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Cisco IP Phone 7800 シリーズ
Cisco IP Phone 7811、7821、7841、および 7861 は、使いやすく高度にセキュアな音声通信を可能
にします。

表 1：Cisco IP Phone 7800 シリーズの主な機能

機能

7811

7821

7841

7861

画面

グレースケール、 グレースケール、 グレースケール、 グレースケール、
バックライトなし バックライトあり バックライトあり バックライトあり
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新機能および変更された機能に関する情報

機能

7811

7821

7841

7861

線

1

2

4

16

固定機能キー

8

9

9

9

電話機を使用するには、電話機をネットワークに接続して、コール制御システムに接続するよう
に設定する必要があります。 電話機は、コール制御システムに応じて、さまざまな機能と特長を
サポートします。 管理者が電話機をどのようにセットアップしたかによって、すべての機能が使
用できるかどうかが決まります。

新機能および変更された機能に関する情報
ファームウェア リリース 11.0 の新着情報
このユーザガイドは、カスタマーエクスペリエンスを向上させるための簡素化と再構成が行われ
ました。
表 2：Cisco IP Phone 7800 ユーザ ガイドのファームウェア リリース 11.0 に関するリビジョン

リビジョン

更新されたセクション

Problem Report Tool のサポートに関する次のセ すべての電話機に関する問題の報告, （16 ペー
クションが追加されました。
ジ）
cBarge と Barge に関する次のセクションが改訂 共有回線, （42 ページ）
されました。
サイレント（DND）に関する次のセクションが サイレントをオンにする, （25 ページ）
改訂されました。
WebEx サインインのサポートが追加されまし
た。

WebEx ミーティングへのサインイン

電話機のセットアップ
通常は、管理者が電話機をセットアップしてネットワークに接続します。 電話機のセットアップ
と接続が終わっていない場合は、管理者に手順を問い合わせてください。
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ハンドセット レストの調整

ハンドセット レストの調整
電話機が壁取り付け型の場合またはハンドセットが受け台から滑り落ちる場合は、受話器が受け
台から滑り落ちないようにハンドセット台を調整する必要があります。

手順
ステップ 1

受け台からハンドセットを外し、ハンドセット レストからプラスチック タブを引き出します。

ステップ 2

タブを 180 度回します。

ステップ 3

角のノッチが手前になるように、2 本指でタブを持ちます。

ステップ 4

タブを受け台のスロットに合わせ、タブをスロット内に均等に押し込みます。 回したタブの上部
から突起が出ている状態になります。

ステップ 5

ハンドセットをハンドセット レストに戻します。

電話機の視野角の変更
画面上のグレアを除去するために電話機の角度を変更することができます。
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ネットワークへの接続

手順
ステップ 1

電話機をネットワークから切り離します。

ステップ 2

キーパッドが机の表面を向くように電話機を配置します。

ステップ 3

一方の手でフットスタンドの片側を持ち、もう一方の手を電話機の上に置きます。

ステップ 4

電話機を押さえながら、フットスタンドを持ち上げます。

ステップ 5

フットスタンドをひっくり返します。

ステップ 6

フットスタンドが固定されるまでフットスタンドを電話機に押し込みます。

ステップ 7

電話機を立ててネットワークに接続します。

ネットワークへの接続
電話機は電話ネットワークに接続する必要があります。
• 有線接続：電話機はイーサネット ケーブルを使用してネットワークに接続されます。
• Expressway 経由のモバイル アクセスとリモート アクセス：電話機をネットワークに接続す
ると、自動的に Expressway サーバに接続するようにセットアップされます。

Expressway への接続
Expressway 経由モバイルおよびリモート アクセス を使用してオフィスから離れて作業している場
合は、社内ネットワークに接続できます。
電話機は、そこがオフィスでないことを検出すると、Expressway 経由で社内ネットワークに接続
するように促します。

はじめる前に
オフィスでまたは VPN を通して電話機を使用している場合は、Expressway に接続する前にサービ
ス モードをリセットします。
社内の Expressway 経由モバイルおよびリモート アクセス に接続する必要がある場合は、電話機
を再起動して、プロンプトが表示されたら [選択（Select）] を押します。

手順
ステップ 1

[ようこそ（Welcome）] 画面でアクティベーション コードまたはサービス ドメインを入力しま
す。

ステップ 2

ユーザ名とパスワードを入力します。

ステップ 3

[送信（Submit）] を押します。
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電話機のアクティブ化とサインイン

電話機のアクティブ化とサインイン
電話機をアクティブにするか、電話機にサインインする必要があります。 電話機をアクティブに
すると、電話機がコール制御システムに接続されます。サインインクレデンシャルとアクティブ
化クレデンシャルは管理者から取得します。

電話機へのサインイン
はじめる前に
管理者からユーザ ID と暗証番号またはパスワードを取得します。

手順
ステップ 1

[ユーザID（Userid）] フィールドに、ユーザ ID を入力します。

ステップ 2

[暗証番号（PIN）] または [パスワード（Password）] フィールドに、暗号番号またはパスワードを
入力します。

ステップ 3

[送信（Submit）] を押します。

別の電話機からの内線へのサインイン
Cisco Extension Mobility を使用して、ネットワーク内の別の電話機にサインインして自分の電話機
と同様に操作することができます。 サインインすると、電話機にユーザプロファイルが適用され
ます。これには、電話回線、機能、設定されたサービス、および Web ベースの設定が含まれま
す。

はじめる前に
管理者からユーザ ID と暗証番号を取得します。
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別の電話機からの内線からのサインアウト

手順
ステップ 1

[アプリケーション（Applications）] ボタン

ステップ 2

[エクステンションモビリティ（Extension Mobility）] を選択します（名前は異なる場合がありま
す）。

ステップ 3

ユーザ ID と PIN を入力します。

ステップ 4

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

を押します。

別の電話機からの内線からのサインアウト
手順
ステップ 1

[アプリケーション（Applications）] ボタン

ステップ 2

[エクステンションモビリティ（Extension Mobility）] を選択します。

ステップ 3

[はい（Yes）] を押してログアウトします。

を押します。

セルフ ケア ポータル
一部の電話機設定は、コンピュータからセルフ ケア ポータル Web サイトにアクセスしてカスタ
マイズすることができます。 セルフ ケア ポータル URL、ユーザ ID、およびパスワードは管理者
から取得します。
セルフケアポータルでは、電話機の機能、回線設定、および電話サービスを制御することができ
ます。
• 電話機の機能には、短縮ダイヤル、サイレント、および個人用アドレス帳が含まれます。
• [回線（ Line）] の設定は、電話機の特定の電話回線（電話番号）に影響します。 回線設定に
は、コール転送、表示および音声メッセージ インジケータ、呼出音パターン、およびその他
の回線固有の設定が含まれます。
• 電話機サービスには、特別な電話機の機能、ネットワーク データ、Web ベースの情報（株式
相場、映画情報など）が含まれます。 電話機で電話サービスにアクセスするには、セルフ
ケア ポータルを使用してそのサービスに登録する必要があります。
次の表に、セルフ ケア ポータルを使用して設定する一部の機能の説明を示します。 詳細につい
ては、ご使用のコール制御システムに関するセルフケアポータルのマニュアルを参照してくださ
い。
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電話機
短縮ダイヤル番号

機能

説明

コール転送

電話機でコール転送がイネーブルになっている場合は、コールを受信する番
号を指定します。 セルフ ケア ポータルを使用すれば、回線がビジーのとき
など、より複雑なコール転送機能をセットアップすることができます。

追加の電話機

デスクの電話機と同じ電話番号を使用してコールの発信と受信を行う追加の
電話機（携帯電話など）を指定します。 ブロックする連絡先や優先する連絡
先を定義して、特定の番号からのコールの携帯電話への転送を制限または許
可することもできます。 追加の電話機をセットアップするときに、次の機能
もセットアップすることができます。
• シングル ナンバー リーチ：誰かがあなたのデスクの電話機を呼び出し
たときに追加の電話機を鳴動させるかどうかを指定します。
• モバイル コール：追加の電話機が携帯電話の場合は、モバイル コール
をデスクの電話機に転送したり、デスクの電話機のコールを携帯電話に
転送したりするようにセットアップすることができます。

短縮ダイヤル
（Speed dial）

電話番号を短縮ダイヤル番号に割り当てることによって、すばやくその人物
を呼び出すことができます。

関連トピック
モバイル コネクトを使用した通話, （43 ページ）
短縮ダイヤル, （21 ページ）
コールの転送, （32 ページ）

短縮ダイヤル番号
電話機で番号をダイヤルするときに、一連の数字を入力します。 短縮ダイヤル番号をセットアッ
プする場合は、短縮ダイヤル番号にコールの発信に必要なすべての数字を含める必要があります。
たとえば、9をダイヤルして外線に接続する必要がある場合は、9番を押してからダイヤルする番
号を押します。
他のダイヤルする数字を番号に追加することもできます。 追加の数字の例には、会議アクセス
コード、内線、ボイスメール パスワード、承認コード、および請求コードが含まれます。
ダイヤル文字列には次の文字を含めることができます。
•0～9
• ポンド（#）
• アスタリスク（*）

Cisco IP Phone 7800 シリーズ ユーザ ガイド
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電話機
ボタンとハードウェア

• カンマ（,）：一時停止文字で、ダイヤリングに 2 秒の遅延を挿入します。 1 行に複数のカン
マを入力できます。 たとえば、2 個のコンマ（,,）は、4 秒間のポーズを表します。
ダイヤル文字列に関するルールは、次のとおりです。
• カンマを使用してダイヤル文字列の部分を区切ります。
• 承認コードは、常に、短縮ダイヤル文字列の中で請求コードより前に置く必要があります。
• 文字列内の承認コードと請求コードの間に 1 つのカンマが必要です。
• 承認コードと追加の数字を含む短縮ダイヤルの場合は、短縮ダイヤル ラベルが必要です。
短縮ダイヤルを設定する前に、数字を 1 回以上手動でダイヤルすることによって、数字列が正し
いことを確認してください。

（注）

電話機では、短縮ダイヤルの承認コード、請求コード、または追加の数字が通話履歴に保存し
ません。 短縮ダイヤルを使用して宛先に接続した後で [リダイヤル（Redial）] を押すと、電話
機から必要な承認コード、請求コード、または追加の数字を手動で入力するように促されま
す。

例
特定の内線である人物を呼び出すように短縮ダイヤルをセットアップする場合、承認コードと請
求コードが必要であれば、次の要件を考慮します。
• 外線用の 9 をダイヤルする必要があります。
• 5556543 を呼び出します。
• 承認コード 1234 を入力する必要があります。
• 請求コード 9876 を入力する必要があります。
• 4 秒待つ必要があります。
• コールが接続されたら、内線 56789# をダイヤルする必要があります。
このシナリオの短縮ダイヤル番号は 95556543,1234,9876,,56789# です。
関連トピック
請求コードまたは承認コードが必要なコール, （23 ページ）

ボタンとハードウェア
Cisco IP Phone 7800 シリーズには、さまざまなハードウェア タイプがあります。
• Cisco IP Phone 7811：画面の両側にボタンなし

Cisco IP Phone 7800 シリーズ ユーザ ガイド
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電話機
ボタンとハードウェア

• Cisco IP Phone 7821：画面の左側に 2 つのボタン
• Cisco IP Phone 7841：画面の両側に 2 つのボタン
• ’Cisco IP Phone 7861：画面の右側に 16 個のボタン
次の図に、Cisco IP Phone 7841 を示します。
図 1：Cisco IP Phone 7800 シリーズのボタンと機能

1

ハンドセットとハンド 着信コール（赤色に点滅）または新しいボイス メッセージ（赤
セット ライト ストリッ 色に点灯）があるかどうかを示します。
プ

2

プログラム可能な機能
ボタンと回線ボタン

：電話回線、機能、およびコール セッションにアクセスしま
す。
詳細については、ソフトキー ボタン、回線ボタン、および機能
ボタン, （11 ページ）を参照してください。
Cisco IP Phone 7811 にはプログラム可能な機能ボタンや回線ボタ
ンがありません。
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電話機
ボタンとハードウェア

3

ソフトキー ボタン

：機能とサービスにアクセスします。
詳細については、ソフトキー ボタン、回線ボタン、および機能
ボタン, （11 ページ）を参照してください。

4

ナビゲーション クラス
ナビゲーション リングと [選択（Select）]
ボタン：メニュー
タ
をスクロールしたり、項目を強調表示したり、強調表示されてい
る項目を選択したりします。

5

[保留/再開
[保留/再開（Hold/Resume）]
：アクティブ コールを保留にし
（Hold/Resume）]、[会 たり、保留中のコールを再開したりします。
議（Conference）]、お
：会議コールを開始します。
よび [転送（Transfer）] [会議（Conference）]
[転送（Transfer）]

6

[スピーカーフォン
（Speakerphone）]、
[ミュート（Mute）]、お
よび [ヘッドセット
（Headset）]

：コールを転送します。

[スピーカーフォン（Speakerphone）]
：スピーカフォンのオ
ン/オフを切り替えます。 スピーカーフォンがオンになっている
とき、ボタンは点灯しています。
[ミュート（Mute）]
：マイクロフォンのオン/オフを切り替
えます。 マイクロフォンが [ミュート（Mute）] になっていると
き、ボタンは点灯しています。
[ヘッドセット（Headset）]
：ヘッドセットのオン/オフを切
り替えます。 ヘッドセットがオンになっているときは、ボタン
が点灯します。
Cisco IP Phone 7811 には [ヘッドセット（Headset）] ボタンがあ
りません。

7

[連絡先（Contacts）]、
[アプリケーション
（Applications）]、およ
び [メッセージ
（Messages）]

[連絡先（Contacts）]
：パーソナル ディレクトリと社内ディ
レクトリにアクセスします。
[アプリケーション（Applications）]
：通話履歴、ユーザ設
定、電話機の設定、および電話機のモデル情報にアクセスしま
す。
[メッセージ（Messages）]
ムに自動ダイヤルします。

8

：ボイス メッセージング システ

[音量（Volume）] ボタ
ン

ハンドセット、ヘッドセット、およびスピーカフォンの音量（オ
フフック）と呼出音の音量（オンフック）を調整します。

Cisco IP Phone 7800 シリーズ ユーザ ガイド
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電話機
ナビゲーション

ナビゲーション
ナビゲーションクラスタの外側のリングを使用してメニューをスクロールします。ナビゲーショ
ン クラスタの内側の [選択（Select）] ボタンを使用してメニュー項目を選択します。

メニュー内の各項目にインデックス番号が割り当てられています。 キーパッドでインデックス番
号を入力してメニュー項目を選択することができます。

ソフトキー ボタン、回線ボタン、および機能ボタン
電話機上の機能との対話は複数の方法で行うことができます。
• 画面下部に配置されたソフトキーを使用すれば、電話機に機能を付加することができます。
ソフトキーは、その時点で何を実行しているかによって異なります。 ... ソフトキーは、他に
も使用可能なソフトキーがあることを意味します。
• 画面の両側に配置された機能ボタンと回線ボタンは、電話機能と電話回線へのアクセスを可
能にします。
◦ 機能ボタン：回線上のコールを表示したり、短縮ダイヤルなどの機能にアクセスしたり
するために使用します。
◦ 回線ボタン：コールに応答したり、保留中のコールを再開したりするために使用しま
す。 アクティブ コールに使用されていなければ、不在着信表示などの電話機能を開始
するために使用されます。
機能ボタンと回線ボタンのランプは、次のステータスを示します。
•

緑、点灯：アクティブ コールまたは双方向のインターコム コール

•

緑、点滅：保留中のコール

•

オレンジ、点灯：プライバシー機能が使用中、単方向インターコム コール、サイレント
（DND）機能がアクティブ、またはハント グループにログイン中

•

オレンジ、点滅：着信コールまたは復帰コール

•

赤色、点灯：リモート回線が使用中（共有回線または回線ステータス）

•

赤色、点滅：リモート回線が保留中

Cisco IP Phone 7800 シリーズ ユーザ ガイド
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電話機
電話スクリーンの機能

管理者は、一部の機能をソフトキーまたは機能ボタンとしてセットアップすることができます。
また、ソフトキーまたは関連ハード ボタンを使用して一部の機能にアクセスすることができま
す。

電話スクリーンの機能
電話画面には、電話番号、アクティブ コールと回線のステータス、ソフトキー、短縮ダイヤル、
発信履歴、電話メニューのリストなど、電話機に関する情報が表示されます。この画面は、ヘッ
ダー行、中央セクション、およびフッター行の 3 つで構成されます。
図 2：Cisco IP Phone 7800 の画面

画面の最上部がヘッダー行です。ヘッダー行には、電話番号、現在の日付と時刻、および複数の
アイコンが表示されます。アイコンは機能がアクティブな場合に表示されます。
電話画面の中央には、回線と電話機上の機能ボタンに関連する情報が表示されます。
画面の最下行はソフトキーラベルです。それぞれのラベルが画面下部のソフトキーボタンのアク
ションを示しています。

電話画面のクリーニング
注意

液体や粉末は電話機に対して使用しないでください。電話機の部品に入り込み、故障の原因に
なる可能性があります。

手順
画面は、乾いた柔らかい布で拭いてください。

電話機の回線とコールの違い
本書で電話機の使用法を説明する際に使っている回線およびコールという用語には、かなり独特
な意味合いがあります。 ここではこれらの違いについて説明します。
• 回線：回線は、他人が自分へのコール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。 電話機に割り当てられた回線数は、電話画面の右側に表示されます。
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。

Cisco IP Phone 7800 シリーズ ユーザ ガイド
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• コール：1 本の回線で複数のコールをサポートできます。 デフォルトで、電話機は回線あた
り 4 つの接続コールをサポートしますが、管理者は必要に応じてこの数を調整できます。
アクティブとなり得るコールは常に 1 つに限定されるので、他のコールはすべて自動的に保
留状態になります。
ここで例を示します。2 本の回線があり、それぞれで 4 つのコールをサポートする場合は、一度
に最大 8 つの接続コールを処理できます。 これらのコールのうちアクティブにできるのは 1 つだ
けであり、残りの 7 つのコールは保留にされます。

電力要件
Cisco IP Phone 7800 シリーズでは、次のシスコ承認の電源アダプタを使用する必要があります。
• Phihong 社製アダプタ（PSC18U-480）、定格：48 VDC 0.38 A
• Delta 社製アダプタ（EADP-18VB B）、定格：48 VDC 0.375 A

省電力
管理者は、電話画面で、電話機を使用していないときに使用される電力量を減らすことができま
す。 セットアップ可能な省エネには次の 2 つのレベルがあります。
• 省電力：電話機が一定期間非アクティブになると、バックライトまたは画面がオフになりま
す。
バックライトを管理することができます。
Cisco IP Phone 7800 シリーズのバックライトを管理できます。
• Power Save Plus：予定された時刻に、電話機がオフになります。 電話画面は予定された時刻
に再度オンになります。 管理者が、通常の作業スケジュールに基づいて、電源オフ/オン時
刻をセットアップします。 要件が変化した（たとえば、勤務時間または勤務日が変化した）
場合は、管理者に電話機の再設定を依頼してください。
予定された電源オフ時刻の 10 分前に、[選択（Select）] ボタンが点灯し、特定の時刻に電話
機の電源がオフになることを示すメッセージが表示されます。 また、電源オフ時刻の 10 分
前、7 分前、および 4 分前に電話機の呼出音が 4 回鳴動します。 電源オフの 30 秒前に、電
話機の呼出音が 15 回鳴動します。
電話機がアクティブ（電話中など）の場合、電話機が非アクティブになってしばらく経って
から、保留になっている電源シャットダウンの通知が表示されます。

（注）

Cisco IP Phone 7811 は省電力または Power Save Plus をサポートしていません。
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関連トピック
画面バックライトの調整, （62 ページ）

電話機の電源の投入
省エネのために電話機の電源をオフにすると、電話画面が真っ暗になり、[選択（Select）] ボタン
が白色に点灯します。

手順
[選択（Select）] を押します。

追加のヘルプと情報
電話機で使用可能な機能に関する質問は管理者にお問い合わせください。
シスコの Web サイト（http://www.cisco.com）に電話機とコール制御システムに関する詳細が掲載
されています。
• 英語によるクイック スタート ガイドとエンドユーザ ガイドについては、次のリンクを参照
してください。
http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/
products-user-guide-list.html [英語]
• 英語以外の言語によるガイドについては、次のリンクを参照してください。
http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/
tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html [英語]
• ライセンス情報については、次のリンクを参照してください。
http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/
products-licensing-information-listing.html [英語]

アクセシビリティ機能
Cisco IP Phones は、視覚障がい者、聴覚障がい者、身体障がい者のために、ユーザ補助機能を備
えています。
これらの電話機のアクセシビリティ機能の詳細については、http://www.cisco.com/c/en/us/support/
collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-technical-reference-list.html [英語] を参照
してください。
アクセシビリティの詳細については、次のシスコ Web サイトにも記載されています。
http://www.cisco.com/web/about/responsibility/accessibility/index.html[英語]
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トラブルシューティング
コール品質に伴う問題や、通話が予期せず中断されるとか、機能が突然働かなくなるなどの問題
が発生する場合があります。 これらの問題は、次のシナリオに関連している可能性があります。
• 電話機がコール制御システムと通信できない
• コール制御システムで通信または内部の問題が発生している
• 電話機内部で問題が発生している
問題が発生した場合は、管理者に連絡して問題の根本原因のトラブルシューティングを行ってく
ださい。

電話機に関する情報の検索
管理者から電話機に関する情報を要求される場合があります。 この情報は、トラブルシューティ
ングの目的で電話機を一意に識別するために使用されます。

手順
ステップ 1

[アプリケーション（Applications）] ボタン

ステップ 2

[電話の情報（Phone information）] を選択します

ステップ 3

（任意） アップグレード中に [詳細の表示（Show detail）] を押してアップグレード プロセスを表
示します。

ステップ 4

[アプリケーション（Applications）] 画面に戻るには、[終了（Exit）] を押します。

を押します。

コール品質に関する問題の報告
管理者は、パフォーマンスに関する問題をトラブルシューティングするために、一時的に、品質
レポート ツール（QRT）を使用して電話機を設定する場合があります。 設定に応じて、 [品質レ
ポート ツール（QRT）（Quality Reporting Tool (QRT)）] は次の用途に使用します。
• 現在のコールの音声に関する問題をすぐにレポートします。
• カテゴリのリストから一般的な問題を選び、[理由コード（reason codes）] を選択します。
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電話機
トラブルシューティング

手順
ステップ 1

[品質のレポート（Report Quality）] を押します。

ステップ 2

スクロールして発生した問題に最も近い項目を選択します。

ステップ 3

[選択（Select）] ソフトキーを押します。
情報が [システム管理者（System Administrators）] に送信されます。

すべての電話機に関する問題の報告
Cisco Collaboration Problem Report Tool（PRT）を使用して、通話記録を収集して送信したり、管理
者に問題を報告したりすることができます。 PRT アップロードが失敗したというメッセージが表
示されたら、問題レポートが電話機に保存されるため、管理者に警告する必要があります。

手順
ステップ 1

[アプリケーション（Applications）] ボタン

ステップ 2

[電話の情報（Phone information）] > [レポート（Report）] を選択します。

ステップ 3

[問題の発生日（Date of Problem）] フィールドに問題が発生した日付を入力します。 デフォルト
ではこのフィールドに現在の日時が表示されます。

ステップ 4

[問題の発生時刻（Time of Problem）] フィールドに問題が発生した時刻を入力します。 デフォル
トではこのフィールドに現在の時刻が表示されます。

ステップ 5

[問題の説明（Problem description）] を選択します。

ステップ 6

表示されるリストから説明を選択します。

ステップ 7

[送信（Submit）] を押します。

を押します。

失われた接続
さまざまな理由で電話機とコール制御システムとの接続が切れる場合があります。 接続が切れる
と、電話画面にアラート メッセージが表示されます。
接続が切れたときに電話中だった場合は、コールが維持されます。 ただし、これらの機能の一部
はコール制御システムからの情報が必要なため、通常の電話機能のすべてにアクセスできるとは
限りません。 一部の機能はソフトキーに表示されませんが、他のボタンを押してもアクションが
実行されない場合があります。
電話機がコール制御システムに再接続すると、通常の電話機能が再び使用可能になります。
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電話機
シスコ製品（ハードウェア）に関する 1 年間の限定保証規定

シスコ製品（ハードウェア）に関する 1 年間の限定保証規定
保証期間内にお客様が受けられるハードウェアの保証およびサービスに関して適用される特別な
条件があります。
シスコのソフトウェアに適用される保証およびライセンス契約を含む正式な保証書は、Cisco.com
の http://www.cisco.com/go/hwwarranty で提供しています。
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電話機
シスコ製品（ハードウェア）に関する 1 年間の限定保証規定
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コールの発信
Cisco IP Phone は、通常の電話機と同様に機能します。 ただし、コールの発信がより簡単になって
います。

コールの発信
手順
番号を入力して、ハンドセットを持ち上げます。
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コール
スピーカフォンを使用したコールの発信

スピーカフォンを使用したコールの発信
手順
ステップ 1

キーパッドを使用して番号を入力します。

ステップ 2

[スピーカフォン（speakerphone）] ボタン

を押します。

ヘッドセットを使用したコールの発信
手順
ステップ 1

ヘッドセットを接続します。

ステップ 2

キーパッドを使用して番号を入力します。

ステップ 3

[ヘッドセット（headset）]ボタン

を押します。

URI ダイヤリングを使用したコールの発信
URI ダイヤリングを使用してコールを発信できます。この方法では、電話番号として
bob@example.com などの SIP アドレスが使用されます。 SIP アドレスを入力するときに、キーを
押す間隔を 10 秒以上空けないでください。 入力のない状態が 10 秒続くと、電話機は完全なアド
レスが入力されたと見なし、コールを発信しようとします。
ドメイン内部でコールを発信する場合は、SIP アドレスの @example.com の部分を含める必要があ
りません。 ドメイン外部でコールを発信する場合は、ドメイン名を含む SIP アドレス全体を入力
します。 SIP アドレスの最大長は 254 文字です。

手順
SIP アドレスを入力して、ハンドセットを持ち上げます。

番号をリダイヤルする
最後にダイヤルした電話番号を呼び出すことができます。
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コール
短縮ダイヤル

手順
ステップ 1

（任意） 回線を選択します。

ステップ 2

[リダイヤル（Redial）] を押します。

短縮ダイヤル
頻繁に電話をかける人物の番号をすばやくダイヤルするためのボタンまたはコードを割り当てる
ことができます。 電話機で短縮ダイヤル機能を使用する前に、セルフ ケア ポータルで短縮ダイ
ヤルをセットアップします。
セットアップに応じて、電話機は次の機能をサポートできます。
• 短縮ダイヤル ボタン：短縮ダイヤル用にセットアップされた 1 つ以上の回線ボタンから電話
番号をダイヤルします。
• 短縮ダイヤル コード：コードから電話番号をダイヤルします（短縮 ダイヤルと呼ばれるこ
ともあります）。
関連トピック
セルフ ケア ポータル, （6 ページ）
短縮ダイヤル番号, （7 ページ）

短縮ダイヤル ボタンを使用したコールの発信
はじめる前に
セルフ ケア ポータルで短縮ダイヤル コードをセットアップします。

手順
短縮ダイヤル ボタン

を押します。

関連トピック
セルフ ケア ポータル, （6 ページ）

短縮ダイヤル コードを使用したコールの発信
はじめる前に
セルフ ケア ポータルで短縮ダイヤル コードをセットアップします。
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コール
国際番号のダイヤル（Dial an International Number）

手順
[短縮ダイヤル（Speed Dial）] コードを入力し、[短縮ダイヤル（Speed Dial）] を押します。
関連トピック
セルフ ケア ポータル, （6 ページ）

ファスト ダイヤル ボタンを使用したコールの発信
はじめる前に
パーソナル ディレクトリでファスト ダイヤル コードをセットアップする必要があります。

手順
ステップ 1

[ファストダイヤル（Fast Dial）] を押します。

ステップ 2

[パーソナルディレクトリ（Personal Directory）] にログインします。

ステップ 3

[個人ファストダイヤル（Personal Fast Dials）] を選択します。

ステップ 4

ファスト ダイヤル コードを選択して、[ダイヤル（Dial）] ソフトキーを押します。

関連トピック
ファスト ダイヤル コードの連絡先への割り当て, （50 ページ）

国際番号のダイヤル（Dial an International Number）
電話番号の先頭にプラス（+）記号を付けることによって国際電話をダイヤルすることができま
す。

手順
ステップ 1

アスタリスク（*）を 1 秒以上押したままにします。
電話番号の先頭にプラス（+）記号が表示されます。 トーンが変化して * が + 記号に変わったこ
とを示します。 オフフックの場合、トーンが流れます。

ステップ 2

番号を発信します。
最後のキーを押してから 10 秒後に、電話機が番号をダイヤルします。
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コール
連絡先が対応可能な場合の通知の受信

連絡先が対応可能な場合の通知の受信
誰かに電話をかけてその回線が使用中または相手が電話に出ない場合に、相手が対応可能になっ
たら特殊な呼出音で知らせるように設定することができます。

手順
ステップ 1

話中音または呼出音が聞こえている間に、[コールバック（Callback）] を押します。

ステップ 2

確認画面を終了するには、[終了（Exit）] を押します。

ステップ 3

相手が対応可能になったことを知らせる呼出音が鳴ったら、[発信（Call）] を押して電話をかけ直
します。

請求コードまたは承認コードが必要なコール
電話番号をダイヤルした後に、管理者から請求コードと承認コードのどちらか（またはその両方）
の入力を要求されることがあります。 クライアント識別コードと呼ばれる請求コードは、アカウ
ンティングまたは請求に使用されます。 強制承認コードと呼ばれる承認コードは、特定の電話番
号へのアクセスを制御します。
請求コードが要求された場合は、電話機に [クライアント識別コードを入力してください（Enter
Client Matter Code）] と表示され、ダイヤルした番号が “********” に変更され、特殊なトーンが流
れます。
承認コードが要求された場合は、電話機に [承認コードを入力してください（Enter Authorization
Code）] と表示され、ダイヤルした番号が “********” に変更され、特殊なトーンが流れます。 セ
キュリティ上の理由から、入力した番号の代わりに “*” が電話機に表示されます。
請求コードと承認コードが両方が要求される場合は、先に承認コードの入力が要求されます。 そ
の後で、請求コードの入力が要求されます。
関連トピック
短縮ダイヤル番号, （7 ページ）

安全なコール
管理者は、コールを社外の人物による改ざんから保護するための手順を実行することができます。
通話中に電話機に錠前アイコンが表示された場合は、管理者が安全に通話できることを保証する
手順を実行したことを意味します。 電話機の設定によっては、誰かに電話をかける前にサインイ
ンしないとハンドセットからセキュリティ トーンが流れる場合があります。
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コール
コールへの応答

コールへの応答
Cisco IP Phone は、通常の電話機と同様に機能します。 ただし、コールへの応答がより簡単になっ
ています。

コールに応答する
手順
オレンジ色に点滅している回線ボタンを押します。

コール待機への応答
アクティブ コール中にコール ウェイティングが発生すると、ビープ音が1 回流れて回線ボタンが
オレンジ色に点滅します。
Cisco IP Phone 7811 ではこの機能をサポートしていません。

手順
ステップ 1

[回線ボタン（ line button）] を押す。

ステップ 2

（任意） 複数のコール ウェイティングが発生した場合は、着信コールを選択します。

コールの拒否
アクティブコールまたは呼び出し中のコールをボイスメールシステムまたは所定の電話番号に送
信することができます。 呼び出し中のコールをサイレントにすることもできます。

手順
次のいずれかの操作を実行して、コールを拒否します。
• 着信コールを強調表示して、[拒否（Decline）] を押します。
• [音量（Volume）] を下に 1 回押して着信（呼び出し中）コールをサイレントにしてから、着
信コールをボイスメールまたは所定の電話番号に転送します。

Cisco IP Phone 7800 シリーズ ユーザ ガイド
24

コール
サイレントをオンにする

サイレントをオンにする
電話に出たくない場合は、サイレント（DND）を使用して電話機をサイレントにし、着信コール
通知を無視します。
DND を有効にすると、着信コールがボイスメールなどの別の番号（セットアップされている場
合）に転送されます。
DND を有効にすると、電話機上のすべての回線に影響します。 ただし、DND がオンになってい
ても、インターコム コールと緊急コールは必ず受信されます。

手順
ステップ 1

[サイレント（Do not disturb）] を押すと、DND がオンになります。

ステップ 2

もう一度、[サイレント（Do not disturb）] を押すと、DND がオフになります。

関連トピック
セルフ ケア ポータル, （6 ページ）

同僚の電話機への応答（コール ピックアップ）
コール処理タスクを同僚と共有している場合は、同僚の電話機が鳴った場合にそのコールに応答
することができます。 最初に、管理者が利用者を 1 つ以上のコール グループに割り当てておく必
要があります。

グループ内のコールへの応答（ピックアップ）
コール ピックアップ グループ内の別の電話機で呼出音が鳴っているコールに応答できます。 ピッ
クアップ対象のコールが複数存在する場合は、呼出音が最も長く鳴っているコールに応答します。

手順
ステップ 1

（任意） [回線ボタン（ line button）] を押す。

ステップ 2

[ピックアップ（PickUp）] を押して、ピックアップ グループ内の着信コールを電話機に転送しま
す。

ステップ 3

呼出音が鳴ったら、[応答（Answer）] を押してコールに接続します。
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コール
ハント グループ内のコールへの応答

別のグループからのコールへの応答（グループ ピックアップ）
グループ ピックアップを使用すれば、コール ピックアップ グループ以外の電話機でコールに応
答することができます。 グループ ピックアップ番号を使用してコールをピックアップすること
も、鳴っている電話回線の番号を使用することもできます。

手順
ステップ 1

（任意） [回線ボタン（ line button）] を押す。

ステップ 2

[グループピックアップ（Group PickUp）] を押します。

ステップ 3

次のいずれか 1 つの処理を実行します。
• ピックアップしたいコールがある電話回線の番号を入力します。
たとえば、コールが回線 12345 で鳴っている場合は、「12345」を入力します。
• グループ ピックアップ番号を入力します。

ステップ 4

呼出音が鳴ったら、[応答（Answer）] を押してコールに接続します。

関連グループからのコールへの応答（その他のピックアップ）
手順
ステップ 1

（任意） 回線ボタンを押します。

ステップ 2

[ピックアップ（PickUp）] を押して、ピックアップ グループ内または電話機に関連付けられたグ
ループ内のコールに応答します。

ステップ 3

呼出音が鳴ったら、[応答（Answer）] を押してコールに接続します。

ハント グループ内のコールへの応答
ハント グループは、大量の着信コールを受ける組織のコール負荷を分散するために使用できま
す。
管理者が一連の電話番号を使用してハント グループをセットアップします。 ハント グループ内
の最初の電話番号が使用中だった場合は、グループ内で次に使用可能な電話番号が選択されます。
システムがコールをその電話機に発信します。
ハント グループのメンバーは、コールを受けるときにハント グループにサインインします。 電
話機でコールが鳴らないようにする場合は、グループからサインアウトします。
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コール
コールへの自動応答

はじめる前に
ハント グループ コールを受けるには、ハント グループにサインインする必要があります。

手順
電話機でハント グループ コールが鳴ったら、そのコールに応答します。

ハント グループへのログインとハントグループからのログアウト
ハント グループからログアウトしても、ダイレクト コールは引き続き電話機に着信します。

手順
ステップ 1

[ハントグループ（Hunt Group）] を押してログインします。

ステップ 2

[ハントグループ（Hunt Group）] をもう一度押してログアウトします。

ハント グループ内の通話キューの表示
キューの統計情報を使用して、ハントグループキューのステータスを確認することができます。
キュー ステータス画面には次の情報が表示されます。
• ハント グループのキュー パターン
• 各ハント グループのキューに入っている発信者数
• 最大待機時間

手順
ステップ 1

[キューのステータス（Queue Status）] を押します。

ステップ 2

[更新（Update）] を押して統計情報を更新します。

ステップ 3

[終了（Exit）] を押します。

コールへの自動応答
電話機がコールに自動的に応答するようにセットアップされている場合は、電話機の呼出音が鳴っ
た際に特に何もする必要がありません。 1 回の呼出音の後に、スピーカフォンを使用してコール
に自動的に接続されます。
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コール
不審なコールのトレース

ただし、ヘッドセットを使用してコールに応答する場合は、それを最初にセットアップしておく
必要があります。

（注）

Cisco IP Phone 7811 は [ヘッドセット（Headset）] をサポートしていません。

手順
ステップ 1

ヘッドセットを電話機に接続します。

ステップ 2

[ヘッドセット（Headset）] ボタン

ステップ 3

電話機が自動的に着信コールに応答したら、ヘッドセットを使用して発信者に話しかけるだけで
す。
ヘッドセットを使用したくない場合は、[ヘッドセット（Headset）] ボタンを押してそれをオフに
し、代わりにハンドセットまたはスピーカフォンを使用します。

が点灯していることを確認します。

不審なコールのトレース
不要なまたは迷惑なコールを受信した場合は、迷惑呼 ID（MCID）を使用して管理者に通知しま
す。 電話機は、コールに関する情報を含むサイレント通知メッセージを管理者に送信します。

手順
[迷惑呼ID（MCID）] を押します。

音声のミュート
手順
ステップ 1

[ミュート（Mute）]

ステップ 2

再度 [ミュート（Mute）] を押すと、ミュートはオフになります。

を押します。

コールの保留（Hold Calls）
アクティブ コールを保留にしたり、保留中のコールを受けたりすることができます。
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コール
通話を保留にする

通話を保留にする
手順
ステップ 1

[保留（Hold）]ボタン

ステップ 2

コールを保留から再開するには、もう一度、[保留（Hold）] を押します。

を押します。

長すぎる保留中のコールへの応答
コールが保留中のままになっている場合は、通知を受け取ることができます。 この通知は、着信
コール通知に似ており、次の現象が見られます。
• 1 回の呼出音（一定間隔で繰り返す）
• オレンジ色に点滅する回線ボタン
• 受話器上で点滅するメッセージ インジケータ
• 電話スクリーン上の [視覚的な通知（Visual notification）]

手順
オレンジ色に点滅している回線ボタンまたは [応答（Answer）] を押して、保留中のコールを復帰
します。

アクティブ コールと保留コールの切り替え
手順
保留中のコールの [切り替え（Swap）] を押します。

Cisco IP Phone 7811 上でのアクティブ コールと保留中のコールの切り
替え
Cisco IP Phone 7811 には [回線ボタン（line button）] はありません。 保留中のコールとアクティブ
コールがある場合は、[切り替え（Swap）] ソフトキーが表示されます。 3 つ以上のコールがある
場合は、[発信（Calls）] ソフトキーが表示されます。
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コール パーク

手順
[切り替え（Swap）] または [発信（Calls）] を押します。

コール パーク
電話機を使ってコールをパーク（一時保存）することができます。 これにより、別の電話機（同
僚のデスクや会議室の電話機など）からのコールを受けることができます。
コールをパークするには、パークとダイレクト コール パークの 2 つの方法があります。 電話機
で使用可能なコール パークの種類は 1 つだけです。
コールをパークしている時間が長すぎると、アラートトーンが流れます。コールに応答すること
も、別の電話機からコールを受けることもできます。 所定の時間内にコールに応答しなかった場
合は、管理者の設定に従ってコールは別の宛先（ボイスメールなど）にルーティングされます。

コール パークを使用したコールの保留
自分の電話機で応答したアクティブ コールをパークしてから、コール制御システム内の別の電話
機を使用してそのコールを受けることができます。
コール パーク番号でパークできるコールは 1 つのみです。

はじめる前に
コールをアクティブにする必要があります。

手順
ステップ 1

[パーク（Park）] を押してから、電話を切ります。
システムがコールを [パーク（Park）] した番号が電話機に表示されます。 パークされたコールは
保留されています。[復帰（Resume）] を押すと、電話機でそのコールを再開できます。

ステップ 2

（任意） コールに応答する必要のある人物にパークした番号を連絡します。

コール パークを使用した保留中のコールの取得
ネットワーク上のどこからでもパークされたコールをピックアップすることができます。

はじめる前に
コールのパークに使用された番号が必要です。
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手順
コールがパークされたときの番号を入力してコールを取得します。

補助付きダイレクト コール パークを使用したコールの保留
専用のコール パーク番号を使用してアクティブ コールをパークして受けることができます。 補
助付きダイレクト コール パークを使用する場合は、ボタンを使用してアクティブ コールをパー
クします。管理者は、そのボタンを短縮ダイヤル回線としてセットアップします。この種のダイ
レクトコールでは、回線ステータスインジケータを使用して回線のステータス（使用中またはア
イドル）をモニタできます。

手順
通話中に [BLFダイレクトコールパーク（BLF Directed Call Park）] を押すと、補助付きダイレクト
コール パーク用のアイドル回線ステータス インジケータが表示されます。

補助付きダイレクト コール パークを使用した保留中のコールの取得
手順
[BLFダイレクトコールパーク（BLF Directed Call Park）] を押します。

手動ダイレクト コール パークを使用したコールの保留
専用のコール パーク番号を使用してアクティブ コールをパークして受けることができます。 手
動ダイレクト コール パークを使用して、管理者がセットアップしたダイレクト コール パーク番
号にアクティブ コールを転送します。

手順
ステップ 1

[転送（Transfer）]

ステップ 2

ダイレクト コール パーク番号を入力します。

ステップ 3

もう一度、[転送（Transfer）] を押して、コールをパークします。

を押します。

手動ダイレクト コール パークを使用した保留中のコールの取得
パークされたコールを専用のコール パーク番号でピックアップすることができます。
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はじめる前に
ダイレクト コール パーク番号とパーク取得プレフィックスが必要です。

手順
ステップ 1

パーク取得プレフィクスをダイヤルします。

ステップ 2

ダイレクト コール番号をダイヤルします。

コールの転送
電話機上の任意の回線から別の番号にコールを転送することができます。 コール転送は、電話回
線ごとに設定します。 コール転送が有効でない回線にコールがかかってきた場合、通常どおり
コールの呼出音が鳴ります。
コールを転送するには、次の 2 つの方法があります。
• すべてのコールを転送する
• 電話機が使用中であったり、応答がないなどの特殊な状況にあるコールを転送します。
回線ラベル内の [不在転送（Forward All）]
します。

アイコンを探して、コールが転送されたことを確認

手順
ステップ 1

すべてのコールを転送するアイドル回線で [不在転送（Forward All）] を押します。

ステップ 2

電話機からダイヤルする場合とまったく同じようにコール転送ターゲット番号を入力するか、最
近の通話のリストからエントリを選択します。

関連トピック
セルフ ケア ポータル, （6 ページ）

通話の転送
アクティブ コールを別の人に転送することができます。
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別の相手へのコールの転送
コールを転送する場合は、別の相手が応答するまで元のコールを残しておくことができます。 こ
れにより、電話を切る前に別の相手と個別に話す機会が得られます。 別の相手と話す必要がない
場合は、その相手が応答するのを待たずにコールを転送します。
電話を切る前に両方の発信者を切り替えてそれぞれと会話することもできます。

手順
ステップ 1

保留中でないコールから、[転送（Transfer）]

ステップ 2

別の相手の電話番号を入力します。

ステップ 3

（任意） 別の相手が電話に出るまで待機します。

ステップ 4

（任意） [切替（Swap）] を押して保留中のコールに戻ります。

ステップ 5

再度 [転送ボタン（Transfer）] を押します。

を押します。

転送を行う前の会話
コールを転送する前に、転送先の相手と会話することができます。 転送を行う前に、元のコール
と転送するコールを切り替えることもできます。

はじめる前に
アクティブ コールを転送しなければならない場合があります。

手順
ステップ 1

[転送（Transfer）]

ステップ 2

[切替（Swap）] を押して保留中のコールに戻ります。

ステップ 3

[転送（Transfer）] を押して転送を開始します。

を押します。

会議コールとミーティング
1 回のコールで複数の相手と会話することができます。 別の人物にダイヤルしてその人をコール
に追加することができます。 複数の電話回線を使用している場合は、2 つの回線をまたいで 2 つ
のコールに参加できます。
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コールへの別のユーザの追加（7811）

会議ホストとして、会議から個々の参加者を削除できます。 参加者全員が電話を切ると、会議は
終了します。

コールへの別のユーザの追加（7811）
手順
ステップ 1

アクティブ コールから、[会議（Conference）]

ステップ 2

次のいずれかの方法で別のユーザをコールに追加します。

を押します。

• [発信（Calls）] を押して、保留中のコールを選択し、[はい（Yes）] を押します。
• 電話番号を入力して、[会議（Conference）] を押します。

コールへの別のユーザの追加（7821、7841、7861）
手順
ステップ 1

アクティブ コールから、[会議（Conference）]

ステップ 2

次のいずれかの方法で別のユーザをコールに追加します。

を押します。

• 保留中のコールを選択して、[はい（Yes）] を押します。
• 電話番号を入力して、[会議（Conference）] を押します。

会議を開始する前のコールの切り替え
相手を会議に追加する前にその相手と会話することができます。 会議コールと他の相手とのコー
ルを切り替えることもできます。

手順
ステップ 1

新しいコール参加者にコールしますが、その参加者を会議には追加しないでください。
コールが接続されるまで待機します。
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ステップ 2

参加者と会議の間で切り替えるには、[切替（Swap）] を押します。

会議参加者の表示と削除
会議を開催したら、会議に参加した最新の 16 人の参加者の詳細を表示できます。 参加者を削除
することもできます。

手順
ステップ 1

会議中に [詳細（Details）] を押して、参加者のリストを表示します。

ステップ 2

（任意） 会議から参加者を削除するには、その参加者を強調表示して、[削除（Remove）] を押
します。

予定された会議コール（ミートミー）
予定された時刻に会議コールを開始または参加することができます。
会議コールは、主催者がダイヤルインするまで開始せず、すべての参加者が電話を切った段階で
終了します。 主催者が電話を切っても、会議は自動的に終了しません。

ミートミー会議の開催
はじめる前に
管理者からミートミー電話番号を取得して、会議の参加者にその番号を配布します。

手順
ステップ 1

ハンドセットを持ち上げてダイヤル トーンを聞き、[ミートミー（Meet Me）] を押します。

ステップ 2

ミートミー電話番号をダイヤルします。

ミートミー会議への参加
会議の主催者がダイヤルインするまでミートミー会議に参加することができません。話中音が流
れている間は、主催者が会議にダイヤルインしていません。 電話を切ってかけ直します。
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手順
会議の主催者から提供されたミートミー電話番号をダイヤルします。

インターコム コール
インターコム回線を使用して一方向のコールを発信または受信することができます。

（注）

Cisco IP Phone 7811 はインターコムをサポートしていません。
インターコム コールを発信すると、受信者の電話機が自動的にミュートが有効な状態（ウィス
パー モード）でコールに応答します。メッセージは受信者のスピーカフォン、ヘッドセット、ま
たはハンドセット（いずれかのデバイスがアクティブになっている場合）を通してブロードキャ
ストされます。
インターコム コールを受信すると、受信者は双方向オーディオ（接続モード）を開始して会話を
継続できます。

インターコム コールの発信
インターコムコールを発信すると、受信者がインターコムコールに出るまで電話機がウィスパー
モードになります。ウィスパーモードでは、他の人はあなたの声を聞くことができますが、あな
たは他の人の声を聞くことができません。アクティブコールがある場合、そのコールは保留され
ます。

手順
ステップ 1

[インターコム（Intercom）] を押します。

ステップ 2

（任意） [インターコム（Intercom）] コードを入力します。

ステップ 3

インターコム アラート トーンが流れたら、話し始めてください。

ステップ 4

コールを終了するには、[インターコム（Intercom）] を押します。

インターコム コールへの応答
インターコム コールに応答して相手と話すことができます。
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はじめる前に
電話画面上のメッセージと可聴アラートを受信します。電話機がウィスパーモードでインターコ
ム コールに応答します。

手順
ステップ 1

[インターコム（Intercom）] を押して接続モードに切り替える。 [接続モード（connected mode）]
では、インターコム発信者と会話ができます。

ステップ 2

コールを終了するには、[インターコム（Intercom）] を押します。

コールの監視と録音
コールを監視して録音することができます。 ただし、回線上に 3 人以上の人物（発信者、監察
者、および着信者）が存在する必要があります。
監察者は、コールに応答し、会議コールを開始し、会話をモニタして録音します。
観察者が実行するタスクは次のとおりです。
• コールを [録音（Record）] する。
• 最初の参加者のみの会議。他の参加者は必要に応じて人を追加します。
• コールを終了する。
観察者が電話を切ると、会議が終了します。

監視対象コールのセットアップ
手順
ステップ 1

着信コールに応答します。
コールの監視および録音が必要であるとシステムが判断した場合、[録音（Record）] が表示され
ます。

ステップ 2

[会議（Conference）] ボタン

ステップ 3

スーパバイザ用の電話番号を入力して、[発信（Call）] を押します。

ステップ 4

スーパバイザが応答したら、[会議（Conference）] を押します。

ステップ 5

コールを終了するには、[コールの終了（End Call）] を押します。

を押して、会議コールを開始します。
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コールの録音
コールを録音することができます。 コールの録音中は通知トーンが流れます。

手順
[録音（Record）] を押して、録音を開始または停止します。

優先コール
仕事中に、電話機を使用して緊急事態や危機的状況に対処しなければならない場合があります。
非常に重要なコールを識別して、通常のコールよりも高い優先度を割り当てることができます。
優先度の範囲はレベル 1（低）～レベル 5（高）です。 この優先度のシステムは、Multilevel
Precedence and Preemption（MLPP）と呼ばれています。
優先度は管理者がセットアップして、特殊なサインイン情報が必要かどうかを決定します。
高優先度コールが着信すると、電話画面に優先度レベルが表示され、そのコールがコール リスト
の一番上に表示されます。 高優先度コールの着信時に電話中だった場合は、高優先度コールが現
在のコールに割り込んで、特殊なプリエンプション着信音が流れます。 現在のコールを中断して
高優先度コールに応答する必要があります。
高優先度コールを受けているときに、以下を行ってもコールの優先度は変わりません。
• コールを保留にする
• コールを転送する
• コールを 3 者会議に追加する
• コール ピックアップを使用してコールに応答する
表 3：Multilevel Precedence and Preemption のプライオリティ レベル

MLPP アイコン

優先度レベル
レベル 1：優先度コール

レベル 2：中優先度（至急）コール

レベル 3：高優先度（緊急）コール

レベル 4：フラッシュ オーバーライド
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MLPP アイコン

優先度レベル
レベル 5：エグゼクティブ オーバーライド

優先度コールの発信
優先度コールを発信するには、特殊なクレデンシャルを使ってサインインする必要があります。
このクレデンシャルは 3 回まで入力することができ、正しく入力されなかった場合は通知されま
す。

手順
ステップ 1

ハンドセットを取り上げます。

ステップ 2

[優先レベル（PrecLevel）] を押します。

ステップ 3

コールのプライオリティ レベルを選択します。

ステップ 4

（任意） 認証画面にクレデンシャルを入力します。

ステップ 5

接続先の番号を入力します。
電話画面に優先レベル アイコンが表示され、優先リングバック トーンが流れます。

優先度コールに応答する
通常よりも速い特殊な呼出音が流れたら、優先度コールが着信しています。

手順
優先コール用の特殊な呼出音が流れたら、オレンジ色に点滅しているセッション ボタンを押しま
す。

別のコール中の優先度コールへの応答
コールに割り込む連続トーンが流れたら、自分または同僚が優先度コールを受信しています。 す
ぐに電話を切って、より優先度の高いコールを想定される相手につなげてください。

手順
[リリース（Release）]
を押すか、ハンドセットを置きます。
コールが終了し、適切な電話機でより優先度の高いコールの呼出音が鳴ります。
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複数の回線
電話番号を他の人と共有すると、1 つの電話機で複数の回線を利用することができます。 複数の
回線を利用している場合は、使用可能なコール機能が増えます。

プライマリ回線でのすべてのコールの表示
プライマリ回線上の現在のコールと不在着信のリストを表示することができます。
この機能は、複数の回線を使用しており、すべての回線上のすべてのコールを単一の画面で確認
したい場合に使用します。 特定の回線をフィルタリングすることもできます。
管理者がこの機能をセットアップします。

最も古いコールから応答
すべての電話回線で使用可能な最も古いコールに応答できます。これには、アラート状態の保留
復帰コールとパーク復帰コールも含まれます。 着信コールは、保留またはパーク復帰コールより
も常に優先されます。
複数の回線を利用している場合は、通常、応答する着信コールの回線ボタンを押します。 回線に
関係なく最も古い着信コールに応答する場合は、[応答（Answer）] を押します。

電話機ですべてのコールを表示
時系列（古いものから）順に並べられた、すべての電話回線のすべてのアクティブ コールのリス
トを表示することができます。
リストは、すべてのコールがまとめて表示されるため、複数の回線を使用している場合や他のユー
ザと回線を共有している場合に便利です。
プライマリ回線上のアクティブ コールを表示することもできます。これは、1 つの画面にすべて
のコールを表示したい場合に便利です。

手順
[すべてのコール（All Calls）] を押すか、プライマリ回線のセッション ボタンを押します。

回線フィルタを使用して回線を選択した場合のコール通知の表示
高優先度の電話番号または回線が呼び出されたときに通知を受け取るように、電話機を設定する
ことができます。 たとえば、上級管理者の電話回線や顧客のヘルプ ラインなどです。 このツー
ルは、複数の電話回線で大量のコールを処理する場合に便利です。
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コール
回線フィルタを使用して回線を選択した場合のコール通知の表示

管理者が電話機をどのように設定したかに応じて、1 日の特定の時間帯に回線フィルタを使用で
きる場合があります。

回線フィルタの作成
手順
ステップ 1

[アプリケーション（Applications）] ボタン

ステップ 2

[設定（Settings）] > [コール通知（Call notifications）] > [フィルタの新規追加（Add new filter）] の
順に選択します。
カスタム フィルタの最大数は 20 です。 すでに最大数のカスタム フィルタを作成している場合
は、この手順を進める前に、フィルタを削除してください。

ステップ 3

[選択（Select）] を押して、テキストを編集可能にします。

ステップ 4

新しいフィルタにデフォルト名を受け入れるか、新しい名前を入力します。

ステップ 5

新しいフィルタに追加する回線を選択します。
使用可能なすべての回線がリストに表示されます。 リストにない回線が必要な場合は、管理者に
お問い合わせください。

ステップ 6

[適用（Apply）] をクリックします。

ステップ 7

フィルタを表示するには、[戻る（Back）] ボタンを押します。

を押します。

回線フィルタの使用
手順
ステップ 1

[アプリケーション（Applications）] ボタン

ステップ 2

[設定（Settings）] > [コール通知（Call notifications）] を選択します。

ステップ 3

適用するフィルタを強調表示して、[選択（Select）] を押します。

を押します。

回線フィルタの変更
制御する回線フィルタを変更できます。 管理者は、すべての通話フィルタと日次スケジュール
フィルタを制御します。
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共有回線

手順
ステップ 1

[アプリケーション（Applications）] ボタン

ステップ 2

[設定（Settings）] > [コール通知（Call notification）] を選択します。

ステップ 3

フィルタを強調表示して、[編集（Edit）] を押し、既存のフィルタを変更します。

を押します。

共有回線
1 人以上の同僚と同じ電話番号を共有することができます。 たとえば、重役補佐の場合は、サポー
トしている人物のコールを取り次ぐ必要があります。
電話番号を共有する場合は、その電話回線を他の回線と同様に使用できますが、共有回線の特性
を理解しておく必要があります。
• 共有電話番号がその番号を共有しているすべての電話機に表示されます。
• 同僚がコールに応答すると、あなたの電話機の共有回線ボタンとセッション ボタンが赤色に
点灯します。
• コールを保留にすると、回線ボタンが緑色に点灯し、セッション ボタンが緑色に点滅しま
す。 ただし、同僚の回線ボタンは赤色に点灯し、セッション ボタンは赤色に点滅します。
デフォルトで、誰かが共有回線番号を呼び出すと、割り当てられたデバイス（会社の電話や携帯
電話など）のすべてが鳴動します。

[共有回線（Shared Line）] のコールに参加する
自分または同僚が共有回線上のコールに参加できます。

手順
ステップ 1

共有回線用の回線ボタンを押すか、回線を選択して [割り込み（Barge）] を押します。
（注）
自分自身を共有回線上のコールに追加するには、[通話（Calls）] を押す必要がありま
す。

ステップ 2

（任意） [はい（Yes）] を押して自分自身をコールに追加します。

共有回線でのプライバシーの有効化
プライバシーを使用すると、回線を共有している他のユーザから自分のコール情報を隠すことが
できます。
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コール
モバイル コネクトを使用した通話

[プライバシー（Privacy）] は、使用している電話機のすべての [共有回線（Shared Line）] に適用
されます。 [共有回線（Shared Line）] が複数存在し、[プライバシー（Privacy）] が有効になって
いる場合は、他のユーザはすべての [共有回線（Shared Line）] を表示できません。
回線を共有している電話機で [プライバシー（Privacy）] 機能が有効になっていても、[共有回線
（Shared Line）] 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。
この機能が有効な場合は、電話スクリーンに視覚的な通知が表示されます。

手順
ステップ 1

この機能を有効にするには、[プライバシー（Privacy）] を押します。

ステップ 2

この機能をオフにするには、[プライバシー（Privacy）] をもう一度押します。

モバイル コネクトを使用した通話
携帯電話を使用して、デスクの電話番号に関連付けられているコールを処理できます。 このサー
ビスはモバイル コネクトと呼ばれています。
セルフ ケア ポータルで携帯電話を追加の電話機としてデスクの電話機に関連付けます。 携帯電
話に送信されるコールを制御することができます。
追加の電話機を有効にした場合：
• デスクの電話機と追加の電話機が同時にコールを受信します。
• デスクの電話機でコールに応答すると、追加の電話機で呼出音が停止して、回線が切断さ
れ、不在着信メッセージが表示されます。
• 1 台の追加の電話機でコールに応答すると、それ以外の追加の電話機とデスクの電話機で呼
出音が停止して回線が切断されます。 他の追加の電話機に不在着信メッセージが表示されま
す。
• 1 台の追加の電話機でコールに応答して、そのコールを回線を共有しているデスクの電話機
に切り替えることができます。 これを行う場合は、同じ回線を共有しているデスクの電話機
に [リモートで使用中（Remote in Use）] というメッセージが表示されます。
関連トピック
セルフ ケア ポータル, （6 ページ）
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モバイル コネクトの有効化（Enable Mobile Connect）

モバイル コネクトの有効化（Enable Mobile Connect）
手順
ステップ 1

[モビリティ（Mobility）] を押して、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（Select）] を押して、ステータスを変更します。

デスクの電話機から携帯電話へのコールの移動
デスクの電話機から携帯電話にコールを移動することができます。 コールはデスクの電話機上の
回線に接続されたままであるため、その回線を他のコールに使用することはできません。 回線は
そのコールが終了するまで使用中のままです。

はじめる前に
デスクの電話機のモバイル コネクトをイネーブルにする必要があります。

手順
ステップ 1

[モビリティ（Mobility）] を押します。

ステップ 2

[選択（Select）] を押してコールを携帯電話に転送します。

ステップ 3

アクティブなコールに携帯電話で応答します。

携帯電話からデスクの電話機へのコールの移動
携帯電話からデスクの電話機にコールを移動することができます。 コールは携帯電話に接続され
たままです。

はじめる前に
デスクの電話機のモバイル コネクトを有効化する必要があります。
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携帯電話からデスクの電話機へのコールの転送

手順
ステップ 1

携帯電話で通話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

5 ～ 10 秒以内にデスクの電話機の回線を押して、デスクの電話機でコールを再開します。

携帯電話からデスクの電話機へのコールの転送
携帯電話からデスクの電話機にコールを転送することができます。

はじめる前に
デスクの電話機のモバイル コネクトをイネーブルにする必要があります。
管理者からアクセス コードを取得します。

手順
ステップ 1

携帯電話で、ハンドオフ機能用のアクセス コードを入力します。

ステップ 2

携帯電話で通話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

デスクトップの電話機で 10 秒以内に [応答（Answer）] を押して、デスクフォンで会話を開始し
ます。
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携帯電話からデスクの電話機へのコールの転送
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連絡先
• 社内ディレクトリ, 47 ページ
• [パーソナル ディレクトリ（Personal Directory）] , 48 ページ
• Cisco Web Dialer, 52 ページ

社内ディレクトリ
電話機で同僚の番号を検索して簡単に電話をかけることができます。 このディレクトリは管理者
がセットアップして保守します。

社内ディレクトリ内の連絡先の検索とダイヤル
手順
ステップ 1

[連絡先（Contacts）] ボタン

ステップ 2

[社内ディレクトリ（Corporate Directory）] を選択します

ステップ 3

検索条件を選択します。

ステップ 4

検索条件を入力して、[送信（Submit）] を押します。

ステップ 5

連絡先を選択します。

ステップ 6

[コール（Call）] を押します。

を押します。
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連絡先
[パーソナル ディレクトリ（Personal Directory）]

[パーソナル ディレクトリ（Personal Directory）]
パーソナル ディレクトリは、友人、家族、または同僚に関する連絡先情報を保存するために使用
します。 自分の連絡先をパーソナル ディレクトリに追加し、特殊な短縮ダイヤル コードを頻繁
に電話をかける人物に追加することができます。
パーソナル ディレクトリは、電話機またはセルフ ケア ポータルからセットアップすることがで
きます。 電話機を使用して、短縮ダイヤル コードをディレクトリ エントリに割り当てます。
関連トピック
セルフ ケア ポータル, （6 ページ）

パーソナル ディレクトリに対するサインインとサインアウト
はじめる前に
パーソナル ディレクトリにサインインするには、ユーザ ID と暗証番号が必要です。 この情報が
不明な場合は、管理者にお問い合わせください。

手順
ステップ 1

[連絡先（Contacts）] ボタン

ステップ 2

[パーソナルディレクトリ（Personal Directory）] を選択します

ステップ 3

ユーザ ID と暗証番号を入力して、[送信（Submit）] を押します。

ステップ 4

サインアウトするには、[ログアウト（Log out）] を選択して、[選択（Select）] を押してから、
[OK] を押します。
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連絡先
パーソナル ディレクトリへの新しい連絡先の追加

パーソナル ディレクトリへの新しい連絡先の追加
手順
ステップ 1

[連絡先（Contacts）] ボタン

ステップ 2

パーソナル ディレクトリにサインインします。

ステップ 3

[個人アドレス帳（Personal Address Book）] を選択します。

ステップ 4

[送信（Submit）] を押します。

ステップ 5

[新規（New）] を押します。

ステップ 6

姓と名を入力します。

ステップ 7

（任意） ニックネームを入力します。

ステップ 8

[電話（Phones）] を押して、電話番号と必要なアクセス コードを入力します。

ステップ 9

[送信（Submit）] を押します。

を押します。

パーソナル ディレクトリ内の連絡先の検索
手順
ステップ 1

[連絡先（Contacts）] ボタン

ステップ 2

パーソナル ディレクトリにサインインします。

ステップ 3

[個人アドレス帳（Personal Address Book）] を選択します。

ステップ 4

検索条件を選択します。

ステップ 5

検索条件を入力して、[送信（Submit）] を押します。

を押します。
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連絡先
パーソナル ディレクトリ内の連絡先への発信

パーソナル ディレクトリ内の連絡先への発信
手順
ステップ 1

[連絡先（Contacts）] ボタン

ステップ 2

パーソナル ディレクトリにサインインします。

ステップ 3

[パーソナルディレクトリ（Personal Directory）] を選択して、エントリを探します。

ステップ 4

ダイヤルする個人アドレス帳のエントリを選択します。

ステップ 5

目的のファスト ダイヤル コードを選択して、[ダイヤル（Dial）] を押します。

を押します。

ファスト ダイヤル コードの連絡先への割り当て
ファスト ダイヤル コードを使用すれば、連絡先を簡単に呼び出すことができます。

手順
ステップ 1

[連絡先（Contacts）] ボタン

ステップ 2

パーソナル ディレクトリにサインインします。

ステップ 3

[個人アドレス帳（Personal Address Book）] を選択します。

ステップ 4

検索条件を選択します。

ステップ 5

検索条件の情報を入力して [送信（Submit）] を押します。

ステップ 6

連絡先を選択します。

ステップ 7

[ファスト（FastDial）] を押します。

ステップ 8

番号を選択し、[選択（Select）] を押します。

ステップ 9

割り当てられていないファスト ダイヤル インデックスまでスクロールし、[送信（Submit）] を押
します。

Cisco IP Phone 7800 シリーズ ユーザ ガイド
50

を押します。

連絡先
ファスト ダイヤル コードを使用した連絡先への発信

ファスト ダイヤル コードを使用した連絡先への発信
手順
ステップ 1

[連絡先（Contacts）] ボタン

ステップ 2

パーソナル ディレクトリにサインインします。

ステップ 3

[個人ファストダイヤル（Personal Fast Dials）] を選択し、ファスト ダイヤル コードまでスクロー
ルします。

ステップ 4

目的のファスト ダイヤル コードを選択して、[ダイヤル（Dial）] を押します。

を押します。

パーソナル ディレクトリ内の連絡先の編集
手順
ステップ 1

[連絡先（Contacts）] ボタン

ステップ 2

パーソナル ディレクトリにサインインします。

ステップ 3

[個人アドレス帳（Personal address book）] を選択して、エントリを探します。

ステップ 4

[選択（Select）] を押します。

ステップ 5

[編集（Edit）] を押します。

ステップ 6

エントリの情報を変更します。

ステップ 7

[電話（Phones）] を押して、電話番号を変更します。

ステップ 8

[更新（Update）] を押します。

を押します。
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連絡先
パーソナル ディレクトリからの連絡先の削除

パーソナル ディレクトリからの連絡先の削除
手順
ステップ 1

[連絡先（Contacts）] ボタン

ステップ 2

パーソナル ディレクトリにサインインします。

ステップ 3

[個人アドレス帳（Personal Address Book）] を選択し、エントリを検索します。

ステップ 4

[選択（Select）] を押します。

ステップ 5

[編集（Edit）] を押します。

ステップ 6

[削除（Delete）] を押します。

ステップ 7

[OK] を押して、削除を確認します。

を押します。

ファスト ダイヤル コードの削除
手順
ステップ 1

[連絡先（Contacts）] ボタン

ステップ 2

パーソナル ディレクトリにサインインします。

ステップ 3

[個人ファストダイヤル（Personal Fast Dials）] を選択し、ファスト ダイヤル コードを検索します。

ステップ 4

必要なコードを選択して、[削除（Remove）] を押します。

ステップ 5

インデックスを選択して、[削除（Remove）] を押します。

を押します。

Cisco Web Dialer
Cisco Web Dialer、Web ブラウザ、および Cisco IP Phone を使用して、Web アプリケーションやデ
スクトップ アプリケーションからコールを発信することができます。 Web ブラウザを使用して
Web サイトまたは社員名簿にアクセスしてから、ハイパーリンク付きの電話番号をクリックして
コールを開始します。
コールを発信するには、ユーザ ID とパスワードが必要です。 この情報は管理者から入手できま
す。 初めてのユーザはコールの前に初期設定を行う必要があります。
詳細については、 Cisco Web Dialer のマニュアルを参照してください。 http://www.cisco.com/c/en/
us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-user-guide-list.html
[英語]
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通話履歴
• コール履歴リスト, 53 ページ
• 最近の通話の表示, 53 ページ
• 最近の通話の復帰, 54 ページ
• 最近の通話リストのクリア, 54 ページ
• コール レコードの削除 , 55 ページ

コール履歴リスト
コール履歴リストは、150 件の最近の個別のコールとコール グループを表示するために使用しま
す。 電話機で複数の回線を利用している場合は、管理者が、すべての回線上のコールが 1 つのリ
ストに収まるように最近の通話リストをセットアップできます。
コール履歴リストに含まれるコールのうち、同じ番号の発信先/着信元が連続している場合はグ
ループにまとめられます。 同じ番号からの不在着信も同じグループに分類されます。

最近の通話の表示
手順
ステップ 1

[アプリケーション（Applications）] ボタン

ステップ 2

スクロールして、[新着（Recents）] を選択します。

ステップ 3

表示する回線を選択します。

を押します。
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通話履歴
最近の通話の復帰

最近の通話の復帰
手順
ステップ 1

[アプリケーション（Applications）] ボタン

ステップ 2

[通話履歴（Recent）] を選択します。

ステップ 3

（任意） 複数の回線がある場合は [すべての回線（All Lines）] または必要な回線を選択します。

ステップ 4

ダイヤルするコール レコードを選択します。

ステップ 5

（任意） [編集（EditDial）] を押して、コール レコードを編集します。

ステップ 6

[コール（Call）] を押します。

を押します。

最近の通話リストのクリア
手順
ステップ 1

アプリケーション

ステップ 2

[通話履歴（Recent）] を選択します。

ステップ 3

（任意） [すべての回線（All Lines）] または目的の回線を選択します。

ステップ 4

[クリア（Clear）] を押します。

ステップ 5

[削除（Delete）] を押します。

を押します。
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通話履歴
コール レコードの削除

コール レコードの削除
手順
ステップ 1

[アプリケーション（Applications）] ボタン

ステップ 2

[通話履歴（Recent）] を選択します。

ステップ 3

（任意） [すべての回線（All Lines）] または目的の回線を選択します。

ステップ 4

削除する個々のコール レコードまたはコール グループを強調表示します。

ステップ 5

[削除（Delete）] を押して、グループ内の個々のコール レコードまたはすべてのコールを削除し
ます。

ステップ 6

もう一度、[削除（Delete）] を押して確定します。

ステップ 7

[戻る（Back）]

を押します。

を押します。
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通話履歴
コール レコードの削除
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Voice Mail
• ボイスメール アカウント, 57 ページ
• 新しいメッセージ インジケータ, 57 ページ
• ボイスメールへのアクセス, 58 ページ

ボイスメール アカウント
電話機から直接ボイスメッセージにアクセスすることができます。ただし、管理者がボイスメー
ル アカウントと電話機をセットアップする必要があります。
ボイスメール システムごとに違いがあるため、電話機からボイスメールにアクセスして使用する
方法をここで詳しく述べることはできません。ボイスメールシステムでサポートされているコマ
ンドについては、ボイスメール システムのユーザ マニュアルを参照してください。

新しいメッセージ インジケータ
新しいボイスメール メッセージがあるかどうかを調べるには、次のいずれかの表示を確認しま
す。
• ハンドセット上のライト ストリップが赤色に点灯している。
• 不在着信の番号とボイスメール メッセージが画面上に表示されている。 新しいメッセージ
の数が 99 を超えると、プラス（+）記号が表示されます。
電話回線の使用中に、ハンドセット、ヘッドセット、またはスピーカフォンから断続トーンが流
れる場合もあります。 この断続トーンは回線によって異なります。 このトーンは、ボイス メッ
セージがある回線を使用している場合にのみ流れます。
関連トピック
セルフ ケア ポータル, （6 ページ）
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Voice Mail
ボイスメールへのアクセス

ボイスメールへのアクセス
手順
ステップ 1

[メッセージ（Messages）] ボタン

ステップ 2

音声プロンプトに従います。
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アプリケーション
• 使用できるアプリケーション, 59 ページ
• アクティブ アプリケーションの表示, 59 ページ
• アクティブ アプリケーションの切り替え, 60 ページ
• アクティブ アプリケーションの終了, 60 ページ

使用できるアプリケーション
シスコの電話機には、デフォルトで、これらのアプリケーションはインストールされていません。
ただし、天気、株式情報、企業のニュース、行うべき作業のリストなどの情報やサービスを提供
するアプリケーションが企業によって追加される場合があります。

アクティブ アプリケーションの表示
手順
ステップ 1

[アプリケーション（Applications）] ボタン

ステップ 2

[実行中のアプリケーション（Running Applications）] を選択します

ステップ 3

[終了（Exit）] を押します。

を押します。
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アプリケーション
アクティブ アプリケーションの切り替え

アクティブ アプリケーションの切り替え
手順
ステップ 1

[アプリケーション（Applications）] ボタン

ステップ 2

[実行中のアプリケーション（Running Applications）] を選択します

ステップ 3

実行中のアプリケーションを選択し、[切り替え（Switch to）] を押して、選択したアプリケーショ
ンを開いて使用します。

ステップ 4

[終了（Exit）] を押します。

を押します。

アクティブ アプリケーションの終了
手順
ステップ 1

[アプリケーション（Applications）] ボタン

ステップ 2

[実行中のアプリケーション（Running Applications）] を選択します

ステップ 3

実行中のアプリケーションを選択し、[閉じる（Close App）] を押してアプリケーションを閉じま
す。

ステップ 4

[閉じる（Close）] を押します。

ステップ 5

[終了（Exit）] を押します。
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設定
• 呼出音の変更, 61 ページ
• コントラストの調整, 62 ページ
• ヘッドセット フィードバックの調整, 62 ページ
• 画面バックライトの調整, 62 ページ
• 通話中の音量の調整, 63 ページ
• 呼出音の音量の調整, 63 ページ

呼出音の変更
手順
ステップ 1

[アプリケーション（Applications）] ボタン

ステップ 2

[設定（Settings）] > [呼出音（Ringtone）] を選択します。

ステップ 3

回線を選択します。

ステップ 4

呼出音のリストをスクロールし、[再生（Play）] を押してサンプルを聞きます。

ステップ 5

[設定（Set）] と [適用（Apply）] を押すと選択した設定が保存されます。

を押します。
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設定
コントラストの調整

コントラストの調整
手順
ステップ 1

[アプリケーション（Applications）] ボタン

ステップ 2

[設定（Settings）] > [コントラスト（Contrast）] を選択します。

ステップ 3

ナビゲーション クラスタを押し下げるとコントラストが下がり、押し上げるとコントラストが上
がります。

ステップ 4

[保存（Save）] を押してコントラストを設定します。

を押します。

ヘッドセット フィードバックの調整
ヘッドセットを使用している場合は、ヘッドセット側音またはヘッドセット フィードバックと呼
ばれる独自の音声が聞こえる場合があります。 電話機でヘッドセット側音の量を制御できます。

手順
ステップ 1

[アプリケーション（Applications）] ボタン

ステップ 2

[設定（Settings）] > [ヘッドセットの側音（Headset sidetone）] の順に選択します。

ステップ 3

設定を選択します。

ステップ 4

[戻る（Back）]

を押します。

を押します。

画面バックライトの調整
Cisco IP Phone 7811 にはバックライトがありません。
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設定
通話中の音量の調整

手順
ステップ 1

[アプリケーション（Applications）] ボタン

ステップ 2

[設定（Preferences）] > [バックライト（Backlight）] を選択します。

ステップ 3

[オン（On）] を押してバックライトをオンにするか、[オフ（Off）] を押してバックライトをオフ
にします。

ステップ 4

を押します。

を押して終了します。

通話中の音量の調整
手順

電話機の使用中に、[音量（Volume）] を上または下に押して、ハンドセット、ヘッドセット、
またはスピーカフォンの音量を調節します。

呼出音の音量の調整
手順

電話機が使用されていないときに、[音量（Volume）]
節します。

を上または下に押して呼出音の音量を調
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設定
呼出音の音量の調整
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アクセサリ
• サポートされるアクセサリ, 65 ページ
• 電話機に関連付けられたアクセサリの表示, 66 ページ
• ヘッドセット, 66 ページ

サポートされるアクセサリ
Cisco IP Phone 7800 シリーズは、シスコ製とサードパーティ製の両方のアクセサリをサポートしま
す。
次の表で、X は特定の電話機モデルでアクセサリがサポートされることを示し、ダッシュ（-）は
サポートされないことを示します。
表 4：Cisco IP Phone 7811、7821、7841、および 7861 のアクセサリ サポート

アクセサリ

タイプ

Cisco IP Phone
7811

7821

7841

7861

X

X

X

X

アナログ

-

X

X

X

アナログ ワ
イドバンド

-

X

X

X

マイクロフォン

外部

-

-

-

-

スピーカー

外部

-

-

-

-

シスコ製アクセサリ
壁面取り付けキット
第三者製アクセサリ
ヘッドセット
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アクセサリ
電話機に関連付けられたアクセサリの表示

電話機に関連付けられたアクセサリの表示
ヘッドセット ジャックを使用して、電話機に外部ハードウェアを接続できます。 アクセサリ リ
ストには、アナログ ヘッドセットがデフォルトで含まれています。このヘッドセットは、ワイド
バンドを有効にするように設定できます。

手順
ステップ 1

[アプリケーション（Applications）] ボタン

ステップ 2

[アクセサリ（Accessories）] を選択します。

ステップ 3

（任意） アクセサリを選択して、[詳細の表示（Show detail）] を押します。

ステップ 4

[終了（Exit）] を押します。

を押します。

ヘッドセット
サポートされるヘッドセットの一覧については、http://www.cisco.com/c/en/us/products/
unified-communications/uc_endpoints_accessories.html [英語] を参照してください。
アクティブ コール中にヘッドセットを電話機に接続すると、音声経路が自動的にヘッドセットに
切り替わります。

標準ヘッドセット
標準ヘッドセットは RJ-11 コネクタを使用して電話機の背面に接続します。

標準ヘッドセットの接続
手順
ヘッドセットを電話機の背面にあるジャックに接続し、ケーブルをケーブル チャネルに押し込み
ます。
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アクセサリ
標準ヘッドセット

次の作業
標準ヘッドセットが広帯域オーディオをサポートしている場合は、ワイドバンド標準ヘッドセッ
トのセットアップ, （67 ページ）を実行する必要があります。

ワイドバンド標準ヘッドセットのセットアップ
広帯域オーディオをサポートするヘッドセットを使用することができます。 広帯域オーディオを
使用すれば、ヘッドセットから出力される音の品質が向上します。

手順
ステップ 1

[アプリケーション（Applications）] ボタン

ステップ 2

[アクセサリ（Accessories）] > [アナログ ヘッドセット（Analog headset）] > [セットアップ（Setup）]
を選択します。

ステップ 3

[オン（On）] または [オフ（Off）] を押してアナログ ヘッドセット用ワイドバンドを有効または
無効にします。

ステップ 4

[戻る（Return）]

を押します。

を押します。
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アクセサリ
標準ヘッドセット
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製品の安全性とセキュリティ
• 安全性とパフォーマンスに関する情報, 69 ページ
• FCC 準拠宣言, 70 ページ
• シスコ製品のセキュリティの概要, 71 ページ
• オンラインに関する重要な情報, 71 ページ

安全性とパフォーマンスに関する情報
停電
電話機を経由して緊急サービスにアクセスするには、その電話機が電力を受信する必要がありま
す。 停電が発生した場合は、電源が復旧するまで、サービスまたは緊急コール サービス ダイヤ
ルが機能しません。 電源の故障または障害が発生した場合は、装置をリセットまたは再設定して
から、サービスまたは緊急コール サービス ダイヤルを使用する必要があります。

外部デバイス
不要な無線周波数（RF）信号と可聴周波数（AF）信号を遮断（遮蔽）する高品質の外部デバイス
の使用をお勧めします。 外部デバイスには、ヘッドセット、ケーブル、およびコネクタが含まれ
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デバイスとの間隔によっては、
雑音が入ることもあります。 このような場合は、次の操作のいずれかを実行することをお勧めし
ます。
• RF または AF の信号源から外部デバイスを離す。
• RF または AF の信号源から外部デバイスのケーブルの経路を離す。

Cisco IP Phone 7800 シリーズ ユーザ ガイド
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製品の安全性とセキュリティ
電源について

• 外部デバイス用にシールドされたケーブルを使用するか、シールドおよびコネクタが高品質
のケーブルを使用する。
• 外部デバイスのケーブルを短くする。
• 外部デバイスのケーブルに、フェライトまたは同様のデバイスを適用する。
シスコでは、外部デバイス、ケーブル、およびコネクタのパフォーマンスを保証できません。

注意

欧州連合諸国では、EMC Directive（89/336/EC）に完全に準拠した外部スピーカー、マイクロ
フォン、ヘッドセットだけを使用してください。

電源について
イーサネット ケーブルを使用して電話機を LAN に接続し、電話機のフル機能をイネーブルにし
ます。 イーサネット ポートに Power over Ethernet（PoE）が搭載されている場合は、LAN ポート
経由で電話機に電源を供給することができます。 LAN イーサネット ケーブルは建物の外部まで
延長しないでください。

ネットワーク輻輳時の電話機の挙動（Phone Behavior During Times of
Network Congestion）
ネットワーク パフォーマンスの低下の原因となるものは、Cisco IP Phone の音声とビデオの品質に
も影響を及ぼすため、場合によっては、コールがドロップする可能性があります。 ネットワーク
パフォーマンスの低下は、次のような原因が考えられます。
• 内部ポート スキャンやセキュリティ スキャンなどの管理タスク
• サービス拒否攻撃など、ネットワーク上で発生した攻撃

FCC 準拠宣言
連邦通信委員会（FCC）は、次の項目に関する準拠宣言を義務付けています。

FCC Part 15.21 に関する宣言
装置に対し、準拠に責任を負う関係者によって明示的に承認されていない変更または修正を加え
ると、ユーザがこの装置を使用する権利は無効になります。
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製品の安全性とセキュリティ
FCC RF 被曝に関する宣言

FCC RF 被曝に関する宣言
本機器は、制御されていない環境に対して規定された FCC 被曝制限に準拠しています。 エンド
ユーザは、特定の操作指示に従い、RF 被曝に関する準拠事項を満たす必要があります。 このト
ランスミッタは、ユーザから 20 cm 以上離して使用する必要があり、他のアンテナまたはトラン
スミッタと同じ場所に配置したり、同時に操作したりすることはできません。

FCC レシーバおよびクラス B デジタル装置に関する宣言
この製品はテスト済みであり、FCC ルール Part 15 に規定されたクラス B デジタル装置の仕様に準
拠しています。 これらの制限は、住宅地で使用したときに、干渉を防止する適切な保護を規定し
ています。 この装置は、無線周波エネルギーを生成、使用、または放射する可能性があり、指示
に従って設置および使用しなかった場合、ラジオおよびテレビの受信障害が起こることがありま
す。 ただし、特定の設置条件において干渉が起きないことを保証するものではありません。
装置がラジオまたはテレビ受信に干渉する場合、装置のオン/オフを切り替えると干渉を確認でき
ます。その場合は、次の方法で干渉が起きないようにしてください。
• 受信アンテナの方向または場所を変更する。
• 装置間の間隔を大きくする。
• レシーバ以外のコンセントにその装置を接続する。
• 販売店または経験豊富なラジオまたは TV 技術者に支援を要請する。

シスコ製品のセキュリティの概要
本製品は、暗号化機能を備えており、輸入、輸出、配布、および使用に適用される米国および現
地国の法律に準拠しています。 シスコの暗号化製品を譲渡された第三者は、その暗号化技術の輸
入、輸出、配布、および使用を許可されたわけではありません。 輸入業者、輸出業者、販売業
者、およびユーザは、米国および他の国での法律を順守する責任があります。 本製品を使用する
にあたっては、関係法令の順守に同意したものと見なされます。 米国および他の国の法律を順守
できない場合は、本製品を至急送り返してください。
米国の輸出規制の詳細については、http://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm [英語]
で参照できます。

オンラインに関する重要な情報
エンド ユーザ ライセンス契約書
エンド ユーザ ライセンス契約書（EULA）については、以下を参照してください。 http://
www.cisco.com/go/eula [英語]
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製品の安全性とセキュリティ
オンラインに関する重要な情報

『Regulatory Compliance and Safety Information』
法規制の遵守および安全性情報（RCSI）については、以下を参照してください。 http://
www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/all_models/regulatory_compliance/english/install/
guide/iphrcsi3.html [英語]
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