はじめに
このガイドの使用方法
このガイドでは、電話機で使用可能な機能の概要について説明しています。電話機の機能について確実
に理解するには、このガイドをよく読んでください。次の表に、よく使用される項目を示します。

目的

必要な操作

安全情報を参照する

「安全性とパフォーマンスに関する情報」（P.2）を参照して
ください。

電話機をネットワークに接続する

「電話機の接続」（P.7）を参照してください。

設置後に電話機を使用する

「電話機の概要」（P.20）を参照してください。

ボタンとメニューについて調べる

「機能ボタンとメニューについて」
（P.30）を参照してください。

電話スクリーンについて調べる

「電話スクリーンの機能について」
（P.27）を参照してください。

コールを発信する

「コールの発信：基本的なオプション」（P.38）を参照してく
ださい。

コールを保留にする

「コールの保留と復帰」（P.46）を参照してください。

ミュートにする

「ミュートの使用」（P.47）を参照してください。

コールを転送する

「コールの転送」（P.49）を参照してください。

会議コールを発信する

「会議コールの使用方法」（P.54）を参照してください。

別の電話番号へのコールの転送

「別の電話番号へのコールの転送」
（P.50）を参照してください。

電話番号を共有する

「共有回線の使用」（P.67）を参照してください。

別の電話機で鳴っているコールに応答
する

「自分の電話機でリダイレクトされたコールをピックアッ
プ」（P.64）を参照してください。

電話機をスピーカフォンとして使用する 「ハンドセット、ヘッドセット、およびスピーカフォンの使
用」（P.77）を参照してください。
スピード ダイヤルを設定する

「スピード ダイヤル」（P.61）を参照してください。

呼び出しの音量やトーンを変更する

「呼出音のカスタマイズ」（P.84）を参照してください。

不在履歴を表示する

「通話履歴とディレクトリの使用方法」
（P.97）を参照してくださ
い。

ボイス メッセージの聞き取り

「ボイス メッセージにアクセスする」（P.111）を参照してく
ださい。
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目的

必要な操作

（P.112）を参
ユーザ オプション Web ページを使用し 「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」
て電話機をカスタマイズする
照してください。
ソフトキーとアイコンの定義を確認する

このガイドの冒頭のクイック リファレンス カードを参照し
てください。

追加情報の入手
WWW 上の次の URL から、シスコ製品の最新資料を入手できます。
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/phones/ps379/tsd_products_support_series_home.html
シスコの Web サイトへは、次の URL からアクセスできます。

http://www.cisco.com/
シスコの Web サイトの各国語版へは、次の URL からアクセスできます。

http://www.cisco.com/public/countries_languages.shtml
最新のライセンス情報については、次の URL にアクセスしてください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cuipph/all_models/openssl_license/7900_ssllic.html

安全性とパフォーマンスに関する情報
ワイヤレス IP 電話をインストールまたは使用する前に、以下の安全上の注意事項をお読みください。

警告

安全上の重要事項
「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。機器の取
り扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意し
てください。警告の各国語版については、各警告文の末尾に提示されている番号をもと
に、この機器に付属している各国語で記述された安全上の警告を参照してください。ス
テートメント 1071
これらの注意事項を保存しておいてください。

（注）
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このマニュアルに記載されている警告の翻訳を読むには、本製品に付随する『Regulatory
Compliance and Safety Information for the Cisco Unified Wireless IP Phone 7920 Series and
Peripheral Devices』マニュアルの該当するステートメント番号を参照してください。

はじめに

警告

インストレーション手順を読んでから、システムを電源に接続してください。ステート
メント 1004

警告

電源に障害が発生すると、Voice over IP（VoIP）サービスと緊急コール サービスが動
作しません。電源が復旧した後、VoIP および緊急コール サービスへ再びアクセスでき
るように機器のリセットまたは再設定をする必要がある場合があります。米国の緊急電
話番号は、911 です。お住まいの国の緊急電話番号を確認してください。ステートメン
ト 361

警告

いつでも装置の電源を切断できるように、バッテリー・チャージャのプラグおよびソ
ケットはすぐに手が届く状態にしておいてください。ステートメント 1019

警告

バッテリー・チャージャは、設置する建物の一部に回路短絡（過電流）保護機構が備
わっていることを前提に設計されています。一般および地域の電気規格に準拠するよう
に設置する必要があります。ステートメント 1045

警告

Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G および 7926G は、高いレベルの爆発性ガ
スが発生する可能性があるような危険な場所では使用しないでください。このような場
所でワイヤレス デバイスを使用する場合、事前に現場の安全技師と共に確認作業を行っ
てください。

警告

爆発を誘発しやすい環境で、Cisco Unified IP Wireless Phone 7925G、7925G-EX、
および 7926G のバッテリに充電することは避けてください。

警告

爆発を誘発しやすい環境では、CSA または ATEX 認定の付属品と共に Cisco Unified
IP Wireless Phone 7925G-EX を使用してください。

警告

受話器によって磁場が発生し、ピンやホチキスの針などの小さな金属が引き寄せられる
可能性があります。けがを避けるため、そのような物体がある場所にハンドセットを置
かないでください。
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バッテリに関する安全上の注意
以下のバッテリに関する安全上の注意は、Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G の製造元が承認する
バッテリに適用されます。
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警告

バッテリが適正に交換されなかった場合、爆発の危険があります。交換用バッテリは元
のバッテリと同じものか、製造元が推奨する同等のタイプのものを使用してください。
使用済みバッテリは、製造元の指示に従って処分してください。ステートメント 1015

警告

本製品の最終処分は、各国のすべての法律および規制に従って行ってください。ステー
トメント 1040

警告

バッテリ パックは、火や水の中には捨てないでください。火の中に捨てると、バッテリ
が爆発するおそれがあります。

注意

バッテリ パックは、本デバイスでのみ使用してください。

注意

バッテリ パックを分解、破壊、穿刺、または焼却しないでください。

注意

引火、燃焼、またはバッテリ パックの損傷の危険を避けるため、金属がバッテリの接続
部に触れないようにしてください。

注意

損傷または漏洩したバッテリは、十分注意を払って扱ってください。電解液に触れる場
合、肌が露出している部分を石鹸と水で洗ってください。電解液が目に入ってしまった場
合、15 分間水で目を洗い、医師の診察を受けてください。

注意

周囲の温度が華氏 104 度（摂氏 40 度）を超える場合、バッテリ パックの充電は避けてく
ださい。

注意

バッテリ パックを、高温（華氏 140 度、摂氏 60 度）にさらされる場所に保管しないでく
ださい。

はじめに

注意

バッテリ パックを破棄する際には、バッテリの破棄またはリサイクルに関する地元の規
制について、地元の廃棄物処理業者に問い合わせてください。

注意

バッテリを取得するには、地元のディーラに問い合わせてください。シスコの製品番号が
付いたバッテリだけを使用してください。
標準バッテリ：CP-BATT-7925G-STD
拡張ユース バッテリ：CP-BATT-7925G-EXT

注意

ご使用の電話機と互換性があるシスコの電源装置だけを使用してください。電源装置を注文
する場合、地元のディーラに問い合わせて、シスコの製品番号リストを参照してください。
オーストラリア：CP-PWR-7925G-AU=
中央ヨーロッパ：CP-PWR-7925G-CE=
中国：CP-PWR-7925G-CN=
日本：CP-PWR-7925G-JP=
北米：CP-PWR-7925G-NA=
英国：CP-PWR-7925G-UK=

（注）

バッテリと電源装置は、電話機には付属していません。バッテリと電源装置を注文する場合、
地元のディーラに問い合わせてください。

停電
電話機によって救急サービスにアクセスできるかどうかは、電源が入っているワイヤレス アクセス ポ
イントによります。電源障害がある場合、電源が復旧するまで、利用および緊急コール サービス ダイ
ヤルは機能しません。電源の異常および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、利用および緊急コール サービスへのダイヤルを行う必要があります。

規制区域
本電話機の Radio Frequency（RF; 無線周波数）は、特定の規制区域に合わせて設定されています。そ
の規制区域外で本電話機を使用すると、電話は正しく機能しなくなり、地元の規制に違反してしまうお
それがあります。
ヘルスケア環境
この製品は、医療機器ではありません。他の装置または機器からの干渉を受けやすい、ライセンスのな
い周波数帯域を使用します。
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外部デバイスの使用方法
以下の情報は、Cisco Unified IP Phone で外部デバイスを使用する場合に適用されます。
シスコでは、不要な Radio Frequency（RF; 無線周波数）および Audio Frequency（AF; 可聴周波数）
がシールドされた高品質の外部デバイス（ヘッドセットなど）の使用を推奨しています。
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。その場合は、次のいずれかの方法で対処してください。

• 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。
• 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、コネクタの品質については制御できないため、システム パ
フォーマンスの保証ができません。良品質のケーブルおよびコネクタを使用して適切なデバイスを接続
すると、十分なシステム パフォーマンスを得られます。

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ヘッドセットだ
けを使用してください。

シスコ製品のセキュリティ
本製品には暗号化機能が備わっており、輸入、輸出、配布および使用に適用される米国および他の国で
の法律を順守するものとします。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する必要があります。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、次の URL で参照できます。

http://www.access.gpo.gov/bis/ear/ear_data.html

アクセシビリティ機能
アクセシビリティ機能のリストをご希望の場合は、お問い合わせください。シスコのアクセシビリティ
機能の詳細については、次の URL で参照できます。

www.cisco.com/go/accessibility
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