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通知
本ヘルプに記載する情報を作成時点で完全かつ正確なものにする
ために十分な注意を払っておりますが、Avaya はいかなる誤りに対
しても一切の責任を負いません。 Avaya は個人や団体に対する事
前の許可なく、本ドキュメントに記されている情報を変更・修正す
る権利を保有しています。
完全なサポートについては、
『Avaya Support Notices for Hardware
Documentation』、ドキュメント番号 03-600759 を参照してくださ
い。
完全なサポートについては、『Avaya Support Notices for Software
Documentation』、ドキュメント番号 03-600758 を参照してくださ
い。
この文書は Web サイト上でも配布しています。http://
www.avaya.com/support にアクセスし、検索ボックスで文書番号を
検索してください。
ドキュメントに関する免責
「ドキュメント」 とは、Avaya が一般に製品およびホステッドサー
ビスのユーザーに対して提供する製品情報、操作方法、性能規格な
どを含む情報のことです。Avaya は、これらをさまざまな媒体で発
行しています。 ドキュメントには広告資料は含まれません。
Avaya はドキュメントの初版に対するいかなる変更、追加、削除に
対して、それらが Avaya により実行されたものでない限り、責任
を持ちません。 エンドユーザーは、エンドユーザーの範囲内で本
ドキュメントを修正、追加、削除したことによって生じる、または
それに関連するいかなる申し立て、訴訟、請求、判決に対しても、
Avaya、Avaya 代理人、従業員を免責することに同意するものとし
ます。
リンクに関する免責
Avaya は、サイト内および Avaya が提供しているドキュメントに
おいて参照されているリンク先の Web サイトのコンテンツや信頼
性について一切責任を負いません。 Avaya は、これらのサイトに
記されている情報、記述、内容に関して責任を負いません。また、
そこで説明・提供されている製品、サービス、情報を必ずしも是認
するものでもありません。 Avaya は、これらのリンクが常に機能
することは保証していません。当社はリンク先ページの可用性を
管理することはできません。
保証
Avaya のハードウェアおよびソフトウェアは、Avaya による限定保
証付きです。 限定保証の条件については、売買契約書を参照して
ください。 また、Avaya の標準保証規約、およびこの製品の保証
期間中に利用可能なサポート情報は、Avaya サポート Web サイト
(http://support.avaya.com) または Avaya が指定する後継サイトに
掲載されています。 米国およびカナダ以外の正規の Avaya チャネ
ルパートナーから製品を購入された場合は、保証の提供元は Avaya
ではなく、この Avaya チャネルパートナーとなることにご注意く
ださい。
「ホステッドサービス」 とは、Avaya または正規の Avaya チャネル
パートナー (いずれか該当するもの) のいずれかからお客様が入手
するホステッドサービスサブスクリプションであって、該当のホス
テッドサービスに関するホステッド SAS またはその他のサービス
説明書に詳述されるもののことです。 お客様が購入されたのがホ
ステッドサービスサブスクリプションの場合、上記の限定保証は適
用されません。ただし、お客様は、該当のホステッドサービスに関
するお客様向けサービス説明書に詳述されたホステッドサービス
に関連して、サポートサービスを受けることができます。 詳しく
は、Avaya または Avaya チャネルパートナー (いずれか該当するも
の) にお問い合わせください。
ホストサービス
Avaya または Avaya チャネルパートナーから（規定通りに）ホス
テッドサービス サブスクリプションをご購入の場合は、以下が適
用されます。ホステッドサービスの利用規約は Avaya Web サイト
(http://support.avaya.com/LicenseInfo) にある｢「Avaya Terms of
Use for Hosted Services」｣リンク内、または Avaya によって指定
された後継サイトで閲覧でき、これはホステッドサービスにアクセ
スする、またはこれを使用するいかなる者にも適用されます。本ホ
ステッドサービスへのアクセスまたはその使用、もしくはかかる行
為を他者に許可することによって、お客様はご自身のために、およ
びお客様が代わりにかかる行為を行っているエンティティ（以下、
区別なく「お客様」および「エンドユーザー」と称する）は、本利
用規約に同意するものとします。会社またはその他の法人を代表
して、お客様が本利用規約に同意する場合、お客様にはかかるエン
ティティを本利用規約に拘束する権限があるものと見なします。

お客様にかかる権限がない場合、または本利用規約に同意しない場
合は、本ホステッドサービスにアクセスしたり、それを使用した
り、または他者にホステッドサービスのアクセスや使用を許可した
りしないでください。ホステッドサービスのご利用は、ホステッド
サービスの契約に基づいて購入されたライセンスの数と種類によ
って制限されます。ただし、特定のホステッドサービスが該当する
場合は、契約ライセンスレベルを上回ったときに利用実態に応じて
請求される、フレックスライセンスの使用が可能となることを条件
とします。 該当のホステッドサービス向けライセンス、フレック
スライセンスの利用可能性 (該当する場合)、価格および請求に関す
る情報、ならびにホステッドサービスに関するその他の重要な情報
についての詳細は、Avaya または Avaya チャネルパートナーへお
問い合わせください。
ライセンス
Avaya の Web サイト (HTTP://SUPPORT.AVAYA.COM/
LICENSEINFO) または Avaya が指定する後継サイトに掲載のソフ
トウェアライセンス条項は、Avaya または Avaya チャネルパート
ナーとの取引契約に基づき、Avaya Inc.、Avaya 関連会社または
Avaya チャネルパートナー (これらのうちいずれか該当するもの)
から購入した Avaya ソフトウェアをダウンロード、使用および/ま
たはインストールしたすべてのユーザーに適用されます。 Avaya
の書面による別段の合意がない限り、Avaya、Avaya の関連会社、
または Avaya チャネルパートナー以外の者から本ソフトウェアを
入手した場合、Avaya は本ライセンスを延長しません。Avaya は、
許可なしに本ソフトウェアを使用または販売したお客様および他
の者に対して法的措置を取る権利を留保します。本ソフトウェア
をインストール、ダウンロード、または使用、もしくは他者にかか
る行為を許可することによって、お客様はご自身のために、および
お客様が代わりに本ソフトウェアのインストール、ダウンロードま
たは使用したエンティティ（以下、区別なく「お客様」および「エ
ンドユーザー」と称する）は当該条件に同意し、お客様と Avaya
Inc. または当該の Avaya 関連会社 (「Avaya」) の間で拘束力のあ
る契約を締結するものとします。
ライセンス範囲の詳細が以下に記載されている 旧 Nortel ソフトウ
ェアを除き、Avaya は、下記に示すライセンスの種類の範囲内でお
客様にライセンスを供与します。 なお注文書にライセンスの種類
が明記されていない場合には、指定システムライセンスが付与され
ます。 ライセンスの適用数およびライセンスが供与される容量単
位は 1 とします。ただし、それ以外のライセンス数、または容量単
位が該当のドキュメントまたはお客様に提供されるその他の資料
に記載されている場合を除きます。 「ソフトウェア」 とは、スタ
ンドアロン製品かハードウェアへのプレインストール製品かを問
わず、Avaya または Avaya チャネルパートナーが提供しているオ
ブジェクトコードのコンピュータプログラム、およびそのアップグ
レード、アップデート、バグ修正、または修正版を指します。 「指
定プロセッサ」 とは、単一のスタンドアロンのコンピュータデバ
イスを意味します。 「サーバー」 とは、複数のユーザーが利用す
るソフトウェアアプリケーションをホステッドする指定プロセッ
サを意味します。 「インスタンス」 とは、(i) 1 台の物理マシンに
おいて、または (ii) 1 台のソフトウェア展開済み仮想マシン 「
( VM」)
またはこれに類するデプロイメントにおいて、特定の時間に実行さ
れるソフトウェアの単一のコピーを意味します。
ライセンスの種類
指定システムライセンス（DS）
： エンドユーザーは、注文書類で指
定された台数を限度として、指定プロセッサにのみソフトウェアの
各コピーまたはインスタンスをインストールして使用することが
できます。 Avaya は注文書類で指定された指定プロセッサを識別
するために、種類、シリアル番号、機能キー、インスタンス、場
所、他の指定情報などを必要とする場合があります。場合によって
は、これを目的に、特定した電子的手段によって、エンドユーザー
の皆様に情報提供を依頼する場合もあります。
コンカラントユーザーライセンス (CU)。 エンドユーザーは、ライ
センスの規定 (ソフトウェアに同時にアクセスできるユニットの
数) を上限として、複数の指定プロセッサまたは 1 台以上のサーバ
ーにソフトウェアをインストールして使用することができます。
「ユニット」とは Avaya が独自の判断でライセンス価格設定の基礎
とする単位を意味します。ユニットといった場合、エージェント、
ポートまたはユーザー、個人名または職務名 （ウェブマスター、
ヘルプデスクなど）での電子メールまたはボイスメールアカウン
ト、あるいは、本製品で使用する管理データベースにおいて 1 人の
ユーザーがソフトウェアとインターフェイスを取れるようにする
ディレクトリエントリなどを指します。 ユニットは、特定の識別
されるサーバーまたはソフトウェアのインスタンスにリンクでき
ます。
データベースライセンス（DL）
： エンドユーザーは、1 台のサーバ
ーまたは複数のサーバーにソフトウェアの各コピーをインストー
ルして使用することができます。ただし、ソフトウェアをインスト

ールする各サーバーが同一データベースで通信するインスタンス
は 1 つのみとすることが条件です。
CPU ライセンス（CP）： エンドユーザーは、本ソフトウェアに指
定した台数を限度として複数のサーバーにソフトウェアの各コピ
ーまたはインスタンスをインストールして使用することができま
すが、サーバーの作業能力がソフトウェアの指定作業能力を上回ら
ないことが条件となります。 エンドユーザーは、Avaya による事
前の同意なしに、またはアップグレード料金を払わず、パフォーマ
ンス容量を拡大して再インストールしたり、サーバー上のソフトウ
ェアを操作することはできません。
指定ユーザーライセンス（NU）
： お客様は、
（i）承認された指定ユ
ーザー（以下に定義）あたり単一の指定プロセッサまたはサーバー
上にソフトウェアをインストールして使用する、または（ii）承認
された指定ユーザーのみがソフトウェアにアクセスして使用する
場合に限り、サーバー上にソフトウェアをインストールして使用す
ることができます。 「指定ユーザー」とは、Avaya がソフトウェ
アへのアクセスおよび使用を明示的に許可したユーザーまたはデ
バイスです。 Avaya の単独裁量権により、
「指定ユーザー」は、制
限なく、名前、会社の役職（ウェブマスター、ヘルプデスクなど）、
個人または会社の役職名での電子メールまたはボイスメールアカ
ウント、またはソフトウェアにより使用される管理データベース内
でユーザー 1 名がソフトウェアを使用できるディレクトリ項目な
どを指します。
シュリンクラップライセンス（SR）
： お客様は、ソフトウェアに付
属する、または適用される「シュリンクラップ」または「クリック
スルー」ライセンス（以下、
「シュリンクラップライセンス」）とい
った使用許諾契約の契約条件に従い、ソフトウェアをインストール
して使用することができます。
旧 Nortel ソフトウェア
「旧 Nortel ソフトウェア」 とは、2009 年 12 月の Nortel Enterprise
Solutions Business の事業譲渡の一部として Avaya によって取得
されたソフトウェアを意味します。 現在、Avaya からライセンス
が入手可能な旧 Nortel ソフトウェアは、http://support.avaya.com/
LicenseInfo にある〔「Heritage Nortel Products」］リンクの Heritage
Nortel Products リスト内、または Avaya によって指定された後継
サイトに記載されているソフトウェアです。 旧 Nortel ソフトウェ
アに関して、Avaya はお客様に対して、本ソフトウェアライセンス
条件にもとづき、本ドキュメンテーションに記載された目的のため
のみに、かつ埋め込んだ状態でのみ、実行のために、Avaya 機器と
のコミュニケーションのために、承認されたアクティベーションま
たは承認されたユッセージレベルの範囲で、旧 Nortel ソフトウェ
アを利用するライセンスを付与します。 旧 Nortel ソフトウェアの
料金は、注文書または請求書に記述される承認されたアクティベー
ションまたは使用の範囲に基づく料金となる場合があります。
著作権
他に明示的に記されていない限り、Avaya が提供しているサイトの
コンテンツ、ドキュメント、ソフトウェア、ホステッドサービス、
ハードウェアを使用することはできません。 Avaya が提供する本
サイトのコンテンツ、ドキュメント、ホステッドサービス、製品
（コンテンツの選択、配置、デザインを含む）の所有権は Avaya ま
たはそのライセンス供与者が保有しており、著作権法や他の知的財
産権法（データベース保護に関する独自の権利を含む）によって保
護されています。 Avaya が明示的に許可した場合を除き、コンテ
ンツ全体またはその一部 (コードやソフトウェアを含む) も、その
手法を問わず、修正、模写、複製、再版、アップロード、投稿、転
送、配布することはできません。 Avaya の書面による明確な同意
なしにこれらを複製、転送、配布、保存、使用することは、適用法
のもとで刑事上および民事上の犯罪になる場合があります。
仮想化
各製品には、固有の発注コードおよびライセンスの種類が割り当て
られています。 製品の各インスタンスのライセンス供与および注
文は、個別に行う必要があります。 例えば、エンドユーザーまた
は Avaya チャネルパートナーが同じ種類の製品のインスタンスを
2 つインストールする場合、その種類の製品を 2 つ注文する必要が
あります。
サードパーティコンポーネント
「サードパーティコンポーネント」 とは、ソフトウェアまたはホス
テッドサービスに含まれる特定のソフトウェアプログラムまたは
その一部に、サードパーティ契約にもとづいて配布されるソフトウ
ェア (オープンソースソフトウェアを含む) を意味します (以下、
「サードパーティコンポーネント」)。この契約には、ソフトウェア
の特定部分についての使用権に関する条項 (以下、
「サードパーティ
条項」) が含まれています。 必要に応じて、配布された Linux OS
ソース コード（Linux OS ソース コードを配布した製品関連）に関
する情報について、またサードパーティコンポーネントの著作権所
有者や適用されるサードパーティ条項の確認情報は、本製品、本書

または Avaya の Web サイト（http://support.avaya.com/
Copyright）、もしくは Avaya によって指定された後継サイトをご覧
ください。 お客様は、かかるいかなるサードパーティコンポーネ
ントのサードパーティ条項にも同意するものとします。
本製品は、AVC 特許ポートフォリオライセンスにもとづき、消費
者の個人的利用またはその他報酬の受領が生じない用途のために、
(i) AVC 標準に準拠してビデオをエンコードすること (以下、「AVC
ビデオ」)、および/または (ii) 消費者が個人的行為としてエンコー
ドした AVC ビデオまたは AVC ビデオ提供のライセンスを受けた
ビデオプロバイダから入手した AVC ビデオをデコードすることを
目的として、ライセンス許諾されるものです。
その他のい
かなる使用のためにライセンスが付与されることはなく、暗示され
ることもないものとします。追加情報は、MPEG LA, L.L.C. より入
手できます。 HTTP://WWW.MPEGLA.COM を参照してください。
サービスプロバイダへの注記
本製品または本ホステッドサービスは、ホスティングを認めないサ
ードパーティ条項の対象となるサードパーティコンポーネントを
使用することがあり、かかる目的でサービスプロバイダは個別のラ
イセンス許諾が求められる場合があります。 お客様は、かかるラ
イセンスの許諾を受ける責任を負います。
通信不正利用の防止
〔通信不正利用］とは、未承認のユーザー (例えば、従業員、代理
店、下請け業者、または代理業者以外のユーザー) がお客様の通信
システムを許可なしで利用することです。 お客様のシステムに関
連した通信不正利用のリスクがあるということ、さらに通信不正利
用が行われた場合、お客様の通信サービスに対して相当額の追加請
求が生じる結果になりますのでご注意ください。
Avaya Toll Fraud Intervention (Avaya 通信不正利用防止ライン)
通信不正利用の被害にあっている疑いがあり、技術的な支援または
サポートが必要な場合、米国およびカナダ在住のお客様は
Technical Service Center Toll Fraud Intervention Hotline 8 (Tel:
+1-800-643-2353) へお電話でご連絡ください。 その他のサポート
の電話番号については、Avaya サポート Web サイト (http://
support.avaya.com) または Avaya が指定する後継サイトをご覧く
ださい。 Avaya 製品にセキュリティ上の脆弱性が疑われる場合
は、Avaya まで E メールにてお問い合わせください。宛先:
securityalerts@avaya.com
商標
本サイトおよび Avaya 提供の文書、ホステッドサービス、製品に
表示されている商標、ロゴ、サービスマーク（以下、「マーク」）
は、Avaya およびその関連会社、もしくはその他サードパーティー
の登録/未登録商標です。 ユーザーは、Avaya またはマークを所有
している可能性がある第三者の書面による事前の許可なく、これら
のマークを使用することはできません。 当サイト、ドキュメント、
ホステッドサービス、製品に含まれているいかなるものによって
も、Avaya または該当するサードパーティの明確な同意なく、黙示
的にも禁反言にも、マークのライセンス供与または権利を認めるも
のとして見なすことはできません。
Avaya は、Avaya Inc.の登録商標です。
Avaya 以外の商標は、各所有者の財産です。 Linux® は、Linus
Torvalds の米国およびその他の国における登録商標または商標で
す。
ドキュメントのダウンロード
ドキュメントの最新版については、Avaya サポート Web サイト
(http://support.avaya.com) または Avaya が指定する後継サイトを
ご覧ください。
Avaya サポートの連絡先
製品またはホステッドサービスの案内や記事を確認したり、Avaya
製品またはホステッドサービスに関する問題を報告したりするに
は、Avaya サポート Web サイト (http://support.avaya.com) を参照
してください。 サポートの電話番号およびお問い合わせ先につい
ては、Avaya サポート Web サイト (http://support.avaya.com) また
は Avaya が指定する後継サイトにアクセスし、ページの下までス
クロールして、〔Contact Avaya Support］を選択してください。

目次
章 1: Avaya one-X® Mobile について................................................................................... 7
概要.................................................................................................................................. 7
ユーザーインターフェイス................................................................................................. 8
［ホーム］画面........................................................................................................... 12
連絡先画面................................................................................................................ 13
［インスタントメッセージ］画面................................................................................. 17
会議画面.................................................................................................................... 19
［通話の履歴］画面..................................................................................................... 21
章 2: 概要............................................................................................................................. 23
アプリケーションのインストール..................................................................................... 23
アプリケーションを Android デバイスにインストールする........................................... 23
アプリケーションの設定................................................................................................... 24
への接続設定 Avaya Office.......................................................................................... 24
通話コントロールの設定............................................................................................. 25
エンタープライズダイヤルの設定............................................................................... 27
通知機能の設定.......................................................................................................... 28
通知設定.................................................................................................................... 29
GPS 情報の設定......................................................................................................... 30
GPS 位置情報の削除.................................................................................................. 30
モバイルツイニングを有効／無効にする...................................................................... 31
DND 設定.................................................................................................................. 33
［詳細］フィールドの説明........................................................................................... 33
ウィジェットの有効化...................................................................................................... 34
®
Avaya one-X Portal での自己管理 ................................................................................... 34
章 3: ステータス情報の管理................................................................................................ 36
ステータス情報の管理...................................................................................................... 36
ステータスの設定....................................................................................................... 38
通知機能の使用.......................................................................................................... 38
カレンダー情報の表示................................................................................................ 39
電話ステータスの表示................................................................................................ 39
章 4: パスワードの変更....................................................................................................... 40
パスワードの変更............................................................................................................. 40
パスワード変更画面フィールドの説明............................................................................... 40
章 5: 証明書のインストール................................................................................................ 41
証明書のインストール...................................................................................................... 41
信頼できるルート証明書を Android デバイスにインストールする....................................... 41
章 6: TLS および証明書の検証を起動する.......................................................................... 42
TLS および証明書検証の概要............................................................................................ 42
TLS および証明書の検証を起動する............................................................................ 42
サーバー証明書の検証設定を変更する......................................................................... 42
章 7: 通話の処理.................................................................................................................. 44
通話の発信...................................................................................................................... 44

4

Avaya one-X® Mobile Preferred

2015 年 4 月
お問い合わせ先：infodev@avaya.com

目次

通話機能の設定.......................................................................................................... 44
ダイヤルパッドからの発信......................................................................................... 46
連絡先リストからの発信............................................................................................. 47
インスタントメッセージからの発信............................................................................ 47
通話の履歴からの発信................................................................................................ 47
統合ダイヤラーの使用................................................................................................ 47
連絡先リストから電子メールを発信する...................................................................... 48
選択の実行................................................................................................................ 48
サードパーティ通話の転送............................................................................................... 49
ユーザー通話転送の処理................................................................................................... 49

章 8: VoIP 通話の録音......................................................................................................... 51
VoIP 通話の録音.............................................................................................................. 51
章 9: 異なる通話機能間でコールを転送する....................................................................... 52
異なる通話機能間で通話を転送する.................................................................................. 52
章 10: 会議通話の開始......................................................................................................... 53
会議ブリッジの管理......................................................................................................... 53
会議参加者の追加....................................................................................................... 54
会議の開始................................................................................................................ 55
進行中の会議に参加する............................................................................................. 56
会議のロック／ロック解除......................................................................................... 56
参加者のミュート....................................................................................................... 57
エイリアスの割り当て................................................................................................ 57
参加者の切断............................................................................................................. 58
章 11: 履歴の使用................................................................................................................ 59
履歴について................................................................................................................... 59
履歴のフィルタリング...................................................................................................... 59
履歴のクリア................................................................................................................... 60
不在着信の通知設定......................................................................................................... 60
章 12: VoIP の使用.............................................................................................................. 61
VoIP 機能........................................................................................................................ 61
VoIP 機能について..................................................................................................... 61
前提条件およびサポートされているデバイス............................................................... 61
VoIP 用ステータスインジケータ................................................................................. 62
VoIP のエラーメッセージ........................................................................................... 63
携帯通話との VoIP インタラクション.......................................................................... 63
VoIP 通話の受信........................................................................................................ 64
VoIP 通話の発信........................................................................................................ 65
VoIP 通話との対話..................................................................................................... 65
コーデック設定.......................................................................................................... 66
VoIP 登録の通知を有効／無効にする........................................................................... 67
VoIP 通話向けに Bluetooth ヘッドセットサポートを設定する....................................... 67
章 13: インスタントメッセージングの使用......................................................................... 68
インスタントメッセージの送信......................................................................................... 68
インスタントメッセージの受信................................................................................... 68
ビューの選択................................................................................................................... 69
インスタントメッセージの削除......................................................................................... 69

Avaya one-X® Mobile Preferred

2015 年 4 月
お問い合わせ先：infodev@avaya.com

5

目次

章 14: ボイスメールの管理.................................................................................................. 70
ボイスメールの管理......................................................................................................... 70
ボイスメールメッセージを聞く......................................................................................... 70
着信メッセージを聞く................................................................................................ 71
折り返し電話をする......................................................................................................... 71
ボイスメールメッセージの削除......................................................................................... 71
電子メールでボイスメールメッセージを送信する.............................................................. 71
章 15: 位置情報の管理......................................................................................................... 73
連絡先の位置情報を表示する............................................................................................ 73
位置情報の要求を表示する............................................................................................... 73
通信オプション................................................................................................................ 74
章 16: トラブルシューティング........................................................................................... 75
ログのアップロード......................................................................................................... 75
問題の送信...................................................................................................................... 75

6

Avaya one-X® Mobile Preferred

2015 年 4 月
お問い合わせ先：infodev@avaya.com

章 1: Avaya one-X® Mobile について

概要
Avaya one-X® Mobile は、携帯電話のユーザーが Avaya Office 通信サーバーに接続するときに使
用できるアプリケーションです。 Avaya Office リリース 8.0+ のみが one-X Mobile Preferred を
サポートしています。
モバイルワーカー向けに考案された Avaya one-X® Mobile アプリケーションは、移動中に仕事を
こなす上で役立つ豊富な Unified Communications（UC）機能を提供します。 Avaya one-X®
Mobile リリース 9.0 には次の機能が含まれています。
• 内蔵の VoIP クライアントによる VOIP（Voice over Internet Protocol）通話のサポート。
• モバイルツイニング（ユーザーがツイニングを有効／無効にしたり、アプリケーションから
のツイニング番号を設定したりするオプションを含む）。
• ユーザーによる通話の監視･転送機能。
• ビジュアルボイスメール（ボイスメールメッセージの再生、着信ボイスメールメッセージへ
の応答、ボイスメール送信者の現在のプレゼンスを表示、リターンコール、電子メールによ
るボイスメールの転送などの機能を搭載）。
• ホーム画面から未読メッセージをスワイプする機能。
• 拡張／ブラインド転送に対応する Avaya Office 通話転送機能のサポート。
• ユーザーおよびエンタープライズの連絡先に関するプレゼンス情報。
• ホーム画面に履歴タブを追加し、音声通話とボイスメールの詳細を表示。
• 携帯電話のオンボード GPS による位置情報プレゼンスと追跡。
• Avaya Office サーバーに定義済みの連絡先および外部連絡先とのインスタントメッセージ
ング。
• ユーザーに便利なクリック会議機能、エントリ／終了通知、会議参加者の表示／管理機能を
含む、豊富な会議コントロール。
• Microsoft Outlook Calendar と統合し、ユーザーの空き時間に関する情報を提供。
• サーバーに着信した通信のリアルタイム通知（新規ボイスメールまたはインスタントメッセ
ージ、連絡先の空き時間情報の変更、会議参加者によるユーザー会議ブリッジへのダイヤル
インなど）。
• エンタープライズダイヤルとダイヤルプランのサポート（携帯電話のユーザーはエンタープ
ライズのテレフォニーシステムを使用して電話をかけることが可能）。
• サードパーティ通話コントロール（3PCC）モードと Voice over IP（VoIP）モード間の切り
替え機能。 ｢通話コントロールの設定 (25 ページ)｣を参照してください。
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• Avaya one-X® Mobile をサードパーティ通話コントロール（3PCC）として使用するときの
通話転送機能。

対応プラットフォーム
one-X Mobile Preferred アプリケーションは、OS 2.1 以降を搭載した Android 携帯電話でサポー
トされています。 ただし、VoIP 機能は Android 4.x でサポートされます。

ユーザーインターフェイス
次のセクションでは、Avaya one-X® Mobile アプリケーションで使用できるアイコン、メニュー、
コントロールについて説明します。

レイアウト
次のグラフィックは、ホーム画面を選択した Avaya one-X® Mobile インターフェイスのレイアウ
トを示しています。

番号

説明

1

接続／履歴ステータス。
このアイコンが表示されない場合は、Android デバイス設定（［設定 > アプリケーシ
ョン > Avaya Mobility App］でアクセス）で［通知の表示］チェックボックスを有効
にしていることを確認します。

2

ステータスバー。

次のページに続く…
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ユーザーインターフェイス

番号

説明

3

ナビゲーションバー。

4

インスタントメッセージステータス。
インスタントメッセージの履歴総数を示します。

5

ボイスメールステータス。
ボイスメールの履歴総数を示します。

6

会議ステータス。
会議の履歴総数を示します。

7

ユーザーのアバター
アバターをタップして次のオプションにアクセスします。
•［削除］
•［写真の撮影］
•［ギャラリーから選択］
•［Facebook からインポート］

ステータスバー：
ステータスバーは、Avaya one-X® Mobile インターフェイスのすべての画面で利用できます。 こ
れにはユーザーの空き時間に関する情報が含まれるほか、ユーザー所在地を設定するコントロー
ルを提供し、GPS 位置情報を有効／無効にします。 また、ステータスバーには、 Avaya Office
サーバーとの接続ステータスも表示されます。
［ステータス］メッセージ
ユーザーの現在のステータスを示します。 デフォルト
のリストから選択するか、テキストエレメントを入力し
てステータスを手動で編集します。 デフォルトのテキ
ストには、
［ここにステータスを設定］と表示されます。

ステータスを表す色を次から選択します。
• 緑：応答可能
• 黄：退席中
• 赤：話中または応答不可

次のページに続く…
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［位置情報］アイコン。
現在の通話機能に関する設定を示します。 このアイコ
ンを押して、設定を編集します。
詳細については、｢位置情報の設定 (44 ページ)｣を参
照してください。
［位置情報の精度］アイコン。
位置情報に関する現在の '精度' を示します。 4 つの精
度レベルは次のとおりです。
• 市区町村
• 地域
• 番地
• 最高精度
このアイコンを長押しして、
［すべてのデバイス］と［こ
のデバイス］の削除オプションにアクセスします。
［接続エラー］アイコン。
ステータスバーにこのアイコンが表示された場合は、ネ
ットワークに接続されていません。 ［接続エラー］ア
イコンを押して詳細を表示します。

ステータスバーはすべての画面で表示されます。 ただし、連絡先画面で連絡先を長押しすると、
ステータスバーが選択バーに変わります。 選択バーを使って、ユーザーを会議や連絡先グループ
に簡単に追加することができます。 また、選択した連絡先にグループの電子メールやインスタン
トメッセージを送信することもできます。
次の表では、選択バーの項目について説明します。

［会議］アイコン。
このボタンを押して、すべての選択済み連絡先を会議に招待します。
［オプションメニュー］アイコン。
このボタンを押して、選択済みの連絡先に使用できるオプションを表示します。 次
のオプションがあります。
• 会議
• IM の送信
• 電子メール
• グループに保存
• 位置検索

ナビゲーションバー：
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ナビゲーションバーを使用して各画面を表示できます。 ナビゲーションバーのメニューアイコ
ンに表示される赤い円は、新規ボイスメールメッセージ、新規インスタントメッセージ、会議室
の新しい参加者といった、新しい履歴数を示します。

アイコン：
次のアイコンは、すべての画面に使用され、Avaya one-X® Mobile インターフェイスと携帯デバ
イスのステータスおよび履歴情報を示します。
［ホーム画面］アイコン。
このボタンを押して、ホーム画面に移動します。
［連絡先画面］アイコン。
このボタンを押して、連絡先画面に移動します。
［アクティブな通話画面］アイコン。
このボタンを押して、アクティブな通話画面に移動します。
［インスタントメッセージ］アイコン。
このボタンを押して、インスタントメッセージ画面に移動します。
［会議］アイコン。
このボタンを押して、会議画面に移動します。
［通話の履歴］アイコン。
このボタンを押して、通話の履歴画面に移動します。
［通知］アイコン。
このアイコンは、ナビゲーションバーボタン上に表示され、その機能の新しい履歴を
示します。
接続アイコンは画面の最上部に表示され、Avaya one-X® Mobile アプリケーションがデバイスでアクティ
ブなときに現れます。
このアイコンが表示されない場合は、Android デバイス設定（［設定 > アプリケーション > Avaya Mobility
App］でアクセス）で［通知の表示］チェックボックスを有効にしていることを確認します。
三角（緑）は、アプリケーションが Avaya Office に接続されていることを示します。

次のページに続く…
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三角中央に赤のドットは、新しい履歴を示します。
三角（黄）は、アプリケーションが部分的に接続されていることを示します。
三角（赤）は、アプリケーションが切断されていることを示します。

メニューオプションとコントロール
Android デバイスでは、次の方法で Avaya one-X® Mobile アプリケーションのメニューオプショ
ンにアクセスします。
• 押す：項目を押して選択します。
• 長押し：連絡先名または項目を長押しすると、選択した項目に特定のメニューが提供されま
す。
• メニューキー：携帯デバイスの［メニュー］キーを押すと、現在表示している画面のオプシ
ョンを示します。 オプションは画面に表示される個別の連絡先やメッセージではなく、画
面全体に適用されます。

［ホーム］画面
［ホーム］画面を使用して、通信のスナップショットを表示できます。
ステータスバー下のエリアにある［ホーム］画面には、各通信タイプ（［インスタントメッセー
ジ］、［ボイスメール］、［会議通話］）のアイコンが表示されます。 アイコンは定期的にアップデ
ートされ、新しいメッセージや通話に関する情報が表示されます。
新しいインスタントメッセージを受信すると、［ホーム］画面に通知が表示されます。 複数の連
絡先から 2 通以上のメッセージを受信した場合、そのメッセージタイプを示すアイコンバーに小
さなドットが表示されます。 これらのドットで、各メッセージをスワイプすることができます。

また、ボイスメールメッセージが着信すると、［ホーム］画面に通知が入ります。 アプリケーシ
ョンでメッセージが記録されたときは、そのメッセージの再生を選択できますが、通話に応答す
ることも可能です
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通話への応答を選択した場合は、Avaya one-X® Mobile アプリケーションに現在位置として指定
した場所で通話が呼び出されます。
自分の会議ブリッジに別のユーザーがダイヤルインした場合、［ホーム］画面にはワンクリック
で会議に参加できるボタンが表示されます。

連絡先画面
［連絡先］画面には、Android デバイスの［ユーザー］ディレクトリを使用して設定した連絡先、
または Avaya Office コールサーバーで管理者が設定した連絡先が一覧表示されます。
連絡先リストの連絡先を長押しして、
［その他 > グループに保存］を選択することにより、カス
タムのローカルグループを作成できます。 次のスクリーンショットでは、“テスト” というローカ
ルグループが作成されています。
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［検索］フィールドの横にある［フィルタ］ボタンを押すと、次のグループをフィルタリングし
て、連絡先のより高度な選択を実行できます。

14

Avaya one-X® Mobile Preferred

2015 年 4 月
お問い合わせ先：infodev@avaya.com

ユーザーインターフェイス

•［チーム：］ リストの連絡先が含まれます（ Avaya Office の同僚および Avaya one-X® Portal
に追加された gTalk ユーザーを含む）。
チームグループには展開ビューも用意されており、 1 人以上のユーザーを含むすべての
XMPP グループが表示されます。 ある指定リストの連絡先は複数のグループに所属するた
め、XMPP グループの連絡先対象件数は、チームグループで表示される連絡先対象件数より
多くなる場合があります。
チームグループには［オフライン非表示］オプションも含まれることにご注意ください。
このオプションを有効にすると、オフラインではないチーム連絡先が非表示となり、リスト
にはオンラインの連絡先のみが表示されます。
•［企業ディレクトリ］：企業ディレクトリの連絡先が含まれます。
•［個人用ディレクトリ］
：ユーザーの個人用ディレクトリに追加された連絡先が含まれます。
個人用ディレクトリグループは、Avaya one-X® Portal を使用して 1 つ以上の連絡先を個人
用ディレクトリに追加した場合のみ表示されます。
•［個人ローカルグループ］：ローカルで定義されたグループが含まれます。
•［マイコンタクト］：個人用ディレクトリの連絡先（gTalk ユーザーなど）が含まれます。
ユーザーによっては、複数のグループで表示される場合があることにご注意ください（例：gTalk
ユーザー）。
連絡先リストでは、連絡先名の左側にある色付きバーに、連絡先のプレゼンスステータスが表示
されます。 バーがグレーの場合、連絡先はオフラインです。 連絡先がステータスメッセージを
入力している場合、メッセージは連絡先名の下に表示されます。 色付きバーが白抜きの場合、連
絡先が Avaya Office の外部にあり、その連絡先のプレゼンス情報が利用できないことを示しま
す。
連絡先をタップすると、その連絡先には次のオプションが使用できるようになります。
•［コールワーク］
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•［選択］
•［IM の送信］
•［通知機能］
•［会議に追加］
•［詳細］
注
連絡先のバーが白抜きの場合、これら連絡先のプレゼンスが利用できないため、通知機能オ
プションが電子メールに置き換えられます。
連絡先名を長押しして、［オプションメニュー］アイコンで複数の連絡先を選択し、会議通話に
追加することができます。 詳細については、｢選択の実行 (48 ページ)｣を参照してください。
また、携帯デバイスの［メニュー］キーを押して、［すべて選択］または［連絡先の更新］のい
ずれかを選択できます。
次のイメージは、［詳細］の選択時に表示される連絡先の詳細画面を示しています。 連絡先のプ
レゼンス情報に応じて、連絡先のプレゼンス変更時に Avaya Office がアラートを発信するように
選択できます。

連絡先の GPS 情報を利用できるかどうかが詳細画面に表示される点も注目に値します。 連絡
先が GPS 情報を公開している場合、
［オブザーバー位置情報］ボタンをクリックしてその位置情
報を表示できます。
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詳細については、｢通話の発信 (44 ページ)｣を参照してください。
アイコン：
［ダイヤルパッド］ボタン。
［ダイヤルパッド］ボタンを押して、ダイヤルパッドを起動します。
ダイヤルパッドによる通話の発信については、｢統合ダイヤラーの使用 (47 ペー
ジ)｣を参照してください。
［検索］ボタン。
［検索］ボタンを押して、検索モードに入ります。 このモードにはオートコンプリー
ト機能が含まれます。
［フィルタ］ボタン。
［フィルタ］ボタンを押して、より高度な連絡先の選択をグループ別に実行します。
ユーザーによっては、複数のグループで表示される場合があることにご注意ください
（例：gTalk ユーザー）。

［インスタントメッセージ］画面
［インスタントメッセージ］画面には受信した IM が表示されます。
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［インスタントメッセージ］画面のオプションを表示するには、携帯電話の［メニュー］キーを
押します。
•［履歴の無効化：］デフォルトでは、既読と未読のインスタントメッセージが表示されま
す。 表示を切り替えて、新規または未読のメッセージを表示します。
•［履歴のクリア：］このオプションを使用して、既読のインスタントメッセージを削除しま
す。
インスタントメッセージを開くと、送信者に関する情報が表示されます。
次の表では、画面最上部に表示されるアイコンについて説明します。 ここに記載されるすべての
オプションは、メッセージを送信したユーザーに関連しています。
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番号
1

説明
［監視］
タップしてユーザーのプレゼンスを監視します。

2

［Outlook 会議］
タップして、ユーザーの Outlook 会議情報を表示します（利用可能な場合）。

3

［位置情報］
タップして、ユーザーの位置情報を表示します。

4

［通知機能］
タップして、ユーザーをフォローし、ユーザーの空き時間を判断します。

5

［通話中］
このアイコンは、ユーザーが通話中であるかどうかを示します。

6

［会議に追加］
タップしてユーザーを会議通話に追加します。

7

［通話］
タップしてユーザーに発信します。

Avaya one-X® Mobile アプリケーションでは、最大 1MB のインスタントメッセージが保存されま
す。 保存できるインスタントメッセージ数は、各メッセージに含まれる文字数によって異なりま
す。 メッセージの長さによって、最大 10,000 件またはそれ以上のメッセージを保存できます。
記憶域の制限に達すると、最も古いメッセージが自動的に削除されます。
詳細については、「インスタントメッセージの送信 (68 ページ)」を参照してください。

会議画面
［会議］画面には、ユーザー、招待された参加者、ユーザーの会議ブリッジにダイヤルインした
他のユーザーを含む、会議の参加者が表示されます。
各参加者の電話番号またはエイリアスが表示されます。 ［グループの保存］ボタンを使用して、
会議参加者をグループに保存できます。
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［会議］画面のオプションを表示するには、携帯電話の［メニュー］キーを押します。 使用でき
るオプションは、［会議に参加］です。
次の参加者のオプションを表示するには、参加者の名前を押します。
•［切断］：このオプションを使用して参加者を切断します。
•［ミュート］：このオプションを使用して、参加者をミュートします。
•［エイリアスの割り当て］
：このオプションを使用して、電話番号の代わりに名前を入力しま
す。これがデフォルトで画面に表示されます。 作成したエイリアスは今後の会議のために
保存されます。 参加者のエイリアスと電話番号間で表示を切り替えることができます。 割
り当てたエイリアスのみを表示できます。
アイコン：
このオプションをタップして、参加者の通話
機能を選択します。
このオプションをタップして、会議から参加
者を削除します。

次のページに続く…
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現在の発言者です。

参加者は発言していません。

参加者はミュート状態です。

会議はロックされています。
このオプションをタップして、会議をロック
解除します。
会議はロック解除されています。
このオプションをタップして、会議をロック
します。

会議能力または他の機能に対するご懸念がある場合は、Avaya Office のホスト対象が携帯電話で
はなく、会議ブリッジであることにご注目ください。
詳細については、｢会議ブリッジの管理 (53 ページ)｣を参照してください。

［通話の履歴］画面
［通話の履歴］画面には、不在着信、着信通話、発信通話を含むすべての通話のリストが提供さ
れます。 必要な場合は通話の履歴をクリアできます。 通話の履歴を個別にクリアしたり、すべ
ての通話の履歴を一度にクリアしたりすることができます。 また、［通話の履歴］画面から通話
を発信する、参加者を自分の会議ブリッジに招待する、連絡先をディレクトリに追加することも
できます。
履歴は日付順に整理され、直前の通話履歴が最初に表示されます。 設定に応じて履歴をフィルタ
リングできます。 各通話履歴は、手動でクリアされない限り、最長で 1 週間保存されます。
［通話の履歴］画面で、その連絡先名をクリックして、連絡先の追加オプションを表示できま
す。 オプションは、不明な連絡先か既知の連絡先かによって異なります。
［通話の履歴］画面に表示される既知の連絡先にはアバターがあります。 次のオプションは、
［通
話の履歴］画面に表示される既知の連絡先に使用できます。
• 通話
• 通知機能
• IM の送信
• 電子メール
• 会議に追加
• 詳細
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次のオプションは、［通話の履歴］画面に表示される不明な連絡先に使用できます。
• 通話
• 会議に追加
• 連絡先の作成
• 連絡先に追加
アイコン：
着信通話。
発信通話。
不在着信。
ボイスメール（確認済み）。
ボイスメール（未確認）。
外部連絡先用のアバター。
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章 2: 概要

アプリケーションのインストール
one-X Mobile Preferred for Avaya Office は、OS 2.1 以降を搭載した Android 携帯電話で利用で
きます。
アプリケーションストアの［インストール］オプションにアクセスして、アプリケーションをイ
ンストールできます。 また、インストールリンクと設定リンク付きの電子メールを受信して、プ
ロビジョニングされたインストールを実行することもできます。 プロビジョニングされたイン
ストールを実行するには、次のことに注意してください。
• プロビジョニングされたインストールは、アプリケーション設定のほとんどを設定します。
• 携帯電話で電子メールリンクをアクティブにする必要があります。

アプリケーションを Android デバイスにインストールする
次の手順を使用して、Android デバイスに Avaya one-X Mobile Preferred for Avaya Office をダウ
ンロードしてインストールします。
注
Avaya one-X® Mobile アプリケーションは、Android OS 2.1 以降でサポートされています。
ただし、VoIP 機能は、携帯デバイスに Android 4.x オペレーティングシステムが搭載されて
いる場合のみ、Avaya one-X® Mobile で使用できます。 Avaya one-X® Mobile は、カスタム
ROM を実行するデバイスではサポートされていません。

手順
1. 携帯電話で、Google Play ストアアプリケーションを開きます。
2.［Avaya one-X Mobile Preferred for Avaya Office］ を検索し、アプリケーションを選択し
ます。
注
アプリケーションを検索すると、Avaya one-X® Mobile ファミリー製品のオプション
がいくつか表示されます。 インストールの前に正しいアプリケーションを選択して
いることを確認します。
3.［インストール］をタップします。
4. Avaya one-X® Mobile アプリケーションの許可を承諾するときは、［OK］をタップしま
す。
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5. Android マーケットから初めてダウンロードする場合は、Google Checkout アカウントに
サインインします。
6. Google Play ストアアプリケーションで、
［マイアプリ］を選択し、Avaya one-X® Mobile
アプリケーションを選択します。
7.［インストール］をタップします。

アプリケーションの設定
携帯電話のインターフェイスおよび携帯電話で実行できる操作に精通している必要があります。
オンスクリーンキーボードを使用して、スクロール、強調表示、テキストの入力ができるように
してください。 これらタスクの実行方法については、ご使用の携帯電話に付属のユーザーガイド
を参照してください。
次のセクションでは、Avaya one-X® Mobile の使用前に構成しておく必要がある設定について説
明します。

への接続設定 Avaya Office
前提条件
Avaya one-X® Mobile アプリケーションと Avaya Office サーバー間の接続を設定するには、最初
にシステム管理者から次の情報を入手する必要があります。
• Avaya one-X® Portal サーバーの名前。
• ユーザー名とパスワード資格情報（Avaya one-X® Portal へのアクセスに使用するものと同
じ資格情報）。
注
プロビジョニングされたインストールを実行するときは、これらの設定は必要ありません。

手順
1. 初めて Avaya one-X® Mobile アプリケーションを起動すると、設定メニューが自動的に表
示されます。 次の設定を行います。
•［サーバー ID］を押して、Avaya one-X® Portal サーバーのホスト名または IP アドレス
を入力します。 ［OK］を押します。
•［ユーザー名］を押してユーザー ID を入力します。 ［OK］を押します。
•［パスワード］を押して、パスワードを入力します。 ［OK］を押します。
注
後でこれらの設定を編集する必要がある場合は、［ホーム］画面に移動し、携帯デ
バイスの［メニュー > 設定］を押すと、このメニューに戻ることができます。
2. Avaya one-X® Mobile は自動的に Avaya Office サーバーへ接続します。
アプリケーションが正常に Avaya Office へ接続すると、三角のステータスアイコンが赤
から緑に変わります。
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通話コントロールの設定
Avaya Office リリース 9.0 があれば、one-X Mobile Preferred アプリケーションを使用して、2 つ
の通話コントロールオプション（サードパーティ通話コントロールと Voice over IP）間を切り替
えることができます。
デフォルトでは、Avaya one-X® Mobile は 3PCC モードで作動します。

サードパーティ通話コントロール（3PCC）
Avaya one-X® Mobile アプリケーションは、デフォルトでは 3PCC モードで動作します。 Avaya
Office がモビリティクライアントからサードパーティ通話を開始するとき、 Avaya Office はサー
ドパーティ通話を発呼者の携帯電話に発信して送信先にダイヤルします。
着信音声通話に電話料金が発生する国では、着信通話に対して携帯電話通話料金を支払う必要が
生じますので、3PCC ソリューションは携帯電話のユーザーにとって料金を削減することにはな
りません。 電話料金を低減するため、モビリティクライアントには、VoIP モードで動作するオ
プションがユーザーに用意されています。

Voice over IP（VoIP）
Avaya one-X® Mobile アプリケーションを VoIP モードで動作するように設定すると、Wi-Fi、
3G、または 4G データネットワークで通話を発信するオプションがユーザーに提供されます。
これらのオプションにより、携帯電話の音声通話料金を削減できます。 VoIP モードへ切り替え
ることにより、携帯電話のユーザーは特に国際電話のコストを低減できます。
VoIP モードでは、モビリティクライアントに固有の内線番号があり、ミッドコール機能を含む
すべての通話コントロール機能を実行します。 携帯電話のユーザーは、Wi-Fi アクセスが利用で
きない場合、またはデータ接続で適切な音声品質が得られない場合に、コールバックモードを選
択できます。
VoIP モードの有効化については、｢VoIP の有効化 (25 ページ)｣を参照してください。

VoIP の有効化
次の手順を使用して、one-X Mobile Preferred for Avaya Office の VoIP（Voice over IP）モード
を有効化します。 アプリケーションは、デフォルトでは 3PCC モードで動作します。
注
VoIP 機能は、パワーユーザーライセンスを所持するユーザーのみ使用できます。

手順
1.［メニュー］ > ［設定］ > ［Voice over IP］ > ［VoIP 操作モード］に移動します。
2. 次のいずれかのオプションを選択します。
•［Wi-Fi 接続時のみ］
：このオプションを選択すると、携帯デバイスが Wi-Fi ネットワー
クに接続されているときに VoIP が有効になります。
•［常に］：このオプションを選択すると、アクティブになっているすべてのデータ接続
タイプで VoIP が有効になります。
•［なし］：このオプションを選択すると、VoIP モードが無効になります。
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•［Wi-Fi 接続時のみ携帯電話へフォールバック］
： - このオプションを選択すると、Wi-Fi
接続が失われたとき、VoIP から携帯電話への通話機能の自動切り替えが有効になりま
す。 Wi-Fi 接続が再開すると、通話機能は VoIP に切り替わります。
注
［Wi-Fi 接続時のみ携帯電話へフォールバック］モードが選択された状態で、通話機
能が VoIP に設定され Wi-Fi 接続が切断すると、通話機能は自動的に携帯電話へ切
り替わります。 Wi-Fi 接続が再開すると、通話機能は VoIP に切り替わります。 通
話機能を手動で他のいずれかに変更すると、自動切り替えは停止します。 通話機
能の設定を VoIP に戻すと、この自動切り替えを再開できます。
例えば、 ユーザーが ［Wi-Fi 接続時のみ携帯電話へフォールバック］オプションを選
択すると、以下が実行されます。
- Wi-Fi ゾーンでは、 電話の通話機能が VoIP に設定されます。
- Wi-Fi ゾーン以外では、通話機能は携帯電話オプションへ自動的に切り替わります。
［Wi-Fi 接続時のみ携帯電話へフォールバック］オプションを使用すれば、ユーザー
が Wi-Fi ゾーンにいるときに数分の通話時間を節約できます。 Wi-Fi ゾーン以外では、
データ通信プランのデータ量と信頼性が VoIP 通話を発信するのに不十分である可能
性があるため、ユーザーは携帯電話を使用することになります。
3.［通話機能］アイコンをタップします。
4.［VoIP］を選択します。
5. 次のいずれかのコールバックオプションを選択します。 これは、VoIP 通話が何らかの理
由で接続できない場合の、コールバック受信番号です。
6.［OK］をタップします。
クライアントが Avaya Office に登録されると、
［ホーム］画面の［電話］アイコンが緑に
変わります。

ユーザー通話監視の設定
Android の電話で one-X Mobile Preferred for Avaya Office を使用して、すべての着信通話および
発信通話と対話できます。 ユーザー通話監視機能を使用して、次の通話タイプと対話できます。
• 卓上電話、Softphone、または Avaya Communicator で発信／受信した通話
• one-X Mobile Preferred アプリケーションの Avaya Office または Avaya one-X® Portal を使
用して確立した通話。
• モバイルツイニングにより携帯電話で応答した通話。

手順
1. 携帯デバイスで、［メニュー］ > ［設定］ > ［通話監視モード］をタップします。
2. 次のいずれかのオプションを選択します。
•［VoIP 通話のみ］
：このプションを選択すると、VoIP 通話のみを対象にユーザー通話監
視が有効になります。
•［すべての通話］：このオプションを選択すると、すべての通話を対象にユーザー通話
監視が有効になります。
デフォルトでは、すべての通話が選択されています。
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次のステップ
ユーザー通話監視の詳細については、｢ユーザー通話転送の処理 (49 ページ)｣を参照してくださ
い。

エンタープライズダイヤルの設定
エンタープライズダイヤル機能によって、Avaya one-X® Mobile を携帯電話に搭載されるネイテ
ィブのダイヤルアプリケーションと統合させるかどうかを決定します。 Avaya one-X® Mobile
を携帯電話のネイティブダイヤルアプリケーションに統合させると、Avaya one-X® Mobile は携
帯電話ネットワークではなく、エンタープライズサーバーを使用して、通話の傍受やルーティン
グを行います。
また、エンタープライズダイヤルは発呼者の携帯電話 ID を非表示にします。これにより、個人
用携帯電話を業務用に使用している場合も、ユーザーのプライバシーを保護できます。
さらなる柔軟性の向上を図り、指定した規則に応じてエンタープライズ通話をルーティングする
ように、ダイヤルプランを設定することもできます。 着信番号が PBX に転送される前に、その
番号を操作するよう、ダイヤルプランを設定します。
注
• ダイヤルプラン機能を動作させるには、Avaya one-X® Mobile が接続されている必要が
あります。
• ダイヤルプランは、携帯電話の設定内ではなく、アプリケーション内でのみ設定できま
す。
• 携帯電話の連絡先は、Avaya one-X® Mobile アプリケーションの連絡先とは統合されま
せん。

手順
1. 携帯電話の［ホーム］画面に移動し、［メニュー］キーを押します。
2.［設定］をタップします。
3.［エンタープライズダイヤル］をタップして［モード］をタップします。
4. 次のいずれかのオプションをタップします。
•［オフ］：統合なし。
•［オン］：統合を使用します。
•［毎回確認する］：毎回どのダイヤラーを使用するかを毎回確認します。
•［ダイヤルプラン］：エンタープライズのダイヤルプランを使用します。
5. エンタープライズダイヤルの規則を設定するには、［設定］メニューに戻ります。
6.［ダイヤルプラン］をタップします。
Avaya one-X® Mobile はダイヤルプランの規則に一致する通話のみに傍受やルーティン
グを行います。
7. 携帯電話の［メニュー］キーを押し、［新しい規則の追加］をタップして非アクティブな
規則を表示します。
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8. 非アクティブな規則をタップして、次のオプションを設定します。
•［アクティブ］：チェックボックスをオンにすると、規則が有効になります。
•［プレフィックス］
：これをタップして、Avaya one-X® Mobile に傍受、ルーティングさ
せる通話のプレフィックスを入力します。
•［サフィックスの桁数］：これをタップして、プレフィックスの後に続く文字数を選択
します。
•［削除する文字数］：これをタップして、文字数を選択します。
•［挿入する文字数］：これをタップして、プレフィックスの前に挿入する文字数を入力
します。
•［ダイヤルプランモードの傍受］：エンタープライズダイヤルモードとして［毎回確認
する］、または［ダイヤルプラン］を選択すると、このオプションが自動的に有効にな
ります。
9.［ダイヤルプラン］画面に戻るには、携帯電話の［戻る］ボタンを押します。
規則 1 が現在アクティブになっていることが画面に表示されます。
10. 別の規則を追加するには、携帯電話の［メニュー］キーを押して、［新しい規則の追加］
をタップします。
既存の規則には、編集、削除、並べ替え、再設定を行うこともできます。
例
コールサーバー経由で通話がルーティングされる前に、すべての市外電話（市内電話を含まな
い）を操作すると良いでしょう。 エリアコードが 613 の場合、ダイヤルプランには次が含まれ
ます。
1. 1613+ - prefix 1613, suffix 7, rule is not active.
2. 1+ - prefix 1, suffix 10, rule is active.
上記 2 つの規則では、1613+ の通話を除く、すべての "1+" 通話が操作されます。

通知機能の設定
連絡先リストの他のユーザーが応答できない場合、［通知機能］オプションを使用して、その連
絡先の空き時間情報を監視できます 連絡先に［通知機能］オプションを設定した場合、連絡先の
プレゼンスステータスが変更すると、Avaya one-X® Mobile が通知を行います。
連絡先を対象とする通知機能の使用については、｢通知機能の使用 (38 ページ)｣を参照してくだ
さい。

このタスクについて
次の手順を使用して、［通知機能］オプションを設定します。

手順
1. 携帯電話の［ホーム］画面に移動し、［メニュー］キーを押します。
2.［設定］をタップします。
3.［通知機能］をタップします。

28

Avaya one-X® Mobile Preferred

2015 年 4 月
お問い合わせ先：infodev@avaya.com

アプリケーションの設定

4.［モード］をタップします。
5. 次のオプションのいずれかを選択します。
•［連続］：連絡先の空き時間情報が変更したときに通知を受信する頻度。 ユーザーがそ
の連絡先のオプションを無効にするまで、アップデートの受信を続行します。
•［1 回のみ］：連絡先の空き時間情報が変更したときに通知を受信する頻度。 最初の通
知以降、アップデートは受信されません。

通知設定
Avaya one-X® Mobile アプリケーションは、ユーザーの設定に応じて通知を行います。 例えば、
新しいボイスメールやインスタントメッセージを受信するとき、または他のユーザーが自分の会
議に参加するときに、Avaya one-X® Mobile アプリケーションが通知を行います。 Avaya Office
への接続が変更した場合に通知を受信することもできます。

このタスクについて
次の手順を使用して通知設定を行います。

手順
1. 携帯電話の［ホーム］画面に移動し、［メニュー］キーを押します。
2.［設定 > 通知］をタップします。
3.［通知プロファイル］をタップして、希望の通知方法を選択します。 次のオプションがあ
ります。
•［バイブレーションと音声］
•［バイブレーションのみ］
•［音声のみ］
•［バイブレーションまたは音声なし］
4.［通知］メニューから、通知の受信に使用したいオプションの横にあるチェックボックス
をオンにします。 次のオプションがあります。
•［インスタントメッセージ］
•［ボイスメール］
•［不在着信］
•［会議参加］
•［会議退出］
•［サーバー接続］
•［位置情報の追跡］
•［VoIP 登録］
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GPS 情報の設定
位置情報を有効にすると、その特定情報を他のユーザーが要求したときに、Avaya one-X® Mobile
がユーザーの所在地域を他のユーザーに公開します。

前提条件
位置情報機能を使用するには、最初に携帯電話の GPS を有効にする必要があります。
•［ホーム］画面に移動してメニューキーを押し、
［設定］をタップして［位置情報の公開］チ
ェックボックスをオンにします。

このタスクについて
携帯電話で GPS を設定すると、Avaya one-X® Mobile アプリケーションのいずれの画面からも、
［位置情報の精度］アイコンを使用して位置情報を有効／無効にできます。
重要
ユーザーの位置情報を他のユーザーが監視している場合、携帯電話による GPS のアップデ
ートが頻繁に行われ、これによってバッテリの寿命が短くなります。 選択する公開情報のレ
ベルも、携帯電話のバッテリ使用量に影響します。 例えば、［最高精度］を選択すると、情
報が頻繁にアップデートされるため、携帯電話のバッテリ使用量が増加します。
次の手順を使用して、他のユーザーと共有する位置情報のレベルをコントロールします。

手順
1. 携帯電話で、利用可能な場所のリストを表示するには、［位置情報の精度］をタップしま
す。
2. リストから適切な場所をタップします。 次のオプションがあります。
•［市区町村］：現在位置の市と州、または県を表示します。
•［地域］：現在位置の国、市、州、または県のみを表示します。
•［番地］：現在位置の番地と地域情報を表示します。
•［最高精度］：最寄の番地を含む詳細な現在位置を表示します。

GPS 位置情報の削除
自分の位置情報を他の Avaya one-X® Mobile ユーザーに公開している場合、そのデータを受信し
ている携帯電話から情報を削除できます。 例えば、位置情報を無効にすると、その特定情報を要
求した連絡先には、前回公開された位置情報が引き続き提供されます。 この情報を削除して、連
絡先が情報を要求したときに、携帯電話に No information is available というメッセー
ジを表示させることができます。

手順
1. 携帯電話の［ホーム］画面に移動し、［メニュー］キーを押します。
または、［位置情報の精度］アイコンを長押しして手順 3 に進みます。
2.［設定］をタップします。
3.［位置情報の削除］をタップします。
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4. 次のいずれかのオプションをタップします。
•［すべてのデバイス］
•［このデバイス］
公開済み情報の削除を確認するポップアップメッセージが表示されます。

モバイルツイニングを有効／無効にする
Avaya one-X Mobile Preferred for Avaya Office に搭載されたモバイルツイニング機能により、外
部の電話を内線番号にツイニングすることができます。 内線番号で通話を受信すると、ツイニン
グされた番号でも呼び出し音が鳴ります。 内線番号またはツイニングされた番号のいずれかで
通話に応答できます。
前バージョンの通話機能ボタンは、通話発信方法のコントロールに使用されていましたが、 今バ
ージョンの通話機能ボタンでは、通話の受信方法もコントロールします。 ホーム画面の［通話機
能］ボタンをタップすると、次のポップアップ画面が表示されます。

番号

説明

1

ここに配置されるフィールドが、アプリケーション
の通話発信方法をコントロールします。 モバイル
ツイニングには影響しません。

次のページに続く…
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番号

説明

2

ここに配置されるフィールドが、着信通話の受信方
法をコントロールします。 モバイルツイニングを
効率的にコントロールします。

3

このボタンを選択すると、モバイルツイニングが無
効になります。

4

このボタンを選択すると、着信通話が携帯電話にツ
イニングされます。

5

このボタンを選択すると、着信通話が自宅電話にツ
イニングされます。

6

このボタンを選択すると、着信通話が指定した他の
番号にツイニングされます。

注
モバイルツイニング機能は、デフォルトでは使用できません。 ユーザーがこの機能を使用で
きるようになる前に、管理者はユーザーの内線番号でこの機能を有効にする必要がありま
す。 アプリケーションで VoIP が有効になると、モバイルツイニング設定に関係なく、すべ
ての着信通話で呼び出し音が鳴ります。
モバイルツイニングは、Avaya one-X® Mobile と Avaya one-X® Portal の間で同期されます。

モバイルアプリケーション
から有効にされたツイニングが、one-X Portal に「検出済み」として表示されます
one-X Portal で有効にされたツイニングが、モバイルアプリケーションにツイニングされた
番号として表示されます

注
モバイルツイニング機能が有効になると、GSM 通話と VoIP 通話が同時に着信したときは、
GSM 通話が配信され、VoIP 通話は無視されます。

このタスクについて
次の手順を使用して、Avaya one-X® Mobile からモバイルツイニングを有効／無効にします。

手順
1. ホーム画面の［通話機能］ボタンをタップします。
2. 必要に応じて次のいずれかを実行します。
• モバイルツイニングを有効にするには、
［応答先］の下に表示される次のラジオボタン
のいずれかをタップで選択します。
-［携帯電話］
-［自宅］
-［カスタム］
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• モバイルツイニングを無効にするには、
［勤務先のみ］ラジオボタンをタップで選択し
ます。

DND 設定
Avaya one-X® Mobile 電話に応答不可（DND）機能を設定して、電話にかかる着信通話の呼び出
し音を停止させることができます。

このタスクについて
次の手順を使用して、DND 機能を有効にします。

手順
1. 携帯電話で、Avaya one-X® Mobile アプリケーションが開いているときにメニューキーを
タップします。
2.［設定］をタップします。
3.［応答不可］チェックボックスをオンにします。
DND

アイコンが Avaya one-X® Mobile のホーム画面に表示されます。

次のステップ
DND 設定を無効にするには次の操作を実行します。
1. ホーム画面の DND アイコン

をタップします。

2.［応答不可］機能を無効にしますか” というメッセージが表示されたら、
［OK］をタップし
ます。
また、携帯デバイスの［設定］をタップして、［応答不可］チェックボックスをクリアす
ることもできます。

［詳細］フィールドの説明
［詳細］メニューには、テクニカルサポートに役立つログ設定、ファイル転送オプション、セキ
ュリティ設定が表示されます。 テクニカルサポートによる指示がない限りは、これらの設定を変
更しないでください。
フィールド

説明

［問題のレポートを送 アプリケーションに関する問題のレポートをテクニカルサポートに送信するオ
プション。
信する］
［ログ設定］

［ログ設定］メニューで、テクニカルサポート担当者が使用できるログ情報にア
クセスできます。 次のオプションがあります。
•［ログレベル］：ログレベルを選択するオプション。
•［ログの上限サイズ（MB）］：ログのサイズ制限を指定するオプション。 デフ
ォルトは 16 MB です。
•［XMPP デバッグ］
：追加の XMPP デバッグを有効／無効にするチェックボック
ス。

次のページに続く…
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フィールド

説明

［ファイル転送オプシ 使用できるファイル転送オプションは次のとおりです。
ョン］
•［Wi-Fi 接続時のみ］
：すべてのファイル転送で Wi-Fi の使用を有効／無効にする
チェックボックス。
•［ペンディングのファイル転送数］：ペンディングのファイル転送数を表示した
り、保留中ファイルの転送を削除したりするためのオプション。
［セキュリティ設定］ ［サーバー証明書］チェックボックスをオンにすると、サーバーへの接続時にサ
ーバー証明書の検証が行われます。

ウィジェットの有効化
Android OS では、携帯電話のホームページで Avaya one-X® Mobile ウィジェットを使用できま
す。

ウィジェットは通知アイコンを使用して、アプリケーションで受信した新しい通信件数を示しま
す。 ウィジェットの有効化については、ご使用の携帯電話に付属のユーザーガイドを参照してく
ださい。

Avaya one-X® Portal での自己管理
Avaya one-X® Portal を使って、Avaya one-X® Mobile アプリケーションが会議通話に使用する会
議ブリッジ番号を指定します。 個人用電話番号と携帯電話番号を指定して、携帯電話に伝達、ま
たは携帯電話から伝達させることもできます。
さらに、Avaya one-X® Portal を使用すれば、ユーザーのプレゼンスを確認したい連絡先を対象
に、電話ステータスとカレンダー情報を有効にすることができます。

会議ブリッジの設定
会議ブリッジ番号を設定するには、Avaya one-X® Portal にログオンして次の手順を実行します。
•［設定 > テレフォニー］を選択します。
• 個人用ブリッジ会議番号を入力します。 使用する会議ブリッジ番号を確認するには、シス
テム管理者にお問い合わせください。

電話ステータスの有効化
ユーザーの現在の電話ステータスを他の連絡先が要求したときに、その情報を連絡先に公開する
かどうかを選択できます。 電話ステータスを有効にすると、連絡先は Avaya one-X® Mobile アプ
リケーションを使用して、ユーザーが現在通話中であるかどうかを確認することができます。 電
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話ステータスを使用できるように設定するには、Avaya one-X® Portal にログオンして次の手順を
実行します。
•［設定 > テレフォニー > IM/プレゼンス］を選択します。
•［通話ステータスの公開］を選択します。

カレンダー情報の有効化
ユーザーのカレンダーステータスを他の連絡先が要求したときに、その情報を連絡先に公開する
かどうかを選択できます。 カレンダーステータスを有効にすると、連絡先は Avaya one-X®
Mobile アプリケーションを使用して、当日にスケジュール設定されたユーザーの会議（会議の発
生時刻を含む）を確認できます。
•［設定 > テレフォニー > IM/プレゼンス］を選択します。
•［カレンダーステータスの公開］を選択します。
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ステータス情報の管理
Avaya one-X Mobile Preferred for Avaya Office では、自分の空き時間情報を設定したり、連絡先
の空き時間情報を表示したりすることができます。 また、Microsoft Office Outlook カレンダーと
統合し、スケジュール設定された予定に基づいてステータスの更新を行うこともできます。

プレゼンスとステータス
次の 1 つまたは 2 つの方法により、ネットワークにおけるユーザーの空き時間情報（別名｢プレ
ゼンス｣）を確認できます。
• 色を変更してユーザーの現行ステータスを反映するアイコン。
または
• ユーザーが入力するテキストメッセージ。
色によってプレゼンスステータスをすばやく識別できるように、プレゼンスアイコンは、緑、
黄、赤で表示されます。 色付きアイコンごとに、ステータステキストを入力できるフィールドが
あります。
プレゼンスは、どの画面でも設定することができ、連絡先に提供されます。 Avaya one-X® Mobile
には、ユーザーのプレゼンス情報および連絡先のプレゼンス情報が表示されます。
連絡先のプレゼンス情報の表示については、｢連絡先の空き時間情報を監視する (37 ページ)｣を
参照してください。

カレンダーとの統合
Microsoft Office Outlook または Microsoft Office Outlook Web Access をご利用の場合、Avaya
one-X® Mobile ではカレンダーのデータを使用して、ステータス情報をアップデートできます。
カレンダーの会議開始時間と終了時間を使って、次のステータス情報が提供されます。
• カレンダーに会議がスケジュール設定されている場合、Avaya one-X® Mobile では会議の 5
分前にユーザーのステータスが［話中］に設定され、<時間>に会議を開始｣のメッセージが
表示されます。
• 会議が始まると、ユーザーのステータスメッセージは、<時間>まで会議中にアップデート
されます。
• 会議の終了後、ユーザーのステータスは応答可能に変わります。
• カレンダーに会議が全日としてスケジュール設定されていると、ステータスメッセージは全
日会議中に変わります。
テキストステータスが入力済みの場合は、テキストステータスにカレンダーのメッセージが追加
されます。 例えば、勤務中のテキストステータスを入力しており、午後 3 時まで会議の場合、
Avaya one-X® Mobile では、テキストステータスが｢勤務中 — 午後 3 時まで会議中｣にアップデ
ートされます。
Avaya one-X® Mobile では、連絡先にもカレンダー情報が提供されます。 詳細については、「連
絡先の空き時間情報を監視する (37 ページ)」を参照してください。
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カレンダー情報は、システム管理者が有効に設定している場合のみ利用できます。

連絡先の空き時間情報を監視する
Avaya one-X® Mobile には、連絡先の空き時間情報を表示するためのオプションがいくつか用意
されています。
プレゼンス情報：
連絡先のプレゼンスを表示できる場所は、 Avaya one-X® Mobile アプリケーション内に複数あり
ます。
• 連絡先リスト上：内部連絡先のプレゼンス情報が表示されます。
• 会議画面上：内部会議参加者のプレゼンス情報が表示されます。 外部参加者のプレゼンス
情報は利用できません。
• ボイスメール画面上：ボイスメールメッセージの送信者のプレゼンス情報が表示されます。
これらの各画面では、連絡先名の左側に色付きアイコンが表示されます。 連絡先が入力したテキ
ストステータスは、その名前の下に表示されます。
プレゼンス情報は、システムの連絡先と個人用連絡先（gmail の連絡先など）の両方で利用でき
ます。 ただし、Avaya one-X® Portal の“個人用”ディレクトリに追加された個人用連絡先の名前
が、“システム” ディレクトリにすでに存在する連絡先と一致した場合、携帯電話に重複して表示
され、この重複した連絡先のプレゼンス情報は利用できなくなります。 このような重複を避ける
ため、システムの連絡先を Avaya one-X® Portal の “個人用” ディレクトリに追加するときは、正
しい方法で行ってください。 “システム” ディレクトリの［グループに追加］ボタンがその正しい
方法となります。 詳細については、Avaya one-X® Portal のドキュメントを参照してください。
フォロー機能：
プレゼンスステータスが受付不可を示す連絡先に連絡したいときは、フォロー機能を使用して連
絡先の空き時間情報を自動的に監視することができます。 ある連絡先にフォロー機能を設定し
た場合、連絡先のプレゼンスステータスで、空き時間情報に改善が見られると、Avaya one-X®
Mobile が通知を行います。 例えば、連絡先のプレゼンスが［応答不可］から［話中］に変更、
または［話中］から［応答可能］に変更すると、フォロー機能が通知を行います。 足跡を示すア
イコンが連絡先名の横に表示されると、この機能が有効になっていることを示します。 連絡先の
プレゼンスが［話中］から［応答不可］に変更しているときは、連絡先の空き時間情報が改善さ
れていないため、通知は受信されません。
フォロー機能の使用には、2 つのオプションがあります。
• ステータスの変更を通知した後に、連絡先のフォローを自動的に停止する。
• ユーザーが連絡先のフォロー停止を選択するまで、ステータス変更に関する通知の受信を続
行する。
フォロー機能の設定については、｢フォローモードの設定 (28 ページ)｣を参照してください。
カレンダー情報：
連絡先のカレンダー情報を表示できます。 Avaya one-X® Mobile には、当日にスケジュール設定
された会議と予定が表示されます。
電話の状態：
連絡先が現在通話中であるかどうかを確認できます。
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ステータスの設定
ステータスバーには、プレゼンスの表示やステータスメッセージの設定ができるエリアが提供さ
れます。 ステータスバーは、Avaya one-X® Mobile アプリケーションのすべての画面で利用でき
ます。

このタスクについて
ステータスエリアには、プレゼンスを反映する色付きアイコンと、ステータスメッセージ用のテ
キストフィールドが含まれます。 テキストフィールドに新しいステータスメッセージを入力し
たり、最近使ったステータスメッセージを再利用したりすることができます。 Avaya one-X®
Mobile には、直前に使用した 5 つのステータスメッセージが保存されます。

手順
1. ステータスバーのステータステキストエリアをタップします。
ダイアログボックスが表示されます。
2. 色付きアイコンをタップします。
3. ステータスメッセージを変更するには、次のいずれかのオプションを選択します。
• キーボードを表示してステータスを入力するには、テキストフィールドをタップしま
す。 文字を入力すると、これらの文字に一致する最近使用したステータスメッセージ
が表示されます。 ステータスメッセージをタップするか、新しいステータスメッセー
ジを入力します。
• 音声認識を使用してステータスを入力するには、キーボードの［マイク］ボタンをタ
ップします。 読み上げを完了したら、［OK］をクリックして、ステータスが正しいこ
とを確認します。
•［編集］メニューを表示するときは、テキストフィールドを長押しします。 ［編集］メ
ニューを使用して、ステータスメッセージのテキストの選択、切り取り、コピー、貼
り付けを実行できます。 また、
［編集］メニューを使用して、単語を辞書に追加するこ
ともできます。
［編集］メニューからオプションを選択後、テキストフィールドをタップしてキーボー
ドを表示し、ステータスメッセージの編集を続行します。

通知機能の使用
連絡先リストの連絡先が応答できない場合、［通知機能］オプションを使用して、その連絡先の
空き時間情報を監視できます。連絡先に［通知機能］オプションを設定した場合、連絡先のプレ
ゼンスステータスが変更すると、Avaya one-X® Mobile が通知を行います。 例えば、連絡先のプ
レゼンスステータスが［応答不可］から［話中］に変更、または［話中］から［応答可能］に変
更すると、通知が行われます。

このタスクについて
監視している連絡先のプレゼンスステータスが変更すると、画面上部の通知バーにアップデート
が入り、インスタントメッセージが受信されます。
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手順
1.［連絡先］画面で、空き時間情報を監視する連絡先の名前をタップします。
2.［通知機能］をタップします。
連絡先名の横に足跡アイコンが表示されます。
3.（オプション）通知の受信を停止するには、［通知しない］をタップします。

カレンダー情報の表示
Avaya one-X® Mobile アプリケーションを使用して、選択した連絡先が特定の時点で会議中であ
るかどうかを確認します。

手順
1.［連絡先］画面で、連絡先の名前をタップし、その相手の通信画面を開きます。
2.［詳細］アイコンをタップします。
Avaya one-X® Mobile アプリケーションに、選択した連絡先が会議中であるかどうかを示
すメッセージが表示されます。

電話ステータスの表示
連絡先が現在通話中であるかどうかを確認できます。

手順
次のいずれかの方法を選択します。
•［連絡先］画面で連絡先の名前をタップし、その相手の通信画面を開いて、
［詳細］アイコンを
タップします。
Avaya one-X® Mobile に、選択した連絡先が通話中であるかどうかを示すメッセージが表示さ
れます。
•［連絡先］画面で連絡先のエントリを表示します。 連絡先が通話中の場合、連絡先名の横に赤
のプレゼンスアイコンと電話アイコンが表示されます。
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章 4: パスワードの変更

パスワードの変更
手順
1. Avaya one-X® Mobile アプリケーションで、［メニュー］ > ［設定］ まで移動します。
2.［設定］画面で ［パスワードの変更］ をタップします。
3.［パスワードの変更］ 画面でパスワードの詳細を入力します。
4.［［確認］］をタップします。
関連リンク
パスワード変更画面フィールドの説明 (40 ページ)

パスワード変更画面フィールドの説明
名前

40

説明

［現在のパスワード］

現在のパスワードを入力

［新しいパスワード］

新しいパスワードを入力

［新しいパスワードの確認］

新しいパスワードを再入力
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証明書のインストール
管理者が、カスタマイズされた信頼できるルート証明書を使用することにした場合は、ご利用の
ブラウザを使ってその証明書をインストールする必要があります。 管理者に、信頼できるルート
証明書を共有してもらうよう依頼してください。

信頼できるルート証明書を Android デバイスにインストー
ルする
前提条件
管理者から信頼できるルート証明書を入手します。

手順
1. Google ドライブまたは内部記憶域を使用して、モバイルデバイスに信頼できるルート証
明書をアップロードします。
2. デバイス設定で、
［セキュリティ］ > ［デバイスの保存スペースからインストール］まで
移動します。
3. 証明書をタップして、［証明書名］フィールドに証明書の名前を入力します。
4.［OK］をタップします。
証明書が正常にインストールされたことを示す通知が表示されます。
注
Android デバイスによっては、
［PIN の確認］フィールドにパスワードの入力を求めら
れることがあります。 これは、Android デバイスのロック解除に使用されるパスワー
ドです。
5. (オプション) インストールされた証明書を表示するには、デバイス設定まで移動して、
［セ
キュリティ］ > ［信頼できる資格情報］ > ［ユーザー］をタップします。
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章 6: TLS および証明書の検証を起動する

TLS および証明書検証の概要
トランスポート層セキュリティ（TLS）は、電子メールやインターネットファックス、また他の
データ転送方法を介してインターネットで通信するための、セキュアなオペレーティングシステ
ムを提供します。 サーバーとクライアントの通信時は、TLS が確実に第三者によるメッセージ
の傍受や改ざんを防ぎます。 証明書の検証によってセキュリティが一段と強化されます。

TLS および証明書の検証を起動する
前提条件
管理者は、 Avaya Office が TLS 接続を受け付けるように設定しておく必要があります。

手順
1. Avaya one-X® Mobile アプリケーションで、［メニュー］ > ［設定］ まで移動します。
2.［詳細］をタップします。
3.［詳細］画面で、［VoIP の詳細］をタップします。
4.［セキュア接続］チェックボックスを選択します。
注
VoIP 通話によって TLS がアクティブになると、アクティブなコールウィンドウの右
上に南京錠 のアイコンが表示されます。

サーバー証明書の検証設定を変更する
このタスクについて
この手順を使用して、サーバー証明書の検証を無効にしたり、再アクティブ化したりします。 有
効な CA 証明書については、管理者にお問い合わせください。
重要
サーバー証明書の検証を無効にすると、アプリケーションとサーバーが攻撃におかされやす
くなります。

手順
1. Avaya one-X® Mobile アプリケーションで、［メニュー］ > ［設定］ まで移動します。
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2.［設定］画面で［サーバー証明書の検証］スライダーを左側に移動すると、機能が無効に
なり、右側に移動すると、機能が再アクティブ化します。
注
デフォルトでは、［サーバー証明書の検証］はアクティブになっています。
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章 7: 通話の処理

通話の発信
Avaya one-X® Mobile を使用して通話を開始すると、デフォルトでは Avaya Office にユーザーの
現在位置の電話番号へダイヤルさせます。 ユーザーが現在位置で電話に応答すると、Avaya oneX® Mobile が、ユーザーの連絡したい番号にダイヤルします。 このアプローチは、サードパーテ
ィ通話コントロール（3PCC）を使用して、 Avaya Office PBX 経由で通話がルーティングされる
ことを意味します。 3PCC モードの代わりに VoIP モードを選択すると、Avaya one-X® Mobile
アプリケーションが Avaya Office に代わって通話を処理します。
いずれかのモードで、次の操作を実行できます。
• 通話の発信、受信、終了
• アクティブな通話中のタッチトーンキーへのアクセス
• 拡張転送とブラインド転送の実行
注
3G による通話中は、一部の通話機能が利用できない、またはインスタントメッセージが送
信できない場合があります。 携帯デバイスやサービスプロバイダーによっては、3G による
通話中にデータ信号が制限されることがあります。
次のセクションでは、位置情報の設定方法と通話の開始方法について説明します。

通話機能の設定
電話をかける前に、Avaya one-X® Mobile アプリケーションがユーザーの位置を特定できる電話
番号を指定する必要があります。 例えば、通常は卓上電話から電話をかけている場合、出張中に
通話を確立するときは、携帯電話、またはホテルの部屋に設置された電話のどちらを使用するか
を選択できます。
一般的に、通話機能は Avaya one-X® Mobile をインストールしたモバイルデバイスですが、必要
に応じて通話機能を設定できます。 通話に使用する電話を指定すると、通話機能の変更に応じて
電話番号を更新できます。
電話をかけようとしても、通話機能を設定していない場合は、次のウィザードの手順に従いま
す。
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このタスクについて
ステータスバーの［通話機能］アイコンを押して、通話機能を設定します。
• デフォルトの通話機能は［携帯電話］です。
デバイスの SIM カードから［携帯電話］番号が自動的に検出されます。

手順
1. ステータスバーで、［通話機能］アイコンを押してメニューを開きます。
2. メニューから次のいずれかの通話機能を選択します。
•［携帯電話：］デフォルト設定は、Avaya one-X® Mobile がインストールされているモ
バイルデバイスの電話番号です。
•［勤務先電話：］勤務先電話番号はシステム管理者が設定するもので、設定できませ
ん。
•［自宅電話：］自宅電話番号は、Avaya one-X® Mobile クライアントまたは Avaya oneX® Portal に設定されています。
•［VoIP：］Wi-Fi 接続が存在する場所ならどこでも、このオプションを使用できるよう
になります。 3PCC モード（デフォルトでアクティブ）をアクティブにした場合にの
み、VoIP の通話機能オプションリストが表示されます。
•［カスタム電話番号：］カスタム電話番号は、Avaya one-X® Mobile クライアントでの
み設定できます。 内線番号はカスタム電話番号として使用できません。 Avaya oneX® Mobile では、内線番号をカスタム電話番号として設定すると、操作に失敗しました
のメッセージが表示されます。
通話機能を選択すると、ステータスバーには、その通話機能に固有のアイコンが表示され
ます。
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3. アクティブな通話機能の電話番号を変更するには、ステータスバーの［通話機能］アイコ
ンをタップして、メニューから［電話番号の設定］を選択します。 次の手順を続行しま
す。
アクティブな通話機能の電話番号を削除するには、ステータスバーの［通話機能］アイコ
ンをタップして、メニューから［電話番号の削除］を選択します。 確認メッセージが表
示され、ホーム画面に戻ります。
4. テキストフィールドに新しい番号を入力します。 プレフィックスを挿入するには、
［シス
テム用のプレフィックスを入力］チェックボックスを有効にして、［プレフィックス］フ
ィールドにプレフィックス番号を入力します。
5. これでよければ、ご利用のデバイスに応じて［OK］または［保存］を押します。

ダイヤルパッドからの発信
次の手順を使用して、ステータスバーに表示されるダイヤルパッドから発信します。 Avaya oneX® Mobile は、選択済みの通話機能を使用して電話をかけます。

手順
1. ステータスバーの［ダイヤルパッド］アイコンを押します。
［ダイヤルパッド］画面が表示されます。

2. ダイヤルパッドの数字をタップして、電話番号をダイヤルします。
3.［通話］アイコンをタップします。
通話は選択した通話機能を使用して発信されます。
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連絡先リストからの発信
手順
1. 次のいずれかの方法を使用して、連絡先リストから発信します。
• 統合ダイヤラーを使用して内線番号または電話番号をダイヤルします。
• 連絡先リストの名前をタップして、その連絡先に使用できるオプションを表示し、
［コ
ールワーク］をタップします。
2.（オプション）連絡先を会議に追加するときは、［会議に追加］をタップします。
3.（オプション）連絡先の詳細を表示するときは、［詳細］をタップします。
4.（オプション）ユーザーが複数の電話番号を設定しているかを確認し、それらの番号から
いずれかを選択するときは、［その他のオプション］アイコンをタップします。

インスタントメッセージからの発信
次の手順を使用して、送信者への自動コールバックにより IM に応答します。

手順
1. 携帯電話で、
［インスタントメッセージ］画面に移動し、
［インスタントメッセージ］をタ
ップします。
通話画面が表示されます。
2. 通話を発信するには、電話アイコンをタップします。

通話の履歴からの発信
この手順を使用して、［通話の履歴］画面から発信します。

手順
1.［通話の履歴］画面で、電話をかけたい連絡先の名前をタップします。
アプリケーションに連絡先の通話画面が表示されます。
2.［通話］オプションをタップします。

統合ダイヤラーの使用
Avaya one-X® Mobile には、個人用ディレクトリや企業ディレクトリの連絡先に電話をかけると
きに使用できる統合ダイヤラーが用意されています。 ダイヤラーを使用して外部の連絡先に発
信することもできます。

前提条件
［設定］ > ［ダイヤルプラン］で規則を設定します。 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。
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手順
1. ダイヤラーを開始するには、
［連絡先］画面に移動し、
［統合ダイヤラー］ボタンをタップ
します。
2. 完全な番号を入力するか、最初の連絡先候補を選択します。
番号の入力を開始すると、入力中の番号の下に、最近連絡したものと一致する電話番号が
リスト表示されます。
3. 通話を発信するには、［電話］アイコンをタップします。

連絡先リストから電子メールを発信する
この手順を使用して、連絡先リストから電子メールを発信します。 連絡先に電子メールアドレス
が設定されていない場合は、そのことを示すメッセージが表示されます。 連絡先に有効な電子メ
ールアドレスが設定されている場合は、希望の電子メールアプリケーションを選択し、それを使
ってその連絡先に電子メールを送信できます。

手順
1. 連絡先リストにある連絡先の名前を押します。
2.［電子メール］オプションを選択します。
携帯デバイスの選択した電子メールアプリケーションが開きます。

選択の実行
連絡先リストの連絡先をタップすると、［選択］アイコンを表示できます。 ［選択］アイコンを
使用して、連絡先を選択します。 追加の連絡先をタップして、選択範囲に追加します。
また、連絡先を長押しして、その連絡先を選択することもできます。 追加の連絡先をタップし
て、選択範囲に追加します。
選択した連絡先数は画面の最上部に表示されます。 例えば、1 selected など。 アクションを
実行せずに［連絡先］画面から移動しても、連絡先は選択されたままの状態となります。

手順
1.［連絡先］画面で選択する連絡先をタップします。
2.［選択］をタップします。
3. 複数の連絡先を選択するには、選択する連絡先をタップします。
選択した連絡先数は画面の最上部に表示されます。
4.（オプション）選択したすべての連絡先を対象に会議を設定するには、
［会議］をタップし
ます。
5.（オプション）残りのオプションを表示するには、
［オプションメニュー］アイコンをタッ
プします。
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サードパーティ通話の転送

選択した連絡先に利用できるオプションは次のとおりです。
•［会議］
•［IM の送信］
•［電子メール］
•［ローカルグループに保存］
•［位置検索］

サードパーティ通話の転送
サードパーティ通話転送機能を使用して、Avaya one-X® Mobile をサードパーティ通話コントロ
ーラとして使用中に受信した通話を転送できます。

手順
1. アクティブな通話があるときに、［通話転送］ボタン（Avaya one-X® Mobile 画面）をタ
ップします。
2. 次のオプションのいずれかを使用します。
• 連絡先から転送先の番号を選択します。
• ダイヤルバッドを使用して転送先の番号をダイヤルします。
3.［通話転送］画面で［転送］ボタンをタップします。

ユーザー通話転送の処理
車内で、Avaya one-X® Mobile から見込み顧客に営業の電話をかける必要が生じたとします。 売
り込みをかけて取引が成立し、その取引を完了するために通話を管理者に転送したいと考えま
す。 このような状況に対処するには、1 つのアプリケーションから、社内でも社外でも、すべて
の通話を処理する柔軟性に対応した機能が必要となります。 ユーザー通話監視機能なら、他のデ
バイスやアプリケーションを使用せずに、すべてのアクティビティを実行できます。
［通話監視］モードを［すべての通話］に設定すると、ユーザー本人を含むすべての Avaya
Office 通話が［アクティブな通話］タブに表示されます。 ユーザー通話監視のアプリケーション
設定については、｢ユーザー通話監視の設定 (26 ページ)｣を参照してください。 アクティブな通
話中に、
［アクティブな通話］タブをタップして、現在の通話に関する次の詳細を表示できます。
• 遠端側電話の表示名と内線番号
• 遠端側電話のアバター
• 通話の現在の状態
• コールタイマー
• 近端で使用されるデバイス
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手順
1. アクティブな通話があるときに、［通話転送］バー（Avaya one-X® Mobile 画面）をタッ
プします。
［連絡先］画面が表示されます。
2. 通話の転送先となる連絡先を選択します。
電話をかける番号の選択を促すポップアップが表示されます。
3. 電話をかける番号を選択します。
選択した連絡先の番号に通話が転送されます。 このような転送が、ブラインド転送です。
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章 8: VoIP 通話の録音

VoIP 通話の録音
このタスクについて
次の手順を使用して、VoIP 通話を録音します。 進行中の通話のみを録音できます。
重要
進行中の VoIP 通話を保留にすると、その通話の通話録音機能は無効になります。

手順
1. 通話中に［その他］をタップします。
［録音の開始］オプションが表示されます。
2.［録音の開始］をタップします。
通話が録音されていることを知らせる音声確認が流れます。
3. 録音を停止するには、［停止］をタップするか、通話を終了します。
録音された通話はボイスメールフォルダに送信されます。
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章 9: 異なる通話機能間でコールを転送する

異なる通話機能間で通話を転送する
前提条件
Avaya one-X® Portal で［テレフォニー］タブの下にある個人用番号（自分の携帯番号や自分の
自宅番号など）を設定します。
注
最初に個人用番号を設定しないと、
［転送先］ダイアログボックスには番号が一覧表示されま
せん。

このタスクについて
通話を携帯電話や勤務先電話、自宅電話などの通話機能に転送しても、会話が中断されることは
ありません。 ユーザーは、通話を切断してダイヤルし直す必要なく、通話を別の電話に転送でき
ます。

手順
1. 通話を転送するには、通話中のコントロール画面で、［転送］をタップします。
［転送先］ダイアログボックスが表示されます。
2.［転送先］ダイヤログボックスで、次のいずれかをタップします。
•［自分の連絡先］
：通話を個人用ディレクトリの連絡先（gTalk ユーザーなど）に転送し
ます。
•［電話番号］
：キーパッドが表示されます。 このキーパッドを使用して、番号をダイヤ
ルします。
•［自分の携帯電話］
：Avaya one-X® Mobile がインストールされているモバイルデバイス
に通話を転送します。
•［自分の勤務先電話］：通話を勤務先の電話番号に転送します。 勤務先電話番号は、シ
ステム管理者が設定します。
•［自分の自宅電話］：通話をご自宅の電話番号に転送します。 この番号は、Avaya oneX® Mobile client または Avaya one-X® Portal で設定されます。
•［自分のツイニングされた番号］
：通話をご利用のツイニングされた番号に転送します。
3.［OK］をタップします。
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章 10: 会議通話の開始

会議ブリッジの管理
会議通話のホストや管理を行うには、Avaya one-X® Portal に会議内線番号を設定しておく必要
があります。 Avaya Office がホストする対象は携帯デバイスではなく、会議ブリッジであること
にご注意ください。
会議画面から、自分の会議ブリッジへの参加、参加者のミュート／ミュート解除、参加者のエイ
リアスの入力、参加者の切断を実行できます。 ［会議］画面のビジュアルインジケータを使用し
て、会議を管理できます。 ビジュアルインジケータで、次の内容を確認できます。
• 会議ブリッジに接続している参加者。
• 発言している参加者。
• ミュートまたはミュート解除されている参加者。
• 会議のロック／ロック解除の状態。
• 会議参加者のプレゼンス情報。
• 参加者が内部連絡先と外部連絡先のいずれであるか。 電柱のアイコンは外部連絡先である
ことを示します。
各参加者の電話番号またはエイリアスが表示されます。 参加者が連絡先リストに記載されてい
る場合、そのアバターが表示されます。 電柱のアイコンは外部発信者であることを示します。
［グループの保存］オプションを使用して、会議参加者をグループに保存できます。
アイコン：
［会議］画面には次のアイコンが表示されます。
このボタンを押して、参加者の通話機能を選択します。
このボタンを押して、会議から参加者を削除します。
現在の発言者です。

参加者は発言していません。

参加者はミュートされています。

次のページに続く…
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会議はロックされています。
このボタンを押して会議をロック解除します。
会議はロック解除されています。
このボタンを押して会議をロックします。

会議参加者の追加
［連絡先］リストを使用して、参加者を会議通話に追加します。 連絡先を個別に会議通話に追加
したり、複数の連絡先を一度に追加したり、特定のグループを対象に会議を設定したりすること
ができます。
参加者を会議に追加すると、［会議ステージング］画面に参加者が表示されます。 参加者リスト
には、ユーザー本人が含まれることにご注意ください。 会議リストから参加者を削除するには、
｢参加者の切断 (58 ページ)｣を参照してください。
会議を開始するには、｢会議の開始 (55 ページ)｣を参照してください。
次の手順を使用して、新しい会議と進行中の会議の両方に参加者を追加します。

手順
1.［連絡先］リストの連絡先を個別に会議通話へ招待するには、連絡先の名前を押して、そ
の連絡先の通話画面を開きます。 ［会議に追加］アイコンを押して次の操作を実行しま
す。

2. 複数の連絡先を会議通話に追加するには、1 つの連絡先を長押しします。
最上部にはその連絡先が選択されていることを示す選択バーが表示されます。その間に、
選択に追加する他の連絡先を押します。

選択した連絡先がバーチャルグループに追加されます。このグループは、選択バーの［会
議］アイコンを押すことにより、会議に追加できます。

エントリを 2 回押すと、連絡先の選択を解除できます。
また、ローカルグループを選択に追加し、そのグループの全メンバー（他の選択済み連絡
先を含む）を対象に会議通話を作成することもできます。 定期的にチームと会談する場
合や、会議の設定時間を節約したいときは、ローカルグループを作成して使用してくださ
い。
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3. 外部参加者を会議通話に追加するには、統合ダイヤラーを押して、次の手順を実行しま
す。
a.［ダイヤル番号］フィールドに電話番号を入力します。
b. キーボードの［+］アイコンを押して、
［ダイヤル番号］リストに番号を追加します。
c. ダイヤル番号を長押しして、連絡先を選択したグループに追加します。
必要に応じて、さらに参加者を選択したグループに追加します。
d. 選択バーの［会議］アイコンを押します。

会議の開始
連絡先を会議に追加すると、
［会議ステージング］］画面に参加者が表示されます。 詳細について
は、｢会議参加者の追加 (54 ページ)｣を参照してください。

ステージング画面には、［グループの保存］ボタンが含まれます。 ［グループの保存］ボタンを
押すと、すべての会議参加者がグループに保存されます。 このグループは、［連絡先リスト］の
［個人ローカルグループ］セクションに表示され、今後も選択できるため、各参加者を手動で追
加しなおす必要はありません。
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会議中のステージング画面は、［通話中］の参加者と［退出］した参加者に分割されます。 通話
中の参加者名を押して、次のオプションを表示できます。
•［切断］
：参加者を切断します。
•［ミュート］：参加者をミュートします。
•［エイリアスの割り当て］
：このオプションによって、デフォルトで表示される電話番号の代
わりに、名前を入力できます。 作成したエイリアスは今後の会議のために保存されます。
表示はエイリアスと参加者の電話番号間で切り替えることができます。 割り当てたエイリ
アスは表示のみ行えます。

手順
1. 会議通話を開始するには、［通話の開始］ボタンを押します。
2. 会議の開始後に、追加の参加者を招待できます。 ｢会議参加者の追加 (54 ページ)｣を参照
してください。

進行中の会議に参加する
進行中に退席した会議にもう一度参加する必要が生じることがあります。 次の手順を使用しま
す。

手順
1.［会議］画面まで移動します
2. デバイスの［メニュー］ボタンを押します。
3. メニューから［会議に参加］オプションを選択します。

会議のロック／ロック解除
進行中の会議通話をロック／ロック解除できます。 新しい参加者が会議に参加しないようにす
る場合に、ロックオプションを使用します。

手順
1. 会議をロックするには、ロック解除された南京錠アイコンを押します。

アイコンは赤色に変わり、会議が現在ロックされていることを示します。 新しい参加者
は会議に参加できません。
2. 会議をロック解除するには、ロックされた南京錠アイコンを押します。

アイコンはグレーに変わり、会議が現在ロック解除されていることを示します。 新しい
参加者は会議に参加できます。
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参加者のミュート
会議のホストとして、参加者を個別にミュートしたり、すべての参加者をミュートしたりするこ
とができます。

このタスクについて
会議の参加者をミュート／ミュート解除すると、参加者名の横にあるマイクアイコンに、マイク
のステータスが表示されます。 ミュート状態の参加者の横にあるアイコンは、マイクに打ち消し
線を引いたように表示されます。

手順
次のいずれかのオプションを選択します。
a. 会議画面で、個別の参加者をミュートするには、
［編集］をタップし、参加者を選択し、
［ミ
ュート］をタップします。
参加者のミュートを解除するには、同じステップを実行します。
b. 会議画面で、すべての参加者をミュートするには、その他のメニューボタンを押し［ミュー
ト］をタップします。
アプリケーションは会議所有者をミュートします。
すべての参加者のミュートを解除するには、同じステップを実行します。

エイリアスの割り当て
参加者が会議通話に参加すると、Avaya one-X® Mobile には参加者のデフォルト名が、コールサ
ーバーの決定どおりに表示されます。 例えば、デフォルト名は電話番号にも発信者 ID にもなり
ます。 会議通話の参加者をより簡単に識別するために、各参加者にエイリアスを割り当てること
ができます。 割り当てたエイリアスのみを表示できます。

このタスクについて
会議の進行中に、エイリアスを参加者に割り当てます。 Avaya one-X® Mobile では、このエイリ
アスがその後の会議通話のために保存されます。

手順
1.［会議］画面で、メニューを表示する参加者の名前を長押しします。
2.［エイリアスの割り当て］を選択してテキストフィールドを表示します。
3. テキストフィールドを押して、デバイスのキーボードを表示し、次のいずれかの方法でエ
イリアスを入力します。
a. エイリアスを入力して［OK］を押します。
b.［マイク］ボタンを押し、音声認識でエイリアスを入力して、［OK］を押します。
4. エイリアスを削除するには、参加者の名前を押して、メニューから［エイリアスのクリ
ア］を選択します。
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参加者の切断
次の手順を使用して、会議ブリッジから個別またはずべての参加者を切断します。 同じ手順を使
用して、ユーザー本人を会議から削除します。 会議通話から参加者を削除したり、参加者が退出
したりすると、［退出］セクションにその参加者が表示されます。

手順
1.［会議］画面で、会議から切断する参加者を決定します。
現在発言している参加者のマイクアイコンは青色で表示されます。
2. 次のいずれかを選択します。
• 参加者の名前を長押しして、メニューから［切断］を選択します。
または
•［通話の終了］ボタンを押して、要求を確認します。 ［通話の終了］ボタンを押すと、
会議全体が終了し、すべての参加者が切断されます。
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章 11: 履歴の使用

履歴について
Avaya one-X Mobile Preferred for Avaya Office R 9.0 のメイン画面には、履歴タブが用意されて
います。 履歴タブをタップして、履歴画面を表示できます。 デフォルトの履歴画面には、すべ
ての履歴が表示されますが、 履歴をフィルタリングして、特定タイプの履歴を表示するよう選択
できます。 詳細については、｢履歴のフィルタリング (59 ページ)｣を参照してください。 履歴
をタップして、その選択した履歴に関するアクションを実行できます。 履歴を選択して実行でき
るアクションは、履歴のタイプによって異なります。
履歴タイプ

実行できるアクション

ボイスメール

•［通話］
•［再生］
•［電子メールで送信］
•［未確認としてマーク］
•［削除］
•［通話］

連絡先の通話履歴

•［通知機能］
•［IM の送信］
•［電子メールの送信］
•［会議に追加］
•［詳細］
•［通話］

電話帳以外の連絡先の通話履歴

•［会議に追加］
•［連絡先の作成］
•［連絡先に追加］

履歴のフィルタリング
次の手順に従って、履歴のフィルタリングを行います。 履歴をフィルタリングして次を表示でき
ます。
• 新規履歴
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• 不在着信
• 着信通話
• 発信通話
• ボイスメール受信トレイ
デフォルトでは、フィルタにすべての履歴が表示されます。

手順
1.［履歴］画面で、［すべての履歴］をタップします。
オプションを含むドロップダウンメニューが表示されます。
2. 表示する履歴を選択します。
［履歴］画面には、選択した履歴タイプのすべての履歴が表示されます。

履歴のクリア
次の手順を使用して、不在着信、着信通話、発信通話の履歴をクリアします。

手順
1.［履歴］画面に移動し、履歴タイプを選択します。
2. 選択した履歴をクリアするには、［クリア］をタップします。
確認ダイアログが表示されます。
3. 履歴をクリアするには、［はい］をタップします。

不在着信の通知設定
手順
1.［メニュー］ > ［設定］ > ［通知］に移動します。
2.［不在着信］をタップして、対応するチェックボックスがオンになっていることを確認し
ます。
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章 12: VoIP の使用

VoIP 機能
VoIP 機能について
Avaya one-X Mobile Preferred for Avaya Office アプリケーションは、VOIP（Voice over Internet
Protocol）通話をサポートしています。 VoIP は、IP ネットワーク（インターネットなど）で音
声を配信するために使用される、一連の技術と伝送技法を指します。
Avaya one-X® Mobile アプリケーションを使用して VoIP 通話の発信と受信ができます。 Avaya
one-X® Mobile クライアントを VoIP モードで作動するように設定すると、Wi-Fi/3G/4G データネ
ットワークで通話を発信するオプションが提供されるため、これにより携帯電話の音声通話料金
を削減できます。 VoIP モードへの切り替えにより、携帯電話のユーザーは特に国際電話のコス
トを低減できます。
VoIP モードでは、モビリティクライアントが Avaya Office にユーザーの内線番号を登録し、ミ
ッドコール機能を含むすべての通話コントロール機能を実行します。 Wi-Fi アクセスが利用で
きない場合、またはデータ接続で適切な音声品質が得られない場合は、コールバックモードを選
択できます。 デフォルトでは、VoIP 通話は無効に設定されているため、アプリケーションを使
用して有効にする必要があります。 VoIP 通話の有効化については、｢VoIP の有効化 (25 ペー
ジ)｣を参照してください。

VoIP 同時登録
Avaya one-X Mobile Preferred の Avaya Office は、卓上電話、Avaya Communicator、Softphone
といった他のデバイスと同時に Avaya Office に登録できますが、 同時に Avaya one-X® Mobile
Avaya one-X® Mobile に登録できるのは、for iPhone または Avaya Office for Android のいずれ
か 1 つとなります。

前提条件およびサポートされているデバイス
前提条件
VoIP 機能は、次の場合に Avaya one-X® Mobile アプリケーションで使用できます。
• モバイルアプリケーションが Avaya Office 9.0 以降に接続されている場合。
• VoIP 機能が Avaya Office サーバーで有効になっている場合。
• パワーユーザーライセンスを所有するユーザーに限られる場合。
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サポートされているデバイス
VoIP 機能は、次のデバイスでのみ動作し、望ましいアコースティックパフォーマンスを実現す
ることが保証されています。
• Android バージョン 4.0 以降を実行する Samsung Galaxy S3
• Android バージョン 4.0 以降を実行する Samsung Galaxy S4
• Android バージョン 4.0 以降を実行する LG Optimus E975
• Android バージョン 4.0 以降を実行する HTC One-S
VoIP 機能は他のデバイスで動作することがありますが、パフォーマンスの低下や音質の劣化、
またその他の問題が生じる可能性があります。

VoIP 用ステータスインジケータ
VoIP が有効でも Avaya Office サーバーへの登録が困難な場合、通知バーに表示される携帯アプ
リケーションの接続ステータスアイコンが黄色に変わります。 このような場合、VoIP 登録の問
題を示すインジケータには、考えられる VoIP 関連問題についての詳細が提示されます。

Avaya one-X® Mobile アプリケーションでは、
［アクティブな通話］タブアイコンの VoIP ステー
タス情報は、次のように表示されます。
アイコン

説明
VoIP は有効で、登録済みです。

VoIP の前提条件を満たしていますが、
VoIP は無効です。

VoIP の前提条件を満たしていません。
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VoIP のエラーメッセージ
Avaya one-X® Mobile ユーザーインターフェイスの VoIP 登録問題インジケータには、考えられ
る VoIP 関連問題についての詳細が提示されます。 インジケータをタップすると、VoIP 登録ス
テータスおよびエラーコードが次のように表示されます。

以下に、Avaya Office サーバーへの接続を再試行するときに表示されるエラーコードを少し紹介
します。
エラーコード

説明

403

すでに別の携帯アプリケーションが、同じ
内線番号で Avaya Office サーバーに登録
されていることを示します。

408

タイムアウトを示し、Avaya Office サーバ
ーの応答時間が長すぎたことを意味しま
す。

携帯通話との VoIP インタラクション
携帯デバイスでは、アクティブな携帯通話とアクティブな VoIP 通話を同時に扱うことができま
せん。 携帯通話が、VoIP 通話に優先されます。
• 携帯通話がアクティブまたは保留になっているときに VoIP 通話が着信すると、ユーザーが
同時呼び出しを設定している他の電話で呼び出し音が鳴り続けます。 設定済みのデバイス
で VoIP 通話を受信しないと、その通話は通話履歴に不在着信として表示されます。
• VoIP 通話がアクティブなときに着信した携帯通話に応答すると、VoIP 通話は自動的に保留
になります。 通話を終了するオプションのみが使用できます。 携帯通話の終了後に、保留
にしていた VoIP 通話に手動で応答できます。
• 携帯通話のため、VoIP 通話が自動的に保留になると、VoIP 通話アクションの通話の終了の
みが有効になり、 その他のアクションは無効となります。
• 携帯ネットワークから Wi-Fi ネットワークまたは Wi-Fi ネットワークから携帯ネットワー
クへの遷移中に、モビリティ VoIP 通話がアクティブになっていると、その通話は完全に切
断されます。 携帯デバイスが新しいネットワークに接続されると、VoIP 機能が両方のネッ
トワークに設定されている場合は、Avaya one-X® Mobile が Avaya Office にもう一度登録を
行います。 アプリケーションが Avaya one-X® Mobile に登録されてから、Avaya Office を
使用して新しい通話の発信と受信を開始できます。
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VoIP 通話の受信
VoIP クライアントが登録され、アクティブになっているときに、内線番号で通話が着信すると、
VoIP クライアントには着信通話ダイアログボックスが表示され、携帯デバイスではデバイスの
サウンド設定通りに呼び出し音が鳴ります。 着信音は、アプリケーション設定を使用してメニュ
ー>設定>Voice Over IP>着信音から設定できます。 携帯デバイスがスリープモードになってい
る場合はアクティブ化され、携帯デバイスで呼び出し音が鳴ります。 Avaya Office Manager か
ら携帯デバイスの通話待機機能が有効化されている場合、着信通話ダイアログボックスには複数
の着信通話が表示されることがあります。
着信通話ダイアログボックスは、通話の受信時に携帯デバイスのホーム画面に表示されます。

［応答］ボタンをタップすると、
［アクティブな通話］タブにアクティブな音声通話が表示されま
す。
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番号

説明

1

通話数です。

2

VoIP 通話です。
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VoIP 通話の発信
VoIP 通話を発信するには、発信通話をかけるための機能として VoIP を指定する必要がありま
す。 ［ホーム］画面の［通話機能］ボタンを使用し、発信通話をかけるための機能として VoIP
を設定します。 次のいずれからでも VoIP 通話を発信できます。
• 連絡先画面
• IM 会話ウィンドウ
• ダイヤルパッド
• 通話の履歴
• ボイスメール
• 位置情報マップ
• 会議に参加

VoIP 通話との対話
VoIP 通話の発信／受信時に、
［アクティブな通話］タブには、アプリケーションによる通話数が
表示されます。 通話中はアプリケーションに通話情報が表示され、通話を処理するためのオプシ
ョンが提供されます。 次のスクリーンショットには、アクティブな VoIP 通話中の通話エリア、
および異なるコンポーネントの説明と使用に関するビューが提示されています。
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番号

説明

1

アクティブな通話数です。

2

アクティブな通話とダイヤルパッド間の切り替え
に使用します。 画面を左右にスワイプして、アク
ティブな通話とダイヤルパッド間を切り替えるこ
ともできます。

3

通話の保留／保留解除に使用します。

4

通話のミュート／ミュート解除に使用します。

5

キーパッドを表示して DTMF トーンの入力に使用
します。

6

通話の終了に使用します。

7

現在のページです。

8

通話統計の表示に使用します。

9

ハンドセット、スピーカー、Bluetooth 間の切り替
えに使用します。

10

ブラインド転送または保留転送の開始に使用しま
す。

11

VoIP 通話を示します。

12

遠端側のアバター、表示名、通話状態、発信者 ID、
通話時間を表示します。

コーデック設定
Avaya one-X® Mobile アプリケーションを設定して、ネットワークに適切なコーデックを使用で
きます。 ネットワークに適切なコーデックを選択することにより、通話中の音質を向上します。
Avaya one-X® Mobile には、ご使用のネットワークに応じてコーデックを選択するためのオプシ
ョンが用意されています。 Wi-Fi ネットワークおよび携帯電話ネットワークに使用するコーデ
ックの順序を有効／無効にしたり、変更したりすることができます。

手順
1.［メニュー］ > ［設定］ > ［Voice over IP］ > ［コーデック設定］に移動します。
2. 次のいずれかのアクションを実行します。
• Wi-Fi との接続時に使用するコーデックを設定するには、
［Wi-Fi コーデックリスト］を
タップします。
• 携帯電話ネットワークとの接続時に使用するコーデックを設定するには、
［携帯ネット
ワークコーデックリスト］をタップします。
選択内容に応じて Wi-Fi コーデックリストまたは携帯ネットワークコーデックリストの
いずれかが画面に表示されます。
3. 次のいずれかのアクションをコーデックに実行できます。
• コーデックを無効にするには、コーデックをタップして対応するチェックボックスが
クリアされていることを確認します。
• コーデックをリストの上方に移動するには、そのコーデックを長押しして、
［オーディ
オコーデック設定］画面で［上へ移動］をタップします。
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• コーデックをリストの下方に移動するには、そのコーデックを長押しして、
［オーディ
オコーデック設定］画面で［下へ移動］をタップします。

VoIP 登録の通知を有効／無効にする
Avaya one-X® Mobile アプリケーションで、内線を に登録したときに通知するよう設定できま
す 。Avaya Office

このタスクについて
次の手順を使用して、VoIP 登録の通知設定を有効／無効にします。

手順
1.［メニュー］ > ［設定］ > ［通知］に移動します。
2. 次のいずれかのアクションを実行します。
• 通知を有効にするには、
［VoIP 登録］をタップして、対応するチェックボックスがオン
になっていることを確認します。
• 通知を無効にするには、
［VoIP 登録］をタップして、対応するチェックボックスがクリ
アされていることを確認します。

VoIP 通話向けに Bluetooth ヘッドセットサポートを設定する
Avaya one-X® Mobile アプリケーションでは、VoIP 通話に Bluetooth ヘッドセットを自動的に使
用するよう設定できます。 ただし、Avaya one-X® Mobile が VoIP モードにあるときは、オーデ
ィオレベルでのみ Bluetooth ヘッドセットと統合されます。 VoIP 通話中は、Bluetooth ヘッドセ
ットを使用して、発話、聞き取り、オーディオ音量のコントロールのみを実行できます。 Avaya
one-X® Mobile では、VoIP 通話中は、次の Bluetooth 機能がサポートされていません。
• キーを使用して VoIP 通話を発信する。
• カーキットで着信通話またはアクティブな VoIP 通話に関する情報を表示する。
• 音声コマンドによるアプリケーションとのインタラクション。
• Bluetooth デバイスからアプリケーションの連絡先にアクセスする。

このタスクについて
次の手順を使用して、VoIP 通話の Bluetooth ヘッドセットサポートを設定します。

手順
1.［メニュー］ > ［設定］ > ［Voice over IP］に移動します。
2.［Bluetooth に自動接続］をタップして、対応するチェックボックスがオンになっているこ
とを確認します。
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インスタントメッセージの送信
次の手順を使用して、インスタントメッセージを連絡先に送信します。 インスタントメッセージ
（IM）は、［選択］アイコンを使用して複数の連絡先に送信できます。
メッセージの入力時に、携帯電話は対象クライアントに 入力中の通知を送信します。 同様に、
他のユーザーが入力中のときに、ユーザー側にもメッセージが表示されます。 入力を完了する
と、携帯電話は対象クライアントに入力を停止しました通知を送信します。 また、他のユーザー
が入力を停止したときに、ユーザー側にもメッセージが表示されます。

手順
1.［連絡先］画面で連絡先の通話画面を開くには、その連絡先の名前をタップします。
注
一斉同報グループの全員にインスタントメッセージを送信する場合は、IM の受信が
可能なユーザーのみがそのメッセージを表示できます。 基本ユーザーと外部の連絡
先（Google トークや Google メールを使用する連絡先など）には、メッセージは受
信されません。
2.［IM の送信］をタップします。
3. 次のいずれかのオプションを選択します。
• マイクアイコンをタップし、スピーチ／テキスト変換を使用してメッセージを作成し
ます。
• テキストフィールドをタップして、キーボードを開き、テキストメッセージを入力し
ます。
• 絵文字アイコンを表示して使用するには、絵文字アイコンをタップします。
4. メッセージを入力後、［送信］をタップします。

インスタントメッセージの受信
新しいインスタントメッセージを受信すると、ホーム画面にメッセージが表示されます。 複数の
連絡先からインスタントメッセージを受信した場合は、テキストの下に一連のドットが表示さ
れ、表示可能なメッセージが何通あるかを示します。 スワイプしてメッセージを表示できます。
インスタントメッセージの会話を続行するには、メッセージを選択する必要があります。
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Avaya one-X® Mobile アプリケーションでインスタントメッセージの受信中に問題が生じた場合
は、複数の XMPP クライアントに同時にログインしているかどうかを確認してください。 複数
の XMPP クライアントにログインしていると、IM はプレゼンスが最良の空き時間情報を示す宛
先に送信されます。 例えば、Avaya one-X® Mobile アプリケーションにログインしており、プレ
ゼンスが “退席中” である場合、プレゼンスが “応答可能” になっている Avaya one-X® Portal にも
ログインしていると、インスタントメッセージは Avaya one-X® Portal に送信されます。

ビューの選択
デフォルトでは、［インスタントメッセージ］画面に既読と未読両方のインスタントメッセージ
が表示されます。 このビューと、未読インスタントメッセージのみを表示するビューの間で切り
替えできます。

手順
1. 携帯電話の［インスタントメッセージ］画面に移動して、メニューキーを押します。
2. 以前に読んだ IM を表示しない場合は、［履歴の無効化］をタップします。

インスタントメッセージの削除
次の手順を使用して、既読の IM を削除します。 Avaya one-X® Mobile アプリケーションでは、
最大 1 MB の IM を保存します。記憶域の制限に達すると、最も古いメッセージが自動的に削除
されます。

手順
1. 携帯電話の［インスタントメッセージ］画面に移動して、メニューキーを押します。
2. 以前に読んだ IM を削除するには、［履歴のクリア］をタップします。
3.［はい］をタップして削除を確認します。
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章 14: ボイスメールの管理

ボイスメールの管理
Avaya one-X® Mobile の［ボイスメール］画面には、ボイスメールメッセージへのビジュアルア
クセスが用意されています。 ［ボイスメール］画面には、メッセージに関する情報および、メッ
セージの再生や整理ができるコントロールが提供されます。
また、［ボイスメール］画面でボイスメールメッセージを電子メールアドレスに送信することも
できます。 詳細については、「電子メールでボイスメールメッセージを送信する (71 ページ)」
を参照してください。
Android デバイスでは、SD カードにボイスメールメッセージが保存されます。そのため、SD カ
ードを取り外すと、ボイスメールメッセージが利用できなくなります。
ボイスメールメッセージは事前にダウンロードされ、SD カードに保存されますが、WiFi ダウン
ロードモードが［常に］に設定されている場合に限られます。 この設定を使えば、自由にオフラ
インしても、事前にダウンロードされたメッセージが利用できます。 メッセージは、ダウンロー
ドできなかったり、SD カードから削除されたりした場合のみ利用できなくなります。 同様に、
メッセージを選択すると、再ダウンロードされないように、ボイスメールのキャッシュが検索さ
れます。
サーバー設定やユーザー名とパスワードなどのユーザー設定を変更する場合、Avaya one-X®
Mobile ではすべてのダウンロード済みメッセージがドロップされ、ボイスメールリストはクリア
されます。
また、ダウンロード済みメッセージにはキャッシュに入るための処理時間が必要となるため、ダ
ウンロード間に 3 秒かかることにご注意ください。

ボイスメールメッセージを聞く
ボイスメールメッセージの再生、一時停止、早送り、巻き戻しができます。 メッセージは、携帯
電話にインストールされているデフォルトのプレーヤーで開かれ、再生されます。

手順
ボイスメールメッセージを開くには、ボイスメールメッセージの赤い［再生］ボタンをタップし
ます。
携帯電話にインストールされているデフォルトのプレーヤーで、自動的にメッセージの再生を開
始します。
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折り返し電話をする

着信メッセージを聞く
Avaya one-X® Mobile アプリケーションを使用して、着信ボイスメールをメッセージの録音中に
聞いたり、メッセージの進行中に通話を傍受して応答したりします。

手順
着信ボイスメールメッセージの場合は、［ホーム］画面に表示される次のいずれかのオプション
をクリックします。
a. 着信ボイスメールメッセージをメッセージの録音中に聞くには、［聞く］をタップします。
b. 着信ボイスメールメッセージに応答するには、［応答］をタップします。
着信ボイスメールメッセージに応答する場合は、Avaya one-X® Mobile アプリケーションに
自分の現在位置として指定している場所で通話が呼び出されます。

折り返し電話をする
ボイスメールメッセージを受信した場合、ボイスメールメッセージから直接リターン通話を発信
できます。

このタスクについて
折り返し電話をする前に、ボイスメールメッセージで連絡先のプレゼンスステータスを確かめる
ことにより、連絡先の空き時間情報を確認できます。

手順
1.［ボイスメール］画面で、折り返し電話をするメッセージを検索します。
2. メッセージを開くには、メッセージをタップします。
3. 発呼者のプレゼンスステータスを確認します。
4. ボイスメールメッセージを押して、［通話］をタップします。

ボイスメールメッセージの削除
手順
1. ボイスメールメッセージを削除するには、そのメッセージを長押しします。
2.［削除］をタップします。

電子メールでボイスメールメッセージを送信する
次の手順を使用して、連絡先の電子メールアドレスにボイスメールメッセージを送信できます。
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ボイスメールの管理

手順
1. ボイスメールメッセージを押します。
2.［電子メールで送信］をタップします。
3. 状況に応じて電子メールのメソッドを選択して続行します。
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章 15: 位置情報の管理

Avaya one-X® Mobile は携帯電話のオンボード GPS を使用して、ユーザーの所在地域に関する
情報（別名：位置情報）を提供します。 連絡先が自分の位置情報の共有に同意した場合に、位置
情報機能を使用して、その連絡先の位置情報を表示します。 同様に、ユーザーが自分の位置情報
の共有を決めた場合は、Avaya one-X® Mobile でユーザーの所在地域を他のユーザーに公開でき
ます。
ユーザーが自分の所在地域を他の Avaya one-X® Mobile ユーザーに公開する場合は、リアルタイ
ムの情報が提供されます。 ただし、リアルタイム情報が利用できない場合、Avaya one-X® Mobile
はサーバーに保存された情報を使用して、前回公開された位置情報を提供します。 例えば、ユー
ザーが衛星信号を確認できない場所にいると考えます。
この機能を使用するには、携帯電話の GPS を有効にして、Avaya one-X® Mobile の位置情報を
有効化する必要があります。 位置情報の有効化と公開する情報レベルの設定については、｢GPS
情報の設定 (30 ページ)を参照してください。
他の連絡先の位置情報を表示しているときは、マップに連絡先の場所を表示して、特定の位置情
報を確認できます。 また、その連絡先に電話をかけたり、インスタントメッセージを送信した
り、マップビューから直接連絡先を会議に追加したりすることもできます。
自分の位置情報を公開しているときは、連絡先がその位置情報を要求しているかどうかを確認で
きます。

連絡先の位置情報を表示する
手順
1.［連絡先］画面で、連絡先が位置情報を共有しているかどうかを確認します。
位置情報が利用できる場合は、連絡先名の横に場所マーカーアイコンが表示されます。
2. その連絡先の通話画面を開くには、連絡先の名前をタップします。
3. 詳細をタップします。
その連絡先の位置情報が利用できる場合は、［位置情報］エリアに情報が表示されます。
4. マップに位置を表示するには、所在地名をタップします。

位置情報の要求を表示する
次の手順を使用して、連絡先がユーザーの位置情報を要求しているかどうかを確認します。
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位置情報の管理

手順
1. 連絡先画面で連絡先の通話画面を開くには、その連絡先の名前をタップします。
2.［詳細］をタップします。
連絡先がユーザーの位置情報を要求しているかどうかが、ダイアログボックスに表示され
ます。

次のステップ
公開する情報レベルの設定については、｢GPS 情報の設定 (30 ページ)｣を参照してください。

通信オプション
連絡先の現在の位置をマップに表示するだけでなく、その連絡先に電話をかけたり、インスタン
トメッセージを送信したり、マップビューから直接連絡先を会議に追加したりすることができま
す。

手順
マップビューから、場所マーカーを押してメニューを開き、次のいずれかのオプションを選択し
ます。
• 地図からピンを解除
• 通話
• 会議に追加
• IM の送信
• 位置情報の表示
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章 16: トラブルシューティング

ログのアップロード
Avaya one-X® Mobile では、ログを継続して収集します。 次の手順を使用して、これらのログ
を one-X server にアップロードできます。

手順
1. 携帯デバイスで［メニュー］をタップします。
2.［ログのアップロード］をタップします。

問題の送信
Avaya one-X® Mobile の使用中に問題が発生した場合は、次の手順を使用して問題を報告できま
す。

手順
1. 携帯デバイスで、［メニュー］ > ［設定］ > ［詳細］を選択します。
2.［問題のレポートを送信する］をタップします。
3. 問題の説明を入力します。
4.［送信］をタップします。
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