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第 1 章

電話機

• Cisco IP Phone 8800シリーズ, 1 ページ

• 新機能および変更された機能, 2 ページ

• 電話機のセットアップ, 6 ページ

• 別の電話機から内線にサインインする, 8 ページ

• ゲストとしての電話機へのサインイン, 9 ページ

• 同僚の回線のモニタリング, 9 ページ

• [設定ユーティリティ（Configuration Utility）]ページ, 10 ページ

• ボタンとハードウェア, 13 ページ

• 省電力, 19 ページ

• 追加のヘルプと情報 , 19 ページ

Cisco IP Phone 8800 シリーズ
Cisco IP Phone 8811、8841、8851、および 8861は、使いやすく高度にセキュアな音声通信を可能
にします。
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表 1：Cisco IP Phone 8800 シリーズの主な特徴

8861885188418811機能

カラーカラーカラーグレイスケール画面

2100USBポート

可能なしなしなしWi_Fi

可能可能なしなしBluetooth

可能可能なしなしCisco Intelligent
Proximity

電話機を使用するには、電話機をネットワークに接続して、コール制御システムへの接続を設定

する必要があります。コール制御システムに応じて、さまざまな機能が電話機でサポートされま

す。管理者が電話機をセットアップする方法によっては、すべての機能を電話機で使用できると

は限りません。

新機能および変更された機能

ファームウェアリリース 11.0 の新機能および変更された機能

更新されたセクションリビジョン

電話機でのボイスメールのセットアップ, （59
ページ）

電話機でのボイスメールのセットアップの追加

電話機のカスタマイズ状態の表示, （21ペー
ジ）

電話機での表示カスタマイズ状態の追加

スターコードを使用して DNDをオンまたはオ
フにする, （33ページ）

DNDスターコードのサポートの追加

ゲストとしての電話機へのサインイン, （9
ページ）

ゲストサインインのサポートの追加

履歴レコードからの連絡先の作成, （57ペー
ジ）

通話履歴レコードからの連絡先の作成の追加

初めて電話機を起動したときのパスワードの設

定, （7ページ）
ユーザパスワードの追加の追加
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更新されたセクションリビジョン

表示モードの変更, （76ページ）表示モードの変更の追加

設定ユーティリティによる特定の状況でのコー

ルの転送, （37ページ）
特定の状況での設定ユーティリティでのコール

の転送の追加

ダイヤルアシスタンスの有効化, （68ページ）ダイヤルアシスタンスリストの表示の制御の

追加

特定の状況での電話機からのコールの転送, （
65ページ）

特定の状況での電話機からのコールの転送の追

加

ダイヤルアシスタンスリストによるコールの

発信, （28ページ）
ダイヤルアシスタンスリストからの発信の追

加

電話機でのボイスメールのセットアップ, （59
ページ）

電話機でのボイスメールのセットアップの追加

回線ステータスの表示, （24ページ）回線ステータスの表示の追加

ネットワークステータスの表示, （22ページ）ネットワークステータスの表示の追加

電話機のステータスの表示, （23ページ）電話ステータスの表示の追加

電話機でのプロファイルルールの設定, （24
ページ）

プロファイルルールの表示の追加

リブート履歴の表示, （24ページ）リブート履歴の表示の追加

トランザクションステータスの表示, （23ペー
ジ）

トランザクションステータスの表示の追加

設定ユーティリティによる個人用アドレス帳へ

の新しい連絡先の追加, （52ページ）
設定ユーティリティページでのパーソナルディ

レクトリへの新しい連絡先の追加のサポートの

追加

設定ユーティリティによる内線への着信音の割

り当て, （64ページ）
設定ユーティリティによる着信音の割り当ての

追加

コールの転送, （36ページ）コール転送機能の更新

USBヘッドセット, （81ページ）USBヘッドセットのサポートの更新

Cisco IP Phone 8800 シリーズマルチプラットフォームフォンユーザガイド (ファームウェアリリース
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更新されたセクションリビジョン

個人用アドレス帳, （52ページ）

個人用アドレス帳への新しい連絡先の追加, （
52ページ）

個人用アドレス帳の連絡先の検索, （52ペー
ジ）

個人用アドレス帳の連絡先のコール, （53ペー
ジ）

個人用アドレス帳の連絡先の編集, （53ペー
ジ）

個人用アドレス帳からの連絡先の削除, （54
ページ）

追加機能を備えた個人用アドレス帳の更新

Broadsoftディレクトリの連絡先タイプの編集,
（49ページ）

BroadSoftディレクトリ名の編集, （49ページ）

Broadsoftディレクトリのサーバ名の編集, （50
ページ）

Broadsoftディレクトリのユーザ IDの編集, （
50ページ）

Broadsoftディレクトリのパスワードの編集, （
51ページ）

BroadSoftディレクトリの編集の強化の更新

新しいボイスメッセージの確認, （60ページ）ボイスメールのサポートの更新

共有回線, （40ページ）共用回線のサポートの更新

ソフトキー、回線ボタン、機能ボタン, （15
ページ）

ナビゲーション, （15ページ）

コールと回線の違い, （17ページ）

拡張回線モードのサポートの更新

最近の通話リスト, （55ページ）通話履歴のサポートの更新

スクリーンセーバーの変更, （70ページ）スクリーンセーバーのサポートの更新

壁紙の変更, （73ページ）壁紙のサポートの更新

電話機のすべての問題を報告する, （25ペー
ジ）

エラーレポートツールのサポートの更新
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更新されたセクションリビジョン

コールパークを使用して保留中コールを取得す

る, （36ページ）

コールパークを使用してコールを保留にする,
（35ページ）

同僚の回線のモニタリング, （9ページ）

キー拡張モジュールでの短縮ダイヤルの変更,
（90ページ）

KEMのサポートの更新

応答不可をオンにする, （32ページ）

特定の回線に対する応答不可をオンにする, （
66ページ）

DNDのサポートの更新

ファームウェアリリース 10.4(1)SR1 の新機能および変更された機能

更新されたセクションリビジョン

電話機のグループのページング（マルチキャス

トページング）, （39ページ）
マルチキャストページングのサポートの追加

ファームウェアリリース 10.4(1) の新機能および変更された機能

更新されたセクションリビジョン

電話機のすべての問題を報告する, （25ペー
ジ）

エラーレポートツールのサポートの追加

回線キーの短縮ダイヤルの設定 , （30ページ）

回線キーからの短縮ダイヤルの削除 , （30ペー
ジ）

回線キーでの短縮ダイヤルのサポートの追加

Cisco IP Phoneキー拡張モジュールセットアッ
プの概要, （87ページ）

Cisco IP Phone 8800キー拡張モジュールボタン
とハードウェア, （87ページ）

キー拡張モジュールでの短縮ダイヤルの変更,
（90ページ）

キー拡張モジュールのサポートの追加

Cisco IP Phone 8800 シリーズマルチプラットフォームフォンユーザガイド (ファームウェアリリース
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更新されたセクションリビジョン

別の電話機から内線にサインインする, （8
ページ）

別の電話機で内線からサインアウトする, （9
ページ）

プロビジョニング権限のサポートの追加

同僚の回線のモニタリング, （9ページ）ビジーランプフィールドのサポートの追加

コールパーク, （35ページ）

コールパークを使用してコールを保留にする,
（35ページ）

コールパークを使用して保留中コールを取得す

る, （36ページ）

コールパークのサポートの更新

電話機のセットアップ
通常、電話機のセットアップとネットワーク接続は管理者が行います。お手元の電話機のセット

アップと接続が完了していない場合は、管理者に問い合わせてください。

ハンドセットレストの調整

電話機が壁に取り付けられている場合、またはハンドセットが受け台からすぐに滑り落ちる場合

には、受話器が受け台から滑り落ちないようにハンドセットレストを調整する必要があります。

   Cisco IP Phone 8800 シリーズマルチプラットフォームフォンユーザガイド (ファームウェアリリー
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手順

ステップ 1 受け台からハンドセットを外し、ハンドセットレストからプラスチックタブを引き出します。

ステップ 2 タブを 180度回します。
ステップ 3 角のノッチが手前になるように、2本指でタブを持ちます。
ステップ 4 タブを受け台のスロットに合わせ、タブをスロット内に均等に押し込みます。回したタブの上部

から突起が出ている状態になります。

ステップ 5 ハンドセットをハンドセットレストに戻します。

電話機の設置角度の調整

電話機の角度を変えることで画面のグレアを抑えることができます。

手順

ステップ 1 一方の手で受け台の受話器を抑えます。

ステップ 2 もう一方の手でフットスタンドを動かして角度を変更します。

ネットワークへの接続

電話機は、電話ネットワークに接続される必要があります。

•有線接続：イーサネットケーブルを使用して電話機をネットワークにつなげます。

•ワイヤレス接続：Wi-Fiを使用して Cisco IP Phone 8861をワイヤレスアクセスポイントに接
続します。ワイヤレスネットワークに接続するには、SSID、セキュリティ設定、ユーザ名、
パスワードが必要です。

初めて電話機を起動したときのパスワードの設定

電話機を初めて起動すると、パスワードを設定するよう求めるプロンプトが表示される場合があ

ります。プロンプトが表示されない場合は、管理者がパスワードを作成しています。

Cisco IP Phone 8800 シリーズマルチプラットフォームフォンユーザガイド (ファームウェアリリース
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手順

ステップ 1 [新しいパスワード（New password）]フィールドと [新しいパスワードの再入力（Reenter new
password）]フィールドにパスワードを入力します。

ステップ 2 [保存（Save）]を押します。

ケーブルロックで電話機を固定する

最大 20 mm幅のラップトップケーブルロックで電話機を固定することができます。

手順

ステップ 1 ケーブルロックのループの端を折り返し、電話機の固定場所となる物の周りに巻き付けます。

ステップ 2 ロックをケーブルのループの端まで通します。

ステップ 3 ケーブルロックのロックを解除します。

ステップ 4 ロックボタンを押したままにして、ロックの歯の位置を合わせます。

ステップ 5 ケーブルロックを電話機のロックスロットに挿入し、ロックボタンを放します。

ステップ 6 ケーブルロックをロックします。

別の電話機から内線にサインインする
エクステンションモビリティが設定されている場合、ネットワーク内の別の電話機にサインイン

して、それを自分の電話機と同じように動作させることができます。サインインした後、電話機

はあなたの個人電話番号を使用します。

手順

ステップ 1 [Sign in（サインイン）]を押します。
ステップ 2 ユーザ名とパスワードを入力し、[サインイン（Sign in）]を押します。

   Cisco IP Phone 8800 シリーズマルチプラットフォームフォンユーザガイド (ファームウェアリリー
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別の電話機で内線からサインアウトする

手順

[サインアウト（Sign out）]を押します。

ゲストとしての電話機へのサインイン
ネットワーク内の別の電話機にゲストとしてサインインすることができます。

手順

ステップ 1 [ログイン（Log In）]を押します。
ステップ 2 ユーザ IDとパスワードを入力します。
ステップ 3 [保存（Save）]を押します。

ゲストとしての電話機からのサインアウト

手順

ステップ 1 [ゲストアウト（Guest Out）]を押します。
ステップ 2 [サインアウト（Sign Out）]を押します。

同僚の回線のモニタリング
ビジーランプフィールド機能を使用すると、同僚またはスーパバイザの回線ステータスをモニタ

できます。この機能は、同僚のコールを日常的に処理し、同僚がコールに応答できるかどうかを

確認する必要がある場合に役立ちます。

この機能が電話機で設定されている場合、回線キーに次の LEDの色が表示されます。

•緑色の LED：モニタ対象の回線が使用できます。

•赤色の LED：モニタ対象の回線が話中です。

•赤色ですばやく点滅する LED：モニタ対象の回線でコールが鳴っています。

Cisco IP Phone 8800 シリーズマルチプラットフォームフォンユーザガイド (ファームウェアリリース
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•オレンジ色の LED：この機能のセットアップ中に設定エラーが発生しました。

電話機には、受信したコールの発信者 IDが表示されます。モニタしている回線については、発信
者 IDが表示されません。

この機能を短縮ダイヤルまたはコールピックアップとともに使用すると、さらに柔軟性が増しま

す。ただし、機能の組み合わせに基づいて、電話機にさまざまなアイコンが表示されることがあ

ります。次の表に、各機能の組み合わせに基づいた、さまざまなビジーランプフィールドのアイ

コンを示します。

表 2：Cisco IP Phone 8800 シリーズのビジーランプフィールドのアイコン

ビジーランプ

フィールド、短

縮ダイヤル、

コールピック

アップ、コール

パーク

ビジーラ

ンプ

フィール

ド、短縮

ダイヤ

ル、コー

ルパーク

ビジーラ

ンプ

フィール

ド、コー

ルパー

ク、コー

ルピック

アップ

ビジーラン

プフィール

ド、短縮ダイ

ヤル、コール

ピックアップ

ビジーラ

ンプ

フィール

ドとコー

ルパーク

ビジーラン

プフィール

ドとコール

ピックアッ

プ

ビジーラン

プフィール

ドと短縮ダ

イヤル

ビジーラ

ンプ

フィールド

アイド

ル

アラー

ト

利用中

----コール

保留済

み

エラー

[設定ユーティリティ（Configuration Utility）] ページ
コンピュータからアクセス可能な [設定ユーティリティ（ConfigurationUtility）]ページで、いくつ
かの電話機設定をカスタマイズできます。このページの URL、ユーザ IDおよびパスワードは管
理者から与えられます。
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[設定ユーティリティ（ConfigurationUtility）]ページでは、電話機の機能、回線設定、電話サービ
スを制御できます。

•電話機の機能には短縮ダイヤル、サイレント機能、個人用アドレス帳などがあります。

• [回線（ Line）]の設定は、電話機の特定の電話回線（電話番号）に影響します。回線設定に
は、不在転送、ビジュアルおよびオーディオメッセージインジケータ、呼出音のパターン、

その他の回線固有の設定が含まれます。

[設定ユーティリティ（ConfigurationUtility）]ページを使用して設定できるいくつかの機能を次の
表に示します。

説明機能

電話機でコール転送が有効になっている場合に、コールを受信する番号を指

定します。[設定ユーティリティ（Configuration Utility）]ページを使用する
と、より複雑なコール転送機能（回線がビジー状態の場合の動作など）を

セットアップできます。

コール転送

短縮ダイヤル番号に電話番号を割り当てると、その相手にすばやくコールを

かけることができます。

短縮ダイヤル

特定の回線に呼出音を指定します。呼出音

[設定ユーティリティ（Configuration Utility）]ページでパーソナルディレク
トリに連絡先を追加します。

パーソナルディ

レクトリの連絡先

関連トピック

モバイルコネクトを使用した通話

短縮ダイヤル, （29ページ）
コールの転送, （36ページ）

短縮ダイヤル番号

電話機で番号をダイヤルする際には、一連の数字（ディジット）を入力します。短縮ダイヤル番

号を設定する際には、コールで必要なすべてのディジットを短縮ダイヤル番号に含める必要があ

ります。たとえば、外線と通話するために最初に 9をダイヤルする必要がある場合は、9に続け
て相手の番号を入力します。

また、ダイヤルする他のディジットを番号に追加することもできます。追加のディジットの例と

して、会議アクセスコード、内線、ボイスメールパスワード、承認コード、課金コードなどがあ

ります。

ダイヤル文字列に含めることができる文字はつぎのとおりです。

• 0～ 9

Cisco IP Phone 8800 シリーズマルチプラットフォームフォンユーザガイド (ファームウェアリリース
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•ポンド（#）

•アスタリスク（*）

•カンマ（,）：これは一時停止文字であり、2秒間遅延した後でダイヤルを続けます。複数の
カンマを連続させることができます。たとえば、2個のカンマ（,,）は、4秒間のポーズを表
します。

ダイヤル文字列の規則は次のとおりです。

•ダイヤル文字列の各部分を分離するには、カンマを使用します。

•短縮ダイヤル文字列では、常に課金コードの前に承認コードを含める必要があります。

•文字列内の承認コードと課金コードの間には 1つのカンマが必要です。

•承認コードおよび追加のディジットを含む短縮ダイヤルには、短縮ダイヤルラベルが必要で
す。

短縮ダイヤルを設定する前に、ディジットを手動で少なくとも 1回ダイヤルしてみて、内容が正
しいことを確認してください。

短縮ダイヤルの承認コード、課金コード、および追加のディジットは、電話機の通話履歴に保

存されません。短縮ダイヤルを使って通話先に接続した後で [リダイヤル（Redial）]を押す
と、必要な承認コード、課金コード、または追加のディジットを手動で入力するよう求められ

ます。

（注）

例

承認コードと課金コードが必要な状況で、特定の内線の相手に電話するために短縮ダイヤル番号

をセットアップするには、次の要件を考慮してください。

•外線の 9をダイヤルする必要があります。

•通話先の番号は 5556543です。

•承認コード 1234を入力する必要があります。

•課金コード 9876を入力する必要があります。

• 4秒ほど待機します。

•電話がつながった後、内線 56789#をダイヤルする必要があります。

このシナリオでは、短縮ダイヤル番号は 95556543,1234,9876,,56789#となります。
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ボタンとハードウェア
Cisco IP Phone 8811、8841、8851、および 8861は、使いやすく高度にセキュアな音声通信を可能
にします。

図 1：Cisco IP Phone 8800 のボタンおよびハードウェア

図 2：Cisco IP Phone 8800 のボタンおよびハードウェア

着信コール（赤色に点滅）または新しいボイスメッセー

ジ（赤色に点灯）があるかどうかを示します。

ハンドセットとハンドセッ

トライトストリップ

1

電話回線、機能、コールセッションにアクセスでき

ます。

詳細については、ソフトキー、回線ボタン、機能ボタン,
（15ページ）を参照してください。

プログラム可能な機能ボタ

ンと回線ボタン

2

機能およびサービスにアクセスできます。

詳細については、ソフトキー、回線ボタン、機能ボタン,
（15ページ）を参照してください。

ソフトキーボタン3
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[戻る（Back）] ：前の画面またはメニューに戻りま

す。

戻るボタンを 0.5秒以上押し続けると（長押し）、メイ
ン画面またはコール画面に戻ります。設定画面では、長

押しするとメイン画面に移動します。いずれかのコール

画面では、長押しするとコール画面に移動します。

ナビゲーションクラスタ ナビゲーションリングと

[選択（Select）]ボタン：メニューをスクロールしたり、
項目を強調表示したり、強調表示されている項目を選択

したりすることができます。

[リリース（Release）] ：接続されているコールまた

はセッションを終了します。

[戻る（Back）]、ナビゲー
ションクラスタ、および[リ
リース（Release）]

4

[保留/再開（Hold/Resume）] ：アクティブコールを

保留にしたり、保留中のコールを再開したりします。

[会議（Conference）] ：電話会議を作成します。

[転送（Transfer）] ：コールを転送します。

[保留/再開
（Hold/Resume）]、[会議
（Conference）]、および [転
送（Transfer）]

5

[スピーカーフォン（Speakerphone）] ：スピーカフォ

ンのオン/オフを切り替えます。スピーカーフォンがオン
になっているとき、ボタンは点灯しています。

[ミュート（Mute）] ：マイクロフォンのオン/オフを
切り替えます。マイクロフォンが [ミュート（Mute）]に
なっているとき、ボタンは点灯しています。

[ヘッドセット（Headset）] ：ヘッドセットのオン/オ
フを切り替えます。ヘッドセットがオンになっていると

きは、ボタンが点灯します。

[スピーカーフォン
（Speakerphone）]、[ミュー
ト（Mute）]、および [ヘッ
ドセット（Headset）]

6

[連絡先（Contacts）] ：個人用ディレクトリや社内

ディレクトリにアクセスします。

[アプリケーション（Applications）] ：通話履歴、ユー

ザ設定、電話機の設定、電話機のモデル情報にアクセス

します。

[メッセージ（Messages）] ：ボイスメッセージング

システムを自動的にダイヤルします。

[連絡先（Contacts）]、[アプ
リケーション

（Applications）]、および
[メッセージ（Messages）]

7

ハンドセット、ヘッドセット、スピーカフォン

の音量（オフフック）および呼出音の音量（オンフック）

を調節します。

[音量（Volume）]ボタン：8

   Cisco IP Phone 8800 シリーズマルチプラットフォームフォンユーザガイド (ファームウェアリリー
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ナビゲーション

ナビゲーションクラスタの外側のリングを使用して、メニューと複数の回線の間をスクロールし

ます。ナビゲーションクラスタの内側の [選択（Select）]ボタンを使用して、項目を選択します。

メニュー項目にインデックス番号がある場合は、キーパッドでインデックス番号を入力して項目

を選択することができます。

ソフトキー、回線ボタン、機能ボタン

電話機で対話式に機能を操作する方法がいくつかあります。

•スクリーンの下にあるソフトキーを押すと、スクリーンに表示されている機能を使用できま
す。ソフトキーは、その時点で行っている操作に応じて変化します。[次へ（More...）]ソフ
トキーは、さらに多くの機能が使用可能であることを示します。

•スクリーンの両側にある機能ボタンと回線ボタンを使用すると、電話機能および電話回線に
アクセスできます。

◦機能ボタン：[短縮ダイヤル（Speed dial）]や [コールピックアップ（Call pickup）]など
の機能で使用します。また、別の回線での自分のステータスを表示するために使用しま

す。

◦回線ボタン：コールの開始および応答や、保留中のコールの再開に使用します。回線
キーを使用して、コールセッションウィンドウを開くことや閉じること、およびコー

ルセッションウィンドウ内を移動することもできます。回線上のコールを表示するに

は、コールセッションウィンドウを開きます。

機能ボタンと回線ボタンの点灯は、次のようなステータスを示します。

• 緑：回線がアイドル状態です。

• 赤、点灯：回線がアクティブ状態または使用中です。

• 赤、点滅：回線が保留中、または着信コールがあります。

• オレンジ、点灯：回線が未登録です（使用できません）。

Cisco IP Phone 8800 シリーズマルチプラットフォームフォンユーザガイド (ファームウェアリリース
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管理者は、いくつかの機能をソフトキーまたは機能ボタンとして設定できます。さらに、ソフト

キーや関連するハードボタンを使っていくつかの機能にアクセスすることもできます。

電話スクリーンの機能

電話スクリーンには、電話番号、アクティブコールと回線のステータス、ソフトキー、短縮ダイ

ヤル、発信履歴、電話メニューのリストなど、その電話機に関する情報が表示されます。スクリー

ンにはヘッダー行、中央セクション、フッター行の 3つのセクションがあります。

図 3：Cisco IP Phone 8800 の画面

図 4：Cisco IP Phone 8800 の画面

スクリーンの最上部にはヘッダー行があります。ヘッダー行には、電話番号と現在の

日時のほかに、さまざまなアイコンが表示されます。該当する機能がアクティブであ

るときに、アイコンが表示されます。

1

電話スクリーンの中央部には、電話機の回線と機能ボタンに関連した情報が表示され

ます。

2

スクリーン下部にはソフトキーラベルの行があります。各ラベルは、スクリーンの下

にあるソフトキーボタンのアクションを示しています。

3

電話スクリーンのクリーニング

手順

電話スクリーンが汚れたら、乾いた柔らかい布で拭いてください。

液体や粉末は電話機に対して使用しないでください。電話機の部品に入り込み、故障の原

因になる可能性があります。

注意

   Cisco IP Phone 8800 シリーズマルチプラットフォームフォンユーザガイド (ファームウェアリリー
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コールと回線の違い

本書で電話機の使用法を説明する際に使っている回線およびコールという用語には、かなり独特

な意味合いがあります。

•回線：回線は、他人が自分へのコールに使用できる電話番号またはインターコム番号にそれ
ぞれ対応しています。回線の数は、電話番号および電話回線アイコンの数と同じです。

•コール：1本の回線で複数のコールをサポートできます。デフォルトで、電話機は 1つの回
線につき 2つの接続コールをサポートしますが、管理者は必要に応じてこの数を調整できま
す。

アクティブとなり得るコールは常に 1つに限定されるので、他のコールはすべて自動的に保
留状態になります。

たとえば 2つの回線があり、各回線で 4つのコールがサポートされる場合、一度に最大 8つ
の接続コールが存在する可能性があります。これらのうち 1つだけがアクティブで、他の 7
つは保留中のコールとなります。

USB ポート
Cisco IP Phone 8851および 8861専用。

電話機には 1つ以上の USBポートが搭載されていることがあります。各 USBポートには、最大
で 5台のUSBデバイスを接続できます。ポートに接続されたそれぞれのデバイスが、デバイスの
最大数に含まれます。

たとえば、ご使用の電話機で、側面ポートは 5台のUSBデバイスと背面ポートは 5台の追加の標
準 USBデバイスをサポートできます。多くのサードパーティ USB製品は、USBデバイスを複数
含んでおり、したがって、複数デバイスとしてカウントされます。

USBハブを使用している場合、アクティブコール中に電話機からUSBケーブルを抜くと、電
話機が再起動することがあります。

（注）

関連トピック

Cisco IP Phone 8800シリーズ

携帯端末の充電

デバイスがUSB接続可能な場合、電話機のUSBポートを使用してモバイルデバイス（携帯端末）
を充電できます。次のポートで USB充電が可能です。

モバイルデバイスが電力節約モードである場合、電話機は充電を続けます。

電話機を使用してモバイルデバイスを充電する際には、次の条件が適用されます。

Cisco IP Phone 8800 シリーズマルチプラットフォームフォンユーザガイド (ファームウェアリリース
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•充電が開始されるまでに短い遅延が発生する場合があります。

•場合によっては、充電中アイコンがデバイスに表示されません。たとえば、デバイスが完全
に充電されるとアイコンが表示されない場合があります。

タブレットを取り外してすぐに USBヘッドセットを電話機に差し込むと、電話機が USBヘッド
セットを認識するまで 3秒間遅延します。

関連トピック

省電力, （19ページ）

Bluetooth と電話機
Bluetoothは、Cisco IP Phone 8851および 8861でサポートされています。

電話機がBluetoothに対応している場合、Bluetoothヘッドセットを使用して、携帯電話やタブレッ
トを電話機に接続できます。

Bluetooth接続は電話機から 1～2メートル（3～6フィート）の範囲内で最も良く機能しますが、
20メートル（66フィート）離れていても機能する場合があります。接続されているデバイスと電
話機との間に障害物（壁、ドア、窓など）、大きな金属物、または他の電子機器がある場合には、

Bluetooth接続が低下することがあります。

モバイルデバイスまたはヘッドセットをBluetoothで電話機に接続するには、最初にデバイスと電
話機をペアリングします。最大で 3台のデバイスをペアリングできます。3台以上のデバイスを
ペアリングしようとすると、1台のデバイスを削除するよう求めるプロンプトが表示されます。

ヘッドセットまたはモバイルデバイスがペアリングされた後、ヘッドセットまたはモバイルデバ

イスがオンになると、電話機はそれに接続します。

デバイスをペアリングするときに、Bluetoothモードを [電話（Phone）]、[ハンズフリー
（Handsfree）]、または [両方（Both）]に設定できます。[電話（Phone）]では、Bluetoothヘッド
セットのみを使用できます。[ハンズフリー（Handsfree）]では、携帯電話のみを使用できます。
[両方（Both）]では、ヘッドセットと携帯電話の両方を使用できます。

電話機でBluetoothヘッドセットやモバイルデバイスを使用するときには、次の点に注意してくだ
さい。

•電話機は、電話機に最後に接続された Bluetoothヘッドセットまたはモバイルデバイスをデ
フォルトデバイスとして使用します。

•保持できるアクティブな接続は常に 1つのみです。たとえば、Bluetoothヘッドセットまたは
携帯電話をアクティブにすることができます。

•電話機でサポートされるデバイスは各タイプにつき 1台です。たとえば、2つの Bluetooth
ヘッドセットを接続することはできません。

•接続できるモバイルデバイスは常に1台です。たとえば、Bluetoothヘッドセットがアクティ
ブになっているときに携帯電話を接続すると、Bluetoothヘッドセットの接続は切断されま
す。

   Cisco IP Phone 8800 シリーズマルチプラットフォームフォンユーザガイド (ファームウェアリリー
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•範囲内に戻った場合、または再起動した場合、Bluetoothデバイスが再接続されます。

関連トピック

Bluetoothヘッドセット, （82ページ）
モバイルデバイスとデスク電話機のペアリング

Cisco IP Phone 8800シリーズ

省電力
管理者は、電話機を使用していないときに電話画面で消費される電力を減らすことができます。

管理者がセットアップできる省エネルギーのレベルは次のとおりです。

•省電力：電話機が一定時間にわたって非アクティブ状態になるとバックライトや画面がオフ
になります。

電話機をオンにする

省電力のために電話機の電源をオフにすると、電話スクリーンがブランクになります。

手順

任意のボタンを押しても、電話機はオンになります。

追加のヘルプと情報
電話機で利用可能な機能について不明な点がある場合は、管理者にお問い合わせください。

シスコWebサイト（http://www.cisco.com）には、電話機およびコール制御システムについての詳
細情報が掲載されています。

•クイックスタートガイドおよびエンドユーザガイド（英語）については、次のリンクを参
照してください。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
products-user-guide-list.html

•英語以外のガイドについては、次のリンクを参照してください。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html

•ライセンス情報については、次のリンクを参照してください。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
products-licensing-information-listing.html

Cisco IP Phone 8800 シリーズマルチプラットフォームフォンユーザガイド (ファームウェアリリース
11.0(0) 用)    

19

電話機

省電力

http://www.cisco.com
http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-licensing-information-listing.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-licensing-information-listing.html


アクセシビリティ機能

Cisco IP Phonesは、視覚障がい者、聴覚障がい者、身体障がい者のために、ユーザ補助機能を備
えています。

これらの電話機のアクセシビリティ機能の詳細については、http://www.cisco.com/c/en/us/support/
collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-technical-reference-list.htmlを参照してく
ださい。

アクセシビリティの詳細については、次のシスコWebサイトにも記載されています。

http://www.cisco.com/web/about/responsibility/accessibility/index.html

トラブルシューティング

コール品質の問題や、コールが予期せず切断される、機能が突然正常に動作しなくなるなどの問

題が発生する場合があります。これらの問題は、次の状態に関連している可能性があります。

•電話機がコール制御システムと通信できない。

•コール制御システムの通信上の問題、または内部的な問題。

•電話機の内部的な問題。

問題が発生する場合は、管理者の支援のもとで問題の根本原因をトラブルシューティングするこ

とができます。

電話機についての情報を取得する

管理者から、電話機についての情報を提供するよう求められることがあります。この情報は、ト

ラブルシューティングの目的で電話機を一意に識別します。

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]ボタン を押します。

ステップ 2 [ステータス（Status）] > [製品情報（Product information）]を選択します。
以下の情報を確認できます。

• [製品名（Product name）]：Cisco IP Phoneのモデル番号です。

• [シリアル番号（Serial number）]：Cisco IP Phoneのシリアル番号です。

• [MACアドレス（MAC address）]：Cisco IP Phoneのハードウェアアドレスです。

• [ソフトウェアバージョン（Software version）]：Cisco IP Phoneファームウェアのバージョン
番号です。

   Cisco IP Phone 8800 シリーズマルチプラットフォームフォンユーザガイド (ファームウェアリリー
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• [ハードウェアバージョン（Hardware version）]：Cisco IPPhoneハードウェアのバージョン番
号です。

• [証明書（Certificate）]：ITSP IPネットワークで使用するために Cisco IP Phoneを認証するク
ライアント証明書のステータスです。このフィールドは、クライアント証明書が電話機に正

しくインストールされているかどうかを示します。

• [カスタマイズ（Customization）]：RCユニットについて、このフィールドはユニットがカス
タマイズされているかどうかを示します。[保留中（Pending）]は、プロビジョニングの準備
ができている新しいRCユニットを示します。ユニットがすでにカスタマイズされたプロファ
イルを取得している場合、このフィールドにはカスタマイズ状態が [取得済み（Acquired）]
として表示されます。

ステップ 3 [終了（Exit）]を押します。

電話機のカスタマイズ状態の表示

EDOSサーバからの RCダウンロードが完了すると、LCD UIで電話機のカスタマイズ状態を表示
できます。

リモートカスタマイズ状態の説明は次のとおりです。

• [オープン（Open）]：電話機が初めて起動し、設定されていません。

• [中断（Aborted）]：リモートカスタマイズが、DHCPオプションなどの他のプロビジョニン
グのために中断されました。

• [待機中（Pending）]：プロファイルが EDOSサーバからダウンロードされています。

• [カスタム待機中（Custom-Pending）]：電話機が EDOSサーバからリダイレクト URLをダウ
ンロードしました。

• [取得済み（Acquired）]：EDOSサーバからダウンロードされたプロファイルに、プロビジョ
ニング設定のリダイレクト URLがあります。プロビジョニングサーバからのリダイレクト
URLのダウンロードに成功すると、この状態が表示されます。

• [利用不可（Unavailable）]：EDOSサーバが空のプロビジョニングファイルで応答し、HTTP
応答が 200 OKだったため、リモートカスタマイズが停止しました。

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]ボタン を押します。

ステップ 2 [ステータス（Status）] > [製品情報（Product information）] > [カスタマイズ（Customization）]を
選択します。

ステップ 3 [戻る（Back）] を押します。
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ネットワークステータスの表示

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]ボタン を押します。

ステップ 2 [ステータス（Status）] > [ネットワークステータス（Network Status）]を選択します。
以下の情報を確認できます。

• [ネットワークタイプ（Network type）]：電話機が使用するローカルエリアネットワーク
（LAN）接続のタイプを示します。

• [ネットワークステータス（Network status）]：電話機がネットワークに接続されているかど
うかを示します。

• [IPアドレス（IP address）]：電話機の IPアドレス。

• [VLAN ID]：電話機の VLAN ID。

• [アドレッシングタイプ（Addressing type）]：電話機で DHCPまたはスタティック IPが有効
になっているかどうかを示します。

• [IPステータス（IP status）]：電話機が使用する IPのステータス。

• [サブネットマスク（Subnet mask）]：電話機で使用されるサブネットマスク。

• [デフォルトルータ（Default router）]：電話機で使用されるデフォルトルータ。

• [DNS 1]：電話機が使用するプライマリドメインネームシステム（DNS）サーバ。

• [DNS 2]：電話機が使用するオプションのバックアップ DNSサーバ。

• [MACアドレス（MAC address）]：電話機固有のメディアアクセスコントロール（MAC）
アドレス。

• [ホスト名（Host name）]：電話機に割り当てられている現在のホスト名を表示します。

• [ドメイン（Domain）]：電話機のネットワークドメイン名を表示します。デフォルト：
cisco.com

• [スイッチポートリンク（Switch port link）]：スイッチポートのステータス。

• [スイッチポート設定（Switch port config）]：ネットワークポートの速度とデュプレックス
を示します。

• [PCポート設定（PC port config）]：PCポートの速度とデュプレックスを示します。

• [PCポートリンク（PC port link）]：PCポートのステータス。
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電話機のステータスの表示

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]ボタン を押します。

ステップ 2 [ステータス（Status）] > [電話ステータス（Phone Status）]を選択します。
以下の情報を確認できます。

• [経過時間（Elapsed time）]：システムを最後に再起動してから経過した合計時間。

• [Tx（パケット）（Tx (Packets)）]：電話機から送信されたパケット。

• [Rx（パケット）（Rx (Packets)）]：電話機から受信したパケット。

電話機でのステータスメッセージの表示

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]ボタン を押します。

ステップ 2 [情報および設定（Information and settings）] > [ステータス（Status）] > [ステータスメッセージ
（Status messages）]を選択します。
プロビジョニングが最後に実行されてからの、さまざまな電話ステータスのログを表示できます。

ステータスメッセージは UTC時間を反映し、電話機のタイムゾーン設定の影響を受け
ません。

（注）

ステップ 3 [戻る（Back）] を押します。

トランザクションステータスの表示

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]ボタン を押します。

ステップ 2 [ネットワークの設定（Network configuration）] > [イーサネットの設定（Ethernet configuration）] >
[802.1X認証（802.1X authentication）] > [トランザクションステータス（Transaction status）]を選
択します。

以下の情報を確認できます。
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•トランザクションステータス

•プロトコル

回線ステータスの表示

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]ボタン を押します。

ステップ 2 [ステータス（Status）] > [電話ステータス（Phone status）] > [回線ステータス（Line status）]を選
択します。

電話機の各回線のステータスを表示できます。

電話機でのプロファイルルールの設定

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]ボタン を押します。

ステップ 2 [デバイス管理（Device administration）] > [プロファイルルール（Profile rule）]を選択します。
ステップ 3 [再同期（Resync）]を押します。

リブート履歴の表示

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]ボタン を押します。

ステップ 2 [ステータス（Status）] > [再起動履歴（Reboot history）]を選択します。
電話機が再起動したときに、その理由を問わず、日時の詳細を表示できます。
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電話機のすべての問題を報告する

エラーレポートツール（PRT）を使用すると、通話記録を収集および送信し、管理者に問題を報
告することができます。

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]ボタン を押します。

ステップ 2 [ステータス（Status）] > [問題を報告（Report problem）]を選択します。
ステップ 3 [問題の発生日付（Date of problem）]フィールドに、問題が発生した日付を入力します。デフォル

トではこのフィールドに現在の日時が表示されます。

ステップ 4 [問題の発生時刻（Timeof problem）]フィールドに、問題が発生した時刻を入力します。デフォル
トではこのフィールドに現在の時刻が表示されます。

ステップ 5 [問題の説明（Problem description）]を選択します。
ステップ 6 表示されるリストから説明を選択します。

ステップ 7 [送信（Submit）]を押します。

電話機の接続の切断

場合によっては、電話機とコール制御システムとの接続が失われることがあります。この接続が

失われた場合、これを知らせるメッセージが電話機に表示されます。

アクティブコール中に接続が失われた場合、そのコールは継続します。ただし、通常の電話機能

の中にはコール制御システムからの情報を必要とするものがあるため、すべての機能にアクセス

できるわけではありません。ソフトキーが予期したとおりに機能しないことがあります。

電話機がコール制御システムに再接続すると、電話機を再び通常どおりに使用できるようになり

ます。

シスコ製品（ハードウェア）に関する 1 年間の限定保証規定
保証期間内にお客様が受けられるハードウェアの保証およびサービスに関して適用される特別な

条件があります。

シスコのソフトウェアに適用される保証およびライセンス契約を含む正式な保証書は、Cisco.com
の http://www.cisco.com/go/hwwarrantyで提供しています。
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第 2 章

通話

• コールの発信, 27 ページ

• コールへの応答, 31 ページ

• コールのミュート, 34 ページ

• コールの保留, 34 ページ

• コールの転送, 36 ページ

• 通話の転送, 37 ページ

• 電話会議とミーティング, 38 ページ

• 電話機のグループのページング（マルチキャストページング）, 39 ページ

• 複数の回線, 39 ページ

• モバイルデバイスとデスクの電話機, 41 ページ

コールの発信
Cisco IP Phoneは、通常の電話機と同じように動作します。より簡単な操作で通話を発信できま
す。

電話をかける

電話機では、他の電話機と同じようにコールを発信できます。

手順

番号を入力して、[コール（Call）]を押します。
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ダイヤルアシスタンスリストによるコールの発信

番号をダイヤルするときにダイヤルアシスタンスが設定されていると、ダイヤルアシスタンス

リストにディレクトリと通話履歴からの提案が表示されます。

手順

ステップ 1 ナビゲーションボタンを使用して、ダイヤルアシスタンスリストに表示されている電話番号を

ハイライトします。

ステップ 2 コールを発信するには、[ダイヤル（Dial）]または [コール（Call）]を押します。

スピーカーフォンによるコールの発信

スピーカーフォンは、ハンズフリーコールに使用します。ただし、同僚がこちらの声を聞いてい

る可能性があることに注意してください。

手順

ステップ 1 キーパッドを使用して番号を入力します。

ステップ 2 [スピーカーフォン（speakerphone）]ボタン を押します。

関連トピック

ヘッドセット, （80ページ）

ヘッドセットによるコールの発信

ヘッドセットをハンズフリーコールに使うと、同僚の邪魔にならず、プライバシーも得られま

す。

手順

ステップ 1 ヘッドセットを差し込みます。

ステップ 2 キーパッドを使用して番号を入力します。

ステップ 3 [ヘッドセット（headset）]ボタン を押します。
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番号をリダイヤルする

最後にダイヤルした電話番号をもう一度発信することができます。

手順

ステップ 1 （任意） 回線を選択します。

ステップ 2 [リダイヤル（Redial）]を押します。
ステップ 3 [発信履歴（Placed calls）]リストから連絡先を選択し、[コール（Call）]を押します。

短縮ダイヤル

短縮ダイヤルでは、ボタン押し、事前に設定したコードを入力するか、電話機の画面項目を選択

すると発信できます。短縮ダイヤルは、電話画面と、電話機のWebページから設定できます。

短縮ダイヤルコードを編集、削除、検証することができます。

関連トピック

[設定ユーティリティ（Configuration Utility）]ページ, （10ページ）
短縮ダイヤル番号, （11ページ）

電話画面からの短縮ダイヤルコードの割り当て

電話画面から短縮ダイヤルを設定できます。また、電話機の [設定ユーティリティ（Configuration
Utility）]ページから短縮ダイヤルコードを割り当てることもできます。

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]ボタン を押します。

ステップ 2 [短縮ダイヤル（Speed dial）]を選択します。
ステップ 3 割り当てられていない短縮ダイヤルインデックスまでスクロールします。

ステップ 4 [編集（Edit）]ボタンを押し、次のいずれかを実行します。

•名前と番号を入力します。

• [オプション（Option）] > [連絡先から選択（Select from contact）]を選択してアドレス帳から
連絡先を選択します。

ステップ 5 [保存（Save）]を選択します。
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短縮ダイヤルコードを使用したコールの発信

はじめる前に

電話機の [設定ユーティリティ（Configuration Utility）]ページまたは電話機の [アプリケーション
（Applications）]メニューから、短縮ダイヤルコードをセットアップします。

手順

短縮ダイヤルコードを入力し、[コール（Call）]を押します。

回線キーの短縮ダイヤルの設定

電話機のアイドル回線キーを押して、そのキーに短縮ダイヤルをセットアップすることができま

す。回線キーの横にある電話画面に、短縮ダイヤルアイコン、名前、内線番号が表示されます。

また、[設定ユーティリティ（Configuration Utility）]ページの [拡張機能（Extended Function）]
フィールドでこの変更を確認することができます。回線キーに短縮ダイヤルを設定した後に、回

線キーを押して短縮ダイヤル情報を変更し、新しい電話番号と名前を割り当てることができます。

はじめる前に

Webページに移動し、短縮ダイヤルキーにする回線キーを無効にします。

手順

ステップ 1 電話機のアイドル回線キーを 2秒以上押します。
ステップ 2 [短縮ダイヤル（Speed-Dial）]ウィンドウで、この回線キーを押したときにコールする短縮ダイヤ

ルの名前と電話番号を追加します。

ステップ 3 [保存（Save）]をクリックします。

回線キーからの短縮ダイヤルの削除

電話機の回線キーを押して、割り当てられた短縮ダイヤルを削除できます。回線キーの短縮ダイ

ヤルが削除されます。[設定ユーティリティ（ConfigurationUtility）]ページで、短縮ダイヤルが削
除されたことを確認できます。
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手順

ステップ 1 短縮ダイヤルが設定されている回線キーを 2秒以上押します。
ステップ 2 電話画面の [短縮ダイヤル（Speed-Dial）]ウィンドウで、[オプション（Option）] > [削除（Delete）]

を押します。

国際番号のダイヤル

電話番号の前にプラス記号（+）を付けると、国際電話をダイヤルできます。

手順

ステップ 1 アスタリスク（*）を 1秒間以上押したままにします。
電話番号の先頭にプラス（+）記号が表示されます。

ステップ 2 番号をダイヤルします。

最後のキーを押してから 10秒後に、電話機から番号が発信されます。

安全なコール

社外の人物による不正な改ざんからコールを保護するために、管理者は措置を講じることができ

ます。通話中にロックアイコンが電話機に表示される場合、コールは安全です。電話機の設定に

よっては、電話をかける前にサインインする必要が生じたり、ハンドセットからセキュリティ

トーンが聞こえたりすることがあります。

コールへの応答
Cisco IP Phoneは、通常の電話機と同じように動作します。より簡単な操作で通話に応答できま
す。
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コールに応答する

手順

赤色に点滅しているセッションボタンを押します。電話機に複数の回線がある場合、最初に、赤

色に点灯している回線ボタンを押します。

コール待機への応答

アクティブコール中にコール待機が発生すると、ビープ音が一度聞こえて、セッションボタンが

赤色に点滅します。

手順

ステップ 1 セッションボタンを押します。

ステップ 2 （任意） 複数のコール待機が存在する場合は、着信コールを 1つ選択します。

コールの拒否

アクティブコールまたは呼び出し中の着信コールを、ボイスメールシステムや設定済み電話番号

に送信できます。

手順

着信コールを強調表示して、[拒否（Decline）]を押します。

応答不可をオンにする

特定の作業に集中したいときに応答不可（DND）機能を使用すると、電話機をサイレント状態に
して着信コール通知を無視できます。

DNDをオンにすると、着信コールはボイスメールなどの別の番号（設定されている場合）に転送
されます。DNDは、電話機のすべての回線に影響します。ただし、DNDがオンになっていても
インターコムコールと緊急通話は常に受信します。

DNDがオンの場合、電話スクリーンのヘッダーセクションの色が変化し、[応答不可（Do not
disturb）]が表示されます。

また、ユーザ設定で DNDを制御することもできます。詳細については、設定, （63ページ）を
参照してください。
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手順

ステップ 1 サイレントをオンにするには、 [サイレント（DND）]を押します。
ステップ 2 DNDをオフにするには、[DNDの無効化（Clr DND）]を押します。

スターコードを使用して DND をオンまたはオフにする
電話機に設定されたそれぞれのスターコードをダイヤルすることで、応答不可機能をオンまたは

オフにすることができます。管理者は、[設定ユーティリティ（Configuration Utility）]ページの
[DND有効化コード（DND Act Code）]フィールドと [DND無効化コード（DND Deact Code）]
フィールドにそれぞれスターコードを入力します。

手順

ステップ 1 DNDをオンにするには、管理者から提供されたスターコードをダイヤルします。
ステップ 2 DNDをオフにするには、管理者から提供されたスターコードをダイヤルします。

同僚の電話機に応答する（コールピックアップ）

同僚との間でコール処理タスクを共有している場合、同僚の電話機に着信しているコールに応答

することができます。まず、管理者が少なくとも 1つのコールピックアップグループにこのユー
ザを割り当てる必要があります。

グループ内のコールに応答する（ピックアップ）

自分のコールピックアップグループ内の別の電話機で鳴っているコールに応答することができま

す。ピックアップ対象のコールが複数ある場合、呼び出し時間が最も長いコールに応答すること

になります。

手順

ステップ 1 （任意） [回線ボタン（ line button）]を押します。
ステップ 2 自分のピックアップグループ内の着信コールを自分の電話機に転送するには、[ピックアップ

（PickUp）]を押します。
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コールのミュート
コール中に音声をミュートすると、自分の声が相手に聞こえず、相手の声だけを聞くことができ

ます。

ビデオ電話では、音声をミュートしても、カメラはビデオを送信し続けます。

手順

ステップ 1 [ミュート（Mute）] を押します。

ステップ 2 再度 [ミュート（Mute）]を押すと、ミュートはオフになります。

コールの保留

コールを保留にする

アクティブコールを保留にしたり、準備が整ったときに保留中のコールを再開したりできます。

手順

ステップ 1 [保留（Hold）] または [保留（Hold）]ソフトキーを押します。
ステップ 2 保留中のコールを再開するには、[再開（Resume）]ソフトキーまたは [保留（Hold）]ボタンを押

します。

長時間にわたって保留されているコールに応答する

保留状態が長くなると、次のようなキューによる通知が表示されます。

•受話器上で点滅するメッセージインジケータ

•電話スクリーン上の [視覚的な通知（Visual notification）]

•保留リマインダが電話のWebページで設定されている場合は、電話での呼び出し音通知

手順

保留中のコールを再開するには、[保留（Hold）] または [再開（Resume）]を押します。
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アクティブコールと保留コールの切り替え

アクティブなコールと保留中のコールは、簡単に切り替えることができます。

手順

保留コールのセッションボタンを押すと保留コールが再開され、もう 1つのコールが自動的に保
留になります。

コールパーク

電話機を使用して、コールをパークすることができます。その後、ご使用の電話機または別の電

話機（同僚のデスクや会議室にある電話機など）からそのコールを取得できます。

コールがパーク状態にある時間が長すぎる場合、アラートトーンが聞こえます。この電話機で

コールに応答するか、別の電話機から取得することができます。所定の時間内にコールに応答し

ない場合、システム管理者が設定した別の接続先（ボイスメールなど）にコールがルーティング

されます。

パークされたコールは 1回線を占有します。

コールパークを使用してコールを保留にする

電話機で応答したアクティブコールをパークした後、コール制御システム内の他の電話機を使っ

てそのコールを取得することができます。

自分の電話機にコールをパークすることもできます。その場合は、録音を聞くことができません。

コールパーク番号にパークできるコールの数は 1つだけです。

はじめる前に

コールがアクティブでなければなりません。

手順

ステップ 1 [パーク（Park）]を押します。
パークされたコールの番号を尋ねる録音メッセージが電話機で再生されます。

ステップ 2 （任意） キー拡張モジュールにコールパークが設定されている場合は、コールパーク回線キー

を押します。

ステップ 3 番号を入力して、シャープ（#）を押します。
ステップ 4 （任意） パークされた番号を、コールを取得する担当者に伝達します。
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コールパークを使用して保留中コールを取得する

ネットワークの任意の場所から、パークされたコールをピックアップできます。

はじめる前に

コールのパークに使われた番号を知っておく必要があります。

手順

ステップ 1 [パーク解除（Unpark）]を押します。
ステップ 2 （任意） キー拡張モジュールにコールパークが設定されている場合は、コールパーク回線キー

を押します。

ステップ 3 コールがパークされている番号を入力し、その後にシャープ（#）を入力します。
また、シャープ（#）を入力して、パークされているコールを取得することもできます。自分の電
話機でパークされたコールを取得する場合は、番号を入力する必要はありません。

コールの転送
電話機の回線にかかってきたコールを別の番号に転送することができます。コール転送は、電話

回線ごとに設定します。コール転送が有効でない回線にコールがかかってきた場合、通常どおり

コールの呼出音が鳴ります。

コールを転送するには、次の 2つの方法があります。

•すべてのコールを転送する

•電話機がビジー状態の場合、または応答がない場合など、特殊な状況でコールを転送する

回線が転送されている場合、その回線に [不在転送（Forward all）] アイコンが表示されます。

手順

ステップ 1 転送する回線が非アクティブの場合は、[転送（Forward）]を押します。
ステップ 2 自分の電話機からダイヤルするのとまったく同じ方法で転送先番号を入力するか、最近の通話履

歴からエントリを選択します。

関連トピック

[設定ユーティリティ（Configuration Utility）]ページ, （10ページ）
特定の状況でのコールの転送
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設定ユーティリティによる特定の状況でのコールの転送

設定ユーティリティを使用して、電話機が話中のときなど、特定の状況ですべてのコールを転送

するように電話機をセットアップします。

また、ユーザ設定からコール転送をセットアップすることもできます。詳細については、設定,
（63ページ）を参照してください。

手順

ステップ 1 [設定ユーティリティ（Configuration Utility）]ページで、[ユーザログイン（User Login）] > [音声
（Voice）] > [ユーザ（User）]をクリックします。

ステップ 2 [コール転送（Call Forward）]セクションの下で、[コール転送設定（Cfwd Settings）]を [はい
（Yes）]に設定して、有効にする各コール転送サービス用の電話番号を入力します。

• [すべての宛先をコール転送（Cfwd All Dest）]：すべてのコールを転送します。

• [話中の宛先をコール転送（Cfwd Busy Dest）]：回線が話中の場合にのみコールを転送しま
す。

• [応答のない宛先をコール転送（CfwdNoAnsDest）]：回線の応答がない場合にのみコールを
転送します。

• [応答なしコール転送の遅延（Cfwd No Ans Delay）]：応答遅延時間を割り当てます。

管理者が電話機の機能キー同期（FKS）を無効にしている場合は、コールの転送が必要とな
るまでの秒数として値を入力することができます。

管理者が電話機の機能キー同期（FKS）を有効にしている場合は、コールの転送が必要とな
るまでの呼出音の回数として値を入力することができます。

ステップ 3 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。

通話の転送
アクティブコールを別の人に転送することができます。

別のユーザにコールを転送する

コールを転送した場合、他の担当者が応答するまでは、元のコールに接続した状態を保つことが

できます。これにより、電話を切る前に別の相手と個別に話す機会が得られます。話す必要がな

い場合は、他の担当者が応答する前にコールを転送します。

Cisco IP Phone 8800 シリーズマルチプラットフォームフォンユーザガイド (ファームウェアリリース
11.0(0) 用)    

37

通話

設定ユーティリティによる特定の状況でのコールの転送



手順

ステップ 1 保留中ではないコールで、[転送（Transfer）] を押します。

ステップ 2 別の担当者の電話番号を入力します。

ステップ 3 （任意） 回線の呼出音が鳴るか、他の担当者がコールに応答するまで待機します。

ステップ 4 再度 [転送（Transfer）]を押します。

転送を行う前の会話

コールを転送する前に、転送先の相手と会話することができます。

はじめる前に

アクティブコールを転送しなければならない場合があります。

手順

ステップ 1 [転送（Transfer）] を押します。

ステップ 2 転送先の電話番号を入力します。

ステップ 3 相手が応答すると、相手と話すことができます。

ステップ 4 （任意） 回線キーを押して、保留中のコールに戻ります。

ステップ 5 （任意） 回線キーを押して、転送先の電話番号に戻ります。

ステップ 6 [転送（Transfer）]を押して転送を開始します。

電話会議とミーティング
1つのコールで複数の相手と話し合うことができます。別のユーザにダイヤルして、そのユーザ
をコールに追加することができます。複数の電話回線がある場合は、2つの回線にまたがる 2つ
のコールを結合できます。参加者全員が電話を切ると、会議は終了します。

   Cisco IP Phone 8800 シリーズマルチプラットフォームフォンユーザガイド (ファームウェアリリー
ス 11.0(0) 用)

38

通話

転送を行う前の会話



他の人をコールに追加する

手順

ステップ 1 アクティブコールから、[会議（Conference）] を押します。

ステップ 2 追加する通話相手の電話番号を入力し、[ダイヤル（Dial）]を押します。
ステップ 3 [会議（Conference）]ボタン を押します。

会議が開始されます。

電話機のグループのページング（マルチキャストページ

ング）
管理者は、電話機をページンググループの一部として設定できます。ページンググループでは、

電話機が電話システム内の他のマルチプラットフォームフォンのページに自動的に応答できま

す。各ページンググループには、固有の番号が関連付けられています。設定されたページンググ

ループ番号を管理者が提供します。電話機がページングされると、短いビープ音が3回鳴ります。
電話機が、あなたとあなたにコールした電話機との間で片通話を確立します。ページを承認する

必要はありません。

手順

ページンググループの番号をダイヤルします。

複数の回線
他のユーザと電話番号を共有する場合、複数の回線を電話機で使用できます。複数の回線を使用

するときには、より多くのコール機能を利用できます。

最も古いコールから応答

電話機のすべての回線における最も古いコールに応答できます。これには、アラート状態の保留

復帰およびパーク復帰コールも含まれます。着信コールは、保留またはパーク復帰コールよりも

常に優先されます。

複数の回線を操作しているときには、通常、応答したい着信コールの回線ボタンを押します。回

線とは無関係に最も古いコールに応答するには、[応答（Answer）]を押します。
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電話機ですべてのコールを表示する

（すべての電話回線からの）すべてのアクティブコールのリストを、古いものから順番に表示で

きます。

すべてのコールのリストは、複数の回線がある場合、または他のユーザと回線を共有している場

合に役立ちます。このリストにはすべてのコールが一緒に表示されます。

共有回線

単一の電話番号を 1人または複数の同僚と共有できます。たとえば、管理者のアシスタントは、
管理者のためにコールの発信者名確認を担当することがあります。

電話番号を共有すると、他の通常の電話回線と同じようにその回線を使用できますが、共有回線

に特有の次のような動作に注意してください。

•共有された電話番号は、その番号を共有しているすべての電話機に表示されます。

•誰か同僚がコールに応答した場合、手元の電話機の共有回線ボタンとセッションボタンが赤
色に点灯します。

•自分がコールを保留にした場合、自分の回線ボタンが赤色に点灯し、セッションボタンが赤
色に点滅します。同僚の回線ボタンも赤色に点灯し、セッションボタンが赤色に点滅しま

す。

[共有回線（Shared Line）] のコールに参加する
自分または同僚は、共有回線上のコールに参加できます。その場合は、管理者が電話機の機能を

有効にする必要があります。

回線を共有しているユーザのプライバシーがオンになっている場合、そのユーザの回線設定は表

示されず、そのユーザのコールに自身を追加することもできません。

手順

ステップ 1 [共有回線（Shared Line）]の [回線（ Line）]ボタンを押します。
ステップ 2 [割り込み（Barge）]または [サイレント割り込み（BargeSilent）]を押します。
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モバイルデバイスとデスクの電話機
携帯電話を持っている場合、モバイルデバイスとデスクの電話機を接続できます。この接続によ

り、モバイルデバイスまたはデスク電話機のどちらでもコールを発信したり応答したりできるよ

うになります。

Cisco IP Phone 8851および 8861がこの機能をサポートしています。

ただし、複数の Cisco IP Phone 8800シリーズデスクフォンをペアリングしないでください。

関連トピック

Bluetoothヘッドセット, （82ページ）

Intelligent Proximity を使用した通話
Bluetoothを使用すると、モバイルデバイス（電話機またはタブレット）とデスクの電話機をペア
リングできます。モバイルデバイスをペアリングして接続すると、電話機に追加の電話回線とし

てモバイル回線（自分の携帯電話番号）が表示されます。デスクの電話機からこの携帯電話のコー

ルを発信/受信することができます。このようにデスクの電話機でモバイル回線を使用できる機能
を、Intelligent Proximityといいます。

モバイルデバイスとデスク電話機のペアリング

モバイルデバイスとデスクの電話機をペアリングすると、接続範囲内に入ったモバイルデバイス

と電話機が接続されます。モバイルデバイスが範囲外になると、電話機との接続が切断されま

す。

Bluetoothモードが [ハンズフリー（Handsfree）]オプションまたは [両方（Both）]オプションに設
定されている場合にのみ、携帯電話を接続できます。Bluetoothモードが [両方（Both）]に設定さ
れている場合は、ヘッドセットと携帯電話が互いにペアになりますが、接続中状態にできるのは

1台のデバイスのみです。

モバイルデバイスと電話機が接続された後、モバイルの連絡先と通話履歴をデスクの電話機に保

存することができます。

最大で 8台の電話機をペアリングすることができます。9台目の電話機をペアリングしようとす
ると、現在ペアリングされているデバイスのいずれかを削除するよう求めるプロンプトが表示さ

れます。

はじめる前に

モバイルデバイスでBluetoothが有効になっていて、検出可能であることを確認してください。詳
細については、モバイルデバイスのマニュアルを参照してください。

Cisco IP Phone 8851/8861で Bluetoothをオンにします。Bluetoothモードを [ハンズフリー
（Handsfree）]または [両方（Both）]にして、電話機が携帯電話番号用の電話回線を予約するよ
うにします。
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手順

ステップ 1 デスクの電話機で、[アプリケーション（Applications）] を押します。

ステップ 2 [Bluetooth] > [デバイス（Devices）]を選択します。
ステップ 3 [スキャン（Scan）]を選択します。
ステップ 4 使用可能なデバイスのリストからペアリングするモバイルデバイスを選択します。

ステップ 5 [接続（Connect）]を選択します。
ステップ 6 求められた場合は、モバイルデバイスでパスキーを確認します。

ステップ 7 求められた場合は、デスクフォンでパスキーを確認します。

ステップ 8 （任意） モバイルデバイスの連絡先と通話履歴をデスクの電話機で利用可能にするかどうかを

選択します。

接続された携帯端末の切り替え

ご使用のCisco IP Phoneの圏内に 2台以上のペアリングされた携帯端末が存在する場合は、接続す
る携帯端末を選択できます。

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]ボタン を押します。

ステップ 2 [Bluetooth] > [デバイス（Devices）]を選択します。
ステップ 3 使用可能なデバイスのリストから携帯端末を選択します。

携帯端末の削除

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]ボタン を押します。

ステップ 2 [Bluetooth] > [デバイス（Devices）]を選択します。
ステップ 3 使用可能なデバイスのリストからモバイルデバイスを選択します。

ステップ 4 [オプション（Option）] > [削除（Delete）]。
ステップ 5 [削除（Delete）]を選択して操作を確認します。
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ペアリングされた Bluetooth デバイスの表示
ペアリングされた携帯端末は、ペアリング済みデバイス一覧に表示されます。このデバイスは、

デスクの電話機とのペアを解除するまで一覧に表示されます。

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]ボタン を押します。

ステップ 2 [Bluetooth] > [デバイス（Devices）]を選択します。

携帯電話の Intelligent Proximity
携帯電話の連絡先および通話履歴をデスクの電話機と共有し、携帯電話とデスクの電話機の間で

コールを移動できます。また、デスクの電話機でモバイルデバイスの電波強度と電池残量を表示

することもできます。

モバイルコール着信を処理する

はじめる前に

携帯電話はデスクの電話機にペアリングされます。

手順

携帯電話でコールが鳴ったときに、デスク電話機で次のいずれかの操作を行います。

•コールに応答するには [応答（Answer）]を押します。

•コールを拒否してボイスメールに送るには、 [拒否（Decline）]を押します。

モバイルコールの発信

はじめる前に

携帯電話はデスクの電話機にペアリングされます。
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手順

ステップ 1 デスクの電話機でモバイル回線を選択します。

ステップ 2 電話番号を入力します。

ステップ 3 [コール（Call）]を押します。

デスク電話機とモバイルデバイスの間でコールを移動する

デスクの電話機を使用して、アクティブコールをモバイルデバイスに移動したり、デスクの電話

機に戻したりすることができます。

はじめる前に

携帯電話はデスクの電話機にペアリングされます。

手順

デスクの電話機からモバイルデバイスに（または逆方向に）コールを移動するには、[音声を移動
（Move audio）]を押します。

携帯端末の音量の調整

Phoneと携帯端末の音量コントロールは同期されます。アクティブコールを実行している場合は、
同期のみが実行されます。

はじめる前に

携帯電話はデスクの電話機にペアリングされます。

手順

次のいずれかの操作を行います。

•デスクの電話機で [音量（Volume）] を押します。+を押して音量を上げるか、-を
押して音量を下げます。

•モバイルデバイスの [音量（Volume）]ボタンを押します。

デスクの電話機でモバイルの連絡先を表示する

デスクの電話機で、携帯電話の連絡先リストを表示します。これは、携帯電話にアクセスせずに

連絡先を表示できる便利な方法です。
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はじめる前に

モバイルデバイスとデスクの電話機を接続して使用するには、Bluetoothを使用して 2台の電話を
ペアリングします。モバイルデバイスの連絡先を共有するオプションを選択します。

手順

ステップ 1 デスクの電話機で、[連絡先（Contacts）] を押します。

ステップ 2 一覧から携帯電話を選択します。

モバイルデバイスの連絡先をデスクの電話機に保存する

モバイルデバイスの連絡先リストをデスクの電話機に保存できます。このモバイル連絡先リスト

は、モバイルデバイスを切断したりペアリングを解除したりしても、デスクの電話機に保持され

ます。

はじめる前に

携帯電話はデスクの電話機にペアリングされます。

手順

ステップ 1 [連絡先（Contacts）]ボタン を押します。

ステップ 2 携帯電話を選択します。

モバイルデバイス連絡先リストで連絡先を削除する

デスクの電話機では、モバイル連絡先リストを削除できます。携帯電話の連絡先リストは削除さ

れません。

はじめる前に

携帯電話はデスクの電話機にペアリングされます。

手順

ステップ 1 [連絡先（Contacts）]ボタン を押します。

ステップ 2 携帯電話を選択します。

ステップ 3 [削除（Delete）]にチェックマークを付けます。
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デスクの電話機でモバイル通話履歴を表示する

デスクの電話機に携帯電話のコール履歴を表示できます。

はじめる前に

デスクの電話機でモバイルコール履歴を表示するには、Bluetoothを使用して携帯電話とデスクの
電話機をペアリングします。モバイルコール履歴をデスクの電話機と共有するオプションを選択

します。

手順

デスクの電話機で、[発信（New Call）]を押します。
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第 3 章

連絡先

• 社内ディレクトリ, 47 ページ

• 個人用アドレス帳, 52 ページ

社内ディレクトリ
自分の電話機で同僚の番号を調べることにより、簡単に同僚に電話をかけることができます。管

理者がこのディレクトリを設定し、保守します。

電話機では、Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）ディレクトリ、Broadsoftディレクト
リ、および Cisco XMLディレクトリの 3種類の社内ディレクトリがサポートされています。

社内ディレクトリの連絡先のダイヤル

手順

ステップ 1 [連絡先（Contacts）]ボタン を押します。

ステップ 2 [社内ディレクトリ（Corporate Directory）]を選択します。
ステップ 3 検索条件を選択します。

ステップ 4 検索条件を入力し、[送信（Submit）]を押します。
ステップ 5 連絡先を選択します。

ステップ 6 [ダイヤル（Dial）]を押します。
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Broadsoft ディレクトリ
Broadsoftディレクトリで個人、グループ、企業の連絡先を検索して表示することができるため、
発信が容易になります。管理者が電話機にBroadsoftディレクトリを設定します。このアプリケー
ション機能は、BroadSoftの Extended Services Interface（XSI）を使用します。

Broadsoft ディレクトリの連絡先の検索（簡易検索）

はじめる前に

•管理者が電話機の Broadsoftディレクトリを有効にします。

•ユーザまたは管理者が、[企業（Enterprise）]、[グループ（Group）]、または [個人（Personal）]
として Broadsoftディレクトリのユーザグループタイプをセットアップします。

手順

ステップ 1 [連絡先（Contacts）]ボタン を押します。

ステップ 2 [Broadsoftディレクトリ（Broadsoft Directory）]を選択します。
名前は、Broadsoftディレクトリ用に設定したディレクトリ名として表示されます。

ステップ 3 [簡易検索（Simple Search）]を選択します。
ステップ 4 検索条件を入力し、[送信（Submit）]を押します。

BroadSoft ディレクトリの連絡先の検索（詳細検索）

はじめる前に

[企業（Enterprise）]または [グループ（Group）]として Broadsoftディレクトリのユーザグループ
タイプをセットアップします。

手順

ステップ 1 [連絡先（Contacts）]ボタン を押します。

ステップ 2 [BroadSoftディレクトリ（BroadSoft Directory）]を選択します。
ステップ 3 [詳細検索（Advance Search）]を選択します。
ステップ 4 検索条件を選択します。
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BroadSoftディレクトリの連絡先は、姓、名、ユーザ ID、番号、内線、部門、電子メールで検索で
きます。

ステップ 5 検索条件を入力し、[送信（Submit）]を押します。

Broadsoft ディレクトリの連絡先タイプの編集

手順

ステップ 1 [連絡先（Contacts）]ボタン を押します。

ステップ 2 [Broadsoftディレクトリ（Broadsoft Directory）]を選択します。
ステップ 3 [オプション（Option）]を押します。
ステップ 4 [設定の編集（Edit Settings）]を選択します。
ステップ 5 [タイプ（Type）]フィールドを選択します。

Broadsoftディレクトリの連絡先タイプとして、[エンタープライズ（Enterprise）]、[グループ
（Group）]、または [個人（Personal）]を選択できます。

ステップ 6 [保存（Save）]を押して変更を適用します。

BroadSoft ディレクトリ名の編集

手順

ステップ 1 [連絡先（Contacts）]ボタン を押します。

ステップ 2 [Broadsoftディレクトリ（Broadsoft Directory）]を選択します。
ステップ 3 [オプション（Option）]を押します。
ステップ 4 [設定の編集（Edit Settings）]を選択します。
ステップ 5 [ディレクトリ名（Directory Name）]フィールドを編集します。
ステップ 6 [保存（Save）]を押して変更を適用します。
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Broadsoft ディレクトリのサーバ名の編集

手順

ステップ 1 [連絡先（Contacts）]ボタン を押します。

ステップ 2 [Broadsoftディレクトリ（Broadsoft Directory）]を選択します。
ステップ 3 [オプション（Option）]を押します。
ステップ 4 [設定の編集（Edit Settings）]を選択します。
ステップ 5 [ホストサーバ（Host Server）]を選択します。
ステップ 6 [編集（Edit）]を押してサーバエントリを変更します。
ステップ 7 [ホストサーバ（Host Server）]フィールドを編集します。
ステップ 8 [保存（Save）]を押して変更を適用します。

Broadsoft ディレクトリのユーザ ID の編集

手順

ステップ 1 [連絡先（Contacts）]ボタン を押します。

ステップ 2 [Broadsoftディレクトリ（Broadsoft Directory）]を選択します。
ステップ 3 [オプション（Option）]を押します。
ステップ 4 [設定の編集（Edit Settings）]を選択します。
ステップ 5 [ユーザ ID（UserID）]を選択します。
ステップ 6 [編集（Edit）]を押して Broadsoftディレクトリのユーザ IDを変更します。
ステップ 7 [適用（Apply）]を押して、変更内容を保存します。
ステップ 8 [ユーザ ID（User ID）]フィールドを編集します。
ステップ 9 [保存（Save）]を押して変更を適用します。
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Broadsoft ディレクトリのパスワードの編集

手順

ステップ 1 [連絡先（Contacts）]ボタン を押します。

ステップ 2 [Broadsoftディレクトリ（Broadsoft Directory）]を選択します。
ステップ 3 [オプション（Option）]を押します。
ステップ 4 [設定の編集（Edit Settings）]を選択します。
ステップ 5 [パスワード（Password）]を選択します。
ステップ 6 [編集（Edit）]を押してエントリを変更します。
ステップ 7 [適用（Apply）]を押して、変更内容を保存します。
ステップ 8 [パスワード（Password）]フィールドを編集します。
ステップ 9 [保存（Save）]を押して変更を適用します。

LDAP ディレクトリ
Cisco IP Phoneは Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）v3をサポートしています。名前、
電話番号、またはその両方で指定された LDAPディレクトリを検索できます。Microsoft Active
Directory 2003やOpenLDAPベースのデータベースなどの、LDAPベースのディレクトリがサポー
トされています。

LDAP ディレクトリの連絡先の検索

手順

ステップ 1 [連絡先（Contacts）]ボタン を押します。

ステップ 2 [LDAPディレクトリ（LDAP Directory）]を選択します。
ステップ 3 検索条件を入力します。

連絡先の名と姓で検索できます。

ステップ 4 [送信（Submit）]を押します。
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個人用アドレス帳

個人用アドレス帳への新しい連絡先の追加

手順

ステップ 1 [連絡先（Contacts）]ボタン を押します。

ステップ 2 [個人アドレス帳（Personal Address Book）]を選択します。
ステップ 3 [追加（Add）]を押します。または [選択（Select）]ボタンを押すこともできます。
ステップ 4 名前と 1つ以上の電話番号を入力します。
ステップ 5 連絡先のカスタム着信音を選択します。

ステップ 6 [保存（Save）]を押して、パーソナルディレクトリにエントリを追加します。

設定ユーティリティによる個人用アドレス帳への新しい連絡先の追加

手順

ステップ 1 [設定ユーティリティ（Config Utility）]ページで、[ユーザログイン（User Login）] > [パーソナル
ディレクトリ（Personal Directory）]を選択します。

ステップ 2 [パーソナルディレクトリに追加（Add to Personal Directory）]をクリックします。
ステップ 3 姓、名、番号を追加します。

ステップ 4 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。

個人用アドレス帳の連絡先の検索

手順

ステップ 1 [連絡先（Contacts）]ボタン を押します。

ステップ 2 [個人アドレス帳（Personal Address Book）]を選択します。
ステップ 3 [オプション（Option）] > [検索（Search）]を選択します。
ステップ 4 検索するアドレスエントリを入力し、[送信（Submit）]を押します。
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名前でのみ検索できます（大文字と小文字は区別されません）。番号による検索はサポートされ

ていません。

個人用アドレス帳の連絡先のコール

手順

ステップ 1 [連絡先（Contacts）]ボタン を押します。

ステップ 2 [個人アドレス帳（Personal Address Book）]を選択し、エントリを検索します。
ステップ 3 ダイヤルする個人アドレス帳のエントリを選択します。

ステップ 4 [コール（Call）]を押します。

個人用アドレス帳の連絡先の編集

手順

ステップ 1 [連絡先（Contacts）]ボタン を押します。

ステップ 2 [個人アドレス帳（Personal Address Book）]を選択し、エントリを検索します。
ステップ 3 変更するエントリを選択します。

ステップ 4 [選択（Select）] キーを押します。

ステップ 5 エントリの情報を変更します。

ステップ 6 [保存（Save）]を押して、電話番号を変更します。
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個人用アドレス帳からの連絡先の削除

手順

ステップ 1 [連絡先（Contacts）]ボタン を押します。

ステップ 2 [個人アドレス帳（Personal Address Book）]を選択します。
ステップ 3 [アドレスエントリの検索（Search address entry）]を選択します。
ステップ 4 アドレスエントリを選択し、[オプション（Option）] > [削除（Delete）]を押してエントリを削除

します。
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第 4 章

通話履歴

• 最近の通話リスト, 55 ページ

• 最近の通話履歴を表示する, 55 ページ

• 最近の通話履歴に戻る, 56 ページ

• 最近の通話履歴を消去する, 57 ページ

• 履歴レコードからの連絡先の作成, 57 ページ

• コールレコードの削除 , 57 ページ

• すべてのコールレコードの削除, 58 ページ

最近の通話リスト
履歴リストを使用すると、最近の 180件の個別コールおよびコールグループを確認できます。

履歴リストのサイズが最大になると、次の新しいエントリによりリスト内の最も古いエントリが

上書きされます。

不在着信がある場合、電話機のメインスクリーンに回線の不在着信数が表示されます（最大 99
件の不在着信）。回線からこの件数をクリアするには、履歴リストを表示します。

メインスクリーンに表示される不在着信数は、不在着信リストの実際の着信数と異なる場合があ

ります。履歴リストに 180件を超えるエントリがあるため、一部の不在着信が電話機によってリ
ストから削除されている可能性があります。

最近の通話履歴を表示する
最近誰からコールがあったかを確認できます。

Cisco IP Phone 8800 シリーズマルチプラットフォームフォンユーザガイド (ファームウェアリリース
11.0(0) 用)    

55



回線ごとに不在着信のバッジがあります。電話画面で回線ごとの不在着信数を表示できます。

不在着信バッジの最大は 99です。個別の回線の電話画面ですべてのコールまたは不在着信の
リストを表示すると、選択した回線の不在着信バッジがクリアされます。

不在着信バッジと実際の不在着信数が異なる場合があります。これは、履歴に180コールの制
限があるためです。この制限は、発信コール、不在着信、着信コールで構成されます。また、

不在着信バッジのカウントに追加された古い不在着信がある場合があります。これが履歴リス

トで上書きされることがあります。

（注）

手順

ステップ 1 表示する回線を選択します。

ステップ 2 [通話履歴（Recent）]を選択します。
ステップ 3 すべての最近の通話を表示するか、特定の種類の最近の通話を表示するかを選択します。

•すべてのコール

•不在履歴

•受信コール

•発信コール

ステップ 4 [選択（Select）]を押します。

最近の通話履歴に戻る
一度コールがあった発信元には簡単にコールすることができます。

手順

ステップ 1 [通話履歴（Recent）]を選択します。
ステップ 2 （任意） 必要な回線を選択します。

ステップ 3 ダイヤルするコールレコードを選択します。

ステップ 4 （任意） コールレコードを編集するには [コールの編集（Edit call）]を押します。
ステップ 5 [コール（Call）]を押します。
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最近の通話履歴を消去する
電話機の履歴リストをクリアできます。リストをクリアすると、選択した回線のリストのみがク

リアされます。

手順

ステップ 1 回線を選択します。

ステップ 2 [通話履歴（Recent）]を選択します。
ステップ 3 （任意） 必要な回線を選択します。

ステップ 4 すべての最近の通話を表示するか、特定の種類の最近の通話を表示するかを選択します。

•すべてのコール

•不在履歴

•着信履歴

•発信履歴

ステップ 5 [選択（Select）]を押します。
ステップ 6 [リストの削除（Delete list）]を押します。
ステップ 7 [削除（Delete）]を押します。

履歴レコードからの連絡先の作成

手順

ステップ 1 履歴レコードを表示します。

ステップ 2 [オプション（Options）]を押します。
ステップ 3 [アドレス帳に追加（Add to address book）]を押します。

コールレコードの削除
[通話履歴（Recents）]を編集して、1つのコールを履歴から削除できます。
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手順

ステップ 1 [通話履歴（Recent）]を選択します。
ステップ 2 （任意） 必要な回線を選択します。

ステップ 3 すべての最近の通話を表示するか、特定の種類の最近の通話を表示するかを選択します。

•すべてのコール

•不在履歴

•着信履歴

•発信履歴

ステップ 4 [選択（Select）]を押します。
ステップ 5 削除する個々のレコードまたはコールグループを強調表示します。

ステップ 6 [エントリの削除（Delete entry）]を押します。
ステップ 7 確認のため、再び [削除（Delete）]を押します。
ステップ 8 [戻る（Back）] を押します。

すべてのコールレコードの削除
電話機のすべての通話履歴レコードを削除できます。

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]ボタン を押します。

ステップ 2 [通話履歴（Recent）]を選択します。
ステップ 3 [オプション（Option）] > [すべて削除（delete All）]を選択します。
ステップ 4 確認のため、再び [削除（Delete）]を押します。
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ボイスメール

• ボイスメールアカウント, 59 ページ

• 新しいボイスメッセージの確認, 60 ページ

• ボイスメールへのアクセス, 60 ページ

• 音声ボイスメールへのアクセス, 60 ページ

ボイスメールアカウント
電話機からボイスメッセージに直接アクセスすることができます。ただし、管理者がボイスメー

ルアカウントをセットアップする必要があります。また、ボイスメールシステムにアクセスする

ために電話機をセットアップする必要がある場合もあります。

電話機の [メッセージ（Messages）]ボタンは、ボイスメールシステムへの短縮ダイヤルとして機
能します。

各ボイスメールシステムは異なるため、ボイスメールシステムの使用方法は不明です。ボイス

メールコマンドまたはリモートでボイスメールにアクセスする方法については、ボイスメールシ

ステムのユーザマニュアルを参照するか、管理者に連絡してください。

電話機でのボイスメールのセットアップ

管理者が電話機でボイスメール電話番号をセットアップしていない場合は、自分でセットアップ

することができます。
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手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]ボタン を押します。

ステップ 2 [ユーザ設定（User preferences）] > [コールの設定（Call preferences）]を選択します。
ステップ 3 [ボイスメール（Voice mail）]にボイスメール電話番号を入力します。
ステップ 4 [設定（Set）]を押します。

新しいボイスメッセージの確認
新しいボイスメールメッセージが届いているかどうか確認するには、次のいずれかの表示を調べ

ます。

•ハンドセットのライトストリップが赤色に点灯します。

•不在着信とボイスメールメッセージの数が画面に表示されます。新しいメッセージの数が
99を超えると、プラス（+）記号が表示されます。

•感嘆符（!）は、緊急のボイスメールメッセージを示します。

また、電話回線を使用する際にハンドセット、ヘッドセット、またはスピーカーフォンから断続

トーンが聞こえます。この断続トーンは回線によって異なります。断続トーンは、ボイスメッ

セージがある回線を使用しているときにのみ聞こえます。

関連トピック

[設定ユーティリティ（Configuration Utility）]ページ, （10ページ）

ボイスメールへのアクセス

手順

音声プロンプトに従います。

音声ボイスメールへのアクセス
管理者による電話機のセットアップ方法によっては、メッセージ一覧を確認しなくてもボイスメー

ルを取得できる場合があります。ボイスメールメッセージの一覧を使用し、かつビジュアルガイ

ダンスなしでメッセージにアクセスすることもある場合には、このオプションが便利です。
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手順

ステップ 1 スクリーン上で [音声（Audio）]ソフトキーを押します。
ステップ 2 要求されたら、ボイスメール資格情報を入力します。
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第 6 章

設定

• 呼出音の変更, 64 ページ

• 設定ユーティリティによる内線への着信音の割り当て, 64 ページ

• 特定の状況での電話機からのコールの転送, 65 ページ

• 設定ユーティリティによるコール転送の有効化, 65 ページ

• 特定の回線に対する応答不可をオンにする, 66 ページ

• 設定ユーティリティからすべての回線で DNDをオンにする, 66 ページ

• 非通知着信の拒否, 67 ページ

• 発信者 ID表示のブロック, 67 ページ

• コールの保護, 68 ページ

• ダイヤルアシスタンスの有効化, 68 ページ

• 自動応答ページのセットアップ, 69 ページ

• ボイスメールのセットアップ, 69 ページ

• 時間形式の変更, 69 ページ

• 日付形式の変更, 70 ページ

• スクリーンセーバーの変更, 70 ページ

• 設定ユーティリティによるスクリーンセーバーの設定, 71 ページ

• 壁紙の変更, 73 ページ

• 壁紙写真のダウンロード, 74 ページ

• バックライトの継続時間の調整, 75 ページ

• 設定ユーティリティからのバックライトタイマーの調整, 75 ページ

• 表示モードの変更, 76 ページ
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• 電話機の再起動, 76 ページ

• 言語の設定, 76 ページ

• パスワードの設定, 77 ページ

呼出音の変更

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]ボタン を押します。

ステップ 2 [ユーザ設定（User preferences）] > [オーディオ設定（Audio preferences）] > [内線（n）：呼出音
（Ext (n) - Ring tone）]を選択します。nは内線番号です。

ステップ 3 呼出音のリストをスクロールし、[再生（Play）]を押してサンプルを聞きます。
ステップ 4 [選択（Select）]ソフトキーを押してから、[設定（Set）]ソフトキーを押して選択内容を保存しま

す。

ステップ 5 [戻る（Back）]を押して終了します。

設定ユーティリティによる内線への着信音の割り当て

手順

ステップ 1 [設定ユーティリティ（Configuration Utility）]ページで、[ユーザログイン（User Login）] > [音声
（Voice）] > [内線（n）（Ext(n)）]を選択します。(n)は内線番号です。

ステップ 2 [コール機能の設定（Call Feature Settings）]の下で、[デフォルト呼出音（n）（Default Ring (n)）]
ドロップダウンリストボックスを使用して次のいずれかを指定します。

•呼出音なし（No Ring）

• 1～ 9：使用可能な呼出音のいずれかを選択します。

ステップ 3 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。
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特定の状況での電話機からのコールの転送
電話機が話中状態のときなど、特定の状況でコールが転送されるように電話機をセットアップで

きます。

はじめる前に

特定の状況でコールを転送する前に、電話機でコール転送を有効にする必要があります。

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]ボタン を押します。

ステップ 2 [ユーザ設定（User Preferences）] > [コールの設定（Call Preferences）]を選択します。
ステップ 3 [オン（On）]を選択してコール転送を有効にします。
ステップ 4 有効にする各コール転送サービス用の電話番号を入力します。

• [すべての番号を転送（Forward all number）]：すべての着信コールを特定の電話番号に転送
します。

• [話中の番号を転送（Forward busy number）]：プライマリ回線がアクティブ状態の場合、す
べての着信コールを特定の電話番号に転送します。

• [応答のない番号を転送（Fwd no answer number）]：応答されない着信コールを転送します。

• [応答なし転送の遅延（Fwd no answer delay）]：応答遅延時間を割り当てます。
管理者が電話機の機能キー同期（FKS）を無効にしている場合は、コールの転送が必要とな
るまでの秒数として値を入力することができます。

管理者が電話機の機能キー同期（FKS）を有効にしている場合は、コールの転送が必要とな
るまでの呼出音の回数として値を入力することができます。

ステップ 5 [設定（Set）]を押します。

設定ユーティリティによるコール転送の有効化
[設定ユーティリティ（ConfigurationUtility）]ページからコール転送の設定を有効にする場合は、
次のタスクを実行します。
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手順

ステップ 1 [設定ユーティリティ（Configuration Utility）]ページで、[ユーザログイン（User Login）] > [詳細
（advanced）] > [音声（Voice）] > [ユーザ（User）]をクリックします。

ステップ 2 [コール転送（Call Forward）]の下で、[コール転送設定（CFWD Setting）]の [はい（Yes）]を選
択します。

ステップ 3 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。

特定の回線に対する応答不可をオンにする
特定の作業に集中したいときに応答不可（DND）機能を設定すると、電話機をサイレント状態に
して着信コール通知を抑止できます。すべての着信コール通知を抑止することも、特定の通話者

の通知を抑止することもできます。

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]ボタン を押します。

ステップ 2 [ユーザ設定（User preferences）] > [コールの設定（Call preferences）] > [応答不可（Do not disturb）]
を選択します。

ステップ 3 リストから特定の回線を選択します。

ステップ 4 [オン（On）]を押して DNDをオンにするか、[オフ（Off）]を押してオフにします。
ステップ 5 を押して終了します。

設定ユーティリティからすべての回線で DND をオンにす
る

手順

ステップ 1 [設定ユーティリティ（Configuration Utility）]ページで、[ユーザログイン（User Login）] > [音声
（Voice）] > [ユーザ（User）]を選択します。

ステップ 2 [補足サービス（Supplementary Services）]の下で、[DND設定（DND Settings）]を [はい（Yes）]
に設定します。
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管理者が機能キー同期（FKS）を有効にしていない場合は、すべての回線でDNDをオンにできま
す。

ステップ 3 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。

非通知着信の拒否
発信者情報のない着信コールをブロックできます。

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]ボタン を押します。

ステップ 2 [ユーザ設定（User preferences）] > [コールの設定（Call Preference）] > [非通知着信拒否（Block
anonymous call）]を選択します。

ステップ 3 発信者情報を持たないコールをブロックする場合は [オン（On）]を選択し、コールを許可する場
合は [オフ（Off）]を選択します。

ステップ 4 [設定（Set）]を選択して、設定を保存します。
ステップ 5 を押して終了します。

発信者 ID 表示のブロック
コール先の相手から発信者の名前と番号を隠すことができます。

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]ボタン を押します。

ステップ 2 [ユーザ設定（User preferences）] > [コールの設定（Call preference）] > [発信者 IDのブロック（Block
caller ID）]を選択します。

ステップ 3 発信者 IDの表示をブロックする場合は [オン（On）]を押し、発信者 IDの表示を許可する場合は
[オフ（Off）]を押します。

ステップ 4 [設定（Set）]を選択して変更内容を適用します。
ステップ 5 を押して終了します。
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コールの保護
コールを暗号化して、盗聴者から保護することができます。すべての発信コールまたは特定のコー

ルに対してセキュアコール機能をセットアップできます。

セキュアコールが有効になっている場合、ダイヤルされた電話番号の横にロックアイコンが表示

されます。

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]ボタン を押します。

ステップ 2 [ユーザ設定（User preferences）] > [コールの設定（Call preference）] > [セキュアコール（Secure
call）]を選択します。

ステップ 3 セキュアコール機能を有効にする場合は [オン（On）]を押し、セキュアコール機能を無効にす
る場合は [オフ（Off）]を押します。

ステップ 4 [設定（Set）]を選択して変更内容を適用します。
ステップ 5 を押して終了します。

ダイヤルアシスタンスの有効化
新しいコールを発信すると、ダイヤルアシスタンスウィンドウに、ディレクトリおよび通話履歴

リスト内のエントリに近く一致する電話番号が表示されます。

はじめる前に

管理者が電話機の機能を有効にします。

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]ボタンを押します。
ステップ 2 [ユーザ設定（User Preferences）] > [コールの設定（Call Preferences）] > [ダイヤルアシスタンス

（Dial assistance）]を選択します。
ステップ 3 [オン（On）]を押してダイヤルアシスタンスを有効にするか、[オフ（Off）]を押して無効にしま

す。

ステップ 4 [設定（Set）]を押して、モードを適用します。
ステップ 5 [戻る（Back）]を押して [コールの設定（Call Preferences）]画面に戻ります。
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自動応答ページのセットアップ

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]ボタン を押します。

ステップ 2 [ユーザ設定（User preferences）] > [コールの設定（Call preference）] > [自動応答ページ（Auto
answer page）]を選択します。

ステップ 3 [オン（On）]を押して自動応答ページを有効にするか、[オフ（Off）]を押して自動応答ページを
無効にします。

ステップ 4 [設定（Set）]を押して、変更内容を保存します。
ステップ 5 を押して終了します。

ボイスメールのセットアップ

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]ボタン を押します。

ステップ 2 [ユーザ設定（User preferences）] > [コールの設定（Call preferences）] > [ボイスメール（Voice
mail）]を選択します。

ステップ 3 ボイスメールを確認する電話番号を入力します。

[メッセージ（Messages）] ボタンを押すと、ボイスメール番号がダイヤルされ、ボイスメッ

セージリストが表示されます。

ステップ 4 [設定（Set）]を押して、割り当てられた番号を確認します。
ステップ 5 を押して終了します。

時間形式の変更
電話画面に表示される現在時刻の形式を変更できます。
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手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]ボタン を押します。

ステップ 2 [デバイス管理（Device administration）] > [日時（Date/Time）] > [時間形式（Time format）]を選択
します。

ステップ 3 時間形式を選択し、[設定（Set）]を押して変更を適用します。
ステップ 4 を押して終了します。

日付形式の変更
電話画面に表示する日付形式を変更することができます。

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]ボタン を押します。

ステップ 2 [デバイス管理（Device administration）] > [日時（Date/Time）] > [日付形式（Date format）]を選択
します。

ステップ 3 日付形式を選択し、[設定（Set）]を押して変更を適用します。
ステップ 4 を押して終了します。

スクリーンセーバーの変更
電話機のスクリーンセーバーを有効にして、スクリーンセーバーの見た目と、スクリーンセー

バーが表示されるまでの電話機のアイドル時間の長さを指定することができます。

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]ボタン を押します。

ステップ 2 [ユーザ設定（User preferences）] > [画面設定（Screen preferences）] > [スクリーンセーバー（Screen
saver）]を選択します。

ステップ 3 [オン（On）]を選択してスクリーンセーバーを有効にするか、[オフ（Off）]を押してスクリーン
セーバーをオフにします。

ステップ 4 設定を変更するには、[スクリーンセーバーの設定（Screen saver settings）]を選択します。
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• [スクリーンセーバーのタイプ（Screen saver type）]：次のオプションのいずれかを選択しま
す。

• [画像ローテーション（PictureRotation）]：画面に壁紙として利用可能な画像が順に表示
されます。

• [現在の壁紙（CurrentWallpaper）]：背景画像を表示します。このオプションを選択する
場合は、壁紙のサイズが 800x480ピクセルであることを確認してください。

• [ロック（Lock）]：電話画面の壁紙の上にロックアイコンを表示します。

• [トリガー間隔（Trigger interval）]：スクリーンセーバーがオンになるまでの、電話機がアイ
ドル状態となっている秒数を入力します。

• [更新間隔（Refresh interval）]：スクリーンセーバーが更新されるまでの秒数を入力します
（画像のローテーションを選択した場合など）。

ステップ 5 [設定（Set）]を押します。

設定ユーティリティによるスクリーンセーバーの設定
電話機のスクリーンセーバーを設定できます。電話機のアイドル状態が一定時間続く、スクリー

ンセーバーモードに切り替わります。

いずれかのボタンを押すと、電話機が通常モードに戻ります。ユーザパスワードが設定されてい

る場合は、スクリーンセーバーモードを終了する際にユーザパスワードの入力が要求されます。

手順

ステップ 1 [設定ユーティリティ（Configuration Utility）]ページで、[ユーザログイン（User Login）] > [音声
（Voice）] > [ユーザ（User）]を選択します。

ステップ 2 [画面（Screen）]セクションで、[スクリーンセーバーの有効化（Screen Server Enable）]フィール
ドの [はい（Yes）]を選択します。

ステップ 3 以下の表の説明に従ってフィールドをセットアップします。

説明パラメータ

電話機のスクリーンセーバーを有効にします。電話機のアイドル状態が一

定時間続く、スクリーンセーバーモードに切り替わります。

デフォルト：[いいえ（No）]

スクリーンセー

バーの有効化

（Screen Server
Enable）
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説明パラメータ

スクリーンセーバーのタイプです。次のオプションを選択できます。

• [クロック（Clock）]：壁紙を背景に丸い時計を表示します。

• [画像ローテーション（Picture Rotation）]：画面に壁紙として利用可能
な画像が順に表示されます。

• [現在の壁紙（Current Wallpaper）]：背景画像を表示します。このオプ
ションを選択する場合は、壁紙のサイズが 800x480ピクセルであるこ
とを確認してください。

• [ロック（Lock）]：スクリーンセーバーのロックを有効にします。

スクリーンセー

バーのタイプ

（Screen saver
type）

スクリーンセーバーが表示されるまでのアイドル時間の長さです。

スクリーンセーバーが開始されるまでのアイドル時間の秒数を入力します。

デフォルト：300

スクリーンセー

バー待機（Screen
Saver Wait）

スクリーンセーバーが更新されるまでの秒数です（画像のローテーション

を選択した場合など）。

スクリーンセー

バーの更新間隔

（Screen Saver
Refresh Period）

バックライトタイマーがオンになる秒数です。バックライトタイ

マー（Back Light
Timer）

目的の明るさの値です。画面の明るさ

（Display
Brightness）

電話画面に表示されるロゴのタイプです。次のオプションを選択できます。

•デフォルト

•ダウンロード画像（Download Picutre）

•テキストロゴ（Text Logo）

ロゴタイプ（Logo
Type）
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説明パラメータ

電話機の起動時に表示するテキストロゴです。たとえば、サービスプロバ

イダーは、次のようにロゴテキストを入力できます。

•テキストは最大 2行です

•各行は 32文字未満である必要があります

•行の間には改行文字（\n）を挿入します

•エスケープコード %0aを挿入します

たとえば、
Super\n%0aTelecom

表示：

Super
Telecom

書式設定にスペースを追加するには、+文字を使用します。たとえば、テキ
ストの前後に複数の+文字を追加して、テキストを中央に配置することがで
きます。

テキストロゴ

（Text Logo）

[ダウンロード画像（Download Picture）]に設定されている場合、画像をダ
ウンロードして電話画面の背景をカスタマイズできます。

背景画像のタイプ

（Background
Picture Type）

電話画面の背景に表示する（.png）ファイルを示す URLです。

新しい壁紙をダウンロードするために正しくない URLを入力すると、電話
は新しい壁紙にアップグレードすることができず、既存のダウンロードされ

た壁紙を表示します。電話機に以前にダウンロードした壁紙がない場合は、

グレーの画面が表示されます。

画像のダウンロー

ド URL（Picture
Download URL）

ステップ 4 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。

壁紙の変更
管理者は、電話機の壁紙を、利用できるいずれかの壁紙に変更することを許可する場合がありま

す。
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手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]ボタン を押します。

ステップ 2 [ユーザ設定（User Preferences）] > [画面設定（Screen preferences）] > [壁紙（Wallpaper）]を選択
します。

ステップ 3 壁紙オプションを選択して、次の任意の手順を実行します。

• [表示（View）]を押して、イメージが電話スクリーンにどのように表示されるかをプレビュー
します。

• [選択（Select）]を押して、壁紙を電話機に適用します。

ステップ 4 を押して終了します。

壁紙写真のダウンロード
電話画面の背景をカスタマイズするために画像をダウンロードすることができます。

手順

ステップ 1 [設定ユーティリティ（Configuration Utility）]ページで、[ユーザログイン（User Login）] > [音声
（Voice）] > [ユーザ（User）]を選択します。

ステップ 2 [画面（Screen）]セクションで、[背景画像のタイプ（Background Picture Type）]フィールドの [ダ
ウンロード画像（Download Picture）]を選択します。

ステップ 3 カスタム壁紙を TFTPまたは HTTPサーバにアップロードします。
画像は 800 X 480ピクセルの寸法を持つ .jpgファイルである必要があります。

ステップ 4 [画像のダウンロードURL（PictureDownloadURL）]フィールドに、壁紙画像がアップロードされ
ているパスを入力します。

URLには、TFTPまたは HTTPサーバ名（または IPアドレス）、ディレクトリ、ファイル名が含
まれている必要があります。

例：

http://10.64.84.147/pictures/image04_800x480x24.jpg

新しい壁紙をダウンロードするために正しくないURLを入力すると、電話は新しい壁紙にアップ
グレードすることができず、既存のダウンロードされた壁紙を表示します。電話機に以前にダウ

ンロードした壁紙がない場合は、グレーの画面が表示されます。

ステップ 5 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。
背景画像 URLを変更した後は、電話機は再起動しません。
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壁紙は、電話機の LCDメニューでのみ設定または削除できます。

バックライトの継続時間の調整

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]ボタン を押します。

ステップ 2 [ユーザ設定（User preferences）] > [画面設定（Screen preferences）] > [バックライトタイマー
（Backlight timer）]を選択します。

ステップ 3 [編集（Edit）]または [選択（Select）]ボタンを押します。
ステップ 4 リストをスクロールして、バックライトがオンのままになる継続時間を選択します。

• 1分

• 5分

• 30分

•常時オン

デフォルト値は 5分で
す。

（注）

ステップ 5 [設定（Set）]を押して、選択内容を適用します。

設定ユーティリティからのバックライトタイマーの調整
プリセットされた時間に各電話機のバックライトを無効にすることで電力を節約できます。

手順

ステップ 1 [設定ユーティリティ（Configuration Utility）]ページで、[ユーザログイン（User Login）] > [詳細
（Advanced）] > [音声（Voice）] > [ユーザ（User）]を選択します。

ステップ 2 [画面（Screen）]の下で、[バックライトタイマー（Back Light Timer）]パラメータの期間を選択
します。

ステップ 3 [画面の明るさ（Display Brightness）]フィールドで、目的の明るさの数値を入力します。
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表示モードの変更

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]ボタン を押します。

ステップ 2 [ユーザ設定（User preferences）] > [アテンダントコンソール設定（Attendant console preferences）]
> [表示モード（Display mode）]を選択します。
次のオプションを使用できます。

•名前

• Ext

•両方

ステップ 3 表示モードを選択して [設定（Set）]を押します。

電話機の再起動
ソフトウェアアップグレードやその他の変更を有効にするために、電話機を再起動する必要があ

る場合があります。設定やその他のカスタマイズは変更されません。

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]ボタン を押します。

ステップ 2 [デバイス管理（Device administration）] > [再起動（Restart）]を選択します。
ステップ 3 [OK]を選択して、電話機の再起動を確認します。

言語の設定
電話機の設定によっては、電話機で使用される言語を変更できます。
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手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]ボタン を押します。

ステップ 2 [デバイス管理（Device administration）] > [言語（Language）]を選択します。
ステップ 3 使用可能な言語のリストから言語を選択します。

ステップ 4 [保存（Save）]を選択します。

パスワードの設定
ネットワークセキュリティを維持するために、電話機のパスワードは定期的に再設定してくださ

い。盗難を避けるため、すべてのパスワードを安全な場所に保管してください。

はじめる前に

既存のパスワードが必要です。

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]ボタン を押します。

ステップ 2 [デバイス管理（Device administration）] > [パスワードの設定（Set password）]を選択します。
ステップ 3 [旧パスワード（Old password）]フィールドに現在使用しているパスワードを入力します。
ステップ 4 [新しいパスワード（New password）]フィールドと [新しいパスワードの再入力（Reenter new

password）]フィールドに新しいパスワードを入力します。
ステップ 5 [保存（Save）]を選択します。
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第 7 章

アクセサリ

• サポートされるアクセサリ, 79 ページ

• 電話機に関連付けられたアクセサリを表示する, 80 ページ

• ヘッドセット, 80 ページ

• Cisco IP Phoneキー拡張モジュールセットアップの概要, 87 ページ

サポートされるアクセサリ
電話機では、ヘッドセット、マイクロフォン、スピーカーなど、各種のアクセサリを使用できま

す。次の表は、電話機ごとに使用できるアクセサリを示しています。

次の表で、Xは特定の電話機モデルでアクセサリがサポートされることを示し、ダッシュ（-）は
サポートされないことを示します。

表 3：Cisco IP Phone 8800 シリーズのアクセサリサポート

Cisco IP Phoneタイプアクセサリ

8861885188418811

サードパーティ製アクセサリ

XXXXアナログヘッドセット

XXXXアナログワイ

ドバンド

XX——Bluetooth

XX——USB
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Cisco IP Phoneタイプアクセサリ

8861885188418811

X———外部 PCマイクロフォ

ン

X———外部 PCスピーカー

電話機に関連付けられたアクセサリを表示する
ヘッドセットジャック、Bluetooth、またはUSBポートを使用して、電話機に外部ハードウェアを
接続することができます。アクセサリリストには、アナログヘッドセットがデフォルトで含まれ

ています。このヘッドセットは、ワイドバンドを有効にするように設定できます。

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]ボタン を押します。

ステップ 2 次のオプションのいずれかを選択します。

• [ステータス（Status）] > [アクセサリ（Accessories）]

• [Bluetooth] > [デバイス（Devices）]

ステップ 3 （任意） アクセサリを選択して、[詳細の表示（Show detail）]を押します。
ステップ 4 [終了（Exit）]を押します。

ヘッドセット
ヘッドセットの製造者に問い合わせて、ご使用のシスコ電話機で使用できるかどうかを確認して

ください。

アクティブコール中にヘッドセットを電話機に差し込むと、オーディオパスが自動的にヘッド

セットに切り替わります。

標準ヘッドセット

デスクの電話機では標準のヘッドセットを使用できます。
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標準ヘッドセットの接続

標準ヘッドセットは電話機の背面に差し込みます。

手順

電話機背面のジャックにヘッドセットを差し込み、ケーブルチャネルの中にケーブルを押し込み

ます。

ワイドバンド標準ヘッドセットのセットアップ

広帯域オーディオに対応するヘッドセットを使用できます。広帯域オーディオでは、ヘッドセッ

トから聞こえる音声の質が改善されます。

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]ボタン を押します。

ステップ 2 [ステータス（Status）] > [アクセサリ（Accessories）] > [アナログヘッドセット（Analog headset）]
> [セットアップ（Setup）]を選択します。

ステップ 3 [オン（On）]または [オフ（Off）]を押してアナログヘッドセット用ワイドバンドを有効または
無効にします。

ステップ 4 [戻る（Return）] を押します。

USB ヘッドセット
電話機に USBポートがある場合は、USBヘッドセットをコールに使用できます。
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電話機に複数の USBポートがある場合、一度に接続できる USBヘッドセットは 1つのみです。

サポートされるヘッドセットの一覧については、『Unified Communications Endpoint and Client
Accessories』を参照してください。一覧に含まれないUSBヘッドセットをUSBポートに接続して
も正常に機能しない場合があります。詳細については、USBヘッドセットの製造元が提供するマ
ニュアルを参照してください。

USB ヘッドセットの接続
電話機で USBヘッドセットを使用するときには、次の点に注意してください。

•同時に使用できるヘッドセットは 1台のみです。最後に接続されたヘッドセットがアクティ
ブヘッドセットとなります。

•アクティブコール中に USBヘッドセットを取り外すと、音声が自動的にスピーカーに変更
されます。

•アクティブコール中に USBヘッドセットを取り付けると、音声が USBヘッドセットに変更
されます。

手順

USBヘッドセットのプラグを電話機の USBポートに差し込みます。

Bluetooth ヘッドセット
電話機が Bluetoothに対応している場合は、Bluetoothヘッドセットをコールに使用できます。

電話機で Bluetoothヘッドセットを使用するときには、次の点に注意してください。

• Bluetoothヘッドセットと標準ヘッドセットの両方が電話機に接続されている場合、動作する
のは常に一方のタイプのヘッドセットだけです。一方のヘッドセットを有効にすると、他方

は自動的に無効になります。

• USBヘッドセットを使用する場合、Bluetoothおよびアナログヘッドセットはどちらも無効
になります。USBヘッドセットを取り外した場合、Bluetoothヘッドセットまたは標準ヘッド
セットを有効にする必要があります。

•ヘッドセットの最適なカバレッジを確保するには、Bluetoothヘッドセットを電話機から 3 m
（10フィート）以内の範囲で使用してください。

•電話機は、Bluetoothハンズフリープロファイルをサポートしています。Bluetoothヘッドセッ
トでサポートされている場合、次の機能を Bluetoothヘッドセットから実行できます。

◦コールの応答（Answer a call）

◦コールの終了（End a call）

◦ヘッドセットのコールの音量を変更する
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◦番号をリダイヤルする

◦発信者 IDを表示する

◦コールを拒否する

◦コールを即転送する

◦着信コールに応答してコールを保留にする

◦着信コールに応答してコールを終了する

詳細については、Bluetoothヘッドセットの製造元から提供されたマニュアルを参照してください。

関連トピック

Bluetoothと電話機, （18ページ）
Cisco IP Phone 8800シリーズ
ペアリングされた Bluetoothデバイスの表示, （43ページ）
モバイルデバイスとデスクの電話機, （41ページ）
モバイルデバイスとデスクの電話機, （41ページ）

Bluetooth をオンまたはオフにする

Bluetoothがアクティブの場合、Bluetoothアイコン が電話スクリーンのヘッダーに表示されま

す。

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]ボタン を押します。

ステップ 2 [Bluetooth]を選択します。
ステップ 3 [オン（On）]または [オフ（Off）]を押します。
ステップ 4 [設定（Set）]を選択します。
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Bluetooth ヘッドセットの追加

手順

ステップ 1 Bluetoothヘッドセットを検出可能にします。
ステップ 2 [アプリケーション（Applications）]ボタン を押します。

ステップ 3 [Bluetooth] > [デバイス（Devices）]を選択します。
ステップ 4 [スキャン（Scan）]を選択します。
ステップ 5 ヘッドセットを選択し、[接続（Connect）]を押します。
ステップ 6 （任意） プロンプトが表示されたら、ヘッドセットの PINを入力します。

Bluetooth ヘッドセットの切断
Bluetoothヘッドセットを別のデバイスで使用するには、先に接続を切断してください。

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]ボタン を押します。

ステップ 2 [Bluetooth] > [デバイス（Devices）]を選択します。
ステップ 3 Bluetoothヘッドセットを選択します。
ステップ 4 [切断（Disconnect）]を押します。

Bluetooth ヘッドセットの削除
電話機で以後 Bluetoothヘッドセットを使用しない場合は、ヘッドセットを削除します。

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]ボタン を押します。

ステップ 2 [Bluetooth] > [デバイス（Devices）]を選択します。
ステップ 3 Bluetoothヘッドセットを選択して、[削除（Delete）]を押します。
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ワイヤレスヘッドセット

電話機でほとんどのワイヤレスヘッドセットを使用できます。サポートされているヘッドセット

のリストについては、http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/uc_endpoints_
accessories.html [英語]を参照してください。

ヘッドセットの接続および機能の使用については、ワイヤレスヘッドセットのマニュアルを参照

してください。

コール中のヘッドセットの切り替え

アナログヘッドセット、Bluetoothヘッドセット、USBヘッドセットを同時に電話機に接続できま
す。ただし、同時に使用できるヘッドセットは 1台のみです。

複数のヘッドセットを電話機に接続したときは、電話機のヘッドセットキーを押して通話中に

ヘッドセットを切り替えることができます。電話機は複数のデバイスに接続されていますが、優

先されるオーディオデバイスとして次の優先順位で特定のヘッドセットが選択されます。

• USBヘッドセット、Bluetooth、アナログヘッドセットを電話機に接続した場合、USBヘッ
ドセットを優先されるオーディオデバイスにできます。

• Bluetoothとアナログヘッドセットを電話機に接続した場合、Bluetoothデバイスを優先され
るオーディオデバイスにできます。

•アナログヘッドセットのみを電話機に接続した場合、アナログヘッドセットが優先される
オーディオデバイスになります。

手順

ステップ 1 コールの発信または応答の前に、[ヘッドセット（Headset）]を押します。
ステップ 2 （任意） 発信する場合は、番号をダイヤルします。

コール用のオーディオデバイスの指定

アナログヘッドセット、Bluetoothヘッドセット、USBヘッドセットを同時に電話機に接続できま
す。ただし、同時に使用できるヘッドセットは 1台のみです。

複数のヘッドセットを電話機に接続した場合、コールに使用するオーディオデバイスを選択でき

ます。回線キーまたは対応するソフトキーを使用してコールの発信または応答を行うときに、選

択内容が適用されます。

[優先オーディオデバイス（Preferred audio device）]で選択した設定に基づいて、オーディオデバ
イスが選択されます。
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手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]ボタンを押します。
ステップ 2 [ユーザ設定（User preferences）] > [オーディオ設定（Audio preferences）] > [優先オーディオデバ

イス（Preferred audio device）]を選択します。
ステップ 3 次のいずれかのオプションを選択します。

• [なし（None）]：最後に使用したオーディオデバイスを選択します。

• [スピーカー（Speaker）]：オーディオデバイスとしてスピーカーフォンを選択します。

• [ヘッドセット（Headset）]：オーディオデバイスとしてヘッドセットを選択します。ヘッド
セットの優先順位は、USB（高）、Bluetooth（中）、ヘッドセット（低）です。

• [Bluetooth]：オーディオデバイスとして Bluetoothを選択します。優先順位は、Bluetooth
（高）、USB（中）、アナログヘッドセット（低）です。

ステップ 4 [設定（Set）]を押します。

コール用のオーディオパスの動的な選択

アナログヘッドセット、Bluetoothヘッドセット、USBヘッドセットを同時に電話機に接続できま
す。ただし、一度に使用できるのは 1台のみです。

複数のヘッドセットを電話機に接続すると、コール中に使用されるオーディオパスは、接続され

ているオーディオデバイスに基づいて変更されます。

手順

ステップ 1 （任意） アナログヘッドセットと Bluetoothヘッドセットを電話機に接続してコールしていると
きに、USBヘッドセットを接続します。
コールが USBヘッドセットに切り替わります。

ステップ 2 （任意） 電話機に接続された USBヘッドセットを使用してコールしているときに、USBヘッド
セットを外します。

Bluetoothヘッドセットが接続されている場合は、コールがそのヘッドセットに切り替わります。
それ以外の場合は、コールがスピーカーに切り替わります。

ステップ 3 （任意）電話機に接続されたBluetoothヘッドセットを使用してコールしているときに、Bluetooth
ヘッドセットの接続を切断します（つまり、範囲外に移動するか、ヘッドセットの電源を切りま

す）。
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USBヘッドセットが接続されている場合は、コールがそのヘッドセットに切り替わります。それ
以外の場合は、コールがアナログヘッドセットに切り替わります。

ステップ 4 （任意）アナログヘッドセットとUSBヘッドセットを電話機に接続してコールしているときに、
Bluetoothヘッドセットを接続します。
コールが Bluetoothヘッドセットに切り替わります。

Cisco IP Phone キー拡張モジュールセットアップの概要
Cisco IP Phone 8800キー拡張モジュールは、ラインアピアランス、短縮ダイヤル、またはプログ
ラム可能ボタンを電話機に追加します。プログラム可能ボタンは、電話回線ボタン、スピードダ

イヤルボタンまたは電話機能ボタンとして設定できます。

Cisco IP Phone 8800キー拡張モジュールは、プログラム可能ボタンを電話機に追加します。プロ
グラム可能ボタンは、電話回線ボタン、スピードダイヤルボタンまたは電話機能ボタンとして設

定できます。

次の表に、電話機のモデルと、各モデルでサポートされるキー拡張モジュールの数を示します。

表 4：Cisco IP Phone とサポートされるキー拡張モジュール

サポートされるキー拡張モジュールCisco IP Phone モデル

2つ、72の回線またはボタンを提供Cisco IP Phone 8851

3つ、108の回線またはボタンを提供Cisco IP Phone 8861

Cisco IP Phone 8800 キー拡張モジュールボタンとハードウェア
次の表では、キー拡張モジュールの機能について説明します。
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LCDスクリーン：電話番号、短縮ダイヤル番号（または名前などのテキストラベ
ル）、電話機サービス、電話機の機能、または各ボタンに割り当てられたプライバ

シーが表示されます。

回線ステータスを示すアイコンの外観と機能は、キー拡張モジュールが接続されてい

る電話機のアイコンと似ています。

ライト付きボタン：18個のボタン。モードに応じて、各ボタンまたはボタンペアが
1つの回線に対応します（電話機の場合と同じです）。詳しくは、この表の後にある
2列モードの説明を参照してください。各ボタンの下のライトは、対応する回線の状
態を次のように示します。

• 消灯：ボタンが設定されていません。

• 緑色に点灯：回線が正常に設定されて登録され、アイドル状態になっていま

す。

• 赤色に点灯：回線が使用中であり、アクティブなコールがあります。

• オレンジ色に点灯または点滅：この機能のセットアップ中に設定エラーが発

生しました。

1
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シフトボタン：2つのボタンがあります。各ボタンは、18個のボタンがある 1つの
ページに対応しています。最初のページのボタンには 1、第 2ページのボタンには 2
のラベルが付きます。各ボタンのライトは、ページの状態を次のように示します。

•
緑色に点灯：ページを表示中。

•
消灯：ページが非表示。

•
オレンジ色に点灯：ページが非表示で、ページ上にアラート状態のコー

ルが 1つ以上ある。

2

2列モードでキー拡張モジュールを表示するよう、管理者が設定します。

2列モード

2列モードでは、画面の左右の各ボタンに異なる電話番号、短縮ダイヤル番号（または名前
などのテキストラベル）、電話サービス、または電話機能が割り当てられます。この設定

では、キー拡張モジュールでページ 1に最大 18個、ページ 2に最大 18個の項目が表示され
ます。

図 5：キー拡張モジュール（2 列の場合）

画面の明るさの調整

キー拡張モジュール画面の明るさを変更して、画面を見やすくすることができます。
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手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]ボタン を押します。

ステップ 2 [ユーザ設定（User preferences）] > [アテンダントコンソール設定（Attendant console preferences）]
を選択します。

ステップ 3 4～ 15の範囲内の数を入力してください。
ステップ 4 [設定（Set）]を押します。

キー拡張モジュールでの短縮ダイヤルの変更

キー拡張モジュールの回線キーのいずれかが短縮ダイヤルとして設定されている場合、回線キー

を押して短縮ダイヤル番号を変更できます。また、[設定ユーティリティ（Configuration Utility）]
ページの [ユニット（Unit）]フィールドでこの変更を確認することができます。キー拡張モジュー
ルの回線キーが、BLF、BLF +コールピックアップ、BLF +コールパーク、またはコールパーク
として設定されている場合は、回線キーを押したときに短縮ダイヤル番号を変更することはでき

ません。

手順

ステップ 1 キー拡張モジュールの短縮ダイヤルキーを 2秒以上押します。
ステップ 2 [短縮ダイヤルの定義（Define Speed Dial）]ウィンドウで、キー拡張モジュールの短縮ダイヤル

キーを押したときにコールする短縮ダイヤルの名前と電話番号を追加します。

ステップ 3 [保存（Save）]を押します。
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第 8 章

製品の安全性とセキュリティ

• 安全性とパフォーマンスに関する情報, 91 ページ

• FCC準拠宣言, 93 ページ

• シスコ製品のセキュリティの概要, 93 ページ

• 重要なオンライン情報, 94 ページ

安全性とパフォーマンスに関する情報

停電

電話機を経由して緊急サービスにアクセスするには、その電話機が電力を受信する必要がありま

す。停電が発生した場合、電源が復旧するまでは、電話サービスおよび緊急コールサービスダイ

ヤルが機能しません。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、電話サービスおよび緊急コールサービスダイヤルを利用する必要があります。

外部デバイス

不要な無線周波数（RF）信号および可聴周波数（AF）信号を遮断する高品質の外部デバイスを使
用することをお勧めします。外部デバイスには、ヘッドセット、ケーブル、コネクタが含まれま

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、次の方法で対処することをお勧めします。

• 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。
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•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、およびコネクタのパフォーマンスを保証できません。

欧州連合諸国では、EMC Directive（89/336/EC）に完全に準拠した外部スピーカー、マイクロ
フォン、ヘッドセットだけを使用してください。

注意

Bluetooth ワイヤレスヘッドセットのパフォーマンス
ヘッドセットが Bluetoothに対応している場合、Cisco IP Phoneは Bluetooth Class 2テクノロジーを
サポートします。Bluetoothでは、30フィート（10m）以内の範囲の低帯域幅でワイヤレス接続を
行えます。最大のパフォーマンスが得られるのは、1～ 2 m（3～ 6フィート）の範囲内です。
ヘッドセットは 5個まで接続できますが、最後に接続されたヘッドセットだけがデフォルトとし
て使用されます。

混信する可能性があるため、802.11b/gデバイス、Bluetoothデバイス、電子レンジ、大きな金属物
をワイヤレスヘッドセットから遠ざけてことをお勧めします。

Bluetoothワイヤレスヘッドセットを、電話機から直接見える場所で使用する必要はありません。
ただし、壁やドアなどの障害物や、他の電子機器からの干渉により、接続が影響を受けることが

あります。

フォンに電力を供給する方法

次の 2つの方法のいずれかを使用して、フォンに電力を供給できます。

•電源ケーブルを使用して、電話機に電力を供給します。

•ネットワークが Power over Ethernet（PoE）をサポートしている場合、電話機をネットワーク
に接続することによって電力を供給できます。イーサネットケーブルの一端をイーサネット

電話ポート に、他端をネットワークに接続します。

ネットワークが PoEをサポートしているかどうか不明な場合は、管理者に確認してください。

ネットワーク輻輳時の電話機の挙動

ネットワークパフォーマンスの低下の原因となるものは、Cisco IPPhoneの音声とビデオの品質に
も影響を及ぼすため、場合によっては、コールがドロップする可能性があります。ネットワーク

パフォーマンスの低下は、次のような原因が考えられます。

•内部ポートスキャンやセキュリティスキャンなどの管理タスク

•サービス拒否攻撃など、ネットワーク上で発生した攻撃
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FCC 準拠宣言
連邦通信委員会（FCC）は、次の項目に関する準拠宣言を義務付けています。

FCC Part 15.21 に関する宣言
装置に対し、準拠に責任を負う関係者によって明示的に承認されていない変更または修正を加え

ると、ユーザがこの装置を使用する権利は無効になります。

FCC RF 被曝に関する宣言
本機器は、制御されていない環境に対して規定された FCC被曝制限に準拠しています。エンド
ユーザは、特定の操作指示に従い、RF被曝に関する準拠事項を満たす必要があります。このトラ
ンスミッタは、ユーザから 20 cm以上離して使用する必要があり、他のアンテナまたはトランス
ミッタと同じ場所に配置したり、同時に操作したりすることはできません。

FCC レシーバおよびクラス B デジタル装置に関する宣言
この製品はテスト済みであり、FCCルール Part 15に規定されたクラスBデジタル装置の仕様に準
拠しています。これらの制限は、住宅地で使用したときに、干渉を防止する適切な保護を規定し

ています。この装置は、無線周波エネルギーを生成、使用、または放射する可能性があり、指示

に従って設置および使用しなかった場合、ラジオおよびテレビの受信障害が起こることがありま

す。ただし、特定の設置条件において干渉が起きないことを保証するものではありません。

装置がラジオまたはテレビ受信に干渉する場合、装置のオン/オフを切り替えると干渉を確認でき
ます。その場合は、次の方法で干渉が起きないようにしてください。

•受信アンテナの方向または場所を変更する。

•装置間の間隔を大きくする。

•レシーバ以外のコンセントにその装置を接続する。

•販売店または経験豊富なラジオまたは TV技術者に支援を要請する。

シスコ製品のセキュリティの概要
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

の国の法律の対象となります。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したものと見なされます。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。
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米国の輸出規制の詳細については、http://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htmをご
覧ください。

重要なオンライン情報

エンドユーザライセンス契約書

エンドユーザライセンス契約書（EULA）は次の場所にあります。 http://www.cisco.com/go/eula

『Regulatory Compliance and Safety Information』

Regulatory Compliance and Safety Information（RCSI）は次の場所にあります。 http://www.cisco.com/
c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/all_models/regulatory_compliance/english/install/guide/iphrcsi3.html
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