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Webブラウザ コマンドによって Cisco IP 電話
7800 および 8800 Multiplatform 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
 
ファームウェアはそれを機能に従って実行させますデバイス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、ファームウェア更新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。
 
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。
 
方法に 2 つのメソッドが Cisco 7800 および 8800 シリーズ Multiplatform IP 電話のファームウェ
アをアップグレードするあります:
 

Webブラウザ コマンドによって-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可能にします直接アップグレードすることを。
アップグレード ルールによって-この方式は IP 電話の 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。 、手順のためにどのようにこ
こをクリックしなさいか学ぶため。
  

目標
 
この記事は Webブラウザによって Cisco IP Phone 7800 シリーズおよび Cisco IP Phone 8800 シ
リーズのファームウェア アップデートを行う方法を命じなさい示すことを向けます。
  
適当なデバイス | ファームウェア バージョン
 

IP Phone 7800 シリーズ | 11.0.1 （遅のダウンロード）
IP Phone 8800 シリーズ | 11.0.1 （遅のダウンロード）
  

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 電話で、Applications ボタンを押して下さい。
 

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
https://software.cisco.com/download/home/284883944
https://software.cisco.com/download/home/284729655


 

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、ステータスへの移動は選定さ
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。 これは電話の型式番号です。
 
注: この例では、製品名は CP-8861-3PCC 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 バージョンへの移動。
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 V01 です。
 



 
今 Cisco IP 電話 7800 Multiplatform シリーズまたは Cisco IP のモデルおよびバージョンを電話
8800 Multiplatform シリーズ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、Cisco Webサイトのダウンロード ページに行って下さい。
 
ステップ 2.製品 > コラボレーション エンドポイント > IP フォン > IP Phone 8800 シリーズまた
は IP Phone 7800 シリーズを選択して下さい。
 
ステップ 3.デバイスの正確なモデルを選択して下さい。 この例では、IP Phone 8861 は選択され
ます。
 

 
ステップ 4.ソフトウェア型としてセッション開始プロトコル（SIP） ソフトウェア リンクをクリ
ックして下さい。
 

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


 
ステップ 5.製品のためにダウンロードする必要があるソフトウェアを選択して下さい。 この例で
は、サード パーティ 呼制御 cp-88xx-sip.11-0-1MPP-477.zip のための 8811/8841/8851/8861 SIP
IP 電話ファームウェアはダウンロードされます。
 

 
重要： スモール ビジネス Multiplatform 電話（MPP）シリーズに関しては、それの MPP ラベル
のソフトウェア バージョンを選択することを確かめて下さい。 この例では、それは 11.0(1) MPP
バージョンです。
 

 
ステップ 6. 『Download』 をクリック して下さい。
 



 
ステップ 7. Cisco エンドユーザ使用許諾契約書リンクを読み、次に使用許諾契約書を『Accept』
をクリック するためにクリックして下さい。
 

 
ステップ 8.ダウンロードされたファイルを抽出して下さい。
 
注: ファイルが抽出される場所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 電話で、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、ステータスへの移動は選
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
192.168.2.139 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 
Enter 鍵を押します。
 
注: この例では、ファイルは IP アドレス 192.168.2.147 との TFTPサーバで保存されました。 従
って、http://192.168.2.139/admin/upgrade?tftp://192.168.2.147/sip88xx.11-0-1MPP-477.loads は
アドレスバーで入ります。
 

 



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 電話こと
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 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、ステータスへの移動は選定
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、製品情報への移動は選定された
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 Cisco IP Phone 7800 シリーズまたは Cisco IP Phone 8800 シリーズ Multiplatform 電話のファ
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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