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ベスト プラクティス
はじめに

効果的なビデオ会議では、参加者同士がどれ
だけ遠くにいても、対面式の会議を行えます。
ビデオ会議であっても、会議であることには変
わりありません。通常のマナーや、服装を心が
けるようにしてください。

一般

• ユニットを [自動応答（Automatic Answer）] 
に設定します。ただしプライバシー上の理
由により、可能であればマイクロフォンはミ
ュートにしてください。

会議室内

• マイクロフォンを遮らないように常に注意
してください。 

• コンピュータなどのノイズ源は、常にユニッ
トのマイクロフォンから離れた場所に配置
する必要があります。これらのノイズ源から
の雑音は、リモート参加者には、予想以上に
大きく聞こえます。 

• リモート参加者に対して表示される背景に
注意してください。カメラにオフィスの外の
廊下が映ると、そこを通る人が原因でリモ
ート参加者の気が散ることがあります。柄の
目立つカーテンや、室内の空気循環による
カーテンの動きなども、集中を妨げる場合
があります。 

• コンテンツを共有する場合、一部の参加者
はデュオ ビデオを利用します。2 つのビデ
オ ストリームが使用され、1 つにはプレゼ
ンテーション、もう 1 つにはプレゼンター 
（またはプレゼンターのグループ）が表示
されます。小規模のシステムの場合、プレゼ
ンテーションまたはプレゼンターのどちら
を表示するかを選択しなければならないこ
とがあります。 

• 一部のシステムでは、デュオ ビデオは横並
びで表示されます。この場合は画面の半分
にプレゼンテーション、残りの半分にプレゼ
ンターが表示されます。プレゼンテーショ
ンを行う際は、カメラをまっすぐ見てくださ
い。カメラをまっすぐに見ないと、他の参加

者にはプレゼンテーションに背を向けて座
っているように見えることがあります。ほと
んどの場合、他の参加者が各自のシステム
で選択するイメージ レイアウトの構成には
影響しません。
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はじめに

Cisco DX70 について 動作モードについて

Cisco DX70 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。このガイド
では、パブリック モードを扱っていません。

拡張モードの Cisco DX70 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。

	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 ボタンおよびラウドスピーカー
の音量コントロール。

	ラウドスピーカー。 
	SD カード スロット、およびヘッドセットと USB 用のコ
ネクタ。この USB ソケットは高電流（2 A）タイプであるた
め、適切なデバイスの充電ポートとして使用できます。

	電源オン/オフ。
	マイクロフォン。

  USB ポート
  HDMI ソケット（PC）。
  HDMI ソケット（外部モニタ）。
  LAN 拡張接続。PC LAN をここで接続すると、Cisco 

DX70 と PC は同じ LAN 接続を共有できます。

  LAN 接続。
  電源ソケット。
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はじめに

Cisco DX80 について

	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。「設定」、37 ページで説明されているとおり
に、マイクロフォンのモードを [ワイド（Wide）] に変更で
きます

		電源ソケット。

  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、使用しません）。
  SD カード スロットおよび Kensington ロック。
  USB ポート
		LAN 拡張接続。コンピュータ LAN をここで接続す
ると、Cisco DX80 とコンピュータは同じ LAN 接続
を共有できます。

  LAN 接続。

動作モードについて

Cisco 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。このガイド
では、パブリック モードを扱っていません。

拡張モードの Cisco 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。
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はじめに

デバイスの初回設定

システムを初めて起動すると、ウィザードを実
行するように促されます。[始めるには（Get 
started）] をタップします。

ユーザ名を入力し、[続行（Continue）] をタップ
します。

システムを使用する準備が整いました。よく使
用するアプリをショートカットとして画面に配置
できます。

Cisco WebEx へのログインを要求するプロン
プトが表示されます。WebEx ユーザ名を入力し、
[次へ（Next）] をタップします。

次に、ボイスメールのユーザ名とパスワードの
入力を求められます。

これで完了です。

[WebEx Messenger] または [CUCM IM and 
Presence] にサインインするように求められま
す。該当する方をタップします。

連絡先とカレンダーを同期するには、電子メー
ル アドレスと対応するパスワードを入力します。

設定について

組織でセルフプロビジョニングが許可
されている場合、適切なアカウントの
ユーザ名とパスワードの入力を求める
プロンプトが自動的に表示されます。

（注）このウィザードは、通話アプリケー
ションで稼働するユニットに対しては表
示されません。

このウィザードの実行後、ほとんどの場
合はユニットへのアクセスを制限する
ための暗証番号またはパスワードを入
力するように求められます。詳細につい
ては、次のページを参照してください。

何らかの理由により、後でこのウィザー
ドを実行する場合は、[設定（Settings）] >  
[セットアップ アシスタント（Setup 
Assistant）] を使用します。 

ヒント：ワイヤレス ネットワークに接
続する必要がある場合は、ホーム画
面（左の  の画面）の右上隅にある 
[設定（Settings）]（ ）をタップして [設
定（Settings）] を呼び出し、[WiFi] を [オ
ン（On）] に設定します。その後、使用可
能なネットワークのリストからワイヤレ
ス ネットワークを選択します。認証情報
を入力し、[接続（Connect）] をタップし
ます。

構外の導入のみ：Expressway へのサ
インインを要求された場合は、システム
管理者によって提供されたサービス名、
ユーザ名、およびパスワードを入力して
ください。
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セキュリティ

暗証番号またはパスワードによるアクセス制限の設定
暗証番号とパスワードにつ
いて

通常、システムへの無制限アクセスを
防止するために暗証番号またはパス
ワードの入力を要求されます。 

後でパスワードまたは暗証番号を変更
する場合も同じ手順を使用しますが、最
初に [設定（Settings）] メニューにアク
セスする必要があります。

[設定（Settings）] メニューにアクセスす
るには、ホーム画面の右上隅をタップし
ます（「画面ロック タイムアウトの設定
または変更」、11 ページを参照）。

ここに示す例では、パスワードではなく
暗証番号を使用することを前提として
います。手順はどちらの場合も同じです
が、一般的にパスワードは英数字の組
み合わせで構成される点が異なります。

[画面のロック（Screen lock）] をタップします。

例のように暗証番号を使用する場合、4 桁の暗証番号コードを
入力するように求められます。

ロックアウトを防止するため、暗証番号コードの確認を求めら
れます。暗証番号コードを入力して [OK] をタップします。

[暗証番号（PIN）] または [パスワード（Password）] をタップしま
す。[なし（None）] を選択すると（可能な場合）、脆弱なシステム
が作成されるため推奨しません。 

完了したら、[続行（Continue）] をタップします。

完了したら、[ホーム（Home）] をタップします。
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セキュリティ

暗証番号またはパスワードを忘れた場合
暗証番号またはパスワード
のリセット

暗証番号またはパスワードを忘れた場
合は、システム上でそれらをリセットで
きます。

リセットの完了後は、前のページの手
順に従って新しい暗証番号またはパス
ワードを入力できます。

リセットを行う際は、シスコのユーザ ア
カウントまたは Google アカウントを使
用します。

この例ではシスコのユーザ アカウント
を使用していますが、Google アカウン
トを使用する場合も手順は同じです。

緊急通報：緊急通報は画面がロックさ
れていても発信することができます。右
上隅の [?] をタップしてください。

暗証番号またはパスワードを忘れてしまった場合は、右上隅の 
[?] をタップします。

認証情報を使用したログインが必要になります。[Cisco ユーザー
（Cisco User）] または [Google] をタップします。

これで、暗証番号またはパスワードがリセットされました。新し
い暗証番号またはパスワードを入力する必要があります。詳細
については、前のページを参照してください。

[暗証番号を忘れた場合（Forgot PIN）] をタップします。 

ユーザ名とパスワードを入力します。
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セキュリティ

画面のロックとロック解除 画面ロックについて

画面をロックするには、電源ボタン
を軽く押します。

画面のロックを解除するに
は、暗証番号またはパスワー
ドを入力します。

画面ロックは、デバイスへの不正アクセ
スをブロックすることを目的としています。
デバイスをしばらく放置すると、画面が
ロックされることに注意してください。

操作が一定時間行われなかった場合に、
画面ロックが自動的にアクティブにな
るように設定できます。次のページを参
照してください。

緊急通報：緊急通報は画面がロックさ
れていても発信することができます。右
上隅の [?] をタップしてください。
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セキュリティ

画面ロック タイムアウトの設定または変更 タイムアウトの設定

画面ロックは、デバイスへの不正アクセ
スをブロックすることを目的としています。
デバイスをしばらく放置すると、画面が
ロックされることに注意してください。

操作が一定時間行われなかった場合に、
画面ロックが自動的にアクティブにな
るように設定できます。 

緊急通報：緊急通報は画面がロックさ
れていても発信することができます。右
上隅の [?] をタップしてください。

図のように、右上をタップします。 

タイムアウト値を選択します。

[セキュリティ（Security）] をタップしてから、[自動ロック
（Automatically lock）] をタップします。 

[ホーム（Home）] をタップして [設定（Settings）] を終了します。
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通話タスク



13

D1510411 日本語 
ユーザ ガイド Cisco DX70、Cisco DX80
バージョン 10.2(5)：2016 年 1 月作成 
All Contents © 2014–2016  
Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved. 

一般的な通話タスク

呼び出しに応答 着信に関するヒント

• 通話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
は録音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、電話機でエージェント 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。

• コール監察ユーザは、監察中に着信
通話に応答することはできません。

通話中の場合：通話中に別の相手か
ら着信があった場合、新しい通話に応
答すると現在の通話は保留になります。
新しい通話を拒否した場合、現在の通
話は保留になりません。

通話を受けるには [応答（Answer）]、通話を拒否するには [拒否（Decline）] をタップします。
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一般的な通話タスク

コールの切断

進行中の通話を切断するには、[終了（End）] をタップします。

複数の通話

保留中の通話を終了することはできま
せん。終了するには、その通話を再開す
る必要があります。
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コールを保留および復帰できます。この
機能を使用すると、通話がすでにアク
ティブになっている場合でも別の相手
に発信することができます。 

通話を保留にすると、通話情報領域
の右側に [保留（Hold）] アイコンが
表示されます。共有回線を使用してい
る場合、別の電話機で通話が保留にさ
れると、デバイスに [リモート回線の
保留（Remote Hold）] アイコンが表
示されます。

デバイスで保留復帰機能が有効になっ
ていると、保留にした通話は一定時間
後に復帰して再び呼出音が鳴ります。
復帰した通話は、再開されるか、保留復
帰がタイムアウトするまで保留状態の
ままです。デバイスは、復帰中の通話が
存在することを次のように示します。

• 一定の間隔で呼出音（または電話回
線の設定に応じて点滅やビープ音）
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（Hold Reversion）」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。

保留と再開について
一般的な通話タスク

保留と保留解除

通話中に [保留（Hold）] をタップします。

図のような画面が表示され、通話が保留中の間、音楽が再
生されます。通話を再開するには、[復帰（Resume）] をタッ
プします。
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一般的な通話タスク

コールの発信 発信について

必要に応じて [通話（Call）] アイコンをタップします。

仮想キーボードを使用して名前、番号、またはアドレスを入力し、緑色の [通話（Call）] ボタンをタップします。

連絡先のリストに登録されていない
相手に発信するには、画面の仮想キー
ボードを使用して相手の名前、アドレス、
または番号を入力します。

以前に通話した相手は [新着（Recents）] 
リストに表示されます（リストをクリアす
るまで）。

入力時に、[新着（Recents）] リスト、[連
絡先（Contacts）] リスト、または社内
ディレクトリで一致が見つかった場合
は表示されます。一致した連絡先をタッ
プして選択し、発信に使用する通話オプ
ションをタップします。

通話への応答を待つ間は、他のアプリ
ケーションを使用することができます。
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一般的な通話タスク

[連絡先（Contacts）] または [新着（Recents）] を使用した発信 リストの使用について

必要に応じて [通話（Call）] アイコンをタップします。

[新着（Recents）] または [連絡先（Contacts）] をタップして、リストを縦方向にスクロールします。緑色
の [通話（Call）] ボタンをタップして発信します。

[連絡先（Contacts）] または [新着
（Recents）] リスト内でエントリを探
すには、スマートフォンの場合と同様に
（指を上下にスワイプして）リストをス
クロールします。
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一般的な通話タスク

短縮ダイヤルを使用した発信 短縮ダイヤルについて

短縮ダイヤルを定義すると（詳細は「連
絡先」の項を参照）、[通話（Call）] メ
ニューの左側の列に表示されます。短
縮ダイヤルのエントリをタップすれば、
この機能を使用して発信できます。
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一般的な通話タスク

ビデオ通話の基礎 ビデオ通話について

ビデオ通話は、通常の通話の拡張 
機能と見なす必要があります。 

カメラの露出レベルを調整できま 
す。「カメラの露出レベルの設定」、 
36 ページを参照してください。

コールを発信します。

着信側のシステムが許可すると、ビデオ通話を利用できるよう
になります。相手に表示される自身のビデオ イメージを確認す
るには、[セルフビュー（Self-view）]（右上）をタップします。 

コールの接続を待ちます。 

通話を終了するには、[終了（End）] をタップします。
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一般的な通話タスク

セルフビューのアクティブ化 セルフビューについて

セルフビューには、通話中に相手に表
示されている自身のビデオ イメージが
示されます。

進行中のビデオの左右反転のイメージ
が表示されることに注意してください。

セルフビュー イメージは画面上で移動
できます。移動するには、セルフビュー 
イメージに指を置いて別の位置にド
ラッグします。

通話中に [カメラ（Camera）]（ ）をタップします。 図のように、セルフビュー イメージがピクチャインピクチャと
して表示されます。セルフビュー イメージを削除するには、 
[カメラ（Camera）]（ ）をもう一度タップします。

通話中：

通話中以外：

[通話（Call）] メニューで [その他（More）]（...）をタップしてドロッ
プダウン メニューを表示します。

[セルフビュー（Self-view）] をタップします。セルフビューでは
全画面表示が使用されます。セルフビューの表示を停止するに
は、[削除（Remove）]（ ）をタップします（図には表示されてい
ません）。
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ビジュアル ボイスメール

ボイスメールの送信
ビジュアル ボイスメールに
ついて

ビジュアル ボイスメール ツールでは、
ボイス メッセージを管理できます。

左側の列の [メッセージ（Messages）] をタップ
し、右上隅の [+] をタップしてドロップダウン リ
ストから [新規メッセージ（New Message）] を
選択します。

メッセージの録音が完了したら [完了（Done）] 
をタップします。

[メッセージ（Messages）] リストの表示に戻り
ます。

[録音（Record）] をタップします。

受信者の名前、番号、またはアドレスを入力しま
す。完了したら [送信（Send）] をタップします。

必要に応じて、もう一度録音できます。 
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ビジュアル ボイスメール

ボイスメールの聞き取り
ビジュアル ボイスメールに
ついて

ビジュアル ボイスメール ツールでは、
ボイス メッセージを管理できます。

[メッセージ（Messages）] をタップします。 新着ボイスメールがあると、左側の列に赤い
四角形が表示されます。新着ボイスメールが
複数ある場合は、聞き取るボイスメールを選択
します。

[再生（Play）]（ ）をタップして、ボイス メッ 
セージを聞き取ります。

再生を一時停止するには、[一時停止
（Pause）] をタップします。
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ビジュアル ボイスメール

ボイスメールへの返信

[メッセージ（Messages）] をタップしてボイス
メールを選択します。

録音が完了したら [完了（Done）] をタップします。

[返信（Reply）]（ ）または [全員に返信（Reply 
All）]（ ）をタップします。

必要に応じて [再録音（Re-record）] をタップし
ます。

[録音（Record）] をタップします。

[送信（Send）] をタップします。 

[完了（Done）] をタップします。

ビジュアル ボイスメールに
ついて

ビジュアル ボイスメール ツールでは、
ボイス メッセージを管理できます。

ボイスメールが複数の受信者に送信さ
れている場合、1 回で全員に返信する
には、[全員に返信（Reply All）] 機能を
使用します。
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ビジュアル ボイスメール

ボイスメールの転送

[メッセージ（Messages）] をタップしてボイス
メールを選択します。

録音が完了したら [完了（Done）] をタップします。

[転送（Forward）]（ ）をタップします。

受信者を選択します。 

必要に応じてメッセージを録音します。

[送信（Send）] をタップします。 

[完了（Done）] をタップして転送を終了します。

ビジュアル ボイスメールに
ついて

ビジュアル ボイスメール ツールでは、
ボイス メッセージを管理できます。

メッセージを転送する際に、自身のメッ
セージを追加することもできます。
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ビジュアル ボイスメール

ボイスメールの削除

[メッセージ（Messages）] をタップして、削除す
るメッセージを選択します。

右上隅の [ごみ箱（Recycle Bin）]（ ）をタップ
します。

ボイスメールが削除されます。

[ごみ箱（Recycle Bin）]（ ）をタップする
と、ボイスメールが削除されます。

リストからボイスメールを削除する場合

再生パネルからボイスメールを削除する場合

ビジュアル ボイスメールに
ついて

ビジュアル ボイスメール ツールでは、
ボイス メッセージを管理できます。

メッセージは、メッセージ リストで直接
削除することも、[再生（Playback）] メ
ニューの表示中に削除することもでき
ます。
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コール転送

コールを転送する

通話中に [転送（Transfer）] をタップします。

必要に応じて新しい受信者と話します。その後、
[転送（Transfer）] をタップします。 

受信者の名前、番号、またはアドレス（URI）を入
力します。

これで通話が転送されました。

緑色の [通話（Call）] アイコンをタップします。 

通話転送について

転送によって通話はリダイレクトされま
す。ターゲットは、通話の転送先の名前、
番号、またはアドレス（URI）です。

転送機能を使用して保留中の通話をリ
ダイレクトすることはできません。[復帰
（Resume）] をタップして、転送前に
通話の保留を解除してください。
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Ad Hoc 会議

会議の開催 会議の開催について

進行中の通話を会議に拡張するには、
参加者を追加します。参加者を追加す
るには、その番号、名前、アドレスを指
定するか、[連絡先（Contacts）] リストを
使用するか、またはこの両方の方法を
使用します。

会議中に右上隅に表示される情報アイ
コン（ ）をタップすると、参加者のリス
トを確認できます。

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。

ヒント：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（End Call）] 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。

通話中に [追加（Add）] をタップします。 通常の方法で、別のユーザに発信します。 新しい受信者に発信している間、すでに通話
中の相手は保留になります。

新しい受信者が応答したら、[マージ（Merge）] 
をタップして会議を開始します。

会議を終了するには [終了（End）] をタップし
ます。
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コンテンツの 
共有
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コンテンツの共有

プレゼンテーション コンテンツの共有について

PC（Mac）デスクトップや HDMI を使用
する他のソースを共有するには、そのデ
バイスを DX デバイスの HDMI In ポー
トに接続します。詳細については、この
ガイドの「はじめに」を参照してください。

プレゼンテーションは、[共有を開始
（Start sharing）] をタップした場合に
のみ開始されます（左記参照）。それ
まではプレビューが表示され、他のユー
ザとは共有されません。 

この機能を使用すると、通話中に自身の 
PC デスクトップを共有せずに表示する
ことができます。左側の  のように、ビ
デオ通話はピクチャインピクチャ（PiP）
として表示されます。

PiP の使用中に、PC デスクトップを共
有しないで全画面表示のビデオ通話に
戻す場合は、PiP をダブルタップします。
ボタンはタップしないでください。

通話中に [共有（Share）] をタップします。 共有のプレビューが表示されます。[共有を開
始（Start sharing）] をタップするまで共有は行
われません。共有をキャンセルする場合は、ビ
デオ通話のイメージをダブルタップします。詳
細については、右記を参照してください。

コンテンツの共有を停止するには、[共有を停
止（Stop sharing）] をタップします。

ヒント：システムのカメラは、ドキュメント カメラとして
動作させることができます。図のようにカメラを傾け
るだけで、システムの前にあるテーブルの上のドキュ
メントや他の物理的な物体を映すことができます。

カメラはその操作を認識し、自動的にイメージを上下
反転します。したがって、期待どおりのイメージが相手
に表示されます。
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WebEx 
会議
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Cisco WebEx はスタンドアロン アプ
リケーションですが、カレンダー、電話、
チャット、および連絡先アプリケーション
と統合することもできます。

Cisco WebEx 会議では、音声会議への
参加、会議の参加者の確認、共有プレ
ゼンテーションの視聴、全員とのチャッ
トまたは個人とのチャットが可能です。 

画面下部のポップアップ ウィンドウで
現在の発言者を特定できます。

カレンダーで、[参加（Join）] ボタンを
タップするか、招待内の [WebEx] リンク
をクリックして会議に参加することもで
きます。

新規 WebEx 会議のスケジュール
新しい WebEx 会議をスケジュールす
るには、カレンダー アプリケーションま
たは WebEx アプリ自体を使用します。

会議リストの基本
WebEx 会議

スケジュール済み WebEx 会議の開始

[WebEx] をタップします。

会議に接続されます。

スケジュールされている今後の会議のリストが左側の列に表示さ
れます。会議に参加する時間になったら [開始（Start）] をタップし
ます。
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連絡先
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[連絡先（Contacts）] リストは電話帳と
して使用できます。特定のユーザを [お
気に入り（Favorite）] に追加して、電話ア
プリのホーム画面に表示することもでき
ます。

連絡先について通話履歴から連絡先へのユーザの追加
連絡先

[新着（Recents）] で連絡先にするユーザを選
択します。

このユーザを連絡先のリストにすでに存在する
エントリと関連付ける場合（たとえばオフィスの
電話番号に携帯電話番号を追加する場合）は、
その連絡先をクリックします。新しい連絡先を作
成するには、[連絡先を新規登録（Create new 
contact）] をタップします。

右上隅の [その他（More）]（...）をタップして
ドロップダウン メニューを表示し、[連絡先に
追加（Add to Contacts）] をタップします。

このエントリがどのような連絡先であるか（自宅、
携帯など）を指定できます。完了したら、[OK] を
タップします。

[OK] をタップして [連絡先（Contacts）] リスト
への追加を確定します。 

これで追加されました。
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[お気に入り（Favorite）] へのユーザの追加
連絡先

[通話（Call）] をタップします。

[お気に入り（Favorites）] リストから削除するに
は、アスタリスクをもう一度タップします。アスタ
リスクの色が黄色から灰色に戻ります。

左側の列の [新着（Recents）] または [連絡先
（Contacts）] を選択し、[お気に入り（Favorite）] 
に追加するユーザのアバターを選択します。

右上隅にある小さな * をタップしてこのエント
リを [お気に入り（Favorite）] に追加します。アス
タリスクの色が灰色から黄色に変わります。

連絡先アプリは電話帳として使用で
きます。特定のユーザを [お気に入り
（Favorite）] に追加して、電話アプリ
のホーム画面に表示することもできます。

連絡先について
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ビデオ通話で
のカメラ
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カメラ：ビデオ通話で使用する場合

カメラの露出レベルの設定 カメラ設定について

[通話（Call）] ウィンドウの [設定
（Settings）] メニューでカメラの露出
レベルを設定します。

ヒント：システムのカメラは、ドキュメント 
カメラとして動作させることができます。下
記のようにカメラを傾けるだけで、システ
ムの前にあるテーブルの上のドキュメント
や他の物理的な物体を映すことができます。

カメラはその操作を認識し、自動的にイ
メージを上下反転します。したがって、期待
どおりのイメージが相手に表示されます。

図のように [設定
（Settings）] メニュー
にアクセスし、カメラ
の露出レベルを調整し

ます。
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[設定（Settings）] メニューへのアクセス

Cisco DX デバイスでは数種類の設定
を利用できます。

ここでは一部のシステム設定を示します。
その他にも状況に応じた設定が、実行
中のタスクに適用されます。

システム設定を変更する際は、システム
が動作を停止することがないように注
意してください。判断に迷う場合は、ネッ
トワーク管理者に問い合わせてください。

設定について

右上隅の [設定（Settings）]（ ）アイコンをタップします。
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Bluetooth

Bluetooth をアクティブにするには、[設定（Settings）] で 
Bluetooth を [オン（ON）] にします。

Bluetooth を使用すると、携帯電話と DX 
デバイスをペア設定できます。これにより、
Cisco DX デバイスのマイクロフォンとス
ピーカーを使用して、携帯電話に電話をか
けてきた発信者と通信できます。携帯電話
での通話の発着信に Cisco DX デバイス
を使用できます。

また、携帯電話から Cisco DX デバイスに
連絡先を追加すると、携帯電話の連絡先リ
ストに登録されている相手にも簡単に発
信できます。

Bluetooth を使用した接続
Cisco DX70 または Cisco DX80 が、ま
だ Bluetooth デバイスとペア設定され
ていないものとします。Bluetooth をア
クティブにするには、Bluetooth を [オ
ン（ON）] にして、[Bluetooth] という語を
タップします。利用可能なデバイスのリ
ストが表示されます。

デバイスをこのリストに表示するには、
そのデバイスが他の Bluetooth デバイ
スに対して表示可能になっている必要
があります。

ご使用のシステムは、[Bluetooth] メ
ニューを表示してから 5 分間表示され
ます。再度表示するには、左記に示すよ
うにタップします。

システムがすでにペア設定されてい
て、別のシステムとペア設定する場合は、
現在のペア設定を終了してから新しい
ペア設定を行う必要があります。

Bluetooth について

ご使用のデバイスとペア設定できる状態の表示
可能なデバイスのリストです。

ご使用のシステムは、[Bluetooth] 
メニューを表示してから 5 分間
表示されます。再度表示するには、
ここをタップします。
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マイクロフォン モード（Cisco DX80 のみ）

[設定（Settings）] で、[音（Sound）] をタップしてから [マイクロ
フォン モード（Microphone mode）] をタップします。

Cisco DX80 の両方の脚にマイクロ
フォンが搭載されています。[フォーカ
ス（Focused）] モードでは、これら
のマイクロフォンを組み合わせて音の
感度を絞ることができます。その結果、
自分の声を相手が聞き取りやすくなり、
室内のノイズは抑えられます。 

マイクロフォン モードを [ワイド
（Wide）] に設定すると、システムは
他のシステムと同様に動作します。

Cisco DX80 の前で話しているのが
自分のみである場合は、[フォーカス
（Focused）] モードを使用することを
推奨します。 

Cisco DX80 の前で複数の人が話して
いる場合は [ワイド（Wide）] モードを
使用してください。[ワイド（Wide）] モー
ドにしないと、自分の隣にいる他の人た
ちの声が通話の相手に届きません。

マイクロフォン モードにつ
いて

モード（[ワイド（Wide）] または [フォーカス
（Focused）]）をタップして選択するか、[キャ
ンセル（Cancel）] をタップしてメニューを終了
します。
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アクセシビリティの概要

Cisco DX70 および Cisco DX80 には、
視覚障がい、聴覚障がい、運動障がいを
持つユーザ向けのアクセシビリティ機能
が備わっています。多くの機能は標準搭
載されているため、障がいを持つユーザ
は特別な設定を行うことなく、これらの機
能を使用できます。 

シスコでは、組織のニーズを満たすため、
利用しやすい製品とテクノロジーの設計
および提供に取り組んでいます。シスコお
よびシスコが行っているアクセシビリティ
への取り組みについて、詳しくは次の URL 
を参照してください。 
http://www.cisco.com/go/accessibility 

Cisco DX70 および Cisco DX80 では、
次のような使いやすいアクセシビリティ
機能を提供しています。 

• 電話機能の状態（ダイヤル トーン、呼出
音、ミュートなど）を示すオーディオ アラ
ートおよびビジュアル アラート 

• デバイスに搭載された大型液晶ディス
プレイ（LCD）画面に表示されるビジュア
ル アラート 

• 生体認証非対応ポインティング デバイ
ス用タッチスクリーン 

• ヘッドセット用組み込み Bluetooth 無
線および USB ポート 

• 高精細度マルチメディア インターフェイ
ス（HDMI）を介して外部モニタを使用す
る Dual Independent Display 

• Android Talkback および Explore by 
Touch との互換性 

• 操作をアシストするタッチ音 

• 調整可能な明るさ設定 

• 調整可能なフォント サイズ 

• Web コンテンツへのアクセスを容易に
するための Google からのスクリプトの
インストール 

アクセシビリティについて

アクセシビリティ機能 説明 

聴覚障がい者向けアクセシビリティ機能

調整可能な呼出音、音の間隔、および音量 呼出音、音の間隔、および音量は次のように調整できます。 

• デバイスの [設定（Settings）] アプリケーションの [音（Sound）] メニュー
を使用する。 

• 音量ボタンを押して音量を調節する。 

視覚障がい者向けアクセシビリティ機能

バックライト付き WSVGA 容量性タッチスクリーン LCD 低視力のユーザ向けに、明るさ調整が可能です。 

電話機能の状態のオーディオ通知 電話機能の状態のオーディオ通知のために、[ミュート（Mute）] ボタンを使
用してマイクロフォンのオンとオフを切り替えることができます。マイクロ
フォンがミュートになっているとき、ボタンは点灯しています。 

オーディオ メッセージ受信インジケータ（AMWI） デバイスでは、ボイス メッセージが電話機で待機中の場合に回線固有のス
タッター ダイヤル トーンを送信できます。このトーンは、待機中のメッセー
ジがある回線を使用しているときにのみ聞こえます。ボイス メッセージが
残された回線がオフ フックの状態になると、スタッター ダイヤル トーンが
聞こえます。オーディオ ボイスメッセージ インジケータの設定は、Cisco 
Uni�ed Communications セルフケア ポータルにログインして、オーディオ 
メッセージ インジケータ設定のオン/オフを切り替えることで変更できます。 

運動障がい者向けのアクセシビリティ機能

内蔵スピーカフォン Cisco DX70 および Cisco DX80 にはハンドセットが付属していません。
デフォルトでは、通話はビデオ /スピーカーフォンで行います。 

http://www.cisco.com/go/accessibility
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アクセシビリティ関連の手順（I）

トピック 手順

フォント サイズの変更 1. [設定（Settings）] アプリケーションで、[ユーザー補助（Accessibility）] をタップします。

2. [フォント サイズ（Font size）] をタップします。

3. フォント サイズを選択します。

画面の明るさの変更 1. [設定（Settings）] アプリケーションで、[ディスプレイ（Display）] をタップします。

2. [明るさ（Brightness）] をタップします。

3. バーを左にスライドすると画面が暗くなり、右にスライドすると明るくなります。

4. [OK] をタップします。

画面ロックの音の有効化 1. [設定（Settings）] アプリケーションで、[音（Sound）] をタップします。

2. [画面ロックの音（Screen lock sound）] をオンにします。

パスワードの読み上げの有効化 1. [設定（Settings）] アプリケーションで、[ユーザー補助（Accessibility）] をタップします。

2. [パスワードを読み上げる（Speak passwords）] をオンにします。

TalkBack の有効化 1. [設定（Settings）] アプリケーションで、[ユーザー補助（Accessibility）] をタップします。 

2. [TalkBack] をタップします。 

3. [TalkBack] をオンに切り替えます。 

4. [OK] をタップします。 

これは、アクセシビリティの向上に使用
できる手順のリストです。

TalkBack を有効にすると、Explore by 
Touch 機能を使用するためのオプショ
ンが表示されます。この機能について
は、「Explore by Touch のアクセシビ
リティ操作」、44 ページで説明してい
ます。

手順について



43

D1510411 日本語 
ユーザ ガイド Cisco DX70、Cisco DX80
バージョン 10.2(5)：2016 年 1 月作成 
All Contents © 2014–2016  
Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved. 

設定

アクセシビリティ関連の手順（II）

トピック 手順

Explore by Touch の画面キーボードの動作 Explore by Touch が有効になっており、画面キーボードがアクティブな場合は、キー上
で指をドラッグすると、各キーの名前が読み上げられます。画面から指を離すと、最後に
読み上げられたキーが入力されます。

Explore by Touch の有効化 1. [TalkBack] を有効にします。 

2. [ユーザー補助（Accessibility）] をタップします。 

3. [タッチガイド（Explore by Touch）] をタップします。 

4. [タッチガイド（Explore by Touch）] をオンに切り替えます。 

タッチ操作音の有効化 1. [設定（Settings）] アプリケーションで、[音（Sounds）] をタップします。

2. [タッチ操作音（Touch sounds）] をオンにします。

テキストの音声入力 1. テキスト入力領域をタップします。画面キーボードが表示されます。

2. キーボード上のマイクロフォン キーをタップします。キーボードが非表示になり、マ
イクロフォンが「読み上げ開始（Speak now）」というメッセージと共に表示されます。 

3. 画面に表示したい言葉を発声します。音声入力を一時停止するには、マイクロフォン 
キーをタップします。または発声をやめて数秒経過すると自動的に停止されます。音
声入力を再開するには、マイクロフォン アイコンをもう一度タップします。

4. 画面キーボードに戻るには、音声入力を停止して、キーボード キーをタップします。

押し続ける時間の変更 1. [設定（Settings）] アプリケーションで、[ユーザー補助（Accessibility）] をタップします。

2. [押し続ける時間（Touch & hold delay）] をタップします。

3. 押し続ける時間を短め、中、長めから選択します。

これは、アクセシビリティの向上に使用
できる手順のリストです。

TalkBack を有効にすると、Explore by 
Touch 機能を使用するためのオプショ
ンが表示されます。この機能については、
次のページで説明します。

手順について
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Explore by Touch のアクセシビリティ操作

TalkBack を有効にすると、Explore by 
Touch 機能を使用するためのオプショ
ンが表示されます。Explore by Touch 
を使用すると、画面上で指をゆっくりド
ラッグする操作が可能になり、指が触
れた各アイテムの説明を確認できます。
指を速くスライドさせると、デバイスは
スライド操作として認識します。  

Explore by Touch を使用するには、
TalkBack をオンにする必要がありま
す。初めて TalkBack をオンにすると、
Explore by Touch をオンにするように
求められます。 

TalkBack をオンにしたきに Explore by 
Touch をオンにするよう選択しなかっ
た場合は、後でオンにすることができ
ます。「アクセシビリティ関連の手順（I）」、
42 ページを参照してください。

指で行う各アクションは、音だけでな
く音声フィードバックでも通知されます
（有効な場合）。

注：これらの操作は TalkBack に固有で
す。他のアクセシビリティ サービスでは、
別のアクションに同じ操作を使用する
場合があります。

Explore by Touch について

操作 結果

1 本の指でドラッグ 画面を探索し、触れているアイテムのオーディオ フィードバックを聞きます。 

1 回のタップ 選択した要素にカーソルが移動します。

画面の任意の位置をダブルタップ 最後に触れたアイテムを開いたり、アクティブにしたりします。

タップして長押し タップして長押しする標準の操作と同様に機能しますが、デバイスのロック解除にも使
用できます。タップして長押しし、待機した後、スワイプしてロック解除します。

2 本の指で上下にスワイプ リスト内をスクロールします。

2 本の指で左右にスワイプ ページや画面を変更します。

1 本の指で右にスワイプ 右側の要素に移動します。これは、PC のキーボードで Tab キーを使って右のフォーム
要素に移動する操作と同様です。

1 本の指で左にスワイプ 左側の要素に移動します。これは、PC のキーボードで Shift+Tab を使って前のフォーム
要素に移動する操作と同様です。

1 本の指で下にスワイプ 上の要素に移動します。 

1 本の指で上にスワイプ 下の要素に移動します。

1 回の動作で下にスワイプしてから上にスワイプ テキスト ブロックの読み上げ中に次の読み上げレベルに遷移します。その後、順方向に
読む場合は右にスワイプ、元に戻す場合は左にスワイプします。 

1 回の動作で上にスワイプしてから下にスワイプ テキスト ブロックの読み上げ中に前の読み上げレベルに遷移します。その後、順方向に
読む場合は右にスワイプ、元に戻す場合は左にスワイプします。 

1 回の動作で右にスワイプしてから左にスワイプ 次のページに移動します。

1 回の動作で左にスワイプしてから右にスワイプ 前のページに移動します。

上にスワイプしてから右にスワイプ ローカル コンテキスト メニューを開きます。

上にスワイプしてから左にスワイプ [ホーム（Home）] ボタンをアクティブにします。

下にスワイプしてから右にスワイプ グローバル コンテキスト メニューを開きます。

下にスワイプしてから左にスワイプ [戻る（Back）] ボタンをアクティブにします。

右にスワイプしてから下にスワイプ 通知を開きます。

左にスワイプしてから上にスワイプ [新着（Recent）] ボタンをアクティブにします。
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