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Cisco IP Phone 8800 シリーズ
Cisco IP Phone 8811、8841、8851、および 8861は、使いやすく高度にセキュアな音声通信を可能
にします。
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表 1：Cisco IP Phone 8800 シリーズの主な特徴

8861885188418811機能

カラーカラーカラーグレイスケール画面

2100USBポート

可能なしなしなしWi_Fi

可能可能なしなしBluetooth

可能可能なしなしCisco Intelligent
Proximity

電話機を使用するには、電話機をネットワークに接続して、コール制御システムへの接続を設定

する必要があります。コール制御システムに応じて、さまざまな機能が電話機でサポートされま

す。管理者が電話機をセットアップする方法によっては、すべての機能を電話機で使用できると

は限りません。

新機能および変更された機能

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

更新されたセクションリビジョン

電話機でのボイスメールのセットアップ電話機でのボイスメールのセットアップの追加

電話機のカスタマイズ状態の表示, （21ペー
ジ）

電話機での表示カスタマイズ状態の追加

スターコードを使用して DNDをオンまたはオ
フにする

DNDスターコードのサポートの追加

ゲストとしての電話機へのサインイン, （8
ページ）

ゲストサインインのサポートの追加

履歴レコードからの連絡先の作成通話履歴レコードからの連絡先の作成の追加

初めて電話機を起動したときのパスワードの設

定, （7ページ）
ユーザパスワードの追加の追加

表示モードの変更表示モードの変更の追加
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更新されたセクションリビジョン

設定ユーティリティによる特定の状況でのコー

ルの転送

特定の状況での設定ユーティリティでのコール

の転送の追加

ダイヤルアシスタンスの有効化ダイヤルアシスタンスリストの表示の制御の

追加

特定の状況での電話機からのコールの転送特定の状況での電話機からのコールの転送の追

加

ダイヤルアシスタンスリストによるコールの

発信

ダイヤルアシスタンスリストからの発信の追

加

電話機でのボイスメールのセットアップ電話機でのボイスメールのセットアップの追加

回線ステータスの表示, （24ページ）回線ステータスの表示の追加

ネットワークステータスの表示, （22ページ）ネットワークステータスの表示の追加

電話機のステータスの表示, （23ページ）電話ステータスの表示の追加

電話機でのプロファイルルールの設定, （24
ページ）

プロファイルルールの表示の追加

リブート履歴の表示, （24ページ）リブート履歴の表示の追加

トランザクションステータスの表示, （23ペー
ジ）

トランザクションステータスの表示の追加

設定ユーティリティによる個人用アドレス帳へ

の新しい連絡先の追加

設定ユーティリティページでのパーソナルディ

レクトリへの新しい連絡先の追加のサポートの

追加

設定ユーティリティによる内線への着信音の割

り当て

設定ユーティリティによる着信音の割り当ての

追加

コールの転送コール転送機能の更新

USBヘッドセットUSBヘッドセットのサポートの更新
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更新されたセクションリビジョン

個人用アドレス帳

個人用アドレス帳への新しい連絡先の追加

個人用アドレス帳の連絡先の検索

個人用アドレス帳の連絡先のコール

個人用アドレス帳の連絡先の編集

個人用アドレス帳からの連絡先の削除

追加機能を備えた個人用アドレス帳の更新

Broadsoftディレクトリの連絡先タイプの編集

BroadSoftディレクトリ名の編集

Broadsoftディレクトリのサーバ名の編集

Broadsoftディレクトリのユーザ IDの編集

Broadsoftディレクトリのパスワードの編集

BroadSoftディレクトリの編集の強化の更新

新しいボイスメッセージの確認ボイスメールのサポートの更新

共有回線共用回線のサポートの更新

ソフトキー、回線ボタン、機能ボタン, （15
ページ）

ナビゲーション, （15ページ）

コールと回線の違い, （17ページ）

拡張回線モードのサポートの更新

最近の通話リスト通話履歴のサポートの更新

スクリーンセーバーの変更スクリーンセーバーのサポートの更新

壁紙の変更壁紙のサポートの更新

電話機のすべての問題を報告する, （25ペー
ジ）

エラーレポートツールのサポートの更新

コールパークを使用して保留中コールを取得す

る

コールパークを使用してコールを保留にする

同僚の回線のモニタリング, （9ページ）

キー拡張モジュールでの短縮ダイヤルの変更

KEMのサポートの更新
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更新されたセクションリビジョン

応答不可をオンにする

特定の回線に対する応答不可をオンにする

DNDのサポートの更新

ファームウェアリリース 10.4(1)SR1 の新機能および変更された機能

更新されたセクションリビジョン

電話機のグループのページング（マルチキャス

トページング）

マルチキャストページングのサポートの追加

ファームウェアリリース 10.4(1) の新機能および変更された機能

更新されたセクションリビジョン

電話機のすべての問題を報告する, （25ペー
ジ）

エラーレポートツールのサポートの追加

回線キーの短縮ダイヤルの設定

回線キーからの短縮ダイヤルの削除

回線キーでの短縮ダイヤルのサポートの追加

Cisco IP Phoneキー拡張モジュールセットアッ
プの概要

Cisco IP Phone 8800キー拡張モジュールボタン
とハードウェア

キー拡張モジュールでの短縮ダイヤルの変更

キー拡張モジュールのサポートの追加

別の電話機から内線にサインインする, （8
ページ）

別の電話機で内線からサインアウトする, （8
ページ）

プロビジョニング権限のサポートの追加

同僚の回線のモニタリング, （9ページ）ビジーランプフィールドのサポートの追加

コールパーク

コールパークを使用してコールを保留にする

コールパークを使用して保留中コールを取得す

る

コールパークのサポートの更新
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電話機のセットアップ
通常、電話機のセットアップとネットワーク接続は管理者が行います。お手元の電話機のセット

アップと接続が完了していない場合は、管理者に問い合わせてください。

ハンドセットレストの調整

電話機が壁に取り付けられている場合、またはハンドセットが受け台からすぐに滑り落ちる場合

には、受話器が受け台から滑り落ちないようにハンドセットレストを調整する必要があります。

手順

ステップ 1 受け台からハンドセットを外し、ハンドセットレストからプラスチックタブを引き出します。

ステップ 2 タブを 180度回します。
ステップ 3 角のノッチが手前になるように、2本指でタブを持ちます。
ステップ 4 タブを受け台のスロットに合わせ、タブをスロット内に均等に押し込みます。回したタブの上部

から突起が出ている状態になります。

ステップ 5 ハンドセットをハンドセットレストに戻します。
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電話機の設置角度の調整

電話機の角度を変えることで画面のグレアを抑えることができます。

手順

ステップ 1 一方の手で受け台の受話器を抑えます。

ステップ 2 もう一方の手でフットスタンドを動かして角度を変更します。

ネットワークへの接続

電話機は、電話ネットワークに接続される必要があります。

•有線接続：イーサネットケーブルを使用して電話機をネットワークにつなげます。

•ワイヤレス接続：Wi-Fiを使用して Cisco IP Phone 8861をワイヤレスアクセスポイントに接
続します。ワイヤレスネットワークに接続するには、SSID、セキュリティ設定、ユーザ名、
パスワードが必要です。

初めて電話機を起動したときのパスワードの設定

電話機を初めて起動すると、パスワードを設定するよう求めるプロンプトが表示される場合があ

ります。プロンプトが表示されない場合は、管理者がパスワードを作成しています。

手順

ステップ 1 [新しいパスワード（New password）]フィールドと [新しいパスワードの再入力（Reenter new
password）]フィールドにパスワードを入力します。

ステップ 2 [保存（Save）]を押します。

ケーブルロックで電話機を固定する

最大 20 mm幅のラップトップケーブルロックで電話機を固定することができます。

Cisco IP Phone 8800 シリーズマルチプラットフォームフォンユーザガイド (ファームウェアリリース
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手順

ステップ 1 ケーブルロックのループの端を折り返し、電話機の固定場所となる物の周りに巻き付けます。

ステップ 2 ロックをケーブルのループの端まで通します。

ステップ 3 ケーブルロックのロックを解除します。

ステップ 4 ロックボタンを押したままにして、ロックの歯の位置を合わせます。

ステップ 5 ケーブルロックを電話機のロックスロットに挿入し、ロックボタンを放します。

ステップ 6 ケーブルロックをロックします。

別の電話機から内線にサインインする
エクステンションモビリティが設定されている場合、ネットワーク内の別の電話機にサインイン

して、それを自分の電話機と同じように動作させることができます。サインインした後、電話機

はあなたの個人電話番号を使用します。

手順

ステップ 1 [Sign in（サインイン）]を押します。
ステップ 2 ユーザ名とパスワードを入力し、[サインイン（Sign in）]を押します。

別の電話機で内線からサインアウトする

手順

[サインアウト（Sign out）]を押します。

ゲストとしての電話機へのサインイン
ネットワーク内の別の電話機にゲストとしてサインインすることができます。
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手順

ステップ 1 [ログイン（Log In）]を押します。
ステップ 2 ユーザ IDとパスワードを入力します。
ステップ 3 [保存（Save）]を押します。

ゲストとしての電話機からのサインアウト

手順

ステップ 1 [ゲストアウト（Guest Out）]を押します。
ステップ 2 [サインアウト（Sign Out）]を押します。

同僚の回線のモニタリング
ビジーランプフィールド機能を使用すると、同僚またはスーパバイザの回線ステータスをモニタ

できます。この機能は、同僚のコールを日常的に処理し、同僚がコールに応答できるかどうかを

確認する必要がある場合に役立ちます。

この機能が電話機で設定されている場合、回線キーに次の LEDの色が表示されます。

•緑色の LED：モニタ対象の回線が使用できます。

•赤色の LED：モニタ対象の回線が話中です。

•赤色ですばやく点滅する LED：モニタ対象の回線でコールが鳴っています。

•オレンジ色の LED：この機能のセットアップ中に設定エラーが発生しました。

電話機には、受信したコールの発信者 IDが表示されます。モニタしている回線については、発信
者 IDが表示されません。

この機能を短縮ダイヤルまたはコールピックアップとともに使用すると、さらに柔軟性が増しま

す。ただし、機能の組み合わせに基づいて、電話機にさまざまなアイコンが表示されることがあ

ります。次の表に、各機能の組み合わせに基づいた、さまざまなビジーランプフィールドのアイ

コンを示します。
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表 2：Cisco IP Phone 8800 シリーズのビジーランプフィールドのアイコン

ビジーランプ

フィールド、短

縮ダイヤル、

コールピック

アップ、コール

パーク

ビジーラ

ンプ

フィール

ド、短縮

ダイヤ

ル、コー

ルパーク

ビジーラ

ンプ

フィール

ド、コー

ルパー

ク、コー

ルピック

アップ

ビジーラン

プフィール

ド、短縮ダイ

ヤル、コール

ピックアップ

ビジーラ

ンプ

フィール

ドとコー

ルパーク

ビジーラン

プフィール

ドとコール

ピックアッ

プ

ビジーラン

プフィール

ドと短縮ダ

イヤル

ビジーラ

ンプ

フィールド

アイド

ル

アラー

ト

利用中

----コール

保留済

み

エラー

[設定ユーティリティ（Configuration Utility）] ページ
コンピュータからアクセス可能な [設定ユーティリティ（ConfigurationUtility）]ページで、いくつ
かの電話機設定をカスタマイズできます。このページの URL、ユーザ IDおよびパスワードは管
理者から与えられます。

[設定ユーティリティ（ConfigurationUtility）]ページでは、電話機の機能、回線設定、電話サービ
スを制御できます。

•電話機の機能には短縮ダイヤル、サイレント機能、個人用アドレス帳などがあります。

• [回線（ Line）]の設定は、電話機の特定の電話回線（電話番号）に影響します。回線設定に
は、不在転送、ビジュアルおよびオーディオメッセージインジケータ、呼出音のパターン、

その他の回線固有の設定が含まれます。

[設定ユーティリティ（ConfigurationUtility）]ページを使用して設定できるいくつかの機能を次の
表に示します。
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説明機能

電話機でコール転送が有効になっている場合に、コールを受信する番号を指

定します。[設定ユーティリティ（Configuration Utility）]ページを使用する
と、より複雑なコール転送機能（回線がビジー状態の場合の動作など）を

セットアップできます。

コール転送

短縮ダイヤル番号に電話番号を割り当てると、その相手にすばやくコールを

かけることができます。

短縮ダイヤル

特定の回線に呼出音を指定します。呼出音

[設定ユーティリティ（Configuration Utility）]ページでパーソナルディレク
トリに連絡先を追加します。

パーソナルディ

レクトリの連絡先

関連トピック

モバイルコネクトを使用した通話

短縮ダイヤル

コールの転送

短縮ダイヤル番号

電話機で番号をダイヤルする際には、一連の数字（ディジット）を入力します。短縮ダイヤル番

号を設定する際には、コールで必要なすべてのディジットを短縮ダイヤル番号に含める必要があ

ります。たとえば、外線と通話するために最初に 9をダイヤルする必要がある場合は、9に続け
て相手の番号を入力します。

また、ダイヤルする他のディジットを番号に追加することもできます。追加のディジットの例と

して、会議アクセスコード、内線、ボイスメールパスワード、承認コード、課金コードなどがあ

ります。

ダイヤル文字列に含めることができる文字はつぎのとおりです。

• 0～ 9

•ポンド（#）

•アスタリスク（*）

•カンマ（,）：これは一時停止文字であり、2秒間遅延した後でダイヤルを続けます。複数の
カンマを連続させることができます。たとえば、2個のカンマ（,,）は、4秒間のポーズを表
します。

ダイヤル文字列の規則は次のとおりです。

•ダイヤル文字列の各部分を分離するには、カンマを使用します。

Cisco IP Phone 8800 シリーズマルチプラットフォームフォンユーザガイド (ファームウェアリリース
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•短縮ダイヤル文字列では、常に課金コードの前に承認コードを含める必要があります。

•文字列内の承認コードと課金コードの間には 1つのカンマが必要です。

•承認コードおよび追加のディジットを含む短縮ダイヤルには、短縮ダイヤルラベルが必要で
す。

短縮ダイヤルを設定する前に、ディジットを手動で少なくとも 1回ダイヤルしてみて、内容が正
しいことを確認してください。

短縮ダイヤルの承認コード、課金コード、および追加のディジットは、電話機の通話履歴に保

存されません。短縮ダイヤルを使って通話先に接続した後で [リダイヤル（Redial）]を押す
と、必要な承認コード、課金コード、または追加のディジットを手動で入力するよう求められ

ます。

（注）

例

承認コードと課金コードが必要な状況で、特定の内線の相手に電話するために短縮ダイヤル番号

をセットアップするには、次の要件を考慮してください。

•外線の 9をダイヤルする必要があります。

•通話先の番号は 5556543です。

•承認コード 1234を入力する必要があります。

•課金コード 9876を入力する必要があります。

• 4秒ほど待機します。

•電話がつながった後、内線 56789#をダイヤルする必要があります。

このシナリオでは、短縮ダイヤル番号は 95556543,1234,9876,,56789#となります。

   Cisco IP Phone 8800 シリーズマルチプラットフォームフォンユーザガイド (ファームウェアリリー
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ボタンとハードウェア
Cisco IP Phone 8811、8841、8851、および 8861は、使いやすく高度にセキュアな音声通信を可能
にします。

図 1：Cisco IP Phone 8800 のボタンおよびハードウェア

図 2：Cisco IP Phone 8800 のボタンおよびハードウェア

着信コール（赤色に点滅）または新しいボイスメッセー

ジ（赤色に点灯）があるかどうかを示します。

ハンドセットとハンドセッ

トライトストリップ

1

電話回線、機能、コールセッションにアクセスでき

ます。

詳細については、ソフトキー、回線ボタン、機能ボタン,
（15ページ）を参照してください。

プログラム可能な機能ボタ

ンと回線ボタン

2

機能およびサービスにアクセスできます。

詳細については、ソフトキー、回線ボタン、機能ボタン,
（15ページ）を参照してください。

ソフトキーボタン3

Cisco IP Phone 8800 シリーズマルチプラットフォームフォンユーザガイド (ファームウェアリリース
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[戻る（Back）] ：前の画面またはメニューに戻りま

す。

戻るボタンを 0.5秒以上押し続けると（長押し）、メイ
ン画面またはコール画面に戻ります。設定画面では、長

押しするとメイン画面に移動します。いずれかのコール

画面では、長押しするとコール画面に移動します。

ナビゲーションクラスタ ナビゲーションリングと

[選択（Select）]ボタン：メニューをスクロールしたり、
項目を強調表示したり、強調表示されている項目を選択

したりすることができます。

[リリース（Release）] ：接続されているコールまた

はセッションを終了します。

[戻る（Back）]、ナビゲー
ションクラスタ、および[リ
リース（Release）]

4

[保留/再開（Hold/Resume）] ：アクティブコールを

保留にしたり、保留中のコールを再開したりします。

[会議（Conference）] ：電話会議を作成します。

[転送（Transfer）] ：コールを転送します。

[保留/再開
（Hold/Resume）]、[会議
（Conference）]、および [転
送（Transfer）]

5

[スピーカーフォン（Speakerphone）] ：スピーカフォ

ンのオン/オフを切り替えます。スピーカーフォンがオン
になっているとき、ボタンは点灯しています。

[ミュート（Mute）] ：マイクロフォンのオン/オフを
切り替えます。マイクロフォンが [ミュート（Mute）]に
なっているとき、ボタンは点灯しています。

[ヘッドセット（Headset）] ：ヘッドセットのオン/オ
フを切り替えます。ヘッドセットがオンになっていると

きは、ボタンが点灯します。

[スピーカーフォン
（Speakerphone）]、[ミュー
ト（Mute）]、および [ヘッ
ドセット（Headset）]

6

[連絡先（Contacts）] ：個人用ディレクトリや社内

ディレクトリにアクセスします。

[アプリケーション（Applications）] ：通話履歴、ユー

ザ設定、電話機の設定、電話機のモデル情報にアクセス

します。

[メッセージ（Messages）] ：ボイスメッセージング

システムを自動的にダイヤルします。

[連絡先（Contacts）]、[アプ
リケーション

（Applications）]、および
[メッセージ（Messages）]

7

ハンドセット、ヘッドセット、スピーカフォン

の音量（オフフック）および呼出音の音量（オンフック）

を調節します。

[音量（Volume）]ボタン：8

   Cisco IP Phone 8800 シリーズマルチプラットフォームフォンユーザガイド (ファームウェアリリー
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ナビゲーション

ナビゲーションクラスタの外側のリングを使用して、メニューと複数の回線の間をスクロールし

ます。ナビゲーションクラスタの内側の [選択（Select）]ボタンを使用して、項目を選択します。

メニュー項目にインデックス番号がある場合は、キーパッドでインデックス番号を入力して項目

を選択することができます。

ソフトキー、回線ボタン、機能ボタン

電話機で対話式に機能を操作する方法がいくつかあります。

•スクリーンの下にあるソフトキーを押すと、スクリーンに表示されている機能を使用できま
す。ソフトキーは、その時点で行っている操作に応じて変化します。[次へ（More...）]ソフ
トキーは、さらに多くの機能が使用可能であることを示します。

•スクリーンの両側にある機能ボタンと回線ボタンを使用すると、電話機能および電話回線に
アクセスできます。

◦機能ボタン：[短縮ダイヤル（Speed dial）]や [コールピックアップ（Call pickup）]など
の機能で使用します。また、別の回線での自分のステータスを表示するために使用しま

す。

◦回線ボタン：コールの開始および応答や、保留中のコールの再開に使用します。回線
キーを使用して、コールセッションウィンドウを開くことや閉じること、およびコー

ルセッションウィンドウ内を移動することもできます。回線上のコールを表示するに

は、コールセッションウィンドウを開きます。

機能ボタンと回線ボタンの点灯は、次のようなステータスを示します。

• 緑：回線がアイドル状態です。

• 赤、点灯：回線がアクティブ状態または使用中です。

• 赤、点滅：回線が保留中、または着信コールがあります。

• オレンジ、点灯：回線が未登録です（使用できません）。

Cisco IP Phone 8800 シリーズマルチプラットフォームフォンユーザガイド (ファームウェアリリース
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管理者は、いくつかの機能をソフトキーまたは機能ボタンとして設定できます。さらに、ソフト

キーや関連するハードボタンを使っていくつかの機能にアクセスすることもできます。

電話スクリーンの機能

電話スクリーンには、電話番号、アクティブコールと回線のステータス、ソフトキー、短縮ダイ

ヤル、発信履歴、電話メニューのリストなど、その電話機に関する情報が表示されます。スクリー

ンにはヘッダー行、中央セクション、フッター行の 3つのセクションがあります。

図 3：Cisco IP Phone 8800 の画面

図 4：Cisco IP Phone 8800 の画面

スクリーンの最上部にはヘッダー行があります。ヘッダー行には、電話番号と現在の

日時のほかに、さまざまなアイコンが表示されます。該当する機能がアクティブであ

るときに、アイコンが表示されます。

1

電話スクリーンの中央部には、電話機の回線と機能ボタンに関連した情報が表示され

ます。

2

スクリーン下部にはソフトキーラベルの行があります。各ラベルは、スクリーンの下

にあるソフトキーボタンのアクションを示しています。

3

電話スクリーンのクリーニング

手順

電話スクリーンが汚れたら、乾いた柔らかい布で拭いてください。

液体や粉末は電話機に対して使用しないでください。電話機の部品に入り込み、故障の原

因になる可能性があります。

注意

   Cisco IP Phone 8800 シリーズマルチプラットフォームフォンユーザガイド (ファームウェアリリー
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コールと回線の違い

本書で電話機の使用法を説明する際に使っている回線およびコールという用語には、かなり独特

な意味合いがあります。

•回線：回線は、他人が自分へのコールに使用できる電話番号またはインターコム番号にそれ
ぞれ対応しています。回線の数は、電話番号および電話回線アイコンの数と同じです。

•コール：1本の回線で複数のコールをサポートできます。デフォルトで、電話機は 1つの回
線につき 2つの接続コールをサポートしますが、管理者は必要に応じてこの数を調整できま
す。

アクティブとなり得るコールは常に 1つに限定されるので、他のコールはすべて自動的に保
留状態になります。

たとえば 2つの回線があり、各回線で 4つのコールがサポートされる場合、一度に最大 8つ
の接続コールが存在する可能性があります。これらのうち 1つだけがアクティブで、他の 7
つは保留中のコールとなります。

USB ポート
Cisco IP Phone 8851および 8861専用。

電話機には 1つ以上の USBポートが搭載されていることがあります。各 USBポートには、最大
で 5台のUSBデバイスを接続できます。ポートに接続されたそれぞれのデバイスが、デバイスの
最大数に含まれます。

たとえば、ご使用の電話機で、側面ポートは 5台のUSBデバイスと背面ポートは 5台の追加の標
準 USBデバイスをサポートできます。多くのサードパーティ USB製品は、USBデバイスを複数
含んでおり、したがって、複数デバイスとしてカウントされます。

USBハブを使用している場合、アクティブコール中に電話機からUSBケーブルを抜くと、電
話機が再起動することがあります。

（注）

関連トピック

Cisco IP Phone 8800シリーズ

携帯端末の充電

デバイスがUSB接続可能な場合、電話機のUSBポートを使用してモバイルデバイス（携帯端末）
を充電できます。次のポートで USB充電が可能です。

モバイルデバイスが電力節約モードである場合、電話機は充電を続けます。

電話機を使用してモバイルデバイスを充電する際には、次の条件が適用されます。

Cisco IP Phone 8800 シリーズマルチプラットフォームフォンユーザガイド (ファームウェアリリース
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•充電が開始されるまでに短い遅延が発生する場合があります。

•場合によっては、充電中アイコンがデバイスに表示されません。たとえば、デバイスが完全
に充電されるとアイコンが表示されない場合があります。

タブレットを取り外してすぐに USBヘッドセットを電話機に差し込むと、電話機が USBヘッド
セットを認識するまで 3秒間遅延します。

関連トピック

省電力, （19ページ）

Bluetooth と電話機
Bluetoothは、Cisco IP Phone 8851および 8861でサポートされています。

電話機がBluetoothに対応している場合、Bluetoothヘッドセットを使用して、携帯電話やタブレッ
トを電話機に接続できます。

Bluetooth接続は電話機から 1～2メートル（3～6フィート）の範囲内で最も良く機能しますが、
20メートル（66フィート）離れていても機能する場合があります。接続されているデバイスと電
話機との間に障害物（壁、ドア、窓など）、大きな金属物、または他の電子機器がある場合には、

Bluetooth接続が低下することがあります。

モバイルデバイスまたはヘッドセットをBluetoothで電話機に接続するには、最初にデバイスと電
話機をペアリングします。最大で 3台のデバイスをペアリングできます。3台以上のデバイスを
ペアリングしようとすると、1台のデバイスを削除するよう求めるプロンプトが表示されます。

ヘッドセットまたはモバイルデバイスがペアリングされた後、ヘッドセットまたはモバイルデバ

イスがオンになると、電話機はそれに接続します。

デバイスをペアリングするときに、Bluetoothモードを [電話（Phone）]、[ハンズフリー
（Handsfree）]、または [両方（Both）]に設定できます。[電話（Phone）]では、Bluetoothヘッド
セットのみを使用できます。[ハンズフリー（Handsfree）]では、携帯電話のみを使用できます。
[両方（Both）]では、ヘッドセットと携帯電話の両方を使用できます。

電話機でBluetoothヘッドセットやモバイルデバイスを使用するときには、次の点に注意してくだ
さい。

•電話機は、電話機に最後に接続された Bluetoothヘッドセットまたはモバイルデバイスをデ
フォルトデバイスとして使用します。

•保持できるアクティブな接続は常に 1つのみです。たとえば、Bluetoothヘッドセットまたは
携帯電話をアクティブにすることができます。

•電話機でサポートされるデバイスは各タイプにつき 1台です。たとえば、2つの Bluetooth
ヘッドセットを接続することはできません。

•接続できるモバイルデバイスは常に1台です。たとえば、Bluetoothヘッドセットがアクティ
ブになっているときに携帯電話を接続すると、Bluetoothヘッドセットの接続は切断されま
す。
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ス 11.0(0) 用)

18

電話機

Bluetooth と電話機



•範囲内に戻った場合、または再起動した場合、Bluetoothデバイスが再接続されます。

関連トピック

Bluetoothヘッドセット
モバイルデバイスとデスク電話機のペアリング

Cisco IP Phone 8800シリーズ

省電力
管理者は、電話機を使用していないときに電話画面で消費される電力を減らすことができます。

管理者がセットアップできる省エネルギーのレベルは次のとおりです。

•省電力：電話機が一定時間にわたって非アクティブ状態になるとバックライトや画面がオフ
になります。

電話機をオンにする

省電力のために電話機の電源をオフにすると、電話スクリーンがブランクになります。

手順

任意のボタンを押しても、電話機はオンになります。

追加のヘルプと情報
電話機で利用可能な機能について不明な点がある場合は、管理者にお問い合わせください。

シスコWebサイト（http://www.cisco.com）には、電話機およびコール制御システムについての詳
細情報が掲載されています。

•クイックスタートガイドおよびエンドユーザガイド（英語）については、次のリンクを参
照してください。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
products-user-guide-list.html

•英語以外のガイドについては、次のリンクを参照してください。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html

•ライセンス情報については、次のリンクを参照してください。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
products-licensing-information-listing.html

Cisco IP Phone 8800 シリーズマルチプラットフォームフォンユーザガイド (ファームウェアリリース
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アクセシビリティ機能

Cisco IP Phonesは、視覚障がい者、聴覚障がい者、身体障がい者のために、ユーザ補助機能を備
えています。

これらの電話機のアクセシビリティ機能の詳細については、http://www.cisco.com/c/en/us/support/
collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-technical-reference-list.htmlを参照してく
ださい。

アクセシビリティの詳細については、次のシスコWebサイトにも記載されています。

http://www.cisco.com/web/about/responsibility/accessibility/index.html

トラブルシューティング

コール品質の問題や、コールが予期せず切断される、機能が突然正常に動作しなくなるなどの問

題が発生する場合があります。これらの問題は、次の状態に関連している可能性があります。

•電話機がコール制御システムと通信できない。

•コール制御システムの通信上の問題、または内部的な問題。

•電話機の内部的な問題。

問題が発生する場合は、管理者の支援のもとで問題の根本原因をトラブルシューティングするこ

とができます。

電話機についての情報を取得する

管理者から、電話機についての情報を提供するよう求められることがあります。この情報は、ト

ラブルシューティングの目的で電話機を一意に識別します。

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]ボタン を押します。

ステップ 2 [ステータス（Status）] > [製品情報（Product information）]を選択します。
以下の情報を確認できます。

• [製品名（Product name）]：Cisco IP Phoneのモデル番号です。

• [シリアル番号（Serial number）]：Cisco IP Phoneのシリアル番号です。

• [MACアドレス（MAC address）]：Cisco IP Phoneのハードウェアアドレスです。

• [ソフトウェアバージョン（Software version）]：Cisco IP Phoneファームウェアのバージョン
番号です。
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• [ハードウェアバージョン（Hardware version）]：Cisco IPPhoneハードウェアのバージョン番
号です。

• [証明書（Certificate）]：ITSP IPネットワークで使用するために Cisco IP Phoneを認証するク
ライアント証明書のステータスです。このフィールドは、クライアント証明書が電話機に正

しくインストールされているかどうかを示します。

• [カスタマイズ（Customization）]：RCユニットについて、このフィールドはユニットがカス
タマイズされているかどうかを示します。[保留中（Pending）]は、プロビジョニングの準備
ができている新しいRCユニットを示します。ユニットがすでにカスタマイズされたプロファ
イルを取得している場合、このフィールドにはカスタマイズ状態が [取得済み（Acquired）]
として表示されます。

ステップ 3 [終了（Exit）]を押します。

電話機のカスタマイズ状態の表示

EDOSサーバからの RCダウンロードが完了すると、LCD UIで電話機のカスタマイズ状態を表示
できます。

リモートカスタマイズ状態の説明は次のとおりです。

• [オープン（Open）]：電話機が初めて起動し、設定されていません。

• [中断（Aborted）]：リモートカスタマイズが、DHCPオプションなどの他のプロビジョニン
グのために中断されました。

• [待機中（Pending）]：プロファイルが EDOSサーバからダウンロードされています。

• [カスタム待機中（Custom-Pending）]：電話機が EDOSサーバからリダイレクト URLをダウ
ンロードしました。

• [取得済み（Acquired）]：EDOSサーバからダウンロードされたプロファイルに、プロビジョ
ニング設定のリダイレクト URLがあります。プロビジョニングサーバからのリダイレクト
URLのダウンロードに成功すると、この状態が表示されます。

• [利用不可（Unavailable）]：EDOSサーバが空のプロビジョニングファイルで応答し、HTTP
応答が 200 OKだったため、リモートカスタマイズが停止しました。

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]ボタン を押します。

ステップ 2 [ステータス（Status）] > [製品情報（Product information）] > [カスタマイズ（Customization）]を
選択します。

ステップ 3 [戻る（Back）] を押します。
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ネットワークステータスの表示

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]ボタン を押します。

ステップ 2 [ステータス（Status）] > [ネットワークステータス（Network Status）]を選択します。
以下の情報を確認できます。

• [ネットワークタイプ（Network type）]：電話機が使用するローカルエリアネットワーク
（LAN）接続のタイプを示します。

• [ネットワークステータス（Network status）]：電話機がネットワークに接続されているかど
うかを示します。

• [IPアドレス（IP address）]：電話機の IPアドレス。

• [VLAN ID]：電話機の VLAN ID。

• [アドレッシングタイプ（Addressing type）]：電話機で DHCPまたはスタティック IPが有効
になっているかどうかを示します。

• [IPステータス（IP status）]：電話機が使用する IPのステータス。

• [サブネットマスク（Subnet mask）]：電話機で使用されるサブネットマスク。

• [デフォルトルータ（Default router）]：電話機で使用されるデフォルトルータ。

• [DNS 1]：電話機が使用するプライマリドメインネームシステム（DNS）サーバ。

• [DNS 2]：電話機が使用するオプションのバックアップ DNSサーバ。

• [MACアドレス（MAC address）]：電話機固有のメディアアクセスコントロール（MAC）
アドレス。

• [ホスト名（Host name）]：電話機に割り当てられている現在のホスト名を表示します。

• [ドメイン（Domain）]：電話機のネットワークドメイン名を表示します。デフォルト：
cisco.com

• [スイッチポートリンク（Switch port link）]：スイッチポートのステータス。

• [スイッチポート設定（Switch port config）]：ネットワークポートの速度とデュプレックス
を示します。

• [PCポート設定（PC port config）]：PCポートの速度とデュプレックスを示します。

• [PCポートリンク（PC port link）]：PCポートのステータス。
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電話機のステータスの表示

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]ボタン を押します。

ステップ 2 [ステータス（Status）] > [電話ステータス（Phone Status）]を選択します。
以下の情報を確認できます。

• [経過時間（Elapsed time）]：システムを最後に再起動してから経過した合計時間。

• [Tx（パケット）（Tx (Packets)）]：電話機から送信されたパケット。

• [Rx（パケット）（Rx (Packets)）]：電話機から受信したパケット。

電話機でのステータスメッセージの表示

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]ボタン を押します。

ステップ 2 [情報および設定（Information and settings）] > [ステータス（Status）] > [ステータスメッセージ
（Status messages）]を選択します。
プロビジョニングが最後に実行されてからの、さまざまな電話ステータスのログを表示できます。

ステータスメッセージは UTC時間を反映し、電話機のタイムゾーン設定の影響を受け
ません。

（注）

ステップ 3 [戻る（Back）] を押します。

トランザクションステータスの表示

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]ボタン を押します。

ステップ 2 [ネットワークの設定（Network configuration）] > [イーサネットの設定（Ethernet configuration）] >
[802.1X認証（802.1X authentication）] > [トランザクションステータス（Transaction status）]を選
択します。

以下の情報を確認できます。
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•トランザクションステータス

•プロトコル

回線ステータスの表示

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]ボタン を押します。

ステップ 2 [ステータス（Status）] > [電話ステータス（Phone status）] > [回線ステータス（Line status）]を選
択します。

電話機の各回線のステータスを表示できます。

電話機でのプロファイルルールの設定

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]ボタン を押します。

ステップ 2 [デバイス管理（Device administration）] > [プロファイルルール（Profile rule）]を選択します。
ステップ 3 [再同期（Resync）]を押します。

リブート履歴の表示

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]ボタン を押します。

ステップ 2 [ステータス（Status）] > [再起動履歴（Reboot history）]を選択します。
電話機が再起動したときに、その理由を問わず、日時の詳細を表示できます。
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電話機のすべての問題を報告する

エラーレポートツール（PRT）を使用すると、通話記録を収集および送信し、管理者に問題を報
告することができます。

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]ボタン を押します。

ステップ 2 [ステータス（Status）] > [問題を報告（Report problem）]を選択します。
ステップ 3 [問題の発生日付（Date of problem）]フィールドに、問題が発生した日付を入力します。デフォル

トではこのフィールドに現在の日時が表示されます。

ステップ 4 [問題の発生時刻（Timeof problem）]フィールドに、問題が発生した時刻を入力します。デフォル
トではこのフィールドに現在の時刻が表示されます。

ステップ 5 [問題の説明（Problem description）]を選択します。
ステップ 6 表示されるリストから説明を選択します。

ステップ 7 [送信（Submit）]を押します。

電話機の接続の切断

場合によっては、電話機とコール制御システムとの接続が失われることがあります。この接続が

失われた場合、これを知らせるメッセージが電話機に表示されます。

アクティブコール中に接続が失われた場合、そのコールは継続します。ただし、通常の電話機能

の中にはコール制御システムからの情報を必要とするものがあるため、すべての機能にアクセス

できるわけではありません。ソフトキーが予期したとおりに機能しないことがあります。

電話機がコール制御システムに再接続すると、電話機を再び通常どおりに使用できるようになり

ます。

シスコ製品（ハードウェア）に関する 1 年間の限定保証規定
保証期間内にお客様が受けられるハードウェアの保証およびサービスに関して適用される特別な

条件があります。

シスコのソフトウェアに適用される保証およびライセンス契約を含む正式な保証書は、Cisco.com
の http://www.cisco.com/go/hwwarrantyで提供しています。
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