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サービス
会議ステーションサービスには、特殊なテレフォニー機能、ネットワークデータ、およびWeb
ベースの情報が含まれます。電話機で使用できるサービスは、システム設定および登録したサー

ビスによって異なります。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。

サービスへのアクセス

手順

ステップ 1 [機能]を押します。

ステップ 2 ナビゲーションバーと選択ボタンを使用し、画面をスクロールしてアクセスするサービスを選択

します。

ステップ 3 [選択]ソフトキーを押すか、または [終了]を押してアプリケーション画面に戻ります。
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通話履歴
通話履歴を使用すると、会議ステーションの着信コールおよび発信コールに関する情報を表示で

きます。次のようなコールのタイプを示す、コール状態アイコンが表示されます。

•着信

•発信

•不在着信

履歴には、履歴タイプごとに最大 50件のレコードが保存されます。

コールアイコンと発信者 IDが表示されます。発信者 IDの情報がない場合は、電話番号が表示さ
れます。電話番号の情報がない場合は、「不明」というメッセージが表示されます。すべての通

話履歴項目は 1つのリストにまとめられ、日時の新しいものから順番に表示されます。

通話履歴のリストから直接電話番号をダイヤルできます。

管理者によって設定されている場合は、共有回線から受発信したコールが通話履歴に記録されま

す。通話履歴ログを表示するには、[通話履歴]画面を開きます。

通話履歴の表示

手順

ステップ 1 [機能]を押します。

ステップ 2 ナビゲーションバーと選択ボタンを使用し、画面をスクロールして [通話履歴]を選択します。

コールレコードの詳細の表示

手順

ステップ 1 [機能]を押します。

ステップ 2 ナビゲーションバーと選択ボタンを使用し、画面をスクロールして [通話履歴]を選択します。

ステップ 3 コールレコードを選択し、[詳細]を押します。
[詳細]ソフトキーがスクリーンに表示されていない場合、最初に [次へ]を押します。

ステップ 4 通話履歴のリストに戻るには、 を押します。
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通話履歴からのダイヤル

手順

ステップ 1 [機能]を押します。

ステップ 2 ナビゲーションバーと選択ボタンを使用し、画面をスクロールして [通話履歴]を選択します。

ステップ 3 [通話履歴]リストでダイヤルするコールを選択し、[発信]を押します。

電話番号の編集

手順

ステップ 1 [機能]を押します。

ステップ 2 ナビゲーションバーと選択ボタンを使用し、画面をスクロールして [通話履歴]を選択します。

ステップ 3 編集するコールを選択します。

ステップ 4 [編集]を押します。

ステップ 5 カーソルを右へ移動するには [>>]を押し、左へ移動するには [<<]を押します。

•カーソルを左端の文字の前に移動するには、ナビゲーションバーの上矢印を押します。

•カーソルを右端の文字の後に移動するには、ナビゲーションバーの下矢印を押します。

ステップ 6 を押して番号を削除します。

ステップ 7 編集した番号をダイヤルするには、[ダイヤル]を押します。

ステップ 8 通話履歴のリストに戻るには、 を押します。
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通話履歴のクリア

手順

ステップ 1 [機能]を押します。

ステップ 2 ナビゲーションバーと選択ボタンを使用し、画面をスクロールして [通話履歴]を選択します。

ステップ 3 [クリア]を押します。

ステップ 4 [削除]を押して通話履歴のリストを削除するか、[キャンセル]を押して [通話履歴]画面に戻りま
す。

コールレコードの削除

手順

ステップ 1 [機能]を押します。

ステップ 2 ナビゲーションバーと選択ボタンを使用し、画面をスクロールして [通話履歴]を選択します。

ステップ 3 削除するコールを選択します。

ステップ 4 [削除]を押します。

ステップ 5 [削除]を押してコールを削除するか、[キャンセル]を押して [通話履歴]画面に戻ります。

設定

呼出音

会議ステーションで着信コールと新しいボイスメールメッセージがどのように示されるかをカス

タマイズできます。また、呼出音の音量を調節できます。デフォルトの呼出音に加え、最大 6種
類の呼出音が鳴るように電話機をカスタマイズできます。呼出音の設定は、電話機で直接行う

か、Cisco Unified Communications Managerセルフケアポータルから行うことができます。
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呼出音の変更

手順

ステップ 1 [機能]を押します。

ステップ 2 ナビゲーションバーと選択ボタンを使用し、画面をスクロールして [設定]を選択します。

ステップ 3 [呼出音]を選択します。

ステップ 4 呼出音を選択します。

ステップ 5 [再生]を押して、選択した呼出音を再生します。

ステップ 6 [設定]を押して、呼出音を選択します。

ステップ 7 [適用]を押して選択を確定するか、[キャンセル]を押して [呼出音]画面に戻ります。

ステップ 8 を押して [設定]画面に戻ります。

コントラスト

LCDスクリーンのコントラストレベルを調整できます。デフォルト設定のコントラストレベル
は 50%です。

コントラストの調整

手順

ステップ 1 [機能]を押します。

ステップ 2 ナビゲーションバーと選択ボタンを使用し、画面をスクロールして [設定]を選択します。

ステップ 3 [コントラスト]を選択します。

ステップ 4 コントラストを上げるには、ナビゲーションバーの上矢印を押します。コントラストを下げるに

は、下矢印を押します。

ステップ 5 [保存]を押してコントラストレベルを設定するか、[キャンセル]を押して終了します。

リンクモード
会議用電話機の 2つのサウンドベースユニットは、リンクして音声のカバー範囲を広げることが
できます。 1つのサウンドベースはプライマリデバイスとして機能し、もう 1つのサウンドベー
スは従属デバイスまたはセカンダリデバイスとして機能します。
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リンクモードでは、プライマリベースステーションは、1つのワイヤレスマイクロフォンまた
は有線マイクロフォンをサポートします。セカンダリユニットは、1つの有線マイクロフォンの
みをサポートします。マイクロフォンキットの混在はできません。マイクロフォンを両方のサウ

ンドベースに接続する場合は、マイクロフォンキットを両方とも有線マイクロフォンにする必要

があります。

リンクすると、音声、ダイヤルトーン、呼出音、およびベース LEDの各機能は、2つのデバイス
間で同期します。コールがアクティブになっているときに 2つのサウンドベースをリンクするこ
とができます。

リンクモードがアクティブである場合、アイドル状態のスクリーンとコールスクリーンにリンク

モードアイコンが表示されます。

次の表に、会議用電話機をリンクモードで配置する際に従うべきベストプラクティスの概要を示

します。このようにしてデバイスをリンクすると、システムソフトウェアによって、プライマリ

として使用するデバイスとセカンダリとして使用するデバイスが自動的に検出されます。

表 1：リンクモード設定のベストプラクティス

セカンダリへの接続プライマリへの接続コンポーネント

×○ディスプレイ制御ユニット

（DCU）

×○ネットワークケーブル

×○壁面の電源

○○オプションの有線マイクロフォ

ン

×○オプションのワイヤレスマイ

クロフォン

DCUをセカンダリデバイスに接続すると、DCUがダミー DCUであることを示すプロンプト
が表示されますが、表示されない場合、DCUは機能しません。

（注）

サウンドベースをリンクモードで使用する場合、CP-PWR-CUBE-3外部電源装置を使用して、
プライマリベースユニットを接続する必要があります。

注意

2つのデバイスを登録後にリンクする場合、どちらをプライマリデバイスにするかを選択できま
す。

セカンダリデバイスは、プライマリデバイスからシームレスにファームウェアのアップグレード

を受信します。
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会議用電話機のリンク

デイジーケーブルを使用して、2つのサウンドベースユニットをリンクモードで接続します。
この手順では、2つのユニットを接続するためのベストプラクティスについて説明します。

手順

ステップ 1 DCUを、プライマリユニットとして使用する会議用電話機に接続します。

ステップ 2 ネットワークケーブルを、プライマリユニットとして使用する会議用電話機に接続します。

ステップ 3 電源ケーブルをプライマリデバイスに接続し、コンセントに差し込みます。

セカンダリサウンドベースを外部電源に差し込む必要はありませんが、リンクモードではプラ

イマリユニットを外部電源に接続する必要があります。

ステップ 4 規定のデイジーケーブルを使用して、プライマリユニットをセカンダリサウンドベースに接続

します。

音声、ダイヤルトーン、呼出音、およびベース LEDは、2つのユニット間で同期します。

関連トピック

リンクモード, （5ページ）

IP Phone の情報
電話の情報では、次に示す電話機のモデル情報を表示できます。

•モデル番号

• IPアドレス

• MACアドレス

•アクティブロード

•非アクティブロード

•最終アップグレード

•アクティブサーバ

•スタンバイサーバ

•マイクロフォン 1のステータス

•マイクロフォン 2のステータス

•ワイヤレスマイクロフォン 1の RF ID
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•ワイヤレスマイクロフォン 2の RF ID

•システムの RF ID

•リンクモードステータス

•バックライト点灯時刻

•バックライト点灯継続時間

•バックライト放置時自動消灯

•バックライト非点灯日

電話機に関する情報にアクセスするには、[機能]を押し、[電話の情報]までスクロールします。

管理者設定
管理者設定へのアクセスおよび変更方法については、システム管理者にお問い合わせください。
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