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チャットの展開
異なる展開シナリオに合わせてチャットを設定できます。展開シナリオの例を使用できます。

チャットの展開シナリオ 1

チャットノードのエイリアスにクラスタ IDを含めません。システムで生成
されたエイリアスconference-1-mycup.cisco.comではなく、エイリア
ス primary-conf-server.cisco.comを使用します。

展開シナリオ：

設定手順： 1. [メッセージング（Messaging）] > [グループチャットと常設チャットト
（GroupChat andPersistentChat）]を選択して、システムで生成された
エイリアスをオフにします（これはデフォルトでオンになっています）。

2. エイリアスを編集し、primary-conf-server.cisco.comに変更し
ます。

システムで生成された古いエイリアスをオフにすると、

conference-1-mycup.cisco.comは、[グループチャットサーバのエイ
（注）

リアス（Group Chat Server Alias）]の下に表示される標準の編集可能なエイ
リアスに戻ります。これにより、古いエイリアスとそのエイリアスに関連付

けられているチャットルームのアドレスが維持されます。
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チャットの展開シナリオ 2

目的：展開シナリ

オ： •ドメインを cisco.comから linksys.comに変更し、
conference-1-mycup.cisco.comではなく、conference-1-mycup.linksys.comを
使用します。

•ユーザがまだxxx@conference-1-mycup.cisco.comというタイプの古いチャッ
トルームを検索できるように、データベース内の既存の常設チャットルー

ムのアドレスを維持します。

設定手順： 1. Cisco Unified CM IM and Presence Administrationにログインして、[プレ
ゼンス（Presence）] > [トポロジの設定（Settings Topology）] > [詳細設定
（Advanced Configuration）]を選択します。

2. デフォルトの IM and Presence Serviceドメインの編集方法の詳細について
は、関連するトピックを参照してください。

ドメインを変更すると、完全修飾クラスタ名（FQDN）が
conference-1-mycup.cisco.comから conference-1-mycup.linksys.comに自動的に変

（注）

更されます。システムで生成された古いエイリアスconference-1-mycup.cisco.com
は、[グループチャットサーバのエイリアス（Group Chat Server Aliases）]の
下に表示される標準の編集可能なエイリアスに戻ります。これにより、古いエ

イリアスとそのエイリアスに関連付けられているチャットルームのアドレス

が維持されます。

関連トピック

IM and Presence Serviceのデフォルトドメインの設定

チャットの展開シナリオ 3

目的：展開シナリ

オ： • mycupから irelandにクラスタ IDを変更し、conference-1-mycup.cisco.com
ではなく、conference-1-ireland.cisco.comを使用します。

•データベース内の既存の常設チャットルームのアドレスを維持する必要は
ありません。

設定手順： 1. [Cisco Unified CM IM and Presenceの管理（Cisco Unified CM IM and
PresenceAdministration）]> [プレゼンス（Presence）]> [設定（Settings）]>
[標準設定（Standard Configuration）]を選択します。

2. クラスタ IDを編集し、irelandに変更します。

3. [メッセージング（Messaging）] > [グループチャットサーバエイリアスの
マッピング（Group Chat Server Alias Mapping）]を選択します。
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4. 古いエイリアス conference-1-mycup.cisco.comを削除します。

クラスタ IDを変更すると、完全修飾クラスタ名（FQDN）が
conference-1-mycup.cisco.comから conference-1-ireland.cisco.comに自動的に変更

（注）

されます。システムで生成された古いエイリアス conference-1-mycup.cisco.com
は、[グループチャットサーバエイリアス（Group Chat Server Aliases）]の下に
表示される標準の編集可能なエイリアスに戻ります。これにより、古いエイリ

アスとそのエイリアスに関連付けられているチャットルームのアドレスが維持

されます。（この例では）管理者は古いエイリアスアドレスを維持する必要が

ないため、これを削除するのが適切です。

チャットの展開シナリオ 4

目的：展開シナリ

オ： •既存のエイリアスに関連付けられたノード（たとえば、
conference-3-mycup.cisco.com）をシステムトポロジから削除します。

•新しいノード ID（ノード ID：7）を持つ新しいノード（たとえば、
conference-7-mycup.cisco.com）をシステムトポロジに追加します。

•古いエイリアスを使用して作成されたチャットルームのアドレスを維持し
ます。

オプション 1設定手順：

1. [CiscoUnifiedCMIMandPresenceの管理（CiscoUnifiedCMIMandPresence
Administration）] > [メッセージング（Messaging）] > [グループチャット
サーバエイリアスマッピング（Group Chat Server Alias Mapping）]を選択
します。

2. [新規追加（Add New）]を選択して、追加エイリアス
conference-3-mycup.cisco.comを追加します。

オプション 2

1. [メッセージング（Messaging）] > [グループチャットおよび常設チャット
（GroupChat andPersistentChat）]を選択し、システムで生成されたデフォ
ルトエイリアス conference-7-mycup.cisco.comをオフにします（これはデフォ
ルトでオンになっています）。

2. エイリアスを編集し、conference-3-mycup.cisco.comに変更します。

システムトポロジに新しいノードを追加すると、システムはノードに自動的に

このエイリアス（conference-7-mycup.cisco.com）を割り当てます。
（注）

オプション 1
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•追加エイリアスを追加すると、ノードは両方のエイリアス
（conference-7-mycup.cisco.comと conference-3-mycup.cisco.com）によってア
ドレス指定可能です。

オプション 2

•システムで生成された古いエイリアスをオフにすると、
conference-7-mycup.cisco.comは、[グループチャットサーバのエイリアス
（Group Chat Server Alias）]の下に表示される標準の編集可能なエイリアス
に戻ります。

チャット管理の設定

IMゲートウェイ設定の変更
IM and Presence Serviceの IMゲートウェイを設定できます。

IM and Presence Serviceの IM Gatewayの SIPツー XMPP接続（SIP-to-XMPP connection）はデ
フォルトで有効です。SIPとXMPPクライアント間の IMの相互運用性を実現することで、SIP
IMクライアントのユーザが XMPP IMクライアントのユーザと二方向 IMを交換できるように
なります。IMゲートウェイステータスパラメータをオンにしておくことを推奨します。ただ
し、XMPPと SIPクライアントの相互通信を防ぐために、IMゲートウェイステータスパラ
メータをオフにすることもできます。

IM会話のデフォルトの非アクティブタイムアウト間隔も変更でき、IMが送信に失敗した場合
に表示されるエラーメッセージも選択できます。

制約事項

SIPクライアントは、XMPP固有の機能であるチャットルームに参加できません。

手順

ステップ 1 [CiscoUnifiedCMIMandPresenceの管理（CiscoUnifiedCMIMandPresenceAdministration）]>
[システム（System）] > [サービスパラメータ（Service Parameters）]を選択します。

ステップ 2 [サーバ（Server）]メニューから [IM and Presenceサービス（IM and Presence Service）]ノード
を選択します。

ステップ 3 [サービスパラメータ設定（Service Parameter Configuration）]ウィンドウでサービスとして
[Cisco SIP Proxy（Cisco SIP Proxy）]を選択します。

ステップ 4 次のいずれか 1つの処理を実行します。

a) この機能を有効にするために、[SIP XMPP IMゲートウェイ（クラスタ全体）（SIP XMPP
IM Gateway（Clusterwide））]セクションの [IMゲートウェイステータス（IM Gateway
Status）]を [オン（ON）]に設定します。
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b) この機能を無効にするために、[SIP XMPP IMゲートウェイ（クラスタ全体）（SIP XMPP
IM Gateway（Clusterwide））]セクションの [IMゲートウェイステータス（IM Gateway
Status）]を [オフ（Off）]に設定します。

ステップ 5 ゲートウェイによって維持される IM会話の非アクティブなタイムアウト間隔（秒単位）を設
定します。ほとんどの環境に適したデフォルト設定は 600秒です。

ステップ 6 IMが配信に失敗した場合に、ユーザに表示するエラーメッセージを指定します。デフォルト
のエラーメッセージは「Your IM could not be delivered（IMを配信できませんでした）」です。

ステップ 7 [保存（Save）]をクリックします。

次のタスク

常設チャットルームの設定に進みます。

サインインセッション数の制限

管理者はCiscoXCPRouterのユーザごとのサインインセッションの数を制限できます。このパ
ラメータは、XMPPクライアントのみに適用されます。

手順

ステップ 1 [ Cisco Unified CM IM and Presenceの管理（Cisco Unified CM IM and Presence Administration）] >
[システム（System）] > [サービスパラメータ（Service Parameters）]を選択します。

ステップ 2 [サーバ（Server）]メニューから [IM and Presence Service（IM and Presence Service）]ノードを
選択します。

ステップ 3 [サービスパラメータ設定（Service Parameter Configuration）]ウィンドウでサービスとして
[Cisco XCP Router（Cisco XCP Router）]を選択します。

ステップ 4 [XCP Manager設定パラメータ（クラスタ全体）（XCP Manager Configuration Parameters
（Clusterwide））]領域の [ユーザごとのログオンセッションの最大数（Maximum number of
logon sessions per user）]にパラメータ値を入力します。

ステップ 5 [保存（Save）]をクリックします。

ステップ 6 Cisco XCP Routerサービスを再起動します。

関連トピック

Cisco XCP Routerサービスの再起動

常設チャットルームの設定

一時的な（アドホック）チャットルームではなく常設チャットルームを使用する場合にのみ

常設チャットの設定を行う必要があります。この設定は、常設チャットに固有で、法規制の遵

守のための IMアーカイブに影響しません。

チャットの設定と管理
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制約事項

SIPクライアントは、XMPP固有の機能であるチャットルームに参加できません。

始める前に

•常設チャットルームを使用するには、ノードごとに一意の外部データベースインスタン
スを設定する必要があります。

•常設チャットのロギングに外部データベースを使用する場合は、データベースのサイズを
考慮します。チャットルームのすべてのメッセージをアーカイブすることはオプション

で、ノードのトラフィックが増え、外部データベースのディスク領域が消費されます。大

規模な展開では、ディスク領域はただちに消費される可能性があります。データベース

を、情報の量を処理するのに十分な大きさにしてください。

•外部データベースへの接続数を設定する前に、オフラインで書き込む IMの数およびその
トラフィック総量を考慮します。設定する接続数によって、システムを拡張できます。UI
のデフォルト設定はほとんどのインストールに適していますが、特定の展開にパラメータ

を適応させることもできます。

•ハートビート間隔は、通常、ファイアウォールを介して接続を開いたままにするのに使用
されます。Ciscoサポート担当者に連絡せずに、データベース接続のハートビート間隔値
をゼロに設定しないでください。

手順

ステップ 1 [Cisco Unified Communications Manager IM and Presenceの管理（Cisco IM and Presence
Administration）]> [メッセージング（Messaging）]> [グループチャットと常設チャット（Group
Chat and Persistent Chat）]を選択します。

ステップ 2 [常設チャットの有効化（Enable Persistent Chat）]をオンにします。

これはクラスタ全体の設定です。クラスタ内の任意のノードで常設チャットが有効に

なっている場合は、任意のクラスタのクライアントで、そのノード上のTextConference
インスタンスおよびそのノードでホストされているチャットルームを検出できます。

リモートクラスタ上のユーザは、そのリモートクラスタで常設チャットが有効になっ

ていなくても、ローカルクラスタ上の Text Conferenceインスタンスおよびルームを
検出できます。

（注）

ステップ 3 （任意）チャットルームメッセージの保存方法を必要に応じて指定します。

a) ルームに送信されたすべてのメッセージをアーカイブする場合は、[すべてのルームメッ
セージのアーカイブ（Archive all room messages）]をオンにします。これはすべての常設
チャットルームに適用されるクラスタ全体の設定です。

b) 要求を処理するために使用するデータベースへの接続の数を入力します。これは、チャッ
トノードと関連するデータベース間のすべての接続に適用されるクラスタ全体の設定で

す。

c) データベース接続を何秒後に更新するかを入力します。これは、チャットノードと関連す
るデータベース間のすべての接続に適用されるクラスタ全体の設定です。
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ステップ 4 事前設定された外部データベースのリストから選択し、チャットノードに適切なデータベース
を割り当てます。

[クラスタトポロジの詳細（Cluster Topology Details）]ウィンドウでチャットノード
の詳細を編集する必要がある場合は、ハイパーリンクをクリックします。

ヒント

ステップ 5 Cisco Jabberを導入する場合は、[デフォルトで、ルームは匿名です（Rooms are anonymous by
default）]および [ルームのオーナーは、ルームを匿名にするかどうかを変更できます（Room
owners can change whether or not rooms are anonymous）]チェックボックスをオフのままにしま
す。いずれかのオプションが選択されていると、Cisco Jabberでのチャットは失敗します。

ステップ 6 常設チャット設定を更新する場合、Cisco XCP Text Conference Managerサービスを再起動する
ために [Cisco Unified IM and Presence Serviceability（Cisco Unified IM and Presence
Serviceability）] > [ツール（Tools）] > [コントロールセンター -機能サービス（Control Center
- Feature Services）]を選択します。

• [ルーム内のすべてのメッセージをアーカイブ（Archive all messages in a room）]設定をオ
ンにする場合は、常設チャットに使用する各外部データベースのパフォーマンスをモニタ

することを推奨します。データベースサーバで負荷が高くなることを予測する必要があり

ます。

•常設チャットルームを有効にし、外部データベースとの適切な接続を確立しない場合、
TCサービスはシャットダウンします。このような状況では、すべてのチャットルームの
機能（一時的および常設の両方）が失われます。チャットノードが接続を確立すると（他

のチャットノードが失敗しても）、そのノードは起動します。

次のタスク

[Cisco XCPテキスト会議マネージャ（Cisco XCP Text Conference Manager）]をオンに設定しま
す。

関連トピック

IMゲートウェイ設定の変更（4ページ）
チャットノードエイリアスの管理（11ページ）

常設チャットの有効化

一時的な（アドホック）チャットルームではなく常設チャットルームを使用する場合にのみ、

常設（パーシステント）チャットの設定を行います。この設定は、常設チャットに固有で、法

規制の遵守のための IMアーカイブに影響しません。

始める前に

•常設チャットルームを使用するには、各ノードに一意の外部データベースインスタンス
を設定する必要があります。

チャットの設定と管理
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各ノードに外部データベースを割り当てておく必要があります。重要

• Oracle外部データベースを使用している場合は、既知のOracleの欠陥：ORA-22275のパッ
チを更新する必要があります。これが行われないと、常設チャットルームが正常に動作し

ません。

•常設チャットのロギングに外部データベースを使用する場合は、データベースのサイズを
考慮します。チャットルームのすべてのメッセージをアーカイブすることはオプション

で、ノードのトラフィックが増え、外部データベースのディスク領域が消費されます。大

規模な展開では、ディスク領域はただちに消費される可能性があります。データベース

を、情報の量を処理するのに十分な大きさにしてください。

•ルームの入退室をすべてアーカイブすると、トラフィックが増加し、外部データベース
サーバの領域が消費されるため、これを行うかどうかは任意です。

•外部データベースへの接続数を設定する前に、書き込む IMの数およびそのトラフィック
総量を考慮します。設定する接続数によって、システムを拡張できます。UIのデフォル
ト設定はほとんどのインストールに適していますが、特定の展開にパラメータを適応させ

ることもできます。

•ハートビート間隔は、通常、ファイアウォールを介して接続を開いたままにするのに使用
されます。シスコのサポート担当者に連絡せずに、データベース接続のハートビート間隔

値をゼロに設定しないでください。

手順

ステップ 1 [CiscoUnifiedCMIMandPresenceの管理（CiscoUnifiedCMIMandPresenceAdministration）]>
[メッセージング（Messaging）]> [グループチャットと常設チャット（GroupChatandPersistent
Chat）]を選択します。

ステップ 2 [常設チャットの有効化（Enable Persistent Chat）]チェックボックスをオンにします。

ステップ 3 （任意）ルームに入退室するユーザのすべてのインスタンスをログに記録するには、[すべて
のルームの参加および終了をアーカイブ（Archive all room joins and exits）]チェックボックス
をオンにします。これはすべての常設チャットルームに適用されるクラスタ全体の設定です。

ステップ 4 （任意）ルームに送信されたすべてのメッセージをアーカイブするには、[すべてのルームメッ
セージのアーカイブ（Archive all room messages）]チェックボックスをオンにします。これは
すべての常設チャットルームに適用されるクラスタ全体の設定です。

ステップ 5 （任意）グループチャットシステム管理者だけが常設（永続的）チャットルームを作成でき

るようにするには、[グループチャットのシステム管理者のみの常設チャットルームの作成を
許可する（Allow only group chat system administrators to create persistent chat rooms）]チェック
ボックスをオンにします。これはすべての常設チャットルームに適用されるクラスタ全体の設

定です。

グループチャットシステムの管理者を設定するには、[メッセージング（Messaging）] > [グ
ループチャットシステム管理者（Group chat system administrators）]を選択します。

チャットの設定と管理
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ステップ 6 常設チャットルームの許容最大数を [許可された常設チャットルームの最大数（Maximum
number of persistent chat rooms allowed）]フィールドに入力します。デフォルト値は 1500に設
定されています。

外部データベースに十分な容量があることを確認する必要があります。多くのチャッ

トルームを所有すると、外部データベースのリソースに影響を及ぼします。

重要

ステップ 7 要求の処理に使用するデータベースへの接続数を [データベースへの接続数（Number of
connections to the database）]フィールドに入力します。デフォルトでは 5に設定されています。
これは、チャットノードと関連するデータベース間のすべての接続に適用されるクラスタ全体

の設定です。

ステップ 8 データベース接続を更新するまでの秒数を[データベース接続ハートビート間隔（秒）（Database
connection heartbeat interval (seconds)）]フィールドに入力します。デフォルトでは 300に設定さ
れています。これは、チャットノードと関連するデータベース間のすべての接続に適用される

クラスタ全体の設定です。

ステップ 9 チャットルームをタイムアウトにするまでの分数を [常設チャットルームのタイムアウト値
（分）（Timeout value for persistent chat rooms (minutes)）]フィールドに入力します。デフォル
トでは0に設定されています。タイムアウトを使用して、チャットルームがアイドルか空かを
確認します。ルームがアイドルまたは空であると判明した場合は、そのルームは閉じられま

す。デフォルト値が 0に設定されている場合は、アイドルチェックが無効になります。

ステップ 10 事前設定された外部データベースのリストから選択し、チャットノードに適切なデータベース

を割り当てます。

• [ルームのすべての入退室をアーカイブ（Archive all room joins and exits）]設定をオンにし
た場合は、常設チャットルームに使用されている各外部データベースのパフォーマンスを

監視することを推奨します。データベースサーバの負荷が高くなると考えられます。

• [すべてのルームメッセージをアーカイブ（Archive all roommessages）]設定をオンにした
場合は、常設チャットルームに使用されている各外部データベースのパフォーマンスを監

視することを推奨します。データベースサーバの負荷が高くなると考えられます。

•常設チャットルームを有効にし、外部データベースとの適切な接続を確立しない場合、
チャットノードは失敗します。このような状況では、すべてのチャットルームの機能（一

時的および常設の両方）が失われます。チャットノードが接続を確立すると（他のチャッ

トノードが失敗しても）、そのノードは起動します。

• [クラスタトポロジの詳細（Cluster Topology Details）]ウィンドウで Cisco Unified
CommunicationsManagerの IM and Presence Serviceノードの詳細を編集するには、ハイパー
リンクをクリックします。

ステップ 11 [保存（Save）]をクリックします。
ステップ 12 [Cisco Unified CM IM and Presenceのサービスアビリティ（Cisco Unified IM and Presence

Serviceability）] > [ツール（Tools）] > [コントロールセンタ -ネットワークサービス（Control
Center - Network Services）]を選択して、クラスタ内のすべてのノードの Cisco XCP Routerを
再起動します。

次の点に注意してください。
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• Cisco XCP Text Conference Managerサービスがすでに実行されていた場合は、Cisco XCP
Routerを再起動すると、それも自動的に再起動します。

• Cisco XCP Text Conference Managerサービスがまだ実行されていなかった場合は、Cisco
XCP Routerが再起動した後にそれを手動で開始する必要があります。Cisco XCP Text
ConferenceManagerサービスを開始するには、[Cisco Unified CM IM and Presenceのサービ
スアビリティ（Cisco Unified IM and Presence Serviceability）] > [ツール（Tools）] > [コン
トロールセンタ -機能サービス（Control Center - Feature Services）]を選択します。

常設チャットを有効にした後で、引き続き常設チャットの設定を更新する場合は、次の非動的

設定にのみ、Cisco XCP Text Conference Managerの再起動が必要になります。

•データベース接続数
•データベース接続のハートビート間隔（秒）

（注）

関連トピック

Cisco XCP Text Conference Managerサービスの再起動

グループチャットシステム管理の設定

手順

ステップ 1 [メッセージング（Messaging）] > [グループチャットシステムの管理者（Group Chat System
Administrators）]を選択します。

ステップ 2 [グループチャットシステムの管理者を有効にする（Enable Group Chat System Administrators）]
のチェックボックスをオンにします。

設定が有効または無効の場合、Cisco XCP Routerを再起動する必要があります。システム管理
者の設定を有効に設定すると、システム管理者を動的に追加できます。

ステップ 3 [新規追加（Add New）]をクリックします。

ステップ 4 IMアドレスを入力します。

例：

IMアドレスは name@domainの形式である必要があります。

ステップ 5 ニックネームを入力します。

ステップ 6 説明を入力します。

ステップ 7 [保存（Save）]をクリックします。
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グループチャットと常設チャットのデフォルト設定と復帰

強化されたデフォルトのアドホックと常設チャットの設定を変更できます。すべての設定をデ

フォルト値に戻すには、[デフォルトに設定（Set to Default）]をクリックします。

チャットルームの所有者が設定を変更できるようにするには、ノードで [ルーム所有者が変更
できる（Room owners can change）]チェックボックスを選択します。ルームの所有者は、希望
する設定や、作成しているルームに適用可能な設定を行えるようになります。クライアントか

らこれらの設定をどの程度行えるかは、クライアントの実装や、クライアントがこれらの設定

を行うインターフェイスを提供しているかどうかで決まります。

（注）

チャットノードエイリアスの管理

チャットノードのエイリアス

エイリアスは、（任意のドメイン内の）ユーザが特定のノード上の特定のチャットルームを検

索し、これらのルームのチャットに入室できるように各チャットノードに一意のアドレスを作

成します。システムの各チャットノードに一意のエイリアスが必要です。

このチャットノードのエイリアス（たとえば、conference-3-mycup.cisco.com）は、そ
のノードで作成された各チャットルームの一意の ID部分になります
（roomjid@conference-3-mycup.cisco.com）。

（注）

次の方法で、クラスタ全体にエイリアスを割り当てることができます。

•システム生成：システムは一意のエイリアスを各チャットノードに自動的に割り当てるこ
とができます。システムで生成されたエイリアスを有効にする場合、チャットノードに対

処するためにさらに実行することはありません。システムは、命名規則

conference-x-clusterid.domainを使用して、デフォルトではチャットノードごと
に 1個のエイリアスを自動生成します。

• conference：ハードコードされたキーワード

• x：ノード IDを示す一意の整数値

•例：conference-3-mycup.cisco.com

•手動：conference-x-clusterid.domainの命名規則が適さない場合、たとえば、
チャットノードのエイリアスにクラスタ IDを含めない場合は、システムで生成されたデ
フォルトのエイリアスを上書きすることもできます。手動管理されたエイリアスにより、
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特定の要件に合うエイリアスを使用してチャットノードに名前を付けられる完全な柔軟性

が得られます。

•追加エイリアス：ノード単位で各チャットノードに複数のエイリアスを関連付けることが
できます。ノードごとに複数のエイリアスを関連付けると、ユーザはこれらのエイリアス

を使用して追加のチャットルームを作成できます。これは、システムによって生成される

エイリアスを割り当てるか、またはエイリアスを手動で管理するかに関係なく適用されま

す。

重要な考慮事項

チャットノードのエイリアスを変更すると、データベースのチャットルームのアドレス指定

が不可能になり、ユーザが既存のチャットルームを検索できなくなることがあります。

エイリアスまたは他のノードの依存関係の構成部分を変更する前にこれらの結果に注意してく

ださい。

•クラスタ ID：この値は完全修飾クラスタ名（FQDN）の一部です。クラスタ IDを変更（[シ
ステム（System）] > [プレゼンストポロジの設定（Presence Topology Settings）]を選択）
すると、FQDNはクラスタ全体で自動的に変更される新しい値およびシステム管理された
エイリアスを組み込みます。手動管理されたエイリアスでは、クラスタ IDが変更された
場合、手動でエイリアスリストを更新するのは管理者の責任です。

•ドメイン：この値は FQDNの一部です。ドメインを変更（[プレゼンス（Presence）] > [プ
レゼンスの設定（Presence Settings）]を選択）すると、FQDNはクラスタ全体で自動的に
変更される新しい値およびシステム管理されたエイリアスを組み込みます。手動管理され

たエイリアスでは、ドメインが変更された場合、手動でエイリアスリストを更新するのは

管理者の責任です。

•チャットノードと外部データベース間の接続：常設チャットが有効で、外部データベース
との適切な接続が維持されていない場合、チャットノードは起動しません。

•チャットノードの削除：プレゼンストポロジから既存のエイリアスに関連付けられてい
るノードを削除した場合、それ以上の処理を行わない限り、その古いエイリアスを使用し

て作成したチャットルームをアドレス指定できないことがあります。

•ユーザがすべての古いチャットルームにアクセスできるようにするには、ノードを削除す
る前に、既存のすべてのエイリアスのバックアップを取得し、新しいノードに同じエイリ

アスを割り当てます。

変更の広い影響を考慮せずに既存のエイリアスを変更しないことを推奨します。つまり、次の

ようにします。

•ユーザが必要に応じて古いエイリアスによって既存のチャットルームを検索できるよう
に、データベースに古いチャットノードのアドレスを維持します。

•外部ドメインとのフェデレーションがある場合、DNSエイリアスをパブリッシュして、エ
イリアスが変更され、新しいアドレスが使用可能であることをそのドメインのユーザに通
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知する必要があります。これはすべてのエイリアスを外部にアドバタイズするかどうかに

よって異なります。

関連トピック

チャットの展開シナリオ 1（1ページ）

システムで生成されたチャットノードエイリアスのオン/オフの切り
替え

チャットノードエイリアスを使用すると、任意のドメインのユーザが特定のノード上の特定

のチャットルームを検索し、それらのチャットルームに入室できます。デフォルトでは、IM
and Presence Serviceによって、各ノードにシステムで生成された一意のエイリアスが自動的に
割り当てられます。システムで生成されたエイリアスを使用する場合は、チャットノードに対

応するための設定はこれ以上必要ありません。システムは、デフォルトの命名規則である

conference-x-clusterid.domainを使用して、チャットノードごとに 1個のエイリアス
を自動的に生成します。

手動でチャットノードエイリアスを割り当てる場合は、システムで生成されたデフォルトの

エイリアス設定をオフにする必要があります。システムで生成されたエイリアスをオフにする

と、既存のエイリアス（conference-x-clusterid.domain）は、会議サーバエイリアス
の下にリストされる標準的な編集可能エイリアスに戻ります。詳細については、手動管理の

チャットノードエイリアスに関するトピックを参照してください。ベストプラクティスのガ

イドラインについては、サンプルのチャット展開シナリオを参照してください。

始める前に

•チャットノードエイリアスと重要な考慮事項に関するトピックを参照してください。
•システムで生成されたエイリアス（conference-3-mycup.cisco.comなど）は編集ま
たは削除できません。

手順

ステップ 1 [Cisco Unified CM IM and Presenceの管理（Cisco Unified CM IM and Presence Administration）]に
ログインし、[メッセージング（Messaging）]> [グループチャットと常設チャット（GroupChat
and Persistent Chat）]を選択します。

ステップ 2 システムで生成されたエイリアスを有効または無効にします。

a) システムでルームチャットエイリアスを命名規則 conference-x-clusterid.domain
を使用してノードに自動的に割り当てるようにするには、[システムでプライマリグルー
プチャットサーバのエイリアスを自動的に管理する（System Automatically Manages
Primary Group Chat Server Aliases）]チェックボックスをオンにします。
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[メッセージング（Messaging）] > [グループチャットサーバのエイリアスマッピ
ング（GroupChat ServerAliasMapping）]を選択して、システムで生成されたエ
イリアスが [プライマリグループサーバのエイリアス（Primary Group Chat Server
Aliases）]の下にリストされていることを確認します。

ヒント

b) システムで生成されたエイリアスを無効にするには、[システムでプライマリグループ
チャットサーバのエイリアスを自動的に管理する（SystemAutomaticallyManagesPrimary
Group Chat Server Aliases）]チェックボックスをオフにします。

次のタスク

•チャットノードにシステムで生成されたエイリアスを設定する場合でも、ノードと複数の
エイリアスを必要に応じて関連付けることができます。

•外部ドメインとフェデレーションすると、エイリアスが変更され、新しいエイリアスが使
用可能であることをフェデレーション相手に通知する場合があります。すべてのエイリア

スを外部にアドバタイズするには、DNSを設定し、DNSレコードとしてエイリアスをパ
ブリッシュします。

•システム生成エイリアス設定を更新したら、これらの操作のいずれかを実行します。

• Cisco XCP Text Conference Managerを再起動します。[Cisco Unified IM and Presenceの有用
性（Cisco Unified IM and Presence Serviceability）] > [ツール（Tools）] > [コントロール
センター -機能サービス（Control Center - Feature Services）]を選択して、このサービス
を再起動します。

関連トピック

チャットの展開シナリオ 1（1ページ）
常設チャットルームの設定（5ページ）

チャットノードのエイリアスの手動管理

手動でチャットノードのエイリアスを追加、編集、または削除できます。手動でチャットノー

ドのエイリアスを管理するには、システムで生成されたエイリアスを使用するデフォルト設定

をオフにする必要があります。システムで生成されたエイリアスをオフにすると、既存のエイ

リアス（conference-x-clusterid.domain）は、[会議サーバのエイリアス（Conference Server
Aliases）]の下にリストされる標準の編集可能なエイリアスに戻ります。これにより、古いエ
イリアスとそのエイリアスに関連付けられているチャットルームのアドレスが維持されます。

チャットノードに手動で複数のエイリアスを割り当てることができます。システムで生成され

たエイリアスがチャットノードにすでに存在する場合でも、ノードに追加エイリアスを手動で

関連付けることができます。

手動管理されるエイリアスでは、クラスタ IDまたはドメインが変更された場合、手動でエイ
リアスリストを更新するのは管理者の責任です。システムで生成されたエイリアスが変更され

た値を自動的に組み込みます。
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これは必須ではありませんが、ノードに新しいチャットノードのエイリアスを割り当てる場合

はドメインを常に含めることを推奨します。追加エイリアスには、newalias.domainの表記を使
用します。ドメインを確認するには、[Cisco Unified CM IM and Presenceの管理（Cisco Unified
CM IM and Presence Administration）]で [プレゼンスの設定（Presence Settings）] > [詳細設定
（Advanced Settings）]を選択します。

（注）

始める前に

チャットノードのエイリアスと重要な考慮事項に関するトピックを参照してください。

手順

ステップ 1 [Cisco Unified CM IM and Presenceの管理（Cisco Unified CM IM and Presence Administration）]に
ログインし、[メッセージング（Messaging）]>グループチャットと常設チャット（GroupChat
and Persistent Chat）]を選択します。

ステップ 2 [SystemAutomaticallyManagesPrimaryGroupチャットサーバエイリアス（SystemAutomatically
Manages Primary Group Chat Server Aliases）]をオフにします。

ステップ 3 すべての既存のチャットノードのエイリアスはグループチャットサーバのエイリアスの下に
一覧表示されます。エイリアスリストを表示するには、次の操作を実行します。

a) [メッセージング（Messaging）] > [グループチャットサーバエイリアスのマッピング
（Group Chat Server Alias Mapping）]を選択します。

b) [検索（Find）]をクリックします。

ステップ 4 必要に応じて、次の 1つまたは複数の操作を実行します。

既存のエイリアス（古いシステム生成またはユーザ定義のエイリアス）を編集します

a) 編集する既存のエイリアスのハイパーリンクをクリックします。
b) [グループチャットサーバのエイリアス（Group Chat Server Alias）]フィールドでノードの
エイリアスを編集します。ノードのエイリアスが一意であることを確認します。

c) この変更されたエイリアスを割り当てる適切なノードを選択します。

新しいチャットノードのエイリアスを追加します

a) [新規追加（Add New）]をクリックします。
b) [グループチャットサーバのエイリアス（Group Chat Server Alias）]フィールドにノードの
一意のエイリアスを入力します。

c) 新しいエイリアスを割り当てる適切なノードを選択します。

既存のエイリアスを削除します

a) 削除するエイリアスのチェックボックスをオンにします。
b) [選択項目の削除（Delete Selected）] をクリックします。

トラブルシューティングのヒント
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•どのチャットノードのエイリアスも一意でなければなりません。システムはクラスタ全体
に重複したチャットノードのエイリアスを作成することを防ぎます。

•チャットノードのエイリアス名を IM and Presenceドメイン名と同じにすることはできま
せん。

•古いエイリアスでチャットルームのアドレスを維持する必要がなくなった場合に限り古い
エイリアスを削除します。

•外部ドメインとフェデレーションすると、エイリアスが変更され、新しいエイリアスが使
用可能であることをフェデレーション相手に通知する場合があります。すべてのエイリア

スを外部にアドバタイズするには、DNSを設定し、DNSレコードとしてエイリアスをパ
ブリッシュします。

•チャットノードのエイリアス設定のいずれかを更新したら、Cisco XCP Text Conference
Managerを再起動します。

次のタスク

• Cisco XCP Text Conference Managerをオンにします。

関連トピック

チャットの展開（1ページ）

Cisco XCP Text Conference Managerのオン
この手順は、常設チャットルームの設定を行うか、チャットノードに手動で 1つまたは複数
のエイリアスを追加した場合に適用されます。また、ノードでアドホックチャットを有効にす

る場合もこのサービスをオンにする必要があります。

始める前に

常設チャットが有効な場合は、外部データベースを Text Conference Managerサービスに関連付
ける必要があり、また、データベースがアクティブで到達可能である必要があります。そうで

ない場合は、Text Conference Managerは起動しません。Text Conference Managerサービスが起
動した後で外部データベースとの接続が失敗した場合、Text Conference Managerサービスはア
クティブなままで動作を継続します。ただし、メッセージはデータベースに書き込まれなくな

り、接続が回復するまで新しい常設ルームを作成できません。

手順

ステップ 1 Cisco Unified IM and Presence Serviceabilityにログインして、[ツール（Tools）] > [コントロール
センタ -機能サービス（Control Center - Feature Services）]を選択します。

ステップ 2 [サーバ（Server）]ドロップダウンリストからノードを選択し、[移動（Go）]をクリックしま
す。
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ステップ 3 [IM and Presence Service]セクションの [Cisco XCP Text ConferenceManagerサービス（Cisco XCP
Text Conference Manager service）]の横にあるオプションボタンをクリックしてサービスをオ
ンにするか、[再起動（Restart）]をクリックしてサービスを再起動します。

ステップ 4 再起動に時間がかかることを示すメッセージが表示されたら、[OK]をクリックします。

ステップ 5 （任意）サービスが完全に再起動されたことを確認するには、[更新（Refresh）]をクリックし
ます。

関連トピック

常設チャットルームの設定（5ページ）

チャットルーム管理

チャットルーム数の設定

ユーザが作成できるルーム数を制限するには、ルーム設定を使用します。チャットルームの数

を制限すると、システムのパフォーマンスをサポートし、拡張できます。ルーム数の制限は、

起こり得るサービスレベル攻撃の軽減にも役立ちます。

手順

ステップ 1 許可したチャットルームの最大数を変更するには、[許可されるルームの最大数（Maximum
number of rooms allowed）]のフィールドに値を入力します。デフォルトでは 5500に設定され
ています。

ステップ 2 [保存（Save）]をクリックします。

メンバーの設定

メンバー設定では、チャットルームのメンバーシップをシステムレベルで制御できます。こ

のような制御は、禁止などの管理操作によって防止できるサービスレベル攻撃を軽減する上で

ユーザの役に立ちます。必要に応じてメンバーを設定します。

手順

ステップ 1 デフォルトでメンバー専用ルームとしてルームを作成する場合は、[デフォルトでルームはメ
ンバー専用です（Rooms are for members only by default）]チェックボックスをオンにします。
メンバー専用ルームには、そのルームの所有者または管理者が設定したホワイトリストのユー

ザのみがアクセスできます。このチェックボックスは、デフォルトでオフになっています。
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ホワイトリストにはそのルームに許可されているメンバーのリストが含まれていま

す。このリストは、メンバー専用ルームの所有者または管理者によって作成されま

す。

（注）

ステップ 2 メンバー専用のルームかどうかをルーム所有者が変更できるように設定する場合は、[ルーム
がメンバー専用かどうかをルーム所有者が設定できます（Roomowners can changewhether or not
rooms are for members only）]チェックボックスをオンにします。デフォルトでは、このチェッ
クボックスはオフになっています。

ルーム所有者は、そのルームを作成したユーザか、（許可されている場合は）ルーム

作成者または所有者によって所有者ステータスを持つ者として指定されたユーザで

す。ルーム所有者は、ルーム設定の変更やルーム破棄のほか、その他のすべての管理

機能を実行できます。

（注）

ステップ 3 モデレータのみがルームへのユーザの招待を行えるようにルームを設定する場合は、[モデレー
タのみがメンバー専用ルームにユーザを招待できます（Only moderators can invite people to
members-only rooms）]チェックボックスをオンにします。このチェックボックスをオフにして
いる場合は、メンバーが他のユーザをルームに参加するよう招待できます。デフォルトでは、

このチェックボックスはオフになっています。

ステップ 4 ルーム所有者がメンバーに他のユーザを招待できるように設定する場合は、[モデレータがユー
ザをメンバー専用ルームに招待できるかどうかをルーム所有者が変更できます（Room owners
can change whether or not only moderators can invite people to members-only rooms）]チェックボッ
クスをオンにします。デフォルトでは、このチェックボックスはオフになっています。

ステップ 5 すべてのユーザがルームへの入室をいつでも要求できるようにルームを設定する場合は、[ユー
ザは自分をメンバーとしてルームに追加できます（Users can add themselves to roomsasmembers）]
チェックボックスをオンにします。このチェックボックスがオンになっている場合、ルームは

オープンメンバーシップになります。このチェックボックスは、デフォルトでオフになってい

ます。

ステップ 6 ステップ5に記載されている設定をルーム所有者がいつでも変更できるようにルームを設定す
る場合は、[ユーザが自分をメンバーとしてルームに追加できるかどうかをルーム所有者が変
更できます（Room owners can change whether users can add themselves to rooms as members）]
チェックボックスをオンにします。このチェックボックスは、デフォルトでオフになっていま

す。

ステップ 7 [保存（Save）]をクリックします。

アベイラビリティの設定

アベイラビリティの設定は、ルーム内のユーザの可視性を決定します。
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手順

ステップ 1 ユーザが現在、オフラインであっても、ユーザをルームの参加者として保持する場合は、[メ
ンバーと管理者はルームに入室していなくてもルームに表示されます（Membersandadministrators
who are not in a room are still visible in the room）]チェックボックスをオンにします。デフォル
トでは、このチェックボックスはオフになっています。

ステップ 2 メンバーまたは管理者の可視性をルーム所有者が変更できるようにする場合は、[ルームに入
室していないメンバーと管理者をルームに表示するかどうかをルーム所有者が変更できます

（Room owners can change whether members and administrators who are not in a room are still visible
in the room）]チェックボックスをオンにします。デフォルトでは、このチェックボックスはオ
フになっています。

ステップ 3 以前のGroup Chat 1.0クライアントでサービスを正常に動作させるには、[ルームに古いクライ
アントとの下位互換性があります（Rooms are backwards-compatible with older clients）]チェッ
クボックスをオンにします。このチェックボックスは、デフォルトでオフになっています。

ステップ 4 チャットルームの下位互換性をルーム所有者が管理できるようにする場合は、[ルームに古い
クライアントとの下位互換性があるかどうかをルーム所有者が変更できます（Roomowners can
change whether rooms are backwards-compatible with older clients）]チェックボックスをオンにし
ます。このチェックボックスは、デフォルトでオフになっています。

ステップ 5 ルームにユーザのニックネームは表示しても、Jabber IDは公開しない場合は、[デフォルトで
ルームは匿名になっています（Rooms are anonymous by default）]チェックボックスをオンにし
ます。このチェックボックスは、デフォルトでオフになっています。

ステップ 6 ユーザの Jabber IDの匿名レベルをルーム所有者が管理できるようにする場合は、[ルームが匿
名かどうかをルーム所有者が変更できます（Room owners can change whether or not rooms are
anonymous）]チェックボックスをオンにします。このチェックボックスは、デフォルトでオフ
になっています。

ステップ 7 [保存（Save）]をクリックします。

招待の設定

招待の設定によって、誰がユーザの役割に基づいてユーザをルームに招待できるかを決定しま

す。役割は、モデレータからビジターへの階層に存在するため、たとえば、参加者はビジター

ができることは何でも実行でき、モデレータは参加者ができることは何でも実行できます。

手順

ステップ 1 [他のユーザをルームに招待するためにユーザに必要な最小参加レベル（Lowest participation
level a user can have to invite others to the room）]のドロップダウンリストから次のいずれかを選
択します。

• [ビジター（Visitor）]を選択すると、ビジター、参加者、およびモデレータは他のユーザ
をルームに招待できます。

チャットの設定と管理

19

チャットの設定と管理

招待の設定



• [参加者（Participant）]を選択すると、参加者およびモデレータは他のユーザをルームに
招待できます。これがデフォルトの設定です。

• [モデレータ（Moderator）]を選択すると、モデレータのみが他のユーザをルームに招待
できます。

ステップ 2 招待状を送信できる最小参加者レベルの設定をルーム所有者が変更できるようにするには、[他
のユーザをルームに招待するためにユーザに必要な最小参加レベルをルーム所有者が変更でき

ます（Room owners can change the lowest participation level a user can have to invite others to the
room）]チェックボックスをオンにします。このチェックボックスは、デフォルトでオフになっ
ています。

ステップ 3 [保存（Save）]をクリックします。

利用者数の設定

手順

ステップ 1 ルーム内で許可されるユーザのシステム最大数を変更するには、[同時にルームに入室できる
ユーザ数（How many users can be in a room at one time）]のフィールドに値を入力します。デ
フォルト値は 1000に設定されています。

ルーム内のユーザの総数は、設定する値を超えることはできません。ルーム内のユー

ザの総数には、通常のユーザと非表示のユーザの両方が含まれます。

（注）

ステップ 2 ルーム内で許可される非表示ユーザの数を変更するには、[同時に入室できる非表示ユーザ数
（How many hidden users can be in a room at one time）]のフィールドに値を入力します。非表示
のユーザは他のユーザには表示されません。また、ルームにメッセージを送信できません。さ

らに、プレゼンス更新を送信しません。非表示のユーザは、ルーム内のすべてのメッセージを

表示したり、他のユーザのプレゼンス更新を受信したりできます。デフォルト値は1000です。

ステップ 3 ルーム内に許可されるユーザのデフォルトの最大数を変更するには、[デフォルトのルーム最
大利用者数（Default maximum occupancy for a room）]のフィールドに値を入力します。デフォ
ルト値は 50に設定され、ステップ 1で設定された値よりも大きくできません。

ステップ 4 デフォルトのルーム利用者数をルーム所有者が変更できるようにする場合は、[ルーム所有者
がデフォルトのルーム最大利用者数を変更できます（Room owners can change default maximum
occupancy for a room）]チェックボックスをオンにします。デフォルトでは、このチェックボッ
クスはオフになっています。

ステップ 5 [保存（Save）]をクリックします。
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チャットメッセージの設定

チャットメッセージ設定を使用して、役割に基づいた特権をユーザに付与します。ほとんどの

場合、役割は、ビジターからモデレータへの階層に存在します。たとえば、参加者はビジター

ができることはすべて実行できます。また、モデレータは参加者ができることはすべて実行で

きます。

手順

ステップ 1 [ルーム内からプライベートメッセージを送信するためにユーザに必要な最小参加レベル（Lowest
participation level a user can have to send a private message from within the room）]のドロップダウ
ンリストから次のいずれかを選択します。

• [ビジター（Visitor）]を選択すると、ビジター、参加者、およびモデレータがルーム内の
他のユーザにプライベートメッセージを送信できます。これがデフォルトの設定です。

• [参加者（Participant）]を選択すると、参加者およびモデレータがルーム内の他のユーザに
プライベートメッセージを送信できます。

• [モデレータ（Moderator）]を選択すると、モデレータのみがルーム内の他のユーザにプラ
イベートメッセージを送信できます。

ステップ 2 プライベートメッセージの最小参加レベルをルーム所有者が変更できるようにする場合は、
[ルーム内からプライベートメッセージを送信するためにユーザに必要な最小参加レベルをルー
ム所有者が変更できます（Room owners can change the lowest participation level a user can have to
send a private message from within the room）]チェックボックスをオンにします。デフォルトで
は、このチェックボックスはオフになっています。

ステップ 3 [ルームの件名を変更するためにユーザに必要な最小参加レベル（Lowest participation level a user
can have to change a room's subject）]のドロップダウンリストから次のいずれかを選択します。

a) [参加者（Participant）]を選択すると、参加者およびモデレータがルームの件名を変更でき
ます。これがデフォルトの設定です。

b) [モデレータ（Moderator）]を選択すると、モデレータのみがルームの件名を変更できま
す。

ビジターは、ルームの件名を変更できません。

ステップ 4 ルームの件名を更新するための最小参加者レベルをルーム所有者が変更できるようにする場合
は、[ルームの件名を変更するためにユーザに必要な最小参加レベルをルーム所有者が変更で
きます（Room owners can change the lowest participation level a user can have to change a room's
subject）]チェックボックスをオンにします。デフォルトでは、このチェックボックスはオフ
になっています。

ステップ 5 メッセージからすべての拡張可能ハイパーテキストマークアップ言語（XHTML）を削除する
場合は、[すべての XHTMLフォーマットをメッセージから削除します（Remove all XHTML
formatting from messages）]チェックボックスをオンにします。このチェックボックスは、デ
フォルトでオフになっています。
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ステップ 6 XHTMLフォーマット設定をルーム所有者が変更できるようにする場合は、[ルーム所有者が
XHTMLフォーマット設定を変更できます（Roomowners can changeXHTML formatting setting）]
チェックボックスをオンにします。このチェックボックスは、デフォルトでオフになっていま

す。

ステップ 7 [保存（Save）]をクリックします。

モデレータが管理するルームの設定

モデレータが管理するルームは、ルーム内のボイス特権を付与または取り消しする機能をモデ

レータに提供します（グループチャットの場合、ボイスはチャットメッセージをルームに送

信する機能のことです）。ビジターはモデレータが管理するルームでインスタントメッセージ

を送信できません。

手順

ステップ 1 モデレータの役割をルームで適用する場合は、[デフォルトでモデレータがルームを管理しま
す（Rooms are moderated by default）]チェックボックスをオンにします。このチェックボック
スは、デフォルトでオフになっています。

ステップ 2 ルームをモデレータが管理するかどうかをルーム所有者が変更できるようにするには、[デフォ
ルトでモデレータがルームを管理するかどうかをルーム所有者が変更できます（Room owners
can change whether rooms are moderated by default）]チェックボックスをオンにします。デフォ
ルトでは、このチェックボックスはオフになっています。

ステップ 3 [保存（Save）]をクリックします。

履歴の設定

履歴設定を使用して、ルームで取得し、表示するメッセージのデフォルト値および最大値を設

定し、履歴クエリを使用して取得できるメッセージ数を管理します。ユーザがルームに入室す

ると、そのユーザはルームのメッセージ履歴に送信されます。履歴設定は、ユーザが受信する

過去のメッセージ数を決定します。

手順

ステップ 1 ユーザがアーカイブから取得できるメッセージの最大数を変更するには、[アーカイブから取
得できるメッセージの最大数（Maximumnumber ofmessages that can be retrieved from the archive）]
のフィールドに値を入力します。デフォルト値は100に設定されています。これは、次の設定
の上限としての役割を果たします。

ステップ 2 ユーザがチャットルームに入室するときに表示される以前のメッセージの数を変更するには、
[デフォルトで表示されるチャット履歴内のメッセージ数（Number of messages in chat history
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displayed by default）]のフィールドに値を入力します。デフォルト値は 15に設定され、ステッ
プ 1で設定された値よりも大きくできません。

ステップ 3 ユーザがチャットルームに入室したときに表示される以前のメッセージの数をルーム所有者が
変更できるようにする場合は、[ルーム所有者がチャット履歴に表示されるメッセージ数を変
更できます（Room owners can change the number ofmessages displayed in chat history）]チェッ
クボックスをオンにします。このチェックボックスは、デフォルトでオフになっています。

ステップ 4 [保存（Save）]をクリックします。

グループチャットと常設チャットのインタラクションと

制限
表 1 :グループチャットと常設チャットのインタラクションと制限

制約事項機能の相互作用

ルームの入退室をアーカイブすると、トラフィックが増加し、外部

データベースサーバの領域が消費されるため、これを行うかどうか

は任意です。

ルームへの参加のアーカ

イブ

Cisco Jabber経由でチャットを展開する場合（グループチャットま
たは常設チャットのいずれか）は、[グループチャットとパーシステ
ントチャットの設定（Group Chat and Persistent Chat Settings）]ウィ
ンドウで [デフォルトで、ルームは匿名です（Rooms are anonymous
bydefault）]および [ルームのオーナーは、ルームを匿名にするかど
うかを変更できます（Room owners can change whether or not rooms
are anonymous）]オプションが選択されていないことを確認してく
ださい。いずれかのチェックボックスをオンにすると、チャットは

失敗します。

匿名ルームでのチャット

Text Conference Managerサービスが起動した後で外部データベース
との接続が失敗した場合、Text Conference Managerサービスはアク
ティブなままで動作を継続します。ただし、メッセージはデータ

ベースに書き込まれなくなり、接続が回復するまで新しい常設ルー

ムを作成できません。

データベース接続の問題
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制約事項機能の相互作用

常設チャットまたはクラスタ間のピアリングを導入している場合、

これらの機能が導入可能な OVAサイズは 5000ユーザ OVAになり
ます。最低でも 15000ユーザ OVAの導入を推奨します。集中型展
開では、ユーザベースの規模に応じて、25000ユーザ OVAが必要
になる場合があります。OVAオプションとユーザ容量の詳細につ
いては、以下のサイトを参照してください。

すべての IMPノードに少なくとも 15000ユーザOVAを展
開することを強く推奨します。

（注）

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/uc_system/
virtualization/virtualization-cisco-ucm-im-presence.html

OVA要件

メッセージ本文（HTMLタグ+テキストメッセージを含む）が4000
文字を超えるチャットメッセージは配信されません。こういった

メッセージは拒否され、アーカイブされません。この問題は、

Microsoft SQL Serverをリリース 11.5 (1) SU3を外部データベースと
して使用した場合に発生します。詳細は、CSCvd89705を参照して
ください。

Microsoft SQLServerでの
常設チャットの文字数制

限
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制約事項機能の相互作用

Jabberモバイル用の常設チャットは、11.5 (1) SU5で導入されていま
す。それ以前の 11.5 (1) SUリリースではサポートされていません。
この機能は、12.0 (1)または 12.0 (1)の SU1においてもサポートさ
れていません。

Jabberの常設チャットは今回のリリースで導入されています。Jabber
Mobile用の常設チャットルームをサポートしていないピアクラス
タを使用して、クラスタのトランクリングを設定している場合は、

Jabber Mobileクライアントに対して以下の条件が適用されます。

常設チャットルームが、サポートされていないリリース（11.5 (1)
など）でホストされている場合：

•サポートされるクラスタをホームとする Jabberモバイルクライ
アントは、サポートされていないクラスタでホストされている

常設チャットルームに参加することができます。ただし、ルー

ムをミュートするオプションは提供されません。グローバル

ミュートオプションは表示されますが、機能しません。

•サポートされていないピアクラスタをホームとする Jabberモバ
イルクライアントは、常設チャットルームに参加することがで

きません。

11.5 (1) SU5など、常設チャットルームがサポートされるリリース
でホストされている場合：

•サポートされるクラスタをホームとする Jabberモバイルクライ
アントの参加者は、すべての常設チャットをモバイル機能に備

えています。

•サポートされないピアクラスタからの Jabberモバイルクライア
ントは、常設チャットルームに参加することができません。

常設チャット用の検索機能は、IM履歴が無効に設定され
ている Jabber設定ファイル（jabber-config.xml）の場合は
機能しません。

（注）

ピアクラスタがサポー

トされていないリリース

を実行している Jabberの
常設チャット

スプリットブレイン現象が発生すると、サブスクライバまたはパブ

リッシャがピア Text Conferencingサービスを検出するか、いずれか
のノードがダウンした場合、サブスクライバまたはパブリッシャ

は、通常の状態からバックアップへの移行を試みます。

この操作中に、ピアチャットルームの読み込みで外部データベー

スへの接続に失敗した場合、Cisco XCP Text Conferencingサービス
はシャットダウンします。

外部データベース接続お

よび Cisco XCP Text
Conferencingサービス
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制約事項機能の相互作用

IM&Pの導入でサポートされる常設チャットルームの最大数は、サ
ブクラスタあたり 5000です。

高可用性を有効にしている場合は、ノードあたり最大 2500ルーム
を作成することを推奨します。（ただし、システムはノードあたり

最大 5000ルームを作成できます）。高可用性導入環境では、ノー
ドあたり 2500ルームが設定されている場合、フェールオーバー時
には、バックアップノード上にホストされている 5000ルームより
多くのルームが存在することになります。このため、トラフィック

の負荷によっては、予期しないパフォーマンスの問題が発生する可

能性があります。

システム上の 5000ルームの負荷は、ルーム内の参加者の数、ルー
ム内のメッセージ交換の割合、メッセージのサイズにも依存しま

す。Cisco Collaboration Sizing Toolを使用して、常設チャット導入の
ための適切な OVAセットアップを確認します。Collaboration Sizing
Toolの詳細については、次を参照してください。
https://cucst.cloudapps.cisco.com/landing

サブクラスタ内の両方のノード間で均等にルームのバランスを取る

ことを推奨します。また、IM&Pクラスタに複数のサブクラスタが
ある場合は、すべてのサブクラスタにわたってルームをロードバラ

ンシングすることを推奨します。現在の IM&Pには、ルームを自動
的にロードバランシングするメカニズムがありません。ルームの

ロードバランシングは、ルームを作成するユーザの責任で行いま

す。ルームの作成時に、ユーザは Jabber機能を使用して、自動的に
ランダムノードをルーム作成用に選択していることを確認する必要

があります。

高可用性が設定されてい

る場合にサポートされる

常設チャットルームの

数
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制約事項機能の相互作用

アドホックチャットルームは、デフォルトではパブリックですが、

次の設定のメンバーのみに対して設定できます。

1. [Cisco Unified CM IM and Presenceの管理（Cisco Unified CM IM
and Presence Administration）]から、[メッセージング
（Messaging）]> [グループチャットおよび常設チャット（Group
Chat and Persistent Chat）]を選択します。

2. [デフォルトではルームはメンバー専用です（Rooms are for
members only by default）]チェックボックスをオンにします。

3. [ルームのオーナーは、ルームをメンバー専用にするかどうかを
変更できます（Room owners can change whether or not rooms are
for members only）]チェックボックスをオフにします。

4. [他のユーザをメンバー専用ルームに招待できるのはモデレータ
のみです（Only moderators can invite people to members-only
rooms）]チェックボックスをオフにします。

5. [保存（Save）]をクリックします。

6. Cisco XCP Text Conferenceサービスを再起動します。

アドホックチャット

ルームをプライベートに

します

チャットの設定と管理
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