7 プレゼンスの指定
コンピュータで Cisco Unified Personal Communicator を実行している間は、自分のプレゼンス ステータ
ス（応対可能、不在など）が他のユーザに対して自動的に通知されます。
次の手順を使用して、他のユーザに通知する自分のステータスを指定することもできます。
手順

方法

表示するステータスを選択します。

コンソール上部付近にある現在のステータスを
クリックし、オプションを選択します。

このステータスは、別のステータスに変更する
か、Cisco Unified Personal Communicator を終了す
るまで表示されます。

クイック スタート ガイド

表示するステータスを決定するための設定を行 ［CiscoUPC］>［設定］を選択し、［ステータス］
います。
をクリックしてオプションを選択します。

8 詳細情報
すべての機能の詳細情報は、Cisco Unified Personal Communicator の実行中に利用できるオンライン ヘ
ルプで参照できます。
［ヘルプ］>［CiscoUPC のヘルプ］の順に選択します。
最新の情報については、
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6844/tsd_products_support_translated_end_user_guides_list.html で提
供されている『ユーザ ガイド』を参照してください。
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これらの操作を行う方法はいくつもありますが、このガイドでは説明を簡潔にするた
めに、それぞれの機能について 1 つの方法だけを紹介しています。

1 使用する前に

3 コールへのビデオの追加

Cisco Unified Personal Communicator のインストールとセットアップがまだ完了していない場合は、こ
のガイドの詳細情報に記載されている URL から『ユーザ ガイド』を入手して第 1 章を参照してくだ
さい。

ステップ 1

カメラが接続されていて、ソフト フォンが使用されていることを確認します（使用す
る前にセクションを参照してください）
。

ステップ 2

アクティブな会話ウィンドウで
を選択します。

ビデオを使用する場合は、コンソール上部付近にある電話モード アイコンをクリックし、
［ソフトフォ
ン］を選択します。

をクリックし、
［ビデオをコールに追加する］

相手がビデオを追加しない場合は、自分のビデオのみが表示されます。

2 コールの発信
4 電話会議の作成
（注）

いつでもデスクの電話を使用して、コールの発信や受信が行えます。

新規のコールを既存のコールまたは会議に結合できます。

他のユーザへのコール

ステップ 1

既存のコールまたは会議が保留中であることを確認します。

コールする電話番号を社内ディレクトリで検索する手順は、次のとおりです。

ステップ 2

新規のコールが保留中でない ことを確認します。

ステップ 3

アクティブな会話ウィンドウで
択します。

ステップ 4

さらに新しい人を追加するには、この手順を繰り返します。

ステップ 1

検索フィールドに、検索する人のフルネーム、姓、名、ユーザ名、電話番号の一部ま
たはすべてを入力します。
検索では大文字と小文字は区別されません。また、入力した文字列は名前のどの位置
にあっても検索されます。たとえば、
「and」を検索すると、
「Anderson」と「Cassandra」
のいずれも検索されます。ユーザ名とは、電子メールアドレスの「@」記号の前にあ
る名前の部分などです。

ステップ 2

Return キーを押します。

ステップ 3

検索ウィンドウに表示された名前の一覧で、Control キーを押しながらコールする相手
の名前をクリックし、［音声コールをかける］を選択します。

5 連絡先の追加
社内ディレクトリに登録されている連絡先を、自分の連絡先一覧に追加できます。
ステップ 1
ステップ 2

任意の電話番号へのコール

ステップ 3

ステップ 1

コンソール下部にある

ステップ 2

ダイヤルする番号を入力するか、貼り付けるか、選択します。

追加する人を検索します（他のユーザへのコールで説明した検索手順を使用します）。
検索結果の一覧で、追加する人の名前をクリックします。
［連絡先］>［連絡先に追加］>［General］の順に選択します。

をクリックします。

この番号は、デスクの電話でダイヤルするときと同じものを使用します。たとえば、
デスクの電話で社外にコールするときに目的の電話番号の前に 9 を付けている場合
は、ダイヤル パッド ウィンドウでも 9 を付ける必要があります。
ステップ 3

をクリックし、保留中のコールまたは会議を選

6 インスタントメッセージの送信
ステップ 1

Return キーを押します。

連絡先一覧に登録されている人へのコール
自分の連絡先一覧に連絡先が追加されている場合は（連絡先の追加を参照）、連絡先一覧からコールを
発信できます。
ステップ 1

連絡先一覧で名前をクリックします。

ステップ 2

コンソール下部にある

をクリックします。

Cisco Unified Personal Communicator コンソールで名前をクリックします。

ステップ 2

をクリックします。

ステップ 3

メッセージを入力します。

ステップ 4

Return キーを押します。

