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ファームウェアリリース 11.2(3)の新機能および変更され
た機能

新規および変更されたセクション改訂

電話ディスプレイでサポートされる言語サポート対象の言語リストにカタロニア語を

追加しました

電話機の現在の設定をプロビジョニングサー

バにレポート

[--キー(--key)]キーワード詳細を更新し、
RFC 8188ベースの暗号化に関するメモを追加
しました。

P-Early-Meidaサポートを有効にする初期のメディアサポートを有効にする方法に

関する新しいタスクを追加しました

[プロファイル認証（Profile Authentication）]

[プロファイル認証タイプ（ProfileAuthentication
Type）]を指定する

プロファイル認証の強化をサポートするため

の「プロファイルアカウントを設定する」ト

ピックを置き換えるトピックを追加しました

新規および変更情報
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新規および変更されたセクション改訂

DNDとコール転送ステータスの同期

[機能キーの同期（Feature Key Sync）]を有効
にする

XSIサービスによる自動転送ステータス同期
を有効にする

XSIサービスを介してDNDステータス同期を
有効にする

XSI回線サービス

DNDおよび着信転送ステータスの同期の機能
をサポートするための新しいフィールドとト

ピックを追加しました

他の電話を監視するための電話設定既存のモニタする電話機のビジーランプ

フィールドの設定を追加を置き換える新しい

トピックを追加しました。

ユーザがオンラインキーで機能を構成できる

ようにする

短縮ダイヤルを設定して同僚の回線を監視す

るためのユーザへの電話方法についての新し

いタスクを追加しました。

アップロードされた Syslogメッセージにデバ
イス IDを含める

アップロードされた syslogメッセージにデバ
イス識別子を含めることに関する新しいトピッ

クを追加しました。

電話の問題をリモートで報告する

PRTステータス

電話の問題をリモートで報告する方法に関す

る新しいフィールドと新しいタスクを追加し

ました。

オプションのネットワーク構成syslog識別子フィールドを追加しました。

設定プロファイルプロファイルアカウント有効パラメータをプ

ロファイル認証タイプフィールドと置換しま

した。

プロファイルルールパラメータの説明を更新

しました。

アップロード設定オプションレポートルールを更新し、新しいパラメータ

を追加しました：サーバにレポート、サーバ

への定期アップロード、およびローカル変更

時のアップロード遅延

回線キー拡張フィールドの説明を更新しました。

LDAP名フィルタおよび姓フィルタフィールドの説

明を更新しました。

新規および変更情報
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新規および変更情報

ファームウェアリリース 11.2(3)の新機能および変更された機能
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新規および変更されたセクション改訂

[音声（Voice）] > [内線（Ext）] >一般XMLパラメータ設定の例を回線イネーブルパ
ラメータに追加しました。

キー拡張モジュールタイプを割り当てる

電話メニューでキー拡張モジュールタイプを

割り当てる

新しいMPPキー拡張モジュール、Cisco IP
Phone 8851/8861キー拡張モジュールおよび
Cisco IPPhone 8865キー拡張モジュールの割り
当て方法に関する新しいタスクを追加しまし

た。

一般全般テーブルに、電話Webページに追加され
た新しいパラメータ「KEMの種類」をサポー
トするための新しいフィールドを追加しまし

た。

キー拡張モジュールは通常の起動プロセスを

経由しません

新しいMPPキー拡張モジュール - Cisco IP
Phone 8851/8861キー拡張モジュールおよび
Cisco IPPhone 8865キー拡張モジュールのトラ
ブルシューティングシナリオを追加しました。

電話機のウェブページからWi-Fiをオンまた
はオフにする

電話のWebページおよび XMLプロビジョニ
ングサーバからWi-Fiプロファイルを設定す
る

Wi-Fi管理とWi-Fiプロファイルをサポートす
るための新しいタスクを追加する

Wi-Fi設定電話のWebページに追加された新しいパラ
メータWi-Fi設定をサポートするための新し
いテーブルを追加しました

WiFiプロファイル (n)電話のWebページに追加された新しいパラ
メータWi-Fi Profile（n）をサポートするため
の新しいテーブルを追加しました

Cisco Headset 500シリーズのカスタマイズCiscoHeadset 500シリーズのカスタマイズに関
するトピックを追加しました

マルチプラットフォームファームウェアを搭

載した Cisco IP Phone 8800シリーズのアクセ
サリの概要

Ciscoヘッドセット 521および 522

Ciscoヘッドセット 561および 562

Ciscoヘッドセット 521、522、561、および
562をサポートするためのトピックを追加しま
した

Cisco Headset 500シリーズのアップグレード
ルールを設定する

CiscoHeadset 500シリーズのアップグレードに
関するトピックを追加しました

新規および変更情報
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ファームウェアリリース 11.2(1)の新機能および変更され
た機能

新規または変更されたセクション改訂

電話インターフェイスメニューへのユーザア

クセスの有効化

システム設定

「ro」および「na」属性を受け入れない LCD
画面に対応するトピックが更新されました

SIPトランスポートの設定NAPTRに対応する新しいトピックを追加しま
した

Cisco IP Phoneのテレフォニー機能

SIPの設定（SIP Settings）

NAPTRに対応するトピックを更新しました

プライバシーヘッダーの設定を選択します。SIPプライバシーヘッダーに対応する新しい
トピックを追加しました

SIPの設定（SIP Settings）SIPプライバシーヘッダーに対応するトピッ
クを更新しました

電話への非プロキシ SIPメッセージのブロッ
ク

非プロキシデバイスからの SIPメッセージの
ブロックに対応する新しいトピックを追加し

ました

システム設定非プロキシデバイスからの SIPメッセージの
ブロックに対応するトピックを更新しました

Peer Firmware Sharing

ピアファームウェア共有の有効化

ピアファームウェア共有に対応する新しいト

ピックを追加しました

Cisco IP Phoneのテレフォニー機能

ファームウェアアップグレード

ピアファームウェア共有に対応するトピック

を更新しました

プロファイルアカウントの有効化プロファイルアカウントに対応する新しいト

ピックを追加しました

設定プロファイルプロファイルアカウントに対応するトピック

を更新しました

電話機とサーバとの間の設定の同期を有効に

する

機能キー同期サポートがある非選択回線の

DNDおよびコール転送通知に対応するトピッ
クを更新しました

新規および変更情報
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新規および変更情報

ファームウェアリリース 11.2(1)の新機能および変更された機能
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新規または変更されたセクション改訂

プログラム可能なソフトキー [無視（Ignore）]
を追加して着信コールをサイレント状態にす

る

コールのサイレント状態に対応する新しいト

ピックを追加しました

プログラム可能なソフトキー

Cisco IP Phoneのテレフォニー機能

コールのサイレント状態に対応するトピック

を更新しました

BroadWorks Anywhereを有効にする

XSI回線サービス

XSIBroadWorksAnywhereに対応する新しいト
ピックを追加しました

発信者 IDブロック機能の電話機とBroadWords
XSIサーバとの同期

XSI回線サービス

XSI発信者 IDブロックに対応する新しいト
ピックを追加しました

回線の BroadWorks XSI通話履歴の表示の有効
化

XSI通話ログに対応する新しいトピックを追
加しました

XSI電話サービス

Cisco IP Phoneのテレフォニー機能

XSI通話ログに対応するトピックを更新しま
した

電話機のWebページによるスクリーンセー
バーの設定

スクリーンセーバーの種類「ロック」の削除

に対応するトピックを更新しました

エグゼクティブとアシスタント

[エグゼクティブ（Executive）]または [アシス
タント（Assistant）]メニューが表示されませ
ん

エグゼクティブ -アシスタントに対応するた
めの新しいセクションが追加されました

新規および変更情報
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新規および変更情報
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新規または変更されたセクション改訂

ディジットシーケンスの例

IP Phoneのダイヤルプランの編集

電話機とサーバとの間の設定の同期を有効に

する

プログラム可能なソフトキー

Cisco IP Phoneのテレフォニー機能

プログラム可能なソフトキー

回線キー

特定業種向けサービスアクティベーション

コード

機能ボタンとソフトキー

コール機能の設定

エグゼクティブ -アシスタントに対応するた
めトピックを更新しました

ビデオコーデックの設定動画のパケット化に対応するトピックを更新

しました

音声データおよび動画データの優先順位を設

定

ビデオRTP ToS (音声/動画データ優先順位)に
対応する新しいトピックを追加しました

Cisco IP Phoneのテレフォニー機能

ネットワーク設定

ビデオRTP (音声/動画データ優先順位)に対応
するため、トピックを更新しました

音響設定

音響の設定を行なう

オーディオ設定（音響）に対応する新しいト

ピックを追加しました

Cisco IP Phoneのテレフォニー機能オーディオ設定（音響）に対応するため、ト

ピックを更新しました

ファームウェアリリース 11.1(2)の新機能および変更され
た機能

新規または変更されたセクション機能

着信コールおよび発信コールの名前の逆引き

ルックアップ

名前の逆引きルックアップの有効化および無

効化

着信および発信コールの発信者名の検索制御

新規および変更情報
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新規および変更情報
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新規または変更されたセクション機能

ヘッドセットの安全性に関する重要な情報

サードパーティ製ヘッドセット

電話機でのヘッドセット設定

Ciscoヘッドセット 531および Ciscoヘッド
セット 532

緊急通報のサポートバックグラウンド

緊急通報を発信するための電話機の設定

E911地理位置情報の設定

緊急通報が緊急サービスに接続されない

緊急通報の発信

LDAP over TLSの設定LDAP over TLS（LDAPS）

電話機のWebページでの DHCP VLANオプ
ションのセットアップ

VLAN設定

[ネットワーク構成（Network Configuration）]
のフィールド

DHCP VLANオプション

XSI電話サービス

電話機がXSIのBroadSoftディレクトリにアク
セスできない

XSIサービスの HTTPSサポート

ファームウェアリリース 11.1(1)の新機能および変更され
た機能

新規または変更されたセクション機能

電話機の表示言語

電話機の表示の問題

フォントが小さすぎるか、または異常な文字

が表示される

電話画面にアジア言語の文字の代わりにボッ

クスが表示される

電話機のロケールが表示されない

ソフトキーラベルが切り捨てられている

アジアの言語のサポート

新規および変更情報
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新規および変更情報

ファームウェアリリース 11.1(1)の新機能および変更された機能
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新規または変更されたセクション機能

コールセンターエージェントの電話機のセッ

トアップ

ACDコール情報が欠落している

ACD設定

電話機に ACDソフトキーが表示されない

コールセンターサポート

SIP RECを使用したリモート通話録音の有効
化

SIP INFOを使用したリモート通話録音の有効
化

通話が録音されない

コール録音

ビデオコーデックの設定

ビデオ設定

ビデオ送信解像度のセットアップ

ビデオ帯域幅の制御

ビデオ設定

ビデオサービスの無効化

ビデオ設定

Cisco IP Phone 8845および 8865のサポート

Web UIボタンを使用した電話機の初期設定へ
のリセット

工場出荷時の状態へのリセット（Factory
Reset）

電話機Webページの [初期設定へのリセット
（Factory Reset）]ボタン

[ネットワーク構成（Network Configuration）]
のフィールド

IPv6情報

ネットワーク設定

IPv6設定

IPv6のサポート

プレゼンス表示用電話機のセットアップ

Broadsoft XMPP

電話機のプレゼンスメッセージ：サーバから

切断されている

プレゼンスステータスが機能しない

プレゼンス

新規および変更情報
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新規および変更情報

ファームウェアリリース 11.1(1)の新機能および変更された機能
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ファームウェアリリース 11.0(1)の新機能および変更され
た機能

Cisco IP Phoneのテレフォニー機能に記載のすべての機能が追加されました。

更新されたセクションリビジョン

のMOS-LQ値およびMOS-CQ値を参照してください。
回線コールステータス

MOS機能強化を追加

補足サービス

設定ユーティリティを使用した不在着信通知の設定

[設定ユーティリティ（Configuration
Utility）]ページで不在着信表示を設
定する方法が追加されました。

電話機Webページから電話機を初期設定にリセットす
る

電話機のWebページで URLを使用して電話機の問題を
特定する

特定の URLを持つ電話機のWeb
ページでの初期設定へのリセットお

よびページングが追加されました。

スターコードを使用した会議ボタンの有効化スターコードに関する追加情報は、

電話機のWebページから [電話会議
（Conference）]ハードキーに追加さ
れます。

起動表示としてのロゴの追加ロゴをブート表示として追加できま

す。

キー拡張モジュールの自動検出接続するとキー拡張モジュールが自

動検出されます。

ファームウェアリリース 11(0)の新機能および変更され
た機能

Cisco IP Phoneのテレフォニー機能に記載のすべての機能が追加されました。

更新されたセクションリビジョン

PRTアップロードの設定PRTアップロード URLの設定を追加

• #unique_126問題レポートツールの機能強化を追加

PRTアップロードの設定問題レポートツールのアップロードを追加

新規および変更情報
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更新されたセクションリビジョン

ダイヤルアシスタンスの有効化ダイヤルアシスタンスの有効化を追加

追加回線キーのセットアップ追加回線キーのサポートを追加

• NAT設定

• SIPの設定（SIP Settings）

•コール機能の設定

•プロキシおよび登録

•サブスクライバ情報

•音声設定

基本的なコールの機能強化を更新

電話機Webインターフェイスへのアクセスの
有効化

システム設定

Web HTTPSの機能強化を更新

コール転送[音声（Voice）]タブと [ユーザ（User）]タブ
でのコール転送サポートを追加

XMLサービス

XMLディレクトリサービス

XMLアプリケーション

マクロ変数

XMLアプリケーションに接続するための電話
機の設定

XMLディレクトリサービスに接続するための
電話機の設定

XMLアプリケーションのサポートを追加

電話機のホテリングの有効化ホテリングのサポートを追加

電話機とサーバとの間の設定の同期を有効に

する

DNDとコール転送の同期を追加

ユーザパスワードの設定設定ユーティリティでパスワードを設定する

機能を追加

TR-069を使用した電話機の管理

TR-069

TR-069ステータス

TR-069のサポートを追加

新規および変更情報
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新規および変更情報

ファームウェアリリース 11(0)の新機能および変更された機能
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更新されたセクションリビジョン

ダイヤルプラン[ダイヤルプラン（Dial Plan）]のフィールドを
更新

802.1X認証802.xのサポートを追加

BluetoothワイヤレスヘッドセットBluetoothワイヤレスヘッドセットの機能強化
を追加

共有回線

共有回線の設定

共有回線の機能許可を追加

NATマッピングの有効化NATの有効化を追加

LDAPLDAPの機能強化を追加

[設定ユーティリティ（Configuration Utility）]
ページでの短縮ダイヤルの設定

短縮ダイヤルの設定を追加

電子フックスイッチの有効化

音量（Audio Volume）

設定ユーティリティでの電子フックスイッチ

の有効化を追加

短縮ダイヤル短縮ダイヤルのトピックを更新

•ビジーランプフィールド表示ラベルの設
定

•キー拡張モジュールのLCDの明るさを設
定

キー拡張モジュールにおけるコールパーク、

BLF表示ラベル、LCDの明るさの設定を追加

キー拡張モジュールでの短縮ダイヤルの設定キー拡張モジュールの修正された短縮ダイヤ

ルを更新

設定ユーティリティでのカスタマイズ状態の

表示

カスタマイズ状態の表示を追加

•その他の機能でビジーランプフィールド
を設定する

追加された複数の機能を使った BLFの設定を
追加

DNDのスターコードの設定応答不可機能でのスターコードサポートを追

加

•プログラム可能なソフトキープログラム可能なソフトキーの変更を更新

プロビジョニング権限の設定プロビジョニング権限の変更を更新

応答不可を有効にする応答不可機能の変更を更新

新規および変更情報
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更新されたセクションリビジョン

•自動的にページを承認するための電話機
の設定

自動ページング機能を追加

#unique_165電話機の設定ユーティリティ（Webページ）
のすべてのセクションを更新

新規および変更情報
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