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章

はじめに
このマニュアルでは Cisco Jabber のサービスをセットアップおよび設定する方法について説明し
ます。
クライアントをインストールする前に、サービスをプロビジョニングするためにこのマニュアル
に記載されている関連タスクを完了する必要があります。 これにより、クライアントを初めて
起動する前に基本サービスが使用できることを確実にします。
たとえば、インスタント メッセージとプレゼンス機能で基本サービスを提供する、デフォルト
の製品モードで Cisco Jabber をインストールする場合は、次を実行する必要があります。
1 ディレクトリ ソースと同期して認証します。
2 インスタント メッセージおよびプレゼンス サービスをプロビジョニングします。
3 Cisco Jabber をインストールしてテストします。
4 必要に応じて追加のサービスをプロビジョニングします。

重
要

このマニュアルでは、Cisco Jabber に固有のサービスや機能のタスクベースのワークフローに
情報をまとめています。
このマニュアルを使用し、テストと評価のためにラボ展開をセットアップする必要がありま
す。 必要に応じてプライマリ サーバのマニュアルを参照し、Cisco Jabber を実稼働環境に展開
する前に完了する必要がある要件と追加のタスクを確認してください。
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ディレクトリ統合の設定
• オンプレミス展開におけるディレクトリ統合の設定, 5 ページ
• クラウドベース展開におけるディレクトリ統合の設定, 11 ページ
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章

オンプレミス展開におけるディレクトリ統
合の設定
オンプレミス展開のディレクトリ統合を設定し、Cisco Unified Communications Manager のユーザ
データが社内ディレクトリと同期されるようにします。 ユーザがクライアントにログインした
ときに、社内のディレクトリ サーバに Cisco Unified Communications Manager がプロキシ認証さ
れるように設定することもできます。
• ディレクトリ サーバとの同期, 5 ページ
• ディレクトリ サーバでの認証, 9 ページ

ディレクトリ サーバとの同期
ディレクトリ サーバとの同期により、ディレクトリ サーバ内の連絡先データが Cisco Unified
Communications Manager に複製されます。

同期の有効化
ディレクトリ サーバと同期するための最初の手順は、Cisco Unified Communications Manager で同
期を有効にすることです。

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）] > [LDAP] > [LDAP システム（LDAP System）] を選択します。
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[LDAP システムの設定（LDAP System Configuration）] ウィンドウが開きます。
ステップ 3

[LDAP システム情報（LDAP System Information）] セクションに移動します。

ステップ 4

[LDAP サーバからの同期を有効にする（Enable Synchronizing from LDAP Server）] を選択します。

ステップ 5

[LDAP サーバ タイプ（LDAP Server Type）] ドロップダウン リストから、データの同期元となる
ディレクトリ サーバのタイプを選択します。

次の作業
ユーザ ID の LDAP 属性を指定します。
関連トピック
v9.1：LDAP システムのセットアップ
v 8.6(1)：LDAP システムの構成

ユーザ ID とディレクトリ URI の入力
LDAP ディレクトリ サーバと Cisco Unified Communications Manager を同期させる場合、Cisco Unified
Communications Manager および Cisco Unified Communications Manager IM and Presence の両方のデー
タベース内のエンド ユーザの設定テーブルに次の値を含む属性を入力できます。
ユーザ ID
Cisco Unified Communications Manager のユーザ ID の値は必ず指定する必要があります。 こ
の値はデフォルトの IM アドレス スキームおよびユーザのログインに必要です。 デフォル
ト値は sAMAccountName です。
ディレクトリ URI（Directory URI）
次の場合は、ディレクトリ URI の値を指定する必要があります。
• Cisco Jabber で URI ダイヤルを有効にする場合。
• Cisco Unified Communications Manager IM and Presence バージョン 10 以降でディレクト
リ URI アドレス スキームを使用する場合。
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Cisco Unified Communications Manager がディレクトリ ソースと同期されると、ディレクトリ URI
とユーザ ID の値を取得し、Cisco Unified Communications Manager データベースのエンド ユーザ設
定テーブルに入力します。
次に、Cisco Unified Communications Manager データベースが Cisco Unified Communications Manager
IM and Presence データベースと同期されます。 このため、ディレクトリ URI とユーザ ID の値が
Cisco Unified Communications Manager IM and Presence データベースのエンド ユーザの設定テーブ
ルに入力されます。

ユーザ ID の LDAP 属性の指定
ディレクトリ ソースから Cisco Unified Communications Manager に同期する場合、ディレクトリ内
の属性からユーザ ID を入力できます。 ユーザ ID を保持するデフォルトの属性は、
sAMAccountName です。

手順
ステップ 1

[LDAP システムの設定（LDAP System Configuration）] ウィンドウで [ユーザ ID 用 LDAP 属性
（LDAP Attribute for User ID）] ドロップダウン リストを探します。

ステップ 2

必要に応じて、ユーザ ID の属性を指定し、[保存（Save）] を選択します。
重要
ユーザ ID の属性が sAMAccountName 以外で、Cisco Unified Communications Manager IM
and Presence でデフォルトの IM アドレス スキームを使用している場合、クライアントの
設定ファイルで UserAccountName パラメータの値として属性を次のように指定する必要
があります。
<UserAccountName>attribute-name</UserAccountName>

設定で属性を指定せず、属性が sAMAccountName 以外の場合、クライアントはディレク
トリ内の連絡先を解決できません。 この結果、ユーザはプレゼンスを取得せず、インス
タント メッセージを送信または受信できません。
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ディレクトリ URI の LDAP 属性の指定
Cisco Unified Communications Manager バージョン 9.0(1) 以降では、ディレクトリの属性からディレ
クトリ URI を入力できます。 デフォルトの属性は msRTCSIP-primaryuseraddress です。

手順
ステップ 1

[システム（System）] > [LDAP] > [LDAP ディレクトリ（LDAP Directory）] を選択します。
メモ
LDAP ディレクトリを追加または編集には、まず同期を有効にしま
す。

ステップ 2

適切な LDAP ディレクトリを選択するか、[新規追加（Add New）] を選択して LDAP ディレクト
リを追加します。

ステップ 3

[同期対象の標準ユーザ フィールド（Standard User Fields To Be Synchronized）] セクションを探し
ます。

ステップ 4

[ディレクトリ URI（Directory URI）] ドロップダウン リストで、適切な LDAP 属性を選択します。

ステップ 5

[保存（Save）] を選択します。

同期の実行
ディレクトリ サーバを追加し、必要なパラメータを指定した後、Cisco Unified Communications
Manager をディレクトリ サーバと同期できます。

はじめる前に
プレゼンスサーバを含む環境の場合は、ディレクトリサーバと同期する前に次の機能サービスが
アクティブにされて開始されていることを確認する必要があります。
• Cisco Unified Presence：Cisco UP Sync Agent
• Cisco Unified Communications Manager IM and Presence：Cisco Sync Agent
このサービスを使用すると、プレゼンス サーバと Cisco Unified Communications Manager との間の
データの同期が維持されます。 ディレクトリ サーバとの同期を実行すると、Cisco Unified
Communications Manager はデータをプレゼンス サーバと同期します。 ただし、[Cisco Sync Agent]
サービスがアクティブにされて開始されている必要があります。

手順
ステップ 1

[システム（System）] > [LDAP] > [LDAP ディレクトリ（LDAP Directory）] を選択します。

ステップ 2

[新規追加（Add New）] を選択します。
[LDAP ディレクトリ（LDAP Directory）] ウィンドウが開きます。

ステップ 3

[LDAP ディレクトリ（LDAP Directory）] ウィンドウで必要な詳細情報を指定します。
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指定できる値およびフォーマットの詳細については、『Cisco Unified Communications Manager
Administration Guide』を参照してください。
ステップ 4

[保存（Save）] を選択します。

ステップ 5

[完全同期を今すぐ実施（Perform Full Sync Now）] を選択します。
（注）
同期プロセスの完了までに要する時間は、ディレクトリ内のユーザの数によって異なり
ます。 ユーザ数が数千にもなる大規模なディレクトリの同期を実施する場合、そのプ
ロセスにはある程度の時間がかかると予想されます。

ディレクトリ サーバのユーザ データは、Cisco Unified Communications Manager データベースに同
期されます。 Cisco Unified Communications Manager は、その後、プレゼンス サーバ データベース
にユーザ データを同期します。
関連トピック
v9.1：LDAP ディレクトリのセットアップ
v 8.6(1)：LDAP ディレクトリの構成

ディレクトリ サーバでの認証
ディレクトリ サーバで認証するために、Cisco Unified Communications Manager を設定する必要が
あります。 ユーザがクライアントにログインすると、プレゼンス サーバはその認証を Cisco Unified
Communications Manager にルーティングします。 Cisco Unified Communications Manager は、その
後、その認証をディレクトリ サーバに委任します。

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

[システム（System）] > [LDAP] > [LDAP 認証（LDAP Authentication）] を選択します。

ステップ 3

[エンドユーザ用 LDAP 認証の使用（Use LDAP Authentication for End Users）] を選択します。

ステップ 4

必要に応じて、LDAP クレデンシャルとユーザ検索ベースを指定します。
[LDAP 認証（LDAP Authentication）] ウィンドウのフィールドの詳細については、『Cisco Unified
Communications Manager Administration Guide』を参照してください。

ステップ 5

[保存（Save）] を選択します。

関連トピック
v9.1：LDAP 認証のセットアップ
v 8.6(1)：LDAP 認証の構成
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ディレクトリ サーバでの認証
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章

クラウドベース展開におけるディレクトリ
統合の設定
ユーザのプロビジョニングと逆プロビジョニングを自動的に行い、Cisco WebEx 管理ツール 内の
ユーザ プロファイル情報を社内ディレクトリの情報で最新の更新状態に保つにはクラウドベー
ス展開でディレクトリ統合を設定します。
• ディレクトリの統合, 11 ページ

ディレクトリの統合
ディレクトリの統合をセットアップするには、次の手順を実行します。
1 ディレクトリの統合のトピックを参照します。
「Directory Integration」を参照してください。
2 社内情報を設定します。
「Understanding the Configuration Tab」を参照してください。
3 ユーザを作成し、プロビジョニングします。
「Overview of User Management」を参照してください。
関連トピック
ディレクトリ統合
[設定（Configuration）] タブとは
ユーザ管理の概要

ディレクトリ グループの追加
ディレクトリ グループ（企業グループ）を使用すると、管理者はユーザの連絡先グループを定義
できます。
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ディレクトリの統合

ディレクトリ グループを追加する大まかな手順は次のとおりです。
1 ディレクトリの統合をセットアップします。
2 ディレクトリ グループを、カンマ区切り値（.csv）ファイルとして定義します。
3 Cisco WebEx 管理ツールを使用して、ディレクトリ グループをインポートします。
ディレクトリ グループの追加に関する詳細は、「Directory Integration」を参照してください。
ユーザがクライアント インターフェイスでディレクトリ グループを追加するには、[ファイル
（File）] > [新規（New）] > [ディレクトリ グループ（Directory Group）] を選択し、ディレクトリ
グループを検索します。

（注）

ユーザは、ディレクトリ グループを編集して連絡先を追加または削除できません。 ただしユー
ザが、ディレクトリ グループから自身のカスタム コンタクト グループへコンタクトをドラッ
グ アンド ドロップすることはできます。

関連トピック
ディレクトリ統合
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インスタント メッセージおよびプレゼンス
のプロビジョニング
• Cisco Unified Presence のインスタント メッセージおよびプレゼンスのプロビジョニング, 15
ページ
• Cisco Unified Communications Manager IM and Presence のインスタント メッセージおよびプレ
ゼンスのプロビジョニング, 21 ページ
• クラウドベース展開のインスタント メッセージおよびプレゼンスのプロビジョニング, 33
ページ

第

4

章

Cisco Unified Presence のインスタント メッ
セージおよびプレゼンスのプロビジョニン
グ
メッセージの設定を有効にしてインスタント メッセージおよびプレゼンス機能を設定する方法
について説明します。 次の手順を完了して必須サービスを有効にして開始し、メッセージング
の設定を有効にして、ユーザに機能割り当てを指定し、インスタント メッセージおよびプレゼ
ンス サービスを設定します。
この章は、Cisco Unified Presence バージョン 8.6 以前に適用されます。
• 必須サービスの有効化と開始, 15 ページ
• 連絡先リストの一括入力, 16 ページ
• メッセージングの設定の有効化, 17 ページ
• 機能割り当ての指定, 18 ページ
• プレゼンス サブスクリプション要求のプロンプト設定, 18 ページ
• 一時プレゼンスの無効化, 20 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。
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連絡先リストの一括入力

手順
ステップ 1

[Cisco Unified Presence のサービスアビリティ（Cisco Unified Presence Servicability）] 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

[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 UP SIP Proxy
• Cisco UP Sync Agent
• Cisco UP XCP Authentication Service
• Cisco UP XCP Connection Manager
• Cisco UP XCP Text Conference Manager
• Cisco UP 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（Control Center - 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 UP XCP Router Service が実行されていることを確認します。

次の作業
必要に応じて、その他のサービスも開始します。 利用可能なサービスを確認したり、現在の導入
においてその他のサービスが必要かどうかを判断したりする場合は、Cisco Unified Presence に関す
る適切なマニュアルを参照してください。

連絡先リストの一括入力
一括管理ツール（BAT）を使用してユーザの連絡先リストを事前に入力することもできます。 最
初の手順は、ユーザに提供する連絡先リストを定義する CSV ファイルを作成することです。 その
後、BAT を使用して一連のユーザに連絡先リストを一括でインポートします。
これにより、ユーザの連絡先リストを事前に入力し、クライアントの最初の起動後にユーザが連
絡先のセットを自動的に入手できるようにします。
BAT および CSV ファイル形式を使用する方法の詳細については、『Deployment Guide for Cisco
Unified Presence』を参照してください。
関連トピック
『Deployment Guide for Cisco Unified Presence』
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メッセージングの設定の有効化

メッセージングの設定の有効化
インスタント メッセージングを有効にし、設定するには、このタスクの手順を実行します。

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

使用する Cisco Unified Presence のバージョンに応じて、メッセージングの設定をイネーブルにし
ます。
• Cisco Unified Presence バージョン 8.5 以降では、次の手順を実行します。
1 [メッセージング（Messaging）] > [設定（Settings）] の順に選択します。
2 次の設定を選択します。
• インスタント メッセージを有効にする（Enable instant messaging）
• クライアントでのインスタント メッセージ履歴のログ記録を可能にする（Allow clients
to log instant message history）
• Cisco Unified Presence バージョン 8.0.3 または 8.0.4 では、次の手順を実行します。
1 [プレゼンス（Presence）] > [設定（Settings）] の順に選択します。
2 [CUPC 7 および IPPM インスタント メッセージを有効にする（クラスタ全体）（Enable
CUPC 7 and IPPM Instant Messaging (cluster-wide)）] を選択します。

ステップ 3

[保存（Save）] を選択します。
重要
Cisco Jabber for Windows は、[プレゼンスの設定（Presence Settings）] ウィンドウで次の設
定をサポートしていません。
• ユーザの通話中に DND ステータスを使用する（Use DND status when user is on the
phone）
• ユーザがミーティングに参加しているときに DND ステータスを使用する（Use DND
status when user is in a meeting）

関連トピック
「How to Configure the Instant Messaging Settings on Cisco Unified Presence」
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機能割り当ての指定

機能割り当ての指定
ユーザにインスタント メッセージングとプレゼンスの機能を提供するには、このタスクの手順を
実行します。

手順
ステップ 1

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

ステップ 2

[システム（System）] > [ライセンス（Licensing）] > [機能割り当て（Capabilities Assignment）] の
順に選択します。
[機能割り当ての検索と一覧表示（Find and List Capabilities Assignments）] ウィンドウが開きます。

ステップ 3

[機能割り当てを次の条件で検索（Find Capabilities Assignment where）] フィールドに適切なフィル
タを指定し、[検索（Find）] を選択してユーザの一覧を取得します。

ステップ 4

対象のユーザをリストから選択します。
[機能割り当ての設定（Capabilities Assignment Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 5

[機能割り当ての設定（Capabilities Assignment Configuration）] セクションで次の両方を選択しま
す。
• CUP を有効にする（Enable CUP）
• CUPC を有効にする（Enable CUP）

ステップ 6

[保存（Save）] を選択します。

プレゼンス サブスクリプション要求のプロンプト設定
社内の連絡先からのプレゼンス サブスクリプション要求のプロンプトを有効、無効のいずれかに
することができます。
クライアントは、社外の連絡先からのプレゼンス サブスクリプション要求には、ユーザに許可を
求めるプロンプトを常に表示します。
ユーザは、クライアントのプライバシー設定を次のように指定します。
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プレゼンス サブスクリプション要求のプロンプト設定

社内（Inside Your Organization）
ユーザは社内の連絡先を許可するかブロックするかを選択できます。
• ユーザがプレゼンス サブスクリプション要求を許可することを選択し、
• [確認プロンプトなしで、ユーザが他のユーザのプレゼンス ステータスを表示でき
るようにする（Allow users to view the availability of other users without being prompted
for approval）] を選択した場合、クライアントはユーザにプロンプトを表示せず
に、すべてのプレゼンス サブスクリプション要求を自動的に許可します。
• [確認プロンプトなしで、ユーザが他のユーザのプレゼンス ステータスを表示でき
るようにする（Allow users to view the availability of other users without being prompted
for approval）] を選択しない場合、クライアントはすべてのプレゼンス サブスク
リプション要求でユーザにプロンプトを表示します。
• ユーザが連絡先をブロックすることを選択した場合、既存の連絡先のみがそれらのユー
ザの在席ステータスを参照できます。 つまり、ユーザのプレゼンスにサブスクライブ
済みの連絡先のみが在席ステータスを確認できます。

（注）

組織内で連絡先を検索する際は、組織内のすべてのユーザの一時的な
在席ステータスが表示されます。 しかし、ユーザ A がユーザ B をブ
ロックした場合、ユーザ B には、検索一覧内のユーザ A の一時的な在
席ステータスは表示されません。

社外（Outside Your Organization）
ユーザは、社外の連絡先に対する処理を次のオプションから選択できます。
• クライアントがプレゼンス サブスクリプション要求ごとにプロンプトを表示する。
• 既存の連絡先のみが在席ステータスを参照できるよう、すべての連絡先をブロックす
る。 つまり、ユーザのプレゼンスにサブスクライブ済みの連絡先のみが在席ステータ
スを確認できます。

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

[プレゼンス（Presence）] > [設定（Settings）] の順に選択します。
[プレゼンスの設定（Presence Settings）] ウィンドウが開きます。

ステップ 3

[確認プロンプトなしで、ユーザが他のユーザのプレゼンス ステータスを表示できるようにする
（Allow users to view the availability of other users without being prompted for approval）] を選択し、プ

Cisco Jabber for Windows 9.6 サーバ セットアップ ガイド
19

一時プレゼンスの無効化

ロンプトを無効にして、社内からのすべてのプレゼンス サブスクリプション要求を自動的に許可
します。
このオプションには、次の値があります。
オン
クライアントはプレゼンス サブスクリプション要求ではユーザにプロンプトを表示しませ
ん。 クライアントはユーザにプロンプトを表示せずに、すべてのプレゼンス サブスクリプ
ション要求を自動的に許可します。
オフ
クライアントは、プレゼンス サブスクリプション要求を許可するかどうか尋ねるプロンプ
トをユーザに表示します。 この設定では、ユーザの在席ステータスを社内のほかのユーザ
が見られる状態である必要があります。
ステップ 4

[保存（Save）] を選択します。

一時プレゼンスの無効化
一時プレゼンスを無効にして Cisco Jabber にユーザの連絡先リスト内の連絡先のみのプレゼンスが
表示されるようにします。

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

[プレゼンス（Presence）] > [設定（Settings）] の順に選択します。

ステップ 3

[アドホック プレゼンス サブスクリプションを有効にする（Enable ad-hoc presence subscriptions）]
チェックボックスをオフにして、[保存（Save）] を選択します。
Cisco Jabber に一時プレゼンスが表示されません。 ユーザは、各自の連絡先リスト内の連絡先のみ
のアベイラビリティ ステータスを確認できます。
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章

Cisco Unified Communications Manager IM and
Presence のインスタント メッセージおよび
プレゼンスのプロビジョニング
メッセージの設定を有効にしてインスタント メッセージおよびプレゼンス機能を設定する方法
について説明します。 次の手順を完了し、必須サービスを有効にして開始し、インスタント メッ
セージおよびプレゼンス サービスを追加し、サービス プロファイルにサービスを適用し、ユー
ザを設定します。
この章は、Cisco Unified Communications Manager IM and Presence バージョン 9.0(1) 以降に適用さ
れます。
• 必須サービスの有効化と開始, 21 ページ
• サービス プロファイルの作成, 22 ページ
• 連絡先リストの一括入力, 23 ページ
• メッセージングの設定の有効化, 23 ページ
• ファイル転送とスクリーン キャプチャの有効化, 24 ページ
• プレゼンス サブスクリプション要求のプロンプト設定, 25 ページ
• 一時プレゼンスの無効化, 27 ページ
• インスタント メッセージ/プレゼンス サービスを追加する, 27 ページ
• ユーザの設定を行う, 29 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。
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サービス プロファイルの作成

手順
ステップ 1

[Cisco Unified IM and Presence のサービスアビリティ（Cisco Unified IM and Presence Servicability）]
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

[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（Control Center - 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。

次の作業
必要に応じて、その他のサービスも開始します。 利用可能なサービスを確認したり、現在の導入
においてその他のサービスが必要かどうかを判断したりする場合は、Cisco Unified Communications
Manager に関する適切なマニュアルを参照してください。

サービス プロファイルの作成
Cisco Unified Communications Manager で追加したサービスの設定を含むサービス プロファイルを
作成します。 ユーザのエンド ユーザ設定にサービス プロファイルを追加します。 これにより、
クライアントは、利用可能なサービスの設定をサービス プロファイルから取得できます。

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）] > [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。
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連絡先リストの一括入力

[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 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

[サービス プロファイルの設定（Service Profile Configuration）] ウィンドウに次のように設定を入
力します。
a) [名前（Name）] フィールドにサービス プロファイルの一意な名前を指定します。
b) 必要であれば、[説明（Description）] フィールドに説明を入力します。
c) 必要に応じて、[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。

ステップ 5

[保存（Save）] を選択します。

次の作業
インスタント メッセージングとプレゼンスのセットアップ手順を実行します。 インスタント メッ
セージングとプレゼンスを有効にするのと同時に、エンドユーザ設定にサービスプロファイルを
追加できます。

連絡先リストの一括入力
一括管理ツール（BAT）を使用してユーザの連絡先リストを事前に入力することもできます。 最
初の手順は、ユーザに提供する連絡先リストを定義する CSV ファイルを作成することです。 その
後、BAT を使用して一連のユーザに連絡先リストを一括でインポートします。
これにより、ユーザの連絡先リストを事前に入力し、クライアントの最初の起動後にユーザが連
絡先のセットを自動的に入手できるようにします。
BAT および CSV ファイル形式を使用する方法の詳細については、『Deployment Guide for IM and
Presence Service』を参照してください。
関連トピック
『Deployment Guide for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager』

メッセージングの設定の有効化
インスタント メッセージング機能を有効にし、設定します。
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ファイル転送とスクリーン キャプチャの有効化

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

[メッセージング（Messaging）] > [設定（Settings）] の順に選択します。

ステップ 3

次のオプションを選択します。
• インスタント メッセージを有効にする（Enable instant messaging）
• クライアントでのインスタント メッセージ履歴のログ記録を可能にする（Allow clients to log
instant message history）

ステップ 4

他のメッセージング設定も適切に選択します。

ステップ 5

[保存（Save）] を選択します。
重要
Cisco Jabber for Windows は、Cisco Unified Communications Manager IM and Presence バージョ
ン 9.0.x の [プレゼンスの設定（Presence Settings）] ウィンドウで次の設定をサポートして
いません。
• ユーザの通話中に DND ステータスを使用する（Use DND status when user is on the
phone）
• ユーザがミーティングに参加しているときに DND ステータスを使用する（Use DND
status when user is in a meeting）

関連トピック
IM and Presence のインスタント メッセージの設定

ファイル転送とスクリーン キャプチャの有効化
Cisco Unified Communications Manager IM and Presence で Cisco XCP Router サービスを通じたファイ
ル転送およびスクリーンキャプチャを有効または無効にできます。ファイル転送およびスクリー
ンキャプチャは、デフォルトでは有効になっています。ただし、展開のセットアップ時に設定を
確認する必要があります。

Cisco Jabber for Windows 9.6 サーバ セットアップ ガイド
24

プレゼンス サブスクリプション要求のプロンプト設定

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

[システム（System）] > [サービス パラメータ（Service Parameters）] の順に選択します。

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

[サービス（Service）] ドロップダウン リストから [Cisco XCP Router] を選択します。
[サービス パラメータ設定（Service Parameter Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 5

[ファイル転送を有効にする（Enable file transfer）] パラメータを探します。

ステップ 6

[パラメータ値（Parameter Value）] ドロップダウン リストから適切な値を選択します。
メモ
Cisco Unified Communications Manager IM and Presence で設定を無効にする場合、クライア
ント設定でもファイル転送とスクリーン キャプチャを無効にする必要があります。

ステップ 7

[保存（Save）] を選択します。

プレゼンス サブスクリプション要求のプロンプト設定
社内の連絡先からのプレゼンス サブスクリプション要求のプロンプトを有効、無効のいずれかに
することができます。
クライアントは、社外の連絡先からのプレゼンス サブスクリプション要求には、ユーザに許可を
求めるプロンプトを常に表示します。
ユーザは、クライアントのプライバシー設定を次のように指定します。
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プレゼンス サブスクリプション要求のプロンプト設定

社内（Inside Your Organization）
ユーザは社内の連絡先を許可するかブロックするかを選択できます。
• ユーザがプレゼンス サブスクリプション要求を許可することを選択し、
• [確認プロンプトなしで、ユーザが他のユーザのプレゼンス ステータスを表示でき
るようにする（Allow users to view the availability of other users without being prompted
for approval）] を選択した場合、クライアントはユーザにプロンプトを表示せず
に、すべてのプレゼンス サブスクリプション要求を自動的に許可します。
• [確認プロンプトなしで、ユーザが他のユーザのプレゼンス ステータスを表示でき
るようにする（Allow users to view the availability of other users without being prompted
for approval）] を選択しない場合、クライアントはすべてのプレゼンス サブスク
リプション要求でユーザにプロンプトを表示します。
• ユーザが連絡先をブロックすることを選択した場合、既存の連絡先のみがそれらのユー
ザの在席ステータスを参照できます。 つまり、ユーザのプレゼンスにサブスクライブ
済みの連絡先のみが在席ステータスを確認できます。

（注）

組織内で連絡先を検索する際は、組織内のすべてのユーザの一時的な
在席ステータスが表示されます。 しかし、ユーザ A がユーザ B をブ
ロックした場合、ユーザ B には、検索一覧内のユーザ A の一時的な在
席ステータスは表示されません。

社外（Outside Your Organization）
ユーザは、社外の連絡先に対する処理を次のオプションから選択できます。
• クライアントがプレゼンス サブスクリプション要求ごとにプロンプトを表示する。
• 既存の連絡先のみが在席ステータスを参照できるよう、すべての連絡先をブロックす
る。 つまり、ユーザのプレゼンスにサブスクライブ済みの連絡先のみが在席ステータ
スを確認できます。

手順
ステップ 1

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

ステップ 2

[プレゼンス（Presence）] > [設定（Settings）] の順に選択します。
[プレゼンスの設定（Presence Settings）] ウィンドウが開きます。

ステップ 3

[確認プロンプトなしで、ユーザが他のユーザのプレゼンス ステータスを表示できるようにする
（Allow users to view the availability of other users without being prompted for approval）] を選択し、プ
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一時プレゼンスの無効化

ロンプトを無効にして、社内からのすべてのプレゼンス サブスクリプション要求を自動的に許可
します。
このオプションには、次の値があります。
オン
クライアントはプレゼンス サブスクリプション要求ではユーザにプロンプトを表示しませ
ん。 クライアントはユーザにプロンプトを表示せずに、すべてのプレゼンス サブスクリプ
ション要求を自動的に許可します。
オフ
クライアントは、プレゼンス サブスクリプション要求を許可するかどうか尋ねるプロンプ
トをユーザに表示します。 この設定では、ユーザの在席ステータスを社内のほかのユーザ
が見られる状態である必要があります。
ステップ 4

[保存（Save）] を選択します。

一時プレゼンスの無効化
一時プレゼンスを無効にして Cisco Jabber にユーザの連絡先リスト内の連絡先のみのプレゼンスが
表示されるようにします。

手順
ステップ 1

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

ステップ 2

[プレゼンス（Presence）] > [設定（Settings）] の順に選択します。

ステップ 3

[アドホック プレゼンス サブスクリプションを有効にする（Enable ad-hoc presence subscriptions）]
チェックボックスをオフにして、[保存（Save）] を選択します。
Cisco Jabber に一時プレゼンスが表示されません。 ユーザは、各自の連絡先リスト内の連絡先のみ
のアベイラビリティ ステータスを確認できます。

インスタント メッセージ/プレゼンス サービスを追加する
インスタント メッセージングとプレゼンス機能をユーザに提供します。
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インスタント メッセージ/プレゼンス 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 [IM および Presence（IM and Presence）] 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

次の手順に従って、インスタント メッセージ/プレゼンス サービスの詳細情報を設定します。
a) [製品のタイプ（Product Type）] ドロップダウン リストから [Unified CM (IM および Presence)
（Unified CM (IM and Presence)）] を選択します。
b) [名前（Name）] フィールドにサービスの名前を入力します。
入力した名前は、プロファイルにサービスを追加する際に表示されます。 入力する名前は必
ず、一意的でわかりやすく、かつ意味が通じるものにしてください。
c) 必要であれば、[説明（Description）] フィールドに説明を入力します。
d) [ホスト名/IP アドレス（Host Name/IP Address）] フィールドに、インスタント メッセージ/プレ
ゼンス サービスのアドレスを入力します。

ステップ 7

[保存（Save）] を選択します。

次の作業
サービス プロファイルにインスタント メッセージ/プレゼンス サービスを追加します。

インスタント メッセージ/プレゼンス サービスを適用する
Cisco Unified Communications Manager でインスタント メッセージおよびプレゼンス サービスを追
加した後、クライアントがその設定を取得できるようにするために、そのインスタント メッセー
ジおよびプレゼンス サービスをサービス プロファイルに適用する必要があります。

はじめる前に
サービス プロファイルを作成します。
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ユーザの設定を行う

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）] > [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 3

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。

ステップ 4

[IM/プレゼンス プロファイル（IM and Presence Profile）] セクションで、次のドロップダウン リス
トから、サービスを最大 3 つ選択します。
• プライマリ（Primary）
• セカンダリ（Secondary）
• ターシャリ（Tertiary）

ステップ 5

[保存（Save）] を選択します。

ユーザの設定を行う
ユーザの設定を行う場合は、インスタントメッセージおよびプレゼンスを有効にし、サービスプ
ロファイルをユーザに追加します。

ユーザの設定を個別に行う
インスタントメッセージおよびプレゼンスを有効にし、個々のユーザにサービスプロファイルを
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）] > [エンド ユーザ（End User）] を選択します。
[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

[ユーザを次の条件で検索（Find User where）] フィールドで適切なフィルタを指定した後、[検索
（Find）] を選択してユーザのリストを取得します。

ステップ 4

対象のユーザ名をリストから選択します。
[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 5

[サービスの設定（Service Settings）] セクションに移動し、以下の操作を行います。

Cisco Jabber for Windows 9.6 サーバ セットアップ ガイド
29

ユーザの設定を行う

a) [ユーザに対して Unified CM IM and Presence を有効にする（Enable User for Unified CU IM and
Presence）] を選択します。
b) [UC サービス プロファイル（UC Service Profile）] ドロップダウン リストからサービス プロ
ファイルを選択します。
重要
Cisco Unified Communications Manager バージョン 9.x のみ：インスタント メッセージ
とプレゼンス機能のみ（IM のみ）のユーザである場合、[デフォルトを使用（Use
Default）] を選択する必要があります。
IM のみのユーザの場合、Cisco Unified Communications Manager バージョン 9.x では [UC
サービス プロファイル（UC Service Profile）] ドロップダウン リストの選択内容に関係
なく、常にデフォルトのサービス プロファイルが適用されます。
ステップ 6

[保存（Save）] を選択します。

複数ユーザの設定を一括で行う
インスタントメッセージおよびプレゼンスを有効にし、複数のユーザにサービスプロファイルを
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

[一括管理（Bulk Administration）] > [ユーザ（Users）] > [ユーザの更新（Update Users）] > [クエ
リー（Query）] を選択します。
[更新するユーザの検索と一覧表示（Find and List Users To Update）] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3

[ユーザを次の条件で検索（Find User where）] フィールドで適切なフィルタを指定した後、[検索
（Find）] を選択してユーザのリストを取得します。

ステップ 4

[次へ（Next）] を選択します。
[ユーザの更新（Update Users Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 5

2 つある [ユーザに対して Unified CM IM and Presence を有効にする（Enable User for Unified CU IM
and Presence）] チェックボックスをどちらもオンにします。
重要
[ユーザに対して Unified CM IM and Presence を有効にする（Enable User for Unified CU IM
and Presence）] チェックボックスは 2 つあります。 インスタント メッセージおよびプレ
ゼンスを無効にする場合は、いずれか一方のチェックボックスを選択します。 インスタ
ント メッセージおよびプレゼンスを有効にする場合は、両方のチェックボックスを選択
します。

ステップ 6

[UC サービス プロファイル（UC Service Profile）] チェックボックスをオンにし、そのドロップダ
ウン リストからサービス プロファイルを選択します。
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ユーザの設定を行う

重要

Cisco Unified Communications Manager バージョン 9.x のみ：インスタント メッセージと
プレゼンス機能のみ（IM のみ）のユーザである場合、[デフォルトを使用（Use Default）]
を選択する必要があります。
IM のみのユーザの場合、Cisco Unified Communications Manager バージョン 9.x では [UC
サービス プロファイル（UC Service Profile）] ドロップダウン リストの選択内容に関係な
く、常にデフォルトのサービス プロファイルが適用されます。

ステップ 7

[ジョブ情報（Job Information）] セクションで、ジョブをただちに実行するか後で実行するかを指
定します。

ステップ 8

[送信（Submit）] を選択します。
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ユーザの設定を行う
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第

6

章

クラウドベース展開のインスタント メッ
セージおよびプレゼンスのプロビジョニン
グ
Cisco WebEx 管理ツール を使用し、クラウドベース展開でユーザにインスタント メッセージン
グとプレゼンス機能を提供します。 また、XMPP フェデレーションおよびインスタント メッセー
ジのロギングとアーカイブなどの Cisco WebEx Messenger サービスの設定を構成することもでき
ます。
• インスタント メッセージングとプレゼンスの設定, 33 ページ
• プライバシー オプションの設定, 33 ページ

インスタント メッセージングとプレゼンスの設定
ユーザは、Cisco WebEx Messenger サービスに正常に認証されると、インスタント メッセージング
とプレゼンス機能を利用できます。 必要に応じて、Cisco WebEx 管理ツール でインスタント メッ
セージングおよびプレゼンス フェデレーションを設定できます。
関連トピック
Cisco WebEx でのインスタント メッセージ プロバイダーとの他のフェデレーション
IM フェデレーション設定の指定

プライバシー オプションの設定
クラウドベースの展開では、プレゼンス サブスクリプション要求のデフォルト設定を指定できま
す。
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プライバシー オプションの設定

手順
ステップ 1

Cisco WebEx 管理ツールを開きます。

ステップ 2

[設定（Configuration）] タブを選択します。

ステップ 3

[クライアントの接続（Connect Client）] セクションで、[一般 IM（General IM）] を選択します。
[一般 IM（General IM）] ペインが開きます。

ステップ 4

次のように、連絡先リストで適切なオプションを選択します。
オプション

説明

[ユーザによる「連絡先リスト要求
のオプション」設定を許可する
（Allow users to set "Options for
contact list requests"）] を選択する

クライアントがプレゼンス サブスクリプション要求をどのよ
うに処理するか設定するためのデフォルト オプションとし
て、[社内の連絡先からの要求を自動的に許可する（Accept
requests automatically from contacts in my organization）] が自動
的に設定されます。 ユーザは、[オプション（Options）] ウィ
ンドウでデフォルト オプションを変更できます。

[ユーザによる「連絡先リスト要求
のオプション」設定を許可する
（Allow users to set "Options for
contact list requests"）] を選択しな
い

クライアントがプレゼンス サブスクリプション要求を処理す
る方法を設定します。 ユーザは設定を変更できません。 こ
れらの設定は、[オプション（Options）] ウィンドウで使用で
きません。
次のオプションのいずれかを選択します。
• すべての連絡先からの要求を自動的に許可する（Accept
requests automatically from all contacts）
• 社内の連絡先からの要求を自動的に許可する（Accept
requests automatically from contacts in my organization）
• 要求ごとに通知する（Prompt me for each request）

連絡先リスト要求をクライアントがどのように処理するか設定するためのオプションを以下に示
します。
すべての連絡先からの要求を自動的に許可する（Accept requests automatically from all contacts）
クライアントは、すべてのドメインからのプレゼンス サブスクリプション要求を自動的に
許可します。
この設定を指定した場合、すべてのドメインのユーザは、ユーザを連絡先リストに自動的に
追加すること、および在席ステータスを表示することができます。
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社内の連絡先からの要求を自動的に許可する（Accept requests automatically from contacts in my
organization）
クライアントは、指定したドメインのユーザからのプレゼンス サブスクリプション要求の
みを自動的に許可します。
ドメインを指定するには、[設定（Configuration）] タブの [システム設定（System Settings）]
セクションで [ドメイン（Domain(s)）] を選択します。
（注）

組織内で連絡先を検索する際は、組織内のすべてのユーザの一時的な在席ステー
タスが表示されます。 しかし、ユーザ A がユーザ B をブロックした場合、ユーザ
B には、検索一覧内のユーザ A の一時的な在席ステータスは表示されません。

要求ごとに通知する（Prompt me for each request）
クライアントは、各プレゼンス サブスクリプション要求を許可するためのプロンプトをユー
ザに表示します。
ステップ 5

[保存（Save）] を選択します。
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第

III

部

音声機能およびビデオ機能のプロビジョニ
ング
• Cisco Unified Communications Manager バージョン 8.x の音声機能およびビデオ機能のプロビ
ジョニング, 39 ページ
• Cisco Unified Communications Manager バージョン 9.x 以降の音声機能およびビデオ機能のプ
ロビジョニング, 71 ページ
• ハイブリッド クラウドベース展開の音声機能およびビデオ機能のプロビジョニング, 109
ページ

第

7

章

Cisco Unified Communications Manager バー
ジョン8.xの音声機能およびビデオ機能のプ
ロビジョニング
ユーザが自分のコンピュータで音声およびビデオを送受信できるように、ソフトフォンを作成し
ます。 Cisco Jabber でユーザが制御できるデスクフォン デバイスを作成します。 さまざまな音声
機能やビデオ機能を有効にする方法を習得します。 どのサーバ プロファイルを作成する必要が
あるか、どのユーザの関連付けを割り当てる必要があるかを判断します。
• ソフトフォン デバイスの作成, 39 ページ
• デスクフォン デバイスの作成, 55 ページ
• サイレント モニタリング機能およびコール録音機能の設定, 62 ページ
• ユーザの関連付けに関する設定, 63 ページ
• デバイスのリセット, 64 ページ
• TFTP サーバ アドレスの指定, 65 ページ
• CCMCIP プロファイルの作成, 66 ページ
• ダイヤル プランのマッピング, 67 ページ

ソフトフォン デバイスの作成
ソフトフォンは、ユーザが自分のコンピュータで音声およびビデオを送受信できるようにします。

8.6(1) での CSF デバイスの作成
このセクションの手順では、Cisco Unified Communications Manager バージョン 8.6(1) で CSF デバ
イスを作成する方法について説明します。 CSF デバイスは、ソフトフォン機能をユーザに提供し
ます。
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CSF デバイスの作成タスクの一部として、Binary Floor Control Protocol（BFCP）を使用してビデオ
デスクトップ共有を有効にできます。 Cisco Unified Communications Manager は、ユーザがビデオ
デスクトップ共有機能を使用するときに送信する BFCP パケットを処理します。 したがって、
BFCP プレゼンテーション共有を許可するように Cisco Unified Communications Manager を設定しま
す。 Cisco Unified Communications Manager バージョン 8.6(1) において、SIP プロファイルで BFCP
プレゼンテーション共有を有効にします。 次に、CSF デバイスに対して SIP プロファイルを適用
する必要があります。

（注）

• Cisco Unified Communications Manager バージョン 8.6(1) 以降のみ、BFCP プレゼンテーショ
ン共有をサポートしています。 8.6(1) よりも前のバージョンでは、BFCP を有効にするこ
と、またはユーザにビデオ デスクトップ共有機能をプロビジョニングすることはできま
せん。
• ビデオのデスクトップ共有はソフトフォン デバイスでのみ有効にできます。 デスクフォ
ン デバイスでは、ビデオのデスクトップ共有を有効にできません。
• ユーザがビデオのデスクトップ共有を使用するには、ユーザのコールがアクティブ コー
ルである必要があります。 ビデオのデスクトップ共有のセッションは、アクティブ コー
ルからのみ開始することができます。
• ハイブリッド クラウドベース展開では、Cisco WebEx と Cisco Unified Communications
Manager の両方がデスクトップの共有機能を提供します。
• ユーザがインスタント メッセージング セッション中にデスクトップ共有セッション
を開始した場合、Cisco WebEx がデスクトップ共有機能を提供します。
• ユーザが音声会議またはビデオ会議中にデスクトップ共有セッションを開始した場
合、Cisco Unified Communications Manager がデスクトップ共有機能を提供します。

SIP プロファイルの作成
ソフトフォン デバイス作成の最初の手順では、SIP プロファイルを作成し、ビデオのデスクトッ
プ共有を有効にします。 デフォルトの SIP プロファイルは編集または設定できません。 そのた
め、新たに SIP プロファイルを作成する必要があります。

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

[デバイス（Device）] > [デバイスの設定（Device Settings）] > [SIP プロファイル（SIP Profile）] の
順に選択します。
[SIP プロファイルの検索と一覧表示（Find and List SIP Profiles）] ウィンドウが開きます。

ステップ 3

次のいずれかを実行し、新規 SIP プロファイルを作成します。
• デフォルトの SIP プロファイルを検索し、編集可能なコピーを作成します。
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• [新規追加（Add New）] を選択し、新規 SIP プロファイルを作成します。

SIP プロファイルでのビデオ デスクトップ共有の有効化
CSF デバイスに SIP プロファイルを適用する前に、SIP プロファイルで BFCP を有効にする必要が
あります。

（注）

BFCP 対応 SIP プロファイルは、Cisco Unified Communications Manager バージョン 8.6(2) 以降
には移行できません。 Cisco Unified Communications Manager 8.61 でビデオのデスクトップ共有
を設定して Cisco Unified Communications Manager 8.62 にアップグレードする場合、バージョン
8.6.2 でビデオのデスクトップ共有を設定する必要があります。

手順
ステップ 1

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

ステップ 2

SIP プロファイルでビデオのデスクトップ共有を有効にします。
• 個別のプロファイルに対しては次のように実行します。
1 [デバイス（Device）] > [デバイスの設定（Device Settings）] > [SIP プロファイル（SIP
Profile）] の順に選択します。
2 お使いの SIP プロファイルを選択します。
3 [SIP プロファイル情報（SIP Profile Information）] セクションで、[BFCP を使用するプレ
ゼンテーション共有を許可（Allow Presentation Sharing using BFCP）] を選択します。
4 [保存（Save）] を選択します。
• 複数のプロファイルに対しては、次のように実行します。
1 [一括管理（Bulk Administration）] > [電話（Phones）] > [電話のエクスポート（Export
Phones）] > [すべての詳細（All Details）] の順に選択します。
2 [一括管理（Bulk Administration）] > [ファイルのアップロード/ダウンロード
（Upload/Download Files）] の順に選択し、エクスポートされた CSV ファイルをダウンロー
ドします。
3 任意のエディタで CSV ファイルを開きます。
4 CSV ファイルに [BFCP を使用するプレゼンテーション共有を許可（Allow presentation
sharing using BFCP）] という名前の列を追加します。
5 すべての必要なデバイスで、この列の値を Y に設定します。
6 CSV ファイルを保存します。
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7 [一括管理（Bulk Administration）] > [電話（Phones）] > [電話の挿入（Insert Phones）] の順
に選択します。
8 [既存の設定の上書き（Override the existing configuration）] オプションを選択します。
9 CSV ファイルをインポートします。
10 [今すぐ実行（Run Immediately）] を選択します。
11 [送信（Submit）] を選択します。

CSF デバイスの作成
このタスクの手順を実行し、CSF デバイスを作成します。

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

[デバイス（Device）] > [電話（Phone）] の順に選択します。
[電話の検索/一覧表示（Find and List Phones）] 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。

ステップ 4

[電話のタイプ（Phone Type）] ドロップダウン リストから [Cisco Unified Client Services Framework]
を選択し、続いて [次へ（Next）] を選択します。
[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 5

CSF デバイスの名前を [デバイス名（Device Name）] フィールドに指定します。
CSF デバイス名には CSFusername フォーマットを使用する必要があります。 たとえば、Tanya
Adams という名前で、ユーザ名が tadams であるユーザの CSF デバイスを作成するとします。 こ
の場合、デバイス名として CSFtadams を指定します。

ステップ 6

必要に応じて、[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウで設定を指定します。
[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウの設定の詳細については、Cisco Unified
Communications Manager のマニュアルの「Phone Configuration Settings」トピックを参照してくだ
さい。
セキュア CSF デバイスの設定方法については、「セキュア電話機能のセットアップ」を参照して
ください。

ステップ 7

[SIP プロファイル（SIP Profile）] ドロップダウン リストから、BFCP プレゼンテーション共有を
有効にした SIP プロファイルを選択します。

ステップ 8

[保存（Save）] を選択します。
デバイスが正常に追加されたとのメッセージが表示されます。 [電話の設定（Phone Configuration）]
ウィンドウで [割り当て情報（Association Information）] セクションが利用可能になります。
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次の作業
デバイスに電話番号を追加し、設定を適用します。

8.6(2) 以降での CSF デバイスの作成
このセクションの手順では、Cisco Unified Communications Manager バージョン 8.6(2) 以降で CSF
デバイスを作成する方法について説明します。 CSF デバイスは、ソフトフォン機能をユーザに提
供します。
CSF デバイスの作成タスクの一部として、Binary Floor Control Protocol（BFCP）を使用してビデオ
デスクトップ共有を有効にできます。 Cisco Unified Communications Manager は、ユーザがビデオ
デスクトップ共有機能を使用するときに送信する BFCP パケットを処理します。 したがって、
BFCP プレゼンテーション共有を許可するように Cisco Unified Communications Manager を設定しま
す。 Cisco Unified Communications Manager バージョン 8.6(2) 以降では、CSF デバイスでの BFCP
プレゼンテーション共有を許可するオプションを追加するために、COP ファイルを適用する必要
があります。 その後、CSF デバイスで BFCP プレゼンテーション共有を有効にする必要がありま
す。

（注）

• Cisco Unified Communications Manager バージョン 8.6(1) 以降のみ、BFCP プレゼンテーショ
ン共有をサポートしています。 8.6(1) よりも前のバージョンでは、BFCP を有効にするこ
と、またはユーザにビデオ デスクトップ共有機能をプロビジョニングすることはできま
せん。
• ビデオのデスクトップ共有はソフトフォン デバイスでのみ有効にできます。 デスクフォ
ン デバイスでは、ビデオのデスクトップ共有を有効にできません。
• ユーザがビデオのデスクトップ共有を使用するには、ユーザのコールがアクティブ コー
ルである必要があります。 ビデオのデスクトップ共有のセッションは、アクティブ コー
ルからのみ開始することができます。
• ハイブリッド クラウドベース展開では、Cisco WebEx と Cisco Unified Communications
Manager の両方がデスクトップの共有機能を提供します。
• ユーザがインスタント メッセージング セッション中にデスクトップ共有セッション
を開始した場合、Cisco WebEx がデスクトップ共有機能を提供します。
• ユーザが音声会議またはビデオ会議中にデスクトップ共有セッションを開始した場
合、Cisco Unified Communications Manager がデスクトップ共有機能を提供します。
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ヒント

Cisco Unified Communications Manager バージョン 8.6(2) 以降では、Cisco Unified Communications
Manager クラスタ内のノード間でのビデオ デスクトップ共有機能を許可するために、SIP トラ
ンクで BFCP を有効にする必要があります。 SIP トランクで BFCP を有効にするには、次の手
順を実行します。
1 SIP プロファイルの [トランク固有の設定（Trunk Specific Configuration）] セクションで
[BFCP を使用するプレゼンテーション共有を許可（Allow Presentation Sharing using BFCP）]
を選択します。
2 CSF デバイス設定の [SIP プロファイル（SIP Profile）] ドロップダウン リストから SIP プロ
ファイルを選択します。

BFCP 機能用 COP ファイルの適用
Cisco Unified Communications Manager バージョン 8.6.2 以降でビデオ デスクトップ共有を設定する
には、cmterm-bfcp-e.8-6-2.cop.sgn を適用する必要があります。 この COP ファイルによ
り、CSF デバイスで BFCP を有効にするオプションが追加されます。

（注）

• アップグレードするたびに COP ファイルをインストールする必要があります。 たとえ
ば、Cisco Unified Communications Manager 8.6.2 .20000-1 でビデオ デスクトップ共有を設
定し、その後 Cisco Unified Communications Manager 8.6.2 .20000-2 にアップグレードする
場合、Cisco Unified Communications Manager 8.6.2 .20000-2 で COP ファイルを適用する必
要があります。
• Cisco Unified Communications Manager 8.6.1 でビデオ デスクトップ共有を設定し、その後
Cisco Unified Communications Manager 8.6.2 にアップグレードする場合、ビデオ デスクトッ
プ共有を設定する前に Cisco Unified Communications Manager 8.6.2 で COP ファイルを適用
する必要があります。

手順
ステップ 1

Cisco Jabber 管理パッケージを Cisco.com からダウンロードします。

ステップ 2

Cisco Jabber 管理パッケージから cmterm-bfcp-e.8-6-2.cop.sgn をファイル システムにコ
ピーします。

ステップ 3

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

ステップ 4

cmterm-bfcp-e.8-6-2.cop.sgn をアップロードし、適用します。

ステップ 5

次のようにサーバを再起動します。
a) [Cisco Unified OS の管理（Cisco Unified CM Administration）] インターフェイスを開きます。
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b) [設定（Settings）] > [バージョン（Version）] の順で選択します。
c) [リスタート（Restart）] を選択します。
d) この手順をクラスタの各ノードで繰り返します。最初にプレゼンテーション サーバで実行しま
す。

COP により、CSF デバイスの [電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウの [プロトコル固有
情報（Protocol Specific Information）] セクションに [BFCP を使用するプレゼンテーション共有を
許可（Allow Presentation Sharing using BFCP）] フィールドが追加されます。

CSF デバイスの作成
このタスクの手順を実行し、CSF デバイスを作成します。

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

[デバイス（Device）] > [電話（Phone）] の順に選択します。
[電話の検索/一覧表示（Find and List Phones）] 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。

ステップ 4

[電話のタイプ（Phone Type）] ドロップダウン リストから [Cisco Unified Client Services Framework]
を選択し、続いて [次へ（Next）] を選択します。
[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 5

CSF デバイスの名前を [デバイス名（Device Name）] フィールドに指定します。
CSF デバイス名には CSFusername フォーマットを使用する必要があります。 たとえば、Tanya
Adams という名前で、ユーザ名が tadams であるユーザの CSF デバイスを作成するとします。 こ
の場合、デバイス名として CSFtadams を指定します。

ステップ 6

必要に応じて、[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウで設定を指定します。
[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウの設定の詳細については、Cisco Unified
Communications Manager のマニュアルの「Phone Configuration Settings」トピックを参照してくだ
さい。
セキュア CSF デバイスの設定方法については、「セキュア電話機能のセットアップ」を参照して
ください。

ステップ 7

ビデオ デスクトップ共有を有効にするには、[プロトコル固有情報（Protocol Specific Information）]
セクションで [BFCP を使用するプレゼンテーション共有を許可（Allow Presentation Sharing using
BFCP）] を選択します。

ステップ 8

[保存（Save）] を選択します。
デバイスが正常に追加されたとのメッセージが表示されます。 [電話の設定（Phone Configuration）]
ウィンドウで [割り当て情報（Association Information）] セクションが利用可能になります。
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次の作業
デバイスに電話番号を追加し、設定を適用します。

セキュア電話機能のセットアップ
必要であれば、CSF デバイスに対しセキュア電話機能をセットアップできます。 セキュア電話機
能により、セキュア SIP シグナリング、セキュア メディア ストリーム、および暗号化デバイス設
定ファイルが提供されます。

セキュリティ モードの設定
セキュア電話機能を使用するには、Cisco CTL クライアントを使用して Cisco Unified Communications
Manager セキュリティ モードを設定する必要があります。 非セキュア セキュリティ モードでは
セキュア電話機能は使用できません。最低限、混合モードセキュリティを使用する必要がありま
す。
混合モード セキュリティ：
• 認証および暗号化された非セキュア電話を Cisco Unified Communications Manager に登録でき
ます。
• Cisco Unified Communications Manager は RTP と SRTP メディアの両方をサポートします。
• 認証および暗号化されたデバイスは、Cisco Unified Communications Manager に接続するため
にセキュア ポート 5061 を使用します。
Cisco CTL クライアントを使用した混合モードの設定方法については、『Cisco Unified Communications
Manager Security Guide』を参照してください。
関連トピック
『Cisco Unified Communications Manager Security Guide, Release 8.6(1)』
『Cisco Unified Communications Manager Security Guide, Release 9.1(1)』

電話セキュリティ プロファイルの作成
セキュア電話機能を設定する最初の手順は、デバイスに適用できる電話セキュリティ プロファイ
ルを作成することです。

はじめる前に
混合モードを使用するには、Cisco Unified Communications Manager セキュリティを設定します。
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手順
ステップ 1

[システム（System）] > [セキュリティ（Security）] > [電話セキュリティ プロファイル（Phone
Security Profile）] を選択します。

ステップ 2

[新規追加（Add New）] を選択します。

ステップ 3

[電話セキュリティ プロファイルのタイプ（Phone Security Profile Type）] ドロップダウン リスト
から [Cisco Unified Client Services Framework] を選択し、続いて [次へ（Next）] を選択します。
[電話セキュリティ プロファイルの設定（Phone Security Profile Configuration）] ウィンドウが表示
されます。

電話セキュリティ プロファイルの設定
電話セキュリティ プロファイルを追加したら、要件に合うように設定する必要があります。

手順
ステップ 1

[電話セキュリティ プロファイルの設定（Phone Security Profile Configuration）] ウィンドウの [名前
（Name）] フィールドに、電話セキュリティ プロファイルの名前を指定します。

ステップ 2

次のように電話セキュリティ プロファイルの値を指定します。
デバイス セキュリティ モード（Device Security Mode）
次のいずれかを選択します。
• 認証
• 暗号化
転送タイプ（Transport Type）
TLS のデフォルト値のままにします。
TFTP 暗号化（TFTP Encrypted Config）
TFTP サーバ上にある CSF デバイスの設定ファイルを暗号化するには、このチェックボック
スをオンにします。
認証モード（Authentication Mode）
[認証ストリング（By Authentication String）] を選択します。
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キー サイズ（ビット）（Key Size (Bits)）
証明書に適したキー サイズを選択します。
（注）
キー サイズは、CAPF 登録プロセス中にクライアントが生成する公開キーと秘密
キーのビット長を示します。
Cisco Jabber for Windows は、1024 ビット長のキーを含む認証文字列を使用してテ
ストされました。 クライアントが 2048 ビット長のキーを生成する時間は、1024
ビット長のキーを生成する時間よりも長くなります。 このため、2048 を選択した
場合、CAPF 登録プロセスを完了するためにより多くの時間がかかります。
SIP 電話ポート（SIP Phone Port）
デフォルト値のままにします。
セキュア電話プロファイルを適用すると、クライアントは常にポート 5061 を使用して Cisco
Unified Communications Manager に接続します。 このフィールドに指定したポートは、[デバ
イス セキュリティ モード（Device Security Mode）] の値として [非セキュア（Non Secure）]
を選択した場合のみ有効になります。
ステップ 3

[保存（Save）] を選択します。

CSF デバイスの設定
電話セキュリティ プロファイルをデバイスに追加し、セキュア電話機能に関するその他の設定作
業を実行します。

手順
ステップ 1

CSF デバイス設定ウィンドウを開きます。
a) [デバイス（Device）] > [電話（Phone）] の順に選択します。
[電話の検索/一覧表示（Find and List Phones）] ウィンドウが開きます。
b) [電話を次の条件で検索（Find Phone where）] フィールドに適切なフィルタを指定し、[検索
（Find）] を選択してデバイスの一覧を取得します。
c) リストから CSF デバイスを選択します。
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[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウが開きます。
ステップ 2

[CTI からのデバイスの制御を許可（Allow Control of Device from CTI）] セクションで [デバイス情
報（Device Information）] を選択します。

ステップ 3

[保存（Save）] を選択します。

ステップ 4

[プロトコル固有情報（Protocol Specific Information）] セクションを見つけます。

ステップ 5

[デバイス セキュリティ プロファイル（Device Security Profile）] ドロップダウン リストから電話
セキュリティ プロファイルを選択します。

ステップ 6

[保存（Save）] を選択します。

セキュア電話セットアップのこの時点では、既存のユーザは自分の CSF デバイスを使用できませ
ん。 ユーザが自分の CSF デバイスにアクセスできるようにするために、セキュア電話セットアッ
プを実行する必要があります。

次の作業
証明書設定を指定し、ユーザの認証文字列を生成します。

証明書設定の指定
CSF デバイス設定で証明書設定を指定し、ユーザに提供する認証文字列を生成します。

手順
ステップ 1

[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウで [CAPF の情報（Certification Authority Proxy
Function (CAPF) Information）] セクションを見つけます。

ステップ 2

次のように値を指定します。
証明書の操作（Certificate Operation）
[インストール/アップグレード（Install/Upgrade）] を選択します。
認証モード（Authentication Mode）
[認証ストリング（By Authentication String）] を選択します。
キー サイズ（ビット）（Key Size (Bits)）
電話セキュリティ プロファイルで設定した同じキー サイズを選択します。
操作の完了期限（Operation Completes By）
認証文字列の有効期限値を指定するか、デフォルトのままにします。

ステップ 3

[保存（Save）] を選択します。

ステップ 4

認証文字列を作成します。
次のいずれかを実行できます。
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• [CAPF の情報（Certification Authority Proxy Function (CAPF) Information）] セクションで [文字
列を生成（Generate String）] を選択します。
• [認証文字列（Authentication String）] フィールドにカスタム文字列を入力します。

次の作業
認証文字列をユーザに提供します。

ユーザへの認証文字列の提供
ユーザは、クライアント インターフェイスで認証文字列を指定して CSF のデバイスにアクセス
し、Cisco Unified Communications Manager に安全に登録する必要があります。
ユーザがクライアント インターフェイスで認証文字列を入力すると、CAPF 登録プロセスが開始
されます。

（注）

登録プロセスが完了するまでにかかる時間は、ユーザのコンピュータの仕様および Cisco Unified
Communications Manager の現在の負荷により異なる場合があります。 クライアントが CAPF 登
録プロセスを完了するまでに、最大 1 分間かかる場合があります。
次の場合、クライアントはエラーを表示します。
• ユーザが誤った認証文字列を入力した場合。
ユーザは、CAPF 登録を完了するために、認証文字列の入力をもう一度試行できます。 ただ
し、ユーザが連続して誤った認証文字列を入力すると、文字列が正しい場合でも、クライア
ントはユーザが入力した文字列を拒否する場合があります。 この場合、ユーザの CSF デバ
イスで新しい認証文字列を生成し、これをユーザに提供する必要があります。
• [操作の完了期限（Operation Completes By）] フィールドに設定した有効期限が過ぎた後、ユー
ザが認証文字列を入力した場合。
この場合、ユーザの CSF デバイスで新しい認証文字列を生成する必要があります。 ユーザ
は、有効期間内に、その認証文字列を入力する必要があります。
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重要

Cisco Unified Communications Manager でエンド ユーザを設定する場合、次のユーザ グループ
に追加する必要があります。
• Standard CCM End Users
• Standard CTI Enabled
ユーザは次のユーザ グループには所属できません。
Standard CTI Secure Connection

セキュア電話の詳細
セキュア接続
セキュア電話機能を有効にした場合：
• CSF デバイスと Cisco Unified Communications Manager 間の SIP 接続は TLS で行われます。
• 電話セキュリティ プロファイルの [デバイス セキュリティ モード（Device Security
Mode）] フィールドの値として [認証（Authenticated）] を選択すると、SIP 接続は
NULL-SHA 暗号化を使用して TLS で行われます。
• 電話セキュリティ プロファイルの [デバイス セキュリティ モード（Device Security
Mode）] フィールドの値として [暗号化（Encrypted）] を選択すると、SIP 接続は AES
128/SHA 暗号化を使用して TLS で行われます。
• 相互 TLS により、正しい証明書を持つ CSF デバイスのみ Cisco Unified Communications Manager
に登録できます。 同様に、CSF デバイスは、正しい証明書を提示する Cisco Unified
Communications Manager インスタンスにのみ登録できます。
ユーザに対しセキュア電話機能を有効にした場合、Cisco Unified Communications Manager への CSF
デバイス接続はセキュアになります。 他のエンド ポイントも Cisco Unified Communications Manager
へのセキュア接続を使用する場合、通話をセキュアにすることができます。 ただし、他のエンド
ポイントが Cisco Unified Communications Manager へのセキュア接続を使用しない場合、通話はセ
キュアではありません。
暗号化されたメディア
電話セキュリティ プロファイルの [デバイス セキュリティ モード（Device Security Mode）] フィー
ルドの値として [暗号化（Encrypted）] を選択すると、クライアントは Secure Realtime Transport
Protocol（SRTP）を使用して、以下のような暗号化されたメディア ストリームを提供します。
メディア ストリーム

暗号化

メイン ビデオ ストリーム

暗号化できます

メイン音声ストリーム

暗号化できます
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メディア ストリーム

暗号化

プレゼンテーション ビデオ ストリーム
暗号化されません
BFCP を使用したビデオ デスクトップ共有を参
照。
BFCP アプリケーション ストリーム
BFCP フロー制御を参照。

暗号化されません

メディアを暗号化できるかどうかは、次の例に示すように、他のエンド ポイントもメディアを暗
号化するかどうかにより決まります。
• ユーザ A とユーザ B のメディア暗号化を有効にします。 つまり、ユーザの CSF デバイスの
電話セキュリティ プロファイルで、[デバイス セキュリティ モード（Device Security Mode）]
を [暗号化（Encrypted）] に設定します。
• ユーザ C のメディア暗号化は有効にしません。 つまり、ユーザの CSF デバイスの電話セキュ
リティ プロファイルで、[デバイス セキュリティ モード（Device Security Mode）] を [認証
（Authenticated）] に設定します。
• ユーザ A がユーザ B にコールします。 クライアントは、メイン ビデオ ストリームとオー
ディオ ストリームを暗号化します。
• ユーザ A がユーザ C にコールします。 クライアントは、メイン ビデオ ストリームとオー
ディオ ストリームを暗号化しません。
• ユーザ A、ユーザ B、およびユーザ C が電話会議を開始します。 クライアントは、どのユー
ザのメイン ビデオ ストリームも、オーディオ ストリームも暗号化しません。

（注）

クライアントは、他のセキュア クライアントまたは会議ブリッジへの暗号化メディア ストリー
ムに対し SRTP を使用できる場合、次のロック アイコンを表示します。

ただし、ロック アイコンを表示する機能を備えているのは、Cisco Unified Communications
Manager の一部のバージョンです。 使用している Cisco Unified Communications Manager のバー
ジョンにこの機能が備わっていない場合、クライアントは、暗号化メディアを送信する場合で
も、ロック アイコンを表示できません。

保存ファイル
クライアントは、セキュア電話機能に関する次のファイルを保存します。
• 証明書信頼リスト（.tlv）
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• ローカルで有効な証明書（.lsc）
• CSF デバイスの秘密キー（.key）
Cisco Unified Communications Manager セキュリティを混合モードとして設定すると、クライアン
トは必ず証明書信頼リストをダウンロードし、保存します。 証明書信頼リストにより、クライア
ントは Cisco Unified Communications Manager サーバの身元を確認できます。
ユーザが正常に認証コードを入力し、登録プロセスを完了した後、クライアントはローカルで有
効な証明書と秘密キーを保存します。 ローカルで有効な証明書と秘密キーにより、クライアント
は Cisco Unified Communications Manager との相互 TLS 接続を確立できます。

（注）

クライアントは、秘密キーをファイル システムに保存する前に暗号化します。
クライアントは、次のフォルダにこれらのファイルを保存しま
す：%User_Profile%\AppData\Roaming\Cisco\Unified
Communications\Jabber\CSF\Security
クライアントはユーザの Roaming フォルダにファイルを保存するため、ユーザは CSF デバイス
を登録するために、Windows ドメインのMicrosoft Windows アカウントにログインできます。
会議コール
会議、または複数参加者会議、電話会議では、会議ブリッジがセキュア電話機能をサポートして
いる必要があります。 会議ブリッジがセキュア電話機能をサポートしていない場合、そのブリッ
ジへのコールは安全ではありません。 同様に、クライアントが電話会議でメディアを暗号化でき
るようにするために、すべての参加者が共通の暗号化アルゴリズムをサポートしている必要があ
ります。
CSF デバイスのセキュリティは、複数参加者の電話会議で使用できる最低レベルのセキュリティ
に設定されます。 たとえば、ユーザ A、ユーザ B、およびユーザ C が電話会議に参加したとしま
す。 ユーザ A とユーザ B がセキュア電話機能を備えた CSF デバイスを所有しています。 ユーザ
C はセキュア電話機能のない CSF デバイスを所有しています。 この場合、すべてのユーザについ
てコールは安全ではありません。
クライアント間でのセキュア CSF デバイスの共有
セキュア電話機能をサポートしていないクライアントは、セキュア CSF デバイスに登録できませ
ん。
たとえば、Cisco Jabber for Windows バージョン 9.2 と Cisco Jabber for Windows バージョン 9.1 の登
録先となる CSF デバイスでセキュア電話機能をセットアップするとします。 ただし、Cisco Jabber
for Windows バージョン 9.1 は、セキュア電話機能をサポートしていません。 このシナリオでは、
2 つの異なる CSF デバイスを作成する必要があります。1 つは、Cisco Jabber for Windows バージョ
ン 9.2 用のセキュア CSF デバイスで、もう 1 つは、Cisco Jabber for Windows バージョン 9.1 用の非
セキュア CSF デバイスです。
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共有 Microsoft Windows アカウントで複数ユーザ
複数のユーザが、クライアントの一意のクレデンシャルを所有し、同じ Windows アカウントを共
有できます。 ただし、セキュア CSF デバイスは、ユーザが共有する Windows アカウントに制限
されます。 同じ Windows アカウントを共有するユーザは、異なる Windows アカウントのセキュ
ア CSF デバイスを使用してコールを発信できません。
同じ Windows アカウントを共有する複数のユーザが、一意の名前を持つ CSF デバイスを所有する
ように取り計らう必要があります。 ユーザが同じ Windows アカウントを共有し、一意の名前の
CSF デバイスを所有し、一方で異なる Cisco Unified Communications Manager クラスタに接続する
場合、ユーザは CSF デバイスを登録できません。
たとえば、ユーザ A が CSFcompanyname という名前の CSF デバイスを所有し、クラスタ 1 に接続
するとします。 また、ユーザ B が CSFcompanyname という名前の CSF デバイスを所有し、クラ
スタ 2 に接続するとします。 この場合、両方の CSF デバイスに対し競合が発生します。 ユーザ
A とユーザ B は同じ Windows アカウントにログインした後、どちらも自分の CSF デバイスを登
録できません。
共有コンピュータで複数ユーザ
クライアントは、各 Windows ユーザ固有の場所に、各ユーザのセキュア CSF デバイスの証明書を
キャッシュします。 ユーザが共有コンピュータの Windows アカウントにログインすると、その
ユーザは、自分にプロビジョニングされているセキュア CSF デバイスにのみアクセスできます。
そのユーザは、その他の Windows ユーザのキャッシュされている証明書にはアクセスできませ
ん。

デバイスに電話番号を追加する
Cisco Unified Communications Manager で、デバイスに電話番号を追加する必要があります。 この
トピックでは、デバイスの作成後に [デバイス（Device）] > [電話（Phone）] メニュー オプション
を使用して電話番号を追加する手順について説明します。このメニューオプションから表示され
るのは、電話機モデルまたは CTI ルート ポイントに適用される設定のみです。 電話番号を設定す
るためのさまざまなオプションについては、Cisco Unified Communications Manager のマニュアル
を参照してください。

手順
ステップ 1

[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウの [割り当て情報（Association Information）] セク
ションに移動します。

ステップ 2

[新規 DN を追加（Add a new DN）] を選択します。
[電話番号の設定（Directory Number Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 3

[電話番号（Directory Number）] フィールドで、電話番号を指定します。

ステップ 4

その他に必要な設定があれば、それらをすべて指定します。

ステップ 5

次の手順に従って、エンド ユーザに電話番号を関連付けます。
a) [回線に関連付けられているユーザ（Users Associated with Line）] セクションに移動します。
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b) [エンド ユーザの関連付け（Associate End Users）] を選択します。
[ユーザの検索と一覧表示（Find and List Users）] ダイアログボックスが開きます。
c) [ユーザを次の条件で検索（Find User where）] フィールドで適切なフィルタを指定した後、[検
索（Find）] を選択してユーザのリストを取得します。
d) 対象のユーザをリストから選択します。
e) [選択項目の追加（Add Selected）] を選択します。
選択されたユーザがボイスメール プロファイルに追加されます。
ステップ 6

[保存（Save）] を選択します。

ステップ 7

[設定の適用（Apply Config）] を選択します。
[設定の適用（Apply Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 8

[設定の適用（Apply Configuration）] ウィンドウに表示されるプロンプトに従って設定を適用しま
す。

デスクフォン デバイスの作成
ユーザは、自分のコンピュータのデスクフォンを操作して音声コールを発信できます。

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

[デバイス（Device）] > [電話（Phone）] の順に選択します。
[電話の検索と一覧表示（Find and List Phones）] 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。

ステップ 4

[電話のタイプ（Phone Type）] ドロップダウン リストから適切なデバイスを選択し、続いて [次へ
（Next）] を選択します。
[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 5

[デバイス情報（Device Information）] セクションで次の手順を実行します。
a) [説明（Description）] フィールドに分かりやすい説明を入力します。
クライアントにより、デバイスの説明がユーザに表示されます。 ユーザが同じモデルのデバイ
スを複数所有している場合、説明によって複数のデバイスを区別できます。
b) [CTI からデバイスを制御可能（Allow Control of Device from CTI）] を選択します。
[CTI からデバイスを制御可能（Allow Control of Device from CTI）] を選択しない場合は、ユー
ザはデスクフォンを制御できません。

ステップ 6

次の手順を実行し、デスクフォンのビデオ機能を有効にします。
a) [プロダクト固有の設定（Product Specific Configuration Layout）] セクションを探します。
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b) [ビデオ機能（Video Capabilities）] ドロップダウン リストから [有効（Enabled）] を選択しま
す。
（注）
可能であれば、デバイス設定でデスクフォンのビデオ機能を有効にします。ただし、
一部の電話機モデルにはデバイス設定レベルでの [ビデオ機能（Video Capabilities）]
ドロップダウン リストは含まれていません。 この場合、[共通の電話プロファイル
の設定（Common Phone Profile Configuration）] ウィンドウを開き、次に [ビデオ コー
ル（Video Calling）] ドロップダウン リストから [有効（Enabled）] を選択する必要
があります。
デスクフォンのビデオの詳細については、「デスクフォン ビデオの設定」を参照してください。
ステップ 7

必要に応じて、[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウのその他の設定も指定します。
[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウの設定の詳細については、Cisco Unified
Communications Managerのマニュアルを参照してください。

ステップ 8

[保存（Save）] を選択します。
デバイスが正常に追加されたとのメッセージが表示されます。 [電話の設定（Phone Configuration）]
ウィンドウで [割り当て情報（Association Information）] セクションが利用可能になります。

次の作業
デバイスに電話番号を追加し、設定を適用します。

デスクフォン ビデオの設定
デスクフォンのビデオ機能を使用すると、ユーザはクライアントを介してコンピュータ上のデス
クフォン デバイスに転送されたビデオを受信できます。
デスクフォン ビデオを設定する
デスクフォンのビデオを設定する手順は次のとおりです。
1 コンピュータをデスクフォン デバイス上のコンピュータ ポートへ物理的に接続します。
クライアントがデスクフォン デバイスへの接続を確立できるようにするためには、そのデバイ
スに対してコンピュータをコンピュータ ポート経由で物理的に接続する必要があります。 デ
スクフォン デバイスへのワイヤレス接続によりデスクフォンのビデオ機能を使用することはで
きません。

ヒント

無線接続と有線接続の両方を使用できる場合、ユーザは有線接続が無線接続よりも優先される
ように Microsoft Windows を設定する必要があります。 詳細については、次の Microsoft マニュ
アルを参照してください：『An explanation of the Automatic Metric feature for Internet Protocol
routes』
2 Cisco Unified Communications Manager で、ビデオ用のデスクフォン デバイスを有効にします。

Cisco Jabber for Windows 9.6 サーバ セットアップ ガイド
56

デスクフォン デバイスの作成

3 コンピュータ上に Cisco Media Services Interface をインストールします。
Cisco Media Services Interface は、クライアントが以下を実行できるようにするために、Cisco
Discover Protocol（CDP）ドライバを提供しています。
• デスクフォン デバイスを検出します。
• CAST プロトコルを使用してデスクフォン デバイスへの接続を確立して維持します。

（注）

Cisco.com にあるダウンロード サイトから Cisco Media Services Interface のインストール プロ
グラムをダウンロードします。

デスクフォン ビデオでの考慮事項
ユーザにデスクフォン ビデオ機能をプロビジョニングする前に、以下の考慮事項および制限事項
を確認してください。
• Microsoft Windows Vista ではデスクフォン ビデオ機能を使用できません。
• Cisco Unified IP Phone 9971 などのデバイスにビデオ カメラが接続されていると、デバイスで
デスクフォンのビデオ機能を使用できません。 デバイスからビデオ カメラを取り外すと、
デスクフォンのビデオ機能が使用できるようになります。
• CTI をサポートしていないデバイスでは、デスクフォン ビデオ機能を使用することはできま
せん。
• デスクフォン ビデオでは、BFCP プロトコルを使用したビデオ デスクトップ共有はサポート
されていません。
• SCCP を使用するエンドポイントでビデオの受信のみを行うことはできません。 SCCP エン
ドポイントでは、ビデオの送信と受信を行う必要があります。 SCCP エンドポイントからビ
デオが送信されないインスタンスでは、コールが音声のみとなります。
• 7900 シリーズ電話機は、デスクフォンのビデオ機能に SCCP を使用する必要があります。
7900 シリーズ電話機は、デスクフォンのビデオ機能に SIP を使用できません。
• ユーザがデスクフォン デバイスのキーパッドからコールを開始した場合、コールはデスク
フォン デバイスの音声コールとして開始されます。 クライアントは、次にコールをビデオ
にエスカレーションします。 したがって、エスカレーションをサポートしない H.323 エンド
ポイントなどのデバイスにはビデオ コールは発信できません。 エスカレーションをサポー
トしないデバイスでデスクフォンのビデオ機能を使用するには、ユーザは、クライアントか
らコールを開始する必要があります。
• ファームウェア バージョン SCCP45.9-2-1S を使用する Cisco Unified IP Phone には、互換性の
問題があります。 デスクフォンのビデオ機能を使用するには、ファームウェアのバージョン
を SCCP45.9-3-1 にアップグレードする必要があります。
• Symantec EndPoint Protection など、一部のアンチウイルスまたはファイアウォール アプリケー
ションによって受信 CDP パケットがブロックされ、デスクフォンのビデオ機能が無効になる
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場合があります。 受信 CDP パケットを許可するようにアンチウイルスまたはファイアウォー
ル アプリケーションを設定する必要があります。
この問題の詳細については、Symantec の技術文書『Cisco IP Phone version 7970 and Cisco Unified
Video Advantage is Blocked by Network Threat Protection』を参照してください。
• Cisco Unified Communications Manager の SIP トランクの設定で [メディア ターミネーション
ポイントが必須（Media Termination point Required）] チェックボックスは選択しないでくだ
さい。 このチェックボックスを選択すると、デスクフォンのビデオ機能を使用できなくなり
ます。
デスクフォンのビデオ機能を使用できない、またはデスクフォン デバイスが不明であることを示
すエラーが発生した場合は、次の手順を実行します。
1 Cisco Unified Communications Manager でビデオ用のデスクフォン デバイスが有効であることを
確認します。
2 デスクフォン自体をリセットします。
3 クライアントを終了します。
4 クライアントをインストール済みのコンピュータで services.msc を実行します。
5 Cisco Media Services Interface を再起動します。
6 クライアントを再起動します。
関連トピック
『Cisco IP Phone version 7970 and Cisco Unified Video Advantage is Blocked by Network Threat
Protection』

デバイスに電話番号を追加する
Cisco Unified Communications Manager で、デバイスに電話番号を追加する必要があります。 この
トピックでは、デバイスの作成後に [デバイス（Device）] > [電話（Phone）] メニュー オプション
を使用して電話番号を追加する手順について説明します。このメニューオプションから表示され
るのは、電話機モデルまたは CTI ルート ポイントに適用される設定のみです。 電話番号を設定す
るためのさまざまなオプションについては、Cisco Unified Communications Manager のマニュアル
を参照してください。

手順
ステップ 1

[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウの [割り当て情報（Association Information）] セク
ションに移動します。

ステップ 2

[新規 DN を追加（Add a new DN）] を選択します。
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[電話番号の設定（Directory Number Configuration）] ウィンドウが開きます。
ステップ 3

[電話番号（Directory Number）] フィールドで、電話番号を指定します。

ステップ 4

その他に必要な設定があれば、それらをすべて指定します。

ステップ 5

次の手順に従って、エンド ユーザに電話番号を関連付けます。
a) [回線に関連付けられているユーザ（Users Associated with Line）] セクションに移動します。
b) [エンド ユーザの関連付け（Associate End Users）] を選択します。
[ユーザの検索と一覧表示（Find and List Users）] ダイアログボックスが開きます。
c) [ユーザを次の条件で検索（Find User where）] フィールドで適切なフィルタを指定した後、[検
索（Find）] を選択してユーザのリストを取得します。
d) 対象のユーザをリストから選択します。
e) [選択項目の追加（Add Selected）] を選択します。
選択されたユーザがボイスメール プロファイルに追加されます。

ステップ 6

[保存（Save）] を選択します。

ステップ 7

[設定の適用（Apply Config）] を選択します。
[設定の適用（Apply Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 8

[設定の適用（Apply Configuration）] ウィンドウに表示されるプロンプトに従って設定を適用しま
す。

ビデオ レート適合の有効化
Cisco Jabber はビデオ レート適合を利用し、最適なビデオ品質を調整します。 ビデオ レート適合
は、ネットワークの状態に合わせてビデオ品質を動的に向上または低下させます。
ビデオ レート適合を使用するには、Cisco Unified Communications Manager で Real-Time Transport
Control Protocol（RTCP）を有効にする必要があります。

（注）

ソフトフォン デバイスでは、デフォルトで RTCP が有効になっています。 ただし、デスクフォ
ン デバイスでは RTCP を有効にする必要があります。

共通の電話プロファイルに対する RTCP の有効化
共通の電話プロファイルで RTCP を有効にし、そのプロファイルを使用するすべてのデバイスで
ビデオ レート適合を有効にできます。
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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

[デバイス（Device）] > [デバイスの設定（Device Settings）] > [共通の電話プロファイル（Common
Phone Profile）] の順に選択します。
[共通の電話プロファイルの検索と一覧表示（Find and List Common Phone Profiles）] ウィンドウが
開きます。

ステップ 3

[共通の電話プロファイルを次の条件で検索（Find Common Phone Profile where）] フィールドで対
象のフィルタを指定し、[検索（Find）] を選択してプロファイルの一覧を取得します。

ステップ 4

対象のプロファイルを一覧から選択します。
[共通の電話プロファイルの設定（Find and List Common Phone Profiles）] ウィンドウが開きます。

ステップ 5

[プロダクト固有の設定（Product Specific Configuration Layout）] セクションを探します。

ステップ 6

[RTCP] ドロップダウン リストから [有効（Enabled）] を選択します。

ステップ 7

[保存（Save）] を選択します。

デバイス設定に対する RTCP の有効化
共通の電話プロファイルの代わりに、特定のデバイス設定で RTCP を有効化できます。 共通の電
話プロファイルで指定したすべての設定は、特定のデバイス設定で上書きされます。

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

[デバイス（Device）] > [電話（Phone）] の順に選択します。
[電話の検索/一覧表示（Find and List Phones）] ウィンドウが開きます。

ステップ 3

[電話を次の条件で検索（Find Phone where）] フィールドに適切なフィルタを指定し、[検索（Find）]
を選択して電話の一覧を取得します。

ステップ 4

対象の電話を一覧から選択します。
[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 5

[プロダクト固有の設定（Product Specific Configuration Layout）] セクションを探します。

ステップ 6

[RTCP] ドロップダウン リストから [有効（Enabled）] を選択します。

ステップ 7

[保存（Save）] を選択します。
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CTI ゲートウェイのセットアップ
クライアントは、Cisco Unified Communications Manager と通信し、デスクフォンの制御などの特
定の機能を実行するために、CTI ゲートウェイを必要とします。

CTI ゲートウェイ サーバの追加
CTI ゲートウェイのセットアップの最初の手順では、Cisco Unified Presence に CTI ゲートウェイ
サーバを追加します。

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 Jabber] > [CTI ゲートウェイ サーバ（CTI Gateway
Server）] の順に選択します。
（注）
Cisco Unified Presence のバージョンによっては、パスは次のようになります。[アプリ
ケーション（Application）] > [Cisco Unified Personal Communicator] > [CTI ゲートウェイ
サーバ（CTI Gateway Server）]。
[CTI ゲートウェイ サーバの検索と一覧表示（Find and List CTI Gateway Servers）] 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。
[CTI ゲートウェイ サーバの設定（CTI Gateway Server Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 4

[CTI ゲートウェイ サーバの設定（CTI Gateway Server Configuration）] ウィンドウで、必要な詳細
情報を指定します。

ステップ 5

[保存（Save）] を選択します。

CTI ゲートウェイ プロファイルの作成
CTI ゲートウェイ サーバの追加後は、CTI ゲートウェイ プロファイルを作成し、サーバをプロ
ファイルに追加する必要があります。

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 Jabber] > [CTI ゲートウェイ プロファイル（CTI Gateway
Profile）] の順に選択します。
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Cisco Unified Presence のバージョンによっては、パスは次のようになります。[アプリ
ケーション（Application）] > [Cisco Unified Personal Communicator] > [CTI ゲートウェイ
プロファイル（CTI Gateway Profile）]。
[CTI ゲートウェイ プロファイルの設定（CTI Gateway Profile Configuration）] ウィンドウが開きま
す。
（注）

ステップ 3

[CTI ゲートウェイ プロファイルの設定（CTI Gateway Profile Configuration）] ウィンドウで、必要
な詳細情報を指定します。

ステップ 4

[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 5

[保存（Save）] を選択します。

サイレント モニタリング機能およびコール録音機能の設定
サイレント モニタリング、コール録音など、デバイスの追加音声パス機能をセットアップできま
す。
サイレント モニタリングおよびコール録音を有効にするには、Cisco Unified Communications Manager
を設定します。 ステップバイステップの説明については、『Cisco Unified Communications Manager
Features and Services Guide』の「Monitoring and Recording」セクションを参照してください。
（注）
• Cisco Jabber は、サイレント モニタリングまたはコール録音を開始するためのインターフェ
イスを提供していません。 コールをサイレント モニタリングまたは録音するための適切な
ソフトウェアを使用する必要があります。
• Cisco Jabber は、現時点では、モニタリング通知トーンまたは録音通知トーンをサポートして
いません。
• サイレント モニタリング機能およびコール録音機能のみ使用できます。 Cisco Jabber は、割
り込み、ウィスパー コーチングなど、その他の機能をサポートしていません。
• ご使用の Cisco Unified Communications Manager のバージョンによっては、デバイスでモニタ
リング機能および録音機能を有効にするために、デバイス パッケージをダウンロードし、適
用する必要があります。 サーバの設定を開始する前に、以下を実行してください。
1 サイレント モニタリングおよびコール録音を有効にするデバイスの [電話の設定（Phone
Configuration）] ウィンドウを開きます。
2 [ビルトイン ブリッジ（Built In Bridge）] フィールドを見つけます。
[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウで [ビルトイン ブリッジ（Built In Bridge）]
フィールドを使用できない場合、最新のデバイス パッケージをダウンロードし、適用す
る必要があります。

Cisco Jabber for Windows 9.6 サーバ セットアップ ガイド
62

ユーザの関連付けに関する設定

関連トピック
v 8.6(1)：モニタリングおよび録音
v9.1：モニタリングおよび録音

ユーザの関連付けに関する設定
ユーザをデバイスに関連付けると、ユーザにデバイスがプロビジョニングされます。

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。
[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

[ユーザを次の条件で検索（Find User where）] フィールドで適切なフィルタを指定した後、[検索
（Find）] を選択してユーザのリストを取得します。

ステップ 4

対象のユーザをリストから選択します。
[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 5

[デバイス情報（Device Information）] セクションを探します。

ステップ 6

[デバイスの割り当て（Device Association）] を選択します。
[ユーザ デバイス割り当て（User Device Association）] ウィンドウが開きます。

ステップ 7

ユーザを割り当てるデバイスを選択します。

ステップ 8

[選択/変更の保存（Save Selected/Changes）] を選択します。

ステップ 9

[ユーザ管理（User Management）] > [エンド ユーザ（End User）] の順に選択し、[ユーザの検索と
一覧表示（Find and List Users）] ウィンドウに戻ります。

ステップ 10

一覧から同じユーザを探し、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 11

[権限情報（Permissions Information）] セクションを探します。

ステップ 12

[ユーザ グループに追加（Add to User Group）] を選択します。
[ユーザ グループの検索と一覧表示（Find and List User Groups）] ダイアログボックスが開きます。

ステップ 13

ユーザを割り当てるグループを選択します。
ユーザを、少なくとも次のグループに割り当てる必要があります。
• Standard CCM End Users
• Standard CTI Enabled
メモ

セキュア電話機能をユーザにプロビジョニングする場合、Standard CTI Secure Connection
グループにユーザを割り当てないでください。

電話機のモデルによっては、次のグループが追加で必要となります。
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• Cisco Unified IP Phone 9900 または 8900 シリーズでは、[標準 CTI による接続時の転送および
会議をサポートする電話の制御（Standard CTI Allow Control of Phones supporting Connected Xfer
and conf）] を選択します。
• Cisco Unified IP Phone 6900 シリーズでは、[標準 CTI によるロールオーバー モードをサポー
トする電話の制御（Standard CTI Allow Control of Phones supporting Rollover Mode）] を選択し
ます。
ステップ 14

ユーザを割り当てるグループを選択します。

ステップ 15

[選択項目の追加（Add Selected）] を選択します。
[ユーザ グループの検索と一覧表示（Find and List User Groups）] ウィンドウが終了します。

ステップ 16

[エンド ユーザの設定（End User Configuration）] ウィンドウで [保存（Save）] を選択します。

デバイスのリセット
ユーザを作成し、デバイスに関連付けた後、それらのデバイスをリセットする必要があります。

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

[デバイス（Device）] > [電話（Phone）] の順に選択します。
[電話の検索/一覧表示（Find and List Phones）] ウィンドウが開きます。

ステップ 3

[電話を次の条件で検索（Find Phone where）] フィールドに適切なフィルタを指定し、[検索（Find）]
を選択してデバイスの一覧を取得します。

ステップ 4

対象のデバイスを一覧から選択します。
[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 5

[割り当て情報（Association Information）] セクションを探します。

ステップ 6

対象の電話番号設定を選択します。
[電話番号の設定（Directory Number Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 7

[リセット（Reset）] を選択します。
[デバイス リセット（Device Reset）] ダイアログボックスが開きます。

ステップ 8

[リセット（Reset）] を選択します。

ステップ 9

[閉じる（Close）] を選択して、[デバイス リセット（Device Reset）] ダイアログボックスを閉じま
す。
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TFTP サーバ アドレスの指定
クライアントは TFTP サーバからデバイス設定を取得します。 そのため、ユーザにデバイスをプ
ロビジョニングする場合、TFTP サーバ アドレスを指定する必要があります。

注目

Cisco Jabber が DNS クエリーから _cisco-uds SRV レコードを取得する場合、ユーザのホー
ム クラスタを自動的に検出します。 このため、クライアントは Cisco Unified Communications
Manager TFTP サービスも検出することができます。
_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。

Cisco Unified Presence での TFTP サーバの指定
次の手順を実行して、Cisco Unified Presence で TFTP サーバのアドレスを指定します。

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 Jabber][設定（Settings）] の順に選択します。
（注）
Cisco Unified Presence のバージョンによっては、パスは次のようになります。[アプリ
ケーション（Application）] > [Cisco Unified Personal Communicator] > [設定（Settings）]。
[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

次のセクションの 1 つで TFTP サーバを指定するフィールドを探します。セクションは、Cisco
Unified Presence のバージョンにより異なります。
• 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）

ステップ 5

[保存（Save）] を選択します。
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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する。
• TFTP 引数を使用してインストール時に TFTP サーバ アドレスを指定する。

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 サービスに接続する場合は、Cisco WebEx 管理ツールで
TFTP サーバのアドレスを指定します。

手順
ステップ 1

Cisco WebEx 管理ツール 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（TFTP Server）] 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。

CCMCIP プロファイルの作成
クライアントは、CCMCIP サーバからユーザのデバイス リストを取得します。
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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] > [CCMCIP プロファイル（CCMCIP Profile）]
の順に選択します。
（注）
Cisco Unified Presence のバージョンによっては、パスは次のようになります。[アプリ
ケーション（Application）] > [Cisco Unified Personal Communicator] > [CCMCIP プロファ
イル（CCMCIP Profile）]。
[CCMCIP プロファイルの検索と一覧表示（Find and List CCMCIP Profiles）] 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。
[CCMCIP プロファイルの設定（CCMCIP Profile Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 4

CCMCIP プロファイルでサービスの詳細を次のように指定します。
a) プロファイルの名前を [名前（Name）] フィールドに指定します。
b) [プライマリ CCMCIP ホスト（Primary CCMCIP Host）] フィールドで、プライマリ CCMCIP
サービスのホスト名または IP アドレスを指定します。
c) [バックアップ CCMCIP ホスト（Backup CCMCIP Host）] フィールドで、バックアップ CCMCIP
サービスのホスト名または IP アドレスを指定します。
d) [サーバ証明書の確認（Server Certificate Verification）] はデフォルト値のままとします。

ステップ 5

CCMCIP プロファイルに次のようにユーザを追加します。
a) [プロファイルにユーザを追加（Add Users to Profile）] を選択します。
[ユーザの検索と一覧表示（Find and List Users）] ダイアログボックスが開きます。
b) [ユーザを次の条件で検索（Find User where）] フィールドで適切なフィルタを指定した後、[検
索（Find）] を選択してユーザのリストを取得します。
c) 対象のユーザをリストから選択します。
d) [選択項目の追加（Add Selected）] を選択します。
選択されたユーザが CCMCIP プロファイルに追加されます。

ステップ 6

[保存（Save）] を選択します。

ダイヤル プランのマッピング
Cisco Unified Communications Manager のダイヤリング ルールがディレクトリのダイヤリング ルー
ルと一致するように、ダイヤル プランのマッピングを設定します。

Cisco Jabber for Windows 9.6 サーバ セットアップ ガイド
67

ダイヤル プランのマッピング

アプリケーション ダイヤル ルール（Application Dial Rules）
アプリケーションダイヤルルールにより、ユーザがダイヤルする電話番号の桁数の追加および削
除が自動的に行われます。 アプリケーション ダイヤル ルールにより、ユーザがクライアントか
らダイヤルする番号が操作されます。
たとえば、7 桁の電話番号の先頭に自動的に 9 を追加して外線にアクセスするように、ダイヤル
ルールを設定できます。
ディレクトリ検索ダイヤル ルール（Directory Lookup Dial Rules）
ディレクトリ検索ダイヤル ルールによって、発信者 ID の番号が、クライアントがディレクトリ
で検索できる番号に変換されます。 定義する各ディレクトリ検索ルールには、先頭の数字および
番号の長さに基づいてどの数字を変換するかを指定します。
たとえば、10 桁の電話番号から市外局番と 2 桁の局番を自動的に削除するように、ディレクトリ
検索ルールを作成できます。 このタイプのルールでは、たとえば、4089023139 を 23139 に変
換します。

ダイヤル ルールの発行
Cisco Unified Communications Manager バージョン 8.5 以前は、ダイヤル ルールをクライアントに
自動的に発行しません。 このため、ダイヤル ルールを発行するには、COP ファイルを導入する必
要があります。 この COP ファイルによって、ダイヤル ルールが Cisco Unified Communications
Manager データベースから TFTP サーバ上の XML ファイルにコピーされます。 その後、クライア
ントは、その XML ファイルをダウンロードしてダイヤル ルールにアクセスできます。

メモ

Cisco Unified Communications Manager バージョン 8.5 以前では、ダイヤル ルールを更新または
変更するたびに、COP ファイルを導入する必要があります。

はじめる前に
1 Cisco Unified Communications Manager でダイヤル ルールを作成します。
2 Cisco Jabber 管理パッケージを Cisco.com からダウンロードします。
3 cmterm-csf-dialrule-wizard-0.1.cop.sgn を Cisco Jabber 管理パッケージからファイ
ル システムにコピーします。
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手順
ステップ 1

[Cisco Unified OS 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

[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。

ステップ 3

[ソフトウェア インストール/アップグレード（Software Installation/Upgrade）] ウィンドウで
cmterm-csf-dialrule-wizard-0.1.cop.sgn の場所を指定します。

ステップ 4

[次へ（Next）] を選択します。

ステップ 5

[利用可能なソフトウェア（Available Software）] リストから
cmterm-csf-dialrule-wizard-0.1.cop.sgn を選択します。

ステップ 6

[次へ（Next）] を選択し、[インストール（Install）] を選択します。

ステップ 7

TFTP サービスを再起動します。

ステップ 8

ブラウザでダイヤル ルールの XML ファイルを開き、TFTP サーバでそれらのファイルが利用可能
であることを確認します。
a) http://tftp_server_address:6970/CUPC/AppDialRules.xml に移動します。
b) http://tftp_server_address:6970/CUPC/DirLookupDialRules.xml に移動します。
ブラウザで AppDialRules.xml と DirLookupDialRules.xml にアクセスできる場合、クラ
イアントはダイヤル ルールをダウンロードできます。

ステップ 9

TFTP サービスを実行する Cisco Unified Communications Manager のインスタンスごとに前述の手順
を繰り返します。

次の作業
Cisco Unified Communications Manager のインスタンスごとに前述の手順を繰り返した後、クライ
アントを再起動します。
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第

8

章

Cisco Unified Communications Manager バー
ジョン9.x以降の音声機能およびビデオ機能
のプロビジョニング
ユーザが自分のコンピュータで音声およびビデオを送受信できるように、ソフトフォンを作成し
ます。 Cisco Jabber でユーザが制御できるデスクフォン デバイスを作成します。 さまざまな音声
機能やビデオ機能を有効にする方法を習得します。 どのサーバ プロファイルを作成する必要が
あるか、どのユーザの関連付けを割り当てる必要があるかを判断します。
Cisco Unified Communications Manager バージョン 9.x 以降では、拡張機能と接続機能をユーザに
プロビジョニングするために CTI リモート デバイスをセットアップすることもできます。
• ソフトフォン デバイスの作成, 71 ページ
• デスクフォン デバイスの作成, 82 ページ
• CTI リモート デバイスの作成, 89 ページ
• サイレント モニタリング機能およびコール録音機能の設定, 97 ページ
• URI ダイヤルの有効化, 98 ページ
• ユーザの関連付けに関する設定, 102 ページ
• TFTP サーバ アドレスの指定, 103 ページ
• デバイスのリセット, 105 ページ
• CCMCIP プロファイルの作成, 105 ページ
• ダイヤル プランのマッピング, 107 ページ

ソフトフォン デバイスの作成
ソフトフォンは、ユーザが自分のコンピュータで音声およびビデオを送受信できるようにします。
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CSF デバイスの作成
このタスクの手順を実行し、CSF デバイスを作成します。

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

[デバイス（Device）] > [電話（Phone）] の順に選択します。
[電話の検索/一覧表示（Find and List Phones）] 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。

ステップ 4

[電話のタイプ（Phone Type）] ドロップダウン リストから [Cisco Unified Client Services Framework]
を選択し、続いて [次へ（Next）] を選択します。
[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 5

CSF デバイスの名前を [デバイス名（Device Name）] フィールドに指定します。
CSF デバイス名には CSFusername フォーマットを使用する必要があります。 たとえば、Tanya
Adams という名前で、ユーザ名が tadams であるユーザの CSF デバイスを作成するとします。 こ
の場合、デバイス名として CSFtadams を指定します。

ステップ 6

[オーナーのユーザ ID（Owner User ID）] フィールドを適切なユーザに設定します。
重要
Cisco Unified Communications Manager バージョン 9.x では、クライアントは [オーナーの
ユーザ ID（Owner User ID）] フィールドを使用してユーザのサービス プロファイルを取
得します。 そのため、それぞれのユーザがデバイスを所有し、[オーナーのユーザ ID
（Owner User ID）] フィールドがユーザと関連付けられている必要があります。
ユーザとデバイスを関連付けて [オーナーのユーザ ID（Owner User ID）] フィールドを適
切なユーザに設定しないと、クライアントはユーザに適用するサービス プロファイルを
取得できません。

ステップ 7

必要に応じて、[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウで設定を指定します。
[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウの設定の詳細については、Cisco Unified
Communications Manager のマニュアルの「Phone Setup」トピックを参照してください。
セキュア CSF デバイスの設定方法については、「セキュア電話機能のセットアップ」を参照して
ください。

ステップ 8

[保存（Save）] を選択します。
デバイスが正常に追加されたとのメッセージが表示されます。 [電話の設定（Phone Configuration）]
ウィンドウで [割り当て情報（Association Information）] セクションが利用可能になります。

次の作業
デバイスに電話番号を追加し、設定を適用します。
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ビデオ デスクトップ共有
Binary Floor Control Protocol（BFCP）は、CSF デバイスに対しビデオ デスクトップ共有機能を提
供します。 Cisco Unified Communications Manager は、ユーザがビデオ デスクトップ共有機能を使
用するときに送信する BFCP パケットを処理します。 Cisco Unified Communications Manager バー
ジョン 9.0(1) 以降では、BFCP プレゼンテーション共有は自動的に有効になります。 このため、
CSF デバイスでビデオ デスクトップ共有を有効にする手順を実行する必要はありません。

（注）

• ビデオのデスクトップ共有はソフトフォン デバイスでのみ有効にできます。 デスクフォ
ン デバイスでは、ビデオのデスクトップ共有を有効にできません。
• ユーザがビデオのデスクトップ共有を使用するには、ユーザのコールがアクティブ コー
ルである必要があります。 ビデオのデスクトップ共有のセッションは、アクティブ コー
ルからのみ開始することができます。
• ハイブリッド クラウドベース展開では、Cisco WebEx と Cisco Unified Communications
Manager の両方がデスクトップの共有機能を提供します。
• ユーザがインスタント メッセージング セッション中にデスクトップ共有セッション
を開始した場合、Cisco WebEx がデスクトップ共有機能を提供します。
• ユーザが音声会議またはビデオ会議中にデスクトップ共有セッションを開始した場
合、Cisco Unified Communications Manager がデスクトップ共有機能を提供します。

ヒント

Cisco Unified Communications Manager クラスタ内のノード間でビデオ デスクトップ共有機能を
使用可能するために、SIP トランクで BFCP を有効にする必要があります。 SIP トランクで
BFCP を有効にするには、次の手順を実行します。
1 SIP プロファイルの [トランク固有の設定（Trunk Specific Configuration）] セクションで
[BFCP を使用するプレゼンテーション共有を許可（Allow Presentation Sharing using BFCP）]
を選択します。
2 CSF デバイス設定の [SIP プロファイル（SIP Profile）] ドロップダウン リストから SIP プロ
ファイルを選択します。

セキュア電話機能のセットアップ
必要であれば、CSF デバイスに対しセキュア電話機能をセットアップできます。 セキュア電話機
能により、セキュア SIP シグナリング、セキュア メディア ストリーム、および暗号化デバイス設
定ファイルが提供されます。
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セキュリティ モードの設定
セキュア電話機能を使用するには、Cisco CTL クライアントを使用して Cisco Unified Communications
Manager セキュリティ モードを設定する必要があります。 非セキュア セキュリティ モードでは
セキュア電話機能は使用できません。最低限、混合モードセキュリティを使用する必要がありま
す。
混合モード セキュリティ：
• 認証および暗号化された非セキュア電話を Cisco Unified Communications Manager に登録でき
ます。
• Cisco Unified Communications Manager は RTP と SRTP メディアの両方をサポートします。
• 認証および暗号化されたデバイスは、Cisco Unified Communications Manager に接続するため
にセキュア ポート 5061 を使用します。
Cisco CTL クライアントを使用した混合モードの設定方法については、『Cisco Unified Communications
Manager Security Guide』を参照してください。
関連トピック
『Cisco Unified Communications Manager Security Guide, Release 8.6(1)』
『Cisco Unified Communications Manager Security Guide, Release 9.1(1)』

電話セキュリティ プロファイルの作成
セキュア電話機能を設定する最初の手順は、デバイスに適用できる電話セキュリティ プロファイ
ルを作成することです。

はじめる前に
混合モードを使用するには、Cisco Unified Communications Manager セキュリティを設定します。

手順
ステップ 1

[システム（System）] > [セキュリティ（Security）] > [電話セキュリティ プロファイル（Phone
Security Profile）] を選択します。

ステップ 2

[新規追加（Add New）] を選択します。

ステップ 3

[電話セキュリティ プロファイルのタイプ（Phone Security Profile Type）] ドロップダウン リスト
から [Cisco Unified Client Services Framework] を選択し、続いて [次へ（Next）] を選択します。
[電話セキュリティ プロファイルの設定（Phone Security Profile Configuration）] ウィンドウが表示
されます。
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電話セキュリティ プロファイルの設定
電話セキュリティ プロファイルを追加したら、要件に合うように設定する必要があります。

手順
ステップ 1

[電話セキュリティ プロファイルの設定（Phone Security Profile Configuration）] ウィンドウの [名前
（Name）] フィールドに、電話セキュリティ プロファイルの名前を指定します。

ステップ 2

次のように電話セキュリティ プロファイルの値を指定します。
デバイス セキュリティ モード（Device Security Mode）
次のいずれかを選択します。
• 認証
• 暗号化
転送タイプ（Transport Type）
TLS のデフォルト値のままにします。
TFTP 暗号化（TFTP Encrypted Config）
TFTP サーバ上にある CSF デバイスの設定ファイルを暗号化するには、このチェックボック
スをオンにします。
認証モード（Authentication Mode）
[認証ストリング（By Authentication String）] を選択します。
キー サイズ（ビット）（Key Size (Bits)）
証明書に適したキー サイズを選択します。
（注）
キー サイズは、CAPF 登録プロセス中にクライアントが生成する公開キーと秘密
キーのビット長を示します。
Cisco Jabber for Windows は、1024 ビット長のキーを含む認証文字列を使用してテ
ストされました。 クライアントが 2048 ビット長のキーを生成する時間は、1024
ビット長のキーを生成する時間よりも長くなります。 このため、2048 を選択した
場合、CAPF 登録プロセスを完了するためにより多くの時間がかかります。
SIP 電話ポート（SIP Phone Port）
デフォルト値のままにします。
セキュア電話プロファイルを適用すると、クライアントは常にポート 5061 を使用して Cisco
Unified Communications Manager に接続します。 このフィールドに指定したポートは、[デバ
イス セキュリティ モード（Device Security Mode）] の値として [非セキュア（Non Secure）]
を選択した場合のみ有効になります。
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ステップ 3

[保存（Save）] を選択します。

CSF デバイスの設定
電話セキュリティ プロファイルをデバイスに追加し、セキュア電話機能に関するその他の設定作
業を実行します。

手順
ステップ 1

CSF デバイス設定ウィンドウを開きます。
a) [デバイス（Device）] > [電話（Phone）] の順に選択します。
[電話の検索/一覧表示（Find and List Phones）] ウィンドウが開きます。
b) [電話を次の条件で検索（Find Phone where）] フィールドに適切なフィルタを指定し、[検索
（Find）] を選択してデバイスの一覧を取得します。
c) リストから CSF デバイスを選択します。
[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 2

[CTI からのデバイスの制御を許可（Allow Control of Device from CTI）] セクションで [デバイス情
報（Device Information）] を選択します。

ステップ 3

[保存（Save）] を選択します。

ステップ 4

[プロトコル固有情報（Protocol Specific Information）] セクションを見つけます。

ステップ 5

[デバイス セキュリティ プロファイル（Device Security Profile）] ドロップダウン リストから電話
セキュリティ プロファイルを選択します。

ステップ 6

[保存（Save）] を選択します。

セキュア電話セットアップのこの時点では、既存のユーザは自分の CSF デバイスを使用できませ
ん。 ユーザが自分の CSF デバイスにアクセスできるようにするために、セキュア電話セットアッ
プを実行する必要があります。

次の作業
証明書設定を指定し、ユーザの認証文字列を生成します。

証明書設定の指定
CSF デバイス設定で証明書設定を指定し、ユーザに提供する認証文字列を生成します。
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手順
ステップ 1

[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウで [CAPF の情報（Certification Authority Proxy
Function (CAPF) Information）] セクションを見つけます。

ステップ 2

次のように値を指定します。
証明書の操作（Certificate Operation）
[インストール/アップグレード（Install/Upgrade）] を選択します。
認証モード（Authentication Mode）
[認証ストリング（By Authentication String）] を選択します。
キー サイズ（ビット）（Key Size (Bits)）
電話セキュリティ プロファイルで設定した同じキー サイズを選択します。
操作の完了期限（Operation Completes By）
認証文字列の有効期限値を指定するか、デフォルトのままにします。

ステップ 3

[保存（Save）] を選択します。

ステップ 4

認証文字列を作成します。
次のいずれかを実行できます。
• [CAPF の情報（Certification Authority Proxy Function (CAPF) Information）] セクションで [文字
列を生成（Generate String）] を選択します。
• [認証文字列（Authentication String）] フィールドにカスタム文字列を入力します。

次の作業
認証文字列をユーザに提供します。

ユーザへの認証文字列の提供
ユーザは、クライアント インターフェイスで認証文字列を指定して CSF のデバイスにアクセス
し、Cisco Unified Communications Manager に安全に登録する必要があります。
ユーザがクライアント インターフェイスで認証文字列を入力すると、CAPF 登録プロセスが開始
されます。

（注）

登録プロセスが完了するまでにかかる時間は、ユーザのコンピュータの仕様および Cisco Unified
Communications Manager の現在の負荷により異なる場合があります。 クライアントが CAPF 登
録プロセスを完了するまでに、最大 1 分間かかる場合があります。
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次の場合、クライアントはエラーを表示します。
• ユーザが誤った認証文字列を入力した場合。
ユーザは、CAPF 登録を完了するために、認証文字列の入力をもう一度試行できます。 ただ
し、ユーザが連続して誤った認証文字列を入力すると、文字列が正しい場合でも、クライア
ントはユーザが入力した文字列を拒否する場合があります。 この場合、ユーザの CSF デバ
イスで新しい認証文字列を生成し、これをユーザに提供する必要があります。
• [操作の完了期限（Operation Completes By）] フィールドに設定した有効期限が過ぎた後、ユー
ザが認証文字列を入力した場合。
この場合、ユーザの CSF デバイスで新しい認証文字列を生成する必要があります。 ユーザ
は、有効期間内に、その認証文字列を入力する必要があります。

重要

Cisco Unified Communications Manager でエンド ユーザを設定する場合、次のユーザ グループ
に追加する必要があります。
• Standard CCM End Users
• Standard CTI Enabled
ユーザは次のユーザ グループには所属できません。
Standard CTI Secure Connection

セキュア電話の詳細
セキュア接続
セキュア電話機能を有効にした場合：
• CSF デバイスと Cisco Unified Communications Manager 間の SIP 接続は TLS で行われます。
• 電話セキュリティ プロファイルの [デバイス セキュリティ モード（Device Security
Mode）] フィールドの値として [認証（Authenticated）] を選択すると、SIP 接続は
NULL-SHA 暗号化を使用して TLS で行われます。
• 電話セキュリティ プロファイルの [デバイス セキュリティ モード（Device Security
Mode）] フィールドの値として [暗号化（Encrypted）] を選択すると、SIP 接続は AES
128/SHA 暗号化を使用して TLS で行われます。
• 相互 TLS により、正しい証明書を持つ CSF デバイスのみ Cisco Unified Communications Manager
に登録できます。 同様に、CSF デバイスは、正しい証明書を提示する Cisco Unified
Communications Manager インスタンスにのみ登録できます。
ユーザに対しセキュア電話機能を有効にした場合、Cisco Unified Communications Manager への CSF
デバイス接続はセキュアになります。 他のエンド ポイントも Cisco Unified Communications Manager

Cisco Jabber for Windows 9.6 サーバ セットアップ ガイド
78

ソフトフォン デバイスの作成

へのセキュア接続を使用する場合、通話をセキュアにすることができます。 ただし、他のエンド
ポイントが Cisco Unified Communications Manager へのセキュア接続を使用しない場合、通話はセ
キュアではありません。
暗号化されたメディア
電話セキュリティ プロファイルの [デバイス セキュリティ モード（Device Security Mode）] フィー
ルドの値として [暗号化（Encrypted）] を選択すると、クライアントは Secure Realtime Transport
Protocol（SRTP）を使用して、以下のような暗号化されたメディア ストリームを提供します。
メディア ストリーム

暗号化

メイン ビデオ ストリーム

暗号化できます

メイン音声ストリーム

暗号化できます

プレゼンテーション ビデオ ストリーム
暗号化されません
BFCP を使用したビデオ デスクトップ共有を参
照。
BFCP アプリケーション ストリーム
BFCP フロー制御を参照。

暗号化されません

メディアを暗号化できるかどうかは、次の例に示すように、他のエンド ポイントもメディアを暗
号化するかどうかにより決まります。
• ユーザ A とユーザ B のメディア暗号化を有効にします。 つまり、ユーザの CSF デバイスの
電話セキュリティ プロファイルで、[デバイス セキュリティ モード（Device Security Mode）]
を [暗号化（Encrypted）] に設定します。
• ユーザ C のメディア暗号化は有効にしません。 つまり、ユーザの CSF デバイスの電話セキュ
リティ プロファイルで、[デバイス セキュリティ モード（Device Security Mode）] を [認証
（Authenticated）] に設定します。
• ユーザ A がユーザ B にコールします。 クライアントは、メイン ビデオ ストリームとオー
ディオ ストリームを暗号化します。
• ユーザ A がユーザ C にコールします。 クライアントは、メイン ビデオ ストリームとオー
ディオ ストリームを暗号化しません。
• ユーザ A、ユーザ B、およびユーザ C が電話会議を開始します。 クライアントは、どのユー
ザのメイン ビデオ ストリームも、オーディオ ストリームも暗号化しません。
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（注）

クライアントは、他のセキュア クライアントまたは会議ブリッジへの暗号化メディア ストリー
ムに対し SRTP を使用できる場合、次のロック アイコンを表示します。

ただし、ロック アイコンを表示する機能を備えているのは、Cisco Unified Communications
Manager の一部のバージョンです。 使用している Cisco Unified Communications Manager のバー
ジョンにこの機能が備わっていない場合、クライアントは、暗号化メディアを送信する場合で
も、ロック アイコンを表示できません。

保存ファイル
クライアントは、セキュア電話機能に関する次のファイルを保存します。
• 証明書信頼リスト（.tlv）
• ローカルで有効な証明書（.lsc）
• CSF デバイスの秘密キー（.key）
Cisco Unified Communications Manager セキュリティを混合モードとして設定すると、クライアン
トは必ず証明書信頼リストをダウンロードし、保存します。 証明書信頼リストにより、クライア
ントは Cisco Unified Communications Manager サーバの身元を確認できます。
ユーザが正常に認証コードを入力し、登録プロセスを完了した後、クライアントはローカルで有
効な証明書と秘密キーを保存します。 ローカルで有効な証明書と秘密キーにより、クライアント
は Cisco Unified Communications Manager との相互 TLS 接続を確立できます。

（注）

クライアントは、秘密キーをファイル システムに保存する前に暗号化します。
クライアントは、次のフォルダにこれらのファイルを保存しま
す：%User_Profile%\AppData\Roaming\Cisco\Unified
Communications\Jabber\CSF\Security
クライアントはユーザの Roaming フォルダにファイルを保存するため、ユーザは CSF デバイス
を登録するために、Windows ドメインのMicrosoft Windows アカウントにログインできます。
会議コール
会議、または複数参加者会議、電話会議では、会議ブリッジがセキュア電話機能をサポートして
いる必要があります。 会議ブリッジがセキュア電話機能をサポートしていない場合、そのブリッ
ジへのコールは安全ではありません。 同様に、クライアントが電話会議でメディアを暗号化でき
るようにするために、すべての参加者が共通の暗号化アルゴリズムをサポートしている必要があ
ります。
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CSF デバイスのセキュリティは、複数参加者の電話会議で使用できる最低レベルのセキュリティ
に設定されます。 たとえば、ユーザ A、ユーザ B、およびユーザ C が電話会議に参加したとしま
す。 ユーザ A とユーザ B がセキュア電話機能を備えた CSF デバイスを所有しています。 ユーザ
C はセキュア電話機能のない CSF デバイスを所有しています。 この場合、すべてのユーザについ
てコールは安全ではありません。
クライアント間でのセキュア CSF デバイスの共有
セキュア電話機能をサポートしていないクライアントは、セキュア CSF デバイスに登録できませ
ん。
たとえば、Cisco Jabber for Windows バージョン 9.2 と Cisco Jabber for Windows バージョン 9.1 の登
録先となる CSF デバイスでセキュア電話機能をセットアップするとします。 ただし、Cisco Jabber
for Windows バージョン 9.1 は、セキュア電話機能をサポートしていません。 このシナリオでは、
2 つの異なる CSF デバイスを作成する必要があります。1 つは、Cisco Jabber for Windows バージョ
ン 9.2 用のセキュア CSF デバイスで、もう 1 つは、Cisco Jabber for Windows バージョン 9.1 用の非
セキュア CSF デバイスです。
共有 Microsoft Windows アカウントで複数ユーザ
複数のユーザが、クライアントの一意のクレデンシャルを所有し、同じ Windows アカウントを共
有できます。 ただし、セキュア CSF デバイスは、ユーザが共有する Windows アカウントに制限
されます。 同じ Windows アカウントを共有するユーザは、異なる Windows アカウントのセキュ
ア CSF デバイスを使用してコールを発信できません。
同じ Windows アカウントを共有する複数のユーザが、一意の名前を持つ CSF デバイスを所有する
ように取り計らう必要があります。 ユーザが同じ Windows アカウントを共有し、一意の名前の
CSF デバイスを所有し、一方で異なる Cisco Unified Communications Manager クラスタに接続する
場合、ユーザは CSF デバイスを登録できません。
たとえば、ユーザ A が CSFcompanyname という名前の CSF デバイスを所有し、クラスタ 1 に接続
するとします。 また、ユーザ B が CSFcompanyname という名前の CSF デバイスを所有し、クラ
スタ 2 に接続するとします。 この場合、両方の CSF デバイスに対し競合が発生します。 ユーザ
A とユーザ B は同じ Windows アカウントにログインした後、どちらも自分の CSF デバイスを登
録できません。
共有コンピュータで複数ユーザ
クライアントは、各 Windows ユーザ固有の場所に、各ユーザのセキュア CSF デバイスの証明書を
キャッシュします。 ユーザが共有コンピュータの Windows アカウントにログインすると、その
ユーザは、自分にプロビジョニングされているセキュア CSF デバイスにのみアクセスできます。
そのユーザは、その他の Windows ユーザのキャッシュされている証明書にはアクセスできませ
ん。

デバイスに電話番号を追加する
Cisco Unified Communications Manager で、デバイスに電話番号を追加する必要があります。 この
トピックでは、デバイスの作成後に [デバイス（Device）] > [電話（Phone）] メニュー オプション
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を使用して電話番号を追加する手順について説明します。このメニューオプションから表示され
るのは、電話機モデルまたは CTI ルート ポイントに適用される設定のみです。 電話番号を設定す
るためのさまざまなオプションについては、Cisco Unified Communications Manager のマニュアル
を参照してください。

手順
ステップ 1

[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウの [割り当て情報（Association Information）] セク
ションに移動します。

ステップ 2

[新規 DN を追加（Add a new DN）] を選択します。
[電話番号の設定（Directory Number Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 3

[電話番号（Directory Number）] フィールドで、電話番号を指定します。

ステップ 4

その他に必要な設定があれば、それらをすべて指定します。

ステップ 5

次の手順に従って、エンド ユーザに電話番号を関連付けます。
a) [回線に関連付けられているユーザ（Users Associated with Line）] セクションに移動します。
b) [エンド ユーザの関連付け（Associate End Users）] を選択します。
[ユーザの検索と一覧表示（Find and List Users）] ダイアログボックスが開きます。
c) [ユーザを次の条件で検索（Find User where）] フィールドで適切なフィルタを指定した後、[検
索（Find）] を選択してユーザのリストを取得します。
d) 対象のユーザをリストから選択します。
e) [選択項目の追加（Add Selected）] を選択します。
選択されたユーザがボイスメール プロファイルに追加されます。

ステップ 6

[保存（Save）] を選択します。

ステップ 7

[設定の適用（Apply Config）] を選択します。
[設定の適用（Apply Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 8

[設定の適用（Apply Configuration）] ウィンドウに表示されるプロンプトに従って設定を適用しま
す。

デスクフォン デバイスの作成
ユーザは、自分のコンピュータのデスクフォンを操作して音声コールを発信できます。

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

[デバイス（Device）] > [電話（Phone）] の順に選択します。
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[電話の検索と一覧表示（Find and List Phones）] 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。

ステップ 4

[電話のタイプ（Phone Type）] ドロップダウン リストから適切なデバイスを選択し、続いて [次へ
（Next）] を選択します。
[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 5

[デバイス情報（Device Information）] セクションで次の手順を実行します。
a) [説明（Description）] フィールドに分かりやすい説明を入力します。
クライアントにより、デバイスの説明がユーザに表示されます。 ユーザが同じモデルのデバイ
スを複数所有している場合、説明によって複数のデバイスを区別できます。
b) [CTI からデバイスを制御可能（Allow Control of Device from CTI）] を選択します。
[CTI からデバイスを制御可能（Allow Control of Device from CTI）] を選択しない場合は、ユー
ザはデスクフォンを制御できません。

ステップ 6

[オーナーのユーザ ID（Owner User ID）] フィールドを適切なユーザに設定します。
重要
Cisco Unified Communications Manager バージョン 9.x では、クライアントは [オーナーの
ユーザ ID（Owner User ID）] フィールドを使用してユーザのサービス プロファイルを取
得します。 そのため、それぞれのユーザがデバイスを所有し、[オーナーのユーザ ID
（Owner User ID）] フィールドがユーザと関連付けられている必要があります。
ユーザとデバイスを関連付けて [オーナーのユーザ ID（Owner User ID）] フィールドを適
切なユーザに設定しないと、クライアントはユーザに適用するサービス プロファイルを
取得できません。

ステップ 7

次の手順を実行し、デスクフォンのビデオ機能を有効にします。
a) [プロダクト固有の設定（Product Specific Configuration Layout）] セクションを探します。
b) [ビデオ機能（Video Capabilities）] ドロップダウン リストから [有効（Enabled）] を選択しま
す。
（注）
可能であれば、デバイス設定でデスクフォンのビデオ機能を有効にします。ただし、
一部の電話機モデルにはデバイス設定レベルでの [ビデオ機能（Video Capabilities）]
ドロップダウン リストは含まれていません。 この場合、[共通の電話プロファイル
の設定（Common Phone Profile Configuration）] ウィンドウを開き、次に [ビデオ コー
ル（Video Calling）] ドロップダウン リストから [有効（Enabled）] を選択する必要
があります。
デスクフォンのビデオの詳細については、「デスクフォン ビデオの設定」を参照してください。

ステップ 8

必要に応じて、[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウのその他の設定も指定します。
[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウの設定の詳細については、Cisco Unified
Communications Managerのマニュアルを参照してください。

ステップ 9

[保存（Save）] を選択します。
デバイスが正常に追加されたとのメッセージが表示されます。 [電話の設定（Phone Configuration）]
ウィンドウで [割り当て情報（Association Information）] セクションが利用可能になります。
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次の作業
デバイスに電話番号を追加し、設定を適用します。

デスクフォン ビデオの設定
デスクフォンのビデオ機能を使用すると、ユーザはクライアントを介してコンピュータ上のデス
クフォン デバイスに転送されたビデオを受信できます。
デスクフォン ビデオを設定する
デスクフォンのビデオを設定する手順は次のとおりです。
1 コンピュータをデスクフォン デバイス上のコンピュータ ポートへ物理的に接続します。
クライアントがデスクフォン デバイスへの接続を確立できるようにするためには、そのデバイ
スに対してコンピュータをコンピュータ ポート経由で物理的に接続する必要があります。 デ
スクフォン デバイスへのワイヤレス接続によりデスクフォンのビデオ機能を使用することはで
きません。

ヒント

無線接続と有線接続の両方を使用できる場合、ユーザは有線接続が無線接続よりも優先される
ように Microsoft Windows を設定する必要があります。 詳細については、次の Microsoft マニュ
アルを参照してください：『An explanation of the Automatic Metric feature for Internet Protocol
routes』
2 Cisco Unified Communications Manager で、ビデオ用のデスクフォン デバイスを有効にします。
3 コンピュータ上に Cisco Media Services Interface をインストールします。
Cisco Media Services Interface は、クライアントが以下を実行できるようにするために、Cisco
Discover Protocol（CDP）ドライバを提供しています。
• デスクフォン デバイスを検出します。
• CAST プロトコルを使用してデスクフォン デバイスへの接続を確立して維持します。

（注）

Cisco.com にあるダウンロード サイトから Cisco Media Services Interface のインストール プロ
グラムをダウンロードします。

デスクフォン ビデオでの考慮事項
ユーザにデスクフォン ビデオ機能をプロビジョニングする前に、以下の考慮事項および制限事項
を確認してください。
• Microsoft Windows Vista ではデスクフォン ビデオ機能を使用できません。
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• Cisco Unified IP Phone 9971 などのデバイスにビデオ カメラが接続されていると、デバイスで
デスクフォンのビデオ機能を使用できません。 デバイスからビデオ カメラを取り外すと、
デスクフォンのビデオ機能が使用できるようになります。
• CTI をサポートしていないデバイスでは、デスクフォン ビデオ機能を使用することはできま
せん。
• デスクフォン ビデオでは、BFCP プロトコルを使用したビデオ デスクトップ共有はサポート
されていません。
• SCCP を使用するエンドポイントでビデオの受信のみを行うことはできません。 SCCP エン
ドポイントでは、ビデオの送信と受信を行う必要があります。 SCCP エンドポイントからビ
デオが送信されないインスタンスでは、コールが音声のみとなります。
• 7900 シリーズ電話機は、デスクフォンのビデオ機能に SCCP を使用する必要があります。
7900 シリーズ電話機は、デスクフォンのビデオ機能に SIP を使用できません。
• ユーザがデスクフォン デバイスのキーパッドからコールを開始した場合、コールはデスク
フォン デバイスの音声コールとして開始されます。 クライアントは、次にコールをビデオ
にエスカレーションします。 したがって、エスカレーションをサポートしない H.323 エンド
ポイントなどのデバイスにはビデオ コールは発信できません。 エスカレーションをサポー
トしないデバイスでデスクフォンのビデオ機能を使用するには、ユーザは、クライアントか
らコールを開始する必要があります。
• ファームウェア バージョン SCCP45.9-2-1S を使用する Cisco Unified IP Phone には、互換性の
問題があります。 デスクフォンのビデオ機能を使用するには、ファームウェアのバージョン
を SCCP45.9-3-1 にアップグレードする必要があります。
• Symantec EndPoint Protection など、一部のアンチウイルスまたはファイアウォール アプリケー
ションによって受信 CDP パケットがブロックされ、デスクフォンのビデオ機能が無効になる
場合があります。 受信 CDP パケットを許可するようにアンチウイルスまたはファイアウォー
ル アプリケーションを設定する必要があります。
この問題の詳細については、Symantec の技術文書『Cisco IP Phone version 7970 and Cisco Unified
Video Advantage is Blocked by Network Threat Protection』を参照してください。
• Cisco Unified Communications Manager の SIP トランクの設定で [メディア ターミネーション
ポイントが必須（Media Termination point Required）] チェックボックスは選択しないでくだ
さい。 このチェックボックスを選択すると、デスクフォンのビデオ機能を使用できなくなり
ます。
デスクフォンのビデオ機能を使用できない、またはデスクフォン デバイスが不明であることを示
すエラーが発生した場合は、次の手順を実行します。
1 Cisco Unified Communications Manager でビデオ用のデスクフォン デバイスが有効であることを
確認します。
2 デスクフォン自体をリセットします。
3 クライアントを終了します。
4 クライアントをインストール済みのコンピュータで services.msc を実行します。
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5 Cisco Media Services Interface を再起動します。
6 クライアントを再起動します。
関連トピック
『Cisco IP Phone version 7970 and Cisco Unified Video Advantage is Blocked by Network Threat
Protection』

デバイスに電話番号を追加する
Cisco Unified Communications Manager で、デバイスに電話番号を追加する必要があります。 この
トピックでは、デバイスの作成後に [デバイス（Device）] > [電話（Phone）] メニュー オプション
を使用して電話番号を追加する手順について説明します。このメニューオプションから表示され
るのは、電話機モデルまたは CTI ルート ポイントに適用される設定のみです。 電話番号を設定す
るためのさまざまなオプションについては、Cisco Unified Communications Manager のマニュアル
を参照してください。

手順
ステップ 1

[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウの [割り当て情報（Association Information）] セク
ションに移動します。

ステップ 2

[新規 DN を追加（Add a new DN）] を選択します。
[電話番号の設定（Directory Number Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 3

[電話番号（Directory Number）] フィールドで、電話番号を指定します。

ステップ 4

その他に必要な設定があれば、それらをすべて指定します。

ステップ 5

次の手順に従って、エンド ユーザに電話番号を関連付けます。
a) [回線に関連付けられているユーザ（Users Associated with Line）] セクションに移動します。
b) [エンド ユーザの関連付け（Associate End Users）] を選択します。
[ユーザの検索と一覧表示（Find and List Users）] ダイアログボックスが開きます。
c) [ユーザを次の条件で検索（Find User where）] フィールドで適切なフィルタを指定した後、[検
索（Find）] を選択してユーザのリストを取得します。
d) 対象のユーザをリストから選択します。
e) [選択項目の追加（Add Selected）] を選択します。
選択されたユーザがボイスメール プロファイルに追加されます。

ステップ 6

[保存（Save）] を選択します。

ステップ 7

[設定の適用（Apply Config）] を選択します。
[設定の適用（Apply Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 8

[設定の適用（Apply Configuration）] ウィンドウに表示されるプロンプトに従って設定を適用しま
す。
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ビデオ レート適合の有効化
Cisco Jabber はビデオ レート適合を利用し、最適なビデオ品質を調整します。 ビデオ レート適合
は、ネットワークの状態に合わせてビデオ品質を動的に向上または低下させます。
ビデオ レート適合を使用するには、Cisco Unified Communications Manager で Real-Time Transport
Control Protocol（RTCP）を有効にする必要があります。

（注）

ソフトフォン デバイスでは、デフォルトで RTCP が有効になっています。 ただし、デスクフォ
ン デバイスでは RTCP を有効にする必要があります。

共通の電話プロファイルに対する RTCP の有効化
共通の電話プロファイルで RTCP を有効にし、そのプロファイルを使用するすべてのデバイスで
ビデオ レート適合を有効にできます。

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

[デバイス（Device）] > [デバイスの設定（Device Settings）] > [共通の電話プロファイル（Common
Phone Profile）] の順に選択します。
[共通の電話プロファイルの検索と一覧表示（Find and List Common Phone Profiles）] ウィンドウが
開きます。

ステップ 3

[共通の電話プロファイルを次の条件で検索（Find Common Phone Profile where）] フィールドで対
象のフィルタを指定し、[検索（Find）] を選択してプロファイルの一覧を取得します。

ステップ 4

対象のプロファイルを一覧から選択します。
[共通の電話プロファイルの設定（Find and List Common Phone Profiles）] ウィンドウが開きます。

ステップ 5

[プロダクト固有の設定（Product Specific Configuration Layout）] セクションを探します。

ステップ 6

[RTCP] ドロップダウン リストから [有効（Enabled）] を選択します。

ステップ 7

[保存（Save）] を選択します。

デバイス設定に対する RTCP の有効化
共通の電話プロファイルの代わりに、特定のデバイス設定で RTCP を有効化できます。 共通の電
話プロファイルで指定したすべての設定は、特定のデバイス設定で上書きされます。
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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

[デバイス（Device）] > [電話（Phone）] の順に選択します。
[電話の検索/一覧表示（Find and List Phones）] ウィンドウが開きます。

ステップ 3

[電話を次の条件で検索（Find Phone where）] フィールドに適切なフィルタを指定し、[検索（Find）]
を選択して電話の一覧を取得します。

ステップ 4

対象の電話を一覧から選択します。
[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 5

[プロダクト固有の設定（Product Specific Configuration Layout）] セクションを探します。

ステップ 6

[RTCP] ドロップダウン リストから [有効（Enabled）] を選択します。

ステップ 7

[保存（Save）] を選択します。

CTI サービスを追加する
CTI サービスにより、ユーザはデバイスを制御できます。

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）] > [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 [CTI] 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

次の手順に従って、インスタント メッセージ/プレゼンス サービスの詳細情報を設定します。
a) [名前（Name）] フィールドにサービスの名前を入力します。
入力した名前は、プロファイルにサービスを追加する際に表示されます。 入力する名前は必
ず、一意的でわかりやすく、かつ意味が通じるものにしてください。
b) 必要であれば、[説明（Description）] フィールドに説明を入力します。
c) [ホスト名/IP アドレス（Host Name/IP Address）] フィールドに、CTI サービスのアドレスを入
力します。
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d) [ポート（Port）] フィールドに、CTI サービスに使用するポート番号を入力します。
ステップ 7

[保存（Save）] を選択します。

次の作業
サービス プロファイルに CTI サービスを追加します。

CTI サービスを適用する
Cisco Unified Communications Manager で CTI サービスを追加した後、クライアントがその設定を
取得できるようにするために、その CTI サービスをサービス プロファイルに適用する必要があり
ます。

はじめる前に
すでに存在しないか、CTI 用に別のサービス プロファイルが必要な場合は、サービス プロファイ
ルを作成します。

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）] > [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 3

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。

ステップ 4

[CTI プロファイル（CTI Profile）] セクションで、次のドロップダウン リストから、サービスを最
大 3 つ選択します。
• プライマリ（Primary）
• セカンダリ（Secondary）
• ターシャリ（Tertiary）

ステップ 5

[保存（Save）] を選択します。

CTI リモート デバイスの作成
CTI リモート デバイスにより、ユーザは、ソフトフォン デバイスまたはデスクフォン デバイス
（Cisco IP Phone など）以外のデバイスでコールを制御できます。
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拡張機能と接続機能
Cisco Unified Communications Manager の拡張機能および接続機能により、ユーザは、公衆電話交
換網（PSTN）の電話や構内交換機（PBX）などのデバイスへの通話を制御できます。

（注）

拡張機能および接続機能は Cisco Unified Communications Manager 9.1(1) 以降で使用することを
推奨します。

CTI リモート デバイスのプロビジョニング
専用デバイス
ユーザに専用の CTI リモート デバイスをプロビジョニングできます。 たとえば、各ユーザ
はワーク ステーションで PSTN 電話を使用する場合があります。 ユーザが、クライアント
を使用して PSTN 電話でコールを発信できるようにしたい場合があります。 ユーザに対し
て、ソフトフォン デバイスまたはデスクフォン デバイスをプロビジョニングすることは計
画していません。
専用デバイスとして CTI リモート デバイスをプロビジョニングするには、[Cisco Unified CM
の管理（Cisco Unified CM Administration）] インターフェイスを介してリモート接続先を追
加する必要があります。 これにより、クライアントの起動時に、ユーザは自動的に電話を
制御し、コールを発信できます。
代替デバイス
ユーザがソフトフォン デバイスまたはデスクフォン デバイスに代替電話番号を指定できる
ようにするために、CTI リモート デバイスをプロビジョニングできます。 たとえば、各ユー
ザは自宅からリモートで作業できます。 この場合、ユーザはリモート接続先として自宅の
電話番号を指定できます。 これにより、ユーザはクライアントを使用して自宅の電話を制
御できます。
代替デバイスとして CTI リモート デバイスをプロビジョニングする場合、リモート接続先
を追加しないでください。 ユーザは、クライアント インターフェイスを介してリモート接
続先を追加、編集、および削除できます。

ユーザがリモート接続先を変更できるようにする
ユーザがログインすると、クライアントは Cisco Unified Communications Manager からユーザのデ
バイス リストを取得します。
そのデバイス リストにソフトフォン デバイスまたはデスクフォン デバイスが含まれている場合、
クライアントは、ユーザがクライアント インターフェイスを介してリモート接続先を追加、編
集、および削除することを自動的に許可します。
そのデバイス リストに CTI リモート デバイスのみ含まれている場合、クライアントは、ユーザが
リモート接続先を追加、編集、および削除することを許可しません。 クライアントの設定でユー
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ザがリモート接続先を追加、編集、および削除することを許可する必要があります。 詳細につい
ては、『Installation and Configuration Guide』を参照してください。
クライアントで CTI リモート デバイスを使用する
ユーザがクライアントにサインインし、リモート デバイスをアクティブとして設定した場合、
ユーザが着信コールを受信すると、そのデバイスの呼出音が鳴ります。 また、ユーザがサインイ
ンした場合、クライアントは発信コールをアクティブ デバイスにルーティングします。
ユーザがクライアントにサインインせず、そのユーザが自分の電話番号に対する着信コールを受
信した場合、リモート接続先として設定されているすべてのデバイスの呼出音が鳴ります。
制限事項と既知の問題点
ここでは、Cisco Unified Communications Manager の拡張機能および接続機能に関する現時点での
制限事項および既知の問題点について説明します。
• ユーザ 1 人につき 1 つのリモート接続先のみ作成できます。 ユーザに対して複数のリモート
接続先を追加しないでください。
• 複数のユーザが同じリモート接続先を使用することはできません。
• ユーザは、複数のデバイスに同じリモート接続先を使用できません。
• Cisco Unified Communications Manager クラスタ上のエンドポイントとして設定したデバイス
に対しては、拡張機能および接続機能をプロビジョニングすることはできません。
• 以下が発生した場合、着信コールによりリモート デバイスの呼出音が誤って鳴ります。
1 ユーザがリモート接続先の番号を追加した場合。
Cisco Unified Communications Manager は、着信コールをそのリモート接続先にルーティン
グします。 ユーザは、クライアントとのコール セッションを制御できます。
2 ユーザが電話を変更した場合。 たとえば、ユーザがソフトフォンを選択した場合。
Cisco Unified Communications Manager は着信コールをユーザのソフトフォンにルーティン
グします。 ただし、ユーザが 4 ～ 5 秒以内にソフトフォンで着信コールに応答しない場
合、ユーザのリモート接続先の呼出音も鳴ります。
この問題を解決するには、ユーザは、自分の電話を変更するときに、リモート接続先の番号
を削除する必要があります。
関連トピック
Extend and Connect

ユーザ モビリティの有効化
CTI リモート デバイスをプロビジョニングするには、ユーザ モビリティを有効にする必要があり
ます。 ユーザのモビリティが有効でない場合、そのユーザを CTI リモート デバイスの所有者とし
て割り当てることはできません。
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手順
ステップ 1

[ユーザ管理（User Management）] > [エンド ユーザ（End User）] を選択します。
[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 2

[ユーザを次の条件で検索（Find Users where）] フィールドで適切なフィルタを指定した後、[検索
（Find）] を選択してユーザのリストを取得します。

ステップ 3

ユーザを一覧から選択します。
[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

[モビリティ情報（Mobility Information）] セクションを探します。

ステップ 5

[モビリティの有効化（Enable Mobility）] を選択します。

ステップ 6

[保存（Save）] を選択します。

CTI リモート デバイスの作成
CTI リモート デバイスは、ユーザのリモート接続先をモニタリングし、通話を制御する仮想デバ
イスです。

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

[デバイス（Device）] > [電話（Phone）] の順に選択します。
[電話の検索と一覧表示（Find and List Phones）] 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。

ステップ 4

[電話のタイプ（Phone Type）] ドロップダウン リストから[CTI リモート デバイス（CTI Remote
Device）] を選択します。続いて [次へ（Next）] を選択します。
[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 5

[オーナーのユーザ ID（Owner User ID）] ドロップダウン リストから対象のユーザ ID を選択しま
す。
（注）
[オーナーのユーザ ID（Owner User ID）] ドロップダウン リストには、モビリティの有
効化が利用可能なユーザのみが表示されます。 詳細については、「ユーザ モビリティ
の有効化」を参照してください。
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Cisco Unified Communications Manager は [デバイス名（Device Name）] フィールドをユーザ ID と
[CTIRD] 接頭辞から生成します。例としては、[CTRID ユーザ名（CTIRDusername）] となります。
ステップ 6

必要に応じて、[デバイス名（Device Name）] フィールドのデフォルト値を編集します。

ステップ 7

[プロトコル固有情報（Protocol Specific Information）] セクションの [再ルーティング コーリング
サーチ スペース（Rerouting Calling Search Space）] ドロップダウン リストから、適切なオプショ
ンを選択してください。
[再ルーティング コーリング サーチ スペース（Rerouting Calling Search Space）] ドロップダウン
リストは、再ルーティングのコーリング サーチ スペースを定義します。これにより、ユーザは
CTI リモート デバイスからコールを発信および受信できるようになります。

ステップ 8

必要に応じて、[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウのその他の設定も指定します。
詳細については、Cisco Unified Communications Managerの「CTI remote device setup」のトピックを
参照してください。

ステップ 9

[保存（Save）] を選択します。
電話番号を関連付け、リモート接続先を追加するには、[電話の設定（Phone Configuration）] ウィ
ンドウのフィールドから設定します。

関連トピック
CTI リモート デバイスの作成

デバイスに電話番号を追加する
Cisco Unified Communications Manager で、デバイスに電話番号を追加する必要があります。 この
トピックでは、デバイスの作成後に [デバイス（Device）] > [電話（Phone）] メニュー オプション
を使用して電話番号を追加する手順について説明します。このメニューオプションから表示され
るのは、電話機モデルまたは CTI ルート ポイントに適用される設定のみです。 電話番号を設定す
るためのさまざまなオプションについては、Cisco Unified Communications Manager のマニュアル
を参照してください。

手順
ステップ 1

[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウの [割り当て情報（Association Information）] セク
ションに移動します。

ステップ 2

[新規 DN を追加（Add a new DN）] を選択します。
[電話番号の設定（Directory Number Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 3

[電話番号（Directory Number）] フィールドで、電話番号を指定します。

ステップ 4

その他に必要な設定があれば、それらをすべて指定します。

ステップ 5

次の手順に従って、エンド ユーザに電話番号を関連付けます。
a) [回線に関連付けられているユーザ（Users Associated with Line）] セクションに移動します。
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b) [エンド ユーザの関連付け（Associate End Users）] を選択します。
[ユーザの検索と一覧表示（Find and List Users）] ダイアログボックスが開きます。
c) [ユーザを次の条件で検索（Find User where）] フィールドで適切なフィルタを指定した後、[検
索（Find）] を選択してユーザのリストを取得します。
d) 対象のユーザをリストから選択します。
e) [選択項目の追加（Add Selected）] を選択します。
選択されたユーザがボイスメール プロファイルに追加されます。
ステップ 6

[保存（Save）] を選択します。

ステップ 7

[設定の適用（Apply Config）] を選択します。
[設定の適用（Apply Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 8

[設定の適用（Apply Configuration）] ウィンドウに表示されるプロンプトに従って設定を適用しま
す。

リモート接続先の追加
リモート接続先とは、ユーザが利用できる CTI 制御可能デバイスです。
ユーザに専用 CTI リモート デバイスをプロビジョニングする場合、Cisco Unified CM Administration
インターフェイスを使用してリモート接続先を追加する必要があります。 このタスクにより、ク
ライアントの起動時に、ユーザは自動的に電話を制御し、コールを発信できます。
ユーザにソフトフォン デバイスおよびデスクフォン デバイスとともに CTI リモート デバイスを
プロビジョニングする場合、[Cisco Unified CM の管理（Cisco Unified CM Administration）] イン
ターフェイスを使用してリモート接続先を追加しないでください。ユーザは、クライアントイン
ターフェイスを使用してリモート接続先を入力できます。

（注）

• ユーザ 1 人につき 1 つのリモート接続先を作成する必要があります。 ユーザに対して複
数のリモート接続先を追加しないでください。
• Cisco Unified Communications Manager は、Cisco Unified CM Administration インターフェイ
スを介して追加したリモート接続先がルーティング可能かどうかを確認しません。 その
ため、追加するリモート接続先を Cisco Unified Communications Manager がルーティングで
きることを確認する必要があります。
• Cisco Unified Communications Manager は、自動的に CTI リモート デバイスのすべてのリ
モート接続先番号にアプリケーション ダイヤル ルールを適用します。
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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

[デバイス（Device）] > [電話（Phone）] の順に選択します。
[電話の検索と一覧表示（Find and List Phones）] ウィンドウが開きます。

ステップ 3

[電話を次の条件で検索（Find Phone where）] フィールドに適切なフィルタを指定し、[検索（Find）]
を選択して電話の一覧を取得します。

ステップ 4

一覧から CTI リモート デバイスを選択します。
[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 5

[関連付けられたリモート接続先（Associated Remote Destinations）] セクションを探します。

ステップ 6

[新規リモート接続先の追加（Add a New Remote Destination）] を選択します。
[リモート接続先情報（Remote Destination Information）] ウィンドウが開きます。

ステップ 7

JabberRD を [名前（Name）] フィールドに指定します。
制約事項
[名前（Name）] フィールドに JabberRD を指定する必要があります。 クライアントは
JabberRD リモート接続先のみ使用します。 JabberRD 以外の名前を指定した場合、ユー
ザはそのリモート接続先にアクセスできません。
ユーザがクライアント インターフェイスを使用してリモート接続先を追加すると、クライアント
は JabberRD 名を自動的に設定します。

ステップ 8

[接続先番号（Destination Number）] フィールドに接続先番号を入力します。

ステップ 9

必要に応じて他の値をすべて指定します。

ステップ 10

[保存（Save）] を選択します。

次の作業
次の手順を実行してリモート接続先を確認し、CTI リモート デバイスに設定を適用します。
1 手順を繰り返し、CTI リモート デバイスの [電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウを
開きます。
2 [関連付けられたリモート接続先（Associated Remote Destinations）] セクションを探します。
3 リモート接続先が利用可能であることを確認します。
4 [設定の適用（Apply Config）] を選択します。
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（注）

[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウの [デバイス情報（Device Information）] セク
ションには、[アクティブなリモート接続先（Active Remote Destination）] フィールドが含まれ
ています。
ユーザがクライアントでリモート接続先を選択すると、そのリモート接続先は [アクティブな
リモート接続先（Active Remote Destination）] の値として表示されます。
次の場合、[アクティブなリモート接続先（Active Remote Destination）] の値として [none] が表
示されます。
• ユーザがクライアントでリモート接続先を選択しない場合。
• ユーザが退出した場合、またはクライアントにサインインしていない場合。

CTI サービスを追加する
CTI サービスにより、ユーザはデバイスを制御できます。

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）] > [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 [CTI] 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

次の手順に従って、インスタント メッセージ/プレゼンス サービスの詳細情報を設定します。
a) [名前（Name）] フィールドにサービスの名前を入力します。
入力した名前は、プロファイルにサービスを追加する際に表示されます。 入力する名前は必
ず、一意的でわかりやすく、かつ意味が通じるものにしてください。
b) 必要であれば、[説明（Description）] フィールドに説明を入力します。
c) [ホスト名/IP アドレス（Host Name/IP Address）] フィールドに、CTI サービスのアドレスを入
力します。
d) [ポート（Port）] フィールドに、CTI サービスに使用するポート番号を入力します。

ステップ 7

[保存（Save）] を選択します。

Cisco Jabber for Windows 9.6 サーバ セットアップ ガイド
96

サイレント モニタリング機能およびコール録音機能の設定

次の作業
サービス プロファイルに CTI サービスを追加します。

CTI サービスを適用する
Cisco Unified Communications Manager で CTI サービスを追加した後、クライアントがその設定を
取得できるようにするために、その CTI サービスをサービス プロファイルに適用する必要があり
ます。

はじめる前に
すでに存在しないか、CTI 用に別のサービス プロファイルが必要な場合は、サービス プロファイ
ルを作成します。

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）] > [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 3

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。

ステップ 4

[CTI プロファイル（CTI Profile）] セクションで、次のドロップダウン リストから、サービスを最
大 3 つ選択します。
• プライマリ（Primary）
• セカンダリ（Secondary）
• ターシャリ（Tertiary）

ステップ 5

[保存（Save）] を選択します。

サイレント モニタリング機能およびコール録音機能の設定
サイレント モニタリング、コール録音など、デバイスの追加音声パス機能をセットアップできま
す。
サイレント モニタリングおよびコール録音を有効にするには、Cisco Unified Communications Manager
を設定します。 ステップバイステップの説明については、『Cisco Unified Communications Manager
Features and Services Guide』の「Monitoring and Recording」セクションを参照してください。
（注）

Cisco Jabber for Windows 9.6 サーバ セットアップ ガイド
97

URI ダイヤルの有効化

• Cisco Jabber は、サイレント モニタリングまたはコール録音を開始するためのインターフェ
イスを提供していません。 コールをサイレント モニタリングまたは録音するための適切な
ソフトウェアを使用する必要があります。
• Cisco Jabber は、現時点では、モニタリング通知トーンまたは録音通知トーンをサポートして
いません。
• サイレント モニタリング機能およびコール録音機能のみ使用できます。 Cisco Jabber は、割
り込み、ウィスパー コーチングなど、その他の機能をサポートしていません。
• ご使用の Cisco Unified Communications Manager のバージョンによっては、デバイスでモニタ
リング機能および録音機能を有効にするために、デバイス パッケージをダウンロードし、適
用する必要があります。 サーバの設定を開始する前に、以下を実行してください。
1 サイレント モニタリングおよびコール録音を有効にするデバイスの [電話の設定（Phone
Configuration）] ウィンドウを開きます。
2 [ビルトイン ブリッジ（Built In Bridge）] フィールドを見つけます。
[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウで [ビルトイン ブリッジ（Built In Bridge）]
フィールドを使用できない場合、最新のデバイス パッケージをダウンロードし、適用す
る必要があります。

関連トピック
v 8.6(1)：モニタリングおよび録音
v9.1：モニタリングおよび録音

URI ダイヤルの有効化
URI ダイヤルは、Cisco Unified Communications Manager バージョン 9.1(2) 以降の Cisco Jabber で有
効にすることができます。
URI ダイヤルは、ユーザが Uniform Resource Identifier（URI）を使用したコールの発信や連絡先の
解決を実行できるようにします。 たとえば、Adam McKenzie という名前のユーザが
amckenzi@example.com という自分の電話番号と関連付けられた SIP URI を持っていたとしま
す。 URI ダイヤルは、Adam の電話番号ではなく、SIP URI でユーザがコールを発信できるように
します。
有効な URI 形式や ILS のセットアップを含む詳細設定など、URI ダイヤル要件の詳細については、
『Cisco Unified Communications Manager System Guide』の「URI Dialing」のセクションを参照して
ください。
関連トピック
『Cisco Unified Communications Manager System Guide, Release 9.0(1)』
『Cisco Unified Communications Manager System Guide, Release 9.1(1)』
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URI と電話番号の関連付け
ユーザが URI コールを発信すると、Cisco Unified Communications Manager は着信コールを URI と
関連付けられた電話番号にルーティングします。 このため、URI と電話番号を関連付ける必要が
あります。 URI を使用して電話番号を自動的に入力するか、URI を使用して電話番号を設定しま
す。

URI を使用した電話番号の自動入力
ユーザを Cisco Unified Communications Manager に追加するときは、[ディレクトリ URI（Directory
URI）] フィールドに有効な SIP URI を入力します。 Cisco Unified Communications Manager は、こ
の SIP URI をエンド ユーザの設定に保存します。
ユーザのプライマリ内線を指定すると、Cisco Unified Communications Manager はエンド ユーザの
設定から電話番号の設定にディレクトリ URI を入力します。 このため、ユーザの電話番号のディ
レクトリ URI が自動的に入力されます。 Cisco Unified Communications Manager はデフォルトのパー
ティションである [ディレクトリ URI（Directory URI）] にも URI を配置します。
次のタスクは、電話番号が URI を継承するように Cisco Unified Communications Manager を設定す
る手順を大まかに説明しています。

手順
ステップ 1

デバイスを追加します。

ステップ 2

デバイスに電話番号を追加します。

ステップ 3

デバイスとユーザを関連付けます。

ステップ 4

ユーザのプライマリ内線を指定します。

次の作業
ディレクトリ URI が電話番号に関連付けられていることを確認します。
ディレクトリ URI の検証
ユーザのプライマリ内線を指定したら、ディレクトリ URI が電話番号に関連付けられていること
を確認するため、次の手順を実行する必要があります。

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

[コール ルーティング（Call Routing）] > [電話番号（Directory Number）] を選択します。
[電話番号の検索/一覧表示（Find and List Directory Numbers）] ウィンドウが開きます。

ステップ 3

適切な電話番号を検索して選択します。
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[電話番号設定（Directory Number Configuration）] ウィンドウが開きます。
ステップ 4

[ディレクトリ URI（Directory URIs）] セクションを探します。

電話番号のプライマリ ディレクトリ URI は、デバイスに関連付けたエンド ユーザと一致する必
要があります。
パーティションは [ディレクトリ URI（Directory URI）] である必要があります。 このパーティショ
ンは、Cisco Unified Communications Manager が URI を配置するデフォルトのパーティションです。

URI を使用した電話番号の設定
ユーザに関連付けられていない電話番号用の URI を指定できます。 URI を使用した電話番号は、
テストと評価の目的でのみ設定する必要があります。
URI を使用した電話番号を設定するには、以下の手順に従ってください。

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

[コール ルーティング（Call Routing）] > [電話番号（Directory Number）] を選択します。
[電話番号の検索/一覧表示（Find and List Directory Numbers）] ウィンドウが開きます。

ステップ 3

適切な電話番号を検索して選択します。
[電話番号設定（Directory Number Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 4

[ディレクトリ URI（Directory URIs）] セクションを探します。

ステップ 5

[URI] 列で有効な SIP URI を指定します。

ステップ 6

適切なパーティションを [パーティション（Partition）] 列から選択します。
（注）
システムの [ディレクトリ URI（Directory URI）] パーティションには、URI を手動で追
加できません。 URI は電話番号と同じルート パーティションに追加する必要がありま
す。

ステップ 7

ユーザが電話番号にコールを発信できるように適切なコーリングサーチスペースにパーティショ
ンを追加します。

ステップ 8

[保存（Save）] を選択します。

ディレクトリ URI パーティションの関連付け
Cisco Unified Communications Manager が URI を配置するデフォルトのパーティションを、電話番
号を含むパーティションと関連付ける必要があります。
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重要

URI ダイヤルを有効にするには、デフォルトのディレクトリ URI パーティションを、電話番号
を含むパーティションと関連付ける必要があります。
コーリング サーチ スペース内に電話番号のパーティションがない場合は、パーティションを
作成して、適切に設定する必要があります。

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

[エンド ユーザのパラメータ（End User Parameters）] セクションを探します。

ステップ 4

[ディレクトリ URI エイリアス パーティション（Directory URI Alias Partition）] 行で、ドロップダ
ウン リストから適切なパーティションを選択します。

ステップ 5

[保存（Save）] を選択します。

デフォルトのディレクトリ URI パーティションは電話番号を含むパーティションと関連付けられ
ています。 このため、Cisco Unified Communications Manager は URI の着信コールを正しい電話番
号に転送できます。
ユーザが電話番号にコールを発信できるようにパーティションが適切なコーリングサーチスペー
スにあることを確実にする必要があります。

連絡先の解決のための SIP 要求における FQDN の有効化
URI を使用して連絡先を解決するために Cisco Jabber を有効にするには、Cisco Unified Communications
Manager が SIP 要求で完全修飾ドメイン名（FQDN）を使用していることを確認する必要がありま
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

[デバイス（Device）] > [デバイスの設定（Device Settings）] > [SIP プロファイル（SIP Profile）] の
順に選択します。
[SIP プロファイルの検索と一覧表示（Find and List SIP Profiles）] ウィンドウが開きます。

ステップ 3

適切な SIP プロファイルを検索して選択します。
メモ
デフォルトの SIP プロファイルは編集できません。 必要に応じて、デフォルトの SIP プロ
ファイルのコピーを作成して変更します。
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ステップ 4

[SIP 要求で完全修飾ドメイン名を使用（Use Fully Qualified Domain Name in SIP Requests）] を選択
し、[保存（Save）] を選択します。

次の作業
URI を関連付けるプライマリ内線があるすべてのデバイスと SIP プロファイルを関連付けます。

ユーザの関連付けに関する設定
ユーザをデバイスに関連付けると、ユーザにデバイスがプロビジョニングされます。

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。
[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

[ユーザを次の条件で検索（Find User where）] フィールドで適切なフィルタを指定した後、[検索
（Find）] を選択してユーザのリストを取得します。

ステップ 4

対象のユーザをリストから選択します。
[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 5

[サービスの設定（Service Settings）] セクションを探します。

ステップ 6

[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、ユーザの適切な
サービス プロファイルを選択します。

ステップ 7

[デバイス情報（Device Information）] セクションを探します。

ステップ 8

[デバイスの割り当て（Device Association）] を選択します。
[ユーザ デバイス割り当て（User Device Association）] ウィンドウが開きます。

ステップ 9

ユーザを割り当てるデバイスを選択します。

ステップ 10

[選択/変更の保存（Save Selected/Changes）] を選択します。

ステップ 11

[ユーザ管理（User Management）] > [エンド ユーザ（End User）] の順に選択し、[ユーザの検索と
一覧表示（Find and List Users）] ウィンドウに戻ります。

ステップ 12

一覧から同じユーザを探し、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 13

[権限情報（Permissions Information）] セクションを探します。

ステップ 14

[アクセス コントロール グループに追加（Add to Access Control Group）] を選択します。
[アクセス コントロール グループの検索と一覧表示（Find and List Access Control Groups）] ダイア
ログボックスが開きます。

ステップ 15

ユーザを割り当てるアクセス コントロール グループを選択します。
ユーザを、少なくとも次のアクセス コントロール グループに割り当てる必要があります。
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• Standard CCM End Users
• Standard CTI Enabled
メモ

セキュア電話機能をユーザにプロビジョニングする場合、Standard CTI Secure Connection
グループにユーザを割り当てないでください。

電話機のモデルによっては、次のコントロール グループが追加で必要となります。
• Cisco Unified IP Phone 9900 または 8900 シリーズでは、[標準 CTI による接続時の転送および
会議をサポートする電話の制御（Standard CTI Allow Control of Phones supporting Connected Xfer
and conf）] を選択します。
• Cisco Unified IP Phone 6900 シリーズでは、[標準 CTI によるロールオーバー モードをサポー
トする電話の制御（Standard CTI Allow Control of Phones supporting Rollover Mode）] を選択し
ます。
ステップ 16

[選択項目の追加（Add Selected）] を選択します。
[アクセス コントロール グループの検索と一覧表示（Find and List Access Control Groups）] ウィン
ドウが終了します。

ステップ 17

[エンド ユーザの設定（End User Configuration）] ウィンドウで [保存（Save）] を選択します。

TFTP サーバ アドレスの指定
クライアントは TFTP サーバからデバイス設定を取得します。 そのため、ユーザにデバイスをプ
ロビジョニングする場合、TFTP サーバ アドレスを指定する必要があります。

注目

Cisco Jabber が DNS クエリーから _cisco-uds SRV レコードを取得する場合、ユーザのホー
ム クラスタを自動的に検出します。 このため、クライアントは Cisco Unified Communications
Manager TFTP サービスも検出することができます。
_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。

Cisco Unified Communications Manager IM and Presence での TFTP サーバの指定
次の手順を実行して、Cisco Unified Communications Manager IM and Presence で TFTP サーバのアド
レスを指定します。
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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（Legacy Clients）] > [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する。
• TFTP 引数を使用してインストール時に TFTP サーバ アドレスを指定する。

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 サービスに接続する場合は、Cisco WebEx 管理ツールで
TFTP サーバのアドレスを指定します。

手順
ステップ 1

Cisco WebEx 管理ツール 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。
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[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（TFTP Server）] 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。

デバイスのリセット
ユーザを作成し、デバイスに関連付けた後、それらのデバイスをリセットする必要があります。

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

[デバイス（Device）] > [電話（Phone）] の順に選択します。
[電話の検索/一覧表示（Find and List Phones）] ウィンドウが開きます。

ステップ 3

[電話を次の条件で検索（Find Phone where）] フィールドに適切なフィルタを指定し、[検索（Find）]
を選択してデバイスの一覧を取得します。

ステップ 4

対象のデバイスを一覧から選択します。
[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 5

[割り当て情報（Association Information）] セクションを探します。

ステップ 6

対象の電話番号設定を選択します。
[電話番号の設定（Directory Number Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 7

[リセット（Reset）] を選択します。
[デバイス リセット（Device Reset）] ダイアログボックスが開きます。

ステップ 8

[リセット（Reset）] を選択します。

ステップ 9

[閉じる（Close）] を選択して、[デバイス リセット（Device Reset）] ダイアログボックスを閉じま
す。

CCMCIP プロファイルの作成
クライアントは、CCMCIP サーバからユーザのデバイス リストを取得します。
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注目

Cisco Jabber が DNS クエリーから _cisco-uds SRV レコードを取得する場合、ユーザのホー
ム クラスタを自動的に検索してサービスを検出します。 クライアントが検出するサービスの
1 つは、CCMCIP を置き換える UDS です。
_cisco-uds SRV レコードを展開する場合は、CCMCIP プロファイルを作成する必要はあり
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（Legacy Clients）] > [CCMCIP プロ
ファイル（CCMCIP Profile）] の順に選択します。
[CCMCIP プロファイルの検索と一覧表示（Find and List CCMCIP Profiles）] 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。
[CCMCIP プロファイルの設定（CCMCIP Profile Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 4

CCMCIP プロファイルでサービスの詳細を次のように指定します。
a) プロファイルの名前を [名前（Name）] フィールドに指定します。
b) [プライマリ CCMCIP ホスト（Primary CCMCIP Host）] フィールドで、プライマリ CCMCIP
サービスのアドレスを指定します。
c) [バックアップ CCMCIP ホスト（Backup CCMCIP Host）] フィールドで、バックアップ CCMCIP
サービスのホスト名または IP アドレスを指定します。
d) [サーバ証明書の確認（Server Certificate Verification）] はデフォルト値のままとします。

ステップ 5

CCMCIP プロファイルに次のようにユーザを追加します。
a) [プロファイルにユーザを追加（Add Users to Profile）] を選択します。
[ユーザの検索と一覧表示（Find and List Users）] ダイアログボックスが開きます。
b) [ユーザを次の条件で検索（Find User where）] フィールドで適切なフィルタを指定した後、[検
索（Find）] を選択してユーザのリストを取得します。
c) 対象のユーザをリストから選択します。
d) [選択項目の追加（Add Selected）] を選択します。
選択されたユーザが CCMCIP プロファイルに追加されます。

ステップ 6

[保存（Save）] を選択します。
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ダイヤル プランのマッピング
Cisco Unified Communications Manager のダイヤリング ルールがディレクトリのダイヤリング ルー
ルと一致するように、ダイヤル プランのマッピングを設定します。
アプリケーション ダイヤル ルール（Application Dial Rules）
アプリケーションダイヤルルールにより、ユーザがダイヤルする電話番号の桁数の追加および削
除が自動的に行われます。 アプリケーション ダイヤル ルールにより、ユーザがクライアントか
らダイヤルする番号が操作されます。
たとえば、7 桁の電話番号の先頭に自動的に 9 を追加して外線にアクセスするように、ダイヤル
ルールを設定できます。
ディレクトリ検索ダイヤル ルール（Directory Lookup Dial Rules）
ディレクトリ検索ダイヤル ルールによって、発信者 ID の番号が、クライアントがディレクトリ
で検索できる番号に変換されます。 定義する各ディレクトリ検索ルールには、先頭の数字および
番号の長さに基づいてどの数字を変換するかを指定します。
たとえば、10 桁の電話番号から市外局番と 2 桁の局番を自動的に削除するように、ディレクトリ
検索ルールを作成できます。 このタイプのルールでは、たとえば、4089023139 を 23139 に変
換します。

ダイヤル ルールの発行
Cisco Unified Communications Manager バージョン 8.5 以前は、ダイヤル ルールをクライアントに
自動的に発行しません。 このため、ダイヤル ルールを発行するには、COP ファイルを導入する必
要があります。 この COP ファイルによって、ダイヤル ルールが Cisco Unified Communications
Manager データベースから TFTP サーバ上の XML ファイルにコピーされます。 その後、クライア
ントは、その XML ファイルをダウンロードしてダイヤル ルールにアクセスできます。

メモ

Cisco Unified Communications Manager バージョン 8.5 以前では、ダイヤル ルールを更新または
変更するたびに、COP ファイルを導入する必要があります。

はじめる前に
1 Cisco Unified Communications Manager でダイヤル ルールを作成します。
2 Cisco Jabber 管理パッケージを Cisco.com からダウンロードします。
3 cmterm-csf-dialrule-wizard-0.1.cop.sgn を Cisco Jabber 管理パッケージからファイ
ル システムにコピーします。
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手順
ステップ 1

[Cisco Unified OS 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

[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。

ステップ 3

[ソフトウェア インストール/アップグレード（Software Installation/Upgrade）] ウィンドウで
cmterm-csf-dialrule-wizard-0.1.cop.sgn の場所を指定します。

ステップ 4

[次へ（Next）] を選択します。

ステップ 5

[利用可能なソフトウェア（Available Software）] リストから
cmterm-csf-dialrule-wizard-0.1.cop.sgn を選択します。

ステップ 6

[次へ（Next）] を選択し、[インストール（Install）] を選択します。

ステップ 7

TFTP サービスを再起動します。

ステップ 8

ブラウザでダイヤル ルールの XML ファイルを開き、TFTP サーバでそれらのファイルが利用可能
であることを確認します。
a) http://tftp_server_address:6970/CUPC/AppDialRules.xml に移動します。
b) http://tftp_server_address:6970/CUPC/DirLookupDialRules.xml に移動します。
ブラウザで AppDialRules.xml と DirLookupDialRules.xml にアクセスできる場合、クラ
イアントはダイヤル ルールをダウンロードできます。

ステップ 9

TFTP サービスを実行する Cisco Unified Communications Manager のインスタンスごとに前述の手順
を繰り返します。

次の作業
Cisco Unified Communications Manager のインスタンスごとに前述の手順を繰り返した後、クライ
アントを再起動します。
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ハイブリッド クラウドベース展開の音声機
能およびビデオ機能のプロビジョニング
ハイブリッド クラウドベース展開では、ユーザに音声機能とビデオ機能をプロビジョニングで
きます。 最初に、Cisco Unified Communications Manager でユーザに音声機能とビデオ機能をプロ
ビジョニングする必要があります。 次に、オンプレミス環境を統合するために Cisco WebEx 管
理ツール で Unified Communications クラスタを作成します。
• 音声サービスおよびビデオ サービスの設定, 109 ページ
• テレビ会議サービス名アカウントの追加, 109 ページ

音声サービスおよびビデオ サービスの設定
オンプレミスの Unified Communications 環境を Cisco WebEx 管理ツール と統合します。 詳細につ
いては、次のトピックを参照してください。
• 「Getting started with Cisco Unified Communications Manager for Click to Call」
• 「Creating unified communications clusters」
関連トピック
Cisco Unified Communications と Cisco WebEx の統合とは
Unified Communications クラスタの作成

テレビ会議サービス名アカウントの追加
ユーザは、デフォルトの Cisco WebEx 音声サービスまたはサードパーティのテレビ会議プロバイ
ダーを使用して、テレビ会議通話を開始できます。
サードパーティのテレビ会議プロバイダーの音声サービスと Cisco WebEx を統合するには、テレ
ビ会議のサービス名アカウントを追加する必要があります。 これらのアカウントを追加した後、
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ユーザはサードパーティ プロバイダーの音声サービスを使用して、テレビ会議通話を開始できま
す。
テレビ会議サービス名アカウントの追加に関する詳細は、『Cisco WebEx Site Administration User's
Guide』を参照してください。
関連トピック
『Cisco WebEx Site User's Administration Guide』
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• Cisco Unified Presence のボイスメールのセットアップ, 113 ページ
• Cisco Unified Communications Manager のボイスメールのセットアップ, 121 ページ
• ハイブリッド クラウドベース展開のボイスメールのセットアップ, 129 ページ
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Cisco Unified Presenceのボイスメールのセッ
トアップ
ボイスメールをセットアップするには、Cisco Unity Connection を設定してから、Cisco Unified
Presence でボイスメールの プロファイルを追加する必要があります。 また、ユーザがクライア
ント ユーザ インターフェイスのボイスメール メッセージにアクセスし、ボイスメールに着信
コールを送信することが可能になるようにボイスメールの取得とリダイレクションを設定できま
す。
この章は、Cisco Unified Presence バージョン 8.6 以前に適用されます。
• Cisco Unity Connection の設定, 113 ページ
• ボイスメール サーバを追加する, 115 ページ
• ボイスメール プロファイルの作成, 116 ページ
• 取得とリダイレクションの設定, 117 ページ
• ボイスメールのクレデンシャル ソースの設定, 118 ページ

Cisco Unity Connection の設定
Cisco Jabber がボイスメール サービスにアクセスできるように、Cisco Unity Connection を設定する
ための特定の手順を実行する必要があります。 ユーザ、パスワードの作成、ユーザへのボイス
メール アクセスのプロビジョニングなどの一般タスクの手順については、Cisco Unity Connection
のマニュアルを参照してください。

メモ

Cisco Jabber は REST インターフェイスを介してボイスメール サービスに接続し、Cisco Unity
Connection バージョン 8.5 以降をサポートしています。
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手順
ステップ 1

[Connection Jetty] および [Connection REST Service] サービスが開始していることを確認します。
a) [Cisco Unity Connection のサービスアビリティ（Cisco Unity Connection Serviceability）] インター
フェイスを開きます。
b) [ツール（Tools）] > [サービスの管理（Service Management）] を選択します。
c) [オプションのサービス（Optional Services）] セクションで、次のサービスを検索します。
• Connection Jetty
• Connection REST Service
d) 必要に応じて、サービスを開始します。

ステップ 2

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

ステップ 3

ユーザのパスワード設定を編集します。
a) [ユーザ（Users）] を選択します。
b) 適切なユーザを選択します。
c) [編集（Edit）] > [パスワードの設定（Password Settings）] を選択します。
d) [パスワードの選択（Choose Password）] メニューから [Web アプリケーション（Web
Application）] を選択します。
e) [次回サインイン時に、ユーザによる変更が必要（User Must Change at Next Sign-In）] をオフに
します。
f) [保存（Save）] を選択します。

ステップ 4

ユーザに Web Inbox へのアクセスを付与します。
a) [サービス クラス（Class of Service）] を選択します。
[サービス クラスの検索（Search Class of Service）] ウィンドウが開きます。
b) 適切なサービス クラスを選択するか、サービスの新しいクラスを追加します。
c) [Web Inbox と RSS フィードの使用をユーザに許可する（Allow Users to Use the Web Inbox and
RSS Feeds）] を選択します。
d) 必要に応じて、その他のすべてのオプションを選択します。
e) [保存（Save）] を選択します。

ステップ 5

[API の設定（API configuration）] を選択します。
a) [システム設定（System Settings）] > [詳細設定（Advanced）] > [API 設定（API Settings）] を選
択します。
[API の設定（API Configuration）] ウィンドウが開きます。
b) 次のオプションを選択します。
• CUMI を介したセキュア メッセージ録音へのアクセスを許可する（Allow Access to Secure
Message Recordings through CUMI）
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• CUMI を介してセキュア メッセージのメッセージ ヘッダー情報を表示する（Display Message
Header Information of Secure Messages through CUMI）
• CUMI 経由のメッセージ添付ファイルを許可する（Allow Message Attachments through
CUMI）
c) [保存（Save）] を選択します。

ボイスメール サーバを追加する
Cisco Unified Presence 上でボイスメール サーバを追加する手順は次のとおりです。

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 Jabber] > [ボイスメール サーバ（Voicemail Server）] を
選択します。
（注）
Cisco Unified Presence の一部のバージョンでは、上記のメニュー パスの代わりに [アプ
リケーション（Application）] > [Cisco Unified Personal Communicator] > [ボイスメール
サーバ（Voicemail Server）] を選択します。
[ボイスメール サーバの検索と一覧表示（Find and List Voicemail Servers）] 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。
[ボイスメール サーバの設定（Voicemail Server Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 4

[サーバ タイプ（Server Type）] ドロップダウン リストから [Unity Connection] を選択します。

ステップ 5

[ボイスメール サーバの設定（Voicemail Server Configuration）] セクションで、次のように詳細情
報を指定します。
名前（Name）
サーバのわかりやすい名前（たとえば、PrimaryVoicemailServer）を入力します。
説明（Description）
任意で説明を入力します。
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ホスト名/IP アドレス（Hostname/IP Address）
次のいずれかの形式で、ボイスメール サーバのアドレスを入力します。
• ホストネーム（Hostname）
• IP アドレス（IP Address）
• FQDN
ポート（Port）
ポート番号を指定する必要はありません。 デフォルトでは、クライアントは常にポート 443
を使用して、ボイスメール サーバに接続します。 そのため、ユーザが指定する値は有効に
なりません。
プロトコル タイプ（Protocol Type）
値を指定する必要はありません。 デフォルトでは、クライアントは常に HTTPS を使用し
て、ボイスメール サーバに接続します。 そのため、ユーザが指定する値は有効になりませ
ん。
ステップ 6

[保存（Save）] を選択します。

関連トピック
「Configuring Voicemail Server Names and Addresses on Cisco Unified Presence」

ボイスメール プロファイルの作成
ボイスメールサーバの追加後に、ボイスメールプロファイルを作成し、プロファイルにサーバを
追加する必要があります。

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 Jabber] > [ボイスメール プロファイル（Voicemail
Profile）] の順に選択します。
（注）
Cisco Unified Presence のバージョンによっては、パスは次のようになります。[アプリ
ケーション（Application）] > [Cisco Unified Personal Communicator] > [ボイスメール プロ
ファイル（Voicemail Profile）]。
[ボイスメール プロファイルの検索と一覧表示（Find and List Voicemail Profiles）] 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。
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[ボイスメール プロファイルの設定（Voicemail Profile Configuration）] ウィンドウが開きます。
ステップ 4

[ボイスメール プロファイルの設定（Voicemail Profile Configuration）] ウィンドウで、必要な詳細
情報を指定します。

ステップ 5

ボイスメール プロファイルに次のようにユーザを追加します。
a) [プロファイルにユーザを追加（Add Users to Profile）] を選択します。
[ユーザの検索と一覧表示（Find and List Users）] ダイアログボックスが開きます。
b) [ユーザを次の条件で検索（Find User where）] フィールドで適切なフィルタを指定した後、[検
索（Find）] を選択してユーザのリストを取得します。
c) 対象のユーザをリストから選択します。
d) [選択項目の追加（Add Selected）] を選択します。
選択されたユーザがボイスメール プロファイルに追加されます。

ステップ 6

[保存（Save）] を選択します。

取得とリダイレクションの設定
ユーザがクライアントインターフェイスでボイスメールメッセージにアクセスできるようにする
ために、取得を設定します。 ユーザが着信コールをボイスメールに送信できるようにするため
に、リダイレクションを設定します。 Cisco Unified Communications Manager で取得とリダイレク
ションを設定します。

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

ボイスメール パイロットを設定します。
a) [拡張機能（Advanced Features）] > [ボイスメール（Voice Mail）] > [ボイスメール パイロット
（Voice Mail Pilot）] の順に選択します。
[ボイスメール パイロットの検索と一覧表示（Find and List Voice Mail Pilots）] ウィンドウが開
きます。
b) [新規追加（Add New）] を選択します。
[ボイスメール パイロットの設定（Voice Mail Pilot Configuration）] ウィンドウが開きます。
c) [ボイスメール パイロットの設定（Voice Mail Pilot Configuration）] ウィンドウで必要な詳細情
報を指定します。
d) [保存（Save）] を選択します。

ステップ 3

ボイスメール パイロットをボイスメール プロファイルに追加します。
a) [拡張機能（Advanced Features）] > [ボイスメール（Voice Mail）] > [ボイスメール プロファイル
（Voice Mail Profile）] の順に選択します。
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[ボイスメール プロファイルの検索と一覧表示（Find and List Voice Mail Profiles）] ウィンドウ
が開きます。
b) [次のボイスメール プロファイル名でボイスメール プロファイルを検索（Find Voice Mail Profile
where Voice Mail Profile Name）] フィールドに適切なフィルタを指定し、[検索（Find）] を選択
してプロファイルの一覧を取得します。
c) 対象のプロファイルを一覧から選択します。
[ボイスメール パイロットの設定（Voice Mail Pilot Configuration）] ウィンドウが開きます。
d) [ボイスメール パイロット（Voice Mail Pilot）] ドロップダウン リストでボイスメール パイロッ
トを選択します。
e) [保存（Save）] を選択します。
ステップ 4

電話番号設定でボイスメール プロファイルを指定します。
a) [デバイス（Device）] > [電話（Phone）] の順に選択します。
[電話の検索/一覧表示（Find and List Phones）] ウィンドウが開きます。
b) [電話を次の条件で検索（Find Phone where）] フィールドに適切なフィルタを指定し、[検索
（Find）] を選択してデバイスの一覧を取得します。
c) 対象のデバイスを一覧から選択します。
[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウが開きます。
d) [割り当て情報（Association Information）] セクションを探します。
e) 適切なデバイス番号を選択します。
[電話番号の設定（Directory Number Configuration）] ウィンドウが開きます。
f) [電話番号の設定（Directory Number Settings）] セクションを探します。
g) [ボイスメール プロファイル（Voice Mail Profile）] ドロップダウン リストからボイスメール プ
ロファイルを選択します。
h) [保存（Save）] を選択します。

ボイスメールのクレデンシャル ソースの設定
Cisco Unified Presence でボイスメールのクレデンシャル ソースを指定できます。

ヒント

ハイブリッド クラウドベース展開では、VoiceMailService_UseCredentialsFrom パラメータを使
用して、設定ファイルの一部としてボイスメールのクレデンシャル ソースを設定できます。
詳細については、『Installation and Configuration Guide』を参照してください。
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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。
Cisco Unified Presence のバージョンによっては、このパスは次のようになります。[アプリケーショ
ン（Application）] > [Cisco Unified Personal Communicator] > [設定（Settings）]

ステップ 3

Cisco Jabber の [設定（Settings）] セクションの [ボイスメール サービスの認証情報ソース（Credentials
source for voicemail service）] ドロップダウン リストから [CUP] を選択します。
（注）
[ボイスメール サービスの認証情報ソース（Credentials source for voicemail service）] ド
ロップダウン リストから [Web カンファレンシング（Web Conferencing）] を選択しない
でください。 ボイスメール サービスのクレデンシャル ソースとして会議のクレデン
シャルは現時点では使用できません。

Cisco Unified Presence のユーザのクレデンシャルは、ユーザのボイスメール クレデンシャルと一
致します。 このため、ユーザは、クライアント ユーザ インターフェイスでボイスメール クレデ
ンシャルを指定する必要はありません。

次の作業

重要

サーバ間でクレデンシャルを同期するメカニズムはありません。 クレデンシャル ソースを指
定する場合、それらのクレデンシャルがユーザのボイスメール クレデンシャルに一致するこ
とを確認する必要があります。
たとえば、ユーザの Cisco Unified Presence クレデンシャルが、ユーザの Cisco Unity Connection
クレデンシャルに一致するように指定します。 これにより、ユーザの Cisco Unified Presence ク
レデンシャルが変更されます。 この場合、そのユーザの Cisco Unity Connection クレデンシャ
ルは、変更内容に合わせて更新する必要があります。
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Cisco Unified Communications Manager のボイ
スメールのセットアップ
ボイスメールをセットアップするには、Cisco Unity Connection を設定してから、Cisco Unified
Communications Manager でボイスメールの サービスを追加する必要があります。 また、ユーザ
がクライアント ユーザ インターフェイスのボイスメール メッセージにアクセスし、ボイスメー
ルに着信コールを送信することが可能になるようにボイスメールの取得とリダイレクションを設
定できます。
この章は、Cisco Unified Communications Manager バージョン 9.0 以降に適用されます。
• Cisco Unity Connection の設定, 121 ページ
• ボイスメール サービスを追加する, 123 ページ
• 取得とリダイレクションの設定, 125 ページ
• ボイスメールのクレデンシャル ソースの設定, 126 ページ

Cisco Unity Connection の設定
Cisco Jabber がボイスメール サービスにアクセスできるように、Cisco Unity Connection を設定する
ための特定の手順を実行する必要があります。 ユーザ、パスワードの作成、ユーザへのボイス
メール アクセスのプロビジョニングなどの一般タスクの手順については、Cisco Unity Connection
のマニュアルを参照してください。

メモ

Cisco Jabber は REST インターフェイスを介してボイスメール サービスに接続し、Cisco Unity
Connection バージョン 8.5 以降をサポートしています。
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手順
ステップ 1

[Connection Jetty] および [Connection REST Service] サービスが開始していることを確認します。
a) [Cisco Unity Connection のサービスアビリティ（Cisco Unity Connection Serviceability）] インター
フェイスを開きます。
b) [ツール（Tools）] > [サービスの管理（Service Management）] を選択します。
c) [オプションのサービス（Optional Services）] セクションで、次のサービスを検索します。
• Connection Jetty
• Connection REST Service
d) 必要に応じて、サービスを開始します。

ステップ 2

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

ステップ 3

ユーザのパスワード設定を編集します。
a) [ユーザ（Users）] を選択します。
b) 適切なユーザを選択します。
c) [編集（Edit）] > [パスワードの設定（Password Settings）] を選択します。
d) [パスワードの選択（Choose Password）] メニューから [Web アプリケーション（Web
Application）] を選択します。
e) [次回サインイン時に、ユーザによる変更が必要（User Must Change at Next Sign-In）] をオフに
します。
f) [保存（Save）] を選択します。

ステップ 4

ユーザに Web Inbox へのアクセスを付与します。
a) [サービス クラス（Class of Service）] を選択します。
[サービス クラスの検索（Search Class of Service）] ウィンドウが開きます。
b) 適切なサービス クラスを選択するか、サービスの新しいクラスを追加します。
c) [Web Inbox と RSS フィードの使用をユーザに許可する（Allow Users to Use the Web Inbox and
RSS Feeds）] を選択します。
d) 必要に応じて、その他のすべてのオプションを選択します。
e) [保存（Save）] を選択します。

ステップ 5

[API の設定（API configuration）] を選択します。
a) [システム設定（System Settings）] > [詳細設定（Advanced）] > [API 設定（API Settings）] を選
択します。
[API の設定（API Configuration）] ウィンドウが開きます。
b) 次のオプションを選択します。
• CUMI を介したセキュア メッセージ録音へのアクセスを許可する（Allow Access to Secure
Message Recordings through CUMI）
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• CUMI を介してセキュア メッセージのメッセージ ヘッダー情報を表示する（Display Message
Header Information of Secure Messages through CUMI）
• CUMI 経由のメッセージ添付ファイルを許可する（Allow Message Attachments through
CUMI）
c) [保存（Save）] を選択します。

ボイスメール サービスを追加する
ユーザがボイス メッセージを受信できるようにします。

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 [ボイスメール（Voicemail）] 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

ボイスメール サービスの詳細を次のように指定します。
製品のタイプ（Product Type）
[Unity Connection] を選択します。
名前（Name）
サーバのわかりやすい名前（たとえば、PrimaryVoicemailServer）を入力します。
説明（Description）
任意で説明を入力します。

Cisco Jabber for Windows 9.6 サーバ セットアップ ガイド
123

ボイスメール サービスを追加する

ホスト名/IP アドレス（Hostname/IP Address）
次のいずれかの形式で、ボイスメール サーバのアドレスを入力します。
• ホストネーム（Hostname）
• IP アドレス（IP Address）
• FQDN
ポート（Port）
ポート番号を指定する必要はありません。 デフォルトでは、クライアントは常にポート 443
を使用して、ボイスメール サーバに接続します。 そのため、ユーザが指定する値は有効に
なりません。
プロトコル タイプ（Protocol Type）
値を指定する必要はありません。 デフォルトでは、クライアントは常に HTTPS を使用し
て、ボイスメール サーバに接続します。 そのため、ユーザが指定する値は有効になりませ
ん。
ステップ 7

[保存（Save）] を選択します。

次の作業
サービス プロファイルにボイスメール サービスを追加します。

ボイスメール サービスを適用する
Cisco Unified Communications Manager でボイスメール サービスを追加した後、クライアントがそ
の設定を取得できるようにするために、そのボイスメールサービスをサービスプロファイルに適
用する必要があります。

はじめる前に
すでに存在しないか、ボイスメール用に別のサービスプロファイルが必要な場合は、サービスプ
ロファイルを作成します。

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）] > [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 3

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。
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[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

[ボイスメール プロファイル（Voicemail Profile）] セクションで、以下のような設定を行います。
a) 次のドロップダウン リストから、サービスを最大 3 つ選択します。
• プライマリ（Primary）
• セカンダリ（Secondary）
• ターシャリ（Tertiary）
b) クレデンシャルとボイスメール サービスを同期させる場合は、[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）] ドロップダウン リストから [Unified
CM - IM/Presence] を選択します。
[Unified CM - IM/Presence] を選択した場合、ボイスメール サービスへのログインにはインスタ
ント メッセージおよびプレゼンスのクレデンシャルが使用されます。 このため、ユーザはク
ライアントでボイスメール サービスのクレデンシャルを入力する必要ありません。
（注）

ステップ 5

[Web 会議（Web conferencing）] は選択しないでください。 このオプションを選択し
た場合、ボイスメール サービスへのログインには、会議のクレデンシャルが使用さ
れます。 現時点では、会議クレデンシャルとは同期できません。

[保存（Save）] を選択します。

取得とリダイレクションの設定
ユーザがクライアントインターフェイスでボイスメールメッセージにアクセスできるようにする
ために、取得を設定します。 ユーザが着信コールをボイスメールに送信できるようにするため
に、リダイレクションを設定します。 Cisco Unified Communications Manager で取得とリダイレク
ションを設定します。

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

ボイスメール パイロットを設定します。
a) [拡張機能（Advanced Features）] > [ボイスメール（Voice Mail）] > [ボイスメール パイロット
（Voice Mail Pilot）] の順に選択します。
[ボイスメール パイロットの検索と一覧表示（Find and List Voice Mail Pilots）] ウィンドウが開
きます。
b) [新規追加（Add New）] を選択します。
[ボイスメール パイロットの設定（Voice Mail Pilot Configuration）] ウィンドウが開きます。
c) [ボイスメール パイロットの設定（Voice Mail Pilot Configuration）] ウィンドウで必要な詳細情
報を指定します。
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d) [保存（Save）] を選択します。
ステップ 3

ボイスメール パイロットをボイスメール プロファイルに追加します。
a) [拡張機能（Advanced Features）] > [ボイスメール（Voice Mail）] > [ボイスメール プロファイル
（Voice Mail Profile）] の順に選択します。
[ボイスメール プロファイルの検索と一覧表示（Find and List Voice Mail Profiles）] ウィンドウ
が開きます。
b) [次のボイスメール プロファイル名でボイスメール プロファイルを検索（Find Voice Mail Profile
where Voice Mail Profile Name）] フィールドに適切なフィルタを指定し、[検索（Find）] を選択
してプロファイルの一覧を取得します。
c) 対象のプロファイルを一覧から選択します。
[ボイスメール パイロットの設定（Voice Mail Pilot Configuration）] ウィンドウが開きます。
d) [ボイスメール パイロット（Voice Mail Pilot）] ドロップダウン リストでボイスメール パイロッ
トを選択します。
e) [保存（Save）] を選択します。

ステップ 4

電話番号設定でボイスメール プロファイルを指定します。
a) [デバイス（Device）] > [電話（Phone）] の順に選択します。
[電話の検索/一覧表示（Find and List Phones）] ウィンドウが開きます。
b) [電話を次の条件で検索（Find Phone where）] フィールドに適切なフィルタを指定し、[検索
（Find）] を選択してデバイスの一覧を取得します。
c) 対象のデバイスを一覧から選択します。
[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウが開きます。
d) [割り当て情報（Association Information）] セクションを探します。
e) 適切なデバイス番号を選択します。
[電話番号の設定（Directory Number Configuration）] ウィンドウが開きます。
f) [電話番号の設定（Directory Number Settings）] セクションを探します。
g) [ボイスメール プロファイル（Voice Mail Profile）] ドロップダウン リストからボイスメール プ
ロファイルを選択します。
h) [保存（Save）] を選択します。

ボイスメールのクレデンシャル ソースの設定
ユーザのボイスメールのクレデンシャル ソースを指定できます。

ヒント

ハイブリッド クラウドベース展開では、VoiceMailService_UseCredentialsFrom パラメータを使
用して、設定ファイルの一部としてボイスメールのクレデンシャル ソースを設定できます。
詳細については、『Installation and Configuration Guide』を参照してください。
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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）] > [サービス プロファイル（Service
Profile）] の順に選択します。

ステップ 3

適切なサービス プロファイルを選択し、[サービス プロファイルの設定（Service Profile
Configuration）] ウィンドウを開きます。

ステップ 4

[ボイスメールのプロファイル（Voicemail Profile）] セクションの [ボイスメール サービスの認証
情報ソース（Credentials source for voicemail service）] ドロップダウン リストから、[Unified CM IM およびプレゼンス（Unified CM - IM and Presence）] を選択します。
（注）
[ボイスメール サービスの認証情報ソース（Credentials source for voicemail service）] ド
ロップダウン リストから [Web カンファレンシング（Web Conferencing）] を選択しない
でください。 ボイスメール サービスのクレデンシャル ソースとして会議のクレデン
シャルは現時点では使用できません。

ユーザのインスタント メッセージングおよびプレゼンスのクレデンシャルは、ユーザのボイス
メール クレデンシャルに一致します。 このため、ユーザは、クライアント ユーザ インターフェ
イスでボイスメール クレデンシャルを指定する必要はありません。

次の作業

重要

サーバ間でクレデンシャルを同期するメカニズムはありません。 クレデンシャル ソースを指
定する場合、それらのクレデンシャルがユーザのボイスメール クレデンシャルに一致するこ
とを確認する必要があります。
たとえば、ユーザのインスタント メッセージングおよびプレゼンスのクレデンシャルが、ユー
ザの Cisco Unity Connection クレデンシャルに一致するように指定します。 ユーザのインスタ
ント メッセージおよびプレゼンスの各クレデンシャルが変更されたとします。 この場合、そ
のユーザの Cisco Unity Connection クレデンシャルは、変更内容に合わせて更新する必要があり
ます。
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ハイブリッド クラウドベース展開のボイス
メールのセットアップ
ハイブリッド クラウドベース展開では、ユーザにボイスメール機能をプロビジョニングできま
す。 最初に、Cisco Unity Connection のオンプレミス展開をセットアップする必要があります。
次に、ボイスメール サーバを統合するために Cisco WebEx 管理ツール でビジュアル ボイスメー
ルの設定を構成できます。
• ボイスメールの設定, 129 ページ
• ユーザにボイスメール サーバの設定を許可する, 129 ページ

ボイスメールの設定
ボイスメールを設定するには、Cisco WebEx 管理ツール を使用します。
関連トピック
ビジュアル ボイスメール設定の指定

ユーザにボイスメール サーバの設定を許可する
ユーザがクライアントインターフェイスでボイスメールサーバ設定を指定できるようにするため
に、Cisco WebEx 管理ツールでオプションを選択します。
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手順
ステップ 1

Cisco WebEx 管理ツールを開きます。

ステップ 2

[設定（Configuration）] > [Unified Communications] を選択します。

ステップ 3

[ボイスメール（Voicemail）] タブを選択します。

ステップ 4

[ユーザに手動設定の入力を許可する（Allow user to enter manual settings）] を選択します。

ユーザは、クライアント インターフェイスの [オプション（Options）] ウィンドウの [電話アカウ
ント（Phone Accounts）] タブで、拡張ボイスメール設定にアクセスできます。
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会議のセットアップ
• Cisco Unified Presence の会議のセットアップ, 133 ページ
• Cisco Unified Communications Manager の会議のセットアップ, 145 ページ
• クラウドベース展開の会議のセットアップ, 155 ページ
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Cisco Unified Presence の会議のセットアッ
プ
会議機能は、ユーザが Cisco Jabber で Cisco WebEx 会議のスケジュール、参加、管理を実行でき
るようにします。 Cisco WebEx Meetings Server でオンプレミスの会議または Cisco WebEx Meeting
Center でクラウドベースの会議をセットアップできます。 セットアップ プロセスを確認し、ど
のオプションが会議サーバによる認証に使用できるかを確認します。
この章は、Cisco Unified Presence バージョン 8.6 以前に適用されます。
• 社内会議のセットアップ, 133 ページ
• クラウドベースの会議のセットアップ, 138 ページ

社内会議のセットアップ
Cisco WebEx Meetings Server は、クライアントにオンプレミスのミーティング サービスと会議サー
ビスを提供します。

Cisco WebEx Meetings Server のインストールと設定
Cisco WebEx Meetings Server とクライアント間の統合をセットアップする最初の手順は、Cisco
WebEx Meetings Server をインストールし、設定することです。 インストールと設定の手順につい
ては、Cisco WebEx Meetings Server の製品マニュアルを参照する必要があります。
関連トピック
『Cisco WebEx Meetings Server Install and Upgrade Guides』

Cisco WebEx Meetings Server での認証
Cisco Jabber でサポートされている Cisco WebEx Meetings Server による認証方式は次のとおりで
す。
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ユーザがクライアントにクレデンシャルを手動入力する
ユーザは各自のクレデンシャルを [オプション（Options）] ウィンドウに入力し、Cisco WebEx
Meetings Server で直接認証を受けることができます。
Cisco Unified Presence でクレデンシャルのソースを設定する
Cisco WebEx Meetings Server のユーザのクレデンシャルが Cisco Unified Presence または Cisco
Unity Connection のユーザのクレデンシャルと一致する場合、クレデンシャルのソースを設
定できます。 その後、クライアントはユーザのクレデンシャルのソースを使用して Cisco
WebEx Meetings Server で自動的に認証を受けます。
Cisco WebEx Meetings Server でシングル サインオン（SSO）を設定する
Cisco WebEx Meetings Server で SSO を設定すると、Cisco Jabber を SSO 環境とシームレスに
統合することができます。 この場合、ユーザが Cisco WebEx Meetings Server で認証を受けら
れるように、クレデンシャルを指定する必要はありません。

クライアントでの会議クレデンシャルの指定
ユーザは、[オプション（Options）] ウィンドウの [ミーティング（Meetings）] タブで、ユーザ自
身のクレデンシャルを指定します。
[オプション（Options）] ウィンドウを開くには、[ファイル（File）] > [オプション（Options）] を
選択します。

Cisco Unified Presence でクレデンシャル ソースを指定する
このタスクの手順を実行し、Cisco Unified Presence でクレデンシャル ソースを指定します。

重要

Cisco Unified Presence で指定したクレデンシャルと、Cisco WebEx Meetings Server で指定した
クレデンシャルを同期する仕組みはありません。
Cisco Unified Presence でクレデンシャルのソースを指定した場合、そのクレデンシャルがユー
ザの Cisco WebEx Meetings Server クレデンシャルと一致することを確認する必要があります。
たとえば、ユーザの Cisco Unified Presence クレデンシャルが、ユーザの Cisco WebEx Meetings
Server クレデンシャルに一致するように指定します。 これにより、ユーザの Cisco Unified
Presence クレデンシャルが変更されます。 ユーザの Cisco WebEx Meetings Server クレデンシャ
ルが変更を反映するように更新する必要があります。
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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。
Cisco Unified Presence のバージョンによっては、パスは次のようになります。[アプリケーション
（Application）] > [Cisco Unified Personal Communicator] > [設定（Settings）]。

ステップ 3

[Cisco Jabber の設定（Cisco Jabber Settings）] セクションで、[Web 会議サービスのクレデンシャル
ソース（Credentials source for web conferencing service）] ドロップダウン リストから次の 1 つを選
択します。
未設定（Not set）
ユーザには、自身の Cisco WebEx Meetings Server クレデンシャルに一致するクレデンシャル
ソースはありません。
CUP
ユーザの Cisco Unified Presence クレデンシャルが、各ユーザの Cisco WebEx Meetings Server
クレデンシャルと一致します。
ボイスメール（Voicemail）
ユーザの Cisco Unity Connection クレデンシャルが、各ユーザの Cisco WebEx Meetings Server
クレデンシャルと一致します。

ステップ 4

[保存（Save）] を選択します。

Cisco Unified Presence で Cisco WebEx Meetings Server をセットアップ
クライアントは、Cisco WebEx Meetings Server の詳細を Cisco Unified Presence の会議プロファイル
から取得します。 Cisco WebEx Meetings Server の詳細を追加し、Cisco WebEx Meetings Server をプ
ロファイルに追加し、その後、ユーザをプロファイルに追加する必要があります。

Cisco WebEx Meetings Server の追加
Cisco Unified Presence で会議をセットアップする最初の手順は、Cisco WebEx Meetings Server の詳
細を追加することです。
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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] > [会議サーバ（Conferencing Server）] を選択し
ます。
Cisco Unified Presence の一部のバージョンでは、上記のメニュー パスの代わりに [アプリケーショ
ン（Application）] > [Cisco Unified Personal Communicator] > [会議サーバ（Conferencing Server）] を
選択します。

ステップ 3

[新規追加（Add New）] を選択します。
[会議サーバの設定（Conferencing Server Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 4

次の各フィールドで Cisco WebEx Meetings Server の詳細を指定します。
名前（Name）
設定の名前を入力します。
入力した名前は、プロファイルにサービスを追加する際に表示されます。 入力する名前は
必ず、一意的でわかりやすく、かつ意味が通じるものにしてください。
説明（Description）
必要であれば、説明を入力します。
ホスト名/IP アドレス（Hostname/IP Address）
Cisco WebEx Meetings Server のサイト URL を入力します。
ポート（Port）
デフォルト値のままにします。
プロトコル（Protocol）
ドロップダウン リストから [HTTPS] を選択します。
サーバ タイプ（Server Type）
ドロップダウン リストから [WebEx] を選択します。
サイト ID（Site ID）
デフォルト値のままにします。
このフィールドに値を指定する必要はありません。
パートナー ID（Partner ID）
デフォルト値のままにします。
このフィールドに値を指定する必要はありません。
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ステップ 5

[保存（Save）] を選択します。

プロファイルへの Cisco WebEx Meetings Server の追加
Cisco Unified Presence で Cisco WebEx Meetings Server を追加した後、Cisco WebEx Meetings Server
を会議プロファイルに追加します。 これにより、クライアントは、プロファイルから Cisco WebEx
Meetings Server の詳細を取得し、会議機能にアクセスできます。

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 Jabber] > [会議プロファイル（Conferencing Profile）] の
順に選択します。
Cisco Unified Presence のバージョンによっては、パスは次のようになります。[アプリケーション
（Application）] > [Cisco Unified Personal Communicator] > [会議プロファイル（Conferencing
Profile）]。

ステップ 3

[新規追加（Add New）] を選択します。
[会議プロファイルの設定（Conferencing Profile Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 4

次のフィールドのプロファイルの詳細を指定します。
名前（Name）
設定の名前を入力します。
説明（Description）
必要であれば、説明を入力します。
プライマリ会議サーバ（Primary Conferencing Server）
Cisco WebEx Meetings Server のプライマリ インスタンスを選択します。
バックアップ会議サーバ（Backup Conferencing Server）
Cisco WebEx Meetings Server のバックアップ インスタンスを選択します。
サーバ証明書の確認（Server Certificate Verification）
ドロップダウン リストから、次のいずれかを選択します。
• 任意の証明書（Any Certificate）
• 自己署名またはキーストア（Self Signed or Keystore）
• キーストアのみ（Keystore Only）
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ステップ 5

[これをシステムのデフォルト会議プロファイルに設定します（Make this the default Conferencing
Profile for the system）] チェックボックスをオンにして、このプロファイルをシステムのデフォル
トに設定します。

ステップ 6

会議プロファイルに次のようにユーザを追加します。
a) [プロファイル内のユーザ（Users in Profile）] セクションで [プロファイルにユーザを追加（Add
Users to Profile）] を選択します。
[ユーザの検索と一覧表示（Find and List Users）] ダイアログボックスが開きます。
b) [検索（Find）] を選択し、ユーザの一覧を取得します。
c) 対象のユーザをリストから選択します。
d) [選択項目の追加（Add Selected）] を選択します。
選択されたユーザがプロファイルに追加され、[ユーザの検索と一覧表示（Find and List Users）]
ダイアログボックスが閉じます。

ステップ 7

[保存（Save）] を選択します。

クラウドベースの会議のセットアップ
Cisco WebEx Meeting Center は、クライアントにクラウドベースのミーティング サービスと会議
サービスを提供します。

Cisco WebEx Meeting Center との統合
このリリースでは、オンプレミス展開のための Cisco WebEx Meeting Center 統合には次の 2 つのタ
イプがあります。
クラウドベースの統合
Cisco WebEx Meeting Center がクライアントに次のサービスを提供する環境です。
• 参加者のチャット リストや参加者リストなどのデータ
• 音声機能およびビデオ機能
ハイブリッド クラウドベースの統合
次のような環境です。
• Cisco WebEx Meeting Center により、参加者のチャット リストや参加者リストなどの
データが提供される。
• 会議ブリッジにより、音声機能およびビデオ機能が実現される。
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Cisco WebEx Meeting Center による認証
Cisco Jabber でサポートされている Cisco WebEx Meeting Center による認証のタイプは次のとおり
です。
直接認証
クライアントは、ユーザ クレデンシャルを Cisco WebEx Meeting Center に直接渡すことがで
きます。
直接認証を有効にする手順は次のとおりです。
1 Cisco WebEx 管理ツールを使用して、Cisco WebEx Meeting Center 用のユーザ アカウント
を作成します。
直接認証の場合は、Cisco WebEx Meeting Center でユーザ クレデンシャルの確認を行う必
要があります。 クライアントが認証を試行するとき、Cisco WebEx Meeting Center がクレ
デンシャルを確認できるようにするために、ユーザ アカウントにクレデンシャルが保持
されます。
2 クライアントに Cisco WebEx Meeting Center ユーザ クレデンシャルを提供します。
アイデンティティ プロバイダーによる認証
クライアントは、Cisco WebEx Meeting Center からアイデンティティ プロバイダーへ認証を
リダイレクトできます。
アイデンティティ プロバイダーによる認証を有効にする手順は次のとおりです。
1 それぞれの目的に応じたアイデンティティ プロバイダーを設定します。
ユーザが Cisco WebEx Meeting Center で認証を受けようとすると、クライアントはその認
証をアイデンティティ プロバイダーにリダイレクトします。 アイデンティティ プロバ
イダーはクレデンシャルを確認し、認証トークンをクライアントに戻します。 クライア
ントは、そのトークンを Cisco WebEx Meeting Center に渡して、認証プロセスを完了しま
す。
2 クライアントに Cisco WebEx Meeting Center ユーザ クレデンシャルを提供します。

関連トピック
疎結合統合の概要
Cisco WebEx および Cisco WebEx Meeting アプリケーションでの SSO の使用

会議のクレデンシャルの提供
クライアントに会議のクレデンシャルを提供するために、次のいずれかの方法を選択します。
• ユーザは、[オプション（Options）] ウィンドウで、ユーザ自身のクレデンシャルを個別に指
定します。
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• Cisco Unified Presence で、会議サービスのクレデンシャル ソースを指定します。

クライアントでの会議クレデンシャルの指定
ユーザは、[オプション（Options）] ウィンドウの [ミーティング（Meetings）] タブで、ユーザ自
身のクレデンシャルを指定します。
[オプション（Options）] ウィンドウを開くには、[ファイル（File）] > [オプション（Options）] を
選択します。

Cisco Unified Presence でクレデンシャル ソースを指定する
このタスクの手順を実行し、Cisco Unified Presence でクレデンシャル ソースを指定します。

制約事項

重要

Cisco WebEx Meeting Center での認証でアイデンティティ プロバイダーを使用している場合、
Cisco Unified Presence ではクレデンシャルのソースを指定できません。

Cisco Unified Presence で指定したクレデンシャルと、Cisco WebEx Meeting Center で指定したク
レデンシャルを同期する仕組みはありません。
Cisco Unified Presence でクレデンシャルのソースを指定した場合、そのクレデンシャルがユー
ザの Cisco WebEx Meeting Center クレデンシャルと一致することを確認する必要があります。
たとえば、ユーザの Cisco Unified Presence クレデンシャルが、ユーザの Cisco WebEx Meeting
Center クレデンシャルに一致するように指定します。 これにより、ユーザの Cisco Unified
Presence クレデンシャルが変更されます。 ユーザの Cisco WebEx Meeting Center クレデンシャ
ルが変更を反映するように更新する必要があります。

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 Jabber] > [設定（Settings）] の順に選択します。
Cisco Unified Presence のバージョンによっては、パスは次のようになります。[アプリケーション
（Application）] > [Cisco Unified Personal Communicator] > [設定（Settings）]。

ステップ 3

[Cisco Jabber の設定（Cisco Jabber Settings）] セクションで、[Web 会議サービスのクレデンシャル
ソース（Credentials source for web conferencing service）] ドロップダウン リストから次の 1 つを選
択します。
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未設定（Not set）
ユーザには、自身の Cisco WebEx Meeting Center クレデンシャルに一致するクレデンシャル
ソースはありません。
CUP
ユーザの Cisco Unified Presence クレデンシャルが、各ユーザの Cisco WebEx Meeting Center
クレデンシャルと一致します。
ボイスメール（Voicemail）
ユーザの Cisco Unity Connection クレデンシャルが、各ユーザの Cisco WebEx Meeting Center
クレデンシャルと一致します。
ステップ 4

[保存（Save）] を選択します。

Cisco Unified Presence で Cisco WebEx Meeting Center をセットアップ
クライアントは、Cisco WebEx Meeting Center の詳細を Cisco Unified Presence の会議プロファイル
から取得します。 Cisco WebEx Meeting Center の詳細を追加し、Cisco WebEx Meeting Center をプ
ロファイルに追加し、その後、ユーザをプロファイルに追加する必要があります。

Cisco WebEx Meeting Center の追加
Cisco Unified Presence で会議をセットアップする最初の手順は、Cisco WebEx Meeting Center の詳
細を追加することです。

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 Jabber] > [会議サーバ（Conferencing Server）] を選択し
ます。
Cisco Unified Presence の一部のバージョンでは、上記のメニュー パスの代わりに [アプリケーショ
ン（Application）] > [Cisco Unified Personal Communicator] > [会議サーバ（Conferencing Server）] を
選択します。

ステップ 3

[新規追加（Add New）] を選択します。
[会議サーバの設定（Conferencing Server Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 4

次の各フィールドで Cisco WebEx Meeting Center の詳細を指定します。

Cisco Jabber for Windows 9.6 サーバ セットアップ ガイド
141

クラウドベースの会議のセットアップ

名前（Name）
設定の名前を入力します。
入力した名前は、プロファイルにサービスを追加する際に表示されます。 入力する名前は
必ず、一意的でわかりやすく、かつ意味が通じるものにしてください。
説明（Description）
必要であれば、説明を入力します。
ホスト名/IP アドレス（Hostname/IP Address）
Cisco WebEx Meeting Center サイトのホスト名を指定します。
（注）

IP アドレスではなく、必ずホスト名を指定してくださ
い。

ポート（Port）
Cisco WebEx Meeting Center サイトのポート番号を指定します。
プロトコル（Protocol）
ドロップダウン リストから [HTTPS] を選択します。
サーバ タイプ（Server Type）
ドロップダウン リストから [WebEx] を選択します。
サイト ID（Site ID）
Cisco WebEx Meeting Center のプライマリ サイト ID を指定します。
（注）

[サイト ID（Site ID）] フィールドは任意です。 Cisco WebEx Meeting Center と統合
する場合、クライアントにはサイト ID は不要です。

パートナー ID（Partner ID）
Cisco WebEx Meeting Center の適切なパートナー ID を指定します。
（注）

ステップ 5

[パートナー ID（Partner ID）] フィールドは任意です。 Cisco WebEx Meeting
CenterCisco WebEx Meeting Center と統合する場合、クライアントにはパートナー
ID は不要です。

[保存（Save）] を選択します。

プロファイルへの Cisco WebEx Meeting Center の追加
Cisco Unified Presence で Cisco WebEx Meeting Center を追加した後、Cisco WebEx Meeting Center を
会議プロファイルに追加します。 これにより、クライアントは、プロファイルから Cisco WebEx
Meeting Center の詳細を取得し、会議機能にアクセスできます。
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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] > [会議プロファイル（Conferencing Profile）] の
順に選択します。
Cisco Unified Presence のバージョンによっては、パスは次のようになります。[アプリケーション
（Application）] > [Cisco Unified Personal Communicator] > [会議プロファイル（Conferencing
Profile）]。

ステップ 3

[新規追加（Add New）] を選択します。
[会議プロファイルの設定（Conferencing Profile Configuration）] ウィンドウが開きます。

ステップ 4

次のフィールドのプロファイルの詳細を指定します。
名前（Name）
設定の名前を入力します。
説明（Description）
必要であれば、説明を入力します。
プライマリ会議サーバ（Primary Conferencing Server）
ドロップダウン リストからプライマリ Cisco WebEx Meeting Center サイトを選択します。
（注）

クライアントは、[プライマリ会議サーバ（Primary Conferencing Server）] ドロッ
プダウン リストから選択したサイトのみを使用します。 [バックアップ会議サー
バ（Backup Conferencing Server）] ドロップダウン リストからサイトを選択する必
要はありません。

サーバ証明書の確認（Server Certificate Verification）
ドロップダウン リストから、次のいずれかを選択します。
• 任意の証明書（Any Certificate）
• 自己署名またはキーストア（Self Signed or Keystore）
• キーストアのみ（Keystore Only）

ステップ 5

[これをシステムのデフォルト会議プロファイルに設定します（Make this the default Conferencing
Profile for the system）] チェックボックスをオンにして、このプロファイルをシステムのデフォル
トに設定します。

ステップ 6

会議プロファイルに次のようにユーザを追加します。
a) [プロファイル内のユーザ（Users in Profile）] セクションで [プロファイルにユーザを追加（Add
Users to Profile）] を選択します。
[ユーザの検索と一覧表示（Find and List Users）] ダイアログボックスが開きます。
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b) [検索（Find）] を選択し、ユーザの一覧を取得します。
c) 対象のユーザをリストから選択します。
d) [選択項目の追加（Add Selected）] を選択します。
選択されたユーザがプロファイルに追加され、[ユーザの検索と一覧表示（Find and List Users）]
ダイアログボックスが閉じます。
ステップ 7

[保存（Save）] を選択します。
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章

Cisco Unified Communications Manager の会議
のセットアップ
会議機能は、ユーザが Cisco Jabber で Cisco WebEx 会議のスケジュール、参加、管理を実行でき
るようにします。 Cisco WebEx Meetings Server でオンプレミスの会議または Cisco WebEx Meeting
Center でクラウドベースの会議をセットアップできます。 セットアップ プロセスを確認し、ど
のオプションが会議サーバによる認証に使用できるかを確認します。
この章は、Cisco Unified Communications Manager バージョン 9.0 以降に適用されます。
• 社内会議のセットアップ, 145 ページ
• クラウドベースの会議のセットアップ, 149 ページ

社内会議のセットアップ
Cisco WebEx Meetings Server は、クライアントにオンプレミスのミーティング サービスと会議サー
ビスを提供します。

Cisco WebEx Meetings Server のインストールと設定
Cisco WebEx Meetings Server とクライアント間の統合をセットアップする最初の手順は、Cisco
WebEx Meetings Server をインストールし、設定することです。 インストールと設定の手順につい
ては、Cisco WebEx Meetings Server の製品マニュアルを参照する必要があります。
関連トピック
『Cisco WebEx Meetings Server Install and Upgrade Guides』

Cisco WebEx Meetings Server での認証
Cisco Jabber でサポートされている Cisco WebEx Meetings Server による認証方式は次のとおりで
す。
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ユーザがクライアントにクレデンシャルを手動入力する
ユーザは各自のクレデンシャルを [オプション（Options）] ウィンドウに入力し、Cisco WebEx
Meetings Server で直接認証を受けることができます。
Cisco Unified Communications Manager でクレデンシャルのソースを設定する
Cisco WebEx Meetings Server のユーザのクレデンシャルが Cisco Unified Communications Manager
IM and Presence または Cisco Unity Connection のユーザのクレデンシャルと一致する場合、
クレデンシャルのソースを設定できます。 その後、クライアントはユーザのクレデンシャ
ルのソースを使用して Cisco WebEx Meetings Server で自動的に認証を受けます。
Cisco WebEx Meetings Server でシングル サインオン（SSO）を設定する
Cisco WebEx Meetings Server で SSO を設定すると、Cisco Jabber を SSO 環境とシームレスに
統合することができます。 この場合、ユーザが Cisco WebEx Meetings Server で認証を受けら
れるように、クレデンシャルを指定する必要はありません。

クライアントでの会議クレデンシャルの指定
ユーザは、[オプション（Options）] ウィンドウの [ミーティング（Meetings）] タブで、ユーザ自
身のクレデンシャルを指定します。
[オプション（Options）] ウィンドウを開くには、[ファイル（File）] > [オプション（Options）] を
選択します。

Cisco WebEx Meetings Server の追加
Cisco Unified Communications Manager で会議をセットアップする最初の手順は、Cisco WebEx
Meetings Server の詳細を追加することです。

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 [会議（Conferencing）] 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

次の各フィールドで Cisco WebEx Meetings Server の詳細を指定します。
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製品のタイプ（Product Type）
[WebEx（会議）（WebEx (Conferencing)）] を選択します。
名前（Name）
設定の名前を入力します。
入力した名前は、プロファイルにサービスを追加する際に表示されます。 入力する名前は
必ず、一意的でわかりやすく、かつ意味が通じるものにしてください。
説明（Description）
必要であれば、説明を入力します。
ホスト名/IP アドレス（Hostname/IP Address）
Cisco WebEx Meetings Server のサイト URL を入力します。
ポート（Port）
デフォルト値のままにします。
プロトコル（Protocol）
ドロップダウン リストから [HTTPS] を選択します。
ステップ 7

[SSO アイデンティティ プロバイダーとして Web 会議サーバを使用する（Use web conference server
as SSO identity provider）] チェックボックスで適切な値を選択します。
オフ
シングル サインオン（SSO）アイデンティティ プロバイダーとして Cisco WebEx を使用し
ません。
オン
シングル サインオン（SSO）アイデンティティ プロバイダーとして Cisco WebEx を使用し
ます。
（注）

ステップ 8

このフィールドは、[製品のタイプ（Product Type）] ドロップダウン リストから [WebEx
（会議）（WebEx (Conferencing)）] を選択した場合にのみ有効です。

[保存（Save）] を選択します。

次の作業
サービス プロファイルに Cisco WebEx Meetings Server を追加します。
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プロファイルへの Cisco WebEx Meetings Server の追加
Cisco Unified Communications Manager で Cisco WebEx Meetings Server を追加した後、Cisco WebEx
Meetings Server をサービス プロファイルに追加します。 これにより、クライアントは、プロファ
イルから Cisco WebEx Meetings Server の詳細を取得し、会議機能にアクセスできます。

はじめる前に
サービス プロファイルを作成します。

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）] > [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 3

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。

ステップ 4

[会議プロファイル（Conferencing Profile）] セクションで、以下のような設定を行います。
a) 次のドロップダウン リストから、Cisco WebEx Meetings Server のインスタンスを最大 3 つ選択
します。
• プライマリ（Primary）
• セカンダリ（Secondary）
• ターシャリ（Tertiary）
b) [サーバ証明書の検証（Server Certificate Verification）] ドロップダウン リストから適切な値を
選択します。
c) [Web 会議サービスのクレデンシャル ソース（Credentials source for web conference service）] ド
ロップダウン リストから次のいずれか 1 つを選択します。
未設定（Not set）
ユーザには、自身の Cisco WebEx Meetings Server クレデンシャルに一致するクレデンシャ
ル ソースはありません。
Unified CM - IM/Presence
ユーザの Cisco Unified Communications Manager IM and Presence クレデンシャルが、各ユー
ザの Cisco WebEx Meetings Server クレデンシャルと一致します。
ボイスメール（Voicemail）
ユーザの Cisco Unity Connection クレデンシャルが、各ユーザの Cisco WebEx Meetings
Server クレデンシャルと一致します。
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重要

クレデンシャル ソースを選択した場合は、それらのクレデンシャルがユーザの Cisco
WebEx Meetings Server クレデンシャルに合致することを確認する必要があります。
Cisco Unified Communications Manager で指定したクレデンシャルと Cisco WebEx Meetings
Server で指定したクレデンシャルとを同期させるメカニズムはありません。 たとえば、
あるユーザのインスタント メッセージおよびプレゼンスの各クレデンシャルと、その
ユーザの Cisco WebEx Meetings Server クレデンシャルが同期するよう指定した後で、
そのユーザのインスタント メッセージおよびプレゼンスの各クレデンシャルが変更さ
れたとします。 この場合、そのユーザの Cisco WebEx Meetings Server クレデンシャル
は、変更内容に合わせて更新する必要があります。

ステップ 5

[保存（Save）] を選択します。

クラウドベースの会議のセットアップ
Cisco WebEx Meeting Center は、クライアントにクラウドベースのミーティング サービスと会議
サービスを提供します。

Cisco WebEx Meeting Center との統合
このリリースでは、オンプレミス展開のための Cisco WebEx Meeting Center 統合には次の 2 つのタ
イプがあります。
クラウドベースの統合
Cisco WebEx Meeting Center がクライアントに次のサービスを提供する環境です。
• 参加者のチャット リストや参加者リストなどのデータ
• 音声機能およびビデオ機能
ハイブリッド クラウドベースの統合
次のような環境です。
• Cisco WebEx Meeting Center により、参加者のチャット リストや参加者リストなどの
データが提供される。
• 会議ブリッジにより、音声機能およびビデオ機能が実現される。

Cisco WebEx Meeting Center による認証
Cisco Jabber でサポートされている Cisco WebEx Meeting Center による認証のタイプは次のとおり
です。
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直接認証
クライアントは、ユーザ クレデンシャルを Cisco WebEx Meeting Center に直接渡すことがで
きます。
直接認証を有効にする手順は次のとおりです。
1 Cisco WebEx 管理ツールを使用して、Cisco WebEx Meeting Center 用のユーザ アカウント
を作成します。
直接認証の場合は、Cisco WebEx Meeting Center でユーザ クレデンシャルの確認を行う必
要があります。 クライアントが認証を試行するとき、Cisco WebEx Meeting Center がクレ
デンシャルを確認できるようにするために、ユーザ アカウントにクレデンシャルが保持
されます。
2 クライアントに Cisco WebEx Meeting Center ユーザ クレデンシャルを提供します。
アイデンティティ プロバイダーによる認証
クライアントは、Cisco WebEx Meeting Center からアイデンティティ プロバイダーへ認証を
リダイレクトできます。
アイデンティティ プロバイダーによる認証を有効にする手順は次のとおりです。
1 それぞれの目的に応じたアイデンティティ プロバイダーを設定します。
ユーザが Cisco WebEx Meeting Center で認証を受けようとすると、クライアントはその認
証をアイデンティティ プロバイダーにリダイレクトします。 アイデンティティ プロバ
イダーはクレデンシャルを確認し、認証トークンをクライアントに戻します。 クライア
ントは、そのトークンを Cisco WebEx Meeting Center に渡して、認証プロセスを完了しま
す。
2 クライアントに Cisco WebEx Meeting Center ユーザ クレデンシャルを提供します。

関連トピック
疎結合統合の概要
Cisco WebEx および Cisco WebEx Meeting アプリケーションでの SSO の使用

会議のクレデンシャルの提供
クライアントに会議のクレデンシャルを提供するために、次のいずれかの方法を選択します。
• ユーザは、[オプション（Options）] ウィンドウで、ユーザ自身のクレデンシャルを個別に指
定します。
• サービス プロファイルに会議サービスを適用する場合、Cisco Unified Communications Manager
でクレデンシャル ソースを指定します。 手順については、サービス プロファイルへの会議
サーバの追加方法を説明している、このセクションのトピックを参照してください。
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クライアントでの会議クレデンシャルの指定
ユーザは、[オプション（Options）] ウィンドウの [ミーティング（Meetings）] タブで、ユーザ自
身のクレデンシャルを指定します。
[オプション（Options）] ウィンドウを開くには、[ファイル（File）] > [オプション（Options）] を
選択します。

Cisco WebEx Meeting Center の追加
Cisco Unified Communications Manager で会議をセットアップする最初の手順は、Cisco WebEx Meeting
Center の詳細を追加することです。

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 [会議（Conferencing）] 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

次の各フィールドで、Cisco WebEx Meeting Center サイトに関する詳細情報を指定します。
製品のタイプ（Product Type）
[WebEx（会議）（WebEx (Conferencing)）] を選択します。
名前（Name）
設定の名前を入力します。
入力した名前は、プロファイルにサービスを追加する際に表示されます。 入力する名前は
必ず、一意的でわかりやすく、かつ意味が通じるものにしてください。
説明（Description）
必要であれば、説明を入力します。
ホスト名/IP アドレス（Host Name/IP Address）
Cisco WebEx Meeting Center サイトのホスト名を指定します。
（注）

IP アドレスではなく、必ずホスト名を指定してくださ
い。
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ポート（Port）
Cisco WebEx Meeting Center サイトのポート番号を指定します。
プロトコル（Protocol）
ドロップダウン リストから [HTTPS] を選択します。
ステップ 7

[SSO アイデンティティ プロバイダーとして Web 会議サーバを使用する（Use web conference server
as SSO identity provider）] チェックボックスで適切な値を選択します。
オフ
シングル サインオン（SSO）アイデンティティ プロバイダーとして Cisco WebEx を使用し
ません。
オン
シングル サインオン（SSO）アイデンティティ プロバイダーとして Cisco WebEx を使用し
ます。
（注）

ステップ 8

このフィールドは、[製品のタイプ（Product Type）] ドロップダウン リストから [WebEx
（会議）（WebEx (Conferencing)）] を選択した場合にのみ有効です。

[保存（Save）] を選択します。

次の作業
サービス プロファイルに Cisco WebEx Meeting Center を追加します。

プロファイルへの Cisco WebEx Meeting Center の追加
Cisco Unified Communications Manager で Cisco WebEx Meeting Center を追加した後、Cisco WebEx
Meeting Center をサービス プロファイルに追加します。 これにより、クライアントは、プロファ
イルから Cisco WebEx Meeting Center の詳細を取得し、会議機能にアクセスできます。

はじめる前に
サービス プロファイルを作成します。

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）] > [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 3

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。

Cisco Jabber for Windows 9.6 サーバ セットアップ ガイド
152

クラウドベースの会議のセットアップ

[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

[会議プロファイル（Conferencing Profile）] セクションで、以下のような設定を行います。
a) [プライマリ（Primary）] ドロップダウン リストからサービスを選択します。
クライアントは、[プライマリ（Primary）] ドロップダウン リストから選択したサー
ビスのみ使用します。 [セカンダリ（Secondary）] ドロップダウン リストおよび [ター
シャリ（Tertiary）] ドロップダウン リストからサービスを選択する必要はありませ
ん。

（注）

b) [サーバ証明書の検証（Server Certificate Verification）] ドロップダウン リストから適切な値を
選択します。
c) [Web 会議サービスのクレデンシャル ソース（Credentials source for web conference service）] ド
ロップダウン リストから次のいずれか 1 つを選択します。
未設定（Not set）
ユーザには、自身の Cisco WebEx Meeting Center クレデンシャルに一致するクレデンシャ
ル ソースはありません。
Unified CM - IM/Presence
ユーザの Cisco Unified Communications Manager IM and Presence クレデンシャルが、各ユー
ザの Cisco WebEx Meeting Center クレデンシャルと一致します。
ボイスメール（Voicemail）
ユーザの Cisco Unity Connection クレデンシャルが、各ユーザの Cisco WebEx Meeting Center
クレデンシャルと一致します。
制約事項

重要

Cisco WebEx Meeting Center による認証にアイデンティティ プロバイダーを使用し
ている場合は、クレデンシャル ソースを指定することはできません。

クレデンシャル ソースを選択した場合は、それらのクレデンシャルがユーザの Cisco
WebEx Meeting Center クレデンシャルに合致することを確認する必要があります。
Cisco Unified Communications Manager で指定したクレデンシャルと Cisco WebEx Meeting
Center で指定したクレデンシャルとを同期させるメカニズムはありません。 たとえば、
あるユーザのインスタント メッセージおよびプレゼンスの各クレデンシャルと、その
ユーザの Cisco WebEx Meeting Center クレデンシャルが同期するよう指定した後で、
そのユーザのインスタント メッセージおよびプレゼンスの各クレデンシャルが変更さ
れたとします。 この場合、そのユーザの Cisco WebEx Meeting Center クレデンシャル
は、変更内容に合わせて更新する必要があります。

ステップ 5

[保存（Save）] を選択します。
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章

クラウドベース展開の会議のセットアップ
クラウドベース展開では、Cisco WebEx 管理ツール でユーザに会議機能をプロビジョニングでき
ます。 会議機能をユーザに割り当てる方法について説明します。 また、会議サーバによる認証
を設定する方法を確認してください。
• Cisco WebEx Meeting Center の設定, 155 ページ

Cisco WebEx Meeting Center の設定
Cisco WebEx 管理ツールで適切な設定を行い、適切なユーザにミーティング機能と会議機能を割
り当てる必要があります。
関連トピック
Cisco WebEx Connect と Cisco WebEx アプリケーションの統合とは

Cisco WebEx Meeting Center による認証
Cisco WebEx Meeting Center では次のタイプの認証を使用できます。
Cisco WebEx Messenger サービスとの密結合統合
密結合統合とは、Cisco WebEx Messenger と Cisco WebEx Meeting Center の間に実現される統
合形態の 1 つです。
ユーザが Cisco WebEx Messenger で認証を受けるとき、認証トークンはクライアントに戻さ
れます。 クライアントは、その認証トークンを Cisco WebEx Meeting Center に渡します。
詳細については、「Overview of Tightly Coupled Integration」のトピックを参照してください。
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直接認証
クライアントは、ユーザ クレデンシャルを Cisco WebEx Meeting Center に直接渡すことがで
きます。
直接認証を有効にする手順は次のとおりです。
1 Cisco WebEx 管理ツールを使用して、Cisco WebEx Meeting Center 用のユーザ アカウント
を作成します。
直接認証の場合は、Cisco WebEx Meeting Center でユーザ クレデンシャルの確認を行う必
要があります。 クライアントが認証を試行するとき、Cisco WebEx Meeting Center がクレ
デンシャルを確認できるようにするために、ユーザ アカウントにクレデンシャルが保持
されます。
2 クライアント インターフェイスで Cisco WebEx Meeting Center クレデンシャルを指定し
ます。
詳細については、「Overview of Loosely Coupled Integration」のトピックを参照してください。
アイデンティティ プロバイダーによる認証
クライアントは、Cisco WebEx Meeting Center からアイデンティティ プロバイダーへ認証を
リダイレクトできます。
アイデンティティ プロバイダーによる認証を有効にする手順は次のとおりです。
1 それぞれの目的に応じたアイデンティティ プロバイダーを設定します。
ユーザが Cisco WebEx Meeting Center で認証を受けようとすると、クライアントはその認
証をアイデンティティ プロバイダーにリダイレクトします。 アイデンティティ プロバ
イダーはクレデンシャルを確認し、認証トークンをクライアントに戻します。 クライア
ントは、そのトークンを Cisco WebEx Meeting Center に渡して、認証プロセスを完了しま
す。
2 クライアント インターフェイスで Cisco WebEx Meeting Center クレデンシャルを指定し
ます。
Cisco WebEx Messenger サービスを使用したユーザ アイデンティティの管理の詳細について
は、「Using SSO with the Cisco WebEx and Cisco WebEx Meeting applications」のトピックを参
照してください。
関連トピック
密結合統合の概要
疎結合統合の概要
Cisco WebEx および Cisco WebEx Meeting アプリケーションでの SSO の使用
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クライアントでの会議クレデンシャルの指定
ユーザは、[オプション（Options）] ウィンドウの [ミーティング（Meetings）] タブで、ユーザ自
身のクレデンシャルを指定します。
[オプション（Options）] ウィンドウを開くには、[ファイル（File）] > [オプション（Options）] を
選択します。
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