
コールタスク

• 一般的なコールタスク, 1 ページ

• 高度なコールタスク, 13 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]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]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]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。

操作目的

が点灯していない場合は、このボタンを押します。

が点灯している場合は、[応答]をタップします。

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

を押すか、[応答]をタップします。

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]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]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]をタップします。ボイスメッセージシステムに発信す

る

自動応答機能を使用します。自動接続する

コールパーク、ダイレクトコールパーク、または処理さ

れたダイレクトコールパークを使用します。

別の電話機でパークされた通話を取

得する

通話のピックアップを使用します。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

モバイルコネクト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。

携帯電話またはその他のリモート送

信先で通話に応答する

   Cisco DX650 ユーザガイド、リリース 10.2(2)
2

コールタスク

コールへの応答



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、電話機に対してエージェ

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

自動応答機能が有効な場合、呼出音が数回鳴った後、電話機が自動的に応答します。自動応答機

能でスピーカーフォンとヘッドセットのどちらを使用するかは、システム管理者が設定します。

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。

操作目的または状態

通話がない間も、ヘッドセットモードをアクティブにしたまま（ が点

灯したまま）にします。

ヘッドセットをよりアクティブな状態に保つには、次の操作を行います。

• [終了]を押して切断します。

• [発信]または [ダイヤル]を押して、新規コールを発信します。

ヘッドセットモードで自動応答を使用するように電話機が設定されている場

合は、 が点灯している場合にのみ、通話に自動的に応答します。

その状態でない場合は、通常どおり通話の呼出音が鳴るため、手動でその通

話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

ハンドセットを受け台に置き、ヘッドセットモードを無効（ 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、通常どおり通話の呼出音が鳴るため、手動でその通

話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

着信拒否機能がアクティブな場合、自動応答機能は無効になります。（注）
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コールの切断

通話を終了するには、単純に切断します。次の表に、詳細を示します。

操作目的

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、先に終了する通話を

保留リストから削除します。

同じ回線上に複数の通話がある場合

に 1つの通話だけを切断する

保留と再開

通話を保留および再開できます。通話を保留すると、通話情報領域の右側に [保留]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]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、保留にした通話は、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」する通話は、ユーザが保留解除するまで、または保

留復帰がタイムアウトするまで保留状態のままです。復帰通話が存在する場合、電話機が次のよ

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」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]が設定されている場合）またはビープ音が生
成されます。
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•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めます。

•通話が監察されている場合は、監察者は [保留]を使用できません。

コールの保留

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、保留通話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。

•回線に復帰通話ではない保留通話しかない場合は、その保留通話が復帰します。

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、通話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。
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コールのミュートまたはミュート解除

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 コールのミュートを解除するには、もう一度 を押します。

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]を押して、ダイヤルします。

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。
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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]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

通話が監察されている場合は、通話監察者は [コールバック]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]をタップします。

ステップ 2 電話を切ります。回線が利用できるようになると、電話機から通知があります。

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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電話機の社内ディレクトリからのダイヤル

手順

ステップ 1 [ディレクトリ]をタップします。

ステップ 2 [検索]フィールドに名前を入力します。この操作により、ローカルの連絡先と社内ディレクトリ
が検索されます。

ステップ 3 該当のエントリを選択し、オフフック状態にします。

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]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 該当のエントリを選択し、オフフック状態にします。

リダイヤル

手順

[リダイヤル]を押します。

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。
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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。

操作目的

を押します。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ます。ハンドセットに切り替える

通話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。

通話の音量レベルを調節する

通話履歴

通話履歴が [新着]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]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。

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）
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関連トピック

外部カメラ

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 を押して動画を停止します。

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]をタップします。

ステップ 3 [通話]をタップします。

ステップ 4 [常にビデオを送信]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]をタップします。

ステップ 3 [通話]をタップします。

ステップ 4 [露出]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]をタップします。

ステップ 3 [動画帯域幅]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]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。

Cisco DX650 ユーザガイド、リリース 10.2(2)    
11

コールタスク

ビデオコール



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。

Visual Voicemail
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]タブで、[ボイスメールに発信]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]をタップして、[通話を携帯電話に転送]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。他のコールに同

じ電話回線を使用することはできません。ただし、デスク電話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 携帯電話でコール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]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 携帯電話でコール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]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」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）への通話を着信すると、デスク電話の呼出音は鳴らず、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。

操作目的

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。

着信したアクティブなモバイル通話を

デスク電話に転送する。

モバイルコネクトおよびモバイルボイスアクセス

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通話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。

操作目的

Cisco Unified Communicationsセルフケアポータルを使用して、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を
参照してください。

モバイルコネクトを設定す

る

コールへの応答, （2ページ）を参照してください。携帯電話で通話に応答する

アクティブなコールの移動, （13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

高度なコールタスク, （13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
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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の 1つでない場合。

◦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」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暗証番号）の入力を 3回連続して間違えると、モバ
イルボイスアクセス通話から切断され、一定の時間ロックアウトされます。サポートが必

要な場合は、システム管理者にお問い合わせください。

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]（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]（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への接続

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をダイヤルします。

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をダイヤルします。

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をダイヤルします。

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]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]を押して、ステータスを変更します。

ステップ 3 [終了]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 モバイルボイスアクセス番号および暗証番号をシステム管理者から入手します。

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をダイヤルします。

ステップ 3 （必要に応じて）携帯電話番号および暗証番号を入力します。

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]を使用します。 [C割込]は、共有回線を使用する
電話機のみで使用できます。

•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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アドホック会議

アドホック会議では、各参加者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めます。

手順

ステップ 1 通話から 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 通話が接続されるまで待ちます。

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]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、複数の既存の通話を結合して、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]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]に変わります。

• [参加]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。
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•通話の監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。

単一電話回線の既存コールの結合

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]をタップします。

ステップ 2 追加する通話ごとにこのステップを繰り返します。

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

複数の電話回線の既存コールの結合

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]をタップします。

ステップ 2 追加する通話ごとにこのステップを繰り返します。

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

割り込み会議

C割り込みを使用すると、共有回線の通話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, （47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。

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することができます。
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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の電話番号に発信した場合、電話機に
は、「認証されていないデバイス」というメッセージが表示されます。詳細については、セ

キュアなコール, （45ページ）を参照してください。

•すべての参加者が電話を切ると、ミートミー会議は終了します。

•会議の開催者が切断しても、会議コールは、すべての参加者が電話を切るまで続行されま
す。

ミートミー会議の開催

参加者は、開催者が会議を開始するまで、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入手します。

ステップ 2 その電話番号を参加者に配布します。

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]をタッ
プします。

ステップ 4 ミートミー会議の電話番号をダイヤルします。

会議の参加者は、ミートミー会議コール番号をダイヤルして会議に参加できます。

ミートミー会議への参加

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。しばらくしてから、

かけ直してください。

会議参加者リスト

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。

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。
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手順

ステップ 1 [会議リスト]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]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。

不在転送

着信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種類の着信転送機能から選択できます。

•無条件の着信転送（不在転送）：受信したすべての通話に適用されます。

•条件付き着信転送（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
信した特定の通話に適用されます。

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。条件付き着信転送機能にアクセスできるのは、ユーザオプションWebページからのみです。
以下の着信転送機能のうち、どの機能を使用できるかは、システム管理者が決めます。

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市外局番を入力します。

•従来のアナログ電話機、または他の電話機に通話を転送できます。ただし、システム管理者
が着信転送機能を社内の番号に制限している場合があります。

•着信転送は電話回線に固有の機能です。着信転送が有効でない回線に通話がかかってきた場
合、通常どおり呼出音が鳴ります。

•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、着
信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通話は転送されず、呼出音が鳴ります。

•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。
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•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。着信転送機能は、通話

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。

◦ステータス行に着信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

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]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]をタップします。

コール転送の設定またはキャンセル

プライマリ回線以外の回線で着信転送を有効にした場合、電話機では通話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 着信転送の設定にアクセスします。

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。
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•コールパーク：[パーク]を使用して、コールを保存します。コールに割り当てられたコール
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にはこの番

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]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]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]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]ボタンをタップします。

ヒント

•パークされたコールの取得には制限時間があります。制限時間を超えると元の番号での呼び
出しが再開します。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。

•ダイレクトコールパーク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できません。

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]をタップします。必要に応じて をタップして、[パーク]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 電話を切ります。

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。

アクティブなコールのダイレクトコールパーク番号への転送および保存

手順

ステップ 1 コール中に [転送]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]をタップして、コールの保存を終了します。
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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。

アクティブなコールを処理されたダイレクトコールパーク番号で転送、保存、取得

手順

ステップ 1 コール中に [ダイレクトコールパーク]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]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。

コールのピックアップ

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共有する場合、コールのピック

アップを使用できます。

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]または [グループピックアップ]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]または [グループピックアップ]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。
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コールのピックアップグループ内の別の内線での着信への応答

手順

ステップ 1 [ピックアップ]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]をタップしてコールに接続します。

コールのピックアップグループ外の別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]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]をタップしてコールに接続します。

グループまたは関連グループ内の別の内線での呼び出し中コールへの応答

手順

ステップ 1 [ピックアップ]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]をタップしてコールに接続します。
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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]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]をタップしてコールに接続します。

コール転送

転送機能を使用すると、コールがリダイレクトされます。リダイレクト先は、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]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]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]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]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、通話監察者は転送を使用できません。

•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]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]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]をもう一度タップして転送を完了するか、[終了]をタップしてキャンセルします。

ステップ 4 電話機のオンフック転送が有効になっている場合は、通話を切ると転送が完了します。
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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]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]をもう一度タップして転送を完了するか、[終了]をタップしてキャンセルします。

ステップ 5 電話機のオンフック転送が有効になっている場合は、通話を切ると転送が完了します。

通話をボイスメールに転送

[即転送]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]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]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]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。

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]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

定するように依頼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]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。
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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、通話をリダイレクトします。

着信拒否

着信拒否（DND）は、着信通話の音声および表示によるすべての通知をオフにします。電話機の
DND機能を有効にするのはシステム管理者です。

セルフケアポータルから DNDオプションを変更できます。

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。

DNDと他の種類の通話との相関関係は、次のとおりです。

• DNDはインターコムコールまたは非インターコム優先通話には影響しません。

• DNDと自動応答の両方を有効にした場合は、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。DND機能は、通話が終了
すると復帰します。

DND のオン/オフの切り替え

手順

ステップ 1 DNDを有効にするには、[着信拒否]をタップします。 [着信拒否]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]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。
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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、システム管理者が設定します。

•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。

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]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]をタップします。

ステップ 2 [ログイン]をタップします。

ステップ 3 ユーザ IDと暗証番号を入力します。

ステップ 4 [送信]をタップします。
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ロック画面で Extension Mobility からログアウト

手順

[ログアウト]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]をタップします。

ステップ 2 [ログアウト]をタップします。

ハントグループ

大量の通話を着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、その電話機に通話が転送されます。

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 [ログイン]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 [ログアウト]をタップします。

インテリジェントプロキシミティ

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
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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

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。

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。
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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]をタップします。

ステップ 2 [ペアを解除]をタップします。

携帯電話のコールへの応答

手順

[応答]をタップします。

携帯電話のコールの拒否

手順

[拒否]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。
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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]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。

携帯電話の連絡先と携帯電話の通話履歴の共有

ペア設定された携帯端末は、[設定] > [アカウント]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]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]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のいずれか
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が使用中の場合は、音声はいずれか一方で再生されます。ユーザの通話相手が現在実行中のすべ

ての通話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音が聞こえたら、次のオプションのいずれかを選択します。

•マイクロフォンをミュートにして発信者の通話を聞きます（発信者の声は聞こえるが相手は
ユーザの声が聞こえません）。

•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]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。

•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）

事前定義されたインターコム番号へのインターコムコールの発信

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音が聞こえたら、話を始めます。
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任意のインターコム番号へのインターコムコールの発信

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音が聞こえたら、話を始めます。

インターコムコールの受信

手順

インターコムのアラート音が聞こえたら、次のいずれかの方法で通話を処理します。

•単方向通話でメッセージを聴きます。

• [接続]をタップして発信者と会話します。

• [拒否]をタップします。

Cisco IP Manager Assistant
Cisco IPManagerAssistant（IPMA）を使用すると、マネージャへの通話をアシスタントに転送する
ことができます。事前定義された通話フィルタに基づいて通話を転送するか、マネージャがすべ

ての通話をアシスタントに転送できます。

Cisco IPMAの詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Assistant User Guide for
Cisco Unified Communications Manager 10.0(1)』を参照してください。

プロキシ回線モード

マネージャとアシスタントは電話番号を共有しません。アシスタントは、マネージャ宛の通話を

プロキシ番号を使用して処理します。プロキシ回線モードでは、マネージャとアシスタントは

IPMAで使用可能なすべての機能にアクセスできます。

共有回線モード

マネージャとアシスタントは電話番号を共有します。アシスタントは、マネージャ宛の通話を共

有電話番号で処理します。通話が共有回線になっている場合は、マネージャの電話機とアシスタ
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ントの電話機の両方で呼出音が鳴ります。共有回線モードに適用されない機能には、デフォルト

のアシスタントの選択、アシスタントモニタ、通話のフィルタリング、全通話転送があります。

マネージャの IPMA
マネージャは、着信通話をアシスタントに転送するよう設定しています。

アシスタントの選択

手順

ステップ 1
をタップします。

ステップ 2 [設定]をタップします。

ステップ 3 [アシスタント]をタップします。

ステップ 4 アシスタントをタップします。

ステップ 5 アシスタントに通話を即転送する場合にアラートを受信するには、[通話を共有]をオンに切り替
えます。

通話をアシスタントに送信

手順

ステップ 1
をタップします。

ステップ 2 [設定]をタップします。

ステップ 3 [アシスタント]をタップします。

ステップ 4 [通話を送信]をタップします。

ステップ 5 [通話をアシスタントに送信]をオンに切り替えます。
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通話フィルタの設定

手順

ステップ 1
をタップします。

ステップ 2 [設定]をタップします。

ステップ 3 [アシスタント]をタップします。

ステップ 4 [通話を送信]をタップします。

ステップ 5 [優先発信者を除くすべての通話を送信]または [拒否発信者のみ送信]をオンまたはオフにします。
1回に 1つのフィルタを適用するか、フィルタなしにすることができますが、同時に両方のフィ
ルタを適用することはできません。

関連トピック

フィルタリストの作成, （39ページ）

IPMA マネージャ Web 設定

システム管理者は IPMAが共有回線またはプロキシ回線モードで動作するよう設定します。最初
のデフォルト設定では、マネージャが先に初期設定を行わずに IPMAを使用できます。

IPMA マネージャWeb 設定へのアクセス

手順

ステップ 1 http://<ip-address>/ma/desktop/maLogin.jspに移動します。
ポップアップウィンドウで、マネージャアシスタントソフトウェアをインストールするかどう

かを確認するプロンプトが表示されます。

ステップ 2 [Cisco Systems Incからのコンテンツを常に信頼する]をオンにします。

ステップ 3 [はい]を選択します。
ログインページが表示されます。

ステップ 4 ユーザ名とパスワード（システム管理者によって提供されたとおりに）を入力し、[ログイン]を
選択します。

ステップ 5 ログアウトするには、ブラウザのウィンドウを閉じます。

即転送先の設定

（プロキシ回線モードのみ）
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手順

ステップ 1 [マネージャの設定]ウィンドウから、[即転送]タブを選択して [即転送の設定]ウィンドウを表示
します。

ステップ 2 [電話番号]または [アシスタント]を選択します。

ステップ 3 [電話番号]を選択した場合、有効な電話番号を入力します。その番号は、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て、変更を保存します。

フィルタリストの作成

手順

ステップ 1 [マネージャの設定]ウィンドウから、[包含]または [排他]を選択して該当する設定ウィンドウを
表示します。

ステップ 2 フィルタフィールドに、電話番号の一部または全部を入力します。ヘルプが必要な場合、[詳細
情報]を選択して例のフィルタを表示します。

ステップ 3 次の操作でフィルタを追加、置換、または削除できます。

a) 新しいフィルタを追加するには、フィルタをフィルタフィールドに入力し、[追加]を選択しま
す。新しいフィルタがフィルタリストに表示されます。

b) 既存のフィルタを新しいフィルタに置換するには、フィルタリスト内の変更する既存のフィル
タを選択します。フィルタフィールド内のフィルタを変更し、[置換]を選択します。変更し
たフィルタがフィルタリストに表示されます。

c) フィルタを削除するには、フィルタフィールド内のフィルタを選択し、[削除]を選択します。
削除されたフィルタがフィルタリストから削除されます。

ステップ 4 変更内容を保存します。

アシスタントの IPMA
アシスタントは、マネージャに代わって通話を処理します。

アシストの有効化

アシスタントは次の手順に従って、IPMAにログインする必要があります。
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手順

ステップ 1 [アシストをON]をタップします。

ステップ 2 ユーザ名と暗証番号を入力します。

ステップ 3 [ログイン]をタップします。
各マネージャのコンタクトバッジおよびインターコムと共にマネージャが回線の下に表示されま

す。

アシストの無効化

手順

ステップ 1
をタップします。

ステップ 2 [アシスト]をオフに切り替えます。

アシストからログアウト

手順

ステップ 1 マネージャコンタクトバッジを長押しします

ステップ 2 [ログアウト]をタップします。

マネージャへの即転送

手順

[マネージャへ]をタップします。
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マネージャへのプロキシ回線コールの送信

手順

ステップ 1 [詳細]をタップします。

ステップ 2 [マネージャへ]をタップします。

マネージャへのインターコムコールの発信

手順

ステップ 1 をタップします。

ステップ 2 インターコムのアラート音が聞こえたら、話を始めます。

マネージャには Cisco IPMAからログアウトする方法がないため、マネージャが使用で
きない場合は、インターコムコールを発信することができます。

（注）

関連トピック

インターコムコール, （34ページ）

マネージャからのインターコムコールの受信

手順

インターコムのアラート音が聞こえたら、次のいずれかの方法で通話を処理します。

a) 単方向通話でメッセージを聴きます。
b) [接続]をタップしてマネージャと会話します。
c) [拒否]をタップします。

回線とコールの定義

回線と通話は、混同しやすい用語です。

•回線：各回線は、他人が自分への通話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。
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•通話：各回線は複数の通話に対応できます。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。一度

に 1通話だけがアクティブになることができ、他の通話は自動的に保留になります。

回線およびコールのアイコン

電話機には、回線および通話の状態を示すアイコンが表示されます。

説明回線または通話の状

態

アイコ

ン

この回線には通話アクティビティがありません。オンフック回線

電話番号のダイヤル中または発信の呼出音が鳴っている状態で

す。

オフフック回線

相手側に接続されています。接続済み通話

回線の 1つで通話の着信音が鳴っています。通話着信中

通話が保留されています。保留

回線を共有している別の電話機に通話が接続されました。リモート使用中

通話は暗号化されています。暗号化済みのコール

着信拒否が使用できます。着信拒否

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

インターコム回線は、単方向で音声を送受信しています。単方向のインターコ

ムコール

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

コールパークが使用できます。コールパーク
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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、処理したコールは先頭
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 切り替えるコールを強調表示します。

ステップ 2 [復帰]をタップします。
アクティブなコールは保留状態になり、選択したコールが復帰します。

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。

回線上で保留中のコールが 1件しかない場合、自動的にそのコールが復帰します。

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]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]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。
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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]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。

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]をタップします。

ステップ 3 [すべてのコール]をオンにします。
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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、自動的に保留になります。

ステップ 2 コールを発信します。

セキュアなコール

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。

認証済みのコール

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。

暗号化済みのコール

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、認証済みです。

保護されたコール

電話機は、Cisco Unified Communications Managerサーバ上でセキュアな（暗号化され信頼さ
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]として設定されています。

CiscoUnifiedCommunicationsManagerの管理ページでセキュア通知トーンの再生が有効（[は
い]）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非セキュア
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。

セキュア通知トーンの再生オプションが無効（[いいえ]）になっている場合、トーンは
再生されません。
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保護されないコール

電話機のステータスは、Cisco Unified Communications Managerで [保護されたデバイス]に
なっていません。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。

非セキュアなコール

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。

操作目的

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。

•認証済みのコールまたは会議

•暗号化済みのコールまたは会議

•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

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。

•セキュアなコールステータス：電話機が保護されてお
り、セキュア通知トーンの再生が有効で、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。

•非セキュアなコールステータス：電話機が保護されて
おり、セキュア通知トーンの再生が有効で、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。

電話接続（コールステータス）が

セキュアであることを確認する

システム管理者にお問い合わせください。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。
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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

共有回線

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

•同僚と通話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ても、通常どおり共有回線でコールを発信

および受信できます。

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]または [C割
込]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, （49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]または [割込み]）を使用して、共有回線のコールに自分自身を追加でき
ますただし、コールが非公開ではない場合に限ります。

電話機の設定によっては、[C割込]または [割込み]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。
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• [C割込]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]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、コールを会議コー
ル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, （18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めます。

•ワンボタン割り込みでは、回線ボタンを押して通話に割り込むことができます（回線に通話
が 1つしかない場合）。

•マルチタッチ割り込みでは、通話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

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

操作目的

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。

•通話に追加されます。

•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]または [C割込]をタップします。 をタップしないと [割込
み]や [C割込]が表示されない場合があります。

共有回線の通話に自分

自身を追加する

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]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。
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•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公開設定機能が無効で、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

会議参加者リスト, （21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、公開設定機能を使用すると、この回線を共有している他者が自分

の通話を表示したり通話に割り込んだり（自分自身を追加）しないようにできます。

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。

•公開設定機能は、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
数の共有回線で公開設定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

僚が通話を表示したり通話に割り込んだりすることを防止できます。

他者による共有回線でのコールの表示/割り込みを防止および許可

手順

ステップ 1 他者が共有回線の通話を表示したり、通話に割り込んだりしないようにするには、次の操作を実

行します。

a) [限定公開]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 他者が共有回線の通話を表示したり、通話に割り込んだりするのを許可するには、次の操作を実

行します。

a) [限定公開]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。
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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、複数の短縮ダイヤル機能をサ

ポートできます。

•短縮ダイヤルボタン

•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]をタップして画面の
支持に従います。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、短縮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。

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、アクティブな通話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コールのメッセージが自動的に発信されます。
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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]をタップします。

ステップ 2 [発信者のレポート]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。]というメッセージが表示されます。
管理者は、適切な処置を取るためのサポート情報とともに通話に関する通知を受信します。
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