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クライアント設定の概要
Cisco Jabberは、次のソースから設定を取得できます。

•サービスプロファイル：Cisco Unified Communications Managerリリース 9以降の UCサービ
スプロファイルで一部のクライアント設定を構成できます。ユーザがクライアントを起動す

ると、クライアントは DNS SRVレコードを使用して Cisco Unified Communications Manager
ホームクラスタを検出し、自動的に UCサービスプロファイルから設定を取得します。

これは、オンプレミス展開にのみ適用されます。

•電話の設定：Cisco Unified Communications Managerリリース 9以降の電話の設定で一部のク
ライアント設定を構成できます。クライアントは、UCサービスプロファイルの設定に加え、
電話の設定から設定を取得します。

これは、オンプレミス展開にのみ適用されます。

• Cisco Unified Communications Manager IM and Presenceサービス：インスタントメッセージお
よびプレゼンスの機能を有効にして、プレゼンスサブスクリプション要求などの特定の設定

を構成できます。

[詳細設定（Advanced settings）]ウィンドウで [Cisco IM&Presence]または [CiscoCommunications
Manager 8.x]を選択すると、クライアントはCiscoUnified PresenceサービスまたはCiscoUnified
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Communications Manager IM and Presenceサービスから UCサービスを取得します。クライア
ントはサービスプロファイルまたは SSO検出を使用しません。

これは、オンプレミス展開にのみ適用されます。

•クライアントコンフィギュレーションファイル：設定パラメータを含むXMLファイルを作
成できます。その後、TFTPサーバでXMLファイルをホストします。ユーザがサインインす
ると、クライアントは TFTPサーバから XMLファイルを取得して設定を適用します。

これは、オンプレミス展開およびクラウドベース展開に適用されます。

• Cisco WebEx管理ツール：Cisco WebEx管理ツールを使用して一部のクライアント設定を構
成できます。

jabber-config.xmlクライアント設定ファイルをCiscoWebEx管理ツールにアップロードでき
ます。CiscoWebExMessenger管理ツール内の各グループに別個の設定ファイルを適用できま
す。クライアントが Cisco WebEx Messengerに接続すると、XMLファイルがダウンロードさ
れ、設定ファイルが適用されます。

クライアントは、次の順序で設定を行います。

1 Cisco WebEx Messenger管理ツールの設定

2 Cisco WebEx Messenger管理ツールの jabber-config.xmlファイルの設定。

グループ設定ファイルの設定は、CiscoWebExMessenger管理ツールの設定ファ
イルに優先します。

（注）

3 TFTPサーバの jabber-config.xmlファイルの設定。

設定が競合する場合は、CiscoWebEx管理ツールでの設定がその設定ファイルに優先します。

これは、クラウドベース展開にのみ適用されます。

サービスプロファイルの設定
Cisco Unified Communications Managerバージョン 9以降の UCサービスプロファイルで特定のク
ライアント設定を構成できます。
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重要 •クライアントが DNSクエリーから _cisco-uds SRVレコードを取得する場合は、Cisco
Jabberが Cisco Unified Communications Manager上のサービスプロファイルから設定のみ
を取得します。

ハイブリッド環境で、CAS URL検索が成功した場合は、Cisco Jabberが Cisco WebEx
Messengerサービスから設定を取得し、_cisco-uds SRVレコードは無視されます。

•複数のCiscoUnifiedCommunicationsManagerクラスタを使用した環境では、クラスタ間検
索サービス（ILS）を設定できます。ILSは、クライアントがユーザのホームクラスタを
検索して、サービスを検出できるようにします。

ILSを設定しない場合は、EMCCリモートクラスタのセットアップと同様に、リモート
クラスタ情報を手動で設定する必要があります。リモートクラスタ設定の詳細について

は、『Cisco Unified Communications Manager Features and Services Guide』を参照してくだ
さい。

関連トピック

Cisco Unified Communications Manager 10.0でのリモートクラスタの設定

サービスプロファイルでのパラメータの設定

クライアントはサービスプロファイルから UCサービス設定や他の設定を取得できます。

サービスプロファイルのパラメータ

サービスプロファイルで設定できる設定パラメータについて説明します。クライアントの設定

ファイルで該当する設定パラメータを確認してください。

IM and Presence サービスプロファイル

次の表に、IM and Presenceサービスプロファイルで構成可能な設定パラメータを示します。
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説明パラメータ

Cisco Jabberに認証ソースを提供し、次の値が設
定されます。

• UnifiedCM（IM and Presence Service）：Cisco
Unified Communications Manager IM and
Presenceサービスがオーセンティケータで
す。

• WebEx（IM and Presenceサービス）：Cisco
WebEx Messengerサービスがオーセンティ
ケータです。

このリリースでは、クライアント

は、SRVレコードのクエリーに加
え、HTTPクエリーを発行します。
HTTPクエリーを使用すれば、ク
ライアントは Cisco WebEx
Messengerサービスの認証を受ける
かどうかを決定できます。

HTTPクエリーの結果として、ク
ライアントは _cisco-uds SRV
レコードを取得する前に、クラウ

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

されている場合、実質的な効果は

ない可能性があります。

（注）

•設定なし：サービスプロファイルに IM and
Presenceサービス設定が含まれていない場合
は、オーセンティケータが Cisco Unified
Communications Managerになります。

製品のタイプ（Product type）
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説明パラメータ

プライマリプレゼンスサーバのアドレスを指定

します。

•オンプレミス展開：Cisco Unified
CommunicationsManager IM and Presenceサー
ビスの完全修飾ドメイン名（FQDN）を指定
する必要があります。

•クラウドベース展開：[製品のタイプ
（Product type）]パラメータの値として
[WebEx]が選択された場合は、クライアン
トが次のURLをデフォルトとして使用しま
す。

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

このデフォルトのURLは、設定した値を上
書きします。

プライマリサーバ（Primary server）

ボイスメールプロファイル

次の表は、ボイスメールのプロファイルで設定できる設定パラメータを示します。

説明パラメータ

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

ボイスメールサービスの認証を受けるために、

クライアントがインスタントメッセージおよび

プレゼンスまたは会議サービスのクレデンシャル

を使用することを指定します。

設定するクレデンシャルソースがユーザのボイ

スメールのクレデンシャルと一致することを確認

します。このパラメータの値を設定すると、ユー

ザはクライアントユーザインターフェイスで自

分のボイスメールサービスのクレデンシャルを

指定できません。

ボイスメールサービスのクレデンシャルソー

ス（Credentials source for voicemail service）

会議プロファイル（Conferencing Profile）

次の表は、会議のプロファイルで設定できる設定パラメータを示します。

説明会議サービスの設定

会議サーバの接続設定を指定します。会議サーバ（Conferencing server）
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説明会議サービスの設定

会議サービスの認証を受けるために、クライア

ントがインスタントメッセージおよびプレゼン

スまたはボイスメールサービスのクレデンシャ

ルを使用することを指定します。

設定するクレデンシャルソースがユーザの会議

のクレデンシャルと一致することを確認します。

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

ディレクトリプロファイル

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

合のためのクライアント設定」の章を参照してください。

CTI プロファイル

次の表は、CTIプロファイルで設定できる設定パラメータを示します。

説明CTI サービスの設定

CTIサーバの接続設定を指定します。CTIサーバ（CTI server）

Cisco Unified Communications Manager サービスの追加
IM and Presenceサービス、ボイスメール、会議、ディレクトリなどのサービスのアドレス、ポー
ト、プロトコル、およびその他の設定を指定する場合に、Cisco Unified Communications Manager
サービスを追加します。

手順

ステップ 1 [Cisco Unified CMの管理（Cisco Unified CM Administration）]インターフェイスを開きます。
ステップ 2 [ユーザ管理（User Management）] > [ユーザ設定（User Settings）] > [UCサービス（UC Service）]

を選択します。

[UCサービスの検索と一覧表示（Find and List UC Services）]ウィンドウが開きます。

ステップ 3 [新規追加（Add New）]を選択します。
[UCサービスの設定（UC Service Configuration）]ウィンドウが開きます。

ステップ 4 追加する UCサービスのタイプを選択し、[次へ（Next）]を選択します。
ステップ 5 必要に応じて、UCサービスを設定し、[保存（Save）]を選択します。
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次の作業

UCサービスをサービスプロファイルに追加します。

サービスプロファイルの作成

CiscoUnifiedCommunicationsManagerサービスを追加して設定したら、それらをサービスプロファ
イルに追加します。サービスプロファイルで追加の設定を適用できます。

手順

ステップ 1 [Cisco Unified CMの管理（Cisco Unified CM Administration）]インターフェイスを開きます。
ステップ 2 [ユーザ管理（UserManagement）] > [ユーザ設定（UserSettings）] > [サービスプロファイル（Service

Profile）]の順に選択します。
[UCサービスの検索と一覧表示（Find and List UC Services）]ウィンドウが開きます。

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

ステップ 4 [名前（Name）]フィールドにサービスプロファイルの名前を入力します。
ステップ 5 サービスプロファイルをクラスタのデフォルトにする場合は、[システムデフォルトのサービス

プロファイルに設定（Make this the default service profile for the system）]を選択します。
Cisco Unified Communications Managerリリース 9.xで、インスタントメッセージング機
能だけを使用しているユーザ（IM専用）は、デフォルトサービスプロファイルを使用
する必要があります。このため、IMのみのユーザにサービスプロファイルを適用する
場合は、サービスプロファイルをデフォルトとして設定する必要があります。

（注）

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

次の作業

エンドユーザ設定にサービスプロファイルを適用します。

サービスプロファイルの適用

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

手順

ステップ 1 [Cisco Unified CMの管理（Cisco Unified CM Administration）]インターフェイスを開きます。
ステップ 2 [ユーザ管理（User Management）] > [エンドユーザ（End User）]を選択します。
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[ユーザの検索と一覧表示（Find and List Users）]ウィンドウが開きます。

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

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

ステップ 4 [サービスの設定（Service Settings）]セクションを探します。
ステップ 5 [UCサービスプロファイル（UC Service Profile）]ドロップダウンリストからユーザに適用する

サービスプロファイルを選択します。

Cisco Unified Communications Managerリリース 9.xのみ：ユーザが IIM and Presenceサー
ビス機能しか使用していない（IM専用）場合は、[デフォルトを使用（Use Default）]を
選択する必要があります。IM専用ユーザの場合は、CiscoUnified CommunicationsManager
リリース 9.xが [UCサービスプロファイル（UC Service Profile）]ドロップダウンリスト
で選択された内容に関係なく、常に、デフォルトサービスプロファイルを適用します。

重要

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

ユーザとデバイスの関連付け

Cisco Unified Communications Managerバージョン 9.xでは、クライアントがユーザのサービスプ
ロファイルを取得しようとすると、最初に、Cisco Unified Communications Managerからデバイス
コンフィギュレーションファイルが取得されます。その後、クライアントはデバイス構成を使用

してユーザに適用されたサービスプロファイルを取得します。

たとえば、Adam McKenzieに CSFAKenziという名前の CSFデバイスをプロビジョニングしたと
します。Adamがサインインすると、クライアントは Cisco Unified Communications Managerから
CSFAKenzi.cnf.xmlを取得します。次に、クライアントは CSFAKenzi.cnf.xmlで次の内容
を検索します。

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

そのため、 Cisco Unified Communications Managerバージョン 9.xを使用している場合は、クライ
アントがユーザに適用されるサービスプロファイルを正常に取得できることを保証するために、

次の手順を実行する必要があります。

•ユーザとデバイスを関連付けます。

•デバイス構成の [ユーザのオーナー ID（User Owner ID）]フィールドを適切なユーザに設定
します。この値が設定されていない場合、クライアントはデフォルトのサービスプロファイ

ルを取得します。

ユーザごとに別々のサービスプロファイルを使用する場合は、CSFを複数のユーザに関連付
けないようにする必要があります。

（注）

   Cisco Jabber 11.0 展開およびインストレーションガイド
8

クライアントの設定

サービスプロファイルでのパラメータの設定



手順

ステップ 1 ユーザとデバイスを関連付けます。

a) [Unified CMの管理（Unified CM Administration）]インターフェイスを開きます。
b) [ユーザ管理（User Management）] > [エンドユーザ（End User）]を選択します。
c) 適切なユーザを探して選択します。

[エンドユーザの設定（End User Configuration）]ウィンドウが表示されます。
d) [デバイス情報（Device Information）]セクションで [デバイスの割り当て（DeviceAssociation）]
を選択します。

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

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

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

電話の設定でのパラメータの設定：デスクトップクライアント向け

クライアントは、Cisco Unified Communications Manager上の次の場所から電話の各種設定を取得
できます。

Enterprise Phone Configuration

クラスタ全体に適用されます。

IM and Presenceサービス機能のみを使用しているユーザ（IM専用）
の場合は、[エンタープライズ電話の設定（Enterprise Phone
Configuration）]ウィンドウで電話の設定パラメータを設定する必要が
あります。

（注）

Common Phone Profile Configuration

デバイスのグループに適用され、クラスタの設定よりも優先されます。
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Cisco Unified Client Services Framework (CSF) Phone Configuration

個別の CSFデバイスに適用され、グループの設定よりも優先されます。

電話の設定のパラメータ

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

きる設定パラメータを示します。

説明デスクトップクライアントの設定

ビデオ機能を有効または無効にします。

有効（Enabled）（デフォルト）

ユーザはビデオ通話を送受信できます。

無効（Disabled）

ユーザはビデオ通話を送受信できません。

このパラメータは、CSFのデバイス構成
でのみ使用可能です。

制約事項

ビデオコール（Video Calling）

ユーザによる特定のファイルタイプの転送を制限しま

す。

値として、.exeなどのファイル拡張子を設定します。

複数のファイル拡張子を区切るには、セミコロンを使

用します。例：

.exe;.msi;.rar;.zip

ファイル転送でブロックするファイルタ

イプ（File Types to Block in File Transfer）

クライアント初回起動時のユーザの電話タイプを設定

します。初回起動後、ユーザは電話タイプを変更でき

ます。クライアントは、ユーザ設定を保存し、以降の

起動でその設定を使用します。

有効（Enabled）

通話にデスクフォンデバイスを使用します。

無効（Disabled）（デフォルト）

通話にソフトフォン（CSF）デバイスを使用し
ます。

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

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

ハイブリッドクラウドベース展開では、自動更新を設

定するために Cisco WebEx管理ツールを使用する必
要があります。

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

ユーザが問題レポートを送信できるようにするカスタ

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

電話の設定でのパラメータの設定：モバイルクライアント向け

クライアントは、Cisco Unified Communications Manager上の次の場所から電話の各種設定を取得
できます。

• [Cisco Dual Mode for iPhone（TCT）設定（Cisco Dual Mode for iPhone (TCT) Configuration）]：
個別の TCTデバイスに適用され、グループ設定より優先されます。

• [Cisco Jabber for Tablet（TAB）設定（Cisco Jabber for Tablet (TAB) Configuration）]：個別の
TABデバイスに適用され、グループ設定より優先されます。

電話の設定のパラメータ

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

きる設定パラメータを示します。

説明パラメータ

オンデマンド VPNを開始するための URLです。
iOSにのみ適用されま
す。

（注）

オンデマンド VPNの URL（On-Demand
VPN URL）

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

ん。

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

デフォルトの着信音を [Normal]または [Loud]に設定
します。

デフォルトの着信音（Default Ringtone）

Cisco Jabber 11.0 展開およびインストレーションガイド
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説明パラメータ

ビデオ機能を有効または無効にします。

•有効（デフォルト）：ユーザはビデオコールを
送受信できます。

•無効：ユーザはビデオコールを送受信できませ
ん。

ビデオ機能（Video Capabilities）

Dial via Officeを有効または無効にします。

•有効：ユーザはオフィス経由でダイヤルできま
す。

•無効（デフォルト）：ユーザはオフィス経由でダ
イヤルできません。

Dial via Office
TCTおよび BOTデバイスの
み。

（注）

クライアント設定ファイルの作成とホスト
オンプレミス展開とハイブリッドクラウドベース展開では、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て、それらを Cisco Unified Communications Manager TFTPサービス上でホス
トします。

クラウドベース展開では、Cisco WebEx管理ツールでクライアントを設定します。ただし、オプ
ションで、Cisco WebEx管理ツールで使用できない設定値でクライアントを設定するために TFTP
サーバをセットアップすることができます。

Cisco Jabber for iPhone and iPadと Cisco Jabber for Androidでは、以下をセットアップするためにグ
ローバルコンフィギュレーションファイルを作成する必要があります。

•オンプレミス展開のディレクトリ統合。

•ハイブリッドクラウド展開のボイスメールサービスクレデンシャル。

ほとんどの環境で、Cisco Jabber for Windowsと Cisco Jabber for Macは、サービスに接続するた
めの設定を必要としません。自動更新、問題報告、ユーザポリシーとオプションなどのカス

タムコンテンツが必要な場合にのみ、コンフィギュレーションファイルを作成します。

（注）

はじめる前に

次のコンフィギュレーションファイル要件に注意してください。
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•コンフィギュレーションファイル名は大文字と小文字が区別されます。エラーを回避し、ク
ライアントが TFTPサーバからファイルを取得できるよう、ファイル名には小文字を使用し
てください。

•設定ファイルには、utf-8エンコーディングを使用する必要があります。

•クライアントは、有効なXML構造のない設定ファイルは読み込めません。コンフィギュレー
ションファイルの構造で終了要素をチェックし、その要素が正しくネストされていることを

確認します。

•コンフィギュレーションファイルでは、有効な XML文字エンティティ参照のみが許可され
ます。たとえば、&ではなく &amp;を使用してください。XMLに無効な文字が含まれてい
る場合は、クライアントは設定ファイルを解析できません。

コンフィギュレーションファイルを検証するには、Microsoft Internet Explorerでそのファイ
ルを開きます。

◦ Internet ExplorerにXML構造全体が表示された場合は、コンフィギュレーションファイ
ルが有効です。

◦ Internet Explorerに XML構造の一部しか表示されない場合は、コンフィギュレーション
ファイルに無効な文字またはエンティティが含まれている可能性があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

クライアントがコンフィギュレーションファ

イルにアクセスできるようにするためのTFTP
サーバアドレスを指定します。

TFTPサーバアドレスの指定, （
14ページ）

ステップ 1   

展開でユーザ用のクライアントを設定しま

す。

グローバル設定の作成, （16ペー
ジ）

ステップ 2   

ユーザのセットごとに異なる設定を適用しま

す。

グループ設定の作成, （17ペー
ジ）

ステップ 3   

TFTPサーバ上でコンフィギュレーション
ファイルをホストします。

コンフィギュレーションファイル

のホスティング, （18ページ）
ステップ 4   

TFTPサーバを再起動して、クライアントが
コンフィギュレーションファイルにアクセ

スできるようにします。

TFTPサーバの再起動, （18ペー
ジ）

ステップ 5   
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TFTP サーバアドレスの指定
クライアントは、TFTPサーバから設定ファイルを取得します。クライアントを設定する最初のス
テップは、クライアントが設定ファイルにアクセスできるように TFTPサーバのアドレスを指定
することです。

Cisco Jabberが DNSクエリーから _cisco-uds SRVレコードを取得すれば、自動的にユーザ
のホームクラスタを特定できます。その結果、クライアントは Cisco Unified Communications
Manager TFTPサービスを特定することもできます。

_cisco-uds SRVレコードを展開する場合は、TFTPサーバアドレスを指定する必要はあり
ません。

注目

Cisco Unified Presence での TFTP サーバの指定
Cisco Unified Communications Managerリリース 8.xを使用している場合は、Cisco Unified Presence
で TFTPサーバのアドレスを指定するための手順を実行します。Cisco Unified Communications
Managerリリース 9.xを使用している場合は、次の手順を実行する必要がありません。

手順

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

ステップ 2 [アプリケーション（Application）] > [Cisco Jabber] > [設定（Settings）]の順に選択します。
CiscoUnified Presenceのバージョンによっては、このパスが次のようになります。[アプ
リケーション（Application）] > [CiscoUnified Personal Communicator] > [設定（Settings）]。

（注）

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

ステップ 3 Cisco Unified Presenceのバージョンによって異なる次のセクションのいずれかで TFTPサーバを指
定するフィールドを探します。

• Cisco Jabberのセキュリティ設定（Cisco Jabber Security Settings）

• CUPCグローバル設定（CUPC Global Settings）

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

•プライマリ TFTPサーバ（Primary TFTP Server）

•バックアップ TFTPサーバ（Backup TFTP Server）

•バックアップ TFTPサーバ（Backup TFTP Server）

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

（注）
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ステップ 5 [保存（Save）]を選択します。

Cisco Unified Communications Manager IM and Presence サービスの TFTP サーバの指定
Cisco Unified Communications Managerリリース 9.xを使用している場合は、次の手順を実行する必
要がありません。

手順

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

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

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

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

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

•プライマリ TFTPサーバ（Primary TFTP Server）

•バックアップ TFTPサーバ（Backup TFTP Server）

•バックアップ TFTPサーバ（Backup TFTP Server）

ステップ 5 [保存（Save）]を選択します。

電話モードでの TFTP サーバの指定
電話モードでクライアントを展開する場合、TFTPサーバのアドレスを次のように指定できます。

•ユーザはクライアントの起動時に、TFTPサーバアドレスを手動で入力します。

• TFTP引数を使用してインストール時に TFTPサーバアドレスを指定します。

• Microsoft Windowsレジストリで TFTPサーバアドレスを指定します。

Cisco WebEx 管理ツールでの TFTP サーバの指定
クライアントが Cisco WebEx Messengerサービスに接続している場合は、Cisco WebEx管理者ツー
ルを使用して TFTPサーバアドレスを指定します。

Cisco Jabber 11.0 展開およびインストレーションガイド
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手順

ステップ 1 Cisco WebEx管理者ツールを開きます。
ステップ 2 [設定（Configuration）]タブを選択します。
ステップ 3 [追加サービス（Additional Services）]セクションで [Unified Communications]を選択します。

[Unified Communications]ウィンドウが開きます。

ステップ 4 [クラスタ（Clusters）]タブを選択します。
ステップ 5 適切なクラスタをリストから選択します。

[クラスタの編集（Edit Cluster）]ウィンドウが開きます。

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

ステップ 7 [TFTPサーバ（TFTPServer）]フィールドでプライマリTFTPサーバの IPアドレスを指定します。
ステップ 8 [バックアップサーバ 1（Backup Server #1）]フィールドと [バックアップサーバ 2（Backup Server

#2）]フィールドでバックアップ TFTPサーバの IPアドレスを指定します。
ステップ 9 [保存（Save）]を選択します。

[クラスタの編集（Edit Cluster）]ウィンドウが閉じます。

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

グローバル設定の作成

クライアントは、ログインシーケンスの間に TFTPサーバからグローバル設定ファイルをダウン
ロードします。展開に含まれるすべてのユーザに対してクライアントを設定します。

はじめる前に

設定ファイルの構造が有効でない場合、クライアントは設定した値を読み取ることができません。

詳細については、この章の XMLサンプルを確認してください。

手順

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

•ファイル名には小文字を使用してください。

• UTF-8エンコーディングを使用してください。

ステップ 2 jabber-config.xmlで必要な設定パラメータを定義します。

ステップ 3 TFTPサーバ上でグループ設定ファイルをホストします。
環境内に複数のTFTPサーバが存在する場合は、すべてのTFTPサーバのコンフィギュレーション
ファイルが同じであることを確認します。
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グループ設定の作成

グループコンフィギュレーションファイルは、ユーザのサブセットに適用され、Cisco Jabber for
desktop（CSFデバイス）上と Cisco Jabber for mobile devices上でサポートされます。グループ設定
ファイルは、グローバル設定ファイルよりも優先されます。

CSFデバイスでユーザをプロビジョニングする場合は、デバイス設定の [シスコサポートフィー
ルド（Cisco Support Field）]フィールドでグループコンフィギュレーションファイル名を指定し
ます。ユーザが CSFデバイスを所有していない場合は、インストール中に TFTP_FILE_NAME引
数を使用してグループごとに一意のコンフィギュレーションファイル名を設定します。

はじめる前に

• Cisco Unified Communications Manager 8.6を使用している場合は、[シスコサポートフィール
ド（Cisco Support Field）]フィールドが存在しません。Cisco Jabber管理パッケージからファ
イルシステムに ciscocm.addcsfsupportfield.copCOPファイルをダウンロードして、CiscoUnified
Communications Managerに展開します。COPファイルの展開方法については、Cisco Unified
Communications Managerのマニュアルを参照してください。

COPファイルは、[電話の設定（Phone Configuration）]ウィンドウの [デスクトップクライア
ントの設定（Desktop Client Settings）]セクションのCSFデバイスに [シスコサポートフィー
ルド（Cisco Support Field）]フィールドを追加します。

•設定ファイルの構造が有効でない場合、クライアントは設定した値を読み取ることができま
せん。詳細については、この章の XMLサンプルを確認してください。

手順

ステップ 1 任意のテキストエディタを使用して XMLグループ設定ファイルを作成します。
グループ設定ファイルには、適切な名前を指定できます（例：jabber-groupa-config.xml）。

ステップ 2 グループ設定ファイルで必須の設定パラメータを定義します。

ステップ 3 該当する CSFデバイスにグループコンフィギュレーションファイルを追加します。
a) [Cisco Unified CMの管理（Cisco Unified CM Administration）]インターフェイスを開きます。
b) [デバイス（Device）] > [電話（Phone）]の順に選択します。
c) グループ設定ファイルを適用する適切な CSFデバイスを検索して選択します。
d) [電話の設定（Phone Configuration）]ウィンドウで、[プロダクト固有の設定（Product Specific

Configuration Layout）] > [デスクトップクライアント設定（Desktop Client Settings）]に移動し
ます。

e) [シスコサポートフィールド（Cisco Support Field）]フィールドに、
configurationfile=group_configuration_file_name.xmlと入力します。たとえ
ば、configurationfile=groupa-config.xmlと入力します。
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TFTPサーバ上でデフォルトディレクトリ以外の場所にあるグループ設定ファイル
をホストする場合は、パスとファイル名を指定する必要があります（例：

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

複数のグループ設定ファイルは追加しないでください。クライアントは [シスコサ
ポートフィールド（Cisco Support Field）] フィールドの最初のグループ設定のみを
使用します。

（注）

f) [保存（Save）]を選択します。

ステップ 4 TFTPサーバ上でグループ設定ファイルをホストします。

コンフィギュレーションファイルのホスティング

設定ファイルは任意の TFTPサーバでホストできます。ただし、デバイスコンフィギュレーショ
ンファイルが存在するCiscoUnifiedCommunicationsManager TFTPサーバでコンフィギュレーショ
ンファイルをホストすることをお勧めします。

手順

ステップ 1 Cisco Unified Communications Managerで Cisco Unified OSの管理インターフェイスを開きます。
ステップ 2 [ソフトウェアのアップグレード（Software Upgrades）] > [TFTPファイル管理（TFTP File

Management）]を選択します。
ステップ 3 [ファイルのアップロード（Upload File）]を選択します。
ステップ 4 [ファイルのアップロード（Upload File）]セクションで [参照（Browse）]を選択します。
ステップ 5 ファイルシステム上の設定ファイルを選択します。

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

コンフィギュレーションファイルが TFTPサーバ上のデフォルトディレクトリに存在するように
するため、[ディレクトリ（Directory）]テキストボックスには空の値を残す必要があります。

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

TFTP サーバの再起動
クライアントが設定ファイルにアクセスできるようにするには、その前に TFTPサーバを再起動
する必要があります。
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手順

ステップ 1 Cisco Unified CommunicationsManagerで Cisco Unified Serviceabilityインターフェイスを開きます。
ステップ 2 [ツール（Tools）] > [コントロールセンターの機能サービス（Control Center - Feature Services）]を

選択します。

ステップ 3 [CMサービス（CM Services）]セクションから [Cisco Tftp]を選択します。
ステップ 4 [リスタート（Restart）]を選択します。

再起動の確認を求めるウィンドウが表示されます。

ステップ 5 [OK]を選択します。
「Cisco Tftpサービスの再起動操作が成功しました（Cisco Tftp Service Restart Operation was
Successful）」というステータスが表示されます。

ステップ 6 [更新（Refresh）]を選択し、Cisco Tftpサービスが正常に起動していることを確認します。

次の作業

設定ファイルが TFTPサーバで使用できることを確認するには、任意のブラウザで設定ファイル
を開きます。通常、http://tftp_server_address:6970/jabber-config.xmlの URLに
あるグローバル設定ファイルにアクセスできます。

設定ファイル

jabber-config.xml設定ファイルの構造、グループ要素、パラメータ、および例については、
『Parameters Reference Guide for Cisco Jabber』を参照してください。

プロキシの設定
クライアントは、プロキシ設定を使用してサービスに接続します。

次の制限は、これらの HTTP要求にプロキシを使用する場合に適用されます。

•プロキシ認証はサポートされていません。

•バイパスリストのワイルドカードはサポートされません。*.example.comではなく
example.comを使用します。

• Webプロキシ自動発見（WPAD）プロトコルルックアップは、iOSデバイスでのみサポート
されます。

• Cisco Jabberは、HTTP CONNECTを使用した HTTP要求に対してプロキシをサポートします
が、HTTPS CONNECTが使用された場合はプロキシをサポートしません。
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Cisco Jabber for Windows のプロキシ設定
インターネットプロパティのローカルエリアネットワーク（LAN）設定での、Windowsのプロキ
シ設定を行います。

手順

ステップ 1 [接続（Connections）]タブを選択し、[LANの設定（LAN Settings）]を選択します。
ステップ 2 次のいずれかのオプションを使用してプロキシを設定します。

•自動設定の場合は、.pacファイルの URLを指定します。

•プロキシサーバの場合は、明示的なプロキシアドレスを指定します。

Cisco Jabber for Mac のプロキシ設定
[システム設定（System Preferences）]でMacのプロキシ設定を行います。

手順

ステップ 1 [システム設定（System Preferences）] > [ネットワーク（Network）]の順に選択します。
ステップ 2 リストからネットワークサービスを選択して、[詳細（Advanced）] > [プロキシ（Proxies）]の順

に選択します。

ステップ 3 次のいずれかのオプションを使用してプロキシを設定します。

•自動設定の場合は、.pacファイルの URLを指定します。

•プロキシサーバの場合は、明示的なプロキシアドレスを指定します。

Cisco Jabber iPhone and iPad のプロキシ設定
iOSデバイスのWi-Fi設定で、次のいずれかの方法でプロキシ設定を構成します。
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手順

ステップ 1 [Wi-Fi] > [HTTPプロキシ（HTTP PROXY）] > [自動（Auto）]の順に選択し、.pacファイルのURL
を自動設定スクリプトとして指定します。

ステップ 2 [Wi-Fi] > [HTTPプロキシ（HTTP PROXY）] > [手動（Manual）]の順に選択し、明示的なプロキシ
アドレスを指定します。

Cisco Jabber for Android のプロキシ設定

手順

AndroidデバイスのWi-Fi設定で、次のいずれかの方法でプロキシ設定を構成します。

• [Wi-Fi] > [ネットワークを変更（ModifyNetwork）] > [詳細オプションを表示（ShowAdvanced
Options）] > [プロキシ設定（Proxy Settings）] > [自動（Auto）]タブで、自動設定スクリプト
として .pacファイルの URLを指定します。

この方法は、AndroidOS5.0以降およびCiscoDXシリーズのデバイスでのみサポー
トされます。

（注）

• [Wi-Fiネットワーク（Wi-Fi Networks）] > [ネットワークを変更（Modify Network）] > [詳細
オプションを表示（Show Advanced Options）] > [プロキシ設定（Proxy Settings）] > [自動
（Auto）]タブで、明示的なプロキシアドレスを指定します。

問題のレポート
適用：Cisco Jabber for Windows

問題レポートをセットアップすると、ユーザはクライアントの使用中に発生した問題の概要を送

信できます。次のように、問題レポートを送信する方法は 2つあります。

•ユーザは、クライアントインターフェイスを使用して問題レポートを直接送信します。

•問題レポートをローカルに保存し、後でアップロードする。

クライアントは、HTTP POSTメソッドを使用して問題レポートを送信します。POST要求を受け
入れるカスタムスクリプトを作成し、設定パラメータとしてHTTPサーバ上のスクリプトのURL
を指定します。ユーザは問題レポートをローカルに保存できるため、ユーザが問題レポートをアッ

プロードできるようにするフォームを含む HTMLページを作成する必要もあります。

はじめる前に

環境の準備を行うには、次の手順を実行します。
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1 HTTPサーバをインストールして設定します。
2 HTTP POST要求を受け入れるカスタムスクリプトを作成します。
3 ユーザが、ローカルに保存されている問題レポートをアップロードできる HTMLページを作
成します。HTMLページには、.ZIPアーカイブとして保存された問題レポートを受け入れ、
カスタムスクリプトを使用して問題レポートを送信するアクションが含まれているフォームが

あります。

次に、問題レポートを受け入れるフォームの例を示します。

<form name="uploadPrt" action="http://server_name.com/scripts/UploadPrt.php" method="post"
enctype="multipart/form-data">
<input type="file" name="zipFileName" id="zipFileName" /><br />
<input type="submit" name="submitBtn" id="submitBtn" value="Upload File" />
</form>

手順

ステップ 1 HTTPサーバ上でカスタムスクリプトをホストします。
ステップ 2 設定ファイルの PrtLogServerUrlパラメータの値としてスクリプトの URLを指定します。

Configure Automatic Updates
Applies to: Cisco Jabber for Windows, Cisco Jabber for Mac

To enable automatic updates, you create an XML file that contains the information for the most recent version,
including the URL of the installation package on the HTTP server. The client retrieves the XML file when
users sign in, resume their computer from sleep mode, or perform a manual update request from the Help
menu.

If you use the CiscoWebExMessenger service for instant messaging and presence capabilities, you should
use the Cisco WebEx Administration Tool to configure automatic updates.

（注）

XML File Structure

XML files for automatic updates have the following structure:
<JabberUpdate>

<App name=”JabberWin”>
<LatestBuildNum>12345</LatestBuildNum>
<LatestVersion>10.5.x</LatestVersion>
<Mandatory>true</Mandatory>
<Message>

<![CDATA[<b>This new version of Cisco Jabber lets you do the
following:</b><ul><li>Feature 1</li><li>Feature 2</li></ul>For
more information click <a target="_blank"
href="http://cisco.com/go/jabber">here</a>.]]>

</Message>
<DownloadURL>http://http_server_name/CiscoJabberSetup.msi</DownloadURL>

</App>
</JabberUpdate>
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Example XML File 1

The following is example XML file for automatic updates:
<JabberUpdate>
<App name="JabberWin">
<LatestBuildNum>12345</LatestBuildNum>
<LatestVersion>9.x</LatestVersion>
<Message><![CDATA[<b>This new version of Cisco Jabber lets you do the

following:</b><ul><li>Feature 1</li><li>Feature 2</li></ul>For
more information click <a target="_blank"

href="http://cisco.com/go/jabber">here</a>.]]></Message>
<DownloadURL>http://http_server_name/CiscoJabberSetup.msi</DownloadURL>

</App>
</JabberUpdate>

Example XML File 2

The following is an example XML file for automatic updates for both Cisco Jabber for Windows and
Cisco Jabber for Mac:
<JabberUpdate>
<App name="JabberMac">
<LatestBuildNum>12345</LatestBuildNum>
<LatestVersion>9.6.1</LatestVersion>
<Message><![CDATA[<b>This new version of Cisco Jabber lets you do the

following:</b><ul><li>Feature 1</li><li>Feature 2</li>
</ul>For more information click <a target="_blank"

href="http://cisco.com/go/jabber">here</a>.]]>
</Message>

<DownloadURL>http://http_server_name/Cisco-Jabber-Mac-9.6.1-12345-MrbCdd.zip</DownloadURL>

</App>
<App name="JabberWin">
<LatestBuildNum>12345</LatestBuildNum>
<LatestVersion>9.0</LatestVersion>
<Message><![CDATA[<b>This new version of Cisco Jabber lets you do the

following:</b><ul><li>Feature 1</li><li>Feature 2
</li></ul>For more information click <a target="_blank"

href="http://cisco.com/go/jabber">here</a>.]]>
</Message>
<DownloadURL>http://http_server_name/CiscoJabberSetup.msi
</DownloadURL>

</App>
</JabberUpdate>

はじめる前に

• Install and configure an HTTP server to host the XML file and installation package.

• Ensure users have permission to install software updates on their workstations.

Microsoft Windows stops update installations if users do not have administrative rights on their
workstations. You must be logged in with administrative rights to complete installation.

手順

ステップ 1 Host the update installation program on your HTTP server.

ステップ 2 Create an update XML file with any text editor.

ステップ 3 Specify values in the XML as follows:
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name—Specify the following ID as the value of the name attribute for the App element:•

• JabberWin—The update applies to Cisco Jabber for Windows.

• JabberMac—The update applies to Cisco Jabber for Mac.

• LatestBuildNum—Build number of the update.

• LatestVersion—Version number of the update.

• Mandatory—(Windows clients only) True or False. Determines whether users must upgrade their
client version when prompted.

• Message—HTML in the following format:

<![CDATA[your_html]]>

• DownloadURL—URL of the installation package on your HTTP server.

For Cisco Jabber for Mac the URL file must be in the following format:
Cisco-Jabber-Mac-version-size-dsaSignature.zip

ステップ 4 Save and close your update XML file.

ステップ 5 Host your update XML file on your HTTP server.

ステップ 6 Specify the URL of your update XML file as the value of the UpdateUrl parameter in your configuration file.

カスタム埋め込みタブ
適用：Cisco Jabber for Windowsと Cisco Jabber for Mac

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

カスタム埋め込みタブの定義

カスタム組み込みタブは jabber-config.xmlファイルを使用してしか設定できません。次の
XMLスニペットに、カスタムタブ定義の構造を示します。
<jabber-plugin-config>
<browser-plugin>
<page refresh="" preload="">
<tooltip></tooltip>
<icon></icon>
<url></url>
</page>
</browser-plugin>
</jabber-plugin-config>

次の表は、カスタム埋め込みタブ定義のパラメータについて説明します。
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説明パラメータ

カスタム埋め込みタブのすべての定義が含まれます。

値にはすべてのカスタムタブ定義が含まれます。

browser-plugin

カスタム埋め込みタブの 1つの定義が含まれます。page

コンテンツが更新されるタイミングを制御します。

• true：ユーザがタブを選択するたびに、コンテンツが更新されま
す。

• false（デフォルト）：ユーザがクライアントを再起動するか、ま
たはサインインしたときに、コンテンツが更新されます。

このパラメータはオプションであり、ページ要素の属性です。

refresh

コンテンツがロードされるタイミングを制御します。

• true：クライアントの起動時にコンテンツがロードされます。

• false（デフォルト）：ユーザがタブを選択したときにコンテンツ
がロードされます。

このパラメータはオプションであり、ページ要素の属性です。

preload

カスタム埋め込みタブのマウスオーバーテキストを定義します。

このパラメータはオプションです。マウスオーバーテキストを指定

しない場合、クライアントは Custom tabを使用します。

値は Unicode文字の文字列です。

tooltip

タブのアイコンを指定します。次のように、ローカルアイコンまたは

ホステッドアイコンを指定できます。

•ローカルのアイコン：次のように URLを指定します。
file://file_path/icon_name

•ホステッドアイコン：次のように URLを指定します。
http://path/icon_name

Microsoft Internet Explorerでレンダリング可能であれば、.JPG、.PNG、
および .GIF形式を含むどのアイコンでも使用できます。

このパラメータはオプションです。アイコンが指定されていない場

合、クライアントはHTMLページからお気に入りアイコンをロードし
ます。お気に入りアイコンが使用できない場合、クライアントはデ

フォルトのアイコンをロードします。

icon
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説明パラメータ

埋め込みタブのコンテンツが格納される URLを指定します。

クライアントは Internet Explorerのレンダリングエンジンを使用して
埋め込みタブのコンテンツを表示します。したがって、InternetExplorer
がサポートするコンテンツであれば、どのコンテンツでも指定できま

す。

クライアントは Internet Explorerバージョン 9以前をサポー
トします。ワークステーションに Internet Explorerバージョ
ン 9より後のバージョンがインストールされている場合、
クライアントはバージョン 9モードで Internet Explorerを使
用します。

（注）

このパラメータは必須です。

url

ユーザのカスタムタブ

ユーザはクライアントユーザインターフェイスを介して独自のカスタム埋め込みタブを作成でき

ます。

ユーザによるカスタム埋め込みタブの作成を有効にする必要があります。次のようにして、設定

ファイルの AllowUserCustomTabsパラメータの値に trueを設定します。
<Options>
<AllowUserCustomTabs>true</AllowUserCustomTabs>

</Options>

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

カスタムアイコン

最適な結果を得るには、カスタムアイコンは次のガイドラインに準拠する必要があります。

•寸法：20 X 20ピクセル

•透明な背景

• PNGファイル形式

カスタムタブからのチャットとコール

プロトコルハンドラを使用し、カスタム埋め込みタブからチャットやコールを開始できます。

チャットを開始するには、XMPP:または IM:プロトコルハンドラを使用します。
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音声通話やビデオ通話を開始するには、TEL:プロトコルハンドラを使用します。

関連トピック

プロトコルハンドラ

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

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

ヒント

次の例は、${UserID}トークンの使用方法を示しています。

1 カスタム埋め込みタブで次の内容を指定します。

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

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

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

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

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

JavaScriptのマニュアルを参照してください。

通知メソッド

クライアントには、JavaScript通知の次のメソッドを提供するインターフェイスが含まれていま
す。

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

•空：空の値にすると、既存の通知バッジすべてが削除されます。

• 1～ 999の数字

• 2桁の英数字の組み合わせ（例：A1）
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• onPageSelected()：ユーザがカスタム組み込みタブを選択すると、クライアントはこのメソッ
ドを呼び出します。

• onPageDeselected()：ユーザが別のタブを選択すると、クライアントはこのメソッドを呼び出
します。

• onHubResized()：ユーザがクライアントハブウィンドウをサイズ変更または移動すると、ク
ライアントはこのメソッドを呼び出します。

• onHubActivated()：クライアントハブウィンドウがアクティブになると、クライアントはこ
のメソッドを呼び出します。

• onHubDeActivated()：クライアントハブウィンドウが非アクティブになると、クライアント
はこのメソッドを呼び出します。

カスタムタブでのプレゼンスの登録

次の JavaScript関数を使用して、連絡先のプレゼンスを登録し、クライアントからプレゼンスの更
新情報を受信することができます。

• SubscribePresence()：このメソッドにユーザの IMアドレスを使用してストリング値を指定し
ます。

• OnPresenceStateChanged：このメソッドを使用すると、ユーザは連絡先のプレゼンスに関して
クライアントから更新情報を取得できます。文字列として次の値のいずれか 1つを指定でき
ます。

• IMアドレス

•基本プレゼンス（Available（対応可）、Away（不在）、Offline（オフライン）、DoNot
Disturb（着信拒否））

•高度なプレゼンス（会議中、コール中、カスタムプレゼンス状態）

連絡先リストに含まれていない人物のプレゼンスを登録すると（一時プレゼンス登録）、その

登録は 68分後に期限切れになります。登録が期限切れになった後、プレゼンスの更新情報を
受信し続けるには、その人物のプレゼンスを再登録する必要があります。

（注）

Custom タブでのロケール情報の取得

次の JavaScript関数を使用すると、連絡先の現在のロケール情報をクライアントから取得できま
す。

• GetUserLocale()：このメソッドを使用して、クライアントにロケール情報を要求できます。

• OnLocaleInfoAvailable：このメソッドを使用して、クライアントからロケール情報を取得で
きます。クライアントのロケール情報を含む文字列値を使用できます。
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JavaScript の例

次のコードは、1～ 999の数字を入力できるフォームを JavaScriptを使用して表示する、HTML
ページの例を示しています。
<html>

<head>
<script type="text/javascript">

function OnPresenceStateChanged(jid, basicPresence,
localizedPresence)

{
var cell = document.getElementById(jid);
cell.innerText = basicPresence.concat(",

",localizedPresence);
}

function GetUserLocale()
{

window.external.GetUserLocale();
}

function SubscribePresence()
{

window.external.SubscribePresence('johndoe@example.com');
}

function OnLocaleInfoAvailable(currentLocale)
{

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

cell.innerText = currentLocale;
}

function onHubActivated()
{

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

}

function onHubDeActivated()
{

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

}

function onHubResized()
{

alert("Hub Resized or Moved");
}

function OnLoadMethods()
{

SubscribePresence();
GetUserLocale();

}
</script>

</head>

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

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

</tr>
</table>
<table>

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

</tr>
<tr>
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<td>Hub Activated: </td>
<td id="hubActive">---</td>

</tr>
</table>

</body>

</html>

この例の JavaScriptフォームをテストするには、前述の例を HTMLページにコピーしてから、そ
のページをカスタム埋め込みタブとして指定します。

カスタムタブでのコールイベントの表示

カスタムタブでコールイベントを表示するために次の JavaScript関数を使用できます。

OnTelephonyConversationStateChanged：テレフォニーサービスの APIは、クライアントがカスタ
ム埋め込みタブでコールイベントを表示できるようにします。カスタムタブに

OnTelephonyConversationStateChanged JavaScript関数を実装できます。クライアントはテ
レフォニーのカンバセーションの状態が変化するたびに、この関数を呼び出します。この関数は、

クライアントがコールイベントを取得するために解析する JSON文字列を受け入れます。

次のスニペットは、コールイベントを保持する JSONを示します。
{

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

}

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

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

}

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

function OnTelephonyConversationStateChanged(json) {
console.log("OnTelephonyConversationStateChanged");
try {
var conversation = JSON.parse(json);
console.log("conversation id=" + conversation.conversationId);
console.log("conversation state=" + conversation.state);
console.log("conversation acceptanceState=" + conversation.acceptanceState);
console.log("conversation callType=" + conversation.callType);

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

}
}

次に、この関数の考えられるすべてのフィールドでの実装例を示します。

function OnTelephonyConversationStateChanged(json) {
console.log("OnTelephonyConversationStateChanged");
try {
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var conversation = JSON.parse(json);
console.log("conversation state=" + conversation.state);
console.log("conversation acceptanceState=" + conversation.acceptanceState);
console.log("conversation callType=" + conversation.callType);
for (var i=0; i<conversation.remoteParticipants.length; i++) {
console.log("conversation remoteParticipants[" + i + "]=");
console.log("voiceMediaDisplayName=" +

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

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

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

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

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

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

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

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

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

}
}

カスタム埋め込みタブの例

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