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よくある質問（FAQ）

はじめに

Cisco IP Communicatorとは何ですか。Q.

Cisco IP Communicatorは、コンピュータを Cisco Unified IP Phoneとして使用できるようにするデスクトップアプリ
ケーションです。電話機の全機能を利用でき、企業ネットワークに接続できるあらゆる場所でコールを発信、受信、

A.

処理することができます。たとえば、出張先でも IPCommunicatorを使用することで、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、在宅勤務の場合でも、同僚はオフィスの電話番号を使って、

自宅に連絡をとることができます。

Cisco IP Communicatorを使って、従来の電話機と同じように、通話の発信や受信、保留、短縮ダイヤル、転送など
を行うことができます。また、IP Communicatorでは、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テレ
フォニー機能（コールパークやミートミー会議など）もサポートされています。さらに、IP Communicatorを Cisco
Unified Video Advantageと組み合わせて使用することで、ビデオコミュニケーション機能を拡張できます。

利用可能な IPCommunicatorの操作および機能は、導入されているコール処理エージェントおよび個々の電話システ
ムの設定によって異なります。詳細については、社内のサポートデスクまたはシステム管理者に問い合わせてくだ

さい。

Cisco IP Communicatorの機能にはどのようなものがありますか。Q.

Cisco IP Communicatorには、コール処理のほかに次のような機能があります。A.

•オーディオ調整ウィザード

•ディレクトリのクイック検索ダイヤル

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

•総合的なオンラインヘルプシステム

• IP Communicatorの表示の変更

•ドラッグアンドドロップによるダイヤル

•カットアンドペーストによるダイヤル

•着信コールを知らせるポップアップ通知

•英数字を使用したダイヤル

•ショートカットキー

• Cisco Unified Video Advantageリリース 2.0の併用によるビデオサポート
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IP Communicatorの設定を変更するにはどうすればよいですか。Q.

IP Communicatorの設定は、次の方法で変更できます。A.

•ほとんどの設定は、メニューから [設定]を選択してアクセスできます。メニューには、ウィンドウのコント
ロールボタンバーにあるメニューアイコンからアクセスします（インターフェイス上の任意の場所で右クリッ

クするか、Shift + F10を押します）。

•呼出音と背景イメージの設定は、設定ボタンを押して、[ユーザ設定]で変更できます。

•一部の設定には、ユーザオプションWebページからオンラインでアクセスします。

ユーザインターフェイスの説明

コールステータスや機能メニューの表示、および項目の有効化を行います。電話機の画面1

メニューの表示、Cisco IP Communicatorの非表示、スキンの切り替え、またはアプリ
ケーションの終了を行います。

ウィンドウコント

ロールボタン

2

設定内容に応じて、プログラム可能なボタンを使って次の項目にアクセスできます。プログラム可能なボ

タン

3

•電話回線およびインターコム回線（回線ボタン）

3



•短縮ダイヤル番号（短縮ダイヤルボタン、BLF短縮ダイヤル機能を含む）

• Webベースのサービス（個人用アドレス帳ボタンなど）

•コール機能（プライバシー、保留、転送ボタンなど）

ボタンの点灯によって、次のステータスを表します。

•緑 -点灯：アクティブなコールまたは双方向インターコムコール

•緑 -点滅：コールの保留中

•黄 -点灯：プライバシーの使用中、単方向インターコムコール、またはサイレン
ト（DND）機能が有効

•黄 -点滅：着信コールまたは復帰コール

•赤 -点灯：リモート回線の使用中（シェアドラインまたは BLFステータス）

その他の回線ボタンは、短縮ダイヤルボタンに変更できます。

ボイスメッセージサービスに自動ダイヤルします（サービスに応じて異なります）

（ショートカットキーは Ctrl + M）。
メッセージボタン4

[ディレクトリ]メニューを表示または終了します。コールログおよび社内ディレクト
リからダイヤルできます（ショートカットキーはCtrl + D）。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。

ディレクトリボタン5

ヘルプメニューを有効にします（ショートカットキーは Ctrl + I）。ヘルプボタン6

[設定]メニューを表示または終了します。タッチスクリーンおよび呼出音の設定を変
更します（ショートカットキーは Ctrl + S）。

設定ボタン7

[サービス]メニューを表示または終了します（ショートカットキーは Ctrl + R）。サービスボタン8

オーディオモードの音量とその他の設定を制御します（ショートカットキーは Page
up/Page downキー）。

音量ボタン9

スピーカーフォンのオン/オフを切り替えます。スピーカーフォンをオンにすると、ボ
タンが点灯します（ショートカットキーは Ctrl + P）。

スピーカーボタン10

ミュート機能のオン/オフを切り替えます。ミュート機能をオンにすると、ボタンが点
灯します（ショートカットキーは Ctrl + T）。

ミュートボタン11

ヘッドセットモードのオン/オフを切り替えます（ショートカットキーはCtrl +H）。ヘッドセットボタン12

メニューをスクロールしたり、項目を選択したりできます。ソフトキーと併用して、

選択した項目を有効にします。また、Cisco IP Communicatorがオンフックの状態で、
ナビゲーションボタ

ン

13

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。
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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リリース 2.1.1および Cisco IP Communicatorリリース 2.0以降を同じ
PC上で実行している必要があります。

Cisco Unified Video
Advantageボタン

14

数字および英文字を入力したり、メニュー項目を選択したりできます（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を使用することも

できます。

キーパッド15

ボタンを押すと、ソフトキーが有効になります。ボタンの代わりに、ソフトキーのラ

ベルをクリックしても、ソフトキーは有効になります（ショートカットキーは F2か
ら F6キー）。

ソフトキーボタン16

着信コールおよび新着ボイスメッセージを示します。ボイスメッセージお

よび呼出インジケー

タ

17

コールへの応答

コールに応答するにはどうすればよいですか。Q.

次の方法でコールに応答できます（ワークステーションで各デバイスを使用できる場合）。A.

• USBハンドセットで応答する

•ヘッドセットで応答する

•スピーカーフォンで応答する

•ホットキーを押す

•接続されているコールから新規コールに切り替えて応答する

•ボイスメッセージシステムにコールを送信する

•自動応答機能を使用する

•優先コールに応答する（Skinny Client Control Protocol（SCCP）電話機のみ）

•携帯電話またはその他のリモート送信先でコールに応答する

コールに自動的に応答するにはどうすればよいですか。Q.

自動応答機能が有効な場合、呼出音が数回鳴った後、電話機が自動的に応答します。自動応答機能でスピーカーフォ

ンとヘッドセットのどちらを使用するかは、システム管理者が設定します。大量の着信コールを受ける場合は、自

動応答機能を使用できます。

A.

サイレント機能がアクティブな場合、自動応答機能は無効になります。（注）
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ホットキーを使用してコールに応答するにはどうすればよいですか。Q.

このオプションの機能を有効にするには、[ユーザ設定]画面で [ホットキーでの応答を有効にする]チェックボック
スをオンにします。どのホットキーを使用するかは、システム管理者が決定します。

A.

応答待ちのコールに応答するにはどうすればよいですか。Q.

[応答]を押します。A.

自分の電話機を使用して、別の場所で呼出音が鳴っているコールに応答するにはどうすればよいですか。Q.

空いている回線のボタンをクリックして、[ピック]をクリックします。これで、自分の回線に呼出音が鳴るように
なります。

A.

コールを保留するにはどうすればよいですか。Q.

[保留]を押すと、コールが保留状態になります。コールを復帰するには、コールを選択して [復帰]を押します。A.

コールを保留すると、コール情報領域の右側に [保留]アイコンが表示され、該当の回線ボタンが緑色に点滅します。
シェアドラインでコールを保留すると、回線ボタンが緑色に点滅し、[内線保留]アイコンが電話機に表示されます。
別の電話機でコールを保留すると、回線ボタンが赤色に点滅し、[リモート保留]アイコンが電話機に表示されます。

コールをパークするにはどうすればよいですか。Q.

コール中に [パーク]をクリックします（その前に[次へ]ソフトキーのクリックが必要な場合があります）。これで、
IPCommunicatorによってコールが保存されます。コールパーク番号が電話機の画面に表示され、通話が切れます。

A.

パークされているコールを取得するにはどうすればよいですか。Q.

Cisco IP Communicatorまたはネットワーク内の IP電話でコールパーク番号を入力すると、コールに接続されます。A.

コールをミュートにするにはどうすればよいですか。Q.

ミュートボタンを押します。A.

コールを切り替えるにはどうすればよいですか。Q.

1つの回線で接続されているコールを切り替えるには、切り替えるコールを選択して、[復帰]を押します。アクティ
ブなコールが保留状態になり、選択したコールが復帰します。

A.

別の回線で接続されているコールを切り替えるには、切り替える回線の回線ボタン（緑色に点滅）を押します。回

線上で保留中のコールが 1件しかない場合、自動的にそのコールが復帰します。複数のコールが保留中の場合は、
該当のコールを選択して、[復帰]を押します。

[応答]を押すと、接続されていたコールから切り替わり、呼び出し中のコールに応答できます。アクティブなコー
ルは保留状態になり、選択したコールが復帰します。

別の番号にコールを転送するにはどうすればよいですか。Q.

A. 1 アクティブなコールから [転送]を押します。
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2 転送先の番号を入力します。

3 転送先の受信者と話をする場合は、相手が応答するまで待ちます。あるいは、[転送]をもう一度押して転送を完
了するか、[終了]を押してキャンセルすることができます。

電話機のオンフック転送が有効になっている場合は、通話を切ると転送が完了します。（注）

ボイスメッセージシステムにコールを転送するにはどうすればよいですか。Q.

[即転送]を押します。A.

自分は通話に残らずに 2つのコールを転送して相互接続させるにはどうすればよいですか。Q.

A. 1 画面をスクロールして、回線上のコールを選択します。

2 [選択]を押します。

3 画面をスクロールして 2番目のコールを選択し、[選択]を押します。

4 選択したコールのいずれかを選択した状態で、[D転送]（直接転送）を押します。2つのコールは互いに接続さ
れ、自分の通話は切れます。

自分が通話に残って 2つのコールの相手と話をする場合は、[参加]を押します。（注）

コールを転送するにはどうすればよいですか。Q.

コール転送機能を使用して、着信コールを別の番号にリダイレクトできます。A.

以下のコール転送機能のうち、どの機能を使用できるかは、システム管理者が決定します。

•無条件コール転送（すべてのコールを転送）：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（応答なし、話し中、受信地域外の場合のコール転送）

コール通知をオフにするにはどうすればよいですか。Q.

サイレント（DND）機能を使用して、電話機の呼出音だけをオフにするか、着信コールを知らせるすべての音声お
よび表示をオフにできます。電話機の DNDの設定は、システム管理者が行います。

A.

[DND]を押すと、DNDのオン/オフが切り替わります。DNDがアクティブな場合、「サイレントはアクティブです」
というメッセージが電話機に表示され、[DND]アイコンが点灯し、呼出音はオフになります。

コールを終了するにはどうすればよいですか。Q.

受話器の通話を切るか、[終了]を押します。A.
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コールの発信

IP Communicatorでコールを発信するにはどうすればよいですか。Q.

USBハンドセットを使用してコールを発信するには、ハンドセットを取り上げて、番号を入力します。A.

スピーカーフォンを使用してコールを発信するには、[スピーカー]を押して、番号を入力します。

ヘッドセットを使用してコールを発信するには、[ヘッドセット]を押して、番号を入力します。または、[ヘッドセッ
ト]が点灯している場合は、[発信]を押して、番号を入力します。

オンフックの状態のまま、ダイヤルトーンを聞かずにダイヤル（プレダイヤル）できます。プレダイヤルするには、

番号を入力し、オフフックにします。オフフックにするには、USBハンドセットを取り上げるか、タッチスクリー
ンの番号をタップするか、[ダイヤル]、[スピーカー]、[ヘッドセット]のいずれかを押します。

プレダイヤルすると、これからダイヤルしようとする番号候補として、発信履歴ログに一致する番号があれば、そ

の番号が電話機に表示されます。この機能を自動ダイヤルと呼びます。自動ダイヤルで表示された番号にコールす

るには、番号を押すか、画面をスクロールしてオフフックにします。

番号をリダイヤルするにはどうすればよいですか。Q.

[リダイヤル]を押して、最後にダイヤルした番号にダイヤルするか、（電話機がアイドルの状態で）ナビゲーショ
ンボタンを押して、発信履歴を表示します。

A.

コンピュータをスピーカーフォンとして使用するにはどうすればよいですか。Q.

スピーカーボタンが点灯していることを確認してください。点灯していれば、Cisco IP Communicatorはスピーカー
フォンモードで作動します。他のモードとは異なり、スピーカーフォンモードにはエコー抑制機能があります。ス

A.

ピーカーフォンモードのオン/オフを切り替えるには、スピーカーボタンを押すか、キーボードでショートカット
キーの Ctrl + Pを押します。

デフォルトでは、スピーカーフォンモードはアクティブになっています。このため、コールの発信または受信に関

連した操作（短縮ボタンやソフトキーの使用など）を行うと、自動的にスピーカーフォンモードになります。

アナログのヘッドセットをコンピュータに接続した場合、スピーカーフォンモードであっても、コンピュータのス

ピーカーからは音声が聞こえなくなります。

コール中にスピーカーフォンに切り替えるにはどうすればよいですか。Q.

スピーカーボタンをクリックするか、キーボードでショートカットキーの Ctrl + Pを押します。USBハンドセット
を使用している場合は、切り替える前に通話を切ります。

A.

コンピュータのスピーカーでコールの呼出音を鳴らすにはどうすればよいですか。Q.

サウンドカードが呼出音モードに割り当てられていることと、コンピュータのスピーカーがミュートになっていな

いことを確認します。アナログのヘッドセットをコンピュータに接続している場合、呼出音はヘッドセットのスピー

カーからしか聞こえません。

A.
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スピーカーフォンモードで自動応答機能を使用するにはどうすればよいですか。Q.

スピーカーボタンをクリックすると、コールの発信/応答/終了、回線の接続/切断、別のオーディオデバイスからの
切り替えを、スピーカーフォンモードで実行できます。スピーカーフォンモードはデフォルトでアクティブになっ

ているため、ヘッドセットモードのように該当のボタンを点灯させたままにする必要はありません。

A.

コールをアクティブにしたまま、同じ回線上で別のコールを発信するにはどうすればよいですか。Q.

A. 1 [保留]を押しま
す。

2 [発信]を押しま
す。

3 番号を入力しま

す。

コールをアクティブにしたまま、別の回線上で別のコールを発信するにはどうすればよいですか。Q.

A. 1 回線ボタンを押して、別の回線を選択します。最初のコールは、自動的に保留になりま

す。

2 番号を入力します。

短縮ダイヤルはどのように使用すればよいですか。Q.

A. •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。

•オンフックの状態で短縮ダイヤルの番号を入力（1～ 99の番号をキーパッドで入力）し、[短縮]をクリックし
ます（ユーザオプションで短縮ダイヤルが設定されている場合）。

• Personal Address Book（PAB;個人用アドレス帳）のエントリを選択して [選択]を押してから、[ファスト]を押
します。PABにファストダイヤル機能が設定されている必要があります。

コールログを使用してダイヤルするにはどうすればよいですか。Q.

[不在履歴]、[着信履歴]、または [発信履歴]を選択し、タッチスクリーンで該当のエントリをタップします。A.

社内ディレクトリを使用してダイヤルするにはどうすればよいですか。Q.

A. 1 [社内ディレクトリ]を選択します（実際の名前は異なる場合があります）。
2 名前を入力して、[検索]を押します。
3 該当のエントリを選択し、オフフック状態にします。

Cisco WebDialerを使用して、コンピュータの社内ディレクトリからダイヤルするには、次の手順に従います。

1 Webブラウザを開き、WebDialer対応の社内ディレクトリに移動します。
2 ダイヤルする番号をクリックします。

Personal Address Book（PAB;個人用アドレス帳）を使用してダイヤルするにはどうすればよいですか。Q.
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[>パーソナルディレクトリ]を選択してサインインします。個人用アドレス帳を選択し、一覧を検索します。A.

IP Communicatorを携帯電話で使用できますか。Q.

次の手順に従って、モバイルボイスアクセス機能を使用して携帯電話からコールを発信します。A.

1 モバイルボイスアクセス番号および個人識別番号をシステム管理者から入手します。

2 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。

3 （必要に応じて）携帯電話番号および個人識別番号を入力します。

4 「1」を押して、社内の IP電話にコールを発信します。
5 自分以外のデスクトップ電話番号をダイヤルします。

インターコムコールを発信するにはどうすればよいですか。Q.

インターコムの相手先が事前に設定されている場合は、インターコムの相手先の回線ボタンを押し、インターコム

のアラート音を聞いてから話を始めます。

A.

設定されていない相手と話をする場合は、インターコム回線ボタンを押します。インターコムの相手先の番号を入

力するか、短縮番号ボタンを押します。インターコムのアラート音が聞こえたら、話を始めます。

インターコムコールを受信するにはどうすればよいですか。Q.

インターコムのアラート音が聞こえたら、次のいずれかの方法でコールを処理します。A.

•単方向通話でメッセージを聴きます。

•アクティブなインターコム回線のボタンを押して、発信者と話をします。

•インターコムコールを選択して、[終了]を押します。

ビデオコールを発信するにはどうすればよいですか。Q.

ビデオコールを発信するには、次の条件を満たしている必要があります。A.

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

•システムで Skinny Call Control Protocol（SCCP）がサポートされている

•コール処理サーバーで Cisco IP Communicatorがビデオコールに対して有効に設定されている。ビデオコール
が有効な場合、Cisco IP Communicatorの電話機の画面の右下にビデオカメラアイコンが表示されます。

•ビデオコールを開始する前に、Cisco Unified Video Advantageを起動する必要があります。

•ビデオコールの相手先でも同じ条件を満たしている必要があります。また、ビデオ端末となるデバイスを使用
する必要もあります。

電話機のビデオコールを有効にする場合は、システム管理者に連絡してください。詳細については、次のURLにア
クセスして『CiscoUnifiedVideoAdvantageUser Guide』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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会議コール

会議コールを作成するにはどうすればよいですか。Q.

A. 1 コールが接続された状態で、[会議]を押します（[次へ]ソフトキーを押す必要がある場合があります）。

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 [会議]をもう一度押して、参加者をコールに追加します。

手順を繰り返して、他の参加者もコールに追加します。

会議の開催者以外のユーザに参加者の追加や削除を許可するかどうかは、システム管理

者が決定します。

（注）

会議の参加者リストを見るにはどうすればよいですか。Q.

[参加者]を押します。A.

参加者は会議に参加した順に一覧に表示されます。最後に参加した人がリストの一番上に表示されます。会議の開

催者は常にリストの一番下に表示され、名前の横にアスタリスク（*）が付いています。

[更新]を押すと、会議の参加者リストが最新の状態に更新されます。

参加者を会議から削除するにはどうすればよいですか。Q.

会議参加者リストを表示した状態で、参加者の名前を選択し、[削除]を押します。A.

会議に最後に追加した参加者を削除するには、会議参加者リストを表示した状態で、[ドロップ]を押します。

会議コールが安全なことを確認するにはどうすればよいですか。Q.

電話機の画面に表示された [会議]の後に [認証済コール]または [暗号化済コール]アイコンがあるかどうかを見ま
す。

A.

参加者が安全な電話からコールしていることを確認するには、電話機の画面に表示された参加者の名前の横に [認証
済コール]または [暗号化済コール]アイコンがあるかどうかを見ます。

複数のコールを参加させて会議を作成するにはどうすればよいですか。Q.

コールが 1つの電話回線にある場合：A.

1 アクティブなコールから会議に含める別のコールを選択し、[選択]を押します。
2 追加する各コールについて、ステップ 1を繰り返します。
3 [参加]を押します（[参加]を表示するために、[次へ]ソフトキーを押す必要がある場合があります）。

コールが複数の電話回線にある場合：
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1 アクティブなコールから [参加]を押します（[参加]を表示するために、[次へ]ソフトキーを押す必要がある場合
があります）。

2 会議に含めるコールの緑色に点滅している回線ボタンを押します。

3 次のいずれかになります。

•コールが参加状態になります。

•電話機の画面にウィンドウが表示され、参加させるコールの選択を要求するメッセージが表示されます。コー
ルを選択し、[選択]を押してから [参加]を押し、操作を完了します。

複数回線のコールの参加をサポートしていない電話機の場合は、1つの回線にコールを
転送してからコールを参加させます。

（注）

割り込みを使用して会議を作成するにはどうすればよいですか。Q.

シェアドラインの回線ボタンを押します。操作を完了するために、コールを選択して [C割込]を押す必要がある場
合があります。

A.

ミートミー会議を開始するにはどうすればよいですか。Q.

A. 1 システム管理者からミートミー電話番号を入手します。

2 その電話番号を参加者に配布します。

3 会議を開始する準備ができたら、オフフック状態にして、ダイヤルトーンを聞いてから、[ミートミー]を押しま
す。

4 ミートミー会議の電話番号をダイヤルします。

5 これで、参加者はその番号にダイヤルすれば、会議に参加できます。

開催者が会議に参加する前に参加者がダイヤルすると、話し中のトーンが聞こえます。

このような場合、参加者はかけ直す必要があります。

（注）

ミートミー会議に参加するにはどうすればよいですか。Q.

ミートミー会議の電話番号をダイヤルします（電話番号は会議の開催者から配布されます）。A.

開催者が会議に参加する前にダイヤルすると、話し中のトーンが聞こえます。このよう

な場合は、電話をかけ直す必要があります。

（注）

ミートミー会議を終了するにはどうすればよいですか。Q.

すべての参加者が通話を切る必要があります。会議の開催者が接続を断っても、会議は自動的に終了しません。A.
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メッセージング

• メッセージインジケータ

• ボイスメッセージ

メッセージインジケータ

説明コールまたは回

線の状態

ア

イ

コ

ン

この回線にはコールアクティビティがありません。オンフックの（受話器を置いた）状

態でダイヤル（プレダイヤル）すると、オフフックにする（受話器を取る）までコール

は処理されません。

オンフック回線

電話番号にダイヤルしているか、発信コールの呼出音が鳴っています。オフフック回線

相手側に接続されています。接続済みコール

回線の 1つでコールの呼出音が鳴っています。コール呼出し中

このコールを保留しました。コール保留中

回線を共有している別の電話機にコールが接続されました。リモート使用中

接続されているコールは安全です。認証済コール

接続されているコールは暗号化されています。暗号化されたコールは認証済みです。暗号化済コール

ビジーランプフィールドは、回線がアイドル状態であることを示しています。回線はアイドル

状態（BLF）

ビジーランプフィールドは、回線が話し中であることを示しています。回線は話し中

（BLF）

ビジーランプフィールドは、回線がサイレントモードに設定されていることを示してい

ます。

回線はサイレン

トモード

（BLF）

インターコム回線は使用されていません。インターコム回

線はアイドル状

態
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インターコム回線は、単方向で音声を送受信しています。単方向インター

コムコール

コールの受信者がインターコム回線のボタンを押して、発信者との双方向の音声機能を

アクティブにしました。

双方向インター

コムコール

ボイスメッセージ

ボイスメッセージサービスをセットアップするにはどうすればよいですか。Q.

メッセージボタンをクリックして、音声による指示に従ってください。電話機の画面にメニューが表示されたら、

該当するメニュー項目を選択します。

A.

新着のボイスメッセージを確認するにはどうすればよいですか。Q.

新着のボイスメッセージは、次のように音とインジケータ表示で知らされます。A.

表示インジケータ：

•ハンドセットのインジケータが点灯します（インジケータの種類はそれぞれ異なります）。

•封筒のアイコンが点滅し、電話機の画面にテキストメッセージが表示されます。

インジケータと [メッセージ受信]アイコンによる通知は、主回線でメッセージを受信し
た場合のみ表示されます。別の回線でボイスメッセージを受信しても表示されません。

（注）

音によるインジケータ：

•コールを発信するときに、ヘッドセットまたはスピーカーから断続トーンが聞こえます。断続トーンは回線ご
とに異なります。メッセージを受信している回線を使用している場合のみ、このトーンが聞こえます。

ボイスメッセージを聞いたり、ボイスメッセージメニューにアクセスするにはどうすればよいですか。Q.

メッセージボタンをクリックします。クリックすると、利用しているボイスメッセージサービスに応じて、メッ

セージサービスに自動ダイヤルするか、電話機の画面にメニューが表示されます。

A.

ボイスメッセージシステムにコールを送信するにはどうすればよいですか。Q.

[即転送]をクリックします。即転送機能によって、コール（呼出中または保留中のコールを含む）がボイスメッセー
ジシステムに自動的に転送されます。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。

A.

ボイスメッセージのインジケータ設定を変更するにはどうすればよいですか。Q.

A. 1 右クリックして、メニューから [Cisco Unified CMユーザオプション]を選択します。
2 Cisco Unified CMユーザオプションのWebページにサインインします。
3 デバイスを選択します。
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4 [回線の設定]をクリックし、[メッセージ受信ランプ]セクションの内容を変更します。通常、デフォルトのポリ
シーでは、新着のボイスメッセージを受信すると、インジケータが点灯します。

オーディオデバイスおよび設定

オーディオ調整ウィザードとは何ですか。Q.

オーディオ調整ウィザードは、インストールされているオーディオデバイスの選択および調整のプロセスを順に案

内する機能です。オーディオ調整ウィザードは、インストール後に初めて Cisco IP Communicatorを起動したときに
自動的に表示されます。

A.

ボリュームコントロールが内蔵されているヘッドセットなど、音量調節機能の付いたオーディオデバイスを調整す

る場合は、オーディオ調整ウィザードを実行する前に、デバイスの音量レベルを最大に設定します。

オーディオ調整ウィザードでは、オーディオモードごとに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ように設定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別の作業です。理想的には、各デバイスは一度だけ調整し、音質

に問題がある場合だけ再調整するようにします。

[オーディオ設定の確認]ウィンドウが表示されます。どうすればよいでしょうか。Q.

次のいずれかのボタンを選択します。A.

•元に戻す -このオーディオデバイスを以前の設定に戻す

•調整 -このデバイスを再調整する

•スキップ -変更済みの設定を維持する（サウンドカードをミュートのままにするなど）

デバイスの最後の調整以降に音量を変更（またはミュート）した場合は、その後の起動時に [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り、USBヘッドセットや
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は、このウィンドウが表示されます。

オーディオモードとは何ですか。Q.

Cisco IP Communicatorで使用する予定の各オーディオデバイスに、次のオーディオモードのうち 1つを割り当てる
必要があります。

A.

•ヘッドセットモード

•スピーカーフォンモード

•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ことで、オーディオの入出力に使用するオーディオデバイスを Cisco IP Communicator
が認識できるようになります。
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デフォルトでは、Cisco IP Communicatorはすべてのオーディオモードおよび呼出音に 1つのオーディオデバイスを
選択します。このデバイスには、たとえばサウンドカードなどを指定できます。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ヘッドセットがある場合、ヘッドセットモー
ドを選択し、ヘッドセットボタンをクリックしてアクティブにできます。

デフォルト設定のまま使用することも、設定を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、ヘッドセットモードに割り当てます。

•外部 USBスピーカーフォンを使用する場合は、スピーカー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、ハンドセットモードに割り当てます。

•アナログの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。

•外部スピーカーフォンデバイスがない場合は、コンピュータのサウンドカードを選択して、スピーカーフォン
モードに割り当てます。

•コールを受信したことを知らせるデバイスに呼出音を割り当てます。ただし、呼出音をサウンドカードに割り
当てた場合、アナログのヘッドセットをコンピュータに接続すると、ヘッドセットを装着していないときは呼

出音が聞こえません。

IP Communicatorでヘッドセットを使用するにはどうすればよいですか。Q.

点灯していないヘッドセットボタンをクリックします。これにより、このモードに選択したデバイスがアクティブ

になります。

A.

ヘッドセットモードをデフォルトのモードに設定する場合は、点灯していないヘッドセットボタンをクリックし

て、[終了]をクリックします。

ヘッドセットモードは、ヘッドセットボタンが点灯している間、デフォルトのオーディオモードになります（ただ

し、USBハンドセットが有効になっている場合を除く）。

IP Communicatorでハンドセットを使用するにはどうすればよいですか。Q.

USBハンドセットをオフフック（受話器を取った状態）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にする方法は、ハンドセットの仕様によって異な
ります。オンフック/オフフックを切り替えるボタンまたはオンボタンを押すことが必要になる場合があります。

A.

IP Communicatorをスピーカーフォンとして使用するにはどうすればよいですか。Q.

スピーカーボタンをクリックします。これにより、このモードに選択したデバイスがアクティブになります。A.

デフォルトでは、スピーカーフォンモードは、ソフトキー、回線ボタン、または短縮ダイヤルボタンをクリックす

ると、アクティブになります（ただし、USBハンドセットが有効になっている場合を除く）。

呼出音をアクティブにするにはどうすればよいですか。Q.

呼出音は、着信コールを受信するとアクティブになります。A.
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IP Communicatorで音量を調節するにはどうすればよいですか。Q.

通話中に音量レベルを調節するには、通話中またはダイヤルトーンが聞こえてから、音量ボタンをクリックするか、

キーボードの Page Up/Page Downキーを押します。[保存]をクリックすると、新たに設定した音量が現在アクティ
ブなオーディオモードのデフォルトの音量レベルとして保持されます。

A.

呼出音の音量レベルを調節するには、Cisco IP Communicatorがオンフックの状態（アクティブなコールまたはダイ
ヤルトーンがない状態）で、音量ボタンをクリックします。新たに設定した呼出音の音量が自動的に保存されます。

回線の呼出音を変えるにはどうすればよいですか。Q.

A. 1 設定ボタンをクリックして、[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呼出音設定を選択します。

3 呼出音を選択して、試聴します。

4 [選択]を押してから、[保存]を押して呼出音を設定するか、[キャンセル]を押しま
す。

呼出音のパターンを変えるにはどうすればよいですか。Q.

A. 1 右クリックして、メニューから [CiscoUnifiedCMユーザオプション]を選択します。
2 Cisco Unified CMユーザオプションのWebページにサインインします。
3 デバイスを選択します。

4 [回線の設定]をクリックし、[呼出音の設定]セクションで項目を選択します。

オーディオのトラブルシューティング

音量に関連した問題の場合は、まず Cisco IP Communicatorの音量ボタンをクリックして、音量を調節してみます。

別の相手に電話をかけて、問題の原因が IP Communicatorにあるのか、リモートの電話機にあるのかを判断します。問
題の原因が相手の電話機にあると推測される場合は、IP Communicatorの音量を調節します。その際、オーディオ調整
ウィザードを使用して、設定を変更しないようにしてください。ウィザードでの設定は、一部にしか適用されない場合

があるためです。

システム管理者から、トラブルシューティングに必要な詳細情報を取得するために、ロギングの有効化を依頼される場

合があります。

音量レベルに問題がある場合は、次のガイドラインに従ってください。

•オーディオ調整ウィザードで、まずマスター音量スライダを動かして調整します。この設定はサウンドを再生す
るすべてのアプリケーションに影響するため、別のアプリケーション（MicrosoftWindowsMediaPlayerやRealPlayer
など）で設定をテストして、音量レベルが適切であることを確認してください。

•オーディオ調整ウィザードで、マスター音量を調整してから、Wave音量スライダを動かして、電話に適切な音量
レベルに合わせます。
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Microsoft Windowsで音量設定を変更した場合は、オーディオ調整ウィザードをもう一度実行して（ガイドラインに従
う）、マスター音量とWave音量の設定を再調整します。

相手側の音が大きすぎます。Q.

音量ボタンをクリックして、音量を調節してみます。A.

オーディオ調整ウィザードを起動し、現在のオーディオデバイスのスピーカーの音量を調節します。

こちら側の音が大きすぎると相手側から言われました。Q.

ヘッドセットを使用している場合は、マイクブームを口から若干離して、あごの方に動かします。A.

それでも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の

音量を下げます。

相手側の音がまだ大きすぎる場合は、オーディオ調整ウィザードで、デバイスのマイクブースト機能を無効にしま

す。

相手側の音が小さすぎます。Q.

音量ボタンをクリックして、音量を調節してみます。A.

オーディオ調整ウィザードを起動し、現在のオーディオデバイスのスピーカーの音量を調節します。

こちら側の音が小さすぎると相手側から言われました。Q.

ヘッドセットを使用している場合は、IP Communicatorがスピーカーフォンモードではなく、ヘッドセットモード
で作動中であることを確認してください。ヘッドセットボタンが点灯していれば、ヘッドセットモードで作動して

います。ヘッドセットボタンが点灯していない場合は、ボタンをクリックします。

A.

ヘッドセットを使用している場合は、マイクブームが正しい位置にあることを確認してください。

それでも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の

音量を上げます。ボリュームコントロールが内蔵されている USBヘッドセットなど、音量調節機能の付いたオー
ディオデバイスの場合は、ウィザードで音量を調節する前に、デバイスの音量レベルを最高レベルに設定します。

それでも音が小さすぎる場合は、オーディオ調整ウィザードで、オーディオデバイスのマイクブースト機能を有効

にします。

相手方の音がはっきり聞こえません。Q.

IP Communicatorをリモートで使用している場合は、[低帯域幅の最適化]を有効にします（右クリックして [設定]を
選択し、[オーディオ]タブをクリック）。

A.

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。

相手側にマイクの音量を下げてもらいます（可能な場合）。

こちら側の音がはっきり聞こえないと相手側から言われました。Q.

オーディオ調整ウィザードを起動し、現在のオーディオデバイスのマイクの音量を調節します。A.

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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相手側の音が遠く聞こえるか、不自然に聞こえます。Q.

ヘッドセットを使用している場合は、IP Communicatorがスピーカーフォンモードではなく、ヘッドセットモード
で作動中であることを確認してください（ヘッドセットボタンが点灯）。

A.

こちら側の音が遠く聞こえるか、不自然に聞こえると、相手側から言われました。Q.

[低帯域幅の最適化]を有効にします（右クリックして [設定]を選択し、[オーディオ]タブをクリック）。A.

相手側の声が、実際にはない沈黙によって中断されたり、乱れて聞こえたりします。Q.

次の操作を実行してみてください。A.

•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たり、電子メールのメッセージを送信
するなどネットワークへの負荷が高いタスクを実行したりすると、音質が低下することがあります。

•スピーカーフォンを使用していないことを確認します。

•別のオーディオ設定を選択してみます。右クリックして [設定]を選択し、[オーディオ]タブをクリックして、
[詳細]ボタンをクリックします。

• IP Communicatorをリモート接続で使用している場合（自宅やホテルから VPN接続している場合など）は、帯
域幅の不足により、音質が低下することがあります。[低帯域幅の最適化]機能を有効にします（右クリックし
て [設定]を選択し、[オーディオ]タブをクリックします）。

•サウンドカードとオーディオドライバが正しくインストールされていることを確認します。

ネットワークが混雑していたり、データトラフィックに問題がある場合は、ポップノ

イズやクリックノイズが聞こえたり、音が途切れたりすることがあります。

（注）

背後の雑音が聞こえるせいで、スピーカーからの声がよく聞こえません。Q.

次の操作を実行してみてください。A.

•スピーカーを静かな場所に移動してもらいます。

•ノイズ抑制機能を有効にするか、ノイズ抑制レベルを上げます（右クリックして [設定]を選択し、[オーディ
オ]タブをクリックして、[詳細]ボタンをクリックします）。ノイズ抑制機能をマイク（入力デバイス）に適用
すると、リモートエンドへのノイズの伝達を防ぐことができます。

•会議コールに参加している場合は、他の参加者に、話をしていない間は電話機をミュートにしてもらいます。

音が反響します（エコー）。Q.

次の操作を実行してみてください。A.

•相手側にマイクまたはスピーカーの音量を下げてもらいます（可能な場合）。
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•相手側がCisco IP Communicatorをスピーカーフォンとして使用している場合は、スピーカーボタンが点灯して
いることを確認してもらいます。

•こちら側のサウンドカードにより、スピーカーからの音声がマイクへと伝えられていないことを確認します。
次の手順を実行します。

1 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]タブを選択）。

2 [音の再生]の [音量]ボタンをクリックします。

3 [オプション] > [プロパティ] > [再生]の順に選択し、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に
なっていることを確認して、[OK]をクリックします。

[ボリュームコントロール]ウィンドウで、[マイク]列の [ミュート]がオンになっていることを確認します。一部の
サウンドデバイスにはマイク入力が複数ある場合があり（内部入力と外部入力など）、そこからスピーカーデバイ

スの音が拾われて、フィードバックが起こっている可能性があります。

相手側で音が反響します（エコー）。Q.

次の操作を実行してみてください。A.

•オーディオ調整ウィザードを起動し、現在のオーディオデバイスのマイクの音量を下げます。マイクブースト
が無効になっていることを確認します。次に、相手に電話をかけて、新たに設定した音量を確認します。

•コンピュータをスピーカーフォンとして使用している場合は、スピーカーボタンを点灯させたままにします。

•他の手段で解決できない場合は、オーディオデバイスを変えます。

•ヘッドセットや USBハンドセットを接続せずにラップトップを使用している場合は、3つのすべてのモードが
サウンドカードにマッピングされるため、すべてのモードがスピーカーフォンのように作動します。デバイス

をスピーカーフォンモードにします。

相手側でこちらの声がまったく聞こえません（ただし、こちらでは相手の声が聞こえます）。Q.

以下の条件をすべて満たしていることを確認します。A.

•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で、ミュートが有効になっていない。

•スピーカーとマイクのプラグがコンピュータ上のオーディオジャックに正しく接続されている。

•別のアプリケーション（サウンドレコーダーや別のソフトウェアベース電話機など）でマイクを使用していな
い。

相手側はこちらの声が聞こえるが、こちらでは音が一切聞こえません。Q.

次の操作を実行してみてください。A.

•スピーカーとマイクのプラグがコンピュータ上のオーディオジャックに正しく接続されていることを確認しま
す。

• [コントロールパネル]で、システムサウンドデバイスの音量とミュート設定を確認します。
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• IP Communicatorの音量設定（音量ボタンとオーディオ調整ウィザードの両方の設定）を確認します。

双方が同時に話すことができません。Q.

全二重サウンドカードを使用していることを確認してください。A.

ダイヤルトーンなどの音が一切聞こえません。Q.

ドッキングステーションを使用していて、オーディオデバイスがそれに接続されている場合は、コンピュータも

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てください。

A.

それでも何も聞こえない場合は、IP Communicatorを再起動します。

Windowsの起動時に IP Communicatorを使用すると、音質が低下します。Q.

Windowsのスタートアッププロセスが完了していることと、ロード中のアプリケーションがほかにないことを確認
してから、IP Communicatorを使用してください。

A.

ワークステーションのメモリ残量が少なくなると、音質が低下します。Q.

約 60MBの物理メモリが使用可能な状態で IP Communicatorを使用することをお勧めします。別のアプリケーション
がワークステーションのメモリを使用するため、この容量はワークステーションに必要な最小メモリ容量とは異な

A.

ります。使用可能な RAM容量の不足による音の歪みをなくすには、オペレーティングシステムを含め、他のアプ
リケーションで使用するメモリのほかに IPCommunicatorで使用するメモリが十分に確保されることを確認します。
音の歪みが発生している場合は、IP Communicatorの実行時に一部のアプリケーションを終了するか、PCのRAMを
増設します。

使用可能な帯域幅を消費する他のアプリケーションと一緒に IP Communicatorを使用すると、音質が低下します。Q.

コールがアクティブな間は、大量の帯域幅を使用するアプリケーション（たとえば、サイズの大きいファイルの転

送、ビデオの送受信、画面共有処理を実行するアプリケーションなど）の使用をできるだけ控えます。

A.

ラップトップを移動すると、音質が低下します。Q.

一部のコンピュータメーカーでは、ラップトップを移動するときにコンピュータのハードドライブへの損傷を防ぐ

ためのHDD保護と呼ばれる機能を導入しています。この機能は、ワークステーションで実行中のアプリケーション
A.

に一時的な影響を与える場合があります。この機能が有効になっているコンピュータは、コールがアクティブな間

は物理的に移動しないことをお勧めします。
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