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FindMe Express ホーム ページへのアクセス
FindMe ユーザ アカウントを設定するには、Web ブラウザから次のようにログイン
します。

FindMe では、単一の FindMe ID を使用して、デバイスやロケーションを選ばずに連
絡を受ける方法を制御できます。

「自宅」または「オフィス」などのロケーション リストを設定して、これらのロケーション
とデバイス（エンドポイント、Movi、携帯電話など）を関連付けることができます。また、
デバイスが使用中の場合や応答がない場合にコールをリダイレクトするためのルールを
設定できます。

たとえば、最初にデスクトップ ビデオ電話を呼び出し、10 秒後に応答がない場合は携
帯電話にコールを転送する、またはデスクトップ ビデオ電話が使用中の場合は、代わり
に同僚の電話にコールを転送するように FindMe を設定できます。

また、システム管理者は、サポート デスクなどの複数の人から構成されるグループ 
FindMe を設定できます。これは、単一の FindMe グループ ID が呼び出されたときに、
そのグループに関連付けられたすべてのデバイスを呼び出すことによって機能します。

また、管理者がユーザの外部電話番号を設定して FindMe ID に関連付ける場合があ
ります。

FindMe ユーザ アカウント
各 FindMe ID には、ユーザ アカウントが関連付けられます。システム管理者がアカウ
ントを設定したら、Web インターフェイスを使用してアカウントにログインし、仕事をす
るロケーションと、それぞれのロケーションで連絡を受けるときに使用するデバイスの詳
細を設定できます。

デバイスとロケーションの詳細を設定したら、通常行う必要のある作業は、現在のアク
ティブ ロケーションを継続的に示すことだけです。

個人用 FindMe とグループ FindMe

個人用 FindMe アカウントとグループ FindMe アカウントの唯一の違いは、プライマリ 
リストのデバイスのいずれかが使用中の場合に何が起こるかという点です。

個人用は、一度にコールを受け取ることができるデバイスは 1 つだけという前提である
ため、プライマリ リスト内のデバイスのいずれかがビジーの場合、コールはビジー リス
トのデバイスにただちに転送されます。

グループ用は、複数の人がコールに応答できるという前提であるため、ビジー リストの
デバイスにコールがただちに転送されるのは、プライマリ リストのすべてのデバイスが使
用中の場合のみです。

システム管理者から提供されるリンクを使用して、
FindMe ログイン ページに移動します。

[ユーザ ログイン（User Login）] をクリックします。

システム管理者から
提供される [ユーザ
名（Username）] 
および [パスワード
（Password）] を入
力します。

[ログイン（Login）] 
をクリックします。

FindMe Express ホーム ページが表示され
ます。ここで、FindMe アカウントの構成や、
現在のアクティブ ロケーションの設定を行え
ます。
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FindMe Express ホーム ページ
ホーム ページは、FindMe アカウントの
概要を示します。ここには、設定されたデ
バイスおよびロケーションと、[アクティブ
（Active）] に現在設定されているロケー
ションが表示されます。

ここからアクティブ ロケーションを変更した
り、[追加（Add）]、[編集（Edit）]、お
よび [削除（Delete）] ボタンを使用してデ
バイスやロケーションの詳細を変更できます。

マイ デバイス
FindMe アカウントに対して設定されている
すべてのデバイスのリストです。

詳細を変更するデバイスの隣の [編集（Edit）] 
をクリックします。ここで表示されるウィンド
ウで、デバイス名、アドレス（エイリアスまた
は番号）、または画像を変更できます。

[削除（Delete）] をクリックすると、デバ
イスが削除されます。

[新しいデバイスの追加（Add new 
device）] をクリックするとウィンドウが表示
され、新しいデバイスを設定できます。最大 
15 個のデバイスを追加できます。

アカウント設定時に、1 つ以上のプリン
シパル デバイスがシステム管理者によっ

て設定されている場合があります。これらは、
アカウントに関連付けられているメイン デバ
イスです。プリンシパル デバイスのアドレス
は、削除したり変更することはできません。

また、管理者によって、デバイスの追加、変
更、削除ができないようにアカウントが設定
されている場合があります。デバイスの詳細
の変更が必要な場合は、管理者に連絡して
ください。

マイ ロケーション
さまざまな組み合わせでデバイスを関
連付けることができるロケーションのリ
ストです。

[不在転送（Forward calls to）] は、
FindMe ID がダイヤルされたときに最
初に呼び出されるプライマリ デバイス
を示します（現在のアクティブ ロケー
ションの場合）。ここに複数のデバイス
が表示されている場合、これらはすべ
て同時に呼び出されます。

[ビジー時の転送先（Divert when 
busy to）] は、プライマリ デバイスが
ビジーの場合に呼び出されるデバイス
を示します。

[応答がないときの転送先（Divert 
when not answered to）] は、指定
された時間が経過してもプライマリ デ
バイスに応答がない場合に呼び出され
るデバイスを示します。

詳細を変更するロケーションの隣の 
[編集（Edit）] をクリックします。ここ
で表示されるウィンドウで、そのロケー
ションに関連付けるプライマリ デバイス
と、そのプライマリ デバイスがビジー
または応答しない場合の転送先となる
デバイスを選択できます。

[削除（Delete）] をクリックすると、
ロケーションが削除されます。アクティ
ブ ロケーションは削除できないことに
注意してください。

[新しい FindMe ロケーションの追加
（Add new FindMe location）] を
クリックするとウィンドウが表示され、
新しいロケーションとその関連デバイス
を設定できます。最大 10 個のロケー
ションを追加できます。

アクティブ ロケーション
現在 [アクティブ（Active）] になっている
ロケーションを示します。FindMe ID が呼
び出されると、アクティブ ロケーションに
関連付けられたデバイスが呼び出されます。

アクティブ ロケーションを変更するには、
対象となるロケーション名の隣にあるオプ
ション ボタンをクリックします。

ユーザの FindMe ロケーションのいずれか
が常にアクティブになっている必要がありま
す。

!
デバイスやロケーションが設定され
ていない場合は、FindMe へのす
べてのコールが拒否されます。

アカウントの詳細
設定するアカウントの 
FindMe ID と外部電話番
号です。

ログアウト
ここをクリック
して FindMe 
ページを終了し
ます。

設定
ここをクリックして表示言語を設定したり、
FindMe アカウントへのアクセスに使用する
パスワードを変更します（ローカル認証を使
用している場合）。
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デバイスの詳細の定義
このページを使用して、エンドポイント、
Movi クライアント、または電話などの新し
いデバイスを定義したり、既存デバイスの詳
細を変更します。

FindMe Express ホーム ページからこの
ページに移動するには、[新しいデバイスの
追加（Add new device）] をクリックして
新しいデバイスを定義するか、詳細を変更す
るデバイスに対して [編集（Edit）] をクリッ
クします。

アドレスまたは番号
デバイスの連絡先アドレス、エイリアス、ま
たは番号です。デバイスの種類に応じて、次
の形式を使用する必要があります。

• ビデオ エンドポイント：デバイスの登録
に使用されている任意のエイリアスを入力
します。

• 3G 携帯電話：
 » ビデオを携帯電話にルーティングす
るには、3G ゲートウェイが必要です。
ゲートウェイのプレフィックスに続い
て、携帯電話番号を入力します。

 » 音声のみをルーティングするには、
携帯電話番号とともに、外部コール
のダイヤル プランに必要な任意のプ
レフィックスを入力します。

• 電話：内線番号を入力する（内部コール
の場合）、または完全な電話番号と必要
なプレフィックス（ある場合）を入力します。

アクティブ ロケーションのプライ
マリ デバイスが自動応答に設定さ

れていないことを確認します。

自動応答に設定されている場合、シス
テムは、自動応答が開始されるとコー
ルが応答されたと見なすため、そのコー
ルはほかのデバイスには転送されなくな
ります。

情報
システム管理者は、ここに指示を含める
ことができます。たとえば、デバイス ア
ドレスの形式を示すことができます。

保存 /キャンセル
[保存（Save）] をクリックすると、変
更を確定して FindMe Express ホー
ム ページに戻ります。

[キャンセル（Cancel）] をクリッ
クすると、変更を破棄して FindMe 
Express ホーム ページに戻ります。

画像
デバイスの種類に関連付ける画像を選択し
ます。

ボイスメール サーバを指定する場合は、ボ
イスメールの記号  を選択します。

その他の画像はガイドとしてのみ機能し、
そのデバイスに対するコールの処理方法に
は影響しません。

たとえば、同僚の転送アドレスを示すため
に  を使用できます。

デバイス名
そのデバイスに対する説明を入力します。こ
の名前は、デバイスを呼び出す側には表示
されません。
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ロケーション名
「自宅」または「オフィス」など、仕事の場所
や方法に対する説明を入力します。この名前
は、発信者には表示されません。

ロケーション詳細の定義
このページを使用して、新しいロケーション
の詳細を定義したり、既存のロケーションに
関連付けられているデバイスを変更します。

FindMe Express ホーム ページからこの
ページに移動するには、[新しい FindMe 
ロケーションの追加（Add new FindMe 
location）] をクリックして新しいロケーショ
ンを定義するか、詳細を変更するロケーショ
ンに対して [編集（Edit）] をクリックします。

ビジー デバイス
個人用の FindMe アカウントでは、ロ

ケーションのプライマリ デバイスのいずれか
がビジーの場合に、ビジー デバイスがただ
ちに呼び出されます。

グループ用 FindMe アカウントでは、すべ
てのプライマリ デバイスがビジーの場合に、
ビジー デバイスがただちに呼び出されます
（プライマリ デバイスのいくつかがビジーの
場合、残りのデバイスが呼び出されて指定の
時間が経過すると、コールがビジー デバイ
スに転送されます）。

アクティブ ロケーションに [ビジー時の転送
先（divert when busy to）] のデバイスが
設定されていないと、発信者は、プライマリ 
デバイスのいずれかがビジーの場合に（グ
ループ用 FindMe の場合はすべてのデバイ
スがビジーの場合）、ビジー応答を受け取り
ます。

プライマリ デバイス
FindMe ID がダイヤルされたときに最
初に呼び出すデバイスを選択します（現
在のアクティブ ロケーションである場
合）。

[マイ デバイス（My devices）] リス
トで設定したすべてのデバイスから選択
できます。複数のデバイスを選択すると、
これらはすべて同時に呼び出されます。

プライマリ デバイスに応答がない場合
プライマリ リスト内のデバイスを呼び出
す時間を秒単位で選択し、その時間が
経過しても応答がない場合に呼び出す
デバイスを選択します。

セカンダリ デバイスが選択されていな
い場合、選択した期間が経過すると呼
び出しは終了し、発信者には「応答なし」
のメッセージが返されます。

または、[発信者がコールを終了するま
で（until caller hangs up）] のオプ
ションを選択してデバイスの呼び出しを
継続させることもできます。

保存 /キャンセル
[保存（Save）] をクリックすると、変
更を確定して FindMe Express ホー
ム ページに戻ります。

[キャンセル（Cancel）] をクリッ
クすると、変更を破棄して FindMe 
Express ホーム ページに戻ります。

増 .../減 ...

[増 ...（more...）] をクリックして画面を
展開して、プライマリ デバイスがビジーま
たは応答がない場合にロケーションがどの
ように機能するかを指定します。

[減 ...（less...）] をクリックしてこの情報
を非表示にします。

プライマリ デバイスがビジーの場合
プライマリ デバイスのいずれかがビジーの
場合に呼び出すデバイスを選択します。
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