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このガイドについて
このガイドでは、Cisco Unified Communications Managerシステムで各種機能を設定するために実
行する必要があるタスクについて説明します。このガイドは、「初日」の設定（着信コールおよ

び発信コール、ダイヤルプラン、ネットワークリソースなど）をはじめとするコール制御システ

ムの設定後に利用します。コール制御システムについては、『CiscoUnifiedCommunicationsManager
System Configuration Guide』を参照してください。

機能のクイックリファレンス
次の表に、このドキュメントで説明されている機能のアルファベット順のリストを記載し、各機

能に関する詳細な設定情報を確認できる本ガイド中のセクションを示します。使用している電話

でどの機能がサポートされているかを確認する方法については、下記の「関連項目」セクション

を参照してください。
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ドキュメント中の場所説明機能名（Feature Name）

コールの受信ユーザのハントグループへのログイ

ンを自動化するか、ユーザがハント

グループからログアウトすることを可

能にします。ユーザがハントグルー

プからログアウトすると、ハントグ

ループに入ってくるコールはそのユー

ザの電話をスキップし、ハントリス

トまたはハントグループ内の次の回

線に直接移ります。

ハントグループのアクセス

会議機能ユーザはアドホック会議を作成し、複

数の会議をリンクできます。

アドホック会議

コールセンター機能エージェントデバイスへのメディア

接続が成功すると、自動的に録音済み

のアナウンスを再生します。

エージェントのグリーティ

ング

ボイスメッセージング機能Cisco Unified IP Phoneで断続ダイヤル
トーンを再生し、ユーザに新しいボイ

スメッセージを通知します。

オーディオメッセージ受信

インジケータ

コールセンター機能着信側の内線番号を検索して選択する

ことで、発信者が組織内の個人を特定

できます。

Auto-Attendant

プレゼンスおよびプライバ

シー機能

ユーザは共有回線上にあるリモートで

アクティブなコールに入ることができ

ます。

割込み

プレゼンスおよびプライバ

シー機能

ユーザは別のユーザのリアルタイム

ステータスをモニタできます。

BLFプレゼンス

発信コールの受信に話中内線が使用可能な

場合、ユーザは通知を受信できます。

折り返し

プレゼンスおよびプライバ

シー機能

コーリングユーザと接続済みユーザ

の両方に対して、番号と名前の情報表

示を制限します。

コール表示の制限

コールの受信Cisco IP Phoneで着信コールのさまざ
まな転送タイプを設定します。

コール自動転送

コールの受信ユーザはコールを保留にし、システム

内の別の電話から取得できます。

コールパークとダイレクト

コールパーク
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ドキュメント中の場所説明機能名（Feature Name）

コールの受信ユーザは自分以外の電話番号に着信し

たコールに応答できます。

コールピックアップ（Call
Pickup）

コールの受信コール転送のさまざまなタイプを設定

します。

コール転送

リモートワーカー機能ユーザはデスクフォンまたは携帯電

話機の着信コールに応答し、接続を維

持したままデスクフォンまたは携帯

電話で進行中のコールをピックアップ

できます。

Cisco Unified Mobility

カスタム機能コールアクセスとアカウンティング

を管理します。クライアント識別コー

ドは、アカウントと課金を支援するた

めに、ユーザにコードの入力を強制し

ます。強制承認コードは、特定のユー

ザが発信できるコールのタイプを統制

します。

クライアント識別コードと

強制承認コード

カスタム機能Cisco Unified IP Phone用にカスタマイ
ズされた電話呼出音を作成します。

カスタム電話呼出音

リモートワーカー機能Cisco Unified Communications Manager
はデバイスがホームロケーションと

ローミングロケーションのどちらに

あるかを判別します。モバイルユー

ザは 1つのサイトから別のサイトへ
ローミングし、サイト固有の設定を得

ることができます。

デバイスモビリティ

プレゼンスおよびプライバ

シー機能

ユーザは着信コールを拒否するように

電話を設定すると同時に、引き続き

コールの通知を受けることができま

す。

サイレント

リモートワーカー機能任意のエンドポイントと相互運用され

るユニファイドコミュニケーション

（UC）コンピュータテレフォニーイ
ンテグレーション（CTI）アプリケー
ションを展開します。

Extend and Connect
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ドキュメント中の場所説明機能名（Feature Name）

コールの受信ユーザが他の Cisco Unified IP Phoneか
ら自分のデスクフォン設定（ライン

アピアランス、サービス、短縮ダイヤ

ルなど）に一時的にアクセスできるよ

うにします。

エクステンションモビリ

ティ（Extension Mobility）

コールの受信1つのクラスタで設定されたユーザが
別のクラスタにある Cisco IP Phoneに
ログインできます。

クラスタ間のエクステン

ションモビリティ

（Extension Mobility Cross
Cluster）

コールの受信外部コールの外部デバイスへの転送を

制限し、電話料金の詐欺行為を防止し

ます。

外線コール転送の制限事項

コールの受信保留されているコールが指定された時

間制限を超過すると電話のユーザに警

告されます。

保留復帰

発信発信専用、着信専用、または発信と着

信の両方を行うように電話を設定しま

す。この機能は Private Line Automatic
Ringdown（PLAR）の拡張です。

ホットライン

ボイスメッセージング機能ユーザはコールをすぐにボイスメール

システムに転送できます。

即時転送

発信発信者と定義済みの接続先の間に一方

向の音声パスを設定します。

インターコム

コールの受信迷惑呼 ID（MCID）機能を設定して、
迷惑コールまたは脅迫コールを追跡し

ます。

迷惑呼 ID

コールセンター機能アシスタントはマネージャに代わって

コールを処理し、マネージャ宛のコー

ルを代行受信して、適切にルーティン

グできます。

Manager Assistant

会議機能ユーザはアドバタイズされた会議を作

成して参加できます。

ミートミー会議
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ドキュメント中の場所説明機能名（Feature Name）

カスタム機能ストリーミングソースからの音楽を

使用して、オンネットとオフネットの

ユーザを保留にします。

Music On Hold（保留音）

発信エンドポイントにページングサービ

スを提供します。

ページング

コールの受信着信コールに対して常にプライマリ回

線を使用するようにシステムを設定し

ます。

プライム回線サポート

プレゼンスおよびプライバ

シー機能

電話が同じ回線（DN）を共有する場
合、ユーザがコールステータスを確

認し、コールに割り込むことができる

かどうかを設定します。

プライバシー

プレゼンスおよびプライバ

シー機能

オフフックになるとすぐに事前設定さ

れた番号にダイヤルするように電話を

設定します。

Private Line Automatic
Ringdown

モニタリングおよび録音エージェントの会話をアーカイブする

ように、レコーディングサーバを設

定します。

録音（Recording）

リモートワーカー機能リモートのバーチャルプライベート

ネットワーク（VPN）接続を使用する
ことで、リモートワーカーへの信頼

できる緊急コールサポートを提供し

ます。

リモートワーカー緊急コー

ル

プレゼンスおよびプライバ

シー機能

コールが暗号化される場合、セキュア

通知トーンを再生するように電話を設

定します。

セキュアトーン

カスタム機能セルフケアポータルへのユーザアク

セスと使用可能な設定および機能を設

定します。

セルフケアポータル

モニタリングおよび録音サイレントコールモニタリングを使

用すると、スーパーバイザが電話での

会話を傍受できます。

サイレントモニタリング

発信スピードダイヤルボタンと短縮ダイ

ヤルを設定します。

スピードダイヤルと短縮ダ

イヤル
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ドキュメント中の場所説明機能名（Feature Name）

リモートネットワークアク

セス

在宅勤務を行う従業員用にセキュアな

VPN接続を設定します。
VPNクライアント

発信Cisco Unified IP PhoneユーザはWebア
プリケーションおよびデスクトップ

アプリケーションからコールを発信で

きます。

WebDialer

リモートネットワークアク

セス

ユーザは自分のデスクフォンを使用

してWi-Fiホットスポットを提供でき
ます。

Wi-Fiホットスポット

リモートネットワークアク

セス

ユーザのWiFiプロファイルを設定し
ます。

ワイヤレス LAN（Wireless
LAN）

関連トピック

電話機能一覧の生成, （6ページ）

電話機能一覧の生成
電話機能一覧のレポートを生成し、設定したい機能をどのデバイスがサポートしているのか判別

します。

手順

ステップ 1 [Cisco Unified Reportingの管理（Cisco Unified Reporting Administration）]から [System Reports]を選
択してください。

ステップ 2 レポートのリストから、[Unified CM電話機能一覧（Unified CMPhone Feature List）]をクリックし
ます。

ステップ 3 次のいずれかの手順を実行します。

• [レポートの新規生成（Generate New Report）]（棒グラフのアイコン）を選択し、新しいレ
ポートを生成します。

•レポートがすでにできていれば、[Unified CM電話機能一覧（Unified CMPhone Feature List）]
を選択します。

ステップ 4 [製品（Product）]ドロップダウンリストから、[All]を選択します。
ステップ 5 設定の対象となる機能の名前をクリックします。

ステップ 6 [送信（Submit）]をクリックします。
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レポートが生成されます。
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