ディレクトリ ソースとの統合
• オンプレミス展開用のディレクトリ ソースとの統合, 1 ページ
• 連絡先ソースの設定, 1 ページ
• フェデレーション, 9 ページ
• ディレクトリ統合のためのクライアント設定, 11 ページ

オンプレミス展開用のディレクトリ ソースとの統合
はじめる前に
オンプレミス展開用のディレクトリ統合の設定。

手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1

連絡先ソースの設定, （1 ページ）

ステップ 2

ディレクトリ統合のためのクライアント設定, （11 ペー
ジ）

目的

連絡先ソースの設定
クライアントは、ユーザを検索したり、連絡先解決をサポートしたりするために連絡先ソースを
必要とします。
拡張ディレクトリ統合（EDI）、基本ディレクトリ統合（BDI）、および Cisco Unified communications
Manager User Data Service（UDS）を連絡先ソースとして設定できます。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 EDI を連絡先ソースとして設定するに EDI は、LDAP ベースの連絡先ソースで、
は、ドメイン名の検索, （2 ページ）と Cisco Jabber for Windows で使用されるデフォ
ディレクトリ サーバの検出, （3 ペー
ルト連絡先ソースです。
ジ）を参照してください。
ステップ 2 BDI を連絡先ソースとして設定するに
は、連絡先ソースを使用した認証, （3
ページ）を参照してください。

BDI は、LDAP ベースの連絡先ソースで、
Mac、iOS、および Android 用の Cisco Jabber
クライアントで使用されるデフォルト連絡
先ソースです。

ステップ 3 UDS を連絡先ソースとして設定するに
は、次を参照してください。UDS との統
合の有効化, （7 ページ） および UDS
サービス パラメータの設定, （8 ペー
ジ）

Cisco Unified Communications Manager UDS
は、Cisco Unified Communications Manager の
連絡先ソースであり、すべての Cisco Jabber
クライアントの連絡先ソースとして使用で
きます。UDS は、Expressway Mobile and
Remote Access に使用される連絡先ソースで
す。

拡張ディレクトリ統合
拡張ディレクトリ統合（EDI）は、ネイティブの Microsoft Windows API を使用してディレクトリ
サービスから連絡先データを取得します。

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

関連トピック
Configuring DNS for the Forest Root Domain
Assigning the Forest Root Domain Name
Deploying a GlobalNames Zone
Support for DNS Namespace planning in Microsoft server products

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

SRV レコード

グローバル カタログ

_gc._msdcs._tcp.domain.com

ドメイン コントローラ

_ldap._msdcs._tcp.domain.com

LDAP ベースのディレクトリ
サーバ

基本ディレクトリ統合
BDI は、LDAP ベースの連絡先ソースで、Mac、iOS、および Android 用の Cisco Jabber クライアン
トで使用されるデフォルト連絡先ソースです。

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

重要

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

• 匿名バインドを使用する：匿名バインドを使用してディレクトリ ソースに接続するようにク
ライアントを設定します。

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

手順
ステップ 1

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

ステップ 2

[アプリケーション（Application）] > [Cisco Unified Personal Communicator] > [LDAP プロファイル
（LDAP Profile）] を選択します。

ステップ 3

[新規追加（Add New）] を選択します。

ステップ 4

プロファイルの名前とオプションの説明を指定します。

ステップ 5

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

ステップ 6

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

ステップ 7

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

ステップ 8

[保存（Save）] を選択します。

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

手順
ステップ 1

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

ステップ 2

[ユーザ管理（User Management）] > [ユーザ設定（User Settings）] > [UC サービス（UC Service）]
を選択します。
[UC サービスの検索と一覧表示（Find and List UC Services）] ウィンドウが開きます。

ステップ 3

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

ステップ 4

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

ステップ 5

[次へ（Next）] を選択します。

ステップ 6

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

Cisco Jabber 11.0 展開およびインストレーション ガイド
5

ディレクトリ ソースとの統合
基本ディレクトリ統合

ステップ 7

[保存（Save）] を選択します。

ステップ 8

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

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

重要

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

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

値

BDIPrimaryServerName

IP アドレス
FQDN
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パラメータ

値

BDIEnableTLS

True

BDISearchBase1

ディレクトリ ツリーで検索可能な組織単位
（OU）

BDIBaseFilter

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

BDIPredictiveSearchFilter

UID または他の検索フィルタ
検索フィルタはオプションです。

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

Cisco Unified Communications Manager User Data Service
User Data Service（UDS）は、連絡先解決を提供する Cisco Unified Communications Manager の REST
インターフェイスです。

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

手順
ステップ 1

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

ステップ 2

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

ステップ 3

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

ステップ 4

クライアントを設定して、UDS で連絡先写真を取得します。
次に、連絡先写真の取得の設定例を示します。
<UdsPhotoUriWithToken>http://server_name.domain/%%uid%%.jpg</UdsPhotoUriWithToken>
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UDS サービス パラメータの設定
Cisco Unified Communications Manager で UDS のサービス パラメータを設定できます。

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

[システム（System）] > [エンタープライズ パラメータ（Enterprise Parameters）] の順に選択しま
す。
[エンタープライズ パラメータ設定（Enterprise Parameters Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 3

[ユーザ データ サービス パラメータ（User Data Service Parameters）] セクションを探します。

UDS サービス パラメータ
UDS を設定するための次のサービス パラメータの値を設定します。
パラメータ

説明

Enable All User Search

ディレクトリ内の全ユーザの検索を許可します
（姓、名、またはディレクトリ番号を指定しな
い検索）
デフォルト値は true です。

User Search Limit

クエリーで返すユーザの数を制限します。
デフォルト値は 64 です。

Number of Digits to Match

ユーザが電話番号を検索するときに照合する桁
数を指定します。
ヒント

PSTN 番号を解決するには、PSTN 番
号の桁数に等しい値を設定します。
たとえば、PSTN 番号が 10 桁の場合
は、値を 10 に設定します。

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

フェデレーション
フェデレーションを使用すれば、Cisco Jabber ユーザは、別のシステム上でプロビジョニングされ
たユーザや Cisco Jabber 以外のクライアント アプリケーションを使用しているユーザと通信でき
ます。

BDI または EDI のイントラドメイン フェデレーションの設定
プレゼンス サーバでのイントラドメイン フェデレーションの設定に加えて、Cisco Jabber コンフィ
ギュレーション ファイルでいくつかの設定が必要になる場合があります。
連絡先の検索時に連絡先を解決したり、ディレクトリから連絡先情報を取得したりするには、Cisco
Jabber で各ユーザの連絡先 ID が必要です。Cisco Unified Communications Manager IM & Presence
サーバでは、特定の形式を使用して連絡先情報を解決しますが、この形式は、Microsoft Office
Communications Server や Microsoft Live Communications Server などの他のプレゼンス サーバの形式
と常に一致するわけではありません。
イントラドメイン フェデレーションの設定に使用されるパラメータは、拡張ディレクトリ統合
（EDI）と基本ディレクトリ統合（BDI）のどちらを使用するかによって異なります。EDI は、ネ
イティブな Microsoft Windows API を使用してディレクトリ サービスから連絡先データを取得し、
Cisco Jabber for Windows でのみ使用されます。BDI の場合は、クライアントがディレクトリ サー
ビスから連絡先データを取得し、Cisco Jabber for Mac、Cisco Jabber for Android、および Cisco Jabber
for iPhone and iPad で使用されます。

手順
ステップ 1

関連パラメータの値を true に設定します。
• BDI の場合：BDIUseSipUriToResolveContacts
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• EDI の場合：UseSIPURIToResolveContacts
ステップ 2

クライアントが連絡先情報を取得するために使用する Cisco Jabber 連絡先 ID を含む属性を指定し
ます。デフォルト値は msRTCSIP-PrimaryUserAddress です。関連パラメータで別の属性を
指定することもできます。
• BDI の場合：BDISipUri
• EDI の場合：SipUri
（注）

イントラドメイン フェデレーションを展開して、クライアントがファイアウォールの
外側から Expressway for Mobile and Remote Access に接続しているときは、次のいずれか
の形式が連絡先 ID に使用されている場合にのみ連絡先検索がサポートされます。
• sAMAccountName@domain
• UserPrincipleName(UPN)@domain
• EmailAddress@domain
• employeeNumber@domain
• phoneNumber@domain

ステップ 3

UriPrefix パラメータで、関連する SipUri パラメータ内の連絡先 ID の前に付けるプレフィックス
テキストを指定します。
例：

たとえば、SipUri の値として msRTCSIP-PrimaryUserAddress を指定します。ディレクトリに
おける各ユーザの msRTCSIP-PrimaryUserAddress の値は、sip:username@domain の形式
になります。
• BDI の場合：BDIUriPrefix
• EDI の場合：UriPrefix

次の XML スニペットは、BDI 用の最終的な設定例を示しています。
<Directory>
<BDIUseSIPURIToResolveContacts>true</BDIUseSIPURIToResolveContacts>
<BDISipUri>non-default-attribute</BDISipUri>
<BDIUriPrefix>sip:</BDIUriPrefix>
</Directory>

次の XML スニペットは、EDI 用の最終的な設定例を示しています。
<Directory>
<UseSIPURIToResolveContacts>true</UseSIPURIToResolveContacts>
<SipUri>non-default-attribute</SipUri>
<UriPrefix>sip:</UriPrefix>
</Directory>
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ディレクトリ統合のためのクライアント設定

ディレクトリ統合のためのクライアント設定
Cisco Unified Communications Manager リリース 9 以降を使用してサービス プロファイル経由で、
コンフィギュレーション ファイルを使用して、ディレクトリ統合を設定できます。ここでは、
ディレクトリ統合のためにクライアントを設定する方法について説明します。
次の表は、サービスプロファイルとコンフィギュレーションファイルの両方が存在する場合に優
先されるパラメータ値を示しています。

（注）

サービス プロファイル

設定ファイル

優先されるパラメータ値

パラメータ値が設定済み

パラメータ値が設定済み

サービス プロファイル

パラメータ値が設定済み

パラメータ値が空白

サービス プロファイル

パラメータ値が空白

パラメータ値が設定済み

設定ファイル

パラメータ値が空白

パラメータ値が空白

サービスプロファイルの空白（デフォ
ルト）値

Cisco Unified Presence リリース 8.x プロファイルは、ディレクトリ統合に使用できません。

サービス プロファイルでのディレクトリ統合の設定
Cisco Unified Communications Manager リリース 9 以降では、サービス プロファイルを使用してユー
ザをプロビジョニングし、内部ドメイン サーバ上に _cisco-uds SRV レコードを展開できます。
そうすれば、クライアントが自動的に Cisco Unified Communications Manager を検出して、サービ
ス プロファイルを受け取り、ディレクトリ統合設定を取得できます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

ディレクトリ サービスを追加する, （12 ディレクトリ UC サービスを作成し
ページ）
ます。

ステップ 2

サービス プロファイルへのディレクトリ サービス プロファイルにディレクト
サービスの適用, （16 ページ）
リ UC サービスを追加します。
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ディレクトリ サービスを追加する
手順
ステップ 1

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

ステップ 2

[ユーザ管理（User Management）] > [ユーザ設定（User Settings）] > [UC サービス（UC Service）]
を選択します。
[UC サービスの検索と一覧表示（Find and List UC Services）] ウィンドウが開きます。

ステップ 3

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

ステップ 4

[UC サービス タイプ（UC Service Type）] メニューから [ディレクトリ（Directory）] を選択し、
[次へ（Next）] を選択します。

ステップ 5

ディレクトリ サービスに対して適切な値を設定します。
グローバル カタログで Cisco Jabber ディレクトリ検索を設定するには、次の値を追加します。
• [ポート（Port）]：3268
• [プロトコル（Protocol）]：TCP

ステップ 6

[保存（Save）] を選択します。

次の作業
ディレクトリ サービスを適用します。

ディレクトリ プロファイル パラメータ
次の表は、ディレクトリ プロファイルで設定できる設定パラメータを示します。
ディレクトリ サービスの設定

説明

プライマリ サーバ（Primary server）

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

セカンダリ サーバ（Secondary server） 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。
ターシャリ サーバ（Tertiary Server）

Cisco Jabber for Windows にのみ適用されます。
ターシャリ ディレクトリ サーバのアドレスを指定しま
す。
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ディレクトリ サービスの設定

説明

コンタクト解決に UDS を使用（Use
UDS for Contact Resolution）

クライアントが UDS を連絡先ソースとして使用するかど
うかを指定します。
このオプションが選択されている場合は、この表
の次のパラメータが使用されません。
（注）
デフォルトで、ユーザが Expressway for Mobile
and Remote Access 経由で社内ネットワークに接
続するときに、UDS が連絡先解決を提供しま
す。
重要

ログインしたユーザのクレデンシャル LDAP による連絡先解決で、クライアントがログインし
を使用（Use Logged On User
ているユーザ名とパスワードを使用するかどうかを指定
Credential）
します。
True（デフォルト）
ログインしたユーザのクレデンシャルを使用しま
す。この値は、Windows クライアントでは
UseWindowsCredentials パラメータの値に、他のク
ライアントでは、BDIUseJabberCredntials パラメー
タにマッピングされています。
False
ログインしたユーザのクレデンシャルを使用しない
でください。
ログインしたユーザのクレデンシャルを次のパラ
メータとともに指定する必要があります。
• EDI（Windows クライアント）
◦ ConnectionUsername
◦ ConnectionPassword
• BDI（Mac、Android、iOS クライアント）
◦ BDIConnectionUsername
◦ BDIConnectionPassword
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ディレクトリ サービスの設定

説明

ユーザ名（Username）

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。
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、Microsoft Windows クレデンシャルを
使用してディレクトリ サーバで認証できない展開でのみ
使用する必要があります。
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。

パスワード（Password）

ディレクトリ サーバでの認証にクライアントが使用でき
る共有パスワードを手動で指定できるようにします。
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、Microsoft Windows クレデンシャルを
使用してディレクトリ サーバで認証できない展開でのみ
使用する必要があります。
読み取り専用権限を持っているアカウントの既知のまた
は公開されているクレデンシャルのセットのみを使用し
ます。
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ディレクトリ サービスの設定

説明

検索ベース 1（Search Base 1）

検索が開始されるディレクトリ サーバの場所を指定しま
す。つまり、検索ベースはクライアントが検索を実行す
るルートです。

次のパラメータは、Cisco Jabber for
Windows だけに適用されます。
検索ベース 2（Search Base 2）
検索ベース 3（Search Base 3）

デフォルトの場合、クライアントはディレクトリ ツリー
のルートから検索を行います。デフォルトの動作を上書
きする場合は、最大 3 つの検索ベースの値を OU に指定
することができます。
Active Directory は、通常、検索ベースを必要としません。
特定のパフォーマンス要件がある場合にのみ、Active
Directory の検索ベースを指定します。
ディレクトリ内の特定の場所へのバインディングを作成
するには、Active Directory 以外のディレクトリ サーバの
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インスタント
メッセージの機能だけを持っているとします。
これらのユーザを OU に含め、この OU を検索
ベースとして指定します。

すべての検索ベースで再帰検索
検索ベースから始まるディレクトリの再帰検索を実行す
（Recursive Search on All Search Bases） るには、このオプションを選択します。再帰検索を使用
して、Cisco Jabber クライアントの連絡先検索クエリーが
指定された検索コンテキスト（検索ベース）からのLDAP
ディレクトリ ツリーすべてを検索できるようにします。
これは、LDAP 検索と共通のオプションです。
必須フィールドです。
デフォルト値は True です。
基本フィルタ（Base Filter）

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。
デフォルト値は (&(objectCategory=person)(
objectClass=user) です。
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ディレクトリ サービスの設定

説明

予測検索フィルタ（Predictive Search
Filter）

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。
デフォルト値は Ambiguous Name Resolution（ANR）で
す。
Cisco Jabber for Windows が予測検索を実行するときに、
Ambiguous Name Resolution（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。

サービス ディスカバリは、[連絡先の解決にUDSを使用する（Use UDS for Contact Resolution）] が
選択されている場合に UDS 検索を使用します。そうでない場合は、BDI または EDI 検索を使用し
ます。サービス ディスカバリでは、ディレクトリ プロファイル内の Username、Password、
SearchBase1、PrimaryServerName、ServerPort1、UriPrefix、UseJabberCredentials、BaseFilter、
PredictiveSearchFilter、および DirectoryServerType を使用して LDAP サーバに接続して連絡先が検
索されます。
手動サインオンでは、ディレクトリ プロファイルからの Username と Password を使用して LDAP
サーバに接続して連絡先が検索されます。
属性のマッピング
サービス プロファイルでデフォルトの属性マッピングを変更することはできません。デフォルト
の属性マッピングを変更するには、クライアントの設定ファイルで必要なマッピングを定義しな
ければなりません。

サービス プロファイルへのディレクトリ サービスの適用
手順
ステップ 1

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

ステップ 2

[新規追加（Add New）] を選択します。

Cisco Jabber 11.0 展開およびインストレーション ガイド
16

ディレクトリ ソースとの統合
コンフィギュレーション ファイルでのディレクトリ統合の詳細設定

[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 3

ディレクトリ プロファイルにディレクトリ サービスを追加します。ディレクトリ プロファイル
に必要な特定の設定については、「ディレクトリプロファイルパラメータ」の項を参照してくだ
さい。

ステップ 4

[保存（Save）] を選択します。

コンフィギュレーション ファイルでのディレクトリ統合の詳細設定
Cisco Jabber コンフィギュレーション ファイルでディレクトリ統合を設定できます。詳細について
は、『Parameters Reference Guide for Cisco Jabber』の「Directory」の章を参照してください。

重要

サービス プロファイルとコンフィギュレーション ファイルが存在する場合は、常に、サービ
ス プロファイル内の設定が優先されます。
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