
 

その他の設定オプションについて

システム管理者は必要に応じて、特別なサービスや機能のほかに、特別なボタンやソフトキーのテンプ

レートを使用するように電話機を設定できます。次の表は、設定オプションの概要について説明してい

ます。コールの需要や作業環境に応じたオプションの設定について、システム管理者と相談するときに

役立ちます。

この表に記載されている電話ガイドとその他のマニュアルについては、次の Web サイトから入手でき

ます。
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/phones/ps379/tsd_products_support_series_home.html

日本語版マニュアルを参照する場合は、次の URL にアクセスしてください。

http://www.cisco.com/japanese/warp/public/3/jp/service/manual_j/index_ipt_ipp.shtml

目的または状態 必要な操作 参照先または問い合せ先

回線が処理できるコー

ル数を増やす必要があ

る

回線がサポートするコール数を増やす

ように、システム管理者に設定を依頼

します。

システム管理者または電話機のサ

ポート チームにお問い合せくださ

い。

電話回線が 1 本では足

りない

追加の電話番号の設定をシステム管理

者に依頼します。

システム管理者または電話機のサ

ポート チームにお問い合せくださ

い。

短縮ダイヤル ボタンが

足りない

まず、現在利用可能な短縮ダイヤル ボ
タンをすべて使用しているかどうかを

確認します。

追加の短縮ダイヤル ボタンが必要な場

合は、固定短縮ダイヤル機能の使用ま

たはファースト ダイヤル サービスへの

登録を検討してください。

または、Cisco Unified IP Phone 
Expansion Module を電話機に接続し

てください。

（注） Cisco Unified IP Phone 7945G 
は、Cisco Unified IP Phone 
Expansion Module をサポート

していません。

参照先：

• 「短縮ダイヤル」（P.43）

• 『Cisco Unified IP Phone 
Expansion Module 7914 電話
ガイド』

• 『Cisco Unified IP Phone 
Expansion Module 7915 電話
ガイド』

• 『Cisco Unified IP Phone 
Expansion Module 7916 電話
ガイド』
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秘書と仕事をしている、

または自分が秘書であ

る

次の機能の導入を検討してください。

• Cisco Unified Communications 
Manager Assistant

• 共有回線

参照先：

• 「共有回線の使用」（P.47）

• 『Cisco Unified 
Communications Manager 
Assistant User Guide』

1 つの内線を複数の電

話機で使用する

共有回線が必要です。共有回線を使用

することで、たとえば 1 つの内線番号

をデスクの電話機と実験室の電話機で

使用することができます。

「共有回線の使用」（P.47）を参照

してください。

電話機やオフィス ス
ペースを同僚と共有し

ている

次の機能の導入を検討してください。

• コール パーク：転送機能を使用せ

ずにコールを保存、および取得で

きます。

• コール ピックアップ：別の電話機

で鳴っているコールに応答できま

す。

• 共有回線：同僚のコールを表示、

またはそのコールに参加できます。

• Cisco エクステンション モビリ

ティ：自分の電話番号とユーザ プ
ロファイルを共有の 
Cisco Unified IP Phone に適用で

きます。

これらの機能については、システ

ム管理者にお問い合せください。

また、次の説明を参照してくださ

い。

• 「応用的なコール処理」（P.43） 

• 「共有回線の使用」（P.47） 

• 「Cisco エクステンション モビ

リティの使用方法」（P.56） 

頻繁にコールに応答す

る、または他の人の代

理でコールを処理する

電話機の自動応答機能を設定するよう

に、システム管理者に依頼します。

「ヘッドセットまたはスピーカフォ

ンでの自動応答の使用」（P.63）を

参照してください。

ビデオ コールを発信す

る必要がある（SCCP 
電話機のみ）

Cisco Unified Video Advantage の使用

を検討します。この機能を使用する

と、Cisco Unified IP Phone、コン

ピュータ、および外部のビデオ カメラ

を使用してビデオ コールを発信できま

す。

詳細についてはシステム管理者に

お問い合せください。また、

『Cisco Unified Video Advantage 
Quick Start Guide』および『Cisco 
Unified Video Advantage User 
Guide』を参照してください。

目的または状態 必要な操作 参照先または問い合せ先
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電話機の短縮ダイヤル 
ボタン、履歴、または

ディレクトリのリスト

と関連付けられた電話

回線の状態を判断する

電話機の Busy Lamp Field（BLF; ビ
ジー ランプ フィールド）を設定するよ

うに、管理者に依頼します。

「BLF の使用による回線の状態の

確認」（P.50）を参照してくださ

い。

自分の電話番号と設定

を共有の 
Cisco Unified IP Phone 
に一時的に適用する

Cisco エクステンション モビリティ 
サービスについてシステム管理者に問

い合せます。

「Cisco エクステンション モビリ

ティの使用方法」（P.56）を参照し

てください。

目的または状態 必要な操作 参照先または問い合せ先
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