
Cisco MPP 電話の速度ダイヤルのためのプログ
ラマブル Line 鍵を設定して下さい 
目標
 

この記事は Multiplatform ファームウェアで Cisco IP Phone のプログラマブル Line 鍵の速
度ダイヤルを（PLK）設定するために必要な ステップを説明します。
  

概要
 

Cisco Multiplatform 電話（MPP）はセッション開始プロトコル（SIP）を使用して Voice
over Internet Protocol （VoIP）通信を提供します。 SIP はリアルタイム セッションを始め
、維持し、終了する最も頻繁に使用されるシグナリング プロトコルです。 これらのセッシ
ョンは音声、ビデオおよびメッセージ アプリケーションを含むかもしれません。 これは電
話を会社の内で携帯用にする従来の電話線のための必要を省きます。 VoIP によって、電話
は T1 高価な電話線の代りに既存のネットワーク インフラストラクチャおよびインターネッ
ト接続を使用します。 これは少数の「行とのより多くのコールを管理する機能を与えます
。 他の有利なオプションはコールを含まれていて、コール保留の状態で送信することが、
着信転送、等々駐車します。 いくつかのモデルは VoIP に加えてビデオ コミュニケーショ
ンを可能にします。
 
MPP 電話は正規の電話のように見えるために構築されがその目的でだけ、本質的に使用さ
れます、コンピュータで、ネットワークの一部です。 MPP 電話はインターネットテレフォ
ニー サービス プロバイダー（ITSP）からのサービスまたは IP 構内交換機 （PBX） 呼出し
制御サーバを必要とします。 呼出す WebEx は本部を鳴らし、Verizon は ITSP の例です。
Cisco MPP 電話を使用する IP PBX サービスのいくつかの例はプラットフォーム含み、アス
タリスクをつけ、Centile Metaswitch。
 
速度ダイヤルは電話番号か拡張にダイヤリング プロセスを自動化する機能です。 設定され
て、ユーザは数にダイヤルするために 1 つのボタンを押すことができます。 速度ダイヤル
は多くの電話 システムでよくあります。 それは呼出 し 番号のために頻繁に設定されます
。
 
Cisco IP Phone に PLKs があります。 これらは利用ユーザができる同時コールの数です。
電話に 4 つの行キーが（下記のイメージに示すように）あれば、その電話に 4 つの同時ア
クティブ コールを持つ機能があります。 いくつかのオフィスは各行で設定される異なる電
話番号を持っている異なる部門があるかもしれません。 コールがある特定の行で入るとき
、コールを受信している人は答える方法を知っています。
 
利用可能 な必要とされるよりより多くの行がある場合、速度ダイヤルはこれらの行キーの
何れか一つ以上で設定 することができます。 の速度ダイヤルを設定 しますラインおよびも
はや外部コールを受信しない line 鍵ディセーブル。 いくつかのモデルのためのオプション
はキー拡張モジュール（KEM）とのより多くの行キーを追加することです。
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●

●

●

 
注: Cisco いくつかの IP フォンは利用可能 な余分ラインがないのでプログラマブル Feature
ボタンを備えていません。
 
多くのユーザは行キーをコールのために利用可能保存するか、または入るべき利用可能 な
行キーよりより多くの速度ダイヤルを持つことを望みます。 この設定に関する説明に関し
ては、ここをクリックして下さい。
  

適当なデバイス
 

Multiplatform ファームウェアとの Cisco IP Phone 6800 シリーズ
Cisco IP Phone 7800 Series Multiplatform Firmware
Cisco IP Phone 8800 Series Multiplatform Firmware
  

[Software Version]
 

11.2.3
  

プログラマブル Line 鍵の設定速度ダイヤル
 

ステップ 1.グラフィカル ユーザ インターフェイス （GUI）にアクセスするために、電話の
IP アドレスを知る必要があります。 Cisco IP 電話はデフォルト IP アドレスが付いていませ
ん。 電話の IP アドレスを見つける方法を手順のためにここをクリックすれば知らなければ
。
 
ステップ 2.電話の GUI にアクセスして下さい。 これの支援を好んだ場合、ここをクリック
するため。
 
ステップ 3.ログインを > 進みました『Admin』 を選択 して下さい。
 

 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-6800-series/configure-speed-dial-on-a-cisco-ip-phone-6800-series-with-multiplatform-firmware.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-6800-series/configure-speed-dial-on-a-cisco-ip-phone-6800-series-with-multiplatform-firmware.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-6800-series/how-to-find-ip-address-of-cisco-6800-series-phone.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-6800-series/how-to-find-ip-address-of-cisco-6800-series-phone.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-6800-series/access-the-web-page-of-a-6800-series-ip-phone.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-6800-series/access-the-web-page-of-a-6800-series-ip-phone.html
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注: もう一つのオプションは電話の IP アドレスを入力し、Webブラウザで 
/admin/advanced を追加することです。
 

 
ステップ 4.音声 > 電話を選択して下さい。
 

 
ステップ 5.速度ダイヤルとして割り当て、拡張 ドロップダウン リストから『Disabled』 を
選択 することを選択したこと line 鍵を見つけて下さい。 拡張機能 フィールドでは、適切な
文字列型の値を入力して下さい。 この例の場合、
 
fnc=sd;ext=1001@192.168.0.39;nme=John は入ります。
 
各記号の意味は次のとおりです。
 

fnc —拡張機能の定義
ext —これはダイヤルされるべき電話番号または拡張番号です。
ip address —これは一口プロキシの IP アドレスです。 この例では、それは FreePBX に接続
するラズベリー Pi の IP アドレスです。
nme — （オプションの）これはダイヤルされるべき拡張の名前です。 規定 されなくて、速
度ダイヤル番号は示されます。
 

 
ステップ 6.すべての変更を『SUBMIT』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 7 設定が保存されたら、名前は横線が付いている受話器のイメージの画面に出て
来ます。 これは速度ダイヤルのためのシンボルです。
 

 
ステップ 8 コールをその人にするために、受話器を取り、電話で問い合わせたいと思う連
絡先の右に直接か左ある電話の line 鍵を押します。
 
注: スピーカーフォンを使用して、またはヘッドセットによってコールをすることを望んだ



らボタンを単に押し、コールは発信されます。
 
今 IP Phone のための line 鍵の速度ダイヤルを設定してしまいました。
 
行が使用中であるかどうかまたその協力者のステータスで最新の状態に保つことができます
。 また使用中ランプ フィールド（BLF）によって設定し、監視することを望んだらここを
クリックして下さい。
 

表示して下さいこの技術情報に関するビデオを…

Cisco からの他の Tech Talk を表示するためにここをクリックして下さい

https://community.cisco.com/t5/small-business-support-documents/configure-and-monitor-the-line-of-a-coworker-via-blf-on-the/ta-p/3171500
https://community.cisco.com/t5/small-business-support-documents/configure-and-monitor-the-line-of-a-coworker-via-blf-on-the/ta-p/3171500
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