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第 1 章

はじめに

このマニュアルではCisco Ciusとその使用方法について説明します。このマニュアルはシステム
管理者とユーザ向けに作成されています。

• このマニュアルの構成, 1 ページ

• 関連資料, 1 ページ

• その他の情報, 2 ページ

• マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート, 2 ページ

このマニュアルの構成
このマニュアルは次のトピック別に整理されています。

•ハードウェア, （4ページ）

•クイックリファレンス, （21ページ）

•ギャラリー, （113ページ）

• HDメディアステーション, （133ページ）

•製品の安全性、セキュリティ、アクセシビリティ、および関連情報, （149ページ）

• FAQおよびトラブルシューティング, （157ページ）

•保証情報, （161ページ）

関連資料
Cisco Ciusのその他の情報については、次の関連資料を参照してください。

• Cisco Ciusアドミニストレーションガイド
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• Cisco Ciusクイックスタート

•『Regulatory Compliance and Safety Information for Cisco Cius』

• Cisco Ciusリリースノート

• Cisco Ciusワイヤレス LAN導入ガイド

その他の情報
次の URLで Cisco Webサイトにアクセスできます。

http://www.cisco.com

Cisco Ciusクイックスタートガイド、アドミニストレーションガイド、導入ガイド、およびユー
ザガイド：

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11156/tsd_products_support_series_home.html

ライセンス情報：

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/warranty/English/EU1KEN_.html

Cisco Webサイトの各国語版：

Cisco Webサイトの各国語版に www.cisco.comからアクセスするには、ページの一番上にある
Worldwideリンクをクリックします。

マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート
マニュアルの入手方法、テクニカルサポート、その他の有用な情報について、次の URLで、毎
月更新される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規お
よび改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

『What's New in Cisco Product Documentation』は RSSフィードとして購読できます。また、リー
ダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定するこ

ともできます。RSSフィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSSバージョン2.0をサポー
トしています。
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第 2 章

概要

本章では Cisco Ciusの機能について要約します。

次の図に Cisco Ciusを示します。

図 1：Cisco Cius

この章の構成は、次のとおりです。

• ハードウェア, 4 ページ

• 機能, 11 ページ
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ハードウェア
ここでは、Cisco Ciusハードウェアの概要を示します。

次の画像は、Cisco Ciusの前面を示したものです。

図 2：Cisco Ciusの前面

[メニュー]キー5カメラ LED1

[ホーム]キー6前面カメラ2

[戻る]キー7光センサー3

スピーカー4
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次の画像は、Cisco Ciusの上部を示したものです。

図 3：Cisco Ciusの上部

マイクロフォン3Micro-USBポート1

電源ボタン4microSDカードスロット2

次の画像は、Cisco Ciusの背面を示したものです。

図 4：Cisco Ciusの背面

背面カメラ1
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次の画像は、Cisco Ciusの底面を示したものです。

図 5：Cisco Ciusの底面

Micro-HDMIポート3ヘッドセットポート1

ドッキングポート2

次の画像は、Cisco Ciusの左側面を示したものです。

図 6：Cisco Ciusの左側面

音量を大きく3ミュート1

SIMカードトレイ4音量を小さく2
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次の画像は、Cisco Ciusの右側面を示したものです。

図 7：Cisco Ciusの右側面

電源ポート2バッテリーリリース1

電源ボタン

CiscoCiusの電源をオンまたはオフにするとき、マナーモードを有効にするとき、または機内モー
ドを有効にするときは電源ボタンを使用します。

Cisco Cius をオンにする

ユニットの一番上にある電源ボタン を 2、3秒間押します。
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Cisco Cius をオフにする

手順

ステップ 1 電源ボタン を長押しします。

ステップ 2 表示されたダイアログボックスで [電源を切る]をタップします。

マナーモードをオンにする

手順

ステップ 1 電源ボタン を長押しします。

ステップ 2 表示されたダイアログボックスで [マナーモード]をタップします。

マナーモードをオフにする

手順

ステップ 1 電源ボタン を長押しします。

ステップ 2 表示されたダイアログボックスで [マナーモード]をタップします。

機内モード

機内モードは、Wi-Fi、4G、および Bluetooth接続を速やかに有効または無効にする場合に使用し
ます。

機内モードをオンにする

手順

ステップ 1 電源ボタン を長押しします。

ステップ 2 表示されたダイアログボックスで [機内モード]をタップします。

   Cisco Cius ユーザガイド、リリース 9.2(2)
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機内モードをオフにする

手順

ステップ 1 ホーム画面の [アプリケーション]メニューアイコン をタップします。

ステップ 2 [設定] をタップします。

ステップ 3 [無線とネットワーク]をタップします。

ステップ 4 [機内モード]をタップします。

画面をオフにする

ユニットの一番上にある電源ボタン を押します。

[ホーム] キー
ホーム画面の表示またはマルチタスクには [ホーム]キーを使用します。

ホーム画面の表示

ホーム画面を表示するには、[ホーム]キー を押します。

マルチタスク

[ホーム] キー を長押しすると、現在開いているアプリケーションと最近使用したアプリケー

ションのリストが表示されます。

[メニュー] キー
一部のアプリケーションのオプションには、[メニュー]キーからアクセスします。

メニューの表示

使用中のアプリケーションのメニューを表示するには、メニュー ボタンを押します。

[戻る] キー
一部のアプリケーションでは、[戻る]キーを使用して、前のページまたはアプリケーションに移
動できます。
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前のページまたはアプリケーションへの移動

[戻る] を押すと、前のページまたはアプリケーションに移動します。

バッテリー

Cisco Ciusは、取り外し可能な 4860 mAhバッテリーを使用しています。Cisco Ciusを初めて使用
する場合は、バッテリーの持続時間を保つために、最低でも 5時間はバッテリーを充電する必要
があります。充電中でも、Cisco Ciusは使用することができます。

バッテリーの挿入

手順

ステップ 1 バッテリー側の金属端子と Cisco Cius側の金属端子の位置を合わせます。

ステップ 2 バッテリーを差し込みます。バッテリーが固定されると、カチっと音がします。

バッテリーの充電

本体右側にある電源ポートに電源ケーブルを接続します。

電源ポートを、本体下部にあるヘッドセットポートと間違えないようにしてください。

バッテリーの取り外し

手順

ステップ 1 バッテリーリリースを下にスライドします。リリースをスライドするには、ペンまたは小型のド

ライバが必要になることがあります。

ステップ 2 バッテリーリリースを下に押さえた状態で、バッテリーをスライドして取り外します。

SIM カード
SIMカードを挿入して、Cisco Ciusを 4Gネットワークに接続します。
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SIM カードの挿入

手順

ステップ 1 Cisco Ciusの電源を切ります。

ステップ 2 SIMカードトレイを完全に取り外します。
次の画像は、SIMカードトレイを示したものです。

図 8：SIM カードトレイ

ステップ 3 SIMカードをトレイに置きます。

ステップ 4 トレイを挿入し直します。

ステップ 5 Ciusの電源を入れ直します。

SIM カードの有効化
SIMカードは、使用前に有効化する必要があります。SIMカードが有効化されていない場合、詳
細については、システム管理者に連絡してください。

カメラ LED
前面のカメラで動画を撮影している場合、カメラ LEDは緑色になります。

機能
この項では Cisco Ciusの基本機能について説明します。

ロック画面

ロック画面はCiscoCiusがロックされている（アクティブ状態でない）ときに表示されます。ロッ
ク画面には日付と時刻、最近の不在着信の件数、新しいボイスメッセージの件数、24時間以内の
予定の件数が表示されます。
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次の画像にロック画面を示します。

図 9：ロック画面

画面のロック解除

画面のロックを解除するには、画面右下にある矢印を左側にスライドしてください。

セキュリティの設定によっては、画面のロックを解除するために、Cisco Ciusで個人識別番号
（PIN）またはパスワードを入力する必要があります。PINまたはパスワードが [ロック解除]画面
に入力されるまで、緊急通報以外の発信ができなくなるため、ご注意ください。

PIN の追加

手順

ステップ 1 ホーム画面で [アプリケーション]メニューアイコン をタップします。

ステップ 2 [設定] をタップします。

ステップ 3 [現在地情報とセキュリティ]をタップします。

ステップ 4 [画面ロックの設定]をタップします。

ステップ 5 [PIN]をタップします。

ステップ 6 PINを入力して、[OK]をタップします。PINは、4桁以上必要です。

ステップ 7 PINの確認のため、もう一度 PINを入力し、[OK]をタップします。
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12

概要

ロック画面



パスワードの追加

手順

ステップ 1 ホーム画面で [アプリケーション]メニューアイコン をタップします。

ステップ 2 [設定] をタップします。

ステップ 3 [現在地情報とセキュリティ]をタップします。

ステップ 4 [画面ロックの設定]をタップします。

ステップ 5 [パスワード]をタップします。

ステップ 6 パスワードを入力して、[OK]をタップします。パスワードは、4桁以上必要です。

ステップ 7 パスワードの確認のため、もう一度パスワードを入力し、[OK]をタップします。

失った PIN またはパスワードのリセット

手順

ステップ 1 [ロック解除]画面で [PINを忘れた場合]または [パスワードを忘れた場合]ボタンをタップします。

ステップ 2 画面の左側でアカウントを選択して、画面の右側でアカウントの認証情報を入力します。

ステップ 3 PINまたはパスワードをリセットします。これで Cisco Ciusのロックが解除され、新しい PINま
たはパスワードの利用が可能になります。

[ロック解除] 画面からの緊急通報の発信
[緊急通報]ボタンをタップします。
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バックライト消灯の設定

手順

ステップ 1 ホーム画面の [アプリケーション]メニューアイコン をタップします。

ステップ 2 [設定] をタップします。

ステップ 3 [ディスプレイ]をタップします。

ステップ 4 [バックライト消灯]をタップします。

ステップ 5 Cisco Ciusが非アクティブになってから、画面をロックするまでの時間を選択します。セキュリ
ティ設定により、バックライト消灯の設定が制限される場合があるのでご注意ください。

セットアップアシスタント

セットアップアシスタントを使用して、次のアプリケーションをセットアップします。

• Wi-Fi

•メールアプリケーション

•チャットアプリケーション

• Cisco WebEx Meeting Center

Cisco Ciusを初めて使用するときには、セットアップアシスタントが自動的に起動します。セッ
トアップアシスタントを使用しないと選択した場合、設定アプリケーションから各アプリケー

ションをセットアップできます。[アプリケーション]メニューから設定アプリケーションを起動
します。

セットアップアシスタントの実行

手順

ステップ 1 [セットアップを開始]をタップします。

ステップ 2 [Wi-Fiのセットアップ]をタップします。

ステップ 3 [Wi-Fi]をタップして、ワイヤレスネットワークに接続します。
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セキュリティの設定によっては、ワイヤレスネットワークへの接続後に、Cisco Ciusで PINまた
はパスワードを入力する必要があります。

ステップ 4 [メール]をタップして、画面の指示に従います。

ステップ 5 [戻る]キーを押します。

ステップ 6 [チャット]をタップして、画面の指示に従います。

ステップ 7 [WebEx]をタップして、画面の指示に従います。

関連トピック

無線とネットワーク, （26ページ）
メール, （69ページ）
チャット, （76ページ）
Cisco WebEx会議, （96ページ）

ホーム画面

CiscoCiusのホーム画面は横向きを使用し、ウィジェットおよびショートカット用に5x9のグリッ
ドがあります。ウィジェットおよびショートカットはグリッド上のどこにでも配置できます。ホー

ム画面には異なる形状と大きさのウィジェットが表示されます。

通知バー

通知バーは、画面上部に表示されます。通知バーには、電話アプリケーション、メール、チャッ

トなどのアプリケーション通知と、ネットワーク接続やバッテリー残量などのステータスアイコ

ンが表示されます。

次の画像は、通知バーを示したものです。

図 10：通知バー

通知バーをタップして下にドラッグすると、通知に関するさらに詳しい情報が表示されます。
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通知バーには、一般的な次のステータスアイコンが表示されます。

• バッテリー充電中

• バッテリー放電中

• バッテリーフル

• バッテリー残量低下

•
Bluetooth

•
データ接続

• 信号強度

•
Wi-Fi

データ接続アイコン

データ接続アイコンは、アクティブなデータ接続の種類を示します。データ接続アイコン上の上

向きまたは下向きの矢印が光り、データのアップロード中またはダウンロード中であることを示

します。

クイック起動バー

ホーム画面のクイック起動バーは、[アプリケーション]メニュー、電話アプリケーション、[Cius
ホーム画面に追加]メニュー、Google検索アプリケーションへのリンクとして機能します。クイッ
ク起動バー下部にある緑色のステータスバーは、5つのワークスペースのうち、アクティブに
なっているものを示しています。

次の図は、クイック起動バーを示しています。

図 11：クイック起動バー

関連トピック

ワークスペース, （19ページ）

アプリケーションメニュー

[アプリケーション]メニューアイコン をタップすると、別のアプリケーショントレイダイア

ログボックスに利用可能なアプリケーションすべてが表示されます。
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関連トピック

アプリケーション, （25ページ）

電話アプリケーション

電話アプリケーションを起動するには、[電話アプリケーション]アイコン をタップします。

関連トピック

電話, （36ページ）

Cius ホーム画面に追加

[Ciusホーム画面に追加]アイコン をタップするか、ホーム画面の空き領域をタップして長押し

すると、アプリケーションへのショートカット、ウィジェット、またはフォルダを現在のワーク

スペースに追加したり、現在のワークスペースの壁紙を変更することができます。

Cisco Ciusでは、カスタマイズされた Cisco壁紙も、ユーザが追加した壁紙もサポートします。

CiscoCiusでは、ライブ壁紙もサポートします。ライブ壁紙とは、アニメーション化された、イン
タラクティブな壁紙です。

検索

Web、アプリケーション、連絡先、またはこれらの 3つをすべてを検索するには、[検索]アイコ
ン をタップします。

Webを検索するには、アクティブなネットワーク接続が必要です。

関連トピック

Google検索, （100ページ）

ホーム画面のカスタマイズ

アプリケーション、ウィジェット、およびフォルダの追加や、壁紙の変更によりホーム画面をカ

スタマイズします。

ホーム画面にアプリケーションを追加する

手順

ステップ 1 [アプリケーション]メニューアイコン をタップします。

ステップ 2 アプリケーションメニューからアプリケーションをタップして長押しします。
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ホーム画面にウィジェットを追加する

手順

ステップ 1 [Ciusホーム画面に追加]アイコン をタップします。

ステップ 2 [ウィジェット]をタップします。

ステップ 3 ウィジェットを選択します。

ホーム画面にフォルダを追加する

手順

ステップ 1 [Ciusホーム画面に追加]アイコン をタップします。

ステップ 2 [フォルダ]をタップします。

ステップ 3 フォルダを選択します。

ウィジェットまたはアイコンの移動

手順

ステップ 1 ウィジェットまたはアイコンをタップして長押しします。

ステップ 2 ウィジェットまたはアイコンを置きたい場所へドラッグアンドドロップします。

ホーム画面からのウィジェットまたはアイコンの削除

手順

ステップ 1
ゴミ箱 を表示するには、ウィジェットまたはアイコンをタップして長押しします。

ステップ 2 ウィジェットまたはアイコンをドラッグして、ゴミ箱にドロップします。ウィジェットまたはア

イコンが削除されると、ゴミ箱は非表示になります。
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壁紙の変更

手順

ステップ 1 [Ciusホーム画面に追加]アイコン をタップします。

ステップ 2 [壁紙]をタップします。使用可能な壁紙が水平メニューに表示されます。

ステップ 3 壁紙を使用するには、水平メニューから壁紙を選択します。

ワークスペース

カスタマイズできる 5つのワークスペースが用意されています。ワークスペースごとに、任意の
設定で、さまざまなウィジェットやショートカットを配置できます。

クイック起動バー下部にある緑色のステータスバーは、5つのワークスペースのうち、アクティ
ブになっているものを示しています。

ワークスペースの切り替え

手順

ステップ 1 クイック起動バーの [アプリケーション]メニューアイコン をタップして、長押しします。

ステップ 2 メニューのワークスペースをタップすると、そのワークスペースが表示されます。

または、現在のワークスペースの一番下で左隅または右隅をタップすると、左または右のワーク

スペースに移動します。

または、ホーム画面の空き領域で左または右にスワイプすると、左または右のワークスペースに

移動します。

画面キーボード

テキスト入力フィールドを選択すると、画面キーボードが自動的に開きます。
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キーボードモードの切り替え

手順

ステップ 1 大文字と小文字を切り替えるには、Shiftボタン をタップします。

ステップ 2 数字と記号に切り替えるには、?123ボタンをタップします。

ステップ 3 他の記号に切り替えるには、ALTボタンをタップします。

ステップ 4 文字に戻すには、ABCボタンをタップします。
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第 3 章

クイックリファレンス

クイック起動バーヒントと活用法キー

ここでは、Cisco Ciusを使い
こなす上で役に立つヒントを

いくつか紹介します。

• [アプリケーション]メ
ニューを起動する

• Ciusの電源をオン
にするには、電源ボタン

を押します。 • 電話アプリケーションを

起動する
バッテリー

バッテリーを充電するには、

本体右側にある電源ポートに

電源ケーブルを接続します。

•
使用中のアプリケー

ションのメニューを表示

するには、[メニュー]
キーを押します。

• [Ciusホーム画面に追加]
メニューを起動する

バッテリーが充電中の場合に

は、[充電中]アイコン が

通知バーに表示されます。

• Google検索アプリケー
ションを起動する

•
ホーム画面を表示す

るには、[ホーム]キーを
押します。

通知バー

通知バーは、画面上部に表示され

ます。

ロック画面

ロック画面には、不在着信

数、今後の予定、新しいボイ

•
前のページに戻る

か、画面キーボードを消 通知バーを下にスライドさせて、

通知を確認します。
スメッセージが表示されま

す。
すか、またはアプリケー

ションを終了するには、

[戻る]キーを押します。 通知バーには、アプリケーション

の通知に加えて、ネットワーク接

続やバッテリー残量のステータス

アイコンを表示できます。

•
音量を上げるには、

音量アップボタンを押し

ます。 電話、メール、チャットなど、ア

プリケーションのアイコンをタッ•
音量を下げるには、

音量ダウンボタンを押し

ます。

プすると、そのアプリケーション

が開きます。
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•
音量をミュートする

には、ミュートボタンを

押します。

直接発信ショートカットクイック連絡先バッジホーム画面

Cisco Ciusホーム画面は、ウィ
ジェットやショートカットでカ

直接発信ショートカットをホー

ム画面に追加して、その連絡先

スタマイズできる 5つのワーク
スペースで構成されています。

のスピードダイヤルとして使用

します。
いずれかの連絡先の画像アイ

コンをタップすると、クイッ
ワークスペースの切り替え 1 [Ciusホーム画面に追加]ア

イコン をタップするか、ク連絡先バッジが表示されま

す。

•画面左下または画面右下を
タップすると、ワークス

ペースが切り替わります。

ホーム画面の空き領域を

タップして長押しします。
クイック連絡先バッジから、

次の操作を行うことができま

す。

2 [ショートカット]をタップ
します。

• [アプリケーション]メ
ニューアイコン をタップ

して長押しすると、5つの 3 [直接発信]をタップします。• 電話をかける
ワークスペースすべてのメ 4 連絡先を選択します。• 連絡先の詳細を表示

する

ニューが表示されます。メ

ニューのワークスペースを

タップすると、そのワーク

スペースに移動します。

画面の自動回転を有効にする

画面の自動回転を有効にする

と、Ciusの持ち方（縦向きまた

• メールを送信する

• チャットを開始するホーム画面のカスタマイズ は横向き）に合わせて、Ciusの
アプリケーション表示の向きが

自動的に切り替わります。

• Cisco WebEx会議を
開催する

•ウィジェット、アプリケー
ションのショートカット、

およびフォルダをホーム画 1 設定アプリケーション か

ら、[ディスプレイ]を選択
します。

連絡先の画像

連絡先の画像が表示されるの

は、その連絡先を手動で追加

面に追加したり、ホーム画

面の壁紙を変更したりする

には、[Ciusホーム画面に追
2 [画面の自動回転]を選択し
ます。

した場合と、チャットアプ

リケーションの連絡先リスト

から同期した場合に限られま

す。

加]アイコン をタップす

るか、ホーム画面の空き領

域をタップして長押ししま

す。
キーボードショートカット

Cisco Ciusをメディアステー
ションおよび USBキーボード

メール連絡先の画像をダウン

ロードするには：
•アプリケーションをホーム
画面に追加するには、[アプ と使用している場合、次のキー
リケーション]メニューア 1 設定アプリケーション

から、[アカウントと同期]
をタップします。

ボードショートカットを使用で

きます。
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イコン をタップし、アプ

リケーションのアイコンを

タップして長押しします。

•
[メニュー]：

Shift+Ctrl+[

2 [アカウントを管理]を
タップします。

3 自分のメールアカウント

を選択します。
•

[ホーム]：Shift+Ctrl+]•ホーム画面からアイコンま
たはウィジェットを削除す •

[戻る]：Shift+Ctrl+\4 [アカウントの設定]を
タップします。

るには、ホーム画面で対象

のアイコンまたはウィ USBマウスを使用している場
合、右クリックすると、[メ

5 [画像をダウンロード]を
選択します。

ジェットをタップしたま

ま、画面下部にあるゴミ箱

にドラッグします。

ニュー]、[ホーム]、および [戻
る]キーが画面に表示されま
す。
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第 4 章

アプリケーション

この章では、Cisco Ciusアプリケーションの概要について説明します。

• 無線とネットワーク, 26 ページ

• AnyConnect VPN, 30 ページ

• モバイルネットワーク, 33 ページ

• AT&T Communication Manager, 36 ページ

• 電話, 36 ページ

• 連絡先, 62 ページ

• メール, 69 ページ

• チャット, 76 ページ

• カレンダー, 87 ページ

• 統合受信トレイ, 92 ページ

• Cisco WebEx会議, 96 ページ

• Google検索, 100 ページ

• ブラウザ, 102 ページ

• Quickoffice, 108 ページ

• カメラ, 110 ページ

• ギャラリー, 113 ページ

• 音楽, 118 ページ

• 時計, 122 ページ

• 音声レコーダー, 124 ページ

• デスクトップ仮想化, 124 ページ
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• Googleモバイルサービス, 125 ページ

• その他アプリケーション, 127 ページ

無線とネットワーク
メールアプリケーションやブラウザアプリケーションなどのインターネットアプリケーション

を起動する前に、Cisco Ciusを無線ネットワークに接続します。

無線ネットワークに接続するには、セットアップアシスタントを使用します。セットアップアシ

スタントは、Cisco Ciusを初めて使用するときに自動的に起動します。セットアップアシスタン
トを使用して無線ネットワークに接続しない場合、設定アプリケーションを使用して無線ネット

ワークに接続できます。合計 4つの無線ネットワークプロファイルを追加できます。

関連トピック

セットアップアシスタント, （14ページ）

無線ネットワークへの接続

手順

ステップ 1 ホーム画面で [アプリケーション]メニューアイコン をタップします。

ステップ 2 [設定] をタップします。

ステップ 3 [無線とネットワーク]をタップします。

ステップ 4 [Wi-Fi設定]をタップします。

ステップ 5 [Wi-Fi]をタップします。

ステップ 6 利用可能なネットワークの一覧から、無線ネットワークを選択します。

ステップ 7 パスワードを入力し、[接続]をタップします。
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非表示の無線ネットワークへの接続

手順

ステップ 1 ホーム画面で [アプリケーション]メニューアイコン をタップします。

ステップ 2 [設定] をタップします。

ステップ 3 [無線とネットワーク]をタップします。

ステップ 4 [Wi-Fi設定]をタップします。

ステップ 5 [Wi-Fi]をタップします。

ステップ 6 [Wi-Fiネットワークを追加]をタップします。

ステップ 7 [ネットワーク SSID]に入力し、[セキュリティ]と [周波数バンド]の設定を選択し、[保存]をタッ
プします。

ステップ 8 パスワードを入力し、[接続]をタップします。

無線ネットワークの編集

手順

ステップ 1 ホーム画面で [アプリケーション]メニューアイコン をタップします。

ステップ 2 [設定] をタップします。

ステップ 3 [無線とネットワーク]をタップします。

ステップ 4 [Wi-Fi設定]をタップします。

ステップ 5 [Wi-Fi]をタップします。

ステップ 6 利用可能なネットワークの一覧から、無線ネットワークをタップし長押しします。

ステップ 7 [ネットワークを変更]をタップします。
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無線ネットワークの削除

手順

ステップ 1 ホーム画面で [アプリケーション]メニューアイコン をタップします。

ステップ 2 [設定] をタップします。

ステップ 3 [無線とネットワーク]をタップします。

ステップ 4 [Wi-Fi設定]をタップします。

ステップ 5 [Wi-Fi]をタップします。

ステップ 6 利用可能なネットワークの一覧から、無線ネットワークをタップし長押しします。

ステップ 7 [ネットワークを削除]をタップします。

Web プロキシ
実際のセキュリティ設定によっては、Webプロキシに接続した上でインターネットにアクセスす
る必要があります。VPNが有効な場合、その VPNではWebプロキシを使用できません。詳細に
ついては、システム管理者にお問い合わせください。

Web プロキシの追加

手順

ステップ 1 ホーム画面で [アプリケーション]メニューアイコン をタップします。

ステップ 2 [設定] をタップします。

ステップ 3 [無線とネットワーク]をタップします。

ステップ 4 [プロキシ設定] をタップします。

ステップ 5 [プロキシ]をタップします。

ステップ 6 [プロキシを追加]をタップします。

ステップ 7 Webプロキシ設定を入力して、[保存]をタップします。
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Web プロキシの編集

手順

ステップ 1 ホーム画面で [アプリケーション]メニューアイコン をタップします。

ステップ 2 [設定] をタップします。

ステップ 3 [無線とネットワーク]をタップします。

ステップ 4 [プロキシ設定] をタップします。

ステップ 5 利用可能なプロキシの一覧から、プロキシをタップし長押しします。

ステップ 6 [Modify]をタップします。

ステップ 7 Webプロキシ設定を編集して、[保存]をタップします。

Web プロキシの削除

手順

ステップ 1 ホーム画面で [アプリケーション]メニューアイコン をタップします。

ステップ 2 [設定] をタップします。

ステップ 3 [無線とネットワーク]をタップします。

ステップ 4 [プロキシ設定] をタップします。

ステップ 5 利用可能なプロキシの一覧から、プロキシをタップし長押しします。

ステップ 6 [Delete]をタップします。

ステップ 7 [はい]をタップします。

TFTP
TFTPサーバに接続して、Cisco Ciusファームウェアの更新プログラムを取得します。TFTPサー
バアドレスの詳細については、システム管理者に連絡してください。
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TFTP サーバへの接続

手順

ステップ 1 ホーム画面で [アプリケーション]メニューアイコン をタップします。

ステップ 2 [設定] をタップします。

ステップ 3 [無線とネットワーク]をタップします。

ステップ 4 [TFTPサーバの設定]をタップします。

ステップ 5 [代替 TFTPサーバの使用]をタップします。

ステップ 6 [TFTPサーバ 1]をタップします。

ステップ 7 TFTPサーバアドレスを入力し、[OK]をタップします。

AnyConnect VPN
システム管理者がAnyConnectVPNアプリケーションを設定します。アプリケーションの設定後、
VPNにアクセスするために、Cisco Ciusをセキュアゲートウェイに接続します。

AnyConnect VPNを使用することで、Cisco Cius上の企業リソースに対しては、安全なリモートア
クセスが実現されます。セキュリティ上の理由により、通常は、有線ネットワーク接続を経由し

て VPNに接続するように推奨されています。有線ネットワーク接続には、メディアステーショ
ンが必要です。

システム管理者がユーザのために Cisco Unified Communications ManagerでVPN接続プロファイル
を設定した場合、[VPN接続]リストにそのプロファイルが表示されます。これらのVPN接続は編
集したり削除したりできません。

システム管理者は、独自の VPN接続の作成と編集をユーザに許可することができます。

関連トピック

Cisco Ciusと HDメディアステーションの接続, （135ページ）

AutoNetDetect
Cisco Unified CMで設定された VPN接続プロファイルを探すように、システム管理者が
AutoNetDetect機能を有効にした場合、電話アプリケーションは VPN接続を自動的に確立しよう
とします。
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パスワードパーシステンス

システム管理者がCisco Unified CMで設定されたVPN接続プロファイルのパスワードパーシステ
ンス機能を有効にした場合、AnyConnect VPNアプリケーションは前回ログインに成功したパス
ワードを保管します。ワーキングパスワードは変更できません。

VPN の有効化

手順

ステップ 1 ホーム画面で [アプリケーション]メニューアイコン をタップします。

ステップ 2 [設定] をタップします。

ステップ 3 [無線とネットワーク]をタップします。

ステップ 4 [VPN設定]をタップします。

ステップ 5 [Cisco AnyConnect Secure Mobility Client]をタップします。

VPN 接続プロファイルの追加

手順

ステップ 1 ホーム画面で [アプリケーション]メニューアイコン をタップします。

ステップ 2 [設定] をタップします。

ステップ 3 [無線とネットワーク]をタップします。

ステップ 4 [VPN設定]をタップします。

ステップ 5 [新しい VPN接続を追加]をタップします。

ステップ 6 VPN接続の説明とサーバアドレスを入力します。

ステップ 7 [保存]をタップします。
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VPN 接続プロファイルの編集

手順

ステップ 1 ホーム画面で [アプリケーション]メニューアイコン をタップします。

ステップ 2 [設定] をタップします。

ステップ 3 [無線とネットワーク]をタップします。

ステップ 4 [VPN設定]をタップします。

ステップ 5 VPN接続をタップして長押しします。

ステップ 6 [接続の編集]をタップします。

ステップ 7 接続の説明やサーバアドレスを編集します。

ステップ 8 [保存]をタップします。

VPN への接続

手順

ステップ 1 ホーム画面で [アプリケーション]メニューアイコン をタップします。

ステップ 2 [設定] をタップします。

ステップ 3 [無線とネットワーク]をタップします。

ステップ 4 [VPN設定]をタップします。

ステップ 5 VPN接続を選択します。

ステップ 6 アカウントの認証情報を入力します。

ステップ 7 [接続]をタップします。
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VPN から切断

手順

ステップ 1 ホーム画面で [アプリケーション]メニューアイコン をタップします。

ステップ 2 [設定] をタップします。

ステップ 3 [無線とネットワーク]をタップします。

ステップ 4 [VPN設定]をタップします。

ステップ 5 VPN接続をタップして長押しします。

ステップ 6 [切断]をタップします。

VPN 接続プロファイルの削除

手順

ステップ 1 ホーム画面で [アプリケーション]メニューアイコン をタップします。

ステップ 2 [設定] をタップします。

ステップ 3 [無線とネットワーク]をタップします。

ステップ 4 [VPN設定]をタップします。

ステップ 5 VPN接続をタップして長押しします。

ステップ 6 [接続を削除]をタップします。

VPN 移行
VPNでの通話中に Ciusが 4GからWi-Fiネットワークに移行すると、通話終了までは 4G接続が
維持されます。

CiusがWi-Fiネットワークから 4Gネットワークに移行すると、通話は切れます。

モバイルネットワーク
モバイルネットワークに接続するには、4GCisco Ciusに SIMカードを付けて使用します。Ciusを
Wi-Fiネットワークに接続するか、HDメディアステーションおよびイーサネット接続に接続する
と、Ciusは即座にモバイルネットワークから切断します。通話中にWi-Fiネットワークまたは
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イーサネット接続にCiusを接続した場合、Ciusは通話が終了するとモバイルネットワークから切
断します。

関連トピック

SIMカード, （10ページ）
HDメディアステーション, （133ページ）

データアクセスの有効化

手順

ステップ 1 ホーム画面で [アプリケーション]メニューアイコン をタップします。

ステップ 2 [設定] をタップします。

ステップ 3 [無線とネットワーク]をタップします。

ステップ 4 [モバイルネットワーク設定]をタップします。

ステップ 5 [データ通信を有効にする]をタップします。

データローミングの有効化

手順

ステップ 1 ホーム画面で [アプリケーション]メニューアイコン をタップします。

ステップ 2 [設定] をタップします。

ステップ 3 [無線とネットワーク]をタップします。

ステップ 4 [モバイルネットワーク設定]をタップします。

ステップ 5 [データローミング]をタップします。
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アクセスポイント名の表示

手順

ステップ 1 ホーム画面の [アプリケーション]メニューアイコン をタップします。

ステップ 2 [設定] をタップします。

ステップ 3 [無線とネットワーク]をタップします。

ステップ 4 [モバイルネットワーク設定]をタップします。

ステップ 5 [アクセスポイント名]をタップします。

2G ネットワークのみの使用

手順

ステップ 1 ホーム画面の [アプリケーション]メニューアイコン をタップします。

ステップ 2 [設定] をタップします。

ステップ 3 [無線とネットワーク]をタップします。

ステップ 4 [モバイルネットワーク設定]をタップします。

ステップ 5 [2Gネットワークのみ使用]をタップします。

ネットワークオペレータの選択

手順

ステップ 1 ホーム画面の [アプリケーション]メニューアイコン をタップします。

ステップ 2 [設定] をタップします。

ステップ 3 [無線とネットワーク]をタップします。

ステップ 4 [モバイルネットワーク設定]をタップします。

ステップ 5 [ネットワークオペレータ]をタップします。

ステップ 6 ネットワークオペレータを選択します。
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AT&T Communication Manager
AT&TCommunicationManagerアプリケーションを使用して、プリペイドまたは後払いのSIMカー
ドでのデータ使用を監視します。

AT&T Communication Manager ウィジェット
AT&TCommunicationManagerウィジェットを使って、ホーム画面にデータ使用を表示します。こ
のウィジェットは、ホーム画面にデフォルトでインストールされています。

後払い SIMカードの場合、AT&T Communication Managerウィジェットは次のように表示されま
す。

図 12：後払い SIM カード用の AT&T Communication Manager ウィジェット

プリペイド SIMカードの場合、AT&T Communication Managerウィジェットは次のように表示さ
れます。

図 13：プリペイド SIM カード用の AT&T Communication Manager ウィジェット

関連トピック

SIMカード, （10ページ）
ホーム画面にウィジェットを追加する, （18ページ）

電話
CiscoCiusの電話アプリケーションは、エンタープライズ電話アプリケーションです。システム管
理者による電話アプリケーションの設定方法によっては、このマニュアルに記載されている機能

の一部は使用できない可能性があります。詳細については、システム管理者にお問い合わせくだ

さい。
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次の図は、電話アプリケーションを示しています。

図 14：電話アプリケーション

ホーム画面のクイック起動バーまたは [アプリケーション]メニュー から、電話アプリケーショ

ンを起動します。

関連トピック

Cisco Unified CMのユーザオプション, （54ページ）

電話番号

電話アプリケーションを開くと、通知バーに電話番号が表示されます。

電話アプリケーションを開いていないときに電話番号を確認するには、次の手順に従います。

手順

ステップ 1 ホーム画面の [アプリケーション]メニューアイコン をタップします。

ステップ 2 [設定] をタップします。

ステップ 3 [Ciusの情報]をタップします。

ステップ 4 [端末の状態]をタップします。[電話番号]の下に、電話番号が一覧表示されます。

電話をかける

手順

ステップ 1 電話番号を入力します。

ステップ 2 [発信]ボタンをタップします。
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または、最近の通話リストのエントリをタップします。

または、[通話履歴]エントリの横にある [電話]アイコン をタップします。

または、[連絡先]または [お気入り]の横にある [電話]アイコン をタップします。

[ロック解除] 画面からの緊急通報の発信
[緊急通報]ボタンをタップします。

着信

着信はダイアログボックスで表示されます。

次の画像が着信通知ウィンドウに表示されます。

図 15：着信通知ウィンドウ

着信時に最近の通話リストを表示していた場合、着信は通知ウィンドウで表示されず、リストに

追加されます。

次の画像に最近の通話リストに追加された着信を示します。

図 16：最近の通話リストに追加された着信
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Ciusの画面がロックされている場合、着信は着信通知ウィンドウに表示されます。Cius画面がロッ
クされていると、通話中にコールの転送、グループ通話の開始、連絡先またはお気に入りのナビ

ゲーションができないことにご注意ください。

次の画像にロックされた Ciusでの着信を示します。

図 17：ロックされた Cius の着信通知ウィンドウ

電話に出る

着信通知ウィンドウで、緑の [電話に出る]アイコンを右下角から画面の左側にスライドします。

または、最近の通話リストまたは着信ダイアログボックスで、[電話に出る]ボタンをタップしま
す。

コールを無視

着信通知ウィンドウで、[無視]アイコンを画面の左下角から右側へとスライドさせます。

または、最近の通話リストまたは着信ダイアログボックスで、[無視]ボタンをタップします。

コールの即転送

最近の通話リストまたは着信ダイアログボックスから、[即転送]ボタンをタップします。

コール制御バー

コール制御バーは、最近の通話リスト内で、アクティブな音声コールの一番下に表示されます。

次の図に、音声コール制御バーを示します。

図 18：音声コール制御バー
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コール制御バーでの詳細オプションの表示

コール制御バーで、右をさらに表示するアイコン または左をさらに表示するアイコン を

タップします。

通話の終了

コール制御バーの [通話を終了]アイコン をタップします。

ビデオコール

電話アプリケーションを使用すると、ビデオコールを送受信できます。

次の図は、ビデオコールを示しています。

図 19：[ビデオコール] 画面

全画面表示モードでのビデオコールの表示

全画面表示モードをオンにするには、ビデオの右上にある [全画面表示]アイコンをタップします。
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次の図に、全画面表示のビデオコールを示します。

図 20：全画面表示のビデオコール

ビデオコール制御バー

コール制御バーは、アクティブなビデオコールの一番下に表示されます。ビデオコール制御バー

は、数秒後に非表示になります。コール制御バーを再び表示するには、画面をタップします。

次の図に、ビデオコール制御バーを示します。

図 21：ビデオコール制御バー

ミュートして動画を送信する

手順

ステップ 1
ビデオコール制御バーの動画のミュートアイコン をタップすると、ビデオの音が消えます。

ステップ 2 動画のミュートアイコンをもう一度タップすると、動画のミュートはオフになります。

自動ビデオ転送

ビデオコールで会話している場合、電話アプリケーションはデフォルトで自動的に動画を転送し

ます。

Cisco Cius ユーザガイド、リリース 9.2(2)    
41

アプリケーション

ビデオコール



ビデオの自動転送の停止

手順

ステップ 1 ホーム画面の [アプリケーション]メニューアイコン をタップします。

ステップ 2 [設定] をタップします。

ステップ 3 [通話設定]をタップします。

ステップ 4 [ビデオの自動転送]をオフにします。システムの設定によっては、このオプションを使用できな
い場合があります。詳細については、システム管理者にお問い合わせください。

ビデオコールの設定の調整

手順

ステップ 1 ホーム画面で [アプリケーション]メニューアイコン をタップします。

ステップ 2 [設定] をタップします。

ステップ 3 [通話設定]をタップします。

ステップ 4 [ビデオコール]をタップします。

ステップ 5 ビデオコールの設定を選択します。システム管理者が電話アプリケーションをどのように設定し

ているかによっては、ビデオコールの設定で使用できないものもあります。詳細については、シ

ステム管理者にお問い合わせください。

ビデオコールをオフにする

手順

ステップ 1 ホーム画面の [アプリケーション]メニューアイコン をタップします。

ステップ 2 [設定] をタップします。

ステップ 3 [通話設定]をタップします。

ステップ 4 [ビデオコール]をタップします。

ステップ 5 [OFF]をタップします。
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自分の画像

[自分の画像]を使用して、ビデオコール中に表示する自分の映像をプレビュー表示します。

自分の画像の表示

手順

ステップ 1
[メニュー]キー を押します。

ステップ 2 [自分の画像を表示]をタップします。

ステップ 3
自分の画像の表示を終了するには、[OK]をタップするか、[戻る]キー を押します。ビデオ

コールで会話している場合、数秒後に自分の画像が非表示になります。

割り込み機能

割り込み機能により、非公開に設定されていない共有回線のコールに割り込むことができます。

つまり、コールを会議に切り替えたり、新しい参加者を加えたりできます。割り込み可能なコー

ルの場合、コールの回線ステータスの右に赤い点が表示されます。

割り込みを実行するには、コールの回線ステータスの横にあるリモートアクティブコールアイ

コンをタップします。

関連トピック

共有回線, （51ページ）

不在転送

不在転送では、あらゆる回線からのコールを電話機から別の電話番号またはボイスメールに転送

できます。

電話機からコールを転送する場合、着信転送の転送先番号は、電話機からダイヤルする場合と完

全に同じ番号を入力します。たとえば、必要に応じてアクセスコードや市外局番を入力します。

着信転送は、電話回線の設定に依存します。着信転送を有効にしていない回線でコールを着信し

た場合、そのコールでは通常どおりに着信音が再生されます。

システム管理者は、次のように対応するように、他の着信転送オプションを設定できます。

•着信転送の転送先番号から発信されたコールは、転送するのではなく、自身の電話機で着信
音を再生するように設定できます。

•着信転送がループに入らないように、あるいは、コール転送チェーンの最大リンク数を超え
ないように設定できます。
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コールの転送

手順

ステップ 1
[メニュー]キー を押します。

ステップ 2 [不在転送]をタップします。

ステップ 3 コールの転送先番号を選択します。または、最近の通話リストまたは通話履歴で [ボイスメール]
エントリをタップして、すべてのコールを [ボイスメール]に転送します。

着信転送の停止

[キャンセル]をタップします。

会議

会議では、複数の参加者が同時に会話することができます。

会議コールで会話をする場合は、[会議]を使用して相手にダイヤルし、通話の相手を会議コール
に追加します。

第三者をコールに追加して会議を作成する

手順

ステップ 1
コール制御バーの [会議]アイコン をタップします。

ステップ 2 会議画面で、画面左側の最近の通話リスト、通話履歴、連絡先リスト、または [お気に入り]リス
トから連絡先を選択するか、画面右側のキーパッドを使って電話番号をダイヤルします。

ステップ 3 表示されるダイアログボックスで [会議]ボタンをタップします。

ステップ 4 上記の手順を繰り返して、次の参加者を追加します。
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次の画像は、グループ通話のダイアログボックスを示したものです。

図 22：[会議] ダイアログボックス

アクティブコールと [会議] ダイアログボックスの切り替え

[切り替え]アイコン をタップします。

連絡先

[連絡先]タブ をタップして、連絡先アプリケーションを開きます。

関連トピック

カレンダー, （87ページ）

コールの詳細の表示

通話中に、コール制御バーの [コールの詳細]アイコン をタップします。

キーパッドの表示

コール制御バーの [キーパッド]アイコン をタップします。

サイレント

サイレント（DND）を使い、次のいずれかをオフにすることができます。

•電話の着信音
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•着信音と着信コールを知らせる通知表示

DNDが有効なとき、着信コールはボイスメール（ボイスメールがセットアップされている場合）
などの別の番号に転送されます。転送された着信は通話履歴に保存または記載されません。

DND機能は電話の全回線に適用されます。ただし、緊急通報（110、119など）には影響しませ
ん。

システム管理者が着信音と通知表示をデフォルトでオフにしたDND用の回線ボタンを電話に設定
します。ただし、ユーザオプションWebページから DNDオプションを変更することができま
す。

DND のオン/オフの切り替え

手順

ステップ 1 DNDをオンにするには、[サイレント]ボタンをタップします。

ステップ 2 DNDをオフにするには、[サイレント]ボタンをもう一度タップします。

お気に入り

[お気に入り]タブ をタップすると、お気に入りの連絡先が表示されます。

関連トピック

連絡先をお気に入りにする, （65ページ）

HD メディアステーション
電話アプリケーションでは、通話中にCiusをHDメディアステーションと着脱しても、通話を続
けることができます。通話の音声が再確立されるまでに若干の遅延があります。

関連トピック

Cisco Ciusと HDメディアステーションの接続, （135ページ）

通話履歴

[履歴]タブ をタップすると、通話履歴が表示されます。
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保留

保留によってアクティブな通話を保留状態にすることができます。電話機では一度に 1つのアク
ティブな通話のみ可能です。他の通話は保留にされます。

通話を保留にする

手順

ステップ 1
コール制御バーで [保留]アイコン をタップします。

ステップ 2 通話を再開するには、通話履歴で [保留]アイコンをタップします。

新しい通話に応答して、通話を保留にする

通話中に新たに電話がかかってきたら、新しい通話に出るとそれまでの通話は自動的に保留にな

ります。

回線ステータス

次の画像は、回線ステータスを表すアイコンを示したものです。

図 23：回線ステータス

回線ステータスは、電話アプリケーションの左上にある自分の名前の左側に表示されます。

• 通話中

• 相手先呼び出し中

•
通話保留中

• リモートで通話保留中

•
着信転送中

• オンフック

• 着信
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メッセージインジケータ

次の画像は、メッセージインジケータアイコンを示したものです。

図 24：メッセージインジケータ

メッセージインジケータは、電話アプリケーション左上の自分の名前の右側に表示されます。

• 不在着信

•
不在ボイスメッセージ

不在着信

不在着信通知は通知バーに表示されます。

電話アプリケーションを開くには不在着信通知をタップします。

関連トピック

通知バー, （15ページ）

Mobile Connect
Mobile Connectを使用すると、Cius電話アプリケーションの電話番号に関連付けられた通話を携
帯電話で処理することができます。

Mobile Connectを有効にすると、

•電話アプリケーションとリモートの接続先（携帯電話）が同時に通話を受信します。

•電話アプリケーションで通話に応答すると、リモートの接続先では着信音が停止して切断さ
れ、不在着信メッセージが表示されます。

•リモートの接続先の 1つで通話に応答すると、他のリモートの接続先および電話アプリケー
ションでは着信音が停止して切断され、他のリモートの接続先には不在着信メッセージが表

示されます。

•リモートの接続先の 1つで通話に応答してから、回線を共有する Cisco Unifiedデバイスに通
話を切り替えると、同一の回線を共有する Cisco Unifiedデバイスにリモートが使用中である
ことを示すメッセージが表示されます。
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Mobile Connectをセットアップするには、ユーザオプションWebページを使用してリモートの接
続先をセットアップし、リモートの接続先に転送することを許可またはブロックする特定の電話

番号のアクセスリストを作成します。

関連トピック

Visual Voice Mail, （52ページ）

ミュート

ミュートを使って受話器、ヘッドセット、スピーカフォンのオーディオ入力を遮断し、通話相手

の声は聞こえるが、自分の声は相手に聞こえないようにすることができます。

電話のミュート

手順

ステップ 1 [ミュート]アイコン をタップし、[ミュート]をオンにします。

ステップ 2 もう一度 [ミュート]アイコンをタップすると、[ミュート]はオフになります。

オンフックダイヤル

オンフックダイヤルを使用すると、ダイヤルトーンを聞く前に電話番号を入力し、[発信]ボタン
を押すことで、発信を実行することができます。

プラスダイヤリング

プラスダイヤリング機能により、*ボタンをタップして 1秒以上押し続けると、国際電話の電話
番号の最初の桁にプラス記号（+）が追加されます。

国際電話番号のダイヤル

手順

ステップ 1 「*」ボタンをタップして 1秒以上長押しします。電話番号の先頭に+記号が入ります（対応する
トーンが止まり、*が +記号に変わったことを示します）。

ステップ 2 国際電話の番号をダイヤルします。
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プライバシー

プライバシーを使用すると、回線を共有している他の通話者に対して、自分の通話情報を非公開

にできます

電話アプリケーションの共有回線すべてに適用されます。複数の共有回線を使用していて、プラ

イバシーが有効になっている場合は、他の通話者は該当する共有回線を一切確認できません。

回線を共有している電話でプライバシーが有効になっている場合は、通常どおり、共有回線を使

用して通話を発信および受信できます。

関連トピック

共有回線, （51ページ）

最近の通話リスト

最近の通話リストには、アクティブな通話、保留中の通話、着信、および最近の通話が表示され

ます。

最近の通話リストを表示するには、[電話]タブ をタップします。

着信音の設定

手順

ステップ 1 ホーム画面の [アプリケーション]メニューアイコン をタップします。

ステップ 2 [設定] をタップします。

ステップ 3 [音]をタップします。

ステップ 4 [着信音]をタップします。

ステップ 5 着信音を選択して [OK]をタップします。

セキュアおよび非セキュア通知トーン

電話機がセキュア（暗号化され、信頼できる）なものとしてセットアップされている場合、その

電話機は「保護されている」と考えられます。以後、必要に応じて、保護されている電話機は、

通話の開始時に通知トーンを再生するように設定できます。

このセキュアおよび非セキュア通知トーンを聞くことができるのは、保護された電話機に限られ

ます。（保護されていない電話機では、この通知トーンを聞くことができません）通話中に通話

状況が大きく変化した場合は、通知トーンも変化します。保護されている電話機では、適切なトー

ンが再生されます。
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保護されている電話機は、次の状況に応じて、トーンを再生するかどうかを決定します。

•トーンを再生するオプションである「セキュア通知トーンの再生」オプションが有効（オ
ン）になっている場合：

◦エンドツーエンドでセキュアな通信手段が確立され、通話状況がセキュアである場合、
電話アプリケーションは、セキュア通知トーン（長いビープ音の繰り返しを3回）を再
生します。

◦エンドツーエンドで非セキュアな通信手段が確立され、通話状況が非セキュアである場
合、電話アプリケーションは、非セキュア通知トーン（短いビープ音の繰り返しを 6
回）を再生します。（この機能は、今回のリリースで変更が加えられました）

•セキュア通知トーンの再生オプションが無効になっている場合、トーンは再生されません。

詳細については、システム管理者に連絡してください。

共有回線

共有回線では、1つの電話番号を複数の電話に対して使用できます。

同僚と回線を共有している場合、次のような選択肢があります。

•通話が共有回線に着信した場合：

◦自分の電話機が鳴ります。

◦同僚の電話機が鳴り、自分または同僚が通話に応答できます。

•同僚が共有回線で電話を受けた場合、（同僚がプライバシーを有効にしていなければ）自分
の画面に同僚の通話が表示されます。

•自分が通話を保留した場合、同僚がその通話に出ることができます。

•割り込み機能を使用すると、共有回線の通話に参加できます。割り込みによって、通話がグ
ループ通話に変換されます。

関連トピック

割り込み機能, （43ページ）
プライバシー, （50ページ）

スピードダイヤル

スピードダイヤル機能を使用すると、ボタンを 1回押すだけで電話をかけることができます。ス
ピードダイヤルを使用するには、自分の [ユーザオプション] Webページでスピードダイヤルを
設定しておく必要があります。

システム管理者が回線ステータス機能を設定していた場合、回線ステータスインジケータに基づ

いて、スピードダイヤル回線のステータスを監視できます。
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関連トピック

Cisco Unified CMのユーザオプション, （54ページ）

転送

転送機能を使用すると、着信した通話を自分の電話から別の番号にリダイレクトできます。

別の番号へのコール転送

手順

ステップ 1
コール制御バーで [転送]アイコン をタップします。

ステップ 2 [転送]画面で、画面の左側にある [新着]/[保留]リストから連絡先を選択するか、[通話履歴]から
連絡先を選択します。あるいは、連絡先リストまたは [お気に入り]リストから連絡先を選択する
か、画面の右側にあるキーパッドを使用して番号をダイヤルします。

ステップ 3 表示されたダイアログボックスで [転送]ボタンをタップします。
次の図に、コール転送のダイアログボックスを示します。

図 25：[転送] ダイアログボックス

アクティブコールと [転送] ダイアログボックスの切り替え

[切り替え]アイコン をタップします。

Visual Voice Mail
Visual Voice Mailを使用すると、自分の通話履歴からボイスメッセージにアクセスできます。
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Visual Voice Mail の設定

手順

ステップ 1 ホーム画面の [アプリケーション]メニューアイコン をタップします。

ステップ 2 [設定] をタップします。

ステップ 3 [アカウントと同期]をタップします。

ステップ 4 [アカウントを追加]をタップします。

ステップ 5 Cisco Unity Connectionのボイスメールアカウントをタップします。

ステップ 6 Visual Voice Mailアカウントの認証情報を入力し、[ログイン]をタップします。

Visual Voice Mail へのログイン

手順

ステップ 1 [履歴]アイコン をタップします。

ステップ 2 画面右側にあるフィルタリストで [メッセージ]をタップします。

ステップ 3 アカウントの認証情報を入力し、[保存]をタップします。

ボイスメッセージを聞く

手順

ステップ 1 [履歴]アイコン をタップします。

ステップ 2 画面右側にあるフィルタリストで [メッセージ]をタップします。

ステップ 3
音声を聞くボイスメッセージのなかの [再生]アイコン をタップします。
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ボイスメッセージの詳細の表示

手順

ステップ 1 [履歴]アイコン をタップします。

ステップ 2 画面右側にあるフィルタリストで [メッセージ]をタップします。

ステップ 3 ボイスメッセージをタップすると詳細が表示されます。

ボイスメッセージの削除

手順

ステップ 1 [履歴]アイコン をタップします。

ステップ 2 画面右側にあるフィルタリストで [メッセージ]をタップします。

ステップ 3 ボイスメッセージをタップすると詳細が表示されます。

ステップ 4 [削除]ボタンをタップします。

コールウェイティング

通話中に、新しい着信があったと通知するために、コールウェイティング機能では、コールウェ

イティングトーン（1回のビープ）が再生されます。

Cisco Unified CM のユーザオプション
Webブラウザを使用して Cisco Unified CMの [ユーザオプション] Webページにログインすると、
Cisco Cius電話アプリケーションの機能、設定、サービスを管理できます。

[ユーザオプション] Webページにログインした後、[ユーザオプション]を選択して、次の項目に
アクセスできます。

•デバイス

•ユーザ設定

•ディレクトリ

•個人アドレス帳

•モビリティ設定
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[ユーザオプション] Web ページでのサインインとサインアウト
スピードダイヤル設定や個人のアドレス帳など、ユーザオプションにアクセスするには、ログイ

ンを行う必要があります。また、[ユーザオプション] Webページの利用が完了したら、ログアウ
トする必要があります。

状況により、ログインなしでユーザオプションにアクセスできます。詳細については、システム

管理者にお問い合わせください。

手順

ステップ 1 [ユーザオプション]ページの URL、ユーザ ID、およびデフォルトのパスワード（システム管理
者が提供します）を取得します。

ステップ 2 Webブラウザを開いて、URLを入力します。

ステップ 3 セキュリティ設定を受け入れるように指示されたら、[はい]または [証明書のインストール]を選
択します。

ステップ 4 [ユーザ名]フィールドにユーザ IDを入力します。

ステップ 5 [パスワード]フィールドにパスワードを入力します。

ステップ 6 [ログイン]を選択します。
Cisco Unified CMの [ユーザオプション]ホームページが表示されます。このページで [ユーザオ
プション]を選択して、デバイスの選択、ユーザ設定へのアクセス、ディレクトリ機能の利用、個
人アドレス帳へのアクセスを実行できます。

ステップ 7 [ユーザオプション]からログアウトするには、[ログアウト]を選択します。

デバイス

ユーザオプションWebページから電話アプリケーションの設定を変更することができます。

•回線

•スピードダイヤルの設定

関連トピック

スピードダイヤル, （51ページ）

[ユーザオプション] Web ページからのデバイスの選択

手順

ステップ 1 [ユーザオプション] Webページで、[ユーザオプション] > [デバイス]を選択します。
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[デバイス設定]ページが表示されます。[デバイス設定]ページの一番上にあるツールバーボタン
は、選択したデバイスのタイプによって異なります。

ステップ 2 複数のデバイスが割り当てられている場合、[名前]ドロップダウンメニューから該当するデバイ
ス（電話機の機種、拡張モビリティプロファイル、またはリモート接続先プロファイル）を選択

します。

サイレントオプションのカスタマイズ

手順

ステップ 1 [ユーザオプション] Webページで、[ユーザオプション] > [デバイス]を選択します。

ステップ 2 次のオプションを設定します。

• [サイレント] -チェックボックスを確認し、DNDを有効または無効にします。

• [DNDオプション] - [なし]または [呼出音オフ]（着信音のみをオフ）を選択します。

• [DND着信呼警告]（いずれかの DNDオプションセットに適用） -アラートを [ビープ音の
み]、[フラッシュのみ]、[無効]に設定するか、[なし]を選択します（システム管理者が設定
した [アラート]設定を使用）。

関連トピック

サイレント, （45ページ）

回線設定

回線設定は電話アプリケーションの特定の電話回線（ディレクトリ番号）に適用されます。回線

設定には着信転送、オーディオメッセージインジケータ、その他回線別の設定が含まれます。
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特定の回線に対するコール転送の設定

手順

ステップ 1 [ユーザオプション] Webページで、[ユーザオプション] > [デバイス]を選択します。

ステップ 2 [名前]ドロップダウンメニューから電話を選択します。

ステップ 3 [回線設定]を選択します。

ステップ 4 電話アプリケーションに複数の電話番号（回線）が割り当てられている場合、[回線]ドロップダ
ウンメニューから回線を選択します。

ステップ 5 [着信コールの転送]領域で、さまざまな状況に対してコール転送設定を選択します。

ステップ 6 [保存]を選択します。

関連トピック

不在転送, （43ページ）

回線の可聴ボイスメッセージインジケータ設定の変更

手順

ステップ 1 [ユーザオプション] Webページで、[ユーザオプション] > [デバイス]を選択します。

ステップ 2 [名前]ドロップダウンメニューから電話を選択します。

ステップ 3 [回線設定]を選択します。

ステップ 4 電話アプリケーションに複数の電話番号（回線）が割り当てられている場合、[回線]ドロップダ
ウンメニューから回線を選択します。

ステップ 5 オーディオメッセージ受信ランプ領域で、さまざまな設定から選択します。

ステップ 6 [保存]を選択します。

Web でのスピードダイヤル
電話アプリケーションの設定に応じて、スピードダイヤルボタンを使用できます。詳細は、自分

の [ユーザオプション] Webページで設定できます。
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スピードダイヤルボタンの設定

手順

ステップ 1 [ユーザオプション] Webページで、[ユーザオプション] > [デバイス]を選択します。

ステップ 2 [名前]ドロップダウンメニューから電話を選択します。

ステップ 3 [スピードダイヤル]を選択します。

ステップ 4 [スピードダイアル設定]領域で、電話アプリケーションのスピードダイヤルボタンに対して、番
号とラベルを入力します。

ステップ 5 [保存]を選択します。

ユーザ設定

自分のPINとパスワードを使用すると、各種機能やサービスにアクセスできます。たとえば、PIN
を使用して、Ciscoエクステンションモビリティにログインします。パスワードを使用して、自
分の [ユーザオプション] Webページや、自分のパーソナルコンピュータの Cisco Web Dialerにロ
グインします。詳細については、システム管理者に連絡してください。

ユーザ設定には、自分のブラウザパスワード、PIN、および言語（ロケール）設定が含まれてい
ます。

ブラウザパスワードの変更

手順

ステップ 1 [ユーザオプション] Webページで、[ユーザオプション] > [ユーザ設定]を選択します。

ステップ 2 現在のパスワードを入力します。

ステップ 3 新しいパスワードを入力します。

ステップ 4 [パスワードの確認]フィールドに新しいパスワードを再度入力します。

ステップ 5 [保存]を選択します。
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PIN の変更

手順

ステップ 1 [ユーザオプション] Webページで、[ユーザオプション] > [ユーザ設定]を選択します。

ステップ 2 現在の PINを入力します。

ステップ 3 新しい PINを入力します。

ステップ 4 [PINの確認]フィールドに新しい PINを再度入力します。

ステップ 5 [保存]を選択します。

[ユーザオプション] Web ページの言語変更

手順

ステップ 1 [ユーザオプション] Webページで、[ユーザオプション] > [ユーザ設定]を選択します。

ステップ 2 [ユーザロケール]領域で [地域/言語]ドロップダウンリストからアイテムを選択します。

ステップ 3 [保存]を選択します。

ディレクトリ

社内ディレクトリに記載された同僚のリストを取得するには、 [ユーザオプション] > [ディレク
トリ]を選択します。

Webブラウザで次のディレクトリ機能にアクセスできます。

•個人アドレス帳（PAB）。電話アプリケーションからもアクセスできます。

• Cisco Unified Communications Manager Address Book Synchronizer

個人アドレス帳

[ユーザオプション] Webページから、個人アドレス帳のエントリを追加、削除、または更新でき
ます。
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PAB エントリの新規追加

手順

ステップ 1 [ユーザオプション] Webページで、[ユーザオプション] > [個人アドレス帳]を選択します。

ステップ 2 [新規追加]を選択します。

ステップ 3 エントリの情報を入力します。

ステップ 4 [保存]を選択します。

PAB エントリの検索

手順

ステップ 1 [ユーザオプション] Webページで、[ユーザオプション] > [個人アドレス帳]を選択します。

ステップ 2 検索情報を指定して、[検索]を選択します。

関連トピック

連絡先, （62ページ）

モビリティ設定

Cisco Mobile Connectを使用するときは、電話を発着信するのに使用する携帯その他の電話を、電
話アプリケーションと同じ電話番号を使って追加する必要があります。こうした電話を「リモー

ト接続先」と呼びます。また、アクセスリストを定義して、携帯電話にかかってくる特定の番号

からの通話を制限したり許可したりすることもできます。

関連トピック

Mobile Connect, （48ページ）
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新しいリモート接続先の追加

手順

ステップ 1 [ユーザオプション] Webページで、[ユーザオプション] > [モビリティ設定] > [リモート接続先]
を選択します。

ステップ 2 [新規追加]を選択します。

ステップ 3 次の情報を入力します。

• [名前] -携帯（またはその他の）電話の名前を入力します。

• [接続先番号] -携帯電話番号を入力します。

ステップ 4 ドロップダウンリストボックスからリモート接続先プロファイルを選択します。リモート接続先

プロファイルには、作成するリモート接続先に適用する設定が含まれています。

ステップ 5 [携帯電話]チェックボックスをオンにすると、電話アプリケーションから送信するコールをリモー
ト接続先で受け付けます。

ステップ 6 [モバイルコネクトの有効化]チェックボックスをオンにすると、リモート接続先でも電話アプリ
ケーションと同時に着信音を鳴らします。

ステップ 7 [呼び出しスケジュール]領域で次のオプションの 1つを選択します（呼び出しスケジュールのド
ロップダウンリストボックスには、自分が作成したアクセスリストのみが表示されます）。

• [常に] -曜日や時刻を制限せずにリモート接続先で着信音を鳴らす場合は、このオプション
を選択します。

• [次に指定されたとおり] -曜日や時刻に基づいて呼び出しスケジュールを設定する場合にこ
のオプションを選択し、次の項目から選択します。

1 コールによりリモート接続先で着信音を鳴らす曜日のチェックボックスをオンにします。

2 それぞれの曜日について、[終日]を選択するか、ドロップダウンリストから開始時刻と
終了時刻を選択します。

3 ドロップダウンリストボックスから時間帯を選択します。

ステップ 8 以下の着信音オプションから 1つ選択します。

•常にこの接続先を呼び出す。

•選択した許可アクセスリストに発信者が含まれる場合にのみ、この接続先を呼び出す。

•選択したブロックアクセスリストに発信者が含まれる場合には、この接続先を呼び出さな
い。

ステップ 9 [保存]を選択します。
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アクセスリストの作成

手順

ステップ 1 [ユーザオプション] Webページで、[ユーザオプション] > [モビリティ設定] > [アクセスリス
ト]を選択します。

ステップ 2 [新規追加]を選択します。

ステップ 3 (オプション) アクセスリストを識別する名前と説明を入力します。

ステップ 4 指定のコールを許可するかブロックするかを選択します。

ステップ 5 [保存]を選択します。

ステップ 6 [メンバーの追加]を選択すると、リストに電話番号やフィルタを追加できます。

ステップ 7 [フィルタマスク]ドロップダウンリストボックスからオプションを選択します。
電話番号、発信者 IDが制限されている（使用不可）コール、発信者 ID非通知（非通知）のコー
ルをフィルタすることができます。

ステップ 8 [フィルタマスク]ドロップダウンリストボックスから電話番号を選択する場合は、電話番号を入
力するか、[DNマスク]フィールドにフィルタを入力します。
フィルタの定義では、次のワイルドカードを使用できます。

• X（大文字または小文字） -任意の 1桁に相当します。たとえば、408555123Xと指定する
と、4085551230～ 4085551239のすべての数字が一致となります。

• ! -任意の桁数に相当します。たとえば、408!と指定すると、408ではじまるすべての数字が
一致となります。

• # -完全一致の 1桁として使用します。

ステップ 9 このメンバーをアクセスリストに追加するには、[保存]を選択します。

ステップ 10 アクセスリストを保存するには、[保存]を選択します。

連絡先
連絡先の保存、並べ替え、検索には、CiscoCiusの連絡先アプリケーションを使用します。連絡先
アプリケーションはスタンドアロンアプリケーションですが、電話アプリケーションやメールア

プリケーションなど、他のアプリケーションとも統合されます。

[アプリケーション]メニュー で連絡先アプリケーションを起動します。
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次の図に、連絡先アプリケーションを示します。

図 26：連絡先アプリケーション

連絡先の詳細

連絡先リストでエントリをタップすると、その連絡先の詳細が表示されます。連絡先の詳細が表

示された画面では、その連絡先を対象として、コールの発信、チャットの開始、WebEx会議の開
始、メールの送信を実行できます。

次の図に、連絡先カードを示します。

図 27：連絡先カード
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連絡先の追加

手順

ステップ 1
[メニュー]キー を押します。

ステップ 2 [連絡先を新規登録]をタップします。

ステップ 3 連絡先名を入力します。

ステップ 4 連絡先情報を入力します。

連絡先の編集

手順

ステップ 1 連絡先を選択します。

ステップ 2
[メニュー]キー を押します。

ステップ 3 [連絡先を編集]をタップします。

ステップ 4 連絡先情報を編集します。

ステップ 5 [完了]をタップします。

連絡先の削除

手順

ステップ 1 連絡先を選択します。

ステップ 2
[メニュー]キー を押します。

ステップ 3 [連絡先を削除]をタップします。

ステップ 4 [OK]をタップします。

   Cisco Cius ユーザガイド、リリース 9.2(2)
64

アプリケーション

連絡先の追加



連絡先をお気に入りにする

手順

ステップ 1 連絡先を選択します。

ステップ 2
[お気に入り]アイコン をタップします。

ステップ 3 [お気に入り]アイコンをもう一度タップすると、その連絡先はお気に入りではなくなります。

グループの追加

手順

ステップ 1 [+グループ]をタップします。

ステップ 2 グループ名を入力します。

ステップ 3 [OK]をタップします。

グループの削除

手順

ステップ 1 グループを選択します。

ステップ 2 [グループを削除]をタップします。

ステップ 3 [削除]をタップします。

Cisco Cius ユーザガイド、リリース 9.2(2)    
65

アプリケーション

連絡先をお気に入りにする



グループに連絡先を追加する

手順

ステップ 1 グループを選択します。

ステップ 2 [連絡先を新規登録]をタップします。

ステップ 3 連絡先を選択します。

ステップ 4 [OK]をタップします。

連絡先アイコン

連絡先と通信するには、連絡先アイコンを使用してクイック連絡先バッジを開きます。インストー

ルしたアプリケーションによっては、クイック連絡先バッジで他のオプションを使用できること

があります。

次の図に、クイック連絡先バッジを示します。

図 28：クイック連絡先バッジ

連絡先への発信

手順

ステップ 1 連絡先アイコンをタップして長押しすると、クイック連絡先バッジが開きます。

ステップ 2 [電話]アイコン をタップします。

連絡先の詳細の表示

手順

ステップ 1 連絡先アイコンをタップして長押しし、クイック連絡先バッジを開きます。

ステップ 2 [連絡先情報]アイコン をタップします。
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メールの送信

手順

ステップ 1 連絡先アイコンをタップして長押しし、クイック連絡先バッジを開きます。

ステップ 2 [メール]アイコン をタップします。

会話の開始

手順

ステップ 1 連絡先アイコンをタップして長押しし、クイック連絡先バッジを開きます。

ステップ 2 [チャット]アイコン をタップします。

WebEx 会議の開始

手順

ステップ 1 連絡先アイコンをタップして長押しし、クイック連絡先バッジを開きます。

ステップ 2 [WebEx]アイコン をタップします。

検索

CiscoCiusがネットワークに接続している状況で、連絡先アプリケーションを使用して、次の3つ
の場所を対象に連絡先を検索します。

•ローカルの Android連絡先

• Microsoft Exchangeの GAL（グローバルアドレス一覧）

• Cisco Unified Communications Managerデータベース

デフォルトでは、連絡先アプリケーションは、ローカルの連絡先を検索します。見つかった連絡

先の数が最小値を下回った場合は、CiscoUnifiedCMデータベースに対する検索クエリが実行され
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ます。ローカルの連絡先と Cisco Unified CMデータベースの両方に存在する連絡先は結合され、
ローカルの連絡先の詳細が結合済みの情報として表示されます。

CiscoUnifiedCMデータベースの検索結果のうち、ローカルの連絡先に含まれていないものがロー
カルの連絡先リストの下に表示されます。

Cisco Unified CMデータベースの検索条件に使用されるのは、名前（名と姓）だけです。

Exchangeのグローバルアドレス一覧が検索対象になるのは、ActiveSyncアカウントが設定されて
おり、検索フィールドに少なくとも 3文字が入力された場合に限定されます。

連絡先アプリケーションを使用して、ローカルのAndroid連絡先をGoogleアカウントや Facebook
アカウントなど、他のサービスと同期します。

連絡先の検索

手順

ステップ 1
[メニュー]キー を押します。

ステップ 2 [検索]をタップします。

連絡先のインポート

手順

ステップ 1
[メニュー]キー を押します。

ステップ 2 [インポート/エクスポート]をタップします。

ステップ 3 [SDカードからインポート]をタップします。

連絡先のエクスポート

手順

ステップ 1
[メニュー]キー を押します。

ステップ 2 [インポート/エクスポート]をタップします。

ステップ 3 [SDカードにエクスポート]をタップします。
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在席状況

チャットアプリケーションまたは Cisco WebEx会議アプリケーションを経由して Cisco Unified
Presenceアプリケーションにログインすると、在席状況が表示されます。在席状況には、ローカ
ルの連絡先のステータスが表示されます。

メール
メールアプリケーションを通して複数のメールアカウントを管理することができます。メール

アプリケーションを使用して個別のメールアカウントの受信トレイまたは統合受信トレイを表示

できます。メールアプリケーションは POP3、IMAP、Exchangeメールアカウントをサポートし
ます。

メールアプリケーションを使用して、異なるサーバ上の複数のExchangeアカウントを含む複数の
メールアカウントの追加と管理ができます。

メールアカウントはカレンダーおよび連絡先アプリケーションに ActiveSyncを使用できます。

[アプリケーション]メニュー からメールアプリケーションを起動します。

設定

メールアプリケーションを初めて使用するときに、セットアップアシスタントまたは設定アプリ

ケーションで認証情報をすでに入力していなければ、[設定]ページでアカウントの認証情報（サー
バとユーザ名、パスワード、受信サーバアドレス、安全な接続と SSL証明書をすべて承認する
チェックボックス）を設定します。

アカウントの認証情報を後で設定することを選択した場合、設定アプリケーションを使用して認

証情報を入力します。

関連トピック

セットアップアシスタント, （14ページ）
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メールアカウントの追加

手順

ステップ 1 ホーム画面で [アプリケーション]メニューアイコン をタップします。

ステップ 2 [設定] をタップします。

ステップ 3 [アカウントと同期]をタップします。

ステップ 4 [アカウントを追加]をタップします。

ステップ 5 [コーポレート]をタップします。

ステップ 6 メールアカウントの認証情報を入力します。

認証情報をすべて入力してから、アカウントの設定を保存してください。アプリケーションでは、

保存する前に認証情報の認証を試し、無効な情報が入力されていた場合には、再入力するよう表

示します。

メールアプリケーションは、アカウント設定をカレンダーアプリケーションと共有しています。

どちらのアプリケーションからでもアカウントの設定を起動できます。

受信トレイ

左側のタブにアカウントが一覧表示され、新規メッセージが含まれるフォルダの概要が続いて表

示されます。

フォルダは右側のタブに一覧表示されます。

次の画像に統合受信トレイを示します。

図 29：統合受信トレイ画面

個別または統合受信トレイからメールメッセージを表示します。メールメッセージが開かれてい

る間、受信トレイが左側のタブに表示されます。
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次の画像にメールメッセージを示します。

図 30：メールメッセージ画面

メールメッセージ画面左上の [メールボックス]ボタンをタップするとメールボックスに戻りま
す。

受信トレイの更新

手順

ステップ 1
[メニュー]キー を押します。

ステップ 2 [更新]をタップします。

メールの送信

手順

ステップ 1 [+新規メッセージ]ボタンをタップします。

ステップ 2 画面キーボードを使用してメールアドレス、件名、メッセージの本文を作成します。

ステップ 3 [送信]ボタンをタップします。
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次の図に、作成中のメールを示します。

図 31：メールの作成

メールの下書きの保存

手順

ステップ 1 [+新規メッセージ]ボタンをタップします。

ステップ 2 画面キーボードを使用してメールアドレス、件名、メッセージの本文を作成します。

ステップ 3 [下書き保存]ボタンをタップします。

メールへの返信

手順

ステップ 1 [返信]ボタンまたは [全員に返信]ボタンをタップします。

ステップ 2 画面キーボードを使用して、メッセージを作成します。

ステップ 3 [送信]ボタンをタップします。
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メールメッセージの転送

手順

ステップ 1 [転送]ボタンをタップします。

ステップ 2 画面キーボードを使って、メールアドレスを入力します。

ステップ 3 [送信]ボタンをタップします。

メールメッセージに添付ファイルを追加する

手順

ステップ 1 [添付]ボタンをタップします。

ステップ 2 ファイルを選択します。メール添付の最大サイズは 5 MBです。

CC または BCC 受信者の追加

手順

ステップ 1
[メニュー]キー を押します。

ステップ 2 [Cc/Bccを追加]をタップします。

ステップ 3 画面キーボードを使って、[Cc]フィールドまたは [Bcc]フィールドにメールアドレスを入力しま
す。

メールメッセージの削除

[削除]ボタンをタップします。
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複数のメールメッセージの削除

手順

ステップ 1 複数のメールメッセージにチェックマークを付けます。

ステップ 2 [削除]ボタンをタップします。

メールメッセージをお気に入りとしてマーク

[お気に入り]アイコン をタップします。

複数のメールをお気に入りとしてマーク

手順

ステップ 1 複数のメールメッセージにチェックマークを付けます。

ステップ 2 [スター]ボタンをタップします。

メールメッセージを新規メッセージとしてマーク

手順

ステップ 1 メールメッセージにチェックマークを付けます。

ステップ 2 [未読にする]をタップします。

複数のメールメッセージを新規メッセージとしてマーク

手順

ステップ 1 複数のメールメッセージにチェックマークを付けます。

ステップ 2 [未読にする]をタップします。
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メールメッセージに署名を追加する

手順

ステップ 1
[メニュー]キー を押します。

ステップ 2 [アカウントの設定]をタップします。

ステップ 3 [署名]をタップします。

ステップ 4 署名を入力し、[OK]をタップします。署名は、新たに作成するすべてのメールメッセージに表示
されます。メッセージに返信する場合は、署名は表示されません。

新着メール自動確認の設定

手順

ステップ 1
[メニュー]キー を押します。

ステップ 2 [アカウントの設定]をタップします。

ステップ 3 [新着メール自動確認]をタップします。

ステップ 4 確認の周期を選択します。

着信音の選択

手順

ステップ 1
[メニュー]キー を押します。

ステップ 2 [アカウントの設定]をタップします。

ステップ 3 [着信音を選択]をタップします。

ステップ 4 着信音を選択して [OK]をタップします。
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バイブレーション設定の編集

手順

ステップ 1
[メニュー]キー を押します。

ステップ 2 [アカウントの設定]をタップします。

ステップ 3 [バイブレーション]をタップします。

チャット
インスタントメッセージの送受信、在席状況の更新、連絡先の追加と削除には、チャットアプリ

ケーションを使用します。チャットアプリケーションが最小化されたり、フォーカス外になった

りした場合、チャットメッセージが受信され、在席状況が更新されます。

[アプリケーション]メニュー でチャットアプリケーションを起動します。

アカウントの設定

チャットアプリケーションを初めて使用するときに、セットアップアシスタントまたは設定アプ

リケーションで認証情報をすでに入力していなければ、[設定]ページでアカウントの認証情報を
設定します。

セットアップアシスタントでアカウントの認証情報を設定しないと選択していた場合、チャット

アプリケーションの初回起動時に、アカウントの認証情報を設定するよう要求されます。

関連トピック

セットアップアシスタント, （14ページ）

チャットアカウントの追加

認証情報をすべて入力してから、アカウントの設定を保存してください。アプリケーションでは、

保存する前に認証情報の認証を試し、無効な情報が入力されていた場合には、再入力するよう表

示します。
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手順

ステップ 1 ホーム画面で [アプリケーション]メニューアイコン をタップします。

ステップ 2 [設定] をタップします。

ステップ 3 [アカウントと同期]をタップします。

ステップ 4 [アカウントを追加]をタップします。

ステップ 5 [Cisco Jabber IM]をタップします。

ステップ 6 チャットアカウントの認証情報を入力します。

ログイン

チャットアプリケーションの自動ログインオプションは、デフォルトで有効になっています。

ユーザがチャットアプリケーションからログアウトしていなければ、チャットアプリケーション

は、Cisco Ciusの電源がオンになった時点で自動的に起動します。

ユーザがチャットアプリケーションにログインしていない場合、アプリケーションは起動時に、

ユーザの自動ログインを試行します。ログインに成功した場合は、チャットの連絡先画面が表示

されます。ログインに失敗した場合は、アカウントの認証情報を再入力するよう要求されます。

連絡先

連絡先アプリケーションは、チャットアプリケーションと統合されます。

次の図に、チャットの連絡先画面を示します。

図 32：チャットの連絡先

関連トピック

連絡先, （62ページ）
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チャットの連絡先の追加

手順

ステップ 1
[メニュー]キー を押します。

ステップ 2 [連絡先を追加]をタップします。

チャットの連絡先の削除

手順

ステップ 1 [連絡先]画面またはアクティブな会話で連絡先をタップして長押しします。

ステップ 2 [チャットから連絡先を削除]をタップします。

オフラインの連絡先の表示

手順

ステップ 1
[メニュー]キー を押します。

ステップ 2 [オフラインの連絡先を表示]をタップします。

チャットの連絡先の詳細の表示

1 連絡先アイコンをタップしてクイック連絡先バッジを開きます。

2 [連絡先情報]アイコン をタップします。

または：

1 [連絡先]画面またはアクティブな会話で連絡先をタップして長押しします。

2 [チャットの連絡先を表示]をタップします。

チャットの連絡先との会話の開始

1 連絡先アイコンをタップして長押しし、クイック連絡先バッジを開きます。
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2 [チャット]アイコン をタップします。

または：

1 [連絡先]画面またはアクティブな会話で連絡先をタップして長押しします。

2 [チャット]をタップします。

チャットの連絡先への発信

1 連絡先アイコンをタップして長押しすると、クイック連絡先バッジが開きます。

2 [電話]アイコン をタップします。

または：

1 [連絡先]画面またはアクティブな会話で連絡先をタップして長押しします。

2 [発信]をタップします。

チャットの連絡先との WebEx 会議の開始
1 連絡先アイコンをタップして長押しし、クイック連絡先バッジを開きます。

2 [WebEx]アイコン をタップします。

または：

1 [連絡先]画面またはアクティブな会話で連絡先をタップして長押しします。

2 [WebEx会議を開始]をタップします。

チャットの連絡先へのメール送信

1 連絡先アイコンをタップして長押しし、クイック連絡先バッジを開きます。

2 [メール]アイコン をタップします。

または：

1 [連絡先]画面またはアクティブな会話で連絡先をタップして長押しします。

2 [メールを送信]をタップします。

非同期の連絡先

チャットアプリケーションを使用すると、非同期の連絡先と通信できます。非同期の連絡先と

は、自分のチャットの連絡先に追加していない連絡先です。
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非同期の連絡先をチャットの連絡先に追加する

手順

ステップ 1 連絡先アイコンをタップして、長押しします。

ステップ 2 [連絡先情報]ダイアログボックスで [追加]をタップします。

非同期の連絡先との会話の開始

1 連絡先アイコンをタップして、長押しします。

2 [連絡先情報]ダイアログボックスで [チャット]アイコンをタップします。

または：

1 [連絡先]画面またはアクティブな会話で連絡先をタップして長押しします。

2 [チャット]をタップします。

非同期の連絡先への発信

1 連絡先アイコンをタップして、長押しします。

2 [連絡先情報]ダイアログボックスで [電話]アイコンをタップします。

または：

1 [連絡先]画面またはアクティブな会話で連絡先をタップして長押しします。

2 [発信]をタップします。

非同期の連絡先との WebEx 会議の開始
1 連絡先アイコンをタップして、長押しします。

2 [連絡先情報]ダイアログボックスで [WebEx]アイコンをタップします。

または：

1 [連絡先]画面またはアクティブな会話で連絡先をタップして長押しします。

2 [WebEx会議を開始]をタップします。
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非同期の連絡先へのメール送信

1 連絡先アイコンをタップして、長押しします。

2 [連絡先情報]ダイアログボックスで [メール]アイコンをタップします。

または：

1 [連絡先]画面またはアクティブな会話で連絡先をタップして長押しします。
2 [チャットの連絡先を表示]をタップします。

連絡先のリクエスト

チャットアプリケーションにログインしており、連絡先の新しいリクエストを受信すると、通知

バーに通知が表示されます。

連絡先のリクエストの表示

手順

ステップ 1
[メニュー]キー を押します。

ステップ 2 [連絡先のリクエスト]をタップします。

ステップ 3 [許可]または [拒否]をタップします。

ステップ 4 [確認]をタップします。

会話

次の図に、アクティブな会話を示します。

図 33：アクティブな会話
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チャットは、画面の右側にある [アクティブな会話]タブに表示されます。画面キーボードを使用
して、メッセージを入力します。

アクティブな会話を表示している場合、画面の左側には、アクティブな会話のスクロール可能な

リストが表示されます。会話を選択すると、その内容が表示されます。

会話の開始

連絡先リストで連絡先をタップします。

会話の終了

会話の右上にある [閉じる]アイコン をタップします。

在席状況

画面の左上をタップして、次のいずれかのステータスを設定します。

•応答可

•退席中

•応答不可

•カスタム

次の図に、ステータスオプションを示します。

図 34：ステータスオプション
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カスタムステータスの追加

手順

ステップ 1 画面左上のステータスをタップします。

ステップ 2 [カスタム]をタップします。

ステップ 3 ステータスの在席状況を選択します。

ステップ 4 ステータスのテキストを入力します。

ステップ 5 [OK]をタップします。

カスタムステータスの削除

手順

ステップ 1 画面左上のステータスをタップします。

ステップ 2 カスタムステータスをタップして長押しします。

ステップ 3 [削除]をタップします。

顔文字

チャットアプリケーションには会話で使用できる顔文字が含まれています。

会話に顔文字を挿入する

手順

ステップ 1 テキスト入力ボックスの右側にある顔文字アイコンをタップします。

ステップ 2 顔文字をタップすると、会話に取り込むことができます。

リンク

チャットアプリケーションは会話の中のリンクをサポートします。
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URL を開く
会話内の URLをタップすると、そのWebサイトがブラウザアプリケーションで開きます。

メールアドレス

会話内のメールアドレスをタップすると、メールアプリケーションでそのメールアドレスが [To]
フィールドに設定された新しいメッセージが開きます。

電話番号

会話内の電話番号をタップすると、発信行に電話番号が表示された状態で電話アプリケーション

が起動します。

WebEx
WebEx会議に参加するには、会話内のWebExリンクをタップします。

検索

検索機能を使用して、チャットの連絡先や社内ディレクトリを検索します。

検索結果をチャットの連絡先に追加する

手順

ステップ 1 検索結果から連絡先のアイコンをタップします。

ステップ 2 [追加]をタップします。

ステップ 3 連絡先のグループを選択します。

ステップ 4 [閉じる]をタップします。

検索結果による会話の開始

検索結果をタップすると、その連絡先との会話が開始されます。

設定

チャットアプリケーションの設定では、自動ログインオプションを設定して、チャットアカウ

ント情報を編集できます。
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プロファイル画像の設定

手順

ステップ 1
[メニュー]キー を押します。

ステップ 2 [アカウントの設定]をタップします。

ステップ 3 [プロファイル画像を選択]をタップします。

ステップ 4 [写真を撮影]をタップしてカメラアプリケーションを起動し、写真を撮影します。または [ギャ
ラリーから写真を選ぶ]をタップしてギャラリーアプリケーションを起動し、写真を選択します。

プロファイル画像の削除

手順

ステップ 1
[メニュー]キー を押します。

ステップ 2 [アカウントの設定]をタップします。

ステップ 3 [プロファイル画像を選択]をタップします。

ステップ 4 [プロファイル画像を削除]をタップします。

ステータスバーの通知の有効化

手順

ステップ 1
[メニュー]キー を押します。

ステップ 2 [アカウントの設定]をタップします。

ステップ 3 [ステータスバーの通知]をタップします。
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音の通知の有効化

手順

ステップ 1
[メニュー]キー を押します。

ステップ 2 [アカウントの設定]をタップします。

ステップ 3 [音の通知]をタップします。

チャット中の音の通知の有効化

手順

ステップ 1
[メニュー]キー を押します。

ステップ 2 [アカウントの設定]をタップします。

ステップ 3 [チャット中の音の通知]をタップします。

着信音の設定

手順

ステップ 1
[メニュー]キー を押します。

ステップ 2 [アカウントの設定]をタップします。

ステップ 3 [着信音を選択]をタップします。

ステップ 4 着信音を選択します。
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チャットからのログアウト

手順

ステップ 1
[メニュー]キー を押します。

ステップ 2 [ログアウト]をタップします。

カレンダー
Cisco Ciusのカレンダーアプリケーションには、統合型の Cisco WebEx Meeting Centerアプリケー
ションが含まれています。

カレンダー通知は、通知バーに表示されます。

[アプリケーション]メニュー でカレンダーアプリケーションを起動します。

カレンダーのビューを変更するには、[1]（日）、[7]（週）、または [31]（月）のタブをタップし
ます。 [今日]ボタンをタップすると、当日の [日]ビューに戻ります。

今後の予定は、画面の右側に表示されます。

次の図に、カレンダーの週間ビューを示します。

図 35：カレンダーの週間ビュー

アカウントの設定

カレンダーアプリケーションは、アカウント設定をメールアプリケーションと共有します。メー

ルアカウントがすでに登録済みの場合、カレンダーアプリケーションにアカウント情報を再入力

する必要はありません。
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カレンダーアプリケーションを初めて使用するときに、セットアップアシスタントまたは設定ア

プリケーションで認証情報をすでに入力していなければ、[設定]ページでアカウントの認証情報
を設定します。

アカウントの認証情報を後で設定することを選択した場合、設定アプリケーションを使用して認

証情報を入力します。

初回使用時には、Cisco WebEx会議にログインするよう要求されるので、有効なWebExアカウン
トのユーザ IDとパスワードを入力する必要があります。

カレンダーアプリケーションでは、複数のカレンダーアカウントを登録できます。ActiveSyncに
は、Google、Yahoo、Hotmail、およびその他のアカウントで登録できます。

カレンダーアプリケーションを使用して、カレンダーイベントをMicrosoft OutlookやMicrosoft
Exchangeと同期します。

関連トピック

セットアップアシスタント, （14ページ）

カレンダーアカウントの追加

手順

ステップ 1 ホーム画面で [アプリケーション]メニューアイコン をタップします。

ステップ 2 [設定] をタップします。

ステップ 3 [アカウントと同期]をタップします。

ステップ 4 [アカウントを追加]をタップします。

ステップ 5 [コーポレート]または [Google]をタップします。

ステップ 6 カレンダーアカウントの認証情報を入力します。

認証情報をすべて入力してから、アカウントの設定を保存してください。アプリケーションでは、

保存する前に認証情報の認証を試し、無効な情報が入力されていた場合には、再入力するよう表

示します。

カレンダーの予定の追加

手順

ステップ 1 カレンダー右上の [+予定]ボタンをタップします。

ステップ 2 予定の追加画面で、画面キーボードを使ってイベントの詳細を入力します。

ステップ 3 [完了]ボタンをタップします。
予定は、予定の日付の [日]表示で表示されます。
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次の画像は、予定の追加画面を示したものです。

図 36：予定の追加画面

予定の編集

手順

ステップ 1 予定をタップして、長押しします。

ステップ 2 [予定を編集]をタップします。

ステップ 3 予定を編集します。

ステップ 4 WebExの予定は作成しない場合、[予定を編集]画面の [WebEx]チェックボックスをオフにしま
す。

ステップ 5 [完了]をタップします。

予定の削除

手順

ステップ 1 予定をタップして、長押しします。

ステップ 2 [予定を削除]をタップします。

ステップ 3 [OK]をタップします。

Cisco Cius ユーザガイド、リリース 9.2(2)    
89

アプリケーション

予定の編集



スケジュール済み WebEx 会議の開始
イベントの横にある [開始]ボタンをタップします。

スケジュール済み WebEx 会議への参加
予定の横にある [参加]ボタンをタップします。

設定

カレンダーアプリケーションでは、辞退した予定、通知方法、デフォルトの通知時間の設定を編

集できます。

辞退した予定を表示しない

手順

ステップ 1
[メニュー]キー を押します。

ステップ 2 [設定]をタップします。

ステップ 3 [辞退した予定を非表示]をタップします。

通知方法の設定

手順

ステップ 1
[メニュー]キー を押します。

ステップ 2 [設定]をタップします。

ステップ 3 [通知方法]をタップします。
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着信音の選択

手順

ステップ 1
[メニュー]キー を押します。

ステップ 2 [設定]をタップします。

ステップ 3 [着信音を選択]をタップします。

ステップ 4 着信音を選択して [OK]をタップします。

バイブレーション設定の編集

手順

ステップ 1
[メニュー]キー を押します。

ステップ 2 [設定]をタップします。

ステップ 3 [バイブレーション]をタップします。

デフォルトの通知時間の設定

手順

ステップ 1
[メニュー]キー を押します。

ステップ 2 [設定]をタップします。

ステップ 3 [デフォルトの通知時間]をタップします。

カレンダーウィジェット

ホーム画面で今後の予定を表示するには、カレンダーウィジェットを使用します。

関連トピック

Ciusホーム画面に追加, （17ページ）
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統合受信トレイ
統合受信トレイアプリケーションを使用すると、あらゆる通信を 1つのインターフェイスで管理
できます。

[アプリケーション]メニュー から、統合受信トレイアプリケーションを起動します。

統合受信トレイアプリケーションには、次の 2種類の表示モードがあります。

•連絡先ビュー

•予定ビュー

連絡先ビュー

連絡先ビューでは、左側のタブにスクロール可能な連絡先リストが表示され、アルファベット順

に並べ替えられています。連絡先との通信は、スクロール可能な水平方向の 3パネルに表示され
ます。

•メールは一番上のパネルに表示されます。

•連絡先と約束した今後の予定は、中間のパネルに表示されます。

•不在着信は一番下のパネルに表示されます。

パネルの表示順序は変更できます。

連絡先との通信の表示

連絡先との通信を表示するには、連絡先の写真をタップします。

連絡先リストの検索

手順

ステップ 1
[メニュー]キー をタップします。

ステップ 2 [検索]をタップします。

メールの表示

メールをタップすると、その内容が表示されます。
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メッセージがスレッドの一部である場合、その他のメッセージは左側のタブに表示されます。こ

のタブで特定のメッセージを選択すると、内容を表示することができます。メールを左または右

にスワイプして、次（左）または前（右）のメールに移動することもできます。

予定の詳細の表示

予定をタップすると、その予定の詳細が表示されます。予定の情報は左側に表示され、参加者は

右側に表示されます。

WebEx 会議への参加
これから始まるWebEx会議の予定を参照している場合は、[参加]をタップします。

パネルの並べ替え

手順

ステップ 1
[メニュー]キー を押します。

ステップ 2 [パネルの並べ替え]をタップします。

ステップ 3 パネルを上または下にドラッグして、その位置を変更します。

ステップ 4 [閉じる]をタップします。

アプリケーションデータの更新

手順

ステップ 1
[メニュー]キー を押します。

ステップ 2 [更新]をタップします。

予定ビュー

予定ビューでは、左側のタブにスクロール可能なこれからの予定のリストが表示されます。予定

に関連付けられたメールメッセージおよび連絡先が 2つの横方向パネルに表示されます。

•メール

•連絡先

パネルの表示順序は変更できます。

Cisco Cius ユーザガイド、リリース 9.2(2)    
93

アプリケーション

予定ビュー



予定の詳細の表示

手順

ステップ 1 予定をタップして、長押しします。

ステップ 2 [予定の詳細を表示]をタップします。

メールの表示

メールをタップすると、その内容が表示されます。

メッセージがスレッドの一部である場合、その他のメッセージは左側のタブに表示されます。こ

のタブで特定のメッセージを選択すると、内容を表示することができます。メールを左または右

にスワイプして、次（左）または前（右）のメールに移動することもできます。

パネルの並べ替え

手順

ステップ 1
[メニュー]キー を押します。

ステップ 2 [パネルの並べ替え]をタップします。

ステップ 3 パネルを上または下にドラッグして、その位置を変更します。

ステップ 4 [閉じる]をタップします。

アプリケーションデータの更新

手順

ステップ 1
[メニュー]キー を押します。

ステップ 2 [更新]をタップします。

連絡先との通信の表示

連絡先との通信を表示するには、連絡先の写真をタップします。
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連絡先リストの検索

手順

ステップ 1
[メニュー]キー をタップします。

ステップ 2 [検索]をタップします。

連絡先アイコン

連絡先と通信する別の方法にアクセスするには、連絡先アイコンを使用します。

会話の開始

手順

ステップ 1 連絡先アイコンをタップして長押しし、クイック連絡先バッジを開きます。

ステップ 2 [チャット]アイコン をタップします。

連絡先への発信

手順

ステップ 1 連絡先アイコンをタップして長押しすると、クイック連絡先バッジが開きます。

ステップ 2 [電話]アイコン をタップします。

WebEx 会議の開始

手順

ステップ 1 連絡先アイコンをタップして長押しし、クイック連絡先バッジを開きます。

ステップ 2 [WebEx]アイコン をタップします。
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メールの送信

手順

ステップ 1 連絡先アイコンをタップして長押しし、クイック連絡先バッジを開きます。

ステップ 2 [メール]アイコン をタップします。

統合受信トレイウィジェット

統合受信トレイウィジェットは、新しいボイスメッセージ、不在着信、および今後の予定の件数

とともに、最も新しい連絡先を表示します。画像のサイズが大きいほど、その連絡先が新しいこ

とを意味します。通信タイプは、連絡先の画像には表示されません。

関連トピック

Ciusホーム画面に追加, （17ページ）

Cisco WebEx 会議
Cisco WebEx会議はスタンドアロンアプリケーションですが、カレンダー、電話、チャット、お
よび連絡先アプリケーションとも統合されます。

WebEx会議では、音声会議への参加、会議に参加している相手の確認、共有プレゼンテーション
の視聴、全員または個人とのチャットを実行できます。今誰が話しているかは、画面下部に表示

されるポップアップからわかります。

Cisco Ciusからは、WebEx会議内のデスクトップまたはプレゼンテーションを共有できません。
ご注意ください。ビデオは、CiusからWebEx会議には送信されません。

会議中、会議の主催者は、WebExボールをドラッグアンドドロップして、プレゼンタを変更し
たり、参加者のミュート/ミュート解除を実行したりできます。主催者は、会議に対して全権限を
有しています。
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次の図に、WebEx会議を示します。

図 37：WebEx 会議

[アプリケーション]メニュー で Cisco WebEx会議アプリケーションを起動します。

インスタント WebEx 会議の開始

手順

ステップ 1 [インスタントミーティングを開始]ボタンをタップします。

ステップ 2 [インスタントミーティングを開始]ダイアログボックスが表示されます。会議のテーマと会議の
パスワードを任意に設定して、参加者を招待することができます。または、デフォルトの値を受

け入れることができます。一部の会議サイトでは、会議のパスワードを設定する必要があるため、

ご注意ください。

ステップ 3 [ミーティングを開始]をタップします。

新規 WebEx 会議のスケジュール
WebEx会議をスケジュールするには、カレンダーアプリケーションを使用します。

関連トピック

カレンダーの予定の追加, （88ページ）

スケジュール済み WebEx 会議の開始
WebExアプリケーションで、イベントの横にある [開始]ボタンをタップします。
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次の図に、WebEx会議の詳細表示を示します。

図 38：会議の詳細表示

スケジュール済み WebEx 会議への参加
会議への参加時刻になると、会議詳細ビューの [参加]ボタンが緑色に変わります。WebExアプリ
ケーションまたはカレンダーアプリケーションの予定の横にある [参加]ボタンをタップします。

会議番号による WebEx 会議への参加

手順

ステップ 1 [今すぐ参加]をタップします。

ステップ 2 会議番号と自分の名前を入力します。必要に応じて会議のパスワードを入力します。

ステップ 3 [参加]をタップします。
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スケジュールが設定されていない WebEx 会議の開始

手順

ステップ 1 [アプリケーション]メニュー で連絡先アプリケーションを起動します。

ステップ 2 連絡先アイコンをタップしてクイック連絡先バッジを開きます。

ステップ 3
表示されたメニューで [WebEx]アイコン をタップします。

ステップ 4 インスタントミーティング画面では、会議の主題を入力して、会議のパスワードを設定するよう

に指示されます。また、メールアドレスを入力するか、ドロップダウンの連絡先メニューから連

絡先を選択して、他のユーザを招待します。

ステップ 5 [ミーティングを開始]をタップします。
WebEx会議の内部からは、複数の連絡先を会議に招待できます。

主催者と招待された連絡先は、メールで招待状を受信します。このメールには、参加のためのリ

ンクや必要なパスワードなど、WebEx会議の情報が含まれています。

WebEx 会議にさらに参加者を招待する

手順

ステップ 1 WebEx会議のホストの方は、会議詳細ビューで [招待者を追加]をタップしてください。

ステップ 2 会議に招待する連絡先を選択します。

WebEx 会議中の参加者の招待

手順

ステップ 1 WebEx会議のホストの方は、[招待者を追加]をタップしてください。

ステップ 2 会議に招待する連絡先を選択します。
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電話の参加者を WebEx 会議に招待する

手順

ステップ 1 電話中に表示される連絡先アイコンをタップすると、クイック連絡先バッジが開きます。

ステップ 2
表示されるメニューで [WebEx] をタップします。

チャット参加者を WebEx 会議に招待する

手順

ステップ 1 チャット中に表示される連絡先アイコンをタップすると、クイック連絡先バッジが開きます。

ステップ 2
表示されるメニューで [WebEx] をタップします。

Cisco WebEx 会議ウィジェット
ホーム画面で、WebEx会議の表示、スケジュール設定、開始を行うには、Cisco WebEx会議ウィ
ジェットを使用します。

関連トピック

Ciusホーム画面に追加, （17ページ）

Google 検索
Google検索アプリケーションを使用してインターネット、ファイル、連絡先などの検索ができま
す。

ホーム画面のクイック起動バー または [アプリケーション]メニュー からGoogle検索アプリ
ケーションを起動します。
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インターネットの検索

手順

ステップ 1 検索バーの左にある [検索]アイコンをタップします。

ステップ 2 [インターネット]アイコンをタップします。

ステップ 3 検索クエリーを検索バーに入力します。

ステップ 4 [実行]をタップします。

アプリケーションの検索

手順

ステップ 1 検索バーの左にある [検索]アイコンをタップします。

ステップ 2 [アプリケーション]アイコンをタップします。

ステップ 3 検索クエリーを検索バーに入力します。

ステップ 4 [実行]をタップします。

連絡先の検索

手順

ステップ 1 検索バーの左にある [検索]アイコンをタップします。

ステップ 2 [連絡先]アイコンをタップします。

ステップ 3 検索クエリーを検索バーに入力します。

ステップ 4 [実行]をタップします。
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検索オプションの追加

手順

ステップ 1 ホーム画面で [アプリケーション]メニューアイコン をタップします。

ステップ 2 [設定] をタップします。

ステップ 3 [検索]をタップします。

ステップ 4 [検索対象]をタップします。

ステップ 5 その他の検索オプションを選択します。これらのオプションは、検索アプリケーションで [検索]
アイコンをタップするとメニューに表示されます。

検索ウィジェット

検索ウィジェットを使用して、ホーム画面から検索します。

関連トピック

Ciusホーム画面に追加, （17ページ）

ブラウザ
テキスト入力フィールドを選択すると、画面キーボードがポップアップで自動的に表示されます。

ブラウザアプリケーションには、オートコンプリート機能が備わっています。

サイトのモバイルバージョンが存在している場合、多くのサイトは、モバイルバージョンにデ

フォルトで切り替わります。Webサイトにデスクトップモードへのリンクがあり、デスクトップ
モードを選択する場合は、そのリンクをタップします。CiscoCiusのブラウザに対しては、デスク
トップモードの方がサイトレイアウトが適している場合もあります。

[アプリケーション]メニュー でブラウザアプリケーションを起動します。

Web サイトの表示

手順

ステップ 1 アドレスバーをタップします。

ステップ 2 画面キーボードを使用してWebサイトの URLを入力します。
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新しいウィンドウを開く

手順

ステップ 1
[メニュー]キー を押します。

ステップ 2 [新しいウィンドウ]をタップします。

開いているウィンドウの表示

手順

ステップ 1
[メニュー]キー を押します。

ステップ 2 [ウィンドウ]をタップします。

ブックマークの表示

手順

ステップ 1
[メニュー]キー を押します。

ステップ 2 [ブックマーク]ボタンをタップします。

ウェブサイトのブックマーク

手順

ステップ 1
[メニュー]キー を押します。

ステップ 2 [ブックマーク]ボタンをタップします。

ステップ 3 最初のエントリをタップすると、ブックマークに追加されます。
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ブックマークを開く

手順

ステップ 1
[メニュー]キー を押します。

ステップ 2 [ブックマーク]ボタンをタップします。

ステップ 3 ブックマークをタップします。

新しいウインドウでブックマークを開く

手順

ステップ 1
[メニュー]キー を押します。

ステップ 2 [ブックマーク]ボタンをタップします。

ステップ 3 ブックマークをタップして、長押しします。

ステップ 4 [新しいウィンドウで開く]をタップします。

ブックマークの編集

手順

ステップ 1
[メニュー]キー を押します。

ステップ 2 [ブックマーク]ボタンをタップします。

ステップ 3 ブックマークをタップして、長押しします。

ステップ 4 [編集]をタップします。

ステップ 5 ブックマークの名前または URLを編集します。

ステップ 6 [OK]をタップします。
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ブックマークの削除

手順

ステップ 1
[メニュー]キー を押します。

ステップ 2 [ブックマーク]ボタンをタップします。

ステップ 3 ブックマークをタップして、長押しします。

ステップ 4 [削除]をタップします。

ホーム画面にショートカットを追加する

手順

ステップ 1
[メニュー]キー を押します。

ステップ 2 [ブックマーク]ボタンをタップします。

ステップ 3 ブックマークをタップして、長押しします。

ステップ 4 [ショートカットを作成]をタップします。

リンクの共有

手順

ステップ 1
[メニュー]キー を押します。

ステップ 2 [ブックマーク]ボタンをタップします。

ステップ 3 ブックマークをタップして、長押しします。

ステップ 4 [リンクを共有]をタップします。

ステップ 5 リンクを共有するために、アプリケーションを選択します。
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リンク URL のコピー

手順

ステップ 1
[メニュー]キー を押します。

ステップ 2 [ブックマーク]ボタンをタップします。

ステップ 3 ブックマークをタップして、長押しします。

ステップ 4 [URLをコピー]をタップします。

ホームページをリンクとして設定する

手順

ステップ 1
[メニュー]キー を押します。

ステップ 2 [ブックマーク]ボタンをタップします。

ステップ 3 ブックマークをタップして、長押しします。

ステップ 4 [ホームページとして設定]をタップします。

よく使用する Web サイトの表示

手順

ステップ 1
[メニュー]キー を押します。

ステップ 2 [ブックマーク]ボタンをタップします。

ステップ 3 [よく使用]をタップします。
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ブラウザの履歴の表示

手順

ステップ 1
[メニュー]キー を押します。

ステップ 2 [ブックマーク]ボタンをタップします。

ステップ 3 [履歴]をタップします。

ページの更新

手順

ステップ 1
[メニュー]キー を押します。

ステップ 2 [更新]をタップします。

ページの検索

手順

ステップ 1
[メニュー]キー を押します。

ステップ 2 [その他]をタップします。

ステップ 3 [ページ内検索]をタップします。

ステップ 4 検索クエリーを入力します。

ステップ 5 [完了]をタップします。
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ダウンロードの履歴の表示

手順

ステップ 1
[メニュー]キー を押します。

ステップ 2 [その他]をタップします。

ステップ 3 [ダウンロード履歴]をタップします。

ブラウザ設定の編集

手順

ステップ 1
[メニュー]キー を押します。

ステップ 2 [その他]をタップします。

ステップ 3 [設定]をタップします。

Quickoffice
Quickofficeでは、Microsoft Wordドキュメント、Microsoft Excelスプレッドシート、Microsoft
PowerPointプレゼンテーション、および PDFドキュメントを開き、保存することができます。

[アプリケーション]メニュー から、Quickofficeアプリケーションを起動します。

Word ドキュメントを開く

手順

ステップ 1 [Quickword]をタップします。

ステップ 2 [Recent Documents]をタップしてファイルを選択するか、[SD Card]をタップしてファイルに移動
します。
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スプレッドシートを開く

手順

ステップ 1 [Quicksheet]をタップします。

ステップ 2 [Recent Documents]をタップしてファイルを選択するか、[SD Card]をタップしてファイルに移動
します。

プレゼンテーションを開く

手順

ステップ 1 [Quickpoint]をタップします。

ステップ 2 [Recent Documents]をタップしてファイルを選択するか、[SD Card]をタップしてファイルに移動
します。

PDF ドキュメントを開く

手順

ステップ 1 [QuickPDF]をタップします。

ステップ 2 [Recent Documents]をタップしてファイルを選択するか、[SD Card]をタップしてファイルに移動
します。

ファイルの保存

メールの添付ファイルまたはWebサイトから開いたファイルを保存します。
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手順

ステップ 1
[メニュー]キー を押します。

ステップ 2 左側にあるドキュメントアイコンをタップします。

ステップ 3 [保存]をタップします。

カメラ
写真や動画を撮影するには、カメラアプリケーションを使用します。

[アプリケーション]メニュー でカメラアプリケーションを起動します。

次の図に、カメラアプリケーションを示します。

図 39：カメラアプリケーション

右上の画像は、最近表示した写真や動画のサムネールです。

写真と動画の切り替え

写真と動画のモードを切り替えるには、カメラ選択アイコンをタップして上または下にスライド

します。

カメラの切り替え

前面（1メガピクセル）と背面（5メガピクセル）のカメラを切り替えるには、左上のアイコンを
タップします。

写真

カメラアプリケーションを使用して、写真を撮影します。
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写真の撮影

写真を撮影するには、右下にあるシャッターアイコンをタップします。

表示サイズの調整

手順

ステップ 1 写真フレームの右上にある [設定]アイコンをタップします。

ステップ 2 表示サイズを選択します。

露出の変更

手順

ステップ 1 写真フレームの右上にある [設定]アイコンをタップします。

ステップ 2 露出を選択します。

色効果の変更

手順

ステップ 1 写真フレームの右上にある [設定]アイコンをタップします。

ステップ 2 色効果を選択します。

デフォルトのカメラ設定の復元

手順

ステップ 1 写真フレームの右上にある [設定]アイコンをタップします。

ステップ 2 [初期設定に戻す]をタップします。
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位置情報の有効化

GPS機能を有効化し、画像に位置データを追加します。

手順

ステップ 1 写真フレームの左下にある [場所]アイコンをタップします。

ステップ 2 [ON]をタップします。

位置情報の無効化

手順

ステップ 1 写真フレームの左下にある [場所]アイコンをタップします。

ステップ 2 [OFF]をタップします。

動画

カメラアプリケーションを使用して、動画を撮影します。

動画の録画

手順

ステップ 1 録画を開始するには、右下にある [録音]アイコンをタップします。

ステップ 2 録画を停止するには、右下にある [停止]アイコンをタップします。

露出の変更

手順

ステップ 1 写真フレームの右上にある [設定]アイコンをタップします。

ステップ 2 露出を選択します。
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色効果の変更

手順

ステップ 1 動画フレームの右上にある [設定]アイコンをタップします。

ステップ 2 色効果を選択します。

デフォルトのカメラ設定の復元

手順

ステップ 1 動画フレームの右上にある [設定]アイコンをタップします。

ステップ 2 [初期設定に戻す]をタップします。

動画の画質調整

手順

ステップ 1 動画フレームの右下にある [動画の画質]アイコンをタップします。

ステップ 2 動画の画質を選択します。

ギャラリー
ギャラリーを使って画像と動画の表示と共有を行います。

表 1：ギャラリーでサポートするファイル形式

コンテナ形式詳細デコーダエンコーダ名前

ベース +プロ
グレッシブ

XXJPEG画像

XGIF

XXPNG

XBMP
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コンテナ形式詳細デコーダエンコーダ名前

3GPP（.3gp）XH.263動画

3GPP（.3gp）

MPEG-4
（.mp4）

XXH.264

3GPP（.3gp）XMPEG4シンプ
ルプロファイ

ル

[アプリケーション]メニュー からギャラリーアプリケーションを起動します。

アルバム

ギャラリーは、さまざまなアルバムビューで表示されます。右上には、カメラアプリケーション

を起動するアイコンがあります。

アルバムの表示

アルバムをタップすると、その内容が表示されます。

アルバムのビューの切り替え

アルバムには、フォルダビューとグリッドビューの 2種類のビューがあります。

ビューを切り替えるには、アルバムの右上にあるアイコンをタップします。

アルバムでの全項目の選択

手順

ステップ 1 アルバムで画像または動画をタップして、長押しします。

ステップ 2 [すべて選択]をタップします。

写真

ギャラリーアプリケーションを使用して、写真を表示、編集、および共有します。
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画像の表示

画像を表示するには、アルバム内の画像をタップします。

スライドショーの表示

手順

ステップ 1 アルバムにある最初の画像をタップします。

ステップ 2 [スライドショー]をタップします。

画像の共有

手順

ステップ 1 画像をタップします。

ステップ 2
[メニュー]キー を押します。

ステップ 3 [共有]をタップします。

ステップ 4 画像を共有するアプリケーションを選択します。

画像の削除

手順

ステップ 1 画像をタップします。

ステップ 2
[メニュー]キー を押します。

ステップ 3 [削除]をタップします。
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画像の回転

手順

ステップ 1 画像をタップします。

ステップ 2
[メニュー]キー を押します。

ステップ 3 [その他]をタップします。

ステップ 4 [左に回転]または [右に回転]をタップします。

壁紙としての画像の設定

手順

ステップ 1 画像をタップします。

ステップ 2
[メニュー]キー を押します。

ステップ 3 [その他]をタップします。

ステップ 4 [登録]をタップします。

ステップ 5 [壁紙]をタップします。

連絡先アイコンとしての画像の設定

手順

ステップ 1 画像をタップします。

ステップ 2
[メニュー]キー を押します。

ステップ 3 [その他]をタップします。

ステップ 4 [登録]をタップします。

ステップ 5 [連絡先]アイコンをタップします。

ステップ 6 連絡先を選択します。

ステップ 7 使用する画像部分にオレンジの枠をドラッグし、[保存]をタップします。
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画像のトリミング

手順

ステップ 1 画像をタップします。

ステップ 2
[メニュー]キー を押します。

ステップ 3 [その他]をタップします。

ステップ 4 [トリミング]をタップします。

ステップ 5 使用する画像部分にオレンジの枠をドラッグし、[保存]をタップします。

画像の詳細の表示

手順

ステップ 1 画像をタップします。

ステップ 2
[メニュー]キー を押します。

ステップ 3 [その他]をタップします。

ステップ 4 [詳細情報]をタップします。

写真フレームウィジェット

写真フレームウィジェットを使用して、ギャラリーからホーム画面のフレームに写真を表示しま

す。

関連トピック

Ciusホーム画面に追加, （17ページ）

動画

ギャラリーアプリケーションを使用して、動画を表示、編集、および共有します。

動画の表示

動画を表示するには、アルバム内の動画をタップします。
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動画の削除

手順

ステップ 1 アルバムで動画をタップして、長押しします。

ステップ 2 [削除]をタップします。

ステップ 3 確認の [削除]をタップします。

動画の共有

手順

ステップ 1 アルバムで動画をタップして、長押しします。

ステップ 2 [共有]をタップします。

ステップ 3 動画を共有するアプリケーションを選択します。

動画の詳細の表示

手順

ステップ 1 アルバムで動画をタップして、長押しします。

ステップ 2 [その他]をタップします。

ステップ 3 [詳細情報]をタップします。

音楽
オーディオファイルを聞くには、音楽プレーヤーを使用します。

[アプリケーション]メニュー から音楽アプリケーションを起動します。

次の表に、音楽プレーヤーでサポートするファイル形式を示します。
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表 2：音楽プレーヤーがサポートするファイル形式

コンテナ形式詳細デコーダエンコー

ダ

名前

3GPP（.3gp）およ
びMPEG-4
（.mp4、.m4a）

rawAAC（.aac）は
サポートしていま

せん

モノラル/ステレオ

ビットレート < 160 kBps

サンプルレート 8～ 48 kHz

XAAC LC/TP

XHE-AACv1
（AAC+）

XHE-AACv2（拡張
AAC+）

3GPP（.3gp）4.75～ 12.2 kBps

サンプルレート 8 kHz

XXAMR-NB

3GPP（.3gp）6.60～ 23.85 kBpsの 9レート

サンプルレート 16 kHz

XAMR-WB

MP3（.mp3）モノラル/ステレオ 8～ 320 kBps

固定ビットレート（cbr）または可
変ビットレート（vbr）

XMP3

タイプ 0および 1
（.mid、.xmf、.mxmf）

RTTTL/RTX
（.rtttl、.rtx）

OTA（.ota）

iMelody（.imy）

MIDIタイプ 0および 1

DLSバージョン 1および 2

XMFおよびMobile XMF

着信音形式 RTTTL/RTX、OTA、お
よび iMelodyをサポート

XMIDI

OGG（.ogg）XOgg Vorbis

WAVE（.wav）8ビットおよび 16ビットのリニア
PCM

XPCM

音楽プレーヤーには、オーディオファイルコレクションを並べ替えるためのさまざまなタブ

ビューがあります。

•アーティスト

•アルバム

•曲

•プレイリスト
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•再生中

曲

ミュージックプレイヤーを使用して、曲を再生および削除します。

曲の再生

手順

ステップ 1 曲をタップして、長押しします。

ステップ 2 [再生]をタップします。

曲の削除

手順

ステップ 1 曲をタップして、長押しします。

ステップ 2 [削除]をタップします。

着信音としての曲の使用

手順

ステップ 1 曲をタップして、長押しします。

ステップ 2 [着信音に設定]をタップします。

プレイリスト

音楽プレイヤーアプリケーションを使用してプレイリストの作成と編集ができます。他のデバイ

スからプレイリストをインポートすることはできません。
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プレイリストへの曲の追加

手順

ステップ 1 曲をタップして、長押しします。

ステップ 2 [プレイリストに追加]をタップします。

プレイリストからの曲の削除

手順

ステップ 1 曲をタップして、長押しします。

ステップ 2 [プレイリストから削除]をタップします。

プレイリストの再生

手順

ステップ 1 特定のプレイリストをタップして、長押しします。

ステップ 2 [再生]をタップします。

プレイリストの名前変更

手順

ステップ 1 特定のプレイリストをタップして、長押しします。

ステップ 2 [名前を変更]をタップします。
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プレイリストの削除

手順

ステップ 1 特定のプレイリストをタップして、長押しします。

ステップ 2 [削除]をタップします。

最近追加したプレイリストの編集

手順

ステップ 1 [最近追加したアイテム]プレイリストをタップして長押しします。

ステップ 2 [編集]をタップします。

ステップ 3 時間の長さを選択して、[完了]をタップします。

音楽ウィジェット

音楽ウィジェットを使用してホーム画面から音楽アプリケーションをコントロールできます。

関連トピック

Ciusホーム画面に追加, （17ページ）

時計
時計アプリケーションには、日時が表示されます。バッテリーを充電している場合、時計アプリ

ケーションにはバッテリーの持続時間が表示されます。また時計アプリケーションでは、アラー

ムの設定、写真のスライドショーの表示、音楽プレーヤーアプリケーションへのアクセスが可能

です。

[アプリケーション]メニュー で時計アプリケーションを起動します。
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アラームの設定

手順

ステップ 1 [アラーム]アイコンをタップします。

ステップ 2 [アラームの設定]をタップします。

ステップ 3 アラームの時刻とその他の詳細を入力します。

ステップ 4 [完了]をタップします。

アラームの編集

手順

ステップ 1 [アラーム]アイコンをタップします。

ステップ 2 アラームを選択します。

ステップ 3 時間その他のアラームの詳細を編集します。

ステップ 4 [完了]をタップします。

アラームの削除

手順

ステップ 1 [アラーム]アイコンをタップします。

ステップ 2 [アラームの設定]をタップします。

ステップ 3 [削除]をタップします。

スライドショーの表示

[スライドショー]アイコンをタップします。

音楽プレーヤーアプリケーションを開く

[音楽プレーヤー]アイコンをタップします。
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関連トピック

音楽, （118ページ）

アナログ時計ウィジェット

ホーム画面にアナログ時計を表示するには、アナログ時計ウィジェットを使用します。

関連トピック

Ciusホーム画面に追加, （17ページ）

音声レコーダー
音声レコーダーアプリケーションを使用して、音声を録音します。

[アプリケーション]メニュー から、音声レコーダーアプリケーションを起動します。

録音

手順

ステップ 1 [録音]アイコンをタップします。

ステップ 2 録音を完了するには、[停止]アイコンをタップします。

ステップ 3 [この録音を使用]をタップします。

録音の再生

[再生]アイコンをタップします。

デスクトップ仮想化
仮想デスクトップインフラストラクチャ（VDI）をご利用のユーザ向けに、CiscoCiusは次の主要
サードパーティベンダー提供の、サードパーティ仮想デスクトップクライアントをサポートして

います。

• Citrix

• VMware

• Wyse
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これらデスクトップ仮想化クライアントは Cisco AppHQから提供されており、Cisco Ciusでの実
行用に最適化されています。他のアプリケーションリポジトリからこれらアプリケーションの汎

用版をダウンロードしないでください。

デスクトップ仮想化テクノロジーは、リモートでオーディオ、ビデオ、インタラクティブマルチ

メディアリソースにアクセスするとき、パフォーマンスが低下することがあります。他のデスク

トップ仮想化エンドポイントとは異なり、Cisco Ciusはローカルの音声およびビデオメディアプ
レーンを備え、Ciusがデバイスそのものを通してリモートデスクトップ表示プロトコルの外側で
メディアトラフィックに接続することを可能にします。たとえば、同一ブランチ内の2名のCisco
Ciusユーザがリモートの仮想デスクトップ上で稼動されているCiscoUnified Personal Communicator
を使用してお互いに電話をすることができ、かつ、コントロール（シグナリング）プレーンがデー

タセンターに置かれている一方で、ユーザ間のオーディオおよびビデオ接続はそのブランチを離

れることがありません。ブランチネットワークは RTPフローにパケットの優先順位付けを適用
し、データセンターに到達させるために音声を 2回WANにトラバースする必要なく、2つのCius
が直接相互に接続されます。これによりWAN上の帯域幅消費量を増加させることなく、最高品
質のオーディオとビデオコラボレーションが実現されます。

Ciusでのデスクトップ仮想化は、Ciusが HDメディアステーションにドックされたとき、キー
ボードとマウスのサポートを含みます。ただし、デスクトップ仮想化クライアントはタッチモー

ドの動作を維持し、一部キーボードおよびマウスの動作は通常のMicrosoftWindowsでの操作と異
なる場合があります。対応しているキーボードショートカットおよびマウス動作の詳細について

は、本ガイドの「USBキーボードと USBマウス」の項を参照してください。

Citrix Receiver、VMWare View Client、Wyse PocketCloud Proについての追加情報は、Cisco AppHQ
で各アプリケーションに対する製品説明を参照してください。

関連トピック

Cisco AppHQ, （128ページ）
USBキーボードと USBマウス, （138ページ）

Google モバイルサービス
Cisco Ciusには次の Googleモバイルサービスが含まれます。

• Gmail

• Google検索

• Latitude

•マップ

•マーケット

•ナビ

•ニュースと天気

•プレイス

•トーク
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• YouTube

これらアプリケーションの一部機能へのアクセスには Googleアカウントが必要です。

Google アカウントの追加

手順

ステップ 1 ホーム画面で [アプリケーション]メニューアイコン をタップします。

ステップ 2 [設定] をタップします。

ステップ 3 [アカウントと同期]をタップします。

ステップ 4 [アカウントを追加]をタップします。

ステップ 5 [Google]をタップします。

ステップ 6 Googleアカウントの認証情報を入力します。

Gmail
Gmailアプリケーションを使用して Gmailアカウントでメールの送受信ができます。

Google 検索
Google検索アプリケーションを使用してWeb、Android Market、連絡先などの検索ができます。

関連トピック

Google検索, （100ページ）

Latitude
Latitudeアプリケーションを使用して自分の居場所を共有したり、Googleマップで連絡先の相手
の居場所を表示したりすることができます。連絡先の相手の場所を表示するには、その連絡先の

相手が Latitudeで居場所を共有することを選択する必要があることにご注意ください。

マップ

マップアプリケーションを使用して Googleマップを表示し、道順を調べることができます。
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マーケット

マーケットアプリケーションを使用して Android Marketからアプリケーションを検索し、インス
トールすることができます。

関連トピック

Android Market, （130ページ）

ナビゲーション

ナビアプリケーションを使用して GPSで道順のナビゲーションを取得できます。

ニュースと天気

ニュースと天気アプリケーションを使用してニュースを読んだり、地域の天気情報を取得するこ

とができます。

プレイス

プレイスアプリケーションを使用して付近のレストラン、ガソリンスタンド、ATM、見どころ
を検索することができます。

トーク

トークアプリケーションを使用して、Google連絡先とチャットします。

YouTube
YouTubeアプリケーションを使用して、YouTubeビデオを視聴およびアップロードします。

その他アプリケーション
Cisco AppHQ、Android MarketまたはUCMAppを使用してアプリケーションを見つけ、Cisco Cius
に追加できます。セキュリティ設定によっては、Cisco AppHQ、Android Marketおよび UCM App
が利用できない場合があります。

Cisco Ciusは Cisco AppHQ、Android Marketまたは UCM Appからのアプリケーションをサポート
しています。シスコはサードパーティのサイトからダウンロードされたアプリケーションの動作

を保証することはできません。
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Cisco AppHQ
Cisco Unified Communications Manager経由で利用可能になるアプリケーションの場合、登録また
は登録解除には、Cisco AppHQアプリケーションを使用します。利用可能なアプリケーションの
詳細については、システム管理者にお問い合わせください。

ログイン

手順

ステップ 1 [アプリケーション]メニュー で [Cisco AppHQ]を起動します。

ステップ 2 パスワードを入力します。

ステップ 3 [ログイン]をタップします。
次の図に、Cisco AppHQアプリケーションを示します。

図 40：Cisco AppHQ

お勧めのアプリケーションの表示

手順

ステップ 1
[メニュー]キー を押します。

ステップ 2 [Featured]をタップします。
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カテゴリの表示

手順

ステップ 1
[メニュー]キー を押します。

ステップ 2 [Categories]をタップします。

ステップ 3 カテゴリを選択します。

アプリケーションの検索

アプリケーションを検索するには、右上にある検索アイコンをタップします。

アプリケーションダウンロードの表示

ダウンロードを表示するには、右上のダウンロードアイコンをタップします。

アプリケーションの詳細の表示

アプリケーションをタップして、アプリケーションの詳細画面を表示します。

次の図に、アプリケーションの詳細画面を示します。

図 41：アプリケーションの詳細画面

アプリケーションのダウンロード

手順

ステップ 1 アプリケーションをタップして、アプリケーションの詳細画面を表示します。

ステップ 2 [Install]ボタンをタップします。
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アプリケーションの削除

手順

ステップ 1 アプリケーションをタップして、アプリケーションの詳細画面を表示します。

ステップ 2 [Uninstall]ボタンをタップします。

終了

Cisco AppHQアプリケーションを終了するには、[ホーム]キー を押します。アプリケーショ

ンを終了してもログオフしません。

Android Market
システム管理者が Android Marketへのアクセスを有効にしている場合、追加のアプリケーション
をMarketアプリケーションから入手することができます。Android Marketからアプリケーション
を購入またはインストールするには、Googleアカウントが必要です。

マーケットウィジェット

マーケットウィジェットを使用してホーム画面から Android Marketにアクセスできます。

関連トピック

Ciusホーム画面に追加, （17ページ）

UCM アプリケーション
UCMアプリケーションを使用して、システム管理者によって Ciusにプロビジョニングされてい
るアプリケーションをインストールまたは削除します。実際のシステム設定によっては、システ

ム管理者によってプロビジョニングされたアプリケーションは削除できません。詳細については、

システム管理者にお問い合わせください。
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アプリケーションの削除

手順

ステップ 1 ホーム画面の [アプリケーション]メニューアイコン をタップします。

ステップ 2 [設定] をタップします。

ステップ 3 [アプリケーション]をタップします。

ステップ 4 [アプリケーションの管理]をタップします。

ステップ 5 アプリケーションリストの 1つで特定のアプリケーションをタップします。

ステップ 6 [アンインストール]をタップします。

ステップ 7 [OK]をタップします。
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第 5 章

アクセサリ

• HDメディアステーション, 133 ページ

• USBアクセサリ, 137 ページ

• Micro-USBポート, 141 ページ

• microSDカードスロット, 141 ページ

• モニタの接続, 142 ページ

• Bluetooth, 143 ページ

• 3.5 mmヘッドセット, 147 ページ

HD メディアステーション
HDメディアステーションを使用すると、CiscoCiusの機能を拡張できます。メディアステーショ
ンには、アジャスタブルフットスタンド 1個、USBキーボードやマウスなどの外部デバイスを追
加するためのUSBポート 3個、ギガビットイーサネットポート 2個、オーディオジャック 1個、
外部モニタに接続するためのDisplayPortコネクタ1個などが備わっています。CiscoCiusをメディ
アステーションに接続すると、Ciusバッテリーへの充電も行われます。

HDメディアステーションのフットスタンドを調整して、表示角度を調整できます。メディア
ステーションの表示角度を調整する場合は、Cisco Ciusをしっかりと持って行ってください。
Cisco Ciusを落として破損する場合があります。

警告

HDメディアステーションにケーブルを接続するときは、メディアステーションフットスタ
ンドの中央部にすべてのケーブルを通してください。

警告
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次の画像は、HDメディアステーションの前面を示したものです。

図 42：HD メディアステーションの前面

スピーカーボタン5ハンドセット1

音量ボタン6スピーカー2

ミュートボタン7USBポート3

ドッキングポート4
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次の画像は、HDメディアステーションの背面を示したものです。

図 43：HD メディアステーションの背面

コンピュータポート5盗難防止セキュリティロックコネクタ

（ロックはオプション品）

1

シングルモードDisplayPort接続6フットスタンド2

USBポート7AC電源コンセント用プラグ3

ハンドセット接続8ネットワークポート4

Cisco Cius と HD メディアステーションの接続

手順

ステップ 1 Cisco Ciusのドッキングポートとメディアステーションのポートの位置を合わせます。

ステップ 2 Cisco Ciusを挿入します。
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電源ポート経由での Cisco Cius への給電

手順

ステップ 1 電源ケーブルを HDメディアステーションの AC電源プラグに接続します。

ステップ 2 Ciusをメディアステーションに接続します。

PoE+ 経由での Cisco Cius への給電

手順

ステップ 1 イーサネットケーブルの片側をメディアステーションのネットワークポートに挿入します。

ステップ 2 イーサネットケーブルの反対側を PoE+対応イーサネットスイッチのイーサネットポートに挿入
します。

ステップ 3 Ciusをメディアステーションに接続します。

電話アプリケーションの起動

ハンドセットを持ち上げるか、[スピーカー]キーを押すと、電話アプリケーションが起動します。

関連トピック

電話, （36ページ）

電話への応答

電話に出るには、ハンドセットを持ち上げるか、[スピーカー]ボタンを押します。

通話中での取り付け/取り外し
電話アプリケーションでは、通話中にCiusをHDメディアステーションと着脱しても、通話を続
けることができます。通話の音声が再確立されるまでに若干の遅延があります。
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スピーカーフォンコールの開始

手順

ステップ 1 [スピーカー]キーを押します。

ステップ 2 電話番号を入力するか、連絡先を選択します。

ステップ 3 [発信]をタップします。

スピーカーフォンコールへの切り替え

スピーカーフォンコールに切り替えるには、ハンドセットがオフフックになっているときに [ス
ピーカー]キーを押します。

ハンドセットコールに戻すには、ハンドセットをオンフックにしてハンドセットを再び持ち上げ

ます。

スピーカーフォンコールの終了

スピーカーフォンコールの途中で [スピーカー]キーを押すと、そのコールは終了します。

着信音量の調整

[音量]キーを押して、電話の着信音量の大小を調整します。

USB アクセサリ
Cisco Cius HDメディアステーションには、それぞれ使用可能な 3つの USBポートが搭載されて
います。そのうち、2つは背面に、1つは右側に配置されています。

USBポートを使用すると、次のいずれかのアクセサリを使用できます。

• USBキーボード

• USBマウス

• USBメモリスティック

• USB給電ハブ

• USBシリアルコンソールケーブル
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USB キーボードと USB マウス
USBキーボードや USBマウスのモデルによっては、Cisco Ciusで使用できないことがあります。
ただし、ヒューマンインターフェイスデバイス（HID）仕様に準拠する USBキーボードの大半
は、正常に動作します。USBハブは、必ず給電を必要とします。したがって、ハブを 1基でも搭
載しているキーボードは、Ciusからハブに電力が供給されないので使用できません。

Cisco Cius キーショートカット
Ciusでは、次のキーボードショートカットを使用できます。

•
[メニュー]：Shift+Ctrl+[

•
[ホーム]：Shift+Ctrl+]

• Shift+Ctrl+]を押したままにすると、開いているアプリケーションと最近使用したアプリケー
ションの一覧が表示されます。

•
[戻る]：Shift+Ctrl+\

入力ショートカット

• Alt+スペースバー：特殊文字を挿入する

•
[メニュー] +X：テキストを切り取る（特定の文字列を選択していない場合は、画面上の
すべてのテキストを切り取る）

•
[メニュー] +C：テキストをクリップボードにコピーする（特定の文字列を選択していな
い場合は、画面上のすべてのテキストをコピーする）

•
[メニュー] +V：クリップボードからテキストを貼り付ける

•
[メニュー] +A：現在のフィールドにあるテキストをすべて選択する

ブラウザショートカット

•スペースバー： 1画面分下へ移動

• Shift+スペースバー： 1画面分上へ移動

•
[メニュー] +I：拡大

•
[メニュー] +O：縮小

•
[メニュー] +J： 1ページ戻る
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•
[メニュー] +K： 1ページ進む

•
[メニュー] +R：現在のページを更新する

•
[メニュー] +F：ページ内検索

•
[メニュー] +B：ブックマークを開く

•
[メニュー] +S：ソーシャルネットワーク共有メニューを開く

Gmail ショートカット
• F：現在のメッセージを転送する（メッセージを表示している間のみ有効）

• R：現在のメッセージに返信する（メッセージを表示している間のみ有効）

• A：現在のメッセージの全員に返信する（メッセージを表示している間のみ有効）

• Y：メッセージをアーカイブする

•
[メニュー] +U：受信トレイを更新する

•
[メニュー] +C：メールを新規作成する

• Enter：メールを開く

マウス操作

Cisco Ciusでは、次のマウス操作が可能です。

•クリック：タップ

•
右クリック： [メニュー] キー、[ホーム] キーおよび [戻る] キーを画面に表示す

る

デスクトップ仮想化アプリケーションで右クリックすると、[メニュー]キー、[ホーム]キーおよ
び [戻る]キーではなく、状況依存メニューが表示される場合があります。

•スクロール：マウスのスクロールホイールを使用して、画面上の選択やフォーカスを他の
アイテムに移動する

VDI ショートカット
仮想デスクトップクライアントで使用可能なキーボードショートカットやマウス操作は、他の

Ciusアプリケーションの場合と異なります。
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キーボードショートカット

Ctrlキーのメタ状態（キーの組み合わせ）、Num Lock、Caps Lock状態は現在Androidの仮想デス
クトップクライアントのほとんどでサポートされていません。サポートされているショートカッ

トの説明は、各アプリケーションの製品説明を参照してください。

マウスショートカット

Ciusプラットフォームはマウスイベントをタッチスクリーン入力にマッピングし、VDIクライア
ントは通常タッチ画面入力を通常の Android操作にマップします。その結果、次の挙動となりま
す。

•クリック：タップ

•クリックしてドラッグ：リモートデスクトップ上での上下または左右スクロール

•クリックしてホールドし、ドラッグ：リモートデスクトップ上でのウィンドウ、スクロー
ルバーのハンドル、その他オブジェクトの移動

リモートデスクトップ上の一部のアプリケーションは、大画面サイズ向けに設計されています。

仮想デスクトップクライアントでアプリケーションの一部がカットされてしまうことがないよう

に、リモートデスクトップを Cius画面サイズより大きい画面サイズに設定することを推奨しま
す。

USB メモリスティック
USBメモリスティックをUSBポートに接続して、Cisco Ciusの使用可能なディスク領域を拡張し
ます。

USBメモリは、/sdcard/external/usb-sda1にマウントされます。

USB 給電ハブ
USB給電ハブを使用して、使用可能な USBポートの数を増やします。USB給電ハブを使用する
と、最大 5つの USBアクセサリを USBポートに接続できます。

USB コンソールケーブル
通常、USBコンソールケーブルを使用するのは、システム管理者がデバッグを実行する場合に限
定されます。

USBコンソールケーブルの使用方法の詳細については、システム管理者に連絡してください。

   Cisco Cius ユーザガイド、リリース 9.2(2)
140

アクセサリ

USB メモリスティック



Micro-USB ポート
USBストレージまたはAndroid Debug Bridge（ADB）のアクセスには Cisco Cius上面のmicro-USB
ポートを使用します。その他のアクセサリを micro-USBポートに接続することはできません。

USB ストレージの起動

手順

ステップ 1 micro-USBケーブルを使用して、Ciusをコンピュータに接続します。

ステップ 2 通知バーを下にドラッグします。

ステップ 3 [USB接続]をタップします。

ステップ 4 [USBストレージを ONにする]ボタンをタップします。

ステップ 5 [OK]をタップします。

USB ストレージの停止

手順

ステップ 1 通知バーを下にドラッグします。

ステップ 2 [USBストレージを OFFにする]をタップします。

ステップ 3 [USBストレージを OFFにする]ボタンをタップします。

microSD カードスロット
microSDカードを microSDカードスロットに挿入すると、Cisco Ciusの利用可能なディスク領域
が拡張されます。
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microSD カードのマウント

手順

ステップ 1 microSDカードを microSDカードスロットに挿入します。

ステップ 2 ホーム画面で [アプリケーション]メニューアイコン をタップします。

ステップ 3 [設定] をタップします。

ステップ 4 [SDカードと端末容量]をタップします。

ステップ 5 [SDカードをマウント]をタップします。microSDカードは /sdcard/external/SDCARDにマウントさ
れます。

microSD カードのフォーマット

手順

ステップ 1 microSDカードを microSDカードスロットに挿入します。

ステップ 2 ホーム画面で [アプリケーション]メニューアイコン をタップします。

ステップ 3 [設定] をタップします。

ステップ 4 [SDカードと端末容量]をタップします。

ステップ 5 [SDカードをフォーマット]をタップします。

モニタの接続
Cisco Ciusをモニタに接続するには、HDMIケーブルの一方の端を micro-HDMIポートに差し込
み、もう一方の端をモニタの HDMIポートに差し込みます。

Cisco Ciusを HDメディアステーション経由でモニタに接続するには、HDMI DisplayPortケーブ
ルの一方の端をmicro-HDMIポートのDisplayPort接続に差し込み、もう一方の端をモニタのHDMI
ポートに差し込みます。
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HDメディアステーションにケーブルを接続するときは、メディアステーションフットスタ
ンドの中央部にすべてのケーブルを通してください。DisplayPortケーブルをメディアステー
ションに接続するときは、フットスタンドの下の 2レベルは使用しないでください。ケーブ
ルコネクタがテーブルに接触する可能性があります。接触がケーブルコネクタの破損を招く

場合があり、メディアステーションが不安定になりかねません。

警告

Cius画面は外部モニタでは 1024x600ピクセルで表示されます。

Cisco Ciusがスリープモードに入ると、モニタもスリープモードに入ります。

HDMI 設定の編集

手順

ステップ 1 Cisco Ciusをモニタに接続します。

ステップ 2 ホーム画面で [アプリケーション]メニューアイコン をタップします。

ステップ 3 [HDMI]をタップします。

ステップ 4 HDMI設定を編集します。

仮想デスクトップインフラストラクチャ

リモートデスクトップ上の一部のアプリケーションは、大画面サイズ向けに設計されています。

仮想デスクトップクライアントでアプリケーションの一部が欠けて表示されることのないよう、

リモートデスクトップの画面サイズの設定を 1024x600より大きくするようお勧めします。

VDIアプリケーション設定の詳細については、各アプリケーションに関する製品の説明を参照し
てください。

Bluetooth
Cisco Ciusは Bluetooth 2.1+EDRをサポートしています。音声通信の場合は、Hands-Free Profile
（HFP）をサポートするヘッドセット、ストリーミングオーディオの場合は Advanced Audio
Distribution Profile（A2DP）をサポートするヘッドセットを利用できます。また Cisco Ciusは
Bluetoothでの一般的なファイル交換のために、Object PushProfile（OPP）をサポートしています。

Bluetooth HFPのサポートにより、次の機能が提供されます。

•着信音

•通話への応答

•通話の終了
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•音量のコントロール

•最後の番号のリダイヤル

•コールウェイティング

•即転送/着信拒否

•三者間通話

◦保留と応答

◦解放と応答

•スピードダイヤル

BluetoothA2DPのサポートにより、ステレオヘッドセットやカーオーディオシステムなど、他の
Bluetooth対応デバイスに対して、一方向のオーディオストリーム転送が可能になっています。

Bluetoothデバイスは、Cisco Ciusから 10メートル（30フィート）以内の距離で利用できます。た
だし、最適なパフォーマンスを実現するために、Bluetoothデバイスは、Cisco Ciusの 3メートル
（10フィート）以内で利用することをお勧めします。

Bluetoothを有効にすると、Ciusのワイヤレス接続のパフォーマンスが低下することがあります。
ワイヤレスネットワークのパフォーマンスを改善するには、Bluetoothを使用していないときに
Bluetoothを無効にします。また、ワイヤレスネットワーク接続では 5GHzの周波数帯を使用しま
す。

Bluetooth の有効化

手順

ステップ 1 ホーム画面で [アプリケーション]メニューアイコン をタップします。

ステップ 2 [設定] をタップします。

ステップ 3 [無線とネットワーク]をタップします。

ステップ 4 [Bluetooth]をタップします。
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Bluetooth 設定の編集

手順

ステップ 1 ホーム画面で [アプリケーション]メニューアイコン をタップします。

ステップ 2 [設定] をタップします。

ステップ 3 [無線とネットワーク]をタップします。

ステップ 4 [Bluetooth設定]をタップします。

Bluetooth デバイスのスキャン
デバイスが [Bluetooth端末]サブメニューに表示されない場合、[デバイスのスキャン]をタップし
ます。

Bluetooth デバイスのペア設定

手順

ステップ 1 [Bluetooth設定]メニューで [Bluetooth]をタップします。

ステップ 2 [Bluetooth端末]サブメニューから、ペア設定するデバイスを選択します。

ステップ 3 Cisco Ciusは、PINコード 0000でペア設定されたデバイスと接続しようとします。
ペア設定が失敗した場合、CiscoCiusでは、PINコードの入力を指示するメッセージが表示されま
す。

ステップ 4 デバイスが接続されると、[Bluetooth端末]サブメニューのデバイス名の下に、デバイスが接続さ
れたとステータスが通知されます。

Bluetooth デバイスのペア解除

手順

ステップ 1 [Bluetooth端末]サブメニューでデバイスをタップして長押しします。

ステップ 2 [ペアを解除]をタップします。
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Cius の検出可能化
[検出可能]をタップします。Ciusは 120秒間検出可能になります。

Bluetooth デバイス名の設定

手順

ステップ 1 ホーム画面の [アプリケーション]メニューアイコン をタップします。

ステップ 2 [設定] をタップします。

ステップ 3 [無線とネットワーク]をタップします。

ステップ 4 [Bluetooth設定]をタップします。

ステップ 5 [Bluetooth]をタップします。

ステップ 6 [端末名]をタップします。

ステップ 7 デバイスの名前を入力して [OK]をタップします。

ファイルの共有

手順

ステップ 1 Ciusと別の Bluetooth対応デバイスをペア設定します。

ステップ 2 共有するファイルを選択します。たとえば、ギャラリーアプリケーションの写真、または連絡先

アプリケーションの連絡先を共有できます。

ステップ 3 [共有]メニューで [Bluetooth]を選択します。

Bluetooth デバイスの切断

手順

ステップ 1 [Bluetooth端末]サブメニューでデバイスをタップして長押しします。

ステップ 2 [切断]をタップします。
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Bluetooth デバイスを切断してペアを解除

手順

ステップ 1 [Bluetooth端末]サブメニューでデバイスをタップして長押しします。

ステップ 2 [切断してペアを解除]をタップします。

3.5 mm ヘッドセット
3.5 mmヘッドセットは、Cisco Ciusの一番下にあるヘッドセットポートに接続することができま
す。

3.5mmヘッドセットをHDメディアステーションのヘッドセットポートに接続して、ヘッドセッ
トを通話に使用することができます。ヘッドセットポートは、HDメディアステーションの左側、
一番上のポートです。

3.5 mmヘッドセットをHDメディアステーションのライン出力ポートに接続して、ヘッドセット
をメディアの再生に使用することができます。ライン出力ポートは、HDメディアステーション
の左側、一番下のポートです。

HDメディアステーションのヘッドセットポートとライン出力ポートは、2つの異なるポートで
あることに注意してください。Cisco Ciusは、二又のヘッドセットをサポートしていません。
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第 6 章

製品の安全性、セキュリティ、アクセシビ

リティ、および関連情報

• 安全性と性能に関する情報, 149 ページ

• 緊急通報に関する通知, 150 ページ

• FCC適合性宣言, 152 ページ

• CEマーク, 152 ページ

• 暗号化に関する情報, 153 ページ

• データのバックアップ, 153 ページ

• アクセシビリティ機能, 153 ページ

• その他の情報, 156 ページ

安全性と性能に関する情報
停電や他のデバイスが Cisco Ciusに影響を及ぼすことがあります。

停電

電話アプリケーションを介した緊急サービスへのアクセスは、電話がネットワークに接続されて

いることを前提とします。ルータの電源が中断されると、電源が回復するまでサービスおよび緊

急通報サービスのダイヤルが機能しなくなります。電源障害または中断が発生した場合、サービ

スまたは緊急通報サービスのダイヤルを使用する前に、装置のリセットまたは再構成が必要にな

ることがあります。
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緊急通報に関する通知
Ciusで初めて電話アプリケーションを開いたとき、および既存のVPNネットワークの選択または
新しい VPNネットワークの追加時に、緊急通報に関する通知テキストが表示されます。

電話アプリケーションの緊急通報に関する通知, （150ページ）
VPNネットワークの緊急通報に関する通知, （150ページ）

電話アプリケーションの緊急通報に関する通知

初めて Cisco Ciusで電話アプリケーションを開いたとき、[緊急通報に関する通知]ダイアログが
表示され、VoIPネットワークを使用しているため、緊急通報番号へのダイヤルが機能しない可能
性があることを知らせます。

このダイアログで [この情報を読んで理解したことを認めます]チェックボックスにチェックを入
れて [OK]をタップすると、ダイアログが閉じます。最初にこの通知を受け入れた後は、デバイス
を出荷時の状態にリセットした場合、またはシステム管理者がデバイスをリモートワイプした場

合に限り再度表示されます。

電話アプリケーションの [緊急通報に関する通知]ダイアログのテキストは次のとおりです。

緊急通報番号（110、119など）へのダイヤルは、Cisco Ciusに使用されているようなエンタープ
ライズクラスの IPテレフォニーネットワークでは機能しない可能性があります。正しい位置情報
が緊急対応機関に渡されない可能性があります。組織の施設内または施設外にいるときに使用す

るダイヤル番号など、ネットワークの機能に関する情報は、ネットワーク管理者から得ることが

できます。

VPN ネットワークの緊急通報に関する通知
既存の VPNネットワークへの接続または [新しい VPN接続を追加]オプションを選択すると、ダ
イアログが表示され、緊急通報番号へのダイヤルが機能しない可能性について警告します。[OK]
を押してVPN接続のステップに進むことができます。デバイス上の [戻る]ボタンを押してダイア
ログを閉じ、接続をキャンセルすることができます。

VPNネットワークの [緊急通報に関する通知]ダイアログのテキストは次のとおりです。

警告 --緊急通報番号（110、119など）は、ソフトウェアテレフォニークライアントでは機能し
ない可能性があります。正確な位置と適切な緊急対応機関を特定することが困難になる可能性が

あります。一部の国では、インターネット上で VPN経由で VoIPソフトウェアを使用することを
制限しています。そのような国には、UAE、サウジアラビア、パキスタン、レバノン、ヨルダン、
エジプト、オマーン、カタール、イエメン、アルジェリア、クウェートなどがあります。

外部デバイス

シスコは、干渉を引き起こす電波（RF）および可聴周波（AF）信号に対して遮蔽された高品質の
外部デバイス（ヘッドセットなど）の使用を推奨します。
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これらデバイスの品質および携帯電話や送受信兼用無線機などの他のデバイスとの近さによって

は、雑音が生じることがあります。そのような場合、シスコは次の対策の 1つ以上を講じること
を推奨します。

•外部デバイスを RFまたは AF信号源から離します。

•外部デバイスのケーブルを RFまたは AF信号源から離して配線します。

•外部デバイスにシールドケーブルを使用するか、より良いシールドとコネクタと共にケーブ
ルを使用します。

•外部デバイスのケーブル長さを短くします。

•外部デバイス用のケーブル上にフェライトまたはその他類似のデバイスを使用します。

シスコは外部デバイスやケーブル、コネクタの品質を管理することはできないため、システムの

パフォーマンスを保証することはできません。適切なデバイスが質の良いケーブルおよびコネク

タを使って接続されているとき、システムは適切なパフォーマンスを発揮します。

EU諸国では、EMC指令 [89/336/EC]に完全に準拠した外部スピーカ、マイクロフォン、ヘッ
ドセットのみを使用してください。

警告

ヘッドセットの安全性

ヘッドセットを使用するときは、Ciusの音量を安全なレベルに設定します。ヘッドセットを大音
量で使用すると永続的難聴や聴覚の低下が生じることがあります。

他の騒音を遮断することを目的として、ヘッドセットを大音量で使用しないでください。付近に

いる人の声が聞こえない場合は音量を下げてください。

耳鳴り、声のくぐもり、その他聴覚低下の徴候が見られた場合、ヘッドセットの使用を停止し、

聴力検査を受けてください。

車両の運転中にヘッドセットを使用しないでください。車両の運転中にヘッドセットを使用する

と注意が散漫になり危険です。一部地域では違法行為に該当します。同様に、注意力が必要な活

動をするときにヘッドセットを使用しないでください。

Bluetooth ワイヤレスヘッドセットのパフォーマンス
ヘッドセットが Bluetoothをサポートする場合、Cisco Ciusは Bluetooth Class 2テクノロジーをサ
ポートします。Bluetoothにより、10メートル（30フィート）の範囲で、低帯域のワイヤレス接続
が実現されます。最適なパフォーマンスは、1～ 2メートル（3～ 6フィート）の範囲で得られま
す。最大 5個のヘッドセットを接続できますが、接続された最後の 1個のみがデフォルトとして
使用されます。

干渉の問題が潜在的に存在しているため、802.11b/gデバイス、Bluetoothデバイス、電子レンジ、
金属製の大きな物体は、ワイヤレスヘッドセットから遠ざけておくことをお勧めします。
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電話機とヘッドセットの間に何らかの障害物があっても、Bluetoothワイヤレスヘッドセットは正
常に機能しますが、壁やドアなど、一部の障害物や、他の電気製品は、Bluetooth接続に影響を及
ぼす可能性があります。

FCC 適合性宣言
米国連邦通信委員会は次に対する適合性宣言を義務付けています。

• FCC Part 15.21

• FCC受信機およびクラス Bデジタル装置

FCC Part 15.21 適合性宣言
適合性に責任を負う当事者によって明示的に承認されていない変更または修正を加えると、ユー

ザがこの装置を使用する権利が無効になります。

FCC 受信機およびクラス B デジタル装置の適合性宣言
この製品はテスト済みであり、FCCルール Part 15に規定されたクラスBデジタル装置の規格に準
拠しています。これらの制限は、住宅地で使用したときに、有害な干渉を防止する適切な保護を

規定したものです。この装置は、無線周波エネルギーを生成、使用、または放射する可能性があ

り、指示に従って設置および使用しなかった場合、ラジオおよびテレビの受信障害が起こること

があります。ただし、特定の設置条件において干渉が起きないことを保証するものではありませ

ん。

この装置でラジオまたはテレビ受信への干渉が発生しているかどうかは、装置の電源をいったん

切って再度投入することで確認できます。干渉している場合は、次の方法を 1つ以上実行し、干
渉が起きないようにしてください。

•受信アンテナの向きを変えるか、場所を移動します

•装置またはデバイスとの距離を離します

•装置を受信機ではなくコンセントに接続します

•販売店またはラジオやテレビの専門技術者に連絡します

CE マーク
Cisco Ciusでは、次の CEマークとクラス 2の識別子が機器と梱包に記載されます。
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暗号化に関する情報
告知

本製品には暗号化機能が備わっており、輸入、輸出、配布、および使用に適用される米国および

他の国での法律を順守するものとします。シスコの暗号化製品を譲渡された第三者は、その暗号

化技術の輸入、輸出、配布、および使用を許可されたわけではありません。輸入業者、輸出業者、

販売業者、およびユーザは、米国および他の国での法律を順守する責任があります。本製品を使

用するにあたっては、関係法令の順守に同意する必要があります。米国および他の国の法律を順

守できない場合は、本製品を至急送り返してください。

シスコの暗号化製品を管理する米国の法律の概要については、次のサイトを確認してください。
http://www.cisco.com/web/about/doing_business/legal/global_export_trade/general_export/contract_
compliance.html

これらの製品の輸出に関して詳細を確認する必要がある場合は、メールで弊社（export@cisco.com）
までお問い合わせください。

データのバックアップ

手順

ステップ 1 ホーム画面で [アプリケーション]メニューアイコン をタップします。

ステップ 2 [設定] をタップします。

ステップ 3 [プライバシー]をタップします。

ステップ 4 [データのバックアップ]をタップします。

アクセシビリティ機能
CiscoCiusは、視覚障がい者、聴覚障がい者、身体障がい者のために、アクセシビリティ（ユーザ
補助）機能を備えています。
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アクセシビリティの設定

手順

ステップ 1 ホーム画面で [アプリケーション]メニューアイコン をタップします。

ステップ 2 [設定] をタップします。

ステップ 3 [ユーザ補助] をタップします。

スクリーンリーダーのインストール

手順

ステップ 1 ホーム画面で [アプリケーション]メニューアイコン をタップします。

ステップ 2 [設定] をタップします。

ステップ 3 [ユーザ補助] をタップします。

ステップ 4 スクリーンリーダーをインストールするよう表示されたら、[OK]をタップします。これを実行す
るには、Android Marketのアカウントが必要です。

関連トピック

Android Market, （130ページ）

入力時バイブレーションの有効化

手順

ステップ 1 ホーム画面で [アプリケーション]メニューアイコン をタップします。

ステップ 2 [設定] をタップします。

ステップ 3 [音]をタップします。

ステップ 4 [入力時バイブレーション]をタップします。
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画面の明るさ

手順

ステップ 1 ホーム画面の [アプリケーション]メニューアイコン をタップします。

ステップ 2 [設定] をタップします。

ステップ 3 [ディスプレイ]をタップします。

ステップ 4 [明るさ]をタップします。

ステップ 5 バーを左にスライドすると画面が暗くなり、右にスライドすると明るくなります。

ステップ 6 [OK]をタップします。

テキスト読み上げ

手順

ステップ 1 ホーム画面の [アプリケーション]メニューアイコン をタップします。

ステップ 2 [設定] をタップします。

ステップ 3 [音声入出力]をタップします。

ステップ 4 [テキスト読み上げの設定]をタップします。

ステップ 5 [音声データをインストール]をタップします。

ステップ 6 音声合成アプリケーションをインストールします。これを実行するには、Android Marketのアカ
ウントが必要です。

関連トピック

Android Market, （130ページ）

拡大および縮小

アプリケーションの多くは、拡大/縮小操作に対応しています。
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拡大

手順

ステップ 1 Cisco Ciusの画面に指を 2本置きます。

ステップ 2 任意の方向に、両方の指を開いていきます。

縮小

手順

ステップ 1 Cisco Ciusの画面に指を 2本置きます。

ステップ 2 2本の指を閉じていきます。

その他の情報
•次の URLで Cisco Webサイトにアクセスできます。

http://www.cisco.com/

• Cisco Ciusクイックスタートガイドおよびエンドユーザガイド：

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11156/tsd_products_support_series_home.html

•ライセンス情報：

http://cisco.com/en/US/products/ps11156/products_licensing_information_listing.html

• Cisco Webサイトの各国語版：

Cisco Webサイトの各国語版に www.cisco.comからアクセスするには、ページの一番上にあ
るWorldwideリンクをクリックします。

• Ciscoおよび環境：

http://www.cisco.com/go/ptrdocs

• Regulatory Compliance and Safety Information（RCSI）for Cisco Cius：

http://www.cisco.com/go/rcsi-cius
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第 7 章

FAQ およびトラブルシューティング

本章ではCisco Ciusについてのよくある質問に対する回答とトラブルシューティングのヒントを
説明します。

• よくある質問, 157 ページ

• トラブルシューティングのヒント, 158 ページ

よくある質問

充電のためCiusをコンセントにつないていますが、電源が入りません。どうすればよいでしょ
うか。

Q.

バッテリーを完全に使い切った場合、Ciusをコンセントにつないでから電源を入れられるよう
になるまでに、5～ 10分待つ必要があります。

A.

[アプリケーション]メニューにすべてのアプリケーションが表示されないのはなぜですか。Q.

[アプリケーション]メニューに表示できるアプリケーションは45個だけです。それ以上のアプ
リケーションを見るには、画面をスクロールしてください。それでもまだアプリケーションが

見つからない場合は、検索アプリケーションを使って検索してください。

A.

アプリケーションの認証情報を入力しましたが、ログインできません。なぜですか。Q.

アプリケーションによっては、パスワードが正しく入力されなくてもそれをを通知しないもの

があります。認証情報を入力し直してください。[パスワードの表示]オプションがあるかを確
認します。あれば、パスワードを入力するときに表示させることができます。

A.

ファイルをダウンロードしました。どこに保存されていますか。Q.

ダウンロードしたファイルを見るには、ブラウザアプリケーションで次の操作を行います。A.

1
[メニュー]キー を押します。
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2 [その他]をタップします。

3 [ダウンロード履歴]をタップします。

出荷時設定に戻すにはどうすればよいですか。Q.

出荷時設定に戻すには、次の操作を行います。A.

1 ホーム画面で [アプリケーション]メニューアイコン をタップしま

す。

2 [設定] をタップします。

3 [プライバシー]をタップします。

4 [データの初期化]をタップします。

5 [デバイスのリセット]をタップします。

問題を報告するにはどうすればよいですか。Q.

問題レポートツールを使用します。A.

1 ホーム画面で [アプリケーション]メニューアイコン をタップします。

2 [設定] をタップします。

3 [Ciusの情報]をタップします。

4 [Cius問題レポートツール]をタップします。

5 問題が発生した日時と、問題が発生したアプリケーションを選択します。

6 [問題の説明]をタップし、問題の内容を入力します。

7 [カスタマーサポートのメールアドレス]をタップし、カスタマーサポートのメールアドレ
スを入力します。カスタマーサポートのメールアドレスが分からない場合は、システム管

理者にお問い合わせください。

8 [メールレポートを作成]をタップします。

トラブルシューティングのヒント

電話が登録されていない

問題 電話アプリケーションまたは通知バーに、電話が登録されていないと表示されます。

考えられる原因 Cisco Ciusがネットワークに接続されていません。Cisco Ciusは TFTPサーバ
に接続するよう設定されていません。
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•解決法 ネットワークに接続していることを確認してください。

•解決法 システム管理者に問い合わせ、TFTPサーバが正しく設定されていることを確認して
ください。

関連トピック

通知バー, （15ページ）
電話, （36ページ）
無線とネットワーク, （26ページ）

チャットアプリケーションがログインしない

問題 チャットアプリケーションがユーザのアカウントで自動的にログインしません。

考えられる原因 Cisco Unified PresenceまたはWebEx Connectサーバへの接続を使用できませ
ん。

解決法 ネットワークに接続していることを確認してください。

関連トピック

チャット, （76ページ）

Presence サービスが使えない
問題 ステータス通知を受け取れず、Presenceサービスをサポートするアプリケーションに在席状
況が表示されません。

考えられる原因 チャットアプリケーションが実行されていません。

解決法 チャットアプリケーションを起動し、ログインします。

WebEx アプリケーションに会議が表示されない
問題 一部の会議がWebExアプリケーションに表示されません。

考えられる原因 チャットアプリケーションが実行されていません。WebEx会議への招待状が
直接送信されてきたのではなく、転送されてきた場合、カレンダーアプリケーションには表

示されますが、WebExアプリケーションには表示されません。

解決法 会議の主催者に、会議を編集してあなたを参加者として追加するよう依頼してください。
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考えられる原因 会議が開かれるWebExサイトにアカウントを登録していないか、CiscoWebEx
会議アプリケーションにそのアカウントでログインしていません。

解決法 会議が開かれるWebExサイトにアカウントを登録するか、Cisco WebEx会議アプリケー
ションにそのアカウントでログインします。

関連トピック

カレンダー, （87ページ）
Cisco WebEx会議, （96ページ）

無線ネットワークに接続できない

問題 Cisco Ciusを無線ネットワークに接続できません。

考えられる原因 アカウントの認証情報が正しくありません。

解決法 アカウントの認証情報を入力し直してください。

関連トピック

無線とネットワーク, （26ページ）

   Cisco Cius ユーザガイド、リリース 9.2(2)
160

FAQ およびトラブルシューティング
無線ネットワークに接続できない



第 8 章

保証情報

• シスコ製品（ハードウェア）に関する 90日間の限定保証規定, 161 ページ

シスコ製品（ハードウェア）に関する 90 日間の限定保証
規定

保証期間内にお客様が受けられるハードウェアの保証およびサービスに関して適用される特別な

条件があります。シスコのソフトウェアに適用される保証を含む正式な保証書は、Cisco.comから
入手できます。次の URLからアクセスしてください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/warranty/English/901DEN__.html
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