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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。

電話をかける
この電話機では、他の電話機と同じようにコールを発信できます。
手順

電話番号を入力して、[通話（Call）]を押します。

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。
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（注）

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。

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、[コール（Call）] 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 [リダイヤル（Redial）] を押します。
デフォルトでは、[リダイヤル（Redial）] ソフトキーが電話機の画面に表示されません。設定
するには、管理者に連絡してください。
ステップ 2 [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。
また、[情報および設定] > [通話履歴（Recents）] > [発呼（Placed calls）]から[発呼（Placed
calls）]リストにアクセスすることもできます。

短縮ダイヤル
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。

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。
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手順

ステップ 1 [設定（Settings）] 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。
• [オプション（Option）] > [連絡先から追加（Add from contacts）] 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。

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。
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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

[応答（Answer）] を押します。

会議電話でコール ウェイティングへ応答する
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、会議電話の画面にメッセー
ジが表示されます。
手順

[応答（Answer）] を押します。

コールの拒否
呼び出し中の着信コールを、ボイスメール システム（設定されている場合）または設定済み電
話番号に送信できます。設定されていないと、コールは拒否され、発信者にはビジー トーンが
再生されます。

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。
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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。

• 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。
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
ラベルの横に表示されます。

はラインキー

始める前に
管理者は電話機の DND/Clr DND ソフトキーを有効にします。
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。
もし DND ソフトキーが電話画面にグレー表示されている場合は、管理者に連絡してください。
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。
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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。
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。

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。
手順

ステップ 1 電話機の [ミュート（Mute）]
を押します。

を押すか、拡張マイクの [ミュート（Mute）]

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

コールの保留
コールを保留にする
アクティブ コールを保留にして、いつでも再開できます。
手順

ステップ 1 [保留（Hold）] ボタンを押す。
ステップ 2 保留中の通話を再開するには、 [再開（Resume）]を押します。
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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。
• 点滅するLEDバー
• 電話スクリーン上のビジュアル通知
• 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[応答（Answer）]を押します。

コールの転送
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
ラベルの隣に表示されます。

アイコンは回線キー

コールを転送するには、次の 2 つの方法があります。
• すべてのコールを転送する
• 電話機がビジー状態の場合、または応答がない場合など、特殊な状況でコールを転送する
コールが転送されることを確認するには、回線ラベルや電話画面の中央で通話転送
ンを探します。

アイコ

始める前に
管理者はあなたの電話機の [すべてを転送（Forward all）]または[すべての転送を消去（Clr
fwd all）] ソフトキーを有効にします。
手順

ステップ 1 [転送（Forward）] を押します。
ステップ 2 次のいずれかを行います: 自分の電話機からダイヤルするのとまったく同じ方法で転送先番号
を入力するか、最近の通話または連絡先の履歴からエントリを選択します。
• 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）]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。
• [通話履歴（Recents）]を押して、通話履歴からエントリを選択します。
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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。

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）] 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。
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 [転送（Transfer）] を押します。
ステップ 2 相手が応答すると、相手と話すことができます。
ステップ 3 再度 [転送（Transfer）] を押します。
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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。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、[会議（Conference）] を押します。
ステップ 2 追加する通話相手の電話番号を入力し、[コール（Call）] を押します。
ステップ 3 もう一度 [会議（Conference）] を押します。

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、[コール（Calls）] 画面にさまざまな録音アイコンが表示されます。アイコンは録音状
態によって異なります。
表 1 : 録音アイコン

アイコン

意味
録音中
記録一時停止

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）] を押すと、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）] を押します。
ステップ 4 （任意） 録音を停止するには、[録音の停止（StopRec）] を押します。
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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。

インスタント メッセージおよびプレゼンスの連絡先
インスタント メッセージおよびプレゼンス（IM&P）の連絡先には、それらのプレゼンス情報
が表示されます。ユーザが利用可能、ビジー、利用不可能、または応答不可かどうかを確認で
きます。
連絡先のリストを管理するには、UC-One Communicator を使用します。電話機は、UC-One
Communicator サーバから連絡先のリストを取得します。
電話機を使用すると、電話機は UC-One Communicator にステータス情報を送信します。

プレゼンス
会社で 「UC-One Communicator」 サービスを使用し、電話機とこのサービスを統合することが
できます。このサービスを使用すると、連絡先のステータスを表示できます。
自分のステータスは電話機のステータス行に表示されます。次のいずれかが表示されます。
• 応答可能（Available）
• 不在
• 取り込み中
• オフライン
「UC-One Communicator」 サービスの詳細については、Broadsoft のドキュメントを参照してく
ださい。

IM およびプレゼンスの連絡先に対するコールの発信
IM&P の連絡先に含まれる相手にコールを発信する場合、相手のプレゼンス状態が通話履歴に
表示されます。
手順

ステップ 1 [連絡先] を押します。
ステップ 2 [IM&P] を選択します。
ステップ 3 ディレクトリを選択します
ステップ 4 エントリを選択します。
エントリに連絡先のステータスが表示されます。
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ステップ 5 （任意） 連絡先の詳細を表示するには [詳細（Detail）] を押し、連絡先リストに戻るには [戻
る（Back）] を押します。
ステップ 6 [通話] を押します。

プレゼンス状態の変更
電話機は常に利用可能なため、電話機でプレゼンスを手動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 [プレゼンス（Presence）] を押します。
ステップ 3 リストからプレゼンスを選択します。
• [利用可能（Available）]：電話に出ることができます。
• [退席中（Away）]：短時間、電話機から離れています。
• [応答不可（Do not disturb）]：電話に出ません。
• [オフライン（Offline）]：電話に出ることができません。通常、長時間電話機から離れる
ときにこのプレゼンスを使用します。

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。
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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。

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。
手順

ステップ 1 [Agtサインイン（AgtSgnIn）] を押します。
ステップ 2 [Agtステータス（Agt status）] を押します。
ステップ 3 [利用可能（Available）] ステータスを強調表示します。
ステップ 4 [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

[Agtサインアウト（AgtSgnOut）] 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。
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ステップ 2 [利用不可（Unavailable）] ステータスを強調表示します。
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。
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、通話の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

通話
13

通話
コールのトレース

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。
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。
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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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