
設定およびインストールのワークフロー

•設定ワークフローの目的（1ページ）
•前提条件（1ページ）
•展開およびインストールのワークフロー（3ページ）

設定ワークフローの目的
オンプレミス展開を設定してインストールするためのプロセスの概要を示す設定とインストー

ルのワークフロー。Cisco Jabberを展開してインストールする前に、『Install andUpgradeGuides』
で『Cisco Jabber Planning Guide』を参照して、ビジネスニーズに最適な展開オプションを決定
してください。

前提条件
•サーバのインストールが開始され、アクティブである必要があります。

•必須サービスの有効化と開始（1ページ）

•デバイス用の Cisco Options Packageファイルのインストール（2ページ）

必須サービスの有効化と開始

必須サービスにより、サーバ間の通信が可能になり、クライアントにさまざまな機能が提供さ

れます。

手順

ステップ 1 [CiscoUnified IM and Presenceのサービスアビリティ（CiscoUnified IM and Presence Servicability）]
インターフェイスを開きます。
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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（ControlCenter -FeatureServices）]
を選択します。

ステップ 3 [サーバ（Server）]ドロップダウンリストから適切なサーバを選択します。

ステップ 4 次の各サービスが開始され、かつ有効になっていることを確認します。

• Cisco SIP Proxy
• Cisco Sync Agent
• Cisco XCP Authentication Service
• Cisco XCP Connection Manager
• Cisco XCP Text Conference Manager
• Cisco Presence Engine

ステップ 5 [ツール（Tools）]> [コントロールセンターのネットワークサービス（ControlCenter -Network
Services）]を選択します。

ステップ 6 [サーバ（Server）]ドロップダウンリストから適切なサーバを選択します。

ステップ 7 Cisco XCP Router Serviceが実行されていることを確認します。

デバイス用の Cisco Options Packageファイルのインストール
Cisco Unified Communications Managerで Cisco Jabberをデバイスとして使用できるようにする
には、ご使用のすべての Cisco Unified Communications Managerノードにデバイス固有の Cisco
Options Package (COP)ファイルをインストールする必要があります。

サービスが中断されないように、この手順は使用率が低い時間帯に行ってください。

COPファイルのインストールに関する一般的な情報については、お使いのリリースに対応した
『Cisco Unified Communications Operating System Administration Guide』の「Software Upgrades」
の章を参照してください。

手順

ステップ 1 デバイスの COPファイルをダウンロードします。

a) デバイスの COPファイルを配置します。

•ソフトウェアダウンロードサイトに移動します。

•ご使用のリリースに対応したデバイスの COPファイルを配置します。

b) [今すぐダウンロード（Download Now）] をクリックします。
c) MD5チェックサムを書き留めます。

この情報は、後で必要になります。

d) [ダウンロードを進める（Proceed with Download）]をクリックして、手順に従います。
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ステップ 2 Cisco Unified Communications Managerノードからアクセス可能な FTPまたは SFTPサーバに
COPファイルを配置します。

ステップ 3 Cisco Unified Communications Managerクラスタ内のパブリッシャノードにこの COPファイル
をインストールします。

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

b) [ソフトウェアアップグレード（Software Upgrades）] > [インストール/アップグレード
（Install/Upgrade）]を選択します。

c) COPファイルの場所を指定し、必要な情報を入力します。

詳細については、オンラインヘルプを参照してください。

d) [次へ（Next）]を選択します。
e) デバイス COPファイルを選択します。
f) [次へ（Next）]を選択します。
g) 画面に表示される指示に従います。

h) [次へ（Next）]を選択します。

処理が完了するまで待ちます。このプロセスには、時間がかかる場合があります。

i) 使用率が低いときに Cisco Unified Communications Managerをリブートします。
j) システムが完全にサービスに復帰するまで待機します。

サービスの中断を避けるために、各ノードのサービスがアクティブな状態に戻っ

たことを確認してから、次のサーバでのこの手順を実行するようにしてくださ

い。

（注）

ステップ 4 クラスタ内の各サブスクライバノードに COPファイルをインストールします。

パブリッシャノードのときと同じ方法で、ノードのリブートなどの手順を実行します。

展開およびインストールのワークフロー
• UCの完全な展開 （4ページ）

• Jabber IMのみの展開（5ページ）

•電話専用モードの展開（6ページ）

•電話モードの展開（連絡先を使用）（7ページ）
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UCの完全な展開

手順

目的コマンドまたはアクション

http://www.cisco.com/c/en/us/support/
unified-communications/jabber-windows/

ステップ 1 •展開シナリオを選択します。

•要件を検証して、それらが満たさ
れていることを確認します。

products-installation-guides-list.htmlで
『Cisco Jabber Planning Guide』を参照
してください。 •連絡先ソースを確認して、使用す

る連絡先ソースを決定します。

サービスを追加するためのサービスプ

ロファイルを作成します。

デフォルトサービスプロファイルの作

成

ステップ 2

ユーザの連絡先ソースを設定します。連絡先ソースステップ 3

Cisco Unified Communications IM&プレ
ゼンスサービスを設定します。

インスタントメッセージングとプレゼ

ンスサービスの設定

ステップ 4

ユーザのボイスメールを設定します。ボイスメールの設定ステップ 5

CiscoWebexMeetingsサーバを使用して
会議を設定します。

Webex会議の設定ステップ 6

CTIサービスを設定し、Jabberにユー
ザーに関連付けられているデバイスを

提供します。

CTIサービスの設定ステップ 7

Jabberのユーザを設定します。ユーザ（Users）ステップ 8

ユーザ用のソフトフォンデバイスを設

定します。

ソフトフォンの設定ステップ 9

デスクフォンデバイスを作成し、機能

を有効にします。

デスクフォン制御の設定ステップ 10

リモートデバイスへのコールを拡張す

るためにユーザにオプションを設定し

ます。

拡張および接続機能の設定ステップ 11

ユーザのサービスディスカバリオプ

ションを選択します。

サービスディスカバリの設定ステップ 12

各サーバの必要な証明書を設定しま

す。

証明書検証の設定ステップ 13

設定およびインストールのワークフロー
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目的コマンドまたはアクション

クライアント設定ファイルに含める機

能を選択します。

クライアントの設定ステップ 14

ユーザのためのクライアントのインス

トール方法を選択します。

Cisco Jabberアプリケーションおよび
Jabberソフトフォンの VDI用の展開

ステップ 15

Jabber IMのみの展開

手順

目的コマンドまたはアクション

http://www.cisco.com/c/en/us/support/
unified-communications/jabber-windows/

ステップ 1 •展開シナリオを選択します。

•要件を検証して、それらが満たさ
れていることを確認します。

products-installation-guides-list.htmlで
『Cisco Jabber Planning Guide』を参照
してください。 •連絡先ソースを確認して、使用す

る連絡先ソースを決定します。

サービスを追加するためのサービスプ

ロファイルを作成します。

デフォルトサービスプロファイルの作

成

ステップ 2

ユーザの連絡先ソースを設定します。連絡先ソースステップ 3

Cisco Unified Communications IM&プレ
ゼンスサービスを設定します。

インスタントメッセージングとプレゼ

ンスサービスの設定

ステップ 4

CiscoWebexMeetingsサーバを使用して
会議を設定します。

Webex会議の設定ステップ 5

Jabberのユーザを設定します。ユーザ（Users）ステップ 6

ユーザのサービスディスカバリオプ

ションを選択します。

サービスディスカバリの設定ステップ 7

各サーバの必要な証明書を設定しま

す。

証明書検証の設定ステップ 8

クライアント設定ファイルに含める機

能を選択します。

クライアントの設定ステップ 9

ユーザのためのクライアントのインス

トール方法を選択します。

Cisco Jabberアプリケーションおよび
Jabberソフトフォンの VDI用の展開

ステップ 10

設定およびインストールのワークフロー
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電話専用モードの展開

手順

目的コマンドまたはアクション

http://www.cisco.com/c/en/us/support/
unified-communications/jabber-windows/

ステップ 1 •展開シナリオを選択します。

•要件を検証して、それらが満たさ
れていることを確認します。

products-installation-guides-list.htmlで
『Cisco Jabber Planning Guide』を参照
してください。 •連絡先ソースを確認して、使用す

る連絡先ソースを決定します。

サービスを追加するためのサービスプ

ロファイルを作成します。

デフォルトサービスプロファイルの作

成

ステップ 2

ユーザのボイスメールを設定します。ボイスメールの設定ステップ 3

CiscoWebexMeetingsサーバを使用して
会議を設定します。

Webex会議の設定ステップ 4

CTIサービスを設定し、Jabberにユー
ザーに関連付けられているデバイスを

提供します。

CTIサービスの設定ステップ 5

Jabberのユーザを設定します。ユーザ（Users）ステップ 6

ユーザ用のソフトフォンデバイスを設

定します。

ソフトフォンの設定ステップ 7

ユーザのサービスディスカバリオプ

ションを選択します。

サービスディスカバリの設定ステップ 8

証明書は、Jabberクライアントが接続
するサービスごとに必要です。

証明書検証の設定ステップ 9

クライアント設定ファイルに含める機

能を選択します。

クライアントの設定ステップ 10

ユーザのためのクライアントのインス

トール方法を選択します。

Cisco Jabberアプリケーションおよび
Jabberソフトフォンの VDI用の展開

ステップ 11

設定およびインストールのワークフロー
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電話モードの展開（連絡先を使用）

手順

目的コマンドまたはアクション

http://www.cisco.com/c/en/us/support/
unified-communications/jabber-windows/

ステップ 1 •要件を満たしていることを確認

•用する連絡先ソースを決定しま
す。

products-installation-guides-list.htmlで
『Cisco Jabber Planning Guide』を参照
してください。

サービスを追加するためのサービスプ

ロファイルを作成します。

デフォルトサービスプロファイルの作

成

ステップ 2

ユーザの連絡先ソースを設定します。連絡先ソースステップ 3

ユーザがクライアントにプレゼンスを

持つかどうかを選択します。

Q&Aの管理プレゼンスの設定ステップ 4

連絡先の展開により、この電話モード

のインスタントメッセージを削除しま

す。

インスタントメッセージの設定の無効

化

ステップ 5

ユーザのボイスメールを設定します。ボイスメールの設定ステップ 6

CiscoWebexMeetingsサーバを使用して
会議を設定します。

Webex会議の設定ステップ 7

CTIサービスを設定し、Jabberにユー
ザーに関連付けられているデバイスを

提供します。

CTIサービスの設定ステップ 8

Jabberのユーザを設定します。ユーザ（Users）ステップ 9

ユーザ用のソフトフォンデバイスを設

定します。

ソフトフォンの設定ステップ 10

デスクフォンデバイスを作成し、機能

を有効にします。

デスクフォン制御の設定ステップ 11

リモートデバイスへのコールを拡張す

るためにユーザにオプションを設定し

ます。

拡張および接続機能の設定ステップ 12

ユーザのサービスディスカバリオプ

ションを選択します。

サービスディスカバリの設定ステップ 13

各サーバの必要な証明書を設定しま

す。

証明書検証の設定ステップ 14

設定およびインストールのワークフロー
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目的コマンドまたはアクション

クライアント設定ファイルに含める機

能を選択します。

クライアントの設定ステップ 15

ユーザのためのクライアントのインス

トール方法を選択します。

Cisco Jabberアプリケーションおよび
Jabberソフトフォンの VDI用の展開

ステップ 16

設定およびインストールのワークフロー
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