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データシートデータシートデータシートデータシート

Cisco IP Phone 7960G
次世代の次世代の次世代の次世代の Cisco IP Phone は、 音声通信ソリューシ ョ ンに最先端の技術をもたらします。は、 音声通信ソリューシ ョ ンに最先端の技術をもたらします。は、 音声通信ソリューシ ョ ンに最先端の技術をもたらします。は、 音声通信ソリューシ ョ ンに最先端の技術をもたらします。

インターネッ トインターネッ トインターネッ トインターネッ ト  ネッ トワーキングの世界的なリーダーであるシスコシステムズは、 このネッ トワーキングの世界的なリーダーであるシスコシステムズは、 このネッ トワーキングの世界的なリーダーであるシスコシステムズは、 このネッ トワーキングの世界的なリーダーであるシスコシステムズは、 この

度、度、度、度、 IP 転送技術を使用した高品質な音声機器によって、 従来型と次世代型の音声アプリ転送技術を使用した高品質な音声機器によって、 従来型と次世代型の音声アプリ転送技術を使用した高品質な音声機器によって、 従来型と次世代型の音声アプリ転送技術を使用した高品質な音声機器によって、 従来型と次世代型の音声アプリ

ケーシ ョ ンの速やかな展開のために新しい機会を提供いたします。 このことは、 一つのケーシ ョ ンの速やかな展開のために新しい機会を提供いたします。 このことは、 一つのケーシ ョ ンの速やかな展開のために新しい機会を提供いたします。 このことは、 一つのケーシ ョ ンの速やかな展開のために新しい機会を提供いたします。 このことは、 一つの

ネッ トワークネッ トワークネッ トワークネッ トワーク  インフラスト ラクチャでデータと音声の統合を可能にします。 たとえば、インフラスト ラクチャでデータと音声の統合を可能にします。 たとえば、インフラスト ラクチャでデータと音声の統合を可能にします。 たとえば、インフラスト ラクチャでデータと音声の統合を可能にします。 たとえば、

一つのケーブル一つのケーブル一つのケーブル一つのケーブル プラン ト、 キャンパスやブランチプラン ト、 キャンパスやブランチプラン ト、 キャンパスやブランチプラン ト、 キャンパスやブランチ オフ ィス用の一つのスイッチドオフ ィス用の一つのスイッチドオフ ィス用の一つのスイッチドオフ ィス用の一つのスイッチド  イーイーイーイー

サネッ トサネッ トサネッ トサネッ ト  ファブリ ック、 およびデータと音声のファブリ ック、 およびデータと音声のファブリ ック、 およびデータと音声のファブリ ック、 およびデータと音声の OAM （（（（Operations, Administration, 
and Management） 用の統一システムがその例です。） 用の統一システムがその例です。） 用の統一システムがその例です。） 用の統一システムがその例です。

図図図図 1 ：：：： Cisco IP Phone 7960G

Cisco IP Phone シ リーズは、 標準規格準拠

の通信機器です。 Cisco IP Phone は、 簡単

なソフ ト ウェア （ファームウェア） を

アップデート を行うだけで、 Cisco 
CallManager1 テク ノ ロジー、H.323 または 
SIP （Session Initiative Protocol）、 および

（将来的には） Media Gateway Control 
Protocol （MGCP） に準拠した IP テレフォ

ニー システムとの相互運用が可能になり

ます。 このマルチプロ ト コル機能は業界

初のもので、 投資保護を可能にし、 移行

機能を提供します。

Cisco IP Phone 7960G は、 主にマネージャ

やエクゼクティブのニーズに対応したフ

ル機能の次世代 IP Phone です。 Cisco IP 
Phone 7960G は、 4 つの同時コール、 ユー

ザにコールの特徴と機能をガイ ドするイ

1. バージ ョ ン 3.0 以上が必要です。

ンタラ クティブな 4 つのソフ ト キーを有

効にする  2 つのプログラム可能な回線 / 機
能ボタンが装備しています。 また、 Cisco 
IP Phone 7960G の特徴と して、 ピクセル 
ベースの大型 LCD ディ スプレイを備えて

います。 このディ スプレイには、 日時、

発信側の名前と番号、 ダイヤルされた電

話番号などの情報が表示されます。 ディ

スプレイにはグラフ ィ ッ ク機能が装備さ

れ、 現在だけでなく将来の機能も組み込

むこ とができます。 
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機能機能機能機能 

Cisco IP Phone 7960G は動的に、 システム機能の発展に伴って拡張できる設計になっています。 IP Phone のフ

ラ ッシュ  メモ リにソフ ト ウェアのアップデート を行って、新しい変更に機能を対応させます。 この IP Phone は、

お客様のお好みに応じて、 異なる複数のアクセス方法を提供します。 これらのアクセス方法やパスには、 ボタ

ン、 ソフ ト キー、 ナビゲーシ ョ ンキー、 対応する数字を使用した直接アクセスなどがあ り ます。 以下の各機能

は、 今後、 拡張する予定です。

• メ ッセージ－ Cisco IP Phone 7960G は、 着信メ ッセージを識別し、 画面上でカテゴ リ別に分類します。 これ

は、 ダイレク ト  ダイヤルバッ ク機能を使って、 迅速かつ効率的にコールバッ クを可能にします。 

• ディ レク ト リ－ 企業のディ レク ト リは、 LDAP3 （Lightweight Directory Access Protocol 3） 標準ディ レク ト リ

で統合されます。 

• 設定－ Settings （設定） 機能キーで表示コン ト ラス ト を調整できるほか、 リ ンガー、 受話器、 ヘッ ドセッ ト 、

スピーカーなど、 すべての音声機器用に呼び出し音および音量設定を調節できます。 ネッ ト ワーク構成のプ

リ ファレンスも設定できます。 ネッ ト ワーク設定は、 通常システム管理者が行います。 DHCP （Dynamic 
Host Configuration Protocol）、 TFTP （Trivial File Transfer Protocol）、 Cisco CallManager、 およびバッ クアップ用 
Cisco CallManager の設定は、 自動または手動のいずれかで行います。 

• サービス - Cisco 7960G は、 その日の天気予報、 株価、 相場、 または機能と情報の目的が常に増えつづける

世界にポータルを提供するために XML （eXtensible Markup Language） を使用した任意の Web ベース情報な

ど、 さまざまな情報にすばやくアクセスするこ とを可能にします。 

• ヘルプ－ オンライン ヘルプ機能は、 電話機のキー、 ボタン、 および機能に関する情報を提供します。 ピク

セルで表示するため、 機能の柔軟性は向上し、 Services （サービス）、 Information （情報）、 Messages （メ ッ

セージ）、 および Directory （ディ レク ト リ ） の機能を利用する場合、 表示される情報量が非常に多くなり ま

す。 たとえば、 Directory （ディ レク ト リ ） ボタンを押すと、 ローカルおよびサーバにあるディ レク ト リ情報

が表示されます。 

Cisco IP Phone は、 高品質、 Polycom、 全二重、 スピーカフォン を特徴と します。 また、 使いやすいスピーカーの

オン / オフ  ボタンやマイクロフォン消音ボタンも装備されています。 これらのボタンは作動中に点灯します。

Cisco IP Phone の各機に内蔵される  Cisco 2 ポート  イーサネッ ト  スイ ッチによ り、一つの LAN 接続で RJ-45 イン

ターフェイスを経由し、電話機と同じ場所に配置された PC の両方を 10/100BaseT イーサネッ ト  ネッ ト ワークに

直接接続するこ とができます。 システム管理者は、 PC と  Cisco IP Phone に対し、 別々の VLAN （802.1Q） を指定

できます。 

また、 専用のヘッ ドセッ ト  ポートがあ り、 ヘッ ドセッ ト使用時に個別のアンプを使用する必要はあ り ません。

このため、 受話器を置いたままの状態で、 簡単にヘッ ドセッ ト を使用できます。 Cisco IP Phone 7960G の便利な

ボ リ ューム制御ボタンを使用して、 スピーカーフォン、 受話器、 ヘッ ドセッ ト、 リ ンガーをデシベル レベルで

簡単に調整できます。 

Cisco 7960G のフッ ト スタンドはフラ ッ トから  60 度までの角度調整が可能なため、 ディ スプレイの表示を最適

にして、 すべてのボタンとキーを快適に使用するこ とができます。 Cisco IP Phone 7960G は、 シスコの新しいイ

ンライン パワー対応のブレードや筐体から  LAN 経由で電源供給を受けるこ とが可能です。

セキュ リ ティを強化するために、 スピーカフォン  モード使用時には可聴 DTMF トーンは隠されます。
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Cisco IP Phone 7960G には、 他に次のよ うな機能があ り ます。には、 他に次のよ うな機能があ り ます。には、 他に次のよ うな機能があ り ます。には、 他に次のよ うな機能があ り ます。

• 調節可能な 24 種類の呼び出し音 

• 補聴器と互換性のある受話器 - ADA （米国障害者法） に適合 

• G.711 と  G.729a の音声圧縮 

• H.323 および Microsoft NetMeeting との互換性 

• IP アドレス割り当て － DHCP ク ライアン ト または静的な構成 

• システム単位でのコンフォート  ノ イズ生成および VAD （Voice Activity Detection） プログラ ミ ング 

• EIA/TIA RS-232 ポートが回線の拡張やセキュ リティ  アクセスなどの将来のアドオン  オプシ ョ ンに対応 

このこのこのこの IP Phone には、 次の設定機能も装備されています。には、 次の設定機能も装備されています。には、 次の設定機能も装備されています。には、 次の設定機能も装備されています。

• 表示コン ト ラス ト  

• 呼び出し音の種類 

• ネッ ト ワーク設定 

• コール ステータス  

仕様仕様仕様仕様

• Cisco CallManager から更新ファームウェアをダウンロード  

• 寸法 ： 82 x 10.5 x 6 インチ （20.32 x 26.67 x 15.24 cm） （高さ  x 幅 x 奥行き） 

• 電話機の重量 ： 1.6 kg （3.5 ポンド） 

• ディ スプレイ枠がシルバーで、 テクスチャ模様の濃い灰色を基調と したポ リ カードネート  ABS （アク リ ロニ

ト リル ブタジエン スチレン） プラスチッ ク  

• 48 VDC が必要。 オプシ ョ ンの AC - DC 電源 （CP-PWR-CUBE=） を使用して、 デスク ト ップでローカルに供

給可能。 

下記の国別の下記の国別の下記の国別の下記の国別の AC コードで注文する必要があ り ます。コードで注文する必要があ り ます。コードで注文する必要があ り ます。コードで注文する必要があ り ます。

• CP-PWR-CORD-NA （北米） 

• CP-PWR-CORD-CE （中央ヨーロ ッパ） 

• CP-PWR-CORD-UK （英国） 

• CP-PWR-CORD-AU （オース ト ラ リ ア） 

• CP-PWR-CORD-JP （日本） 

• CP-PWR-CORD-AP （アジア パシフ ィ ッ ク） 

温度

• 動作温度 ： 0 ～ 40 ℃ （32 ～ 104°F） 

• 相対湿度 ： 10 ～ 95 % （結露しないこ と） 

• 保管温度 ： -10 ～ 60 ℃ （14 ～ 140°F） 

2. フッ ト スタンドは、 フラ ッ トから最大角度の 60 度まで角度調節可能ですフラ ッ ト調整では （壁面取り付けの場合）、 電話機の高さは 10.8 cm
（約 4.25 インチ） にな り ます。 机上で最大限に直立させた場合、 電話機は 20.32 cm （約 8 インチ） にな り ます。 
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認証認証認証認証

認定準拠 （性）

• CE マーキンング 

安全性

• UL-1950 

• EN 60950 

• CSA-C22.2 No. 950 

• IEC 60950 

• AS/NZS 3260 

• TS 001 

Electro-Magnetic Compatibility （EMC）

• 47CFR Part 15 Class B 

• ICES-003 Class B 

• EN55022 Class B 

• CISPR22 Class B 

• AS/NZ 3548 Class B 

• VCCI Class B 

• EN55024 

テレコ ミ ュニケーシ ョ ン

• FCC CFR47, Part 68 

• IC CS-03 

発注情報発注情報発注情報発注情報

シスコ標準の 1 年間の保証付きです。 オプシ ョ ンの SMARTnetTM サービス契約がご利用になれます。

表 1 ： 製品番号

部品番号部品番号部品番号部品番号 説明説明説明説明

CP 7960G SW-CCM-UL-7960 （CP-7960 用 CallManager ユニッ ト  ラ イセンスが別途必要）

CP-7960G= スペア電話

CP-LCKNG-WALLMOUNT
および
CP-WALLMOUNT-KIT

オプシ ョ ンの汎用壁面取付けキッ トが、 ロ ッキング  バージ ョ ンまたは非ロ ッ
キング  バージ ョ ンでご利用になれます。 
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この資料に記載された仕様は予告なく変更する場合があり ます。

シスコシステムズ株式会社

URL:http://www.cisco.com/jp/
問合せ URL: http://www.cisco.com/jp/service/contactcenter/
〒 107-0052 東京都港区赤坂 2-14-27 国際新赤坂ビル東館
TEL.03-6670-2992
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平日 10:00 ～ 12:00 および 13:00 ～ 17:0002.06

お問い合わせ先
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