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• ファームウェアリリース 10.4（1）の新機能, 4 ページ

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

すべての新しい機能が Cisco IP Phoneのテレフォニー機能に追加されています。

更新されたセクション改訂

PRTアップロードの設定「PRTアップロード URLの設定」を追加

•設定ユーティリティを使用して電話機のす
べての問題をレポートする

問題レポートツールの機能拡張が追加されまし

た

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が追加され

ました

ダイヤルアシスタンスのイネーブル化ダイヤルアシスタンスの有効化が追加されまし

た

追加回線キーのセットアップ追加の回線キーのサポートが追加されました
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更新されたセクション改訂

• NATの設定

• SIPの設定

•コール機能の設定

•プロキシと登録

•サブスクライバ情報

•音声の設定

基本コールの機能拡張が更新されました

電話機の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（System Configuration）

Web httpsの機能拡張が更新されました

コール転送[音声（Voice）]タブおよび [ユーザ（Users）]
タブにコール転送のサポートが追加されました

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が追加され
ました

電話機のホテリングの有効化ホテリングのサポートが追加されました

DNDとコール転送の同期の設定DNDとコール転送の同期が追加されました

ユーザパスワードを設定設定ユーティリティにパスワードを設定する機

能が追加されました

TR-069による電話機の管理

TR-069

TR-069ステータス

TR-069サポートが追加されました

ダイヤルプランダイヤルプランフィールドが更新されました

802.1X認証（802.1X Authentication）802.xのサポートが追加されました
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更新されたセクション改訂

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拡張
が追加されました

共用回線

共有回線の設定

共有回線の機能拡張が追加されました

NATマッピングのイネーブル化NATの有効化が追加されました

LDAPLDAPの機能拡張が追加されました

[設定ユーティリティ（Configuration Utility）]
ページを使用した短縮ダイヤルの設定

短縮ダイヤルの設定が追加されました

電子フックスイッチの有効化

Audio Volume

設定ユーティリティに電子フックスイッチの有

効化が追加されました

スピードダイヤル短縮ダイヤルのトピックが更新されました

設定ユーティリティによる複数ユーザの話中ラ

ンプフィールドの設定

複数のユーザに対する話中ランプフィールドが

更新されました

•話中ランプフィールドラベルの設定

•キー拡張モジュールの LCDの明るさの設
定

キー拡張モジュールにコールパーク、BLF表示
ラベル、および LCDの明るさ設定が追加され
ました

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改訂短縮ダイヤルのサ

ポートが更新されました

キー拡張モジュールでの話中ランプフィールド

の設定

キー拡張モジュールのBLF機能が更新されまし
た

•画面
スクリーンセーバーと壁紙の機能拡張が追加さ

れました

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が追加されました

•他の機能と連動する話中ランプフィール
ドの設定

追加の複数の機能を使用したBLFの設定が追加
されました
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更新されたセクション改訂

監視側電話機での話中ランプフィールドの設定話中ランプフィールドのモニタリングが更新さ

れました

DNDのスターコードの設定応答不可機能にスターコードサポートが追加

されました

•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

プログラム可能なソフトキーの変更が更新され

ました

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が更新されました

DND（応答不可）を有効にする応答不可機能の変更が更新されました

•自動的にページングを受け入れるための電
話機の設定

•サーバ設定済みページング

自動ページング機能が追加されました

Cisco IP Phone Webページ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が更新されました

ファームウェアリリース 10.4(1) SR1 の新機能
すべての新しい機能が Cisco IP Phoneのテレフォニー機能に追加されています。

更新されたセクション改訂

ページンググループの設定（マルチキャスト

ページング）

「ページンググループの設定」を追加

英数字ダイヤリングの設定「英数字ダイヤリングの設定」を追加

ファームウェアリリース 10.4（1）の新機能
すべての新しい機能が Cisco IP Phoneのテレフォニー機能に追加されています。
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更新されたセクション改訂

Cisco IP Phoneキー拡張モジュールセットアッ
プの概要

キー拡張モジュールの電源情報

電話機のWebページからのキー拡張モジュー
ルの設定

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セクションを追加

回線キーでの短縮ダイヤルの設定回線キーの短縮ダイヤルに関するセクションを

追加

監視側電話機での話中ランプフィールドの設定監視側電話機の話中ランプフィールド設定に関

するセクションを追加

プロビジョニング権限の設定プロビジョニング権限に関するセクションを追

加

コールパーク回線キーのコールパークおよびピックアップに

関するセクションを追加

プログラム可能なソフトキーの設定「プログラム可能なソフトキーのカスタマイ

ズ」を追加

Cisco IP Phoneのテレフォニー機能リモートカスタマイズに関するセクションを追

加

問題レポートツールのログのダウンロード「問題レポートツール」を追加
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