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電話設定の概要

電話設定の概要
管理者は電話機を設定して、電話画面または電話機の Web インターフェイスで設定のメニュー
を使用できるようにすることができます。 特定のメニューが見つからない場合は、管理者に問
い合わせてください。

呼出音の変更
着信通話の着信音を設定できます。
手順

ステップ 1 [設定（Settings）]を押します。
ステップ 2 [ユーザー設定（User preferences）] > [着信音（Ringtone）] > [内線 (n) の着信音（Ext (n) - Ring
tone）]（n は内線番号）を選択します。
ステップ 3 呼出音のリストをスクロールし、[再生]を押してサンプルを聞きます。
ステップ 4 [選択（Select）] を押してから [設定（Set）] を押して選択内容を保存します。

電話画面から [サイレント（Do Not Disturb）] をオンにし
ます。
集中したい時はサイレント（DND）に設定すれば、電話機をサイレント状態にして着信通話通
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 [設定（Settings）]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。
（注）

[応答不可（Do not disturb）] メニューが画面に表示されない場合は、管理者に問い合
わせてください。

ステップ 3 [オン（On）] を選択して DND をオンにするか、[オフ（Off）] を選択して DND をオフにしま
す。
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ステップ 4 [設定（Set）] を押して設定を保存します。

電話機からのコール転送
[通話転送設定] 画面に移動した後に着信コールを転送するように電話を設定できます。
通話転送サービスを設定する方法は他に 2 つあります。 特定のソフトキーを使用して、コール
転送サービスをセットアップできます。コールの転送を参照してください。 電話 Web ページ
から通話転送サービスを設定するには、電話機の Web ページによるコール転送を参照してく
ださい。
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。
管理者がコール転送の機能アクティベーションコードの同期を無効にします。 有効になってい
る場合、画面の [不在転送（Call Forward All）] 設定はユーザー専用です。ただし、[転送
（Forward）] サービスの設定は、メイン画面で [転送（Forward）] または [すべて転送（Forward
all）] を押して変更できます。 詳細については、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 を参照してください。
手順

ステップ 1 [設定（Settings）] を押します。
ステップ 2 ユーザ設定の > 通話設定の > 通話転送を選択して、通話転送設定画面にアクセスします。
ステップ 3 コール転送サービスを選択します。
• すべて転送：すべての着信通話を特定の電話番号に転送するか決定します。
• 話中転送：話中の時、すべての着信通話を特定の電話番号に転送するか決定します。
• 応答なし転送：コールが応答されない時、すべての着信通話を特定の電話番号に転送する
か決定します。
ステップ 4 コール転送サービスを有効にするには、ナビゲーションクラスタの [選択（Select）] ボタンを
押します。
ステップ 5 コール転送サービスの特定の番号を割り当てます。
• すべての番号を転送：すべての着信通話の転送先となる特定の電話番号を指定します。
• 話中の番号を転送：話中の時、すべての着信通話の転送先となる特定の電話番号を指定し
ます。
• 応答なしの番号を転送：コールが応答されない時、すべての着信通話の転送先となる特定
の電話番号を指定します。
• 応答なし転送の遅延：応答がない場合のシナリオの応答遅延時間を割り当てます。
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（注）

• 管理者がお使いの電話機の機能キー同期（FKS）およびコール転送の XSI 同
期を無効にした場合、通話の転送が必要となるまでの時間を秒数として入力
できます。
• 管理者がお使いの電話機の FKS または通話転送の XSI 同期を有効にした場
合、コールの転送が必要となるまでに鳴る着信音の回数を入力できます。

電話機のコール転送の設定は、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 6 （任意） 連絡先ソフトキーを使用して、特定の電話番号を割り当てます。
a)

[コール転送の設定(Call Forward Settings)] 画面で、いずれかのコール転送サービスを選択
します。

b) 選択したコール転送サービスに基づいて、[転送番号（Forward all number）]、[話中転送
番号（Forward busy number）] 、または [無応答時転送番号（Fwd no answer number）]
を選択し、[連絡先（Contacts）] ソフトキーを押します。
c)

連絡先を検索します。 詳細については、の [すべてのディレクトリ] 画面で連絡先を検索
を参照してください。

d) 通話を押して、特定の電話番号を割り当てます。
コール転送サービスの横に電話番号が表示されていることを確認できます。
ステップ 7 設定を押して、設定内容を適用します。
ステップ 8 コール転送
アイコンを検索して、設定が有効になっているかどうかを確認します。 アイコ
ンは、電話画面の左上または中央に特定の番号を表示します。
いずれかのタイプのコール転送サービスを有効にすると、[転送（Forward）] または [不在転
送（Forward all）] ソフトキーが [Clr fwd] または [Clf fwd all] に変更されます。 ソフトキーを
押して、通話転送サービスを無効にし、特定の電話番号はそのままにすることができます。
Clf fwd all は、不在転送サービスのみを無効にし、Clf fwd はすべての転送サービスを無効にし
ます。
電話機でのコール転送の設定が有効になっていない場合は、管理者に問い合わせてください。

電話機の Webページによる着信音の割り当て
手順

ステップ 1 電話機の Webページで、User Login > Voice > Ext(n) を選択します。(n) は内線番号です。
ステップ 2 Call Feature Settings エリアで、Default Ring ドロップダウン リストから呼出音を選択します。
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電話回線の呼出音を指定しない場合、No ring を選択します。 着信コール受信時に電話は鳴り
ません。
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。

電話機のウェブページから DND をオンにする
手順

ステップ 1 電話機の Web ページで、User Login > Voice > User を選択します。
ステップ 2 Supplementary Services の下で、DND Settings を Yes に設定します。
管理者が機能キー同期（FKS）を有効にしていなければ、すべての回線で DND をオンにする
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。

電話機のウェブインターフェース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。 電話機が指定された期間アイドル状態が続く
と、スクリーンセーバーモードに入ります。
ボタンを押すと、電話機が通常モードに戻ります。
手順

ステップ 1 電話機のウェブページで、[音声（Voice）] > [ユーザ（User）] を選択する。
ステップ 2 Screen セクションで、次の表の説明に従ってフィールドをセットアップします。
パラメータ

説明

Screen Server Enable

電話機でスクリーン セーバーを有効にするに
は、Yes を選択します。 電話機が指定された
期間アイドル状態が続くと、スクリーンセー
バーモードに入ります。
デフォルト：[いいえ（No）]
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パラメータ

説明

Screen saver type

スクリーン セーバーの種類。 次のオプション
を選択できます：
• Clock：単色背景にデジタル時計を表示し
ます。
• Download Picture：電話機の Webページ
から取得された画像を表示します。
• Logo：電話画面にロゴを表示します。
Logo URL フィールドでロゴ画像を追加し
ます。

Screen Saver Wait

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

Picture Download URL

電話画面の背景に表示する（.png）ファイルを
示す URL です。 写真をスクリーン セーバー
タイプとして選択した場合、この画像が電話
機の画面にスクリーン セーバーとして表示さ
れます。
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
にダウンロード済みの壁紙がない場合は、グ
レーの画面が表示されます。

Logo URL

ロゴ画像が保存されている場所の URL または
パスを入力します。 ロゴをスクリーン セー
バー タイプとして選択すると、この画像は電
話画面にスクリーン セーバーとして表示され
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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電話機のWebページから匿名コールブロックを有効にす
る
手順

ステップ 1 電話機の Webページで、User Login > Voice > User を選択します。
ステップ 2 Supplementary Services の下で、Block ANC Setting を Yes に設定します。
この設定は、管理者が回線と BroadSoft XSI サービス間の非通知着信拒否の同期を有効にして
いる回線を除き、すべての回線に適用されます。
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。

電話機の Web ページからコール待機を有効にする
手順

ステップ 1 電話機の Webページで、User Login > Voice > User を選択します。
ステップ 2 Supplementary Services の下で、CW Setting を Yes に設定します。
この設定は、管理者が回線と BroadSoft XSI サービス間のコール待機の同期を有効にしている
回線を除き、すべての回線に適用されます。
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
特定の回線またはすべての回線について、発信者情報のない着信をブロックできます。
管理者が回線と BroadSoft XSI サービス間での非通知着信拒否の同期を有効にしている場合は、
あなたの設定はすべての回線ではなく特定の回線にのみ適用されます。 通常、この設定は、同
期が有効になっている回線を除き、すべての回線に適用されます。
手順

ステップ 1 [設定（Settings）]を押します。
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ステップ 2 [ユーザ設定（User preferences）] > [通話の設定（Call preference）] > [匿名通話をブロック
（Block anonymous call）]を選択します。
ステップ 3 [オン（On）] を選択して発信者情報が無い通話をブロックするか、[オフ（Off）] を選択して
通話を許可します。
ステップ 4 [設定（Set）] を押して設定を保存します。

発信者 ID のブロック
電話をかけるときにあなたの名前と電話番号が受信者の画面に表示されないように、発信者識
別をブロックすることができます。 この機能はプライバシー保護に役立ちます。
始める前に
管理者が、お使いの電話機でこのブロックCID機能を有効にします。
管理者が、XSI BroadWorksサーバーでブロックCID機能を有効にします。
手順

ステップ 1 [設定（Settings）]を押します。
ステップ 2 [ユーザ設定（User preferences）] > [通話の設定（Call preferences）] を選択します。
ステップ 3 [発信者IDのブロック（Block caller ID）] を選択します。
ステップ 4 [選択（Select）]を押して、発信者IDブロックをオンまたはオフに切り替えます。
管理者が発信者 ID のブロック機能を XSI BroadWorks サーバで有効にした場合、お使いの電話
機がサーバから値を取り戻し、管理者がサーバに設定した値が表示されます。 この値は電話機
の [発信者IDブロック（Block caller ID）] メニューから変更できます。
ステップ 5 [設定（Set）] を押して、変更を保存します。

コール待機を有効にする
特定の回線またはすべての回線のコール待機を有効にできます。 有効にすると、アクティブ
コール中にコール通知（1 回のビープ音と、回線ボタンが赤色に点滅）を受信します。
管理者が回線と BroadSoft XSI サービス間でのコール待機の同期を有効にしている場合は、あ
なたの設定はすべての回線ではなく特定の回線にのみ適用されます。 通常、この設定は、同期
が有効になっている回線を除き、すべての回線に適用されます。
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手順

ステップ 1 [設定（Settings）]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）] > [コールウェイティン
グ（Call waiting）] を選択します。
ステップ 3 別のコール中に呼出音が鳴った着信コールに応答するには [オン（On）] を選択し、この機能
を無効にするには [オフ（Off）] を選択します。
ステップ 4 [設定（Set）] を押して設定を保存します。

通話を安全化する
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。 すべての発信通話または特定の通
話に対してセキュアコール機能を設定できます。
手順

ステップ 1 [設定（Settings）]を押します。
ステップ 2 [ユーザ設定（User preferences）] > [通話の設定（Call preference）] > [セキュア通話（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）] を選択し、セキュア コール機能を無効
にする場合は [オフ（Off）] を選択します。
ステップ 4 [設定（Set）] を押して設定を保存します。

自動応答ページのセットアップ
手順

ステップ 1 [設定（Settings）]を押します。
ステップ 2 [ユーザ設定（User Preferences）] > [通話設定（Call Preference）] > [オートアンサーページ
（Auto Answer Page）] を選択します。
ステップ 3 [オン（On）] を選択して自動応答ページを有効にするか、[オフ（Off）] を選択して自動応答
ページを無効にします。
ステップ 4 [設定（Set）] を押して変更を保存します。
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ボイスメールのセットアップ
手順

ステップ 1 [設定（Settings）]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。
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 [戻る（Back）]を押して終了します。

[HTTPプロキシ設定(HTTP Proxy Settings)]
電話機の HTTP プロキシは、[ネットワーク設定（Network configuration）] メニューの [HTTP
プロキシ設定（HTTP proxy settings）] メニューから設定できます。 HTTP プロキシ設定は、
電話機のウェブページでも利用できます。
関連トピック
自動プロキシモードを使用したプロキシサーバーのセットアップ （10 ページ）
手動プロキシモードを使用したプロキシサーバーのセットアップ （11 ページ）
電話機のウェブページからのプロキシサーバーのセットアップ （12 ページ）

自動プロキシモードを使用したプロキシサーバーのセットアップ
自動プロキシモードを選択して、電話機で HTTP プロキシサーバーをセットアップできます。
手順

ステップ 1 [設定（Settings）]を押します。
ステップ 2 [ネットワーク設定（Network configuration）] > [HTTP プロキシ設定（HTTP proxy settings）] >
[プロキシモード（Proxy mode）]を選択します。
ステップ 3 ナビゲーションクラスタの [選択（Select）] ボタンを押して、[自動（Auto）] モードを選択し
ます。
ステップ 4 [自動検出（WPAD）（Auto discovery (WPAD)）] を強調表示し、[オン（On）] を選択して
PAC ファイルを自動的に取得するために使用される Web プロキシ自動検出（WPAD）をオン
にするか、[オフ（Off）] を選択して WPAD をオフにします。
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デフォルトでは、電話機は自動プロキシモードで WPAD を使用します。
ステップ 5 （任意） 前の手順で WPAD をオフにした場合は、さらに [PAC URL] に有効なプロキシ自動
設定（PAC）URL を入力する必要があります。 次に例を示します。
http://proxy.department.branch.example.com/pac

PAC URL がない場合は、管理者に問い合わせてください。
ステップ 6 設定を押して、設定内容を適用します。

手動プロキシモードを使用したプロキシサーバーのセットアップ
手動プロキシモードを選択して、電話機で HTTP プロキシサーバーをセットアップできます。
始める前に
プロキシサーバーのサーバーアドレスとポートは管理者が提供します。
手順

ステップ 1 [設定（Settings）]を押します。
ステップ 2 [ネットワーク設定（Network configuration）] > [HTTP プロキシ設定（HTTP proxy settings）] >
[プロキシモード（Proxy mode）]を選択します。
ステップ 3 ナビゲーションクラスタの [選択（Select）] ボタンを押して、[手動（Manual）] モードを選択
します。
ステップ 4 [プロキシホスト（Proxy host）] にプロキシサーバーの有効なホスト名または IP アドレスを入
力します。
（注）

プロキシホストにスキーム（http:// または https://）を指定しないでください。

ステップ 5 指定されたプロキシサーバーの有効なサーバーポートを [プロキシポート（Proxy port）] に入
力します。
ステップ 6 （任意） プロキシサーバーで認証が必要な場合は、[プロキシ認証（Proxy authentication）] を
強調表示し、[オン（On）] を選択します。
ステップ 7 （任意） ユーザー名とパスワードを入力し、プロキシサーバーにアクセスします。
ユーザー名とパスワードがわからない場合は、管理者に問い合わせてください。
ステップ 8 設定を押して、設定内容を適用します。
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電話機のウェブページからのプロキシサーバーのセットアップ
電話機のウェブページから自動プロキシモードまたは手動プロキシモードを選択して HTTP プ
ロキシサーバーをセットアップできます。
手順

ステップ 1 電話機のウェブページで、[音声（Voice）] > [システム（System）] を選択します。
ステップ 2 [HTTP プロキシ設定（HTTP Proxy Settings）] セクションで、次の表に記載されているように
パラメータを設定します。
表 1 : [HTTPプロキシ設定(HTTP Proxy Settings)]

パラメータ

説明

プロキシモード

HTTP プロキシ設定のプロキシモードを選択し
ます。 次のオプションがあります。
• 自動
• 手動
• オフ
デフォルト：Off

自動ディスカバリ(WPAD)を使用

[はい（Yes）] を選択すると、Web プロキシ自
動検出（WPAD）メカニズムが使用され、プ
ロキシ自動設定（PAC）ファイルが自動的に
取得されます。
このパラメータを [いいえ（No）] に設定する
場合は、[PAC URL] を設定する必要がありま
す。
このパラメータは、[プロキシモード（Proxy
Mode）] を [自動（Auto）] に設定した場合に
使用できます。
デフォルト：はい（Yes）

PAC URL

PAC ファイルを特定する URL。
このパラメータは、[プロキシモード（Proxy
Mode）] を [自動（Auto）]、[自動検出を使用
（WPAD）（Use Auto Discovery (WPAD)）]
を [いいえ（No）] に設定した場合に使用でき
ます。
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パラメータ

説明

プロキシホスト

プロキシサーバーのサーバーアドレス（ホス
ト名または IP アドレス）。
スキーム（http:// または https://）は指定し
ないでください。
このパラメータは、[プロキシモード（Proxy
Mode）] を [手動（Manual）] に設定した場合
に使用できます。

プロキシポート

プロキシサーバーのポート番号。
このパラメータは、[プロキシモード（Proxy
Mode）] を [手動（Manual）] に設定した場合
に使用できます。

プロキシサーバーに認証が必要（Proxy Server プロキシサーバーで認証が必要な場合は、[は
Requires Authentication）
い（Yes）] を選択します。 それ以外の場合
は、[いいえ（No）]を選択します。 パラメー
タの設定は、プロキシサーバーの実際の動作
によって異なります。
このパラメータは、[プロキシモード（Proxy
Mode）] を [手動（Manual）] に設定した場合
に使用できます。
ユーザ名

プロキシサーバーの資格情報を持つユーザー
のユーザー名を入力します。
このパラメータは、[プロキシモード（Proxy
Mode）] を [手動（Manual）]、[プロキシサー
バーに認証が必要（Proxy Server Requires
Authentication）] を [はい（Yes）] に設定した
場合に使用できます。

[パスワード（Password）]

プロキシ認証用に指定されたユーザー名のパ
スワードを入力します。
このパラメータは、[プロキシモード（Proxy
Mode）] を [手動（Manual）]、[プロキシサー
バーに認証が必要（Proxy Server Requires
Authentication）] を [はい（Yes）] に設定した
場合に使用できます。

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。
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時間形式を変更する
電話機の画面に表示される現在の時間形式を変更できます。
手順

ステップ 1 [設定（Settings）]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。
サマータイムを設定するには、[デバイス管理（Device administration）] > [日時（Date/Time）] >
[サマータイム（Daylight savings）] を選択します。 サマータイムをオンにするには [オン（On）]
を選択し、オフにするには [オフ（Off）] を押します。
ステップ 3 （任意） [デバイス管理（Device administration）] > [日時（Date/Time）] > [タイムゾーン（Time
zone）] を選択します。
ステップ 4 時間形式を選択し、[設定（Set）] を押して変更を適用します。

日付形式の変更
電話機の画面に表示する日付の形式を変更することができます。
手順

ステップ 1 [設定（Settings）]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種類とスクリーンセーバー
が表示される前に電話機がアイドル状態になるまでの時間を指定できます。
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手順

ステップ 1 [設定（Settings）]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オンにし、[オフ（Off）] を選択してオフにし
ます。
ステップ 4 次の設定を選ぶには [スクリーン セーバーの設定（Screen saver settings）]を選択します:
• [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。
• [クロック（Clock）]：円形の時計が描かれた壁紙を背景に表示します。
• [ダウンロード画像（Download Picture）]：電話機の Webページから取得された画像を
表示します。
• [ロゴ（Logo）]：電話機のスクリーン セーバーとしてロゴを表示します。 この画像
は、電話機の Webページの [ロゴのURL（Logo URL）] フィールドで追加されます。
• [トリガー間隔（Triggerinterval）]：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（Refreshinterval）]：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。

電話機の背景としてロゴを追加する
電話画面の背景としてロゴ アイコンを追加するには、電話機の Webページから追加します。
手順

ステップ 1 電話機の Web ページで、User Login > Voice > User を選択します。
ステップ 2 [画面（Screen）] セクションで、[電話機の背景（Phone Background）] フィールドから [ロゴ
（Logo）]を選択し、[ロゴ URL（Logo URL）] フィールドにロゴ画像が保存されている場所
の URL またはパスを入力します。
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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電話機の背景にロゴを追加した後で、[電話機の背景（Phone Background）] リストから [デフォ
ルト（Default）] を選択して変更を保存すると、電話画面のロゴアイコンは消えます。

電話機のページから壁紙を変更する
管理者は、電話機のデフォルトの壁紙を、利用可能ないずれかの壁紙に変更することを許可で
きます。
手順

ステップ 1 電話機の Web ページで、User Login > Voice > User を選択します。
ステップ 2 Phone Background フィールドの Screen セクションで、任意のオプションを電話機の壁紙とし
て選択します。
• Default：電話機には壁紙がありません。 電話機の画面に壁紙が追加されない場合、電話
機の画面にはモノクロの壁紙が表示されます。
• Logo：電話機の Web ページで、電話機の背景のオプションとして Logo を選択できます。
Logo URLに追加したロゴは、壁紙として使用されます。
注意

Logo URL または Picture Download URL は、255 文字を超えないようにする必要
があります。

ロゴの表示領域は、電話機の画面の中央です。 電話機のロゴ表示領域のサイズは、128 ×
128 ピクセルです。 元のロゴのサイズが表示領域に収まらない場合、ロゴは表示領域に合
わせてスケーリングされます。
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。

言語の設定
お使いの携帯電話の設定によっては、お使いの携帯電話の言語を変更することができます。
手順

ステップ 1 [設定（Settings）]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。
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ステップ 4 保存を選択します。

パスワードの設定
電話機のパスワードは定期的に再設定して、ネットワークのセキュリティを維持してくださ
い。
始める前に
パスワードが必要です。
手順

ステップ 1 [設定（Settings）]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 [新規パスワード（New password）] フィールドと [新規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 保存を選択します。
関連トピック
電話機のウェブページからのパスワードの設定 （17 ページ）

電話機のウェブページからのパスワードの設定
パスワードは電話機ウェブページから更新できます。
始める前に
現在のパスワードが必要です。
手順

ステップ 1 電話機のウェブページで、[音声（Voice）] > [システム（System）] を選択します。
ステップ 2 [システム設定（System Configuration）] セクションで、[ユーザーパスワード（User Password）]
パラメータを見つけて、パラメータの横にある [パスワードの変更（Change Password）] をク
リックします。
ステップ 3 [古いパスワード（Old Password）] フィールドに、現在のパスワードを入力します。
パスワードがない場合は、このフィールドを空のままにします。
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ステップ 4 [新しいパスワード（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 [送信（Submit）]をクリックします。
「パスワードが正常に変更されました。（Password
セージがウェブページに表示されます。

has been changed successfully.）」というメッ

プロフィールアカウントのセットアップ
[プロファイルアカウントの設定（Profile account setup）]画面でプロンプトが表示されたら、
プロビジョニングプロファイルと電話機を再同期するために、認証資格情報を入力する必要が
あります。
プロファイルアカウントの設定画面がわからなくなった場合、電話メニューまたは、利用可能
な場合はセットアップからもアクセスできます。
電話機がサインインに失敗する場合、管理者にお問い合わせください。
始める前に
管理者は、電話機でプロファイル認証タイプを指定し、認証資格情報を提供します。
手順

ステップ 1 [設定（Settings）]を押します。
ステップ 2 [デバイス管理（Device administration）] > [プロフィールアカウント設定（Profile account
setup）]を選択する。
あなたのユーザ名とパスワードは自動的に入力されます。 以前にユーザ名とパスワードが追加
されていない場合、これらの欄は空白です。
ステップ 3 [サインイン（Sign in）] を押して、ユーザ名とパスワードを保存します。
（注）

[ユーザー名（Username）] フィールドまたは [パスワード（Password）] フィールド
のいずれかが空白の場合、電話機の [サインイン（Sign in）] ソフトキーが灰色で表示
され、ソフトキーを押すことができません。

ステップ 4 （任意） 別の認証情報でログインする場合は、新しいユーザー名とパスワードを入力します。

BroadWorks XSIユーザー用に複数のロケーションを追加
ユーザは、電話機の内線に複数の場所を追加できます。 このため、着信コールをユーザの電話
機から、内線に追加した他のモバイル フォンまたはデスク フォンにシームレスに移動させる
ことができます。

設定
18

設定
BroadWorks XSIユーザー用に複数のロケーションを追加

始める前に
管理者が、内線でエニウェア機能を有効にしています。
手順

ステップ 1 [設定（Settings）]を押します。
ステップ 2 [ユーザ設定（User preferences）] > [通話の設定（Call preferences）] を選択します。
ステップ 3 [エニウェア（Anywhere）] を選択します。
ステップ 4 （任意） BroadWorks エニウェアが複数の回線で構成されている場合は、回線を選択します。
ステップ 5 [場所（Locations）] 画面に連絡先の番号と名前を追加します。
入力可能な名前の最大長は 25 です。[名前（Name）]フィールドは空のままにすることもでき
ます。
入力可能な番号の最大長は 20 です。
ステップ 6 場所を有効または無効にします。
ステップ 7 [保存（Save）] を押して、場所を [場所（Locations）] リストに追加します。
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