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Cisco IP電話 8800シリーズ
Cisco IP電話 8811、8841、8845、8851、8851NR、8861、8865および 8865NRは、簡単に操作
できるハイセキュリティの音声通信を提供します。

図 1 : Cisco IP電話 8800シリーズ
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次の表に、Cisco IP電話 8800シリーズの主なハードウェア機能を示します。

表 1 : Cisco IP電話 8800シリーズの主な特徴

8865NR886588618851NR8851884588418811機能

カラーカラーカラーカラーカラーカラーカラーグレイス

ケール

画面

22211000USBポー
ト

○○×××○××内蔵カメ

ラ

×○○×××××Wi-Fi

×○○×○○××Bluetooth

×○○×○○××Cisco
Intelligent
Proximity

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。

ビデオコールを発信または受信するには、Cisco IP電話 8845、8865、または 8865NRを使用す
る必要があります。Cisco IP電話 8800シリーズのその他の電話機では、音声コールのみがサ
ポートされます。

電話機に機能を追加した場合は、一部の機能に回線ボタンが必要になります。ただし、電話機

の回線ボタンのそれぞれは1つの役割（1つの回線、1つの短縮ダイヤル、または1つの機能）
しかサポートできません。電話機の回線ボタンがすでに使用されている場合、電話機に追加の

機能は表示されません。

所有している電話機のモデルを確認するには、[アプリケーション（Applications）] を押

し、[電話の情報（Phone information）]を選択します。[モデル番号（Model number）]フィール
ドに、電話機のモデルが表示されます。

Cisco IP電話 8845、8865および 8865NRのボックスとパッケージを保存する必要があり
ます。これらの電話機のカメラは壊れています。電話機を移動する場合は、電話機を元

のボックスに梱包してカメラを保護することをお勧めします。詳細については、ビデオ

電話カメラを保護する（20ページ）を参照してください。

（注）
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機能サポート

本ドキュメントでは、デバイスがサポートしている全機能について説明します。ただし、すべ

ての機能がご利用中の設定でサポートされているとは限りません。サポートされている機能の

詳細については、担当の管理者に問い合わせてください。

新情報および変更された機能に関する情報
以下のセクションの情報を参照すると、マニュアルの変更内容を理解できます。各セクション

には、主な変更点が記載されています。

ファームウェアリリース 14.1(1)SR2の新機能および変更された機能に
関する情報

次の情報は、ファームウェアリリース14.1(1)SR2に関する新しい情報または変更された情報で
す。

新機能および変更情報機能

通話履歴リスト

電話機ですべてのコールを表示する

ハントグループのコール履歴の拡張に関する

トピックを更新しました

ファームウェアリリース14.1(1)の新情報および変更された機能に関す
る情報

次の情報は、ファームウェアリリース14.1(1)で新規追加または変更されたものです。

新機能および変更情報機能

ハントグループ内のコールに応答するハントグループの改善されたコールアラート

拡張回線モード, on page 50拡張回線モードの設定可能な発信者番号表示

別のユーザにコールを転送する別のグループ

からのコールの応答（グループピックアップ）

コールへの別のユーザの追加

拡張短縮ダイヤル

ホットライン電話でコールを発信する設定可能な遅延 PLAR

Ciscoヘッドセットを使用したエクステンショ
ンモビリティへのログイン, on page 22

Ciscoヘッドセットを使用したエクステンショ
ンモビリティログインのMRAサポート

電話機
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新機能および変更情報機能

Ciscoヘッドセット 730イコライザの設定

Ciscoヘッドセット 730音声通知の設定

Ciscoヘッドセット 730の新しい設定

ファームウェアリリース14.0(1)の新情報および変更された機能に関す
る情報

表 2 :新情報および変更された機能に関する情報

新機能および変更情報特長

通話履歴リスト

電話機ですべてのコールを表示する

ハントグループの機能拡張

ヘッドセットの着信呼び出し音の設定を変更

する

Ciscoヘッドセット 500シリーズの新しいメ
ニュー設定

Cisco IP Phoneでシスコヘッドセットのファー
ムウェアを更新する

ヘッドセットのアップグレードの進行状況イ

ンジケータ

コールパークを使用してコールを保留にするコールパークの機能拡張

ファームウェアリリース12.8(1)の新情報および変更された機能に関す
る情報

表 3 :ファームウェアリリース 12.8(1)の新情報および変更された機能に関する情報

新しいまたは変更されたコンテンツ機能

コールをスパムとしてマークする

ボイス通知の下位レベルをオフにする

機能コントロールの変更

既存の電話機から新しい電話機への交換（19
ページ）

電話データの移行

Ciscoヘッドセットを使用したエクステンショ
ンモビリティへのログイン（22ページ）

ヘッドセットをユーザ情報に関連付ける

エクステンションモビリティのログインの簡

素化Ciscoヘッドセット500シリーズ

シスコの循環型経済シスコの循環型経済
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ファームウェアリリース12.7(1)の新情報および変更された機能に関す
る情報

次の表では、ファームウェアリリース 12.7(1)で加えられた変更を示します。

表 4 :ファームウェアリリース 12.7(1)に合わせた Cisco IP電話 8800ユーザガイドの改定

更新されたセクション改定

コールをスパムとしてマークする迷惑コールとしてマークするために更新され

ました

壁紙の変更キー拡張モジュールの壁紙のためにアップデー

トされました。

ボイス通知の下位レベルをオフにする音声を下げるために更新されました。

省電力（48ページ）

電力節約モードのキーLEDの選択をオフにす
る

キーLEDと省電力の選択が更新されました。

電話機で電子フックスイッチ制御を有効にす

る

Eフック用に更新されました。

ヘッドセット

サポートされるアクセサリ

Ciscoヘッドセット 700シリーズ

Ciscoヘッドセット 730ボタンとハードウェア

Ciscoヘッドセットのカスタマイズおよび
Ciscoヘッドセット 700シリーズのカスタマイ
ズのサブセクション

Ciscoヘッドセット 730のサポートに関する更
新

ハントグループ内のコールに応答するコールアラートのハントグループコールにつ

いて更新しました

すべての Bluetoothのペアリングを消去するCiscoヘッドセット 500シリーズファームウェ
アリリース 1.5の変更
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更新されたセクション改定

特定の状況において、ユーザがダイヤルした

番号が通話中の場合に、リオーダー音を受信

していました。このリリースでは、ユーザに

は話中音が聞こえます。

回線モードに基づいて、LEDの状態を更新し
ました。ソフトキー、回線ボタン、機能ボタ

ン（29ページ）

新規セクション電話アイコン（31ページ）

文字列変更のため、拡張回線モード（50ペー
ジ）が更新されました。

全般的な変更

ファームウェアリリース12.6(1)の新情報および変更された機能に関す
る情報

すべての Cisco Unified Communications Managerリリースをサポートするよう Cisco Unified
Communications Managerのマニュアルに対するすべての参照が更新されています。

次の表に、ファームウェアリリース 12.6 (1)で加えられた変更を示します。

表 5 :ファームウェアリリース 12.6(1)に合わせた Cisco IP電話 8800ユーザガイドの改定

更新されたセクション改定

通常回線モード（50ページ）セッション回線モードの改善のために更新さ

れました。

拡張回線モード（50ページ）拡張回線モードの改善のために更新されまし

た。

ファームウェアリリース 12.5(1)SR3の新情報および変更された情報
すべての Cisco Unified Communications Managerリリースをサポートするよう Cisco Unified
Communications Managerのマニュアルに対するすべての参照が更新されています。

次の表に、ファームウェアリリース 12.5 (1) SR3で加えられた変更を示します。

表 6 :ファームウェアリリース 12.5(1)SR3に合わせた Cisco IP電話 8800ユーザガイドの改定

更新されたセクション改定

電話から Cisco Headset設定をリセットするヘッドセット設定のリセットのサポートが追

加されました。
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更新されたセクション改定

電話機のキーパッドの文字（28ページ）新しいトピック

電話機とコンピュータとのネットワーク接続

の共有（13ページ）
新しいトピック

ビデオ電話カメラを保護する（20ページ）新しいトピック

ファームウェアリリース 12.5(1)SR2の新情報および変更された情報
ファームウェアリリース 12.5(1)SR2にはユーザガイドの更新は必要ありません。

ファームウェアリリース 12.5(1)SR2は、ファームウェアリリース 12.5(1)およびファームウェ
ア12.5(1)SR1を置き換えます。ファームウェアリリース12.5(1)および12.5(1)SR1は、12.5(1)SR2
を優先して延期されています。

ファームウェアリリース 12.5(1)SR1の新情報および変更された情報
次の表で、ファームウェアリリース 12.5(1)SR1をサポートするために実施されたこのマニュ
アルへの変更について説明します。

表 7 :ファームウェアリリース 12.5(1)SR1に合わせた Cisco IP電話 8800ユーザガイドの改定

更新されたセクション改定

Ciscoヘッドセット 500シリーズCiscoヘッドセット 561および 562

Ciscoヘッドセット560シリーズのマルチベー
ス

Ciscoヘッドセット 561と 562マルチベース

インターコムコールCisco Unified Communications Manager Express
のウィスパーページ

中国語のサポート（34ページ）中国語のサポート

アクティベーションコードオンボーディング

を使用した接続（16ページ）
アクティベーションコードオンボーディング

を使用した接続

オーディオパスの選択音声パスをヘッドセットに保持できるように、

ハンドセットを無効化
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ファームウェアリリース 12.1(1)SR1の新情報および変更された情報
次の表では、ファームウェアリリース 12.1 (1) SR1をサポートするために、このマニュアルの
変更点について説明します。

表 8 :ファームウェアリリース 12.1(1)SR1に合わせた Cisco IP電話 8800ユーザガイドの改定

更新されたセクション改定

拡張回線モード（50ページ）拡張回線モードでの簡易回線ラベルと着信コー

ルのために更新されました。

Cisco IP電話 8800キー拡張モジュールキー拡張モジュールの Cisco壁紙に関する内
容を更新しました。

ファームウェアリリース12.1(1)の新情報および変更された機能に関す
る情報

次の表で、ファームウェアリリース 12.1(1)をサポートするために実施されたこのマニュアル
への変更について説明します。

表 9 :ファームウェアリリース 12.1(1)に合わせた Cisco IP電話 8800ユーザガイドの改定

更新されたセクション改定

Ciscoヘッドセット 500シリーズおよび Cisco
ヘッドセット 521および 522コントローラボ
タンとハードウェア

Ciscoヘッドセット 521および 522の更新。

最近の通話履歴を表示する通話履歴の更新。

Cisco IP電話 8800シリーズアクセシビリティ
機能（36ページ）また、次のようなセクショ
ンを追加：音声フィードバック（43ページ）

音声フィードバックをアクセシビリティから

有効にする

音声の速度を調整する

アクセシビリティ拡張機能の追加

拡張回線モード（50ページ）着信コール通知と着信アラートの更新。
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更新されたセクション改定

Ciscoヘッドセット 500シリーズ

マイクのテスト

スピーカー側音の調整

低音と高音の調節

マイクボリュームの調節

Ciscoヘッドセット 531および Ciscoヘッド
セット 532の更新。

短縮ダイヤルボタンを使用したコールの発信短縮ダイヤルナビゲーションの更新。

電話機から短縮ダイヤルボタンを追加する

電話機から短縮ダイヤルボタンを変更する

電話機から短縮ダイヤルボタンを削除する

短縮ダイヤルボタンの更新。

ファームウェアリリース12.0(1)の新情報および変更された機能に関す
る情報

次の表で、ファームウェアリリース 12.0(1)をサポートするために実施されたこのマニュアル
への変更について説明します。

表 10 :ファームウェアリリース 12.0(1)に合わせた Cisco IP電話 8800ユーザガイドの改定

更新されたセクション改定

Cisco IP電話 8800キー拡張モジュール新しいキー拡張モジュール用の更新

ファームウェアリリース11.7(1)の新情報および変更された機能に関す
る情報

次の表で、ファームウェアリリース 11.7(1)をサポートするために実施されたこのマニュアル
への変更について説明します。

表 11 :ファームウェアリリース 11.7(1)に合わせた Cisco IP電話 8800ユーザガイドの改定

更新されたセクション改定

ビデオコールビデオコールの機能強化のための更新

バッジ付きアイコン（32ページ）

電話スクリーンの機能（30ページ）

拡張回線モード（50ページ）

新しいユーザエクスペリエンスのための更新
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ファームウェアリリース 11.5(1)SR1の新情報および変更された機能に
関する情報

次の表で、ファームウェアリリース 11.5(1)SR1をサポートするために実施されたこのマニュ
アルへの変更について説明します。

表 12 :ファームウェアリリース 11.5(1)SR1に合わせた Cisco IP電話 8800ユーザガイドの改定

更新されたセクション改定

Cisco IP電話 8800シリーズ（1ページ）

Wi-Fiクライアントのセットアップ（14ペー
ジ）

ボタンとハードウェア（26ページ）

サポートされるアクセサリ

Cisco IP電話 8865NRサポートのための更新

ビデオの停止シャッターを閉じたままのビデオのための更

新

応答不可をオンにする

優先コール

プライオリティコールに応答する

MLPPおよび応答付加のサポートの更新

Wi-Fiクライアントのセットアップ（14ペー
ジ）

事前設定済みWi-Fiネットワークへの接続
（15ページ）

Wi-Fi記号サポートのための更新
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ファームウェアリリース11.5(1)の新情報および変更された機能に関す
る情報

次の表で、ファームウェアリリース 11.5(1)をサポートするために実施されたこのマニュアル
への変更について説明します。

表 13 :ファームウェアリリース 11.5(1)に合わせた Cisco IP電話 8800ユーザガイドの改定

更新されたセクション改定

•における電話のコールと回線の違い（33
ページ）。

•コールの無視。

•コールの拒否。

•電話回線のモード（49ページ）。

•通常回線モード（50ページ）。

•拡張回線モード（50ページ）。

拡張回線モードに関する次のセクションを更

新。

電話ファームウェアとアップグレード（48
ページ）

電話機のアップグレードの延期に関する次の

セクションを追加

応答不可をオンにするサイレントに関する次のセクションを改定

事前設定済みWi-Fiネットワークへの接続
（15ページ）

事前設定済みWi-Fiネットワークへの接続を
追加

ファームウェアリリース11.0の新情報および変更された機能に関する
情報

次の表で、ファームウェアリリース 11.0をサポートするために実施されたこのマニュアルへ
の変更について説明します。

表 14 :ファームウェアリリース 11.0に合わせた Cisco IP電話 8800ユーザガイドの改定

更新されたセクション改定

フォントサイズの変更。特定のフォントサイズについての記述を削除

共有回線のコールに参加する割り込み/マージサポートの改善に関して次の
セクションを更新。

での電話機のすべての問題を報告する（52
ページ）

問題報告ツールサポートの改善に関して次の

セクションを改定。
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更新されたセクション改定

応答不可をオンにするサイレント（DND）に関して次のセクション
に新しいアイコンを追加。

Expresswayへの接続（17ページ）ウェルカム画面に関して次のセクションを更

新。

電話機のセットアップ
管理者が電話機をセットアップしてネットワークに接続します。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。

図 2 :ハンドセットレストの調整

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。

電話機
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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。電話機にビデオカメラが

ある場合は、角度を変更してカメラの表示を改善できます。

手順

ステップ 1 一方の手で受け台の受話器を押さえます。

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。

ステップ 3 （任意）キー拡張モジュールのフットスタンドを調節して、電話機とキー拡張モジュールを安
定させます。

ステップ 4 （任意）カメラの角度を確認するには、[セルフビュー（Self-view）]を押します。

ネットワークへの接続

電話機をネットワークに接続する必要があります。

•有線ネットワーク接続：電話機はイーサネットケーブルを使用してネットワークに接続さ
れます。

•ワイヤレス接続：Wi-Fiを使用して Cisco IP電話 8861および 8865をワイヤレスアクセス
ポイントに接続できます。

電話機をネットワークに接続すると、電話機が次のように設定される場合があります。

•バーチャルプライベートネットワーク (VPN):電話機は保護されたネットワークに接続し
ます。

• ExpresswayでのモバイルまたはRemote Access：管理者が Expresswayを介してモバイルま
たはRemoteAccessをセットアップして入る場合、電話機をネットワークに接続すると、そ
の電話機は Expresswayサーバに接続されます。

電話機とコンピュータとのネットワーク接続の共有

電話機とコンピュータの両方が機能するには、ネットワークに接続する必要があります。イー

サネットポートが 1つしかない場合、デバイスはネットワーク接続を共有できます。

電話機
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始める前に

管理者は、使用する前に Cisco Unified Communications Managerの PCポートを有効にする必要
があります。

手順

ステップ 1 イーサネットケーブルを使用して、電話機の SWポートを LANに接続します。

ステップ 2 コンピュータをイーサネットケーブルで電話機の PCポートに接続します。

Wi-Fiクライアントのセットアップ

Cisco IP電話 8861と 8865ではWi-Fiネットワークを使用できます。電話機に電力を供給する
電源アダプタが必要です。Cisco IP電話 8865NRではWi-Fiネットワークを使用できません。

Cisco IP会議用電話 8832ではWi-Fiネットワークを使用できます。電話機に電力を供給する電
源アダプタが必要です。Cisco IP会議用電話 8832 NRではWi-Fiネットワークを使用できませ
ん。

電話機でWi-Fiを有効にすると、電話機の PCポートが無効になります。（注）

始める前に

Wi-Fiアクセスを有効にするには、管理者がコール制御システムで設定を行う必要があります。

手順

ステップ 1 電話機がイーサネットに接続されている場合は、イーサネットケーブルを取り外します。

ステップ 2 [アプリケーション（Applications）] を押します。

ステップ 3 [設定（Settings）]を押します。

ステップ 4 [管理者設定（Admin settings）] > [ネットワークのセットアップ（Network setup）] > [Wi-Fiク
ライアントのセットアップ（Wi-Fi client setup）] > [Wi-Fiログインアクセス（Wi-Fi sign in
access）]に移動します。

ステップ 5 [管理者設定（Administrator Settings）] > [ネットワークのセットアップ（Network Setup）] >
[Wi-Fiクライアントのセットアップ（Wi-Fi client setup）]に移動します。

ステップ 6 [ワイヤレス（Wireless）]に移動して、[オン（On）]を押します。

ステップ 7 [Wi-Fiログインアクセス（Wi-Fi sign in access）]に移動して、[On]を押します。

ステップ 8 [適用（Apply）]を押して変更内容を保存するか、[復元（Revert）]を押して変更をキャンセル
します。

ステップ 9 [ネットワーク名（Network name）]に移動します。

電話機
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ステップ 10 電話機が SSIDのスキャンを終了したら、参加するネットワークを選択します。

ステップ 11 Wi-Fi認証情報を入力し、[接続（Connect）]を押します。

事前設定済みWi-Fiネットワークへの接続

Cisco IP電話 8861および 8865ではWi-Fiネットワークに接続できます。ただし、Cisco IP電話
8865NRはWi-Fiをサポートしていません。

電話機の設定方法によっては、Wi-Fiネットワークに参加したとき、または電話機が起動した
ときに、サインインが必要になる場合があります。

正しいユーザ名とパスワードを入力するまで、Wi-Fiサインインウィンドウを消すことはでき
ません。

手順

ステップ 1 要求されたら、Wi-Fiクレデンシャルを入力します。

ステップ 2 [サインイン（Sign-in）]を選択します。

VPNへの接続

次の 2つの方法のいずれかで VPNに接続します。

•資格情報（ユーザ名とパスワード、またはパスワードのみ）を入力する

•証明書を使用する

電話機に証明書がすでにインストールされている場合は、何もする必要がありません。電話機

は自動的に VPNに接続されます。

手順

ステップ 1 要求されたら、VPN資格情報を入力してください。

ステップ 2 [サインイン（Sign-in）]を選択します。

VPNで使用するための電話機のセットアップ

始める前に

この手順を完了するには、有効な TFTPサーバアドレスが必要です。この情報が不明な場合
は、管理者に問い合わせてください。

Cisco IP電話 8865NRではWi-Fiクライアントを使用できません。

電話機
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手順

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

ステップ 2 [管理者設定（Admin Settings）]を選択します。

ステップ 3 次のいずれかのメニュー項目を選択します。

•イーサネットに接続されているすべての電話機：[イーサネットのセットアップ（Ethernet
setup）]

• Wi-Fiを使用する Cisco IP電話 8861および 8865ユーザ：[ネットワークのセットアップ
（Network Setup）] > [Wi-Fiクライアントのセットアップ（Wi-Fi client setup）]

ステップ 4 [IPv4のセットアップ（IPv4 Setup）]を選択します。

ステップ 5 [代替TFTP（Alternate TFTP）]に移動し、[オン（On）]を選択します。

ステップ 6 [TFTPサーバ1（TFTP server 1）]を選択します。

ステップ 7 [TFTPサーバ1（TFTP server 1）]フィールドに TFTPサーバアドレスを入力します。

ステップ 8 [適用（Apply）]を押します。

ステップ 9 [続行（Continue）]を押します。

ステップ 10 [終了（Exit）]を押します。

アクティベーションコードオンボーディングを使用した接続

ネットワークがこの機能をサポートするように構成されている場合は、アクティベーション

コードオンボーディングを使用して会社の電話ネットワークに接続できます。

アクティベーションコードの入力

アクティベーションコードは、新しい電話機を設定するために使用されます。一度だけ使用で

き、1週間後に期限切れになります。コードがわからない場合や、新しいコードが必要な場合
は、管理者にお問い合わせください。

手順

ステップ 1 アクティベーションコードをアクティベーション画面に入力します。

ステップ 2 [送信（Submit）]を押します。

QRコードを使用した電話機のアクティブ化

電話機にカメラが付いている場合は、QRコードをスキャンして電話機を有効化することがで
きます。間違って [手動で入力（Enter manually）]を押した場合は、[戻る（Back）] を押

して QRコード画面に戻ります。

電話機
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始める前に

電話機に QRコードが必要です。電話機に割り当てられている場合は、セルフケアポータル
でコードを使用できます。ただし、管理者がこの情報の表示をブロックしている可能性があり

ます。

コードは、デフォルトでは最大1週間有効で、グラフィックの下部の近くには有効期限があり
ます。コードの有効期限が切れている場合、またはコードが必要な場合は、管理者に連絡して

ください。

手順

ステップ 1 QRコードは、次のいずれかの方法で使用します。

• QRコードが表示されている電子メールを印刷し、電話機のカメラに QRコードをかざし
ます。

•モバイルデバイスでQRコードを表示し、電話機のカメラの前にデバイスをかざします。

ステップ 2 カメラのリングを時計方向に回して、シャッターを開きます。

ステップ 3 QRコードをスキャンします。
スキャンが成功すると、電話機がサーバに登録され、最初のコールを開始できるようになりま

す。

Expresswayへの接続

Expressway経由でのモバイルおよびリモートアクセスを使用すると、オフィス外で勤務して
いるときでも社内ネットワークに接続できます。電話機には TFTPアドレスが設定されていな
いため、サインインプロセスを開始するための [ようこそ（Welcome）]画面が表示されます。

Expressway経由でのモバイルおよびリモートアクセスを使用すると、オフィス外で勤務して
いるときでも社内ネットワークに接続できます。

始める前に

これまでオフィスまたはVPNで電話機を使用してきた場合は、Expresswayに接続する前にサー
ビスモードをリセットしてください。

Expressway経由でのモバイルおよびリモートアクセスにオンプレミスで接続する必要がある
場合、電話機を再起動し、ガイダンスに従って [選択（Select）]を押します。

手順

ステップ 1 サービスモードのリセットは、[設定（Settings）] > [管理者設定（Admin Settings）] > [設定の
リセット（Reset Settings）] > [サービスモード（Service mode）]から行います。

ステップ 2 要求されたら [選択（Select）]を押して、サービスモードを変更します。

電話機
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ステップ 3 [ウェルカム（Welcome）]画面でアクティベーションコードまたはサービスドメインを入力
し、[続行（Continue）]を押します。

ステップ 4 サービスドメインを入力し、[続行（Continue）]を押します。

ステップ 5 ユーザ名とパスワードを入力します。

ステップ 6 [送信（Submit）]を押します。

ステップ 7 [サインイン（Sign In）]を選択します。

QRコードを使用して電話機を自動的に有効化

電話機にカメラが付いている場合は、QRコードをスキャンして電話機を有効化することがで
きます。間違って [手動で入力（Enter manually）]を押した場合は、[戻る（Back）] を押

して QRコード画面に戻ります。

始める前に

ウェルカムメッセージにある QRコードが必要です。

ウェルカムメッセージのコードが有効期限切れになっている場合、セルフケアポータルを使用

してデバイス用のアクティベーションコードを生成するか、管理者にアクティベーションコー

ドを要求してください。

手順

ステップ 1 QRコードは、次のいずれかの方法で使用します。

• QRコードが表示されている電子メールを印刷し、電話機のカメラに QRコードをかざし
ます。

•モバイルデバイスでQRコードを表示し、電話機のカメラの前にデバイスをかざします。
•コンピュータで QRコードを表示し、コンピュータの画面の前に電話機をかざします。

ステップ 2 カメラのリングを時計方向に回して、シャッターを開きます。

ステップ 3 QRコードをスキャンします。
スキャンが成功すると、電話機がサーバに登録され、最初のコールを開始できるようになりま

す。

サービスモードの変更

電話機が既存のサーバに接続すると、5秒間にわたってビープ音が聞こえます。さらに、サー
ビスモードを Huronに変更できることを示すアラートメッセージウィンドウが表示されま
す。
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手順

ステップ 1 サービスモードを変更するには：

•電話機の [選択（Select）]キーを押します。
• [設定（Settings）]> [管理者設定（Admin Settings）]> [設定のリセット（Reset Settings）]>

[サービスモード（Service Mode）]を選択します。

電話機で VPNが非アクティブ化された後、電話機が再起動します。

ステップ 2 [リセット（Reset）]を押すと、サービスを Huronに変更できます。

ステップ 3 [キャンセル（Cancel）]を押すと、既存のサービスが保持されます。

ケーブルロックによる電話機の固定

最大 20 mm幅のラップトップケーブルロックで Cisco IP電話 8800シリーズを固定できます。

手順

ステップ 1 ケーブルロックのループの端を取り、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。

既存の電話機から新しい電話機への交換

電話機のモデルを変更できます。この変更は、次のような理由で必要になる場合があります。

• Cisco Unified Communications Manager（Unified CM）を、お使いの電話機モデルをサポー
トしていないソフトウェアバージョンにアップデートした。

•電話機を現在のモデルからの別のモデルに変更したい。

•電話機を修理または交換する必要がある。

制限事項：古い電話機の回線または回線ボタンが新しい電話機よりも多い場合、新しい電話機

で追加の回線または回線ボタンを設定することはできません。

設定が完了すると、電話機が再起動します。

電話機
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始める前に

電話機の移行を有効にするには、管理者が Cisco Unified Communications Managerをセットアッ
プする必要があります。

まだネットワークに接続していないか、事前に設定していない新しい電話機が必要です。

手順

ステップ 1 古い電話機の電源をオフにします。

ステップ 2 新しい電話機の電源をオンにします。

ステップ 3 プロンプトが表示されたら、アクティベーションコードを入力します。

ステップ 4 [既存の電話を交換する（Replace an existing phone）]を選択します。

ステップ 5 古い電話機のプライマリエクステンションを入力します。

ステップ 6 古い電話機に暗証番号を割り当ててあった場合は、PINを入力します。

ステップ 7 [送信（Submit）]を押します。

ステップ 8 デバイスが複数台ある場合は、交換するデバイスをリストから選択して [続行（Continue）]を
押します。

ビデオ電話カメラを保護する
ビデオ電話機のカメラが破損しており、電話機の輸送中に壊れる可能性があります。

始める前に

次のいずれかが必要です。

•元の電話ボックスと梱包材

•梱包材 (エアクッションや気泡シートなど)

手順

ステップ 1 元のボックスがある場合は、次のようになります。

a) レンズが適切に保護されているように、カメラの上にエアフォームを置きます。
b) 電話機を元のボックスに置きます。

ステップ 2 箱を持っていない場合は、カメラを保護するために、電話機をエアフォームまたは気泡シート
で慎重にラップしてください。どのような方向からもカメラに対して圧力がかからないよう、

またはカメラが転送中に損傷しないよう、エアフローでカメラを囲んで保護してください。

電話機
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電話機のアクティブ化とサインイン
場合によっては、電話機をアクティブ化したり、電話機にサインインしたりする必要が生じる

ことがあります。電話機に対してアクティブ化を一度行うことで、電話機がコール制御システ

ムに接続されます。サインインおよびアクティベーションの資格情報はシステム管理者より与

えられます。

電話機へのサインイン

始める前に

ユーザ IDと暗証番号またはパスワードを管理者から取得します。

手順

ステップ 1 [ユーザ ID（User ID）] フィールドにユーザ IDを入力します。

ステップ 2 [PIN]または [パスワード（Password）]フィールドに PINまたはパスワードを入力してから、
[送信（Submit）]を押します。

別の電話機から内線にサインインする

Cisco Extension Mobilityを使用すると、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、その電話機に

は、電話回線、機能、設定済みサービス、ウェブベースの設定などの自分のユーザプロファイ

ルが適用されます。管理者が Cisco Extension Mobilityサービスをセットアップします。

始める前に

ユーザ IDと PIN（暗証番号）を管理者から取得します。

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 [アプリ（Apps）]を押します。

ステップ 3 [エクステンションモビリティ（ExtensionMobility）] を選択します（名前は異なる場合があり
ます）。

ステップ 4 ユーザ IDと PINを入力します。

ステップ 5 プロンプトが表示されたら、デバイスプロファイルを選択します。

電話機
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別の電話機で内線からサインアウトする

手順

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

ステップ 2 [アプリ（Apps）]を押します。

ステップ 3 [エクステンションモビリティ（Extension Mobility）]を選択します。

ステップ 4 [はい（Yes）]を押してログアウトします。

Ciscoヘッドセットを使用したエクステンションモビリティへのログ
イン

Cisco Extension Mobilityを使用すると、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、その電話機に

は、電話回線、機能、設定済みサービス、ウェブベースの設定などの自分のユーザプロファイ

ルが適用されます。管理者が Cisco Extension Mobilityサービスをセットアップします。

ヘッドセットサインインは、モバイルおよびリモートアクセス（MRA）でサポートされてい
ます。

電話機がモバイルおよびリモートアクセスに接続されている場合は、サインイン画面が表示さ

れません。

Ciscoヘッドセット500シリーズまたは Ciscoヘッドセット 730を他のユーザの電話機に接続
します。ヘッドセットは、USBまたは Y字型ケーブルを使用してこの機能にアクセスする必
要があります。または、Ciscoヘッドセット560シリーズ標準ベースまたは Ciscoヘッドセッ
ト 560シリーズマルチベースを介して電話機に接続されている必要があります。Ciscoヘッド
セット 730は USBケーブルで電話機に接続する必要があります。Ciscoヘッドセット 730 USB
ドングルは現在サポートされていません。

ヘッドセットがユーザ IDにマップされていない場合、最初にこの手順を実行したときに、電
話機でヘッドセットを IDにマップするように求められ、Cisco Unified CommunicationsManager
がヘッドセットをユーザレコードにマップします。プロンプトは、電話機の設定によって異な

ります。お使いのヘッドセットがマップされている場合、電話機はヘッドセットのシリアル番

号に基づいてユーザ IDを取得し、エクステンションモビリティのログイン画面に IDを表示
します。

ヘッドセットがアップグレード中またはコール中の場合は、関連付けを行うことができ

ません。アップグレードが終了するか、またはコールが終了するのを待ってからこの手

順を実行します。

（注）
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ヘッドセットを取り外すと、ログアウトを確認しない限り、遅延の後にエクステンションモビ

リティからログアウトされます。

ワイヤレスヘッドセットを電話機から遠くに離すと、電話機は事前に決められたアイドル時間

が経過した後、内線モビリティをサインアウトします。

また、事前に決められたアイドル時間が経過すると、内線モビリティから自動的にサインアウ

トします。

始める前に

ヘッドセットファームウェアのアップグレードを進行中には、この操作を実行できません。

電話機はアイドル状態である必要があります。

手順

ステップ 1 ヘッドセットを電話機に接続します。

ステップ 2 プロンプトが表示されたら、ユーザ IDと暗証番号を入力して、ヘッドセットをユーザ情報に
マップします。

ステップ 3 [エクステンションモビリティ（Extension Mobility）]画面で、ユーザ IDと PINを入力し、[送
信 (Submit)] をクリックします。

ステップ 4 プロンプトが表示されたら、デバイスプロファイルを選択します。

ステップ 5 終了したら、ヘッドセットを取り外します。

ステップ 6 [サインアウト（Sign out）]を押します。

関連トピック

ヘッドセットをユーザ情報に関連付ける

セルフケアポータル
コンピュータからアクセス可能なセルフケアポータルWebサイトで、いくつかの電話機設定
をカスタマイズできます。セルフケアポータルは、組織のCiscoUnifiedCommunicationsManager
の一部です。

セルフケアポータルにアクセスするためのURL、ユーザ ID、およびパスワードが管理者から
提供されます。

セルフケアポータルでは、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。

電話機
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•電話機サービスには、特別な電話機の機能、ネットワークデータ、Webベースの情報（株
式相場、映画情報など）が含まれます。電話サービスを電話機で利用するには、その前に

セルフケアポータルを使って電話サービスを登録する必要があります。

Cisco IP電話 8800キー拡張モジュールを使用する場合、スピードダイヤルおよびその他の電
話サービス用に構成できます。

セルフケアポータル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。詳細につい

ては、ご使用のコール制御システムに関するセルフケアポータルのマニュアルを参照してく

ださい。

表 15 :セルフケアポータルで利用可能な機能

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

使用します。セルフケアポータルを使用すると、より複雑なコール転送

機能（回線が話中状態の場合の動作など）をセットアップすることができ

ます。

コール転送

デスクフォンと同じ電話番号を使ってコールを発信/受信できるように、
追加の電話機（携帯電話など）を使用することを指定します。また、特定

の番号からのコールが携帯電話に送られるのを制限または許可するため

に、連絡先のブロックや選好を定義することもできます。追加の電話機を

セットアップするときに、次の機能も設定できます。

•シングルナンバーリーチ：デスクフォンで着信したときに、追加の
電話機が鳴動するかどうかを指定します。

•モバイルコール：追加の電話機が携帯電話である場合、モバイルコー
ルからデスクフォンに、またはデスクフォンのコールから携帯電話

に転送されるようセットアップできます。

追加の電話機

頻繁にコールを発信する相手の電話番号を短縮ダイヤル番号に割り当てま

す。

短縮ダイヤル

関連トピック

モバイルコネクトを使用した通話

スピードダイヤル

コールの転送

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。
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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次のとおりです。

• 0～ 9

•番号記号 (#)

•アスタリスク（*）

•カンマ（,）：これは一時停止文字で、2秒間の遅延の後に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つのカンマ（,,）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。短縮ダイヤルの相手先に接続した後で [リダイヤル（Redial）]を押すと、必要
な承認コード、課金コード、またはその他の数字を手動で入力するように求められます。

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。

• 5556543にコールするとします。

•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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関連トピック

課金コードまたは承認コードを必要とするコール

電話機のキーパッドの文字（28ページ）

ボタンとハードウェア
Cisco IP電話 8800シリーズには、次に示す 2つの異なるハードウェアタイプがあります。

• Cisco IP電話 8811、8841、8851、8851NRおよび 8861：カメラなし

• Cisco IP電話 8845、8865、および 8865NR：内蔵カメラ付き

次の図は、Cisco IP電話 8845を示しています。

図 3 : Cisco IP電話 8845のボタンおよびハードウェア

次の表では、Cisco IP電話 8800シリーズのボタンを示しています。

表 16 : Cisco IP電話 8800シリーズのボタン

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

ビデオコールのためにカメラを使用します。カメラ

Cisco IP電話 8845、8865、
および 8865NRのみ

2

電話機
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電話回線、機能およびコールセッションにアクセス

します。

電話機の回線キーに機能を追加する場合は、使用可能

な回線キーの数に制限されます。電話機の回線キーの

数を上回る機能を追加することはできません。

詳細については、「Cisco IP電話ハードウェア」の章の
「ソフトキー、回線、および機能ボタン」の項を参照

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

3

機能およびサービスにアクセスします。

詳細については、「Cisco IP電話ハードウェア」の章の
「ソフトキー、回線ボタン、機能ボタン」の項を参照

してください。

ソフトキーボタン4

[戻る（Back）] ：前の画面またはメニューに戻りま

す。

[ナビゲーションクラスタ (Navigation cluster)] 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）]

5

保留/再開 ：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 ：電話会議を作成します。

転送 ：コールを転送します。

保留/再開、会議、および転
送

6

スピーカーフォン ：スピーカーフォンのオン/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 ：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、ボタンは点灯しています。ヘッドセットモー

ドを終了するには、ハンドセットを取得するか、[スピー

カフォン（Speakerphone）] を選択します。

スピーカーフォン、ミュー

ト、およびヘッドセット

7
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連絡先 ：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） ]：発着信履歴、
ユーザ設定、電話機設定および電話機モデル情報にア

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、アプリケーショ

ン、およびメッセージ

8

ハンドセット、ヘッドセット、スピーカーフォ

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9

電話機のキーパッドの文字

電話機のキーパッドでは、文字、数字、および特殊文字を入力できます。2～ 9のキーを押し
て、文字と数字を取得します。1、ゼロ (0)、アスタリスク (*)、番号記号 (#)キーを特殊文字に
使用できます。次の表は、英語ロケール用の各キーの特殊文字を示しています。他のロケール

にも独自の文字があります。

表 17 :キーパッドの特殊文字

特殊文字を使用するキーパッドのキー

/ . @ : ; = ? -_ & %1

(space) , ! ^ ' " |0

+ * ~ ` < >アスタリスク（*）

# $ £ \ ( ) { } [ ]番号記号（#）

メニュー操作

ナビゲーションクラスタの外側のリングを使用して、メニューをスクロールし、フィールド間

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

電話機
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図 4 :ナビゲーションクラスタ

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：短縮ダイヤルやコールピックアップ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。

•回線ボタンを使用すると、コールに応答したり、保留中のコールを再開したりできま
す。アクティブコールに対して使用されないときは、不在着信の表示などの電話機能

を開始できます。

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。

標準回線モード:機能ボタン

拡張回線モード

標準回線モード:回線ボタンLEDのカラーと状態

アクティブコールまたは双方

向インターコムコール、使用

中のプライバシー

アクティブコールまたは双方

向インターコムコール、保留

コール、使用中のプライバ

シー

緑色で一定の LED

保留中のコール該当なし緑色、LED点滅

ハントグループにログインし

た一方向インターコムコール

ハントグループにログインし

た着信コール、復帰コール、

一方向インターコムコール

オレンジ色、点灯 LED

着信コール、復帰コール該当なしオレンジ色、LED点滅

電話機
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標準回線モード:機能ボタン

拡張回線モード

標準回線モード:回線ボタンLEDのカラーと状態

使用中のリモート回線、サイ

レントがアクティブ

使用中のリモート回線、保留

中のリモート回線、サイレン

トがアクティブ

赤色、点灯 LED

リモート回線が保留中該当なし赤色、LED点滅

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。

関連トピック

電話回線のモード（49ページ）

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 5 : Cisco IP電話 8800の画面

次の表で、 Cisco IP電話の画面コンポーネントについて説明します。

表 18 : Cisco IP電話の画面情報

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

電話機
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電話アイコン

電話画面に多くのアイコンが表示されます。このセクションでは、一般的なアイコンの意味を

画像とともに説明します。

アイコンは、画面に応じて、カラーまたはグレースケールで表示されます。

線

説明アイコン

回線/ディレクトリ番号

短縮ダイヤル

インターコム

保留中のコール

アクティブコール

共用回線

説明アイコン

共有回線上の着信コール

別のユーザによってアクティブになっている共有回線

Recents

説明アイコン

着信コール

オンプレミスのファームウェア

通話の受け損ない

Bluetoothアイコン

電話機モデルで Bluetoothがサポートされている場合は、これらのアイコンが表示されます。

電話機
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表 19 : Bluetoothアイコン

説明アイコン

Bluetoothがオンになっています。

デバイスが Bluetoothに接続されています。

Bluetoothはオンになっていますが、デバイスは接続されていません。

Wi-Fiネットワークアイコン

電話機がWi-Fiネットワークに接続されている場合は、これらのアイコンが表示されます。

表 20 :ネットワークアイコン

説明アイコン

Wi-Fiに接続中です。バーの数は信号強度を示します。

Wi-Fi接続がありません。

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

バッジ付きアイコン

不在着信があった場合は、電話機のデスクトップに不在着信アイコンと、不在着信の回数を示

すカウンタが表示されます。ボイスメールを受信した場合は、メッセージを聞くまで、不在着

信アイコンがボイスメールアイコンとボイスメールカウンタに変わります。

加えて、1つの回線に複数のコールがあった場合は、保留アイコンまたはオフフックアイコン
がコール数を示すように変化します。

電話機
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における電話の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。

電話機の設定に応じて、最大 16回線を使用できます。

•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4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、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
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（キー拡
張モジュールを含む）が、デバイスの最大数に含まれます。

たとえば、ご使用の電話機は側面ポートで 5台の USBデバイス、背面ポートでさらに 5台の
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。

関連トピック

Cisco IP電話 8800シリーズ（1ページ）

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を充電で
きます。次のポートで USB充電が可能です。

•側面ポート—標準的なデバイス充電が可能です。

•背面ポート（Cisco IP電話 8861、8865、および 8865NRのみ）：標準的なデバイス充電お
よび高速充電が可能です。

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が、省電力プラス

（Power Save Plus）モードの場合は充電を停止します。

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。

電話機
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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
全に充電された時にアイコンが表示されない場合があります。

•電話機に複数のCisco IP電話 8800キー拡張モジュールが取り付けられている場合は、背
面 USBポートでデバイスの高速充電を行うことができません。

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（48ページ）

中国語のサポート

中国語文字を入力し、電話機に中国語を表示するには、[拼音]を選択します。この機能は、短
縮ダイヤル、通話履歴および個人および社内ディレクトリでサポートされています。

この機能は、電話機とキー拡張モジュールの両方でサポートされています。ただし、アジア諸

国でのみ使用可能で、中国語 (中国)のみがサポートされています。中国語入力は、多くのアジ
ア諸国の PCおよび携帯電話に共通する Pinyin入力方式に基づいています。

この機能には中国語ロケールインストーラが必要ですが、追加の設定は必要ありません。

通話履歴検索

中国語入力は、多くのアジア諸国の PCおよび携帯電話に共通する Pinyin入力方式に基づいて
います。

手順

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

ステップ 2 [通話履歴（Recent）]を選択します。

電話機がアイドル状態になっている場合は、ナビゲーションクラスターを上に押して、最近の

通話リストを表示することもできます。

ステップ 3 [ ABC]を選択します。

ステップ 4 [拼音]を選択します。

ステップ 5 ナビゲーションクラスタとキーパッドを使用して入力内容を選択します。

電話機
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電話機から短縮ダイヤルボタンを追加する

中国のユーザーは、セルフケアポータルにアクセスできない場合、電話機から短縮ダイヤル

ボタンを設定できます。中国語入力は、多くのアジア諸国の PCおよび携帯電話に共通する
Pinyin入力方式に基づいています。

手順

ステップ 1 回線キーを 2秒間押し続けます。

ステップ 2 [拼音]を選択します。

ステップ 3 [名前（Name）]フィールドに、短縮ダイヤル番号の名前を入力します。

ステップ 4 [番号（Number）]フィールドに電話番号を入力します。発信するために必要なすべての数字を
含めます。

ステップ 5 [適用（Apply）]を選択して、短縮ダイヤル番号を保存します。

企業やパーソナルディレクトリに新しい連絡先を追加する

中国のユーザーは、友人、家族、同僚などの連絡先情報を保管できます。中国語入力は、多く

のアジア諸国の PCおよび携帯電話に共通する Pinyin入力方式に基づいています。

手順

ステップ 1 [連絡先（Contacts）] を押します。

ステップ 2 社内ディレクトリまたは個人用ディレクトリを選択します。

ステップ 3 [拼音]を選択します。

ステップ 4 名、姓、およびオプションでニックネームを入力します。

ステップ 5 [電話（Phones）]を押して、電話番号と必要なアクセスコードを入力してから、[送信（Submit）]
を押します。

Bluetoothおよび電話機 Cisco IP電話 8800シリーズでの Bluetoothのサ
ポート

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接続の品質が低下することがあります。

電話機
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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 50台のモバイルデバイスおよびBluetoothヘッドセット
を電話機とペアリングできます。

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。

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。

• 1台のモバイルデバイス（携帯電話機またはタブレット）と 1つの Bluetoothヘッドセッ
トを同時に接続できます。

•電話機は、ペアリングされたモバイルデバイスのうち一度に1台だけと接続できます。携
帯電話が接続された状態でタブレットをオンにした場合、タブレットが電話機に接続さ

れ、携帯電話は切断されます。

• Bluetoothヘッドセットとモバイルデバイスが電話機に接続されている場合、Bluetoothヘッ
ドセットを使用してデスクフォンのコールにモバイルデバイスから応答することはできま

せん。

関連トピック

モバイルデバイスとデスクフォンのペアリング

Cisco IP電話 8800シリーズ（1ページ）

Cisco IP電話 8800シリーズアクセシビリティ機能
Cisco IP電話 8800シリーズには、視覚障がい、聴覚障がい、運動障がいを持つユーザのため
のアクセシビリティ機能があります。こうした機能の多くは標準搭載されているため、障がい

を持つユーザは特別な設定を行うことなく使用できます。

このマニュアルの電話機のサポートページという用語は、特定の機能を設定するためにユーザ

がアクセスできるWebページのことをいいます。Cisco Unified Communications Manager（リ
リース 10.0以降）では、これらのページは、セルフケアポータルになっています。Cisco
Unified Communications Manager（リリース 9.1以前）では、これらのページはユーザオプショ
ンというWebページです。

Ciscoでは、組織のニーズに合った、アクセシビリティ機能搭載の製品および技術の設計や提
供に取り組んでいます。Ciscoおよび Ciscoによるアクセシビリティへの取り組みに関する詳
細については、次の URLを参照してください。http://www.cisco.com/go/accessibility

のの聴覚障がい者向けアクセシビリティ機能

電話機には、少しの設定で、または設定不要で使用できる標準のアクセシビリティ機能が搭載

されています。

電話機
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図 6 :聴覚障がい者向けアクセシビリティ機能— Cisco IP電話 8861

次の表では、Cisco IP電話8800シリーズの聴覚障がい者向けアクセシビリティ機能について説
明します。

表 21 :聴覚障がい者向けのアクセシビリティ機能

説明アクセシビリティ機能項目

このライトストリップはあらゆる角度から見え

ます。また、音声によるメッセージ待機インジ

ケータもご利用いただけます。

明るさまたは可聴ボイスメッセージインジケー

タを変更するには、フォンサポートページに

ログインし、メッセージインジケータの設定に

アクセスします。各設定をオンまたはオフに変

更できます。

管理者がユーザの設定を変更することもできま

す。

ビジュアルメッセージ受信インジ

ケータ（ハンドセット）

1
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説明アクセシビリティ機能項目

• [ミュート（Mute）]ボタンおよび [スピー
カーフォン（Speakerphone）]ボタンのオン
とオフを切り替えて、電話機の状態を表示

できます。

•ミュートボタンを使用して、マイクロフォ
ンのオンとオフを切り替えます。マイクロ

フォンがミュートになっているとき、ボタ

ンは点灯しています。

• [スピーカーフォン（Speakerphone）]ボタ
ンを使用してスピーカーフォンのオンとオ

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。

電話機能の状態のビジュアル通知2

• [アプリケーション（Applications）]> [環境
設定（Preferences）]を選択します。

•電話機の呼出音の音量レベルを調節しま
す。ハンドセットが受け台に置かれてい

て、ヘッドセットボタンとスピーカーフォ

ンボタンがオフになっている場合に、[音
量（Volume）]ボタンを押すと音量を調節
できます。

管理者も設定を変更できます。

調整可能な呼出音、音の間隔およ

び音量

3

Cisco IP電話ハンドセットは、サードパーティ
製インラインアンプをサポートします。アンプ

をハンドセットとコードに接続します。アンプ

はハンドセットと IPフォンの間に配置します。

インラインアンプのサポート（ハ

ンドセット）

4

次のアクセシビリティ機能をサポートします。

•補聴器対応

•補聴器の磁気結合

•障害のあるアメリカ人法（ADA）に規定さ
れた連邦通信委員会（FCC）の音量要件

•セクション 508音量要件（業界標準のイン
ラインハンドセットアンプを使用するこ

とで準拠可能）

補聴器対応（HAC）ハンドセット5
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説明アクセシビリティ機能項目

Cisco IP電話は、次の TTY機能および TDD機
能をサポートします。

•業界大手メーカー製の音響結合または直接
接続の TTY

•電話回線を介したリアルタイムのテキスト
転送

• Hearing Carry Over（HCO）電話機および
Voice Carry Over（VCO）電話機

• G.711で動作する VoIPネットワーク

TTYの設定については、管理者にお問い合わせ
ください。

音響結合 TTYおよび TDDのサ
ポート（ハンドセット）

6

Webex Callingでの視覚障がい者向けアクセシビリティ機能
電話機には、少しの設定で、または設定不要で使用できる標準のアクセシビリティ機能が搭載

されています。

図 7 :視覚障がい者向けアクセシビリティ機能— Cisco IP電話 8861
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次の表では、Cisco IP電話8800シリーズの視覚障がい者向けアクセシビリティ機能について説
明します。

表 22 :視覚障がい者向けアクセシビリティ機能

説明アクセシビリティ機能項目

ユーザに着信を知らせます。着信コールの間はハ

ンドセットのライトストリップが点滅し、ボイス

メッセージを受信すると点灯したままになりま

す。

着信コールの高コントラスト

ビジュアルおよびオーディオ

アラート

1

回線ボタンを使用して、発信、応答、特定回線の

コールへの切り替えを実行できます。

短縮ダイヤル、回線ステータス、プライバシー、

応答不可（DND）、サービス URLなどの機能を
機能ボタンに割り当てることができます。

電話機のプログラマブル機能ボタンは管理者が設

定します。

セッションボタンは、着信への応答や保留中の

コールの解除などに使用します。

電話機のステータスを示す色は、次のとおりで

す。

•緑（点灯）：アクティブコールまたは双方向
のインターコムコール

•緑（点滅）：保留中のコール

•オレンジ（点灯）：プライバシーが有効、一
方向のインターコムコール、サイレントがア

クティブ、またはハントグループにログイン

中

•オレンジ（点滅）：着信コールまたは復帰
コール

•赤（点灯）：リモート回線の使用中（共有回
線または回線ステータス）

•赤（点滅）：リモート回線が保留中

Cisco IP電話の回線ボタン、
機能ボタン、およびセッショ

ンボタン

•回線ボタンと機能ボタン
は LCDの左側にありま
す。セッションボタンは

LCDの右側にあります。

•アラブ語などの右から左
に読む言語では、セッ

ションボタンが左側、回

線および機能ボタンが右

側になります。

2

電話機
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説明アクセシビリティ機能項目

電話機の画面の明るさを調節できます。Cisco IP電話のバックライト
付きカラー LCD画面

• Cisco IP電話 8811にはグ
レースケールのLCDが搭
載されており、コントラ

ストを調節できます。

3

特別な機能へのアクセスを提供します。機能は

LCD上に表示されます。
ソフトキー

• LCDのすぐ下にある大き
なボタンです。

4

ナビゲーションリングは、電話機のLCDメニュー
を上下左右に移動するために使用します。ナビ

ゲーションクラスタの中央が [選択（Select）]ボ
タンです。

[戻る（Back）]ボタンは、前の画面またはメ
ニューに戻るために使用します。

[リリース（通話終了）（Release (End Call)）]ボ
タンは、通話またはセッションを終了するために

使用します。

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）]ボタンを含む）

•ナビゲーションクラスタ
は、キーパッドのすぐ上

にあります。

•ナビゲーションクラスタ
の左側は [戻る（Back）]
ボタンです。

•ナビゲーションクラスタ
の右側は [リリース
（Release）] ボタンで
す。

5

電話機
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説明アクセシビリティ機能項目

メッセージ、アプリケーション、および連絡先に

簡単にアクセスできます。

[メッセージ（Messages）]ボ
タン、[アプリケーション
（Applications）]ボタン、お
よび [連絡先（Contacts）]ボ
タン

•この 3つの大きなボタン
は、キーパッドの左側に

あります。

•このボタングループのう
ち、上側にある単体のボ

タンが [メッセージ
（Messages）]ボタンで
す。[メッセージ
（Messages）]ボタンの下
の左側が[アプリケーショ
ン（Applications）]ボタ
ンで、右側が [連絡先
（Contacts）]ボタンで
す。

6

電話機でこれらの機能を使用できます。[保留（Hold）]ボタン、[転送
（Transfer）]ボタン、および
[会議（Conference）]ボタン

•これら 3つの大きなボタ
ンは、キーパッドの右側

にあります。

•このグループのうち、上
側にある単体のボタンが

[保留（Hold）]ボタンで
す。[保留（Hold）]ボタ
ンの下の左側が [転送
（Transfer）]ボタンで、
右側が [会議
（Conference）]ボタンで
す。

7
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説明アクセシビリティ機能項目

呼出音やハンドセット、ヘッドセット、またはス

ピーカーフォン経由の音の音量を調節できます。

音量を上げる場合はロッカーキーの右側を押しま

す。音量を下げる場合はロッカーキーの左側を押

します。

[音量（Volume）]キー

•このキーは、電話機の左
下にあります。

8

既存または使い慣れているキーポジションを使用

できます。5のキーには突起があります。
標準の 12キーレイアウト9

電話機の状態を音声で通知します。

•ヘッドセット、ミュートおよびスピーカー
フォンボタンのオンとオフを切り替えて、電

話の状態を表示します。

•ヘッドセットボタンを使用して、オンに切り
替えます。ヘッドセットがオンになっている

とき、ボタンは点灯しています。ハンドセッ

トをピックアップするか、スピーカフォン

を選択してヘッドセットモードを終了し

ます。

•ミュート ボタンを使用して、マイクロフォ
ンのオンとオフを切り替えます。マイクロ

フォンがミュートになっているとき、ボタン

は点灯しています。ミュートをオンにする

と、電話機でビープ音が1回鳴り、ミュート
をオフにすると、電話機でビープ音が2回鳴
ります。

• [スピーカーフォン（Speakerphone）]ボタン
を使用してスピーカーフォンのオンとオフを

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。

[ヘッドセット（Headset）]ボ
タン、[スピーカーフォン
（Speakerphone）]ボタン、お
よび [ミュート（Mute）]ボタ
ン

•これらのボタンは、電話
機の右下にあります。

•このグループのうち、下
側にある単体のボタンが

[ミュート（Mute）]ボタ
ンです。[ミュート
（Mute）]ボタンの上の
左側が [ヘッドセット
（Headset）]ボタンで、
右側が[スピーカーフォン
（Speakerphone）]ボタン
です。

10

調整可能なフットスタンド

フットスタンドを調整して、電話機のディスプレイ表示を最適にしたり、すべてのボタンや

キーを使いやすくできます。

音声フィードバック

音声フィードバックは、視覚障がい者がCisco IP電話を使用するのに役立ちます。有効にする
と、音声プロンプトが表示され、電話機のボタンを移動したり、電話機の機能を使用したり、

電話機
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設定したりするのに便利です。音声により、発信者 ID、表示された画面や設定、ボタン機能
を読み上げます。

この機能を使用する際に注意すべき重要な項目がいくつかあります。

•ナビゲーションクラスタの中央にある[選択 (Select )]ボタンを使用すると、音声フィード
バックが有効になり、無効になります。電話機がアイドル状態の場合は、[選択 (Select)]を
3回タップして、この機能をオンまたはオフにします。音声プロンプトが表示され、機能
ステータスが通知されます。

•ソフトキーを1回押すと、音声フィードバックによりそのキーに関連付けられている機能
が読み上げられます。この機能を実行するには、ソフトキーを 2回すばやく押します。

•連絡先、アプリケーション、およびメッセージのボタンなどのハードキーの扱いは異なり
ます。ハードキーを1回押すと、音声により表示名が読み上げられ、続いて電話機上に表
示されたアプリケーションまたは設定が読み上げられます。

ボリュームは音量ボタンを使用して調整されます。ハンドセットのボリュームを調節する場合

は、クレードルから受話器を持ち上げてボリュームを押します。ヘッドセットを使用する場合

は、[ヘッドセット（Headset）] ボタン、それから [ボリューム（Volume）] を選択します。ス
ピーカフォンを使用する場合は、スピーカフォンと音量を選択します。

[ヘッドセット（Headset）] ボタンを選択していても、ヘッドセットが接続されていなければ
音声フィードバックは聞こえません。スピーカーフォンを選択すると、音声フィードバックが

再度再生されます。

通話中は、この機能の使用者のみに音声フィードバックが聞こえるため、プライバシーが保た

れます。音声フィードバックは、英語でのみ利用できます。この機能を使用できない場合、電

話機では無効になります。

関連トピック

音声フィードバックをアクセシビリティから有効にする

音声の速度を調整する

Webex Callingでのアクセシビリティ機能
電話機には、少しの設定で、または設定不要で使用できる標準のアクセシビリティ機能が搭載

されています。

所有している電話機のモデルを確認するには、[アプリケーション（Applications）] を押

し、[電話の情報（Phone information）]を選択します。[モデル番号（Model number）]フィール
ドに、電話機のモデルが表示されます。

電話機
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図 8 :運動障がい者向けアクセシビリティ機能— Cisco IP電話 8861

次の表では、Cisco IP電話8800シリーズの運動障がい者向けアクセシビリティ機能について説
明します。

電話機
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表 23 :運動障がい者向けのアクセシビリティ機能

説明アクセシビリティ機能項目

次の機能にアクセスできます。

•電話回線およびインターコム回線（回
線ボタン）

•短縮ダイヤル番号（短縮ダイヤルボタ
ン、短縮ダイヤル回線ステータス機能

を含む）

• Webベースのサービス（個人アドレス
帳など）

•電話機能（プライバシーなど）

次のように、電話機のステータスを示しま

す。

•緑（点灯）：アクティブコールまたは
双方向のインターコムコール

•緑（点滅）：保留中のコール

•オレンジ（点灯）：プライバシーが有
効、一方向のインターコムコール、サ

イレントがアクティブ、またはハント

グループにログイン中

•オレンジ、点滅：着信コールまたは復
帰コール

•赤、点灯：リモート回線が使用中（共
有回線または回線ステータス）

ライト付きボタン1

電話機のアプリケーション、ボイスメッセー

ジ、会社や個人の電話帳、および各コール

機能に簡単にアクセスできます。

[アプリケーション（Applications）]
、[メッセージ（Messages）]、[連
絡先（Contacts）]、[保留（Hold）]
、[転送（Transfer）]、および [会
議（Conference）]へのアクセスに
使用する大きなボタン

2

スピーカーフォンが有効になっているかど

うかを示します。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。

内蔵スピーカフォン3
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説明アクセシビリティ機能項目

電話機のキーの位置が簡単にわかります。

たとえば、5番キーには突起があるため、こ
れによって他のキーの位置がわかります。

触覚認識によるボタンおよび機能

（5番キーにある突起を含む）
4

Cisco IP電話 8800シリーズ壁面取り付けキットアクセシビリティ
Cisco IP電話8800シリーズは、次のいずれかの壁面取り付けキットを使用して壁に取り付ける
ことができます。

• Cisco IP電話 8800シリーズ向け壁面取り付けキット：単一の電話機を壁に取り付けるため
に使用します。

•単一KEM搭載のCisco IP電話 8800シリーズ向け壁面取り付けキット：キー拡張モジュー
ルが 1つ搭載された単一の電話機を壁に取り付けるために使用されます。

• Cisco IP電話 8800ビデオシリーズ向け壁面取り付けキット：単一のビデオ電話を壁に取
り付けるために使用します。

Cisco IP電話 8800向け壁面取り付けキットと単一のKEMを搭載した Cisco IP電話 8800シリー
ズ向け壁面取り付けキットは、電話機の壁面への取り付けについて、障がいを持つアメリカ人

法（ADA）の ADAAGの要件「307.2 Protrusion Limits」の項に準拠しています。

Cisco IP電話 8800ビデオシリーズ向け壁面取り付けキットは少し大きいため、電話機の壁面
への取り付けに関する障がいを持つアメリカ人法（ADA）のADAAGの要件「307.2 Protrusion
Limits」の項に準拠していません。

下の図は、壁面取り付けキットを使用して取り付けられた電話機の側面図を示しています。

図 9 :壁面取り付けキットを使用して取り付けられた電話機の側面図

電話機
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電話ファームウェアとアップグレード
電話機には、あらかじめファームウェアがインストールされています。これは、通話制御シス

テムに固有のファームウェアです。

また、お客様の電話機のファームウェアを管理者がアップグレードする場合もあります。この

アップグレードは、電話機が使用中でもバックグラウンドで実行されます。

電話機のアップグレードの延期

新しいファームウェアが利用可能になると、電話機に [アップグレード準備完了（Ready to
upgrade）]ウィンドウが表示され、15秒のタイマーでカウントダウンが始まります。何も操作
しなければ、アップグレードが続行されます。

ファームウェアのアップグレードは、1時間ずつ11回まで延期できます。アップグレードは、
電話の発信または受信があった場合にも延期されます。

手順

電話機のアップグレードを延期するには、[遅延（Delay）]を選択します。

電話ファームウェアのアップグレードの進行状況の表示

電話ファームウェアのアップグレード中に、アップグレードの進行状況を表示できます。

手順

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

ステップ 2 [設定（Settings）]を押します。

ステップ 3 [電話の情報（Phone information）] > [詳細の表示（Show detail）]の順に選択します。

ステップ 4 [システム情報（System information）]を選択して、[詳細の表示（Show details）]を押します。

ステップ 5 [終了（Exit）]を押します。

省電力
管理者は、次のオプションを使用してユーザの電話機の画面で使用する電力量を減らすことが

できます。

電話機
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•省電力（Power Save）：電話機が一定時間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。

•省電力プラス（Power Save Plus）：勤務スケジュールに基づいて設定された時間で、電話
スクリーンのオン/オフが切り替わります。勤務時間や勤務日が変更になった場合は、電
話機を再設定するよう管理者に依頼してください。

たとえば、管理者は、電話機の画面表示が消える 10分前にアラートを発行するように設定で
きます。電話機がすぐにオフになることが通知され、この通知は次の間隔で送信されます。

•電源オフの 10分前に 4回の呼出音

•電源オフの 7分前に 4回の呼出音

•電源オフの 4分前に 4回の呼出音

•電源オフの 30秒前に 15回の呼出音

電話機がアクティブな場合は、電源シャットダウンの通知は電話機が非アクティブになってか

ら設定時間が過ぎた後に実行されます。

電話機をオンにする

省電力のために電話機がオフになると、電話スクリーンが空白になり、[選択（Select）]ボタ
ンが点灯します。

手順

[選択（Select）]を押すと、電話機が再度オンになります。

電話回線のモード
電話機は、次のいずれかのモードでセットアップできます。

•通常回線モード：このモードでは、スクリーンの右と左でボタンの機能が異なります。通
常、左側のボタンは回線ボタンで、右側のボタンは機能ボタンです。回線ボタンと機能ボ

タンの位置は、読み取り方向が右から左のロケールの場合は左右が逆になります。この

モードはセッション回線モードとも呼ばれます。

•拡張回線モード：このモードでは、スクリーンの左右のボタンをどちらも回線ボタンとし
て設定できます。拡張回線モードでは、表示して使用できる電話回線が増えます。着信

コールの場合はアラートが表示されます。

関連トピック

ソフトキー、回線ボタン、機能ボタン（29ページ）

電話機
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通常回線モード

電話機を通常（セッション）回線モードに設定した場合は、次の方法で電話機を操作します。

• [発信（New Call）]ウィンドウからコールを発信します。

•着信アラートが設定されている場合を除き、[応答（Answer）]を押してコールに応答しま
す。着信アラートが設定されている場合は、[応答（Answer）]、[拒否（Decline）]、また
は [無視（Ignore）]を選択します。

• 5つの回線キーを使用できます。電話機とモバイルデバイスまたはタブレットがBluetooth
で接続されている場合は、4つの回線キーのみを使用できます。

ファームウェアリリース 12.6 (1)では、改善されたセッション回線モードが導入されました。
これで、別の回線を選択しない限り、すべての発信コールがプライマリ回線で処理されます。

複数の回線でコールがある場合、コールは順番に処理されます。最後のコールが終了すると、

電話機はプライマリ回線に戻ります。

拡張回線モード

電話機を拡張回線モードに設定した場合は、次の方法で電話機を操作します。

•電話回線を1つ選択して、電話番号を入力して発信します。履歴リストには、ダイヤルさ
れた番号に類似した電話番号が表示されます。

•コールに対して、[応答（Answer）]、[拒否（Decline）]、または [無視（Ignore）]を押し
ます。

• 10個の回線キーを使用できます。

通話ウィンドウで回線キーを選択することにより、その回線の不在着信を確認することが

できます。アイドル画面に戻ると、不在着信カウンタがクリアされます。

拡張回線モードの設定方法によって異なりますが、次のいずれかの組み合わせの呼び出し接続

ステータスと回線ラベルが表示されます。

•発信者の名前と着信回線。

•発信者のディレクトリ番号と着信回線。

•発信者の名前とディレクトリ番号。

•発信者のディレクトリ番号。

転送されたコールも識別されます。

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。
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シスコWebサイト（https://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ーガイド（英語）については、次のリンク
を参照してください。

https://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。

https://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。

https://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電話は、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、次のシスコウェブ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

次のシナリオに関連した問題が発生す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。

問題が発生した場合は、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。

における電話機に関する情報の取得

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。
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http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-technical-reference-list.html
http://www.cisco.com/web/about/responsibility/accessibility/index.html


手順

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

ステップ 2 [システム情報（System Information）]を選択します。

ステップ 3 [電話の情報（Phone information）]を選択します

ステップ 4 （任意） [詳細の表示（Show detail）]を押すと、アクティブなロード情報が表示されます。

ステップ 5 [終了（Exit）]を押します。

通話品質の問題を報告する

パフォーマンスに関する問題のトラブルシューティングに役立てるために、管理者により一時

的に、電話機に品質レポートツール（QRT）が設定されることがあります。設定に応じて、
QRTは次の用途に使用します。

•現在のコールのオーディオに関する問題をすぐにレポートします。

•カテゴリのリストから一般的な問題を選び、原因コードを選択します。

手順

ステップ 1 [品質のレポート（Report quality）]を押します。

ステップ 2 スクロールして発生した問題に最も近い項目を選択します。

ステップ 3 [選択（Select）]ソフトキーを押して、情報をシステム管理者に送信します。

での電話機のすべての問題を報告する

Cisco Collaboration Problem Report Tool（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できます。PRTアップロードが失敗したというメッセージが表示された場
合、問題レポートが電話機に保存されるため、管理者に連絡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）] を押します。

ステップ 2 [電話の情報（Phone information）] > [問題の報告（Report problem）]を選択します。

ステップ 3 [設定（Settings）] > [システム情報（System information）] > [問題の報告（Report problem）]
を選択します。

ステップ 4 [問題の発生日付（Date of problem）]および [問題の発生時刻（Time of problem）]フィールド
に、問題が発生した日時を入力します。

ステップ 5 [問題の説明（Problem description）]を選択します。
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ステップ 6 表示されたリストから説明を選択し、[送信（Submit）]を押します。

電話機の接続の切断

電話機から電話ネットワークへの接続が切断されることがあります。接続が失われると、電話

機にメッセージが表示されます。

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。たとえば、ソフトキーが正常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やライセンス契約を含む正式な保証に関するステート

メントは、製品保証でご覧いただけます。
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https://www.cisco.com/go/hwwarranty
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翻訳について
このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては
、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている
場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい
ては米国サイトのドキュメントを参照ください。


