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Cisco IP Phone 7800 シリーズおよび 8800 シリ
ーズ Multiplatform 電話の BLF によって協力者の
ラインを設定し、監視して下さい 

目標
 

協力者の行を監視することは使用中ランプ フィールド（BLF）によって可能になります。
BLF はネットワークの別の電話のステータスを監視に見えるようにする IP Phone のインジ
ケータライトです。 この機能は定期的に誰か他の人のためのコールを、一般的に フロント
デスク事務員か秘書扱う誰かに役立ちます。 BLF の目的は別の拡張のステータスを一目で
判別することです。 それは通常電話の Webベース ユーティリティで設定されます。 それ
はまた Call Manager で 1 つが使用されているとき設定されるかもしれません。 BLF に通常
次の動作があります:
 

グリーン–監視された行はアイドル状態および利用できます。
オレンジ– Configuration エラーは機能のセットアップの間に発生しました。
レッド（安定した） –監視された行は使用中です。
レッド（点滅） –監視された行は鳴っています。
 

注: BLF は Cisco IP Phone 7811 で利用できません。
 
この記事は Cisco IP Phone 7800 シリーズおよび 8800 シリーズ Multiplatform 電話の BLF
によって協力者のラインをを使用して設定し監視する方法を示すことを向けます:
 

定型 資源 識別子 （URI） — URI はインターネットからのリソース、かサーバを表しま
す。 それは http プロトコルを使用してブラウザによって一般的にアクセス可能、です
。 これは簡単な BLF 設定の展開のようなある特定のアプリケーションのための有利、
証明するかもしれません。
拡張機能—このオプションは機能を呼び出すことを可能にします。 次に、例を示しま
す。 fnc=sd; 速度ダイヤル 機能を呼び出すため。 複数の監視を電話にする場合の、よ
り容易な設定を拡張機能可能にを使用して URI 配備と比較される。
 

注: Call Manager を使用している場合、知るために製品マニュアルを BLF を設定する方法
をチェックして下さい。
  

適当なデバイス
 

IP Phone 8800 シリーズ
IP Phone 7800 シリーズ
  

[Software Version]
 

11.0.1
  

設定使用中ランプ フィールド
 
URI の使用



ステップ 1. Webベース ユーティリティにアクセスし、「Login」を > 進みました『
Admin』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 2.音声 > Att コンソールをクリックして下さい。
 

 
ステップ 3. BLF リスト URI フィールドで BLF リスト URI を入力して下さい。
 
注: この例では、BLF リスト URI は 9727441325_blf です。
 

 
ステップ 4 BLF リストの使用行キーに関しては、電話の行キーが利用されるべきならドロ
ップダウン メニューから『Yes』 を選択 して下さい。
 
注: キー拡張モジュール（KEM）が接続される場合、KEM の行キーは電話の行キーが使い
果された後使用されます。
 

 
ステップ 5.すべての変更を『SUBMIT』 をクリック して下さい。
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Cisco IP Phone 8800 シリーズの URI を使用して今 BLF を設定する必要があります。
  

拡張機能の使用
 

ステップ 1. Webベース ユーティリティにアクセスし、「Login」を > 進みました『
Admin』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 2.音声 > 電話をクリックして下さい。
 

 
ステップ 3.監視に似合う拡張を選択して下さい。 監察される電話のステータスは監視の電
話で目に見えます。
 
注: この例では、Line 鍵 4 つは選択されます。
 
ステップ 4.拡張 4 ドロップダウン メニューから『Disabled』 を選択 して下さい。
 

 
ステップ 5.拡張 BLF ストリングを入力して下さい。 この例では、
fnc=blf;sub=9727441325_blf@$PROXY;ext=9727441324@PROXY はところで、入ります:
 

Fnc = 拡張機能の定義。
Ext = 速度ダイヤルの拡張。
 

注: この例では、9727441325 はラインによって 4.拡張 9727441324 を監察できます。
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ステップ 6.すべての変更を『SUBMIT』 をクリック して下さい。
 

 
今電話の拡張 BLF を設定する必要があります。
  

協力者の行を監視して下さい 
ステップ 1. Cisco IP Phone 7800 シリーズまたは 8800 シリーズ Multiplatform 電話の着信
コールを受け取って下さい。
 
呼び出します。 監視人またはキー 拡張モジュール（KEM）の電話で見つけられる拡張の
line 鍵でコールがに転送される必要がある拡張の電話ステータスを確認して下さい。
 

 
緑 LED —これは監察される行が利用できることを意味します。 コールは転送すること
ができます。
赤のLEDランプ—これは監察される行が使用中であることを意味します。 コールは転
送することができますコール転送ルールによって音声 メールボックスに廃棄されるか
、または、転送されるかもしれません。
点滅赤のLEDランプ—これは監察される行が鳴っていることを意味します。 赤のLEDラ
ンプの行としてこれを扱って下さい。
オレンジ LED —これは機能が設定されている間 Configuration エラーが発生したことを
意味します。
 

今行のステータスを判別してしまいました。

Status 使用中ランプ
フィールド

使用中ランプ フィールドおよ
び速度ダイヤル

使用中ランプ フィールドおよびコー
ルピックアップ

使用中ランプ フィール
ドおよびコール パーク

使用中ランプ フィールド、速度ダイヤルおよびコー
ルピックアップ

使用中ランプ フィールド、コー
ル パークおよびコールピックア
ップ

使用中ランプ フィールド、速度ダイヤ
ルおよびコール パーク

使用中ランプ フィールド、速度ダイヤル、コールピックアッ
プおよびコール パーク

アイドル

アラート

使用中

駐車されるコール - - - -

エラー



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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