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を使用すると、
ビジネス フォンで
アカウントにサインインすることができ
ます。フォンを使用して、電話機と
クライアントの通話を処理することがで
きます。
このドキュメントは、VVX 250、350、および 450
ビジネス IP フォン (Skype for Business 対応) に適用
されます。
Polycom Support にある『Polycom VVX Business IP
Phones with Better Together over Ethernet User Guide』
には、使用可能な機能の詳細な説明が含まれてい
ます。
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Polycom BToE Connector アプリケーショ
ンのダウンロードとインストール
ンのダウンロードとインストール

電話機で BToE を使用するには、Polycom BToE
アプリケーションをダウンロードして
インストールします。
Polycom BToE Connector アプリケーションをダウ
ンロードしてインストールするには:
1 Polycom Support の VVX ビジネス IP フォン
のサポートページからアプリケーションをダ
ウンロードします。
2 ユーザの使用条件に同意し、[送信]をクリッ
クします。
3 ダウンロードしたファイルを解凍し、
Polycom BToE Connector.msi ファイルを
クリックします。
4 インストールのプロンプトの指示に従います。

Connector

BToE と電話機の自動ペアリング

電話機をイーサネット経由でコンピュータに接続
したときに、自動的にコンピュータとペアリング
するように電話機を設定できます。
自動ペアリングを行うには:
1 電話機で次のいずれかを行います。
[設定] > [機能] > [BToE PC ペアリング]に
移動します。
BToE ウィジェットをタップします。
[設定] > [機能] > [Skype for Business] > [
サインイン] > [PC 経由]に移動します。
2 [ペアリングモード]を選択し、[自動]を選択
します。
3 コンピュータから電話機の PC ポートにイー
サネットケーブルを接続します。
4 まだ実行されていない場合は、PC で BToE
アプリケーションを起動します。
BToE と電話機の手動ペアリング

手動ペアリング機能を使用するには、Polycom
BToE Connector アプリケーションバージョン
3.7.10 以上が必要です。ただし、手動ペアリング
機能では、コンピュータから電話機の PC ポート
にイーサネットケーブルを接続する必要がなくな
りました。
手動ペアリングを行うには:
1 電話機で、[設定] > [機能] > [BToE PC ペア
リング]に移動します。
2 [ペアリングモード]を選択し、[手動]を選択
します。
3 コンピュータで、Polycom BToE Connector

デスクトップアイコン をクリックしてア
プリケーションを起動します。
4 アプリケーションアイコン を右クリック
し、[電話機とペアリング]をクリックします。
5 電話機に表示されている 8 文字のペアリング
コードをコンピュータ上のダイアログボック
ス内に入力し、[ペアリング]をクリックしま
す。
Skype for Business を使用したサインイン

電話機がコンピュータに接続され、BToE を使用
してペアリングされている場合、コンピュータの
Skype for Business クライアントを使用して電話機
にサインインすることができます。
Skype for Business にサインインするには:
1 電話機の[サインイン]ソフトキーを押すか、
[設定] > [機能] > [Skype]に移動します。
2 [PC 経由]を選択します。
3 コンピュータで、Skype for Business のプロ
ンプトにログイン認証情報を入力します。
Skype for Business からサインアウトするには:
» [サインアウト]ソフトキーを押します。
ロックコードの作成

サインインしたら、電話機のロックを解除できる
ロックコードを作成します。
ロックコードを作成するには:
» プロンプトが表示されたら、ロックコードを
入力して確認します。

電話機のロック

コンピュータを使用して電話機をロックします。
電話機をロックするには:
» コンピュータをロックします。

電話機のロック解除

コンピュータを使用して電話機のロックを解除し
ます。
電話機のロックを解除するには:
» コンピュータのロックを解除します。

音声デバイスとしての
音声デバイスとしての電話機の
話機の設定

ビジネス IP フォンが、Skype for Business クラ
イアントのプライマリ音声デバイスとして設定さ
れていることを確認します。
プライマリ音声デバイスとして電話機を設定す
るには:
» Skype for Business クライアントで、音声デバ
イスアイコン をクリックし、プライマリ
デバイスとして[Polycom VVX フォン]を選択
します。
VVX

着信への
着信への応答
への応答

電話機およびクライアントでサインインしている
ユーザアカウントに応じて、着信およびアクティ
ブな通話を電話機、Skype for Business クライアン
ト、または電話機とクライアントで表示させるこ
とができます。
別のユーザアカウントでサインインしている場合
は、クライアントで応答した通話がある場合、PC
オーディオアイコン がコンピュータに表示さ
れます。
着信に応答するには:

»

以下のいずれかを実行します。
電話機とクライアントに同じアカウン
トでサインインしている場合は、電話
機の[応答]を押すか、クライアントの
[応答]をクリックします。
別のユーザアカウントでサインインし
ている場合、電話機にサインインして
いるアカウントに関する通話の場合は
電話機の[応答]を押します。クライア
ントにサインインしているアカウント
に関する通話の場合はクライアントの
[応答]をクリックします。
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電話機で[再開]を押します。

コンピュータと電話機間での
コンピュータと電話機間での通話音声の
通話音声の
移動

電話機とコンピュータ間で音声を移動することが
できます。
コンピュータと電話機間で通話音声を移動する
には:
1 Skype for Business クライアントで、 を
クリックします。
2 [デバイス]をクリックし、次のいずれかを行
います。
通話の発信
電話機に音声を移動するには、[ハンド
Skype for Business クライアントで発信する通話は、
セット]をクリックします。
電話機でも発信されます。
コンピュータに音声を移動するには、
Skype for Business クライアントから通話を発信す
[PC のマイクとスピーカー]をクリック
るには:
します。
» 連絡先を右クリックして、[通話]をクリック
電話機およびコンピュータからの BToE
します。
とのペアリングの解除
次の方法で電話機およびコンピュータから BToE
通話の一時停止と再開
電話機と Skype for Business クライアントでは、異 とのぺアリングを解除できます。
なるユーザアカウントにサインインしている場合、
アプリケーションアイコンを右クリッ
電話機でアクティブな音声通話や Skype for
クし、ビジネス IP とぺアリングされて
Business 通話を一時停止することができます。電
いるアイコンに移動し、[電話機とのペ
話機およびクライアントでは、同じユーザアカウ
アリングの解除]をクリックします。
ントでサインインしている場合、ビデオ通話を一
電話機の BToE の無効化
時停止することもできます。
ただし、使用している電話機で音声通話またはビ 電話機の BToE 機能を無効にすることができます。
デオ通話を一時停止しても、コンピュータの
電話機の BToE を無効にするには:
Skype for Business クライアントでは、通話はアク
ティブな状態を維持します。
1 電話機で、[設定] > [詳細設定] > [管理設定] >
[BToE PC ペアリング]に移動します。
音声通話またはビデオ通話を一時停止および再
2 [無効]を選択します。
開するには:
1 電話機で[一時停止]を押します。
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