで発言を有効化するかど

うかを指定します。

true

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。

true

false

Mention_PersistentChat

クライアントでスペルチェックを有効にするかど

うかを指定します。スペルチェックは自動修正機

能を備えており、ユーザは推奨リストから正しい単

語を選択し、その単語を辞書に追加できます。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。

•スペルチェックでは、オペレーティングシス
テムの言語の内蔵機能が使用されます。 Cisco
Jabber for Windowsクライアントの言語がオペ
レーティングシステムの言語と異なる場合、

スペルチェックではオペレーティングシステ

ムの言語が使用されます

•スペルチェックが有効になっている場合、「元
に戻す」と「やり直し」用のショートカット

キー（Ctrl+Zと Ctrl+Y）は機能しません。

true

スペルチェックは有効です。

false

スペルチェックは無効です。これがデフォル

ト値です。

true

false

spell_check_enabled

オプションパラメータ
次の表に、Options要素内で指定できる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
27

ユーザの設定を行う

オプションパラメータ



説明値パラメータ

ユーザが非アクティブになったときにアベイラビ

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

true

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。これがデフォルト値です。

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。

true

false

Set_Status_Away_On_Inactive

ユーザが非アクティブになった場合にアベイラビ

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

デフォルト値は 15です。

分単位での

時間

Set_Status_Inactive_Timeout

ユーザがオペレーティングシステムをロックした

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

true

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。これが
デフォルト値です。

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。

true

false

Set_Status_Away_On_Lock_OS
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説明値パラメータ

true

false

StartCallWithVideo
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説明値パラメータ

ユーザがコールを発信するときに、コールがどの

ように開始されるかを指定します。コールは、音

声のみ、または音声とビデオにより開始できます。

true

コールは常に音声およびビデオで始まりま

す。これがデフォルト値です。

false

コールは常に音声のみで始まります。

サーバの設定は、このクライアントの設定

ファイルのパラメータよりも優先されま

重要

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 PresenceAdministration）]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 videomuted）] 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
CMAdministration）]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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説明値パラメータ

[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。

3

連絡先リストに連絡先画像を表示するかどうかを

指定します。

true

連絡先リストに連絡先画像が表示されます。

これがデフォルト値です。

false

連絡先リストに連絡先画像が表示されませ

ん。

true

false

ShowContactPictures

連絡先リストにオフラインの連絡先を表示するか

どうかを指定します。

true

連絡先リストにオフラインの連絡先が表示さ

れます。これがデフォルト値です。

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。

true

false

ShowOfflineContacts

コール履歴が削除されるまでの日数を設定します。

値が 0か、設定ファイルで値が指定されていない
場合は、カウントが保存コールの最大数を超える

までコール履歴は削除されません。

日数Callhistory_Expire_Days

電話パラメータ
次の表に、Phone要素内で指定できるパラメータを示します。
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説明値パラメータ

電話機モードの展開でユーザが認証を受ける

Cisco Unified Communications Managerのプライ
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。

•ホスト名（hostname）

• IPアドレス（123.45.254.1）

• FQDN（hostname.domain.com）

ホストネー

ム

IPアドレ
ス

FQDN

DeviceAuthenticationPrimaryServer

電話機モードの展開でユーザが認証を受ける

Cisco Unified Communications Managerのバック
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。

•ホスト名（hostname）

• IPアドレス（123.45.254.1）

• FQDN（hostname.domain.com）

ホストネー

ム

IPアドレ
ス

FQDN

DeviceAuthenticationBackupServer

デバイスコンフィギュレーションファイルが配

置されるプライマリCiscoUnifiedCommunications
Manager TFTPサービスのアドレスを指定しま
す。値として次のいずれかを設定します。

•ホスト名（hostname）

• IPアドレス（123.45.254.1）

• FQDN（hostname.domain.com）

このパラメータは、次の場合にのみクライアン

トの設定で設定する必要があります。

•電話機モードでクライアントを展開する場
合。

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

インストール時に、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。

ホストネー

ム

IPアドレ
ス

FQDN

TftpServer1
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説明値パラメータ

セカンダリCiscoUnified CommunicationsManager
TFTPサービスのドレスを指定します。

このパラメータはオプションです。

ホストネー

ム

IPアドレ
ス

FQDN

TftpServer2

プライマリCTIサーバのアドレスを指定します。

ユーザがデスクフォンデバイスを所有している

場合は、クライアントの設定でCTIサーバアド
レスを指定する必要があります。

ホストネー

ム

IPアドレ
ス

FQDN

CtiServer1

セカンダリCTIサーバのアドレスを指定します。

このパラメータはオプションです。

ホストネー

ム

IPアドレ
ス

FQDN

CtiServer2

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

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。こ

れがデフォルト値です。

true

false

useCUCMGroupForCti
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説明値パラメータ

プライマリ CCMCIPサーバのアドレスを指定し
ます。

このパラメータは、次の場合に必須です。

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

CCMCIPサーバのアドレスが TFTPサーバ
のアドレスと同じ場合、クライアントは

CCMCIPサーバに接続するためにTFTPサー
バのアドレスを使用できます。

• Cisco Unified Communications Manager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。

ホストネー

ム

IPアドレ
ス

FQDN

CcmcipServer1

セカンダリ CCMCIPサーバのアドレスを指定し
ます。

このパラメータはオプションです。

ホストネー

ム

IPアドレ
ス

FQDN

CcmcipServer2
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説明値パラメータ

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。会議サイトでクレデン

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、[設定（Preferences）] > [会議
（Meetings）]ウィンドウにある、ユーザのホス
トアカウントに会議サイトを入力します。Cisco
WebEx会議サイトで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。

無効な会議サイトを指定すると、ユーザ

はクライアントユーザインターフェイ

スで会議サイトを追加または編集できま

せん。

重要

このパラメータはオプションです。

Cisco
WebEx会
議サイト
URL

Meeting_Server_Address

ユーザのセカンダリ 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。

Cisco
WebEx会
議サイト
URL

Meeting_Server_Address_Backup

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。

Cisco
WebEx会
議サイト
URL

Meeting_Server_Address_Backup2
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説明値パラメータ

DSCPマーキングがパケットに適用されるかど
うか指定します。

true

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。

true

false

EnableDSCPPacketMarking

関連トピック

TFTPサーバアドレス

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、Policies要素内で指定できるパラメータを次の表で説明します。

説明値パラメータ

ユーザが画面キャプチャを取得できるかどうかを

指定します。

true

ユーザは画面キャプチャを取得できます。

これがデフォルト値です。

false

ユーザは画面キャプチャを取得できません。

true

false

Screen_Capture_Enabled
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説明値パラメータ

ユーザが他のユーザとファイルを交換できるかど

うかを指定します。

true

ユーザは他のユーザとファイルを交換でき

ます。これがデフォルト値です。

false

ユーザは他のユーザとファイルを交換でき

ません。

true

false

File_Transfer_Enabled

ユーザによる特定のファイルタイプの転送を制限

します。

値として、.exeなどのファイル拡張子を設定し
ます。

複数のファイル拡張子を区切るには、セミコロン

を使用します（例：.exe;.msi;.rar;.zip）。

ファイル拡

張子

Disallowed_File_Transfer_Types

オンプレミス展開のクライアントで、ユーザは電

話のサーバ設定を変更できます。SAMLSSOを展
開する場合は、このパラメータを trueに設定しな
いでください。電話のサーバ設定を変更すると、

SSOの適切な動作が妨げられる可能性があるから
です。

True

ユーザは電話のサーバ設定を変更できます。

False（デフォルト）

ユーザは電話のサーバ設定を変更できませ

ん。

true

false

Customize_Phone_Server
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説明値パラメータ

オンプレミス展開のクライアントで、ユーザはボ

イスメールのサーバ設定を変更できます。 SAML
SSOを展開する場合は、このパラメータを trueに
設定しないでください。ボイスメールのサーバ設

定を変更すると、SSOの適切な動作が妨げられる
可能性があるからです。

True

ユーザはボイスメールのサーバ設定を変更

できます。

False（デフォルト）

ユーザはボイスメールのサーバ設定を変更

できません。

true

false

Customize_Voicemail_Server

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、Policies要素内で指定でき
るパラメータを次の表で説明します。

説明値パラメータ

ビデオ機能を有効または無効にします。

true

ユーザはビデオコールを発信および受信で

きます。これがデフォルト値です。

false

ユーザはビデオコールを発信または受信で

きません。

true

false

EnableVideo
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説明値パラメータ

クライアント初回起動時のユーザの電話タイプを

設定します。初回起動後、ユーザは電話タイプを

変更できます。クライアントは、ユーザ設定を保

存し、以降の起動でその設定を使用します。

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

通話にソフトフォン（CSF）デバイスを使用
します。これがデフォルト値です。

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。

デスクフォ

ン

ソフトフォ

ン

InitialPhoneSelection
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説明値パラメータ

ユーザは、クライアントインターフェイスを使用

してリモート接続先を追加、編集、および削除で

きます。拡張機能と接続機能をプロビジョニング

してデフォルトの動作を変更するには、このパラ

メータを使用します。

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

ントはユーザがリモート接続先を追加、編集、ま

たは削除できないようにします。これは、割り当

てられた専用のリモートデバイスをユーザが変更

できないようにするためです。ただし、ユーザの

デバイスリストにソフトフォンデバイスまたはデ

スクフォンデバイスが含まれる場合、クライアン

トはユーザがリモート接続先を追加、編集、およ

び削除できるようにします。

true

ユーザはリモート接続先を追加、編集、およ

び削除できます。

false

ユーザはリモート接続先を追加、編集、およ

び削除できません。これがデフォルト値で

す。

true

false

UserDefinedRemoteDestinations
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説明値パラメータ

BFCPビデオデスクトップ共有機能を有効にしま
す。

true

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。これがデフォルト値

です。

false

BFCPビデオデスクトップ共有を無効にしま
す。

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。

（注）

• CiscoUnifiedCommunicationsManager
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（AllowPresentation Sharing using
BFCP）]チェックボックスを選択す
る必要があります。

• CiscoUnifiedCommunicationsManager
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。

true

false

EnableBFCPVideoDesktopShare

クライアントで会議機能とユーザインターフェイ

スを有効にします。

true

会議機能とユーザインターフェイスを有効

にします。これがデフォルト値です。

false

会議機能とユーザインターフェイスを無効

にします。

true

false

Meetings_Enabled
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説明値パラメータ

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

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。これがデフォルト値

です。

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。

本リリースにアップグレード中で、クライアント

で IM専用モードが有効になっている場合は、こ
のパラメータを falseに設定する必要があります。
IM専用モードの展開でこのパラメータを設定しな
いと、ユーザインターフェイスに無効化されたテ

レフォニー機能が表示されることがあります。

true

false

Telephony_Enabled

クライアントでボイスメール機能とユーザイン

ターフェイスを有効にします。

true

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。これがデフォルト値で

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。

true

false

Voicemail_Enabled

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

ユーザは URIを使用して通話できません。
これがデフォルト値です。

true

false

EnableSIPURIDialling
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説明値パラメータ

ユーザの SIP URIを保持するディレクトリ属性を
指定します。

オンプレミス展開

値として次のいずれかを設定します。

• mail

• 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。

• mail

• imaddress

• workphone

• homephone

• mobilephone

デフォルトでは、mail属性が使用されます。

指定する値はCiscoUnified Communications
ManagerまたはCiscoWebEx Administration
Toolのユーザのディレクトリ URI設定と
一致する必要があります。

重要

ディレクト

リ属性

BDIDirectoryURI

ユーザがアベイラビリティウォッチリストに連絡

先を追加できるようにします。

true

ユーザはアベイラビリティウォッチリスト

に連絡先を追加できます。これがデフォル

ト値です。

false

ユーザはアベイラビリティウォッチリスト

に連絡先を追加できません。

true

false

AlertOnAvailableEnabled
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説明値パラメータ

サービスディスカバリから特定のサービスを除外

するかどうかを指定します。

WEBEX

この値を設定すると、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>

WEBEX

CUCM

CUP

ServiceDiscoveryExcludedServices
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説明値パラメータ

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

例：

次の DNS SRVレコードがあるとします。

• _collab-edge._tls.voice.example.com

• _cisco-uds._tcp.voice.example.com

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

FQDNVoiceServicesDomain

ユーザがデスクフォン制御モード（CTIモード）
のときに着信コールに対して表示される通知ウィ

ンドウの動作を指定します。

OnVideo

[通知（Notification）]ウィンドウが着信ビデ
オコールについてだけ表示されます。

このオプションは Cisco Jabber for Macでは
サポートされません。

OnCall

[通知（Notification）]ウィンドウが着信コー
ルについて常時表示されます。

なし（Never）

[通知（Notification）]ウィンドウは着信コー
ルについて表示されません。

OnVideo

OnCall

なし

（Never）

ctiwindowbehaviour

ユーザが自分のコールピックアップグループ内

のコールをピックアップできるかどうか指定しま

す。

true

コールピックアップを有効にします

false

コールピックアップを無効にします

true

false

EnableCallPickup
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説明値パラメータ

コールピックアップグループ番号を入力して、

ユーザが別のコールピックアップグループの着信

コールをピックアップできるかどうか指定します。

true

グループコールピックアップを有効にしま

す

false

グループコールピックアップを無効にしま

す

true

false

EnableGroupCallPickup

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

別グループコールピックアップを無効にし

ます

true

false

EnableOtherGroupPickup

ユーザがハントグループにログインできるかどう

か指定します。

true

ユーザは、ハントグループにログインでき

ます。

false

ユーザは、ハントグループにログインでき

ません。

true

false

EnableHuntGroup
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説明値パラメータ

ハントグループの着信コールに対して [拒否
（Decline）]ボタンを表示するかどうかを指定し
ます。

true

ハントグループの着信コールに対して [拒否
（Decline）]ボタンは表示されません。

false

ハントグループの着信コールに対して [拒否
（Decline）]ボタンが表示されます。

true

false

PreventDeclineOnHuntCall

分析データを収集するかどうかを指定します。

true

分析データが収集されます。これがデフォ

ルト値です。

false

分析データは収集されません。

true

false

TelemetryEnabled

分析情報のソースを指定します。これは、個々の

顧客を明示的に識別する文字列、または顧客を識

別することなく共通のソースを識別する文字列で

す。GlobalUnique Identifier（GUID）生成ユーティ
リティを使用して 36文字の一意の IDを生成する
か、逆ドメイン名を使用することをお勧めします。

次のユーティリティで GUIDを生成できます。

• Mac OS X：uuidgen

• Linux：uuidgen

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

•オンライン：guid.us

GUIDの作成方法にかかわらず、この IDはグロー
バルに一意である必要があります。

文字列TelemetryCustomerID
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説明値パラメータ

分析データをWi-Fiでのみ送信するかどうかを指
定します。

true

分析データはWi-Fiおよびモバイルデータ
接続で送信されます。これがデフォルト値

です。

false

分析データはWi-Fi接続でのみ送信されま
す。

このパラメータはオプションです。

true

false

TelemetryEnabledOverCellularData

ユーザがciscotel:uri有効化番号をオンにした後に、
コールの発信について確認を求めるポップアップ

ウィンドウを有効にするか無効にするかを指定し

ます。

true

ポップアップウィンドウを有効にした場合

は、コールの発信についてユーザに確認を求

めます。

false

ポップアップウィンドウを無効にすると、

最初に確認を求めることなく、コールが発信

されます。これにより、予想外または不要

なコールが発生する可能性があります。

true

false

EnableTelProtocolPopupWindow

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

プロンプトが表示されます。これがデフォ

ルト値です。

オフ

プロンプトは表示されません。

オン

オフ

ServicesDomainSsoEmailPrompt
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説明値パラメータ

コール中でない場合、ユーザは画面を共有できま

す。

True（デフォルト）

ユーザは画面を共有できます。

いいえ（False）

ユーザはピアツーピアで画面を共有できませ

ん。

true

false

EnableP2PDesktopShare

Cisco WebExポリシー
インスタントメッセージとプレゼンス機能のために Cisco WebEx Messengerサービスを使用する
場合は、Cisco WebEx Administration Tool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。

関連トピック

Using policy actions available in Cisco WebEx
Using policy actions available in Cisco WebEx

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

複数のクライアントインスタンスへのユーザロ

グインを制御します。

multiResource

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。これがデフォ

ルト値です。

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。

multiResource

wbxconnect

LoginResource

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）

ホストネー

ム

IPアドレス

FQDN

PresenceServerAddress

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

CASの URLPresenceServerURL

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

Voicemail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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説明値パラメータ

ボイスメールサービスにアクセスするために、

クライアントが電話サービスのクレデンシャル

を使用することを指定します。

ユーザの電話サービスのクレデンシャルが、ボ

イスメールサービスのクレデンシャルに一致す

ることを確認します。この設定を行うと、ユー

ザはクライアントインターフェイスでボイスメー

ルサービスのクレデンシャルを指定できません。

デフォルトで、このパラメータは設定されてい

ません。

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。

phoneVoiceMailService_UseCredentialsFrom

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

</Voicemail>
</config>

ボイスメールパラメータ
次の表に、Voicemail要素内で指定できるボイスメールサービスの設定パラメータを示します。

説明値キー

ボイスメールサーバのアドレスを指定します。

値として次のいずれかを設定します。

•ホスト名（hostname）

• IPアドレス（123.45.254.1）

• FQDN（hostname.domain.com）

ホストネー

ム

IPアドレ
ス

FQDN

VVM_Mailstore_Server_0
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関連トピック

サービスクレデンシャルパラメータ, （50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CiscoUnifiedCommunications
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
UnifiedCommunicationsManager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と同期するための最初の手順は、Cisco Unified Communications Managerで同
期を有効にすることです。
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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 CommunicationsManagerを同期する場合、Cisco Unified
Communications Managerと Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Serviceの両方の
データベースのエンドユーザの設定テーブルに次の値を含む属性を入力できます。

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（Directory URI）

次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。

• Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Serviceバージョン 9.1(1)以降で
ディレクトリ URIアドレススキームを使用する。
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CiscoUnifiedCommunicationsManagerはディレクトリソースと同期するときに、ディレクトリURI
とユーザ IDの値を取得し、これらの値を Cisco Unified Communications Managerデータベースのエ
ンドユーザの設定テーブルに入力します。

その後、Cisco Unified Communications Managerデータベースは、Cisco Unified Communications
Manager IM and Presence Serviceデータベースと同期されます。このため、ディレクトリ URIと
ユーザ IDの値が Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Serviceデータベースのエ
ンドユーザの設定テーブルに入力されます。

ユーザ ID の LDAP 属性の指定

ディレクトリソースからユーザを Cisco Unified Communications Managerに同期する場合、ディレ
クトリ内の属性からユーザ IDを入力できます。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。
ユーザ IDの属性が sAMAccountName以外で、Cisco Unified Communications Manager IM
and Presence Serviceでデフォルトの IMアドレススキームを使用している場合は、次のよ
うにクライアントの設定ファイルでBDIUserAccountNameパラメータの値として属性を指
定する必要があります。

<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。

重要
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ディレクトリ URI の LDAP 属性の指定

CiscoUnified CommunicationsManagerバージョン 9.0(1)以降では、ディレクトリの属性からディレ
クトリ URIに入力できます。デフォルトの属性は msRTCSIP-primaryuseraddressです。

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。
LDAPディレクトリを追加または編集するには、まず同期を有効にする必要がありま
す。

メモ

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（DirectoryURI）]ドロップダウンリストで、適切なLDAP属性を選択します。

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 Service：[Cisco Sync Agent]

このサービスは、プレゼンスサーバと Cisco Unified Communications Manager間のデータの同期を
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 SyncAgent]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。

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。
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指定できる値およびフォーマットの詳細については、『Cisco Unified Communications Manager
Administration Guide』を参照してください。

ステップ 4 [保存（Save）]を選択します。

ステップ 5 [完全同期を今すぐ実施（Perform Full Sync Now）]を選択します。
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。

（注）

ディレクトリサーバのユーザデータは、Cisco Unified Communications Managerデータベースに同
期されます。 Cisco Unified Communications Managerは、その後、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。

ディレクトリサーバでの認証

ディレクトリサーバで認証するために、Cisco Unified Communications Managerを設定する必要が
あります。ユーザがクライアントにログインすると、プレゼンスサーバはその認証をCiscoUnified
Communications Managerにルーティングします。 Cisco Unified Communications Managerは、その
後、その認証をディレクトリサーバに委任します。

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。

ディレクトリ統合のためのクライアント設定
ディレクトリ統合は、Cisco Unified Communications Manager 9以降を使用してサービスプロファ
イルを介して、または設定ファイルで設定できます。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。
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サービスプロファイルと設定ファイルがある場合は、サービスプロファイルの設定が優先さ

れます。

（注）

Cisco Unified Presence 8のプロファイルは、ディレクトリ統合に使用することはできません。（注）

ディレクトリ統合を設定するタイミング

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 forWindowsをイ
ンストールします。この環境では、ディレクトリに接続するために Cisco Jabber for Windows
を設定する必要はありません。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

ンのグローバルカタログサーバに接続します。

ワンポイントアドバイス

連絡先ソースとして次のいずれかを使用する場合にのみ、ディレクトリに接続するように Cisco
Jabber for Windowsを設定する必要があります。

•ドメインコントローラ

• Cisco Unified Communications Managerユーザデータサービス

• OpenLDAP

• Active Directory Lightweight Directory Service

• Active Directory Application Mode

必要に応じて、展開のニーズに合わせてディレクトリ統合を設定できます。これには、次のタス

クが含まれます。

•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バージョン 9以降では、サービスプロファイルを使用して
ユーザ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。

その後、クライアントは Cisco Unified Communications Managerを自動的に検出し、ディレクトリ
統合の設定を得るためにサービスプロファイルを取得できます。
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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す
る。

•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する。

Cisco Jabberは、Cisco Unified CommunicationsManagerユーザデータサービス（UDS）をサポート
しました。 LDAPを使用した Active Directoryへの接続による展開に加え、Jabberを Cisco Unified
CommunicationsManagerユーザデータサービス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。CiscoUnified
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 [Unified CMの管理（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（UserManagement）] > [ユーザ設定（User Settings）] > [UCサービス（UCService）]
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（UCServiceType）]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。
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[コンタクト解決に UDSを使用（Use UDS for Contact Resolution）]および [ログインしたユーザの
クレデンシャルを使用（Use Logged On User Credential）]チェックボックスをオンにする必要はあ
りません。

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。

手動でサインインすると、連絡先の検索のために LDAPサーバに接続する際にディレクトリプロ
ファイルから [ユーザ名（Username）]と [パスワード（Password）]を使用します。 [コンタクト
解決にUDSを使用（UseUDS for Contact Resolution）]および [ログインしたユーザのクレデンシャ
ルを使用（Use Logged On User Credential）]チェックボックスをオンにする必要はありません。
サービスディスカバリの場合、オプション [コンタクト解決に UDSを使用（Use UDS for Contact
Resolution）]は [DirectoryServerType]に影響を与えます。チェックがオンの場合、UDS検索が使
用されます。それ以外の場合、BDI検索が使用されます。

サービスディスカバリでは、連絡先を検索するために。ディレクトリプロファイルの [ユーザ名
（Username）]、[パスワード（Password）]、[SearchBase1]、[PrimaryServerName]、[ServerPort1]、
[UriPrefix]、[UseJabberCredentials]、[BaseFilter]、[PredictiveSearchFilter]、[DirectoryServerType]を使
用して LDAPサーバに接続します。

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）]および [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。

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。

説明ディレクトリサービスの設定

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。

プライマリサーバ（Primary server）
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説明ディレクトリサービスの設定

ディレクトリサーバでの認証にクライアントが

使用できる共有ユーザ名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。

ユーザ名

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。

パスワード（Password）
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説明ディレクトリサービスの設定

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。

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。

ヒント

検索ベース 1（Search Base 1）

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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EDI パラメータBDI パラメータ

• CommonName

• DisplayName

• Firstname

• Lastname

• EmailAddress

• SipUri

• PhotoSource

• BusinessPhone

• MobilePhone

• HomePhone

• OtherPhone

• DirectoryUri

• Title

• CompanyName

• UserAccountName

• DomainName

• Country

• Location

• Nickname

• PostalCode

• City

• State

• StreetAddress

• BDICommonName

• BDIDisplayName

• BDIFirstname

• BDILastname

• BDIEmailAddress

• BDISipUri

• BDIPhotoSource

• BDIBusinessPhone

• BDIMobilePhone

• BDIHomePhone

• BDIOtherPhone

• BDIDirectoryUri

• BDITitle

• BDICompanyName

• BDIUserAccountName

• BDIDomainName

• BDICountry

• BDILocation

• BDINickname

• BDIPostalCode

• BDICity

• BDIState

• 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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EDI パラメータBDI パラメータ

• DirectoryServerType

• ConnectionType

• PrimaryServerName

• SecondaryServerName

• ServerPort1

• ServerPort2

• UseWindowsCredentials

• ConnectionUsername

• ConnectionPassword

• UseSSL

• UseSecureConnection

• BDILDAPServerType

• BDIPresenceDomain

• BDIPrimaryServerName

• BDIServerPort1

• BDIUseJabberCredentials

• BDIConnectionUsername

• BDIConnectionPassword

• BDIEnableTLS

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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EDI パラメータBDI パラメータ

• BaseFilter

• PredictiveSearchFilter

• DisableSecondaryNumberLookups

• PhoneNumberMasks

• SearchTimeout

• UseWildcards

• MinimumCharacterQuery

• SearchBase1、SearchBase2、SearchBase3、
SearchBase4、SearchBase5

• PhotoUriSubstitutionEnabled

• PhotoUriSubstitutionToken

• PhotoUriWithToken

• UseSIPURIToResolveContacts

• UriPrefix

• DirectoryUri

• DirectoryUriPrefix

• IMAddresses

• IMAddress

• BDIBaseFilter

• BDIUseANR

• BDIPredictiveSearchFilter

• BDISearchBase1

• BDIPhotoUriSubstitutionEnabled

• BDIPhotoUriSubstitutionToken

• BDIPhotoUriWithToken

• BDIUseSIPURIToResolveContacts

• BDIUriPrefix

• BDIDirectoryUri

• BDIDirectoryUriPrefix

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

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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説明値パラメータ

使用するディレクトリサーバの種類を指定しま

す。

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。

BDI

EDI

UDS

DirectoryServerType

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。

デフォル

トで
Ambiguous
Name
Resolution
（ANR）
に設定さ

れている

デフォ

ルトで

イン

デック

ス化さ

れてい

る

デフォ

ルトで

グロー

バルカ

タログ

にある

ディレクトリ属性EDI パラメータBDI パラメータ

NoYesYescnCommonNameBDICommonName

YesYesYesdisplayNamedisplayNameBDIDisplayName

YesYesYesgivenNameFirstnameBDIFirstname

YesYesYessnLastnameBDILastname

YesYesYesmailEmailAddressBDIEmailAddress
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デフォル

トで
Ambiguous
Name
Resolution
（ANR）
に設定さ

れている

デフォ

ルトで

イン

デック

ス化さ

れてい

る

デフォ

ルトで

グロー

バルカ

タログ

にある

ディレクトリ属性EDI パラメータBDI パラメータ

YesYesYesmsRTCSIP-PrimaryUserAddressSipUri
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。

（注）

BDISipUri
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。

（注）

NoNoNothumbnailPhotoPhotoSourceBDIPhotoSource

NoNoYestelephoneNumberBusinessPhoneBDIBusinessPhone

NoNoYesmobileMobilePhoneBDIMobilePhone

NoNoYeshomePhoneHomePhoneBDIHomePhone

NoNoYesotherTelephoneOtherPhoneBDIOtherPhone

NoNoYesmailDirectoryURI
クライア

ントは、

URIダイ
ヤルにこ

のパラ

メータを

使用しま

す。

（注）

BDIDirectoryUri

クライアン

トは、URI
ダイヤルに

このパラ

メータを使

用します。

（注）

NoNoYestitleTitleBDITitle

NoYesYescompanyCompanyNameBDICompanyName

YesYesYessAMAccountNameUserAccountNameBDIUserAccountName

NoYesYesEDI -
userPrincipalName

BDI - dn

DomainNameBDIDomainName
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デフォル

トで
Ambiguous
Name
Resolution
（ANR）
に設定さ

れている

デフォ

ルトで

イン

デック

ス化さ

れてい

る

デフォ

ルトで

グロー

バルカ

タログ

にある

ディレクトリ属性EDI パラメータBDI パラメータ

NoNoYescoBDICountry

NoNoYesEDI - co

BDI - location

LocationBDILocation

YesYesYesdisplayNameNicknameBDINickname

NoNoYespostalCodePostalCodeBDIPostalCode

NoYesYeslCityBDICity

NoYesYesstStateBDIState

NoNoYesStreetAddressStreetAddressBDIStreetAddress

ディレクトリサーバの属性

クライアントがコンタクトを解決できるように、LDAPディレクトリサーバの属性のインデック
スを作成する必要があります。

デフォルトの属性マッピングを使用する場合は、次の属性がインデックス化されていることを確

認します。

• 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化する必要がありま

す。

• otherTelephone

• mobile
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• homePhone

セカンダリ番号クエリーは Cisco Jabberではデフォルトで有効になっていま
す。セカンダリ番号クエリーは、DisableSecondaryNumberLookupsパラメータ
で無効にすることができます。

（注）

• msRTCSIP-PrimaryUserAddress

ドメイン内フェデレーションのみ、msRTCSIP-PrimaryUserAddressをインデックス化する必
要があります。

クラインと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に常駐することを確認する必要があります。MicrosoftActiveDirectory Schema
スナップインなどの適切なツールを使用すると、属性をグローバルカタログサーバに複製でき

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サーバ間にトラ
フィックが発生します。このため、ネットワークトラフィックが余分な負荷を処理できる場合

は、グローバルカタログサーバに属性を複製する必要があります。

属性をグローバルカタログサーバに複製しない場合は、Cisco Jabberがドメインコントローラ
に接続するように設定できます。ただし、クライアントがドメインコントローラに接続すると

きは単一のドメインのみのクエリーを実行します。

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。
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説明値EDI パラメータBDI パラメータ

クライアントがグローバル

カタログまたはドメイン

コントローラに接続するか

どうかを指定します。

0

グローバルカタログ

に接続します。これ

がデフォルト値で

す。

1

ドメインコントロー

ラに接続します。

デフォルトポー

トは次のとおりで

す。

（注）

•グローバル
カタログ：
3268

•ドメインコ
ントロー

ラ：389

0

1

ConnectionType

クライアントが接続する

LDAPディレクトリサーバ
のタイプを指定します。

AD

Active Directoryに接
続します。これがデ

フォルト値です。

OpenLDAP

OpenLDAPに接続し
ます。

AD

OpenLDAP

BDILDAPServerType
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説明値EDI パラメータBDI パラメータ

必須パラメータです。プレ

ゼンスサーバのドメインを

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、

AdamMcKenzie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用に
amckenzie@example.comと
いう IMアドレスを作成し
ます。

プレゼン

スサーバ

のドメイ

ン

BDIPresenceDomain
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説明値EDI パラメータBDI パラメータ

IPアドレ
ス（IP
Address）

FQDN

PrimaryServerNameBDIPrimaryServerName
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説明値EDI パラメータBDI パラメータ

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。

クライアントは、

起動するたびにプ

（注）

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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説明値EDI パラメータBDI パラメータ

アントはプライマ

リサーバに接続

しようと試行しま

す。

バックアップディレクトリ

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。

IPアドレ
ス

FQDN

SecondaryServerName

プライマリディレクトリ

サーバのポートを指定しま

す。

ポート番

号

ServerPort1BDIServerPort1

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。

ポート番

号

ServerPort2

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認証情報を
使用しないでくださ

い。

クレデンシャルを
BDIConnectionUsername
と
BDIConnectionPassword
パラメータで指定し

ます。

1

Windows認証情報を
使用します。これが

デフォルト値です。

0

1

UseWindowsCredentials
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説明値EDI パラメータBDI パラメータ

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。

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 クライアント設定ファイ

ル

（BDIConnectionUsername
および

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

これがデフォルト値です。

クライアントは、設定ファ

イルの

BDIConnectionUsernameお
よびBDIConnectionPassword
の値を使用してサインイン

を試行します。これらのパ

ラメータが存在しない場

合、クライアントは匿名サ

インインを試行します。

true

false

BDIUseJabberCredentials
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説明値EDI パラメータBDI パラメータ

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。

重要

デフォルトでは、Cisco
Jabber forWindows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。

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。統合に使用するアカ

ウントは、ディレクトリに

対する読み取り専用権限を

持っている必要がありま

す。

ユーザ名

（Username）
ConnectionUsernameBDIConnectionUsername

Cisco Jabber, Release 10.5 展開およびインストールガイド
75

ユーザの設定を行う

ディレクトリ統合パラメータ



説明値EDI パラメータBDI パラメータ

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。

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。

重要

デフォルトでは、Cisco
Jabber forWindows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。

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。統合に使用するアカ

ウントは、ディレクトリに

対する読み取り専用権限を

持っている必要がありま

す。

パスワー

ド

ConnectionPasswordBDIConnectionPassword
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説明値EDI パラメータBDI パラメータ

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

false

TLSを使用しませ
ん。これがデフォル

ト値です。

true

false

BDIEnableTLS
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説明値EDI パラメータBDI パラメータ

ディレクトリへのセキュア

接続にSSLを使用します。

0

SSLを使用しませ
ん。これがデフォル

ト値です。

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

0

1

UseSSL
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説明値EDI パラメータBDI パラメータ

0

1

UseSecureConnection
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説明値EDI パラメータBDI パラメータ

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。

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

（注）

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。 SSLを
有効にし

て、UseSSL
パラメータ

でクレデン

シャルを暗

号化できま

す。

1

Generic Security
Service API
（GSS-API）を使用し
ます。これがデフォ

ルト値です。

GSS-APIはシステム
の認証メカニズムを

利用します。

Microsoft Windows環
境では、GSS-APIは
Kerberosベースの
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説明値EDI パラメータBDI パラメータ

Windows認証を使用
してディレクトリ

サーバに接続できる

ようにします。

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。

説明値EDI パラメータBDI パラメータ

ActiveDirectory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。

Cisco Jabber for iPhone and iPad
のデフォルト値は、
(&(objectCategory=person)
です。

他のクライアントのデフォルト

値は、
(&amp;(objectCategory=person))
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。

基本フィ

ルタ

BaseFilterBDIBaseFilter
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説明値EDI パラメータBDI パラメータ

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

予測検索に ANRを使用
します。これがデフォル

ト値です。

OpenLDAPを使用する場
合、デフォルト値は false
です。

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、値を false
に設定する必要がありま

す。

クライアントがその属

性を探すようにするた

めには、ディレクトリ

サーバを設定して、

ANRの属性を設定する
必要があります。

重要

true

false

BDIUseANR
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説明値EDI パラメータBDI パラメータ

予測検索クエリーに適用する

フィルタを定義します。

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。
BDIPredictiveSearchFilter
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。

（注）

デフォルトの EDI値は anr=で
す。

Cisco Jabber for Windowsでは、
予測検索が実行される際、
Ambiguous Name Resolution
（ANR）を使用したクエリーが
発行されます。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。

クライアントがその属

性を探すようにするた

めには、ディレクトリ

サーバを設定して、

ANRの属性を設定する
必要があります。

重要

サーチ

フィルタ

PredictiveSearchFilterBDIPredictiveSearchFilter
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説明値EDI パラメータBDI パラメータ

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

ユーザは代替連絡先番号

を検索できます。これが

デフォルト値です。

1

ユーザは代替連絡先番号

を検索できません。

0

1

DisableSecondaryNumberLookups

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。

秒数SearchTimeout

ワイルドカード検索を有効にし

ます。

0

ワイルドカードを使用し

ません。これがデフォル

ト値です。

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。

0

1

UseWildcards
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説明値EDI パラメータBDI パラメータ

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。

数値MinimumCharacterQuery
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説明値EDI パラメータBDI パラメータ

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、ActiveDirectory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、ActiveDirectory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。

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。

ヒン

ト

ディレク

トリツ

リーで検

索可能な

組織単位

（OU）

SearchBase1
SearchBase2

SearchBase3

SearchBase4

SearchBase5

BDISearchBase1

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。
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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))

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

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。

説明値パラメータ

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。

+14081+(#) ### ### ####のマスクに
より、番号を解決します。

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。

マスク文字列PhoneNumberMasks

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。

Cisco Jabber, Release 10.5 展開およびインストールガイド
87

ユーザの設定を行う

ディレクトリ統合パラメータ



説明要素

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。

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。各サイトでは、次のよう
に電話番号の形式が異なる個別のディレクトリを管理します。

+(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。

電話番号パ

ターン

番号パターンとマスクを区切ります。

たとえば、+1408|+(#) ### ### ####|+34|+(##) ### ####です。

パイプ記号

（|）

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。

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

ワイルド

カード文字

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。

逆マスク

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。
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説明値EDI パラメータBDI パラメータ

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。

false

写真URIの代替が無効で
あるかどうかを指定しま

す。これがデフォルト値

です。

true

false

PhotoUriSubstitutionEnabledBDIPhotoUriSubstitutionEnabled

Cisco Jabber, Release 10.5 展開およびインストールガイド
89

ユーザの設定を行う

ディレクトリ統合パラメータ



説明値EDI パラメータBDI パラメータ

写真URIに挿入するディレクト
リ属性を指定します

（sAMAccountNameなど）。

PhotoURISubstitutionTokenパラ
メータとの使用がサポートされ

ているのは次の属性だけです。

• Common Name

•表示名（Display Name）

•名

•姓

• 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）

•連絡先電話番号

•他の電話（Other Phone）

•役職（Title）

• Company Name（会社名）

•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）

• State

•市区町村郡（City）

•道路の

ディレク

トリ属性

PhotoUriSubstitutionTokenBDIPhotoUriSubstitutionToken
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説明値EDI パラメータBDI パラメータ

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。

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。

制約事

項

URIPhotoUriWithTokenBDIPhotoUriWithToken

連絡先の写真をバイナリオブ

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。

ディレク

トリ属性

PhotoSourceBDIPhotoSource

連絡先の写真の取得

Cisco Jabberでは、次の方法で連絡先写真を取得して表示します。

Active Directoryで写真を変更すると、Cisco Jabberで写真が更新されるまで最大 24時間かかる
ことがあります。

（注）

URI 置換

Cisco Jabberによって、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の URLが動
的に作成されます。

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。
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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>

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。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と解決
されます。その後、 Cisco Jabberでは、この値を取得してトークンを置換し、
http://staffphoto.example.com/msmith.jpgの URLを作成します。

バイナリオブジェクト

Cisco Jabberによって、データベースから写真のバイナリデータが取得されます。

Active Directoryのバイナリオブジェクトを使用する場合は、BDIPhotoUriWithTokenも
PhotoUriWithTokenも設定しません。

この方法を使用して連絡先の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によって、ディレクトリ属性から URLが取得されます。

この方法を使用して連絡先の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への接続、および連絡先の解決とディレクトリのクエリーに使用できるパラメー
タを示します。
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説明値パラメータ

必須パラメータです。プレゼンスサーバのド

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、AdamMcKenzie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。

プレゼンスサーバのド

メイン

PresenceDomain

Cisco Unified Communications Managerユーザ
データサービス（UDS）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

UDSサーバを検出できない手動接続に必要で
す。

IPアドレス

FQDN

UdsServer

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。

• DirectoryServerTypeパラメータを設定して
UDSを使用する場合。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 for 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。

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。

制約事項

URIUdsPhotoUriWithToken
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UDSを使用した連絡先写真の取得
UDSによって、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の URLが動的に作
成されます。

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によって、%%uid%%トークンが UDSの userName属性に置換されます。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では userName属性を取
得して %%uid%%トークンを置換し、http://staffphoto.example.com/msmith.jpgの
URLを作成します。

Active Directoryで写真を変更すると、Cisco Jabberで写真が更新されるまで最大 24時間かかる
ことがあります。

（注）

重要 • Expressway for Mobile and Remote Accessを導入している場合、ユーザが企業ネットワーク
の外部からサービスに接続するときに、クライアントは自動的に UDSを連絡先の解決に
使用します。 UDS連絡先の解決を Expressway for Mobile and Remote Accessにセットアッ
プする場合、連絡先写真をホストするWebサーバをご使用の Cisco Expressway-Cサーバ
コンフィギュレーションにある HTTPサーバの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の値として指定した URLの形式に従って
いる必要があります。

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、連絡先の写真は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では、ディレクトリ内の連絡先写真について次の形式をサポートしています。

• JPG
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• PNG

• BMP

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、連絡先の写真として PNG形式を使用する必要が
あります。

重要

連絡先の写真の寸法

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でのローカルの連絡先写真の最大寸法は 128 x 128ピクセルです。

ヒント

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。

寸法参照先

128 x 128ピクセル音声コールウィンドウ

64 x 64ピクセル次のような招待やリマインダ

•着信コールウィンドウ

•会議リマインダウィンドウ

32 x 32ピクセル次のような連絡先のリスト

•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、次のように連絡先の写真を調整します。
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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。

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、128x128ピクセルの連絡先写真を使用して
ください。

ヒント

トリミング

Cisco Jabberでは、四角形以外の写真を四角形のアスペクト比（つまり、幅が高さと同じア
スペクト比 1:1）に自動的にトリミングします。

縦方向

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。

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。

横方向

ディレクトリ内の連絡先写真が横方向である場合、クライアントは両方の側から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設定の例

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。
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値パラメータ

EDIDirectoryServerType

1ConnectionType

設定例を次に示します。
<Directory>
<DirectoryServerType>EDI</DirectoryServerType>
<ConnectionType>1</ConnectionType>

</Directory>

手動のサーバ接続

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。

値パラメータ

EDIDirectoryServerType

FQDN

IPアドレス

BDIPrimaryServerName

ポート番号BDIServerPort1

FQDN

IPアドレス

SecondaryServerName

ポート番号ServerPort2

設定例を次に示します。
<Directory>
<DirectoryServerType>EDI</DirectoryServerType>
<BDIPrimaryServerName>primary-server-name.domain.com</BDIPrimaryServerName>
<BDIServerPort1>1234</BDIServerPort1>
<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。

値パラメータ

UDSDirectoryServerType

UDSサーバの IPアドレスUdsServer

連絡先写真の URLUdsPhotoUriWithToken
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値パラメータ

既存ドメインのサーバアドレスPresenceDomain
このパラメータを使用するのは、

電話機モードだけです。

（注）

すべての連絡先（企業ファイアウォール内外）の解決に UDSを使用する場合にのみ、
DirectoryServerTypeパラメータを UDSに設定することが必要です。

（注）

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ディレクトリを使用して Expressway for Mobile and Remote Accessを展開する場合、クライ
アントは次のものを使用します。

•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

LDAPはデフォルト設定であるため、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。

（注）

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。

値パラメータ

企業ファイアウォール内での連絡先写真 URLBDIPhotoUriWithToken

企業ファイアウォール外での連絡先写真 URLUdsPhotoUriWithToken

設定例を次に示します。
<Directory>
<BDIPhotoUriWithToken>http://staffphoto.example.com/sAMAccountName.jpg

</BDIPhotoUriWithToken>
<UdsPhotoUriWithToken>http://server-name/%%uid%%.jpg</UdsPhotoUriWithToken>

</Directory>
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単純な認証：デスクトップクライアント向け

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>
<BDIConnectionUsername>username</BDIConnectionUsername>
<BDIConnectionPassword>password</BDIConnectionPassword>

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。

単純な認証：モバイルクライアント向け

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。

• 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。

SSL を使用した単純な認証：デスクトップクライアント向け
UseSSLパラメータを使用し、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>
<BDIConnectionUsername>username</BDIConnectionUsername>
<BDIConnectionPassword>password</BDIConnectionPassword>
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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、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。

OpenLDAP の統合
匿名バインドや認証済みバインドを使用して、OpenLDAPと統合できます。

デスクトップクライアントの匿名バインド

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。

値パラメータ

EDIDirectoryServerType

1ConnectionType

IPアドレス
ホストネーム

BDIPrimaryServerName

0UseWindowsCredentials
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値パラメータ

1UseSecureConnection

ディレクトリサービスまたは組織単位（OU）
のルート

BDISearchBase1

uidまたは cnなどの固有識別子BDIUserAccountName

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）。
BDIBaseFilter

uidまたは他の検索フィルタBDIPredictiveSearchFilter

設定例を次に示します。
<Directory>
<DirectoryServerType>EDI</DirectoryServerType>
<ConnectionType>1</ConnectionType>
<BDIPrimaryServerName>11.22.33.456</BDIPrimaryServerName>
<UseWindowsCredentials>0</UseWindowsCredentials>
<UseSecureConnection>1</UseSecureConnection>
<BDISearchBase1>ou=people,dc=cisco,dc=com</BDISearchBase1>
<BDIUserAccountName>uid</BDIUserAccountName>
<BDIBaseFilter>(&amp;(objectClass=inetOrgPerson)</BDIBaseFilter>
<BDIPredictiveSearchFilter>uid</BDIPredictiveSearchFilter>

</Directory>

モバイルクライアントの匿名バインド

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。

値パラメータ

BDIDirectoryServerType

OpenLDAPBDILDAPServerType

IPアドレス

ホストネーム

BDIPrimaryServerName

TrueBDIEnableTLS

ディレクトリサービスまたは組織単位（OU）
のルート

BDISearchBase1

プライマリディレクトリサーバのポートBDIServerPort1

uidまたは cnなどの固有識別子BDIUserAccountName

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）。
BDIBaseFilter

uidまたは他の検索フィルタBDIPredictiveSearchFilter（任意）
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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>

デスクトップクライアント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。

値パラメータ

EDIDirectoryServerType

1ConnectionType

IPアドレス
ホストネーム

BDIPrimaryServerName

0UseWindowsCredentials

0UseSecureConnection

ディレクトリサービスまたは組織単位（OU）の
ルート

BDISearchBase1

uidまたは cnなどの固有識別子BDIUserAccountName

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）。
BDIBaseFilter

uidまたは他の検索フィルタBDIPredictiveSearchFilter

ユーザ名BDIConnectionUsername

パスワードBDIConnectionPassword

設定例を次に示します。
<Directory>
<DirectoryServerType>EDI</DirectoryServerType>
<ConnectionType>1</ConnectionType>
<BDIPrimaryServerName>11.22.33.456</BDIPrimaryServerName>
<UseWindowsCredentials>0</UseWindowsCredentials>
<UseSecureConnection>0</UseSecureConnection>
<BDISearchBase1>ou=people,dc=cisco,dc=com</BDISearchBase1>
<BDIUserAccountName>uid</BDIUserAccountName>
<BDIBaseFilter>(&amp;(objectClass=inetOrgPerson)</BDIBaseFilter>
<BDIPredictiveSearchFilter>uid</BDIPredictiveSearchFilter>
<BDIConnectionUsername>cn=lds-read-only-user,dc=cisco,dc=com</BDIConnectionUsername>
<BDIConnectionPassword>password</BDIConnectionPassword>

</Directory>
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モバイルクライアント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。

値パラメータ

BDIDirectoryServerType

OpenLDAPBDILDAPServerType

IPアドレス

ホストネーム

BDIPrimaryServerName

FalseBDIEnableTLS

ディレクトリサービスまたは組織単位（OU）
のルート

BDISearchBase1

プライマリディレクトリサーバのポートBDIServerPort1

uidまたは cnなどの固有識別子BDIUserAccountName

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）。
BDIBaseFilter

uidまたは他の検索フィルタBDIPredictiveSearchFilter（任意）

ユーザ名BDIConnectionUsername

パスワードBDIConnectionPassword

設定例を次に示します。
<Directory>
<DirectoryServerType>BDI</DirectoryServerType>
<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>

</Directory>

AD LDS の統合
特定の設定を使用すると、AD LDSまたは ADAMと統合できます。
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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。

値パラメータ

EDIDirectoryServerType

IPアドレス
ホストネーム

BDIPrimaryServerName

ポート番号BDIServerPort1

0UseWindowsCredentials

1UseSecureConnection

ディレクトリサービスまたは組織単位（OU）の
ルート

BDISearchBase1

設定例を次に示します。
<Directory>
<DirectoryServerType>EDI</DirectoryServerType>
<BDIPrimaryServerName>11.22.33.456</BDIPrimaryServerName>
<BDIServerPort1>50000</BDIServerPort1>
<UseWindowsCredentials>0</UseWindowsCredentials>
<UseSecureConnection>1</UseSecureConnection>
<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の認証を使用して、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。

値パラメータ

EDIDirectoryServerType

IPアドレス
ホストネーム

BDIPrimaryServerName

ポート番号BDIServerPort1

0UseWindowsCredentials

1UseSecureConnection

ユーザ名BDIConnectionUsername

パスワードBDIConnectionPassword

uidまたは cnなどの固有識別子BDIUserAccountName
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値パラメータ

ディレクトリサービスまたは組織単位（OU）の
ルート

BDISearchBase1

設定例を次に示します。
<Directory>
<DirectoryServerType>EDI</DirectoryServerType>
<BDIPrimaryServerName>11.22.33.456</BDIPrimaryServerName>
<BDIServerPort1>50000</BDIServerPort1>
<UseWindowsCredentials>0</UseWindowsCredentials>
<UseSecureConnection>1</UseSecureConnection>
<BDIConnectionUsername>cn=administrator,dc=cisco,dc=com</BDIConnectionUsername>
<BDIConnectionPassword>password</BDIConnectionPassword>
<BDIUserAccountName>cn</BDIUserAccountName>
<BDISearchBase1>ou=people,dc=cisco,dc=com</BDISearchBase1>

</Directory>

AD LDS のプリンシパルユーザ認証

AD LDSプリンシパルユーザの認証を使用して、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。

値パラメータ

EDIDirectoryServerType

IPアドレス
ホストネーム

BDIPrimaryServerName

ポート番号BDIServerPort1

0UseWindowsCredentials

0UseSecureConnection

ユーザ名BDIConnectionUsername

パスワードBDIConnectionPassword

uidまたは cnなどの固有識別子BDIUserAccountName

ディレクトリサービスまたは組織単位（OU）の
ルート

BDISearchBase1

設定例を次に示します。
<Directory>
<DirectoryServerType>EDI</DirectoryServerType>
<BDIPrimaryServerName>11.22.33.456</BDIPrimaryServerName>
<BDIServerPort1>50000</BDIServerPort1>
<UseWindowsCredentials>0</UseWindowsCredentials>
<UseSecureConnection>0</UseSecureConnection>
<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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フェデレーション
フェデレーションは Cisco Jabberユーザが、異なるシステム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るようにしま
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では、以下とのフェデレーションがサポートされています。

◦ Microsoft Office Communications Server

◦ Microsoft Lync

◦ IBM Sametime

◦ XMPP標準ベースの環境（Google Talkなど）

◦ AOL Instant Messenger

Cisco Unified PresenceまたはCisco Unified CommunicationsManager IM and Presence Service上にCisco
Jabberの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 PresenceとMicrosoft Office Communications Server、Microsoft Live Communications Server、
または他のプレゼンスサーバ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
Presenceまたは Cisco Unified Communications IM and Presenceに移行できます。このため、プレゼ
ンスサーバ上で Cisco Jabber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
のマニュアル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』
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• Cisco Unified Communications IM and Presence：『Partitioned Intradomain Federation for IM and
Presence Service on Cisco Unified Communications Manager』

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設定ファ
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 Presenceでは、Microsoft Office
Communications Server、Microsoft Live Communications Serverなどの他のプレゼンスサーバの形式
と常に一致するとは限らない連絡先情報を解決するために特定の形式を使用します。

手順

ステップ 1 BDIUseSIPURIToResolveContactsパラメータの値を trueに設定します。

ステップ 2 Cisco Jabberで使用する連絡先 IDが含まれている属性を指定し、連絡先情報をBDISipUriパラメー
タの値として取得します。デフォルト値は msRTCSIP-PrimaryUserAddressです。

イントラドメインフェデレーションを展開し、クライアントがファイアウォールの外

から Expressway for Mobile and Remote Accessに接続する場合、連絡先の検索はコンタク
ト IDが次のいずれかのフォーマットを使用している場合にのみサポートされます。

（注）

• sAMAccountName@domain

• UserPrincipleName（UPN）@domain

• EmailAddress@domain

• employeeNumber@domain

• telephoneNumber@domain

ステップ 3 各連絡先 IDのプレフィックスとなるテキストをBDIUriPrefixパラメータの値として設定します。
プレフィックスとは、連絡先 IDのユーザ名の前にあるテキストです。

たとえば、msRTCSIP-PrimaryUserAddressをBDISipUriの値として指定します。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。

次の XMLスニペットに、設定の例を示します。
<Directory>
<BDIUseSIPURIToResolveContacts>true</BDIUseSIPURIToResolveContacts>
<BDISipUri>non-default-attribute</BDISipUri>
<BDIUriPrefix>sip:</BDIUriPrefix>

</Directory>
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ドメイン内フェデレーションの例

このトピックでは、BDISipUri、BDIUseSIPURIToResolveContacts、および BDIUriPrefixの各パラ
メータを使用したドメイン内フェデレーションの連絡先を解決する例について説明します。

この例では、次のように設定されています。

• BDISipUriパラメータの値は msRTCSIP-PrimaryUserAddressです。

• BDIUseSIPURIToResolveContactsパラメータの値は trueです。

• BDIUriPrefixパラメータの値は sip:です。

•ディレクトリには、Mary Smithという名前のユーザの msRTCSIP-PrimaryUserAddress
属性の値として sip:msmith@domain.comが含まれています。

Cisco Jabberによるディレクトリに接続した連絡先情報の解決

1 プレゼンスサーバが msmith@domain.comを Cisco Jabberに渡します。

2 Cisco Jabberにより、sip:が msmith@domain.comに付加されてから、ディレクトリ
へのクエリーが実行されます。

3 sip:msmith@domain.comがmsRTCSIP-PrimaryUserAddress属性の値と一致しま
す。

4 Cisco Jabberにより、Mary Smithの連絡先情報が取得されます。

Cisco JabberによるMary Smithの検索

Cisco Jabberにより、sip:msmith@domain.comからsip:のプレフィックスが削除され、
msmith@domain.comの連絡先 IDが取得されます。

常設チャットルームの管理とモデレータ管理

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。（注）

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 Presenceサーバ上にある、管理者として担当し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。
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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

•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。

• [メンバー（Members）]タブで名前を照会して拒否リストに追加することにより、ルームか
らそれらの参加者をブロックする。

•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）。

ルームの作成

ルームを作成する際は、次の情報を指定する必要があります。

•ルーム名

•説明（Description）

•ルームのタイプ（パブリックまたは限定的）

注：ルームのタイプを定義した後は、変更できません。（注）

• [マイルーム（My Rooms）]タブにルームを追加かするかどうかを指定（デフォルトではオ
フ）

•最大 30名のモデレータを追加（追加するには、対象者の名前を検索しますが、対象者は有
効な Jabber IDを持っている必要があります）。

ルームを作成すると、ルームが作成されたこと、およびメンバーをただちに追加するか後で追加

するかを尋ねる通知が表示されます。

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

カスタム埋め込みタブの定義

次の XMLコードは、

次の表は、カスタム埋め込みタブ定義のパラメータについて説明します。

説明値パラメータ

カスタム埋め込みタブのすべての定義が含

まれます。

カスタムタブのす

べての定義

browser-plugin

カスタム埋め込みタブの 1つの定義が含ま
れます。

カスタムタブの 1
つの定義

page

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

ユーザがクライアントを再起動また

はサインインすると、コンテンツが

更新されます。これがデフォルト値

です。

このパラメータはオプションであり、page
要素の属性です。

true

false

refresh
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説明値パラメータ

コンテンツがロードされるタイミングを制

御します。

true

クライアントが起動すると、コンテ

ンツがロードされます。

false

ユーザがタブを選択すると、コンテ

ンツがロードされます。これがデ

フォルト値です。

このパラメータはオプションであり、page
要素の属性です。

true

false

preload

カスタム埋め込みタブのマウスオーバー

テキストを定義します。

このパラメータはオプションです。ヒント

テキストを指定しない場合、クライアント

はカスタムタブを使用します。

Unicode文字の文
字列

tooltip

タブのアイコンを指定します。次のよう

に、ローカルアイコンまたはホステッド

アイコンを指定できます。

ローカルアイコン

file://file_path/icon_name
のように URLを指定します。

ホステッドアイコン

http://path/icon_nameのように
URLを指定します。

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

このパラメータはオプションです。アイコ

ンが指定されていない場合、クライアント

はHTMLページからお気に入りアイコンを
ロードします。お気に入りアイコンが使用

できない場合、クライアントはデフォルト

のアイコンをロードします。

URLicon
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説明値パラメータ

埋め込みタブのコンテンツが格納される

URLを指定します。

クライアントは、Internet Explorerレンダリ
ングエンジンを使用して埋め込みタブのコ

ンテンツを表示します。このため、Internet
Explorerでサポートされているコンテンツ
を指定できます。

Cisco Jabber for Windowsでは、
Internet Explorerバージョン 9また
はそれ以前のバージョンをサポー

トしています。クライアントは、

ワークステーションにバージョン

9以降のバージョンが存在する場
合は、Internet Explorerをバージョ
ン 9モードで使用します。

（注）

このパラメータは必須です。

URLURL

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。設定ファイルの

AllowUserCustomTabsパラメータの値として次のように trueを設定します。
<Options>
<AllowUserCustomTabs>true</AllowUserCustomTabs>

</Options>

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

カスタムアイコン

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

•寸法：20 x 20ピクセル

•各フレーム間に 1ピクセルのパディング。 1ピクセルのパディングにより、実際に使用
できるアイコンの領域は 19 x 19ピクセルになります。

•透明な背景

• PNGファイル形式

アイコンの各フレームは次の状態を示します。

1 標準

2 押されている

3 ホバー

4 無効

5 フォーカス済み

6 選択済みおよび標準

7 選択済みおよび押されている

8 選択済みおよびホバー

9 選択済みおよびディセーブル

10 選択済みおよびフォーカス済み

次はアイコンの例です。

以下は、前述のアイコンの各フレームの 16進数のカラーコードです。これらのカラーコードを
使用し、カスタムアイコンを一貫した外観にします。

1 #4f6b7c
2 #2aa6c7
3 #99b5c7
4 #FFFFFF
5 #19bae3
6 #19bae3
7 #2aa6c7
8 #99b5c7
9 #FFFFFF
10 #19bae3
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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

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

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

ヒント

次の例は、${UserID}トークンの使用方法を示しています。

1 カスタム埋め込みタブで次の内容を指定します。

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

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

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

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

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

JavaScriptのマニュアルを参照してください。

通知メソッド

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

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

•空

空の値は、既存の通知バッジをすべて削除します。

• 0～ 999の数字

• 2桁の英数字の組み合わせ（例：A1）

onPageSelected

クライアントは、ユーザがカスタム埋め込みタブを選択すると、このメソッドを呼び出しま

す。

onPageDeselected

クライアントは、ユーザが別のタブを選択するとこのメソッドを呼び出します。

onHubResized()

クライアントは、ユーザがハブクライアントウィンドウを移動またはそのサイズを変更す

ると、このメソッドを呼び出します。

onHubActivated()

クライアントは、クライアントハブウィンドウがアクティブになると、このメソッドを呼

び出します。

onHubDeActivated()

クライアントは、クライアントハブウィンドウが非アクティブになると、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。

Cisco Jabber, Release 10.5 展開およびインストールガイド
115

ユーザの設定を行う

JavaScript 通知



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）、DoNot
Disturb（着信拒否））

•高度なプレゼンス（会議中、コール中、カスタムプレゼンス状態）

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');
}
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function OnLocaleInfoAvailable(currentLocale)
{

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

cell.innerText = currentLocale;
}

function onHubActivated()
{

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

cell.innerText = "TRUE";
}

function onHubDeActivated()
{

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

cell.innerText = "FALSE";
}

function onHubResized()
{

alert("Hub Resized or Moved");
}

function OnLoadMethods()
{

SubscribePresence();
GetUserLocale();

}
</script>

</head>

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

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

</tr>
</table>
<table>

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

</tr>
<tr>

<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。
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OnTelephonyConversationStateChanged

テレフォニーサービスの APIは、クライアントがカスタム埋め込みタブでコールイベント
を表示できるようにします。カスタムタブにOnTelephonyConversationStateChanged
JavaScript関数を実装できます。クライアントはテレフォニーのカンバセーションの状態が
変化するたびに、この関数を呼び出します。この関数は、クライアントがコールイベント

を取得するために解析する JSON文字列を受け入れます。

次のスニペットは、コールイベントを保持する JSONを示します。
{

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

}

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

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

}

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

function OnTelephonyConversationStateChanged(json) {
console.log("OnTelephonyConversationStateChanged");

try {
var conversation = JSON.parse(json);

console.log("conversation id=" + conversation.conversationId);
console.log("conversation state=" + conversation.state);
console.log("conversation acceptanceState=" + conversation.acceptanceState);
console.log("conversation callType=" + conversation.callType);

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

}
}

次に、この関数の考えられるすべてのフィールドでの実装例を示します。

function OnTelephonyConversationStateChanged(json) {
console.log("OnTelephonyConversationStateChanged");

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

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

}

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

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

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

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

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

}
}

カスタム埋め込みタブの例

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