
Webブラウザ コマンドによって Multiplatform フ
ァームウェアとの Cisco IP Phone 6800 シリー
ズのファームウェアをアップグレードして下さ
い 
概要
 

音声通信はより統一されて、適用範囲が広いためにおよび統合トランスフォームしています
。 Cisco multiplatform 電話は Cisco BroadCloud によって動力を与えられるオフィスにとっ
て理想的です。 Broadcloud のビデオ デモに関しては、ここをクリックして下さい。 
multiplatform 電話はまたアスタリスク、Centile および Metaswitch プラットフォームを含む
サポートされたサード パーティ クラウド呼出すプラットフォームを使用します。
 
モデルを比較することを望んだかまたはすべてのシリーズを渡る Multiplatform 電話の 2 分
ビデオ外観を視聴しなさい場合、ここをクリックして下さい。
 
Cisco IP 電話 セットアップがあれば、それらが効率的にはたらき続けることを確かめたい
と思います。 アップデートされるデバイスのファームウェアを保存することは最もよい作
業状態で一般にそれを保存します。
 
ファームウェア、別名イメージは、それを機能に従って実行させます電話にコードされるプ
ログラムです。 コンピュータのソフトウェア アップデートと同様に、ファームウェアアッ
プグレードは一般的に製品不足を固定するために製造業者がコードに実現したまたは提供し
ます新しい 機能をです機能強化。 車としてデバイスを捉えて下さい。 車は適切なメンテナ
ンスなしで、問題は発生する場合があり、行く必要があるが車は効率的にはたらきませんし
、破壊しないかもしれませんところで得ることができます。 更新は重大です。 車はタンク
の規則的なオイル変更、安全なチューブおよびガスなしであまり役立ちません。
 
方法に 2 つのメソッドが multiplatform ファームウェアとの Cisco IP Phone 6800 シリーズ
のファームウェアをアップグレードするあります:
 

 
Webブラウザによってコマンド —この方式は Webブラウザ アドレスバーで upgrade コマン
ドを入力することによってファームウェアを直接アップグレードすることを可能にします。
それらのステップは下記にリストされています。
 
 
アップグレードによって rule —この方式は IP Phone の Webベース ユーティリティを使用し
てファームウェアをアップグレードすることを可能にします。 このプロセスの説明に関して
は、ここをクリックして下さい。
 
  

目標
 

この記事は Webブラウザ コマンドによって multiplatform ファームウェアと Cisco IP Phone
6800 シリーズのファームウェアアップデートを行う方法を示すことを向けます。
  

適当なデバイス
 

/content/en/us/products/unified-communications/broadcloud/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=TDsU3qesbpw
https://www.asterisk.org/
https://centile.com/
https://www.metaswitch.com/
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-7800-series/smb5693-upgrade-the-firmware-of-the-7800-and-8800-series-multiplatfo.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-7800-series/smb5693-upgrade-the-firmware-of-the-7800-and-8800-series-multiplatfo.html


multiplatform ファームウェアとの Cisco IP Phone 6821
 
 
multiplatform ファームウェアとの Cisco IP Phone 6841
 
 
multiplatform ファームウェアとの Cisco IP Phone 6851
 
  

[Software Version]
 

 
11.2.3
 
  

ファームウェアをアップグレードして下さい
 
モデルおよびバージョンを判別して下さい
 

ステップ 1： Cisco IP Phone で、Applications ボタンを押して下さい。
 

 

呼び出します。 ナビゲーション クラスタ ボタン  を使用する、ステータスへのナビ
ゲートは選定されたソフトキーを押し。
 



 
ステップ 3.製品情報を選択し、選定されたソフトキーを押して下さい。
 

 
ステップ 4.製品名を書き留めて下さい。 これは電話の型番です。
 
注: この例では、製品名は CP-6841-3PCC です。
 

 

ステップ 5 ナビゲーション クラスタ ボタン  の使用、ハードウェアバージョンへのナ
ビゲート。 ファームウェアアップグレードが実行された前にハードウェアのバージョンを
書き留めて下さい。
 
注: この例では、ハードウェアバージョンは 1.です。
 



 
今 multiplatform ファームウェアとの Cisco IP Phone 6800 シリーズのモデルおよびバージ
ョンを判別してしまいました。
  

最新版ファームウェアをダウンロードして下さい
 

ステップ 1： コンピュータで、Webブラウザを開き、Cisco Webサイトに行って下さい。
画面の左上で Menu タブをクリックして下さい。
 

 
ステップ 2.サポートを選択して下さい及びダウンロード > 製品は及びダウンロード > 製品
を選択します。
 

https://software.cisco.com/download/


 
ステップ 3.一連の電話の名前を入力し始めればドロップダウン メニューは読み込みます。 
multiplatform ファームウェアとの IP Phone 6800 シリーズを選択して下さい。
 

 
ステップ 4.デバイスの正確なモデルを選択して下さい。
 

ステップ 5.ダウンロード タブをクリックし、Download アイコンを選択して下さい。



 
注: 後ろ複数の更新である場合、最新リリースに最初に先行する更新バージョンを必要とす
る場合もあります。
 
ステップ 6. Cisco エンドユーザー 使用 許諾 契約 リンクを読み、次に使用許諾契約を『
Accept』 をクリック するためにクリックして下さい。
 

 
ステップ 7.ファイルが .zip で終了する場合通常解凍ツールを使用してダウンロード フォル
ダに、あるダウンロードされたファイルを、抽出して下さい。 ファイルが抽出される位置
を書き留めて下さい。
  

ファームウェアをアップグレードして下さい
 

ステップ 1： IP Phone で、Applications ボタンを押すことによって IP アドレスを判別して
下さい。
 



 

呼び出します。 ナビゲーション クラスタ ボタン  を使用する、ステータスへのナビ
ゲートは選定されたソフトキーを押し。
 

 
ステップ 3.ネットワークステータスにナビゲート し、選定されたソフトキーを押して下さ
い。
 



 
ステップ 4. IP アドレスを探し、それを書き留めて下さい。 この例では、IP アドレスは 
192.168.1.102 です。
 

 
ステップ 5 コンピュータで、ブラウザを起動させ、アドレスバーで次の形式を入力して下
さい:
 
http:// <phone_ip>/admin/upgrade か。<schema>: //<serv_ip [: ポート] >/filename はそれか
ら入力 キーを押します。
 
従って、
 
http://192.168.1.102/admin/upgrade?tftp://192.168.1.101/sip68xx.11-2-3MPP-398.loads はア
ドレスバーで入ります。
 
注: この例では、ファイルは IP アドレス 192.168.1.101 との TFTPサーバで保存されました
。
 
IP 電話と TFTPサーバを使用する方法に関する詳細についてはここをクリックして下さい
 
TFTPサーバの使用の基本情報に関しては、ここをクリックして下さい。
 

https://community.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/external-tftp-server-for-cisco-ip-phones/ta-p/3118577?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5862-Upgrade-Firmware-200-300-Switches.html


 
重要： である同じネットワークに接続される両方利用しているコンピュータおよび IP
Phone ことを確かめて下さい。
 
ステップ 6.アップグレードすることを終わるように電話を待って下さい。
 
注: 電話はファームウェアがアップグレードしている間幾つかの時間を再起動するかもしれ
ません。 ファームウェアアップグレード プロセスが進行中の間、電話の電源を切らないで
下さい。
  

ファームウェアのバージョンを確認して下さい
 

ステップ 1. Applications ボタンを押して下さい。
 



 

呼び出します。 ナビゲーション クラスタ ボタン  を使用する、ステータスへのナビ
ゲートは選定されたソフトキーを押し。
 

 

ステップ 3 ナビゲーション クラスタ ボタン  を使用する、製品情報へのナビゲートは
選定されたソフトキーを押し。
 



 
ステップ 4 ソフトウェア バージョン エリアをチェックし、電話に今あるダウンロードした
ソフトウェアことを確認して下さい。
 

 

 
今 multiplatform ファームウェアとの Cisco IP Phone 6800 シリーズのファームウェアのア
ップグレードに成功しました。
 

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
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