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ソフトキーの機能マップ
システム管理者による電話機の設定によっては、一部の機能が使用できない可能性がありま

す。一部の機能は別のソフトキーからアクセスできます。また、追加のソフトキー機能を使用

できます。

次の表に、各種コール状態に一般に使用できるソフトキー機能の一部について説明します。ま

た、対応する状態の発信ボタンの機能も示します。

表 1 :機能マップ

発信ボタンソフトキー 4ソフトキー 3ソフトキー
2

ソフトキー
1

コール状態

オフフック次へ 1機能発信リダイヤルアイドル

次へ 2不在メッセージ連絡先

応答即転送応答呼び出し

ダイヤルXスピードダ

イヤル

発信キャンセルオンフック（プ

レダイヤル）

オンフック次へ 1機能キャンセルリダイヤルオフフック

次へ 2コールメッセージ連絡先

オンフック折返しキャンセル発信

オンフック次へ 1機能終了保留接続中

次へ 2会議転送連絡先

先頭へパーク参加者

復帰次へ 1機能発信復帰保留

先頭へ即転送メッセージ連絡先

オンフック次へ 1機能終了保留接続中（複数の

コール）
次へ 2転送切替または

コール

連絡先

先頭へパーク参加者会議

[参加者]ソフトキーは、会議に参加している場合にのみ表示されます。（注）

コール機能

2

コール機能

ソフトキーの機能マップ



[コール]ソフトキーは、3つ以上のコールが接続されている場合に表示されます。 [コール]を
押すと、コールリストがロードされます。

（注）

Survivable Remote Site Telephony
会議ステーションと Cisco Unified Communications Manager間の通信が中断されると、電話機に
アラートメッセージが表示されます。アクティブコールで通話中の場合、コールは確立され

たままで、フェールオーバー状態になります。 Survivable Remote Site Telephony（SRST）機能
でこのフェールオーバーが処理されます。

フェールオーバー中は、会議ステーションの一部の機能を使用できません。次の表に、一般的

な機能および機能が使用できるかどうかを示します。フェールオーバー中の機能の使用可否に

関する詳細については、システム管理者にお問い合わせください。

会議ステーションの接続が切断されると、「SRST。 一部の機能は使用できません」などの

メッセージが表示されることがあります。

表 2 :フェールオーバー時の機能サポート

注サポート機能

Yes発信

Yesコールの終了

Yesリダイヤル

Yes応答

Yes保留

Yes復帰

これは、他の転送機能（不在

転送、話中転送、無応答時転

送など）にも当てはまりま

す。

Noコール転送

Yes会議

[アクティブコール]ソフトキー
は表示されません。

Noアクティブコールへの会議

（参加）

No会議参加者リスト

打診のみ。Yes転送
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注サポート機能

Noアクティブコールへの転送

（直接転送）

Yes自動応答

Yesコール待機

Yes発信者 ID

Yesオーディオメッセージ受信イ

ンジケータ

サポートされる機能は会議の

みです。

Yes統合セッション表示

ボイスメールは、CiscoUnified
Communications Managerクラ
スタ内の他のユーザとは同期

されません。

Yesボイスメール

Yesスピードダイヤル

[即転送]ソフトキーは表示さ
れません。

Noボイスメールへ（即転送）

[パーク]ソフトキーは表示さ
れません。

Noパークモニタリング

「この機能は現在使用できま

せん」という内容のメッセー

ジが表示されます。

No割り込み

メッセージ数のバッジは、電

話スクリーンに表示されませ

ん。

[メッセージ受信]アイコンの
みが表示されます。

No拡張メッセージ待機インジ

ケータ

ソフトキーは表示されませ

ん。

Noダイレクトコールパーク

コールは、無期限で保留状態

になります。

No保留復帰

コールは、ローカルの保留

コールとして表示されます。

Noリモートの保留
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注サポート機能

[ミートミー]ソフトキーは表
示されません。

Noミートミー

ソフトキーを押してもアク

ションは行われません。

Noピックアップ

ソフトキーを押してもアク

ションは行われません。

Noグループピックアップ

ソフトキーを押してもアク

ションは行われません。

No他グループピックアップ

ソフトキーを押してもアク

ションは行われません。

No迷惑呼 ID

ソフトキーを押してもアク

ションは行われません。

No品質

ソフトキーを押してもアク

ションは行われません。

Noモビリティ

ソフトキーを押してもアク

ションは行われません。

Noプライバシ

[折返し]ソフトキーは表示さ
れません。

No折返し

応答
応答機能では、会議ステーションで使用でき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。

コールを着信すると、通知が会議ステーションスクリーンに表示されます。コール通知は、

事前に設定された時間の間表示されたままになります。複数のコールが同時に着信した場合

は、着信コールリストウィンドウが表示され、応答するコールを選択できます。

コールに応答するには、[応答]を押すか、[発信]キーを押します。

着信コールが、別の電話機または会議ステーションから転送されたコールである場合、コール

が転送されたことを示す追加情報が表示されることがあります。追加で表示される情報の量は

システム管理者が制御します。追加情報には、コールを転送した人と、発信者情報が示されま

す。

コールを受信するとき、スクリーンに表示される電話番号には、発信者にダイヤルできる番号

が含まれます。必要に応じて、この番号には次の数字を含めることができます。
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•外線を取得するためのコード（たとえば、9をダイヤルする必要があります）

•長距離コード

•エリアコード

•市外局番

•電話番号

会議ステーションでは通話履歴にすべての数字が保存されるので、ユーザは個人アドレス帳に

番号を保存できます。

折返し
折返しを使用すると、話中または応対不可能な通話相手が応対可能になったときに、会議ス

テーションでオーディオおよびビジュアル通知を受信できます。

詳細については、システム管理者にお問い合わせください。

コールバック通知の設定

手順

ステップ 1 ビジー音または呼出音が聞こえているときに、[折返し]を押します。
電話機に確認画面が表示されます。

ステップ 2 確認画面を終了するには、[終了]を押します。

回線が利用できるようになると、電話機から通知があります。

ステップ 3 コールを再度発信するには、[発信]を押します。

コール転送
コール転送を使用すると、会議ステーションの着信コールを別の番号に転送できます。

システム管理者が会議ステーションに設定できるコールの転送機能は、次の 2種類がありま
す。

•無条件のコール転送（不在転送）：受信したすべてのコールに適用されます。

•条件付きコール転送（無応答時転送、話中転送、カバレッジなし時転送）：受信した特定
のコールに適用されます。
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設定されている場合、不在転送は会議ステーションから設定できます。また、Cisco Unified
Communications Managerセルフケアポータルからリモートでもアクセスできます。条件付き
コール転送ルールは、Cisco Unified Communications Managerセルフケアポータルからのみアク
セスできます。

会議ステーションからコールを転送する場合は、次の点に注意してください。

•転送先番号は、会議ステーションからダイヤルする場合とまったく同じように入力しま
す。たとえば、必要に応じてアクセスコードやエリアコードを入力します。

•コール転送は、回線固有です。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。

•設定可能な次のコール転送オプションの詳細については、システム管理者にお問い合わせ
ください。

•転送先番号から会議ステーションへコールが発信された場合に、コールを自動的に転
送するのではなく、呼出音を鳴らす。

•コール転送ループが生じたり、コール転送チェーンで最大リンク数を超えたりしない
ようにする。

コールの転送

手順

ステップ 1 [不在]を押します。

ステップ 2 転送先の電話番号を入力します。

ボイスメールシステムの設定によっては、[メッセージ]を押して、すべてのコールをボイス
メールに転送できます。

コール転送がアクティブなときは、スクリーンにビジュアル通知が表示されます。

ステップ 3 コールの転送をキャンセルするには、[不在オフ]を押します。

ステップ 4 コールをリモートで転送する、またはコール転送の条件を設定するには、Cisco Unified
Communications Managerセルフケアポータルに移動します。

コールパーク
コールパーク機能では、会議ステーションを使用してコールをパーク（一時保存）することが

できます。パークしたコールは、Cisco Unified Communications Managerシステムの別の電話機
（同僚のデスクや会議室の電話機など）から取得できます。

コール機能
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コールのパーク番号を Cisco Unified Communications Managerシステムの別の電話機に入力する
ことで、パークしたコールを取得します。

会議ステーションのパーク番号の設定は、システム管理者が行います。

コールパーク

手順

ステップ 1 コール中に [パーク]を押します。

コールに割り当てられたコールパーク番号が会議ステーションスクリーンに表示されます。

ステップ 2 スクリーンに表示されたコールパーク番号を記録します。この番号は、コールの取得に使用
します。

パークされたコールを取得するまで制限時間があります。制限時間を超えると元の番号での呼

び出しが再開します。

ステップ 3 ネットワーク内の別のCiscoUnified IP Phoneまたは会議ステーションで、コールパーク番号を
入力してコールを取得します。

コールピックアップ
コールピックアップでは、同僚の電話機で呼び出し中のコールを自分の電話機にリダイレクト

することによって、そのコールに応答できます。

同僚とコール処理タスクを分担する場合に、コールピックアップを利用できます。

コールをピックアップする方法は、次のとおりです。

•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呼び出し中のコー
ルに応答できます。

ピックアップ対象のコールが複数ある場合、会議ステーションは最も古いコールからピッ

クアップします。

•グループピックアップ：次の方法で、自分のコールピックアップグループ外にある電話
機のコールに応答できます。

•システム管理者から取得したグループピックアップ番号を使用します。

•呼び出し中の電話機の番号をダイヤルします。

•他グループピックアップ：自分のコールピックアップグループ内、または関連付け先コー
ルピックアップグループ内の別の電話機で呼び出し中のコールに応答できます。
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コールピックアップグループへのユーザの割り当てとコールピックアップのソフトキーの設

定は、システム管理者が行います。

ピックアップを使用したコールの応答

手順

ステップ 1 [ピック]を押して、自分のピックアップグループ内で鳴っているコールを会議ステーションに
転送します。

ステップ 2 コールが鳴ったら、[応答]を押してコールに接続します。

グループピックアップを使用したコールの応答とグループピックアッ

プ番号

手順

ステップ 1 [グループピックアップ]を押して、自分のピックアップグループ外の電話機でコールに応答し
ます。

ステップ 2 グループピックアップ番号を入力します。

ステップ 3 コールが鳴ったら、[応答]を押してコールに接続します。

グループピックアップと電話番号を使用したコールの応答

手順

ステップ 1 [グループピックアップ]を押します。

ステップ 2 ピックアップしたいコールがある電話回線の番号を入力します。

たとえば、コールが回線 12345で鳴っている場合は、12345を入力します。

ステップ 3 コールが鳴ったら、[応答]を押して接続します。

コール機能
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その他のピックアップを使用したコールの応答

手順

ステップ 1 [他Grp]を押して、自分のピックアップグループ内または関連付けられているグループ内の
コールを、会議ステーションに転送します。

ステップ 2 コールが鳴ったら、[応答]を押して接続します。

C割り込み
C割り込み機能を使用すると、自分自身を共有回線上のコールに追加して標準的な（アドホッ
ク）会議を行うことができます。

共有回線での会議の参加

手順

[C割込]を押します。

必要に応じて、先に [次へ]を押します。

会議
会議を使用すると、複数の通話相手と同時に会話できます。

あるコールで会話をしているとき、会議を使用して別の通話相手にダイヤルし、それらの通話

相手をコールに追加します。

会議コールの手順を完了する前に [キャンセル]を押すと、その手順をキャンセルできます。

会議開催者として、会議から個々の参加者を削除できます。参加者のリストを表示することも

できます。

すべての参加者が電話を切ると、会議は終了します。
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サードパーティの会議への追加

始める前に

相手を会議に追加する前に、自分のコールが保留ではなく、アクティブである必要がありま

す。

手順

ステップ 1 [会議]を押します。

ステップ 2 追加する相手の電話番号、ファストダイヤルコード、またはスピードダイヤル番号を入力し
ます。

複数の保留コールがある場合、[コール]を押し、発信者リストを表示して発信者を会議に追加
します。

ステップ 3 新しい相手が応答したら、[会議]を押します。
会議が開始されます

ステップ 4 （任意）必要に応じてこれらの手順を繰り返し、通話相手をさらに追加します。

会議参加者の表示

手順

会議中に、[参加者]を押し、会議に参加している最新の16人の参加者のリストを表示します。

表示できる参加者の最大数は 16人です。参加者が 17人以上の場合、参加している最新の 16
人の参加者のみが表示されます。

会議参加者の削除

手順

ステップ 1 会議中に [参加者]を押して、参加者のリストを表示します。

ステップ 2 削除する参加者を強調表示してから、[削除]を押します。

会議に参加している最新 16人の参加者のみが表示されます。（注）
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即転送
即転送を使用すると、アクティブコールまたは呼び出し中のコールを、自分のボイスメール

システムや所定の電話番号に送信できます。この機能の設定と受信する電話番号の設定は、シ

ステム管理者が行います。

コールの即転送

手順

[即転送]を押すと、アクティブなコール、着信コール、または保留中のコールを自分のボイス
メールシステムまたはシステム管理者が設定した所定の電話番号に送信できます。

サイレント
サイレント（DND）を使用すると、着信コールの通知をオフにできます。オーディオ通知お
よびビジュアル通知に加え、呼出音もオフにすることもできます。

システム管理者によるこの機能の設定に応じて、着信コールがすぐに拒否されるか、発信者情

報がスクリーンに表示されます。

[サイレント]ソフトキーはシステム管理者が設定しますが、CiscoUnifiedCommunicationsManager
セルフケアポータルから DNDオプションを変更できます。

サイレントは、他のコール機能と一緒に使用できます。

•サイレントと不在転送の両方が有効な場合、コールはビジュアル通知またはオーディオ通
知なしで自動的に転送されます。

• DNDはプライオリティコールに影響しません。

サイレントのオンおよびオフ

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]を押します。
ビジュアル通知が短い時間、表示されます。

ステップ 2 サイレントをオフにするには、もう一度 [サイレント]を押します。

コール機能
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ビジュアル通知が短い時間、表示されます。

室内カバー範囲の拡張
オプションのマクロフォン拡張キットは、室内カバー範囲の拡張を実現します。リンクモード

で2つのユニットをリンクすることで、カバー範囲をさらに拡張できます。この機能を使用す
ると、より広い室内で会議ステーションを使用したり、参加者が増えてもより良い音声を実現

することができます。

音声カバー範囲を拡大するために 2つの会議ステーションベースユニットをリンクすると、1
つの会議ステーションはプライマリデバイスとして機能し、もう 1つのサウンドベースは従
属デバイスまたはセカンダリデバイスとして機能します。リンクモードでは、プライマリ

ベースステーションは、1つまたは 2つのワイヤレスマイクロフォン、または 1つの有線マイ
クロフォンをサポートします。セカンダリユニットは、1つの有線マイクロフォンのみをサ
ポートします。ワイヤレスマイクロフォンをセカンダリサウンドベースに接続することはで

きません。デバイスでマイクロフォンキットを混在させることはできません。可能な構成に

ついては、次の表を参照してください。

表 3 :単一の電話で室内カバー範囲を拡張するための展開構成

ワイヤレス拡張マイクロフォ

ン

有線拡張マイクロフォン

―1または 2接続マイクロフォン数お

よびタイプ 1または 2―

表 4 :リンクモードで室内カバー範囲を拡張するための展開構成

セカンダリサウンドベースプライマリサウンドベー

ス

――有線拡張マイクロフォ

ン

1―有線拡張マイクロフォ

ン

―1有線拡張マイクロフォ

ン

11有線拡張マイクロフォ

ン

――ワイヤレス拡張マイク

ロフォン

コール機能
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セカンダリサウンドベースプライマリサウンドベー

ス

―1または 2ワイヤレス拡張マイク

ロフォン

リンクモードでは、音声、ダイヤルトーン、呼出音、およびベース LEDの各機能は 2つのデ
バイス間で同期します。

デイジーケーブルを使用して、2つのサウンドベースユニットをリンクモードで接続します。（注）

関連トピック

リンクモード

ワイヤレスマイクロフォンのペアリング

始める前に

マイクロフォンは、会議ステーションとペアリングする前にオフ状態にする必要があります。

マイクロフォンの LEDがオフの場合、マイクロフォンはオフです。ワイヤレスマイクロフォ
ンをオフにするには、マイクロフォンボタンを押し、マイクロフォンの LEDが赤色に点灯し
たら、そのボタンを放します。

手順

ステップ 1 [機能] > [管理者設定] > [ワイヤレスマイクロフォン]を選択します。

ステップ 2 [ワイヤレスマイクロフォン1]または [ワイヤレスマイクロフォン2]を選択します。

選択したチャネルが使用できる場合、「マイクロフォン1をペアリングしますか?」または「マ

イクロフォン2をペアリングしますか?」というプロンプトと、[ペアリング]ソフトキーが表
示されます。

マイクロフォンがすでに特定のチャネルにリンクされている場合、選択したチャネルでペアリ

ングを開始できず、マイクロフォンがリンクされていることを示すダイアログが表示されま

す。

ステップ 3 [ペアリング]を押します。

チャネルのペアリングの準備が整うと、ペアリングプロセスが開始され、テキストメッセー

ジが表示されます。

ステップ 4 LEDが赤色に点灯するまでマイクロフォンのミュートボタンを押し、選択したチャネルに対
応するマイクロフォンをペアリングモードにします。

コール機能
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ペアリングが成功した場合、画面が [ワイヤレスマイクロフォン]メニューに戻り、「マイク
X のペアリングが成功しました。」というメッセージが表示されます。

ペアリングがタイムアウトになったり、失敗したりすると、ステータスが更新され、キャンセ

ルまたは再試行できます。

ステップ 5 [キャンセル]を押し、ワイヤレスマイクロフォンメニューに戻ります。

ステップ 6 [再試行]を押し、ペアリングプロセスを再開します。

関連トピック

ワイヤレスマイクロフォンのペアリングの解除（15ページ）

ワイヤレスマイクロフォンのペアリングの解除

有線マイクロフォンを会議ステーションに接続する必要がある場合、最初にすべてのワイヤレ

スマイクロフォンをペア解除する必要があります。この手順は、使用されていないマイクロ

フォンをペア解除するときにも使用できます。

マイクロフォンが接続されている場合、このオプションは指定できません。ペア解除コマンド

を有効にするには、ワイヤレスマイクロフォンをそのチャージャーにつなげるか、オフにしま

す。

（注）

手順

ステップ 1 [アプリケーション] > [管理者設定] > [ワイヤレスマイクロフォン]を選択します。

ステップ 2 [ワイヤレスマイクロフォン1]または [ワイヤレスマイクロフォン2]を選択します。

選択したチャネルがペアリングされている場合、[ペア解除]ソフトキーが表示されます。

ステップ 3 [ペア解除]を押します。

[キャンセル]または [ペア解除]のオプションがある確認プロンプトが表示されます。

ステップ 4 [ペア解除]を押し、マイクロフォンのペア解除を続行します。

ベースのマイクロフォンチャネルの登録情報が削除されます。電話機の情報メニューでマイ

クロフォンチャネルのステータスを確認すると、ステータス値とRFIDが空になっています。

ステップ 5 [戻る]を押してワイヤレスマイクロフォンメニューに戻り、プロセスを終了します。

関連トピック

ワイヤレスマイクロフォンのペアリング（14ページ）

コール機能
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Cisco Extension Mobility
CiscoExtensionMobility（エクステンションモビリティ）を使用すると、自分用にCiscoUnified
IP Phoneまたは会議ステーションを一時的に設定できます。エクステンションモビリティに
ログインすると、新しいデバイスに自分のユーザプロファイル、機能、設定されているサービ

ス、Webベースの設定が適用されます。エクステンションモビリティの設定は、システム管
理者が行う必要があります。

エクステンションモビリティの PIN変更機能では、Cisco Unified IP Phoneから PINを変更でき
ます。

•エクステンションモビリティでは、一定の時間が経過すると自動的にログアウトされま
す。この時間制限は、システム管理者により設定されます。

• Cisco Unified Communications Managerセルフケアポータルを使用してエクステンションモ
ビリティプロファイルに加えた変更は、物理デバイスでエクステンションモビリティに

ログインしている場合はすぐに有効になります。ログインしていない場合は、次回ログイ

ンしたときに有効になります。

• Cisco Unified Communications Managerセルフケアポータルを使用して電話機または会議ス
テーションに加えた変更は、エクステンションモビリティからログアウトしている場合は

すぐに有効になります。ログアウトしていない場合は、ログアウトした後に有効になりま

す。

•電話機によって制限を受けるローカル設定は、エクステンションモビリティプロファイ
ルには保存されません。

（注）

エクステンションモビリティの有効化

手順

ステップ 1 [機能]を押します。

ステップ 2 エクステンションモビリティサービスを選択します。

ステップ 3 ユーザ IDと PINを入力します。

ユーザ IDと PINはシステム管理者から提供されます。

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 ログアウトするには、[機能]を選択します。

ステップ 6 [サービス]を選択します。

ステップ 7 エクステンションモビリティサービスを選択します。
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ステップ 8 プロンプトで、[はい]を押します。

ファストダイヤル
ファストダイヤルを使用すると、電話機のファストダイヤルサービスから電話番号をダイヤ

ルできます。電話機でファストダイヤルを使用する前に、CiscoUnifiedCommunicationsManager
セルフケアポータルでファストダイヤルを設定する必要があります。

ファストダイヤルを使用したコールの発信

会議ステーションでファストダイヤルを使用する前に、Cisco Unified Communications Manager
セルフケアポータルでファストダイヤルを設定する必要があります。

手順

ステップ 1 [連絡先]を押します。

ステップ 2 パーソナルディレクトリにログインします。

ステップ 3 [個人ファストダイヤル]を選択します。

ステップ 4 ファストダイヤルコードを選択し、[発信]を押します。

保留
保留機能を使用すると、アクティブな通話を保留状態にすることができます。電話機では、一

度に 1つのアクティブコールを保持でき、その他のコールは保留されます。

アクティブコールの保留

手順

ステップ 1 アクティブコールを保留にするには、[保留]を押します。

保留アイコン がステータスアイコンとして表示されます。

ステップ 2 保留コールが 1つだけで、アクティブコールがない場合、[復帰]を押します。

ステップ 3 すでにアクティブコールがある場合、[切替]を押します。

コール機能
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保留中のコールがアクティブになり、アクティブコールは保留になります。

アクティブコールと複数の保留コールの切り替え

手順

ステップ 1 アクティブコールで通話中であり、保留コールが複数ある場合、[コール]ソフトキーが使用可
能になり、保留コールのコールリストがスクリーンに表示されます。

ステップ 2 ナビゲーションバーを使用し、アクティブにするコールを強調表示して [復帰]を押します。

現在のアクティブコールが保留され、選択したコールがアクティブになります。

アクティブコールの保留および新規着信コールへの応答

手順

アクティブコールを保留にし、着信コールに応答するには、[応答]を押します。

保留復帰
保留復帰では、コールが保留中のままになっていることを通知します。保留復帰通知は、新規

コールの通知に似ています。

会議ステーションの設定に応じて、次のいずれかの通知が発生することがあります。

•アニメーションのアイコンが、着信コールとして2秒間表示され、その後、保留アイコン
として 2秒表示される。

• 1回の呼出音が一定間隔で繰り返される。

• DCUの発信ボタンが緑色に点滅する。

•サウンドベースの LEDが緑色に点滅する。

コール機能
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保留復帰通知への応答

手順

[応答]を押します。

ミートミー会議
システム管理者によって有効にされている場合は、スケジュールした時刻に所定の番号にコー

ルしてミートミー会議を開催したり、ミートミー会議に参加したりできます。

ミートミー会議は、開催者が接続すると開始されます。開催者が参加する前に会議にコールす

ると、参加者にはビジートーンが聞こえます。その場合は、もう一度ダイヤルする必要があり

ます。

すべての参加者が切断すると会議は終了します。開催者が切断しても会議は自動的に終了しま

せん。

（注）

ミートミー会議の開催

手順

ステップ 1 システム管理者からミートミー電話番号を入手します。

ステップ 2 参加者にミートミー電話番号を配布します。

ステップ 3 会議の開始準備が整ったら、[ミートミー]を押します。

必要に応じて、先に [次へ]を押します。

ステップ 4 ミートミー電話番号をダイヤルします。

ミートミー会議への参加

手順

ステップ 1 会議の開催者から入手したミートミー電話番号をダイヤルします。
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ステップ 2 ビジートーンが聞こえる場合は、ホストがまだ会議に参加していません。この場合は、コー
ルを切断して、かけ直してください。

モバイルコネクト
モバイルコネクトを設定すると、携帯電話を使用して会議ステーションの電話番号にかかって

きたコールを処理できます。

モバイルコネクトを設定するには、Cisco Unified Communications Managerセルフケアポータル
を使用してリモート接続先を設定し、特定の電話番号からのコールがリモート接続先に渡され

るのを許可またはブロックするアクセスリストを作成します。

モバイルコネクトを有効にした場合の動作は次のとおりです。

•会議ステーションとリモート接続先でコールを同時に受信します。

•会議ステーションでコールに応答すると、リモート接続先の電話機の呼出音が止まって
コールが切断され、不在着信メッセージが表示されます。

• 1つのリモート接続先でコールに応答すると、それ以外のリモート接続先と会議ステーショ
ンでは呼出音が止まってコールが切断され、他のリモート接続先では不在着信メッセージ

が表示されます。

モバイルコネクトの有効化

手順

ステップ 1 [次へ]を押します。

ステップ 2 [モビリティ]を押して、リモート接続先の現在のステータス（有効または無効）を表示しま
す。

ステップ 3 [選択]を押して、ステータスを変更します。

ステップ 4 [終了]を押します。

IP電話のコールの携帯電話への切り替え

手順

ステップ 1 [次へ]を押します。

ステップ 2 [モビリティ]を押します。
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ステップ 3 [携帯電話へ]を選択します。

ステップ 4 進行中のコールに携帯電話で応答します。

このコールが進行中の間は、他のコールに会議ステーションを使用できません。

発信ボタンの LEDが赤色で点灯し、発信者の番号が電話機に表示されます。

モバイル通話の IP電話への切り替え

手順

ステップ 1 会議ステーションの [発信]を押します。

ステップ 2 携帯電話で通話を終了して携帯電話を切断します。ただし、コールは切断しないでおきます。

ステップ 3 5～10秒以内に会議ステーションの [復帰]を押して、会議ステーションで通話を開始します。

モニタリングと録音
モニタリングと録音機能を使用すると、コールをモニタリングおよび録音できます。この機能

はシステム管理者により有効にされます。全コールの自動録音、またはコールごとの録音を設

定できます。

電話機の [録音]ソフトキーを押すことで、録音を開始または停止できます。

コールのモニタリング中および録音中に、オーディオアラートが聞こえる場合があります。

デフォルトでは、コールのモニタリングと録音を実行しているユーザにオーディオアラートは

聞こえません。

セキュアモニタリングと録音も使用できます。この機能面に関する詳細については、システ

ム管理者にお問い合わせください。

1回線あたり複数のコール
会議ステーションは、単一回線です。最大6コールをサポートします。会議に参加している場
合を除き、一度に接続できるコールは 1つだけであり、他のコールは自動的に保留になりま
す。

複数の着信コール

最初のコールの呼び出し中に、回線上で2番目の着信コールがあった場合、コールを切替でき
る着信コールリストウィンドウがスクリーンに表示されます。追加の着信コールがある場合
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や着信コールがキャンセルされた場合は、着信コールリストウィンドウが自動的に更新され

ます。

コールの完了時に回線上に複数のコールがある場合

コールの完了時に回線上に複数のコールがある場合、コールリストの次のコールがフォーカス

されます。

発信コールの最大数

会議ステーションでは、最大 6件の発信コールをサポートします。

同じ回線上の 2番目のコールへの応答

手順

会議ステーション回線上の 2番目のコールに応答するには、[応答]を押します。

アクティブなコールがある場合はそのコールが保留になり、2番目のコールに応答できます。

同じ回線上でのコールの切り替え

手順

ステップ 1 同じ回線上で 2つのコールを切り替えるには、[切替]を押します。

ステップ 2 回線上に 3つ以上のコールがある場合は、コールリストからコールを選択して [復帰]を押し
ます。

同じ回線上での 2つのコールの会議の作成

手順

ステップ 1 同じ回線上に2つの接続されたコールがあるときに、1つのコールを選択してアクティブなコー
ルにします。

もう一つのコールは保留状態になります。

ステップ 2 [会議]を押します。
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ステップ 3 [コール]を押してコールリストを表示し、会議に追加する発信者を選択します。

ステップ 4 コールが接続されるまで待ちます。

ステップ 5 [会議]をもう一度押して、参加者をコールに追加します。
会議が開始されます

ステップ 6 （任意）この操作を繰り返して、参加者を追加します。

同じ回線上での 2つのコールの転送

始める前に

コールを転送するには、コールをアクティブにする必要があります。

手順

ステップ 1 [転送]を押します。

ステップ 2 電話番号を入力するか、転送先のスピードダイヤルボタンを押します。

自分の回線の最大コール数に達した場合、[転送]を押すと、回線のコールリストからコールを
選択できます。

ステップ 3 相手が応答するのを待ちます。

ステップ 4 再度 [転送]を押します。

共有回線

共有回線に会議ステーションを登録すると、次の方法で複数のコールを処理できます。

•共有回線上に2つ以上のリモートコールがある場合、会議ステーションの発信者 IDフィー
ルドに、回線上のリモートコール数とコールの状態が示されます。 [コール]を押してコー
ルリストウィンドウを表示します。

•共有回線上で少なくとも 1つのコールが保留になっている場合は、発信ボタンの LEDが
赤色に点滅します。 [復帰]を押してコールをアクティブにするか、ナビゲーションバー
を使用してコールリストから復帰するコールを選択します。たとえば、共有回線上のリ

モートコールを保留にすると、会議ステーションの発信ボタンが赤色に点滅します。

ミュート
ミュートを使用すると、会議ステーションへの音声の入力をブロックできます。コールの通話

相手の声は聞こえますが、相手にはこちらの声は聞こえません。
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次の 2つの方法で会議ステーションをミュートできます。

•サウンドベースのミュートボタンを押します。

• DCUのミュートボタンを押します。

オプションの拡張マイクロフォンが接続されている場合、このマイクロフォンを使用して会議

ステーションをミュートすることもできます。リンクモードでは、セカンダリサウンドベー

スのミュートボタンの動作は、プライマリユニットのミュートボタンの動作と同じになりま

す。

2つのサウンドベースおよびDCUの LEDインジケータで示される会議ステーションのミュー
トステータスは、次のとおりです。

•ベースの LEDとベースのミュートボタンが赤色に点灯する場合は、ミュートです。

• DCUのミュートボタンが赤色に点灯する場合は、ミュートです

IP電話のサウンドベースのミュート

手順

ステップ 1 ミュートをオンにするには、[ミュート]を押します。
ミュートボタンのバックライトが赤色に点灯し、サウンドベースの LEDが赤色に点灯しま
す。

ステップ 2 もう一度 [ミュート]ボタンを押すと、ミュートはオフになります。

IP電話の DCUのミュート

手順

ステップ 1 ミュートをオンにするには、[ミュート]を押します。
ミュートボタンのバックライトが赤色に点灯し、ミュートアイコンがスクリーンに表示され

ます。

ステップ 2 もう一度 [ミュート]ボタンを押すと、ミュートはオフになります。

オンフックダイヤル
オンフックダイヤルを使用すると、ダイヤルトーンを聞く前に電話番号を入力し、発信ボタ

ンを押すことで、発信を実行することができます。

コール機能
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オンフックでの電話番号のダイヤル

手順

ステップ 1 電話番号を入力するか、スピードダイヤルします。

ステップ 2 [ダイヤル]を押します。

プラスダイヤル
プラスダイヤルでは、1秒以上アスタリスク（*）キーを押し続けると、電話番号の 1桁目と
して国際電話番号のダイヤル用のプラス（+）記号が挿入されます。

国際コール用の数字を追加せずに、+記号が付いた電話番号を選択してダイヤルできます。

国際番号へのダイヤル

始める前に

国際コールをダイヤルする、またはプラスダイヤルを使用する前に、該当する場合は 8、9な
どのローカルアクセスコードを入力します。

手順

ステップ 1 アスタリスク（*）を 1秒以上押したままにします。

電話番号の 1桁目としてプラス（+）記号が表示されます。

対応するトーンが停止しますが、これは *が +記号に変わったことを示します。

ステップ 2 国コードを付けて国際電話番号をダイヤルします。

プライバシー
設定されている場合にプライバシー機能を使用すると、回線を共有する他のユーザから自分の

コール情報を隠すように設定できます。この機能の設定は、システム管理者が行います。

回線を共有している電話機でプライバシー機能が有効になっていても、共有回線を通常どおり

使用して、コールを発信および受信できます。

コール機能
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共有回線でのプライバシーの有効化

始める前に

この機能を使用する前に、システム管理者がこの機能を有効にする必要があります。

手順

ステップ 1 [次へ]を押します。

ステップ 2 ナビゲーションバーと選択ボタンを使用し、[非通知]ソフトキーまでスクロールします。

•この機能を有効にするには、[非通知]を押します。
•現在有効になっている場合にこの機能を無効にするには、[非通知]を押します。

品質レポートツール
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、システム管理者に

より一時的に、会議ステーションに品質レポートツール（QRT）が設定されることがありま
す。 QRTを呼び出すと、現在のコールに関する問題がシステム管理者に報告されます。

IP電話の問題のレポート

手順

ステップ 1 [次へ]を押します。

ステップ 2 ナビゲーションバーと選択ボタンを使用し、[品質]を探して選択します。

情報がシステム管理者に送信されます。

リダイヤル
リダイヤルでは、最後にダイヤルした電話番号に発信できます。

コール機能
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番号のリダイヤル

手順

最後にかけた電話番号にリダイヤルするには、[リダイヤル]を押します。

共有回線
共有回線を使用すると、1つの電話番号を複数のデバイスで使用できます。

複数のデバイスがあり、1つの電話番号で同僚とコール処理タスクを分担したり、管理者の代
理でコールを処理したりする場合には、共有回線が便利です。回線を共有する他のデバイスは

リモートデバイスと呼ばれ、回線を共有するデバイスによって処理されているコールはリモー

トコールと呼ばれます。

共有回線にコールが着信すると、会議ステーションと同僚のデバイスが呼び出されます。自分

または同僚がコールに応答したり、コールを保留にしたり、コールを転送したりすることがで

きます。

DCUの発信ボタンに、コール状態を示す LEDがあります。次に例を示します。

•リモートで使用中：LEDが赤色に点灯します。

•リモートで保留中：LEDが赤色に明滅します。

通話履歴には、共有回線のすべてのコールのステータスが表示されます。たとえば、共有回線

でコールの呼出音が鳴っているときにコールに応答する場合、回線を共有する同僚はコールが

リモートで応答されたことがわかります。通話履歴には、発信、受信、または不在着信のコー

ルが表示されます。

スピードダイヤル
スピードダイヤル機能を使用すると、事前に設定したコードを使用する、または通話履歴から

項目を選択することで、コールをすばやく発信できます。会議ステーションでスピードダイ

ヤル機能を使用する前に、Cisco Unified Communications Managerセルフケアポータルでスピー
ドダイヤルを設定する必要があります。会議ステーションでは、10件のスピードダイヤルエ
ントリを使用できます。

会議ステーションでは、次のようなスピードダイヤル機能をサポートします。

•スピードダイヤルコード：コードを入力して電話番号をダイヤルできます（「短縮ダイ
ヤル」または「ファストダイヤル」と呼ぶ場合もあります）。

コール機能
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関連トピック

Webでのスピードダイヤルの設定

スピードダイヤルコードを使用したコールの発信

始める前に

会議ステーションでスピードダイヤルコードを使用する前に、コードを設定する必要がありま

す。

手順

コールを発信するには、スピードダイヤルコードを入力し、[短縮ダイヤル]を押します。

転送
転送を使用すると、接続したコールを会議ステーションから別の番号へリダイレクトできま

す。

転送の手順を完了する前に [キャンセル]を押すと、その手順をキャンセルできます。

別の番号へのコール転送

始める前に

転送するコールをアクティブにする必要があります。

手順

ステップ 1 [転送]を押します。

ステップ 2 接続先番号を入力するか、スピードダイヤルボタンを押します。

ステップ 3 相手が応答するのを待ちます。

ステップ 4 再度 [転送]を押します。

転送が完了します。

コール機能
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Cisco WebDialer
Cisco WebDialerを使用すると、Cisco Unified Communications Managerディレクトリの連絡先を
クリックするだけでダイヤルできます。この機能はシステム管理者が設定します。

CiscoディレクトリでのWebDialerの使用

手順

ステップ 1 Cisco Unified Communications Managerセルフケアポータルにログインします。

ステップ 2 [ユーザオプション] > [ディレクトリ]を選択して同僚を検索します。

ステップ 3 ダイヤルする番号を選択します。

ステップ 4 初めてWebDialerを使用する場合は、[Cisco WebDialer -コールの開始]ウィンドウの設定を確
認します。

ステップ 5 [ダイヤル]を選択します。

これで電話機からコールが発信されます。

ステップ 6 コールを終了するには、[Cisco WebDialer -コールの開始]ウィンドウの [終了]を選択するか、
電話機の [終了]を押します。

別のオンライン社内ディレクトリでのWebDialerの使用

手順

ステップ 1 WebDialerが有効な社内ディレクトリにログインし、同僚を検索します。

ステップ 2 ダイヤルする番号を選択します。

ステップ 3 プロンプトが表示されたら、ユーザ IDとパスワードを入力します。

ステップ 4 初めてWebDialerを使用する場合は、[Cisco WebDialer -コールの開始]ウィンドウの設定を確
認します。

ステップ 5 [ダイヤル]を選択します。

これで電話回線からコールが発信されます。

ステップ 6 コールを終了するには、[Cisco WebDialer -コールの開始]ウィンドウの [終了]を選択するか、
会議ステーションの [終了]を押します。

コール機能
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WebDialerの初期設定の変更

手順

ステップ 1 ユーザオプションWebページにログインします。

ステップ 2 WebDialerを使用してコールを開始し、[Cisco WebDialer -コールの開始]ウィンドウにアクセ
スします。

[Cisco WebDialer -コールの開始]ページは、WebDialerを初めて使用するとき（ダイヤルする
番号を選択した後）に表示されます。

ステップ 3 [Cisco WebDialer -コールの開始]ウィンドウから、次のいずれかのオプションを選択します。

• [優先する言語]：WebDialer設定およびプロンプトに使用する言語を指定します。

• [優先するデバイスを使用する]：WebDialerコールを発信するのに使用する
Cisco Unified IP Phone（コールに使用するデバイス）とディレクトリ番号（コールに使用
する回線）を識別します。

1本の回線を持つ電話機を 1台だけ使用している場合は、適切な電話機と回線が自動的に選択
されます。

ステップ 4 電話機と回線が自動的に選択されない場合は、電話機または回線を選択します。

同じタイプの電話機が複数ある場合、リストでは、デバイスタイプとMACアドレスによって
電話機が識別されます。電話機にMACアドレスを表示するには、[機能] > [電話の情報]を選
択します。

ステップ 5 エクステンションモビリティプロファイルを持っている場合、[Cisco WebDialer -コールの開
始]ウィンドウの [コールに使用するデバイス]ドロップダウンメニューから [エクステンショ
ンモビリティ]を選択します。

ステップ 6 [コール情報を表示しない]または [自動終了の無効化]を選択していないことを確認します。

• [コールの確認ダイアログを表示しない]：これを選択すると、次にWebDialerを使用する
ときにWebDialerの [Cisco WebDialer -コールの開始]ウィンドウが表示されなくなりま
す。 Ciscoディレクトリから連絡先を選択すると、コールが自動的にダイヤルされます。

• [自動終了の無効化]：これを選択すると、コールウィンドウが 15秒後に自動的に閉じら
れなくなります。
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