
正面図とホーム画面

背面図
		電源。

  USB（コンピュータ接続）。
  HDMI（コンピュータ接続）。
  HDMI（外部モニタ接続）。
  SD カード スロットおよび Kensington ロック。
  USB ポート
		コンピュータ LAN をここで接続すると、DX80 とコンピュー
タで共通の LAN 接続を共有できます。

  LAN 接続。

Cisco DX80 クイック リファレンス ガイド

	プライバシー シャッター付きカメラ（閉じる場合は反時計
回り、開く場合は時計回りに回します）。

	マイクロフォンのミュート ボタン、ラウドスピーカーの音
量コントロール、USB ソケット（ユニットの右側）。 

	電源オン/オフ。
	ラウドスピーカー。

	マイクロフォン（各脚部分）。デフォルトでは、マイクロフォ
ンは [フォーカス（Focused）] モードに設定されています。
このモードは音声に影響を与えずに外部ノイズを抑制し
ます。 

DX80 は、パブリック モード、簡易モード、拡張モードという 3 
つのモードのいずれかで動作します。パブリック モードはキオ
スク モードと同様です。パブリック モードについては、このガ
イドで扱っていません。

拡張モードの DX80 は Android タブレットとして機能し、ユ
ニットの電話機部分は通話アプリというアプリになります。動
作モードは管理者が設定します。

簡易モード：次の機能を使用できます。

 発信する

 [連絡先（Contacts）] のリストにアクセスする

 [新着（Recent）] の通話リストを表示する

 ボイス メール（メッセージ）を表示する

 PC を表示する（該当する場合）

 [設定（Settings）] メニューを表示する 

拡張モード：システムを電話機として使用するには、通話アプ
リを起動する必要があります。 

通話アプリを起動するには、下部の黒いバーの左隅にある 
[電話（Phone）]（ ）をタップします。[電話（Phone）] アイコ
ンは拡張モードでのみ表示されます。

Android の通常のナビゲーション ボタン（[戻る（Back）]、[ホー
ム（Home）]、[最近使用したアプリ（Recently Used Apps）]）は、
通話アプリの実行中に表示されます。

（注）このドキュメントの説明では、システムが簡易モードであ
ること、または通話アプリが実行中であることを前提としてい
ます。

セルフ ビューを表示する
必要に応じて [通話（Call）] アイコンをタップしてから、右上隅に
ある [詳細（More）] アイコン（...）をタップし、メニューの [セルフ
ビュー（Self-view）] を選択します。

すべてのコールを転送する
1. 必要に応じて [通話（Call）] アイコンをタップしてから、右上
隅にある [詳細（More）] アイコン（...）をタップし、[不在転送
（Forward all calls）] を選択します。

2. 転送先の電話番号を指定するように求められます。 
3. ここで、不在転送をキャンセルするには、この操作を繰り返
します。

サイレントをオンにする
必要に応じて [通話（Call）] アイコンをタップしてから、右上隅に
ある [詳細（More）] アイコン（...）をタップし、[サイレント（Do not 
disturb）] を選択します。管理者によって機能がアクティブ化され
ている場合にのみ表示され、使用できます。

通話をミュートする
システムの右側にある [マイクロフォンのミュート（Microphone 
mute）] ボタンを押します。通話のミュートを解除するには、この
ボタンをもう一度押します。

ビデオ送信を停止する
カメラのシャッターを反時計回りに回します。ビデオ送信を再開
するには、シャッターを時計回りに回します。

ボイスメール
新しいボイス メッセージがあると、[メッセージ受信（Message 
Waiting）] アイコン（MWI）のライトが点灯します。

ボイス メッセージを表示するには、次の手順を実行します。
1. [新着（Recents）] をタップします。
2. [ボイスメールに発信（Call voicemail）] をタップします。

ボイス メッセージを再生するには、次の手順を実行します。
[再生（Play）] をタップします。
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コールを発信する 会議を開催する

図のように [通話（Calls）] をタップします。

上部の [入力して発信（Type to call）] フィール
ドをタップします。[キーパッド（Keypad）] また
は [キーボード（Keyboard）] を選択します。

名前または番号を入力します。入力すると、一
致する可能性のある候補が表示されます。ま
たは、左側の列の [新着（Recents）]、[お気に
入り（Favorites）]、[連絡先（Contacts）]、または 
[ディレクトリ（Directory）] をタップし、これらの
リストから発信先を選択（タップ）します。

緑色の [通話（Call）] ボタンをタップして発信し
ます。

通話中に [追加（Add）] をタップします。

[検索または通話して追加（Search or call to 
add）] フィールドをタップします。外付けキー
ボードを接続していない場合は、仮想キーボー
ドが表示されます。

[検索または通話して追加（Search or call to 
add）] フィールドをタップします。外付けキー
ボードを接続していない場合は、仮想キーボー
ドが表示されます。

通話中に [転送（Transfer）] をタップします。

名前または番号を入力します。入力時に候補が
表示されます。[通話（Call）] をタップします。

名前または番号を入力します。入力時に候補が
表示されます。[通話（Call）] をタップします。

現在のコールが保留されます。[マージ（Merge）] 
をタップし、コールを 1 つの会議に統合します。

現在のコールが保留されます。[転送（Transfer）] 
をタップしてタスクを完了します。

参加者をさらに追加するには、1 ～ 4 を繰り返
します。

会議から退席する

コールを転送する

会議の参加者は、[終了（End）] をタップすること
でいつでも会議から退席できます。退席しても
会議自体には影響しません。

コールを保留にする
アクティブ コールは、着信コールまたは保留中の
コールに応答した場合、新しいコールを開始した
場合、転送または会議を開始した場合に保留にな
ります。 
また、次の手順でコールを意図的に保留にすること
もできます。 

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。

[保留（Hold）] をタップします。 

コールを再開するには、緑色の [復帰（Resume）] 
ボタンをタップします。

コール履歴

コール履歴を表示するには、左側の列の [新着
（Recents）] をタップします。

新着を連絡先に追加する

[新着（Recents）] のエントリを [連絡先（Contacts）] 
のリストに追加できます。

1. [新着（Recents）] でエントリを選択します。
2. [詳細（Details）] アイコンをタップします。
3. [連絡先に追加（Add to Contacts）] をタップし
て確定します

4. 必要に応じて新しい連絡先を作成するか、既存
の連絡先にエントリを割り当てます。
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