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第 1 章

電話機能

• Cisco DX650ハードウェア, 1 ページ

• 動作モード, 4 ページ

• 省電力, 5 ページ

• クリーニング, 5 ページ

Cisco DX650 ハードウェア

会議ボタン10プライバシーシャッタースライドス

イッチ

1

転送ボタン11カメラ2
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音量ボタン12タッチスクリーン3

スピーカーボタン1312キーダイヤルパッド4

ビデオの停止ボタン14マイクロセキュアデジタル標準容量

（HDSC）スロット
5

ヘッドセットボタン15ロックボタン6

ミュートボタン16USBポート7

ライトストリップを備えたハンド

セット

17通話終了ボタン8

保留ボタン9

Cisco DX650 ケーブルの設置

コンピュータポート6ケンジントンセキュリティスロット (Kスロッ
ト)

1

補助ポート7Micro B USBポート2

USB 2.0ポート83.5 mmステレオライン入力/出力端子3

HDMIタイプ Aポート9電源ポート4

ネットワークポート5

フックスイッチクリップの取り外し

電話機には、フックスイッチを固定するクリップが付いている場合があります。その場合は、電

話機を使用する前に、受け台からフックスイッチクリップを取り外してください。クリップが取

り外されていると、ハンドセットを取り上げたときにフックスイッチがわずかに上がります。
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TAPS 登録
Tool for Auto-Registered Phones Support（TAPS）は、新しい電話機に使用するか、または既存の電
話機の交換に使用します。 TAPSに登録するには、ハンドセットを取り上げて、システム管理者
から提供された TAPS内線番号を入力し、音声プロンプトに従います。地域コードを含む、完全
な内線番号を入力するように指示される場合があります。電話機に確認メッセージが表示された

ら、ハンドセットを置きます。電話機が再起動します。

ハンドセット

次の表では、ハンドセットの使用方法について説明します。

結果実行する操作

ハンドセットを取り上げると、オフフックになります。受け台

に戻すと、オンフックになります。

呼び出す回線は自動的に選択されます。毎回プライマリ回線を

選択するオプションについては、[システム管理者（System
Administrators）]にお問い合わせください。

ハンドセットを使用する

または を押し、ハンドセットを受け台に戻します。コール中に、スピーカーフォン

またはヘッドセットに切り替え

る

コール中またはダイヤルトーンが聞こえているときに

を押します。

コールの音量レベルを調節する

カメラ

プライバシーシャッタースライドスイッチをスライドしてカメラシャッターを開閉します。

同時にカメラを使用できるアプリケーションは 1つだけです。カメラの使用が必要となる別のア
プリケーションをビデオコール中に起動すると、そのアプリケーションがクラッシュする可能性

があります。

外部カメラが接続されている場合、そのカメラが通話アプリケーションのデフォルトのカメラと

なります。その他のアプリケーションは引き続き内部カメラを使用します。

関連トピック

外部カメラ, （116ページ）
ビデオコール, （44ページ）
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ケーブルロック

ラップトップケーブルロックを使用して、電話機をデスクトップに固定できます。ロックを電

話機の背面にあるセキュリティスロットに接続し、ケーブルを卓上に固定することができます。

セキュリティスロットには最大 20 mm幅のケーブルを挿入できます。互換性のあるラップトッ
プケーブルロックとして Kensington製のラップトップケーブルロックの他、電話機の背面にあ
るセキュリティスロットに適合するその他のメーカー製ラップトップケーブルロックがありま

す。

動作モード
お使いの電話は、システム管理者による設定によって、異なるモードで動作します。

拡張モード

拡張モードから、すべての機能にアクセスできます。

簡易モード

システム管理者が簡易モードを有効にした場合、ホーム画面、通話アプリケーション、および設

定アプリケーションにのみアクセスできます。簡易モードでは、音声検索を含む通話および設定

アプリケーションの一部の機能は無効です。簡易モードで連絡先を作成できますが、その連絡先

はExchangeやその他のアカウントと同期されません。ホーム画面にショートカットやウィジェッ
トを追加したり、壁紙を変更したりすることはできません。簡易モードでは、USBストレージデ
バイスや SDカードをサポートしていません。

簡易モードでは、外部カメラとの Dual Independent Displayをサポートしています。

システム管理者が簡易モードを有効または無効にした場合は、電話機が再起動します。

パブリックモード

システム管理者がパブリックモードを有効にした場合、通話アプリケーションのみにアクセスで

きます。パブリックモードでは、音声検索、Visual Voicemail、および、Bluetoothを介して携帯
電話から共有される連絡先を保存する機能を含めた、通話アプリケーションの機能の一部が無効

になります。

パブリックモードでは、ロック画面へのアクセス、および、暗証番号またはパスワードの設定が

できません。パブリックモードでは、USBストレージデバイスや SDカードをサポートしてい
ません。

システム管理者がパブリックモードを有効または無効にした場合は、電話機が再起動します。
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省電力
電話機は、Cisco EnergyWiseプログラムをサポートしています。節電のための電話機のスリープ
（電源オフ）とウェイク（電源オン）の時間はシステム管理者が設定できます。

電話機のスリープの時間が設定されている場合、設定されたスリープ時間の10分前になるとロッ
クボタンの点滅が始まります。システム管理者が音声アラートを有効にした場合は、呼出音が鳴

ります。呼出音は、次のスケジュールに従って再生されます。

•電源オフの 10分前に、呼出音が 4回再生されます。

•電源オフの 7分前に、呼出音が 4回再生されます。

•電源オフの 4分前に、呼出音が 4回再生されます。

•電源オフの 30秒前に、呼出音が 15回、または電話機の電源がオフになるまで再生されま
す。

スリープ時に電話機が非アクティブ（アイドル）の場合は、電話機の電源がオフになることを通

知するメッセージが表示されます。電話機をアクティブのままにするには、画面をタップする

か、電話機のいずれかのキーを押します。

電話機がアクティブ（通話中など）の場合、電話機が非アクティブになってしばらく経ってから、

電源のシャットダウンが保留中であることを示す通知が表示されます。シャットダウンが実行さ

れる前に、電話機の電源がオフになることを通知するメッセージが表示されます。

スケジュールされた時間に、電話機の電源はオンになります。スケジュールされた時間よりも前

に電話機の電源をオンにするには、 を押します。

ウェイク時間とスリープ時間は、通常勤務する設定済みの日にリンクされています。要件が変

わった（たとえば、勤務時間または勤務日が変わった）場合は、電話機の設定を調整するようシ

ステム管理者に依頼してください。

EnergyWiseおよび電話機の詳細については、システム管理者にお問い合わせください。

クリーニング
タッチスクリーンを拭くときは、乾いた柔らかい布だけを使用します。液体や粉末は電話機に対

して使用しないでください。電話機の部品に入り込み、故障の原因になる可能性があります。
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第 2 章

電話機のセットアップ

• 有線ネットワーク接続, 7 ページ

• ワイヤレスネットワークへの接続, 8 ページ

• 非表示のワイヤレスネットワークへの接続, 8 ページ

• ワイヤレスネットワークの編集, 9 ページ

• ワイヤレスネットワークの削除, 9 ページ

• TFTP, 9 ページ

• 電話機の設定, 10 ページ

有線ネットワーク接続
電話機は有線ネットワークに接続できます。

また、有線接続をコンピュータと電話機の間で共有することもできます。

ロックボタンで電話機を再起動した場合、ネットワーク接続が切断されることがあります。（注）

有線ネットワークへの接続

手順

イーサネットケーブルをネットワークポートからネットワークに接続します。
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コンピュータとの有線ネットワーク接続の共有

手順

ステップ 1 イーサネットケーブルをネットワークポートからネットワークに接続します。

ステップ 2 イーサネットケーブルをコンピュータポートからコンピュータのネットワークポートに接続し

ます。

ワイヤレスネットワークへの接続

手順

ステップ 1 設定アプリケーションで、[Wi-Fi（Wi-Fi）]をオンに切り替えます。

ステップ 2 利用可能なネットワークの一覧から、無線ネットワークを選択します。

ステップ 3 認証情報を入力し、[接続（Connect）]をタップします。

非表示のワイヤレスネットワークへの接続

手順

ステップ 1 設定アプリケーションで、[Wi-Fi（Wi-Fi）]をオンに切り替えます。

ステップ 2 [ネットワークを追加（Add Network）]をタップします。

ステップ 3 ネットワークの SSIDを入力し、セキュリティモードを選択して、認証情報を入力してから、[保
存（Save）]をタップします。

ステップ 4 ネットワークを選択してから [接続（Connect）]をタップします。
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ワイヤレスネットワークの編集

手順

ステップ 1 設定アプリケーションで、使用可能なネットワークのリストからワイヤレスネットワークをタッ

プして長押しします。

ステップ 2 [ネットワークを変更（Modify Network）]をタップします。

ワイヤレスネットワークの削除

手順

ステップ 1 設定アプリケーションで、使用可能なネットワークのリストからワイヤレスネットワークをタッ

プして長押しします。

ステップ 2 [ネットワークを削除（Delete Network）]をタップします。

TFTP
Trivial File Transfer Protocol（TFTP）サーバに接続すると、電話機の設定、接続の調整、ファーム
ウェアアップデートの取得ができます。 TFTPサーバアドレスの詳細については、システム管理
者に連絡してください。

TFTP サーバへの接続

手順

ステップ 1 設定アプリケーションで、[詳細...（More....）]をタップします。

ステップ 2 [TFTPサーバの設定（TFTP Server Settings）]をタップします。

ステップ 3 [代替TFTPサーバの使用（Use Alternate TFTP Server）]をタップします。

ステップ 4 [TFTPサーバ1（TFTP Server1）]をタップします。

ステップ 5 TFTPサーバアドレスを入力し、[OK]をタップします。
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電話機の設定
電話機を初めて電話機をオンにするときは、電話機を設定するよう要求されます。管理者が電話

機を設定した場合、次の一部または全部の手順は不要です。

手順

ステップ 1 ワイヤレスネットワークアクセスの設定電話機を有線ネットワークに接続している場合、この

手順は不要です。

ステップ 2 構外の導入のみ：Expresswayへのサインインが要求された場合は、システム管理者によって提供
されたサービス名、ユーザ名、およびパスワードを入力してください。

ステップ 3 プロンプトが表示されたら、TFTPサーバの設定を入力して、[続行（Continue）]をタップします。
ファームウェアの更新を入手できる場合、インストールして電話機を再起動します。

ステップ 4 [ようこそ（Welcome）]画面で、[ここをタップして開始します（Tap here to begin）]を選択し、セ
ルフプロビジョニング（プロンプトが表示された場合）、アプリケーションの設定、暗証番号ま

たはパスワードの選択のプロンプトに従います。

セルフプロビジョニングでの電話機のプロビジョニング

手順

ステップ 1 ユーザ名、パスワード、および Cisco Unified Communications Managerのサーバアドレスを入力し
ます。

ステップ 2 [サインイン（Sign In）]をタップします。

アプリケーションの設定

[スキップ（Skip）]をタップして、これらのアプリケーションの設定をスキップします。（注）
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手順

ステップ 1 [始めるには（Get started）]をタップします。

ステップ 2 画面に表示される手順に従い、WebExの認証情報を入力します。

ステップ 3 画面に表示される手順に従い、Jabberの認証情報を入力します。

ステップ 4 画面に表示される手順に従い、ボイスメールの認証情報を入力します。

ステップ 5 画面に表示される手順に従い、メールの認証情報を入力します。

暗証番号の追加

手順

ステップ 1 暗証番号またはパスワードを設定するようプロンプトが表示されたら、[OK]をタップします。

ステップ 2 [暗証番号（PIN）]をタップします。

ステップ 3 暗証番号を入力して、[続行（Continue）]をタップします。暗証番号は 4桁以上必要です。

ステップ 4 暗証番号の確認のため、もう一度暗証番号を入力し、[OK]をタップします。

パスワードの追加

手順

ステップ 1 [暗証番号（PIN）]または [パスワード（Password）]を設定するようプロンプトが表示されたら、
[OK]をタップします。

ステップ 2 [パスワード（Password）]をタップします。

ステップ 3 パスワードを入力して、[続行（Continue）]をタップします。パスワードは、4桁以上にする必要
があります。

ステップ 4 パスワードの確認のため、もう一度パスワードを入力し、[OK]をタップします。
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カスタマイズと設定

• ホーム画面, 13 ページ

• ロック画面, 16 ページ

• 呼出音の変更, 18 ページ

• 電話機の着信音の音量調整, 18 ページ

• 電話スクリーンの明るさを変更する, 18 ページ

• Cisco Unified Communicationsセルフケアポータル, 19 ページ

• AnyConnect VPN, 19 ページ

ホーム画面
ホーム画面は横向きになっています。ウィジェットとショートカットはホーム画面の任意の位置

に配置できます。

ワークスペース

複数のワークスペースをセットアップすることができます。ワークスペースごとに、任意の設

定で、さまざまなウィジェットやショートカットを配置できます。

ワークスペースの切り替え

手順

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

す。
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ホーム画面の設定

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

定します。

ホーム画面へのアプリケーションアイコンの追加

手順

ステップ 1
をタップします。

ステップ 2 アプリケーションをタップして、長押しします。

ステップ 3 ホーム画面のワークスペースの空白の領域にアプリケーションアイコンをドラッグします。

ウィジェット

ウィジェットとは、ホーム画面に配置できる小型のアプリケーションです。ウィジェットを使用

すると、アプリケーション全体から簡単な情報や一部の機能を使用できるようになります。

次の表は、電話機で使用できるウィジェットの一部を紹介しています。

予定が表示されます。カレンダー

アナログの時計が表示されます。Cisco Clock

予定されているWebEx会議が表示されます。Cisco WebEx会議

連絡先の中の 1件のアイコンが表示されます。このアイコンをタップす
ると、当該の連絡先のクイックコンタクトバッジが開きます。

連絡先

設定されたアプリケーションのショートカット。デスクトップウィ

ジェット

デジタル時計が表示されます。デジタル時計

連絡先の中の 1件のアイコンが表示されます。このアイコンをタップす
ると、その連絡先に発信します。

直接発信

最近のメールメッセージが表示されます。Eメール

お気に入りの連絡先が表示されます。お気に入り

最近の通話、不在着信、メッセージ、短縮ダイヤルがすべて表示されま

す。

電話
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[不在転送（Forward All Calls）]、[公開設定（Privacy）]、[着信拒否（Do
Not Disturb）]、[モビリティ（Mobility）]、[セルフビュー（Self view）]
の各機能のオンとオフを切り替えます。

電話機能

ホーム画面へのウィジェットの追加

手順

ステップ 1
を押します。

ステップ 2 [Widgets（Widgets）]をタップします。

ステップ 3 ウィジェットをタップして、長押しします。

ステップ 4 ホーム画面のワークスペースの空白の領域にウィジェットをドラッグします。

ウィジェットまたはアイコンの移動

手順

ウィジェットまたはアイコンをホーム画面の空白の領域にドラッグします。ウィジェットまたは

アイコンを画面のいずれかの端にドラッグして、ウィジェットまたはアイコンを別のワークス

ペースに配置します。

ウィジェットまたはアイコンの削除

手順

ステップ 1 ウィジェットまたはアイコンをタップして長押しします。

ステップ 2 そのウィジェットまたはアイコンを [削除（Delete）]にドラッグします。そのウィジェットまた
はアイコンが削除され、[削除（Delete）]が非表示になります。
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壁紙の変更

手順

ステップ 1 ホーム画面の空きエリアをタップして、長押しします。

ステップ 2 [壁紙（Wallpapers）]をタップします。

ステップ 3 壁紙を選択します。

ロック画面
ロック画面は電話機がロックされている（アクティブ状態でない）ときに表示されます。

電話機をロック解除するには、暗証番号またはパスワードを使用します。暗証番号またはパス

ワードは電話機に保存されており、その他のサービスで使用している暗証番号やパスワードとは

異なります。

画面がロックされるまでの電話機の非アクティブ時間を設定することができます。システム管理

者が勤務時間中に画面がロックされないようにすることができます。

デフォルトでは、電話機をロック解除するとホーム画面が表示されます。電話機をロック解除す

ると通話アプリケーションを起動するよう設定することができます。

画面のロック解除

手順

ステップ 1 PINを入力します。

ステップ 2 [#]を押すか、[ロック解除（Unlock）]をタップします。

ロック画面からの緊急通報の発信

手順

ステップ 1 [?]をタップします。

ステップ 2 [緊急通報（Emergency call）]をタップします。
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失われた暗証番号またはパスワードのリセット

手順

ステップ 1 [?]をタップします。

ステップ 2 [暗証番号を忘れた場合（Forgot PIN）]または [パスワードを忘れた場合（Forgot Password）]を
タップします。

ステップ 3 Cisco Unified Communications Managerまたは Google™アカウントを選択し、認証情報を入力しま
す。選択できるのはアクティブなアカウントのみです。

ステップ 4 暗証番号またはパスワードをリセットします。これで電話機のロックが解除され、新しい暗証番

号またはパスワードの利用が可能になります。

ロック画面での通話アプリケーションの表示

手順

ステップ 1 設定アプリケーションで、[セキュリティ（Security）]をタップします。

ステップ 2 [デフォルトアプリ（Default App）]をタップします。

ステップ 3 [ロック画面で電話アプリを表示（Display phone app on lock screen）]をタップします。

バックライト消灯の設定

手順

ステップ 1 設定アプリケーションで、[セキュリティ（Security）]をタップします。

ステップ 2 [自動ロック（Automatically Lock）]をタップします。

ステップ 3 電話機が非アクティブになってから画面がロックされるまでの時間を選択します。セキュリティ

設定により、バックライト消灯の設定が制限される場合があるのでご注意ください。
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呼出音の変更

手順

ステップ 1 設定アプリケーションで、[音（Sounds）]をタップします。

ステップ 2 [着信音（Phone Ringtone）]をタップします。

ステップ 3 着信音をタップしてそのサンプルを再生します。

ステップ 4 着信音を選択して [OK]をタップします。

カスタム着信音の追加

手順

ステップ 1 microUSBケーブルを使用して、電話機をコンピュータに接続します。

ステップ 2 MP3ファイルを Alarmsフォルダにコピーします。

電話機の着信音の音量調整
呼出音の最低音量が設定されているかどうかをシステム管理者に確認してください。

手順

ハンドセットが受け台に置かれていて、ヘッドセットとスピーカーフォンのボタンがオフになっ

ている状態で、 を押します。設定した呼出音の音量が自動的に保存されます。

電話スクリーンの明るさを変更する

電話機の明るさ設定を変更した後、少なくとも1分は電源から切断されないようにします。切
断されると、明るさ設定が保存されません。

（注）
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手順

ステップ 1 [設定（Settings）]をタップします。

ステップ 2 調整するには、明るさのインジケータを上下にスライドさせます。

Cisco Unified Communications セルフケアポータル
UnifiedCommunicationsセルフケアポータルを使って電話機のユーザ設定を行う方法については、
『Cisco Unified Communications Self Care Portal User Guide』を参照してください。

AnyConnect VPN
システム管理者がAnyConnect VPNアプリケーションを設定します。AnyConnect VPNを使用する
ことで、電話機の企業リソースへのリモートアクセスが安全になります。セキュリティ上の理由

により、通常は、有線ネットワーク接続を経由して VPNに接続するように推奨されています。

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

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

AutoNetDetect
Cisco Unified Communications Managerで設定された VPN接続プロファイルに対してシステム管理
者が AutoNetDetect機能を有効にした場合、電話機は VPN接続を自動的に確立しようとします。

パスワードパーシステンス

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

手順

ステップ 1 設定アプリケーションで、[詳細...（More....）]をタップします。

ステップ 2 [VPN（VPN）]をタップします。

ステップ 3 [VPNネットワークの追加（Add VPN Network）]をタップします。

ステップ 4 説明とサーバのアドレスを入力します。

ステップ 5 [保存（Save）]をタップします。

VPN 接続プロファイルの編集

手順

ステップ 1 設定アプリケーションで、[詳細...（More....）]をタップします。

ステップ 2 [VPN（VPN）]をタップします。

ステップ 3 VPN接続をタップして長押しします。

ステップ 4 [ネットワークの編集（Edit Network）]をタップします。

ステップ 5 接続の説明やサーバアドレスを編集します。

ステップ 6 [Save（Save）]をタップします。

VPN への接続

手順

ステップ 1 設定アプリケーションで、[詳細...（More....）]をタップします。

ステップ 2 [VPN（VPN）]をタップします。

ステップ 3 VPN接続をタップして長押しします。

ステップ 4 必要に応じて、適切なプロンプトへの応答として次のいずれかを行います。

•クレデンシャルを入力します。入力を求められたら、二重認証をサポートするセカンダリ
クレデンシャルも入力します。
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• [証明書を取得（Get Certificate）]をタップし、次にシステム管理者により提供される証明書
登録の認証情報を入力します。 AnyConnectは、証明書を保存し、VPNセキュアゲートウェ
イに再接続して、認証にその証明書を使用します。

ステップ 5 [接続（Connect）]をタップします。

VPN から切断

手順

ステップ 1 設定アプリケーションで、[詳細...（More....）]をタップします。

ステップ 2 [VPN（VPN）]をタップします。

ステップ 3 VPN接続をタップして長押しします。

ステップ 4 [切断（Disconnect）]をタップします。

VPN 接続プロファイルの削除

手順

ステップ 1 設定アプリケーションで、[詳細...（More....）]をタップします。

ステップ 2 [VPN（VPN）]をタップします。

ステップ 3 VPN接続をタップして長押しします。

ステップ 4 [ネットワークを削除（Delete Network）]をタップします。

VPN 経由のビデオコール体験の最適化
動画帯域幅の設定を調整して VPN経由のビデオコール体験を最適化します。 720pの動画解像度
には 1.5 Mbpsの帯域幅が必要です。帯域幅の設定を低くすると、動画解像度が低くなります。

スループットは、ネットワーク上で共有されているその他のトラフィックなどの要因で時間と

ともに変化します。また、日中の時間帯でさえ変化します。これらの変化が動画体験に影響

を及ぼす可能性があります。

（注）
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手順

ステップ 1 VPNから切断します。

ステップ 2 電話機の速度テストを実行し、テスト結果のアップロード速度に注意します。

Speed A.I.によるインターネット速度テストなどの速度テストアプリケーションは、Google Play
ストアで入手できます。

ステップ 3 VPNに再接続します。

ステップ 4
通話アプリケーションで、 をタップします。

ステップ 5 [設定（Settings）]をタップします。

ステップ 6 [動画帯域幅（Video bandwidth）]をタップします。

ステップ 7 速度テスト結果のアップロード速度よりも低い動画帯域幅を選択します。
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第 4 章

アクセシビリティ機能

• アクセシビリティ機能, 23 ページ

• 聴覚障がい者向けアクセシビリティ機能, 25 ページ

• 視覚障がい者向けアクセシビリティ機能, 28 ページ

アクセシビリティ機能
この章では、 Cisco DX650に標準のアクセシビリティ機能に関する詳細が記載されています。こ
れらの製品は、視覚障がい、聴覚障がい、および運動障がいを持つユーザのためのアクセシビリ

ティ機能を備えています。こうした機能の多くは標準搭載されているため、障がいを持つユーザ

は特別な設定を行うことなく使用できます。

シスコでは、組織のニーズに合った、アクセシビリティ機能搭載の製品および技術の設計や提供

に取り組んでいます。シスコおよびシスコによるアクセシビリティへの取り組みに関する詳細に

ついては、次の URLを参照してください。http://www.cisco.com/go/accessibility

DX650の使いやすいアクセシビリティ機能は次のとおりです。
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1 7インチ、対角（153.6水平 x 90.0垂直）、バックライト付き、WSVGA容量性タッチスクリー
ン LCD（1024 x 600ピクセルの有効解像度）

2 着信コールの高コントラストビジュアルおよびオーディオアラート

3 保留、転送、会議、通話の終了、音量、ヘッドセット、スピーカーフォン、音声のミュート、

および動画のミュートにアクセスするための大きなボタン

4 キーパッドには標準的なキーレイアウトが採用されているため、ユーザは今までと同じまたは

類似のキーポジション（5キーにある突起を含む）でキーパッドを使用できます。

•電話機の状態（ダイヤルトーン、呼出音、ミュートなど）を示す、オーディオアラートお
よびビジュアルアラート

•電話機に搭載された大きい液晶ディスプレイ（LCD）画面に表示されるビジュアルアラート

•低視力ユーザ向けの、高コントラストのバックライト付きカラー LCD画面（オプション）

•補聴器への対応。

•生体認証非対応のポインティングデバイス向けの、触覚認識ボタンおよびタッチスクリーン

• Bluetooth無線と、ヘッドセットおよびカメラ用の 2つのフルサイズ USB 2.0ポートの組み込
み

•最大 1920 x 1200の解像度の High-Definition Multimedia Interface（HDMI）を使用する外部モ
ニタとの Dual Independent Display

• Android Talkbackおよび Explore by Touchとの互換性
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•操作をアシストするタッチ操作音

•調整可能な明るさ設定

•調整可能なフォントサイズ

聴覚障がい者向けアクセシビリティ機能
Cisco DX650では、聴覚障がい者向けアクセシビリティ機能をサポートしています。

設定要件説明アクセシビリティ機能

すべての電話機の標準機能で

す。[ユーザ（User）]および
[システム管理者（System
Administrators）]が設定を変更
できます。

このインジケータは、360度す
べての角度から確認することが

でき、オーディオメッセージ

受信インジケータ（AMWI）と
しても機能します。ユーザは

自分の Cisco Unified
Communicationsセルフケア
ポータルにログインし、メッ

セージインジケータ設定にア

クセスして、ハンドセットのボ

イスメッセージランプと電話

機のオーディオボイスメッ

セージインジケータを変更し

ます。ユーザは設定のオンと

オフを切り替えます。

視覚的なメッセージ受信インジ

ケータ（ハンドセット）
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設定要件説明アクセシビリティ機能

すべての電話機の標準機能で

す。設定は必要ありません。

[電話機能の状態のビジュアル
通知（Visual notification of phone
state）]について、次の操作を
実行します。

• [ミュート（Mute）]ボタ
ンおよび [スピーカー
（Speaker）]ボタンのオ
ン/オフを切り替えて、電
話機の状態を表示します。

• [ミュート（Mute）]ボタ
ンを使用してマイクロフォ

ンのオン/オフを切り替え
ます。マイクロフォンが

ミュートになっていると

き、ボタンは点灯してい

ます。

•スピーカーフォンのオン/
オフを切り替えるには、

[スピーカー（Speaker）]
ボタンを使用します。ス

ピーカーフォンがオンに

なっているとき、ボタン

は点灯しています。

電話機能の状態のビジュアル通

知

すべての電話機の標準機能で

す。設定は必要ありません。

ハンドセットでは、サードパー

ティ製のインラインアンプを

サポートしています。これらの

アンプは、ハンドセットとコー

ドに接続して、ハンドセットと

電話機の間に配置します。電

話機では、次のサードパーティ

製のインラインアンプをサポー

トしています。

• Clarity社の HA-40 Inline
Amplifier for Corded Phone

• Plantronics社の EHA40
Inline Amplifier

インラインアンプのサポート

（ハンドセット）
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設定要件説明アクセシビリティ機能

すべての電話機の標準機能で

す。[ユーザ（User）]および
[システム管理者（System
Administrators）]が設定を変更
できます。

呼出音、音の間隔、および音量

は次のように調整できます。

•電話機の [設定
（Settings）] > [音
（Sounds）] > [メニュー
（menu）]を使用します。

•電話機の呼出音の音量レ
ベルの調節方法：ハンド

セットをクレードルに置

いたままにして、ヘッド

セットおよびスピーカフォ

ンのボタンがオフの状態

で音量ボタンを押すと音

量が上がります。

調整可能な呼出音、音の間隔、

および音量

すべての電話機の標準機能で

す。設定は必要ありません。

ハンドセットでは、次のアクセ

シビリティ機能をサポートして

います。

•補聴器への対応
（Hearing-aid compatible）

•補聴器の磁気結合
（Hearing-aid compatible）

•アメリカ障がい者法
（ADA）に基づいた、米
国連邦通信委員会（FCC）
の音量要件

•米国リハビリテーション
法第508条の音量要件（業
界標準のインラインハン

ドセットアンプを使用す

ることで達成可能）

HearingAid Compatible（HAC）
ハンドセット
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設定要件説明アクセシビリティ機能

すべての電話機の標準機能で

す。 TTYの設定ついては、シ
ステム管理者にお問い合わせく

ださい。

電話機では、次の TTYおよび
TDD機能をサポートしていま
す。

•業界大手メーカー製の音
響接続型または直接接続

型 TTY

•電話回線を介したリアル
タイムのテキスト伝送

• Hearing carry over（HCO）
および Voice carry over
（VCO）対応電話機

• G.711で動作する VoIP
ネットワーク

音響結合 TTYのサポート（ハ
ンドセット）

視覚障がい者向けアクセシビリティ機能
Cisco DX650では、視覚障がい者向けアクセシビリティ機能をサポートしています。

設定要件説明アクセシビリティ機能

すべての電話機の標準機能で

す。設定が必要です。

電話機が着信コールを受信する

とオーディオアラートが鳴り、

ハンドセットにビジュアルア

ラートが示されます。着信コー

ルの間はハンドセットのライト

ストリップが点滅し、ボイス

メッセージを受信すると点灯し

たままになります。

着信コールの高コントラスト

ビジュアルおよびオーディオ

アラート

すべての電話機の標準機能で

す。設定は必要ありません。

低視力のユーザ向けに、明るさ

調整が可能です。

7インチ、対角（153.6水平 x
90.0垂直）、バックライト付
き、WSVGA容量性タッチスク
リーン LCD（1024 x 600ピク
セルの有効解像度）

すべての電話機の標準機能で

す。設定は必要ありません。

保留、転送、会議、通話の終

了、音量、ヘッドセット、ス

ピーカーフォン、音声のミュー

ト、および動画のミュートにア

クセスするための大きなボタン

大きなボタン
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設定要件説明アクセシビリティ機能

すべての電話機の標準機能で

す。設定は必要ありません。

次のように電話機の状態を示す

ことができます。

• [ミュート（Mute）]ボタ
ンおよび [スピーカ
（Speaker）]ボタンのオ
ン/オフを切り替えて、電
話機の状態を示します。

• [ミュート（Mute）]ボタ
ンを使用してマイクロフォ

ンのオンとオフを切り替

えます。マイクロフォン

が [ミュート（Mute）]に
なっているとき、ボタン

は点灯しています。

•スピーカフォンのオン/オ
フを切り替えるには、[ス
ピーカ（Speaker）]ボタン
を使用します。スピー

カーフォンがオンになっ

ているとき、ボタンは点

灯しています。

電話機能の状態のオーディオ通

知

すべての電話機の標準機能で

す。設定が必要です。

電話機では、ボイスメッセー

ジが電話機で待機中の場合に、

回線に固有のスタッターダイ

ヤルトーンを送信することが

できます。メッセージが待機

している回線を使用していると

きにのみ、このトーンが聞こえ

ます。ボイスメッセージが残

された回線がオフフックの状

態になると、スタッターダイ

ヤルトーンが聞こえます。

オーディオボイスメッセージ

のインジケータの設定は、Cisco
Unified Communicationsセルフ
ケアポータルにログインして、

オーディオメッセージのイン

ジケータの設定のオン/オフを
切り替えて変更できます。

オーディオメッセージ受信イ

ンジケータ（AMWI）
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設定要件説明アクセシビリティ機能

すべての電話機の標準機能で

す。設定は必要ありません。

Cisco DX650のキーパッドには
標準的なキーレイアウトが採

用されているため、ユーザは今

までと同じまたは類似のキー

ポジション（5キーにある突起
を含む）でキーパッドを使用で

きます。

標準的な 12キーレイアウトと
機能の分類

フォントサイズの変更

手順

ステップ 1 設定アプリケーションで、[ユーザー補助（Accessibility）]をタップします。

ステップ 2 [フォントサイズ（Font size）]をタップします。

ステップ 3 フォントサイズを選択します。

画面の明るさの変更

手順

ステップ 1 設定アプリケーションで、[ディスプレイ（Display）]をタップします。

ステップ 2 [明るさ（Brightness）]をタップします。

ステップ 3 バーを左にスライドすると画面が暗くなり、右にスライドすると明るくなります。

ステップ 4 [OK]をタップします。
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画面ロックの音の有効化

手順

ステップ 1 設定アプリケーションで、[音（Sounds）]をタップします。

ステップ 2 [画面ロックの音（Screen lock sound）]をオンにします。

パスワードの読み上げの有効化

手順

ステップ 1 設定アプリケーションで、[ユーザー補助（Accessibility）]をタップします。

ステップ 2 [パスワードを読み上げる（Speak passwords）]をオンにします。

TalkBack の有効化

手順

ステップ 1 設定アプリケーションで、[ユーザー補助（Accessibility）]をタップします。

ステップ 2 [TalkBack]をタップします。

ステップ 3 [TalkBack]をオンに切り替えます。

ステップ 4 [OK]をタップします。

Explore by Touch
TalkBackを有効にすると、Explore by Touch機能を使用するためのオプションが表示されます。
Explore by Touchを使用すると、画面上で指をゆっくりドラッグして指が触れる各アイテムの説明
を表示することができます。指を速くスライドすると、そのスライドは操作とみなされます。

Explore byTouchを使用可能にするには、TalkBackをオンにする必要があります。初めてTalkBack
をオンにすると、Explore by Touchをオンにするようプロンプトが表示されます。
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TalkBackがオンの場合に Explore by Touchをオンにしないよう選択しても、後でオンにするこ
とができます。 [設定（Settings）] > [アクセシビリティ（Accessibility）] > [TalkBack] > [設定
（Settings）]に移動し、Explore by Touchの横にあるチェックボックスをタップします。これ
らの手順に従い、いつでも Explore by Touchをオフにできます。

（注）

指で行う各アクションでは、音だけでなく音声フィードバックでも通知されます（有効な場合）。

Explore by Touch の操作

これらの操作は TalkBackに固有です。その他のアクセシビリティサービスでは、別のアク
ションに同じ操作を使用する場合があります。

（注）

表 1：Explore by Touch の操作

結果操作

画面を探索し、触れているアイテムのオーディオフィードバック

を聞きます。

1本の指をドラッグ

選択した要素にカーソルを移動します。シングルタップ

最後に触れたアイテムを開いたり、アクティブにしたりします。画面の任意の位置をダブル

タップ

標準のタップと同様に機能し、動作を保留しますが、デバイスを

ロック解除することもできます。タップして長押ししてから、ス

ワイプしてロックを解除します。

タップして長押し

リスト内をスクロールします。2本の指で上下にスワイプ

ページや画面を変更します。2本の指で左右にスワイプ

右側の要素に移動します。この動作は、PCのキーボードで Tab
キーを使って左のフォーム要素から右の要素に移動するのと同様

です。

1本の指で右にスワイプ

左側の要素に移動します。この動作は、PCのキーボードで
Shift+Tabキーを使って右のフォーム要素から左の要素に移動する
のと同様です。

1本の指で左にスワイプ

上の要素に移動します。1本の指で下にスワイプ

下の要素に移動します。1本の指で上にスワイプ
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結果操作

テキストブロックを読み込んでいるときに次の読み込みレベルに

遷移し、右にスワイプして次を読むか、左にスワイプして前を読

みます。

1回の動作で下にスワイプし
てから上にスワイプ

テキストブロックを読み込んでいるときに前の読み込みレベルに

遷移し、右にスワイプして次を読むか、左にスワイプして前を読

みます。

1回の動作で上にスワイプし
てから下にスワイプ

次のページに移動します。1回の動作で右にスワイプし
てから左にスワイプ

前のページに移動します。1回の動作で左にスワイプし
てから右にスワイプ

ローカルコンテキストメニューを開きます。上にスワイプしてから右にス

ワイプ

[ホーム（Home）]ボタンを有効にします。上にスワイプしてから左にス

ワイプ

グローバルコンテキストメニューを開きます。下にスワイプしてから右にス

ワイプ

[戻る（Back）]ボタンを有効にします。下にスワイプしてから左にス

ワイプ

通知を開きます。右にスワイプしてから下にス

ワイプ

[新着（Recent）]ボタンを有効にします。左にスワイプしてから上にス

ワイプ

Explore by Touch の画面キーボードの動作
Explore by Touchが有効になっており、画面キーボードがアクティブな場合は、指をキー上でド
ラッグすると、各キーの名前が読み上げられます。画面から指を放すと、最後に探索したキーが

入力されます。
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Explore by Touch の有効化

手順

ステップ 1 [TalkBack]を有効にします。

ステップ 2 [ユーザー補助（Accessibility）]をタップします。

ステップ 3 [タッチガイド（Explore by Touch）]をタップします。

ステップ 4 [タッチガイド（Explore by Touch）]をオンに切り替えます。

タッチ操作音の有効化

手順

ステップ 1 設定アプリケーションで、[音（Sounds）]をタップします。

ステップ 2 [タッチ操作音（Touch sounds）]をオンにします。

テキストの音声入力

手順

ステップ 1 テキスト入力領域をタップします。

画面キーボードが表示されます。

ステップ 2 キーボード上のマイクロフォンキーをタップします。

キーボードは非表示になっており、マイクロフォンが「読み上げ開始（Speak now）」という
メッセージと共に表示されます。

ステップ 3 画面に表示したい言葉を読み上げます。音声入力を一時停止するには、マイクロフォンキーを

タップして、数秒間読みあげをやめると、自動的に停止します。音声入力を再開するには、マイ

クロフォンアイコンをもう一度タップします。

ステップ 4 画面キーボードに戻るには、音声入力を停止して、キーボードキーをタップします。
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第 5 章

コールタスク

• 一般的なコールタスク, 35 ページ

• 高度なコールタスク, 48 ページ

一般的なコールタスク
ここでは、電話機でコールを発信する簡単な方法を一部紹介します。

ヒント

•ダイヤルトーンを聞かずにオンフックでダイヤルできます（プレダイヤル）。プレダイヤル
するには、番号を入力してから、ハンドセットを取り上げるか、[発信（Dial）]をタップす

るか、 または を押して、オフフック状態にします。

•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、通話履歴に一致する
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通話するには、番号をタップするか、画面をスクロールし

てオフフックにします。

•ダイヤル中に誤って入力した場合は、[削除（Delete）]をタップして数字を削除します。

•コールの発信者と受信者にビープ音が聞こえる場合、その通話はモニタまたは記録されてい
る可能性があります。詳細については、システム管理者にお問い合わせください。

•録音を開始または停止するには、[録音（Record）]をタップします。

•ご使用の電話機に国際通話のロギングを設定できる場合があります。これが設定されている
と、通話履歴、リダイヤル、通話ディレクトリの各エントリに「+」記号が表示されます。
詳細については、システム管理者にお問い合わせください。

• Uniform Resource Identifier（URI）ダイヤリングにより、bob@cisco.comなど、英数字の URI
アドレスを電話番号として使用してコールを発信できます。接続先を選択するには、URIア
ドレスを入力する必要があります。
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コールへの応答

コールに応答するには、ハンドセットを取り上げるか、電話機で利用できるその他のオプション

を使用します。

結果実行する操作

が点灯していない場合は、このボタンを押します。

または、 が点灯している場合は、[応答（Answer）]
をタップします。

呼び出す回線は電話機によって自動的に選択さ

れます。毎回プライマリ回線を選択する場合

は、システム管理者にお問い合わせください。

（注）

ワイヤレスヘッドセットを使用している場合は、『ワイ

ヤレスヘッドセット（ the wireless headset）』のマニュア
ルを参照してください。

ヘッドセットで応答する

、または、[応答（Answer）]をタップします。

呼び出す回線は電話機によって自動的に選択さ

れます。毎回プライマリ回線を選択する場合

は、システム管理者にお問い合わせください。

（注）

スピーカーフォンで応答する

[応答（Answer）]をタップします。アクティブな通話から新しい通話に

切り替えて応答する

[応答（Answer）]をタップします。待機している通話を使用して応答す

る

[即転送（Divert）]をタップします。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（AutoAnswe）]を使用します。コールを自動接続する

[コールパーク（Call Park）]、[ダイレクトコールパーク
（Directed Call Park）]、または [支援されたダイレクト
コールパーク（ Assisted Directed Call Park）]を使用しま
す。

別の電話機でパークされたコールを

取得する

コール [ピックアップ（Call Pickup）]を使用します。電話機を使用して、他の場所で呼び

出し中の通話に応答する
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結果実行する操作

[モバイルコネクト（Mobile Connect）]を設定して電話に
応答します。

最大 4台の IPフォンが共有回線として設定されている場
合に、携帯電話で電話に応答すると、応答した時点で他

の電話機で点滅が停止します。

携帯電話または他のリモート接続先

でコールに応答する

ヒント

•コールの発信者と受信者にビープ音が聞こえる場合、その通話はモニタまたは記録されてい
る可能性があります。詳細については、システム管理者にお問い合わせください。

•コールセンターまたは同様の環境で勤務している場合は、事前に録音した独自のグリーティ
ングを作成、更新、および削除できます。このグリーティングは、電話機でエージェントグ

リーティングが設定されている場合に自動的に再生されます。詳細については、システム管

理者にお問い合わせください。

•通話の監察ユーザは、監察中に着信に応答することはできません。

ヘッドセットまたはスピーカーフォンでの自動応答

[自動応答（AutoAnswer）]が有効である場合、電話機は、2～ 3回の呼出音の後、自動的に着信
コールに応答します。システム管理者は、スピーカーフォンまたはヘッドセットのいずれかの使

用時に [自動応答（AutoAnswer）]するように設定します。大量の着信を受ける場合、自動応答を
使用すると便利です。

結果目的または状態

通話していないときも、[ヘッドセットモード（headset mode）]をアクティブ

にしたまま（ が点灯したまま）にします。

[ヘッドセットモード（headset mode）]を有効にしておくには、次の操作を実
行します。

• [終了（EndCall）]を押して切断します。

• [発信（NewCall）]または [ダイヤル（Dial）]を押して、新規コールを発
信します。

電話機が [ヘッドセットモード（headset mode）]ヘッドセットモードで[自動

応答（AutoAnswe）]を使用するように設定されていると、 が点灯して

いる場合に限り、コールが自動的に応答されます。

その状態でない場合は、通常どおりコールの呼出音が鳴るので、手動でその

コールに応答する必要があります。

ヘッドセットで

自動応答を使用

する
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結果目的または状態

ハンドセットを受け台に置き、[ヘッドセットモード（headset mode）]を無効

（ が消灯している状態）にしておきます。

その状態でない場合は、通常どおりコールの呼出音が鳴るので、手動でその

コールに応答する必要があります。

スピーカーフォ

ンで自動応答を

使用する

自動応答は、サイレント機能がアクティブの場合は無効になります。（注）

コールの切断

コールを終了するには、単純に切断します。次の表に、詳細を示します。

結果実行する操作

ハンドセットを受け台に戻します。または、 を押

します。

ハンドセットを使用しているときに

切断する

を押します。または、ヘッドセットモードをアク

ティブのままにするには、 を押します。

ワイヤレスヘッドセットを使用している場合、使用方法

については『ワイヤレスヘッドセットのマニュアル（ the
wireless headset documentation）』を参照してください。

ヘッドセットを使用しているときに

切断する

を押すか、 を押します。スピーカーフォンを使用していると

きに切断する

を押します。必要に応じて、先に終了したい通話

を保留から削除します。

複数のコールがある場合に1つのコー
ルだけを切断する

保留と保留解除

コールを保留および復帰できます。通話を保留すると、通話情報領域の右側に [保留（Hold）]ア
イコンが表示されます。共有回線で別の電話機が通話を保留にすると、[リモート回線の保留
（Remote Hold）]アイコンが電話機に表示されます。

電話機で保留復帰機能を有効にすると、保留にしたコールは、一定の時間が経過した後に復帰し、

呼出音が再び鳴るようになります。「復帰」コールは、ユーザが保留解除するまで、または保留
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復帰がタイムアウトするまで保留状態のままです。復帰コールが存在する場合、電話機は次のよ

うに動作します。

•一定の間隔で呼出音（点滅やビープ音など、電話回線の設定によって異なる）を 1回鳴らし
て警告する。

•電話スクリーン下部のステータスバーに「保留復帰（Hold Reversion）」という短いメッ
セージを表示する。

•保留通話の発信者 IDの横に保留復帰アイコンの動画を表示する。

ヒント

•保留機能をオンにすると通常、音楽（[保留音（Music on Hold）]が設定されている場合）ま
たはビープ音が生成されます。

•着信と復帰通話が同時に存在するというアラートが発生すると、デフォルトでは、電話機の
スクリーンは着信の表示にフォーカスを移します。システム管理者は、このフォーカス優先

度の設定を変更できます。

•共有回線を使用している場合、保留復帰の呼出音は、通話を保留している電話機でのみ鳴り
ます。回線を共有する他の電話機では鳴りません。

•保留復帰のアラートが発生する間隔は、システム管理者が決定します。

•コールが監察されている場合は、コール観察者は [保留（Hold）]を使用できません。

コールを保留にする

手順

ステップ 1 保留状態にするコールが強調表示されていることを確認します。

ステップ 2 を押します。

異なる回線での保留の解除

手順

ステップ 1 回線を選択します。この操作により、保留コールが自動的に復帰する場合があります。

•回線に復帰通話が 1件ある場合、その通話は保留解除されます。

•回線に復帰通話が複数ある場合、最も古い復帰通話が保留解除されます。
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•非復帰の保留コールが、回線の唯一のコールである場合は、非復帰の保留コールが復帰しま
す。

ステップ 2 必要があれば、該当する通話までスクロールし、 を押します。

ミュート

ミュートが有効な場合、コールの通信相手からの音声は聞こえますが、自分からの音声は通信相

手に聞こえません。ハンドセット、スピーカーフォン、またはヘッドセットでミュートを使用で

きます。

コールをミュートまたはミュート解除する

手順

ステップ 1 コールをミュートするには、 を押します。

ステップ 2 コールをミュート解除するには、 をもう一度押します。

コールの発信

手順

ハンドセットを取り上げて、ダイヤルします。

ヘッドセットを使用したコールの発信

手順

次のいずれかの操作を実行します。

•
を押してダイヤルします。

•
が点灯している場合は、[発信（New Call）]を押して、ダイヤルします。
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スピーカーフォンを使用したコールの発信

手順

を押してダイヤルします。

別のコールがアクティブな場合のコールの発信

手順

ステップ 1 を押します。

ステップ 2 [発信（New Call）]をタップします。

Cisco Web Dialer を使用したパーソナルコンピュータの社内ディレクトリからのダ
イヤル

手順

ステップ 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。

ステップ 2 ダイヤルする番号をクリックします。

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の通知

コールが監察されている場合は、コール観察者は [コールバック（CallBack）]を使用できませ
ん。

（注）

手順

ステップ 1 ビジー音または呼出音が鳴ったら、[コールバック（Call Back）]をタップします。

ステップ 2 切断します。回線が利用できるようになると、電話機から通知を受けます。

ステップ 3 コールバック通知をタップすると、通話が再度発信されます。
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お気に入りからのダイヤル

手順

お気に入りの連絡先をタップしてコールを発信します。

最近使用した連絡先からのダイヤル

手順

ステップ 1 [番号（Number）]フィールドに名前を入力します。この操作により、最近使用した連絡先が検索
されます。

ステップ 2 リストを強調表示し、オフフックにします。

リダイヤル

手順

[リダイヤル（Redial）]を押します。

ローカル連絡先の検索

ローカルに保存された連絡先、通話履歴、Jabber連絡先、およびExchangeなどのオンラインディ
レクトリを検索できます。

手順

ステップ 1 [発信（Calls）]タブで、名、姓、電話番号、またはユーザ名を [入力して発信（Type to call）]ボッ
クスに入力します。

検索結果には、写真（使用可能な場合）、名と姓、および URIまたは電話番号が表示されます。
検索結果に URIと電話番号の両方が含まれる場合は、URIが表示されます。

ステップ 2 検索結果をタップしてコールを発信します。
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検索結果を連絡先に追加する

手順

ステップ 1 連絡先は、[発信（Calls）]タブまたは [ディレクトリ（Directory）]タブから検索します。

ステップ 2 [+]をタップします。

ステップ 3 [OK]をタップします。

ディレクトリの検索

手順

ステップ 1 [ディレクトリ（Directory）]タブで、名、姓、電話番号、またはユーザ名を [入力して検索（Type
to search）]ボックスに入力します。
検索結果には、写真（使用可能な場合）、名と姓、および URIまたは電話番号が表示されます。
検索結果に URIと電話番号の両方が含まれる場合は、URIが表示されます。

ステップ 2 検索結果をタップしてコールを発信します。

検索結果の最適化

デフォルトでは、[発信（Calls）]タブでローカル連絡先を検索できますが、ディレクトリは検索
できません。以下の手順に従って、[発信（Calls）]タブで検索を行う際に社内ディレクトリの結
果を表示します。ディレクトリ結果が検索結果のローカル連絡先の下に表示され、ディレクトリ

のタイプで並べ替えられます。

手順

ステップ 1
をタップします。

ステップ 2 [設定（Settings）]をタップします。

ステップ 3 [ディレクトリ結果（Directory results）]を確認します。
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スピーカーフォン

ハンドセットが受け台にあり、 が点灯していない場合、番号のダイヤルまたは通話の応答

のために必要な操作の多くで、自動的にスピーカーフォンモードに切り替わります。

スピーカーフォンは、ヘッドホンや、適合しないマイクがあるヘッドセットが接続されている場

合は、使用できません。

結果実行する操作

。スピーカーフォンモードのオン/
オフを切り替える

ハンドセットを持ち上げる。ハンドセットに切り替える

コール中またはダイヤルトーンが聞こえているときに

を押します。

コールの音量レベルを調節する

通話履歴

通話履歴が [新着（Recent）]タブに表示されます。

通話履歴からの連絡先の追加

手順

ステップ 1 連絡先アイコンをタップします。

ステップ 2 [連絡先に追加（Add to Contacts）]をタップします。

ビデオコール

ビデオコールの送受信ができます。一部のサードパーティエンドポイントでは、互換性の問題

が発生します。たとえば、サードパーティエンドポイントがあるビデオコール中に通話を保留

状態にすると、動画が再開されない場合があります。詳細については、システム管理者に問い合

わせてください。

内部カメラまたは外部カメラのいずれかとビデオコールを使用できます。
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同時にカメラを使用できるアプリケーションは 1つだけです。カメラの使用が必要となる別
のアプリケーションをビデオコール中に起動すると、そのアプリケーションがクラッシュす

る可能性があります。

（注）

関連トピック

外部カメラ, （116ページ）

ビデオコール制御バー

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

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

動画転送の停止

手順

ステップ 1 を押します。

ステップ 2 もう一度 を押すと、動画転送が再開されます。

自動ビデオ転送

デフォルトでは、ビデオコールでの会話中は自動的に動画が転送されます。通話アプリケーショ

ンで自動動画転送をオンまたはオフにできます。

自動動画転送の停止

手順

ステップ 1
をタップします。

ステップ 2 [設定（Settings）]をタップします。

ステップ 3 [通話（Calls）]をタップします。

ステップ 4 [常にビデオを送信（Always Send Video）]をオフにします。
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動画露出の調整

手順

ステップ 1
をタップします。

ステップ 2 [設定（Settings）]をタップします。

ステップ 3 [通話（Calls）]をタップします。

ステップ 4 [露出（Exposure）]をタップします。

ステップ 5 上下にスライドして動画の明るさを調整します。

動画帯域幅の設定

手順

ステップ 1
をタップします。

ステップ 2 [設定（Settings）]をタップします。

ステップ 3 [動画帯域幅（Video bandwidth）]をタップします。

ステップ 4 優先する動画帯域幅を選択します。

セルフ動画

セルフ動画を使用すると、ビデオコール中に表示する自分の動画をプレビューできます。

セルフ動画の表示

手順

ステップ 1
をタップします。

ステップ 2 [セルフビュー（Self view）]をタップします。

ステップ 3 [X]をタップするとセルフ動画の表示が停止します。
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プレゼンテーション

Telepresence Systemからのビデオ通話など、一部のビデオ通話には、プレゼンテーションを含め
ることができます。プレゼンテーションを含むビデオ通話には、ピクチャインピクチャ (PiP)で
話し手のビデオストリームを含めることもできます。

表示によるボイスメール

Visual Voicemailを使用して、ボイスメッセージを管理できます。

ボイスメールに発信

ボイスメールに発信して、音声またはビデオグリーティングを録音します。

手順

ステップ 1 [メッセージ（Messages）]タブで、[ボイスメールに発信（Call Voicemail）]をタップします。

ステップ 2 音声プロンプトに従います。

ボイスメッセージの再生

手順

音声を聞くボイスメッセージの横にある アイコンをタップします。

ボイスメッセージの詳細の表示

手順

ボイスメッセージをタップすると詳細が表示されます。
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ボイスメッセージへの返信

手順

ステップ 1 ボイスメッセージをタップすると詳細が表示されます。

ステップ 2
をタップします。

ボイスメッセージの転送

手順

ステップ 1 ボイスメッセージをタップすると詳細が表示されます。

ステップ 2
をタップして宛先を選択します。

ボイスメッセージの削除

手順

ステップ 1 1件または複数のボイスメッセージを選択します。

ステップ 2
をタップします。

高度なコールタスク
電話機で通話を行うための特殊な機能やサービスが使用できます。これらのオプションの詳細に

ついては、システム管理者にお問い合わせください。

アクティブなコールの移動

アクティブなコールは、デスクトップの電話機と、携帯電話または他のリモート接続先の電話機

との間で切り替えることができます。
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アクティブなコールをデスク電話から携帯電話に切り替え

手順

ステップ 1 [モビリティ（Mobility）]をタップして、[通話を携帯電話に転送（Send call to mobile）]を選択し
ます。

ステップ 2 アクティブなコールに携帯電話で応答します。

電話機のディスプレイにハンドセットアイコンと発信側の番号が表示されます。他のコールには

同じ電話回線を使用できません。ただし、デスクの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および受信できます。

アクティブなコールを携帯電話からデスク電話に切り替え

手順

ステップ 1 携帯電話で通話を終了して携帯電話を切断します。ただし、コールは切断しないでおきます。

ステップ 2 デスク電話で 4秒以内に [復帰（Resume）]をタップして、デスク電話で会話を開始します。

アクティブなコールを携帯電話から同じ回線を共有するデスク電話に切り替え

手順

ステップ 1 携帯電話でセッションハンドオフ機能のアクセスコード（*74など）を入力します。アクセス
コードのリストについては、システム管理者にお問い合わせください。

ステップ 2 携帯電話で通話を終了して携帯電話を切断します。ただし、コールは切断しないでおきます。

ステップ 3 デスク電話で 10秒以内に [応答（Answer）]をタップして、デスク電話で会話を開始します。デ
スク電話のコールに応答するまでの最大秒数はシステム管理者が設定します。

同じ回線を共有する Cisco Unified IP Phoneには、「リモートで使用中（Remote in Use）」と
いうメッセージが表示されます。
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単一の電話番号を使用したビジネス通話

Intelligent Session Control（インテリジェンスセッションコントロール）は、携帯電話番号をビジ
ネス電話番号に関連付けます。リモート接続先（携帯電話）へのコールを着信すると、デスクの

電話機の呼出音は鳴りません。リモート接続先のみが鳴ります。携帯電話で着信に応答すると、

デスク電話には「リモートで使用中」というメッセージが表示されます。

通話中には、すべての携帯電話機能を使用できます。たとえば、携帯番号に通話が着信した場

合、デスク電話から通話に応答することも、携帯電話からデスク電話に転送することもできます。

結果実行する操作

携帯電話のさまざまな機能を使用します（*74など）。
アクセスコードのリストについては、システム管理者に

お問い合わせください。

着信のモバイルアクティブコールを

デスクの電話機に転送する。

モバイルコネクト（Mobile Connect）およびモバイルボイスアクセス（Mobile Voice
Access）

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、デスクトップの

電話番号に関連付けられている通話を携帯電話で処理できます。

デスクトップとリモート接続先でコールを同時に受信します。

デスクトップの電話機で通話に応答すると、リモート接続先の電話機の呼出音が止まって通話が

切断され、不在着信メッセージが表示されます。

リモート接続先で通話に応答すると、もう一方のリモート接続先で呼出音が止まって通話が切断

され、不在着信メッセージが表示されます。

結果実行する操作

[CiscoUnified Communicationsセルフケアポータル（the CiscoUnified
Communications Self Care Portal）]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通話がリモート接続先に渡されるのを

許可またはブロックするためのアクセスリストを作成します。Cisco
Unified Communicationsセルフケアポータル, （19ページ）を参照
してください。

モバイルコネクトを設定す

る（Configure Mobile
Connect）

コールへの応答, （36ページ）を参照してください。携帯電話でコールに応答す

る

アクティブなコールの移動, （48ページ）を参照してください。アクティブな通話をデスク

電話と携帯電話との間で切

り替える
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結果実行する操作

高度なコールタスク, （48ページ）を参照してください。携帯電話からコールを発信

する

ヒント

•モバイルボイスアクセスにコールを発信する場合、次のうちいずれかに該当する場合は、
通話先の番号と暗証番号を入力する必要があります。

◦発信している番号がリモート接続先の番号でない場合。

◦通信事業者によって番号がブロックされている（「不明な番号（Unknown Number）」
と表示される）場合。

◦番号が Cisco Unified Communications Managerのデータベースと完全には一致しない場
合。たとえば、ユーザの番号が 510-666-9999でデータベースに表示されている番号が
666-9999の場合や、ユーザの番号が 408-999-6666でデータベースには 1-408-999-6666と
入力されている場合などがこれに当てはまります。

•要求された情報（携帯電話の番号またはPIN）の入力を3回連続して誤ると、[モバイルボイ
スアクセスコール（Mobile Voice Access call）]から切断され、一定の時間ロックアウトされ
ます。 [システム管理者（SystemAdministrators）]に問い合わせて、サポートを受けてくださ
い。

携帯電話で応答したコールの保留

手順

ステップ 1 [エンタープライズ保留（Enterprise Hold）]（名前は異なる場合があります）をタップします。
通話相手は保留状態になります。

ステップ 2 携帯電話で、[復帰（Resume）]（名前は異なる場合があります）をタップします。

モバイルボイスアクセスに接続する

手順

ステップ 1 任意の電話機から、割り当てられたモバイルボイスアクセス番号にダイヤルします。

ステップ 2 発信番号（要求された場合）と暗証番号を入力します。
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携帯電話からのモバイルコネクトの有効化

手順

ステップ 1 割り当てられたモバイルボイスアクセス番号にダイヤルします。

ステップ 2 必要があれば、携帯電話番号および暗証番号を入力します。

ステップ 3 2を押してモバイルコネクトを有効にします。

ステップ 4 モバイルコネクト有効化の対象を選択します。設定済みの電話機すべて、または 1台のみです。

•すべての電話機の場合：2を入力します。

• 1台の電話機の場合：1を入力します。次にリモート接続先として追加する番号を入力し、
続けて #を入力します。

携帯電話からのモバイルコネクトの無効化

手順

ステップ 1 割り当てられたモバイルボイスアクセス番号にダイヤルします。

ステップ 2 必要があれば、携帯電話番号および暗証番号を入力します。

ステップ 3 3を押してモバイルコネクトを無効にします。

ステップ 4 モバイルコネクト無効化の対象を選択します。設定済みの電話機すべて、または 1台のみです。

•すべての電話機の場合：2を入力します。

• 1台の電話機の場合：1を入力します。次にリモート接続先として削除する番号を入力し、
続けて #を入力します。
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すべてのリモート接続先へのモバイルコネクトアクセスをデスクフォンで有効また

は無効にする

手順

ステップ 1 [モビリティ（Mobility）]をタップして、リモート接続先の現在のステータス（有効または無効）
を表示します。

ステップ 2 [選択（Select）]を押して、ステータスを変更します。

ステップ 3 [終了（Exit）]をタップします。

モバイルボイスアクセスを使用した携帯電話からのコール

手順

ステップ 1 システム管理者からモバイルボイスアクセスの番号と PINを入手します。

ステップ 2 割り当てられたモバイルボイスアクセス番号にダイヤルします。

ステップ 3 携帯電話の番号（要求された場合）と PINを入力します。

ステップ 4 「1」を押して、社内の電話機にコールを発信します。

ステップ 5 自分以外のデスクトップ電話番号をダイヤルします。

会議コール

会議コールを使用すると、複数の相手と会話することができます。

会議は、必要に応じて、また電話機で使用できる機能に応じて、次に示す方法で開催できます。

•会議：参加者それぞれにコールを発信することによって、標準の（アドホック）会議を開催
できます。会議機能は、ほとんどの電話機で使用できます。

•参加：既存の複数の通話を結合することによって、標準の（アドホック）会議を開催できま
す。

• C割込：共有回線の通話に自分を追加することによって、標準の（アドホック）会議を開催
できます。回線ボタンを押すか、[C割込（cBarge）]を使用します。 C割り込みは、共有回
線を使用する電話機のみにあります。

•ミートミー：会議番号にコールを発信することによって、会議を開催したり、会議に参加し
たりできます。
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Ad Hoc 会議
アドホック会議を使用すると、参加者それぞれにコールを発信できます。

参加者に発信して会議コールを作成

会議の開催者以外が参加者を追加または削除できるかどうかは、システム管理者が決定します。

手順

ステップ 1 通話の状態から を押します。

ステップ 2 次の参加者に発信します。

ステップ 3 コールの接続を待ちます。

ステップ 4 をもう一度押して、参加者を会議コールに追加します。

ステップ 5 この操作を繰り返して、参加者を 1人ずつ追加します。

連絡先を会議に追加

手順

ステップ 1 会議コールから [<]をタップします。

ステップ 2 [連絡先（Contacts）]をタップします。

ステップ 3 連絡先リストの連絡先を会議コールにドラッグします。

ステップ 4 この操作を繰り返して、参加者を 1人ずつ追加します。

会議への参加

参加機能を使用すると、複数の既存のコールを結合して、自分が参加者となる会議を開催できま

す。

ヒント

• 3人以上の通話相手を結合して 1つの会議を開催することが多い場合、結合する複数の通話
を先に選択してから [参加（Join）]をタップすると操作が完了するため、便利です。

•参加の処理が完了すると、発信者 IDが「会議（Conference）」に変わります。

   Cisco DX650 ユーザガイド、リリース 10.2(4)
54

コールタスク

会議コール



• [参加（Join）]ボタンを使用して、複数の会議コールを結合することができる場合がありま
す。この機能が使用可能かどうか、システム管理者に確認してください。

•コール観察ユーザは最初の発信者とのみ会議できます。会議の他の参加者は、それ以降の発
信者と会議できます。

単一の電話回線上の複数の既存コールを結合する

手順

ステップ 1 アクティブな通話から、会議に含める別の通話を強調表示し、[選択（Select）]をタップします。

ステップ 2 追加するコールごとにこのステップを繰り返します。

ステップ 3 [参加（Join）]をタップします。必要に応じて をタップして、[参加（Join）]を表示します。

複数の電話回線上の複数の既存コールを結合する

手順

ステップ 1 アクティブな通話から、会議に含める別の回線の通話を強調表示し、[選択（Select）]をタップし
ます。

ステップ 2 追加するコールごとにこのステップを繰り返します。

ステップ 3 [参加（Join）]をタップします。必要に応じて をタップして、[参加（Join）]を表示します。

割り込み会議

C割り込みを使用すると、共有回線のコールに自分自身を追加することによって、会議を開催で
きます。

関連トピック

割り込み、C割り込み、および共有回線, （78ページ）

共有回線の通話への割り込みによる会議の作成

手順

共有回線の回線ボタンをタップします。
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ミートミー会議

ミートミー会議では、会議番号に発信することで、会議の開催や参加を行うことができます。

ヒント

•非セキュアな電話機からセキュアなミートミー会議番号をコールすると、電話機に「認証さ
れていないデバイス（Device Not Authorized）」というメッセージが表示されます。
詳細については、安全なコール, （75ページ）を参照してください。

•参加者全員が電話を切ると、ミートミー会議は終了します。

•会議の開催者が接続を解除した場合、参加者全員が電話を切るまで会議コールは続行されま
す。

ミートミー会議を開催する

会議の参加者は、開催者が会議を開催するまで会議に参加できません。

手順

ステップ 1 システム管理者からミートミー電話番号を取得します。

ステップ 2 参加者に番号を配布します。

ステップ 3 会議を開催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受信し、[ミートミー（Meet
Me）]をタップします。

ステップ 4 ミートミー会議番号をダイヤルします。

会議の参加者は、ミートミー番号をダイヤルして会議に参加できるようになります。

ミートミー会議に参加する

手順

ステップ 1 会議の開催者から配布されたミートミー会議の電話番号をダイヤルします。

ステップ 2 ビジー音が聞こえる場合は、会議の開催者がまだ会議に参加していません。少し待ってから、も

う一度通話してみてください。

会議の参加者リスト

標準の（アドホック）会議中に、参加者のリストを表示したり、参加者を削除したりできます。
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参加者リストを使用した会議のコントロール

会議参加者リストに会議参加者が表示されます。

手順

ステップ 1 [会議リスト（Conference List）]をタップします。
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。最後に追加された参加者がリス

トの先頭になります。

ステップ 2 会議参加者を削除するには、対象の参加者を強調表示して [通話を終了（EndCall）]をタップしま
す。

参加者を削除できるのは、会議コールの開催者だけです。

コールの転送

コール転送機能を使用すると、自分の電話機にかかってくる着信コールを別の電話番号にリダイ

レクトできます。

システム管理者によって設定されている場合は、次の2種類のコール転送機能から選択できます。

•無条件のコール転送（すべてのコールの転送）：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（無応答時転送、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。

電話機または Cisco Unified Communicationsセルフケアポータルから不在転送にアクセスできま
す。条件付きコール転送機能には、ユーザオプションWebページからのみアクセスできます。
どのコール転送機能を使用できるかは、システム管理者が決定します。

ヒント

•転送先番号は、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入力します。たと
えば、必要に応じてアクセスコードや地域コードをダイヤルします。

•従来のアナログ電話機、または他の電話機にコールを転送できます。ただし、システム管理
者がコール転送機能を社内の番号に制限している場合があります。

•コール転送は、電話回線固有です。コール転送が有効でない回線にコールがかかってきた場
合、通常どおりコールの呼出音が鳴ります。

•システム管理者は、転送されたコールを受信した人物から転送者への連絡を可能にする、
コール転送オーバーライド機能を有効にできます。このオーバーライドが有効になると、転

送先から転送者の電話に発信されたコールは転送されず、呼出音が鳴ります。
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•着信転送を電話機から直接設定しようとすると、設定が拒否される場合があります。設定が
拒否されるのは、入力した転送先番号により着信転送ループが発生する場合、または着信転

送チェーンで許可された最大リンク数を超える数の転送先番号が入力された場合です。

•アクティブな通話を、携帯電話から同じ回線を共有するCiscoDX650に切り替えた場合（セッ
ションハンドオフ）は、電話機の着信転送機能は無効になります。コール転送機能は、コー

ルが終了すると復帰します。

•プライマリ回線で着信転送が有効になっていることを確認するには、次のことを確認しま
す。

◦プライマリの電話番号の上に着信転送アイコンが表示されている。

◦ステータス行にコール転送の転送先番号が表示されている。

関連トピック

Cisco Unified Communicationsセルフケアポータル, （19ページ）

電話機からのすべてのコール転送の設定およびキャンセル

手順

ステップ 1 不在転送を設定するには、[不在転送（Forward All Calls）]をタップして、目的の電話番号を入力
します。

ステップ 2 不在転送をキャンセルするには、[不在転送（Forward All Calls）]をタップします。

コール転送をセットアップまたはキャンセルする

プライマリ回線以外の回線でコール転送を有効にした場合、電話機ではコールが転送されている

ことを確認できません。代わりに、CiscoUnified Communicationsセルフケアポータルで設定を確
認します。

手順

ステップ 1 Cisco Unified Communicationsセルフケアポータルにログインします。

ステップ 2 コール転送の設定にアクセスします
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コールパーク

コールをパークすると、コールを保存し、Cisco Unified Communications Managerシステムの別の
電話機（同僚のデスクや会議室の電話機など）でコールを取得できます。

コールは次の方法でパークできます。

•コールパーク：[パーク（Park）]を使用して、コールを保存します。コールが保存される
コールパーク番号が電話機に表示されます。この番号を記録し、コールを取得する場合も

この番号を使用する必要があります。

•ダイレクトコールパーク：通話中に [転送（Transfer）]をタップします。コールを保存する
には、ダイレクトコールパーク番号をダイヤルし、[転送（Transfer）]をもう一度タップし
ます。

•処理されたダイレクトコールパーク：アイドル状態の回線ステータスインジケータを表示
する [ダイレクトコールパーク（Direct Call Park）]ボタンをタップします。ネットワーク内
の別の電話機からコールを取得するには、点滅している [ダイレクトコールパーク（Direct
Call Park）]ボタンをタップします。

ヒント

•パークされているコールを取得するまでの時間は制限されています。この時間を過ぎると元
の番号に戻って呼出音が鳴ります。詳細については、システム管理者に問い合わせてくださ

い。

• [ダイレクトコールパーク（Directed Call Park）]ボタンがない場合でも、ダイレクトコール
パーク番号にダイヤルできます。ただし、ダイレクトコールパーク番号のステータスは表

示されません。

コールパークを使用したアクティブなコールの保存および取得

手順

ステップ 1
通話中に [パーク（Park）]をタップします。必要に応じて をタップして、[パーク（Park）]を
表示します。

ステップ 2 電話スクリーンに表示されたコールパーク番号を記録します。

ステップ 3 切断します。

ステップ 4 パーク中のコールに応答するには、ネットワークの任意の電話機からコールパーク番号を入力し

ます。
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アクティブなコールをダイレクトコールパーク番号に転送し、保存する

手順

ステップ 1 コール中に [転送（Transfer）]をタップします。

ステップ 2 ダイレクトコールパーク番号に割り当てられた短縮ダイヤル番号を選択するか、番号をダイヤル

します。

ステップ 3 もう一度 [転送（Transfer）]をタップして、コールの保存を終了します。

パークされたコールをダイレクトコールパーク番号から取得

手順

ネットワーク内の任意の電話機からパーク取得プレフィックスを入力し、ダイレクトコールパー

ク番号にダイヤルします。

処理されたダイレクトコールパーク番号を使用してアクティブなコールを転送、保

存、および取得する

手順

ステップ 1 コール中に [ダイレクトコールパーク（DirectCallPark）]ボタンをタップすると、アイドル状態を
示す回線ステータスインジケータが表示されます。

ステップ 2 コールを取得するには、点滅している [ダイレクトコールパーク（DirectCallPark）]ボタンをタッ
プします。

管理者が復帰電話番号を設定していない場合、パークされたコールは、そのコールをパークした

電話機に復帰します。

コールピックアップ

コールのピックアップでは、同僚の電話機で呼び出し中のコールを自分の電話機にリダイレクト

して、そのコールに応答できます。同僚とコール処理タスクを分担する場合に、コールピック

アップを利用できます。
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ヒント

•ピックアップ対象のコールが複数ある場合、電話機は最も古いコール（呼び出し中の状態が
最も長いコール）からピックアップします。

• [ピックアップ（Pickup）]または [グループピックアップ（GroupPickup）]をタップして回線
番号を入力すると、電話機はその回線で呼び出し中のコールをピックアップします（回線が

使用可能な場合）。

•複数の回線がある場合に、プライマリ回線以外の回線でコールをピックアップするには、
[ピックアップ（Pickup）]または [グループピックアップ（GroupPickup）]をタップします。

•ユーザの電話機の設定によっては、ピックアップグループへのコールに関する音声または表
示によるアラートを受信する場合があります。

コールピックアップグループ内の別の内線で鳴っているコールに応答する

手順

ステップ 1 [ピックアップ（Pickup）]をタップします。
電話機が自動ピックアップをサポートしている場合、コールに接続されます。

ステップ 2 呼出音が鳴ったら、[応答（Answer）]をタップしてコールに接続します。

コールピックアップグループ外の別の内線で鳴っているコールに応答する

手順

ステップ 1 [グループピックアップ（Group Pickup）]をタップします。

ステップ 2 グループピックアップ番号を入力します。

電話機が自動ピックアップをサポートしている場合、コールに接続されます。

ステップ 3 呼出音が鳴ったら、[応答（Answer）]をタップしてコールに接続します。
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グループまたは関連付けられたグループ内の別の内線で鳴っているコールに応答す

る

手順

ステップ 1 [ピックアップ（Pickup）]をタップします。
電話機が自動ピックアップをサポートしている場合、コールに接続されます。

ステップ 2 呼出音が鳴ったら、[応答（Answer）]をタップしてコールに接続します。

特定の内線での着信への応答

手順

ステップ 1 [グループピックアップ（Group Pickup）]をタップします。

ステップ 2 ピックアップするコールの回線番号を入力します。たとえば、ピックアップするコールが回線

12345で鳴っている場合、12345と入力します。
電話機が自動ピックアップをサポートしている場合、コールに接続されます。

ステップ 3 呼出音が鳴ったら、[応答（Answer）]をタップしてコールに接続します。

コールの転送

転送機能を使用すると、コールがリダイレクトされます。転送先は、コールの転送先となる電話

番号です。

ヒント

•電話機でオンフック転送が有効な場合は、切断してコールを完了するか、または [転送
（Transfer）]をタップしてから切断します。

•電話機のオンフック転送が有効でない場合は、[転送（Transfer）]を再びタップせずに切断す
ると、コールが保留になります。

• [転送（Transfer）]を使用して保留中のコールをリダイレクトすることはできません。 [復帰
（Resume）]をタップして、転送前にコールの保留を解除してください。

•コールが監察されている場合は、コール観察者は転送を使用できません。
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•コールをボイスメッセージシステムにリダイレクトするには、[即時転送（iDivert）]をタッ
プします。

転送先の相手との会話なしのコール転送

手順

ステップ 1 アクティブな通話で [転送（Transfer）]をタップします。

ステップ 2 転送先の番号を入力します。

ステップ 3 [転送（Transfer）]をもう一度タップして転送を完了するか、[終了（Exit）]をタップしてキャン
セルします。

転送先の相手との会話後のコール転送

手順

ステップ 1 アクティブな通話で [転送（Transfer）]をタップします。

ステップ 2 転送先の番号を入力します。

ステップ 3 相手が応答するのを待ちます。

ステップ 4 [転送（Transfer）]をもう一度タップして転送を完了するか、[終了（Exit）]をタップしてキャン
セルします。

通話をボイスメールに転送

[即転送（Divert）]を使用すると、アクティブ、呼び出し中、または保留中の通話をボイスメール
に転送できます。通話のタイプと電話機の設定によっては、[即転送（Divert）]を使用して、別
の通話相手のボイスメールに通話を送信することもできます。

•通話が当初は別の相手の電話に送信されていた場合は、[即転送（Divert）]でその通話を自分
のボイスメールまたは本来の通話先のボイスメールのいずれかにリダイレクトできます。こ

のオプションは、システム管理者が使用可能にします。

•通話が直接送信されている（転送されたのではない）場合、または使用している電話機が上
記のオプションをサポートしていない場合、[即転送（Divert）]を使用すると通話は自分のボ
イスメールにリダイレクトされます。
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ヒント

•電話機に表示されたメニューが、選択前に非表示になった場合、[即転送（Divert）]をもう一
度タップすると、メニューが再表示されます。システム管理者に、タイムアウト値を現在よ

り長く設定するように連絡することもできます。

•アクティブな通話を携帯電話から同じ回線を共有する Cisco DX650に切り替えた場合（セッ
ションハンドオフ）、Cisco DX650では即転送機能が無効になります。即転送機能は、通話
が終了すると復帰します。

アクティブ、呼び出し中、または保留中の通話をボイスメールに転送

手順

ステップ 1 [即転送（Divert）]をタップします。
リダイレクトオプションを使用できない場合、通話はボイスメールに転送されます。

ステップ 2 リダイレクトオプションを使用できる場合、電話機に新しいメニューが表示されます。オプショ

ンを選択して、コールをリダイレクトします。

Do Not Disturb
サイレント（DND）では、音声と表示による着信コール通知はすべてオフになります。電話機の
サイレント機能を有効にするのはシステム管理者です。

サイレントのオプションを変更するには、セルフケアポータルを使用します。

電話機でDNDと着信転送の両方が有効になっている場合、通話はただちに転送され、発信者側で
ビジー音は鳴りません。

サイレントと他の種類のコールとの相関関係は、次のとおりです。

•サイレントは、インターコムコールにもインターコム以外のプライオリティコールにも影
響しません。

•サイレントと自動応答の両方が有効になっている場合、インターコムコールだけが自動応答
されます。

•アクティブな通話を、携帯電話から同じ回線を共有するCiscoDX650に切り替えた場合（セッ
ションハンドオフ）は、Cisco DX650の DNDは無効になります。サイレント機能は、コー
ルが終了すると復帰します。
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サイレントのオンおよびオフ

手順

ステップ 1 DNDを有効にするには、[着信拒否（Do Not Disturb）]をタップします。 [着信拒否（Do Not

Disturb）]が表示されていない場合は、 をタップすることが必要となる場合があります。

ステップ 2 DNDを無効にするには、もう一度 [着信拒否（Do Not Disturb）]をタップします。

Cisco Extension Mobility
Cisco Extension Mobilityを使用すると、自分用に Cisco DXシリーズのデバイスを一時的に設定で
きます。ExtensionMobilityにログインすると、電話機に自分のユーザプロファイル（電話回線、
機能、設定されているサービス、Webベースの設定など）が適用されます。システム管理者は
Extension Mobilityを設定する必要があります。設定されていないと、電話機で Extension Mobility
を使用できません。

ExtensionMobilityの暗証番号変更機能では、設定アプリケーションから暗証番号を変更できます。

ヒント

• Extension Mobilityを使用すると、一定の時間が経過した後に自動的にログアウトされます。
この時間制限は、システム管理者により設定されます。

•セルフケアポータルを使用して Extension Mobilityプロファイルに加えた変更は、電話機で
Extension Mobilityにログインしている場合はすぐに有効になります。ログインしていない場
合は、次回ログインしたときに有効になります。

•セルフケアポータルを使用して電話機に加えた変更は、Extension Mobilityからログアウト
している場合はすぐに有効になります。ログアウトしていない場合は、ログアウトした後に

有効になります。

•電話機が制御するローカル設定は、Extension Mobilityプロファイルでは維持されません。

• Extension Mobilityにログインしている場合、他のユーザのデータとアプリケーションは使用
できません。

•一定の時間が経過すると、使用されていないデータが電話機から削除されます。
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ロック画面から Extension Mobility にログイン

手順

ステップ 1 [新規ユーザーとしてログイン（Sign In As New User）]をタップします。

ステップ 2 システム管理者から提供されたユーザ IDと暗証番号を入力します。

ステップ 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

設定から Extension Mobility にログイン

手順

ステップ 1 設定アプリケーションで、[Extension Mobility（Extension Mobility）]をタップします。

ステップ 2 [サインイン（Sign In）]をタップします。

ステップ 3 ユーザ IDと PINを入力します。

ステップ 4 [送信（Submit）]をタップします。

ロック画面で Extension Mobility からログアウト

手順

[サインアウト（Sign Out）]をタップします。

設定で Extension Mobility からログアウト

手順

ステップ 1 設定アプリケーションで、[Extension Mobility（Extension Mobility）]をタップします。

ステップ 2 [サインアウト（Sign Out）]をタップします。
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ハントグループ

大量の着信コールを受信する組織に属している場合、ハントグループのメンバーになっている可

能性があります。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設定され

ています。ハントグループ内の最初の電話番号が使用中の場合は、次に使用可能な番号がグルー

プ内で検索され、その電話機にコールが転送されます。

電話機から離れているときは、ハントグループからログアウトすることによって、ハントグルー

プの通話が自分の電話機で鳴らないようにできます。

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通話は引き続き着信します。

ハントグループへのログインおよびログアウト

手順

ステップ 1 [サインイン（Sign In）]をタップします。ハントグループにログインします。

ステップ 2 [サインアウト（Sign Out）]をタップします。

Intelligent Proximity
インテリジェントプロキシミティ:セッションハンドオフでは、携帯電話をペアリングしてDX650
から携帯電話回線を使用できます。携帯電話をペアリングすると、ヘッドセットまたはスピー

カーフォンのいずれかを使用して、DX650から携帯電話回線に発着信することができます。携帯
電話回線で保留およびリダイヤルなどの通話機能を使用することもできます。

インテリジェントプロキシミティ:携帯電話の連絡先と通話履歴では、DX650と携帯電話の連絡
先と通話履歴を共有して、携帯電話と DX650間で通話を移動できます。 DX650通話アプリケー
ションで携帯電話の電波強度と電池残量を表示することもできます。

オペレーティングシステムによって使用できる機能が一部異なっている場合があり、携帯電

話では他にも異なる点があります。

（注）

関連トピック

Bluetooth, （109ページ）

携帯電話のペア設定

1台以上の携帯電話、または携帯電話と Bluetoothヘッドセットを同時に接続することはできませ
ん。

Cisco DX650 ユーザガイド、リリース 10.2(4)    
67

コールタスク

ハントグループ



手順

ステップ 1 携帯電話を検出可能モードにします。

ステップ 2 DX650で、設定アプリケーションを開き、[Bluetooth]をタップします。

ステップ 3 使用可能なデバイスのリストからペア設定する携帯電話を選択します。

ステップ 4 携帯電話と DX650のパスキーを確認します。

ステップ 5 プロンプトが表示されたら、Cisco DX650で携帯電話の連絡先と通話履歴を使用できるように選
択します。

携帯電話の自動接続

携帯電話をDX650にペア設定すると、DX650では、範囲内の場合は携帯電話に自動接続し、範囲
外の場合は携帯電話から切断します。携帯電話が切断されると、通話アプリケーションから携帯

電話回線が削除されます。

接続されている携帯電話の切り替え

Cisco DX650の範囲でペア設定された携帯電話が 2台以上ある場合、どの携帯電話を接続するか
を選択できます。

手順

ステップ 1 DX650で、設定アプリケーションを開き、[Bluetooth]をタップします。

ステップ 2 使用可能なデバイスのリストから携帯電話を選択します。

以前に接続した携帯電話が切断され、選択した携帯電話が接続されます。

携帯電話のペア解除

手順

ステップ 1 使用可能なデバイスのリストで、携帯電話の横にある [設定（Settings）]をタップします。

ステップ 2 [ペアを解除（Unpair）]をタップします。
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携帯電話のコールへの応答

手順

[応答（Answer）]をタップします。

携帯電話のコールの拒否

手順

[拒否（Decline）]をタップします。
通話が携帯電話のボイスメールに送信されます。

携帯電話のコールの発信

手順

ステップ 1 携帯電話回線を選択します。

ステップ 2 10桁の番号をダイヤルするか、連絡先を選択します。

Bluetooth からのセッションの移動
DX650を使用して携帯電話との間でアクティブな通話を移動できます。

手順

ステップ 1 DX650からの通話を携帯電話に移動するには、[移動（Move）]をタップします。

ステップ 2 携帯電話からの通話を DX650に移動するには、 をタップします。

携帯電話の音量の調整

手順

DX650と携帯電話の音量のコントロールが同期されます。DX650または携帯電話のいずれかの音
量を調整して携帯電話の音量を調整します。
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携帯電話の連絡先（Mobile Contacts）と携帯電話の通話履歴の共有（Mobile Call
History Sharing）

ペア設定された携帯端末は、[設定（Settings）] > [アカウント（Settings）]に [Bluetooth]と表示さ
れます。このアカウントは携帯端末をペア解除するまで維持されます。

Bluetooth 連絡先の同期

手順

Bluetoothアカウント画面で、[連絡先（Contacts）]をオンにします。

Bluetooth 連絡先の保存

手順

Bluetoothアカウント画面で、[保存（Save）]をオンにします。

インターコムコール

ミュートを有効にしたスピーカーフォンモード（ウィスパーモード）で、コールに自動応答する

通話先の電話機に対して、インターコムコールを発信できます。一方向のインターコムコール

では、通話相手に短いメッセージを配信できます。ハンドセットまたはヘッドセット（いずれか

を使用中の場合）で、音声が再生されます。ユーザの通話相手が現在実行中のすべてのコールア

クティビティは同時に継続されます。

インターコムのアラートトーンが聞こえたら、次のいずれかのオプションを選択できます。

•マイクロフォンをミュートにして発信者の通話を聞く（発信者の声は聞こえるが相手はユー
ザの声が聞こえない）。

•インターコムコールにフォーカスが置かれた状態で、[通話を終了（End Call）]を押してイ
ンターコムコールを終了します。メッセージを聞かない場合はこの操作を実行します。

•発信者と会話するには、アクティブなインターコムボタンをタップし、ハンドセット、ヘッ
ドセット、スピーカーのいずれかを使用します。インターコムコールは双方向の接続（接

続モード）になるため、発信者と対話できます。

インターコム機能を使用する場合は、次の点に注意してください。

• 1つのインターコム回線からは、他のインターコム回線にのみダイヤルできます。

•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のモニタリングや録音が進行中の場合、インターコムコールの送受信が
できます。
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•インターコムコールは保留にできません。

Cisco Extension Mobilityプロファイルを使用して日常的に同じ電話機にログインする場合は、
システム管理者がそのプロファイルにインターコム情報を含む電話ボタンテンプレートを割

り当てていることを確認し、電話機をインターコム回線のデフォルトのインターコムデバイ

スとして割り当ててください。

（注）

事前設定されたインターコム番号にインターコムコールを発信する

手順

ステップ 1 専用のインターコム回線をタップします。

ステップ 2 インターコムのアラートトーンが聞こえてから話し始めます。

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

手順

ステップ 1 ダイヤル可能なインターコム回線をタップします。

ステップ 2 インターコムの相手先の番号を入力するか、短縮ダイヤル番号をタップします。

ステップ 3 インターコムのアラートトーンが聞こえてから話し始めます。

インターコムコールを受信する

手順

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。

•一方向のオーディオでメッセージを聞きます。

• [接続（Connect）]をタップして発信者と会話します。

• [拒否（Decline）]をタップします。
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回線とコールの定義

回線とコールは、混同しやすい用語です。

•回線：各回線は、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そ
れぞれ対応しています。電話機では、最大 15回線をサポートできます。電話機に割り当て
られた回線の数は、電話スクリーンの左側で確認します。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：各回線は複数のコールに対応できます。デフォルトでは、電話機は 1本の回線につ
き 4つの通話に対応していますが、システム管理者はこの数を必要に応じて調整できます。
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。

回線およびコールのアイコン

電話機には、回線およびコールの状態を示すアイコンが表示されます。

説明回線またはコールの

状態（Line or call
state）

アイコ

ン

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（On-hook
line）

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。

オフフック（Off-hook
line）

通話相手に接続されている状態です。接続中のコール

（Connected call）

いずれかの回線でコールの呼出音が鳴っています。呼び出し中のコール

（Ringing call）

コールが保留されています。保留中のコール（Call
on hold）

共有回線の別の電話機に接続コールがあります。リモートで使用中

（Remote-in-use）

通話は暗号化されています。暗号化されたコール

（Encrypted call）

着信拒否が使用できます。着信拒否（Do Not
Disturb）
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説明回線またはコールの

状態（Line or call
state）

アイコ

ン

インターコム回線は使用されていません。アイドル状態のイン

ターコム回線（Idle
intercom line）

インターコム回線が一方向のオーディオを送信中または受信中

です。

一方向のインターコ

ムコール（One-way
intercom call）

インターコム発信者との双方向の音声を有効にするには、イン

ターコム回線を押します。

双方向のインターコ

ムコール（Two-way
intercom call）

コールパークが使用できます。コールパーク（Call
Park）

複数のコール

電話機に複数のコールを表示する方法を理解することで、コール処理の計画に役立ちます。

標準表示モードで、この電話機は、次のように強調表示されている回線でコールを表示します。

•優先順位が最も高く、通話時間の最も長いコールがリストの先頭に表示されます。

•同じタイプのコールは、グループ化されて表示されます。たとえば、相互に通話したコール
は先頭付近に、そして保留状態のコールは末尾付近にグループ化されます。

1本または複数の回線で複数のコールを切り替えることができます。

同じ回線でのコールの切り替え

手順

ステップ 1 切り替え先のコールを強調表示します。

ステップ 2 [復帰（Resume）]をタップします。
アクティブなコールは保留状態になり、選択されたコールは復帰します。
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異なる回線でのコールの切り替え

手順

ステップ 1 切り替え先の回線を選択します。

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。

ステップ 2 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（Resume）] をタップします。

アクティブなコールから切り替えて着信に応答

手順

次のいずれかの操作を実行します。

• [応答（Answer）]をタップします。

•別の回線で呼び出し中の場合は、その回線を選択します。

アクティブなコールは保留状態になり、選択したコールが接続します。

現在の回線での保留の解除

手順

ステップ 1 該当するコールを強調表示します。

ステップ 2 [復帰（Resume）]をタップします。

複数の回線

管理者は電話機に複数の回線を設定できます。
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回線の選択

手順

回線を選択するには、対象の回線をタップします。

選択した回線の通話リストが表示され、その回線でコールを発信できるようになります。

プライマリ回線のすべてのコールの有効化

すべてのコール着信をプライマリ回線の通話リストに表示するよう電話機を設定できます。これ

により、セカンダリ回線のコール着信をプライマリ回線で応答することも、応答する前にセカン

ダリ回線を選択することもできます。

プライマリ回線でコール着信に応答した場合、次に発信するコールには、デフォルトでプライマ

リ回線が使用されます。セカンダリ回線でコール着信に応答した場合、次に発信するコールに

は、デフォルトでセカンダリ回線が使用されます。コールを発信する前に回線を選択した場合、

コールには選択した回線が使用されます。

手順

ステップ 1
をタップします。

ステップ 2 [設定（Settings）]をタップします。

ステップ 3 [すべてのコール（All Calls）]をオンにします。

別のコールがアクティブなときのコールの発信

手順

ステップ 1 新しい回線をタップします。最初のコールは自動的に保留状態になります。

ステップ 2 コールを発信します。

安全なコール

システム管理者による電話機システムの設定によっては、電話機でセキュアなコールの送受信が

サポートされます。

電話機では、次のタイプのコールがサポートされます。
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認証済みコール（Authenticated call）

コールに参加しているすべての電話機の IDが検証されています。

暗号化されたコール（Encrypted call）

電話機は、Cisco Unified Communications Managerネットワーク内で暗号化済みの音声（会
話）を送受信します。暗号化済みのコールは認証済みのコールです。

保護されたコール（Protected call）

電話機は、Cisco Unified Communications Managerサーバ上の安全な（暗号化および信頼され
た）デバイスであり、Cisco Unified Communications Managerの管理ページで [保護されたデ
バイス（Protected Device）]として設定されます。

Cisco Unified Communications Managerの管理ページで [セキュアインディケーショントーン
の再生（Play Secure Indication Tone）]が有効（True）になっている場合、保護された電話機
でコールの開始時にセキュアまたはノンセキュア通知トーンが再生されます。

•エンドツーエンドのセキュアメディアがセキュアリアルタイム転送プロトコル（SRTP）
によって確立され、コールステータスがセキュアである場合、セキュア通知トーン（短

い間隔で 3回の長いビープ音）が再生されます。

•エンドツーエンドの非セキュアメディアがリアルタイムプロトコル（RTP）によって
確立され、コールステータスが非セキュアである場合、非セキュア通知トーン（短い

間隔で 6回の短いビープ音）が再生されます。

[セキュアインディケーショントーンの再生（Play Secure Indication Tone）]オプション
が無効（False）になっている場合、トーンは再生されません。

保護されないコール（Nonprotected call）

電話機のステータスは、Cisco Unified Communications Managerで [保護されたデバイス
（Protected Device）]ではありません。セキュア通知トーンも非セキュア通知トーンも再生
されません。

非セキュアコール（Nonsecure call）

電話機は Cisco Unified Communications Managerサーバ上で保護されず、コールステータス
は非セキュアになります。

結果実行する操作

コールアクティビティ領域の右上、通話時間タイマーの横

にあるセキュリティアイコンが、次のいずれかの状態になっ

ていることを確認します。

•認証されたコールまたは会議

•暗号化されたコールまたは会議

•非セキュアなコールまたは会議

コールまたは会議のセキュリティ

レベルを確認する
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結果実行する操作

コールの開始時にセキュア通知トーンの音を確認します。

• [セキュアコールステータス（Secure call status）]：電
話機が保護されており、[セキュアインディケーショ
ントーンの再生（Play Secure Indication Tone）]が有効
で、コールステータスがセキュアである場合、保護さ

れた電話機でコールの開始時にセキュア通知トーン（短

い間隔で 3回の長いビープ音）が再生されます。ロッ
クアイコンはコールがセキュアであることを表しま

す。

• [非セキュアコールステータス（Nonsecure call status）]
：電話機が保護されており、[セキュアインディケー
ショントーンの再生（Play Secure Indication Tone）]が
有効で、コールステータスが非セキュアである場合、

保護された電話機でコールの開始時に非セキュア通知

トーン（短い間隔で 6回の短いビープ音）が再生され
ます。再生矢印アイコンはコールがセキュアでないこ

とを表します。

詳細については、システム管理者にお問い合わせくだ

さい。

通話接続（コールステータス）が

セキュアであることを確認する

システム管理者に問い合わせてください。社内でセキュアなコールを発信で

きるかどうかを確認する

相互作用や制約、制限によって、電話機におけるセキュリティ機能の動作が悪影響を受ける場合

があります。詳細については、システム管理者にお問い合わせください。

コールに使用されているデバイスが信頼済みかどうかは、シスコが判断します。信頼されて

いないデバイスとの間でのコールでは、コールがセキュアであっても、ロックアイコンやシー

ルドアイコンは電話機画面に表示されません。

（注）

関連トピック

AnyConnect VPN, （19ページ）

共用回線

次の場合、システム管理者が共有回線の使用を指示することがあります。

•複数の電話機で 1つの電話番号を使う
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•同僚とコール処理タスクを共有する

•マネージャに代わってコールを処理する

リモートで使用中のアイコン

リモートで使用中のアイコンは、共有回線の別の電話機に接続されたコールがある場合に表示さ

れます。リモートで使用中のアイコンが表示されている場合でも、共有回線では通常どおりに

コールの発信や受信を行うことができます。

コール情報と割り込み

共有回線の電話機には、共有回線で発信および受信したコールに関する情報がそれぞれ表示され

ます。この情報には、発信者 IDや通話時間などが含まれる場合があります。例外については、
公開設定の項を参照してください。

通話情報が表示される場合は、ユーザおよびユーザと回線を共有する同僚は [割込み（Barge）]ま
たは [C割込（cBarge）]を使用して通話に参加できます。

関連トピック

プライバシーおよび共有回線, （79ページ）

割り込み、C 割り込み、および共有回線
割り込み機能（[C割込（cBarge）]または [割込み（Barge）]）を使用して、共有回線のコールに
自分自身を追加できますプライベートコール以外のコールである必要があります。

電話機の設定によっては、[C割込（cBarge）]または [割込み（Barge）]を使用して、共有回線の
非公開以外のコールに自分を追加できます。

• [C割込（cBarge）]を使用すると、コールを標準の会議コールに切り替え、新しい参加者を
追加できます。

• [割込み（Barge）]を使用すると、コールに自分自身を追加することはできますが、コールを
会議に切り替えることや、新しい参加者を追加することはできません。

関連トピック

会議コール, （53ページ）

ワンボタン割り込みとマルチタッチ割り込み

電話機の割り込み機能がワンボタン機能またはマルチタッチ機能のどちらとして動作するかは、

システム管理者が決定します。

•ワンボタン割り込みでは、回線ボタンを押してコールに割り込むことができます（回線に
コールが 1つしかない場合）。
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•マルチタッチ割り込みでは、コール情報を表示した後で割り込むことができます。

割り込み機能（）Barge Features
次の表に、割り込み機能（[C割込（cBarge）]または [割込み（Barge）]）を使用して共有回線の
コールに自分自身を追加する方法を示します。

結果実行する操作

リモート使用中アイコンが表示されていることを確認します。共有回線が使用中であ

ることを確認する

共有回線の回線ボタンをタップします。この結果は、次のいずれかに

なります。

•コールに追加されます。

•電話機の画面にウィンドウが表示され、割り込ませる通話の選択
を要求するメッセージが表示されます。操作を完了するには、[割
込み（Barge）]または [C割込（cBarge）]をタップします。必要

に応じて をタップして、[割込み（Barge）]または [C割込
（cBarge）]を表示します。

共有回線のコールに参

加する

ヒント

•通話に割り込むと、他の参加者に対して自分の存在を知らせるビープ音が鳴ることがありま
す。 [C割込（cBarge）]を使用した場合は、他の参加者に短い割り込み音が聞こえ、電話機
のスクリーンが切り替わって会議の詳細が表示されます。

•共有回線の電話機で公開設定機能が有効な場合、通話の情報や割り込みボタンは、回線を共
有する他の電話機には表示されません。

•共有回線の電話機でプライバシー機能が無効で、Private Line Automated Ringdown（PLAR）
で設定されている場合でも、割り込みと C割り込み機能は使用できます。

•割り込みにより通話に参加すると、その通話が保留状態になった場合、転送された場合、ま
たは会議コールになった場合、通話が切断されます。

関連トピック

会議の参加者リスト, （56ページ）

プライバシーおよび共有回線

電話回線を共有している場合、プライバシー機能を使用して、この回線を共有している他者が自

分のコールを表示したりコールに割り込んだり（自分自身を追加）しないようにします。
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ヒント

•回線を共有している電話機で公開設定機能が有効になっていても、共有回線を通常どおり使
用して、コールを発信および受信できます。

•プライバシー機能は、使用している電話機のすべての共有回線に適用されます。したがっ
て、複数の共有回線でプライバシー機能を有効にすると、自分が共有している回線すべてに

おいて、同僚がコールを表示したりコールに割り込んだりすることを防止できます。

他者が共有回線のコールを表示したり、コールに割り込んだりするのを防止および許可する

手順

ステップ 1 他者が共有回線のコールを表示したり、コールに割り込んだりするのを防止するには、次の手順

を実行します。

a) [限定公開（Private）]をタップします。
b) 公開設定が有効になっていることを確認するには、公開設定有効アイコンを探します。

ステップ 2 他者が共有回線のコールを表示したり、コールに割り込んだりするのを許可するには、次の手順

を実行します。

a) [限定公開（Private）]をタップします。
b) 公開設定が無効になっていることを確認するには、公開設定有効アイコンが表示されていない
ことを確認します。

短縮ダイヤル

短縮ダイヤル機能を使用すると、インデックス番号を入力するか、電話スクリーンで項目を選択

することで、コールを発信できます。設定に応じて、電話機で、複数のスピードダイヤル機能を

サポートできます。

•スピードダイヤルボタン

•短縮ダイヤル

短縮ダイヤルボタンと短縮ダイヤルを設定するには、[短縮ダイヤルを追加（Add a speed dial）]
をタップして画面の指示に従います。短縮ダイヤルを追加すると、テレフォニーサービスが一時

的に中断されます。システム管理者が、スピードダイヤルを設定できます。

短縮ダイヤルボタンを使用したコールの発信

電話機が回線ステータス短縮ダイヤル機能をサポートしている場合は、短縮ダイヤル番号が話し

中であるかどうかを、ダイヤルする前に確認できます。
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手順

ステップ 1 短縮ダイヤル番号を設定します。

ステップ 2 コールを発信するには、短縮ダイヤルボタンを押します。または、アイコンをアイドル画面にド

ラッグして、電話番号をあらかじめ入力します。

オンフック短縮ダイヤルを使用したコールの発信

手順

ステップ 1 短縮ダイヤルコードを設定します。

ステップ 2 コールを発信するには、短縮ダイヤルコードを入力します。

不審なコールのトレース

不審（迷惑）なコールを受信している場合、システム管理者は電話機に迷惑呼 ID（MCID）機能
を追加できます。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識別できま

す。その結果、一連のトラッキングと通知のメッセージが自動的に発信されます。

システム管理者への不審なコールまたは嫌がらせコールの受信の通知

手順

ステップ 1 [レポート（Report）]をタップします。

ステップ 2 [発信者のレポート（Report Caller）]をタップします。
電話機に「悪意がある発信者としてレポートされました（The caller has been reported

as malicious）」というメッセージが表示されます。管理者は、適切な処置の実施をサポート
する情報とともに、コールに関する通知を受信します。
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第 6 章

アプリケーション

• すべてのアプリケーションを表示（View All Applications）, 83 ページ

• Eメール, 83 ページ

• Jabber, 90 ページ

• 会議, 94 ページ

• 人員, 97 ページ

• WebEx, 103 ページ

• その他アプリケーション, 107 ページ

すべてのアプリケーションを表示（View All Applications）
をタップして、すべてのインストール済みアプリケーションを表示します。

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

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

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

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

メールアカウントはカレンダーおよび連絡先アプリケーションに ActiveSyncを使用できます。
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Inbox
左側のタブにアカウントが一覧表示され、新規メッセージが含まれるフォルダの概要が続いて表

示されます。

フォルダの一覧は左側に表示されます。

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

ている間、受信トレイが左側のタブに表示されます。

受信トレイの更新

手順

をタップします。

メールボックスの並べ替え

手順

ステップ 1
をタップします。

ステップ 2 [並べ替えオプション（Sorting Options）]をタップします。

ステップ 3 並べ替え方法を選択します。

メールメッセージの検索

手順

ステップ 1
をタップします。

ステップ 2 検索の種類を選択します。

ステップ 3 検索クエリーを検索バーに入力します。
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メールの送信

手順

ステップ 1 [+]をタップします。

ステップ 2 宛先のメールアドレスを入力し、件名を入力してから、メッセージを作成します。

ステップ 3 [送信（Send）]をタップします。

メールメッセージの下書きの保存

手順

ステップ 1 [+]をタップします。

ステップ 2 メールアドレスを入力し、件名を入力してから、メッセージを作成します。

ステップ 3 [下書きを保存（Save as draft）]をタップします。

メールメッセージへの返信

手順

ステップ 1
または をタップします。

ステップ 2 メッセージを作成します。

ステップ 3 [送信（Send）]をタップします。
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メールメッセージの転送

手順

ステップ 1
をタップします。

ステップ 2 メールアドレスを入力します。

ステップ 3 [送信（Send）]をタップします。

メールメッセージへの添付ファイルの追加

手順

ステップ 1
をタップします。

ステップ 2 ファイルを選択します。

添付ファイルの合計サイズは 5MBを超えることはできません。添付ファイルの合計サ
イズが 3 MBになると警告が表示されます。

（注）

CC または BCC 受信者の追加

手順

ステップ 1 [Cc/Bccを追加（+ Cc/Bcc）]をタップします。

ステップ 2 [Cc]または [Bcc]フィールドにメールアドレスを入力します。

メールメッセージの削除

手順

をタップします。
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複数のメールメッセージの削除

手順

ステップ 1 複数のメールメッセージにチェックマークを付けます。

ステップ 2
をタップします。

メールメッセージの移動

手順

ステップ 1 メッセージをタップして、長押しします。

ステップ 2 メッセージを別のフォルダにドラッグします。

メールメッセージをお気に入りとしてマーク

をタップします。

複数のメールをお気に入りとしてマーク

手順

ステップ 1 複数のメールメッセージにチェックマークを付けます。

ステップ 2
をタップします。

ステップ 3 [スター付加（Add star）]をタップします。
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メールメッセージを新規メッセージとしてマーク

手順

ステップ 1
をタップします。

ステップ 2 [未読にする（Mark Unread）]をタップします。

複数のメールメッセージを新規メッセージとしてマーク

手順

ステップ 1 複数のメールメッセージにチェックマークを付けます。

ステップ 2 [未読にする（Mark Unread）]をタップします。

メールメッセージの検索

手順

ステップ 1
をタップします。

ステップ 2 検索の種類を選択します。

ステップ 3 検索クエリーを入力します。

並べ替えオプションの設定

手順

ステップ 1
をタップします。

ステップ 2 [並べ替えオプション（Sorting Options）]をタップします。
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メールメッセージへの署名の追加

手順

ステップ 1
をタップします。

ステップ 2 [設定（Settings）]をタップします。

ステップ 3 [署名（Signature）]をタップします。

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

デジタル署名メールメッセージ

Exchange 2003サーバから送信されたデジタル署名メールメッセージは、サイズが不明でダウン
ロード可能な添付ファイルとして表示されます。

電子メールの確認頻度の設定

手順

ステップ 1
をタップします。

ステップ 2 [設定（Settings）]をタップします。

ステップ 3 [受信トレイの確認頻度（Inbox Check Frequency）]をタップします。

ステップ 4 確認の頻度を選択します。
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メールアカウントパスワードのリセット

手順

ステップ 1
をタップします。

ステップ 2 [設定（Settings）]をタップします。

ステップ 3 [受信設定（Incoming Settings）]をタップします。

ステップ 4 [パスワード（Password）]フィールドに新しいパスワードを入力します。

着信音の選択

手順

ステップ 1
をタップします。

ステップ 2 [設定（Settings）]をタップします。

ステップ 3 [着信音を選択（Choose Ringtone）]をタップします。

ステップ 4 着信音を選択して [OK]をタップします。

Jabber
インスタントメッセージの送受信、在席状況の更新、連絡先の追加と削除には、Jabberアプリケー
ションを使用します。 Jabberアプリケーションが最小化されたり、フォーカス外になったりした
場合、チャットメッセージが受信され、在席状況が更新されます。 Jabberアプリケーションにロ
グインしていない場合、他のアプリケーションでの在席状況の更新が正確でなくなることがあり

ます。

Jabber アカウント
セットアップアシスタントでアカウントの認証情報を設定しないと選択していた場合、Jabberア
プリケーションの初回起動時に、アカウントの認証情報を設定するよう要求されます。
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Jabber アカウントの追加
認証情報をすべて入力してから、アカウントの設定を保存してください。アプリケーションで

は、保存する前に認証情報の認証を試行します。無効な情報が入力されていた場合には、再入力

が要求されます。

手順

ステップ 1 Jabberアカウントの認証情報を入力します。

ステップ 2 [サインイン（Sign In）]をタップします。

自動ログイン

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

ユーザがJabberアプリケーションにログインしていない場合、アプリケーションは起動時に、ユー
ザの自動ログインを試行します。ログインに成功した場合は、連絡先画面が表示されます。ログ

インに失敗した場合は、アカウントの認証情報を再入力するよう要求されます。

提供状況

状態コードは次のいずれかに設定できます。

•応対可能

•退席中

•サイレント

ステータスの設定

手順

ステップ 1
をタップします。

ステップ 2 [応答可能ステータス（ availability status）]を選択します。
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連絡先

連絡先の管理は [連絡先（Contacts）]タブで行います。

チャットの連絡先の追加

手順

ステップ 1 [+]をタップします。

ステップ 2 [検索（Search）]フィールドにユーザ名またはメールアドレスを入力します。社内ディレクトリ
が検索されます。

ステップ 3 検索結果をタップして、連絡先リストに連絡先を追加します。

連絡先のリクエスト

Jabberアプリケーションにログインしている状態で連絡先の新しいリクエストを受信すると、通
知バーに通知が表示されます。

チャットの連絡先の削除

手順

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

ステップ 2 [連絡先を削除（Delete Contact）]をタップします。

非同期の連絡先

Jabberアプリケーションを使用すると、非同期の連絡先と通信できます。非同期の連絡先とは、
自分のチャットの連絡先に追加していない連絡先です。
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非同期の連絡先をチャットの連絡先に追加

手順

ステップ 1 連絡先アイコンをタップして、長押しします。

ステップ 2 [連絡先情報（Contact Details）]ダイアログボックスで [追加（Add）]をタップします。

会話

[アクティブな会話（Active Conversations）]タブで、チャットを開きます。

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

リストが表示されます。会話を選択すると、その内容が表示されます。

会話の開始

手順

ステップ 1 連絡先リストで連絡先をタップします。

ステップ 2 [チャット（Chat）]をタップします。

会話の終了

手順

ステップ 1
をタップします。

ステップ 2 [チャットの終了（End chat）]をタップします。

検索

検索機能を使用して、チャットの連絡先や社内ディレクトリを検索します。
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検索した連絡先との会話の開始

検索結果をタップすると、その連絡先との会話が開始されます。

設定

Jabberアプリケーションの設定では、自動ログインオプションを設定して、チャットアカウント
情報を編集できます。

音の通知の有効化

手順

ステップ 1
をタップします。

ステップ 2 [設定（Settings）]をタップします。

ステップ 3 [音（Sounds）]をタップします。

ステップ 4 好きな音オプションに切り替えます。

Jabber からのログアウト

手順

ステップ 1
をタップします。

ステップ 2 [サインアウト（Sign Out）]をタップします。

会議
ドロップダウンメニューから [日（Day）]、[週（Week）]、[月（Month）]、または [予定リスト
（Agenda）]を選択して、カレンダー ビューを変更します。 [今日（Today）]をタップすると、
当日の [日（Day）]表示に戻ります。

今後の予定は、画面の右側に表示されます。

予定の通知は、通知バーに表示されます。
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カレンダーアカウント

会議アプリケーションは、アカウント設定をメールアプリケーションと共有します。メールア

カウントがすでに登録済みの場合、会議アプリケーションにアカウント情報を再入力する必要は

ありません。

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

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

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

証情報を入力します。

会議アプリケーションでは、複数のカレンダーアカウントを登録できます。ActiveSyncはGoogle
や Yahooなどのアカウントで使用できるよう設定することができます。

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

予定の追加

手順

ステップ 1 [+]をタップします。

ステップ 2 予定の詳細を予定の追加画面で入力します。

ステップ 3 WebExの予定は作成しない場合、[予定を編集（Edit Event）]画面の [WebEx]チェックボックスを
オフにします。

ステップ 4 [完了（Done）]をタップします。
予定がカレンダーに表示されます。

予定の編集

一部の予定は編集できません。（注）
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手順

ステップ 1 予定をタップします。

ステップ 2
をタップします。

ステップ 3 予定の詳細を編集します。

ステップ 4 [完了（Done）]をタップします。

予定の削除

手順

ステップ 1 予定をタップします。

ステップ 2
をタップします。

ステップ 3 [OK]をタップします。

設定

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

集できます。

辞退した予定の非表示

手順

ステップ 1
をタップします。

ステップ 2 [設定（Settings）]をタップします。

ステップ 3 [辞退した予定を非表示（Hide Declined Events）]をタップします。
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通知の設定

手順

ステップ 1
をタップします。

ステップ 2 [設定（Settings）]をタップします。

ステップ 3 [通知（Notifications）]をタップします。

着信音の選択

手順

ステップ 1
をタップします。

ステップ 2 [設定（Settings）]をタップします。

ステップ 3 [着信音を選択（Choose Ringtone）]をタップします。

ステップ 4 着信音を選択して [OK]をタップします。

デフォルトの通知時間の設定

手順

ステップ 1
をタップします。

ステップ 2 [設定（Settings）]をタップします。

ステップ 3 [リマインダー通知（Default Reminder Time）]をタップします。

人員
連絡先の保存、並べ替え、検索には、ユーザアプリケーションを使用します。ユーザアプリケー

ションはメールアプリケーションなどの他のアプリケーションと統合できます。また、単独のア

プリケーションとして使用することもできます。
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ユーザアプリケーションを最初に開いたときに、新しい連絡先を作成するか、アカウントにログ

インするか、連絡先をインポートするよう要求されます。

すべての連絡先をまとめて表示、グループ別に表示、またはお気に入りと最もよく使う連絡先を

表示することができます。

連絡先の詳細

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

は、連絡先情報の編集、連絡先をお気に入りとしてマーク、コールの発信、チャットの開始、Cisco
WebEx会議の開始、当該の連絡先へのメールメッセージの送信ができます。

クイックコンタクトバッジ

クイックコンタクトバッジを使用すると、いくつかのアプリケーションから、さまざまな方法で

連絡先と通信することができます。クイックコンタクトバッジを使用すると、コールの発信、

メールメッセージの送信、インスタントメッセージ（IM）の送信、WebEx会議の開始ができま
す。

インストールしたアプリケーションによっては、クイックコンタクトバッジで他のオプショ

ンを使用できることがあります。

（注）

連絡先アイコンをタップしてクイックコンタクトバッジを開きます。

最近のアクティビティの表示

手順

最近のアクティビティを表示するには、連絡先リストの最上部で自分に関するエントリを選択し

ます。

連絡先の追加

手順

ステップ 1
をタップします。

ステップ 2 連絡先の名前と詳細を入力します。

ステップ 3 [完了（Done）]をタップします。
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連絡先が Cisco DX650に保存されます。ローカル連絡先は、デバイスが接続されている Cisco
Unified Communications Managerサーバにバックアップされません。ローカル連絡先は Googleア
カウントにバックアップできます。

関連トピック

データのバックアップ, （126ページ）

連絡先の編集

手順

ステップ 1 連絡先を選択します。

ステップ 2
をタップします。

ステップ 3 連絡先情報を編集します。

ステップ 4 [完了（Done）]をタップします。

連絡先の削除

手順

ステップ 1 連絡先を選択します。

ステップ 2
をタップします。

ステップ 3 [削除（Delete）]をタップします。

ステップ 4 [OK]をタップします。

連絡先の共有

特定の連絡先の情報を別の連絡先と共有することができます。
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手順

ステップ 1
をタップします。

ステップ 2 [共有（Share）]をタップします。

ステップ 3 [共有（Share）]メニューでサービスを選択します。

お気に入り

[お気に入り（Favorites）]をタップすると、お気に入りと最もよく使う連絡先が表示されます。

連絡先をお気に入りとしてマーク

手順

ステップ 1 連絡先を選択します。

ステップ 2 をタップします。

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

グループ

グループを使用すると、連絡先を整理できます。

グループの追加

手順

ステップ 1 [グループ（Groups）]をタップします。

ステップ 2 [+]をタップします。

ステップ 3 グループの名前を入力します。グループに追加する連絡先名も入力できます。

ステップ 4 [完了（Done）]をタップします。
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グループの削除

手順

ステップ 1 グループを選択します。

ステップ 2
をタップします。

ステップ 3 [削除（Delete）]をタップします。

グループへの連絡先の追加

手順

ステップ 1 [グループ（group）]を選択します。

ステップ 2 [+]をタップします。

ステップ 3 グループに追加する連絡先名を入力します。

ステップ 4 [完了（Done）]をタップします。

グループの編集

手順

ステップ 1 グループを選択します。

ステップ 2
をタップします。

ステップ 3 必要な変更を行って [完了（Done）]をタップします。

検索

電話機がネットワークに接続している場合は、次の場所にある連絡先を検索できます。

•ローカルの連絡先

• Microsoft Exchangeのグローバルアドレス一覧（GAL）
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• Cisco User Data Services（UDS）

• Jabber連絡先

次の条件を指定して検索できます。

•名（First name）

•姓（Last name）

•電話番号

• [ユーザ名（Username）]

ユーザアプリケーションは同様のデータがある検索結果を自動的に結合します。

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

GALによる検索は、ActiveSyncアカウントが設定されており、検索フィールドに少なくとも 3文
字が入力された場合のみ実行されます。

連絡先の検索

手順

ステップ 1
をタップします。

ステップ 2 検索条件を入力します。

連絡先のインポート

手順

ステップ 1
をタップします。

ステップ 2 [インポート/エクスポート（Import/Export）]をタップします。

ステップ 3 インポートのソースを選択します。
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連絡先のエクスポート

手順

ステップ 1
をタップします。

ステップ 2 [インポート/エクスポート（Import/Export）]をタップします。

ステップ 3 [ストレージにエクスポート（Export to storage）]をタップします。

表示オプションの設定

手順

ステップ 1
をタップします。

ステップ 2 [設定（Settings）]をタップします。

ステップ 3 [表示オプション（Display Options）]をタップします。

提供状況

在席状況は Jabberアプリケーションにログインすると表示されます。在席状況には、ローカルの
連絡先のステータスが表示されます。

WebEx
Cisco WebExは独立したアプリケーションですが、カレンダー、電話、チャット、および連絡先
アプリケーションと統合して使用することもできます。

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

に表示されるポップアップからわかります。

電話機からは、Cisco WebEx会議内のデスクトップまたはプレゼンテーションを共有できませ
ん。

（注）
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会議中、会議の主催者は、WebExボールをドラッグして、プレゼンタを変更したり、参加者の
ミュート/ミュート解除を実行することができます。主催者は、会議に対して全権限を有していま
す。

WebEx へのログイン

手順

ステップ 1 [ログイン（Sign in）]をタップします。

ステップ 2 自分の電子メールアドレスを入力します。

ステップ 3 [次へ（Next）]をタップします。

ステップ 4 パスワードを入力します。

ステップ 5 [サインイン（Sign In）]をタップします。

シングルサインオンによる WebEx へのログイン

手順

ステップ 1 [ログイン（Sign in）]をタップします。

ステップ 2 [コーポレートサイトでサインインする（Sign in through your corporate website）]をタップします。

ステップ 3 WebExサイトの URLを入力します。

ステップ 4 [次へ（Next）]をタップします。

ステップ 5 クレデンシャルを入力します。

インスタント WebEx 会議の開始

手順

ステップ 1 [+]をタップします。

ステップ 2 [インスタントミーティングを開始（InstantMeeting）]ダイアログボックスが表示されます。会議
のテーマと会議のパスワードを設定して、参加者を招待することができます。また、デフォルト
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の値をそのまま使用することもできます。一部の会議サイトでは、会議のパスワードを設定する

必要があるため、ご注意ください。

ステップ 3 [今すぐ開始（Start Now）]をタップします。

新規 WebEx 会議のスケジュール

手順

ステップ 1 [+]をタップします。

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

の値をそのまま使用することもできます。一部の会議サイトでは、会議のパスワードを設定する

必要があるため、ご注意ください。

ステップ 3 [今後のスケジュール（Schedule for Later）]をタップします。

ステップ 4 会議の詳細を入力して、[完了（Done）]をタップします。

スケジュール済み WebEx 会議の開始

手順

[開始（Start）]をタップします。

スケジュール済み WebEx 会議への参加
デフォルトでは、会議のホストが参加後のみ参加できます。場合によっては、会議のホストが参

加する前に参加できる場合もあります。詳細については、システム管理者に問い合わせてくださ

い。

手順

[参加（Join）]をタップします。
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会議番号による WebEx 会議への参加

手順

ステップ 1
をタップします。

ステップ 2 [会議番号で参加（Join by Number）]をタップします。

ステップ 3 会議番号と自分の名前を入力します。必要に応じて会議のパスワードを入力します。

ステップ 4 [参加（Join）]をタップします。

参加者リストの表示

手順

ステップ 1 [参加者（Participants）]をタップします。

ステップ 2 [参加者（Participants）]をもう一度タップすると、参加者リストが非表示になります。

特定の参加者とのチャット

手順

ステップ 1 参加者リストを表示します。

ステップ 2 参加者を選択します。

ステップ 3 メッセージを入力して [送信（Submit）]をタップします。
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参加者全員とのチャット

手順

ステップ 1 参加者リストを表示します。

ステップ 2 [チャットを開始（Chat with everyone）]をタップします。

ステップ 3 メッセージを入力して [送信（Submit）]をタップします。

WebEx 会議中での参加者の招待

手順

ステップ 1 Cisco WebEx会議のホストの場合は、 をタップします。

ステップ 2 会議に招待する連絡先を選択します。

WebEx 会議中での動画の表示
カメラのシャッターが開いていれば、WebEx会議に参加した際に動画が自動的に始まります。

WebExアプリケーションでは、外部カメラを取り付けた場合でも、動画撮影には内部カメラ
を必ず使用します。

（注）

手順

Cisco WebEx会議で、 をタップします。

その他アプリケーション
Google Play™ストアを使用すると、アプリケーションを検索して電話機に追加することができま
す。セキュリティ設定によっては、Google Playストアを使用できない場合があります。

Google Playストアのアプリケーションの一部には、GPSや背面側のカメラなど、電話機では対応
できないハードウェア要件が存在する場合があります。
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シスコはサードパーティのサイトからダウンロードされたアプリケーションの動作を保証しませ

ん。

アプリケーションの自動更新

アプリケーションの自動更新におけるデフォルトのGoogle Playストアの設定は、[Wi-Fi経由での
みアプリを自動更新（Auto-update apps over Wi-Fi only）] です。イーサネット接続で DX650をイ
ンターネットに接続する場合は、設定を [常にアプリを自動更新（Auto-update apps at any time）]
に変更してアプリケーションを自動更新します。

UCM アプリケーション
UCMアプリケーションを使用すると、システム管理者によって電話機に対してプロビジョニング
されるアプリケーションをインストールまたは削除することができます。システム設定によって

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

については、システム管理者にお問い合わせください。

アプリケーションの削除

手順

ステップ 1 設定アプリケーションで、[アプリケーション（Apps）]をタップします。

ステップ 2 アプリケーションリストの 1つで特定のアプリケーションをタップします。

ステップ 3 [アンインストール（Uninstall）]をタップします。

ステップ 4 [OK]をタップします。
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第 7 章

アクセサリ

• Bluetooth, 109 ページ

• 外部モニタ, 113 ページ

• 外部カメラ, 116 ページ

• [ヘッドセット（headset）], 118 ページ

• USBキーボードと USBマウス, 120 ページ

• USBメモリスティック, 120 ページ

• USB給電ハブ, 120 ページ

• USBコンソールケーブル, 120 ページ

Bluetooth
Cisco DX650は、音声通信のハンズフリープロファイル（HFP）をサポートするヘッドセットと
共に、Bluetooth 3.0をサポートしています。 Cisco DX650は Bluetoothでの一般的なファイル交換
のために Object Push Profile（OPP）を、またキーボードやマウスの接続のためにヒューマンイン
ターフェイスデバイス（HID）プロトコルをそれぞれサポートしています。

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

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

デバイスプロファイルの設定画面に、ペア設定されているデバイスで使用できるプロファイルが

表示されます。システム管理者はこれらのプロファイルを有効または無効にすることができま

す。システム管理者がプロファイルを無効にした場合、プロファイルがオフになり、ユーザが有

効にすることはできません。

ハンズフリープロファイル

Bluetooth HFPのサポートにより、次の機能が提供されます。

• Bluetooth HFP接続/切断ステータスを処理する

•オーディオゲートウェイ（AG）で電話番号をダイヤルしてコールを発信する

•通話の接続時または切断時を表示する

•通話を着信したときにアプリケーションに通知する（インバンド着信音）

•インバンド着信音の有効化または無効化

•電話機ステータスをレポートする（AGの発信者 ID、電波強度、および電池残量）

•通話に応答するか、通話を拒否する

•発信者 IDの通話待機通知を受信する

•通話を保留して待機中通話に切り替える

• AGおよび通話アプリケーションで保留状態の通話とアクティブな通話間を切り替える

•音声を携帯電話に切り替え、音声をハンズフリーユニットに戻す

•携帯電話通話リストを取得する

電話帳へのアクセスプロファイル

Bluetooth電話帳へのアクセスプロファイル（PBAP）を使用すると、ペア設定されたモバイルデ
バイスからCisco DX650に連絡先と通話履歴を共有できます。モバイルデバイスをペア設定して
いる場合は手動または自動で連絡先と通話履歴のダウンロードを選択し、Cisco DX650で連絡先
の保存を選択できます。

モバイルデバイスが Cisco DX650の範囲外の場合、共有した連絡先は保存を選択しなければ削除
され、モバイルデバイスの通話履歴が DX650に表示されません。
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Bluetooth の有効化

手順

設定アプリケーションで、[Bluetooth]をオンに切り替えます。

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

Bluetooth デバイスのペア設定

手順

ステップ 1 使用可能なデバイスのリストで、ペア設定をするデバイスをタップします。

ステップ 2 パスキーを確認してから、[ペア設定する（Pair）]をタップします。

Bluetooth デバイスのペア解除

手順

ステップ 1 デバイスの横にある [設定（Settings）]をタップします。

ステップ 2 [ペアを解除（Unpair）]をタップします。
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ファイルの共有

手順

ステップ 1 電話機と他の Bluetooth対応デバイスをペア設定します。

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

アプリケーションの連絡先を共有できます。

ステップ 3 [共有（Share）]メニューで [Bluetooth]を選択します。

受信済みファイルの表示

手順

ステップ 1 [詳細（More）]をタップします。

ステップ 2 [受信済みファイルを表示（Show received files）]をタップします。

電話機の検出可能化

電話機の名前をタップすると、検出可能になります。電話機は 120秒間検出可能な状態となりま
す。

Bluetooth デバイス名の設定

手順

ステップ 1 [詳細（More）]をタップします。

ステップ 2 [デバイスの名前を変更（Rename Device）]をタップします。

ステップ 3 デバイスの名前を入力して [名前を変更（Rename）]をタップします。
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外部モニタ
電話機をモニタに接続するには、HDMIタイプ Aケーブルの一方の端を HDMIポートに差し込
み、もう一方の端をモニタの HDMIポートに差し込みます。

外部モニタのディスプレイモードは 2種類あります。ミラーモードでは、電話機の画面に表示
される内容が外部モニタにも表示されます。 Dual Independent Displayモードでは、外部モニタが
別の独立した画面として機能します。

Cisco DX650は、次の外部モニタ解像度をサポートしています。

• 1920 x 1200（WUXGA）

• 1920 x 1080（1080p）

• 1680 X 1050

• 1280 x 720（720p）

電話機がスリープモードに入ると、外部モニタもスリープモードに入ります。電話機がロック

されると外部モニタもロックされ、電話機のロックが解除されるまで外部モニタは使用できなく

なります。

外部モニタとの間でアプリケーションを移動することができます。ブラウザアプリケーションを

移動すると、アプリケーションが再起動します。同時に実行できるアプリケーションのインスタ

ンスは 1つだけです。

内部画面と外部モニタの両方でマウスとキーボードを使用できます。マウスのパンニングが可能

です。キーボードはマウスのフォーカスに追随します。

外部モニタの接続

手順

HDMIケーブルの一方の端を HDMIポートに挿入し、もう一方の端をモニタの HDMIポートに挿
入します。
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ディスプレイモードの切り替え

手順

ステップ 1 ステータスバーの [モニタ（Monitor）]をタップします。

ステップ 2 [ミラー（Mirror）]を選択すると、電話機の画面が外部モニタにミラーリングされます。 [拡張
ディスプレイ（External Display）]を選択すると、外部モニタを独立したディスプレイとして使用
します。

マウスのパンニング

モニタを拡張表示モードで使用する場合、内部ディスプレイと外部ディスプレイの両方でマウス

を使用できます。マウスのパンニングとは、マウスのポインタを 2つのディスプレイにまたがっ
て移動することです。

マウスのパンニングは、ディスプレイの端を越えてポインタを動かして行います。モニタの向き

の設定によっては、マウスのパンニングのためにポインタを左右や上下に動かすことが必要とな

る場合があります。

モニタの向きの設定

手順

ステップ 1 設定アプリケーションで、[外部ディスプレイ（External display）]をタップします。

ステップ 2 [画面の向き（Orientation）]をタップします。

ステップ 3 モニタの向きを選択します。

外部モニタでのアプリケーションの起動

手順

ステップ 1
外部ディスプレイで を選択します。

ステップ 2 アプリケーションを選択します。
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外部モニタでのアプリケーションの自動起動

手順

ステップ 1 設定アプリケーションで、[外部ディスプレイ（External Display）]をタップします。

ステップ 2 [自動起動（Auto Launch）]をタップします。

ステップ 3 外部モニタで自動起動するアプリケーションを最大 3つ選択します。

外部モニタへのアプリケーションの表示の移動

手順

ステップ 1 ステータスバーの [モニタ（Monitor）]をタップします。

ステップ 2 [外部ディスプレイで開く（Open in External Display）]を選択します。

電話スクリーンへのアプリケーションの表示の移動

手順

ステップ 1 外部モニタのステータスバーで [モニタ（Monitor）]をタップします。

ステップ 2 [電話機のディスプレイで開く（Open in Phone Display）]を選択します。

HDCP のサポート
Cisco DX650は、デジタル著作権管理（DRM）で保護されたコンテンツをサポートしています。
たとえば、電話機で Google Playストアで購入した動画を再生できます。

HDMIポートを使用して HD動画を不正にコピーすることができないように、電話機に接続する
HDMIモニタ（または、任意の HDMIシンクデバイス）は HDCP対応である必要があります。
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HDCPは電話機と HDMIモニタの間でデータを暗号化するために使用します。 HDMIモニタが
HDCP対応でない場合、保護されたコンテンツを電話器で再生することはできません。

次の表は、どのような場合に DRMコンテンツを再生できるかをまとめたものです。

HDCP対応でないモニタHDCP対応モニタディスプレイモード

なしDRMコンテンツの再生が可能
です。

外部モニタなし

DRMコンテンツは再生されま
せん。

DRMコンテンツプレーヤー
で、コンテンツを再生できない

ことを示す警告が表示されま

す。コンテンツプレーヤーが

内部ディスプレイで起動された

場合でも Dual Independent
Display（DID）モニタで起動さ
れた場合でも同様です。

DRMコンテンツは、メディア
が表示されている場所にかかわ

らず再生できます。

Dual Independent Display

DRMコンテンツは再生されま
せん。

DRMコンテンツプレーヤー
で、コンテンツを再生できない

ことを示す警告が表示されま

す。

DRMコンテンツの再生が可能
です。

ミラーモード

外部カメラ
電話機では、Logitech C920-C Webcamと Logitech C930e Webcamをサポートしています。外部カ
メラが接続されている場合、そのカメラが通話アプリケーションのデフォルトのカメラとなりま

す。その他のアプリケーションは引き続き内部カメラを使用します。

外部カメラを拡張表示モードの外部モニタとあわせて使用する場合、ビデオコールの動画は外部

モニタに表示され、通話は音声通話と同様に内部画面に表示されます。デフォルトでは、外部モ

ニタのビデオコールは全画面表示となります。ビデオコール中に、全画面表示モードを終了し、

外部モニタで別のアプリケーションを開くと、ビデオコールは表示しているアプリケーションと

重なって表示されます。

同時にカメラを使用できるアプリケーションは 1つだけです。
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Power over Ethernetで電話機の電源をオンにする場合は、外部カメラに 802.3atが必要です。
PoweroverEthernetで電話機の電源をオンにしない場合は、外部カメラに外部電源が必要です。

（注）

関連トピック

ビデオコール, （44ページ）

セルフビューの終了

手順

ステップ 1
外部ディスプレイで を選択します。

ステップ 2 [セルフビューを閉じる（Close self view）]を選択します。

動画を電話ディスプレイで表示

手順

ステップ 1
外部ディスプレイで を選択します。

ステップ 2 [動画を電話ディスプレイで表示（Move video to phone display）]を選択します。

ビデオコールの表示モードの切り替え

手順

ステップ 1 外部ディスプレイで [全画面表示を終了（Exit full screen）]アイコンを選択して、ポップアップ
モードに切り替えます。

ステップ 2 全画面表示に戻すには、次の手順に従います。

a)
を選択します。

b) [フルスクリーン動画に戻る（Return to full screen video）]を選択します。
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カメラ表示の切り替え

手順

ステップ 1 [詳細（More）]をタップします。

ステップ 2 [切り替え（Swap）]をタップして、内部カメラと外部カメラを切り替えます。

[ヘッドセット（headset）]
電話機で有線ヘッドセットを使用することができます。また、ワイヤレスヘッドセットのリモー

トフックスイッチコントロール機能を利用すれば、ワイヤレスヘッドセットを使用することも

できます。

ヘッドセットの使用中は、 や .

など、電話機のすべてのコントロールにアクセスできます。

ただし、ワイヤレスヘッドセットを使用している場合は、『ワイヤレスヘッドセットのマニュア

ル（ the wireless headset documentation）』を参照してください。

結果実行する操作

コール中またはダイヤルトーンが聞こえているときに

を押します。

[ヘッドセットモード（headset
mode）]のオン/オフを切り替える

ハンドセットを持ち上げる。ハンドセットに切り替える

コール中またはダイヤルトーンが聞こえているときに

を押します。

コールの音量レベルを調節する

[自動応答（AutoAnswe）]を使用する場合は、ヘッドセットまたはスピーカーフォンでの自動応答,
（37ページ）を参照してください。

ヘッドセットのサポート

シスコでは、Cisco DX650で使用するサードパーティ製のヘッドセットについて社内で若干のテ
ストを実施していますが、ヘッドセット（またはハンドセット）のベンダーによる製品の動作の

保証やサポートは行っていません。
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シスコでは、不要な無線周波数（RF）および可聴周波数（AF）が遮蔽された、高品質ヘッドセッ
トの使用を推奨しています。ヘッドセットの品質や、携帯電話および双方向ラジオなど他のデバ

イスとの間隔によっては、雑音やエコーが入ることもあります。リモートパーティ側、または自

分とリモートパーティの両方で、低い雑音が聞こえる場合があります。電灯、電動機、大型の

PCモニタなど、さまざまな外部要因によりこの低い雑音が発生します。

場合によっては、ローカル電源キューブやパワーインジェクタを使用することにより、ハム

雑音を軽減または除去できることがあります。

（注）

電話機が配置されている場所で環境とハードウェアが適合しない場合があるため、どのヘッドセッ

トソリューションもすべての環境で最適であるとは限りません。

ヘッドセットの購入を決定して大規模な展開を実施する前に、使用を想定している環境でテスト

しパフォーマンスを測定することを推奨します。

音質

物理的、機械的、および技術的な性能以上に、ヘッドセットの音質がユーザと通話相手の双方に

とって良質である必要があります。音質の判断は主観によるので、シスコが特定のヘッドセット

のパフォーマンスを保証することは不可能です。ただし、大手のヘッドセットメーカーのヘッド

セットの多くは Cisco DX650に適合しています。詳細については、ヘッドセットのマニュアルを
参照してください。

3.5 mm ヘッドセット
3.5mmヘッドセットは、電話機の後ろ側にあるヘッドセットポートに接続することができます。

一部のヘッドセットはピン割り当て、マイクの電圧、デバイス制御機能などについて電話機との

ハードウェア不適合があります。ヘッドセットのマイクが適合しない場合や、ヘッドセットにマ

イクがない場合は、電話機に組み込まれたマイクで通話ができます。

ワイヤレスヘッドセット

お使いの電話機は、ワイヤレスヘッドセットをサポートしています。ワイヤレスヘッドセット

のリモート機能の使用方法については、ワイヤレスヘッドセットのマニュアルを参照してくださ

い。また、ワイヤレスヘッドセットリモートフックスイッチコントロール機能と組み合わせて

ワイヤレスヘッドセットを使用することがお使いの電話機で可能かどうかをシステム管理者に確

認してください。
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USB キーボードと USB マウス
Cisco DX650ですべての USBキーボードまたはマウスが正常に動作するとは限りません。ただ
し、ヒューマンインターフェイスデバイス（HID）仕様に準拠する USBキーボードの大半は、
正常に動作します。USBハブは、必ず給電を必要とします。したがって、ハブを 1基でも搭載し
ているキーボードは、ハブに電力が供給されないので使用できません。

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

USBメモリスティックは、/sdcard/external/usb-sda1にマウントされます。

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

USB コンソールケーブル
USBコンソールケーブルは通常、システム管理者がデバッグのためのみに使用します。

USBコンソールケーブルの使用方法の詳細については、システム管理者に連絡してください。
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第 8 章

製品の安全性、セキュリティ、および関連

情報

• 安全性とパフォーマンスに関する情報, 121 ページ

• 緊急通報に関する通知, 122 ページ

• FCC準拠宣言, 124 ページ

• CEマーク, 125 ページ

• 暗号化に関する情報, 125 ページ

• データのバックアップ, 125 ページ

• 問題レポートツール（Problem Report Tool）, 126 ページ

• 追加情報, 126 ページ

安全性とパフォーマンスに関する情報
停電や他のデバイスが電話機に影響を及ぼすことがあります。

この製品は、この種類の危機に対して定められた、電磁場（EMF）に関する国家規格を満たして
います。この規制を遵守するための設定値や設置に関する要件の具体的な情報は、この製品の

『Regulatory Compliance and Safety Information』（http://www.cisco.com/go/rcsi-cdce）で紹介してい
ます。

停電

通話アプリケーションにより緊急サービスにアクセスするには、電話がネットワークに接続され

ている必要があります。ルータの電源が中断されると、電源が回復するまでサービスおよび緊急

通報サービスのダイヤルが機能しなくなります。電源の異常および障害が発生した場合は、装置
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をリセットまたは再設定してから、利用および緊急コールサービスへのダイヤルを行う必要があ

ります。

ネットワーク輻輳時の行動

ネットワークパフォーマンスの低下の原因となるものは、音声とビデオの品質にも影響を及ぼす

ため、場合によっては、コールがドロップする可能性があります。ネットワークパフォーマンス

の低下は、次のような原因が考えられます。

•内部ポートスキャンやセキュリティスキャンなどの管理タスク

•サービス拒否攻撃など、ネットワーク上で発生した攻撃

悪影響を減少または排除するには、管理ネットワークタスクをデバイスが使用されない時間にス

ケジュールするか、テストからデバイスを除外します。

緊急通報に関する通知
初めて通話アプリケーションを開いたとき、および既存のVPNネットワークを選択または新しい
VPNネットワークを追加したときに、緊急通報に関する通知テキストが表示されます。

通話アプリケーションの緊急通報に関する通知

初めて通話アプリケーションを開いたとき、[緊急通報に関する通知（Emergency Response
Notification）]ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスでは、VoIPネット
ワークを使用しているため緊急通報番号へのダイヤルが機能しない可能性があることが通知され

ます。

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

がデバイスをリモートワイプした場合に限り再度表示されます。

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

緊急通報番号（110、119など）へのダイヤルは、Cisco DX650に使用されて
いるようなエンタープライズクラスの IPテレフォニーネットワークでは機能
しない可能性があります。正しい位置情報が緊急対応機関に渡されない可能

性があります。組織の施設内または施設外にいるときに使用するダイヤル番

号など、ネットワークの機能に関する情報は、ネットワーク管理者から得る

ことができます。
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VPN の緊急通報に関する通知
既存のVPNネットワークへの接続または [新しいVPN接続を追加（Add a New VPN Connection）]
オプションを選択すると、ダイアログが表示され、緊急通報番号へのダイヤルが機能しない可能

性について警告します。 [OK]をタップするとVPN接続のステップに進むことができます。 [戻る
（Back）]をタップすると、ダイアログが閉じ、接続がキャンセルされます。

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

警告 --緊急通報番号（110、119など）は、ソフトウェアテレフォニークラ
イアントでは機能しない可能性があります。正確な位置と適切な緊急対応機

関を特定することが困難になる可能性があります。一部の国では、インター

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

などがあります。

外部デバイス

シスコは、干渉を引き起こす電波（RF）および可聴周波（AF）信号に対して遮蔽された高品質の
外部デバイス（ヘッドセットなど）の使用を推奨します。

これらのデバイスの品質や、携帯電話および双方向ラジオなど他のデバイスとの間隔によっては、

雑音が入ることもあります。その場合は、次の方法で対処してください。

• RFまたは AFの信号源から外部デバイスを離す。

• RFまたは AFの信号源から外部デバイスのケーブルの経路を離す。

•外部デバイス用にシールドされたケーブルを使用するか、シールドおよびコネクタが高品質
のケーブルを使用する。

•外部デバイスのケーブルを短くする。

•外部デバイスのケーブルに、フェライトまたは同様のデバイスを適用する。

シスコでは、外部デバイス、ケーブル、コネクタの品質については制御できないため、システム

パフォーマンスの保証ができません。良質のケーブルとコネクタを使用して適切なデバイスを接

続すれば、パフォーマンスは良好なものとなります。

欧州連合諸国では、EMC Directive（89/336/EC）に完全に準拠した外部スピーカー、マイクロ
フォン、ヘッドセットだけを使用してください。

注意
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ヘッドセットの安全性

ヘッドセットを使用するときは、音量を安全なレベルに設定します。ヘッドセットを大音量で使

用すると永続的難聴や聴覚の低下が生じることがあります。

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

いる人の声が聞こえない場合は音量を下げてください。

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

聴力検査を受けてください。

Bluetooth 無線ヘッドセットのパフォーマンス
ヘッドセットが Bluetoothをサポートする場合、Cisco DX650は Bluetooth Class 2テクノロジーを
サポートします。 Bluetoothでは、30フィート（10 m）以内の範囲の低帯域幅でワイヤレス接続
を行えます。最大のパフォーマンスが得られるのは、1～ 2 m（3～ 6フィート）の範囲内です。
ヘッドセットは 5個まで接続できますが、最後に接続されたヘッドセットだけがデフォルトとし
て使用されます。

干渉の問題が発生する可能性があるため、802.11b/gデバイス、Bluetoothデバイス、電子レンジ、
金属製の大きい物体は、ワイヤレスヘッドセットから遠ざけておくことをお勧めします。

電話機とヘッドセットの間に何らかの障害物があっても、Bluetoothワイヤレスヘッドセットは正
常に機能しますが、壁やドアなど、一部の障害物や、他の電気製品は、Bluetooth接続に影響を及
ぼす可能性があります。

FCC 準拠宣言
連邦通信委員会（FCC）は、次の項目に関する準拠宣言を義務付けています。

• FCC Part 15.21

• FCCレシーバおよびクラス Bデジタル装置

FCC Part 15.21 に関する宣言
装置に対し、準拠に責任を負う関係者によって明示的に承認されていない変更または修正を加え

ると、ユーザがこの装置を使用する権利は無効になります。

FCC レシーバおよびクラス B デジタル装置に関する宣言
この製品はテスト済みであり、FCCルール Part 15に規定されたクラスBデジタル装置の仕様に準
拠しています。これらの制限は、住宅地で使用したときに、干渉を防止する適切な保護を規定し

ています。この装置は、無線周波エネルギーを生成、使用、または放射する可能性があり、指示
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に従って設置および使用しなかった場合、ラジオおよびテレビの受信障害が起こることがありま

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

装置がラジオまたはテレビ受信に干渉する場合、装置のオン/オフを切り替えると干渉を確認でき
ます。その場合は、次の方法で干渉が起きないようにしてください。

•受信アンテナの方向または場所を変更する。

•装置間の間隔を大きくする。

•装置を受信機ではなくコンセントに接続します。

•販売店または経験豊富なラジオまたは TV技術者に支援を要請する。

CE マーク
Cisco DX650では、次の CEマークとクラス 2の識別子が機器と梱包に記載されます。

暗号化に関する情報
NOTICE

この製品には、輸入、輸出、譲渡、使用を規制する米国またはその他の国の法律の対象となる暗

号化機能が含まれています。シスコの暗号化製品を譲渡された第三者は、その暗号化技術の輸

入、輸出、配布、および使用を許可されたわけではありません。輸入業者、輸出業者、販売業

者、およびユーザは、米国および他の国での法律を順守する責任があります。Byusing this product
you agree to comply with applicable laws and regulations.米国および他の国の法律を順守できない場合
は、本製品を至急送り返してください。

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

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

データのバックアップ
データのバックアップにはGoogleアカウントが必要です。Googleアカウントを追加しない場合、
データはバックアップされません。

メールアプリケーションのデータはバックアップされませんが、Gmail™アプリケーションのデー
タはバックアップされます。

Googleは、データをバックアップサービスに送信する際のデータの暗号化を保証していません。

バックアップオプションを無効にすると、保存されたすべてのバックアップデータが削除されま

す。
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データのバックアップ

手順

ステップ 1 設定アプリケーションで、[バックアップ&リセット（Backup & Reset）]をタップします。

ステップ 2 [データのバックアップ（Back Up My Data）]をオンにします。

問題レポートツール（Problem Report Tool）
Cisco Collaboration Problem Reporting Toolを使用すると、電話機やアプリケーションの問題が発生
した場合に、情報をシステム管理者に送信できます。レポートをこの問題レポートツールから送

信するには、メールアカウントが電話機に設定されている必要があります。

簡易モードでは、問題レポートツールによってローカルにログとデバッグデータが生成され

ますが、デバイス管理者にメールで送信されません。その代わりに、ファイル名が提供され、

管理者が電話機のサービスアビリティWebページからそのファイルにアクセスできるように
します。

（注）

問題の報告

手順

ステップ 1 設定アプリケーションで、[端末について（About device）]をタップします。

ステップ 2 [Cisco Collaboration Problem Reporting Tool]をタップします。

ステップ 3 各レポートオプションを入力してから、[メールレポートを作成（Create email report）]をタップ
します。

ステップ 4 メールレポートをシステム管理者に送信します。

追加情報
You can access the Cisco website at this URL:

http://www.cisco.com/jp
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Cisco DXシリーズクイックリファレンス、管理、導入、ユーザガイド

http://www.cisco.com/en/US/products/ps12956/tsd_products_support_series_home.html

翻訳された資料は、次の URLで入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps12956/tsd_products_support_translated_end_user_guides_list.html

ライセンス情報：

http://www.cisco.com/en/US/products/ps12956/products_licensing_information_listing.html

保証：

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

各国のシスコWebサイト：

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

マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート

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

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

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

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

Cisco DX650 ユーザガイド、リリース 10.2(4)    
127

製品の安全性、セキュリティ、および関連情報

マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート

http://www.cisco.com/en/US/products/ps12956/tsd_products_support_series_home.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps12956/tsd_products_support_translated_end_user_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps12956/products_licensing_information_listing.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/general/warranty/English/EU1KEN_.html
http://www.cisco.com
http://www.cisco.com/web/siteassets/locator/index.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html


   Cisco DX650 ユーザガイド、リリース 10.2(4)
128

製品の安全性、セキュリティ、および関連情報

マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート


	Cisco DX650 ユーザ ガイド、リリース 10.2(4)
	目次
	電話機能
	Cisco DX650 ハードウェア
	Cisco DX650 ケーブルの設置
	フックスイッチ クリップの取り外し
	TAPS 登録
	ハンドセット
	カメラ
	ケーブル ロック

	動作モード
	拡張モード
	簡易モード
	パブリック モード

	省電力
	クリーニング

	電話機のセットアップ
	有線ネットワーク接続
	有線ネットワークへの接続
	コンピュータとの有線ネットワーク接続の共有

	ワイヤレス ネットワークへの接続
	非表示のワイヤレス ネットワークへの接続
	ワイヤレス ネットワークの編集
	ワイヤレス ネットワークの削除
	TFTP
	TFTP サーバへの接続

	電話機の設定
	セルフプロビジョニングでの電話機のプロビジョニング
	アプリケーションの設定
	暗証番号の追加
	パスワードの追加


	カスタマイズと設定
	ホーム画面
	ワーク スペース
	ワーク スペースの切り替え

	ホーム画面の設定
	ホーム画面へのアプリケーション アイコンの追加
	ウィジェット
	ホーム画面へのウィジェットの追加

	ウィジェットまたはアイコンの移動
	ウィジェットまたはアイコンの削除
	壁紙の変更


	ロック画面
	画面のロック解除
	ロック画面からの緊急通報の発信
	失われた暗証番号またはパスワードのリセット
	ロック画面での通話アプリケーションの表示
	バックライト消灯の設定

	呼出音の変更
	カスタム着信音の追加

	電話機の着信音の音量調整
	電話スクリーンの明るさを変更する
	Cisco Unified Communications セルフ ケア ポータル
	AnyConnect VPN
	AutoNetDetect
	パスワード パーシステンス
	VPN 接続プロファイルの追加
	VPN 接続プロファイルの編集
	VPN への接続
	VPN から切断
	VPN 接続プロファイルの削除
	VPN 経由のビデオ コール体験の最適化


	アクセシビリティ機能
	アクセシビリティ機能
	聴覚障がい者向けアクセシビリティ機能
	視覚障がい者向けアクセシビリティ機能
	フォント サイズの変更
	画面の明るさの変更
	画面ロックの音の有効化
	パスワードの読み上げの有効化
	TalkBack の有効化
	Explore by Touch
	Explore by Touch の操作
	Explore by Touch の画面キーボードの動作
	Explore by Touch の有効化

	タッチ操作音の有効化
	テキストの音声入力


	コール タスク
	一般的なコール タスク
	コールへの応答
	ヘッドセットまたはスピーカーフォンでの自動応答

	コールの切断
	保留と保留解除
	コールを保留にする
	異なる回線での保留の解除

	ミュート
	コールをミュートまたはミュート解除する

	コールの発信
	ヘッドセットを使用したコールの発信
	スピーカーフォンを使用したコールの発信
	別のコールがアクティブな場合のコールの発信
	Cisco Web Dialer を使用したパーソナル コンピュータの社内ディレクトリからのダイヤル
	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の通知

	お気に入りからのダイヤル
	最近使用した連絡先からのダイヤル

	リダイヤル
	ローカル連絡先の検索
	検索結果を連絡先に追加する
	ディレクトリの検索
	検索結果の最適化

	スピーカーフォン
	通話履歴
	通話履歴からの連絡先の追加

	ビデオ コール
	ビデオ コール制御バー
	動画転送の停止
	自動ビデオ転送
	自動動画転送の停止

	動画露出の調整
	動画帯域幅の設定
	セルフ動画
	セルフ動画の表示
	プレゼンテーション

	表示によるボイスメール
	ボイスメールに発信
	ボイス メッセージの再生
	ボイス メッセージの詳細の表示
	ボイス メッセージへの返信
	ボイス メッセージの転送
	ボイス メッセージの削除


	高度なコール タスク
	アクティブなコールの移動
	アクティブなコールをデスク電話から携帯電話に切り替え
	アクティブなコールを携帯電話からデスク電話に切り替え
	アクティブなコールを携帯電話から同じ回線を共有するデスク電話に切り替え

	単一の電話番号を使用したビジネス通話
	モバイル コネクト（Mobile Connect）およびモバイル ボイス アクセス（Mobile Voice Access）
	携帯電話で応答したコールの保留
	モバイル ボイス アクセスに接続する
	携帯電話からのモバイル コネクトの有効化
	携帯電話からのモバイル コネクトの無効化
	すべてのリモート接続先へのモバイル コネクト アクセスをデスクフォンで有効または無効にする
	モバイル ボイス アクセスを使用した携帯電話からのコール

	会議コール
	Ad Hoc 会議
	参加者に発信して会議コールを作成
	連絡先を会議に追加

	会議への参加
	単一の電話回線上の複数の既存コールを結合する
	複数の電話回線上の複数の既存コールを結合する

	割り込み会議
	共有回線の通話への割り込みによる会議の作成

	ミートミー会議
	ミートミー会議を開催する
	ミートミー会議に参加する

	会議の参加者リスト
	参加者リストを使用した会議のコントロール


	コールの転送
	電話機からのすべてのコール転送の設定およびキャンセル
	コール転送をセットアップまたはキャンセルする

	コール パーク
	コール パークを使用したアクティブなコールの保存および取得
	アクティブなコールをダイレクト コール パーク番号に転送し、保存する
	パークされたコールをダイレクト コール パーク番号から取得
	処理されたダイレクト コール パーク番号を使用してアクティブなコールを転送、保存、および取得する

	コール ピックアップ
	コール ピックアップ グループ内の別の内線で鳴っているコールに応答する
	コール ピックアップ グループ外の別の内線で鳴っているコールに応答する
	グループまたは関連付けられたグループ内の別の内線で鳴っているコールに応答する
	特定の内線での着信への応答

	コールの転送
	転送先の相手との会話なしのコール転送
	転送先の相手との会話後のコール転送
	通話をボイスメールに転送
	アクティブ、呼び出し中、または保留中の通話をボイスメールに転送


	Do Not Disturb
	サイレントのオンおよびオフ

	Cisco Extension Mobility
	ロック画面から Extension Mobility にログイン
	設定から Extension Mobility にログイン
	ロック画面で Extension Mobility からログアウト
	設定で Extension Mobility からログアウト

	ハント グループ
	ハント グループへのログインおよびログアウト

	Intelligent Proximity
	携帯電話のペア設定
	携帯電話の自動接続
	接続されている携帯電話の切り替え
	携帯電話のペア解除

	携帯電話のコールへの応答
	携帯電話のコールの拒否
	携帯電話のコールの発信
	Bluetooth からのセッションの移動
	携帯電話の音量の調整
	携帯電話の連絡先（Mobile Contacts）と携帯電話の通話履歴の共有（Mobile Call History Sharing）
	Bluetooth 連絡先の同期
	Bluetooth 連絡先の保存


	インターコム コール
	事前設定されたインターコム番号にインターコム コールを発信する
	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
	インターコム コールを受信する

	回線とコールの定義
	回線およびコールのアイコン

	複数のコール
	同じ回線でのコールの切り替え
	異なる回線でのコールの切り替え
	アクティブなコールから切り替えて着信に応答
	現在の回線での保留の解除

	複数の回線
	回線の選択
	プライマリ回線のすべてのコールの有効化

	別のコールがアクティブなときのコールの発信
	安全なコール
	共用回線
	リモートで使用中のアイコン
	コール情報と割り込み
	割り込み、C 割り込み、および共有回線
	ワンボタン割り込みとマルチタッチ割り込み
	割り込み機能（）Barge Features
	プライバシーおよび共有回線
	他者が共有回線のコールを表示したり、コールに割り込んだりするのを防止および許可する


	短縮ダイヤル
	短縮ダイヤル ボタンを使用したコールの発信
	オンフック短縮ダイヤルを使用したコールの発信

	不審なコールのトレース
	システム管理者への不審なコールまたは嫌がらせコールの受信の通知



	アプリケーション
	すべてのアプリケーションを表示（View All Applications）
	E メール
	Inbox
	受信トレイの更新
	メールボックスの並べ替え
	メール メッセージの検索

	メールの送信
	メール メッセージの下書きの保存
	メール メッセージへの返信
	メール メッセージの転送
	メール メッセージへの添付ファイルの追加
	CC または BCC 受信者の追加
	メール メッセージの削除
	複数のメール メッセージの削除
	メール メッセージの移動
	メール メッセージをお気に入りとしてマーク
	複数のメールをお気に入りとしてマーク
	メール メッセージを新規メッセージとしてマーク
	複数のメール メッセージを新規メッセージとしてマーク
	メール メッセージの検索
	並べ替えオプションの設定
	メール メッセージへの署名の追加
	デジタル署名メール メッセージ
	電子メールの確認頻度の設定
	メール アカウント パスワードのリセット
	着信音の選択

	Jabber
	Jabber アカウント
	Jabber アカウントの追加
	自動ログイン

	提供状況
	ステータスの設定

	連絡先
	チャットの連絡先の追加
	連絡先のリクエスト
	チャットの連絡先の削除
	非同期の連絡先
	非同期の連絡先をチャットの連絡先に追加


	会話
	会話の開始
	会話の終了

	検索
	検索した連絡先との会話の開始

	設定
	音の通知の有効化

	Jabber からのログアウト

	会議
	カレンダー アカウント
	予定の追加
	予定の編集
	予定の削除
	設定
	辞退した予定の非表示
	通知の設定
	着信音の選択
	デフォルトの通知時間の設定


	人員
	連絡先の詳細
	クイック コンタクト バッジ
	最近のアクティビティの表示
	連絡先の追加
	連絡先の編集
	連絡先の削除
	連絡先の共有
	お気に入り
	連絡先をお気に入りとしてマーク

	グループ
	グループの追加
	グループの削除
	グループへの連絡先の追加
	グループの編集

	検索
	連絡先の検索

	連絡先のインポート
	連絡先のエクスポート
	表示オプションの設定
	提供状況

	WebEx
	WebEx へのログイン
	シングル サインオンによる WebEx へのログイン
	インスタント WebEx 会議の開始
	新規 WebEx 会議のスケジュール
	スケジュール済み WebEx 会議の開始
	スケジュール済み WebEx 会議への参加
	会議番号による WebEx 会議への参加
	参加者リストの表示
	特定の参加者とのチャット
	参加者全員とのチャット
	WebEx 会議中での参加者の招待
	WebEx 会議中での動画の表示

	その他アプリケーション
	アプリケーションの自動更新
	UCM アプリケーション
	アプリケーションの削除


	アクセサリ
	Bluetooth
	デバイス プロファイル
	ハンズフリー プロファイル
	電話帳へのアクセス プロファイル

	Bluetooth の有効化
	Bluetooth デバイスのスキャン
	Bluetooth デバイスのペア設定
	Bluetooth デバイスのペア解除
	ファイルの共有
	受信済みファイルの表示
	電話機の検出可能化
	Bluetooth デバイス名の設定

	外部モニタ
	外部モニタの接続
	ディスプレイ モードの切り替え
	マウスのパンニング
	モニタの向きの設定
	外部モニタでのアプリケーションの起動
	外部モニタでのアプリケーションの自動起動
	外部モニタへのアプリケーションの表示の移動
	電話スクリーンへのアプリケーションの表示の移動
	HDCP のサポート

	外部カメラ
	セルフ ビューの終了
	動画を電話ディスプレイで表示
	ビデオ コールの表示モードの切り替え
	カメラ表示の切り替え

	[ヘッドセット（headset）]
	ヘッドセットのサポート
	音質
	3.5 mm ヘッドセット
	ワイヤレス ヘッドセット

	USB キーボードと USB マウス
	USB メモリ スティック
	USB 給電ハブ
	USB コンソール ケーブル

	製品の安全性、セキュリティ、および関連情報
	安全性とパフォーマンスに関する情報
	停電
	ネットワーク輻輳時の行動

	緊急通報に関する通知
	通話アプリケーションの緊急通報に関する通知
	VPN の緊急通報に関する通知
	外部デバイス
	ヘッドセットの安全性
	Bluetooth 無線ヘッドセットのパフォーマンス

	FCC 準拠宣言
	FCC Part 15.21 に関する宣言
	FCC レシーバおよびクラス B デジタル装置に関する宣言

	CE マーク
	暗号化に関する情報
	データのバックアップ
	データのバックアップ

	問題レポート ツール（Problem Report Tool）
	問題の報告

	追加情報
	マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート



