
 

クイック スタート ガイド
Cisco Phone Control and Presence 8.x 
IBM Lotus Sametime 版のインストールおよび使用

INSTALLING AND USING CISCO PHONE CONTROL AND 
PRESENCE 8.X WITH IBM LOTUS SAMETIME

1 Cisco Phone Control and Presence プラグインのインストール

2 プラグインの設定方法

3 プラグインの使用方法

4 プラグインのアンインストール

5 その他のマニュアル

【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意

（www.cisco.com/jp/go/safety_warning/）をご確認ください。

本書は、米国シスコシステムズ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、

日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動 / 変更されている

場合がありますことをご了承ください。

あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照く

ださい。

また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

www.cisco.com/jp/go/safety_warning/


 

1  Cisco Phone Control and Presence プラグインの
インストール
Cisco Phone Control and Presence プラグインが自動的にインストールされない場合は、ここに示す手順でプラグインを直接イン

ストールします。Phone Control and Presence プラグインは、次のいずれかにインストールできます。

• IBM Lotus Sametime

• IBM Lotus Notes

これらのアプリケーションのサポートされるバージョンの詳細については、次の URL にある、該当するバージョンの『Release 
Notes for Cisco Phone Control and Presence with IBM Lotus Sametime』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9830/prod_release_notes_list.html

始める前に

• 該当するバージョンの『Release Notes for Cisco Phone Control and Presence with IBM Lotus Sametime』で詳細が説明され

ている、プラグインのシステム要件を確認してください。次の URL にあります。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9830/prod_release_notes_list.html

• アップデートが自動的にインストールされるように、IBM Lotus Sametime Connect の自動プッシュ機能をセットアップする

ことをお勧めします。詳細については、管理者に問い合せてください。IBM Lotus Notes には自動プッシュ機能はありませ

ん。

• プラグインをホストしているアップデート サイトの URL を管理者から入手します。

手順

ステップ 1 Sametime Connect にログインします。

ステップ 2 [Tools] > [Plug-Ins Management] > [Install Plug-Ins] を選択します。

または、

IBM Lotus Notes ウィンドウで [File] > [Application] > [Install] の順に選択します。

新しくインストールした Lotus Notes にプラグインをインストールするには、その前に次の手順を実行する必要が

あります。

a. <notesdir>/framework/rcp/plugin_customization.ini ファイルを探します。

b. エディタでこのファイルを開き、次の行を末尾に追加します。

com.ibm.notes.branding/enable.update.ui=true

c. IBM Lotus Notes を再起動します。

[File] -> [Application] -> [Application Management and Install] メニューが表示されます。

ステップ 3 [Search for new features to install] を選択します。

ステップ 4 [Next] を選択します。

（注） 次のステップではアップデート サイトを 1 つだけ選択することをお勧めします。

ステップ 5 アップデート サイトをまだ設定していない場合は、[Add Remote Location] を選択してアップデート サイトを追

加します。

ステップ 6 [New Update Site] ウィンドウで、次の手順を実行します。

– このアップデート サイトの識別名を入力します。たとえば、Cisco Phone Control と入力します。

– [URL] フィールドに、プラグインをホストするアップデート サイトの完全な URL アドレスを入力します。この情報が

不明な場合は、管理者にお問い合せください。
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ステップ 7 [OK] を選択します。

ステップ 8 [Install] ウィンドウで [Finish] を選択します。

ステップ 9 [Updates] ウィンドウで、アップデート サイトのツリーを展開して、Cisco Phone Control and Presence プラグイ

ンを表示します。

ステップ 10 表示されたすべての Cisco プラグインを選択します。

ステップ 11 [Next] をクリックします。

ステップ 12 ライセンス契約に同意します。

ステップ 13 [Finish] をクリックして、インストールを完了します。

ステップ 14 機能の確認の警告が表示された場合は、[Install All] を選択します。

ステップ 15 インストールが完了したら、[Yes] を選択して Sametime Connect を再起動します。

トラブルシューティングのヒント

Sametime Connect の複数のバージョンについてプラグインを選択すると、詳細なエラー メッセージが表示され、インストール

を続行できなくなります。この問題を解決するには、ご使用の Sametime Connect のバージョンと互換性のない機能をオフにし

ます。

2  プラグインの設定方法
設定タスクは、管理者がプラグイン インストール パッケージをどのように有効にしたかによって異なります。

• 「卓上電話を制御するためのプラグインの設定」（P.3）

• 「Cisco IP Communicator を使用してダイヤルするためのプラグインの設定」（P.4）

• 「電話機が利用できるかどうかを表示するためのプラグインの設定」（P.5）

卓上電話を制御するためのプラグインの設定

[Control Desk Phone] オプションを使用すると、Sametime Connect でコールの発信、コールへの応答、およびコールの管理がで

きます。Sametime Connect では、コールの制御用として指定した電話機が使用されます。両方の電話モードを設定すると、

ツールバーの [Choose Phone Mode] ボタンを選択して、デスクの電話と Cisco IP Communicator を切り替えることができます。

これにより、電話モードを簡単に切り替えることが可能です。

始める前に

• この機能がシステムでサポートされているか、管理者に確認してください。

• [Control Desk Phone] オプションと [Dial Using Cisco IP Communicator] オプションを同時に使用するようにプラグインを設

定することはできません。

手順

ステップ 1 Sametime Connect にログインします。

ステップ 2 [Sametime Connect] ウィンドウで [File] > [Preferences] の順に選択します。

ステップ 3 左ペインの [Cisco] を展開します。

ステップ 4 [Phone] を選択します。

ステップ 5 [Phone Control] タブを選択します。

ステップ 6 [Control Desk Phone] を選択します。
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ステップ 7 [Username] および [Password] フィールドが空の場合は、Cisco Unified Communications Manager のユーザ名と

パスワードを入力します。

ステップ 8 [Servers] フィールドが空の場合は、ご使用の Cisco Unified Communications Manager サーバの名前または IP ア
ドレスを入力します。この情報が不明な場合は、管理者にお問い合せください。別のサーバの名前または IP アド

レスを追加するには、カンマで区切って入力します。これにより、フェールオーバーによる冗長性が得られるの

で、いずれかのサーバに障害が発生した場合でも、2 番目に指定したサーバに自動的に接続できます。管理者は通

常、プラグインのインストールの準備をするときに [Servers] フィールドを設定します。

ステップ 9 [Voicemail Pilot Number] フィールドが空白になっている場合は、ボイスメール パイロット番号を入力します。こ

の情報が不明な場合は、管理者にお問い合せください。一般に、[Voicemail Pilot Number] フィールドは、管理者

がプラグインのインストールの準備を行うときに設定します。

ステップ 10 [Search for Phones] を選択します。

ステップ 11 [Select Phone to Control] リストでデバイスを強調表示します。Cisco IP Communicator がある場合は、卓上電話

の代わりに選択できます。

ステップ 12 オプションで、[Edit Phone Name] をクリックし、そのデバイスにわかりやすい固有の表示名を付けます。

ステップ 13 [Control this Phone] を選択します。

ステップ 14 [Apply] または [OK] を選択します。

トラブルシューティングのヒント

• [Phone Control] タブがない場合は、管理者がこの機能を無効にしている可能性があります。

• 使用可能なデバイスのリストに、自分の電話が表示されていない場合は、次の点を確認してください。

– ユーザ名とパスワード、および Cisco Unified Communications Manager サーバが正しく入力されている。

– [Control Desk Phone] が選択されている。

• [Control Desk Phone] オプションが動作するには、プラグインが Cisco Unified Communications Manager に接続されている

必要があります。接続をチェックするには、[Preferences] で [Cisco] > [Phone] > [Troubleshooting] タブの順に選択し、

[Desk Phone Control Server] のステータスを確認します。

• プラグインは、ディレクトリ サービスを利用することで、連絡先に関する正しい情報を表示します。ディレクトリ サービス

が動作するには、プラグインがディレクトリ サーバに接続されている必要があります。接続をチェックするには、

[Preferences] で [Cisco] > [Phone] > [Troubleshooting] タブの順に選択し、[LDAP Server] のステータスを確認します。

Cisco IP Communicator を使用してダイヤルするためのプラグインの設定

[Dial Using Cisco IP Communicator] オプションでは、Sametime Connect からコールを発信できます。コールを発信する場合、

Sametime Connect から Cisco IP Communicator に電話番号が送信されます。この Cisco IP Communicator でコールを管理しま

す。Sametime Connect では、コールに応答することや、電話会議を開始することはできません。両方の電話モードを設定する

と、ツールバーの電話モードの切り替えボタンを選択して、デスクの電話と Cisco IP Communicator を切り替えることができま

す。

始める前に

• この機能がシステムでサポートされているか、管理者に確認してください。

• [Dial Using Cisco IP Communicator] オプションと [Control Desk Phone] オプションの両方を同時に使用するようにプラグイ

ンを設定することはできません。

手順

ステップ 1 Sametime Connect にログインします。

ステップ 2 [Sametime Connect] ウィンドウで [File] > [Preferences] の順に選択します。
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ステップ 3 左ペインの [Cisco] を展開します。

ステップ 4 [Phone] を選択します。

ステップ 5 [Phone Control] タブを選択します。

ステップ 6 [Dial Using Cisco IP Communicator] を選択します。

ステップ 7 [Apply] または [OK] を選択します。

トラブルシューティングのヒント

• [Phone Control] タブがない場合は、この機能を自動的に有効にするように管理者がインストール プログラムを設定している

可能性があります。

• [Dial Using Cisco IP Communicator] オプションには、Cisco IP Communicator バージョン 2.1(3) 以降が必要です。Cisco IP 
Communicator のバージョンおよびステータスを確認するには、[Preferences] の [Cisco] > [Phone] > [Troubleshooting] タブ

を選択します。

電話機が利用できるかどうかを表示するためのプラグインの設定

連絡先の電話の使用状況が表示されるようにプラグインを設定できます。この機能を使用すると、電話が使用中である連絡先名

の横にオフフック アイコンが表示されます。

インストール プログラムによりこの機能が自動的に有効にならない場合は、次の手順を実行します。

始める前に

この機能がシステムでサポートされているか、管理者に確認してください。

手順

ステップ 1 Sametime Connect にログインします。

ステップ 2 [Sametime Connect] ウィンドウで [File] > [Preferences] の順に選択します。

ステップ 3 左ペインの [Cisco] を展開します。

ステップ 4 [Phone] を選択します。

ステップ 5 [Phone Status] タブを選択します。

ステップ 6 [Username] フィールドと [Password] フィールドが空白になっている場合は、Cisco Unified Presence のユーザ名

とパスワードを入力します。

ステップ 7 [Servers] フィールドが空の場合は、ご使用の Cisco Unified Presence サーバの名前または IP アドレスを入力しま

す。この情報が不明な場合は、管理者にお問い合せください。別のサーバの名前または IP アドレスを追加するに

は、カンマで区切って入力します。これにより、フェールオーバーによる冗長性が得られるので、いずれかのサー

バに障害が発生した場合でも、2 番目に指定したサーバに自動的に接続できます。

管理者は通常、プラグインのインストールの準備をするときに [Servers] フィールドを設定します。

ステップ 8 オプションで、[Display off-hook status only] をオフにして、オンフック ステータスも表示できます。このオプ

ションはデフォルトではオンになっています。

ステップ 9 [Apply] または [OK] を選択します。
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トラブルシューティングのヒント

• [Phone Status] タブがない場合は、システムに Cisco Unified Presence が存在しないか、管理者がこの機能を無効にしている

可能性があります。

• 連絡先の電話機が利用できるかどうかを表示するには、プラグインが Cisco Unified Presence サーバに接続されている必要

があります。接続をチェックするには、[Preferences] で [Cisco] > [Phone] > [Troubleshooting] タブの順に選択し、サーバの

ステータスを確認します。次のサーバ名があります。

– Cisco Unified Presence Server (Login)

– Cisco Unified Presence Server (Presence)

3  プラグインの使用方法
• 「プラグインおよび Lotus Notes」（P.6）

• 「Sametime Connect でのコールの発信」（P.6）

• 「Sametime Connect からの着信コールの処理」（P.7）

• 「すでに進行中のコールの処理」（P.7）

• 「Sametime Connect での電話会議の開始」（P.8）

プラグインおよび Lotus Notes
Cisco Phone Control and Presence with IBM Lotus Sametime を IBM Lotus Notes に統合すると、次のことを実現できます。

• Notes クライアントのペインに Sametime が表示されます。

• Sametime のネイティブ機能およびプラグインによって得られた機能の一部または全部に、Notes クライアントにある他のア

プリケーションからアクセスできるようになります。たとえば、IBM Lotus Notes の電子メールまたは連絡先の「ライブ名」

からコールを右クリックします。

この機能にアクセスできるかどうかを、システム管理者に問い合わせてください。IBM Lotus Notes のメニューの有効化の詳細

については、「Cisco Phone Control and Presence プラグインのインストール」（P.2）を参照してください。

Sametime Connect でのコールの発信

目的 操作方法

Sametime Connect の [Contacts] リストまたはチャット ウィン

ドウからコールを発信する。

連絡先を右クリックし、[Phone Call] > [<Phone number>] の
順に選択します。または、ツールバーの電話のアイコンを選

択し、[<Phone number>] を選択します。

リストに電話番号が表示されない場合は、[Add/Edit Phone 
Number] を選択し、手動で電話番号を入力します。

電話ステータスが設定されている場合、電話機が使用中に

なっている連絡先には、オフフック電話アイコンが表示され

ます。

ボイスメール ペインからコールを返す。 メッセージを右クリックし、[Phone Call] > [<Phone 
number>] の順に選択します。

任意の番号にコールを発信する。 Sametime Connect ウィンドウの検索フィールドに番号を入

力し、[Dial: <Phone number>] を選択します。
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Sametime Connect からの着信コールの処理

（注） [Dial Using Cisco IP Communicator] オプションを使用するようにプラグインを設定した場合、この項は適用されませ

ん。

[Control Desk Phone] オプションを使用するようにプラグインを設定した場合、コールが着信すると、トーンとポップアップ 
ウィンドウによって通知されます。ウィンドウには、名刺など、発信者の ID が表示されます（利用可能な場合）。

トラブルシューティングのヒント

ボイス メール オプションが機能するには、ボイスメール パイロット番号を正しく設定する必要があります。これは、

[Preferences] の [Cisco] で [Phone Control] タブを選択して設定します。

すでに進行中のコールの処理

（注） [Dial Using Cisco IP Communicator] オプションを使用するようにプラグインを設定した場合、この項は適用されませ

ん。

[Control Desk Phone] オプションを使用するようにプラグインを設定した場合、Sametime Connect で発信または応答したコール

を管理するには、会話ウィンドウを使用します。

目的 操作方法

コールに応答する。 コールのアラート ウィンドウの下部にある [Answer] を選択

します。

コールをボイスメールに直接送信する。 コールのアラート ウィンドウの下部にある [Send to 
Voicemail] を選択します。

発信者との Sametime Connect チャットを開始する。 コール通知ウィンドウで、名刺をダブルクリックします。

目的 操作方法

コールを保留にする。 [Hold/Resume this Call] アイコンを選択します。

コールを保留解除する。 [Hold/Resume this Call] アイコンを選択します。

コールを終了する。 [End this Call] アイコンを選択するか、会話ウィンドウを閉

じます。

他の相手との Sametime チャット セッションを開始する。 会話ウィンドウに名刺が表示されている場合は、それをダブ

ルクリックします。名刺が表示されていない場合は、メイン 
ウィンドウから通常の方法でチャット セッションを開始する

必要があります。

すでに進行中のコールを電話会議にマージする。 [Merge the Call with Another] アイコンを選択します。進行

中のコールが 3 つ以上ある場合は、加えるコールを選択する

ためのメニューが表示されます。メニューでは、各コールは

会話ウィンドウのタイトルで識別されます。

電話会議の進行中に参加者のリストを表示する。 [Show/Hide the Roster] アイコンを選択します。

Interactive Voice Response（IVR; 自動音声応答）システムに接

続されたら、Dual Tone Multi-Frequency（DTMF）番号（「*」
と「#」を含む）を入力する必要があります。たとえば、PIN を
入力して、ボイスメール ボックスにアクセスします。

[Show/Hide the Keypad] アイコンを選択し、キーパッド ボ
タンをクリックします。
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トラブルシューティングのヒント

同じ通話相手を含む複数のコールをマージすることはできません。たとえば、参加している 2 つの電話会議の両方が通話相手 A 
を含む場合、電話会議のマージは失敗します。

Sametime Connect での電話会議の開始

（注） [Dial Using Cisco IP Communicator] オプションを使用するようにプラグインを設定した場合、この項は適用されませ

ん。Cisco IP Communicator でビデオ会議は、IBM Lotus Sametime から各コールを順に発信し、Cisco IP 
Communicator のビデオ会議インターフェイスを使用してコールをマージすることによって可能になることに注意して

ください。詳細については、『Cisco IP Communicator User Guide』を参照してください。

[Control Desk Phone] オプションを使用するようにプラグインを設定した場合、Sametime Connect で電話会議を開始するには、

複数の連絡先を選択してからダイヤルするか、すでに進行中のコールをマージします。

連絡先を選択してからダイヤルする場合、プラグインは一度に 1 つの連絡先にダイヤルし、接続シーケンスを別のウィンドウに

表示します。参加者のステータスが「接続済み」である場合は、[Add to Conference] を選択してその参加者を会議に参加させま

す。コールがボイス メールに転送される場合は、[Disconnect this Person] を選択して、引き続き次の参加者にダイヤルします。

4  プラグインのアンインストール
Sametime Connect からプラグインをアンインストールできます。

手順

ステップ 1 [Sametime Connect] ウィンドウで、[Tools] > [Plug-Ins] > [Manage Plug-ins] の順に選択します。

ステップ 2 [Product Configuration] ウィンドウの左ペインで、[Cisco Phone Control and Presence] 機能を選択します。

ステップ 3 機能を右クリックし、[Uninstall] を選択します。

ステップ 4 [OK] を選択して、アンインストールを確認します。

ステップ 5 再起動するかどうかをたずねられたら、[Yes] を選択します。

目的 操作方法

Sametime Connect の [Contacts] リストまたはチャット ウィン

ドウから電話会議を開始する。

複数の連絡先を選択し、右クリックしてコンテキスト メ
ニューを開きます。そして、[Phone Call] > [Conference] の
順に選択します。または、連絡先を選択し、ツールバーの電

話ボタンを選択します。

電話ステータスが設定されている場合、電話機が使用中に

なっている連絡先には、オフフック電話アイコンが表示され

ます。

すでに進行中のコールを電話会議にマージする。 会話ウィンドウで、[Merge the Call with Another] アイコン

を選択し、マージするコールを選択します。
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5  その他のマニュアル
Cisco IP Communicator の使用方法については、

http://cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps5475/products_user_guide_list.html にある適切なユーザ ガイドを参照してくださ

い。

Sametime Connect 用の Cisco Unity プラグインの使用方法については、

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9830/products_user_guide_list.html にある適切なユーザ ガイドを参照してください。
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