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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]サブメニューに表示されない場合、[デバイスの検索]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]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]をタップします。

ステップ 2 [ペアを解除]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]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]をタップします。

ステップ 2 [受信済みファイルを表示]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]をタップします。

ステップ 2 [デバイスの名前を変更]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]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。

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]をタップします。

ステップ 2 [ミラー]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]
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。

Cisco DX650 ユーザガイド、リリース 10.2(2)    
5

アクセサリ

外部モニタ



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]をタップします。

ステップ 2 [画面の向き]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
外部モニタディスプレイで 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]をタップします。

ステップ 2 [自動起動]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]をタップします。

ステップ 2 [拡張ディスプレイ]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]をタップします。

ステップ 2 [電話ディスプレイで開く]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。

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。
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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。

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）
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関連トピック

ビデオコール

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]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]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]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]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]をタップします。

ステップ 2 [切り替え]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
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

を参照してください。

操作目的

を押します。ヘッドセットモードのオン/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

自動応答を使用する場合は、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。

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。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
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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、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ため、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。

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、
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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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