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コールの発信
電話機は、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。

関連トピック

IMおよびプレゼンスの連絡先に対するコールの発信

電話をかける

お使いの電話機を他の電話機と同じように使用して電話します。

手順

番号を入力してハンドセットを持ち上げます。

通話
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スピーカーフォンによるコールの発信

ハンズフリー通話にはスピーカーフォンを使用してください。同僚達にもあなたの通話が聞こ

える可能性がある事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。

ヘッドセットによるコールの発信

ハンズフリー通話にヘッドセットを使用すると、同僚の邪魔にならず、プライバシーも確保で

きます。

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。

番号のリダイヤル

最後にダイヤルした電話番号をもう一度発信できます。

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 [発呼（Placed calls）]リストから通話記録を選択して、連絡先を選択し、[コール（call）]を
選択します。

[発信履歴（Placed calls）]リストには、[情報と設定（Information and settings）] > [通話履歴
（Recents）] > [発信履歴（Placed calls）]からアクセスすることもできます。

通話
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緊急コールの発信

他のコールと同じように電話機を使用して緊急コールを発信します。緊急番号にダイヤルする

と、ユーザをサポートするために緊急サービスによって電話番号と場所が取得されます。

コールが切断されると、緊急サービスからユーザに電話をかけなおすことができます。（注）

始める前に

物理的な場所を取得するように電話機をセットアップする必要があります。緊急サービス担当

者は、緊急コールを発信する際にユーザがいる場所を知っている必要があります。

手順

緊急番号を入力して、ハンドセットを持ち上げます。

スピードダイヤル

短縮ダイヤルでは、ボタンを押し、事前に設定したコードを入力するかまたは電話機の画面項

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、および承認できます。

関連トピック

電話機のWebページ
短縮ダイヤル番号

電話機の画面から短縮ダイヤルコードを割り当てる

電話画面から短縮ダイヤルのインデックスを設定できます。また、電話機のWeb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 を押します。

ステップ 2 [短縮ダイヤル（Speed Dials）]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のインデックスまでスクロールします。

ステップ 4 [編集（Edit）]を押して、次のいずれかを実行します：

•名前と番号を入力します。

通話
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• [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]を押します。

短縮ダイヤルコードを使用して発信

始める前に

電話機のウェブページまたは電話機の画面から、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。

ラインキーに短縮ダイヤルを設定

電話機のアイドルラインキーを押して、短縮ダイヤルを設定することができます。短縮ダイヤ

ルアイコン、名前、および内線番号は、ラインキーの横の電話機画面に表示されます。Web
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もできます。
ラインキーに短縮ダイヤルを設定した後に、ライン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必要があります。短縮ダイヤルが設定されているライン

キーを押すと、番号を短縮ダイヤルできます。

キー拡張モジュールのラインキーを短縮ダイヤルキーとして設定し、そのラインキーを押して

番号を短縮ダイヤルすることができます。管理者は、電話機の webページから、キー拡張モ
ジュールのラインキーを短縮ダイヤルキーとして設定します。

始める前に

Webページに移動し、短縮ダイヤルキーになるラインキーを無効にします。

手順

ステップ 1 電話機のアイドルラインキーを2秒以上押してください。

ステップ 2 [短縮ダイヤル（Speed-Dial）]ウィンドウで、このラインキーを押したときに呼び出す短縮ダイ
ヤル名と電話番号を追加します。

ステップ 3 [保存]をクリックします。

通話
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ラインキーから短縮ダイヤルを削除

電話機のラインキーを押して、割り当てられた短縮ダイヤルを削除する事ができます。ライン

キーの短縮ダイヤルが削除されます。短縮ダイヤルが削除されたことを確認するには、電話機

のWebページをチェックします。

手順

ステップ 1 短縮ダイヤルが設定されているラインキーを 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。

フォーカスした回線を短縮ダイヤルコールに使用する

音声プロファイル ID（VID）を使用して、または VID使用せずに短縮ダイヤルを実行するラ
インキーを設定できます。両方設定されている場合、VIDが優先されます。コールはその回
線にルーティングされます。

VIDを使用せずにラインキーが設定されている場合、フォーカスしている回線を使用するよう
に短縮ダイヤルキーを設定できます。

手順

ステップ 1 VIDを使用せずに短縮ダイヤルを設定します。

ステップ 2 目的の回線にフォーカスを変更します。

ステップ 3 短縮ダイヤルキーを押してコールを発信します。

フォーカスした回線でコールが発信されます。

フォーカスしている回線でコールを発信する既存の番号が、電話機のWebページの [回線ごと
のコールアピアランス（Call Appearances Per Line）]フィールドで設定した値と同じである場
合、短縮ダイヤルコールは次に利用可能な回線から発信されます。

フォーカスした回線を短縮ダイヤルコールのチェックに使用する

ラインキーが VIDを使用せずに設定されている場合、チェックを実行して、フォーカスした
回線でコールが発信されているかどうか確認できます。

手順

ステップ 1 VIDを使用せずに短縮ダイヤルを設定します。

通話
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ステップ 2 目的の回線にフォーカスを変更します。

ステップ 3 短縮ダイヤルキーを押してコールを発信します。

フォーカスした回線でコールが発信されます。

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 電話番号を入力します。

ステップ 3 [通話（Call）]を押す、または最後にキーを押した後に10秒待つ事で自動的に通話を挿入しま
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表示されている場合、通話は安全です。電話機の設定に

よっては、発信する前またはハンドセットからセキュリティトーンが流れる前にサインオンす

る必要があります。

コールへの応答
Cisco IP電話は、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。

コールに応答する

手順

赤色に点滅している回線ボタンを押します。

通話
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コール待機への応答

アクティブコール中に別のコールがあると、ビープ音が1回鳴り、回線ボタンが赤色に点滅し
ます。

手順

ステップ 1 （任意）複数のコールウェイティングが発生した場合は、着信コールを選択します。

ステップ 2 回線ボタンを押します。

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

次のいずれかの操作を実行して、コールを拒否します。

• [拒否（Decline）]を押します。

•複数の着信がある場合、該当の着信を強調表示して、[拒否（Decline）]を押します。

着信通話を無音にする

忙しく仕事が中断されたくない場合には、着信通話をサイレント状態にすることができます。

電話は鳴らなくなりますが、視覚的なアラートが表示されて着信通話に応答することができま

す。

始める前に

管理者は、あなたの電話機の [無視（Ignore）]ソフトキーを設定します。

手順

いずれかの方法で、着信通話をサイレント状態にします。

• [無視（Ignore）]ソフトキーを押します。このソフトキーを押すと、ソフトキーは電話機
の画面から消え、次の着信通話で再び表示されます。

通話
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•音量 ボタンを下に押します。このボタンを再度押すと、着信音の音量が下がります。

次の着信通話時にリンガーの音量が元に戻ります。

応答不可をオンにする

電話に出たくない場合は、サイレント（DND）を使用して電話機をサイレントにし、着信コー
ル通知を無視します。ただし、DNDがオンになっていてもページングコールと緊急通話は常
に受信します。

DNDを有効にすると、着信コールがボイスメールなどの別の番号（セットアップされている
場合）に転送されます。

DNDがオンの場合、電話画面の上部のバーに [応答不可（Do not disturb）]と表示されます。

DNDを有効にすると、デフォルトでは、その電話機のすべての回線が対象となります。また、
[初期設定（Preferences）]メニューから特定回線の DNDを有効にすることもできます。

ラインキーで機能キーの同期と DNDが有効になっている場合、DNDアイコン はライン

キーラベルの横に表示されます。

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。

関連トピック

電話機のWebページ
特定の回線に対して [サイレント（Do Not Disturb）]をオンにします。

スターコードを使用してDNDをオンまたはオフにします
電話機用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によって、妨害防止機能を

オンまたはオフにすることができます。管理者は、電話機のWeb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。

通話
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ステップ 2 DNDをオフにするには、管理者に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。

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。

Cisco IP Phone 6821マルチプラットフォームフォンをミュートすると、ミュートアイコンが画
面上で光ります。 Cisco IP電話 6841および 6851マルチプラットフォームフォンをミュートし
た場合、[ミュート（Mute）]ボタンが赤く点滅します。

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。

通話
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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て、いつでも再開できます。

手順

ステップ 1 [保留（Hold）] または [保留（Hold）]を押します。

ステップ 2 保留中の通話を再開するには、[保留（Hold）] または [再開（Resume）]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

電話機は、長時間コールを保留している場合に知らせるキューを提供するように設定されてい

ます。

•赤色に点滅する回線ボタン

•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

•保留リマインダが電話機のWebページで設定されている場合の電話機での着信通知

手順

保留中の通話を再開するには、[保留（Hold）] または [再開（Resume）]を押します。

アクティブコールと保留コールの切り替え

アクティブコールと保留中の通話の間を簡単に切り替える事ができます。

手順

保留コールの回線ボタンを押して [再開（Resume）]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。

通話
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コールパーク

電話を使用して通話をパーク保留にすることができます。その後、自身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）からその通話を受けられます。

パーク保留された通話は、忘れないようにネットワークによって監視されます。コールがパー

ク保留状態になっている時間が長すぎる場合、アラートが発せられます。その後、元の電話で

応答、拒否、または無視することができます。引き続き、別の電話機から通話を受けることも

できます。

所定の時間内にコールに応答しない場合、管理者が設定した別の接続先（ボイスメールまたは

その他の宛先）に通話がルーティングされます。

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、録音を聞くことができないこ

とがあります。

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。

始める前に

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 パーク押します。
パークされた通話の番号を尋ねる録音メッセージが再生されます。

ステップ 2 （任意）キー拡張モジュール上でコールパークが構成されている場合は、コールパークライ
ンキーを押します。

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。

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。

始める前に

コールのパークに使用された番号が必要です。

通話
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手順

ステップ 1 [保留解除（Unpark）]を押します。

ステップ 2 （任意）保留中のコールを取得するように設定されたコールピックアップでランプフィールド
がビジー状態のラインキーを押します。

ステップ 3 （任意）キー拡張モジュール上でコールパークが構成されている場合は、コールパークライ
ンキーを押します。

ステップ 4 コールがパークされている番号とシャープ（#）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
の電話でパークされたコールを取得する場合は、数字の入力が不要な場合があります。

1つのラインキーを使用したコールのパークとパーク解除

管理者が、prk機能を使用してビジーランプフィールド (回線ステータス)リストを設定してい
る場合は、アクティブコールをパークおよびパーク解除ができます。アイドルおよびパークさ

れたコールアイコンについては、同僚の回線のステータスを参照してください。

この機能は電話機Cisco IP Phone 7811には適用されません。

始める前に

BLFリストのモニタリングを有効化または無効化

手順

ステップ 1 ユーザを監視するラインキーを押して、アクティブコールをパークします。

ステップ 2 コールをパーク解除するには、次の 3つのいずれかを実行します。

•パークされたコールを表示している監視対象のユーザを押します。

•内線ラインキーを押して、パークされているコールを表示している監視対象のユーザを押
します。

•内線ラインキーに絞ったナビゲーションボタンを使用して、パークされているコールを表
示している監視対象のユーザを押します。

 コールパーク内線番号とステータス

管理者は、専用コールパーク内線に対して通話のパークをサポートするようにコールパークを

設定できます。これらの内線番号は、コールパークにのみ使用され、コールルーティングに

は使用されません。

通話
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図 1 :コールパーク拡張機能のコールパーク

上記の例では、電話機がパークロケーション 1を監視しています。管理者は、コールパーク
エクステンション、パークロケーション 1を設定しています。コールパークの内線番号が正
常に登録されている場合、コールパーク関数にラインキーが割り当てられ、モニタ対象の内線

番号のステータスが取得されます。

次の表に、コールパークのステータスと、コールパークの内線番号の横に表示される関連ア

イコンを示します。

表 1 :コールパークのステータスとアイコン

アイコンステータス（Status）

アイドル

パーク

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。

機能キー同期および通話転送が設定された回線が有効な場合、通話転送 アイコンが回線キー

ラベルの横に表示されます。

不在転送サービスには次の 3つがあります。

•不在転送—すべての着信コールを特定の電話番号に転送します。

•話中転送—話し中の時、着信通話を特定の電話番号に転送します。

•応答なし転送（Forward no answer）—コールが応答されない時、着信通話を特定の電話番
号に転送するか決定します。

通話
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特定のソフトキーを使用して、コール転送サービスを設定できます。

手順

ステップ 1 [転送（Forward）]または [すべて転送（Forward all）]を押します。

[不在転送（Forward all）]が表示されている場合は、不在転送サービスのみを設定できます
（話中転送サービスおよび無応答時転送サービスを除く）。ソフトキーを押した後、不在転送

サービスを設定するためのメニューのみが表示されます。ステップ 3に進みます。

[話中転送]および [応答なし転送]サービスを設定する場合は、電話機からのコール転送または
電話機のWebページによるコール転送（14ページ）を参照してください。

管理者が通話転送の同期を有効にしている場合、[不在転送設定（Call forward settings）]画面
ではなく [全通話転送（Call forward all）]画面が表示されます。このシナリオでは、機能アク
ティベーションコード同期の不在転送をアクティブ化する（15ページ）を参照してくださ
い。

ステップ 2 次のいずれかのコール転送サービスを選択します。

•不在転送（Forward all）

•話中転送（Forward busy）

•無応答時転送（Forward no answer）

ステップ 3 次のいずれかを行います:

•この電話回線から着信コールを転送する、転送先番号を入力します。
• [連絡先（Contacts）]ソフトキーを押して、連絡先ディレクトリから連絡先を選択します。

ステップ 4 設定を押して、設定内容を適用します。

ステップ 5 コールが転送されていることを確認するには、回線または電話画面の上部にあるコール転送

アイコンを探します。

関連トピック

電話機のWebページ
電話機のWebページによるコール転送（14ページ）
機能アクティベーションコード同期の不在転送をアクティブ化する（15ページ）
電話機からのコール転送

電話機のWebページによるコール転送
電話機のWebページを使用して、通話を転送するように電話機を設定できます。

また、通話転送も電話機の画面でセットアップできます。詳細については、コールの転送（13
ページ）または電話機からのコール転送を参照してください。

通話
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始める前に

管理者は、通話転送サービスを有効にする必要があります。それ以外の場合、電話機のウェブ

ページの設定は有効になりません。

手順

ステップ 1 電話機のWebページで、User Login > Voice > Userをクリックします。

ステップ 2 [コール転送（Call Forward）]セクションで、[不在転送（Cfwd All）]、[話中転送（Cfwd
Busy）]、[応答なし転送（Cfwd No Answer）]を [はい（Yes）]に設定して、有効にする各通
話転送サービス用の電話番号を入力します。

• Cfwd All/Cfwd All Dest：すべての通話を転送します。

• Cfwd Busy/Cfwd Busy Dest：回線が話中の場合にのみ通話を転送します。

• Cfwd No Answer/Cfwd No Ans Dest：回線の応答がない場合にのみコールを転送します。

• Cfwd No Answer/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）および通話転送の XSI同期を無効にした場合、
コールが転送となるまでの時間を秒数として入力できます。

管理者が電話機の機能キー同期（FKS）または通話転送用のXSI同期を有効にした場合、
コールが転送となるまでの呼出音の回数を入力できます。

電話機のウェブページの着信転送設定は、FKSとXSIが無効になっている場合にのみ有効
になります。詳細については、管理者にお問い合わせください。

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。

関連トピック

電話機のWebページの設定
電話機のWebページ

機能アクティベーションコード同期の不在転送をアクティブ化する

[転送（Forward）]または [すべて転送（Forward all）]ソフトキーを押すと、[不在転送（Call
Forward All）]画面が表示され、すべてのコールを転送するように電話機を設定できます。

始める前に

管理者は、電話機をサーバと同期させてすべての通話転送する機能アクティベーションコード

を有効にします。

通話
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機能アクティベーションコード同期機能は、[すべて不在転送（Call Forward All）]サービスの
みをサポートします。話中転送および不在転送サービスはサポートされていません。

管理者が同期用の機能アクティベーションコードを有効にすると、[コール転送設定（Call
forward settings）]画面は [準備完了（Ready-only）]になります。

（注）

手順

ステップ 1 [転送（Forward）]または [すべて転送（Forward all）]を押します。

ステップ 2 次のいずれかを実行します。

•この電話回線から着信コールを転送する、転送先番号を入力します。
• [連絡先（Contacts）]を押して、連絡先ディレクトリから連絡先を選択します。

• [リダイヤル（Redial）]を押して、[発信履歴（Placed calls）]リストからエントリを選択
します。

ステップ 3 [コール（Call）]を押して、すべてのコールを指定された番号に転送します。

Clr fwdまたは Clf fwd allを押してコール転送設定を解除できます。

ステップ 4 コールが転送されていることを確認するには、回線または電話画面の上部にあるコール転送
アイコンを探します。

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。

別の担当者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、通話から自分を切断する前に、相手と個人的に話す機会ができま

す。話す必要がない場合は、他の担当者が応答する前に通話を転送します。

また、通話から自分を切断する前に、両方の通話者の間で切り替えて、両者とそれぞれ個別に

話し合うこともできます。

手順

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

通話
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ステップ 3 （任意）着信音が鳴るか、相手がコールに応答するまで待ちます。

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。

始める前に

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 保留中ではないコールで、[転送（Transfer）] または [転送（Transfer）]を押します。

ステップ 2 コールする通話相手の電話番号を入力し、[コール（Call）]を押します。

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、保留したコールに戻る。

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 再度 [転送（Transfer）] または [転送（Transfer）]を押します。

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。複数の電話回線を使用している場合は、2つの回線を
またいで 2つのコールに参加できます。参加者全員が電話を切ると、会議は終了します。

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 [電話会議（Conference）] または [電話会議（Conf）]を押す。

ステップ 2 追加する通話相手の電話番号を入力し、[コール（Call）]を押します。

ステップ 3 [会議（Conference）]または [会議（Conf）]ボタンを押します。

通話
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スターコードを使用した会議

[会議（Conference）] または [会議（Conf）]を 1回だけ押すと、多数のアクティブコール
が電話会議に統合され、1コールで複数の相手と話すことができます。

始める前に

管理者は、電話機のウェブページで [電話（Conference）] または [会議（Conf）]にスター
コードを追加しています。

手順

ステップ 1 回線からコールを発信し、応答を待ちます。

ステップ 2 同じ回線を使用して別の番号に発信し、応答を待ちます。同じ回線を使用して他の番号に発信
できます。

ステップ 3 [電話会議（Conference）] または [電話会議（Conf）]を 1回だけ押します。

すべての番号が電話会議に追加され、アクティブコールのいずれかを含む会議ブリッジ URL
を表すスターコードが表示されます。

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内で

は、お使いの電話機は、電話機システムの他のマルチプラットフォーム電話機からのページン

グに自動的に応答できます。各ページンググループには、それに関連付けられた固有の番号が

あります。管理者は、設定されたページンググループ番号を提供します。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。

通話
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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。

回線に関係なく最も古い着信に応答する場合は、[応答（Answer）]を押します。

電話機ですべてのコールを表示

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

ます。

リストは、全ての通話がまとめて表示されるため、複数の回線を使用している場合や他のユー

ザと回線を共有している場合に便利です。リストには、すべての通話が一緒に表示されます。

マルチプラットフォームデスクフォンの共有電話

同じ電話番号を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、共有電

話に特有の次のような動作に注意してください。

•共有電話番号は、最大 35デバイスに表示するように設定できます。

•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。

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

•自分が通話を保留にした場合、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、セッションボタンは赤色に点滅し

ます。

共有回線のコールに参加する

自分または同僚は、共有電話上のコールに参加できます。管理者が電話機の機能を有効にする

必要があります。
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回線を共有しているユーザがプライバシーをオンにしている場合、その回線設定は表示され

ず、自分の電話に自分自身を追加することはできません。

手順

ステップ 1 共有電話の回線ボタンを押します。

ステップ 2 電話で *33と入力します。

この方法で設定すると、システムがアクセスコードを認識していることを知らせる

トーンが鳴ります。

（注）

ステップ 3 電話をかけたい相手の電話番号を入力します。

接続すると、現在の通話から離れます。（注）

通話の録音
通話中に録音することが可能です。コールの録音時に、通知トーンが聞こえることがありま

す。

録音中は、さまざまなアイコンで録音状態が表示されます。 [コール（Calls）]画面にアイコン
が表示されます。コールを録音している回線キーにも表示されます。

表 2 :録音アイコン

意味アイコン

録音中

録音の一時停止

始める前に

管理者は、電話機でのコールの録音を有効にします。

手順

ステップ 1 アクティブコール中に [録音（Record）]を押します。

ステップ 2 （任意）録音中に [録音の一時停止（PauseRec）]または [一時停止（Pause）]を押す事で、録
音を一時停止できます。

ステップ 3 （任意）録音を再開するには、[録音の再開（ResumeRec）]または [再開（Resume）]を押し
ます。
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ステップ 4 （任意）録音を停止するには、[録音の停止（StopRec）]または [停止（Stop）]を押します。

ステップ 5 コールを終了するには、[通話終了（End Call）]を押します。

コールセンター機能
管理者は、ご使用の電話機をコールセンターの電話機として設定します。

管理者は、電話機で自動着信呼分配（ACD）機能を有効にできます。この電話機は、コール
センターエージェントの電話機として機能し、顧客のコールをトレースする、緊急の場合に任

意の顧客のコールをスーパーバイザにエスカレーションする、廃棄コードを使用して連絡先番

号を分類する、顧客のコールの詳細を表示するなどのことができます。

電話機は、次のように ACDステータスを持つことができます。

•サインイン

•サインアウト

•応答可能

•連絡不可能

•ラップアップ

初期の ACDステータスは、次の 2つの方法で管理者によって制御されます。

•最後のローカルステータスは ACDの初期ステータスとして復元できます。電話機が起動
すると、ステータスが「未登録」または「登録失敗」から「登録済み」に変更されます。

• ACD初期ステータスは、サーバから取得できます。

コールセンターエージェントとしてのサインイン

コールセンターエージェントとしての業務を開始する準備ができたら、電話機にサインインし

てステータスを設定します。

管理者は、電話機にログインしたときにステータスが自動的に利用可能に設定されるように、

電話機を設定することができます。この場合は、手動でステータスを設定する必要はありませ

ん。

手順

ステップ 1 [Agtサインイン（AgtSgnIn）]または [Agtイン（AgtIn）]を押します。

ステップ 2 コールセンターエージェントとしてのステータスを確認します。
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ステータスが利用可能な場合は、電話番号の横にアイコン が表示されます。それ以外の場

合は、次の手順を実行して、手動でステータスを設定します。

ステップ 3 [Agtステータス（Agt status）]を押します。

ステップ 4 [利用可能（Available）]ステータスを強調表示します。

ステップ 5 [選択（Select）]を押します。

コールセンターエージェントとしてのサインアウト

コールセンターエージェントとしての業務を終了する準備ができたら、ステータスを変更し

て電話機からサインアウトします。サインアウトすると、コールセンターコールを受信しま

せん。

通話中にその通話が終了したらすぐにサインオフすることがわかっている場合、ステータスを

[ラップアップ（Wrap-up）]に変更できます。

手順

[エージェントサインアウト（AgtSgnOut）]または [エージェントアウト（AgtOut）]を押しま
す。

コールセンターエージェントとしてのステータス変更

往々にして、短い休憩が必要な場合があります。そのためには、ステータスを変更して、その

通話により電話機の呼出音が鳴らないようします。

手順

ステップ 1 [Agtステータス（Agt status）]を押します。

ステップ 2 [利用不可（Unavailable）]ステータスを強調表示します。

[利用不可（Unavailable）]メニューのテキストボックスを使用して、利用不可の理由を追加
できます。

必要に応じて、管理者は電話機のWebインターフェイスから電話機のテキストボックスを非
表示にできます。

ステップ 3 [選択（Select）]を押します。

ステップ 4 [Agtステータス（Agt status）]を押します。

ステップ 5 [利用可能（Available）]ステータスを強調表示します。

ステップ 6 [選択（Select）]を押します。
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ステップ 7 [ラップアップ（Wrap-up）]ステータスを強調表示します。

ステップ 8 [選択（Select）]を押します。

コールセンターコールの受信

コールセンターエージェントとして電話機にサインインして、電話機のステータスが利用可

能に設定されている場合、電話機はコールセンターコールを受信できます。コールに応答す

る前に、コールに関する情報が表示されます。

手順

ステップ 1 通話を受信すると、通話情報ページが表示されます。終了するには [戻る（Back）]を押し、
受信するには [応答（Answer）]を押します。

ステップ 2 コールの詳細を表示するには、[コール情報（Call Info）]を押します。

ステップ 3 通話を終了するときには、[通話終了（End call）]を押します。

エージェントコールの保留

コールセンターコール中に、発信者を保留したりコールに戻ったりすることができます。コー

ルを長時間保留すると、電話画面でリマインダ音やリングスプラッシュが鳴ります。

手順

ステップ 1 [保留（Hold）]ボタンを押す。

ステップ 2 戻る準備ができたら、保留中のコールを選択して [再開（Resume）]を押します。

コールセンターコール中の処置コードの設定

廃棄コードをアクティブな顧客の通話、または通話の後で状態を [ラップアップ（Wrap-up）]
に設定した後に割り当てる事ができます。廃棄コードは、通話を説明する通話レコードに適

用される簡易ラベルです。これは、コールにラベルを付けて、コールに関する詳細を見落とさ

ないよう顧客への連絡履歴を追跡する簡単な方法です。

始める前に

管理者は、電話機に処置コードを追加できます。

通話
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手順

ステップ 1 [廃棄コード（Disp Code）]を押す。

ステップ 2 [OK]を押します。

コールのトレース

アクティブコールとエージェントステータスで最後の着信コールをトレースできます。

始める前に

管理者は、電話機でコールのトレースを有効にします。

手順

アクティブコールから、またはコール後に [トレース（Trace）]を押します。

スーパバイザへのコールのエスカレーション

コールのエスカレーションが必要な場合、ユーザや発信者とともにスーパバイザを電話会議に

追加できます。

始める前に

管理者が電話機で緊急エスカレーションを有効にします。

手順

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

ステップ 2 [緊急エスカレーション（Emergency Escalation）]ウィンドウで、[OK]をクリックします。

優先する緊急エスカレーション番号を入力できます。または、スーパバイザ設定がない場合は

空のままにすることができます。緊急エスカレーション番号は表示されません。
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エグゼクティブコール

エグゼクティブコールは、Cisco IP電話6871マルチプラットフォームフォンでのみ利用できま
す。

（注）

管理者がユーザをアシスタントプールのあるエグゼクティブユーザとして構成している場合、

以下に示すように、そのユーザとアシスタントはコールの制御を共有できます。

•コールフィルタが有効な場合、BroadWorksの管理者によって設定された基準に従ってア
シスタントが着信コールを受信します。

管理者がコールスクリーニングを有効にしている場合は、アシスタントに向けられた着信

コールをエグゼクティブも受信します。

アシスタントがコールに対応すると、そのコールは内線に表示されなくなります。

•アシスタントから転送されたコールを受信します。転送されたコールに対応しない場合、
そのコールはアシスタントに返されます。

•アシスタントが対応中のコールに参加できます。

•対応中のコールをアシスタントから自分に転送できます。

対応中のコールにエグゼクティブとして参加する

管理者から提供されたサービスアクティベーションコードに電話をかけるか、以下に説明さ

れている手順に従って対応中のコールに参加します。

始める前に

アシスタントの 1人があなたに代わって通話しています。

手順

電話機の [ブリッジイン（Bridge in）]ソフトキーを押してください。

対応中のコールをエグゼクティブとして自分に転送します。

管理者から提供されたサービスアクティベーションコードに電話をかけるか、以下に説明さ

れている手順に従って対応中のコールを自分に転送します。
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始める前に

アシスタントの 1人があなたに代わって通話しています。

手順

電話機で [コールの取得（Call retrieve）]を押します。

エグゼクティブコールのトラブルシューティング

コールに参加または転送できない

対応中のコールが1つだけ存在する場合に、コールを転送または参加できます。

エグゼクティブアシスタントコール

エグゼクティブアシスタントコールは、Cisco IP電話6871マルチプラットフォームフォンでの
み利用できます。

（注）

管理者がユーザをエグゼクティブのアシスタントプールに追加していて、ユーザがプールにオ

プトインしている場合、以下に示すように、そのユーザはエグゼクティブのコールの制御をエ

グゼクティブおよびプール内の他のアシスタントと共有します。

•エグゼクティブの代わりにコールを開始できます。

•コールフィルタがオンの場合、ユーザは管理者の構成した基準に従ってエグゼクティブの
着信コールを受信します。エグゼクティブまたは別のアシスタントがコールに対応する

と、そのコールは内線に表示されなくなります。

•コールを開始または対応した後で、そのコールをエグゼクティブに転送できます。エグゼ
クティブが転送されたコールに対応しない場合、そのコールはユーザに返されます。

•エグゼクティブが対応中のコールに参加できます。

•対応中のコールをエグゼクティブから自分に転送できます。

エグゼクティブの代わりにアシスタントとしてコールを開始する

管理者から提供されたサービスアクティベーションコードに電話をかけるか、以下に説明さ

れている手順に従い、エグゼクティブに代わってコールを開始します。

通話

26

通話

エグゼクティブコールのトラブルシューティング



始める前に

エグゼクティブのアシスタントプールが有効です。

手順

ステップ 1 次のいずれか 1つの処理を実行します。

•管理者がラインキー上でアシスタント機能をプログラムしている場合は、ラインキーを押
します。

•回線キー上にアシスタント機能がない場合：

1. アプリケーション を押します。

2. [アシスタント（Assistant）] を選択します

ステップ 2 XSI BroadWorksサーバに接続するように管理者が内線を設定している場合は、[アシスタント
（Assistant）]画面が表示されます。この画面で、[エグゼクティブリスト（Executive List）]
を選択します。

管理者が内線の機能キー同期（FKS）のみを有効にしている場合は、画面にエグゼクティブリ
ストが直接表示されます。

画面には、電話機のアシスタント内線すべてに関連付けられたすべてのエグゼクティブのリス

トが表示されます。また、各エグゼクティブのアシスタントのオプトイン/オプトアウトのス
テータスも表示されます。

ステップ 3 代わりにコールを開始するエグゼクティブを選択します。

電話機に複数のアシスタント内線が存在する場合、選択したエグゼクティブに関連付けられて

いる内線が一番上に表示されます。

ステップ 4 [プロキシコール（Proxy call）]を押します。

ステップ 5 電話をかける番号を入力します。

ステップ 6 [コール（Call）]ソフトキーを押して。

ステップ 7 （任意）XSIBroadWorksサーバに接続するように管理者が内線を設定している場合は、SIPプ
ロキシから着信コールを受信する場合があります。この場合、[応答（応答）]を押して、ター
ゲットへのコールを開始します。

また、[拒否（Decline）]を押してコールを拒否するか、[無視（Ignore）]を押してコールをサ
イレント状態にすることもできます。

通話
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対応中のコールをアシスタントとしてエグゼクティブに転送します。

対応中のエグゼクティブ向けのコールが1つだけの場合に、対応中のコールをエグゼクティブ
に転送できます。アシスタントがエグゼクティブ向けの他のコールに対応中である場合、コー

ルを転送することはできません。

（注）

管理者から提供されたサービスアクティベーションコードに電話をかけるか、以下に説明さ

れている手順に従って対応中のコールをエグゼクティブに転送します。

始める前に

エグゼクティブの代わりにコールに対応しています。

手順

[コールプッシュ（Call push）]ソフトキーを押してコールを転送します。

次の方法を使用して通話を転送することもできます。

a) [保留（Hold）]ソフトキーを押します。

b) コールプッシュソフトキーを押します。

対応中のコールをエグゼクティブアシスタントとして自分に転送する

始める前に

コールにエグゼクティブが対応中です。

手順

ステップ 1 エグゼクティブに代わってコールを開始する場合は、管理者から提供されたサービスアクティ
ベーションコードに電話をかけ、音声による指示に従います。

ステップ 2 宛先の番号を入力するよう求められたら、管理者から提供された適切なサービスアクティベー
ションコードに電話をかけて、参加するか、コールを自分に転送します。

通話

28

通話

対応中のコールをアシスタントとしてエグゼクティブに転送します。



エグゼクティブアシスタントコールのトラブルシューティング

コールに参加または転送できない

エグゼクティブに対する対応中のコールが1つだけ存在する場合に、エグゼクティブのコール
を転送または参加できます。

エグゼクティブの代わりに複数のコールを開始できない

エグゼクティブに代わって同時に開始可能なコールの数は、管理者により制限されています。
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翻訳について
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