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Jabber の概要
• このマニュアルの目的, 1 ページ
• Cisco Jabber について, 1 ページ

このマニュアルの目的
『Cisco Jabber パラメータ リファレンス ガイド』には、jabber-config.xml ファイルの作成を支援す
る次の情報が記載されています。
• 設定ファイルの構造
• 設定ファイルの各セクションで使用できるパラメータ

Cisco Jabber について
Cisco Jabber は、あらゆる場所から連絡先とのシームレスな対話を実現する Unified Communications
アプリケーション スイートです。Cisco Jabber は、IM、プレゼンス、音声およびビデオ通話、ボ
イスメール、および会議を提供します。
Cisco Jabber 製品ファミリには、次のようなアプリケーションが含まれています。
• Cisco Jabber for Android
• Cisco Jabber for iPhone and iPad
• Cisco Jabber for Mac
• Cisco Jabber for Windows
Cisco Jabber 製品スイートの詳細については、http://www.cisco.com/go/jabber を参照してください。
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設定ファイル
• 設定ファイルの構造, 3 ページ
• 設定例, 4 ページ

設定ファイルの構造
次の要素を含む XML 形式でクライアント コンフィギュレーション ファイルを作成します。
XML 宣言
設定ファイルは XML 標準に準拠し、次の宣言が含まれている必要があります。
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

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

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

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

<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>
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クライアント
• CachePasswordMobile, 6 ページ
• CacheSessionCookieInDevice, 7 ページ
• ChatAlert, 7 ページ
• JawsSounds, 7 ページ
• EnablePrt, 7 ページ
• EnablePrtEncryption, 8 ページ
• PRTCertificateUrl, 8 ページ
• PrtCertificateName, 8 ページ
• EnableFecc, 9 ページ
• ContactCardonHover, 9 ページ
• HideCallControlStrip, 9 ページ
• PrtLogServerURL, 10 ページ
• UpdateURL, 10 ページ
• jabber-plugin-config, 10 ページ
• Forgot_Password_URL, 10 ページ
• Persistent_Chat_Enabled, 10 ページ
• ChatTelephonyEscalationLimit, 11 ページ
• PersistentChatTelephonyEnabled, 11 ページ
• pChatShare, 11 ページ
• pChatMeeting, 12 ページ
• MaxNumberOfBookmarks, 12 ページ
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• Mention_P2Pchat, 12 ページ
• Mention_GroupChat, 12 ページ
• Mention_PersistentChat, 13 ページ
• UseSystemLanguage, 13 ページ
• spell_check_enabled, 13 ページ
• spell_check_language, 14 ページ
• Disable_IM_History, 14 ページ
• EnableAutosave, 14 ページ
• AutosaveChatsLocation, 15 ページ
• AllowUserSelectChatsFileDirectory, 15 ページ
• MyJabberFilesLocation, 16 ページ
• RestoreChatOnLogin, 16 ページ
• J2JMaxBandwidthKbps, 17 ページ
• SystemIdleDuringCalls, 17 ページ
• ShowRecentsTab, 18 ページ
• SwapDisplayNameOrder, 18 ページ
• MakeUsernameReadOnly, 18 ページ
• ForceLogoutTimerDesktop, 19 ページ
• ForceLogoutTimerMobile, 19 ページ

CachePasswordMobile
モバイル クライアント向け Cisco Jabber に適用されます。
パスワードをクライアント側で記録するかどうかを指定します。
• true（デフォルト）：パスワードは事前に入力され、[自動サインイン（Automatic sign-in）]
が表示されます。ユーザは、クライアントがユーザのパスワードをキャッシュすることを許
可します。このオプションにより、ユーザは、クライアントが開始した際に自動的にログイ
ンすることができます。
• false：クライアントの Cisco Unified Communications Manager への登録が完了した後、パスワー
ド フィールドは空白になり、[自動サインイン（Automatic sign-in）] は表示されません。ユー
ザは、クライアントがユーザのパスワードをキャッシュすることを許可できません。ユーザ
は、クライアントが起動するたびに、パスワードを入力する必要があります。
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CacheSessionCookieInDevice

（注）

クライアントは、初回サインイン時またはユーザがアプリケーション データをクリアした場
合に、[自動サインイン（Automatic sign-in）] を表示する必要があります。
例：<CachePasswordMobile>true</CachePasswordMobile>

CacheSessionCookieInDevice
Cisco Jabber for iPhone and iPad に適用されます。
Cisco Jabber for iPhone and iPad でiOS キーチェーンにクッキーをキャッシュするかどうかを指定し
ます。アプリケーションがバックグラウンドで動作を停止した場合、iOS キーチェーンにキャッ
シュされた SSO クッキーにより、ユーザが Cisco Jabber に自動でサインインできるようにします。
• true（デフォルト）:クッキーは iOS キーチェーンにキャッシュされます。
• false：クッキーは iOS キーチェーンにキャッシュされません。

ChatAlert
Cisco Jabber for Windows に適用されます。
チャット アラートのデフォルトのサウンドを指定します。ユーザは、[オプション（Options）]
ウィンドウの [サウンドとアラート（Sounds and Alerts）] タブでこの値を変更できます。
例：<ChatAlert>IMAlert_1</ChatAlert>

JawsSounds
Cisco Jabber for Windows に適用されます。
連絡先の検索結果が返される際に、Windowsの通知音を鳴らすかどうかを決定します。
• true（デフォルト）：連絡先の検索結果が返される際に、Windowsの通知音を鳴らします。
• false：連絡先の検索結果が返される際に、Windowsの通知音を鳴らしません。

EnablePrt
デスクトップ クライアント向け Cisco Jabber に適用されます。
クライアントの [ヘルプ（Help）] メニューで [問題の報告（Report a problem）] メニュー項目を使
用可能にするかどうかを指定します。
• true（デフォルト）：[問題の報告（Report a problem）] メニュー項目が使用可能になります。
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• false：[問題の報告（Report a problem）] メニュー項目が削除されます。
このパラメータを無効にしても、ユーザは [スタート メニュー（Start Menu] > [Cisco Jabber] ディ
レクトリ、または Program Files ディレクトリを使用して、問題レポート ツールを手動で起動でき
ます。ユーザが手動で PRT を作成し、このパラメータ値が false に設定されている場合、PRT か
ら作成された zip ファイルにはコンテンツがありません。
例：<EnablePrt>True</EnablePrt>

EnablePrtEncryption
問題レポートの暗号化を有効にします。デスクトップ クライアント向けの Cisco Jabber では、こ
のパラメータは PRTCertificateName パラメータと共に設定します。モバイル クライアント向けの
Cisco Jabber では、このパラメータは PRTCertificateUrl パラメータと共に設定します。
• true：Cisco Jabber クライアントから送信された PRT ファイルが暗号化されます。
• false（デフォルト）：Cisco Jabber クライアントから送信された PRT ファイルは暗号化され
ません。
PRT の暗号化には、Cisco Jabber 問題レポートの暗号化と復号化のための公開/秘密キー ペアが必
要です。詳細については、『Cisco Jabber 11.0 Deployment and Installation Guide』の「Decrypt the
Problem Report」のトピックを参照してくだしさい。
例：<EnablePrtEncryption>true</EnablePrtEncryption>

PRTCertificateUrl
モバイル クライアント向け Cisco Jabber に適用されます。
信頼できるルート証明書ストアの公開キーを使用して、証明書の URLを指定します。クライアン
トは公開キーをダウンロードし、Cisco Jabber 問題レポートの暗号化にその公開キーを使用しま
す。EnablePrtEncryption が true であり、URL が誤っていたかまたはネットワークの問題が原因で
証明書がダウンロードされていない場合、Cisco Jabber は PRT を送信しません。
例：<PRTCertificateUrl>http://server_name/path/Certificate_Name</PRTCertificateUrl>

PrtCertificateName
デスクトップ クライアント向け Cisco Jabber に適用されます。
[エンタープライズ信頼または信頼できるルート認証局の証明書ストア（Enterprise Trust or Trusted
Root Certificate Authorities certificate store）] に公開キーと共に証明書の名前を指定します。証明書
の公開キーは、Cisco Jabber 問題レポートの暗号化に使用されます。このパラメータは
EnablePrtEncryption パラメータと共に設定する必要があります。
例：<PrtCertificateName>Certificate_Name</PrtCertificateName>
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EnableFecc

EnableFecc
すべてのクライアントに適用されます。
遠端カメラを制御する機能をクライアントで有効にするかどうかを指定します。
• true（デフォルト）：遠端カメラ制御が有効になります。コール ビデオ ウィンドウで [Far-End
Camera Control（遠端カメラ制御）] ボタンが有効になります。
• false：遠端カメラ制御が無効になります。エンドポイントで遠端カメラ制御が可能な場合で
も、コール ビデオ ウィンドウでは [Far-End Camera Control（遠端カメラ制御）] ボタンが無
効になります。
例：<EnableFecc>false</EnableFecc>

ContactCardonHover
Cisco Jabber for Windows に適用されます。
連絡先リストの連絡名または検索結果の連絡名ににマウス カーソルを合わせたときに、連絡先
カードを表示するかどうかを指定します。
• true（デフォルト）：連絡先カードが有効になります。連絡先名にマウス カーソルを合わせ
たとき、またはハブ ウィンドウの連絡先名か検索結果の連絡先名の上で CTRL + I キーを押
したときに、連絡先カードが表示されます。
• false：連絡先リストの連絡先名または検索結果の連絡先名にマウス カーソルを合わせたとき
に、連絡先カードが表示されません。
例：<ContactCardonHover>false</ContactCardonHover>

HideCallControlStrip
Cisco Jabber for Windows に適用されます。
コール ウィンドウにコール制御ストリップを表示するかどうかを指定します。
• enable：Cisco Jabber を使用してコールするときにコール制御ストリップを表示します。コー
ル中、ウィンドウの上部バーに表示される新しいオプションを使用すると、そのコールに対
してコール制御ストリップを表示/非表示にできます。
• disable（デフォルト）：Cisco Jabber を使用してコールするときにコール制御ストリップを非
表示にします。コール制御ストリップのないビデオ専用ウィンドウが表示されます。
例：<HideCallControlStrip>enable</HideCallControlStrip>
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PrtLogServerURL

PrtLogServerURL
問題レポートを送信するためのカスタム スクリプトを指定します。
例：<PrtLogServerURL>http://server_name:port/path/prt_script.php</PrtLogServerURL>

UpdateURL
デスクトップ クライアント向け Cisco Jabber に適用されます。
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、更新
XML ファイルを取得するために、この URL を使用します。
例：<UpdateURL>http://http_servername/UpdateURL_file</UpdateURL>

jabber-plugin-config
デスクトップ クライアント向け Cisco Jabber に適用されます。
HTML コンテンツを表示するカスタム埋め込みタブなどのプラグインの定義が含まれます。
例：
<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>

Forgot_Password_URL
Cisco Jabber for Windows に適用されます。
パスワードを忘れた場合に、パスワードをリセットまたは取得するための Web ページの URL を
指定します。
ハイブリッド クラウドベース展開では、Cisco WebEx 管理ツールを使用して、忘れたパスワード
をリセットまたは取得するための Web ページにユーザを誘導します。
例：<Forgot_Password_URL>http://http_servername/Forgot_Password_URL</Forgot_Password_URL>

Persistent_Chat_Enabled
デスクトップ クライアント向け Cisco Jabber に適用されます。
クライアントでパーシステント チャット機能を使用できるようにするかどうかを指定します。

Cisco Jabber 11.5 パラメータ リファレンス ガイド
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ChatTelephonyEscalationLimit

• true：クライアントにパーシステント チャット インターフェイスが表示されます。
• false（デフォルト）：コンフィギュレーション ファイル内に設定が存在しない場合は、デ
フォルト値が想定されます。
例：<Persistent_Chat_Enabled>true</Persistent_Chat_Enabled>

ChatTelephonyEscalationLimit
Cisco Jabber for Windows に適用されます。
グループ チャットとパーシステント チャットでテレフォニー エスカレーションが有効になって
いる場合に許可される最大参加者数を定義します。
デフォルト値は 25 名です。0 を指定するとパラメータが無効化され、上限がなくなります。
例：<ChatTelephonyEscalationLimit>10</ChatTelephonyEscalationLimit>

PersistentChatTelephonyEnabled
Cisco Jabber for Windows に適用されます。
パーシステント チャットの会話にのみ適用されます。
• true（デフォルト）：パーシステント チャットで [コール（Call）] ボタンが有効になり、ユー
ザはこのボタンをクリックして通話を開始できます。
• false：パーシステント チャットで [コール（Call）] ボタンが表示されないため、ユーザは会
議を開始できません。
例：<PersistentChatTelephonyEnabled>false</PersistentChatTelephonyEnabled>

pChatShare
Cisco Jabber for Windows に適用されます。
画面共有機能を常設チャット ルームで有効にするかどうかを定義します。
• true（デフォルト）：常設チャット ルームで画面共有機能が有効になります。ユーザに対し
て [画面の共有（Share screen）] オプションが表示されます。
• false：常設チャット ルームのユーザに対して画面共有機能が無効になります。ユーザに対し
て [画面の共有（Share screen）] オプションが表示されません。
例：<pChatShare>false</pChatShare>
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pChatMeeting

pChatMeeting
Cisco Jabber for Windows に適用されます。
[Meet Now（Meet Now）] オプションを常設チャット ルームで有効にするかどうかを定義します。
• true（デフォルト）：常設チャット ルームのユーザに対して WebEx 会議機能が有効になりま
す。ユーザに対して [Meet Now（Meet Now）] オプションが表示されます。
• false：常設チャット ルームのユーザに対して WebEx 会議機能が無効になります。ユーザに
対して [Meet Now（Meet Now）] オプションが表示されません。
例：<pChatMeeting>false</pChatMeeting>

MaxNumberOfBookmarks
デスクトップ クライアント向け Cisco Jabber に適用されます。
常設チャット ルームで許可されるブックマークの最大数を指定します。
• 30（デフォルト）：最大 30 のブックマークを設定します。
例：<MaxNumberOfBookmarks>20</MaxNumberOfBookmarks>

Mention_P2Pchat
Cisco Jabber for Windows に適用されます。
一対一のチャットで発言を有効にするかどうかを指定します。
• true（デフォルト）：一対一のチャットでの発言を有効にします。
• false：一対一のチャットでの発言を無効にします。
例：<Mention_P2Pchat>false</Mention_P2Pchat>

Mention_GroupChat
Cisco Jabber for Windows に適用されます。
グループ チャットで発言を有効化するかどうかを指定します。
• true（デフォルト）：グループ チャットでの発言を有効にします。
• false：グループ チャットでの発言を無効にします。
例：<Mention_GroupChat>false</Mention_GroupChat>
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Mention_PersistentChat

Mention_PersistentChat
Cisco Jabber for Windows に適用されます。
パーシステント チャットで発言を有効化するかどうかを指定します。
• true（デフォルト）：パーシステント チャットでの発言を有効にします。
• false：パーシステント チャットでの発言を無効にします。
例：<Mention_PersistentChat>false</Mention_PersistentChat>

UseSystemLanguage
Cisco Jabber for Windows リリース 11.1(1) 以降に適用されます。
クライアントに使用する言語を指定します。言語は次のプロセスによって決定されます。
1 システムによってブートストラップ ファイルがチェックされます。ブートストラップ ファイ
ルで（LANGUAGE パラメータを使用して）言語が指定されている場合は、その指定されてい
る言語が使用されます。
2 ブートストラップ ファイルで言語が指定されていない場合は、システムにより
UseSystemLanguage パラメータがチェックされます。
• true：言語は、オペレーティング システムと同じ値に設定されます。
• false（デフォルト）：クライアントはユーザが指定した地域言語を使用します。地域言語
は、[コントロールパネル（Control Panel）] > [時計、言語、および地域（Clock, Language,
and Region）] > [地域と言語（Region and Language）] > [日付、時刻または数値の形式の変
更（Change the date, time, or number format）] > [形式（Formats）] タブ > [形式（Format）]
ドロップダウンで設定されています。
例：<UseSystemLanguage>true</UseSystemLanguage>
言語がブートストラップ ファイルで指定されておらず、UseSystemLanguage パラメータが
jabber-config.xml ファイルに含まれていない場合は、地域言語が使用されます。

（注）

TFTP サーバの jabber-config.xml ファイルでこのパラメータが指定されている場合は、クライ
アントの再起動後（[ファイル（File）] > [終了（Exit）]）にのみこのパラメータが有効になり
ます

spell_check_enabled
Cisco Jabber for Windows に適用されます。
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クライアント
spell_check_language

クライアントでスペルチェックを有効化するかどうかを指定します。スペルチェックはオートコ
レクトをサポートしています。ユーザは候補のリストから正しい用語を選択したり、辞書にその
用語を追加したりできます。
• true：スペル チェックが有効になります。
• false（デフォルト）：スペル チェックが無効になります。
例：<spell_check_enabled>true</spell_check_enabled>

spell_check_language
Cisco Jabber for Windows に適用されます。
ユーザのデフォルトスペルチェック言語を指定します。デフォルトで、クライアントはデフォル
ト スペルチェック言語として Jabber 言語を使用します。使用するクライアントを設定するデフォ
ルト言語辞書を定義できます。会話ウィンドウで、ユーザは IM 相手ごとに別々のデフォルト言
語を選択できます。
例：<spell_check_language>1031</spell_check_language>はデフォルト スペル チェック言語とし
てドイツ語を定義します。

Disable_IM_History
Cisco Jabber for Windows に適用されます。
参加者がチャット ウィンドウを閉じた後、チャット履歴を保持するかどうかを指定します。

（注）

このパラメータは IM 限定展開には使用できません。
• true：参加者がチャット ウィンドウを閉じた後、チャット履歴を保持しません。
• false（デフォルト）：次の場合にチャット履歴を保持します。
◦ 参加者がチャット ウィンドウを閉じた後。
◦ 参加者がサインアウトするまで。
参加者が再度チャット ウィンドウを開くと、最新の 99 メッセージが表示されます。
サーバ上でメッセージ アーカイブを無効にする必要があります。
例：<Disable_IM_History>true</Disable_IM_History>

EnableAutosave
Cisco Jabber for Windows に適用されます。
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AutosaveChatsLocation

前提条件：ユーザは Cisco Unified Communications Manager のアカウントを所有している必要があ
ります。
ユーザが会話を閉じるたびに自動的にインスタント メッセージが保存されるようにするかどうか
を指定します。クライアントの [ファイル（File）] > [オプション（Options）] > [チャット（Chats）]
> [会話の終了時、チャットを自動的に保存する（Autosave each chat when closing the conversation）]
オプションを有効にします。
• true：チェックボックスを使用できます。
• false（デフォルト）：チェックボックスを使用できません。
例：<EnableAutosave>true</EnableAutosave>

AutosaveChatsLocation
Cisco Jabber for Windows に適用されます。
ユーザが会話を閉じるたびに自動的にインスタント メッセージおよびファイル転送が保存される
パスを定義します。ローカル ファイル システム上の絶対パスを使用します。チャットは
MyJabberChats というフォルダに、ファイルは MyJabberFiles というフォルダに保存されます。
AllowUserSelectChatsFileDirectory パラメータが false として設定されると、このパラメータは
MyJabberFilesLocation パラメータと連携して次のように機能します。
• AutosaveChatsLocation パラメータと MyJabberFilesLocation パラメータの両方に値が設定され
ている場合、 MyJabberFilesLocation の値が優先されます。
• MyJabberFilesLocation パラメータに値が設定されていない場合は、AutosaveChatsLocation 値
が MyJabberChats フォルダおよび MyJabberFiles フォルダのパスを決定します。
• AutosaveChatsLocation パラメータおよび MyJabberFilesLocation パラメータの両方に値が設定
されていない場合は、すべてのチャットとファイルはデフォルトの場所（ドキュメントフォ
ルダ）に保存されます。
例：<AutosaveChatsLocation>Local_Path</AutosaveChatsLocation>

AllowUserSelectChatsFileDirectory
Cisco Jabber for Windows に適用されます。
ユーザによる MyJabberChats フォルダと MyJabberFiles フォルダのディレクトリの変更が可能かど
うかを決定します。
• true（デフォルト）：ユーザは、[オプション（Options）] ダイアログの [チャット（Chats）]
タブにある [フォルダの変更（Change Folder）] ボタンを使用して、MyJabberChats フォルダ
と MyJabberFiles フォルダを変更できます。
• false：ユーザによる MyJabberChats フォルダおよび MyJabberFiles フォルダのディレクトリの
変更は許可されません。[フォルダの変更（ChangeFolder）]ボタンは、[オプション（Options）]
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MyJabberFilesLocation

ダイアログの [チャット（Chats）] タブでは表示されません。MyJabberChats フォルダ および
MyJabberFiles フォルダのディレクトリは、AutosaveChatsLocation パラメータによって決定さ
れます。
このパラメータが設定されていない場合、true として動作します。
例：<AllowUserSelectChatsFileDirectory>true</AllowUserSelectChatsFileDirectory>

MyJabberFilesLocation
Cisco Jabber for Windows に適用されます。
ユーザが会話を閉じるたびに自動的にインスタント メッセージおよびファイル転送が保存される
パスを定義します。チャットは MyJabberChats というフォルダに、ファイルは MyJabberFiles とい
うフォルダに保存されます。
ユーザは、このパラメータを [オプション（Options）] ダイアログの [チャット（Chats）] タブで
設定します。ユーザが [フォルダの変更（Change Folder）] ボタンをクリックすると、ブラウザの
ダイアログが開き、選択されたフォルダのファイルパスが MyJabberFilesLocation パラメータに書
き込まれます。このパラメータは、 AllowUserSelectChatsFileDirectory パラメータが false に設定さ
れている場合にだけ設定できます。
このパラメータは AutosaveChatsLocation パラメータと連携して次のように機能します。
• AutosaveChatsLocation パラメータと MyJabberFilesLocation パラメータの両方に値が設定され
ている場合、 MyJabberFilesLocation の値が優先されます。
• MyJabberFilesLocation パラメータに値が設定されていない場合は、AutosaveChatsLocation 値
が MyJabberChats フォルダおよび MyJabberFiles フォルダのパスを決定します。
• AutosaveChatsLocation パラメータおよび MyJabberFilesLocation パラメータの両方に値が設定
されていない場合は、すべてのチャットとファイルはデフォルトの場所（ドキュメントフォ
ルダ）に保存されます。

RestoreChatOnLogin
デスクトップ クライアント向け Cisco Jabber に適用されます。
最初にサインインするときに、[オプション（Options）] ウィンドウの [全般（General）] タブの
[オープンな会話を記憶する（Remember my open conversations）] チェックボックスをチェックす
るかどうかを指定します。
• true：ユーザが最初に Cisco Jabber にサインインするとき、[オープンな会話を記録する
（Remember my open conversations）] チェックボックスはチェックされています。ユーザがク
ライアントにサインインするたびに、サインアウトしたときに開いていたすべての一対一の
会話が復元されます。
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J2JMaxBandwidthKbps

• false（デフォルト）：ユーザが最初に Cisco Jabber にサインインするとき、[オープンな会話
を記録する（Remember my open conversations）] チェックボックスはチェックされていませ
ん。
ユーザは [オープンな会話を記録する（Remember my open conversations）] チェックボックスを
チェックするかしないかにより、初期設定をいつでも上書きできます。

（注）

チャット履歴が無効の場合は、復元されたチャット ウィンドウは空です。
例：<RestoreChatOnLogin>false</RestoreChatOnLogin>

J2JMaxBandwidthKbps
クラウド展開でのすべての Cisco Jabber クライアントに適用されます。
Jabber 間のコールで使用する最大帯域幅（キロビット/秒単位）を指定します。コールのビデオ品
質（解像度）が低下しているため、帯域幅制限に適合しています。
Cisco Jabber は、Cisco WebEx Messenger でダウンロードした jabber-config.xml ファイルから、この
設定を起動時に適用します。
• 最小値は 128 です。これより低い値は自動的に 128 まで増加します。
• 最大値は 4000 です。これがデフォルト値です。4000を超える値は自動的に 4000 まで削減し
ます。

SystemIdleDuringCalls
Cisco Jabber for Windows に適用されます。
ユーザがアクティブではなく、Windows コンピュータでスクリーン セーバーまたはコンピュータ
ロック機能が有効な場合に、Cisco Jabber でのコール中にスクリーン セーバーまたはコンピュータ
ロック機能をアクティブ化するかどうかを指定します。画面がすでにロックされている場合やス
クリーン セーバーがすでに起動している場合、このパラメータは着信コールの動作を制御しませ
ん。
• true：コール中にスクリーン セーバーをアクティブ化できます。
• false（デフォルト）：コール中またはユーザが新しい着信コールのアラートを受信したとき
に、スクリーン セーバーをアクティブ化できません。コールが終了するか、新しい着信ア
ラートが承認または拒否されると、スクリーン セーバーまたは画面ロックが再び有効になり
ます。
例：<SystemIdleDuringCalls>true</SystemIdleDuringCalls>
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ShowRecentsTab

ShowRecentsTab
Cisco Jabber for Windows に適用されます。
Cisco Jabber ハブ ウィンドウの [履歴（Recents）] タブにユーザ コール履歴を表示するかどうかを
指定します。
• true（デフォルト）：[履歴（Recents）] タブが表示されます。
• false：[履歴（Recents）] タブは非表示になります。
例：<ShowRecentsTab>false</ShowRecentsTab>

SwapDisplayNameOrder
Cisco Jabber for Windows およびモバイル クライアント向け Cisco Jabber に適用されます。
特定のロケールで、[表示名（displayname）] ディレクトリ フィールドが空または使用不可の場合
に、ユーザの表示名と連絡先の表示名を「姓、名」の形式に変更できるかどうかを指定します。
• true（デフォルト）：中国語（香港）、中国語（中華人民共和国）、中国語（台湾）、韓国
語、日本語のロケールで、ユーザの表示名と連絡先の表示名が「姓、名」の形式になりま
す。
• false：ユーザの表示名と連絡先の表示名が、「名、姓」の形式になります。
例：<SwapDisplayNameOrder>false</SwapDisplayNameOrder>

MakeUsernameReadOnly
Cisco Jabber for Windows に適用されます。
ユーザが初めてログインに成功した後で、[サインイン（Sign In）] 画面の [ユーザ名（Username）]
フィールドを読み取り専用にします。
• true：ユーザが初めてログインに成功した後で、[サインイン（Sign In）] 画面の [ユーザ名
（Username）] フィールドを読み取り専用にします。[ユーザ名（Username）] フィールドを
再び有効にする場合、または別のユーザに切り替える場合は、ユーザが [ファイル（File）]
メニューから Cisco Jabber をリセットする必要があります。
• false （デフォルト）：ユーザが初めてログインに成功した後で、[サインイン（Sign In）] 画
面の [ユーザ名（Username）] フィールドを編集可能な状態のままにします。
例：<MakeUsernameReadOnly>true</MakeUsernameReadOnly>
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クライアント
ForceLogoutTimerDesktop

ForceLogoutTimerDesktop
デスクトップ クライアント向け Cisco Jabber に適用されます。
ユーザが Cisco Jabber デスクトップ クライアントから自動的にサインアウトする前に非アクティ
ブになる時間を分単位で指定します。パラメータが設定されていない場合、クライアントは自動
的にサインアウトしません。
時間の値の範囲は、1 ~ 480 です。
例：<ForceLogoutTimerDesktop>15</ForceLogoutTimerDesktop>

ForceLogoutTimerMobile
モバイル クライアント向け Cisco Jabber に適用されます。
ユーザが Cisco Jabber モバイル クライアントから自動的にサインアウトする前に非アクティブに
なる時間を分単位で指定します。パラメータが設定されていない場合、クライアントは自動的に
サインアウトしません。
時間の値の範囲は、1 ~ 480 です。
例：<ForceLogoutTimerMobile>15</ForceLogoutTimerMobile>
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クライアント
ForceLogoutTimerMobile
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オプション
• Set_Status_Away_On_Inactive, 22 ページ
• Set_Status_Inactive_Timeout, 22 ページ
• Set_Status_Away_On_Lock_OS, 22 ページ
• StartCallWithVideo, 23 ページ
• Start_Client_On_Start_OS, 23 ページ
• AllowUserCustomTabs, 23 ページ
• ShowContactPictures, 24 ページ
• ShowOfflineContacts, 24 ページ
• Location_Enabled, 24 ページ
• LOCATION_MATCHING_MODE, 24 ページ
• Location_Mode, 25 ページ
• DockedWindowVisible, 25 ページ
• DockedWindowPosition, 25 ページ
• Callhistory_Expire_Days, 26 ページ
• EnableSaveChatHistoryToExchange, 26 ページ
• SaveChatHistoryToExchangeOperationMode, 26 ページ
• ExchangeAuthenticateWithSystemAccount, 27 ページ
• Exchange_UseCredentialsFrom, 27 ページ
• ExchangeDomain, 28 ページ
• ExchangeAutodiscoverDomain, 28 ページ
• InternalExchangeServer, 28 ページ
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オプション
Set_Status_Away_On_Inactive

• ExternalExchangeServer, 29 ページ
• EnableBridgeConferencing, 29 ページ
• EnableLoadAddressBook, 29 ページ
• UseBridgeForConferenceCalls, 29 ページ
• UserBridgeUriAdmin, 30 ページ
• ConfMediaType, 30 ページ
• CalendarIntegrationType, 30 ページ
• CalendarAutoRefreshTime, 31 ページ
• bridgeConferencingEnabledByUser, 31 ページ

Set_Status_Away_On_Inactive
ユーザが非アクティブになったときにアベイラビリティ ステータスを [退席中（Away）] に変更
するかどうかを指定します。
• true（デフォルト）：ユーザが非アクティブになると、アベイラビリティ ステータスが [退席
中（Away）] に変更されます。
• false：ユーザが非アクティブになっても、アベイラビリティ ステータスは [退席中（Away）]
に変更されません。
例：<Set_Status_Away_On_Inactive>false</Set_Status_Away_On_Inactive>

Set_Status_Inactive_Timeout
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。
例：<Set_Status_Inactive_Timeout>10</Set_Status_Inactive_Timeout>

Set_Status_Away_On_Lock_OS
ユーザがオペレーティング システムをロックしたときにアベイラビリティ ステータスが [退席中
（Away）] に変更するかどうかを指定します。
• true（デフォルト）：ユーザがオペレーティング システムをロックすると、アベイラビリティ
ステータスが [退席中（Away）] に変更されます。
• false：ユーザがオペレーティング システムをロックしても、アベイラビリティ ステータスは
[退席中（Away）] に変更されません。
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オプション
StartCallWithVideo

例：<Set_Status_Away_On_Lock_OS>false</Set_Status_Away_On_Lock_OS>

StartCallWithVideo
ユーザがコールを発信するときに、コールがどのように開始されるかを指定します。コールは、
音声のみ、または音声とビデオにより開始できます。
• true（デフォルト）：コールは常に音声とビデオで開始されます。
• false：コールは常に音声のみで開始されます。
例：<StartCallWithVideo>false</StartCallWithVideo>

重要

サーバの設定は、このクライアントの設定ファイルのパラメータよりも優先されます。ただ
し、ユーザがクライアントのユーザ インターフェイスでデフォルトのオプションを変更した
場合、その設定はサーバとクライアントの両方よりも優先されます。
Cisco Unified Communications Manager リリース 9.x 以降の場合
1 [Cisco Unified CM の管理（Cisco Unified CM Administration）] インターフェイスを開きます。
2 [システム（System）] > [エンタープライズパラメータ（Enterprise Parameters）] を選択します。
3 [ビデオで通話を開始しない（Never Start Call with Video）] パラメータの値を設定し、[保存
（Save）] を選択します。

Start_Client_On_Start_OS
Cisco Jabber for Windows に適用されます。
オペレーティング システムの起動時に、クライアントを自動的に起動するかどうかを指定しま
す。
• true：クライアントは自動的に起動されます。
• false（デフォルト）：クライアントは自動的に起動されません。
例：<Start_Client_On_Start_OS>true</Start_Client_On_Start_OS>

AllowUserCustomTabs
デスクトップ クライアント向け Cisco Jabber に適用されます。
ユーザが独自のカスタム埋め込みタブを作成できるようにするかどうかを指定します。
• true（デフォルト）：ユーザはカスタムの埋め込みタブを作成できます。
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オプション
ShowContactPictures

• false：ユーザはカスタムの埋め込みタブを作成できません。
例：<AllowUserCustomTabs>false</AllowUserCustomTabs>

ShowContactPictures
連絡先リストに連絡先画像を表示するかどうかを指定します。
• true（デフォルト）：連絡先リストに連絡先写真が表示されます。
• false：連絡先リストに連絡先写真が表示されません。
例：<ShowContactPictures>false</ShowContactPictures>

ShowOfflineContacts
連絡先リストにオフラインの連絡先を表示するかどうかを指定します。
• true（デフォルト）：連絡先リストにオフライン連絡先が表示されます。
• false：連絡先リストにオフライン連絡先が表示されません。
例：<ShowOfflineContacts>false</ShowOfflineContacts>

Location_Enabled
デスクトップ クライアント向け Cisco Jabber に適用されます。
クライアントで [ロケーション（Location）] タブを使用できるようにするかどうかを指定します。
• true（デフォルト）：クライアントで [ロケーション（Location）] タブが表示されます。
• false：クライアントで [ロケーション（Location）] タブが表示されません。
例：<Location_Enabled>false</Location_Enabled>

LOCATION_MATCHING_MODE
デスクトップ クライアント向け Cisco Jabber に適用されます。
クライアントがロケーション機能の現在のネットワーク ロケーションを検出する方法を決定しま
す。
• MacAddressOnly（デフォルト）：クライアントはネットワーク デフォルト ゲートウェイの
MAC アドレスを使用します。
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オプション
Location_Mode

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

Location_Mode
デスクトップ クライアント向け Cisco Jabber に適用されます。
ロケーション機能を有効にするかどうか、および新しいロケーションの検出時にユーザに通知す
るかどうかを指定します。
• ENABLED（デフォルト）：ロケーション機能がオンになります。新しいロケーションの検
出時にユーザに通知されます。
• DISABLED：ロケーション機能がオフになります。新しいロケーションの検出時にユーザに
通知されません。
• ENABLEDNOPROMPT：ロケーション機能がオンになります。新しいロケーションの検出時
にユーザに通知されません。
例：<Location_Mode>DISABLED</Location_Mode>

DockedWindowVisible
Cisco Jabber for Windows に適用されます。
クライアント起動時にドック ウィンドウを表示するかどうかを指定します。
• true（デフォルト）：クライアントの起動時に、ドック ウィンドウが表示されます。
• false：クライアント起動時にドック ウィンドウは表示されません。
例：<DockedWindowVisible>false</DockedWindowVisible>

DockedWindowPosition
Cisco Jabber for Windows に適用されます。
ユーザの画面でのドック ウィンドウの位置を設定します。
• TopCenter（デフォルト）：ドックウィンドウが画面の中央上部に配置されます。
• TopLeft：ドック ウィンドウが画面の左上に配置されます。
• TopRight：ドック ウィンドウが画面の右上に配置されます。
例：<DockedWindowPosition>TopLeft</DockedWindowPosition>
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オプション
Callhistory_Expire_Days

Callhistory_Expire_Days
Cisco Jabber for Windows に適用されます。
通話履歴が削除されるまでの日数を設定します。
設定ファイルで値が 0 または指定されていない場合は、通話数が最大保存数を超えるまで、通話
履歴は削除されません。
例：<Callhistory_Expire_Days>2</Callhistory_Expire_Days>

EnableSaveChatHistoryToExchange
オンプレミス展開および Office 365 展開用の Cisco Jabber に適用されます。
クライアントが自動的にユーザの Microsoft Outlook アプリケーションでチャット履歴を Cisco Jabber
Chats フォルダに保存できるようにします。
• true：チャット履歴を Outlook フォルダに保存できるようにします。
• false（デフォルト）：チャット履歴を Outlook フォルダに保存しません。
例：<EnableSaveChatHistoryToExchange>true</EnableSaveChatHistoryToExchange>

SaveChatHistoryToExchangeOperationMode
オンプレミス展開および Office 365 展開用の Cisco Jabber に適用されます。
EnableSaveChatHistoryToExchange を置き換えます。
ユーザが、ユーザの Microsoft Outlook アプリケーションでチャット履歴を Cisco Jabber Chats フォ
ルダに保存できるかどうかを指定します。
• DisabledByPolicy（デフォルト）：ユーザはチャット履歴を Microsoft Outlook に保存できませ
ん。[オプション（Options）] メニューに [Outlook] タブが表示されません。
• EnabledByPolicy：チャットは Microsoft Outlook に保存されます。[オプション（Options）] メ
ニューの [Outlook] タブに [チャット履歴をMicrosoft Outlookの”Cisco Jabber Chats”フォルダに
保存します（Save chat sessions to "Cisco Jabber Chats" Folder in Microsoft Outlook）] オプション
が表示されますが、グレー表示でありユーザはこのオプションを変更できません。

（注）

このオプションでは、クライアントを Exchange サーバで認証するための認証
方式をセットアップする必要があります。シングル サインオンを使用した認
証、またはクレデンシャルの同期による認証を選択できます。詳細について
は、『Cisco Jabber 11.0 Deployment and Installation Guide』を参照してくださ
い。
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ExchangeAuthenticateWithSystemAccount

• DisabledByDefault：ユーザには、Microsoft Outlook にチャットを保存できるオプションがあり
ます。[オプション（Options）] メニューの [Outlook] タブで [チャット履歴をMicrosoft Outlook
の”Cisco Jabber Chats”フォルダに保存します（Save chat sessions to "Cisco Jabber Chats" Folder
in Microsoft Outlook）] オプションがオフになっていますが、ユーザはこれを変更できます。
• EnabledByDefault：ユーザには Microsoft Outlook にチャットを保存できるオプションがありま
す。[オプション（Options）] メニューの [Outlook] タブで [チャット履歴をMicrosoft Outlook
の”Cisco Jabber Chats”フォルダに保存します（Save chat sessions to "Cisco Jabber Chats" Folder
in Microsoft Outlook）] オプションがオンになっていますが、ユーザはこれを変更できます。
例：
<SaveChatHistoryToExchangeOperationMode>EnabledByDefault</SaveChatHistoryToExchangeOperationMode>

ExchangeAuthenticateWithSystemAccount
オンプレミス展開および Office 365 展開用の Cisco Jabber に適用されます。
Exchange サーバに対する認証方式。チャット履歴を Outlook フォルダに保存するために、クライ
アントがログイン ユーザのオペレーティング システム アカウントの詳細を使用して Exchange サー
バで認証を受けることができるようにします。この認証方式は、WindowsNTLANManager（NTLM）
セキュリティ プロトコルを使用します。
• true（デフォルト）：クライアントは、ユーザのオペレーティング システム アカウントの詳
細を使用して Exchange サーバの認証を受けます。
• false：クライアントは、ユーザのオペレーティング システム アカウントの詳細を使用して
Exchange サーバの認証を受けません。Office 365 展開を使用している場合は、値を false のま
まにします。
例：<ExchangeAuthenticateWithSystemAccount>false</ExchangeAuthenticateWithSystemAccount>

Exchange_UseCredentialsFrom
オンプレミス展開および Office 365 展開用の Cisco Jabber に適用されます。
Exchange サーバに対する認証方式。チャット履歴を Microsoft Outlook フォルダに保存するために、
ユーザのいずれかのオーセンティケータ引数クレデンシャル（CUP、CUCM、WEBEX）を使用し
て、Exchange クレデンシャルを同期させます。
• CUP：Exchange に CUP クレデンシャルを使用します
• CUCM：Exchange に CUCM クレデンシャルを使用します
• WebEx：Exchange にWebEx クレデンシャルを使用します
このパラメータの値をクレデンシャルの同期に使用するサービスのオーセンティケータとして定
義します。
例：<Exchange_UseCredentialsFrom>CUCM</Exchange_UseCredentialsFrom>.
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オプション
ExchangeDomain

ExchangeDomain
オンプレミス展開および Office 365 展開用の Cisco Jabber に適用されます。
Exchange サーバのドメインを指定します。このパラメータは Exchange_UseCredentialsFrom パラ
メータと連携して次のように機能します。
• Exchange_UseCredentialsFrom = CUCM（ユーザ名の形式は username@domain.com）
• ExchangeDomain = otherdomain.com
• この場合、username@otherdomain.com が Exchange サーバとの認証に使用されます。
このパラメータは次のシナリオで使用します。
• Exchange サーバと Cisco Unified Communications Manager にそれぞれ異なるドメインを使用し
ている場合。
• 10.5 よりも前のリリースの Cisco Unified Communications Manager を使用しており、Office 365
との認証を行う場合。10.5 よりも前の Cisco Unified Communications Manager では、クレデン
シャルにドメインが含まれていませんが、Office 365 への認証ではドメインが必要です。こ
のパラメータを使用して Exchange サーバのドメインを設定します。

（注）

ExchangeAuthenticateWithSystemAccount パラメータが true に設定されている場合、このパラメー
タは無効です。

ExchangeAutodiscoverDomain
オンプレミス展開および Office 365 展開用の Cisco Jabber に適用されます。
サーバ アドレスの指定方式。チャット履歴を Outlook フォルダに保存するために、クライアント
が自動的にユーザのクレデンシャルからのドメインに基づいて Exchange Server を検出できるよう
にします。
Exchange Server を検出するドメインとしてパラメータの値を定義します。クライアントは、この
ドメインを使用して、次の Web アドレスのいずれかで Exchange サーバを検索します。
https://<domain>/autodiscover/autodiscover.svc
https://autodiscover.<domain>/ autodiscover/autodiscover.svc

例：<ExchangeAutodiscoverDomain>domain</ExchangeAutodiscoverDomain>

InternalExchangeServer
オンプレミス展開および Office 365 展開用の Cisco Jabber に適用されます。
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オプション
ExternalExchangeServer

サーバ アドレスの指定方式。チャット履歴を Outlook フォルダに保存するために、手動で内部
Exchange Server を定義します。
例：<InternalExchangeServer>Internal_exchange_server</InternalExchangeServer>

ExternalExchangeServer
オンプレミス展開および Office 365 展開用の Cisco Jabber に適用されます。
サーバ アドレスの指定方式。チャット履歴を Outlook フォルダに保存するために、手動で外部
Exchange Server を定義します。
例：<ExternalExchangeServer>external_exchange_server</ExternalExchangeServer>

EnableBridgeConferencing
すべての Cisco Jabber クライアントに適用されます。
クライアントがブリッジ エスカレーション オプションを表示するかどうかを指定します。
• true：クライアントでブリッジ エスカレーション オプションが表示されます。
• false（デフォルト）：クライアントでブリッジ エスカレーション オプションが表示されませ
ん。
例：<EnableBridgeConferencing>true</EnableBridgeConferencing>

EnableLoadAddressBook
モバイル クライアント向け Cisco Jabber に適用されます。
電話機のネイティブ連絡先を Cisco Jabber の連絡先リストにロードするかどうかを指定します。
• true：Cisco Jabber の連絡先リストにネイティブ連絡先がロードされます。
• false（デフォルト）：Cisco Jabber の連絡先リストにネイティブ連絡先がロードされません。
例：<EnableLoadAddressBook>true</EnableLoadAddressBook>

UseBridgeForConferenceCalls
すべてのクライアントに適用されます。
ユーザが会議ブリッジを使用して会議コールを発信できるかどうかを指定します。
• true （デフォルト）：ユーザに対して [自分の会議サービスを使用（Use My Conference Service）]
が表示されます。
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UserBridgeUriAdmin

• false：ユーザに対して [自分の会議サービスを使用（Use My Conference Service）] は表示され
ません。
例：<UseBridgeForConferenceCalls>false</UseBridgeForConferenceCalls>

UserBridgeUriAdmin
すべてのクライアントに適用されます。
クライアントでの ブリッジ URI のパターンを指定します。値が入力されている場合は、クライア
ントのフィールドにその値が読み取り専用として表示されます。
例：<UserBridgeUriAdmin>%%uid%%@example.com</UserBridgeUriAdmin>

ConfMediaType
すべてのクライアントに適用されます。
Cisco Collaboration Meeting Rooms の会議招待タイプを指定します。
• BridgeOnly：参加ボタンをクリックすると、SIP を使用して会議に参加することになります。
• WebExOnly：参加ボタンをクリックすると、Cisco WebEx を使用して会議に参加することに
なります。
• 定義なし：参加ボタンをクリックすると SIP を使用して会議に参加し、リンクをクリックす
ると Cisco WebEx を使用して会議に参加することになります。
例：<ConfMediaType>WebExOnly</ConfMediaType>

CalendarIntegrationType
Cisco Jabber for Windows に適用されます。
このパラメータは Meetings_Enabled パラメータと連携して機能します。
• 0：クライアント ユーザ インターフェイスの [会議（Meetings）] タブでの予定表の統合を無
効化しますこのパラメータを無効にすると、クライアント内の [ミーティング（Meetings）]
タブは空になりますが、[ミーティング（Meetings）] タブはハブ ウィンドウに残ります。
• 1：クライアント ユーザ インターフェイスの [会議（Meetings）] タブでの Microsoft Outlook
予定表の統合を有効化します
• 2：クライアント ユーザ インターフェイスの [会議（Meetings）] タブでの IBM Lotus Notes 予
定表の統合を有効化します
• 3：クライアント ユーザ インターフェイスの [会議（Meetings）] タブでの Google Calendar の
統合を有効化します
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Cisco Jabber を再起動して変更を適用します。
例： <CalendarIntegrationType>1</CalendarIntegrationType>

（注）

クライアント ユーザは、[オプション（Options）] ダイアログの [カレンダー（Calendar）] タブ
でこの設定を上書きできます。

CalendarAutoRefreshTime
Cisco Jabber for Windows に適用されます。
IBM Lotus Notes または Google カレンダーが更新されるまでの分数を定義します。デフォルト値は
0 で、カレンダーは自動的に更新されないことを意味します。

（注）

頻繁に更新すると、IBM Lotus Notes サーバのパフォーマンスに影響することがあります。
例：<CalendarAutoRefreshTime>5</CalendarAutoRefreshTime>

bridgeConferencingEnabledByUser
Cisco Jabber for Android および Cisco Jabber for iPhone and iPad だけに適用されます。
会議コール サービスは、次の条件に基づいて有効または無効になります。
会議サービスが有効（デフォルト）：UserBridgeUriAdmin が null 以外に設定されており、
bridgeConferencingEnabledByUser が true に設定されている場合。
会議サービスが無効：UserBridgeUriAdmin が null に設定されており、bridgeConferencingEnabledByUser
が true に設定されている場合。
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bridgeConferencingEnabledByUser
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電話
• CcmcipServer1, 33 ページ
• CcmcipServer2, 34 ページ
• CtiServer1, 34 ページ
• CtiServer2, 34 ページ
• EnableCallPark, 34 ページ
• EnableDSCPPacketMarking, 35 ページ
• Meeting_Server_Address, 35 ページ
• Meeting_Server_Address_Backup, 35 ページ
• Meeting_Server_Address_Backup2, 36 ページ
• TftpServer1, 36 ページ
• TftpServer2, 36 ページ
• useCUCMGroupForCti, 36 ページ
• MakeCallHotKey, 37 ページ

CcmcipServer1
プライマリ CCMCIP サーバのアドレスを指定します。
このパラメータは、次の場合に必須です。
• CCMCIP サーバのアドレスが TFTP サーバのアドレスと異なる場合のみ。
CCMCIP サーバのアドレスが TFTP サーバのアドレスと同じ場合、クライアントは CCMCIP
サーバに接続するために TFTP サーバのアドレスを使用できます。
• Cisco Unified Communications Manager リリース 8 を使用した展開で
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Cisco Unified Communications Manager リリース 9 以降を使用した展開では、_cisco-uds SRV
レコードがプロビジョニングされていれば、クライアントが CCMCIP サーバを検出できま
す。
Cisco Unified Communications Manager リリース 9.x 以前：Cisco Extension Mobility を有効にする場
合は、CCMCIP に使用される Cisco Unified Communications Manager ノードで Cisco Extension
Mobility サービスをアクティブにする必要があります。Cisco Extension Mobility の詳細について
は、使用している Cisco Unified Communications Manager のリリースに応じた『Feature and Services』
ガイドを参照してください。
例：<CcmcipServer1>server_address</CcmcipServer1>

CcmcipServer2
セカンダリ CCMCIP サーバのアドレスを指定します。
例：<CcmcipServer2>server_address</CcmcipServer2>

CtiServer1
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。
例：<CtiServer1>server_address</CtiServer1>

CtiServer2
セカンダリ CTI サーバのアドレスを指定します。
例：<CtiServer2>server_address</CtiServer2>

EnableCallPark
クライアントでコールパーク機能を使用できるかどうかを指定します。コールパーク機能にアク
セスし、コール ウィンドウで [詳細（More）] オプションを選択します。
• true（デフォルト）：コール パークが有効になります。
• false：コール パークが無効になります。コール パーク オプションが [詳細（More）] ボタン
の下に表示されません。
例：<EnableCallPark>false</EnableCallPark>
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EnableDSCPPacketMarking
Cisco Jabber for Mac およびモバイルクライアント向け Cisco Jabber に適用されます。
EnableDSCPPacketMarking に次のいずれかの値が設定されている場合、Cisco Jabber クライアント
ではユーザに対して [コールのDiffServを有効化する（Enable Differentiated Service for Calls）] オプ
ションが表示されません。
DSCP マーキングがパケットに適用されるかどうか指定します。
• true（デフォルト）：DSCP マーキングが有効になり、クライアントのチェックボックスは表
示されません。
• false：DSCP マーキングがパケットに対して実行されず、クライアントのチェックボックス
は表示されません。
例：<EnableDSCPPacketMarking>false<EnableDSCPPacketMarking>

Meeting_Server_Address
デスクトップ クライアント向け Cisco Jabber に適用されます。
ユーザのプライマリ Cisco WebEx 会議サイトの URL を指定します。
Cisco Jabber for Windows クライアントが、[オプション（Options）] ウィンドウのユーザのホスト
アカウントに会議サイトを入力します。Cisco Jabber for Mac クライアントが、[プリファレンス
（Preferences）] > [会議（Meetings）] ウィンドウのユーザのホスト アカウントに会議サイトを入
力します。会議サイトにクレデンシャルが必要な場合は、ユーザが自分のクレデンシャルを入力
してホスト アカウントをセット アップすることによって、自分の Cisco WebEx 会議にアクセスで
きます。

重要

無効な会議サイトを指定すると、ユーザはクライアント ユーザ インターフェイスで会議サイ
トを追加または編集できません。
例：<Meeting_Server_Address>Meeting_Site</Meeting_Server_Address>

Meeting_Server_Address_Backup
ユーザのセカンダリ Cisco WebEx 会議サイトの URL を指定します。
例：<Meeting_Server_Address_Backup>meeting_site</Meeting_Server_Address_Backup>
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Meeting_Server_Address_Backup2

Meeting_Server_Address_Backup2
ユーザのターシャリ Cisco WebEx 会議サイトの URL を指定します。
例：<Meeting_Server_Address2>meeting_site</Meeting_Server_Address2>

TftpServer1
デバイス設定ファイルがあるプライマリの Cisco Unified Communications Manager TFTP サービスの
アドレスを指定します。値として次のいずれかを設定します。
• ホスト名（hostname）
• IP アドレス（123.45.254.1）
• FQDN（hostname.domain.com）
このパラメータは、次の場合にのみクライアントの設定で設定する必要があります。
• 電話機モードでクライアントを展開する場合。
• デバイス構成の TFTP サーバ アドレスは、クライアント設定の TFTP サーバ アドレスと異な
ります。
インストール中に、引数 TFTP を使用して、クライアント コンフィギュレーション ファイル
が存在する TFTP サーバのアドレスを設定する必要があります。
例：<TftpServer1>hostname</TftpServer1>

TftpServer2
セカンダリの Cisco Unified Communications Manager TFTP サービスのアドレスを指定します。
例：<TftpServer2>hostname</TftpServer2>

useCUCMGroupForCti
Cisco Unified Communications Manager グループが CTI サーバのロード バランシングを処理するか
どうかを指定します。次のいずれかの値を設定します。
• true：Cisco Unified Communications Manager グループが CTI ロード バランシングを処理しま
す。この値は、電話機モードの展開でのみ設定する必要があります。フル UC モードでは、
プレゼンス サーバが CTI ロード バランシングを自動的に処理します。
• false（デフォルト）：Cisco Unified Communications Manager グループは CTI ロード バランシ
ングを処理しません。
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例：<useCUCMGroupForCti>true</useCUCMGroupForCti>

MakeCallHotKey
Cisco Jabber for Windows に適用されます。
キーの組み合わせを指定して、クライアントにキーボード ショートカットを定義します。ショー
トカットを使用して、別のアプリケーションからテキストをコピーし、クライアントに貼り付け
ることができます。キーの組み合わせを設定すると、別のアプリケーションによるキーボード
ショートカット操作が上書きされます。
• true （デフォルト）：クリックツーコールを行うキーボード ショートカットとして、
CTRL+SHIFT+J が有効になります。
• false：キーボード ショートカットが無効になります。
• 独自のキーボード ショートカットを指定（specify your own keyboard shortcut）：このパラメー
タの値として別のキーボード ショートカットを指定します（例：
MakeCallHotKey=CTRL+SHIFT+R）。独自に定義するキーボード ショートカットでは次の
キーを使用できます：CTRL+Shift（または CTRL+ALT）+ 1 文字、または CTRL+ 1 文字。
例：<MakeCallHotKey>false</MakeCallHotKey>
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オンプレミスのポリシー
• Screen_Capture_Enabled, 39 ページ
• File_Transfer_Enabled, 39 ページ
• Disallowed_File_Transfer_Types, 40 ページ
• PreferredFT, 40 ページ
• DisableMFTForConversationTypes, 40 ページ
• Customize_Phone_Server, 40 ページ
• Customize_Voicemail_Server, 41 ページ

Screen_Capture_Enabled
ユーザが画面キャプチャを取得できるかどうかを指定します。
• true（デフォルト）：ユーザはスクリーン キャプチャを取得できます。
• false：ユーザはスクリーン キャプチャを取得できません。
例：<Screen_Capture_Enabled>false</Screen_Capture_Enabled>

File_Transfer_Enabled
すべての Cisco Jabber クライアントに適用されます。
ユーザが他のユーザとファイルを交換できるかどうかを指定します。
• true（デフォルト）：ユーザはファイルを交換できます。
• false：ユーザはファイルを交換できません。
例：<File_Transfer_Enabled>false</File_Transfer_Enabled>
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Disallowed_File_Transfer_Types

Disallowed_File_Transfer_Types
すべての Cisco Jabber クライアントに適用されます。
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）。
例：<Disallowed_File_Transfer_Types>.exe;.msi</Disallowed_File_Transfer_Types>

PreferredFT
Cisco Unified Communications Manager IM & Presence サーバがマネージド ファイル転送とピアツー
ピア ファイル転送の両方を提供している場合、このパラメータはクライアントで優先されるファ
イル転送方式を指定します。
• MFT：ファイルはマネージド ファイル転送オプションを使用して転送されます。
• P2P：ファイルはピアツーピア ファイル転送を使用して転送されます。
このパラメータが定義されていない場合は、クライアントが Cisco Unified Communications Manager
IM and Presence ノードをチェックしてマネージド ファイル転送が使用可能であれば、そのオプ
ションを使用します。そうでなければ、ピアツーピア ファイル転送を使用します。
例：<PreferredFT>P2P</PreferredFT>

DisableMFTForConversationTypes
マネージド ファイル転送オプションが使用可能な場合は、このパラメータがその設定を無効にす
る会話タイプを指定します。
• P2P：マネージド ファイル転送がピアツーピア会話に対して無効になります。
• GroupChat：マネージド ファイル転送がグループ チャットに対して無効になります。
• PersistentChat：マネージド ファイル転送が常設チャット ルームに対して無効になります。
P2P;GroupChat;PersistentChat のように、複数の会話タイプをセミコロンで区切ります。
例：<DisableMFTForConversationTypes>P2P;PersistentChat</DisableMFTForConversationTypes>

Customize_Phone_Server
オンプレミス展開において、ユーザがクライアントで電話サーバの設定を変更できるようにしま
す。SAML SSO を展開している場合は、このパラメータを true に設定しないでください。電話サー
バの設定を変更すると、SSO が正常に動作する妨げとなる危険性があります。
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Customize_Voicemail_Server

• true：ユーザは電話サーバの設定を変更できます。
• false（デフォルト）：ユーザは電話サーバの設定を変更できません。
例：<Customize_Phone_Server>true</Customize_Phone_Server>

Customize_Voicemail_Server
オンプレミス展開において、ユーザがクライアントでボイスメール サーバの設定を変更できるよ
うにします。SAML SSO を展開している場合は、このパラメータを true に設定しないでください。
ボイスメール サーバの設定を変更すると、SSO が正常に動作する妨げとなる危険性があります。
• true：ユーザはボイスメール サーバの設定を変更できます。
• false（デフォルト）：ユーザはボイスメール サーバの設定を変更できません。
例：<Customize_Voicemail_Server>true</Customize_Voicemail_Server>
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Customize_Voicemail_Server
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共通のポリシー
• LogWritingDesktop, 46 ページ
• DetailedLogDurationDesktop, 46 ページ
• LogWritingMobile, 46 ページ
• DetailedLogDurationMobile, 47 ページ
• Disallow_File_Transfer_On_Mobile, 47 ページ
• Disable_MultiDevice_Message , 47 ページ
• EnableVideo, 48 ページ
• InitialPhoneSelection, 48 ページ
• UserDefinedRemoteDestinations, 48 ページ
• RemoteDestinationEditingWithMultipleDevices, 49 ページ
• EnableLocalAddressBookSearch, 49 ページ
• EnableLotusNotesContactResolution, 49 ページ
• EnableAccessoriesManager, 50 ページ
• BlockAccessoriesManagerPlugins, 50 ページ
• ForceFontSmoothing, 50 ページ
• EnableBFCPVideoDesktopShare, 50 ページ
• EnableP2PDesktopShare, 51 ページ
• PreferP2PDesktopShare, 51 ページ
• ScreenShareAuditMessages, 51 ページ
• Meetings_Enabled, 52 ページ
• Telephony_Enabled, 52 ページ

Cisco Jabber 11.5 パラメータ リファレンス ガイド
43

共通のポリシー

• Voicemail_Enabled, 52 ページ
• EnableSaveChatToFile, 52 ページ
• PrintIMEnabled, 53 ページ
• InstantMessageLabels, 53 ページ
• EnableSIPURIDialling, 53 ページ
• DirectoryURI / BDIDirectoryURI, 54 ページ
• ForceC2XDirectoryResolution, 54 ページ
• AlertOnAvailableEnabled, 55 ページ
• ServiceDiscoveryExcludedServices, 55 ページ
• VoiceServicesDomain, 56 ページ
• CTIWindowBehaviour, 56 ページ
• DeskPhoneModeWindowBehavior, 56 ページ
• SoftPhoneModeWindowBehavior, 57 ページ
• EnableCallPickup, 57 ページ
• EnableGroupCallPickup, 57 ページ
• EnableOtherGroupPickup, 57 ページ
• EnableHuntGroup, 58 ページ
• PreventDeclineOnHuntCall, 58 ページ
• TelemetryEnabled, 58 ページ
• TelemetryCustomerID, 58 ページ
• TelemetryEnabledOverCellularData, 59 ページ
• EnableMediaStatistics, 59 ページ
• EnableTelProtocolPopupWindow / CiscoTelProtocolPermissionEnabled, 59 ページ
• ClickToCallProtocolPermissionEnabled, 60 ページ
• ClickToCallWithEditProtocolPermissionEnabled, 60 ページ
• CiscoTelProtocolCrossLaunchBackNotificationEnabled, 60 ページ
• CiscoTelProtocolCrossLaunchBackSchema, 61 ページ
• SSO_Enabled, 61 ページ
• ServicesDomainSsoEmailPrompt, 61 ページ
• EnableForensicsContactData, 62 ページ
• SharePortRangeStart, 62 ページ
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• SharePortRangeSize, 62 ページ
• EnableTelProtocol, 63 ページ
• EnableCiscoTelProtocol, 63 ページ
• EnableClickToCallProtocol, 63 ページ
• EnableSIPProtocol, 63 ページ
• EnableIMProtocol, 64 ページ
• EnableXMPPProtocol, 64 ページ
• EnableCiscoIMProtocol, 64 ページ
• EnableCiscoTelConfProtocol, 64 ページ
• EnableCiscoIMGroupProtocol, 65 ページ
• EnableProvisionProtocol, 65 ページ
• EnableShareProtocol, 65 ページ
• ShareProtocolRateLimit, 66 ページ
• ShareProtocolTimeLimit, 66 ページ
• EnableCiscoChatProtocol, 66 ページ
• EnableStatusProtocol, 66 ページ
• EnableProfileProtocol, 67 ページ
• EnableTelephonyProtocolRateLimit, 67 ページ
• TelephonyProtocolRateLimit, 67 ページ
• TelephonyProtocolTimeLimit, 68 ページ
• ProvisionProtocolRateLimit, 68 ページ
• ProvisionProtocolTimeLimit, 68 ページ
• AddContactProtocolRateLimit, 68 ページ
• AddContactProtocolTimeLimit, 69 ページ
• PresenceProtocolRateLimit, 69 ページ
• PresenceProtocolTimeLimit, 69 ページ
• ProfileProtocolRateLimit, 69 ページ
• ProfileProtocolTimeLimit, 70 ページ
• selfcareURL, 70 ページ
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LogWritingDesktop

LogWritingDesktop
デスクトップ クライアント向け Cisco Jabber に適用されます。
ログをデスクトップ クライアントのディスクに書き込むかどうかを指定して、PRT ロギングのセ
キュリティ レベルを定義します。
• Always（デフォルト）：ログは常にディスクに書き込まれます。クライアントの [ヘルプ
（Help）] メニューにはオプションが表示されません。
• UserCanEnable：ログをディスクに書き込むかどうかをユーザが設定できます。この値を設定
すると、ユーザが有効化または無効化できる [詳細ログの有効化（Enable Detailed Logging）]
オプションが、クライアントの [ヘルプ（Help）] メニューに表示されます。
• Never：ログはディスクに書き込まれません。PRT を手動で生成する場合は、内部メモリの
ログが一時ファイルに書き込まれます。この一時ファイルは、PRT の生成後に削除されま
す。
例：<LogWritingDesktop>UserCanEnable</LogWritingDesktop>

DetailedLogDurationDesktop
デスクトップ クライアント向け Cisco Jabber に適用されます。
LogWritingDesktop パラメータに値 UserCanEnable を設定すると、デスクトップ クライアントが
ディスクにログを書き込む時間数を定義できます。定義した期間が経過すると、すべてのログが
ディスクから消去されます。
このパラメータの値を指定しない場合（デフォルト）、クライアントはログをディスクに無期限
で書き込むか、またはユーザが詳細ロギングを無効にするまで書き込みます。
例：<DetailedLogDurationDesktop>10</DetailedLogDurationDesktop>

LogWritingMobile
モバイル クライアント向け Cisco Jabber に適用されます。
ログをモバイル クライアントのディスクに書き込むかどうかを指定します。これにより、PRT ロ
ギングのセキュリティ レベルが定義されます。
• Always（デフォルト）：ログは常にディスクに書き込まれます。クライアントの [ヘルプ
（Help）] メニューにはオプションが表示されません。
• UserCanEnable：ログをディスクに書き込むかどうかをユーザが設定できます。この値を設定
すると、ユーザが有効化または無効化できる [詳細ログ（Detailed Logging）] ボタンがモバイ
ル クライアントに表示されます。
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DetailedLogDurationMobile

• Never：ログはディスクに書き込まれません。PRT を手動で生成する場合は、内部メモリの
ログが一時ファイルに書き込まれます。この一時ファイルは、PRT の生成後に削除されま
す。
例：<LogWritingMobile>UserCanEnable</LogWritingMobile>

DetailedLogDurationMobile
モバイル クライアント向け Cisco Jabber に適用されます。
LogWritingMobile パラメータに値 UserCanEnable を設定すると、モバイル クライアントがディス
クにログを書き込む時間数を定義できます。定義した期間が経過すると、すべてのログがディス
クから消去されます。
このパラメータの値を指定しない場合（デフォルト）、クライアントはログをディスクに無期限
で書き込むか、またはユーザが詳細ロギングを無効にするまで書き込みます。
例：<DetailedLogDurationMobile>10<DetailedLogDurationMobile>

Disallow_File_Transfer_On_Mobile
モバイル クライアント向け Cisco Jabber に適用されます。
ユーザがモバイル上でファイルを送受信できるかどうかを指定します。
• true：ユーザはモバイルでファイルを送受信できません。
• false（デフォルト）：ユーザはモバイルでファイルを送受信できます。
例：<Disallow_File_Transfer_On_Mobile>true</Disallow_File_Transfer_On_Mobile>

Disable_MultiDevice_Message
クラウド展開でのすべての Cisco Jabber クライアントに適用されます。
複数のデバイスのメッセージング機能を無効にします。
• true：複数のデバイスのメッセージング機能を無効にします。
• false（デフォルト）：複数のデバイスのメッセージング機能が有効です。ユーザは、サイン
インしているすべてのデバイスのすべての送信メッセージと受信メッセージを確認できま
す。

（注）

複数のデバイスのメッセージングはファイル転送または画面キャプチャをサポートしていませ
ん。ファイルは、ファイルを送信または受信したアクティブなデバイスでのみ使用できます。
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EnableVideo

例：<Disable_MultiDevice_Message>true</Disable_MultiDevice_Message>

EnableVideo
ビデオ機能を有効または無効にします。
• true（デフォルト）：ユーザはビデオ コールを発信したり受信したりできます。
• false：ユーザはビデオ コールを発信したり受信したりできません。
例：<EnableVideo>false</EnableVideo>

InitialPhoneSelection
クライアント初回起動時のユーザの電話タイプを設定します。初回起動後、ユーザは電話タイプ
を変更できます。クライアントは、ユーザ設定を保存し、以降の起動でその設定を使用します。
• deskphone：コールにデスクフォン デバイスを使用します。
• softphone（デフォルト）：コールにソフトフォン（CSF）デバイスを使用します。
クライアントは次の順序でデバイスを選択します。
1 ソフトフォン デバイス
2 デスクフォン デバイス
ユーザにソフトフォンデバイスをプロビジョニングしない場合、クライアントはデスクフォンデ
バイスを自動的に選択します。
例：<InitialPhoneSelection>deskphone</InitialPhoneSelection>

UserDefinedRemoteDestinations
Cisco Jabber for Windows に適用されます。
ユーザは、クライアント インターフェイスを使用してリモート接続先を追加、編集、および削除
できます。拡張機能と接続機能をプロビジョニングしてデフォルトの動作を変更するには、この
パラメータを使用します。
デフォルトでは、ユーザのデバイス リストに CTI リモート デバイスだけが含まれる場合、クライ
アントはユーザがリモート接続先を追加、編集、または削除できないようにします。これは、割
り当てられた専用のリモート デバイスをユーザが変更できないようにするためです。ただし、
ユーザのデバイス リストにソフトフォン デバイスまたはデスクフォン デバイスが含まれる場合、
クライアントはユーザがリモート接続先を追加、編集、および削除できるようにします。
• true：ユーザはリモート接続先を追加、編集、および削除できます。
• false（デフォルト）：ユーザはリモート接続先を追加、編集、および削除できません。
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RemoteDestinationEditingWithMultipleDevices

例：<UserDefinedRemoteDestinations>true</UserDefinedRemoteDestinations>

RemoteDestinationEditingWithMultipleDevices
Cisco Jabber for Windows に適用されます。
複数のデバイスを使用するユーザが、リモート接続先を編集または追加できるかどうかを決定で
きます。
• true （デフォルト）：複数のデバイスを使用するユーザが、リモート接続先を編集または追
加できます。
• false：複数のデバイスを使用するユーザが、リモート接続先を編集または追加できません。
例：
<RemoteDestinationEditingWithMultipleDevices>false</RemoteDestinationEditingWithMultipleDevices>

EnableLocalAddressBookSearch
Cisco Jabber for Windows と Cisco Jabber for Android に適用されます。
ユーザがローカル Microsoft Outlook または IBM Notes（リリース 11.1）の連絡先を検索して自分の
連絡先リストに追加できるかどうかを指定します。
• true（デフォルト）：ユーザはローカル連絡先を検索して自分の連絡先リストに追加できま
す。
• false：ユーザは、ローカル連絡先を検索することも、自分の連絡先リストに連絡先を追加す
ることもできません。
例：<EnableLocalAddressBookSearch>false</EnableLocalAddressBookSearch>

EnableLotusNotesContactResolution
Cisco Jabber for Windows に適用されます。
ユーザがローカル IBM Notes 連絡先を検索して自分の連絡先リストに追加できるようにします。
• true：ユーザは、IBM Notes のローカル連絡先を検索し、自分の連絡先リストに追加できま
す。

（注）

EnableLocalAddressBookSearch パラメータも true に設定する必要があります。

• false（デフォルト）：ユーザは IBM Notes のローカル連絡先を検索することも、自分の連絡
先リストに追加することもできません。
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EnableAccessoriesManager

例：<EnableLotusNotesContactResolution>true</EnableLotusNotesContactResolution>

EnableAccessoriesManager
Cisco Jabber for Windows に適用されます。
クライアントでアクセサリ API を有効にします。この API は、アクセサリのベンダーがヘッド
セットなどのコール管理機能を有効にするプラグインを作成できるようにします。
• true（デフォルト）：アクセサリ API を有効にします。
• false：アクセサリ API を無効にします。
例：<EnableAccessoriesManager>false</EnableAccessoriesManager>

BlockAccessoriesManagerPlugins
Cisco Jabber for Windows に適用されます。
Jabra や Logitech などのサードパーティ ベンダーからの特定のアクセサリ マネージャ プラグイン
を無効にします。プラグイン DLL ファイルの名前は、値として設定する必要があります。複数の
値はカンマで区切ります。
Microsoft Windows の例：
<BlockAccessoriesManagerPlugins> JabraJabberPlugin.dll,lucpcisco.dll
</BlockAccessoriesManagerPlugins>

ForceFontSmoothing
Cisco Jabber for Windows に適用されます。
クライアントがスムーズ テキストにアンチエイリアシングを適用するかどうかを指定します。
• true（デフォルト）：クライアントがテキストにアンチエイリアスを適用します。
• false：オペレーティング システムがテキストにアンチエイリアスを適用します。
例：<ForceFontSmoothing>false</ForceFontSmoothing>

EnableBFCPVideoDesktopShare
すべての Cisco Jabber クライアントに適用されます。
BFCP ビデオ デスクトップ共有機能を有効にします。
• true（デフォルト）：クライアント上の BFCP ビデオ デスクトップ共有を有効にします。
• false：BFCP ビデオ デスクトップ共有を無効にします。
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EnableP2PDesktopShare

例：<EnableBFCPVideoDesktopShare>false</EnableBFCPVideoDesktopShare>

EnableP2PDesktopShare
ユーザは、通話中でない場合に、画面を共有できます。
• true（デフォルト）：ユーザは画面を共有できます。
• false：ユーザは一対一画面共有を実行できません。
例：<EnableP2PDesktopShare>false</EnableP2PDesktopShare>

PreferP2PDesktopShare
一対一画面共有がビデオ共有より優先されるように指定します。
• true：一対一画面共有が優先されます。
• false（デフォルト）：ビデオ共有が優先されます。
例：<PreferP2PDesktopShare>true</PreferP2PDesktopShare>

ScreenShareAuditMessages
Cisco Jabber for Windows に適用されます。
Cisco Jabber クライアントが、コンプライアンスおよび監査の目的ですべてのユーザ アクションに
関する情報を プレゼンス サーバに送信できるようにします。
ScreenShareAuditMessages
• true：Cisco Jabber は、IM 限定画面共有中のユーザ アクションに関する情報をプレゼンス サー
バに送信します。
• false（デフォルト）：Cisco Jabber は、IM 限定画面共有中のユーザ アクションに関する情報
をプレゼンス サーバに送信しません。

（注）

この機能を有効にするには、稼働しているすべての Cisco Jabbber クライアントがリリース
11.0(1) 以上であることを確認します。古いバージョンのクライアントが実行されている場合、
IM 限定画面共有中に収集された情報が、インスタント メッセージとして古い Cisco Jabber ク
ライアントに送信されます。
例：<ScreenShareAuditMessages>true</ScreenShareAuditMessages>
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Meetings_Enabled

Meetings_Enabled
クライアントのミーティング機能を有効にします。CalendarIntegrationType パラメータと連携して
機能します。
• true（デフォルト）：ミーティング機能を有効にし、ミーティングの作成およびミーティン
グ参加のリマインダの受け取りを可能にします。
• false：ミーティング機能を無効にします。
例：<Meetings_Enabled>false</Meetings_Enabled>

Telephony_Enabled
すべての Cisco Jabber クライアントに適用されます。
クライアントで音声およびビデオ機能とユーザ インターフェイスを有効にします。
• true（デフォルト）：音声およびビデオ機能とユーザ インターフェイスを有効にします。
• false：音声およびビデオ機能とユーザ インターフェイスを無効にします。
クライアントが IM 専用モードに対して有効になっている場合は、このパラメータを false に設定
します。IM 限定モード展開でこのパラメータを設定しない場合、ユーザ インターフェイスでは
テレフォニー機能が無効であると表示される場合があります。
例：<Telephony_Enabled>false</Telephony_Enabled>

Voicemail_Enabled
クライアントでボイスメール機能とユーザ インターフェイスを有効にします。
• true（デフォルト）：ボイスメール機能とユーザ インターフェイスを有効にします。
• false：ボイスメール機能とユーザ インターフェイスを無効にします。
例：<Voicemail_Enabled>false</Voicemail_Enabled>

EnableSaveChatToFile
Cisco Jabber for Windows に適用されます。
ユーザがチャットを HTML でファイル システムに保存できるようにします。
• true（デフォルト）：ユーザはチャットをファイルに保存できます。
• false：ユーザはファイルにチャットを保存できません。
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PrintIMEnabled

例：<EnableSaveChatToFile>false</EnableSaveChatToFile>

PrintIMEnabled
Cisco Jabber for Windows に適用されます。
ユーザがチャット ウィンドウの会話を印刷できるようにするかどうかを指定します。
• true（デフォルト）：右クリックして [印刷（Print）] を選択することで、チャット ウィンド
ウの会話を印刷できます。
• false：ユーザはチャット ウィンドウの会話を印刷できません。ウィンドウ内を右クリックし
ても、メニューに [印刷（Print）] オプションは表示されません。
例：<PrintIMEnabled>false</PrintIMEnabled>

InstantMessageLabels
Cisco Jabber for Windows に適用されます。
インスタント メッセージを送信する前にユーザが適用すべき、SECRET や CONFIDENTIAL など
のセキュリティ ラベルのカタログを定義します。ラベルは、送信されるメッセージの前に表示さ
れます。たとえば、「SECRET: メッセージ テキスト」のように表示されます。
最大 20 のラベルを指定できます。
Cisco Jabber はこれらのラベルに基づいてメッセージ配信を制御しません。このような制御には、
コンプライアンス サーバなどの XEP-0258 ラベル ヘッダーをサポートするサードパーティ製品を
使用する必要があります。
XEP-0258 がセキュリティ ラベルの実装に使用されます。詳細については、『XEP-0258: Security
Labels in XMPP』を参照してください。
セキュリティ ラベルの jabber-config.xml の例：
<InstantMessageLabels> <item selector="Classified|SECRET"> <securitylabel xmlns='urn:xmpp:
sec-label:0'> <displaymarking fgcolor='black' bgcolor='red'>SECRET </displaymarking>
</securitylabel> </item> <item…> … </item> </InstantMessageLabels>

EnableSIPURIDialling
デスクトップ クライアント向け Cisco Jabber に適用されます。
Cisco Jabber で URI ダイヤルを有効にして、ユーザが URI にコールを発信できるようにします。
• true：ユーザは URI を使用してコールを発信できます。
• false（デフォルト）：ユーザは URI を使用してコールを発信できません。
例：<EnableSIPURIDialling>true</EnableSIPURIDialling>
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DirectoryURI / BDIDirectoryURI

DirectoryURI / BDIDirectoryURI
すべての Cisco Jabber クライアントに適用されます。
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。

重要

指定した値は、Cisco Unified Communications Manager または Cisco WebEx 管理ツールのユーザ
のディレクトリ URI 設定と一致する必要があります。
EDI の例：<DirectoryURI>mail</DirectoryURI>
BDI の例：<BDIDirectoryURI>mail</BDIDirectoryURI>

ForceC2XDirectoryResolution
Cisco Jabber for Windows に適用されます。
ユーザが click-to-x アクションを実行したときに、連絡先情報を解決するためにクライアントが
ディレクトリのクエリーを実行するかどうかを指定します。
• true（デフォルト）：ユーザが click-to-x アクションを実行したときに、クライアントはディ
レクトリのクエリーを実行します。
• false：click-to-x アクションが実行されても、クライアントはディレクトリのクエリーを実行
しません。
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AlertOnAvailableEnabled

（注）

このパラメータは、ユーザが Expressway for Mobile and Remote Access 経由で社内ネットワーク
に接続している場合は効果がありません。この場合は、UDS が連絡先を解決し、クライアン
トがディレクトリを照会できません。
例：<ForceC2XDirectoryResolution>false</ForceC2XDirectoryResolution>

AlertOnAvailableEnabled
Cisco Jabber for Windows に適用されます。
ユーザがアベイラビリティ ウォッチ リストに連絡先を追加できるようにします。
• true（デフォルト）：ユーザはアベイラビリティ ウォッチ リストに連絡先を追加できます。
• false：ユーザは、アベイラビリティ ウォッチ リストに連絡先を追加することができません。
例：<AlertOnAvailableEnabled>false</AlertOnAvailableEnabled>

ServiceDiscoveryExcludedServices
すべての Cisco Jabber クライアントに適用されます。
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。
例：<ServiceDiscoveryExcludedServices>

WEBEX,CUCM </ServiceDiscoveryExcludedServices>
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VoiceServicesDomain

VoiceServicesDomain
_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：次のような DNS SRV レコードがある場合
• _collab-edge._tls.voice.example.com
• _cisco-uds._tcp.voice.example.com
VoiceServicesDomain の値は voice.example.com になります。

CTIWindowBehaviour
Cisco Jabber for Mac で使用します。
ユーザがデスクフォン制御モード（CTI モード）でコールに応答したときの会話ウィンドウの動
作を指定します。
• OnCall（デフォルト）：コールへの応答時に常に [会話（Conversation）] ウィンドウが表示さ
れます。
• Never：コールへの応答時に [会話（Conversation）] ウィンドウは表示されません。
Cisco Jabber for Windows の以前のバージョンでこのパラメータを設定した場合は、このリリース
でも引き続き使用できます。ただし、代わりに DeskPhoneModeWindowBehavior パラメータを使用
することを推奨します。
例：<CTIWindowBehaviour>Never</CTIWindowBehaviour>

DeskPhoneModeWindowBehavior
Cisco Jabber for Windows に適用されます。
ユーザがデスクフォン制御モード（CTI モード）でコールに応答したときの会話ウィンドウの動
作を指定します。
• OnVideo：[会話（Conversation）] ウィンドウはビデオ コールに対してのみ表示されます。
• OnCall（デフォルト）：コールへの応答時に常に [会話（Conversation）] ウィンドウが表示さ
れます。
• Never：コールへの応答時に [会話（Conversation）] ウィンドウは表示されません。
例：<DeskPhoneModeWindowBehavior>Never</DeskPhoneModeWindowBehavior>
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SoftPhoneModeWindowBehavior

SoftPhoneModeWindowBehavior
Cisco Jabber for Windows に適用されます。
ユーザがソフトフォン制御モードでコールに応答したときの会話ウィンドウの動作を指定します。
• OnVideo：[会話（Conversation）] ウィンドウはビデオ コールに対してのみ表示されます。
• OnCall（デフォルト）：コールへの応答時に常に [会話（Conversation）] ウィンドウが表示さ
れます。
• Never：コールへの応答時に [会話（Conversation）] ウィンドウは表示されません。
例：<SoftPhoneModeWindowBehavior>Never</SoftPhoneModeWindowBehavior>

EnableCallPickup
デスクトップ クライアント向け Cisco Jabber に適用されます。
ユーザが自分のコール ピック アップ グループ内のコールをピックアップできるかどうか指定し
ます。
• true：コール ピックアップを有効にします。
• false（デフォルト）：コール ピックアップを無効にします。
例：<EnableCallPickup>true</EnableCallPickup>

EnableGroupCallPickup
デスクトップ クライアント向け Cisco Jabber に適用されます。
コール ピック アップ グループ番号を入力して、ユーザが別のコール ピックアップ グループの着
信コールをピックアップできるかどうか指定します。
• true：グループ コール ピック アップを有効にします。
• false（デフォルト）：グループ コール ピックアップを無効にします。
例：<EnableGroupCallPickup>true</EnableGroupCallPickup>

EnableOtherGroupPickup
デスクトップ クライアント向け Cisco Jabber に適用されます。
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。
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EnableHuntGroup

• true：別グループ コール ピック アップを有効にします。
• false（デフォルト）：別グループ コール ピックアップを無効にします。
例：<EnableOtherGroupPickup>true</EnableOtherGroupPickup>

EnableHuntGroup
デスクトップ クライアント向け Cisco Jabber に適用されます。
ユーザがハント グループにログインできるかどうか指定します。
• true：ユーザは、ハント グループにログインできます。
• false（デフォルト）：ユーザはハント グループにログインできません。
例：<EnableHuntGroup>true</EnableHuntGroup>

PreventDeclineOnHuntCall
デスクトップ クライアント向け Cisco Jabber に適用されます。
ハント グループに着信コールがあった場合に、[拒否（Decline）] ボタンを表示するかどうかを指
定します。
• true：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（デフォルト）：[拒否（Decline）] ボタンがハント グループの着信コールで表示されま
す。
例：<PreventDeclineOnHuntCall>true</PreventDeclineOnHuntCall>

TelemetryEnabled
すべての Cisco Jabber クライアントに適用されます。
分析データを収集するかどうかを指定します。
• true（デフォルト）：分析データが収集されます。
• false：分析データは収集されません。
例：<TelemetryEnabled>false</TelemetryEnabled>

TelemetryCustomerID
すべての Cisco Jabber クライアントに適用されます。

Cisco Jabber 11.5 パラメータ リファレンス ガイド
58

共通のポリシー
TelemetryEnabledOverCellularData

分析情報の送信元を指定します。これは、個々のお客様を明示的に識別する文字列またはお客様
を識別することなく共通送信元を識別するう文字列です。Global Unique 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 を作成する方法にかかわらず、この ID はグローバルに一意である必要があります。
例：<TelemetryCustomerID>customerIdentifier</TelemetryCustomerID>

TelemetryEnabledOverCellularData
モバイル クライアント向け Cisco Jabber に適用されます。
分析データを Wi-Fi 経由で送信するかどうかを指定します。
• true（デフォルト）：分析データが Wi-Fi とモバイル データ接続経由で送信されます。
• false：分析データは Wi-Fi 接続経由でのみ送信されます。
例：<TelemetryEnabledOverCellularData>false</TelemetryEnabledOverCellularData>

EnableMediaStatistics
コール中のリアルタイム音声およびビデオ統計情報の表示を許可します。
• ON（デフォルト）：コール中にリアルタイム音声およびビデオ統計情報を表示できます。
• OFF（デフォルト）：コール中にリアルタイム音声およびビデオ統計情報を表示できません。
例：<EnableMediaStatistics>OFF</EnableMediaStatistics>

EnableTelProtocolPopupWindow /
CiscoTelProtocolPermissionEnabled
Cisco Jabber for Windows に適用されます。
ユーザが ciscotel:uri 有効化番号をオンにした後に、コールの発信について確認を求めるダイアロ
グ ボックスを有効にするか無効にするかを指定します。
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• true（デフォルト）：ダイアログボックスが有効にされ、ユーザはコールの発信を確認する
ように要求されます。
• false：ダイアログ ボックスが無効になり、確認を求めることなくコールが発信されます。こ
れは、間違い電話や迷惑電話の原因になる場合があります。

（注）

CiscoTelProtocolPermissionEnabled パラメータは EnableTelProtocolPopupWindow パラメータに置
き換わります。どちらのパラメータもクライアント内でサポートされますが、どちらかのパラ
メータが false に設定されるとダイアログ ボックスが無効になります。
例：<CiscoTelProtocolPermissionEnabled>false</CiscoTelProtocolPermissionEnabled>

ClickToCallProtocolPermissionEnabled
Cisco Jabber for Windows に適用されます。
ユーザが clicktocall: URI リンクをクリックしたときに、Cisco Jabber を使用してコールを発信する
ことを確認するダイアログ ボックスを有効にするか無効にするかを指定します。
• true（デフォルト）：ダイアログ ボックスが有効になり、Cisco Jabber を使用してコールを発
信することについてユーザに確認を求めます。
• false：ダイアログ ボックスが無効になり、確認を求めることなくコールが発信されます。
例：<ClickToCallProtocolPermissionEnabled>false</ClickToCallProtocolPermissionEnabled>

ClickToCallWithEditProtocolPermissionEnabled
Cisco Jabber for Windows に適用されます。
ユーザが clicktocall: URI リンクをクリックしたときに、Cisco Jabber を使用して編集されたコール
を発信することを確認するダイアログ ボックスが表示されるかどうかを指定します。
• true（デフォルト）：ダイアログ ボックスが有効になり、Cisco Jabber を使用して編集された
コールを発信することについてユーザに確認を求めます。
• false：ダイアログ ボックスが無効になり、確認を求めることなくコールが発信されます。
例：
<ClickToCallWithEditProtocolPermissionEnabled>false</ClickToCallWithEditProtocolPermissionEnabled>

CiscoTelProtocolCrossLaunchBackNotificationEnabled
モバイル クライアント向け Cisco Jabber に適用されます。
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コールが終了したときに、元のアプリケーションに戻るか Jabber に留まるかをユーザに確認する
ダイアログボックスを表示するかどうかを指定します。
• true（デフォルト）：ダイアログボックスが表示されます。
• false：ダイアログボックスは表示されません。
例：
<CiscoTelProtocolCrossLaunchBackNotificationEnabled>false</CiscoTelProtocolCrossLaunchBackNotificationEnabled>

CiscoTelProtocolCrossLaunchBackSchema
モバイル クライアント向け Cisco Jabber に適用されます。
ユーザは、元のアプリケーションの起動に使用される URL にパラメータを指定できます。
CrossLaunchBackSchema は、相互起動できる許可アプリケーション スキーマのホワイト リストで
す。各スキーマに追加のパラメータを指定して、そのパラメータを使ってアプリケーションを起
動できます。元のアプリケーションを起動するためのスキーマに特定のパラメータを設定できま
す。たとえば、http に対して Webサイト「www.cisco.com」を設定できます。スキーマと追加パラ
メータを指定した後、追加のスキーマを指定するにはセミコロンを使用します。
• none（デフォルト）：リストはありません。
• schema_names：許可されたアプリケーション タイプをセミコロンで区切ったリスト。
例：<CiscoTelProtocolCrossLaunchBackSchema>AppSchema1://parameter1;
AppSchema2</CiscoTelProtocolCrossLaunchBackSchema>

SSO_Enabled
ユーザがシングルサインオン（SSO）を使用してサインインするかどうかを指定します。
• TRUE（デフォルト）：ユーザは SSO を使用してサインインします。
• FALSE：ユーザはサインインに SSO を使用しません。
例：<SSO_Enabled>FALSE</SSO_Enabled>

ServicesDomainSsoEmailPrompt
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。
• ON：プロンプトが表示されます。
• OFF（デフォルト）：プロンプトは表示されません。
例：<ServicesDomainSsoEmailPrompt>ON</ServicesDomainSsoEmailPrompt>

Cisco Jabber 11.5 パラメータ リファレンス ガイド
61

共通のポリシー
EnableForensicsContactData

EnableForensicsContactData
連絡先に関連する問題を報告する際、ユーザの連絡先フォルダが Problem Reporting Tool（PRT）
によって収集されるかどうかを指定します。
• true（デフォルト）：連絡先フォルダが PRT ツールによって収集されます。
• false：連絡先フォルダは RRT ツールによって収集されません。
例：<EnableForensicsContactData>false</EnableForensicsContactData>

SharePortRangeStart
Cisco Jabber for Windows に適用されます。
このパラメータは、ユーザが Cisco Jabber for Windows のチャット ウィンドウで画面を共有すると
きに使用すべきポート範囲を指定する SharePortRangeSize と一緒に使用されます。
これらのパラメータを設定しなかった場合は、クライアントが IM 画面共有のデフォルトのポー
ト範囲（49152 ~ 65535）を使用します。デフォルト ポート範囲の詳細については、『Cisco Jabber
11.0 Planning Guide』の「Ports and Protocols for Cisco Jabber for Windows and Cisco Jabber for Mac」
に関するトピックを参照してください。
ユーザが入力した値によって、ポート範囲の先頭が指定されます。最小値は 1024 です。65535 SharePortRangeSize を超える値は指定できません。
例：
<Policies>
<SharePortRangeStart>45130</SharePortRangeStart>
<SharePortRangeSize>100</SharePortRangeSize>
</Policies>

この例では、ポート範囲 45130 ~ 45230 が設定されます。

SharePortRangeSize
Cisco Jabber for Windows に適用されます。
SharePortRangeStart パラメータと一緒に使用された場合にポート範囲のサイズを指定します。最小
値は 40 です。SharePortRangeStart パラメータに加算されたときの値は 65535 を超えることができ
ません
ポート範囲の詳細については、『Cisco Jabber 11.0 Planning Guide』の「Ports and Protocols for Cisco
Jabber for Windows and Cisco Jabber for Mac」に関するトピックを参照してください。
例：
<Policies>
<SharePortRangeStart>45130</SharePortRangeStart>
<SharePortRangeSize>100</SharePortRangeSize>
</Policies>
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EnableTelProtocol
すべての Cisco Jabber クライアントに適用されます。
クライアントを tel: URI のプロトコル ハンドラとして登録するかどうかを指定します。
• true（デフォルト）：クライアントは tel: URI のプロトコル ハンドラとして登録されます。
• false：クライアントは tel: URI のプロトコル ハンドラとして登録されません。
例：<EnableTelProtocol>false</EnableTelProtocol>

EnableCiscoTelProtocol
Cisco Jabber for Android, Cisco Jabber for iPhone 、Cisco Jabber for iPad、および Cisco Jabber for Windows
に適用されます。
クライアントを ciscotel: URI のプロトコル ハンドラとして登録するかどうかを指定します。
• true（デフォルト）：クライアントは ciscotel: URI のプロトコル ハンドラとして登録されま
す。
• false：クライアントは ciscotel: URI のプロトコル ハンドラとして登録されません。
例：<EnableCiscoTelProtocol>false</EnableCiscoTelProtocol>

EnableClickToCallProtocol
Cisco Jabber for Android, Cisco Jabber for iPhone 、Cisco Jabber for iPad、および Cisco Jabber for Windows
に適用されます。
クライアントを clicktocall: URI のプロトコル ハンドラとして登録するかどうかを指定します。
• true（デフォルト）：クライアントは clicktocall: URI のプロトコル ハンドラとして登録され
ます。
• false：クライアントは clicktocall: URI のプロトコル ハンドラとして登録されません。
例：<EnableClickToCallProtocol>false</EnableClickToCallProtocol>

EnableSIPProtocol
すべての Cisco Jabber クライアントに適用されます。
クライアントを sip: URI のプロトコル ハンドラとして登録するかどうかを指定します。
• true（デフォルト）：クライアントは sip: URI のプロトコル ハンドラとして登録されます。
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• false：クライアントは sip: URI のプロトコル ハンドラとして登録されません。
例：<EnableSIPProtocol>false</EnableSIPProtocol>

EnableIMProtocol
すべての Cisco Jabber クライアントに適用されます。
クライアントを im: URI のプロトコル ハンドラとして登録するかどうかを指定します。
• true（デフォルト）：クライアントは im: URI のプロトコル ハンドラとして登録されます。
• false：クライアントは im: URI のプロトコル ハンドラとして登録されません。
例：<EnableIMProtocol>false</EnableIMProtocol>

EnableXMPPProtocol
Cisco Jabber for Android, Cisco Jabber for iPhone 、Cisco Jabber for iPad、および Cisco Jabber for Windows
に適用されます。
クライアントを xmpp: URI のプロトコル ハンドラとして登録するかどうかを指定します。
• true（デフォルト）：クライアントは xmpp: URI のプロトコル ハンドラとして登録されます。
• false：クライアントは xmpp: URI のプロトコル ハンドラとして登録されません。
例：<EnableXMPPProtocol>false</EnableXMPPProtocol>

EnableCiscoIMProtocol
Cisco Jabber for Android, Cisco Jabber for iPhone 、Cisco Jabber for iPad、および Cisco Jabber for Windows
に適用されます。
クライアントを ciscoim: URI のプロトコル ハンドラとして登録するかどうかを指定します。
• true（デフォルト）：クライアントは ciscoim: URI のプロトコル ハンドラとして登録されま
す。
• false：クライアントは ciscoim: URI のプロトコル ハンドラとして登録されません。
例：<EnableCiscoIMProtocol>false</EnableCiscoIMProtocol>

EnableCiscoTelConfProtocol
Cisco Jabber for Windows に適用されます。
クライアントを ciscotelconf: URI のプロトコル ハンドラとして登録するかどうかを指定します。
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• true（デフォルト）：クライアントは ciscotelconf: URI のプロトコル ハンドラとして登録され
ます。
• false：クライアントは ciscotelconf: URI のプロトコル ハンドラとして登録されません。
例：<EnableCiscoTelConfProtocol>false</EnableCiscoTelConfProtocol>

EnableCiscoIMGroupProtocol
Cisco Jabber for Windows に適用されます。
クライアントを ciscoimgroup: URI のプロトコル ハンドラとして登録するかどうかを指定します。
• true（デフォルト）：クライアントは ciscoimgroup: URI のプロトコル ハンドラとして登録さ
れます。
• false：クライアントは ciscoimgroup: URI のプロトコル ハンドラとして登録されません。
例：<EnableCiscoIMGroupProtocol>false</EnableCiscoIMGroupProtocol>

EnableProvisionProtocol
Cisco Jabber for Android、Cisco Jabber for iPhone and iPad、および Cisco Jabber for Mac に適用されま
す。
クライアントを URL プロビジョニングのプロトコル ハンドラとして登録するかどうかを指定し
ます。
• true（デフォルト）：クライアントは URL プロビジョニングのプロトコル ハンドラとして登
録されます。
• false：クライアントは URL プロビジョニングのプロトコル ハンドラとして登録されません。
例：<EnableProvisionProtocol>false</EnableProvisionProtocol>

EnableShareProtocol
モバイル クライアント向け Cisco Jabber に適用されます。
クライアントを share: URI のプロトコル ハンドラとして登録するかどうかを指定します。share:
URI は、Cisco Jabber を介して他のアプリケーションのファイルやメッセージを連絡先と共有しま
す。
• true（デフォルト）：クライアントは share: URI のプロトコル ハンドラとして登録されます。
• false：クライアントは share: URI のプロトコル ハンドラとして登録されません。
例：<EnableShareProtocol>false</EnableShareProtocol>
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ShareProtocolRateLimit
Cisco Jabber for Android に適用されます。
ファイルまたはメッセージの共有を開始できる回数を指定します。たとえば、ShareProtocolRateLimit
が 3 で ShareProtocolTimeLimit が 15 秒の場合、ユーザは 15 秒の間に 3 回まで Cisco Jabber による
ファイルまたはメッセージの共有を開始できます。
1 ～ 100 の値を設定できます。デフォルト値は 3 です。
例：<ShareProtocolRateLimit>10</ShareProtocolRateLimit>

ShareProtocolTimeLimit
Cisco Jabber for Android に適用されます。
ファイルまたはメッセージの共有を開始できる制限時間を指定します。1 ～ 300 秒の値を設定で
きます。デフォルト値は 15 秒です。
例：<ShareProtocolTimeLimit>10</ShareProtocolTimeLimit>

EnableCiscoChatProtocol
モバイル クライアント向け Cisco Jabber に適用されます。
クライアントを ciscochat: プロトコルのプロトコル ハンドラとして登録するかどうかを指定しま
す。
• true（デフォルト）：クライアントは ciscochat: プロトコルのプロトコル ハンドラとして登録
されます。
• false：クライアントは ciscochat: プロトコルのプロトコル ハンドラとして登録されません。
例：<EnableCiscoChatProtocol>false</EnableCiscoChatProtocol>

EnableStatusProtocol
モバイル クライアント向け Cisco Jabber に適用されます。
クライアントを status: プロトコルのプロトコル ハンドラとして登録するかどうかを指定します。
status: プロトコルは、他のアプリケーションから [プレゼンス（Presence）] または [プレゼンスの
編集（Edit Presence）] 画面を表示します。
• true（デフォルト）：クライアントは status: プロトコルのプロトコル ハンドラとして登録さ
れます。
• false：クライアントは status: プロトコルのプロトコル ハンドラとして登録されません。
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例：<EnableStatusProtocol>false</EnableStatusProtocol>

EnableProfileProtocol
モバイル クライアント向け Cisco Jabber に適用されます。
クライアントを profile: プロトコルのプロトコル ハンドラとして登録するかどうかを指定します。
profile: プロトコルは、他のアプリケーションから連絡先の [プロファイル（Profile）] 画面を表示
します。
• true（デフォルト）：クライアントは profile: プロトコルのプロトコル ハンドラとして登録さ
れます。
• false：クライアントは profile: プロトコルのプロトコル ハンドラとして登録されません。
例：<EnableProfileProtocol>false</EnableProfileProtocol>

EnableTelephonyProtocolRateLimit
Cisco Jabber for Mac で使用します。
テレフォニープロトコルハンドラを実行するためのレート制限を有効にするかどうかを指定しま
す。
• true（デフォルト）：テレフォニー プロトコル ハンドラを実行するためのレート制限が有効
です。
• false：テレフォニー プロトコル ハンドラを実行するためのレート制限が無効です。
例：<EnableTelephonyProtocolRateLimit>false</EnableTelephonyProtocolRateLimit>

TelephonyProtocolRateLimit
Cisco Jabber for Windows、Cisco Jabber for Mac および Cisco Jabber for Android に適用されます。
テレフォニー プロトコル ハンドラ（tel、ciscotel、sip）のいずれかからコールを開始できる回数
を指定します。たとえば、TelephonyProtocolRateLimit が 2 で、TelephonyProtocolTimeLimit が 10 秒
の場合、ユーザは、10 秒ごとに 2 回、テレフォニー プロトコル ハンドラのいずれかからコール
を開始できます。
1 ～ 100 までの値を設定できます。デフォルト値は 2 です。
注意：同時に 1 つのプロトコル ハンドラのみを処理できます。ユーザがすでにコール アラートを
受信している場合、着信した他のプロトコル ハンドラは破棄されるかキューに収容されます。
例：<TelephonyProtocolRateLimit>10</TelephonyProtocolRateLimit>
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TelephonyProtocolTimeLimit
Cisco Jabber for Windows、Cisco Jabber for Mac および Cisco Jabber for Android に適用されます。
TelephonyProtocolRateLimit がヒットまたはリセットされる前に、ユーザがテレフォニー プロトコ
ル ハンドラ（sip、tel、ciscotel）のいずれかからコールを開始できる制限時間を指定します。テレ
フォニー プロトコル ハンドラのいずれかからコールを開始するまでの時間のデフォルト値は、2
回の試行ごとに 10 秒です。1 ～ 300 秒までの値を設定できます。
例：<TelephonyProtocolTimeLimit>10</TelephonyProtocolTimeLimit>

ProvisionProtocolRateLimit
Cisco Jabber for Android に適用されます。
URL プロビジョニングを開始できる回数を指定します。たとえば、ProvisionProtocolRateLimit が
3 で、ProvisionProtocolTimeLimit が 15 秒の場合、ユーザは、15 秒ごとに 3 回、URL プロビジョニ
ングにより Cisco Jabber を起動できます。
1 ～ 100 までの値を設定できます。デフォルト値は 3 です。
例：<ProvisionProtocolRateLimit>10</ProvisionProtocolRateLimit>

ProvisionProtocolTimeLimit
Cisco Jabber for Android に適用されます。
URL プロビジョニング プロトコルを開始できる制限時間を指定します。1 ～ 300 秒までの値を設
定できます。デフォルト値は 15 秒です。
例：<ProvisionProtocolTimeLimit>10</ProvisionProtocolTimeLimit>

AddContactProtocolRateLimit
Synergy デバイスの Cisco Jabber for Android に適用されます。
ユーザが URL 付きの連絡先を連絡先リストに追加した後に相互起動できる回数を指定します。
Add Contact スキーマを使用して、ユーザの連絡先リストに URL 付きの連絡先を追加できます
（contact= username@cisco.com など）。たとえば、AddContactProtocolRateLimit が 3 で、
AddContactProtocolTimeLimit が 15 秒の場合、ユーザは、15 秒ごとに 3 回、Cisco Jabber で Add
Contact スキーマを相互起動できます。
1 ～ 100 までの値を設定できます。デフォルト値は 3 です。
例：<AddContactProtocolRateLimit>10</AddContactProtocolRateLimit>
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AddContactProtocolTimeLimit
Synergy デバイスの Cisco Jabber for Android に適用されます。
ユーザが URL 付きの連絡先を連絡先リストに追加した後に相互起動できる制限時間を指定しま
す。1 ～ 300 秒までの値を設定できます。デフォルト値は 15 秒です。
例：<AddContactProtocolTimeLimit>10</AddContactProtocolTimeLimit>

PresenceProtocolRateLimit
Synergy デバイスの Cisco Jabber for Android に適用されます。
ユーザが他のアプリケーションから [プレゼンス（Presence）] または [プレゼンスの編集（Edit
Presence）] 画面を起動できる回数を指定します。たとえば、PresenceProtocolRateLimit が 3 で、
PresenceProtocolTimeLimit が 15 秒の場合、ユーザは、15 秒ごとに 3 回、他のアプリケーションか
ら [プレゼンス（Presence）] または [プレゼンスの編集（Edit Presence）] 画面の起動を開始できま
す。
1 ～ 100 の値を設定できます。デフォルト値は 3 です。
例：<PresenceProtocolRateLimit>10</PresenceProtocolRateLimit>

PresenceProtocolTimeLimit
Synergy デバイスの Cisco Jabber for Android に適用されます。
ユーザが他のアプリケーションから [プレゼンス（Presence）] または [プレゼンスの編集（Edit
Presence）] 画面を起動できる制限時間を指定します。1 ～ 300 秒までの値を設定できます。デフォ
ルト値は 15 秒です。
例：<PresenceProtocolTimeLimit>5</PresenceProtocolTimeLimit>

ProfileProtocolRateLimit
Synergy デバイスの Cisco Jabber for Android に適用されます。
ユーザが他のアプリケーションから連絡先の [プロファイル（Profile）] 画面を起動できる回数を
指定します。たとえば、ProfileProtocolRateLimit が 3 で、ProfileProtocolTimeLimit が 15 秒の場合、
ユーザは、15 秒ごとに 3 回、他のアプリケーションから連絡先の [プロファイル（Profile）] 画面
の起動を開始できます。
1 ～ 100 の値を設定できます。デフォルト値は 3 です。
例：<ProfileProtocolRateLimit>10</ProfileProtocolRateLimit>
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ProfileProtocolTimeLimit

ProfileProtocolTimeLimit
Synergy デバイスの Cisco Jabber for Android に適用されます。
ユーザが他のアプリケーションから連絡先の [プロファイル（Profile）] 画面を起動できる制限時
間を指定します。1 ～ 300 秒までの値を設定できます。デフォルト値は 15 秒です。
例：<ProfileProtocolTimeLimit>10</ProfileProtocolTimeLimit>

selfcareURL
Cisco Unified Communications Manager サービスの完全修飾ドメイン名（FQDN）を指定します。
Cisco Unified Communications Manager でデフォルトのサービス プロファイルが選択されなかった
場合のセルフケア ポータルの URL を定義します。
例：<selfcareURL>http://server_name/selfcareURL</selfcareURL>
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プレゼンス
• LoginResource, 71 ページ
• PresenceServerAddress, 71 ページ
• PresenceServerURL, 72 ページ
• CalendarWebExMeetingPresence, 72 ページ

LoginResource
複数のクライアント インスタンスへのユーザ サインインを制御します。
• multiResource（デフォルト）：ユーザは、クライアントの複数のインスタンスに同時にサイ
ンインできます。
• wbxconnect：ユーザは、一度にクライアントの 1 つのインスタンスにしかサインインできま
せん。
クライアントはユーザの ID に wbxconnect サフィックスを付加します。ユーザは、wbxconnect
サフィックスを使用する他の Cisco Jabber クライアントにサインインできません。
例：<LoginResource>wbxconnect</LoginResource>

PresenceServerAddress
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）
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例：<PresenceServerAddress>hostname</PresenceServerAddress>

PresenceServerURL
Cisco WebEx Messenger サービスの Central Authentication Service（CAS） URL を指定します。
例：
<PresenceServerURL>https://loginp.webexconnect.com/cas/sso/ex_org/orgadmin.app</PresenceServerURL>

CalendarWebExMeetingPresence
Cisco Jabber for Windows に適用されます。
Cisco WebEx セッション リンクに参加していなくても、Microsoft Outlook カレンダー内にミーティ
ングがある場合、ユーザのプレゼンスを「WebEx ミーティング中（In a WebEx meeting）」に変更
できるようにします。
• true：Cisco WebEx セッション リンクに参加していなくても、ユーザのプレゼンスが [WebEx
ミーティング中（In a WebEx meeting）] に変更されます。
• false（デフォルト）：プレゼンスを [WebExミーティング中（In a WebEx meeting）] に変更す
るには、ユーザが Cisco WebEx セッション リンクに参加する必要があります。そうでない場
合、Microsoft Outlook カレンダー内にミーティングがある場合でもプレゼンスは[応答可能
（Available）]のままとなります。
例：<CalendarWebExMeetingPresence>true</CalendarWebExMeetingPresence>
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ボイスメール
• VoicemailPrimaryServer, 73 ページ
• VoiceMailService_UseCredentialsFrom, 73 ページ

VoicemailPrimaryServer
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）
例：<VoicemailPrimaryServer>hostname</VoicemailPrimaryServer>

VoiceMailService_UseCredentialsFrom
ボイスメール サービスにアクセスするために、クライアントが電話サービスのクレデンシャルを
使用することを指定します。
ユーザの電話サービスのクレデンシャルが、ボイスメール サービスのクレデンシャルに一致する
ことを確認します。この設定を行うと、ユーザはクライアント インターフェイスでボイスメール
サービスのクレデンシャルを指定できません。
デフォルトで、このパラメータは設定されていません。値は電話機です。
このパラメータは、次の展開でのみ設定する必要があります。
• ハイブリッド クラウドベース展開
• 電話機モードの展開
オンプレミス展開では、プレゼンス サーバにボイスメール サービスのクレデンシャル ソースを
設定します。
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VoiceMailService_UseCredentialsFrom

以下は、ボイスメールサービスのクレデンシャル パラメータの例です。
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config version="1.0">
<Voicemail>
<VoicemailService_UseCredentialsFrom>phone</VoicemailService_UseCredentialsFrom>
</Voicemail>
</config>
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ディレクトリ統合
• DirectoryServerType, 75 ページ
• 属性マッピングのパラメータ, 76 ページ
• EDI パラメータ, 79 ページ
• BDI パラメータ, 91 ページ
• UDS パラメータ, 100 ページ
• ディレクトリ サーバの設定例, 102 ページ

DirectoryServerType
値
• BDI
• EDI
• UDS
説明
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。
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属性マッピングのパラメータ
次の表に、LDAP ディレクトリ属性をマッピングするためのパラメータを示します。
BDI パラメータ

EDI パラメータ

ディレクトリ属性 デフォル
トでグ
ローバル
カタログ
内に存在
する

デフォル
トでイン
デックス
化されて
いる

デフォルト
で
Ambiguous
Name
Resolution
（ANR）に
設定されて
いる

BDICommonName

CommonName

cn

はい

はい

いいえ

BDIDisplayName

DisplayName

displayName

はい

○

はい

BDIFirstname

Firstname

givenName

はい

○

はい

BDILastname

Lastname

sn

はい

○

はい

BDIEmailAddress

EmailAddress

mail

はい

○

はい

msRTCSIPはい
クライア PrimaryUserAddress
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。

○

はい

BDISipUri
SipUri
（注）
クライア （注）
ントは、
URI ダイ
ヤルでは
なく、ド
メイン内
フェデ
レーショ
ンにこの
パラメー
タを使用
します。
BDIPhotoSource

PhotoSource

thumbnailPhoto

いいえ

いいえ

いいえ

BDIBusinessPhone

BusinessPhone

telephoneNumber

はい

いいえ

いいえ

BDIMobilePhone

MobilePhone

mobile

はい

いいえ

いいえ

BDIHomePhone

HomePhone

homePhone

はい

いいえ

いいえ

BDIOtherPhone

OtherPhone

otherTelephone

はい

いいえ

いいえ
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BDI パラメータ

EDI パラメータ

ディレクトリ属性 デフォル
トでグ
ローバル
カタログ
内に存在
する

デフォル
トでイン
デックス
化されて
いる

デフォルト
で
Ambiguous
Name
Resolution
（ANR）に
設定されて
いる

BDIDirectoryUri
DirectoryURI
mail
（注）
クライア （注）
クライア
ントは、
ントは、
URI ダイ
URI ダイ
ヤルにこ
ヤルにこ
のパラ
のパラ
メータを
メータを
使用しま
使用しま
す。
す。

はい

いいえ

いいえ

BDITitle

Title

title

はい

いいえ

いいえ

BDICompanyName

CompanyName

company

はい

はい

いいえ

BDIUserAccountName UserAccountName

sAMAccountName

はい

○

はい

BDIDomainName

EDI userPrincipalName

はい

はい

いいえ

co

はい

いいえ

いいえ

EDI - co

はい

いいえ

いいえ

DomainName

BDI - dn
BDICountry
BDILocation

company

BDI - location
BDINickname

Nickname

displayName

はい

○

はい

BDIPostalCode

PostalCode

postalCode

はい

いいえ

いいえ

BDICity

City

l

はい

はい

いいえ

BDIState

State

st

はい

はい

いいえ

BDIStreetAddress

StreetAddress

StreetAddress

はい

いいえ

いいえ
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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
• homePhone

（注）

Cisco Jabber for Windows では、デフォルトで、セカンダリ番号クエリーが有効
になっています。セカンダリ番号クエリーは、DisableSecondaryNumberLookups
パラメータを使用して無効にすることができます。

• msRTCSIP-PrimaryUserAddress
Cisco Jabber for Windows はデフォルトでグローバル カタログ サーバに接続するため、すべての属
性がグローバル カタログ サーバ上に存在することを確認する必要があります。Microsoft Active
Directory スキーマ スナップインなどの適切なツールを使用すると、グローバル カタログ サーバ
に属性を複製できます。
• グローバル カタログ サーバに属性を複製すると、ドメイン内の Active Directory サーバ間で
トラフィックが生成されます。そのため、ネットワーク トラフィックが余分な負荷を処理で
きる時間帯にグローバル カタログ サーバに属性を複製します。
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• グローバル カタログ サーバに属性を複製しない場合は、ドメイン コントローラに接続する
ように Cisco Jabber を設定します。ただし、クライアントがドメイン コントローラに接続す
る場合は単一のドメインしか問い合わせません。

EDI パラメータ
ディレクトリ接続
ConnectionType
値
[0]
[1]
説明
クライアントがグローバルカタログに接続するのか、ドメインコントローラに接続するのかを指
定します。
• 0（デフォルト）：グローバル カタログに接続します。
• 1：ドメイン コントローラに接続します。

（注）

デフォルト ポートは次のとおりです。
• グローバル カタログ：3268
• ドメイン コントローラ：389

PrimaryServerName
値
IP アドレス
FQDN
説明
必須パラメータです。プライマリ ディレクトリ サーバのアドレスを指定します。
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このパラメータは、クライアントが自動的にディレクトリ サーバを検出できない手動接続に必要
です。

（注）

クライアントは、起動するたびにプライマリ サーバに接続しようと試行します。クライアン
トは次の場合に、セカンダリ サーバに接続しようと試行します。
• プライマリ サーバが使用できない。
• クライアントが接続すると、プライマリ サーバに障害が発生する。
セカンダリ サーバに正常に接続できれば、クライアントは次回再起動されるまでセカンダリ
サーバへの接続を保持します。
クライアントが接続されているときに、セカンダリ サーバに障害が発生すると、クライアン
トはプライマリ サーバに接続しようと試行します。

SecondaryServerName
値
IP アドレス
FQDN
説明
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。

ServerPort1
値
Port number
説明
プライマリ ディレクトリ サーバのポートを指定します。

ServerPort2
値
Port number
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説明
バックアップ ディレクトリ サーバのポートを指定します。

UseWindowsCredentials
値
[0]
[1]
説明
クライアントが Microsoft Windows のユーザ名とパスワードを使用するかどうかを指定します。
• 0：Windows クレデンシャルを使用しません。
ConnectionUsername パラメータと ConnectionPassword パラメータを使用してクレデンシャル
を指定します。
• 1（デフォルト）：Windows クレデンシャルを使用します。

ConnectionUsername
値
Username
説明
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。

重要

クライアントは、このユーザ名をプレーン テキストとして転送して保存します。
デフォルトで、Cisco Jabber for Windows は、ディレクトリ サーバに接続するときに統合 Windows
認証を使用します。このパラメータは、ユーザの Microsoft Windows クレデンシャルを使用して
ディレクトリ サーバで認証できないシナリオで、ユーザ名を手動で指定できるようにします。
ディレクトリに対する読み取り専用権限を持っているアカウントの既知のまたは公開されている
クレデンシャルのセットのみを使用します。

ConnectionPassword
値
Password
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説明
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。

重要

クライアントは、このパスワードをプレーン テキストとして転送して保存します。
デフォルトで、Cisco Jabber for Windows は、ディレクトリ サーバに接続するときに統合 Windows
認証を使用します。このパラメータは、ユーザの Microsoft Windows クレデンシャルを使用して
ディレクトリ サーバで認証できないシナリオで、パスワードを手動で指定できるようにします。
ディレクトリに対する読み取り専用権限を持っているアカウントの既知のまたは公開されている
クレデンシャルのセットを使用します。

UseSSL
値
[0]
[1]
説明
ディレクトリへのセキュア接続に SSL を使用します。
• 0（デフォルト）：SSL を使用しません。
• 1：SSL を使用します。
SSL 接続の証明書が次の場所に存在する必要があります。
• Microsoft Windows 証明書ストア。
• クライアントが接続するディレクトリ サーバ。
SSL 接続を確立するために、サーバはクライアントに証明書を提示します。その後、クライアン
トはサーバの証明書をクライアント コンピュータのストアにある証明書に対して検証します。
SSL 接続のデフォルト プロトコルおよびポートは、次のとおりです。
• グローバル カタログ
• プロトコル：TCP
• ポート番号：3269
• ドメイン コントローラ
• プロトコル：TCP
• ポート番号：636
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UseSecureConnection
値
[0]
[1]
説明
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 では、クライアントはクレデンシャルをプレーン テキストとして転送します。
UseSSL パラメータを使用して SSL を有効にし、クレデンシャルを暗号化できます。
• 1（デフォルト）：Generic Security Service API（GSS-API）を使用します。GSS-API はシステ
ムの認証メカニズムを利用します。Microsoft Windows 環境で GSS-API を使用すれば、Kerberos
ベースの Windows 認証を使用してディレクトリ サーバに接続できます。

ディレクトリ クエリー
BaseFilter
値
Base filter
説明
Active Directory クエリーの基本フィルタを指定します。
ディレクトリのサブキー名のみを指定し、ディレクトリへのクエリーの実行時にユーザ オブジェ
クト以外のオブジェクトを取得します。
すべてのクライアントのデフォルト値は (&(objectCategory=person)( objectClass=user)
です。
設定ファイルには、有効な XML 文字実体参照のみを含めることができます。カスタム基本フィ
ルタを指定する場合には、& の代わりに &amp; を使用します。

GroupBaseFilter
値
Base filter
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説明
Active Directory エンタープライズ グループ クエリーの基本フィルタを指定します。
すべてのクライアントのデフォルト値は、
(&(objectCategory=group) (!(groupType:1.2.840.113556.1.4.803:=2147483648))
です（使用する前に、この値に挿入されているスペースをすべて削除してください）。

PredictiveSearchFilter
値
Search filter
説明
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。

（注）

このキーは、BDIUseANR が false に設定されている場合に、Cisco Jabber for iPhone and iPad で
のみ使用されます。また、BDI PredictiveSearchFilter が設定されていない場合は、デフォルトの
検索フィルタが使用されます。
デフォルトの EDI 値は anr です。
Cisco Jabber for Windows が予測検索を実行するときに、ANR を使用してクエリーを発行します。
このクエリーにより、検索文字列が明確化され、ディレクトリ サーバ上で ANR に対して設定さ
れた属性に合致する結果が返されます。

重要

クライアントに ANR の属性を検索させる場合は、その属性を設定するようにディレクトリ
サーバを設定します。

DisableSecondaryNumberLookups
値
[0]
[1]
説明
携帯電話番号、自宅の電話番号、他の電話番号などの仕事用の番号を使用できない場合に、ユー
ザが代替連絡先番号を検索できるかどうかを指定します。
• 0（デフォルト）：ユーザは代替連絡先番号を検索できます。

Cisco Jabber 11.5 パラメータ リファレンス ガイド
84

ディレクトリ統合
ディレクトリ クエリー

• 1：ユーザは代替連絡先番号を検索できません。

SearchTimeout
値
Number of seconds
説明
クエリのタイムアウト時間を秒数で指定します。
デフォルト値は 5 です。

UseWildcards
値
[0]
[1]
説明
ワイルドカード検索を有効にします。
• 0（デフォルト）：ワイルドカードを使用しません。
• 1：ワイルドカードを使用します。
ワイルドカードを使用すると、ディレクトリの検索に時間がかかる場合があります。

MinimumCharacterQuery
値
Numerical value
説明
ディレクトリのクエリーを行うために連絡先名の最小文字数を指定します。
たとえば、このパラメータの値として 2 を設定した場合、ユーザが検索フィールドに少なくとも
2 文字を入力するとクライアントはディレクトリを検索します。
デフォルト値は 3 です。
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SearchBase1、SearchBase2、SearchBase3、SearchBase4、SearchBase5
値
Searchable organizational unit (OU) in the directory tree（OU）
説明
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、Active Directory の検索ベースを指定します。
ディレクトリ内の特定の場所へのバインディングを作成するには、Active Directory 以外のディレ
クトリ サーバの検索ベースを指定します。

ヒント

OU を指定すると、検索対象を特定のユーザ グループに制限することができます。
たとえば、ユーザのサブセットが IM 機能だけを使用しているとします。これらのユーザを OU
に含め、この OU を検索ベースとして指定します。

GroupSearchBase1、GroupSearchBase2、GroupSearchBase3、GroupSearchBase4、
GroupSearchBase5
値
Searchable organizational unit (OU) in the directory tree（OU）
説明
エンタープライズグループの検索を開始す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。
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IM アドレス スキーム
UseSipUriToResolveContacts
値
true
false
説明
使用する IM アドレス スキームを指定します。
• true：ディレクトリ URI スキームを使用します。
• false（デフォルト）：User ID @[Default Domain] スキームを使用します。

UriPrefix
値
prefix string
説明
SipUri または BDISipUri パラメータから除外するプレフィックスを指定します。
たとえば、sip: が msRTCSIP-PrimaryUserAddress ディレクトリ属性の前に付加されている場合があ
ります。

SipUri
値
mail
msRTCSIP PrimaryUser Address
説明
IM アドレス スキーム フィールドをマッピングするディレクトリ属性フィールドを指定します。
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連絡先の写真
PhotoUriSubstitutionEnabled
値
true
false
説明
写真 URI の代替が有効であるかどうかを指定します。
• true：写真 URI の代替が有効にされます。
• false（デフォルト）：写真 URI の代替が無効かどうかを指定します。

PhotoUriSubstitutionToken
値
Directory attribute
説明
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 パラメータと組み合わせて使用でき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（Preferred Phone）
• 他の電話（Other Phone）
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• 役職（Title）
• 会社名（Company Name）
• ユーザ アカウント名（User Account Name）
• ドメイン名（Domain Name）
• 参照先（Location）
• 郵便番号（Post Code）
• 都道府県（State）
• 市区町村郡（City）
• 番地（Location）

PhotoUriWithToken
値
URI
説明
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

PhotoSource
値
Directory attribute
説明
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。
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PhoneNumberMasks
値
Mask string
説明
ユーザが電話番号を検索するときに使用するマスクを指定します。
たとえば、ユーザが +14085550100 からのコールを受信するとします。ディレクトリでは、この番
号は +(1) 408 555 0100 です。
+1408|+(#) ### ### #### というマスクが番号に解決されます。
マスク文字列の長さは、レジストリ サブキー名のサイズ制限を超えることはできません。
電話マスクは、クライアントでディレクトリを検索する前に電話番号に適用されます。電話マス
クを正しく設定すると、クエリーが完全に一致するため、ディレクトリ検索が成功し、ディレク
トリ サーバのパフォーマンスへの影響が回避されます。
次の表に、電話マスクに含めることができる要素を示します。
要素

説明

電話番号パ
ターン

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。各サイトは個々にディ
レクトリを管理しており、それぞれのディレクトリに含まれる電話番号は次の
ように形式が異なっています。
+(1) 408 555 0100
+1-510-5550101
+1408|+(#) ### ### ####|+1510|+#-###-####### のマスクにより、両方の番号を正
しく使用できます。

パイプ記号

番号パターンとマスクを区切ります。

（|）

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

説明

ワイルドカー
ド文字

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

逆マスク

番号パターンを右から左に適用します。
たとえば、+34985590199 に +3498|R+34 (98) 559 #### のマスクを適用すると、
+34 (98) 559 0199 が取得されます。
順マスクと逆マスクの両方を使用できます。

BDI パラメータ
ディレクトリ接続
BDILDAPServerType
値
AD
OpenLDAP
説明
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（デフォルト）：Active Directory に接続します。
• OpenLDAP：OpenLDAP に接続します。
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BDIPresenceDomain
値
プレゼンス ノードのドメイン。
説明
必須パラメータです。プレゼンス ノードのドメインを指定します。
クライアントは、IM アドレスを作成するために、このドメインをユーザ ID に付加します。たと
えば、Adam McKenzie という名前のユーザのユーザ ID が amckenzie であるとします。プレゼンス
ノード ドメインとして example.com を指定します。
ユーザがログインすると、クライアントは Adam McKenzie 用に amckenzie@example.com という IM
アドレス を作成します。

BDIPrimaryServerName
値
IP アドレス
FQDN
説明
必須パラメータです。プライマリ ディレクトリ サーバのアドレスを指定します。
このパラメータは、クライアントが自動的にディレクトリ サーバを検出できない手動接続に必要
です。

（注）

クライアントは、起動するたびにプライマリ サーバに接続しようと試行します。クライアン
トは次の場合に、セカンダリ サーバに接続しようと試行します。
• プライマリ サーバが使用できない。
• クライアントが接続すると、プライマリ サーバに障害が発生する。
セカンダリ サーバに正常に接続できれば、クライアントは次回再起動されるまでセカンダリ
サーバへの接続を保持します。
クライアントが接続されているときに、セカンダリ サーバに障害が発生すると、クライアン
トはプライマリ サーバに接続しようと試行します。
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BDIServerPort1
値
Port number
説明
プライマリ ディレクトリ サーバのポートを指定します。

BDIUseJabberCredentials
値
true
false
説明
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 コンフィギュレーション ファイル（BDIConnectionUsername と
BDIConnectionPassword）
2 プレゼンス サーバ
クレデンシャルが存在しない場合、クライアントは匿名サインインを試みます。
• false（デフォルト）：クライアントはコンフィギュレーション ファイル内の
BDIConnectionUsername と BDIConnectionPassword の値を使用してサインインを試みます。
パラメータが存在しない場合は、クライアントが匿名でサインインを試みます。

BDIConnectionUsername
値
Username
説明
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。
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重要

クライアントは、このユーザ名をプレーン テキストとして転送して保存します。
デフォルトで、Cisco Jabber for Windows は、ディレクトリ サーバに接続するときに統合 Windows
認証を使用します。このパラメータは、ユーザの Microsoft Windows クレデンシャルを使用して
ディレクトリ サーバで認証できないシナリオで、ユーザ名を手動で指定できるようにします。
ディレクトリに対する読み取り専用権限を持っているアカウントの既知のまたは公開されている
クレデンシャルのセットのみを使用します。

BDIConnectionPassword
値
Password
説明
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。

重要

クライアントは、このパスワードをプレーン テキストとして転送して保存します。
デフォルトで、Cisco Jabber for Windows は、ディレクトリ サーバに接続するときに統合 Windows
認証を使用します。このパラメータは、ユーザの Microsoft Windows クレデンシャルを使用して
ディレクトリ サーバで認証できないシナリオで、パスワードを手動で指定できるようにします。
ディレクトリに対する読み取り専用権限を持っているアカウントの既知のまたは公開されている
クレデンシャルのセットを使用します。

BDIEnableTLS
値
true
false
説明
ディレクトリの接続を保護するために TLS を使用します。
• true：TLS を使用します。
• false（デフォルト）：TLS を使用しません。
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ディレクトリ クエリー
BDIBaseFilter
値
Base filter
説明
Active Directory クエリーの基本フィルタを指定します。
ディレクトリのサブキー名のみを指定し、ディレクトリへのクエリーの実行時にユーザ オブジェ
クト以外のオブジェクトを取得します。
すべてのクライアントのデフォルト値は (&(objectCategory=person)( objectClass=user)
です。
設定ファイルには、有効な XML 文字実体参照のみを含めることができます。カスタム基本フィ
ルタを指定する場合には、& の代わりに &amp; を使用します。

BDIGroupBaseFilter
値
Base filter
説明
Active Directory エンタープライズ グループ クエリーの基本フィルタを指定します。
すべてのクライアントのデフォルト値は、
(&(objectCategory=group) (!(groupType:1.2.840.113556.1.4.803:=2147483648))
です（使用する前に、この値に挿入されているスペースをすべて削除してください）。

BDIUseANR
値
true
false
説明
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。
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• true（デフォルト）：予測検索に ANR を使用します。
OpenLDAP を使用する場合は、デフォルト値が false になります。
• false：予測検索に ANR を使用しません。
Active Directory 以外のディレクトリ ソースと統合する場合は、この値を false に設定します。

重要

クライアントに ANR の属性を検索させる場合は、その属性を設定するようにディレクトリ
サーバを設定します。

BDIPredictiveSearchFilter
値
Search filter
説明
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。

（注）

このキーは、BDIUseANR が false に設定されている場合に、Cisco Jabber for iPhone and iPad で
のみ使用されます。また、BDI PredictiveSearchFilter が設定されていない場合は、デフォルトの
検索フィルタが使用されます。
デフォルトの EDI 値は anr です。
Cisco Jabber for Windows が予測検索を実行するときに、ANR を使用してクエリーを発行します。
このクエリーにより、検索文字列が明確化され、ディレクトリ サーバ上で ANR に対して設定さ
れた属性に合致する結果が返されます。

重要

クライアントに ANR の属性を検索させる場合は、その属性を設定するようにディレクトリ
サーバを設定します。

BDISearchBase1
値
Searchable organizational unit (OU) in the directory tree（OU）
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説明
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、Active Directory の検索ベースを指定します。
ディレクトリ内の特定の場所へのバインディングを作成するには、Active Directory 以外のディレ
クトリ サーバの検索ベースを指定します。

ヒント

OU を指定すると、検索対象を特定のユーザ グループに制限することができます。
たとえば、ユーザのサブセットが IM 機能だけを使用しているとします。これらのユーザを OU
に含め、この OU を検索ベースとして指定します。

BDIGroupSearchBase1
値
Searchable organizational unit (OU) in the directory tree（OU）
説明
エンタープライズグループの検索を開始す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。

IM アドレス スキーム
BDIUseSipUriToResolveContacts
値
true
false
説明
使用する IM アドレス スキームを指定します。
• true：ディレクトリ URI スキームを使用します。
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• false（デフォルト）：User ID @[Default Domain] スキームを使用します。

BDIUriPrefix
値
prefix string
説明
SipUri または BDISipUri パラメータから除外するプレフィックスを指定します。
たとえば、sip: が msRTCSIP-PrimaryUserAddress ディレクトリ属性の前に付加されている場合があ
ります。

BDISipUri
値
mail
msRTCSIP PrimaryUser Address
説明
IM アドレス スキーム フィールドをマッピングするディレクトリ属性フィールドを指定します。

連絡先の写真
BDIPhotoUriSubstitutionEnabled
値
true
false
説明
写真 URI の代替が有効であるかどうかを指定します。
• true：写真 URI の代替が有効にされます。
• false（デフォルト）：写真 URI の代替が無効かどうかを指定します。
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BDIPhotoUriSubstitutionToken
値
Directory attribute
説明
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 パラメータと組み合わせて使用でき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（Preferred Phone）
• 他の電話（Other Phone）
• 役職（Title）
• 会社名（Company Name）
• ユーザ アカウント名（User Account Name）
• ドメイン名（Domain Name）
• 参照先（Location）
• 郵便番号（Post Code）
• 都道府県（State）
• 市区町村郡（City）
• 番地（Location）
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BDIPhotoUriWithToken
値
URI
説明
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

BDIPhotoSource
値
Directory attribute
説明
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。

UDS パラメータ
UDS パラメータは、UDS に接続する場合、および連絡先の解決とディレクトリ クエリーを実行
する場合に使用します。

PresenceDomain
値
プレゼンス ノードのドメイン。
説明
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。
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クライアントは、IM アドレスを作成するために、このドメインをユーザ ID に付加します。たと
えば、Adam McKenzie という名前のユーザのユーザ ID が amckenzie であるとします。プレゼンス
サーバ ドメインとして example.com を指定します。
ユーザがログインすると、クライアントは Adam McKenzie に amckenzie@example.com という IM ア
ドレスを構築します。

UdsServer
値
IP アドレス
FQDN
説明
Cisco Unified Communications Manager User Data Service（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の場合に必要で
す。

UdsPhotoUriWithToken
値
URI
説明
変数値としてディレクトリ属性を使用する、写真 URI を指定します
（http://www.photo/url/path/%%uid%%.jpg など）。
このパラメータはUDSディレクトリ統合に適用されます。次のいずれかのケースで連絡先の写真
をダウンロードするには、このパラメータを指定する必要があります。
• UDS を使用するように DirectoryServerType パラメータを設定した場合。この設定では、企業
のファイアウォールの内側または外側のクライアントが連絡先解決に UDS を使用します。
• Expressway for Mobile and Remote Access を展開した場合。この設定では、企業のファイア
ウォールの外側のクライアントが自動的に連絡先解決に UDS を使用します。

制約事項

クライアントはクレデンシャルなしで、Web サーバから画像を取得できる必要があります。
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UseSIPURIToResolveContacts
値
true
false
説明
使用する IM アドレス スキームを指定します。
• true：ディレクトリ URI スキームを使用します。
• false（デフォルト）：User ID@[Default Domain] スキームを使用します。

UriPrefix
値
prefix string
説明
SipUri または BDISipUri パラメータから除外するプレフィックスを指定します。
たとえば、sip: が msRTCSIP-PrimaryUserAddress ディレクトリ属性の前に付加されている場合があ
ります。

SipUri
値
mail
msRTCSIP-PrimaryUserAddress
説明
IM アドレス スキーム フィールドをマッピングするディレクトリ属性フィールドを指定します。

ディレクトリ サーバの設定例
ここでは、サポートされている統合シナリオについて説明し、設定の例を示します。

Cisco Jabber 11.5 パラメータ リファレンス ガイド
102

ディレクトリ統合
ドメイン コントローラの接続

ドメイン コントローラの接続
ドメイン コントローラに接続するには、次のパラメータを設定します。
パラメータ

値

ConnectionType

[1]

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

Cisco Jabber for Windows の手動サーバ接続
手動でディレクトリ サーバに接続するには、次のパラメータを設定します。
パラメータ

値

PrimaryServerName

FQDN
IP アドレス

ServerPort1

Port number

SecondaryServerName

FQDN
IP アドレス

ServerPort2

Port number

設定例を次に示します。
<Directory>
<PrimaryServerName>primary-server-name.domain.com</PrimaryServerName>
<ServerPort1>1234</ServerPort1>
<SecondaryServerName>secondary-server-name.domain.com</SecondaryServerName>
<ServerPort2>5678</ServerPort2>
</Directory>

UDS の統合
UDS と統合するには、次のパラメータを設定します。
パラメータ

値

DirectoryServerType

UDS

UdsServer

UDS サーバの IP アドレス

UdsPhotoUriWithToken

連絡先写真の URL
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パラメータ

値

PresenceDomain

既存ドメインのサーバ アドレス

（注）

（注）

このパラメータを使用するのは、
電話機モードだけです。

すべての連絡先解決（つまり、企業ファイアウォールの内側と外側）に UDS を使用する場合
にのみ、DirectoryServerType パラメータを UDS に設定します。
設定例を次に示します。
<Directory>
<DirectoryServerType>UDS</DirectoryServerType>
<UdsServer>11.22.33.444</UdsServer>
<UdsPhotoUriWithToken>http://server-name/%%uid%%.jpg</UdsPhotoUriWithToken>
</Directory>

Expressway for Mobile and Remote Access の LDAP 統合
LDAP ディレクトリ統合と Expressway for Mobile and Remote Access が展開されている場合、クラ
イアントは以下を使用します。
• 企業ファイアウォール内では LDAP
• 企業ファイアウォール外では UDS

（注）

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。
クライアントが企業ファイアウォールの内側でも外側でも連絡先写真を解決できるよう、次のパ
ラメータを設定します。
パラメータ

値

BDIPhotoUriWithToken

企業ファイアウォール内での連絡先写真 URL

UdsPhotoUriWithToken

企業ファイアウォール外での連絡先写真 URL

設定例を次に示します。
<Directory>
<BDIPhotoUriWithToken>http://photo.example.com/sAMAccountName.jpg</BDIPhotoUriWithToken>
<UdsPhotoUriWithToken>http://server-name/%%uid%%.jpg</UdsPhotoUriWithToken>
</Directory>
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Cisco Jabber for Windows 用の単純な認証
単純な認証では、次の設定例のように簡易バインドを使用してディレクトリ サーバに接続するこ
とができます。
<UseWindowsCredentials>0</UseWindowsCredentials>
<UseSSL>0</UseSSL>
<UseSecureConnection>0</UseSecureConnection>
<ConnectionUsername>username</ConnectionUsername>
<ConnectionPassword>password</ConnectionPassword>

この設定は、クライアントに対して次を指定します。
• Microsoft Windows クレデンシャルを使用しない。
• SSL を使用しない。
• 単純な認証を使用する。
• カスタム クレデンシャルを使用する。
簡易バインドのため、クライアントはバインド要求のペイロード内のクレデンシャルをプレーン
テキストで送信します。

モバイル クライアントと Cisco Jabber for Mac 用の単純な認証
単純な認証では、次の設定例のように簡易バインドを使用してディレクトリ サーバに接続するこ
とができます。
<BDIEnableTLS>False</BDIEnableTLS>
<BDIConnectionUsername>username</BDIConnectionUsername>
<BDIConnectionPassword>password</BDIConnectionPassword>
<BDIServerPort1>389/3268</BDIServerPort1>

この設定は、クライアントに対して次を指定します。
• SSL を使用しない。
• 単純な認証を使用する。
• カスタム クレデンシャルを使用する。
• TLS 以外にポート 389/3268 を使用する。
簡易バインドのため、クライアントはバインド要求のペイロード内のクレデンシャルをプレーン
テキストで送信します。

Cisco Jabber for Windows 用の SSL を使用した単純な認証
UseSSL パラメータを使用して、ディレクトリ サーバ接続で SSL を有効にします。単純な認証の
使用時には、次の設定例のようにクレデンシャルの暗号化に SSL を使用できます。
<UseWindowsCredentials>0</UseWindowsCredentials>
<UseSSL>1</UseSSL>
<UseSecureConnection>0</UseSecureConnection>
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<ConnectionUsername>username</ConnectionUsername>
<ConnectionPassword>password</ConnectionPassword>

この設定は、クライアントに対して次を指定します。
• Microsoft Windows クレデンシャルを使用しない。
• SSL を使用する。
• 単純な認証を使用する。
• カスタム クレデンシャルを使用する。
このため、クライアントは、クライアントの設定でクレデンシャルの暗号化に SSL を使用しま
す。

SSL を使用した単純な認証：モバイル クライアント向け
BDIEnableTLS パラメータを使用して、ディレクトリ サーバ接続で SSL を有効にします。単純な
認証の使用時には、次の設定例のようにクレデンシャルの暗号化に SSL を使用できます。
<BDIEnableTLS>True</BDIEnableTLS>
<BDIConnectionUsername>username</BDIConnectionUsername>
<BDIConnectionPassword>password</BDIConnectionPassword>
<BDIServerPort1>636/3269</BDIServerPort1>

この設定は、クライアントに対して次を指定します。
• SSL を使用する。
• 単純な認証を使用する。
• カスタム クレデンシャルを使用する。
• TLS にポート 636/3269 を使用する。
このため、クライアントは、クライアントの設定でクレデンシャルの暗号化に SSL を使用しま
す。

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

Cisco Jabber for Windows 用の匿名バインド
匿名バインドを使用して OpenLDAP と統合するには、次のパラメータを設定します。
パラメータ

値

ConnectionType

[1]

PrimaryServerName

IP アドレス
Hostname
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パラメータ

値

UseWindowsCredentials

[0]

UseSecureConnection

[1]

SearchBase1

ディレクトリ サービスまたは組織単位（OU）
のルート

GroupSearchBase1

エンタープライズ グループ ディレクトリ サー
ビスまたは組織単位（OU）のルート

UserAccountName

UID または CN などの固有識別子

BaseFilter

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

GroupBaseFilter

エンタープライズ グループ ディレクトリ サー
ビスが使用するオブジェクト クラス
（inetOrgPerson など）

PredictiveSearchFilter

UID または他の検索フィルタ

設定例を次に示します。
<Directory>
<ConnectionType>1</ConnectionType>
<PrimaryServerName>11.22.33.456</PrimaryServerName>
<UseWindowsCredentials>0</UseWindowsCredentials>
<UseSecureConnection>1</UseSecureConnection>
<SearchBase1>ou=people,dc=cisco,dc=com</SearchBase1>
<UserAccountName>uid</UserAccountName>
<BaseFilter>(&amp;(objectClass=inetOrgPerson)</BaseFilter>
<PredictiveSearchFilter>uid</PredictiveSearchFilter>
</Directory>

モバイル クライアントと Cisco Jabber for Mac 用の匿名バインド
匿名バインドを使用して OpenLDAP と統合するには、次のパラメータを設定します。
パラメータ

値

BDILDAPServerType

OpenLDAP

BDIPrimaryServerName

IP アドレス
Hostname

BDIEnableTLS

True
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パラメータ

値

BDISearchBase1

ディレクトリ サービスまたは組織単位（OU）
のルート

BDIGroupSearchBase1

エンタープライズ グループ ディレクトリ サー
ビスまたは組織単位（OU）のルート

BDIServerPort1

プライマリ ディレクトリ サーバのポート

BDIUserAccountName

uid または cn などの固有識別子

BDIBaseFilter

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

BDIGroupBaseFilter

エンタープライズ グループ ディレクトリ サー
ビスが使用するオブジェクト クラス
（inetOrgPerson など）

（オプション）BDIPredictiveSearchFilter

uid または他の検索フィルタ

設定例を次に示します。
<Directory>
<BDILDAPServerType>OpenLDAP</BDILDAPServerType>
<BDIPrimaryServerName>11.22.33.456</BDIPrimaryServerName>
<BDIEnableTLS>True</BDIEnableTLS>
<BDISearchBase1>ou=people,dc=cisco,dc=com</BDISearchBase1>
<BDIServerPort1>636/3269</BDIServerPort1>
<BDIUserAccountName>uid</BDIUserAccountName>
<BDIBaseFilter>(&amp;(objectClass=inetOrgPerson)</BDIBaseFilter>
<BDIPredictiveSearchFilter>uid</BDIPredictiveSearchFilter>
</Directory>

Cisco Jabber for Windows 用の認証済みバインド
認証済みバインドを使用して、OpenLDAP と統合するには、次のパラメータを設定します。
パラメータ

値

ConnectionType

[1]

PrimaryServerName

IP アドレス
Hostname

UserWindowsCredentials

[0]

UseSecureConnection

[0]
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パラメータ

値

SearchBase1

ディレクトリ サービスまたは組織単位（OU）の
ルート

GroupSearchBase1

エンタープライズ グループ ディレクトリ サービ
スまたは組織単位（OU）のルート

UserAccountName

UID または CN などの固有識別子

BaseFilter

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

GroupBaseFilter

エンタープライズ グループ ディレクトリ サービ
スが使用するオブジェクト クラス（inetOrgPerson
など）

PredictiveSearchFilter

UID または他の検索フィルタ

ConnectionUsername

Username

ConnectionPassword

Password

設定例を次に示します。
<Directory>
<ConnectionType>1</ConnectionType>
<PrimaryServerName>11.22.33.456</PrimaryServerName>
<UserWindowsCredentials>0</UserWindowsCredentials>
<UseSecureConnection>0</UseSecureConnection>
<SearchBase1>ou=people,dc=cisco,dc=com</SearchBase1>
<UserAccountName>uid</UserAccountName>
<BaseFilter>(&amp;(objectClass=inetOrgPerson)</BaseFilter>
<PredictiveSearchFilter>uid</PredictiveSearchFilter>
<ConnectionUsername>cn=lds-read-only-user,dc=cisco,dc=com</ConnectionUsername>
<ConnectionPassword>password</ConnectionPassword>
</Directory>

モバイル クライアントと Cisco Jabber for Mac 用の認証済みバインド
認証済みバインドを使用して、OpenLDAP と統合するには、次のパラメータを設定します。
パラメータ

値

BDILDAPServerType

OpenLDAP

BDIPrimaryServerName

IP アドレス
Hostname

BDIEnableTLS

False
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パラメータ

値

BDISearchBase1

ディレクトリ サービスまたは組織単位（OU）
のルート

BDIGroupSearchBase1

エンタープライズ グループ ディレクトリ サー
ビスまたは組織単位（OU）のルート

BDIServerPort1

プライマリ ディレクトリ サーバのポート

BDIUserAccountName

UID または CN などの固有識別子

BDIBaseFilter

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

BDIGroupBaseFilter

エンタープライズ グループ ディレクトリ サー
ビスが使用するオブジェクト クラス
（inetOrgPerson など）

BDIPredictiveSearchFilter

（オプション）UID またはその他の検索フィル
タ

BDIConnectionUsername

Username

BDIConnectionPassword

Password

設定例を次に示します。
<[ディレクトリ（Directory）]>
<BDILDAPServerType>OpenLDAP</BDILDAPServerType>
<BDIPrimaryServerName>11.22.33.456</BDIPrimaryServerName>
<BDIEnableTLS>False</BDIEnableTLS>
<BDISearchBase1>ou=people,dc=cisco,dc=com</BDISearchBase1>
<BDIGroupSearchBase1>ou=people,dc=cisco,dc=com</BDIGroupSearchBase1>
<BDIServerPort1>389/3268</BDIServerPort1>
<BDIUserAccountName>uid</BDIUserAccountName>
<BDIBaseFilter>(&amp;(objectClass=inetOrgPerson)</BDIBaseFilter>
<BDIGroupBaseFilter>(&amp;(objectClass=inetOrgPerson)</BDIGroupBaseFilter>
<BDIPredictiveSearchFilter>uid</BDIPredictiveSearchFilter>
<BDIConnectionUsername>cn=administrator,dc=cisco,dc=com</BDIConnectionUsername>
<BDIConnectionPassword>password</BDIConnectionPassword>
</[ディレクトリ（Directory）]>

AD LDS の統合
特定の設定を使用した AD LDS または ADAM と統合できます。

Cisco Jabber for Windows 用の匿名バインド
匿名バインドを使用して AD LDS または ADAM と統合するには、次のパラメータを設定します。
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パラメータ

値

PrimaryServerName

IP アドレス
Hostname

ServerPort1

Port number

UseWindowsCredentials

[0]

UseSecureConnection

[1]

SearchBase1

ディレクトリ サービスまたは組織単位（OU）の
ルート

設定例を次に示します。
<Directory>
<PrimaryServerName>11.22.33.456</PrimaryServerName>
<ServerPort1>50000</ServerPort1>
<UseWindowsCredentials>0</UseWindowsCredentials>
<UseSecureConnection>1</UseSecureConnection>
<SearchBase1>dc=adam,dc=test</SearchBase1>
</Directory>

モバイル クライアントと Cisco Jabber for Mac 用の匿名バインド
匿名バインドを使用して AD LDS または ADAM と統合するには、次のパラメータを設定します。
パラメータ

値

BDIPrimaryServerName

IP アドレス
Hostname

BDIServerPort1

Port number

BDISearchBase1

ディレクトリ サービスまたは組織単位（OU）の
ルート

設定例を次に示します。
<Directory>
<BDIPrimaryServerName>11.22.33.456</BDIPrimaryServerName>
<BDIServerPort1>50000</BDIServerPort1>
<BDISearchBase1>dc=adam,dc=test</BDISearchBase1>
</Directory>

Windows のプリンシパル ユーザ認証
Microsoft Windows プリンシパル ユーザによる認証を使用して AD LDS または ADAM と統合する
には、次のパラメータを設定します。
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パラメータ

値

PrimaryServerName

IP アドレス
Hostname

ServerPort1

Port number

UseWindowsCredentials

[0]

UseSecureConnection

[1]

ConnectionUsername

Username

ConnectionPassword

Password

UserAccountName

UID または CN などの固有識別子

SearchBase1

ディレクトリ サービスまたは組織単位（OU）の
ルート

設定例を次に示します。
<Directory>
<PrimaryServerName>11.22.33.456</PrimaryServerName>
<ServerPort1>50000</ServerPort1>
<UseWindowsCredentials>0</UseWindowsCredentials>
<UseSecureConnection>1</UseSecureConnection>
<ConnectionUsername>cn=administrator,dc=cisco,dc=com</ConnectionUsername>
<ConnectionPassword>password</ConnectionPassword>
<UserAccountName>cn</UserAccountName>
<SearchBase1>ou=people,dc=cisco,dc=com</SearchBase1>
</Directory>

Cisco Jabber for Windows 用の AD LDS プリンシパル ユーザ認証
AD LDS プリンシパル ユーザによる認証を使用した AD LDS または ADAM と統合するには、次
のパラメータを設定します。
パラメータ

値

PrimaryServer

IP アドレス
Hostname

ServerPort1

Port number

UseWindowsCredentials

[0]

UseSecureConnection

[0]

ConnectionUsername

Username
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パラメータ

値

ConnectionPassword

Password

UserAccountName

UID または CN などの固有識別子

SearchBase1

ディレクトリ サービスまたは組織単位（OU）の
ルート

設定例を次に示します。
<Directory>
<PrimaryServerName>11.22.33.456</PrimaryServerName>
<ServerPort1>50000</ServerPort1>
<UseWindowsCredentials>0</UseWindowsCredentials>
<UseSecureConnection>0</UseSecureConnection>
<ConnectionUsername>cn=administrator,dc=cisco,dc=com</ConnectionUsername>
<ConnectionPassword>password</ConnectionPassword>
<UserAccountName>cn</UserAccountName>
<SearchBase1>ou=people,dc=cisco,dc=com</SearchBase1>
</Directory>

モバイル クライアントと Cisco Jabber for Mac 用の AD LDS プリンシパル ユーザ認証
AD LDS プリンシパル ユーザによる認証を使用した AD LDS または ADAM と統合するには、次
のパラメータを設定します。
パラメータ

値

BDIPrimaryServerName

IP アドレス
Hostname

BDIServerPort1

Port number

BDIConnectionUsername

Username

BDIConnectionPassword

Password

BDIUserAccountName

uid または cn などの固有識別子

BDISearchBase1

ディレクトリ サービスまたは組織単位（OU）の
ルート

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