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C H A P T E R 1

Cisco IP Communicator の概要

Cisco IP Communicator は、お使いのコンピュータで Cisco Unified IP Phone 
の機能をすべて使用できるデスクトップ アプリケーションです。このア
プリケーションを使用すると、コールの発信、受信、およびその他のコー
ル処理を行うことができます。 ラップトップまたはポータブル コンピュー
タに Cisco IP Communicator をインストールすると、社内ネットワークに
接続できる場所ならどこからでも Cisco IP Communicator（およびすべての
電話サービスと設定）を使用できます。 たとえば、Cisco IP Communicator 
を使用して、出張中にオンラインでコールを受信したり、ボイス メッ
セージを確認したりできます。 また、自宅で仕事をしているときに、会社
の自席宛の電話を自宅で受けることができます。

Cisco IP Communicator は、別のデスクトップ アプリケーションである 
Cisco Unified Video Advantage と連携して動作し、ビデオを使用して通信
環境を拡張します。 たとえば、Cisco IP Communicator を使用してコールを
発信すると、Cisco Unified Video Advantage を通じて映像が自動的に表示
されます。 

 • 1-2 ページの「Cisco 製品のセキュリティの概要」

 • 1-2 ページの「使用開始前のチェックリスト」

 • 1-3 ページの「初めて起動する前のオーディオ デバイスの取り付け」

 • 1-5 ページの「コンピュータへの Cisco IP Communicator のインストー
ル」

 • 1-6 ページの「Cisco IP Communicator の起動」

 • 1-7 ページの「オーディオ調整ウィザードの使用方法」

 • 1-9 ページの「Cisco IP Communicator の設定と登録」
1-1
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Cisco 製品のセキュリティの概要
 • 1-10 ページの「Cisco IP Communicator のテスト」

Cisco 製品のセキュリティの概要
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。 Cisco 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。 

Cisco の暗号化製品に適用される米国の法律の概要については、次の URL 
で参照できます。 http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html 何か
ご不明な点がありましたら、export@cisco.com まで電子メールでお問い合
せください。

使用開始前のチェックリスト
Cisco IP Communicator をデスクトップにセットアップしてコールの発信を
開始できるようにするには、次のチェックリストに従ってください。

作業 詳細情報の参照先

1. 使用するサウンド カードおよび USB オーディ
オ デバイス（USB ヘッドセットまたは USB ハン
ドセット）をすべて取り付けます。

1-3 ページの「初めて起動する前のオー
ディオ デバイスの取り付け」

2. Cisco IP Communicator アプリケーションをイン
ストールします。

1-5 ページの「コンピュータへの 
Cisco IP Communicator のインストール」

3. Cisco IP Communicator を起動します。 1-6 ページの「Cisco IP Communicator の起
動」

4. [ オーディオ調整ウィザード ] を使用して、オー
ディオ モードを選択し、オーディオ デバイスを
調整します。

 • 1-7 ページの「オーディオ調整ウィ
ザードの使用方法」

 • 4-10 ページの「オーディオ モードを
割り当てる方法」
1-2
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初めて起動する前のオーディオ デバイスの取り付け 
初めて起動する前のオーディオ デバイスの取
り付け

Cisco IP Communicator をインストールして初めて起動する前に、ドライバ
を必要とするオーディオ デバイス（サウンド カード、汎用シリアル バス

（USB）ハンドセット、USB ヘッドセットなど）をあらかじめ取り付けて、
設定しておく必要があります。 適な音質を得るために、認定を取得した 
USB ハンドセットまたはヘッドセットを使用することをお勧めします。

Cisco IP Communicator では、さまざまなオーディオ デバイスを使用でき
ます。次の表を参照してください。 Cisco IP Communicator で使用できる特
定ブランドのオーディオ デバイスのリストが必要な場合は、システム管
理者にお問い合せください。

5. システム管理者によって指示されたネットワー
ク設定手順または登録手順を実行します。

1-9 ページの「Cisco IP Communicator の設
定と登録」

6. テスト コールを発信します。 1-10 ページの「Cisco IP Communicator の
テスト」

作業 詳細情報の参照先

オーディオ デバイス 説明 注記

USB デバイス

 • USB ハンドセット

 • USB ヘッドセット

USB デバイスには、デバ
イス ドライバ ソフトウェ
アが必要です。また、こ
のデバイスには長方形の
プラグが付属しています。

デバイスの製造元の指示に従って、USB 
デバイスを取り付けます。 [ 新しいハード
ウェアの検出ウィザード ] が表示された
ら、その指示に従います。
1-3
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初めて起動する前のオーディオ デバイスの取り付け
注 Cisco IP Communicator の起動後に、ドライバを必要とするオーディオ デ
バイス（USB ハンドセット、USB ヘッドセット、またはサウンド カード）
を取り付けた場合、Cisco IP Communicator アプリケーションを再起動する
までは、Cisco IP Communicator でそれらのデバイスが認識されません。 再
起動すると、[ オーディオ調整ウィザード ] が自動的に起動し、デバイスを
調整できる状態になります。

関連項目

 • 1-5 ページの「コンピュータへの Cisco IP Communicator のインストー
ル」

 • 5-2 ページの「ヘッドセットの使用方法」

 • 5-8 ページの「オーディオ デバイスの取り外しと再取り付け」

外付けアナログ  
デバイス 

 • アナログ ヘッド
セット

 • 外付けスピーカま
たは外付けマイク
ロフォン

アナログ オーディオ デバ
イスに、ソフトウェアは
必要ありません。 このデ
バイスは、コンピュータ
のサウンド カードの延長
として機能します。

アナログ デバイスのプラグをコンピュー
タのオーディオ ジャックに差し込みま
す。

Cisco IP Communicator は、アナログ デバ
イスをサウンド カードの延長として認識
します。アナログ デバイスの設定を修正
または表示する場合は、サウンド カード
を選択します。 

内蔵オーディオ  
デバイス

 • 内蔵マイクロフォ
ン

 • 内蔵スピーカ

これらのオーディオ デバ
イスはコンピュータに内
蔵されており、コン
ピュータのサウンド カー
ドと連携して動作します。

内蔵オーディオ デバイスはいつでも選択
して使用できます。

オーディオ デバイス 説明 注記
1-4
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コンピュータへの Cisco IP Communicator のインストール    
コンピュータへの Cisco IP Communicator の
インストール

開始する前に

 • ラップトップ コンピュータを使用する場合は、インストール後に初め
て Cisco IP Communicator を起動するとき、ドッキング ステーション
に接続していないことを確認してください。 ドッキング ステーション
は、コンピュータのネットワーク アダプタを検出する際に 
Cisco IP Communicator の機能に干渉することがあります。

 • Cisco Unified Personal Communicator が動作している場合は、終了して
から Cisco IP Communicator を起動します。

 • Microsoft Vista を実行しているコンピュータに Cisco IP Communicator 
をインストールする場合は、「ドライバ ソフトウェアの発行元を検証
できません」というセキュリティ メッセージが表示されることがあり
ます。 その場合は、[ このドライバ ソフトウェアをインストールしま
す ] をクリックしてインストールを続行します。

手順

手順 1 実行可能ファイル（CiscoIPcommunicatorSetup.exe）をダブルクリックし
て、ファイルを開きます。または、システム管理者が用意したインストー
ル リンクをクリックします。

手順 2 [ 次へ ] をクリックして InstallShield ウィザードを開始します。

手順 3 使用許諾契約をよく読み、[ 同意します ] をクリックして、[ 次へ ] をクリッ
クします。

手順 4 デフォルトのアプリケーション インストール先フォルダを選択するか、
別のインストール先フォルダを参照して選択します。

手順 5 [ インストールの準備完了 ] ウィンドウで、[ インストール ] をクリックしま
す。 インストールには、数分かかる場合があります。

手順 6 [ プログラムの起動 ] をクリックし、[ 終了 ] をクリックして 
Cisco IP Communicator を起動します （この時点で再起動を要求され、[ プ
ログラムの起動 ] チェックボックスが表示されない場合もあります）。 
1-5
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Cisco IP Communicator の起動
関連項目

 • 1-6 ページの「Cisco IP Communicator の起動」

Cisco IP Communicator の起動

注 ラップトップ コンピュータを使用する場合は、インストール後に初めて 
Cisco IP Communicator を起動するとき、ドッキング ステーションに接続
していないことを確認してください。 
Cisco Unified Personal Communicator が動作している場合は、終了してから 
Cisco IP Communicator を起動します。

インストールの 後の手順で [ プログラムの起動 ] チェックボックスをク
リックした場合は、Cisco IP Communicator が自動的に起動します。

手動で起動するには、[ スタート ] > [ すべてのプログラム ] > 
[Cisco IP Communicator] を選択するか、デスクトップにある 
Cisco IP Communicator のショートカットをダブルクリックします。

Cisco IP Communicator を初めて起動した場合は、次の処理が実行されま
す。

 • Microsoft Vista を実行しているコンピュータで Cisco IP Communicator 
を起動した場合は、「ドライバ ソフトウェアの発行元を検証できませ
ん」というセキュリティ メッセージが表示されることがあります。 そ
の場合は、[ このドライバ ソフトウェアをインストールします ] をク
リックして続行します。

 • [ オーディオ調整ウィザード ] が開きます。 調整可能なオーディオ デバ
イスが取り付けられている必要があります。

2 回目以降の起動でも、[ オーディオ調整ウィザード ] を使用して以前
の音量設定に戻すかどうかを確認するプロンプトが表示される場合が
あります。

 • LocaleDownloader のプロンプトが表示される場合があります。

通常は、コンピュータ上の製品を 新のバージョンにしておくため、
できるだけ早くこれらのプロンプトを受け入れる必要があります。 た
だし、リモート接続で Cisco IP Communicator を使用している場合は、
ローカルで接続するまで LocaleDownloader の実行を延期できます 
1-6
Cisco IP Communicator ユーザ ガイド Release 7.0

OL-19179-01



 

Chapter 1      Cisco IP Communicator の概要

オーディオ調整ウィザードの使用方法
（たとえば、自宅で仕事をしている場合は、オフィスに戻るまで待つ
ことができます）。 リモート接続で LocaleDownloader を実行すると、
ローカル接続の場合よりも時間がかかる可能性があります。

関連項目

 • 1-7 ページの「オーディオ調整ウィザードの使用方法」

オーディオ調整ウィザードの使用方法
[ オーディオ調整ウィザード ] では、取り付けたオーディオ デバイスを選択
して調整する手順が表示されます。

 • 選択とは、オーディオ デバイスを 1 つ以上のオーディオ モードまたは
呼出音（あるいはその両方）に割り当てることを意味します。

 • 調整とは、選択した各デバイスのスピーカとマイクロフォンの音量を
テストして、必要に応じて修正することを意味します。

Cisco IP Communicator のインストール後に初めて起動すると、[ オーディ
オ調整ウィザード ] が自動的に表示されます。 2 回目以降の起動の際は、必
要に応じてメニューから手動で [オーディオ調整ウィザード] にアクセスで
きます。 次の表に、[ オーディオ調整ウィザード ] および他のオーディオ設
定オプションの詳細を示します。

注 独自のボリューム アジャスタを備えたオーディオ デバイス（インライン
のボリューム コントロールが付いたヘッドセットなど）の場合は、[ オー
ディオ調整ウィザード ] を使用して調整する前に、デバイス本体の音量レ
ベルを 大値に設定してください。
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オーディオ調整ウィザードの使用方法
状況 操作 注記

Cisco IP Communicator 
をインストールした後
すぐに、[ オーディオ調
整ウィザード ] を初めて
使用する必要がある

[オーディオ調整ウィザード ] が表示
されたら、各オーディオ デバイス
を調整します。

[ オーディオ調整ウィザード ] では、
オーディオ モードに対してオー
ディオ デバイスを選択することも、
デフォルトの Windows オーディオ 
デバイスを使用することもできま
す。 

デバイスの調整は、コールの
音量設定の変更とは異なる作
業です。 各デバイスを一度だ
け調整し、音質の問題が発生
した場合だけ再調整すること
をお勧めします。

詳細については、4-10 ページ
の「オーディオ モードを割り
当てる方法」および 4-11 ペー
ジの「オーディオ モードの選
択」を参照してください。

インストール後 2 回目
以降の起動で、[ オー
ディオ設定の確認 ] ウィ
ンドウが表示される

次のいずれかのボタンを選択しま
す。 

 • [ 復元 ]：そのオーディオ デバイ
スを以前の設定に戻します。

 • [ 調整 ]：そのデバイスを再調整
します。

 • [ スキップ ]：修正した設定を保
持します（たとえば、サウンド 
カードをミュートのままにする
場合）。

デバイスを 後に調整した後
に音量を修正（またはミュー
ト）すると、次回の起動で 
[ オーディオ設定の確認 ] ウィ
ンドウが表示されます。 たと
えば、コンピュータのサウン
ド カードをミュートにした場
合や、USB ヘッドセットまた
は USB ハンドセットのボ
リューム コントロールを変更
した場合です。

コール中に音量を変更
する

Cisco IP Communicator の [ ボリュー
ム ] ボタンをクリックします。 設定
を保存するには、[ 保存 ] をクリック
します。

この方法は、コールごとに音
量設定を変更する場合に 適
です。 4-2 ページの「コールの
音量調節」を参照してくださ
い。

音質の問題に対処する
ため、オーディオ デバ
イスを再調整する

[ オーディオ調整ウィザード ]（右ク
リック > [ オーディオ調整ウィザー
ド ]）にアクセスします。

8-4 ページの「音質の問題」
を参照してください。

オーディオ デバイスを
再調整せずに、オー
ディオ モードの選択を
変更する

右クリック > [設定 ] > [オーディオ ] 
タブを選択します。

4-10 ページの「オーディオ 
モードを割り当てる方法」を
参照してください。
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Cisco IP Communicator の設定と登録   
関連項目

 • 1-9 ページの「Cisco IP Communicator の設定と登録」

Cisco IP Communicator の設定と登録
Cisco IP Communicator アプリケーションをインストールし、[ オーディオ
調整ウィザード ] を完了して、デスクトップに Cisco IP Communicator イン
ターフェイスが表示されたら、コールの発信を開始する前に、必要に応じ
て設定作業と登録作業を完了します。 

注 次の作業は会社や電話システムによって異なるため、システム管理者の指
示に従ってください。 指示がない限り、これらの作業を行わないでくださ
い。

作業 注記

デバイス名を選択する Cisco IP Communicator は、ネットワーク アダプタまたはデバイス
名のいずれかに基づいてネットワーク内で識別されます。 どちらの
場合も、選択するアダプタまたは入力するデバイス名はシステム
管理者から通知されます。

 • Cisco IP Communicator で、システム管理者から指定されたネッ
トワーク アダプタを選択します（右クリック > [ 設定 ] > [ ネッ
トワーク ] タブ）。 通常、選択するアダプタは永続的な接続を提
供するアダプタ、または装着されていない場合でも常に有効な
アダプタです。ワイヤレス カードは選択しないでください。 正
しいネットワーク アダプタを選択しないと、
Cisco IP Communicator は正常に機能しません。 

注 この設定は、音声の転送ではなく、ネットワークの識別に
使用されます。 選択したネットワーク アダプタを削除また
は無効にする場合を除き、確定後にこの設定を変更する必
要はありません。 変更する場合は、新しいアダプタを選択す
る前に、システム管理者に問い合せてください。

 • Cisco IP Communicator で、システム管理者から指定されたデバ
イス名を入力します（右クリック > [ 設定 ] > [ ネットワーク ] タ
ブ > [ このデバイス名を使用 ]）。
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Cisco IP Communicator のテスト
関連項目

 • 1-10 ページの「Cisco IP Communicator のテスト」

Cisco IP Communicator のテスト
Cisco IP Communicator をテストする前に、自分の内線番号がディスプレイ
画面に表示されていて、オフフック状態にするとダイヤル トーンが聞こ
えることを確認します。 

注 内線番号が表示されない場合や、ダイヤル トーンが聞こえない場合は、
8-1 ページの「一般的な問題のトラブルシューティング」を参照してくだ
さい。 

テスト コールをいくつか発信し、自分の声が通話相手にどのように聞こ
えるかを確認します。 テスト コールの発信中に、必要に応じて実行できる
操作を次の表に示します。

デバイス名を確認する システム管理者からネットワーク アダプタのデバイス名を尋ねら
れた場合は、Cisco IP Communicator で確認できます（右クリック > 
[ 設定 ] > [ ネットワーク ] タブ > [ デバイス名 ] セクション）。

TFTP サーバのアドレス
を指定する

システム管理者の指示に従い、TFTP サーバのアドレスを 
Cisco IP Communicator に入力します（右クリック > [ 設定 ] > [ ネッ
トワーク ] タブ > [ 次の TFTP サーバを使用 ]）。

TAPS（内線番号自動登
録システム）で登録する

Cisco IP Communicator をインストールして起動した後、システム
管理者の指示に従い、内線番号自動登録システム（TAPS）を使用
して Cisco IP Communicator を自動登録します。 

Cisco IP Communicator にダイヤルインして TAPS で登録する番号
は、システム管理者から通知されます。 必要に応じて、エリア コー
ドを含む、内線番号全体を入力します。 ボイス プロンプトに従いま
す。 Cisco IP Communicator に確認メッセージが表示されたら、コー
ルを終了できます。 Cisco IP Communicator が再起動します。

作業 注記
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Cisco IP Communicator のテスト   
関連項目

 • 2-1 ページの「Cisco IP Communicator の機能」

 • 4-2 ページの「コールの音量調節」

 • 4-9 ページの「オーディオ設定」

 • 8-4 ページの「音質の問題」

目的 操作

音量を調節する オーディオ モードの音量を Cisco IP Communicator で調節します。 
[ ボリューム ] ボタンをクリックするか、キーボードで Page Up キー
または Page Down キーを押します。 

リモート接続を使用す
る

リモート接続（たとえば、自宅やホテルからの VPN 接続）で 
Cisco IP Communicator を使用している場合は、[ 低帯域幅のための

適化 ] を有効にします（右クリック > [ 設定 ] > [ オーディオ ] タ
ブ）。 

低帯域幅向けに 適化した後、だれかに電話をかけて、自分の声が
どのように聞こえるかを確認します。 
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Cisco IP Communicator のテスト
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Cisco IP Communicator の機能
とインターフェイスについて

 • 2-1 ページの「Cisco IP Communicator の機能」

 • 2-4 ページの「Cisco IP Communicator インターフェイスについて」

 • 2-11 ページの「インターフェイスの操作方法」

 • 2-21 ページの「オンライン ヘルプへのアクセス」

Cisco IP Communicator  の機能
Cisco IP Communicator の機能は従来の電話機の機能とよく似ており、コー
ルの発信、受信、保留、番号の短縮ダイヤル、コールの転送などを行うこ
とができます。 Cisco IP Communicator は、コール処理機能を拡張およびカ
スタマイズできる特別な電話機能（コール パークや Meet-Me 会議など）
もサポートしています。

Cisco IP Communicator の操作方法および利用可能な機能は状況によって異
なる場合があります。 利用可能な機能は、社内で使用されるコール処理
エージェント、および社内のサポート チームによる電話機システムの設
定内容によって異なります。 機能の動作に関する質問や、特定の機能を利
用できるかどうかについては、社内のサポート デスクまたはシステム管
理者にお問い合せください。
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Cisco IP Communicator の機能
ソフトキーをクリックするか回線ボタンを押すことにより、さまざまな機
能にアクセスできます。 機能とソフトキーのリストについては、表 2-1 を
参照してください。 一部の機能はユーザ側で設定できますが、ほとんどの
機能はシステム管理者によって管理されています。

また、Cisco IP Communicator はコール処理機能の他に、次の機能もサポー
トしています。

 • [ オーディオ調整ウィザード ]

 • [ クイック検索 ] によるディレクトリからのダイヤル

 • Cisco Unified CM のユーザ オプション Web ページおよび電話サービス
への簡単なアクセス

 • 包括的なオンライン ヘルプ システム

 • Cisco IP Communicator の外観の変更

 • ドラッグアンドドロップ ダイヤル

 • カットアンドペースト ダイヤル

 • ポップアップ着信通知

 • 英数字ダイヤル

 • キーボード ショートカット

 • Cisco Unified Video Advantage Release 2.0 とのビデオの相互運用性 

注 Cisco IP Communicator で SIP コール制御プロトコルを使用している
場合は、Cisco Unified Video Advantage を使用してもビデオがサ
ポートされません。 ご使用の環境がビデオをサポートしているかど
うかについては、システム管理者から通知されます。

表 2-1 機能とソフトキー

機能 ソフトキー

コール バック 折返し

コール転送 不在

コール パーク パーク

コール ピックアップ ピック
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Cisco IP Communicator の機能   
関連項目

 • 2-4 ページの「Cisco IP Communicator インターフェイスについて」

会議 会議

会議リスト 参加者

サイレント サイレント

コールの終了 終了

グループ ピックアップ G ピック

保留 保留

迷惑コールの識別 迷惑呼

Meet-Me 会議 ミートミー

モビリティ モビリティ

発信 発信

その他のピックアップ 他 Grp
Quality Reporting Tool 品質

リダイヤル リダイヤル

後の参加者を削除 ドロップ

転送 転送

機能 ソフトキー
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Cisco IP Communicator インターフェイスについて
Cisco IP Communicator インターフェイスに
ついて

ボタンやメニュー項目をクリックするにはマウスを使用し、文字、数字、
キーボード ショートカットを入力するにはコンピュータのキーボードを
使用します。

Cisco IP Communicator には、スキンと呼ばれる 2 つのデスクトップ表示が
用意されています。

 • 2-4 ページの「ボタンおよび他のコンポーネント」

 • 2-9 ページの「電話スクリーンの機能」

ボタンおよび他のコンポーネント

表 2-2 に、両方のスキンに共通するボタンとその他のコンポーネントを示
します。
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Cisco IP Communicator インターフェイスについて   
図 2-1 コンパクト モードを選択した場合の Cisco IP Communicator

1

1011121465784 9

2

3

16
14

12
09
2-5
Cisco IP Communicator ユーザ ガイド Release 7.0      

OL-19179-01



 

Chapter 2      Cisco IP Communicator の機能とインターフェイスについて          

Cisco IP Communicator インターフェイスについて
図 2-2 デフォルト モードを選択した場合の Cisco IP Communicator

表 2-2 ボタンおよび他のコンポーネント 

1 電話スクリーン コールの状態や機能メニューを表示する場合、および項目をアクティ
ブにする場合に使用します。 2-9 ページの「電話スクリーンの機能」を
参照してください。 

2 ウィンドウ制御
ボタン

メニューを表示する場合、Cisco IP Communicator を非表示にする場
合、スキンを切り替える場合、またはアプリケーションを終了する場
合に使用します。 2-23 ページの「機能の操作方法と利用可能状況」を
参照してください。
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Cisco IP Communicator インターフェイスについて   
3 プログラム可能
なボタン

設定によっては、プログラム可能なボタンを使用して次の機能にアク
セスできます。

 • 電話回線およびインターコム回線（回線ボタン）

 • 短縮ダイヤル番号（BLF 短縮ダイヤル機能を含む短縮ダイヤル ボ
タン）

 • Web ベースのサービス（[ 個人アドレス帳 ] ボタンなど）

 • コール機能（[ プライバシ ]、[ 保留 ]、[ 転送 ] ボタンなど）

各ボタンの点灯および点滅は、それぞれ次の状態を表しています。

 • 緑、点灯：コールまたは双方向のインターコム コールがアクティ
ブである

 • 緑、点滅：コールが保留されている

 • オレンジ、点灯：プライバシー機能が有効になっている、一方向
のインターコム コールがアクティブである、またはサイレント機
能がアクティブである

 • オレンジ、点滅：コールの着信中または復帰中

 • 赤、点灯：リモート回線が使用中である（共有回線または BLF ス
テータス）

余っている回線ボタンは短縮ダイヤル ボタンに変えることができま
す。 7-6 ページの「短縮ダイヤルの設定」を参照してください。

4 [ メッセージ ]  
ボタン

ボイス メッセージ サービスに自動ダイヤルします（利用している
サービスによって異なります） （これに対応するキーボード ショート
カットは Ctrl+M です）。 6-1 ページの「ボイス メッセージへのアクセ
ス」を参照してください。

5 [ ディレクトリ ] 
ボタン

[ ディレクトリ ] メニューを開閉します。 発信履歴および社内ディレク
トリを表示して、そこからダイヤルする場合に使用します （これに対
応するキーボード ショートカットは Ctrl+D です）。 また、[ クイック検
索 ] 機能（Alt+K）を使用して、ディレクトリを検索することもできま
す。 6-3 ページの「履歴の使用方法」を参照してください。

6 [ ヘルプ ] ボタン [ ヘルプ ] メニューをアクティブにします （これに対応するキーボード 
ショートカットは Ctrl+I です）。 2-21 ページの「オンライン ヘルプへ
のアクセス」を参照してください。

表 2-2 ボタンおよび他のコンポーネント （続き）
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Cisco IP Communicator インターフェイスについて
7 [ 設定 ] ボタン [ 設定 ] メニューを開閉します。 タッチスクリーンおよび呼出音の設定
を変更する場合に使用します（これに対応するキーボード ショート
カットは Ctrl+S です）。 4-3 ページの「呼出音およびメッセージ インジ
ケータのカスタマイズ」を参照してください。

8 [ サービス ] ボタ
ン

[ サービス ] メニューを開閉します （これに対応するキーボード ショー
トカットは Ctrl+R です）。 7-8 ページの「電話サービスの設定」を参照
してください。

9 [ ボリューム ] ボ
タン

オーディオ モードの音量およびその他の設定を制御します （これに
対応するキーボード ショートカットは Page Up および Page Down で
す）。 4-2 ページの「コールの音量調節」を参照してください。1

10 [ スピーカ ] ボタ
ン

スピーカフォンのオン / オフを切り替えます。 スピーカフォンがオン
の場合は、このボタンが点灯します （これに対応するキーボード 
ショートカットは Ctrl+P です）。 5-1 ページの「Cisco IP Communicator 
でのヘッドセットおよび他のオーディオ デバイスの使用方法」を参照
してください。

11 [ ミュート ] ボタ
ン

ミュート機能のオン / オフを切り替えます 機能がオンの場合は、この
ボタンが点灯します （これに対応するキーボード ショートカットは 
Ctrl+T です）。 3-14 ページの「ミュートの使用方法」を参照してくださ
い。

12 [ ヘッドセット ] 
ボタン

ヘッドセット モードのオン / オフを切り替えます （これに対応する
キーボード ショートカットは Ctrl+H です）。 5-1 ページの

「Cisco IP Communicator でのヘッドセットおよび他のオーディオ デバ
イスの使用方法」を参照してください。

13 [ナビゲーション] 
ボタン

メニューのスクロールや項目の強調表示に使用します。 ソフトキーと
組み合せて、強調表示された項目をアクティブにすることができま
す。また、Cisco IP Communicator がオンフックになっているときに 
[ ナビゲーション ] ボタンをクリックすると、発信履歴ログの電話番号
にアクセスできます。

14 [Cisco Unified 
Video Advantage] 
ボタン

Cisco Unified Video Advantage を起動します。この機能を使用するに
は、Cisco Unified Video Advantage Release 2.1.1 と Cisco IP 
Communicator Release 2.0（またはそれ以降）を同じ PC 上で実行して
いる必要があります。2

15 キーパッド 番号や文字の入力、およびメニュー項目の選択に使用します （オプ
ションのスキンでは使用できません）。 代わりに、コンピュータのキー
ボードも使用できます。

表 2-2 ボタンおよび他のコンポーネント （続き）
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Cisco IP Communicator インターフェイスについて   
ヒント

 • どちらかのスキンの 上部にあるメニュー アイコンをクリックする
か、Cisco IP Communicator 上で右クリックするか、またはキーボード
で Shift+F10 を押すと、設定値の表示や設定、スキンの選択、および 
[ 画面のみ ] モードの有効化を行うことができます。 2-13 ページの「メ
ニューの使用方法」を参照してください。

 • デフォルト モード（図 2-2）とコンパクト モード（図 2-1）では、同
じボタン アイコン セットが使用されます。 ただし、ボタンの形や場所
はスキンによって異なる場合があります。

 • ナビゲーション ショートカットの完全なリストについては、2-11 ペー
ジの「キーボード ショートカットの使用方法」を参照してください。

 • Cisco IP Communicator の電話スクリーンにコールや回線がどのように
表示されるかについては、2-9 ページの「電話スクリーンの機能」を
参照してください。

電話スクリーンの機能

コールがアクティブで、機能メニューがいくつか開いている場合、Cisco 
IP Communicator の電話スクリーンは次のように表示されます。

16 ソフトキー ボタ
ン

各ボタンをクリックすると、そのソフトキーがアクティブになりま
す。 ボタンではなくソフトキーのラベルをクリックしても、ソフト
キーをアクティブにできます （これに対応するキーボード ショート
カットは F2 ～ F6 です）。 3-1 ページの「Cisco IP Communicator での
コールの処理」を参照してください。

17 ボイス メッセー
ジおよび着信
コールのインジ
ケータ

着信コールおよび新しいボイス メッセージがあることを示します。 4-3 
ページの「呼出音およびメッセージ インジケータのカスタマイズ」を
参照してください。

1. Release 2.0 より前のリリースでは、キーボード ショートカットは Ctrl+V です。

2. Cisco IP Communicator で SIP コール制御プロトコルを使用している場合は、Cisco Unified Video Advantage を使用し
てもビデオがサポートされません。 ご使用の環境がビデオをサポートしているかどうかについては、システム管理
者から通知されます。

表 2-2 ボタンおよび他のコンポーネント （続き）
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Cisco IP Communicator インターフェイスについて
1 プライマリ電
話回線

プライマリ電話回線の電話番号を表示します。

2 プログラム可
能なボタン 
インジケータ

プログラム可能なボタンは、電話回線ボタン、インターコム回線ボタン、
短縮ダイヤル ボタン、電話サービス ボタン、または電話機能ボタンとし
て機能します。 アイコンとラベルは、これらのボタンがどのように設定さ
れているかを示します。 

電話回線アイコン：それぞれの電話回線に対応しています。 回線
アイコンは異なる場合があります。

短縮ダイヤル アイコン：有効な場合、短縮ダイヤル ボタンに対
応しています。

電話サービス アイコン：有効な場合、Web ベースの電話サービス
（個人アドレス帳など）に対応しています。

機能アイコン：有効な場合、プライバシーなどの機能に対応して
います。

その他のアイコンについては、2-19 ページの「コールおよび回線の状態
とアイコン」を参照してください。

3 ソフトキー 
ラベル

各ラベルにソフトキーの機能が表示されます。 

4 ステータス行 オーディオ モードのアイコン、ステータス情報、およびプロンプトを表
示します。
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インターフェイスの操作方法
関連項目

 • 2-4 ページの「Cisco IP Communicator インターフェイスについて」

 • 2-11 ページの「インターフェイスの操作方法」

インターフェイスの操作方法
 • 2-11 ページの「キーボード ショートカットの使用方法」

 • 2-13 ページの「メニューの使用方法」

 • 2-15 ページの「ウィンドウ制御ボタンの使用方法」

 • 2-17 ページの「着信通知の使用方法」

 • 2-17 ページの「電話スクリーンの項目の選択」

 • 2-18 ページの「機能メニューの使用方法」

 • 2-18 ページの「テキストの入力と編集」

 • 2-19 ページの「オンフックとオフフック」

 • 2-19 ページの「コールおよび回線の状態とアイコン」

キーボード ショートカットの使用方法

Cisco IP Communicator は、マウスを使用しなくてもウィンドウ上のボタン
にアクセスできる機能を備えています。 視覚に障害をお持ちで、インター
フェイスが操作しにくいと感じられる場合は、これらのナビゲーション 
ショートカットをご利用いただくと便利です。

キーボード ショートカットを使用してインターフェイスを操作する方法
については、表 2-3 を参照してください。

5 コール アク
ティビティ領
域

強調表示されている回線の発信者 ID、コール時間、コール状態など、回
線ごとの現在のコール情報を表示します（標準の表示）。 

6 電話タブ コール アクティビティを示します。 このタブをクリックすると、必要に応
じてコール アクティビティ領域に戻ります。

7 機能タブ 各タブで開いている機能メニューを示します。
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インターフェイスの操作方法
表 2-3 Cisco IP Communicator のナビゲーション ショートカット 

キーの組み合せ 動作

Ctrl+D [ ディレクトリ ] メニューを開閉します。

Ctrl+S [ 設定 ] メニューを開閉します。

Ctrl+R [ サービス ] メニューを開閉します。

Ctrl+M ボイス メッセージ システムを開きます。

Ctrl+I オンライン ヘルプ システムを開閉します。

Ctrl+H ヘッドセット モードのオン / オフを切り替えます。

Ctrl+P スピーカフォン モードのオン / オフを切り替えます。

Ctrl+T ミュート機能のオン / オフを切り替えます。

Ctrl+（1 ～ 8 の数字キー） 回線ボタンまたは短縮ダイヤル ボタン 1 ～ 8 を開閉します。

Ctrl+V 名前または電話番号を貼り付けます。 

Ctrl+Shift+A、または F2 コールに応答します。

Alt+S [ 設定 ] ダイアログボックスを開きます。

Alt+K [ クイック検索 ] ディレクトリ機能を開きます。

Alt+X Cisco IP Communicator を終了します。

Alt+F4 Cisco IP Communicator を閉じます。

Enter コールをダイヤルします。

Esc コールを切断します。

Page Up 現在のオーディオ モードの音量を上げます。

Page Down 現在のオーディオ モードの音量を下げます。

F2 ～ F6 ソフトキー 1 ～ 5 をアクティブにします。

/（NumLk 機能が有効な場合） # キーをアクティブにします。

Shift+F10 メニューを開きます。
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インターフェイスの操作方法
メニューの使用方法

次のメニュー項目にアクセスするには、インターフェイスの右上隅にある
メニュー アイコンをクリックするか、インターフェイス上の任意の位置
で右クリックするか、またはキーボードで Shift+F10 を押します。 

項目 説明

[ スキン ] インターフェイスの外観を変更する場合に使用します。 Cisco IP 
Communicator には 2 つのスキンが用意されています。 デフォルト ス
キン（右クリック > [ スキン ] > [ デフォルトモード ]）とコンパクト 
スキン（右クリック > [ スキン ] > [ コンパクトモード ]）です。スキ
ンの図については、図 2-2 および図 2-1 を参照してください。

[ 画面のみ ] 画面のみの表示のオン / オフを切り替えます。画面のみの表示で 
Cisco IP Communicator を使用する場合は、キーボード ショートカッ
トが特に役立ちます。 2-11 ページの「キーボード ショートカットの
使用方法」を参照してください。

[ 常に手前 ] この機能のオン / オフを切り替えます。この機能を有効にすると、
他のアプリケーションがアクティブな場合でも、デスクトップに 
Cisco IP Communicator が表示されたままになります （インターフェ
イスを 小化することもできます）。 2-23 ページの「機能の操作方
法と利用可能状況」を参照してください。 

[ オーディオ調整ウィ
ザード ]

オーディオ デバイスの選択および調整に役立つツール [ オーディオ
調整ウィザード ] を起動します。 1-7 ページの「オーディオ調整ウィ
ザードの使用方法」および 8-1 ページの「Cisco IP Communicator の
トラブルシューティング」を参照してください。

[ 貼り付け ] 任意の Windows プログラムから番号をコピーして、ダイヤル ボッ
クスに貼り付けてから、[ ダイヤル ] をクリックするか、または 
Enter キーを押すことで、コールを発信できます（この機能のキー
ボード ショートカットは Ctrl+V です）。Cisco IP Communicator は、
番号に適切なダイヤル規則をすべて適用し、自動的にダイヤルしま
す。 

[ クイック検索 ] [ クイック検索 ] ダイアログボックスを開きます （このダイアログ
ボックスを開くキーボード ショートカットは Alt+K です）。[ クイッ
ク検索 ] では、1 つの検索コマンドで 1 つ以上のディレクトリを検索
できます。 6-8 ページの「個人ディレクトリの使用方法」を参照し
てください。 
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インターフェイスの操作方法
[Cisco Unified CM の
ユーザ オプション ]

Cisco Unified CM のユーザ オプション Web ページを開きます。この 
Web ページでは、機能、設定値、および IP 電話サービス（短縮ダ
イヤル ボタンなど）を設定できます。7-1 ページの「Cisco Unified 
CM のユーザ オプションを使用した Cisco IP Communicator のカスタ
マイズ」を参照してください。

[ 設定 ] [ 設定 ] ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスに
は、[ ユーザ ]、[ ネットワーク ]、[ オーディオ ]、および [ ディレクト
リ ] というタブがあります （[ 設定 ] にアクセスするキーボード 
ショートカットは Alt+S です）。

[ ヘルプ ] Cisco IP Communicator のオンライン ヘルプを開きます。

[Cisco IP Communicator 
とは ]

Cisco IP Communicator ソフトウェアのバージョン情報と Cisco IP 
Communicator に関する重要な通知を表示します。

[ 終了 ] Cisco IP Communicator を終了します。

項目 説明
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インターフェイスの操作方法
ウィンドウ制御ボタンの使用方法

ヒント

 • Cisco IP Communicator が非表示または 小化の状態のときに新しい
コールを受信すると、着信通知ウィンドウが有効になっている場合、
このウィンドウが表示されます。 [アクティブコール時に一番前にする]

（右クリック > [ 設定 ] > [ ユーザ ] タブ）を有効にすると、Cisco IP 
Communicator が自動的にデスクトップの前面に表示されます。

目的 操作

メニューにアク
セスする

次のいずれか 1 つを実行します。

 • インターフェイスの右上隅にあるメニュー ボタンをクリックします。

 • インターフェイス上の任意の位置で右クリックします。

 • キーボードで Shift+F10 を押します。

インターフェイ
スを 小化する

次のいずれか 1 つを実行します。 

 • インターフェイスの右上隅にある 小化ボタンをクリックします。

 • Cisco IP Communicator のタスクバー ボタンを 1 回または複数回クリッ
クします。

モードを切り替
える

次のいずれか 1 つを実行します。

 • インターフェイスの右上隅にあるモード ボタンをクリックします。

 • メニューから [ スキン ] を選択します。

インターフェイ
スを非表示にす
る

システム トレイのアイコンを右クリックし、[Cisco IP Communicator を隠
す ] を選択します。この操作によりタスクバーから Cisco IP Communicator の
アイコンが消えますが、アプリケーションが閉じるわけではありません。

インターフェイ
スを復旧させる

次のいずれか 1 つを実行します。 

 • システム トレイのアイコンをダブルクリックします。

 • タスクバーのボタン アイコンをクリックします。

終了する 次のいずれか 1 つを実行します。 

 • メニューから [ 終了 ] を選択します。

 • システム トレイのアイコンを右クリックし、[ 終了 ] を選択します。
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インターフェイスの操作方法
 • 他のアプリケーションがアクティブな場合でも、デスクトップの前面
に Cisco IP Communicator を表示しておくには、メニューから [ 常に手
前 ] を選択します （[ 常に手前 ] を選択している場合でも、インター
フェイスを 小化できます）。
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インターフェイスの操作方法
着信通知の使用方法

電話スクリーンの項目の選択

目的 操作

コールに応答す
る

ポップアップ ボックスの任意の位置をクリックします（ミュート アイコン
を除く）。

呼出音をミュー
トにする

ポップアップ ボックス上のミュート アイコンをクリックします。 呼出音が
現在鳴っているコールに、ミュートが適用されます。

着信通知を隠す [ 設定 ] > [ ユーザ ] タブ > [ 着信通知を隠す ] を選択します。 

電話スクリーンの項目
の選択方法 操作

クリック マウスを使用して、電話スクリーンの項目をクリックします。プレダ
イヤル画面などの一部の電話スクリーンでは、電話番号をクリックす
ると、Cisco IP Communicator によってその番号がダイヤルされます。

項目をクリックするか番号を入力すると、操作が実行されます。 メ
ニューが表示される項目の場合は、メニューが表示されます。

項目番号 キーパッドで該当する番号をクリックします。 たとえば、メニューの 
4 番目の項目を選択するには、4 をクリックします。 

スクロール ナビゲーション ボタンをクリックするか、またはキーボードの矢印
キーを使用して、リストをスクロールし、項目を強調表示します。 対
応するソフトキー（[ 選択 ] や [ ダイヤル ] など）をクリックして、操作
を終了します。
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インターフェイスの操作方法
機能メニューの使用方法

テキストの入力と編集

目的 操作

機能メニューを開閉
する

次の機能ボタンをクリックします。 

 • メッセージ

 • サービス

 • ヘルプ

 • ディレクトリ

 • 設定

リストまたはメ
ニューをスクロール
する

[ ナビゲーション ] ボタンをクリックします。

機能メニューの 1 つ
前のレベルに戻る

[ 終了 ] をクリックします。 このとき、メニューの 上位レベルで [ 終
了 ] をクリックすると、メニューが閉じます。

開いている機能メ
ニューを切り替える

電話スクリーンで機能タブをクリックします （機能メニューごとに
対応するタブが電話スクリーンの上部にあります。 タブは機能メ
ニューが開いているときに表示されます）。

目的 操作

電話スクリーンで文
字を入力する

コール機能をクリックして強調表示し、キーボードを使用して文字や
数字を入力します。

入力した文字を削除、
またはカーソルの位
置を移動する

文字や数字を 1 つ削除するには、キーボードの Back Space キーを使用
するか、電話スクリーンの [<<] または [ 削除 ] をクリックします。 カー
ソルを右に移動するには、電話スクリーンの [>>] をクリックします。 
[ ナビゲーション ] ボタン、またはキーボードの←キーおよび→キーを
使用して操作することもできます。
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インターフェイスの操作方法
オンフックとオフフック

Cisco IP Communicator がオンフックかオフフックかによって、Cisco IP 
Communicator の作業や操作手順が異なることがあります。 

 • オンフック：アクティブなコールはなく、アクティブなダイヤル トー
ンも聞こえません。Cisco IP Communicator には、オンフック ダイヤル

（プレダイヤル）、つまり電話番号を入力または選択してからコールを
アクティブにできる機能が備わっています。 Cisco IP Communicator が
オンフックの場合、各電話番号の横にこのアイコン が表示されま
す。

 • オフフック：スピーカフォンがアクティブです。あるいは、他の方法
を使用してダイヤル トーンを鳴らしているか、着信コールに応答して
います。 電話機がオフフックの場合、コールまたは回線の状態に応じ
て、  

、 、 、 、または のいずれかのアイコンが表示されます。

関連項目

 • 2-19 ページの「コールおよび回線の状態とアイコン」

コールおよび回線の状態とアイコン

 • 回線：それぞれの回線は、他人が自分へのコールに使用できる電話番
号またはインターコム番号に対応しています。Cisco IP Communicator 
では、設定に応じて 大 8 本の回線をサポートできます。 自分の回線
数を確認するには、電話スクリーンの右側を見ます。 回線の数は、電
話番号および電話回線アイコン の数と同じです。

 • コール：各回線では、複数のコールをサポートできます。デフォルト
では、Cisco IP Communicator は 1 本の回線につき 4 つの接続コールを
サポートしますが、システム管理者は必要に応じてこの数を調整でき
ます。 アクティブとなり得るコールは常に 1 つに限定されるので、他
のコールはすべて自動的に保留状態になります。

コールおよび回線の状態を示すアイコンについて、表 2-4 で説明します。
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インターフェイスの操作方法
表 2-4 コールおよび回線の状態アイコン

回線ボタンがどのように設定されているかを示すアイコンについて、
表 2-5 で説明します。

表 2-5 回線ボタンのアイコン

アイ
コン

コールまたは 
回線の状態 説明

オンフック回線 この回線のコール アクティビティはありません。 オンフックでダイ
ヤル（プレダイヤル）している場合、オフフックにするまでは進行
中のコールになりません。 

オフフック回線 電話番号のダイヤル中または発信コールの呼出音が鳴っている状態
です。 3-3 ページの「コールの発信」を参照してください。

接続コール 通話相手に接続されている状態です。 

呼び出し中の
コール

いずれかの回線でコールの呼出音が鳴っています。 3-10 ページの
「コールへの応答」を参照してください。

コールの保留 このコールが保留されています。 3-13 ページの「保留と復帰の使用
方法」を参照してください。

リモートで使用
中

共有回線の別の電話機に、接続コールがあります。3-36 ページの
「共有回線の使用方法」を参照してください。

認証済みコール 接続コールは、セキュリティによって保護されています。 3-30 ペー
ジの「ハント グループからのログアウト」を参照してください。

暗号化コール 接続コールは、暗号化されています。 暗号化コールは、認証済み
コールでもあります。 3-30 ページの「ハント グループからのログア
ウト」を参照してください。

アイ
コン

コールまたは 
回線の状態 説明

アイドル回線
（BLF）

3-35 ページの「ビジー ランプ フィールドによる回線状態の確認」
を参照してください。

ビジー回線
（BLF）

3-35 ページの「ビジー ランプ フィールドによる回線状態の確認」
を参照してください。

サイレント状態
の回線（BLF）

3-35 ページの「ビジー ランプ フィールドによる回線状態の確認」
を参照してください。
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オンライン ヘルプへのアクセス 
オンライン ヘルプへのアクセス 
Cisco IP Communicator には、包括的なオンライン ヘルプ システムが用意
されています。 ヘルプ トピックは電話スクリーンに表示されます。

アイドル イン
ターコム回線

このインターコム回線は現在使用されていません。3-39 ページの
「インターコム コールの発信と受信」を参照してください。

一方向のイン
ターコム コール

このインターコム回線は一方向のオーディオを送信または受信して
います。3-39 ページの「インターコム コールの発信と受信」を参
照してください。

双方向のイン
ターコム コール

受信者がインターコム回線を押して、発信者との双方向オーディオ
をアクティブにしました。3-39 ページの「インターコム コールの
発信と受信」を参照してください。

アイ
コン

コールまたは 
回線の状態 説明

目的 操作

メイン メニューを表
示する

Cisco IP Communicator の [ ヘルプ ] ボタンをクリックし、メニューが表
示されるまで数秒待ちます。 すでにヘルプがアクティブな場合は、[ メ
イン ] をクリックします。

メイン メニューには、次の項目が含まれます。

 •  Cisco IP Communicator について：Cisco IP Communicator に関する
詳細な説明 

 • 操作方法：Cisco IP Communicator の一般的なタスクに関する手順
や情報

 • コール機能：コール機能に関する説明や手順

 • ヘルプ：ヘルプの使用やアクセスに関するヒント

ボタンまたはソフト
キーについて調べる

[ヘルプ ] ボタンをクリックしてからすぐにボタンまたはソフトキーを
クリックします。
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オンライン ヘルプへのアクセス
メニュー項目につい
て調べる

[ヘルプ ] ボタンをクリックしてからすぐに電話スクリーンのメニュー
項目をクリックします。

または、メニュー項目を強調表示した状態で [ ヘルプ ] ボタンをすば
やく 2 回クリックします。

ヘルプを使用して情
報を入手する

[ヘルプ ] ボタンをクリックします。 数秒待ってから [ヘルプ ] ボタンを
もう一度クリックするか、またはメイン メニューから [ ヘルプ ] を選
択します。

ユーザ ガイドにアク
セスする 

[ メニュー ] > [ ヘルプ ] または右クリック > [ ヘルプ ] を選択します。

目的 操作
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機能の操作方法と利用可能状況
機能の操作方法と利用可能状況
Cisco IP Communicator の操作方法および利用可能な機能は、社内で使用さ
れるコール処理エージェント、および社内のサポート チームによる電話
機システムの設定内容によって異なります。 機能の動作に関する質問や、
特定の機能を利用できるかどうかについては、社内のサポート デスクま
たはシステム管理者にお問い合せください。 ソフトキーを使用するか回線
ボタンを押すことにより、さまざまな機能にアクセスできます。 一部の機
能はユーザ側で設定できますが、ほとんどの機能はシステム管理者によっ
て管理されています。 ソフトキーを使用してアクセスできる機能を次に示
します。

機能 ソフトキー

コール バック 折返し

コール転送 不在

コール パーク パーク

コール ピックアップ ピック

会議 会議

会議リスト 参加者

サイレント サイレント

コールの終了 終了

グループ ピックアップ G ピック

保留 保留

迷惑コールの識別 迷惑呼

Meet-Me 会議 ミートミー

モビリティ モビリティ

発信 発信

その他のピックアップ 他 Grp
Quality Reporting Tool 品質

リダイヤル リダイヤル

後の参加者を削除 ドロップ

転送 転送
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機能の操作方法と利用可能状況
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Cisco IP Communicator での
コールの処理

 • 3-1 ページの「基本的なコールの処理方法」

 • 3-22 ページの「会議コールの発信方法」

 • 3-26 ページの「高度なコール機能の使用方法」

基本的なコールの処理方法
このセクションでは、コールの発信、応答、転送など、基本的なコール処
理作業について説明します。 ほとんどの電話システムでは、これらの作業
に必要な機能を標準で利用できます。

注 利用できる機能は、電話機で使用されているプロトコルにより異なりま
す。 電話機でサポートされている機能については、管理者にお問い合せく
ださい。

 • 3-3 ページの「コールの発信」

 • 3-9 ページの「ビデオ コールの発信」

 • 3-10 ページの「コールへの応答」

 • 3-12 ページの「コールの終了」

 • 3-13 ページの「保留と復帰の使用方法」

 • 3-14 ページの「ミュートの使用方法」
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基本的なコールの処理方法
 • 3-15 ページの「接続コールの転送」

 • 3-16 ページの「コールの選択」

 • 3-16 ページの「コール間の切り替え」

 • 3-18 ページの「別の番号へのコール転送」

 • 3-20 ページの「サイレント機能の使用方法」
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基本的なコールの処理方法
コールの発信

目的 操作

プレダイヤル（ダイ
ヤル トーンを鳴らさ
ずにオンフックでダ
イヤル）

 • 電話番号を入力します。 自動ダイヤル機能がポップアップして、
発信履歴ログから一致する電話番号が表示される場合がありま
す。

または

 • [ ナビゲーション ] ボタンをクリックして、発信履歴ログに含まれ
る電話番号を表示します。

次に、電話スクリーンに表示された電話番号をクリックしてダイヤル
します。 または、次のいずれかの操作を実行してオフフックにし、強
調表示された電話番号をダイヤルします。

 • [ スピーカ ] ボタンまたは [ ヘッドセット ] ボタンをクリックしま
す。

 • [ ダイヤル ] をクリックするか、またはキーボードの Enter キーを
押します。

 • 回線ボタンをクリックします。

 • キーボードの Enter キーを押します。

または

 • ドラッグアンドドロップをサポートする任意の Windows プログラ
ムから番号をドラッグし、Cisco IP Communicator インターフェイ
ス上の任意の位置にドロップしてから、[ ダイヤル ] をクリックす
るか、またはキーボードの Enter キーを押します。

 • vCard をドラッグして、Cisco IP Communicator インターフェイス
上の任意の位置にドロップします。 vCard に複数の番号が含まれ
ている場合は、ポップアップ ウィンドウで目的の番号を選択して
から、[ ダイヤル ] をクリックするか、またはキーボードの Enter 
キーを押します。

または

 • 任意のソースから番号をコピーし、[ メニュー ] > [ 貼り付け ] をク
リックします。 また、Ctrl+V キーボード ショートカットを使用し
て、電話番号を貼り付けることもできます。 番号が自動的に入力
されます。 [ ダイヤル ] をクリックするか、またはキーボードの 
Enter キーを押します。 
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基本的なコールの処理方法
オフフックで（ダイ
ヤル トーンを鳴らし
た後に）ダイヤルす
る

[ 発信 ]、[ スピーカ ]、[ ヘッドセット ]、または回線ボタンをクリック
し、番号を入力します。 

後にダイヤルした
電話番号にリダイヤ
ルする

[ リダイヤル ] をクリックします。 デフォルトでは、プライマリ回線が
リダイヤルに使用されます。 ただし、セカンダリ回線を開いてから 
[ リダイヤル ] をクリックしてもかまいません。 回線を開くには、回線
ボタンをクリックします。

短縮ダイヤルを使用
する

 • オフフックにする前または後に短縮ダイヤル ボタンをクリックし
ます。 

または

 • オンフックの状態で短縮ダイヤルのインデックス番号（キーパッ
ドの 1 ～ 99）を入力し、[ 短縮 ] をクリックします。

別のコールがアク
ティブなときにコー
ルを発信する（別の
回線を使用）

新しい回線の回線ボタンをクリックします。 初の回線のコールが自
動的に保留状態になります。

別のコールがアク
ティブなときにコー
ルを発信する（同じ
回線を使用）

[ 保留 ] をクリックしてから、[ 発信 ] をクリックします。 これで、ダイ
ヤル、リダイヤル、または短縮ダイヤルの操作を行えます。 または、
アクティブなコールで通話を続行しながら、履歴またはディレクトリ
からのダイヤルを準備できます。 保留中のコールに戻るには、[ 復帰 ] 
をクリックします （詳細については、この表の次の 2 項目を参照し
てください）。

目的 操作
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基本的なコールの処理方法
履歴からダイヤルす
る

[ ディレクトリ ] ボタンをクリックします。

[ 不在履歴 ]、[ 着信履歴 ]、または [ 発信履歴 ] を選択します。 ダイヤル
するには、リストの番号をクリックするかまたはスクロールして選択
し、オフフックにします。

別のコールがアクティブなときに履歴からダイヤルする場合は、コー
ルのレコードまでスクロールし、[ ダイヤル ] をクリックするか、また
はキーボードの Enter キーを押します。 次に、元のコールを処理する
メニュー項目を次のいずれかから選択します。 

 • [ 保留 ]： 初のコールを保留にして、2 番目のコールをダイヤル
します。

 • [ 転送 ]： 初の通話相手を 2 番目の通話相手に転送します （操作
を完了するには、[ 転送 ] をもう一度クリックします）。

 • [ 会議 ]：すべての通話相手との会議コールを作成します （操作を
完了するには、[ 会議 ] をクリックします）。

 • [ 終了 ]： 初のコールを切断して、2 番目のコールをダイヤルし
ます。

電話機の社内ディレ
クトリからダイヤル
する

[ ディレクトリ ] ボタンをクリックします。

[ 社内ディレクトリ ]（正確な名前は異なる場合があります）を選択し
ます。 キーボードを使用して文字を入力してから、[ 検索 ] をクリック
します。 ダイヤルするには、リストの番号をクリックするかまたはス
クロールして選択し、オフフックにします。

コールがアクティブなときにディレクトリからダイヤルする場合は、
目的のリスト項目までスクロールし、[ ダイヤル ] をクリックするか、
またはキーボードの Enter キーを押します。 次に、元のコールを処理
するメニュー項目を次のいずれかから選択します。

 • [ 保留 ]： 初のコールを保留にして、2 番目のコールをダイヤル
します。

 • [ 転送 ]： 初の通話相手を 2 番目の通話相手に転送します （操作
を完了するには、[ 転送 ] をもう一度クリックします）。

 • [ 会議 ]：すべての通話相手との会議コールを作成します （操作を
完了するには、[ 会議 ] をクリックします）。

 • [ 終了 ]： 初のコールを切断して、2 番目のコールをダイヤルし
ます。

目的 操作
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基本的なコールの処理方法
Cisco WebDialer を使
用してパーソナル コ
ンピュータ上の社内
ディレクトリからダ
イヤルする

 • Web ブラウザを起動して、WebDialer 対応の社内ディレクトリへ
移動します。

 • ダイヤルする番号をクリックします。 

詳細については、『Web での Cisco Unified IP Phone のカスタマイズ』
を参照してください。 
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/phones/ps379/products_user_gui
de_list.html

Cisco CallBack を使用
して、話し中または
呼び出し中の内線が
応対可能になったと
きに通知を受信する

 • ビジー音または呼出音が鳴っている間に [折返し ] をクリックしま
す。

 • 電話を切断します。 回線が応対可能になると、電話機から通知さ
れます。

 • 再度コールを発信します。

コールを発信する前
に、短縮ダイヤル、
コール レコード、ま
たはディレクトリ項
目に関連付けられた
回線が話し中である
かどうかを確認する

ビジー ランプ フィールドのインジケータを確認します。 3-35 ページ
の「ビジー ランプ フィールドによる回線状態の確認」

ヘッドセット モード
を使用してダイヤル
する

 • [ ヘッドセット ] ボタンが点灯していない場合は、番号のダイヤ
ル、リダイヤル、または短縮ダイヤルの前あるいは後にボタンを
クリックします。

または

 • [ ヘッドセット ] ボタンが点灯している場合は、[ 発信 ]、[ リダイヤ
ル ]、短縮ダイヤル ボタン、または回線ボタンをクリックします。 
必要に応じて、電話番号を入力し、[ ダイヤル ] をクリックする
か、またはキーボードの Enter キーを押します。 5-2 ページの

「ヘッドセットの使用方法」を参照してください。

目的 操作
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スピーカフォン モー
ドを使用してダイヤ
ルする

まず、アナログ ヘッドセットのプラグがコンピュータのオーディオ 
ジャックに差し込まれていないことを確認します。 [ 発信 ] または [ ス
ピーカ ] ボタンをクリックし、電話番号を入力します。 あるいは、別
の方法でコールを発信し、[ スピーカ ] ボタンをクリックしてスピーカ
フォン モードに切り替えます。

番号をダイヤルする操作の多くで、スピーカフォン モードが自動的
に開始されます。 5-5 ページの「スピーカフォンとしてのコンピュー
タの使用方法」を参照してください。

ハンドセット モード
を使用してダイヤル
する

番号のダイヤル、リダイヤル、または短縮ダイヤルの前あるいは後
に、ハンドセットを取り上げるか有効にします。 5-6 ページの「USB 
ハンドセットの使用方法」を参照してください。

Personal Address Book
（PAB; 個人アドレス
帳）エントリからダ
イヤルする

Cisco Unified Communications Manager（以前は Cisco Unified 
CallManager と呼ばれていました）で有効になっている場合に限り使
用できます。 システム管理者にお問い合せください。

 • 4.x 以外のバージョンの Cisco Unified Communications Manager を
使用している場合は、[ ディレクトリ ] ボタンをクリックし、[ パー
ソナルディレクトリ ] を選択します。

 • Cisco Unified Communications Manager 4.x を使用している場合は、
[ サービス ] ボタンをクリックし、[PAB Service]（正確な名前は異
なる場合があります）を選択します

（設定によっては、[ クイック検索 ] も使用できます。 6-8 ページの「個
人ディレクトリの使用方法」を参照してください）。

PAB サービスを使用するには、サービスに登録する必要があります。 
個人アドレス帳（PAB）の使用方法を参照してください。

目的 操作
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基本的なコールの処理方法
ヒント

 • いずれかの発信履歴の番号にプレフィックスを追加するには、その番
号までスクロールし、[ 編集 ] をクリックします。

 • ダイヤル トーンを鳴らさずにダイヤルする場合は、電話番号の先頭に 
* または # を使用できません。 これらの記号を使用する必要がある場合
は、オフフックにしてダイヤル トーンを鳴らしてからダイヤルしま
す。

ファースト ダイヤル 
コードを使用してダ
イヤルする

Cisco Unified Communications Manager（以前は Cisco Unified 
CallManager と呼ばれていました）で有効になっている場合に限り使
用できます。 システム管理者にお問い合せください。

 • 4.x 以外のバージョンの Cisco Unified Communications Manager を
使用している場合は、[ ディレクトリ ] ボタンをクリックし、[ パー
ソナルディレクトリ ] を選択します。

 • Cisco Unified Communications Manager 4.x を使用している場合は、
[ サービス ] ボタンをクリックし、[ ファーストダイヤル ]（正確な
名前は異なる場合があります）を選択します。 リストからダイヤ
ルするには、その項目をクリックするか、またはその項目までス
クロールしてオフフックにします。

ファースト ダイヤル サービスに登録する方法については、7-5 ページ
の「ファースト ダイヤルの設定」を参照してください。

課金コードまたはト
ラッキング コードを
使用して発信する

特定のトーンが鳴ったら、電話番号をダイヤルして Client Matter Code
（CMC）または Forced Authorization Code（FAC）を入力します。 CMC 
コードまたは FAC コードを入力する必要があるかどうか、および詳
細な手順は、システム管理者により指示されます。

プライオリティ
（Precedence）コール
を発信する

電話番号の前に、システム管理者から提供された Multilevel 
Precedence and Preemption（MLPP）アクセス番号を入力します。 

Cisco エクステンショ
ン モビリティ プロ
ファイルを使用して
コールを発信する

エクステンション モビリティ（EM）にログインしていることを確認
します。 [ サービス ] ボタンをクリックし、[EM Service]（正確な名前は
異なる場合があります）を選択してから、キーパッドを使用してログ
イン情報を入力します。 電話機を共有している場合、EM にログイン
してから特定の機能にアクセスするか、コールを完了する必要があり
ます。 EM は特別な非デフォルトの機能のため、システム管理者に電
話機および電話機のユーザへの割り当てを依頼します。

目的 操作
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基本的なコールの処理方法
関連項目

 • 3-10 ページの「コールへの応答」

 • 3-12 ページの「コールの終了」

ビデオ コールの発信

Cisco IP Communicator を Cisco Unified Video Advantage と併用している場
合は、他のユーザにビデオ コールを発信できます。

ビデオ コールを発信するには、次の条件を満たす必要があります。

 • システムに Cisco Unified Video Advantage がインストールされている。

 • コール処理サーバで Cisco IP Communicator のビデオ コールが有効に
されている。 有効にされた後は、Cisco IP Communicator の電話スク
リーンの右下隅に アイコンが表示されます。

 • ビデオ コールを発信する前に Cisco Unified Video Advantage を起動す
る。

 • コールの宛先も同じ条件を満たしていて、ビデオ エンドポイントとな
るデバイスを使用している。

ご使用の電話機でビデオ コールを有効にする方法については、システム
管理者にお問い合せください。また、『Cisco Unified Video Advantage ユー
ザ ガイド』を参照してください。 
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps5662/products_user_guide
_list.html
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基本的なコールの処理方法
コールへの応答

目的 操作

ヘッドセット モードで応答す
る

[ ヘッドセット ] ボタンが点灯していない場合は、クリックし
ます。

[ ヘッドセット ] ボタンがすでに点灯している場合は、[ 応答 ] 
または点滅している回線ボタンをクリックします。 5-2 ページ
の「ヘッドセットの使用方法」を参照してください。

スピーカフォン モードで応答
する

[ スピーカ ] ボタン、[ 応答 ]、または点滅している回線ボタン
をクリックします。5-5 ページの「スピーカフォンとしての
コンピュータの使用方法」を参照してください。

ハンドセット モードで応答す
る

ハンドセットを取り上げます（または有効にします）。5-6 
ページの「USB ハンドセットの使用方法」を参照してくださ
い。

キーボード ショートカットを
使用してコールに応答する

キーボードで F2 または Ctrl+Shift+A を押します。

着信通知を使用して応答する 呼び出し中の電話アイコン、または発信者 ID 情報をクリック
します。

コールがアクティブなときに着信する新しいコールの着信通
知ポップアップ ウィンドウでミュート アイコンをクリックす
ると、呼出音がミュートになり、ポップアップ ウィンドウが
非表示になります。 アプリケーション インターフェイスに
戻って、ミュートになっているコールの詳細を確認し、以降
のすべての着信コールに対してミュートを無効にする必要が
あります。 

接続コールから切り替えて、
呼出音が鳴っているコールに
応答する

3-16 ページの「コール間の切り替え」および 3-13 ページの
「保留と復帰の使用方法」を参照してください。

呼出音が 1 ～ 2 回鳴ると自動
的に着信コールが接続される
ように Cisco IP Communicator 
を設定する

1 つまたは複数の回線に自動応答機能を設定するよう、シス
テム管理者に依頼します。 スピーカフォン モードまたはヘッ
ドセット モードのいずれかで自動応答を使用できます。5-1 
ページの「Cisco IP Communicator でのヘッドセットおよび他
のオーディオ デバイスの使用方法」を参照してください。
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基本的なコールの処理方法
関連項目

 • 3-12 ページの「コールの終了」

 • 3-13 ページの「保留と復帰の使用方法」

 • 3-15 ページの「接続コールの転送」

 • 3-16 ページの「コール間の切り替え」

 • 3-27 ページの「Cisco エクステンション モビリティの使用方法」

別の電話機（会議室の電話機
など）で保留中のコールを取
得、または他の人に取得して
もらう

コール パークを使用します。3-27 ページの「Cisco エクステ
ンション モビリティの使用方法」を参照してください。

別の電話機で呼出音が鳴って
いるコールに、自分の電話機
を使用して応答する

コール ピックを使用します。3-34 ページの「呼出中のコール
の Cisco IP Communicator へのリダイレクト」を参照してくだ
さい。

プライオリティ コールに応答
する

現在のコールを切断して [ 応答 ] をクリックします。 

着信コールをボイス メッセー
ジ システムに直接送信する

[ 即転送 ] をクリックします。 着信コールがボイス メッセージ 
グリーティングに自動転送されます。 

携帯電話またはその他のリ
モート接続先でコールに応答
する

モバイルコネクトを設定し、電話に応答します。 

モバイルコネクトを有効にすると、次のようになります。

コールが着信すると、自席の電話機とリモート接続先で同時
に呼出音が鳴ります。 自席の電話機でコールに応答すると、
リモート接続先で呼出音が止み、接続が切断され、不在履歴
メッセージが表示されます。 いずれかのリモート接続先で
コールに応答すると、その他のリモート接続先で呼出音が止
み、接続が切断され、不在履歴メッセージが表示されます。

目的 操作
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基本的なコールの処理方法
コールの終了

ヒント ヘッドセットで自動応答を使用する場合は、ヘッドセット モードをアク
ティブにしておく必要があります （まず、自動応答の設定をシステム管
理者に依頼する必要があります）。 ヘッドセットを使用するが、自動応答
を使用しない場合でも、ヘッドセット モードをアクティブにしておく場
合があります。5-1 ページの「オーディオ デバイスの取得」を参照してく
ださい。

関連項目

 • 3-3 ページの「コールの発信」

 • 3-10 ページの「コールへの応答」

 • 3-15 ページの「接続コールの転送」

目的 操作

ハンドセット モードを使用し
ているときに電話を切断する

ハンドセットを置くか、[ 終了 ] をクリックするか、または
キーボードの Esc キーを押します。 5-6 ページの「USB ハンド
セットの使用方法」を参照してください。

ヘッドセット モードを使用し
ているときに電話を切断する

[ ヘッドセット ] ボタンが点灯している場合は、クリックしま
す。

ヘッドセット モードをアクティブにしておく場合は、[ 終了 ] 
をクリックするか、キーボードの Esc キーを押して、このボ
タンを点灯した状態のままにします。5-2 ページの「ヘッド
セットの使用方法」を参照してください。

スピーカフォン モードを使用
しているときに電話を切断す
る

[ 終了 ] をクリックするか、キーボードの Esc キーを押します。
5-5 ページの「スピーカフォンとしてのコンピュータの使用
方法」を参照してください。

同じ回線上で 1 つのコールを
切断し、もう 1 つのコールを
保持する

[ 終了 ] をクリックするか、または Esc キーを押します。 必要に
応じて、先に [ 復帰 ] をクリックし、コールの保留を解除しま
す。
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基本的なコールの処理方法
保留と復帰の使用方法

コールを保留にした後、復帰（保留解除）することができます。 コールを
保留にすると、発信者 ID の横に [ 保留 ] アイコンが表示され、対応する回
線ボタンが緑色で点滅します。

電話機で保留復帰機能が有効になっている場合、コールを保留にしてから
一定時間が過ぎると、呼出音が鳴ります。 「復帰」コールは、ユーザが
コールを手動で復帰させるか保留復帰機能がタイム アウトするまで、保
留状態のままになります。

電話機は次の方法で復帰コールの存在を示します。

 • 1 回の呼出音（または、電話回線の設定によっては、点滅またはビー
プ音）を一定間隔で鳴らして通知する。

 • 電話スクリーンの下部にあるステータス バーに「保留復帰」メッセー
ジをしばらく表示する。

 • 保留されているコールの発信者 ID の横にアニメーションの [保留復帰] 
アイコンを表示する。

 • （回線の状態に応じて）オレンジ色で点滅している回線ボタンを表示
する。

ヒント

 • 保留機能を使用すると、通常、音楽やビープ音が鳴ります。

目的 操作

コールを保留にする 1. 保留にするコールが選択されていることを確認します。

2. [ 保留 ] をクリックします。

現在の回線にあるコールの
保留を解除する

1. 該当するコールが強調表示されていることを確認します。

2. [ 復帰 ] をクリックします。

別の回線にあるコールの保
留を解除する

1. 緑色で点滅している回線ボタンをクリックします。 この回
線で保留になっているコールが 1 つの場合、コールは自動
的に復帰します。

2. 保留になっているコールが複数ある場合は、該当するコー
ルが強調表示されていることを確認し、[ 復帰 ] をクリック
します。
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基本的なコールの処理方法
 • 着信コールと復帰コールの通知を同時に受信した場合、デフォルトで
は電話スクリーンのフォーカスが移動して、着信コールが表示されま
す。 システム管理者は、このフォーカスのプライオリティ設定を変更
できます。

 • 共有回線を使用している場合、保留復帰機能を有効にすると、コール
を保留にした電話機でのみ呼出音が鳴り、その回線を共有する他の電
話機では呼出音が鳴りません。

 • 保留復帰の呼出音が鳴る秒数は、システム管理者により設定されま
す。

ミュートの使用方法

ミュートを使用すると、ヘッドセット、スピーカフォン、マイクロフォン
などのオーディオ デバイスの音声入力が無効になります。 ミュートが有効
の場合は、通話相手の声は聞こえますが、通話相手にこちらの声は聞こえ
ません。

注 オーディオ デバイスまたはコンピュータがミュートの状態で 
Cisco IP Communicator を起動すると、[ オーディオ設定の確認 ] ウィンドウ
が表示され、オーディオ設定を復元、調整、またはキャンセルするように
要求されます。 以前のオーディオ設定が適切に機能していた場合は、[ 復
元 ] を選択します。 オーディオ設定を表示または変更する場合は、[ 調整 ] を
選択します。 デバイスをミュート状態のままにしておく場合は、[ キャンセ
ル ] を選択します。

目的 操作

ミュートをオンにする 点灯していない [ ミュート ] ボタンをクリックします。

ミュートをオフにする 点灯している [ ミュート ] ボタンをクリックします。
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基本的なコールの処理方法
接続コールの転送

接続コールは転送によってリダイレクトされます。 転送先とは、コールの
転送先となる番号です。

ヒント

 • オンフック転送が有効な場合は、そのまま切断するか、または [ 転送 ] 
をクリックしてから切断できます。

 • オンフック転送が Cisco IP Communicator で無効になっている場合、
[ 転送 ] をクリックしないで切断すると、転送の動作がキャンセルされ、
転送する通話相手が保留状態になります。

 • [ 転送 ] を使用して保留状態のコールをリダイレクトすることはできま
せん。 転送前にコールの保留を解除するには、[ 復帰 ] をクリックしま
す。

目的 操作

転送相手と通話せずに
コールを転送する 

コールが接続されている間に [ 転送 ] をクリックし、転送先の番号
を入力します。 コールの呼出音が聞こえたら、再び [ 転送 ] をク
リックします。

コールを転送する前に転
送相手と話す（打診転送）

コールが接続されている間に [ 転送 ] をクリックし、転送先の番号
を入力します。 転送相手が応答するまで待ちます。 転送相手が
コールの転送を許可したら、再び [ 転送 ] をクリックします。 転送
相手がコールを拒否した場合は、[ 復帰 ] をクリックして元のコー
ルに戻ります。

2 つの現在のコールを相
互に転送する（直接転送）

その回線における任意のコールを強調表示し、[ 選択 ] をクリック
します。 2 番目のコールに対しても同じ処理を行います。 選択した
コールの 1 つが強調表示されている状態で [D 転送 ] をクリックし
ます （[ 次ヘ ] をクリックしないと [D 転送 ] が表示されない場合も
あります）。 2 つのコールが相互に接続され、自分のコールは終了
されます。 

発信者との通信を継続する場合は、代わりに [ 参加 ] を使用して会
議を作成します。

ボイス メッセージ システ
ムにコールを送信する

[ 即転送 ] をクリックします。 コールがボイス メッセージ グリー
ティングに自動転送されます。 アクティブ、呼出中、または保留
中であるコールで即転送を使用できます。
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コールの選択

Cisco IP Communicator の機能の多くは、その機能の対象となるコールが選
択されていることを前提にしています。 たとえば、保留中のコールが 4 あ
るうち、2 コールだけを会議コールに参加させるとします。このような場
合は、会議に追加するコールを選択してから、機能を有効にします。

コール間の切り替え

1 つまたは複数の回線上で接続されているコール間の切り替えを行うこと
ができます。 切り替え先のコールが自動的に選択（強調表示）されない場
合は、電話スクリーン上のコール表示をクリックします。 

目的 操作

コールを強調表示す
る

マウスを使用して、コール リスト内の任意のコールをクリックします。 
コールがより明るい背景に対して強調表示されます。

コールを選択する 接続コールまたは保留状態のコールを強調表示し、[ 選択 ] をクリックし
ます。 選択されたコールの横にチェック マークが表示されます。

選択したコールを確
認する

ナビゲーション ボタンをクリックして、コールのリストをスクロール
します。 選択されたコールはチェック マークで示され、コールのリスト
でグループ化されて表示されます。

目的 操作

同じ回線上の接続されてい
るコール間で切り替える

切り替え先のコールを選択し、[ 復帰 ] をクリックします。 別の
コールが自動的に保留状態になります。

別の回線上の接続されてい
るコール間で切り替える

切り替え先の回線（およびコール）に対応する回線ボタンが緑
色で点滅していることを確認し、クリックします。 回線で保留
になっているコールが 1 つの場合、コールは自動的に復帰しま
す。 回線で保留になっているコールが複数ある場合、必要に応
じて特定のコールを強調表示して、[ 復帰 ] をクリックします。

接続コールから切り替えて、
呼出音が鳴っているコール
に応答する

[応答] または黄色で点滅している回線ボタンをクリックします。 
新しいコールへの応答と、 初のコールの保留が自動的に行わ
れます。 
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ヒント

 • アクティブとなり得るコールは常に 1 つに限定されるので、接続され
ている他のコールはすべて自動的に保留状態になります。

 • 同じ回線に複数のコールがある場合は、優先順位が も高く、通話時
間の も長いコールがコールのリストの先頭に表示されます。

 • 同じタイプのコールは、コールのリストでまとめて表示されます。 た
とえば、相互に通話したコールは先頭付近に、選択されたコールは次
に、まだ応答していないコールは末尾にまとめて表示されます。

着信通知を使用して着信
コールを切り替える

着信コールに対する着信通知ポップアップ ウィンドウ上で任意
の位置をクリックします（呼出音のミュート アイコンを除く）。 
クリックすると、アクティブ コールが保留になり、着信コール
に応答できるようになります。 

アクティブなコールの概要
を表示する

コールがアクティブである間に緑色の回線ボタンをクリック
し、メインの背景スクリーンに戻ります。 この操作によって、
そのアクティブなコールの情報が非表示になり、各回線上のす
べてのアクティブなコールの概要が表示されます。 このコール
は、アクティブなコール、または通話時間の も長い保留中の
コール（すべてのコールが保留中の場合）のいずれかです。 元
の表示に戻るには、再び緑色の回線ボタンをクリックします。

特定の回線におけるすべて
のコールを表示する

[ ヘルプ ] ボタンをクリックしてから、すぐに回線ボタンをク
リックします。 この操作によりコールの詳細が表示されますが、
コールの状態は影響を受けません。 ある回線で通話しながら別
の回線で保留中のコールを表示する場合は、この方法を使用し
てください。

目的 操作
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基本的なコールの処理方法
別の電話機への進行中のコールの切り替え

モバイルコネクトを有効にしている場合、Cisco IP Communicator ソフト
フォンと携帯電話（または他のリモート接続先）の間で、進行中のコール
を切り替えることができます。I

別の番号へのコール転送

コール転送機能を使用すると、着信コールを自分の電話機から別の番号に
リダイレクトできます。

注 不在転送の宛先番号は、電話機からダイヤルする場合とまったく同じよう
に入力します。 たとえば、必要に応じて 9 などの外線番号やエリア コード
を入力します。

システム管理者の設定によっては、次の 2 種類のコール転送機能からいず
れかを選択できる場合があります。

目的 操作

Cisco IP Communicator ソフトフォ
ンで進行中のコールを携帯電話に
切り替える

[ モビリティ ] ソフトキーを押し、
[携帯電話へコールを送信] を選択し
ます。

進行中のコールに携帯電話で応答
します。

電話回線ボタンが赤色に変わり、
電話機のディスプレイにハンド
セットのアイコンと発信者番号が
表示されます。 同じ電話回線を他の
コールに使用することはできませ
んが、電話機が複数の回線をサ
ポートしている場合は、別の回線
を使用してコールを発信または受
信できます。 

携帯電話で進行中のコールを Cisco 
IP Communicator ソフトフォンに切
り替える

携帯電話でコールを切断して、
コールの接続ではなく携帯電話の
接続を解除します。

4 秒以内に電話機で [ 復帰 ] を押し、
自席で会話を開始します。
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基本的なコールの処理方法
 • 無条件コール転送（不在転送）：受信したすべてのコールに適用され
ます。 

 • 条件付きコール転送（無応答、話中転送、カバレッジなし時転送）：
条件に応じて、受信した特定のコールに適用されます。

不在転送機能には電話機からアクセスできます。その他のコール転送機能
にアクセスするには、Cisco Unified CM のユーザ オプション Web ページを
使用する必要があります。 利用可能なコール転送機能は、システム管理者
によって決定されます。 

ヒント

 • コール転送先の番号は、電話機からダイヤルする場合とまったく同じ
ように入力します。 たとえば、必要に応じて外線番号やエリア コード
を入力します。

 • コール転送は電話回線ごとに設定されます。 コール転送が有効になっ
ていない回線にコールが着信すると、通常どおりに呼出音が鳴りま
す。

目的 操作

プライマリ回線で不在転送
を有効にする

[ 不在 ] または [ 不在転送 ] を押し、転送先の電話番号を入力しま
す。

プライマリ回線で不在転送
を無効にする

[ 不在 ] または [ 不在転送 ] を押します。

プライマリ回線で不在転送
が有効であることを確認す
る

次のものが表示されているかどうかを確認します。

 • プライマリ電話番号の上にあるコール転送アイコン

 • ステータス行にあるコール転送先番号

リモートからコール転送を
有効または無効にする、あ
るいは非プライマリ回線で
コール転送を有効または無
効にする

1. Cisco Unified CM のユーザ オプション Web ページにログイ
ンします。 

2. コール転送の設定にアクセスします。7-12 ページの「回線
設定の制御」を参照してください。

注 コール転送がプライマリ回線以外で有効になっている場
合、電話機にはコール転送の状態が表示されません。 そ
の代わりとして、Cisco Unified CM のユーザ オプション 
Web ページで設定を確認する必要があります。 
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基本的なコールの処理方法
 • システム管理者はコール転送オーバーライド機能を有効にできます。
この機能を有効にすると、転送されたコールを受信したユーザが転送
者と通話できるようになります。 オーバーライドが有効になっている
場合、転送先の電話機から転送者の電話機に発信されたコールは転送
されませんが、呼出音は鳴ります。

関連項目

 • 3-10 ページの「コールへの応答」

 • 3-15 ページの「接続コールの転送」

 • 3-26 ページの「高度なコール機能の使用方法」

サイレント機能の使用方法

サイレント（DND）機能を使用すると、電話機への着信コールをビジー
音を使用してブロックできます。

電話機で DND とコール転送が両方とも有効になっている場合は、コール
が転送され、発信者に対してビジー音は再生されません。

目的 操作

DND をオンにする 1. [ 設定 ] > [ デバイス設定 ] > [ コールの設定 ] > [ サイレント ] をク
リックします。

2. [ はい ] をクリックし、[ 保存 ] をクリックします。

ステータス行に [ サイレント ] と表示され、[ サイレント ] ソフト
キーが追加されます。
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基本的なコールの処理方法
DND をオフにする [ サイレント ] ソフトキーをクリックします。 [ サイレント ] ソフト
キーが削除されます。

DND 設定をカスタマイ
ズする

1. [ メニュー] ボタンから [Cisco Unified CM のユーザオプション ] 
を選択します。

2. Cisco Unified CM のユーザ オプション Web ページにログインし
ます。 

3. ドロップダウン メニューから、[ ユーザオプション ] > [ デバイ
ス ] を選択します。

4. Cisco IP Communicator の名前を選択します。

5. 次のオプションを設定できます。

 – [ サイレント ]：DND のオン / オフを切り替える。

 – [DND 着信呼警告 ]：通知方法をビープ音のみまたは点滅の
みに設定するか、すべての画面通知とオーディオ通知を無
効にする。 

目的 操作
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会議コールの発信方法
ヒント

 • DND を有効にするときは、次の点に注意してください。

 – インターコム回線へのコール、および重要なコール
（Cisco Emergency Responder からのコールや MLPP コールなど）は
ブロックされません。

 – 着信コールは、電話機の [ 不在履歴 ] ディレクトリに記録されませ
ん。

 – ユーザが不在転送も有効にした場合は、不在転送が優先され、着
信コールに適用されます。 つまり、コールは転送され、発信者に
対してビジー音は再生されません。

 – 回線で話中転送が設定されている場合、コールは話中転送番号へ
転送されます。 発信者に対してビジー音は再生されません。

 • 電話機で DND が無効になっている場合は、システム管理者にお問い
合せください。

関連項目

 • 7-3 ページの「Cisco Unified CM のユーザ オプション Web ページへの
アクセス」

会議コールの発信方法
各ユーザは、それぞれのニーズや電話機で利用できる機能に応じて、さま
ざまな方法で会議を作成できます。

 • [ 会議 ]：参加者それぞれにコールをかけることによって、標準（アド
ホック）会議を作成できます。 [ 会議 ] ソフトキーを使用します。 

 • [ 参加 ]：既存のコールを結合することによって、標準（アドホック）
会議を作成できます。 [参加 ] ソフトキーを使用します。 [参加 ] は SCCP 
電話機でのみ使用できます。

 • [C 割込 ]：共有回線上のコールに自分自身を追加することによって、
標準（アドホック）会議を作成できます。 回線ボタンを押すか、[C 割
込 ] ソフトキーを使用します。 [C 割込 ] は、共有回線を使用している電
話機でのみ使用できます。 
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会議コールの発信方法
 • [ ミートミー ]：会議番号をコールすることによって、新規の会議を作
成したり、既存の会議に参加することができます。 [ ミートミー ] ソフ
トキーを使用します。

会議の使用方法

目的 操作

会議を作成する 1. コールが接続されている間に、[ 会議 ] を押します （[ 次ヘ ] 
ソフトキーを押さないと [ 会議 ] が表示されない場合もあり
ます）。 

2. 参加者の電話番号を入力します。

3. コールが接続されるまで待ちます。

4. コールに参加者を追加するには、[ 会議 ] をもう一度押しま
す。

5. この手順を繰り返して、参加者を追加していきます。

既存の会議に新しい参加者
を追加する

「会議を作成する」の手順を繰り返します。 

会議の開催者以外の人物が参加者を追加または削除できるかど
うかは、システム管理者によって決定されます。
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会議コールの発信方法
参加の使用方法（SCCP 電話機のみ）

参加機能を使用すると、2 つ以上の既存のコールを結合して会議を作成
し、自分自身も会議に参加できます。

目的 操作

同じ電話回線上にある複数
の既存コールを結合するこ
とによって会議を作成する

1. アクティブなコールから、会議に含める別のコールを強調
表示し、[ 選択 ] を押します。

2. 追加するすべてのコールに対して、この手順を繰り返しま
す。

3. [ 参加 ] を押します （[ 次ヘ ] ソフトキーを押さないと [ 参加 ] 
が表示されない場合もあります）。

複数の電話回線上にある複
数の既存コールを結合する
ことによって会議を作成す
る

1. アクティブなコールから、[ 参加 ] を押します （[ 次ヘ ] ソフ
トキーを押さないと [ 参加 ] が表示されない場合もありま
す）。

2. 会議に追加するコールに対応する、緑色で点滅している回
線ボタンを押します。

次のいずれかの動作が実行されます。

 • コールが結合されます。

 • 電話スクリーンに、追加するコールを選択するように要求
するウィンドウが表示されます。 この場合は、1 つまたは複
数のコールを強調表示し、[ 選択 ] を押してから [ 参加 ] を押
して操作を完了します。

注 電話機が複数の回線上のコールに対する参加操作をサ
ポートしていない場合は、参加機能を使用する前に、結
合するすべてのコールを 1 つの回線に転送します。 

既存の 2 つの会議を結合す
る

[ 参加 ] または [D 転送 ] ソフトキーを使用します。

この機能を利用できるかどうかについては、システム管理者に
お問い合せください。
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会議コールの発信方法
C 割込の使用方法

C 割込を使用すると、共有回線上のコールに自分自身を追加することに
よって、会議を作成できます。

Meet-Me の使用方法

Meet-Me 会議を使用すると、会議番号をコールすることによって、会議を
開始したり会議に参加することができます。

目的 操作

共有回線上のコールに割り
込むことによって会議を作
成する

共有回線の回線ボタンを押します。

場合によっては、コールを強調表示し、[C 割込 ] を押して操作
を完了する必要があります。 

詳細については、3-37 ページの「共有回線のコールへの参加」
を参照してください。

目的 操作

Meet-Me 会議を開始する 1. システム管理者から Meet-Me 電話番号を取得します。

2. 参加者に番号を通知します。

3. 会議を開始する準備ができたら、オフフックにしてダイヤル 
トーンを鳴らしてから [ ミートミー ] を押します。

4. Meet-Me 会議番号をダイヤルします。

参加者はこの時点でダイヤルインすることによって会議に参
加できます。

注 開催者が参加する前に他の参加者が会議にコールすると、
その参加者に対してはビジー音が再生されます。 その場
合、参加者はもう一度コールする必要があります。

Meet-Me 会議に参加する 会議の開催者から提供された Meet-Me 会議番号をダイヤルしま
す。

注 開催者が参加する前に会議にコールすると、ビジー音が聞
こえます。 その場合は、後で再びコールします。

Meet-Me 会議を終了する すべての参加者がコールを切断する必要があります。

会議の開催者が切断しても、会議は自動的には終了しません。
3-25
Cisco IP Communicator ユーザ ガイド Release 7.0      

OL-19179-01



 

Chapter 3      Cisco IP Communicator でのコールの処理          

高度なコール機能の使用方法
会議参加者の表示または削除

高度なコール機能の使用方法
高度なコール処理作業には、特別な（非標準）機能が必要です。コール処
理のニーズや作業環境に応じてシステム管理者が設定することによって、
Cisco IP Communicator でこのような機能を使用できるようになります。 デ
フォルトでは、このような機能にアクセスできません。

 • 3-27 ページの「Cisco エクステンション モビリティの使用方法」

 • 3-28 ページの「1 つの電話番号を使用したビジネス コールの管理」

 • 3-27 ページの「Cisco エクステンション モビリティの使用方法」

 • 3-30 ページの「ハント グループからのログアウト」

 • 3-32 ページの「不審なコールの追跡」

 • 3-33 ページの「重要なコールの優先順位付け」

 • 3-34 ページの「呼出中のコールの Cisco IP Communicator へのリダイレ
クト」

 • 3-35 ページの「通話中の回線が応対可能になった場合のコールバッ
ク」

目的 操作

会議の参加者のリストを表
示する

[ 参加者 ] を押します。

会議に参加した順序に従って、参加者がリストに表示されま
す。 後に追加された参加者がリストの先頭になります。

会議の参加者のリストを更
新する

会議参加者リストが表示されている状態で、[ 更新 ] を押します。

会議の開催者を確認する 会議参加者リストが表示されている状態で、リストの末尾まで
スクロールして、名前の横にアスタリスク（*）が付いている
参加者を探します。

会議の任意の参加者を削除
する

会議参加者リストが表示されている状態で、参加者の名前を強
調表示し、[ 削除 ] を押します。 

会議に 後に追加された参
加者を削除する

会議参加者リストが表示されている状態で、[ ドロップ ] または 
[ 後の参加者の削除 ] を押します。 
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高度なコール機能の使用方法
 • 3-35 ページの「ビジー ランプ フィールドによる回線状態の確認」

 • 3-36 ページの「共有回線の使用方法」

 • 3-39 ページの「インターコム コールの発信と受信」

Cisco エクステンション モビリティの使用方法

Cisco エクステンション モビリティ（EM）を使用すると、任意の 
Cisco Unified IP Phone を一時的に自分の電話機として設定できます。 EM 
にログインすると、ログインしたユーザのプロファイル（電話回線、機
能、登録済みのサービス、Web ベースの設定など）がその電話機に適用さ
れます。 EM の設定はシステム管理者に依頼する必要があります。

ヒント

 • 一定時間が経過すると、ユーザは EM から自動的にログアウトします。 
この制限時間は、システム管理者が設定します。

 • ユーザ オプション Web ページから EM プロファイルに加えられた変更
は、電話機で EM にログインしている場合はすぐ有効になります。ロ
グイン中でない場合は、次回のログイン時に変更が有効になります。 

 • ユーザ オプション Web ページから電話機の設定に加えられた変更は、
EM からログアウトしている場合はすぐ有効になります。ログアウト
していない場合は、ログアウトした後に変更が有効になります。

 • 電話機によって制御されるローカル設定は、EM プロファイルに反映
されません。

目的 操作

EM にログイン
する

1. [ サービス ] ボタンをクリックし、[EM Service]（実際の名前は異なる場
合があります）を選択します。

2. システム管理者から通知されたユーザ ID と PIN を入力します。

3. プロンプトが表示されたら、デバイス プロファイルを選択します。

EM からログア
ウトする

1. [ サービス ] ボタンをクリックし、[EM Service]（実際の名前は異なる場
合があります）を選択します。

2. ログアウトするかどうかを尋ねられたら、[ はい ] を押します。
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高度なコール機能の使用方法
1 つの電話番号を使用したビジネス コールの管理

モバイルコネクトとモバイル ボイス アクセスがインストールされている
場合は、携帯電話を使用して、自席の電話番号に関連付けられたコールを
処理できます。 スマートフォンとは、Web ブラウザ機能、電子メール、ア
ドレス帳、カレンダーなどのパーソナル コンピュータ機能を搭載した携
帯電話です。 

目的 操作

モバイルコネクトを設定
する

Cisco Unified CM のユーザ オプション Web ページを使用してリ
モート接続先を設定し、特定の電話番号からのコールをリモート
接続先に転送するどうかを制御するためのアクセス リストを作成
します。7-14 ページの「モバイルコネクトを使用するための電話
機とアクセス リストの設定」を参照してください。 

携帯電話を使用してコー
ルに応答する

3-10 ページの「コールへの応答」を参照してください。

自席の電話機と携帯電話
の間で進行中のコールを
切り替える

3-18 ページの「別の電話機への進行中のコールの切り替え」を参
照してください。

スマートフォンでピック
アップしたコールを保留
にする

1. スマートフォンで [ 保留 ] ソフトキー（実際の名前は異なる場
合があります）を押します。

通話相手が保留状態になります。 

2. スマートフォンで、[ 復帰 ] ソフトキー（実際の名前は異なる
場合があります）を押します。 3-18 ページの「別の電話機へ
の進行中のコールの切り替え」を参照してください。

スマートフォンでピック
アップしたコールを別の
番号に転送する

1. スマートフォンで [ 転送 ] ソフトキー（実際の名前は異なる場
合があります）を押します。

2. コールを転送して新しいコールを開始するために、アクセス 
コードをダイヤルします。 通話相手が保留状態になります。 

3. [ 転送 ] ソフトキーを押し、コールの転送を完了します。
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スマートフォンでピック
アップしたコールで会議
コールを開始する

1. スマートフォンで [ 会議 ] ソフトキー（実際の名前は異なる場
合があります）を押します。 

2. 会議を作成するために新しいコールを開始するには、アクセ
ス コードをダイヤルします。 通話相手が保留状態になります。 

3.  [ 会議 ] ソフトキーを押すと会議の作成が完了し、両方の通話
者が会議に追加されます。

モバイル ボイス アクセス
に接続する

1. 任意の電話機から、自分に割り当てられたモバイル ボイス ア
クセス番号をダイヤルします。

2. 発信元の番号と PIN（要求された場合）を入力します。 

携帯電話からモバイルコ
ネクトをオンにする

1. 自分に割り当てられたモバイル ボイス アクセス番号をダイヤ
ルします。

2. 携帯電話番号（要求された場合）と PIN を入力します。

3. 2 を押してモバイルコネクトを有効にします。

4. モバイルコネクトをすべての設定済み電話機でオンにするか、
1 台の電話機でのみオンにするかを選択します。

 – すべての電話機の場合：2 を押します。

 – 1 台の電話機の場合：1 を押し、リモート接続先として追
加する番号を入力した後、# を押します。

携帯電話からモバイルコ
ネクトをオフにする

1. 自分に割り当てられたモバイル ボイス アクセス番号をダイヤ
ルします。

2. 携帯電話番号（要求された場合）と PIN を入力します。

3. 3 を押してモバイルコネクトを無効にします。

4. モバイルコネクトをすべての設定済み電話機でオフにするか、
1 台の電話機でのみオフにするかを選択します。

 – すべての電話機の場合：2 を押します。

 – 1 台の電話機の場合：1 を押し、リモート接続先として削
除する番号を入力した後、# を押します。

目的 操作
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パークされているコールの保存と取得

コールをパークすると、コールを保存して、そのコールを自分または他の
ユーザがコール処理システム内の別の電話機（たとえば、同僚のデスクや
会議室の電話機）で取得できます。 コール パークは特別な機能のため、シ
ステム管理者に設定を依頼します。

注 パークされたコールを取得できる時間は制限されています。制限時間を超
えると、コールは元の宛先に戻されます。 制限時間については、システム
管理者に問い合せてください。

関連項目

 • 3-1 ページの「基本的なコールの処理方法」

 • 3-13 ページの「保留と復帰の使用方法」

 • 3-15 ページの「接続コールの転送」

ハント グループからのログアウト

多数のコールを受信する組織では、各ユーザがハント グループのメンバ
として設定されている場合があります。 ハント グループには、着信コール
の負荷を共有する一連の電話番号が含まれています。 ハント グループの
初の電話番号がビシー状態である場合は、グループ内で次に応対可能な電
話番号が「ハント」され、その電話機にコールが転送されます。 

目的 操作

コール パークを使用して
アクティブなコールを保
存する

コール中に、[ パーク ] をクリックします（先に [ 次ヘ ] ソフトキー
をクリックしないと [ パーク ] が表示されない場合もあります）。 
Cisco IP Communicator にコールが保存されます。 電話スクリーン
に表示されるコール パーク番号をメモし、電話を切断します。

パークされたコールを取
得する

ネットワーク上の任意の Cisco IP Communicator または Cisco IP 
Phone からコール パーク番号を入力し、コールに接続します。
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電話機から離れるときは、ハント グループからログアウトすることで、
ハント グループ コールの着信時に自分の電話機で呼出音が鳴らないよう
にすることができます。

ヒント ハント グループからログアウトしても、ハント グループ以外のコールで
あれば電話機の呼出音が鳴ります。

セキュリティ保護されたコールの発信と受信

システム管理者による電話システムの設定内容によっては、セキュリティ
保護されたコールを Cisco IP Communicator で発信および受信できる場合
があります。

Cisco IP Communicator は、次のタイプのコールをサポートできます。

 • 認証済みコール：コールに参加しているすべての電話機の識別情報を
確認済みです。

 • 暗号化コール：電話機は、Cisco IP ネットワーク内で暗号化された音
声（会話）を送受信します。 暗号化コールは、認証済みコールでもあ
ります。

 • ノンセキュア コール：コールに参加している 1 台以上の電話機あるい
は接続が、このセキュリティ機能をサポートしていません。または、
電話機の識別情報を確認できません。

目的 操作

ハント グループからログア
ウトし、一時的にハント グ
ループ コールをブロックす
る

[ ハント ] または [ ハントグループ ] を押します。 電話スクリーン
に、「ハントグループからログアウト」と表示されます。 

ログインしてハント グルー
プ コールを受信する

[ハント ] または [ハントグループ ] を押します。 ログインすると、
[ ハントグループ ] ボタンが点灯します。
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注 Cisco IP Communicator のセキュリティ機能には、この機能に影響を及ぼす
操作、制約事項、および制限事項が存在します。 詳細については、システ
ム管理者にお問い合せください。

不審なコールの追跡

不審なコールや迷惑コールを受け取った場合は、システム管理者に対し
て、迷惑コールの識別（MCID）機能を電話機に追加するように依頼しま
す。 この機能を使用すると、アクティブなコールを不審なコールとして指
定し、一連の自動追跡およびメッセージ通知を開始することができます。 
その後、コール処理システムはネットワーク内でこの着信コールの発信元
を識別して登録します。

目的 操作

コールのセキュリティ レベルを
確認する

コール アクティビティ領域の右上隅、コール時間タイ
マーの隣にあるセキュリティ アイコンを確認します。

認証済みコールまたは会議 
 

 

暗号化コールまたは会議 
 

これらのアイコンが表示されていないコールはセキュリ
ティ保護されていません。

セキュリティ保護されたコールを
社内で発信できるかどうかを確認
する

システム管理者にお問い合せください。

目的 操作

不審なコールや迷惑コー
ルがあることをシステム
管理者に伝える

[ 迷惑呼 ] を押します。

電話機がトーンを再生し、[ 迷惑呼が成功しました ] メッセージを
表示します。
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重要なコールの優先順位付け

軍事施設や政府機関などの特殊な環境では、緊急のコールや、非常に重要
なコールの発着信が必要になることがあります。 このような特別なコール
処理が必要な場合は、システム管理者に MLPP（Multilevel Precedence and 
Preemption）を電話機に追加するように依頼します。

次の用語を覚えておいてください。

 • 「優先順位（Precedence）」は、コールに割り当てられるプライオリ
ティを表します。

 • 「プリエンプション」は、プライオリティの低い既存コールを終了し
て、電話機に送信されるプライオリティの高いコールを受け付けるプ
ロセスです。

状況 操作

発信するコールのプライオリティ
（Precedence）レベルを選択する

システム管理者に連絡して、コールに使用する 
Precedence 値の一覧を入手します。

プライオリティ（Precedence）コー
ルを発信する

電話番号の前に、システム管理者から提供された MLPP 
アクセス番号を入力します。

特殊な呼出音（通常より速いもの）
や特殊なコール ウェイティング 
トーンが聞こえる

プライオリティ（Precedence）コールを受信していま
す。 電話スクリーンの MLPP アイコンにより、コールの
プライオリティ レベルが示されます。

コールのプライオリティ レベルを
確認する

電話スクリーンの MLPP アイコンを確認します。

プライオリティ コール

中程度のプライオリティ（immediate）コール 

プライオリティの高い（flash）コール 

プライオリティが非常に高い（flash override ま
たは Executive Override）コール 

プライオリティが高いコールは、コール リストの上の
方に表示されます。 MLPP アイコンが表示されない場合、
コールのプライオリティ レベルは通常（routine）です。

コール中に連続的なトーンが聞こ
える

自分または通話相手が、現在のコールよりも優先する必
要のあるコールを受信しています。 すぐに電話を切断し
て、プライオリティの高いコールの呼出音が鳴るように
します。
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ヒント

 • MLPP 対応のコールを発信または受信すると、通常のトーンとは異な
る特別な呼出音およびコール ウェイティング トーンが聞こえます。

 • 無効な MLPP アクセス番号を入力すると、音声案内によってエラーが
警告されます。

 • ユーザが次の操作を行った場合、MLPP 対応コールのプライオリティ
およびプリエンプションのステータスは保持されます。

 – コールを保留にする

 – コールを転送する

 – コールを会議に追加する

 – [ ピック ] を使用してコールに応答する

 • MLPP はサイレント（DND）機能よりも優先されます。

呼出中のコールの Cisco IP Communicator へのリダイレ
クト

コール ピックを使用すると、同僚の電話機で呼出音が鳴っているコール
を Cisco IP Communicator にリダイレクトして、そのコールに応答できま
す。 コール ピックは特別な機能のため、コール処理のニーズや作業環境に
応じてシステム管理者に設定を依頼します。 たとえば、コール処理の責任
を同僚と共有している場合に、この機能を使用できます。

目的 操作

グループ内の別の内線で呼出音が
鳴っているコールに応答する

利用可能な回線ボタンをクリックし、[ ピック ] をクリッ
クします。 自分の回線で呼出音が鳴ります。 

グループ外の別の内線で呼出音が
鳴っているコールに応答する

利用可能な回線ボタンをクリックし、[G ピック ] をク
リックします。 システム管理者から通知されたコール グ
ループ ピックのコード番号を入力します。 自分の回線で
呼出音が鳴ります。 

自分のグループまたは関連するグ
ループ内の別の内線で呼出音が
鳴っているコールに応答する

利用可能な回線ボタンをクリックし、[ 他 Grp] をクリック
します。 
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ヒント

 • も長い間呼出音が鳴っているコールに接続するには、[ ピック ] また
は [G ピック ] を押します。

 • 優先順位が も高いピックアップ グループ内のコールに接続するに
は、[ 他 Grp] を押します。

関連項目

 • 3-15 ページの「接続コールの転送」

通話中の回線が応対可能になった場合のコールバック

コールした番号が話し中であるか、応答しない場合は、回線が応対可能に
なったときに通知するように Cisco IP Communicator を設定できます。 通知
を設定するには、その番号に電話をかけ、ビジー音または呼出音が鳴って
いる間に [ 折返し ] をクリックします。 クリックしたら、電話を切断しま
す。 

内線が応対可能になると、電話機にメッセージが表示され、呼出音が鳴り
ます （この番号へのコールバックは自動的に行われません。コールを発
信する必要があります）。 コールバックは特別な機能なので、システム管
理者に設定を依頼します。 

ヒント コールバックは、通話相手がコール転送を有効にしている場合は失敗しま
す。

ビジー ランプ フィールドによる回線状態の確認

設定によっては、ビジー ランプ フィールド（BLF）機能を使用して、
Cisco IP Communicator の短縮ダイヤル ボタン、履歴、またはディレクト
リ リストに関連付けられた電話回線の状態を確認できます。 BLF ステータ
スにかかわらず、この回線にコールを発信できます。 この機能によって、
ダイヤル操作ができなくなることはありません。
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共有回線の使用方法

システム管理者によって「共有」回線が割り当てられていることがありま
す。 通常、共有回線には次の用途があります。 

 • 共有回線を 1 人で複数の電話機に割り当てる場合：たとえば、内線番
号 23456 の共有回線が Cisco IP Communicator と自席の電話機に適用さ
れるとします。 この場合、内線番号 23456 への着信コールにより、
Cisco IP Communicator と自席の電話機の呼出音が鳴り、どちらの電話
機でもコールに応答できます。 

目的 操作

短縮ダイヤル回線の
状態を確認する

回線番号の隣にあるインジケータを確認します。表示は次のいずれか
になります。

+  回線は使用中です。

+  回線はアイドル状態です。

 この回線では、BLF インジケータは使用できないか、設定さ
れていません。

 +  回線はサイレント状態です。

履歴またはディレク
トリに表示されてい
る回線の状態を確認
する

回線番号の隣にあるインジケータを確認します。表示は次のいずれか
になります。

 回線は使用中です。

 回線はアイドル状態です。

 この回線では、BLF インジケータは使用できません。

 回線はサイレント状態です。
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 • 複数のユーザが 1 つの回線を共有する場合：たとえば、マネージャが
アシスタントと回線および内線番号を共有しているとします。 その内
線への着信コールにより、マネージャとアシスタントの両方の電話機
の呼出音が鳴ります。 アシスタントがコールに応答した場合、割り込
みと呼ばれる共有回線機能を使用して、接続されているコールに参加
できます。 

 • 共有回線を使用できるかどうかは、システム管理者から通知されま
す。 割り込みなどの共有回線機能は、標準の非共有回線には適用され
ません。

関連項目

 • 3-37 ページの「共有回線のコールへの参加」

 • 3-38 ページの「他のユーザによる共有回線コールの表示および割り込
みの防止」

共有回線のコールへの参加

共有回線を使用する場合、割り込みを使用して、開始済みの会話に参加で
きます。 割り込みを使用すると、他の通話者にビープ音が聞こえ、自分が
参加することが通知されます。 電話を切断すると、残りの通話者には切断
音が聞こえ、元のコールが続行します。 割り込みは、共有回線だけに適用
されます。

ヒント

 • 割り込んだコールが保留、転送、または会議コールに変わると、その
コールから切断されます。

 • 割り込みをかけたコールで通話しているときに、2 つ目の回線に応答
することはできません。 

目的 操作

共有回線上で進行中のコールに参
加する

電話スクリーンでコールを選択し、[ 割り込み ] をクリッ
クします （必要に応じて、[ 次ヘ ] ソフトキーを先にク
リックします）。

会議への割り込みを終了する 電話を切断します。
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 • メインの背景スクリーンに戻るには、コールがアクティブである間に
緑色の回線ボタンをクリックします。 すべてのアクティブなコールの
概要が表示されます。

関連項目

 • 3-1 ページの「基本的なコールの処理方法」

 • 3-35 ページの「ビジー ランプ フィールドによる回線状態の確認」

 • 3-38 ページの「他のユーザによる共有回線コールの表示および割り込
みの防止」

他のユーザによる共有回線コールの表示および割り込みの防止

電話回線を共有している場合は、プライバシー機能を使用すると、回線を
共有している他のユーザが自分のコールを表示したり、コールに割り込ん
だり（コールに自分を追加）することを防止できます。

ヒント

 • 回線を共有している電話機でプライバシーを有効にした場合でも、
コールの発信および受信は、共有回線を使用して通常どおり実行でき
ます。 

目的 操作

共有回線上のコールを他のユー
ザが表示し、コールに割り込む
ことを防止する

1. [ 非通知 ] を押します。

2. プライバシーがオンになっていることを確認するには、
この機能が有効であることを示すアイコンが、オレン
ジ色の回線ボタンの隣に表示されていることを確認し
ます。

共有回線上のコールを他のユー
ザが表示し、コールに割り込む
ことを許可する

1. [ 非通知 ] を押します。 

2. プライバシーがオフになっていることを確認するには、
この機能が無効であることを示すアイコンが、点灯し
ていない回線ボタンの隣に表示されていることを確認
します。
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高度なコール機能の使用方法
 • プライバシー機能は、電話機のすべての共有回線に適用されます。 こ
のため、共有回線を複数持っている場合、プライバシーを有効にする
と、同僚はどの共有回線上のコールも表示できず、どの共有回線上の
コールにも割り込むことができません。

関連項目

 • 3-1 ページの「基本的なコールの処理方法」

 • 3-35 ページの「ビジー ランプ フィールドによる回線状態の確認」

 • 3-37 ページの「共有回線のコールへの参加」

インターコム コールの発信と受信

インターコム コールは、ミュートをアクティブにしてスピーカフォン 
モードで自動応答するように設定された電話機に対して発信できます。 一
方向のインターコム コールでは、受信者に短いメッセージを伝達できま
す。 受信者のハンドセットまたはヘッドセットが使用中である場合、音声
は使用中のデバイスに送信されます。 受信者が現在行っているコール アク
ティビティは同時に継続されます。
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高度なコール機能の使用方法
受信者は、インターコムのアラート トーンを受信した後、次のいずれか
の操作を選択できます。

 • マイクロフォンをミュートにした状態で発信者の声を聞く（発信者の
声は受信者に聞こえますが、受信者の声は発信者に聞こえません）。 

 • インターコム コールにフォーカスを合せた状態で [終了] ソフトキーを
押すことにより、インターコム コールを終了する。 メッセージを聞く
必要がない場合はこの操作を選択します。

 • アクティブなインターコム ボタンを押し、ハンドセット、ヘッドセッ
ト、またはスピーカを使用して発信者と会話する。 この場合、イン
ターコム コールが双方向接続になり、発信者と会話できるようになり
ます。

インターコム機能を使用するときは、次の点に注意してください。

 • インターコム回線からダイヤルできる回線は、他のインターコム回線
だけです。

 • 同時に使用できるインターコム回線は 1 つだけです。

 • アクティブなコールが監視または記録されている場合は、インターコ
ム コールを受信または発信できません。

 • インターコム コールは保留できません。

注 エクステンション モビリティ プロファイルを使用して自席の電話機に毎
日ログインする場合は、自分のエクステンション モビリティ プロファイ
ルにインターコム機能を追加するようにシステム管理者に依頼してくださ
い。
3-40
Cisco IP Communicator ユーザ ガイド Release 7.0

OL-19179-01



 

Chapter 3      Cisco IP Communicator でのコールの処理

高度なコール機能の使用方法
目的 操作

事前設定済みのインターコム発
信先にインターコム コールを発
信する

1. インターコム発信先回線を押します。

2. インターコムのアラート トーンが聞こえるまで待ちま
す。

3. 会話を開始します。

任意のインターコム番号にイン
ターコム コールを発信する

1. インターコム発信先回線を押します。

2. 次のいずれかの操作を実行します。

 – インターコム発信先番号を入力する。

 – 発信先の短縮ダイヤル番号を押す。

3. インターコムのアラート トーンが聞こえるまで待ちま
す。

4. 会話を開始します。

インターコム コールを受信する インターコムのアラート トーンが聞こえたら、次のいずれ
かの方法でコールを処理します。

 • 一方向の音声でメッセージを聞く。

 • オレンジ色のアクティブなインターコム回線を押して
発信者と会話する （コールが双方向になると、回線が
緑色に変わります）。

 • インターコム コールにフォーカスを合せた状態で [ 終
了 ] を押し、インターコム コールを切断する。
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高度なコール機能の使用方法
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Cisco IP Communicator の設定
のカスタマイズ

 • 4-1 ページの「どこから設定にアクセスするべきか」

 • 4-2 ページの「コールの音量調節」

 • 4-3 ページの「呼出音およびメッセージ インジケータのカスタマイズ」

 • 4-5 ページの「電話スクリーンのカスタマイズ」

 • 4-5 ページの「設定の表示とカスタマイズについて」

どこから設定にアクセスするべきか
Cisco IP Communicator の設定については、次の情報を参考にしてくださ
い。

 • ほとんどの設定には、メニューから [ 設定 ] を選択してアクセスできま
す。 メニューにアクセスするには、ウィンドウ制御ボタンバーのメ
ニュー アイコンをクリックするか、インターフェイス上の任意の位置
で右クリックするか、または Shift+F10 を押します。 

 • 呼出音と背景イメージの設定には、[ 設定 ] ボタン > [ ユーザ設定 ] から
アクセスできます。 

 • ほとんどの設定を IP Communicator で行えますが、一部の設定につい
てはユーザ オプション  Web ページからオンラインでアクセスする必
要があります。 
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コールの音量調節
注 [ 設定 ] ボタンが反応しない場合は、システム管理者が電話機でこのボタン
を無効に設定している可能性があります。 詳細については、システム管理
者に問い合せてください。

関連項目

 • 4-5 ページの「設定の表示とカスタマイズについて」

 • 4-3 ページの「呼出音およびメッセージ インジケータのカスタマイズ」

 • 7-3 ページの「Cisco Unified CM のユーザ オプション Web ページへの
アクセス」

コールの音量調節
.

ヒント

 • 現在アクティブなオーディオ モードの音量だけを調節できます。 たと
えば、スピーカフォン モードの使用中に音量を上げても、ヘッドセッ
ト モードの音量には影響しません。

 • 音量を調節した後その変更を保存しないと、次回そのオーディオ モー
ドを使用するときに、音量が前回保存したレベルに戻ります。

目的 操作

コール中に音量レベ
ルを調節する

コール中またはダイヤル トーンを鳴らした後に、[ ボリューム ] ボタン
をクリックするか、キーボードで Page Up キーまたは Page Down キーを
押します。 変更後の音量を現在アクティブなオーディオ モードのデフォ
ルト レベルとして保存するには、[ 保存 ] をクリックします。

コンピュータのボリューム コントロールまたはオーディオ デバイスで
利用できるボリューム コントロールを使用して、音量レベルを調節す
ることもできます （この方法の詳細については、「ヒント」の項を参照
してください）。

呼出音の音量レベル
を調節する

Cisco IP Communicator がオンフック状態のとき（コールもダイヤル 
トーンもアクティブではないとき）に [ ボリューム ] ボタンをクリック
します。 設定した呼出音の音量が自動的に保存されます。
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呼出音およびメッセージ インジケータのカスタマイズ 
 • 選択したオーディオ デバイスで直接音量を調節（たとえば、コン
ピュータのボリューム コントロールを調節）すると、次回 Cisco IP 
Communicator を起動するときに [オーディオ設定の確認] ウィンドウが
表示されることがあります。 1-7 ページの「オーディオ調整ウィザード
の使用方法」を参照してください。

呼出音およびメッセージ インジケータのカス
タマイズ

着信コールまたは新しいボイスメール メッセージの存在を Cisco IP 
Communicator で示す方法を、回線ごとにカスタマイズできます。 呼出音や
他のインジケータをカスタマイズすると、複数の回線を簡単に区別できま
す。 たとえば、回線 1 の着信コールに対して鳥の鳴き声、回線 2 の着信
コールに対してドラムビートを選択できます。 Cisco Unified CM のユーザ 
オプション Web ページのオプションの内容は、この項の説明と異なる場
合があります。 特定のオプションが見つからない場合は、システム管理者
にお問い合せください。

目的 操作

回線ごとに呼出音を変更
する

1. [設定 ] ボタンをクリックし、[ユーザ設定 ] > [呼出音 ] を選択し
ます。 

2. 電話回線またはデフォルトの呼出音設定を選択します。

3. 呼出音を選択し、そのサンプルを再生します。 

4. 呼出音を設定する場合は、[ 選択 ] および [ 保存 ] を押します。
設定しない場合は、[ キャンセル ] を押します。

呼出音のパターン（点滅
のみ、一度だけ鳴らす、
ビープ音のみなど）を変
更する

1. 右クリック メニューから [Cisco Unified CM のユーザオプショ
ン ] を選択します。

2. Cisco Unified CM のユーザ オプション Web ページにログイン
します。

3. デバイスを選択します。

4. [ 回線の設定 ] をクリックし、[ 呼出音設定 ] セクションで適切
なオプションを選択します。
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呼出音およびメッセージ インジケータのカスタマイズ
関連項目

 • 4-2 ページの「コールの音量調節」

 • 7-3 ページの「Cisco Unified CM のユーザ オプション Web ページへの
アクセス」

ボイス メッセージ インジ
ケータの動作を変更する

1. 右クリック メニューから [Cisco Unified CM のユーザオプショ
ン ] を選択します。

2. Cisco Unified CM のユーザ オプション Web ページにログイン
します。

3. デバイスを選択します。

4. [ 回線の設定 ] をクリックし、[ メッセージ受信ランプ ] セク
ションで設定を変更します。 通常、デフォルトのポリシーに
従って、新しいボイス メッセージを受信するとインジケータ
は常時点灯となります。 

メッセージ受信インジケータの位置に注意してください。

 • デフォルト モード（右クリック > [ スキン ] > [ デフォルトモー
ド ]）を使用している場合、インジケータはインターフェイス
の左側にある細長いランプです。

 • コンパクト モード（右クリック > [ スキン ] > [ コンパクトモー
ド ]）を使用している場合、インジケータは回線ボタンの横で
点滅する封筒アイコンです。 

目的 操作
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電話スクリーンのカスタマイズ
電話スクリーンのカスタマイズ

関連項目

 • 7-3 ページの「Cisco Unified CM のユーザ オプション Web ページへの
アクセス」

設定の表示とカスタマイズについて
Cisco IP Communicator のほとんどの設定には、[ 設定 ] ウィンドウ（右ク
リック > [ 設定 ]）を使用してアクセスできます。

 • 4-6 ページの「ユーザ設定」

 • 4-8 ページの「ネットワーク設定」

 • 4-9 ページの「オーディオ設定」

 • 4-10 ページの「オーディオ モードを割り当てる方法」

 • 4-15 ページの「ネットワーク オーディオ設定」

 • 4-15 ページの「詳細オーディオ設定」

 • 4-17 ページの「ディレクトリ設定」

目的 操作

電話スクリーンの背
景イメージを変更す
る

[ 設定 ] ボタン > [ ユーザ設定 ] > [背景イメージ ] をクリックします。 背
景の表示を確認する場合は、目的の画像の左にあるボタンをクリック
し、[ 選択 ] をクリックして、[ プレビュー ] をクリックします。 選択メ
ニューに戻るには、[ 終了 ] をクリックします。 選択した画像を使用す
る場合は、[ 保存 ] をクリックします。[ キャンセル ] をクリックする
と、前回保存したときの設定に戻ります。 

電話スクリーンの言
語を変更する

Cisco Unified CM のユーザ オプション Web ページにログインし、デバ
イスを選択します。 [ ユーザオプション ] > [ ユーザ設定 ] を選択し、
ユーザ ロケール情報を変更して、[ 保存 ] をクリックします。
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設定の表示とカスタマイズについて
ユーザ設定

[ 設定 ] ウィンドウの [ ユーザ ] タブ（右クリック > [ 設定 ] > [ ユーザ ] タブ）
にアクセスします。

項目 説明 詳細情報の参照先

[ ロギングを有
効にする ]

この機能を有効にすると、システム管理者が
トラブルシューティングのために詳細な Cisco 
IP Communicator ログを取得できるようになり
ます。

システム管理者からこの設定を有効にするよ
うに要求されることがあります。

8-1 ページの
「Cisco IP Communicator の
トラブルシューティング」

[ アプリケー
ションを閉じて
隠す ]

この機能を有効にしてアプリケーションを閉
じると、CIPC は終了せず、システム アイコ
ン トレイに隠れます。 アプリケーションを元
に戻すには、システム トレイ内のアイコンを
ダブルクリックします。 この機能は、デフォ
ルトで有効になっています。

3-3 ページの「コールの発
信」

[ アクティブ
コール時に一番
前にする ]

この機能を有効にすると、着信コールを受信
したときにアプリケーションがその他すべて
のアプリケーションの前面に表示されます。 
この機能を無効にすると、着信コールを受信
してもアプリケーションは前面に表示されま
せん。 着信コールは、呼出音と通知ポップ
アップ ウィンドウだけで通知されます。

3-10 ページの「コールへの
応答」

[ 着信通知を隠
す ]

この機能を有効にすると、コールを受信して
も着信通知はポップアップされません。 

3-10 ページの「コールへの
応答」
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設定の表示とカスタマイズについて
関連項目

 • 4-8 ページの「ネットワーク設定」

 • 4-9 ページの「オーディオ設定」

 • 4-17 ページの「ディレクトリ設定」

[ デフォルトを
使用（TFTP 
サーバ）]

このオプションを選択すると、[ ネットワーク
設定 ] タブで指定した TFTP サーバのアドレス
が使用されます。 これがデフォルトの設定で
す。 形式は次のとおりです。

http://< デフォルトの TFTP サーバの IP アドレ
ス >/ccmuser

この設定を変更する必要があるかどうかは、
システム管理者から指示されます。 

第 7 章「Cisco Unified CM の
ユーザ オプションを使用し
た Cisco IP Communicator の
カスタマイズ」

[ 特定の URL を
使用 ]

Cisco Unified CM のユーザ オプション ページ
を起動するときに使用する代替の URL を入力
します。 次の形式を使用します。

http://< ホスト名 >/ccmuser

この設定を変更する必要があるかどうかは、
システム管理者から指示されます。 

第 7 章「Cisco Unified CM の
ユーザ オプションを使用し
た Cisco IP Communicator の
カスタマイズ」

項目 説明 詳細情報の参照先
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設定の表示とカスタマイズについて
ネットワーク設定

[ 設定 ] ウィンドウの [ ネットワーク ] タブ（右クリック > [ 設定 ] > [ ネット
ワーク ] タブ）にアクセスします。

注意 これらの設定を変更すると、電話機が動作しなくなる可能性があります。 
設定を変更する場合は、必ずシステム管理者にお問い合せください。

項目 説明 詳細情報の参照先

[ ネットワークアダプ
タを使用して、デバ
イス名を生成 ]

インストール直後に確定するこの設定に
よって、Cisco IP Communicator はネット
ワーク内で識別されます。この設定は、
音声の転送には使用されません。 そのた
め、選択したネットワーク アダプタを削
除または無効にする場合を除き、確定後
にこの設定を変更する必要はありません。 
変更する場合は、新しいアダプタを選択
する前に、システム管理者に問い合せて
ください。

アダプタが複数あって、いずれかを選択
するように Cisco IP Communicator のイン
ストール直後に要求される場合、どのア
ダプタを選択するかはシステム管理者か
ら通知されます。

1-9 ページの
「Cisco IP Communicator の
設定と登録」

[ このデバイス名を使
用 ]

この設定を使用すると、Cisco IP 
Communicator をネットワーク内で識別す
るために使用される自由形式のデバイス
名を入力できます。 デバイス名は、システ
ム管理者から通知されます。 

1-9 ページの
「Cisco IP Communicator の
設定と登録」

[TFTP サーバ ] 領域 TFTP サーバを指定、またはデフォルトの 
TFTP サーバに戻す場合に使用します。こ
の設定を変更する必要があるかどうかは、
システム管理者から指示されます。

1-9 ページの
「Cisco IP Communicator の
設定と登録」
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設定の表示とカスタマイズについて
関連項目

 • 4-9 ページの「オーディオ設定」

 • 4-17 ページの「ディレクトリ設定」

オーディオ設定

[ 設定 ] ウィンドウの [ オーディオ ] タブ（右クリック > [ 設定 ] > [ オーディ
オ ] タブ）にアクセスします。

項目 説明 関連情報の参照先

[ オーディオ
モードのデバイ
ス ] 領域

デバイスをオーディオ モードに割り当てま
す。 このドロップダウン リストには、Cisco IP 
Communicator を起動する前に取り付けた、現
在使用できるオーディオ デバイスが表示され
ます。

[Default Windows Audio Device] の設定につい
ては、4-11 ページの「オーディオ モードの選
択」を参照してください。

 • 1-3 ページの「初めて起
動する前のオーディオ 
デバイスの取り付け」

 • 4-10 ページの「オー
ディオ モードを割り当
てる方法」

 • 5-1 ページの
「Cisco IP Communicator 
でのヘッドセットおよ
び他のオーディオ デバ
イスの使用方法」

[ 呼出音のデバ
イス ] 領域

デバイスを呼出音に割り当てます。 1-3 ページの「初めて起動
する前のオーディオ デバイ
スの取り付け」

[ 低帯域幅のた
めの 適化 ]

リモート接続（たとえば、自宅やホテルから
の VPN 接続）で Cisco IP Communicator を使
用している場合は、帯域幅が十分でないため
に音質が低下することがあります。 リモート
接続で Cisco IP Communicator を使用している
場合は、[ 低帯域幅のための 適化 ] を有効に
すると、音声が不自然に聞こえるなどの問題
を防止できます。

8-1 ページの
「Cisco IP Communicator の
トラブルシューティング」
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設定の表示とカスタマイズについて
関連項目

 • 4-10 ページの「オーディオ モードを割り当てる方法」

 • 4-15 ページの「ネットワーク オーディオ設定」

 • 4-15 ページの「詳細オーディオ設定」

オーディオ モードを割り当てる方法

Cisco IP Communicator で使用する各オーディオ デバイスには、オーディオ 
モードを割り当てる必要があります。

 • ヘッドセット モード

 • スピーカフォン モード

 • ハンドセット モード

 • 呼出音モード

オーディオ モードを選択すると、音声の入出力に使用するオーディオ デ
バイスを Cisco IP Communicator が識別します。

Cisco IP Communicator を初めて起動するときに、[ オーディオ調整ウィ
ザード ] を使用してオーディオ デバイスをオーディオ モードに割り当てる
ことができます。 2 回目以降の起動では、Cisco IP Communicator 上で右ク
リックし、[ 設定 ] > [ オーディオ ] タブを選択することにより、オーディオ 
デバイスを各モードに割り当てることができます。

関連項目

 • 1-3 ページの「初めて起動する前のオーディオ デバイスの取り付け」

 • 4-11 ページの「オーディオ モードの選択」

 • 4-12 ページの「オーディオ モードのアクティブ化」

[ ネットワーク ] 
ボタン

[ ネットワークオーディオ設定 ] ウィンドウを
開きます。

4-15 ページの「ネットワー
ク オーディオ設定」

[ 詳細 ] ボタン [詳細オーディオ設定] ウィンドウを開きます。 4-15 ページの「詳細オー
ディオ設定」

項目 説明 関連情報の参照先
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設定の表示とカスタマイズについて
 • 4-14 ページの「オーディオ ドロップダウン リストのオーディオ デバ
イスについて」

オーディオ モードの選択

Cisco IP Communicator のデフォルトでは、すべてのオーディオ モードと呼
出音に対して同じオーディオ デバイスが選択されています。 このデバイス
は、たとえばサウンド カードです。 利用可能なオーディオ デバイスが複数
ある場合は、追加の設定オプションがあります。 たとえば、USB ヘッド
セットを取り付けている場合は、ヘッドセット モードに対してその USB 
ヘッドセットを選択し、[ ヘッドセット ] ボタンをクリックしてアクティブ
にすることができます。

デフォルトの設定をそのまま使用することも、カスタマイズすることもで
きます。 設定をカスタマイズする場合は、次の推奨事項に従ってくださ
い。

 • USB ヘッドセットを使用する場合は、USB ヘッドセットをヘッドセッ
ト モードに割り当てます。 

 • USB スピーカフォンを使用する場合は、USB スピーカフォンをスピー
カフォン モードに割り当てます。

 • USB ハンドセットを使用する場合は、USB ハンドセットをハンドセッ
ト モードに割り当てます。

 • アナログ ヘッドセットを使用する場合は、コンピュータのサウンド 
カードをヘッドセット モードに割り当てます。

 • 外付けのスピーカフォン デバイスが手元にない場合は、コンピュータ
のサウンド カードをスピーカフォン モードに割り当てます。

 • コールの着信を知らせるデバイスに呼出音を割り当てます。 ただし、
サウンド カードに呼出音を割り当てて、コンピュータにアナログ ヘッ
ドセットのプラグを差し込むと、ヘッドセットを着用しない限り呼出
音が聞こえないことに注意してください。

ヒント Windows のコントロール パネルにある音声の再生と録音の設定（[ サウン
ドとマルチメディア ] > [ オーディオ ] タブ、または Windows XP の場合は、
[ サウンドとオーディオ デバイス ] > [ オーディオ ] タブ）を Cisco IP 
Communicator のオーディオ デバイスとして使用できます。 Cisco IP 
Communicator の [設定 ] ウィンドウ（右クリック > [設定 ] > [オーディオ ] タ
ブ）で、1 つまたは複数の設定項目のドロップダウン リストから [Default 
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設定の表示とカスタマイズについて
Windows Audio Device] を選択し、[OK] をクリックします。 あるデバイス
を音声の再生に使用し、録音には別のデバイス（VT カメラ マイクロフォ
ンなど）を使用する場合は、この方法で設定します。

関連項目

 • 4-12 ページの「オーディオ モードのアクティブ化」

 • 4-14 ページの「オーディオ ドロップダウン リストのオーディオ デバ
イスについて」

オーディオ モードのアクティブ化

目的 操作

ヘッドセット モードをアク
ティブにする

点灯していない [ ヘッドセット ] ボタンをクリックします。 こ
のモードで使用するように選択したデバイスがアクティブに
なります。

ヘッドセット モードをデフォルトのモードにする場合は、点
灯していない [ ヘッドセット ] ボタンをクリックし、[ 終了 ] を
クリックします。 

[ ヘッドセット ] ボタンが点灯している間は、ヘッドセット 
モードがデフォルトのオーディオ モードとして機能します

（USB ハンドセットが有効になっていない場合）。

スピーカフォン モードをアク
ティブにする

[ スピーカ ] ボタンをクリックします。 このモードで使用する
ように選択したデバイスがアクティブになります。

デフォルトでは、ソフトキー、回線ボタン、および短縮ダイ
ヤル ボタンをクリックすると、スピーカフォン モードがアク
ティブになります（USB ハンドセットが有効になっていない
場合）。 

ハンドセット モードをアク
ティブにする

USB ハンドセットをオフフック状態にします（このデバイス
が利用可能で、ハンドセット モードに割り当てられている場
合）。 USB ハンドセットをオフフック状態にする方法は、ハン
ドセットの設計によって異なります。 必要に応じて、フック
スイッチまたは「オン」ボタンを押します。

呼出音をアクティブにする コールが着信すると、呼出音がアクティブになります。
4-12
Cisco IP Communicator ユーザ ガイド Release 7.0

OL-19179-01



 

Chapter 4      Cisco IP Communicator の設定のカスタマイズ

設定の表示とカスタマイズについて
関連項目

 • 4-11 ページの「オーディオ モードの選択」

 • 4-14 ページの「オーディオ ドロップダウン リストのオーディオ デバ
イスについて」

 • 5-2 ページの「ヘッドセットの使用方法」

 • 5-5 ページの「スピーカフォンとしてのコンピュータの使用方法」

 • 5-6 ページの「USB ハンドセットの使用方法」
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設定の表示とカスタマイズについて
オーディオ ドロップダウン リストのオーディオ デバイスについて

[ オーディオ ] タブ（右クリック > [ 設定 ] > [ オーディオ ] タブ）のオーディ
オ ドロップダウン リストには、1 つ以上のオーディオ デバイスが表示さ
れます。 ここでは、このリストに表示される項目について説明します。 

 • Cisco IP Communicator の起動時に 1 つのオーディオ デバイスしか取り
付けられていない場合は、各リストに 1 つのオーディオ デバイスが表
示されます。

 • 取り付けられているすべてのオーディオ デバイスがオーディオ モード 
リストに表示されるわけではありません。 表示されるデバイスは、ド
ライバを必要とするデバイス（USB ハンドセット、USB ヘッドセッ
ト、およびサウンド カード）です。

 • コンピュータのオーディオ ジャックにプラグを差し込むアナログ オー
ディオ デバイスは、オーディオ ドロップダウン リストに表示されま
せん。 Cisco IP Communicator は、アナログ オーディオ デバイスとサウ
ンド カードを区別しません。 アナログ デバイスを選択するには、サウ
ンド カードを選択します。 

 • 取り付けた USB オーディオ デバイスまたはサウンド カードがリスト
に表示されない場合は、そのデバイスが装着されていることを確認
し、Cisco IP Communicator を再起動します。 Cisco IP Communicator は、
アプリケーションの起動時に取り付け（プラグの差し込み）が完了し
ているオーディオ デバイスだけを認識します。

注 Windows OS がオーディオ デバイスを検出して、ドロップダウン リストに 
[Default Windows Audio Device] が表示された場合は、4-11 ページの「オー
ディオ モードの選択」を参照してください。

関連項目

 • 1-3 ページの「初めて起動する前のオーディオ デバイスの取り付け」

 • 1-7 ページの「オーディオ調整ウィザードの使用方法」

 • 4-5 ページの「設定の表示とカスタマイズについて」

 • 5-8 ページの「オーディオ デバイスの取り外しと再取り付け」
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設定の表示とカスタマイズについて
ネットワーク オーディオ設定

[設定 ] ウィンドウの [ネットワークオーディオ ] 設定（右クリック > [設定 ] 
> [ オーディオ ] タブ > [ ネットワーク ] ボタン）にアクセスします。

注意 これらの設定を変更すると、電話機が動作しなくなる可能性があります。 
設定を変更する場合は、必ずシステム管理者にお問い合せください。

関連項目

 • 4-9 ページの「オーディオ設定」

 • 4-15 ページの「詳細オーディオ設定」

 • 8-1 ページの「Cisco IP Communicator のトラブルシューティング」

詳細オーディオ設定

[ 設定 ] ウィンドウの [ 詳細オーディオ ] 設定（右クリック > [ 設定 ] > [ オー
ディオ ] タブ > [ 詳細 ] ボタン）にアクセスします。

項目 説明

[オーディオの IP アドレス] 領域 この領域のデフォルト設定は、[ 自動検出 ] です。 システム管
理者から指示されない限り、この設定を変更しないでくだ
さい。

[ オーディオのポート範囲 ] 領域 この領域のデフォルト設定は、[ デフォルトのポート範囲を
使用 ] です。 システム管理者から指示されない限り、この設
定を変更しないでください。
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設定の表示とカスタマイズについて
項目 説明 関連情報の参照先

[ モード ] 変更内容を適用するオーディオ モード
（スピーカフォン、ヘッドセット、または
ハンドセット）を選択します。

 • 4-10 ページの「オーディ
オ モードを割り当てる方
法」

 • 5-1 ページの
「Cisco IP Communicator で
のヘッドセットおよび他
のオーディオ デバイスの
使用方法」

[ ノイズ低減を有
効 ]

マイクロフォンに入る周囲のノイズを低
減して、自分の声が伝わりにくい状態を
緩和します。 ノイズを低減する機能は、デ
フォルトで有効になっています。

8-1 ページの
「Cisco IP Communicator のト
ラブルシューティング」

[ 効果のレベル ] ノイズ低減の強さを設定します。 デフォル
トの設定は [ 弱 ] です。

通話中に、そちらの周囲のノイズで声が
聞き取りにくいと通話相手から言われた
場合は、強さのレベルを 1 段階上げます。

レベルは一度に数段階上げないでくださ
い。たとえば、[ 弱 ] からは [ 中 ] に、[ 中 ] 
からは [強] に変更します。 ノイズを低減ま
たは解消するには、まず も弱いモード
を選択してみます。

注 強さのレベルを変更すると、声の
伝わり方が変化する場合がありま
す。 通話相手には、甲高い声や人
工的な声に聞こえる場合がありま
す。

8-1 ページの
「Cisco IP Communicator のト
ラブルシューティング」

[OK] ボタン すべての変更内容を保存します（現在選
択していないモードに対する変更内容も
含む）。

4-10 ページの「オーディオ 
モードを割り当てる方法」

[すべてに適用 ] ボ
タン

現在選択しているオーディオ モードに対
する設定内容を、他のすべてのオーディ
オ モードに適用します。

4-10 ページの「オーディオ 
モードを割り当てる方法」
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設定の表示とカスタマイズについて
関連項目

 • 4-9 ページの「オーディオ設定」

 • 4-15 ページの「ネットワーク オーディオ設定」

ディレクトリ設定

[設定 ] ウィンドウの [ディレクトリ ] タブ（右クリック > [設定 ] > [ディレク
トリ ] タブ）にアクセスします。

クイック検索機能を使用して社内ディレクトリを検索する前に、必要に応
じて [ ディレクトリ ] ウィンドウにユーザ名とパスワードを入力します。 ま
ず、この情報を入力せずにクイック検索を使用します。 クイック検索が応
答しない場合は、自分のディレクトリ用のユーザ名とパスワードをシステ
ム管理者に問い合せて、ここに入力します。 

また、クイック検索を使用して個人アドレス帳を検索する場合は、この
ウィンドウにディレクトリのユーザ名とパスワードを指定する必要があり
ます。

関連項目

 • 6-8 ページの「個人ディレクトリの使用方法」

 • 6-11 ページの「クイック検索用のパスワード情報の入力」
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設定の表示とカスタマイズについて
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Cisco IP Communicator での
ヘッドセットおよび他のオーディ
オ デバイスの使用方法

この章では、Cisco IP Communicator のオーディオ モード（ハンドセット 
モード、ヘッドセット モード、スピーカフォン モード）で、ハンドセッ
ト、ヘッドセット、コンピュータのスピーカやマイクロフォンなどのオー
ディオ デバイスを使用する方法について説明します。 

 • 5-1 ページの「オーディオ デバイスの取得」

 • 5-2 ページの「ヘッドセットの使用方法」

 • 5-5 ページの「スピーカフォンとしてのコンピュータの使用方法」

 • 5-6 ページの「USB ハンドセットの使用方法」

 • 5-8 ページの「オーディオ デバイスの取り外しと再取り付け」

オーディオ デバイスの取得
システム管理者からオーディオ デバイスを提供されることがあります。 
オーディオ デバイスを購入する場合は、サポートされているデバイスの

新のリストについてシステム管理者に問い合せてください。
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ヘッドセットの使用方法
ヘッドセットの使用方法
Cisco IP Communicator では、USB ヘッドセットまたはアナログ ヘッド
セットを使用できます。

 • USB ヘッドセットには、コンピュータの USB ポートに接続する平ら
な長方形のプラグが付属しています。 

 • アナログ ヘッドセットには、コンピュータのオーディオ ジャックに接
続する丸いプラグが付属しています。

アナログ ヘッドセットは、コンピュータのサウンド カードと連携して
動作するため、デバイス ドライバは不要です。

次の表で、ヘッドセットを使用してコールを発信および受信する方法につ
いて説明します。 
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ヘッドセットの使用方法
目的 操作

ヘッドセットを使
用してコールを発
信および受信する 

[ ヘッドセット ] ボタンがアクティブで（点灯していて）、
Cisco IP Communicator がヘッドセット モードで動作していることを確認
します。 ヘッドセット モードのオン / オフを切り替えるには、[ ヘッド
セット ] ボタンをクリックするか、キーボード ショートカット Ctrl+H を
入力します。

ヘッドセットをプライマリ オーディオ デバイスとして使用する場合は、
[ ヘッドセット ] ボタンではなく [ 終了 ] をクリックして電話を切断し、
コールの終了後も [ ヘッドセット ] ボタンを点灯させておきます。 [ ヘッド
セット ] ボタンが点灯していない場合、Cisco IP Communicator はデフォル
トのオーディオ モードとしてスピーカフォン モードを使用します。 
Cisco IP Communicator は、アクティブなモードを介して音声をルーティ
ングすることにより、ソフトキー、短縮ダイヤル ボタン、およびその他
の機能を実行します。 

ヘッドセットは、[ ボリューム ] ボタンや [ ミュート ] ボタンなど、
Cisco IP Communicator 上のコントロールすべてと連動して使用できます。

注 アナログ ヘッドセットはスピーカフォン モードでも
動作しますが、音質を向上させるにはヘッドセット 
モードで使用する必要があります。

オーディオ デバ
イスとしてアナロ
グ ヘッドセット
だけを使用する

上の欄で説明したガイドラインに従います。 ヘッドセットのプラグがコン
ピュータに差し込まれている場合は、呼出音がヘッドセット スピーカだ
けから聞こえることに注意してください。 電話の呼出音を聞くには、ヘッ
ドセットを着用している必要があります。 

ヘッドセットで自
動応答を使用する

[終了 ] をクリックして電話を切り、[ヘッドセット ] ボタンをアクティブな
（点灯した）ままにします （必要に応じて、[ ヘッドセット ] ボタンを先に
クリックします）。 [ ヘッドセット ] ボタンが点灯している場合、
Cisco IP Communicator はヘッドセット モードで動作します。

コール中にヘッド
セットに切り替え
る

[ ヘッドセット ] ボタンをクリックするか、またはキーボード ショート
カット Ctrl+H を入力します。 切り替える前に USB ハンドセットを使用し
ていた場合は、USB ハンドセットをオフにするか、受け台に置くことが
できます。
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ヘッドセットの使用方法
ヒント 自動応答は特別な機能のため、大量の着信コールを受信、または他のユー
ザの代わりにコールを処理する場合は、システム管理者に設定を依頼しま
す。 自動応答が有効になっている場合、Cisco IP Communicator は自動的に
コールに応答し、設定に応じてスピーカフォン モードまたはヘッドセッ
ト モードを介してそのコールをルーティングします。

関連項目

 • 3-1 ページの「基本的なコールの処理方法」

 • 4-10 ページの「オーディオ モードを割り当てる方法」

 • 5-5 ページの「スピーカフォンとしてのコンピュータの使用方法」
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スピーカフォンとしてのコンピュータの使用方法
スピーカフォンとしてのコンピュータの使用
方法

コンピュータのサウンド カードを使用して、スピーカフォン モードで
コールを発信および受信できます。

目的 操作

コンピュータをス
ピーカフォンのよう
に使用して、コール
を発信および受信す
る

[ スピーカ ] ボタンが点灯していて、Cisco IP Communicator がスピーカ
フォン モードで動作していることを確認します。 他のモードとは異な
り、スピーカフォン モードにはエコー消去機能が用意されています。 
スピーカフォン モードのオン / オフを切り替えるには、[ スピーカ ] ボ
タンをクリックするか、キーボード ショートカット Ctrl+P を入力し
ます。

デフォルトでは、スピーカフォン モードがアクティブになっていま
す。 つまり、短縮ダイヤル ボタンやソフトキーの使用など、コールの
発信や応答のために実行する多くのアクションにより、スピーカフォ
ン モードが自動的に開始されます。 

注 コンピュータにアナログ ヘッドセットのプラグが差し込まれ
ている場合、スピーカフォン モードではコンピュータのス
ピーカから音声が聞こえません。

コール中にスピーカ
フォンに切り替える

[ スピーカ ] ボタンをクリックするか、キーボード ショートカット 
Ctrl+P を入力します。 切り替える前にハンドセットを使用していた場
合は、ハンドセットをオフにするか、受け台に置きます。 

コンピュータのス
ピーカを、着信コー
ルを知らせる呼出音
として使用する

呼出音モードにサウンド カードが割り当てられていること、および
コンピュータのスピーカをミュートにしていないことを確認します。 
アナログ ヘッドセットのプラグをコンピュータに差し込んでいる場
合、呼出音はヘッドセット スピーカからしか聞こえません。 

スピーカフォン モー
ドで自動応答を使用
する

[ スピーカ ] ボタンをクリックして、コールの発信、応答、終了、回線
の開閉、または他のオーディオ デバイスからスピーカフォン モード
への切り替えを行います。 デフォルトではスピーカフォン モードがア
クティブであるため、ヘッドセット モードの場合のように対応する
ボタンを点灯したままにしておく必要はありません。
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USB ハンドセットの使用方法
ヒント 自動応答は特別な機能のため、大量の着信コールを受信、または他のユー
ザの代わりにコールを処理する場合は、システム管理者に設定を依頼しま
す。 自動応答が有効になっている場合、Cisco IP Communicator は自動的に
コールに応答し、設定に応じてスピーカフォン モードまたはヘッドセッ
ト モードを介してそのコールをルーティングします。

関連項目

 • 3-1 ページの「基本的なコールの処理方法」

 • 4-10 ページの「オーディオ モードを割り当てる方法」

 • 5-2 ページの「ヘッドセットの使用方法」

 • 5-6 ページの「USB ハンドセットの使用方法」

USB ハンドセットの使用方法
USB ハンドセットをハンドセット モードに割り当てる必要があります。 こ
の設定により、ハンドセットがオンフック状態であるかオフフック状態で
あるかを Cisco IP Communicator が認識できるようになりします。たとえ
ば、USB ハンドセットを受け台に置くことによってコールを終了できま
す。この割り当ての詳細については、4-10 ページの「オーディオ モード
を割り当てる方法」を参照してください。

目的 操作

ハンドセットを使用してコー
ルを発信または終了する

USB ハンドセットを有効または無効にします。 多くのハンド
セットには、フックスイッチまたはオン / オフ ボタンが付い
ています。 ハンドセットをオフフックにするには、ハンド
セットを取り上げるか有効にします。

USB ハンドセットは、[ ボリューム ] ボタンや [ ミュート ] ボタ
ンなど、Cisco IP Communicator 上のコントロールすべてと連
動して使用できます。

コール中にハンドセットに切
り替える

ハンドセットを取り上げます（または有効にします）。 
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USB ハンドセットの使用方法 
関連項目

 • 1-3 ページの「初めて起動する前のオーディオ デバイスの取り付け」

 • 3-1 ページの「基本的なコールの処理方法」

 • 5-2 ページの「ヘッドセットの使用方法」

 • 5-5 ページの「スピーカフォンとしてのコンピュータの使用方法」

 • 5-8 ページの「オーディオ デバイスの取り外しと再取り付け」
5-7
Cisco IP Communicator ユーザ ガイド Release 7.0      

OL-19179-01



 

Chapter 5      Cisco IP Communicator でのヘッドセットおよび他のオーディオ デバイスの使用方法           

オーディオ デバイスの取り外しと再取り付け
オーディオ デバイスの取り外しと再取り付け
ラップトップで Cisco IP Communicator を使用する場合は、場所を移動す
るため、オーディオ デバイスを取り外して再び取り付けることがありま
す。 オーディオ デバイスを再び取り付けて使用する方法について、次の表
に詳細を示します。

目的 操作

以前に調整した 
USB ハンドセッ
ト、USB ヘッド
セット、またはサ
ウンド カードを
再び取り付ける 

1. Cisco IP Communicator が動作していないときに、オーディオ デバイ
スを取り付けます（たとえば、USB ハンドセットのプラグを差し込
みます）。

2. Cisco IP Communicator を起動します。

3. 取り付けたデバイスを選択し、必要に応じて調整します。 [ オーディオ
調整ウィザード ] に手動でアクセスするには、Cisco IP Communicator 
を使用します（右クリック > [ 設定 ] > [ オーディオ ] タブ）。 

4. 必要に応じて、デバイスを適切なオーディオ モードに割り当てます。 

アプリケーション
の動作中に新しい
デバイスを取り付
けて、そのデバイ
スを 
Cisco IP Communi
cator のオーディ
オ デバイスとし
て使用する

1. 右クリック > [ 設定 ] > [ オーディオ ] タブを選択し、オーディオ モード
のドロップダウン リストからデバイスを選択します。

2. [OK] をクリックします。

3. [ オーディオ調整ウィザード ] が自動的に起動するので、デバイスを調
整します。
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オーディオ デバイスの取り外しと再取り付け 
ヒント

 • Cisco IP Communicator は、起動のたびに、前回のセッション中に使用
したオーディオ デバイスが取り付けられているかどうかを確認しま
す。 該当するデバイスが見つからない場合は、そのデバイスを接続す
るように要求されます。

 • デバイス ドライバが必要なオーディオ デバイス（USB ハンドセット、
USB ヘッドセット、またはサウンド カード）を 
Cisco IP Communicator の起動後に取り付けた場合、
Cisco IP Communicator を再起動するまで、Cisco IP Communicator はそ
のデバイスを認識しません。 [ オーディオ調整ウィザード ] が自動的に
起動して、デバイスを調整できる状態になります。

 • リモート接続で Cisco IP Communicator を使用している場合は、
Cisco IP Communicator を起動する前に VPN 接続を確立します。

 • Microsoft Vista ワークステーションで USB ハンドセットまたはヘッド
セットを再び取り付ける場合は、オペレーティング システムで USB 
デバイスが検出されていることを確認します。 オペレーティング シス
テムで検出されない場合は、Cisco IP Communicator でもそのデバイス
を検出できません。

関連項目

 • 1-3 ページの「初めて起動する前のオーディオ デバイスの取り付け」

 • 1-7 ページの「オーディオ調整ウィザードの使用方法」

次回のコールで特
定のデバイスが使
用されるように設
定する

1. Cisco IP Communicator が動作していることを確認します。

2. デフォルトの Windows デバイスを使用するようにアプリケーション
を設定します（右クリック > [ 設定 ] > [ オーディオ ] タブを選択し、
[Default Windows Audio Device] を選択します）。

3. 新しいデバイスを接続し、Windows のコントロール パネルでデフォ
ルト Windows オーディオ デバイスとして設定します。 

4. [ オーディオ調整ウィザード ] を手動で起動し（右クリック > [ オー
ディオ調整ウィザード ]）、このデバイスを使用前に調整します。

デバイスを調整しないままアプリケーションを再起動すると、[ オーディ
オ調整ウィザード ] が自動的に起動して、デバイスを調整できる状態にな
ります。Cisco IP Communicator は、次回のコールにこのデバイスを使用
します。
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オーディオ デバイスの取り外しと再取り付け
 • 4-10 ページの「オーディオ モードを割り当てる方法」

 • 5-8 ページの「オーディオ デバイスの取り外しと再取り付け」
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Cisco IP Communicator でのボ
イス メッセージ、履歴、および
ディレクトリの使用方法

 • 6-1 ページの「ボイス メッセージへのアクセス」

 • 6-3 ページの「履歴の使用方法」

 • 6-6 ページの「ディレクトリからのダイヤル」

 • 6-8 ページの「個人ディレクトリの使用方法」

ボイス メッセージへのアクセス
電話システムが使用するボイス メッセージ サービスは、会社によって決
まります。 このサービスの詳細については、付属のマニュアルを参照して
ください。 次の表に、ボイス メッセージ サービスの機能の概要を示しま
す。
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ボイス メッセージへのアクセス
関連項目

 • 7-12 ページの「回線設定の制御」

 • 4-3 ページの「呼出音およびメッセージ インジケータのカスタマイズ」

目的 操作

ボイス メッセージ 
サービスを設定し、
カスタマイズする

[ メッセージ ] ボタンをクリックし、音声ガイドに従います。 電話スク
リーンにメニューが表示された場合は、該当するメニュー項目を選択
します。 

新着のボイス メッ
セージを確認する

次のものが表示されているかどうかを確認します。 

 • ハンドセット上の赤いランプの点灯 （このインジケータはデバイ
スごとに異なる場合があります）

 • 電話スクリーン上の点滅する封筒のアイコンまたはテキスト メッ
セージ

注 赤いランプの点灯とメッセージ受信アイコンが表示されるの
は、他の回線にボイス メッセージがある場合であっても、プ
ライマリ回線に新着メッセージがある場合のみです。

次の音が再生されるかどうかを確認します。

コールの発信時にヘッドセットまたはスピーカから再生されるスタッ
タ音。

注 スタッタ音は回線ごとに設定されます。 スタッタ音が再生され
るのは、新着メッセージがある回線を使用している場合のみ
です。

ボイス メッセージを
聞く、またはボイス 
メッセージ メニュー
にアクセスする

[ メッセージ ] ボタンをクリックします。 このボタンを押すと、メッ
セージ サービスに自動ダイヤルされるか、または電話スクリーンに
メニューが表示されます。この動作は、お使いのボイス メッセージ 
サービスによって異なります。

ボイス メッセージ シ
ステムにコールを送
信する

[ 即転送 ] をクリックします。 即転送機能により、コール（呼び出し中
または保留状態のコールを含む）がボイス メッセージ システムに自
動転送されます。 発信者はボイス メッセージのグリーティングを聞い
て、メッセージを残すことができます。
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履歴の使用方法
履歴の使用方法
Cisco IP Communicator では通話履歴が管理されます。 履歴には、不在履歴、
発信履歴、および着信履歴のレコードが含まれます。

目的 操作

履歴を表示する [ ディレクトリ ] ボタンをクリックし、[ 不在履歴 ]、[ 発信履歴 ]、または [ 着
信履歴 ] を選択します。 それぞれの履歴に保存されるレコード数は 大 
100 件です。

1 つのコール レ
コードの詳細を表
示する

1. [ ディレクトリ ] ボタンをクリックし、[ 不在履歴 ]、[ 発信履歴 ]、また
は [ 着信履歴 ] を選択します。

2. コール レコードを強調表示します。

3. [ 詳細 ] を押します。 この操作により、宛先番号、発信元番号、時刻、
コール時間（発信コールおよび受信コールの場合のみ）などの情報が
表示されます。

すべての履歴から
すべてのコール 
レコードを消去す
る

[ ディレクトリ ] ボタンをクリックし、[ クリア ] をクリックします。

1 つの履歴からす
べてのコール レ
コードを消去する

1. [ ディレクトリ ] ボタンをクリックし、[ 不在履歴 ]、[ 発信履歴 ]、また
は [ 着信履歴 ] を選択します。

2. コール レコードを強調表示します。

3. [ クリア ] を押します （[ 次ヘ ] ソフトキーを押さないと [ クリア ] が表
示されない場合もあります）。

1 つのコール レ
コードを消去する

1. [ ディレクトリ ] ボタンをクリックし、[ 不在履歴 ]、[ 発信履歴 ]、また
は [ 着信履歴 ] を選択します。

2. コール レコードを強調表示します。

3. [ 削除 ] をクリックします。 
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履歴の使用方法
履歴からダイヤル
する（別のコール
に接続していない
場合）

1. [ ディレクトリ ] ボタンをクリックし、[ 不在履歴 ]、[ 発信履歴 ]、また
は [ 着信履歴 ] を選択します。

2. コール レコードを強調表示します。

注 [ 詳細 ] ソフトキーが表示される場合、そのコールはマルチパー
ティコールのプライマリ エントリです。

3. 表示されている番号を編集する必要がある場合は、[ 編集 ] に続けて 
[<<] または [>>] を押します。 番号を削除するには、[ 編集 ] に続けて 
[ 削除 ] を押します （[ 次ヘ ] ソフトキーを押さないと [ 削除 ] が表示さ
れない場合もあります）。

4. オフフックにしてコールを発信します。

履歴からダイヤル
する（別のコール
に接続している場
合）

1. [ ディレクトリ ] ボタンをクリックし、[ 不在履歴 ]、[ 発信履歴 ]、また
は [ 着信履歴 ] を選択します。

2. コール レコードを強調表示します。

3. 表示されている番号を編集する必要がある場合は、[ 編集 ] に続けて 
[<<] または [>>] を押します。 番号を削除するには、[ 編集 ] に続けて 
[ 削除 ] を押します （[ 次ヘ ] ソフトキーを押さないと [ 削除 ] が表示さ
れない場合もあります）。

4. [ ダイヤル ] を押します。

5. 元のコールを処理するメニュー項目を次の中から選択します。 

 – [ 保留 ]： 初のコールを保留にして、2 番目のコールをダイヤル
します。

 – [ 転送 ]： 初の通話相手を 2 番目の通話相手に転送し、自分の
コールを終了します （操作を完了するには、ダイヤルした後で 
[ 転送 ] をもう一度押します）。

 – [ 会議 ]：自分とすべての通話相手との間で会議コールを作成しま
す （操作を完了するには、ダイヤルした後で [ 会議 ] をもう一度押
します）。

 – [ 終了 ]： 初のコールを切断して、2 番目のコールをダイヤルし
ます。

目的 操作
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履歴の使用方法
関連項目

 • 3-35 ページの「ビジー ランプ フィールドによる回線状態の確認」

履歴に記録されて
いる回線にコール
を発信する前に、
その回線がビシー
状態であるかどう
かを確認する 

ビジー ランプ フィールドのインジケータを確認します。 

インターコム 
コール履歴を表示
する

[ ディレクトリ ] ボタンをクリックし、[ インターコム履歴 ] を選択します。 
近 25 件のインターコム コールの詳細が記録されています。 このリスト

からインターコム番号をダイヤルすることはできません。 

目的 操作
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ディレクトリからのダイヤル
ディレクトリからのダイヤル
設定に応じて、Cisco IP Communicator では、次の社内ディレクトリおよび
個人ディレクトリ機能を使用できます。

 • 社内ディレクトリ：Cisco IP Communicator 上でアクセスできる社内の
連絡先です。 社内ディレクトリの設定と管理は、システム管理者が行
います。

 • 個人ディレクトリ（利用可能である場合のみ）：Cisco IP Communicator 
および Cisco Unified CM のユーザ オプション Web ページから設定およ
びアクセスできる、個人連絡先とそれに関連付けられた短縮ダイヤル 
コードです。 個人ディレクトリは、個人アドレス帳（PAB）とファー
スト ダイヤルで構成されています。

 – PAB は個人連絡先のディレクトリです。

 – ファースト ダイヤルを使用すると、PAB エントリにコードを割り
当てて、すばやくダイヤルできます。
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ディレクトリからのダイヤル
社内ディレクトリの使用方法

関連項目

 • 3-35 ページの「ビジー ランプ フィールドによる回線状態の確認」

目的 操作

社内ディレクトリか
らダイヤルする（別
のコールに接続して
いない場合）

1. [ ディレクトリ ] ボタンをクリックし、[ 社内ディレクトリ ]（正確
な名前は異なる場合があります）を選択します。

2. キーパッドを使用して名前の一部または全部を入力し、[ 検索 ] を
押します。

3. ダイヤルするには、該当するリスト項目を押すか、リスト項目ま
でスクロールしてオフフックにします。

社内ディレクトリか
らダイヤルする（別
のコールに接続して
いる場合）

1. [ ディレクトリ ] ボタンをクリックし、[ 社内ディレクトリ ]（正確
な名前は異なる場合があります）を選択します。

2. キーボードを使用して名前の一部または全部を入力し、[ 検索 ] を
押します。

3. 該当するリスト項目までスクロールして、[ ダイヤル ] を押しま
す。

4. 元のコールを処理するメニュー項目を次の中から選択します。

 – [ 保留 ]： 初のコールを保留にして、2 番目のコールをダイヤ
ルします。

 – [ 転送 ]： 初の通話相手を 2 番目の通話相手に転送し、自分
のコールを終了します （操作を完了するには、ダイヤルした
後で [ 転送 ] をもう一度押します）。

 – [ 会議 ]：自分とすべての通話相手との間で会議コールを作成
します （操作を完了するには、ダイヤルした後で [ 会議 ] をも
う一度押します）。

 – [ 終了 ]： 初のコールを切断して、2 番目のコールをダイヤル
します。

ディレクトリに記録
されている電話回線
がビシー状態である
かどうかを確認する

ビジー ランプ フィールド（BLF）のインジケータを確認します。 
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ディレクトリからのダイヤル
個人ディレクトリの使用方法

個人ディレクトリ機能セットには、個人アドレス帳（PAB）とファースト 
ダイヤルが含まれます。 

目的 操作

個人ディレクトリに
アクセスする（PAB 
およびファースト 
ダイヤル コードを
表示する）

1. [ ディレクトリ ] ボタンをクリックし、[ 個人ディレクトリ ]（正確な
名前は異なる場合があります）を選択します。 

2. Cisco Unified Communications Manager のユーザ ID と PIN を入力し
てから [ 送信 ] を押します。 

PAB エントリを検
索する

1. 個人ディレクトリにアクセスして、[ 個人アドレス帳 ] を選択しま
す。 

2. 検索条件を入力し、[ 送信 ] を押します。

3. [ 前へ ] または [ 次へ ] を選択すると前後の項目に移動できます。 

4. 適切な PAB 項目を強調表示し、[ 選択 ] を押します。

PAB エントリから
ダイヤルする

1. 項目を検索します。

2. 項目を強調表示し、[ 選択 ] を押します。

3. [ダイヤル ] を押します （[ 次ヘ ] ソフトキーを押さないと [ダイヤル ] 
が表示されない場合もあります）。 

4. 参加者の電話番号を入力します。 

5. ダイヤルする番号を強調表示し、[OK] を押します。

6. 番号をダイヤルするには [OK] をもう一度押します。

PAB エントリを削
除する

1. 項目を検索します。

2. 項目を強調表示し、[ 選択 ] を押します。

3. [ 削除 ] を押します。

4. [OK] を選択して削除します。

PAB エントリを編
集する

1. 項目を検索します。

2. 項目を強調表示し、[ 編集 ] を押して名前または電子メール アドレス
を変更します。 

3. 必要に応じて [ 電話 ] を選択し、電話番号を変更します。 

4. [ 更新 ] を押します。
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ディレクトリからのダイヤル
新しい PAB エント
リを追加する

1. 個人ディレクトリにアクセスして、[ 個人アドレス帳 ] を選択しま
す。 

2. [送信 ] を選択して [検索 ] ページにアクセスします （先に検索情報を
入力する必要はありません）。

3. [ 新規 ] を押します。

4. 電話キーパッドを使用して名前と電子メール情報を入力します。

5. [ 電話 ] を選択し、キーパッドを使用して電話番号を入力します。 必
ず 9 や 1 などの必要なアクセス コードを含めます。

6. [ 送信 ] を選択して、データベースにエントリを追加します。

PAB エントリに
ファースト ダイヤ
ル コードを割り当
てる

1. PAB エントリを検索します。

2. 項目を強調表示し、[ 選択 ] を押します。

3. [ ファーストダイヤル ] を押します。

4. ダイヤルする番号を強調表示し、[ 選択 ] を押します。

5. その番号に割り当てるファースト ダイヤル コードを強調表示し、
[ 選択 ] を押します。

（PAB エントリを使
用せずに）新しい
ファースト ダイヤ
ル コードを追加す
る

1. [ ディレクトリ ] ボタンをクリックし、[ 個人ディレクトリ ] > [ 個人
ファーストダイヤル ] を選択します。

2. [ ファーストダイヤル ] を押します。

3. 未割り当てのファースト ダイヤル コードを強調表示し、[ 選択 ] を
押します。

4. [ 割り当て ] を押します。

5. 電話番号を入力します。

6. [ 更新 ] を押します。

ファースト ダイヤ
ル コードを検索す
る

1. [ ディレクトリ ] ボタンをクリックし、[ 個人ファーストダイヤル ] を
選択します。 

2. [ 前へ ] または [ 次へ ] を選択すると前後の項目に移動できます。 

3. 適切な項目を強調表示し、[ 選択 ] を押します。

目的 操作
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クイック検索機能の使用方法
ヒント

 • 個人ディレクトリへのログインに必要なユーザ ID と PIN は、システ
ム管理者から提供されます。

 • 一定時間が経過すると、ユーザは個人ディレクトリから自動的にログ
アウトします。 時間制限はシステムによって異なる場合があります。 詳
細については、システム管理者に問い合せてください。

関連項目

 • 7-3 ページの「Cisco Unified CM のユーザ オプション Web ページへの
アクセス」

 • 7-4 ページの「個人アドレス帳（PAB）の使用方法」

 • 7-5 ページの「ファースト ダイヤルの設定」

クイック検索機能の使用方法
クイック検索機能を使用すると、1 つの検索コマンドで、1 つまたは複数
のディレクトリを検索できます。 検索できるディレクトリは、複数の社内
ディレクトリや個人アドレス帳ですが、システム管理者がクイック検索機
能をどのように設定しているかによって異なります。

ファースト ダイヤ
ル コードを使用し
てコールを発信する

1. ファースト ダイヤル コードを検索します。

2. 適切な項目を強調表示し、[ 選択 ] を押します。

3. [ ダイヤル ] を押します。

4. [OK] を選択して操作を完了します。

ファースト ダイヤ
ル コードを削除す
る

1. ファースト ダイヤル コードを検索します。

2. 適切な項目を強調表示し、[ 選択 ] を押します。

3. [ 削除 ] を押します。

個人ディレクトリか
らログアウトする

1. [ ディレクトリ ] ボタンをクリックし、[ 個人ディレクトリ ]（正確な
名前は異なる場合があります）を選択します。 

2. [ ログアウト ] を選択します。

目的 操作
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クイック検索機能の使用方法
注 個人アドレス帳のクイック検索がサポートされていない 
Cisco Unified Communications Manager リリースもあります。 この機能を使
用できるかどうかは、システム管理者にお問い合せください。

クイック検索にアクセスするには、Cisco IP Communicator 上で右クリック
し、[ クイック検索 ] を選択します。

[ クイック検索 ] ウィンドウで名前または内線番号を入力し、[ クイックダ
イヤル ] または [ 検索 ] をクリックします。

 • [ クイックダイヤル ]：検索で 1 つのエントリが一致した場合、自動的
にダイヤルします （この場合も、コールを発信するには、[ ダイヤル ] 
ソフトキーをクリックする必要があります）。 検索で複数のエントリが
一致した場合、それらのエントリが表示されます。

 • [ 検索 ]：番号を自動的にダイヤルせずに、検索結果を表示します。

注 クイック検索の結果に表示される電話番号は、PAB の [ 勤務先 ] フィールド
に入力されたものだけです。 自宅および携帯電話の番号は表示されませ
ん。

検索結果からコールを発信するには、[ クイック検索 ] ウィンドウでリスト
項目をクリックし、[ ダイヤル ] をクリックします。

関連項目

 • 6-11 ページの「クイック検索用のパスワード情報の入力」

クイック検索用のパスワード情報の入力

クイック検索機能の使用方法に応じて、次の表で説明する認証情報（ユー
ザ名およびパスワード）の入力が必要となる場合があります。
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クイック検索機能の使用方法
関連項目

 • 3-1 ページの「Cisco IP Communicator でのコールの処理」

 • 4-1 ページの「Cisco IP Communicator の設定のカスタマイズ」

 • 6-3 ページの「履歴の使用方法」

目的 操作

社内ディレクトリを
検索する

個人アドレス帳サービスを使用せず、クイック検索機能を使用して社
内ディレクトリだけで同僚を検索する場合は、設定手順が不要な場合
があります。 これをテストするには、右クリック メニューから [ クイッ
ク検索 ] を選択します。

 • [ クイック検索 ] が開く場合は、何も設定する必要はありません。 

 • [ クイック検索 ] が開かない場合は、ユーザ名とパスワードを入力し
ます（右クリック > [ 設定 ] > [ ディレクトリ ] タブ）。 入力する値につ
いては、システム管理者に問い合せてください。

個人アドレス帳を検
索する

個人アドレス帳（PAB）サービスを使用する場合は、クイック検索で
初に PAB を、次に社内ディレクトリを検索できます。 クイック検索で 
PAB にアクセスするには、次の条件を満たしている必要があります。 

 • システム管理者により、クイック検索が個人ディレクトリと統合す
るように設定されている。

 • PAB サービス（右クリック > [Cisco Unified CM のユーザオプショ
ン ]）に登録した。

 • ディレクトリ用のユーザ名とパスワード（右クリック > [ 設定 ] > 
[ ディレクトリ ] タブ）を入力した。

別の検索方法を使用
する

クイック検索以外の検索方法を使用する場合は、次の手順を実行しま
す。 

 • 社内ディレクトリを検索するには、[ ディレクトリ ] ボタンを選択
し、[ 社内ディレクトリ ]（正確な名前は異なる場合があります）を
選択します。

 • 個人アドレス帳を検索するには、[ サービス ] ボタンをクリックし、
[PAB Service]（正確な名前は異なる場合があります）を選択しま
す。

検索情報を入力し、[ 検索 ] をクリックします。
6-12
Cisco IP Communicator ユーザ ガイド Release 7.0

OL-19179-01



 

Chapter 6      Cisco IP Communicator でのボイス メッセージ、履歴、およびディレクトリの使用方法

クイック検索機能の使用方法
 • 7-3 ページの「Cisco Unified CM のユーザ オプション Web ページへの
アクセス」
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クイック検索機能の使用方法
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Cisco Unified CM のユーザ オプ
ションを使用した Cisco IP 
Communicator のカスタマイズ

Cisco IP Communicator はネットワーク デバイスの 1 つとして認識されるた
め、社内の他のネットワーク デバイスと情報を共有できます。この中に
は、自分のコンピュータやそこから Web ブラウザを使用してアクセスで
きる Web ベースのサービスも含まれます。

Cisco Unified Communications Manager コール処理サーバのユーザ オプショ
ン Web ページを使用すると、コンピュータで電話サービスの設定および
機能の制御を行うことができます。 Web ページで機能とサービスを設定し
ておくと、Cisco IP Communicator でアクセスできるようになります。 たと
えば、Web ページで短縮ダイヤル ボタンを設定すると、電話機でアクセ
スできるようになります。

 • 7-3 ページの「Cisco Unified CM のユーザ オプション Web ページへの
アクセス」

 • 7-4 ページの「個人アドレス帳（PAB）の使用方法」

 • 7-6 ページの「短縮ダイヤルの設定」

 • 7-8 ページの「電話サービスの設定」

 • 7-11 ページの「ユーザ設定の制御」

 • 7-12 ページの「回線設定の制御」

 • 7-14 ページの「モバイルコネクトを使用するための電話機とアクセス 
リストの設定」
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 • 7-18 ページの「Cisco WebDialer の使用方法」
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Cisco Unified CM のユーザ オプション Web ページへのアクセス      
Cisco Unified CM のユーザ オプション Web 
ページへのアクセス

手順

手順 1 [ メニュー ] ボタンをクリックし（または、Cisco IP Communicator 上で右ク
リックし）、[Cisco Unified CM のユーザオプション ] を選択します。

手順 2 システム管理者から提供されたユーザ ID とデフォルト パスワードを入力
します。

手順 3 メイン メニューから、[ ユーザオプション ] > [ デバイス ] を選択します。

a. Cisco IP Communicator に対応するデバイス名を選択します。

b. 選択したら、ウィンドウの下部にあるボタンを使用して、必要なデバ
イス設定にアクセスします。

c. 終了するには、[ ログオフ ] をクリックします。

手順 3 Cisco Unified Communications Manager 4.x を使用している場合：

a. 一般メニューのデバイスを選択するドロップダウン リストから、デバ
イス タイプを選択します。

b. 選択後、そのデバイス タイプに適切なオプションを含む状況依存メ
ニューが表示されます （該当するデバイス タイプがリストに表示され
ない場合は、管理者にお問い合せください）。 

c. 終了するには、[ ログオフ ] をクリックします。

ヒント • メニュー ページからデバイスを選択すると、すべてのオプションが表
示されます。

 • 変更を適用して保存するには、[ 更新 ] をクリックします。

 • 状況依存メニューに戻るには、[ メニューに戻る ] をクリックします。
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個人アドレス帳（PAB）の使用方法
個人アドレス帳（PAB）の使用方法

関連項目

 • 7-3 ページの「Cisco Unified CM のユーザ オプション Web ページへの
アクセス」

 • 7-5 ページの「ファースト ダイヤルの設定」

 • 7-6 ページの「短縮ダイヤルの設定」

目的
Cisco Unified CM のユーザ オプション Web ページにログインし
た後の操作

新しい PAB エントリを追
加する

1. [ ユーザオプション ] > [ 個人アドレス帳 ] を選択します。

2. [ 新規追加 ] をクリックします。

3. エントリの情報を入力します。 

4. [ 保存 ] をクリックします。

PAB エントリを検索する 1. [ ユーザオプション ] > [ 個人アドレス帳 ] を選択します。

2. 検索情報を指定し、[ 検索 ] をクリックします。

PAB エントリを編集する 1. PAB エントリを検索します。

2. 名前またはニックネームをクリックします。

3. 必要に応じてエントリを編集し、[ 保存 ] をクリックします。 

PAB エントリを削除する 1. PAB エントリを検索します。

2. 1 つまたは複数のエントリを選択します。

3. [ 選択項目の削除 ] をクリックします。
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個人アドレス帳（PAB）の使用方法
ファースト ダイヤルの設定 

関連項目

 • 7-4 ページの「個人アドレス帳（PAB）の使用方法」

目的
Cisco Unified CM のユーザ オプション Web ページにログインした後
の操作

PAB エントリに
ファースト ダイヤル 
コードを割り当てる

1. PAB エントリを作成します。

2. [ ユーザオプション ] > [ ファーストダイヤル ] を選択します。

3. [ 新規追加 ] をクリックします。

4. [検索オプション ] 領域を使用して適切な PAB エントリを検索しま
す。 

5. [ 検索結果 ] 領域の電話番号をクリックします。

6. 必要に応じて、ファースト ダイヤル コードを変更します。

7. [ 保存 ] をクリックします。

（PAB エントリを使用
せずに）電話番号に
ファースト ダイヤル 
コードを割り当てる

1. [ ユーザオプション ] > [ ファーストダイヤル ] を選択します。

2. [ 新規追加 ] をクリックします。

3. 必要に応じて、ファースト ダイヤル コードを変更します。

4. 電話番号を入力します。

5. [ 保存 ] をクリックします。

ファースト ダイヤル 
エントリを検索する

1. [ ユーザオプション ] > [ ファーストダイヤル ] を選択します。

2. 検索情報を指定し、[ 検索 ] をクリックします。

ファースト ダイヤル
電話番号を編集する

1. [ ユーザオプション ] > [ ファーストダイヤル ] を選択します。

2. 編集するファースト ダイヤル エントリを検索します。

3. エントリのコンポーネントをクリックします。

4. 電話番号を変更します。

5. [ 保存 ] をクリックします。

ファースト ダイヤル 
エントリを削除する

1. ファースト ダイヤルを検索します。

2. 1 つまたは複数のエントリを選択します。

3. [ 選択項目の削除 ] をクリックします。
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短縮ダイヤルの設定
 • 7-3 ページの「Cisco Unified CM のユーザ オプション Web ページへの
アクセス」

ヒント 作成可能なファースト ダイヤルおよび PAB エントリの 大数は 500 個で
す。

ヒント PAB エントリを使用しなくても新しいファースト ダイヤル エントリを作
成できます。 このようなファースト ダイヤル エントリは、ユーザ オプ
ション Web ページで「raw」と表示され、設定可能なテキスト ラベルは表
示されません。

短縮ダイヤルの設定 
Cisco IP Communicator では、設定に応じて次の短縮ダイヤル機能をサポー
トできます。

 • 短縮ダイヤル ボタン

 • 固定短縮ダイヤル

 • ファースト ダイヤル

目的
Cisco Unified CM のユーザ オプション Web ページにログインした後の
操作

短縮ダイヤル ボ
タンを設定する

1. [ ユーザオプション ] > [ デバイス ] を選択します。

2. [ 名前 ] ドロップダウン メニューから電話機を選択します。

3. [ 短縮ダイヤル ] をクリックします。

4. 電話機の短縮ダイヤルボタン（プログラム可能なボタン）の番号とラ
ベルを入力します。

5. [ 保存 ] をクリックします。

注 電話機では [ASCII ラベル ] フィールドが使用されます。
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短縮ダイヤルの設定
関連項目

 • 7-3 ページの「Cisco Unified CM のユーザ オプション Web ページへの
アクセス」

 • 7-5 ページの「ファースト ダイヤルの設定」

 • 6-8 ページの「個人ディレクトリの使用方法」

短縮ダイヤル ボ
タンを設定する

Cisco Unified Communications Manager Release 4.x

ユーザ オプション Web ページにログインし、デバイスを選択して、メイ
ン メニューから [ 短縮ダイヤルの追加または更新 ] を選択します。

[ 電話の短縮ダイヤル設定 ] セクションで、利用可能な短縮ダイヤル ボタ
ンごとに電話番号とラベルを入力します。 自席からダイヤルする場合と
まったく同じように、電話番号を入力します。 たとえば、必要に応じて 9 
などの外線番号やエリア コードを入力します。

入力したラベルは、電話スクリーンの短縮ダイヤル ボタンの横に表示さ
れます。

固定短縮ダイヤル
を設定する

1. [ ユーザオプション ] > [ デバイス ] を選択します。

2. [ 名前 ] ドロップダウン メニューから電話機を選択します。

3. [ 短縮ダイヤル ] をクリックします。

4. 固定短縮ダイヤル コードの番号とラベルを入力します。

5. [ 保存 ] をクリックします。

固定短縮ダイヤル
を設定する

Cisco Unified Communications Manager Release 4.x

ユーザ オプション Web ページにログインし、デバイスを選択して、メイ
ン メニューから [ 短縮ダイヤルの追加または更新 ] を選択します。

1. [電話機のボタンに割り当てられていない短縮ダイヤル設定 ] セクショ
ンで、利用可能な短縮ダイヤル ボタンごとに電話番号とラベルを入
力します。 自分の電話機からダイヤルする場合とまったく同じよう
に、電話番号を入力します。 たとえば、必要に応じて 9 などの外線番
号やエリア コードを入力します。 

目的
Cisco Unified CM のユーザ オプション Web ページにログインした後の
操作
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電話サービスの設定
電話サービスの設定 
電話サービスには、特別な電話機能、ネットワーク データ、Web ベース
の情報（株価情報や映画リストなど）が含まれます。 電話機から電話サー
ビスにアクセスするには、まず電話サービスに登録する必要があります。 

目的
Cisco Unified CM のユーザ オプション Web ページにログインした後
の操作

サービスに登録する 1. [ ユーザオプション ] > [ デバイス ] を選択します。

2. ドロップダウン メニューから Cisco IP Communicator の名前を選
択します。

3. [IP Phone サービス ] をクリックします。

4. [ 新規追加 ] をクリックします。

5. ドロップダウン リストからサービスを選択し、[ 次へ ] をクリック
します。

6. サービス ラベルを変更し、可能な場合は追加のサービス情報を入
力します（オプション）。 

7. [ 保存 ] をクリックします。

Cisco Unified Communications Manager 4.x

メイン メニューから、[Cisco IP Phone サービスの設定 ] を選択します。 
[ 使用可能なサービス ] ドロップダウン リストからサービスを選択し、
[ 続行 ] をクリックします。 要求に応じてさらに情報（郵便番号や PIN 
など）を入力し、[ 登録 ] をクリックします。

サービスを検索する 1. Cisco IP Communicator デバイス名を選択します。

2. [IP Phone サービス ] をクリックします。

3. [ 検索 ] をクリックします。
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電話サービスの設定
サービスを変更また
は終了する

1. サービスを検索します。

2. 1 つまたは複数のエントリを選択します。

3. [ 選択項目の削除 ] をクリックします。

Cisco Unified Communications Manager 4.x

メイン メニューから、[Cisco IP Phone サービスの設定 ] を選択します。 
[ 登録されているサービス ] パネルで、サービスをクリックします。 変
更を加えた後 [ 更新 ] をクリックするか、または [ 登録解除 ] をクリッ
クします。 

サービス名を変更す
る

1. サービスを検索します。

2. サービス名をクリックします。

3. 情報を変更し、[ 保存 ] をクリックします。

目的
Cisco Unified CM のユーザ オプション Web ページにログインした後
の操作
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電話サービスの設定
使用可能なプログラ
マブル電話ボタンに
サービスを追加する 

1. [ ユーザオプション ] > [ デバイス ] を選択します。

2. ドロップダウン メニューから Cisco IP Communicator の名前を選
択します。

3. [ サービス URL] をクリックします。

注 このオプションが表示されない場合は、現在使用している電
話機に対してサービス URL ボタンを設定するようにシステム
管理者に依頼します。

4. [ボタン サービス] ドロップダウン リストからサービスを選択しま
す。

5. サービスの名前を変更する場合は、ラベルのフィールドを編集し
ます。

注 ダブルバイト文字セットがサポートされていない電話機では、
[ASCII ラベル ] フィールドが使用されます。

6. [ 保存 ] をクリックします。

7. [ リセット ] をクリックして電話機をリセットします（この操作を
行わないと、電話機に新しいボタン ラベルが表示されません）。

Cisco Unified Communications Manager Release 4.x

サービスを登録した後、メイン メニューから [ サービス URL ボタン
の追加または更新 ] を選択します。 利用可能なボタンごとに、ドロッ
プダウン リストからサービスを選択し、説明のテキストを入力しま
す。 変更が終わったら、[ 更新 ] をクリックします。 サービスに利用可
能なプログラム可能なボタンの数は、システム管理者が決定します。
また、電話機へのサービス ボタンの割り当ても、システム管理者が
行う場合があります。

電話機でサービスに
アクセスする

[ サービス ] ボタンをクリックします。または、プログラム可能なボタ
ンにサービスを割り当てている場合は、そのボタンを押します。

目的
Cisco Unified CM のユーザ オプション Web ページにログインした後
の操作
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ユーザ設定の制御
ユーザ設定の制御 
ユーザ設定には、パスワード、PIN、および言語（ロケール）の設定が含
まれます。

ヒント PIN とパスワードを設定すると、さまざまな機能やサービスにアクセスで
きるようになります。 たとえば、電話機から Cisco エクステンション モビ
リティや個人ディレクトリにログインするには、PIN を使用します。 パー
ソナル コンピュータからユーザ オプション Web ページや Cisco WebDialer 
にログインするには、パスワードを使用します。 詳細については、システ
ム管理者にお問い合せください。

目的
Cisco Unified CM のユーザ オプション Web ページにログイ
ンした後の操作

パスワードを変更する 1. [ ユーザオプション ] > [ ユーザ設定 ] を選択します。

2. [ ブラウザのパスワード ] 領域に情報を入力します。

3. [ 保存 ] をクリックします。

PIN を変更する 1. [ ユーザオプション ] > [ ユーザ設定 ] を選択します。

2. [ 電話の PIN] 領域に情報を入力します。

3. [ 保存 ] をクリックします。

ユーザ オプション Web ページ
の言語（ロケール）を変更す
る

1. [ ユーザオプション ] > [ ユーザ設定 ] を選択します。

2. [ ユーザロケール ] 領域で、[ ロケール ] ドロップダウン リ
ストから項目を選択します。

3. [ 保存 ] をクリックします。

電話スクリーンの言語（ロ
ケール）を変更する

1. [ ユーザオプション ] > [ ユーザ設定 ] を選択します。

2. [ ユーザロケール ] ドロップダウン リストから項目を選択
します。

3. [ 保存 ] をクリックします。
7-11
Cisco IP Communicator ユーザ ガイド Release 7.0      

OL-19179-01



 

Chapter 7      Cisco Unified CM のユーザ オプションを使用した Cisco IP Communicator のカスタマイ               

回線設定の制御
回線設定の制御 
回線設定は、Cisco IP Communicator の個々の電話回線（電話番号）に適用
されます。 回線設定には、コール転送、ボイス メッセージ インジケータ、
呼出音のパターン、回線ラベルの設定が含まれます。

その他の回線設定は、Cisco IP Communicator で直接設定できます。

目的
Cisco Unified CM のユーザ オプション Web ページにログインした後
の操作

回線ごとにコール転
送を設定する

1. [ ユーザオプション ] > [ デバイス ] を選択します。

2. ドロップダウン メニューから Cisco IP Communicator の名前を選
択します。

3. [ 回線の設定 ] をクリックします。

4. 電話機に複数の電話番号（回線）が割り当てられている場合は、
[ 回線 ] ドロップダウン メニューから回線を選択します。

5. [ 着信コールの転送 ] 領域で、さまざまな状況に適用するコール転
送の設定を選択します。 

6. [ 保存 ] をクリックします。

回線ごとにボイス 
メッセージ インジ
ケータ（ランプ）の
設定を変更する

1. [ ユーザオプション ] > [ デバイス ] を選択します。

2. ドロップダウン メニューから Cisco IP Communicator の名前を選
択します。

3. [ 回線の設定 ] をクリックします。

4. 電話機に複数の電話番号（回線）が割り当てられている場合は、
[ 回線 ] ドロップダウン メニューから回線を選択します。

5. [ メッセージ受信ランプ ] 領域で、適切な設定を選択します。 

注 通常、デフォルトのメッセージ受信設定では、新着のボイス 
メッセージがある場合、ハンドセットの細長いランプが赤く
点灯します。

6. [ 保存 ] をクリックします。
7-12
Cisco IP Communicator ユーザ ガイド Release 7.0

OL-19179-01



 

Chapter 7      Cisco Unified CM のユーザ オプションを使用した Cisco IP Communicator のカスタマイズ

回線設定の制御
関連項目

 • 7-3 ページの「Cisco Unified CM のユーザ オプション Web ページへの
アクセス」

 • 4-3 ページの「呼出音およびメッセージ インジケータのカスタマイズ」

 • 4-1 ページの「どこから設定にアクセスするべきか」

回線ごとにオーディ
オによるボイス メッ
セージ インジケータ
の設定を変更する

1. [ ユーザオプション ] > [ デバイス ] を選択します。

2. ドロップダウン メニューから Cisco IP Communicator の名前を選
択します。

3. [ 回線の設定 ] をクリックします。

4. 電話機に複数の電話番号（回線）が割り当てられている場合は、
[ 回線 ] ドロップダウン メニューから回線を選択します。

5. [ オーディオメッセージ受信インジケータ ] 領域で、適切な設定を
選択します。 

注 通常、デフォルトのメッセージ受信設定では、新着のボイス 
メッセージがある場合、ハンドセットの細長いランプが赤く
点灯します。

6. [ 保存 ] をクリックします。

電話スクリーンに表
示される回線テキス
ト ラベルを変更また
は作成する

1. [ ユーザオプション ] > [ デバイス ] を選択します。

2. [ 名前 ] ドロップダウン メニューから電話機を選択します。

3. [ 回線の設定 ] をクリックします。

4. 電話機に複数の電話番号（回線）が割り当てられている場合は、
[ 回線 ] ドロップダウン メニューから回線を選択します。

5. [ 回線のテキストラベル ] 領域でテキスト ラベルを入力します。

6. [ 保存 ] をクリックします。

注 ダブルバイト文字セットがサポートされていない電話機では、
[ASCII ラベル ] フィールドが使用されます。

目的
Cisco Unified CM のユーザ オプション Web ページにログインした後
の操作
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モバイルコネクトを使用するための電話機とアクセス リストの設定
モバイルコネクトを使用するための電話機と
アクセス リストの設定

Cisco Mobile Connect を使用する場合は、自席の電話機と同じ電話番号を
使用してコールを受発信するために使用する携帯電話やその他の電話機を
追加する必要があります。 これらの電話機は「リモート接続先」と呼ばれ
ます。 また、アクセス リストを定義すると、特定の番号からのコールを携
帯電話に送信するかどうかを制御できます。

目的
Cisco Unified CM のユーザ オプション Web ページにログインした後の
操作

アクセス リスト
を作成する

1. [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。

2. [ 新規追加 ] をクリックします。

3. 次の情報を入力します。

 – [ 名前 ]：アクセス リストを識別するための名前を指定します。

 – [ 説明 ]：アクセス リストの説明を入力します。

4. 次のいずれかのオプションを選択します。

 – [ 拒否アクセスリスト ]：ブロックする番号のリストを作成します。

 – [ 許可アクセスリスト ]：許可する番号のリストを作成します。

5. [ 保存 ] をクリックします。 
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モバイルコネクトを使用するための電話機とアクセス リストの設定 
アクセス リスト
にメンバを追加す
る

1. アクセス リストを作成します。

2. [ メンバの追加 ] をクリックして、リストに電話番号またはフィルタを
追加します。

3. [ 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。 特定の電話番号、制限された発信者 ID を含むコール

（使用不可）、または匿名の発信者 ID を含むコール（非通知）にフィ
ルタを適用できます。

4. [ 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
択した場合は、[DN マスク ] フィールドに電話番号またはフィルタを
入力します。 フィルタを定義するには、次のワイルド カードを使用し
ます。 

 – X（大文字または小文字）：1 桁の数字に一致します。 たとえば、
408555123X は 4085551230 ～ 4085551239 のすべての番号に一致
します。

 – !：任意の数の数字に一致します。 たとえば、408! は 408 で始まる
すべての番号に一致します。

 – #：完全一致する数字 1 字として使用します。

5. このメンバをアクセス リストに追加するには [ 保存 ] をクリックしま
す。

6. アクセス リストを保存するには [ 保存 ] をもう一度クリックします。

目的
Cisco Unified CM のユーザ オプション Web ページにログインした後の
操作
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モバイルコネクトを使用するための電話機とアクセス リストの設定
新しいリモート接
続先を追加する

1. [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。

2. [ 名前 ] ドロップダウン リスト ボックスからデバイスを選択します。

3. [ リモート接続先 ] をクリックします。

4. [ 新規追加 ] をクリックします。

5. 次の情報を入力します。

 – [ 名前 ]：携帯電話（またはその他の電話機）の名前を入力します。

 – [ 接続先番号 ]：携帯電話の番号を入力します。

 – [ 短応答タイマー ]：リモート接続先でコールをピックアップで
きるようになるまでの時間を（ミリ秒単位で）入力します。

 – [ 長応答タイマー ]：リモート接続先でコールをピックアップで
きなくなるまでの時間を（ミリ秒単位で）入力します。

 – [ 呼び出し前の遅延タイマー ]：コールが着信してからリモート接
続先で呼出音を鳴らすまでの時間を（ミリ秒単位で）入力しま
す。

 – [ リモート接続先プロファイル ]：すべてのリモート接続先に適用
される設定を含んだ、リモート接続先プロファイルを選択しま
す。

 – [ 許可アクセスリスト ]：自席の電話機にコールが着信したときに、
携帯電話で呼出音を鳴らすことを許可する電話番号またはルール
を選択します。 許可アクセス リストまたは拒否アクセス リストの
いずれかを選択できますが、両方は選択できません。

 – [ 拒否アクセスリスト ]：自席の電話機にコールが着信したときに、
携帯電話で呼出音を鳴らすことを拒否する電話番号またはルール
を選択します。 許可アクセス リストまたは拒否アクセス リストの
いずれかを選択できますが、両方は選択できません。

 – [ 携帯電話 ]：これを選択すると、自席の電話機から送信された
コールを携帯電話で受けることができます。

 – [ モバイルコネクトの有効化 ]：これを選択すると、携帯電話と自
席の電話機で同時に呼出音が鳴ります。 呼出音のスケジュールを
設定することもできます。 

6. [ 保存 ] をクリックします。

目的
Cisco Unified CM のユーザ オプション Web ページにログインした後の
操作
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モバイルコネクトを使用するための電話機とアクセス リストの設定 
関連項目

 • 7-3 ページの「Cisco Unified CM のユーザ オプション Web ページへの
アクセス」
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Cisco WebDialer の使用方法
Cisco WebDialer の使用方法
Cisco WebDialer を使用すると、Web ブラウザで項目をクリックすることに
よって、ディレクトリに含まれている連絡先に Cisco IP Communicator で
コールを発信できます。 この機能の設定をシステム管理者に依頼する必要
があります。

目的
Cisco Unified CM のユーザ オプション Web ページにログインした後
の操作

ユーザ オプション 
ディレクトリで 
WebDialer を使用す
る

1. [ユーザオプション ] > [ディレクトリ ] を選択し、同僚を検索します。

2. ダイヤルする番号をクリックします。

3. WebDialer を初めて使用する場合は、設定を入力し、[ 送信 ] をク
リックします （詳細については、この表の 後の行を参照してく
ださい）。

4. [ コールの開始 ] ページが表示された場合は、[ ダイヤル ] をクリック
します （このページが今後表示されないようにする方法について
は、この表の 後の行を参照してください）。

自分の電話機でコールが発信されます。

5. コールを終了するには、[ コールの終了 ] をクリックするか、電話機
からコールを切断します。

（ユーザ オプション 
ディレクトリ以外
の）別のオンライン
社内ディレクトリで 
WebDialer を使用す
る

1. WebDialer 対応の社内ディレクトリにログインし、同僚を検索しま
す。

2. ダイヤルする番号をクリックします。

3. プロンプトが表示されたら、ユーザ ID とパスワードを入力します。

4. WebDialer を初めて使用する場合は、設定を入力し、[ 送信 ] をク
リックします （詳細については、この表の 後の行を参照してく
ださい）。

5. [ コールの開始 ] ページが表示された場合は、[ ダイヤル ] をクリック
します （このページが今後表示されないようにする方法について
は、この表の 後の行を参照してください）。

自分の電話機でコールが発信されます。

6. コールを終了するには、[ コールの終了 ] をクリックするか、電話機か
らコールを切断します。
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Cisco WebDialer の使用方法  
関連項目

 • 7-3 ページの「Cisco Unified CM のユーザ オプション Web ページへの
アクセス」

WebDialer からログ
アウトする

[ コールの開始 ] ページまたは [ コールの終了 ] ページのログアウト アイ
コンをクリックします。

WebDialer の設定を
入力、表示、または
変更する

[ 初期設定 ] ページにアクセスします。

[ 初期設定 ] ページは、WebDialer を初めて使用するときに（ダイヤルす
る番号をクリックした後に）表示されます。

設定を完了した後に [ 初期設定 ] ページをもう一度表示するには、[ コー
ルの開始 ] ページまたは [コールの終了 ] ページの設定アイコンをクリッ
クします。

[ 初期設定 ] ページには、次のオプションがあります。

 • [ 優先する言語 ]：WebDialer の設定およびプロンプトに使用する言
語を指定します。

 • [ 常設の電話を使う ]：WebDialer コールの発信に使用する 
Cisco Unified IP Phone および電話番号（回線）を指定します。 単一
回線の電話機を 1 台使用している場合は、適切な電話機と回線が自
動的に選択されます。 それ以外の場合は、電話機を選択し、必要に
応じて回線を選択してください。 電話機は、ホスト名で指定します 

（電話機のホスト名を表示するには、[ 設定 ] ボタンをクリックし、
[ ネットワークの設定 ] > [ ホスト名 ] を選択します）。

 • [ エクステンションモビリティを使用する ]：選択すると、自分のエ
クステンション モビリティ プロファイルに関連付けられた 
Cisco Unified IP Phone が WebDialer で使用されます。

 • [ コールの確認ダイアログを表示しない ]：選択すると、WebDialer 
を使用したときに [ コールの開始 ] ページが表示されなくなります。 
デフォルトでは、WebDialer 対応のオンライン ディレクトリ内の電
話番号をクリックすると、このページが表示されます。

目的
Cisco Unified CM のユーザ オプション Web ページにログインした後
の操作
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Cisco WebDialer の使用方法
7-20
Cisco IP Communicator ユーザ ガイド Release 7.0

OL-19179-01



 

Cisco IP Communi
OL-19179-01
C H A P T E R 8

Cisco IP Communicator のトラ
ブルシューティング 

 • 8-1 ページの「一般的な問題のトラブルシューティング」

 • 8-4 ページの「音質の問題」

 • 8-10 ページの「Quality Reporting Tool を使用してパフォーマンスの問
題をトラブルシューティングする方法」

 • 8-11 ページの「詳細ログの有効化」

 • 8-11 ページの「問題に関する情報の収集」

一般的な問題のトラブルシューティング

問題   MeetingPlace 会議に参加しているときに Cisco IP Communicator を使
用すると音声が歪む

解決策   会議に参加するときは、不要なアプリケーションをすべて終了し
ます。 VPN 経由で接続している場合は、Cisco Unified MeetingPlace コン
ソールに用意された接続オプションの使用を検討してください。 

また、複数の接続を使用している場合は、会議セッションの帯域幅を 適
化するという選択肢もあります。 Cisco Unified MeetingPlace には、接続の
帯域幅が十分であることを確認するオプションがあります。 MeetingPlace 
で帯域幅を 適化する方法については、Cisco Unified MeetingPlace のユー
ザ ガイドを参照してください。
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一般的な問題のトラブルシューティング
問題   初めての起動後、内線番号が表示されず、ステータス行に [ 登録 ] と
表示される

解決策   必要に応じて、TFTP サーバを選択したことを確認します。 TFTP 
アドレスが必要な場合は、システム管理者からそのアドレスが提供されま
す。 リモート ユーザの場合は、Cisco IP Communicator を起動する前にネッ
トワーク接続が確立されていることを確認します。

関連項目

 • 1-9 ページの「Cisco IP Communicator の設定と登録」

 • 4-8 ページの「ネットワーク設定」

問題   起動後、Cisco IP Communicator がネットワーク アダプタを検出でき
ず、ネットワーク アダプタを再び装着するように要求する

解決策   可能な場合は、検出されないネットワーク インターフェイス デバ
イスを取り替えます （たとえば、ワイヤレス カードや USB イーサネット 
アダプタを取り替えます）。

ラップトップ上で Cisco IP Communicator を初めて起動したときにその
ラップトップがドッキング ステーションに接続されていた場合は、ドッ
キングを試して、問題が解決されるかどうか確認します。 解決される場合
は、システム管理者に問い合せて、ドッキング ステーションが接続され
ていない状態で Cisco IP Communicator が動作するようにデバイス名を設
定します。

選択したネットワーク アダプタを削除または無効にした場合は、新しい
アダプタを選択する前にシステム管理者に問い合せます。

関連項目

 • 1-9 ページの「Cisco IP Communicator の設定と登録」

 • 4-8 ページの「ネットワーク設定」

問題   オーディオ モードのドロップダウン メニューに、使用するオーディ
オ デバイスが表示されない

解決策   デバイスが USB ハンドセット、USB ヘッドセット、またはサウン
ド カードである場合は、デバイスが正しく取り付けられていることを確
認してから、Cisco IP Communicator を再起動します （起動後に取り付け
たデバイスは、次回の起動まで認識されません）。
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一般的な問題のトラブルシューティング
デバイスがアナログ デバイスである場合、アナログ デバイスはサウンド 
カードの延長であるため、オーディオ モードに表示されません。代わり
に、サウンド カードを選択します。 

あるデバイスを音声の再生に使用し、録音には別のデバイス（VT カメラ 
マイクロフォンなど）を使用する場合は、Cisco IP Communicator で、右ク
リック > [設定] > [オーディオ] タブを選択します。 1 つまたは複数の設定項
目のドロップダウン リストから [Default Windows Audio Device] を選択し、
[OK] をクリックします。

関連項目

 • 1-3 ページの「初めて起動する前のオーディオ デバイスの取り付け」

 • 4-10 ページの「オーディオ モードを割り当てる方法」

 • 4-11 ページの「オーディオ モードの選択」

 • 5-8 ページの「オーディオ デバイスの取り外しと再取り付け」

問題   起動後、Cisco IP Communicator に内線番号が表示されない、または
間違った内線番号が表示される

解決策   システム管理者に問い合せてください。 

間違ったネットワーク アダプタを選択した可能性があります。 複数のアダ
プタがあり、Cisco IP Communicator のインストール直後に 1 つのアダプタ
を選択するよう要求された場合は、永続的に接続を提供する可能性が も
高いアダプタ、または（装着されていない場合でも）常に有効であるアダ
プタを選択します。システム管理者から、どのアダプタを選択すべきか指
示されます。

ネットワーク アダプタの設定により、Cisco IP Communicator はネット
ワーク内で識別されます。この設定は、音声の転送には使用されません。 
そのため、選択したネットワーク アダプタを削除または無効にする場合
を除き、確定後にこの設定を変更しないでください。 変更する場合は、新
しいアダプタを選択する前に、システム管理者に問い合せてください。

関連項目

 • 1-9 ページの「Cisco IP Communicator の設定と登録」

 • 4-8 ページの「ネットワーク設定」
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音質の問題
問題   クイック検索を起動しても、何も実行されない

解決策   右クリック > [設定] > [ディレクトリ] タブを選択し、システム管理
者から通知されたユーザ名とパスワードを入力します。

関連項目

 • 4-17 ページの「ディレクトリ設定」

 • 6-8 ページの「個人ディレクトリの使用方法」

問題   電話の呼出音が聞こえない、または聞こえにくい

解決策   コールがアクティブになっていないときに、[ ボリューム ] ボタン
をクリックして呼出音の音量を調節します。

 • USB ハンドセットを使用する場合は、呼出音を鳴らすデバイス（リン
ガー）として USB ハンドセットを選択しないでください。 通常、リン
ガーにはサウンド カードを選択する必要があります。

 • 呼出音モードにサウンド カードが選択されており、ヘッドセットのプ
ラグがコンピュータのオーディオ ジャックに差し込まれている場合
は、アナログ ヘッドセットを着用しないと呼出音は聞こえません。

関連項目

 • 1-3 ページの「初めて起動する前のオーディオ デバイスの取り付け」

 • 4-10 ページの「オーディオ モードを割り当てる方法」

 • 1-7 ページの「オーディオ調整ウィザードの使用方法」

 • 4-1 ページの「どこから設定にアクセスするべきか」

 • 8-4 ページの「音質の問題」

音質の問題

開始する前に

 • 音量に関連する問題の場合は、まず Cisco IP Communicator で [ ボ
リューム ] ボタンをクリックして音量を調節します。

 • 何人か他の人に電話して、問題の原因が自分の Cisco IP Communicator 
にあるのか、通話相手の電話機にあるのかを確認します。 問題が通話
相手の電話機にあると思われる場合は、Cisco IP Communicator で音量
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音質の問題
を調節します。ただし、[ オーディオ調整ウィザード ] での設定変更は
行わないようにします（この変更は広い範囲に適用されない可能性が
あるため）。

 • トラブルシューティングに使用する詳細情報を取得するため、システ
ム管理者からロギングを有効にするように要求されることがありま
す。

音量レベルに問題が生じた場合は、次のガイドラインに従います。

 • 初に、[ オーディオ調整ウィザード ] で、マスター音量スライダを調
整します。 この設定は、音声を再生するすべてのアプリケーションに
影響するため、他のアプリケーション（Microsoft Windows Media 
Player や RealPlayer など）について設定をテストし、音量が適切であ
ることを確認します。

 • マスター音量を調整したら、[ オーディオ調整ウィザード ] で、Wave 音
量スライダを通話に適した音量に調整します。

 • 音量設定を Microsoft Windows から変更した場合は、[ オーディオ調整
ウィザード ] を再度実行し、マスターおよび Wave 音量設定を再調整し
ます（次のガイドラインに従います）。

関連項目

 • 8-11 ページの「詳細ログの有効化」

問題   通話相手の声が大きすぎる

解決策   

 • [ ボリューム ] ボタンをクリックして音量を調節します。

 • [ オーディオ調整ウィザード ] を起動して、現在のオーディオ デバイス
のスピーカ音量を調節します。 

問題   通話相手から、声が大きすぎると言われる

解決策   

 • ヘッドセットを使用している場合は、マイクロフォンのブームを口か
らあごの方に少し移動します。

 • これで問題が解決しない場合は、[ オーディオ調整ウィザード ] を起動
して、現在のオーディオ デバイスのマイクロフォンの音量を下げま
す。 
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音質の問題
 • それでも通話相手に聞こえる声が大きすぎる場合は、[ オーディオ調整
ウィザード ] でマイクロフォンブースト機能を無効にします（そのデ
バイスに対してこの機能が有効である場合）。

問題   通話相手の声が小さすぎる

解決策   

 • [ ボリューム ] ボタンをクリックして音量を調節します。

 • [ オーディオ調整ウィザード ] を起動して、現在のオーディオ デバイス
のスピーカ音量を調節します。 

問題   通話相手から、声が小さすぎると言われる

解決策   

 • ヘッドセットを使用している場合は、Cisco IP Communicator がスピー
カフォン モードではなくヘッドセット モードで動作していることを確
認します。 [ ヘッドセット ] ボタンが点灯している場合は、ヘッドセッ
ト モードで動作しています。 点灯していない場合は、クリックします。

 • ヘッドセットを使用している場合は、マイクロフォンのブームが適切
な位置にあることを確認します。

 • これで問題が解決しない場合は、[ オーディオ調整ウィザード ] を起動
して、現在のオーディオ デバイスのマイクロフォンの音量を上げま
す。 独自のボリューム アジャスタを備えたオーディオ デバイス（ワイ
ヤ上にボリューム コントロールを持つ USB ヘッドセットなど）の場
合は、調整する前に、デバイス本体の音量レベルを 大値に設定しま
す。

 • それでも声が小さすぎる場合は、[ オーディオ調整ウィザード ] でその
オーディオ デバイスのマイクロフォンブースト機能を有効にします。

問題   通話相手の声がこもっている 
解決策   

 • Cisco IP Communicator をリモートで使用している場合は、[ 低帯域幅
のための 適化 ] を有効にします（右クリック > [ 設定 ] > [ オーディオ ] 
タブ）。 

 • Cisco IP Communicator をリモート接続で使用していない場合は、低帯
域幅オプションを無効にします。 
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音質の問題
 • 可能な場合は、通話相手にマイクロフォンの音量を下げてもらいま
す。 

関連項目

 • 4-9 ページの「オーディオ設定」

問題   通話相手から、声がこもっていると言われる 
解決策   

 • [ オーディオ調整ウィザード ] を起動して、現在のオーディオ デバイス
のマイクロフォンの音量を調節します。

 • Cisco IP Communicator をリモート接続で使用していない場合は、低帯
域幅オプションを無効にします。 

問題   通話相手の声が遠い、または不自然である

解決策   ヘッドセットを使用している場合は、Cisco IP Communicator がス
ピーカフォン モードではなくヘッドセット モードで動作していることを
確認します （[ ヘッドセット ] ボタンが点灯していることを確認します）。

問題   通話相手から、声が遠いまたは不自然であると言われる

解決策   [低帯域幅のための 適化] を有効にします（右クリック > [設定] > 
[ オーディオ ] タブ）。 

関連項目

 • 4-9 ページの「オーディオ設定」

問題   通話相手の声に途切れやジッタが生じる

解決策   

 • 不要なアプリケーションをすべて閉じます。 アプリケーションを起動
してネットワークに負荷のかかるタスク（電子メール送信など）を実
行すると、音質が低下する可能性があります。

 • スピーカフォンを使用していないことを確認します。

 • [設定 ] > [オーディオ ] タブ > [詳細 ] ボタンを使用して、別のオーディオ
設定を選択してみます。 
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音質の問題
 • リモート接続（たとえば、自宅やホテルからの VPN 接続）で 
Cisco IP Communicator を使用している場合は、帯域幅が十分でないた
めに音質が低下している可能性があります。 [低帯域幅のための 適化] 
機能を有効にします（右クリック > [ 設定 ] > [ オーディオ ] タブ）。

 • サウンド カードおよびオーディオ デバイスが正しく取り付けられてい
ることを確認します。

注 ネットワークで輻輳やデータ トラフィックの問題が発生している
場合は、ときどきポンという音やカチッという音が聞こえたり、音
声が途切れたりすることがあります。

問題   通話相手の声が周囲のノイズで聞き取りにくい

解決策   通話相手に、次のことを依頼します。

 • 静かな場所に移動する。

 • ノイズの低減機能を有効にするか、ノイズ低減の強さのレベルを上げ
る（右クリック > [ 設定 ] > [ オーディオ ] タブ > [ 詳細 ] ボタン）。 ノイズ
の低減機能がマイクロフォン（入力デバイス）に適用され、通話相手
にノイズが伝わらなくなります。

会議コールの場合は、他の参加者に対して、発言していないときは電話機
をミュートするように依頼します。

問題   エコーが聞こえる

解決策   

 • 可能な場合は、通話相手にマイクロフォンまたはスピーカの音量を下
げてもらいます。

 • 通話相手が Cisco IP Communicator をスピーカフォンとして使用してい
る場合は、通話相手に [ スピーカ ] ボタンが点灯していることを確認し
てもらいます。

 • サウンドカードがスピーカからマイクロフォンに音声をフィードバッ
クしていないことを確認します。 次の手順を実行します。 

a. 音量を調節します（[ コントロール パネル ] > [ サウンドとマルチメ
ディア ] > [ オーディオ ] タブ）。

b. [ 音の再生 ] の [ 音量 ] ボタンをクリックします。

c. [ オプション ] > [ プロパティ] > [ 再生 ] を選択し、ウィンドウの下部
にあるすべてのチェックボックスがオンであることを確認してか
ら、[OK] をクリックします。
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音質の問題
d. [ ボリューム コントロール ] ウィンドウの [ マイク ] 列で、[ ミュー
ト ] が選択されていることを確認します。 サウンド デバイスは、複
数のマイクロフォン入力を備えている場合があり（内蔵マイクロ
フォンと外付けマイクロフォンなど）、スピーカ デバイスから音
声が入ってフィードバックの原因になることがあります。

問題   通話相手にエコーが聞こえる

解決策   

 • [ オーディオ調整ウィザード ] を起動して、現在のオーディオ デバイス
のマイクロフォンの音量を下げます。 マイクロフォンブーストが無効
になっていることを確認します。 その後、別の通話相手に電話をかけ
て、新しい音量設定を確認します。 

 • コンピュータをスピーカフォンとして使用している場合は、[ スピー
カ ] ボタンを点灯したままにします。

 • 後の手段として、オーディオ デバイスを変更します。

 • ヘッドセットおよびハンドセットを備えていないラップトップを使用
している場合は、3 つのモードすべてがサウンド カードにマッピング
され、どのモードでもスピーカフォンのように機能します。 デバイス
をスピーカフォン モードにします。

問題   通話相手に自分の声がまったく聞こえない（ただし、通話相手の声
は聞こえる）

解決策   

 • ヘッドセットのワイヤ上または USB ハンドセット上のコントロールか
らミュートを有効にしていないかどうか確認します。 

 • スピーカおよびマイクロフォンのプラグがコンピュータの正しいオー
ディオ ジャックに差し込まれていることを確認します。

 • サウンド レコーダや他のソフトウェアベースの電話など、別のアプリ
ケーションがマイクロフォンを使用していないことを確認します。

問題   通話相手には自分の声が聞こえるが、自分には何も音声が聞こえな
い

解決策   

 • スピーカおよびマイクロフォンのプラグがコンピュータの正しいオー
ディオ ジャックに差し込まれていることを確認します。
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Quality Reporting Tool を使用してパフォーマンスの問題をトラブルシューティングする方法
 • コントロール パネルを使用して、システムのサウンド デバイスの音量
およびミュート設定を確認します。

 • Cisco IP Communicator の音量設定を確認します（[ ボリューム ] ボタン
と [ オーディオ調整ウィザード ] の両方）。

問題   同時に話すことができない

解決策   全二重のサウンド カードを使用していることを確認します。

問題   音声が何も聞こえず、ダイヤル トーンも聞こえない

解決策   

 • ドッキング ステーションを使用しており、オーディオ デバイスのプラ
グがドッキング ステーションに差し込まれている場合は、コンピュー
タがドッキング ステーションに接続されていることを確認します。 

 • Cisco IP Communicator を再起動します。

Quality Reporting Tool を使用してパフォーマ
ンスの問題をトラブルシューティングする方
法

パフォーマンスの問題をトラブルシューティングするために、システム管
理者が電話機に一時的に Quality Reporting Tool（QRT）を設定することが
あります。 [ 品質 ] をクリックすると、システム管理者に情報を送信できま
す（[ 品質 ] ソフトキーは、 初に何回か [ 次へ ] をクリックしないと表示さ
れない場合があります）。 QRT は、設定に応じて、次のいずれかの方法で
使用します。

 • 現在のコールのオーディオに関する問題を、すぐに報告する。

 • カテゴリのリストから一般的な問題を選択し、理由コードを選択す
る。

システム管理者から、問題のトラブルシューティングに役立つ情報（詳細
ログ）を取得するように要求されることがあります。

関連項目

 • 1-7 ページの「オーディオ調整ウィザードの使用方法」
8-10
Cisco IP Communicator ユーザ ガイド Release 7.0

OL-19179-01



 

Chapter 8      Cisco IP Communicator のトラブルシューティング

詳細ログの有効化
 • 4-1 ページの「どこから設定にアクセスするべきか」

 • 8-1 ページの「一般的な問題のトラブルシューティング」

 • 8-11 ページの「問題に関する情報の収集」

詳細ログの有効化
Cisco IP Communicator を使用しているときに問題が発生した場合に、シス
テム管理者から依頼されたら、詳細ロギングを有効にします（右クリック 
> [ 設定 ] > [ ユーザ ] タブを選択し、[ ロギングを有効にする ] チェックボッ
クスをオンにします）。

注 この設定は、変更するまでは再起動後も維持されます。 詳細ロギングはパ
フォーマンスの低下を招く場合があるため、不要になった時点ですぐに無
効にする必要があります。 この機能を無効にするには、[ ロギングを有効に
する ] チェックボックスをオフにします。

関連項目

 • 8-11 ページの「問題に関する情報の収集」

問題に関する情報の収集
Cisco IP Communicator が不正に終了した場合は、エラー レポート ツール
が自動的に起動し、トラブルシューティングのための関連データを収集し
ます。 次の手順に従って、システム管理者にレポートを送信してくださ
い。 

手順 1 エラー レポート ツールに表示される指示に従って問題の内容を記述しま
す。 次の情報を必ず入力します。

 • 発生した問題の説明 

 • 問題の発生時に行っていた操作の説明 

 • 問題の発生時に使用していたオーディオ デバイス

 • 問題に関係している可能性のある、その他の詳細情報 
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問題に関する情報の収集
手順 2 デスクトップにある CIPC-ProblemReportxxx.zip という名前のファイルを見
つけます。xxx は番号です。 

手順 3 次の情報を添えて、このファイルをシステム管理者に電子メールで送信し
ます。 

この他の問題が発生して、問題レポートが自動的に生成されない場合は、
システム管理者からログ ファイルを要求されることがあります。 QRT（何
が問題であるかを報告する）とは異なり、これらのログには問題のトラブ
ルシューティングに役立つ詳細情報があります。 次の手順に従って、ログ 
ファイルを収集してください。

手順 1 詳細ロギングを有効にします（右クリック > [ 設定 ] > [ ユーザ ] タブを選択
し、[ ロギングを有効にする ] チェックボックスをオンにします）。

手順 2 問題を再現してみます。 問題を再現できない場合は、ログに詳細情報を取
得することはできません。

手順 3 [ スタート ] > [ すべてのプログラム ] > [Cisco IP Communicator] > [Create 
CIPC Problem Report] を選択してレポートを作成します。

手順 4 表示される指示に従って問題の内容を記述します。 次の情報を必ず入力し
ます。

 • 発生した問題の説明 

 • 問題の発生時に行っていた操作の説明 

 • 問題の発生時に使用していたオーディオ デバイス

 • 問題に関係している可能性のある、その他の詳細情報 

手順 5 [ 終了 ] をクリックする前に、デスクトップ上に作成されたファイルの名前
を書き留めておきます。 

手順 6 このファイルをシステム管理者に電子メールで送信します。
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問題に関する情報の収集
ヒント [ オーディオ調整ウィザード ] からエラー レポート ツールを起動して、
オーディオに関する問題を報告することもできます。 [オーディオ調整ウィ
ザード ] のタイトル バーの左上隅をクリックし、[ トラブルシューティング
情報 ] を選択します。 ポップアップ メッセージが表示され、エラー レポー
ト ツールを起動するかどうかを尋ねられます。

関連項目

 • 8-10 ページの「Quality Reporting Tool を使用してパフォーマンスの問
題をトラブルシューティングする方法」

 • 8-11 ページの「詳細ログの有効化」
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問題に関する情報の収集
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