
Cisco Unified IP Phone 7961G/7961G-GE および 7941G/7941G-GE 電話ガイド for Cisco Unified Communications Manager 6.0（SCCP/SIP） 1

Index

A

ASCII ラベル フィールドのサポート　　72

B

BLF　　46

C

Cisco Unified Communications Manager Address Book 
Synchronizer　　72

Cisco Unified IP Phone

接続　　4

登録　　5

～のオンライン ヘルプ　　16

～の機能の設定　　16, 83

～の図　　8

～の説明　　7

～の高さの調節　　5

ハンドセット受け台の確実な取り付け　　5

～用 Web ベースのサービス　　68

Cisco Unified IP Phone 7914 拡張モジュール　　83

Cisco Unified Video Advantage　　84

Cisco WebDialer

「WebDialer」も参照　　78

Client Matter Code　　21

CMC　　21

C 割込　　44

F

FAC　　21

Forced Authorization Code　　21

G

G ピック　　40

M

Malicious Call Identification（MCID）、使用　　48

Meet-Me 会議　　32, 35

MLPP、使用　　49

P

PAB　　61

Web ページでの使用　　70

PIN、変更　　75

Q

QRT、使用方法　　87

Quality Reporting Tool　　87



Index

Cisco Unified IP Phone 7961G/7961G-GE および 7941G/7941G-GE 電話ガイド for Cisco Unified Communications Manager 6.0（SCCP/SIP） 2

 

T

TABSynch　　72

TAPS、使用　　5

Tool for Auto-Registered Phones Support　　5

U

URL ダイヤル、履歴から　　60

W

Web ベースのサービス

設定　　68

「ユーザ オプション Web ページ」も参照

WebDialer　　20

あ

アイコン

回線の　　12

コールの状態を示す　　12

アイドル　　13

アドホック会議　　33

アドレス帳同期ツール　　72

暗号化されたコール　　47

安全、警告　　2

安全な会議

確認　　34

安全な会議、開催　　34

安全なコール　　47

い

インストール、Cisco Unified IP Phone　　4

インターコム コール　　36

インターコム回線　　13

う

ウィスパー　　13

え

エクステンション モビリティ

ログアウト　　50

ログイン　　50

お

応答、コールへの、～のオプション　　22

オーディオ、～の品質　　6

オーディオに関する問題　　87

音

「オーディオ、～の品質」を参照　　6

オンフック ダイヤル　　19

オンライン ヘルプ、使用　　16

音量ボタン、説明　　11

か

会議

安全な　　34

結合　　34

会議コール

Meet-Me　　32, 35



3 OL-12459-01-J

 

標準（アドホック）　　32, 33

回線

アイコン　　12

～と BLF の使用　　46

～とコール転送　　76

～とコールの状態　　12

～の説明　　12

～のテキスト ラベル　　76

～のボイス メッセージ インジケータの設定　
　76

～の呼出音のパターン　　76

表示　　12

回線ボタン、識別　　10

カスタマイゼーション

メッセージ　　66

き

キーパッド

～の説明　　11

機能、～のアベイラビリティ　　16, 83

機能ボタン

サービス　　11

設定　　11

ヘルプ　　11

メッセージ　　10

機能メニュー、使用方法　　16

共有回線

～とリモートで使用中のアイコン　　43

～の説明　　43

プライバシーの使用　　45

割り込みの使用　　44

切り替え、コールの　　25

く

グループ コール ピックアップ、使用方法　　40

け

警告、安全　　2

言語（ロケール）設定　　75

こ

コール

安全な　　47

応答　　22

回線ごとの 大数　　12

回線との違い　　12

サイレントの使用　　31

終了　　23

転送　　28, 30, 76

～のアイコン　　12

～の会議機能　　32

～の複数の通話相手　　32

～の問題のレポート　　87

パーク　　41

発信　　18

表示　　12, 25

複数、～の切り替え　　25

複数の処理　　25

複数の表示　　27

ブロック　　31

保存と取得　　41

保留と復帰　　24

ミュート　　25

優先順位付け　　49



Index

Cisco Unified IP Phone 7961G/7961G-GE および 7941G/7941G-GE 電話ガイド for Cisco Unified Communications Manager 6.0（SCCP/SIP） 4

 

呼び出し中のリダイレクト　　39

割り込み　　44

コール アクティビティ領域、表示　　12

コール ピックアップ、使用方法　　39

コール ウェイティング　　22

コール処理、応用的な　　38

コール処理、基本的な　　18

コール転送　　30

Web ページでの設定　　76

コール パーク　　41

個人アドレス帳

「PAB」を参照　　63

個人アドレス帳（PAB）

～からダイヤル　　21

個人アドレス帳、「PAB」を参照

固定短縮ダイヤル　　72

さ

サービス、～への登録　　73

サービス ボタン、説明　　11

サイレント　　31

し

自動応答　　55

自動ダイヤル　　19

社内ディレクトリ

電話機で使用　　20

～の Web ページからダイヤル　　20

終了、コールの、～のオプション　　23

詳細ソフトキー、～でのマルチパーティ コールの表
示　　59, 61

す

ステータス データ、～へのアクセス　　86

ステータス行、表示　　12

スピーカフォン

～で応答　　22

ボタン、識別　　11

モード　　53

～を使用中に切断　　23

せ

セキュリティ

安全なコールの送受信　　47

～のレベル　　47

ノンセキュア コールの確認　　47

接続済み　　13

切断、～のオプション　　23

設定

オプション　　83

設定ボタン、説明　　11

そ

ソフトキー ボタン

～の説明　　11

～のラベル　　12

た

他 Grp　　40

ダイヤル、～のオプション　　18

ダイレクト コール パーク　　41

タブ、電話および機能　　14



5 OL-12459-01-J

 

短縮ダイヤル　　38

使用方法　　20

設定　　72

ボタン、特定　　10

ラベル　　12, 72

ち

着信履歴、～のレコード　　58

直接転送　　28

て

ディレクトリ

社内　　61

電話機で使用　　20, 58

～の Web ページからダイヤル　　20

パーソナル　　61

テキスト、電話機への入力　　16

デバイス設定ページ　　69

転送、コールの、～のオプション　　30

転送、～のオプション　　28

電話回線

～の説明　　12

～のボタン　　10

表示　　12

電話機サービス

設定

「ユーザ オプション Web ページ」も参照

電話スクリーン

クリーニング　　15

～の機能　　12

～の言語の変更　　57

～のコントラストの調節　　57

と

登録、電話機サービスの　　73

トラブルシューティング　　86

「品質」も参照　　86

な

内線番号、表示　　12

ナビゲーション ボタン、説明　　11

に

認証されたコール　　47

ね

ネットワーク構成データ、～へのアクセス　　86

は

パーク取得プレフィクス　　41

パーソナル ディレクトリ

Web ページでの使用　　69

パスワード、変更　　75

発信、コールの、～のオプション　　18

発信者 ID　　14

発信履歴、～のレコード　　58

ハント グループ、ログアウト　　42

ハンドセット

受け台への確実な取り付け　　5

使用方法　　53

ライト ストリップ　　11



Index

Cisco Unified IP Phone 7961G/7961G-GE および 7941G/7941G-GE 電話ガイド for Cisco Unified Communications Manager 6.0（SCCP/SIP） 6

 

ひ

ビジー ランプ フィールド

「BLF」を参照　　46

ピック　　39

品質　　87

ふ

ファースト ダイヤル

Web ページでの設定　　71

ファースト ダイヤル サービス

～を使用してダイヤル　　21

複数のコール、処理　　25

不在履歴、～のレコード　　58

不審なコール、トレース　　48

復帰、使用　　24

フットスタンド

調節　　5

ボタン、識別　　10

プライバシー

使用方法　　45

～と共有回線　　43

プログラマブル ボタン

～の説明　　10

～のラベル　　12

へ

ヘッドセット

オーディオの品質　　6

購入　　54

～で応答　　22

ボタン、識別　　11

モード　　53

～を使用中に切断　　23

ヘッドセットのパフォーマンス、全般　　6

ヘルプ、使用　　16

ヘルプ ボタン、説明　　11

ほ

ボイス メッセージ サービス　　66

ボイス メッセージ システムへのコールの転送　　
29

ボイス メッセージのインジケータ　　66

～の設定の変更　　76

他のコール ピックアップ、使用方法　　40

保留

使用方法　　24

～とコールの切り替え　　25

～と転送　　28

保留復帰インジケータ、コールの復帰　　24

ま

マルチパーティ コール

～の詳細の表示　　59, 61

履歴からの特定　　59

み

ミュート、使用　　25

ミュート ボタン、説明　　11



7 OL-12459-01-J

 

め

メッセージ

～のインジケータ　　56, 66

～を聞く　　66

メッセージ ボタン、説明　　10

メニュー、使用方法　　16

ゆ

ユーザ オプション Web ページ

アクセス　　68

～での機能およびサービスの設定　　69

～での電話機サービスの登録　　73

優先順位付け、コールの　　49

よ

呼出音

カスタマイズ　　56

～のインジケータ　　11

呼出音のパターン、変更　　76

り

リダイヤル　　18

リモートで使用中のアイコン、共有回線の　　43

履歴

削除　　58

～にある URL エントリからのダイヤル　　60

表示とダイヤル　　58

ろ

ログアウト、ハント グループからの　　42

わ

ワイドバンド ハンドセット　　53

割り込み

使用方法　　44

～と共有回線　　43

～とプライバシー　　45


