
SPA300/SPA500 シリーズ IP フォンの設定 補助
サービス 

目標
 

セッション開始プロトコル（SIP）は IP によって基づくネットワークのセッションを作成
し、管理し、終了するのに使用されるシグナリング プロトコルです。 SIP はコール管理の
ためのメカニズムです。 それはまたユーザ場所の確立を進行中の間、セッションの参加要
素すべてがその中でサポートされるべき機能に同意できる提供しセッションの機能を変更す
る機能を有効に しますように可能にし、機能 ネゴシエーションを。
 
SPA IP フォンで利用可能のスター サービス知られている多くの拡張 な サービスがありま
すか補助サービスとして。 すべてのこれらのサービスはオプションです。
 
この記事の目標は SPA300/SPA500 シリーズ IP フォンの補助サービスを設定する方法を説
明することです。
  

適当なデバイス
 

• SPA300 シリーズ IP 電話
 
• SPA500 シリーズ IP 電話
  

Line 鍵 LED パターン 設定
 

注: 実際の SPA300 または SPA300 シリーズ IP 電話で、デバイス Administration > 呼制御
設定 > シグナリング プロトコル > SIP に行くのに運行キーを使用して下さい。
 
ステップ 1： ログインを『Admin』 を選択 するのに Web コンフィギュレーションユーテ
ィリティを > 進みました > 音声 > 電話使用して下さい。 Phone ページは開きます:
 



 
 
ステップ 2.補助サービス サービス エリアにスクロールして下さい。
 

 
ステップ 3.三方会議サービスを有効に するために会議サービス フィールドのドロップダウ
ン リストから『Yes』 を選択 して下さい他では『No』 を選択 して下さい。 省略時のオプ



ションは YES です。
 
ステップ 4.出席されたコール サービスを転送するために Attn 転送サービス フィールドのド
ロップダウン リストから『Yes』 を選択 して下さい他では『No』 を選択 して下さい。 省
略時のオプションは YES です。
 
ステップ 5.盲目コール サービスを転送するためにブラインド転送サービス フィールドのド
ロップダウン リストから『Yes』 を選択 して下さい他に『No』 を選択 して下さい。 省略
時のオプションは YES です。
 
ステップ 6.有効に なるために DND サービス フィールドのドロップダウン リストから『
Yes』 を選択 して下さい-サービスを、他に『No』 を選択 して下さい妨げるために。 省略
時のオプションは YES です。
 
ステップ 7.番号非通知呼び出しをブロックするためにブロック ANC サービス フィールドの
ドロップダウン リストから『Yes』 を選択 して下さい他に『No』 を選択 して下さい。 省
略時のオプションは YES です。
 
ステップ 8.コールを有効に するためにコール サービス フィールドのドロップダウン リス
トから保守しましたり、他に『No』 を選択 します 『Yes』 を選択 して下さい。 省略時の
オプションは YES です。
 
ステップ 9.送信呼び出しの発信者 ID をブロックするためにブロック CID サービス フィー
ルドのドロップダウン リストから『Yes』 を選択 して下さい他に『No』 を選択 して下さ
い。 省略時のオプションは YES です。
 
ステップ 10.コールのセキュリティを可能にするためにセキュア コール サービス フィール
ドのドロップダウン リストから『Yes』 を選択 して下さい他に『No』 を選択 して下さい
。 省略時のオプションは YES です。
 
ステップ 11. Cfwd のドロップダウン リストからすべてのコールを転送するすべてのサービ
ス フィールドを『Yes』 を選択 して下さい他に『No』 を選択 して下さい。 省略時のオプ
ションは YES です。
 

 



ステップ 12： 使用中のときコールを転送するために Cfwd 使用中サービス フィールドのド
ロップダウン リストから、他に『No』 を選択 します 『Yes』 を選択 して下さい。 省略時
のオプションは YES です。
 
ステップ 13： 使用中のとき返事なしでコールを転送するために No Ans サービス フィール
ドの Cfwd のドロップダウン リストから、他に『No』 を選択 します 『Yes』 を選択 して
下さい。 省略時のオプションは YES です。
 
ステップ 14： ページングを有効に するためにポケットベルで連絡するサービス フィール
ド リストのドロップダウン リストから『Yes』 を選択 して下さい他に『No』 を選択 して
下さい。 省略時のオプションは YES です。
 
ステップ 15： コール パークを有効に するためにコール パーク サービス フィールドのドロ
ップダウン リストから『Yes』 を選択 して下さい他に『No』 を選択 して下さい。 省略時
のオプションは YES です。
 
ステップ 16： コールのドロップダウン リストからコールを有効に するために取りますサ
ービス フィールドを取りあげましたり、他に『No』 を選択 します 『Yes』 を選択 して下
さい。 省略時のオプションは YES です。
 
ステップ 17： コールセンターで利用される ACD ログイン サービスを有効に するために 
ACD ログイン サービス フィールドのドロップダウン リストから、他に『No』 を選択 しま
す 『Yes』 を選択 して下さい。 省略時のオプションはいいえあります
 
ステップ 18： グループ コールのドロップダウン リストからグループ コールを受信するた
めに取りましたりサービス フィールドを他に『No』 を選択 します 『Yes』 を選択 して下
さい。 省略時のオプションはいいえあります
 
ステップ 19： ACD コールを扱うために ACD Ext フィールドのドロップダウン リストから
適切な拡張を選択して下さい。 利用可能な数は 1、2、3、4、5、および 6.です。 着信コー
ルを扱い、手順に従ってコールを管理するこれらの数の下で望ましい手順を設定できます。
省略時のオプションは 1.です。
 
ステップ 20： 顧客 発表 サーバに発表 要求を送信 するためにサービス Annc サービス フィ
ールドのドロップダウン リストから『Yes』 を選択 して下さい他に『No』 を選択 して下
さい。 省略時のオプションはいいえあります
 
ステップ 21： Webサーバを有効に するために Web サービス フィールドのドロップダウン
リストから『Yes』 を選択 して下さい他に『No』 を選択 して下さい。 省略時のオプショ
ンは YES です。
 
注: Web サービスは SPA525G および SPA525G2 だけに適当です。
 
ステップ 22： テキストメッセージを送信 するために SMS サービス フィールドのドロップ
ダウン リストから『Yes』 を選択 して下さい他に『No』 を選択 して下さい。 省略時のオ
プションは YES です。
 
注: SMS サービスは SPA525G および SPA525G2 だけに適当です。
 
ステップ 23： 設定を保存するためにすべての変更を『SUBMIT』 をクリック して下さい。
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