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電話機の機能および設定の概要
Cisco IP電話をネットワークに設置し、ネットワークの設定値を設定して、IP電話をサード
パーティコール制御システムに追加した後は、サードパーティコール制御システムを使用し

て、テレフォニー機能を設定する必要があります。必要に応じて、電話テンプレートの修正、

サービスのセットアップ、ユーザの割り当ても行います。

サードパーティコール制御システムの設定ユーティリティからCisco IP電話の追加設定を修正
することができます。このWebベースのアプリケーションを使用して、電話機登録基準とコー
リングサーチスペースのセットアップ、社内ディレクトリとサービスの設定、電話ボタンテ

ンプレートの修正、その他のタスクを行うことができます。

Cisco IP電話ユーザのサポート
システム管理者は、多くの場合、ネットワーク内や社内のCisco IP電話ユーザの主な情報源に
なります。最新の詳細な情報をエンドユーザに提供する必要があります。

Cisco IP電話の機能（サービスおよびボイスメッセージシステムのオプションなど）を正常に
使用するには、ユーザはシステム管理者やシステム管理者のネットワークチームから情報を入

手する必要があります。また、システム管理者に支援を依頼できる環境が必要です。支援を求

める際の連絡先の担当者の名前、およびそれらの担当者に連絡する手順をユーザに提供してお

く必要があります。

エンドユーザに Cisco IP電話に関する重要な情報を提供するために、社内のサポートサイト
にWebページを作成することをお勧めします。

このサイトには、次のタイプの情報を含めるように考慮してください。

•サポートされているすべての Cisco IP電話モデルのユーザガイド

• Cisco Unified Communicationsセルフケアポータルへのアクセス方法について

電話機の機能および設定
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•サポートされている機能のリスト

•ボイスメールシステムのユーザガイドまたはクイックリファレンス

Cisco IP電話のテレフォニー機能
Cisco IP電話をサードパーティコール制御システムに追加した後、電話機に機能を追加できま
す。次の表に、サポートされているテレフォニー機能のリストを示します。これらの多くは、

サードパーティコール制御システムを使用して設定できます。

サードパーティコール制御システムには、各種のテレフォニー機能を設定するためのサービス

パラメータもいくつかあります。

（注）

説明と詳細情報機能

TLS1.2および新しい暗号をサポートすることで、セキュリティが向上します。電話機での AES 256暗号化サポート

英数字文字を使用してコールを発信することができます。英数字ダイヤリング

に使用できる文字は、a～ z、A～ Z、0～ 9、-、_、.、および +です。
英数字ダイヤリング

コールがどのように電話機にルーティングされたかに関係なく、ユーザはコー

ルピックアップグループ内の任意の回線でコールをピックアップできます。

すべてのコールピックアップ

ユーザは、ダイレクトパーク機能を使用して、1つのボタンを押すだけでコー
ルをパークすることができます。管理者は、ビジーランプフィールド（BLF）
の [処理されたダイレクトコールパーク（Assisted Directed Call Park）]ボタン
を設定する必要があります。アクティブコールに対してアイドルな BLFの [処
理されたダイレクトコールパーク（Assisted Directed Call Park）]ボタンを押す
と、アクティブコールは、[処理されたダイレクトコールパーク（Assisted
DirectedCall Park）]ボタンに関連付けられたダイレクトパークスロットにパー
クされます。

処理されたダイレクトコールパーク

電話機に接続されている電話機用スピーカー、ハンドセット、およびヘッドセッ

トのオーディオ設定を指定します。

音声設定

呼出音を 1～ 2回鳴らした後に、着信コールを自動的に接続します。

自動応答は、スピーカーフォンとヘッドセットのどちらでも機能します。

自動応答

電話機の機能および設定
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説明と詳細情報機能

ブラインド転送：この転送では、確立された 2つのコールを 1つのコールとし
て接続し（コールは保留状態または接続状態）、機能を開始したユーザはコー

ルから離脱します。ブラインド転送では、コンサルタティブコールが開始され

たり、アクティブな通話が保留になったりすることはありません。

一部の JTAPI/TAPIアプリケーションでは、Cisco IP電話の参加およびブライン
ド転送機能と互換性がないため、参加および直接転送ポリシーを設定して、同

一回線上や、場合によっては複数の回線をまたいだ参加と直接転送を無効にす

る必要があります。

ブラインド転送

電話番号のコール状態をモニタすることができます。ビジーランプフィールド（BLF）

BLFによってモニタされる電話番号への着信コールをピックアップすることが
できます。

ビジーランプフィールド（BLF）
ピックアップ

通話の相手が話し中や通話不能だった場合、その相手が通話可能になったとき

に、ユーザの電話機に音声による通知と画面表示による通知が送信されます。

折返し

発信回線および接続回線について表示する情報を、コールに関係する通話相手

に応じて決定します。RPIDおよびPAID発信者 IDの処理がサポートされます。
コール表示の制限

ユーザは、着信コールを別の番号にリダイレクトできます。コール転送オプショ

ンには、不在転送、話中転送、無応答時転送があります。

コール転送

管理者は、すべてのコールの転送（CFA）の接続先がCFAの転送元にコールを
発信する場合には CFAを無効にすることができます。この機能により、CFA
の接続先は、重要なコールがある場合にCFAの転送元に到達できるようになり
ます。この上書きは、CFAの宛先電話番号が内部と外部のどちらであっても機
能します。

不在転送の接続先の無効化

転送されたコールを受信したときに表示される情報を設定できます。コールの転送通知

電話機の通話履歴に共有電話のアクティビティを表示できるようにします。こ

の機能の目的は次のとおりです。

•共有電話の不在着信をログに記録する。

•共有電話のすべての応答済み着信と発信履歴をログに記録する。

共有電話のコール履歴

ユーザがコールをパーク（一時的に保存）し、別の電話機を使用してそのコー

ルに応答できます。

コールパーク

ユーザは、自分のピックアップグループに属する別の電話機で呼出音が鳴って

いる場合に、そのコールを自分の電話機にリダイレクトできます。

電話機のプライマリ回線に、音声によるアラートと画面表示によるアラートを

設定できます。このアラートによって、ピックアップグループ内でコールの呼

び出しがあることが通知されます。

コールピックアップ

電話機の機能および設定
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説明と詳細情報機能

コールの最中に別の着信コールの呼出音が鳴っていることを通知し、ユーザが

応答できるようにします。また、着信コールの情報を電話スクリーンに表示し

ます。

コール待機

電話番号、名前、その他の説明テキストなど、発信者の識別情報を電話スクリー

ンに表示します。

発信者 ID

発信者 IDが有効になっている電話機から、ユーザが自分の電話番号または名
前をブロックできるようにします。

発信者 IDブロック

発信側の正規化では、ダイヤル可能な電話番号として電話番号がユーザに示さ

れます。エスケープコードが番号に付加されるため、ユーザは簡単に発信者に

再度接続できます。ダイヤル可能な番号は通話履歴に保存され、個人アドレス

帳に保存できます。

発信側正規化

共有 Cisco IP電話から自分の Cisco IP電話の設定（ラインアピアランス、サー
ビス、短縮ダイヤルなど）に一時的にアクセスできます。それには、共有Cisco
IP電話の Cisco Extension Mobilityサービスにログインする際に、自分の電話機
の Cisco Extension Mobilityにログインします。

Cisco Extension Mobilityは、社内の複数の場所でユーザが業務を行う場合や、
作業場を同僚と共有する場合に便利です。

Cisco Extension Mobility

特定のクラスタで設定されたユーザが、別のクラスタにある Cisco IP電話にロ
グインできるようにします。ユーザはホームクラスタから、訪問先クラスタに

ある Cisco IP電話にログインします。

EMCCを設定する前に、Cisco IP電話で Cisco Extension Mobilityを設
定してください。

（注）

Cisco Extension Mobility Cross Cluster
（EMCC）

Webおよびデスクトップアプリケーションから電話をかけることができます。Cisco WebDialer

ナローバンドおよびワイドバンドの着信音をサポートします。この機能により、

使用可能な呼出音を他の Cisco IP電話と共通化できます。
従来の呼出音

コールが特定のクライアントに関連するように指定できます。クライアント識別コード（CMC）

ユーザは、各参加者を個別に呼び出して、複数の通話相手と同時に話すことが

できます。

標準（アドホック）会議では、開催者以外でも参加者を追加または削除できま

す。また、どの会議参加者でも同じ回線上の 2つの標準会議を結合できます。

ユーザに対し、これらの機能がアクティブであるかどうかを必ず通知

してください。

（注）

会議

電話機の機能および設定
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説明と詳細情報機能

Real-TimeTransport Protocol（RTP）と secure Real-TimeTransport Protocol（sRTP）
に設定可能なポート範囲（2048～65535）を提供します。

デフォルトの RTPおよび sRTPのポート範囲は 16384～16538です。

SIPプロファイルで RTPおよび sRTPのポート範囲を設定します。

設定可能な RTP/sRTPポート範囲

Computer Telephony Integration（CTI）ルートポイントでは、仮想デバイスを指
定して、アプリケーションが宛先変更を制御している多重同時コールを受信す

ることができます。

CTIアプリケーション

エンドユーザがソフトキーを使用して電話コールを録音できる機能を提供しま

す。

また、管理者はCTIユーザインターフェイスを使用して電話コールの録音を継
続できます。

デバイスから呼び出された録音

ユーザが、使用可能なダイレクトコールパーク番号をダイヤルまたは短縮ダイ

ヤルし、その番号にアクティブなコールを転送できる機能です。コールパーク

BLFボタンは、ダイレクトコールパーク番号が使用中かどうかを表示すると
ともに、ダイレクトコールパーク番号への短縮ダイヤルアクセスにも使用で

きます。

ダイレクトコールパーク機能を実装する場合は、[パーク（Park）]
ソフトキーを設定しないでください。これは、ユーザが2つのコール
パーク機能を混同するのを防ぐためです。

（注）

ダイレクトコールパーク

ユーザは、GPickUpソフトキーを押して、呼び出しているデバイスの電話番号
を入力し、DNで呼び出している電話に直接応答できます。

ダイレクトコールピックアップ

ユーザは、呼び出し中のコール、接続されたコール、または保留中のコールを、

ボイスメッセージシステムに直接転送できます。コールを転送した場合、その

回線は新しいコールの発信または受信に使用できるようになります。

即転送

DNDをオンにすると、コールが呼び出し状態になっても呼出音が鳴らなくなり
ます。またあらゆる種類の表示や音による通知も、一切行われません。

サイレント（DND）

DNDおよびコール転送アイコンを回線キーラベルの隣に表示します。回線キー
は機能キー同期とともに有効にする必要があります。また、回線キーは DND
またはコール転送とともに有効にする必要があります。

非選択回線キーのDNDおよびコール
転送通知

ユーザが緊急通報をできるようにします。緊急サービスは、電話機の位置とコー

ルバック番号を受信し、緊急通報が予期せず切断されたときに使用します。

緊急コール

省エネのために、あらかじめ決められた時刻に IP電話をスリープ（電源オフ）
および復帰（電源オン）させることができます。

EnergyWise
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説明と詳細情報機能

ネットワークとセキュリティの設定がログイン電話で保存されるため、セキュ

アな Extension Mobility Cross Cluster（EMCC）機能が強化されます。これによ
り、セキュリティポリシーが保持され、ネットワーク帯域幅が維持されて、訪

問先クラスタ（VC）内のネットワーク障害が回避されます。

セキュアな Extension Mobility Cross
Cluster（EMCC）の機能強化

機能セーフを使用すると、電話機モデルでサポートされるのと同じ数の回線ボ

タンがある任意の電話ボタンテンプレートを電話機で使用できます。

サイズセーフを使用すると、システムで設定されている任意の電話ボタンテン

プレートを電話機で使用できます。

エクステンションモビリティのサイ

ズセーフと機能セーフ

特定のユーザが発信できるコールのタイプを制御します。Forced Authorization Code（FAC;強制
承認コード）

管理者は、有線ヘッドセットの側音レベルを設定できます。ヘッドセットの側音の制御

ユーザが、別のグループの電話番号で呼び出し音が鳴っているコールに応答す

ることができます。

グループコールピックアップ

共有電話を持つ電話機では、ローカル回線とリモート回線のいずれがコールを

保留したのかを区別できます。

保留状態

ユーザは、接続されたコールをアクティブな状態から保留状態に移行できます。

•保留音を使用しない限り、設定は必要ありません。この表の「保留音」を
参照してください。

•この表の「保留復帰」を参照してください。

保留または復帰

HTTPをデフォルトで使用することで、電話機へのファイルのダウンロードプ
ロセスが向上します。HTTPダウンロードが失敗した場合、電話機は TFTPダ
ウンロードの使用に戻ります。

HTTPダウンロード

HTTPSを使用した通信を要求することで、セキュリティが向上します。

Webが HTTPSモードの場合、電話機は HTTPSサーバになります。（注）

電話サービス用 HTTPS

発信者名と番号の表示が改善されています。発信者名がわかっている場合、発

信者番号が「不明」ではなく表示されます。

発信者名と番号の表示の改善

Cisco IP電話での拡張 IPアドレッシングをサポートします。IPv6のサポート
は、スタンドアロンまたはデュアルスタックコンフィギュレーションで提供さ

れます。デュアルスタックモードでは、内容にかかわらず、電話機は IPv4お
よび IPv6を使用して同時に通信できます。

IPv6のサポート

ジッターバッファ機能は、オーディオストリームとビデオストリームの両方

について 10ミリ秒（ms）～ 1000 msのジッターを処理します。
ジッタバッファ

電話機の機能および設定
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説明と詳細情報機能

ユーザが、複数の電話回線上にある複数のコールを、1つの会議コールに結合
できるようになります。

一部の JTAPI/TAPIアプリケーションでは、Cisco IP電話の参加および直接転送
機能と互換性がないため、参加および直接転送ポリシーを設定して、同一回線

上や、場合によっては複数の回線をまたいだ参加と直接転送を無効にする必要

があります。

複数ライン同時通話

ユーザが、同一電話回線上にある 2つのコールを、1つの会議コールとして接
続したうえで、そのコールに留まることができます。

参加

回線表示が改善されて、必要のない場合に中央境界線が除去されます。この機

能は Cisco IP電話 7841だけに該当します。
回線表示の機能拡張

ユーザは、コールを受けることができない場合に、ハントグループからログア

ウトし、一時的にユーザの電話機で呼出音が鳴らないようにすることができま

す。ハントグループからログアウトしても、ハントグループ以外のコールで

は、引き続き電話機で呼出音が鳴ります。

ハントグループからのログアウト

ユーザが、不審なコールを受信したことをシステム管理者に通知できる機能で

す。

迷惑呼 ID（MCID）

ユーザがミートミー会議を開始し、参加ユーザは予定の時刻に、あらかじめ決

められた番号にコールをかけます。

Meet-Me会議

メッセージ待機のオンおよびオフのインジケータに対する電話番号を定義しま

す。直接接続型のボイスメッセージシステムでは、指定された電話番号を使用

して、特定の Cisco IP電話のメッセージ待機インジケータを設定したりクリア
したりします。

メッセージ待機

ハンドセットのランプの 1つで、ユーザに対する 1つまたは複数の新着ボイス
メッセージが届いていることを示します。

メッセージ待機インジケータ

IP電話の最小呼び出し音量レベルを設定します。[最小呼出音量（Minimum Ring
Volume）]

ユーザが、特定のラインアピアランスで不在履歴を不在履歴ディレクトリに記

録するかどうかを指定できるようにします。

不在履歴のログ

ユーザは、1つの電話番号を使用してビジネスコールを管理したり、デスクトッ
プ電話機および携帯電話などのリモートデバイスで、進行中のコールをピック

アップしたりすることができます。また、電話番号や時刻に応じて、発信者グ

ループを制限できます。

モバイルコネクト

モバイルコネクト機能が拡張され、ユーザは自動音声応答（IVR）システムに
アクセスして、携帯電話などのリモートデバイスからコールを発信できるよう

になります。

モバイルボイスアクセス

電話機の機能および設定
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説明と詳細情報機能

スーパーバイザは、アクティブコールのサイレントモニタリングを実行できま

す。スーパーバイザの音声はコールのどちらの側にも聞こえません。コールが

モニタされている場合、コール中にモニタリング音声アラートトーンがユーザ

に聞こえることがあります。

コールがセキュアな場合、そのコールのセキュリティステータスが Cisco IP電
話に錠前アイコンとして表示されます。コールがセキュアであり、モニタリン

グされていることを示す音声アラートトーンは、接続先の通話者にも聞こえる

ことがあります。

アクティブコールがモニタまたは録音されている場合、ユーザはイ

ンターコムコールを受信または発信できますが、インターコムコー

ルを発信するとアクティブコールが保留になります。これにより、

録音セッションは終了し、モニタリングセッションは一時停止され

ます。モニタリングセッションを再開するには、コールをモニタさ

れている通話者がコールを再開する必要があります。

（注）

モニタリングと録音

ユーザは一部の電話機またはすべての電話機をページングできます。グループ

ページの開始時に電話機でアクティブな通話が行われると、着信ページは無視

されます。

マルチキャストページング

各回線は複数のコールに対応できます。デフォルトで、電話機は 1回線あたり
2つのアクティブな通話をサポートし、最大で 1回線あたり 10個のアクティブ
な通話をサポートします。ある時点では 1コールだけが接続でき、他のコール
は自動的に保留になります。

システムでは、最大コール/ビジートリガーを 10/6以下で設定できます。10/6
を超える設定は公式にはサポートされていません。

ラインアピアランス 1つあたりの
コール数

発信者が保留状態になっている間、音楽を再生します。保留音

ハンドセットまたはヘッドセットのマイクをミュート状態にします。ミュート

元の発信者の電話番号を表示することで、エンドユーザが転送されたコールを

簡単に識別できるようにします。コールはアラートコールとして表示され、そ

の後に発信者の電話番号が表示されます。

アラート名なし

ユーザは、オフフックにすることなく、番号をダイヤルできます。次に、ハン

ドセットを持ち上げるか、[ダイヤル（Dial）]を押します。
オンフックダイヤル

ユーザは、ユーザのグループに関連付けられている別のグループの電話機で呼

出音が鳴っている場合に、そのコールに応答できます。

他グループコールピックアップ

電話機の機能および設定
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説明と詳細情報機能

短縮ダイヤル機能を設定すると、手動による操作をせずに、ForcedAuthorization
Code（FAC;強制承認コード）、クライアント識別コード（CMC）、ダイヤル
一時停止、追加の番号入力（ユーザ内線番号、会議のアクセスコード、ボイス

メールパスワードなど）が必要な宛先に到達できます。短縮ダイヤルを押す

と、電話機は指定した DNとのコールを確立し、指定した FAC、CMC、DTMF
ディジットを宛先に送信して、必要なダイヤル一時停止を使用します。

短縮ダイヤルの一時停止

リモートサイトにある複数の IP電話間でファームウェアファイルを共有し
て、アップグレードプロセスが行われるときの帯域幅を保存できます。この機

能は、デバイスのピアツーピア階層を構成するために使用されるシスコ独自の

プロトコルである、Cisco Peer-to-Peer-Distribution Protocol（CPPDP）を使用しま
す。CPPDPは、ファームウェアや他のファイルをピアデバイスからネイバー
デバイスにコピーするためにも使用します。

PFSは、帯域幅が制限されたWANリンクを経由するブランチ/リモートオフィ
ス導入シナリオでのファームウェアのアップグレードに役立ちます。

従来のアップグレード方式を上回る次の利点があります。

•中央集中型リモート TFTPサーバへの TFTP転送における輻輳が制限され
ます。

•ファームウェアのアップグレードを手動で制御する必要がなくなります。

•アップグレード時に多数のデバイスが同時にリセットされた場合の電話機
のダウンタイムが削減されます。

IP電話の数が増えればそれだけ、従来のファームウェアアップグレード方式と
比較してパフォーマンスが向上します。

ピアファームウェア共有（PFS）

キュー統計情報の PLKサポート機能により、ユーザは、ハントパイロットの
コールキュー統計を照会することができ、情報が電話機の画面に表示されま

す。

キュー統計情報の PLKサポート

ユーザが先頭にプラス（+）記号を付けて E.164番号をダイヤルできるように
します。

+記号をダイヤルするには、ユーザはアスタリスク（*）キーを1秒以上押し続
ける必要があります。これは、オンフック（編集モードを含む）またはオフフッ

クコールの最初の桁のダイヤルに適用されます。

プラスダイヤル

電話機ではLink Level Endpoint Discovery Protocol（LLDP）およびCiscoDiscovery
Protocol（CDP）を使用して電力をネゴシエートできます。

LLDPでの電力ネゴシエーション

電話機のログを提出するか、問題を管理者に報告します。エラーレポートツール

発信、折り返し、不在転送などの機能を回線ボタンに割り当てることができま

す。

プログラマブル機能ボタン

電話機の機能および設定
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説明と詳細情報機能

ユーザが、ボタンを押して、問題のあるコールの情報を送信できます。QRT
は、QRTに必要なユーザインタラクションの量に応じて、2つのユーザモード
のどちらかに設定できます。

Quality Reporting Tool（QRT;品質レ
ポートツール）

ユーザは、ボタンを押すか、[リダイヤル（Redial）]ソフトキーを押して、最
後にダイヤルした電話番号にコールをかけることができます。

リダイヤル

サービスプロバイダーは電話機をリモートでカスタマイズできます。サービス

プロバイダーが電話機を物理的に触ったり、ユーザが電話機を設定する必要は

ありません。サービスプロバイダーは、電話の注文時にセールスエンジニアと

一緒にこの設定を行うことができます。

リモートカスタマイズ（RC）

電話機に別のアクティブコールが着信したときに、回線で使用される呼出音タ

イプを指定します。

呼出音の設定

着信コールまたは発信コールの番号を使用して発信者名を識別します。LDAP
ディレクトリまたは XMLディレクトリを設定する必要があります。電話管理
のWebページを使用して名前の逆引きルックアップを有効または無効にできま
す。

名前の逆引きルックアップ

保留中のコールがゲートウェイによってドロップされないようにします。ゲー

トウェイでは RTCPポートのステータスを確認して、コールがアクティブかど
うかが判別されます。電話ポートを開いたままにしておくことによって、ゲー

トウェイは保留中のコールを終了しません。

SIPの RTCP保留

セキュアな電話機で、セキュアな会議ブリッジを使用して会議コールを発信で

きます。[会議（Confrn）]、[参加（Join）]、[割り込み（cBarge）]ソフトキー
またはミートミー会議を使用して新しい参加者が追加されると、すべての参加

者がセキュアな電話機を使用している間はセキュアコールのアイコンが表示さ

れます。

会議の各参加者のセキュリティレベルが [会議リスト（Conference List）]に表
示されます。開催者は、非セキュアの参加者を [会議参加者リスト（Conference
List）]から削除できます。[拡張アドホック会議（AdvancedAdhocConference）]
に [有効（Enabled）]パラメータが設定されていれば、開催者でなくても会議参
加者を追加または削除できます。

セキュアな会議

管理者が電話機からデバッグ情報をより迅速かつ簡単に収集できるようにしま

す。

この機能は、各 IPフォンにリモートアクセスするために SSHを使用します。
この機能を使用するには、各電話機の SSHが有効になっている必要がありま
す。

SIPエンドポイントの有用性

複数の電話機で同じ電話番号を共有したり、電話番号を同僚と共有したりでき

るようにします。

共有電話

電話機の機能および設定
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説明と詳細情報機能

電話機に、着信コールの発信者 IDと発信者番号の両方を表示できます。IP電
話の LCDディスプレイのサイズによって、表示される発信者 IDと発信者番号
の長さが制限されます。

発信者 IDおよび発信者番号の表示機能は、着信コールのアラートのみに適用
されます。コール転送とハントグループの機能は変更されません。

この表の「発信者 ID」を参照してください。

発信者 IDおよび発信者番号の表示

通話履歴の詳細に発信、受信通話の通話時間を表示します。

通話時間が 1時間以上になった場合、時間、分、秒（HH:MM:SS）の形式で時
間が表示されます。

通話時間が 1時間未満の場合は、分、秒（MM:SS）形式で時間が表示されま
す。

通話時間が 1分未満の場合は、秒（SS）形式で時間が表示されます。

通話履歴での通話時間の表示

[無視（Ignore）]ソフトキーを押すか音量ボタンを調節することにより、着信
コールをサイレント状態にできます。

着信コールをサイレント状態にする

記憶されている指定番号をダイヤルします。短縮ダイヤル

タイムゾーンの変更に伴い、Cisco IP電話を更新します。タイムゾーンのアップデート

ユーザは、接続されているコールを自分の電話機から別の番号にリダイレクト

できます。

一部の JTAPI/TAPIアプリケーションでは、Cisco IP電話の参加および直接転送
機能と互換性がないため、参加および直接転送ポリシーを設定して、同一回線

上や、場合によっては複数の回線をまたいだ参加と直接転送を無効にする必要

があります。

[転送]

コールに応答がない場合に、発信者がメッセージを残せるようにします。ボイスメッセージシステム

Webサービスは、デフォルトで有効になっています。Webアクセスはデフォルトで有効

BroadWorksサーバまたはローカル電話のいずれかからの最近の通話履歴を表示
するように電話機を設定できます。この機能を有効にすると、[通話履歴
（Recent）]画面には [次からの通話履歴を表示（Display recents from）]メ
ニューが表示され、ユーザはXSI通話履歴またはローカル通話履歴を選択でき
ます。

XSI通話履歴表示

電話機の機能および設定
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機能ボタンとソフトキー
次の表に、ソフトキーで使用可能な機能、専用機能ボタンで使用可能な機能、さらにプログラ

ム可能な機能ボタンとして設定する必要がある機能を示します。この表の「「X」」は、その
機能が対応するボタンのタイプまたはソフトキーでサポートされることを意味します。2つの
ボタンタイプとソフトキーのうち、ウェブインターフェイスまたは設定ファイル（cfg.xml）で
の設定が必要なのは、プログラム可能な機能ボタンのみです。

Cisco IP電話6821にはプログラマブル機能ボタンがありません。サポートされる機能はソフト
キーに表示されます。

（注）

表 1 :機能とボタンおよびソフトキーの対応

ソフトキープログラマブル機能ボ

タン

専用機能ボタン機能名

サポートされるサポートされるサポート対象外応答

サポートされるサポートされるサポート対象外すべてのコールの転送

サポートされるサポートされるサポート対象外コールパーク

サポート対象外サポートされるサポート対象外コールパーク回線ス

テータス

サポートされるサポートされるサポート対象外コールピックアップ

（ピックアップ）

サポート対象外サポートされるサポート対象外コールピックアップ回

線ステータス

サポート対象（接続中

の会議コールシナリオ

でのみ表示）

サポート対象外サポートされる会議

サポートされるサポート対象外サポート対象外即転送

サポートされるサポートされるサポート対象外取り込み中

サポートされるサポート対象外サポートされる保留

サポート対象外サポートされるサポート対象外インターコム

サポート対象外サポート対象外サポートされるミュート

サポートされるサポートされるサポート対象外リダイヤル

電話機の機能および設定
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ソフトキープログラマブル機能ボ

タン

専用機能ボタン機能名

サポートされるサポートされるサポート対象外短縮ダイヤル

サポートされるサポート対象外短縮ダイヤル回線ス

テータス

サポート対象（接続中

のコール転送シナリオ

でのみ表示）

サポート対象外サポートされる転送

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
ユーザがこれらの機能をオンラインキーで設定できるようにすることができます。

•短縮ダイヤル

•次のオプションで、同僚の回線を監視するための Busy Lamp Field（BLF）。

•監視対象回線への短縮ダイヤル

•監視対象回線からのコールピックアップ

ユーザは、使用可能な回線キーを選択して機能を設定できます。また、短縮ダイヤルキーまた

は BLFキーとして機能している回線キーを選択することもできます。ユーザの設定を行うと
既存のキー設定はすべて上書きされます。他の機能を設定した回線キーをユーザが選択するこ

とはできません。ユーザが BLFリストキーを選択すると、電話機は次に使用可能な回線キー
を使用して BLFリストキーの位置を調整します。

BLF機能オプションの場合、電話機は指定した BLFリスト URIに登録し、監視対象回線の状
態の変化を通知されます。BLFリストの URIを指定しない場合、電話は $ USER @ $ PROXYに

登録します。

XML（cfg.xml）コードを使用して電話機構成ファイルのパラメータを設定することもできま
す。パラメータ定義については、ラインキーの機能パラメーター （15ページ）を参照してく
ださい。

手順

ステップ 1 ユーザが機能を設定できるようにするためのラインキーを無効にします。電話機の管理ウェブ
インターフェイスでは、次の操作を実行します。

•音声 >電話タブで特定のラインキーの内線番号を無効に設定します。

設定ファイル(cfg.xml)の行固有のパラメーター：<Extension_1_
ua="na">Disabled</Extension_1_>

電話機の機能および設定
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•音声 >内線(n)タブの特定のラインキーの回線有効化を [いいえ (No)]に設定します。

設定ファイル(cfg.xml)の行固有のパラメータ：<Line_Enable_1_ ua="na">No</Line_Enable_1_>

ステップ 2 [音声（Voice）] > [Attコンソール（Att Console）]を選択します。

ステップ 3 全般セクションで、次のようにカスタマイズ可能な PLKオプションを設定します。

• sd (デフォルト):ユーザがラインキーのスピードダイヤルを設定できるようにします。

• blf:ユーザが同僚の回線を監視するようにラインキーを設定できるようにします。

• blf; cp:ユーザがラインキーを押すことによって、監視されている回線を呼び出すことが
できるようにします。

• blf; cp; sd:ユーザが、監視されている回線を呼び出すか、またはラインキーを押すこと
で、監視中の回線への着信通話に応答できるようにします。

設定ファイル (cfg .xml)内のパラメータ：
<Customizable_PLK_Options ua="na">sd</Customizable_PLK_Options>

設定後、ユーザは対応するラインキーの機能を設定することができます。

キー拡張モデルを使用した電話機では、ユーザはキー拡張モジュールキーの機能を設定できま

す。

ラインキーの機能パラメーター

次の表は、電話機のウェブインターフェイスの音声 >電話タブの下にあるラインキー (n)セク
ションにおける、スピードダイヤルパラメータの機能と使用方法を定義しています。また、パ

ラメータを設定するために、XMLコードを含む電話設定ファイルに追加される文字列のシン
タックスも定義します。

電話機の機能および設定
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表 2 :ラインキーの機能パラメーター

説明とデフォルト値パラメータ

ラインキーに内線番号を割り当てたり、ラインキーの拡張機能を無効にし

たりします。

ラインキーの数は、電話機のモデルによって異なります。内線番号を割り

当てられている場合、ラインキーをテレフォニー内線番号として設定する

ことができます。ラインキーをスピードダイヤル、話中ランプフィール

ド、コールピックアップなどの拡張機能と共に割り当てる必要がある場合

は、このフィールドを [無効（Disabled）]に設定します。

• XML(cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次の形式で文字
列を入力します。

<Extension_1_ ua="na">1</Extension_1_>

<Extension_2_ ua="na">2</Extension_2_>

<Extension_3_ ua="na">3</Extension_3_>

< Extension_4_ ua = "na" > 無効化（Disabled） </Extension_4_ >

•電話機のウェブインターフェイスで、オプションから番号を選択する
か、または無効にします。

有効値:無効 | 1 | 2 | 3 | 4、有効値は電話機によって異なります。

デフォルト: nがラインキー番号の場合、n。

[内線番号
（Extension）]

電話機の機能および設定
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説明とデフォルト値パラメータ

このフィールドは、内線が無効に設定されているラインキーでのみ機能

します。

電話機のラインキーに拡張機能を割り当てるために使用されます。次の機

能がサポートされています。

•話中ランプフィールド（BLF）

例： fnc=blf;sub=BLF_List_URI@$PROXY;usr=user_ID@$PROXY

• BLFコールピックアップ

例: fnc=blf+cp;sub=BLF_List_URI@$PROXY;usr=user_ID@$PROXY

•スピードダイヤル

例: fnc=sd;usr=user_ID@$PROXY

• BLFスピードダイヤル

例: fnc=blf+sd;sub=BLF_List_URI@$PROXY;usr=user_ID@$PROXY

• BLF、スピードダイヤル、コールピックアップ

例: fnc=blf+sd+cp;sub=BLF_List_URI@$PROXY;usr=user_ID@$PROXY

次のいずれかを実行します。

• XML(cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次の形式で文字
列を入力します。

<Extended_Function_1_>fnc=sd;ext=user_ID@$PROXY</Extended_Function_1_>

•電話機のウェブインターフェイスで、ラインキーに適用される機能を
指定します。

デフォルト：空

[拡張機能
（Extended
Function）]

回線キーの短縮ダイヤルの設定
ユーザの電話機のアイドル回線に短縮ダイヤルを設定できます。ユーザはその回線キーを使用

して、短縮ダイヤル番号にかけられます。回線キーの短縮ダイヤルを有効にすると、ユーザに

は短縮ダイヤルのアイコンが、その短縮ダイヤル回線キーの名前とともに表示されます。ユー

ザはその回線キーを押して割り当てられた内線番号にダイヤルします。

始める前に

電話管理のWebページにアクセスします。電話機ウェブインターフェイスへのアクセスを参
照してください。

電話機の機能および設定
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手順

ステップ 1 [音声（Voice）] > [電話（Phone）]を選択します。

ステップ 2 短縮ダイヤルを設定する回線キーを選択します。

ステップ 3 内線フィールドを無効に設定して、内線を無効にします。

このパラメータは、電話機の設定ファイル(cfg.xml)でも設定できます。パラメータは、回線固
有です。次の形式で文字列を入力します。

<Extension_2_ ua="na">Disabled</Extension_2_>

ステップ 4 [拡張機能（Extended Function）]フィールドに、次の形式で文字列を入力します。
fnc=sd;ext=9999@$PROXY;nme=xxxx

従来の数字の代わりに英数字で電話をかけられるようにする英数字ダイヤル機能を電話機に設

定する場合には、この形式で文字列を入力できます。

fnc=sd;ext=xxxx.yyyy@$PROXY;vid=n;nme=xxxx

定義：

• Fnc = sdは機能 =短縮ダイヤルを意味します。

• ext = 9999は、回線キーで呼び出す電話機です。9999を適切な電話番号で置き換えます。

ext = xxxx.yyyyは、回線キーで呼び出す電話機です。Xxxx.yyyyを英数字で置き換えます。
英数字ダイヤリングに使用できる文字は、a～ z、A～ Z、0～ 9、-、_、.、および +で
す。

• vid = nは電話機の回線インデックスです。

• nme =XXXXは短縮ダイヤル回線キーについて電話機で表示される名前です。XXXXを名
前で置き換えます。

このパラメータは、電話機の設定ファイル(cfg.xml)でも設定できます。パラメータは、回線固
有です。次の形式で文字列を入力します。

<Extended_Function_2_ ua="na">fnc=sd;ext=9999@$PROXY;nme=xxxx</Extended_Function_2_>

ステップ 5 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。

スピードダイヤル番号を割り当てます
電話機の短縮ダイヤルをWebインターフェイスで設定できます。ユーザは、設定されている
スピードダイヤルを電話機に表示し、スピードダイヤル番号を使用して対応する連絡先に発信

できます。

電話機の機能および設定
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始める前に

電話管理のWebページにアクセスします。電話機ウェブインターフェイスへのアクセスを参
照してください。

手順

ステップ 1 [音声（Voice）] > [ユーザ（User）]を選択します。

ステップ 2 スピードダイヤルセクションで、スピードダイヤル(n)名に名前を入力し、スピードダイヤル
(n)番号にスピードダイヤルエントリに対応する番号を入力します。

XML（cfg.xml）コードを使用して電話機構成ファイルのパラメータを設定することもできま
す。スピードダイヤルパラメータは回線固有です。次の形式で文字列を入力します。

<Speed_Dial_1_Name ua="rw">John Wood</Speed_Dial_1_Name>
<Speed_Dial_1_Number ua="rw">12345678</Speed_Dial_1_Number>

ステップ 3 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。

関連トピック

電話機ウェブインターフェイスへのアクセス

他の電話を監視するための電話設定
他の電話機の回線のステータスをモニタするように電話機を設定できます。この機能は、ユー

ザが同僚への電話を日常的に代わりに処理していて、同僚が通話に応答できるかどうかを知る

必要がある場合に役立ちます。電話機は各回線を別々の回線キーでモニタリングします。モニ

タリング回線キーは、ビジーランプフィールド（BLF）キーとして機能します。BLFは、モニ
タリング対象回線のステータスを示すために色が変わる LEDです。

表 3 : BLFキー LEDの状態

意味LEDカラー

モニタリング対象回線は使用可能です。グリーン

モニタリング対象回線はビジー状態です。赤

モニタリング対象回線が鳴っています。赤色に点滅

BLFキー設定にエラーがあります。オレンジ

電話機が BroadSoftサーバに登録されている場合は、単一の設定で、複数のユーザを監視する
ように電話機を設定できます。

電話機の機能および設定
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複数のユーザの回線をモニタリングするための電話機の設定

電話機を BroadSoftサーバに登録すると、BLFリスト全体をモニターするように電話を設定で
きます。電話機は、BLFリストのエントリを監視するために使用可能な回線キーを順番に割り
当て、BLFキーに監視対象回線のステータスの表示を開始します。

XML（cfg.xml）コードを使用して電話機設定ファイルのパラメータを設定することもできま
す。各パラメータを設定するには、複数のユーザーの回線を監視するためのパラメータ（20
ページ）の文字列のシンタックスを参照してください。

始める前に

•電話機が BroadSoftサーバに登録されていることを確認してください。

• BroadSoftサーバで電話のユーザの BLFリストを設定します。

•管理ウェブインターフェイスにアクセスします。電話機ウェブインターフェイスへのアク
セスを参照してください。

手順

ステップ 1 [音声（Voice）] > [Attコンソール（Att Console）]を選択します。

ステップ 2 BLFリスト URI、BLFリストにラインキー使用する、 BLFリスト、およびBLFラベルディ
スプレイモードを複数のユーザーの回線を監視するためのパラメータ（20ページ）に記載さ
れているように設定します。

ユーザに個々の BLFキーの設定を許可する場合は、（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（14ページ）を参照）、 BLFリストを非表示に設定することを推奨しま
す。

ステップ 3 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。

複数のユーザーの回線を監視するためのパラメータ

次の表では、電話機のウェブインターフェイスの音声 > Att Consoleタブの全般セクションに
あるBLFパラメータの機能と使用法を定義しています。また、パラメータを設定するために、
XMLコードを含む電話設定ファイルに追加される文字列のシンタックスも定義します。

電話機の機能および設定
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表 4 :複数のユーザーの回線を監視するためのパラメーター

説明とデフォルト値パラメータ

BroadSoftサーバ上で、電話機のユーザに対して設定したビジーランプ
フィールド（BLF）リストの Uniform Resource Identifier（URI）。

このフィールドは、電話機が BroadSoftサーバに登録されている場合にの
み適用されます。BLFリストは、電話機が監視を許可されている回線を持
つユーザのリストです。詳細については、他の電話を監視するための電話

設定（19ページ）を参照してください。

BLFリスト URIは次のフォーマットで指定する必要があります。
<URI_name>@<server>。指定されたBLFリストURIは、BroadSoftサー
バのListURI: sipパラメータに設定された値と同じである必要があります。

次のいずれかを実行します。

• XML(cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次の形式で文字
列を入力します。

<BLF_List_URI

ua="na">MonitoredUsersList@sipurash22.com</BLF_List_URI>

•電話機のウェブインターフェイスで、BroadSoftサーバで定義されて
いる BLFリストを指定します。

デフォルト：空白

BLFリスト URI

BLFリストの監視がアクティブなときに、電話機が回線キーを使用して
BLFリストを監視するかどうかを制御します。

いいえに設定した場合、電話機は BLFリストを監視するためにキー拡張
モジュールのキーのみを使用します。

この設定は、BLFリストが表示に設定されている場合にのみ意味がありま
す。

次のいずれかを実行します。

• XML(cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次の形式で文字
列を入力します。

<Use_Line_Keys_For_BLF_List

ua="na">Yes</Use_Line_Keys_For_BLF_List>

•電話機のウェブインターフェイスで、未登録の回線キーを使用して
BLFリストエントリを監視するには、このフィールドを [はい（Yes）]
に設定します。BLFリストエントリのモニタリングに回線キーが使用
されないようにするには、[いいえ（No）]に設定します。

デフォルト：[いいえ（No）]

[BLFリストに回
線キーを使用

（Use Line Keys
For BLF List）]

電話機の機能および設定
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説明とデフォルト値パラメータ

BLFリストのモニタリングを有効または無効にする

表示に設定すると、電話機は利用可能な回線キーまたはキー拡張モジュー

ルを順番に割り当て、BLFリストのエントリを監視します。BLFリスト
キーのラベルには、監視対象ユーザの名前と監視対象回線のステータスが

表示されます。

この設定は、次の場合にのみ意味があります。BLFリスト URI設定され
ています。

次のいずれかを実行します。

• XML(cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次の形式で文字
列を入力します。

<BLF_List ua="rw">表示</BLF_List>

•電話機のウェブインターフェイスで、このフィールドを表示または非
表示に設定し、BLFモニタリング機能をアクティブまたは非アクティ
ブにします。

有効値：表示|隠す

デフォルト:表示

BLFリスト

回線キーまたはキー拡張モジュールのキーで BLFエントリをどのように
表示するかを指定します。オプションには、名前、内線（内線番号）、お

よびその両方があります。

次のいずれかを実行します。

• XML(cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次の形式で文字
列を入力します。

<BLF_Label_Display_Mode ua="na">Name</BLF_Label_Display_Mode>

•電話機のウェブインターフェイスで、リストからオプションを選択し
ます。

有効値：名前 |内線 |両方

デフォルト：名前

[BLFラベル表示
モード（BLF
Label Display
Mode）]

1人のユーザの回線を監視するために電話機に回線キーを設定する
同僚が電話に対応できるかをモニタする必要があるときに、電話回線でビジーランプフィー

ルドを設定することができます。

短縮ダイヤルやコールピックアップの任意の組み合わせでビジーランプフィールドを動作さ

せるように設定できます。たとえば、ビジーランプフィールド単独、ビジーランプフィール

電話機の機能および設定
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ドと短縮ダイヤル、ビジーランプフィールドとコールピックアップ、またはビジーランプ

フィールドと短縮ダイヤルとコールピックアップ、すべてがまとめて動作するよう設定できま

す。ただし、短縮ダイヤル単独には別の構成が必要です。

XML（cfg.xml）コードを使用して電話機設定ファイルのパラメータを設定することもできま
す。各パラメータを設定するには、1つの回線をモニタリングするためのパラメータ（23ペー
ジ）の文字列のシンタックスを参照してください。

始める前に

電話管理のWebページにアクセスします。電話機ウェブインターフェイスへのアクセスを参
照してください。

手順

ステップ 1 [音声（Voice）] > [電話（Phone）]を選択します。

ステップ 2 ビジーランプフィールドを設定する回線キーを選択します。

ステップ 3 内線、拡張機能フィールドを1つの回線をモニタリングするためのパラメータ（23ページ）
で定義されているように設定します。

ステップ 4 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。

1つの回線をモニタリングするためのパラメータ

次の表は、電話機のウェブインターフェイスの音声 >電話タブの下にあるラインキー (n)セク
ションにおける、話中ランプフィールド（BLF）パラメータ機能と使用方法を定義していま
す。また、パラメータを設定するために、XMLコードを含む電話設定ファイルに追加される
文字列のシンタックスも定義します。

電話機の機能および設定
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表 5 : 1つの回線をモニタリングするためのパラメータ

説明とデフォルト値パラメータ

ラインキーに内線番号を割り当てたり、ラインキーの拡張機能を無効にし

たりします。

ラインキーの数は、電話機のモデルによって異なります。内線番号を割り

当てられている場合、ラインキーをテレフォニー内線番号として設定する

ことができます。ラインキーをスピードダイヤル、話中ランプフィール

ド、コールピックアップなどの拡張機能と共に割り当てる必要がある場合

は、このフィールドを [無効（Disabled）]に設定します。

次のいずれかを実行します。

• XML(cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次の形式で文字
列を入力します。

<Extension_1_ ua="na">1</Extension_1_>

<Extension_2_ ua = "na"> 無効化（Disabled）</Extension_2_>

< Extension_3_ ua = "na" > 無効化（Disabled） </Extension_3_ >

< Extension_4_ ua = "na" > 無効化（Disabled） </Extension_4_ >

•電話機のウェブインターフェイスで、このフィールドを[無効化
（Disabled）]に設定すると、ラインキーの別の回線を監視できます。

デフォルト: nがラインキー番号の場合、n。

[内線番号
（Extension）]

電話機の機能および設定
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説明とデフォルト値パラメータ

このフィールドは、内線)フィールドが [無効（Disabled）]に設定されて
いるラインキーでのみ機能します。

次のシンタックスを使用して、BLF、スピードダイヤル、およびコール
ピックアップ機能によってラインキーを設定します。

•ビジーランプフィールド（BLF）

例: fnc=blf;sub=BLF_List_URI@$PROXY;ext=user_ID@$PROXY

• BLFコールピックアップ

例: fnc = blf + cp; sub = BLF_List_URI@ $PROXY; ext = user_ID@

$PROXY

• BLFスピードダイヤル

例: fnc = blf + sd; sub = BLF_List_URI@ $PROXY; ext = user_ID@

$PROXY

• BLF、スピードダイヤル、コールピックアップ

例: fnc = blf + sd + cp; sub = BLF_List_URI@ $PROXY; ext = user_ID@

$PROXY

次のいずれかを実行します。

• XML(cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次の形式で文字
列を入力します。

<Extended_Function_1_>fnc=blf;sub=BLF_List_URI@$PROXY;ext=user_ID@$PROXY</Extended_Function_1_>

•電話機のウェブインターフェイスで、有効なシンタックスを使用して
フィールドを設定し、ラインキーを使用して別のユーザまたは内線を

モニタリングできるようにします。

デフォルト：空

[拡張機能
（Extended
Function）]

スターコードを使用した会議ボタンの有効化
電話会議ボタンにスターコードを追加することができます。これによって、ユーザがボタンを

一度押すだけで多くのアクティブな通話を電話会議に追加できます。電話のwebページからこ
の機能を有効にすることができます。

始める前に

•電話サーバはこの機能をサポートする必要があります。

電話機の機能および設定
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•電話管理のWebページにアクセスします。電話機ウェブインターフェイスへのアクセス
を参照してください。

手順

ステップ 1 [音声（Voice）] > [内線（n）（Ext(n)）]を選択します。ここで、nは内線番号です。

ステップ 2 コール機能の設定セクションで、会議シングルハードキーと会議ブリッジの URLフィールド
会議ボタンのパラメータ（26ページ）で定義されているように設定します。

また、電話会議ボタンをxmlファイルで有効にすることもできます。次の形式で文字列を入力
します。

<Conference_Bridge_URL_1_ ua="na">*55</Conference_Bridge_URL_1_>

<Conference_Single_Hardkey_1_ ua="na">Yes</Conference_Single_Hardkey_1_>

ステップ 3 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。

会議ボタンのパラメータ

次の表は、電話機のウェブインターフェイスの音声 >内線(n)タブの通話機能設定セクション
における、会議ボタンのパラメータの機能と使用方法を定義しています。また、パラメータを

設定するために、XMLコードを含む電話設定ファイルに追加される文字列のシンタックスも
定義します。
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表 6 :会議ボタンのパラメータ

説明とデフォルト値パラメータ

このフィールドを使用して、会議コールを開始するためにキーの会議ボタ

ンだけを使用するかどうかを指定できます。[はい ( Yes)]に設定すると、
ユーザは会議ボタンだけを使用して会議コールを開始できます。「Conf
」ソフトキーが非アクティブ化されます。[いいえ ( No)]に設定すると、
ユーザは会議ボタン Confソフトキーの両方を使用できます。

次のいずれかを実行します。

• XML(cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次の形式で文字
列を入力します。

<Conference_Single_Hardkey_1_
ua="na">Yes</Conference_Single_Hardkey_1_>

•電話機のウェブインターフェイスで、このフィールドを[はい（Yes）]
または [いいえ（no）]に設定して、この機能を有効または無効にしま
す。

有効値:はい（Yes） |いいえ（No）

デフォルト：[いいえ（No）]

会議のシングル

ハードキー

電話会議への参加に使用されるURL、通常、ダイヤル可能な番号またはこ
のフォーマットuser@IPaddress:portのURIの形式

• XML(cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次の形式で文字
列を入力します。

<Conference_Bridge_URL_1_ ua="na">*55</Conference_Bridge_URL_1_>

•電話機のウェブインターフェイスで、会議ブリッジとしてURIまたは
番号を指定します。

デフォルト：空

[会議ブリッジの
URL（Conference
Bridge URL）]

英数字ダイヤリングの設定
電話機のユーザが数字のみの代わりに英数字をダイヤルしてコールを発信できるように電話機

を設定することができます。電話の webページで、スピードダイヤル、BLF、コールピック
アップとともに英数字ダイヤルを設定できます。

始める前に

電話管理のWebページにアクセスします。電話機ウェブインターフェイスへのアクセスを参
照してください。
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手順

ステップ 1 [音声（Voice）] > [内線（Ext）]を選択します。

ステップ 2 [URIダイヤルの有効化1（Enable URI Dialing 1）]で、[はい（Yes）]を選択して英数字ダイヤ
ルを有効にします。

設定ファイル (cfg .xml)でパラメータを使用することもできます。パラメータは、回線固有で
す。

<Enable_URI_Dialing_1_ ua="na">Yes</Enable_URI_Dialing_1_>

電話機のページで、回線キーに対して、次の形式で文字列を追加して、短縮ダイヤルとともに

英数字ダイヤル機能を有効にすることができます。

fnc=sd;ext=xxxx.yyyy@$PROXY;nme=yyyy,xxxx

例：

fnc=sd;ext=first.last@$PROXY;nme=Last,First

上記の例によって、ユーザが通話を発信する際に「first.dial」とダイヤルできるようになりま
す。

英数字ダイヤルに使用できるサポートされている文字は、a ~ z、A ~ Z、0 ~ 9、-、
_、.、および +です。

（注）

ステップ 3 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。

コールパーク
コールパークを使用すると、コールをパークして、使用している電話機または別の電話機から

コールを取得することができます。この機能が設定されている場合、次のLEDの色が回線キー
に表示されます。

•緑色の LED：コールパークが正常に設定されています。

•オレンジ色の LED：コールパークが設定されていません。

•赤色でゆっくり点滅する LED：コールがパークされています。

スターコードを使用したコールパークの設定

コールパークを設定して、ユーザがコールを保留し、そのコールをユーザの電話機や別の電話

機から取れるようにできます。

コールパークを設定する場合は、コールパークコードとコールパーク解除コードを、サーバ

に設定されている機能アクセスコードと一致させる必要があります。

電話機の機能および設定
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始める前に

電話管理のWebページにアクセスします。電話機ウェブインターフェイスへのアクセスを参
照してください。

手順

ステップ 1 [音声（Voice）] > [地域（Regional）]を選択します。

ステップ 2 [コールパークコード（Call Park Code）]フィールドに [*68]を入力します。

次の形式で文字列を入力して、設定ファイル (cfg .xml)のパラメータを設定することもできま
す。

<Call_Park_Code ua="na">*68</Call_Park_Code>

ステップ 3 [コールパーク解除コード（Call Unpark Code）]フィールドに [*88]を入力します。

次の形式で文字列を入力することによって、設定ファイル (cfg .xml)でこのパラメータを設定
することもできます。

<Call_Unpark_Code ua="na">*88</Call_Unpark_Code>

ステップ 4 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。

ワンボタンコールパークの設定

ワンボタンコールパークを使用する場合、通話をパーキングおよびアンパーキングするために

キーストロークの組み合わせを入力する必要はありません。

始める前に

電話機ウェブインターフェイスへのアクセスおよび複数のユーザの回線をモニタリングするた

めの電話機の設定（20ページ）

手順

ステップ 1 音声 >アテンドコンソール（ATT Console）に移動します

ステップ 2 BLF List URIフィールドに、uri_name@serverを入力します。

BLFリスト URIフィールドには、リストURIに設定されている値と同じ値が必要です:sip
parameter on the BroadSoft server.

次の形式で文字列を入力することによって、設定ファイル (cfg .xml)でこのパラメータを設定
することもできます。

<BLF_List_URI ua="na">uri_name@server</BLF_List_URI>

ステップ 3 BLFリスト機能オプションドロップダウンリストからprkを選択します。
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次の形式で文字列を入力することによって、設定ファイル (cfg .xml)でこのパラメータを設定
することもできます。

<BLF_List_Feature_Options ua="na">prk</BLF_List_Feature_Options>

有効値は、 blf+sd+cp|prk.デフォルト値は blf+sd+cpです。

[BLFリスト機能オプションフィールドがprkに設定されている場合、自動割り当て
キーはコールパーク機能にのみ使用されます。

（注）

ステップ 4 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。

ラインキーにコールパークを追加する

コールパークをラインキーに追加すると、ユーザがコールを一時的に保存したり取得したり

することができます。コールパークは専用回線および共有電話でサポートされます。

始める前に

電話管理のWebページにアクセスします。電話機ウェブインターフェイスへのアクセスを参
照してください。

手順

ステップ 1 [音声（Voice）] > [電話（Phone）]を選択します。

ステップ 2 ラインキーを選択します。

ステップ 3 内線フィールドを[無効（Disabled）]に設定します。

このパラメータは、設定ファイル(cfg.xml)のパラメータでも設定できます。パラメータは、回
線固有です。文字列を次の形式で入力します。

<Extension_2_ ua="na">Disabled</Extension_2_>

ステップ 4 [拡張機能（Extended Function）]フィールドに、次の形式で文字列を入力します。

プライベート回線の場合は、を入力します。

fnc=prk;sub=$USER@$PROXY;nme=CallPark-Slot1

共有電話の場合、を入力します。

fnc=prk;sub=$USER@$PROXY;nme=Call-Park1;orbit=<DN of primary line>

ここで、

• fnc = prkは関数がコールパークであることを意味します。

• sub= 999999はコールがパークする電話機です。999999を番号で置き換えます。

• nme =XXXXは、コールパーク回線キーについて、電話機に表示される名前です。XXXX
を名前で置き換えます。
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このパラメータは、設定ファイル(cfg.xml)の回線固有のパラメータでも設定できます。文字列
を次の形式で入力します。

<Extended_Function_2_
ua="na">fnc=prk;sub=$USER@$PROXY;nme=CallPark-Slot1</Extended_Function_2_>

ステップ 5 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。

オプションのネットワークを設定する
オプションのネットワークサーバは、DNSルックアップ、ネットワーク時間、ロギング、デ
バイス検出などのリソースを提供します。また、ユーザの電話機に PCポートミラーリングを
追加できるようにします。ユーザは電話機からこのサービスを有効または無効にすることがで

きます。

XML（cfg.xml）コードを使用して電話機構成ファイルのパラメータを設定することもできま
す。各パラメータを設定するには、オプションネットワーク設定のパラメータ（31ページ）
の文字列のシンタックスを参照してください。

始める前に

電話管理のWebページにアクセスします。電話機ウェブインターフェイスへのアクセスを参
照してください。

手順

ステップ 1 [音声（Voice）] > [システム（System）]を選択します。

ステップ 2 [オプションのネットワーク設定（OptionalNetworkConfiguration）]セクションで、オプション
ネットワーク設定のパラメータ（31ページ）の説明に従って、フィールドを設定します。

ステップ 3 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。

オプションネットワーク設定のパラメータ

次の表は、電話機のウェブインターフェイスの音声>システムタブの下にあるオプションネッ
トワーク設定セクションにおける、アクセス制御パラメータの機能と使用方法を定義していま

す。また、パラメータを設定するために、XMLコードを含む電話設定ファイルに追加される
文字列のシンタックスも定義します。
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表 7 :オプションネットワーク設定のパラメータ

説明とデフォルト値パラメータ

電話機が使用するサーバのホスト名。

• XML(cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次の形式で文字
列を入力します。

<Host_Name ua="rw">serverhost.com</Host_Name>

•電話機のウェブインターフェイスで、使用するサーバのホスト名を入
力します。

デフォルト：空

ホスト名

電話機のネットワークドメイン。

LDAPを使用している場合は、LDAP設定を参照してください。

次のいずれかを実行します。

• XML(cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次の形式で文字
列を入力します。

<Domain ua="rw">domainexample.com</Domain>

•電話機のウェブインターフェイスで、電話機のドメインを入力しま
す。

デフォルト：空

ドメイン

DNSサーバを選択する順序を指定します。

次のいずれかを実行します。

• [手動、DHCP（Manual, DHCP）]

•手動（Manual）

• DHCP、手動

• XML(cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次の形式で文字
列を入力します。

<DNS_Server_Order ua="na">Manual,DHCP</DNS_Server_Order>

•電話機のウェブインターフェイスで、DNSサーバを選択するために、
電話機が従う順序を指定します。

有効値:手動、DHCP |手動 |DHCP、手動

デフォルト：主導、DHCP

[DNSサーバ順序
（DNS Server
Order）]
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説明とデフォルト値パラメータ

DNSクエリモードを指定します。

次のいずれかを実行します。

• XML(cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次の形式で文字
列を入力します。

<DNS_Query_Mode ua="na">Parallel</DNS_Query_Mode>

•電話機のウェブインターフェイスで、DNSクエリのモードを選択しま
す。

有効：並列|順次

デフォルト:並列

[DNSクエリモー
ド（DNS Query
Mode）]

DNSキャッシングを有効または無効にします。有効にすると、DNSクエ
リの結果はキャッシュされません。電話機は、ローカルキャッシュが期限

切れになるまで、ローカルDNSキャッシュを取得します。無効にすると、
電話機は常に DNSクエリを実行します。

次のいずれかを実行します。

• XML(cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次の形式で文字
列を入力します。

<DNS_Caching_Enable ua="na">Yes</DNS_Caching_Enable>

•電話機のウェブインターフェイスで、このフィールドを [はい（Yes）]
または [いいえ（no）]に設定して DNSキャッシュを有効または無効
にします。

有効値:はい（Yes） |いいえ（No）

デフォルト：[はい（Yes）]

[DNSキャッシン
グ有効（DNS
Caching Enable）]
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説明とデフォルト値パラメータ

ネットワークポートの速度とデュプレックスを選択できます。値は次のと

おりです。

•自動

• 10ハーフ

• 10フル

• 100ハーフ

• 100フル

次のいずれかを実行します。

• XML(cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次の形式で文字
列を入力します。

<Switch_Port_Config ua="na">AUTO</Switch_Port_Config>

•電話機のウェブインターフェイスで、ポートのスピードを選択する
か、または自動を選択して、システムがスピードを選択できるよう

にします。

デフォルト：[自動（Auto）]

[スイッチポート
の設定（Switch
Port Config）]

コンピュータ（アクセス）ポートの速度とデュプレックスを選択できま

す。

•自動

• 10ハーフ

• 10フル

• 100ハーフ

• 100フル

次のいずれかを実行します。

• XML(cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次の形式で文字
列を入力します。

<PC_Port_Config ua="na">AUTO</PC_Port_Config>

•電話機のウェブインターフェイスで、ポートのスピードを選択する
か、または自動を選択して、システムでスピードを選択できるように

します。

デフォルト：[自動（Auto）]

[PCポートの設定
（PC Port
Config）]
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説明とデフォルト値パラメータ

電話機の PCポートを有効または無効にします。

次のいずれかを実行します。

• XML(cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次の形式で文字
列を入力します。

<PC_PORT_Enable ua="na">Yes</PC_PORT_Enable>

•電話機のウェブインターフェイスで、このフィールドを[はい（Yes）]
または [No（いいえ）]に設定して、電話機の PCポートを有効また
は無効にします。

有効値:はい（Yes） |いいえ（No）

デフォルト：[はい（Yes）]

[PCポート有効
（PC PORT
Enable）]

電話機の PCポートミラーリングを有効または無効にします。[はい (Yes)]
に設定すると、電話機のパケットが表示されます。

次のいずれかを実行します。

• XML(cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次の形式で文字
列を入力します。

<Enable_PC_Port_Mirror ua="na">No</Enable_PC_Port_Mirror>

•電話機のウェブインターフェイスで、このフィールドを[はい（Yes）]
または [いいえ（no）]に設定して、電話機の PCポートミラーリング
を有効または無効にします。

有効値:はい（Yes） |いいえ（No）

デフォルト：[いいえ（No）]

[PCポートミラー
リングを有効化

（Enable PC Port
Mirror）]

システムログパラメータを参照してください。[Syslogサーバ
（Syslog Server）]

システムログパラメータを参照してください。Syslog識別子
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説明とデフォルト値パラメータ

時刻の同期に使用されるプライマリNTPサーバの IPアドレスまたは名前。

IPv4と IPv6の両方のプライマリ NTPサーバを設定できます。

次のいずれかを実行します。

• XML(cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次の形式で文字
列を入力します。

<Primary_NTP_Server ua="rw">192.168.1.10</Primary_NTP_Server>

•電話機のウェブインターフェイスで、NTPサーバの IPアドレスまた
はホスト名を指定します。

デフォルト：空白

[プライマリNTP
サーバ（Primary
NTP Server）]

時刻の同期に使用されるセカンダリNTPサーバの IPアドレスまたは名前。

IPv4と IPv6の両方のプライマリ NTPサーバを設定できます。

次のいずれかを実行します。

• XML(cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次の形式で文字
列を入力します。

<Secondary_NTP_Server ua="rw">192.168.1.11</Secondary_NTP_Server>

•電話機のウェブインターフェイスで、NTPサーバの IPアドレスまた
はホスト名を指定します。

デフォルト：空白

[セカンダリNTP
サーバ

（Secondary NTP
Server）]

このフィールドは、内線 (n)タブで電話機がサービスの時間 (TOS)パラメー
タを使用するかどうかを制御します。内線 (n)タブで指定されている TOS
設定を電話機で使用する場合は、このフィールドを [はい（Yes)）]に設定
します。それ以外の場合は、このフィールドを [いいえ（No）]に設定し
ます。

• XML(cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次の形式で文字
列を入力します。

<Use_Config_TOS ua="na">No</Use_Config_TOS>

•電話機ウェブインターフェイスで、必要に応じて [はい（Yes）]また
は [いいえ（No）]を選択します

有効値:はい（Yes） |いいえ（No）

デフォルト：[いいえ（No）]

Config TOSを使
用する
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XMLサービス
電話機は、XMLディレクトリサービスやその他のXMLアプリケーションなどのXMLサービ
スのサポートを提供します。XMLサービスの場合、HTTPと HTTPSのサポートのみが利用可
能です。

次の Cisco XMLオブジェクトがサポートされています。

• CiscoIPPhoneMenu

• CiscoIPPhoneText

• CiscoIPPhoneInput

• CiscoIPPhoneDirectory

• CiscoIPPhoneIconMenu

• CiscoIPPhoneStatus

• CiscoIPPhoneExecute

• CiscoIPPhoneImage

• CiscoIPPhoneImageFile

• CiscoIPPhoneGraphicMenu

• CiscoIPPhoneFileMenu

• CiscoIPPhoneStatusFile

• CiscoIPPhoneResponse

• CiscoIPPhoneError

• CiscoIPPhoneGraphicFileMenu

• Init:CallHistory

• Key:Headset

• EditDial:n

サポートされる URIの完全なリストは、次の URLにある『Cisco Unified IP電話 Services
Application Development Notes for Cisco Unified CommunicationsManager andMultiplatform Phones』
に含まれています。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/
ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/products-programming-reference-guides-list.html

XMLディレクトリサービス
XMLURLに認証が必要な場合、パラメータ XML UserNameおよび XML Passwordを使用し
ます。
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XML URLのパラメータ XML UserNameは、$XML UserNameに置き換えられます。

例：

パラメータ XML UserNameは、ciscoです。XMLディレクトリサービス URLは、
http://www.sipurash.compath?username=$XML_User_Nameです。

結果のリクエスト URL：http://www.sipurash.com/path?username=cisco

XMLアプリケーションに接続するための電話機の設定
XMLアプリケーションのパラメータ（38ページ）の定義に従って、設定ファイル (cfg .xml)
でパラメータを設定することもできます。

始める前に

電話管理のWebページにアクセスします。電話機ウェブインターフェイスへのアクセスを参
照してください。

手順

ステップ 1 [音声（Voice）] > [電話（Phone）]を選択します。

ステップ 2 XMLサービス セクションで、XMLアプリケーションのパラメータ（38ページ）の定義に
従って、 XMLアプリケーションサービス名とXMLアプリケーションサービス URL フィー
ルドを設定します。

ステップ 3 （オプション）XMLアプリケーションのパラメータ（38ページ）で定義されているように、
XMLユーザー名と XMLパスワードフィールドにXMLサービスを認証するためのユーザー名
とパスワードを指定します。

ステップ 4 （オプション）外部アプリケーション（ウェブアプリケーションなど）から電話へのPostを介
したCGI / Execute URL認証を有効にして構成します。

XMLアプリケーションのパラメータ（38ページ）で定義されているように、 CISCO XML
EXE有効化と CISCO XML EXE認証モードフィールドを設定します。

ステップ 5 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。

XMLアプリケーションのパラメータ

次の表では、電話機のウェブインターフェイスの音声 >電話タブの下にあるXMLサービスセ
クションにおける、XMLアプリケーションパラメータの機能と使用方法を定義しています。
また、パラメータを設定するために、XMLコードを含む電話設定ファイルに追加される文字
列のシンタックスも定義します。
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表 8 : XMLアプリケーションのパラメータ

説明パラメータ

XMLアプリケーションの名前。ウェブアプリケーションの選択肢として
電話機に名前が表示されます。

次のいずれかを実行します。

• XML(cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次の形式で文字
列を入力します。

<XML_Application_Service_Name
ua="na">XML_APP</XML_Application_Service_Name>

•電話機のウェブインターフェイスで、XMLアプリケーションの名前
を入力します。

デフォルト：空

[XMLアプリケー
ションサービス名

（XML
Application Service
Name）]

XMLアプリケーションが配置されているURL

マクロ変数はXMLURLでサポートされています。有効なマクロ変数につ
いては、マクロ変数（41ページ）を参照してください。

次のいずれかを実行します。

• XML(cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次の形式で文字
列を入力します。

<XML_Application_Service_URL
ua="na">XML_APP</XML_Application_Service_URL>

•電話機のウェブインターフェイスで、XMLアプリケーションの URL
を入力します。

デフォルト：空

[XMLアプリケー
ションサービス

URL（XML
Application Service
URL）]

認証を目的としたXMLサービスのユーザ名。

次のいずれかを実行します。

• XML(cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次の形式で文字
列を入力します。

<XML_User_Name ua="na">username</XML_User_Name>

•電話機のウェブインターフェイスで、XMLサービスの認証に使用す
るユーザ名を入力します。

デフォルト：空

[XMLユーザ名
（XML User
Name）]
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説明パラメータ

指定された XMLユーザ名の XMLサービスパスワード。このフィールド
に入力したパスワードは、設定ファイル (cfg)に表示されます。
<!--
<XML_Password ua="na">*************</XML_Password>
-->

デフォルト：空

[XMLパスワード
（XML
Password）]

XMLアプリケーションサーバにアクセスするために認証が必要かどうか
を指定します。

次のいずれかを実行します。

• XML(cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次の形式で文字
列を入力します。

<CISCO_XML_EXE_Enable ua="na">Yes</CISCO_XML_EXE_Enable>

•電話機のウェブインターフェイスで、[はい（Yes）]または [いいえ
（no）]に設定して認証を有効または無効にします。

有効値:はい（Yes） |いいえ（No）

デフォルト：[いいえ（No）]

CISCO XML EXE
有効

電話機の機能および設定
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説明パラメータ

CiscoXMLEXEの認証モードを指定します。次のオプションを使用できま
す。

•信用（Trusted）—ローカルの資格情報に関係なく認証は実行されませ
ん。

•ローカルクレデンシャル—認証は、設定されている場合、ローカルの
資格情報を使用したダイジェスト認証に基づきますローカルの資格情

報が設定されていない場合、認証は実行されません。

•リモートクレデンシャル：認証は、（XMLアプリケーションサーバ
にアクセスするために）ウェブページの XMLアプリケーションで設
定されているリモート資格情報を使用したダイジェスト認証に基づき

ます。

次のいずれかを実行します。

• XML(cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次の形式で文字
列を入力します。

<CISCO_XML_EXE_Auth_Mode ua="na">Local
Credential</CISCO_XML_EXE_Auth_Mode>

•電話機のウェブインターフェイスで、認証モードを選択します。

有効値：信用（Trusted） |ローカル資格情報 |リモート資格情報

デフォルト:ローカル資格情報

CISCO XML EXE
認証モード

マクロ変数

XMLURLでマクロ変数を使用することができます。次のマクロ変数がサポートされています。

•ユーザ ID：UID1、UID2～ UIDn

•表示名：DISPLAYNAME1、DISPLAYNAME2～ DISPLAYNAMEn

•認証 ID：AUTHID1、AUTHID2～ AUTHIDn

•プロキシ：PROXY1、PROXY2～ PROXYn

•小文字の 16進数を使用したMACアドレス：MA

•製品名：PN

•製品シリアル番号：PSN

•シリアル番号：SERIAL_NUMBER

次の表に、電話機でサポートされているマクロのリストを示します。
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マクロ展開マクロ名

$$形式は、単一の $文字に展開されます。$

汎用パラメータ GPP_A～ GPP_Pで置き換えられます。A～ P

特殊用途のパラメータGPP_SA～GPP_SDで置き換えられます。これらの
パラメータには、プロビジョニングで使用されるキーまたはパスワードが

保持されます。

$SA～ $SDは、オプションの resync URL修飾子 --keyを引数と
して認識されます。

（注）

SA～ SD

小文字の 16進数を使用したMACアドレス（000e08aabbcc）。MA

大文字の 16進数を使用したMACアドレス（000E08AABBCC）。MAU

小文字の 16進数を使用し、16進数ペアがコロンで区切られたMACアド
レス（00:0e:08:aa:bb:cc）。

MAC

製品名。IP電話 6841など。PN

製品シリーズ番号。6841など。PSN

シリアル番号の文字列。88012BA01234など。SN

SSLクライアント証明書のステータス（インストール済みまたは未インス
トール）。

CCERT

ローカルサブネット内の電話機の IPアドレス。192.168.1.100など。IP

インターネットで表示される、電話機の外部 IP。66.43.16.52など。EXTIP

ソフトウェアバージョンの文字列。2.0.6(b)など。ソフトウェアバージョ
ンの文字列を使用して、次のいずかの方法で、現在の電話機のファーム

ウェアロードと比較します。

•引用符ありの "$SWVER"：ファームウェアロード名の比較で変数が
文字列として機能します。"$SWVER" eq

"sip8845_65.1-0129-18-0356dev.loads"の場合、電話機のモデル番号

とロード番号は比較の一部です。

•引用符なしの $SWVER：変数が解析され、ビルド番号に加えて、メ
ジャー、マイナー、およびマイクロリビジョン番号が判別されます。

たとえば、sip88xx.11-1-1MSR-1dev.loadsと

sip8845_65.11-1-1MSR-1dev.loadsのファームウェア名が解析された場

合、その結果でモデル番号とロード番号が無視されます。両方のファー

ムウェア名の解析結果として、メジャーリビジョン=1、マイナーリ
ビジョン=1、マイクロリビジョン=1MSR、ビルド番号=1が得られま
す。

SWVER
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マクロ展開マクロ名

ハードウェアバージョンの文字列。1.88.1など。HWVER

プロビジョニングの状態（数値文字列）

• -1 =明示的な再同期要求

• 0 =電源投入再同期

• 1 =定期的な再同期

• 2 =再同期の失敗、再試行

PRVST

アップグレードの状態（数値文字列）

• 1 =最初のアップグレード試行

• 2 =アップグレードの失敗、再試行

UPGST

前回のアップグレード試行の結果メッセージ（ERR）。http_get failedな
ど。

UPGERR

最後の再同期から経過した秒数。PRVTMR

最後のアップグレード試行から経過した秒数。UPGTMR

SIPサーバで回線 1が登録解除されてから経過した秒数。REGTMR1

SIPサーバで回線 2が登録解除されてから経過した秒数。REGTMR2

レガシーのマクロ名。UPGCOND

ファイルアクセススキーム（再同期またはアップグレードURLの解析後
に取得される TFTP、HTTP、または HTTPS）。

SCHEME

廃止された SCHEMEエイリアス。使用しないでください。METH

ターゲットサーバのホスト名を要求します。SERV

ターゲットサーバの IPアドレスを要求します（DNSルックアップの後）。SERVIP

ターゲット UDP/TCPポートを要求します。PORT

ターゲットのファイルパスを要求します。PATH

再同期またはアップグレード試行の結果のメッセージ。ERR

回線 nの UserID設定パラメータの内容。UIDn

ユニットがカスタマイズされている場合、値は 1。それ以外の場合は 0。

Web UI情報ページで確認できるカスタマイズステータス。（注）

ISCUST
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マクロ展開マクロ名

最初の接続、呼び出し、または着信コールに関連付けられた名前。INCOMINGNAME

最初の接続、呼び出し、または着信コールの電話番号。複数のコールがあ

る場合は、最初に見つかったコールに関連付けられているデータが渡され

ます。

REMOTENUMBER

回線 Nの表示名設定パラメータの内容。DISPLAYNAMEn

回線 Nの認証 ID設定パラメータの内容。AUTHIDn

共有電話
共有電話は、1台以上の電話機に表示される電話番号です。同じディレクトリ番号を複数の異
なる電話機に割り当てることにより、共有電話を作成することができます。

着信コールは回線を共有しているすべての電話機に表示され、誰でもそのコールに応答するこ

とができます。1台の電話機では、一度に 1つのコールのみをアクティブにすることができま
す。

回線を共有しているすべての電話機にコール情報が表示されます。誰かがプライバシー機能を

オンにすると、その電話機からの発信コールは表示されません。ただし、共有電話への着信

コールは表示されます。

共有電話にコールがかけられると、共有電話を持つすべての電話機で呼出音が鳴ります。共有

コールを保留にした場合、回線を共有している電話機で対応する回線キーを押して、コールを

再開することができます。また、[再開（Resume）]アイコンが表示される場合は、[選択
（Select）]ボタンを押すことができます。

次の共有電話機能がサポートされています。

•回線捕捉

•パブリック保留

•プライベート保留

•サイレント割り込み（有効なプログラム可能なソフトキーを通じてのみ）

次の機能は、専用回線としてサポートされています。

• [転送]

•会議

•コールパーク/コール取得

•コールピックアップ

•取り込み中

電話機の機能および設定
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•コール転送

各電話機を個別に設定することができます。通常、すべての IPフォンでアカウント情報は同
じですが、ダイヤルプランや優先コーデック情報などの設定は、電話機によって異なる場合が

あります。

共有電話の設定

電話のウェブページで複数の電話に同じディレクトリ番号を割り当てることにより、共有電話

を作成できます。

XML（cfg.xml）コードを使用して電話機設定ファイルのパラメータを設定することもできま
す。各パラメータを設定するには、共有電話の設定用パラメータ（46ページ）の文字列のシ
ンタックスを参照してください。

始める前に

電話管理のWebページにアクセスします。電話機ウェブインターフェイスへのアクセスを参
照してください。

手順

ステップ 1 [音声（Voice）] > [内線（n）（Ext(n)）]を選択します。(n)は、共有する内線番号です。

ステップ 2 全般セクションで、共有電話の設定用パラメータ（46ページ）表の説明に従って回線有効
化パラメーターを設定します。

ステップ 3 共有ラインアピアランスセクションで、共有電話の設定用パラメータ（46ページ）表の説明
に従って内線共有、共有ユーザIDフィールド、サブスクリプション有効期限、およびMW制
限Iパラメーターを設定します。

ステップ 4 [プロキシおよび登録（Proxy andRegistration）]セクションの下の [プロキシ（Proxy）]フィー
ルドにプロキシサーバの IPアドレスを入力します。

次の形式で文字列を入力することによって、設定ファイル (cfg .xml)でこのパラメータを設定
することもできます。

<Proxy_1_ ua="na">as1bsoft.sipurash.com</Proxy_1_>

プロキシサーバのアドレスの例: as1bsoft.sipurash.com

ステップ 5 [サブスクライバ情報（Subscriber Information）]セクションで、共有内線の表示名とユーザー
ID（内線番号）を入力します。

次の形式で文字列を入力することによって、設定ファイル (cfg .xml)でこのパラメータを設定
することもできます。

<Display_Name_1_ ua="na">name</Display_Name_1_>
<User_ID_1_ ua="na">4085273251</User_ID_1_>

ステップ 6 その他のラインキーの設定セクションで、SCA Barge-IN有効を共有電話の設定用パラメータ
（46ページ）表の示されているように設定します。
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ステップ 7 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。

共有電話の設定用パラメータ

次の表では、電話機ウェブページの音声 >内線(n)タブ内のパラメータについて説明します。

次の表では、電話機のウェブインターフェイスの内線(n)タブの全般および共有電話アピアラ
ンスセクションにおける BLFパラメータの機能と使用法を定義しています。また、パラメー
タを設定するために、XML (cfg.xml)コードを含む電話構成ファイルに追加される文字列のシ
ンタックスも定義します。

表 9 :共有電話のパラメータ

説明パラメータ

サービス用の回線を有効にします。

次のいずれかを実行します。

•電話機のウェブページで、[はい（Yes）]を選択して有効にします。
それ以外の場合は、[いいえ（No）]を選択します。

• XML(cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次の形式で文
字列を入力します。

<Line_Enable_1_ ua="na">Yes</Line_Enable_1_>

有効な値: [はい（Yes）] | [いいえ（No）]

デフォルト：[はい（Yes）]

[回線の有効化（Line
Enable）]

他のCiscoIP電話がこの内線を共有しているか、または内線がプライベー
トかどうかを示します。

次のいずれかを実行します。

•電話機のウェブページで、[はい（Yes）]を選択して有効にします。
それ以外の場合は、[いいえ（No）]を選択します。

• XML(cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次の形式で文
字列を入力します。

<Share_Ext_1_ ua="na">No</Share_Ext_1_>

共有内線を [いいえ（No）]に設定した場合、この内線番号はプライベー
トとなり、共有電話アピアランス設定に関係なく、通話を共有しませ

ん。共有内線を [はい（Yes）]に設定した場合、通話は共有電話アピア
ランス設定に従います。

有効な値: [はい（Yes）] | [いいえ（No）]

デフォルト：[はい（Yes）]

[内線共有（Share
Ext）]

電話機の機能および設定

46

電話機の機能および設定

共有電話の設定用パラメータ



説明パラメータ

共有電話アピアランスに割り当てられているユーザを識別します。

次のいずれかを実行します。

•電話機のウェブインターフェイスで、ユーザ IDを入力します。

• XML(cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次の形式で文
字列を入力します。

<Shared_User_ID_1_ ua="na">Shared UserID</Shared_User_ID_1>

[共有ユーザID
（Shared User ID）]

SIPサブスクリプションが失効するまでの秒数。サブスクリプションが
失効する前に、共有電話内線のステータスに関して、SIPサーバから
NOTIFYメッセージが電話機に送信されます。

次のいずれかを実行します。

•電話機のウェブインターフェイスで、値を秒単位で入力します。

• XML(cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次の形式で文
字列を入力します。

<Subscription_Expires_1_ ua="na">3600</Subscription_Expires_1_>

有効な値：0～ 65,535の整数

デフォルト：3600秒

[サブスクリプショ
ンの有効期限

（Subscription
Expires）]

メッセージ待機インジケータがプライベートのメッセージにのみ点灯す

ることを示します。

次のいずれかを実行します。

•電話機のウェブページで、[はい（Yes）]を選択して有効にします。
有効な場合、メッセージ待機インジケータは、プライベートのメッ

セージにのみ点灯します。それ以外の場合は、[いいえ（No）]を選
択します。

• XML(cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次の形式で文
字列を入力します。

<Restrict_MWI_1_ ua="na">No</Restrict_MWI_1_>

有効値: [はい（Yes）] | [いいえ（No）]

デフォルト：[いいえ（No）]

MWIの制限（メッ
セージ待機インジ

ケータ）

次の表では、電話機ウェブページの音声 >電話タブ内のパラメータについて説明します。
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表 10 :各種回線キーの設定

SCA割り込みを有効にします。

次のいずれかを実行します。

•電話機のウェブページで、[はい（Yes）]を選択して有効にしま
す。それ以外の場合は、[いいえ（No）]を選択します。

• XML(cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次の形式で
文字列を入力します。

<SCA_Barge-In-Enable ua="na">No</SCA_Barge-In-Enable>

有効値: [はい（Yes）] | [いいえ（No）]

デフォルト：[いいえ（No）]

[SCA割り込み有効
（SCA Barge-In
Enable）]

内線への着信音の割り当て
XML（cfg.xml）コードを使用して電話機設定ファイルのパラメータを設定することもできま
す。各パラメータを設定するには、着信音のパラメータ（49ページ）の文字列のシンタック
スを参照してください。

始める前に

電話機ウェブインターフェイスへのアクセス。

手順

ステップ 1 [音声（Voice）] > [内線（n）（Ext(n)）]を選択します。(n)は、電話の内線番号です。

ステップ 2 コール機能の設定セクションで、リストからデフォルト着信音パラメータを選択するか、着
信音なしを選択します。

次の形式で文字列を入力することによって、設定ファイル (cfg .xml)でこのパラメータを設定
することもできます。

<Default_Ring_3_ ua="rw">1</Default_Ring_3_>

ステップ 3 [音声（Voice）] > [電話（Phone）]を選択します。

ステップ 4 着信音セクションで、着信音のパラメータ（49ページ）表の説明に従って着信音(n)および
サイレント着信音時間パラメータを設定します。

ステップ 5 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。
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着信音のパラメータ

次の表で、着信音のパラメータについて説明します。

表 11 :着信音のパラメータ

説明パラメータ

様々な着信音の着信音スクリプト。

XML (cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイ
ルでは、次の形式で文字列を入力します。

<!-- Ringtone -->
<Ring1
ua="na">n=Sunrise;w=file://Sunrise.rwb;c=1</Ring1>
<Ring2 ua="na">n=Chirp
1;w=file://chirp1.raw;c=1</Ring2>
<Ring3 ua="na">n=Chirp
2;w=file://chirp2.raw;c=1</Ring3>
<Ring4
ua="na">n=Delight;w=file://Delight.rwb;c=1</Ring4>
<Ring5
ua="na">n=Evolve;w=file://Evolve.rwb;c=1</Ring5>
<Ring6
ua="na">n=Mellow;w=file://Mellow.rwb;c=1</Ring6>
<Ring7
ua="na">n=Mischief;w=file://Mischief.rwb;c=1</Ring7>
<Ring8
ua="na">n=Reflections;w=file://Reflections.rwb;c=1</Ring8>
<Ring9
ua="na">n=Ringer;w=file://Ringer.rwb;c=1</Ring9>
<Ring10
ua="na">n=Ascent;w=file://Ascent.rwb;c=1</Ring10>
<Ring11 ua="na">n=Are you
there;w=file://AreYouThereF.raw;c=1</Ring11>
<Ring12
ua="na">n=Chime;w=file://Chime.raw;c=1</Ring12>
<Silent_Ring_Duration
ua="na">60</Silent_Ring_Duration>

[Ring1～Ring12（Ring1 to Ring12）]

サイレント呼び出しの持続期間を制御します。

たとえば、パラメータが20秒に設定されてい
る場合、電話機はサイレント呼び出しを20秒
間再生してから、480応答を INVITEメッセー
ジに送信します。

電話設定 XMLファイル (cfg)で、次の形式で
文字列を入力します<Ring1
ua="na">n=Sunrise;w=file://Sunrise.rwb;c=1</Ring1>

<Silent_Ring_Duration
ua="na">60</Silent_Ring_Duration>

[サイレント呼び出し時間（Silent Ring
Duration）]
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特殊着信音の追加

着信音スクリプトを使用して各着信音の特性を設定できます。電話機がSIPアラート情報メッ
セージを受信し、そのメッセージの形式が正しい場合、電話機は指定された着信音を再生しま

す。それ以外の場合、電話機はデフォルトの着信音を再生します。

手順

着信音スクリプトでは、次の形式で、着信音に名前を割り当て、特殊な着信音を設定するスク

リプトを追加します。

n=ring-tone-name;h=hint;w=waveform-id-or-path;c=cadence-id;b=break-time;t=total-time

定義：

n =着信音を識別する着信音の名前。電話機の着信音メニューにこの名前が表示されます。着
信 INVITEリクエストでの SIPアラート情報ヘッダーで同じ名前を使用して、対応する着信音
を再生するよう電話機に指示することができます。名前は URLで使用可能な文字と同じ文字
のみである必要があります。

h = SIPアラート情報規則で使用するヒント。

w=波形の idまたはパスであり、この着信音で使用する目的の波形のインデックスです。組み
込みの波形は次のとおりです。

• 1 =機械的ベルのクラシックな電話機

• 2 =通常の電話着信音

• 3 =クラシックな着信音

• 4 =広帯域周波数掃引信号

ネットワークパス（url）を入力してサーバから着信音データファイルをダウンロードするこ
ともできます。この形式でパスを追加します。

w=[tftp://]hostname[:port]/path

c=指定された波形を再生する目的のパターンのインデックスです。<パターン1>～<パターン
8>で定義された 8つのパターンがあります。W= 3、4、または urlの場合、パターン idは 0と
なります。c=0に設定すると、鳴動時間が着信音ファイルの自然な長さとなることを意味しま
す。

b =着信音のバースト間の中断する秒数を指定する中断時間です。例 : b = 2.5。

t =タイムアウトまでに着信音を再生する合計時間を秒数で指定します。

XML (cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次の形式で文字列を入力します。
<!-- Ringtone -->
<Ring1 ua="na">n=Sunrise;w=file://Sunrise.rwb;c=1</Ring1>
<Ring2 ua="na">n=Chirp 1;w=file://chirp1.raw;c=1</Ring2>
<Ring3 ua="na">n=Chirp 2;w=file://chirp2.raw;c=1</Ring3>
<Ring4 ua="na">n=Delight;w=file://Delight.rwb;c=1</Ring4>
<Ring5 ua="na">n=Evolve;w=file://Evolve.rwb;c=1</Ring5>
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<Ring6 ua="na">n=Mellow;w=file://Mellow.rwb;c=1</Ring6>
<Ring7 ua="na">n=Mischief;w=file://Mischief.rwb;c=1</Ring7>
<Ring8 ua="na">n=Reflections;w=file://Reflections.rwb;c=1</Ring8>
<Ring9 ua="na">n=Ringer;w=file://Ringer.rwb;c=1</Ring9>
<Ring10 ua="na">n=Ascent;w=file://Ascent.rwb;c=1</Ring10>
<Ring11 ua="na">n=Are you there;w=file://AreYouThereF.raw;c=1</Ring11>
<Ring12 ua="na">n=Chime;w=file://Chime.raw;c=1</Ring12>
<Silent_Ring_Duration ua="na">60</Silent_Ring_Duration>

電話機のホテリングの有効化
Broadworksでホテル機能を設定し、電話機をホストまたはゲストとして設定します。

XML（cfg.xml）コードを使用して電話機構成ファイルのパラメータを設定することもできま
す。

手順

ステップ 1 [音声（Voice）] > [内線[n]（Ext [n]）]を選択します。ここで、[n]は内線番号です。

ステップ 2 [コール機能の設定（Call Feature Settings）]セクションで、[Broadsoftホテリングの有効化
（Enable Broadsoft Hoteling）]パラメータを [はい（Yes）]に設定します。

次の形式で文字列を入力することによって、設定ファイル (cfg .xml)でこのパラメータを設定
することができます。

<Enable_Broadsoft_Hoteling_1_ ua="na">Yes</Enable_Broadsoft_Hoteling_1_>

オプション: [はい（Yes）]と[いいえ（No）]

デフォルト：[はい（Yes）]

ステップ 3 ユーザがゲストとして電話機にサインインできる時間（秒単位）を [ホテリングサブスクリプ
ションの有効期限（Hoteling Subscription Expires）]に設定します。

次の形式で文字列を入力することによって、設定ファイル (cfg .xml)でこのパラメータを設定
することができます。

<Hoteling_Subscription_Expires_1_ ua="na">3600</Hoteling_Subscription_Expires_1_>

デフォルト：3600

ステップ 4 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。

ユーザパスワードの設定
ユーザが自分の電話機に独自のパスワードを設定するか、管理者がユーザのパスワードを設定

できます。
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XML（cfg.xml）コードを使用して電話機構成ファイルのパラメータを設定することもできま
す。

始める前に

電話管理のWebページにアクセスします。電話機ウェブインターフェイスへのアクセスを参
照してください。

手順

ステップ 1 [音声（Voice）] > [システム（System）]を選択します。

ステップ 2 [ユーザパスワード（User Password）]フィールドでパスワードを設定します。

このフィールドにユーザパスワードを入力した後、このパラメータには、電話機の設定 XML
ファイル (cfg)が次のように表示されます。
<!--
<User_Password ua="rw">*************</User_Password>
-->

ステップ 3 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。

エラーレポートツールのログのダウンロード
ユーザは、エラーレポートツールを使用して問題のレポートを管理者に送信します。

Cisco TACと協力して問題をトラブルシューティングする場合、通常は問題の解決に役立つエ
ラーレポートツールのログを要求されます。

ユーザが問題レポートを発行するには、エラーレポートツールにアクセスし、問題が発生し

た日時と、問題の詳細を記入します。問題レポートは [設定ユーティリティ（Configuration
Utility）]ページからダウンロードする必要があります。

始める前に

電話管理のWebページにアクセスします。電話機ウェブインターフェイスへのアクセスを参
照してください。

手順

ステップ 1 [情報（Info）] > [デバッグ情報（Debug Info）] > [デバイスログ（Device Logs）]を選択しま
す。

ステップ 2 [問題レポート（Problem Reports）]領域で、エラーレポートファイルをクリックしてダウン
ロードします。
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ステップ 3 ファイルをローカルシステムに保存します。エラーレポートログにアクセスする場合はこの
ファイルを開きます。

問題レポートツールを設定します
ユーザが電話機から送信する問題レポートを受信するには、アップロードスクリプトをもつ

サーバを使用する必要があります。

• [PRTアップロードルール（PRT Upload Rule）]フィールドで指定された URLが有効な場
合、ユーザは電話の UIに、問題レポートの送信に成功した旨の通知アラートを受け取り
ます。

• [PRTアップロードルール（PRT Upload Rule）]フィールドが空、または無効な URLが指
定されている場合、ユーザは電話の UIに、データのアップロードが失敗した旨の通知ア
ラートを受け取ります。

電話機は、HTTPフォームベースのアップロードに類似したパラメータを使用するHTTP/HTTPS
POSTメカニズムを使用します。次のパラメータは、アップロード（マルチパートMIMEエン
コードを利用）に含まれます。

• devicename（例："SEP001122334455"）

• serialno（例："FCH12345ABC"）

• Username（ユーザ名は、内線番号の [ステーション表示名（Station Display Name）]または
[ユーザID（User ID）]のいずれかです。[ステーション表示名（Station Display Name）]が
先に考慮されます。このフィールドが空の場合、[ユーザID（User ID）]が選択されます)

• prt_file（例："probrep-20141021-162840.tar.gz」）

特定の間隔で自動的に PRTを生成し、PRTファイル名を定義できます。

XML（cfg.xml）コードを使用して電話機構成ファイルのパラメータを設定することもできま
す。各パラメータを設定するには、問題レポート設定ツールのパラメータ（54ページ）表の
文字列のシンタックスを参照してください。

スクリプトのサンプルを次に示します。このスクリプトは参考用としてのみ提供されます。シ

スコでは、お客様のサーバにインストールされたアップロードスクリプトのサポートは提供し

ていません。

<?php

// NOTE: you may need to edit your php.ini file to allow larger
// size file uploads to work.
// Modify the setting for upload_max_filesize
// I used: upload_max_filesize = 20M

// Retrieve the name of the uploaded file
$filename = basename($_FILES['prt_file']['name']);

// Get rid of quotes around the device name, serial number and username if they exist
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$devicename = $_POST['devicename'];
$devicename = trim($devicename, "'\"");

$serialno = $_POST['serialno'];
$serialno = trim($serialno, "'\"");

$username = $_POST['username'];
$username = trim($username, "'\"");

// where to put the file
$fullfilename = "/var/prtuploads/".$filename;

// If the file upload is unsuccessful, return a 500 error and
// inform the user to try again

if(!move_uploaded_file($_FILES['prt_file']['tmp_name'], $fullfilename)) {
header("HTTP/1.0 500 Internal Server Error");
die("Error: You must select a file to upload.");

}

?>

始める前に

電話管理のWebページにアクセスします。電話機ウェブインターフェイスへのアクセスを参
照してください。

手順

ステップ 1 [音声（Voice）] > [プロビジョニング（Provisioning）]を選択します。

ステップ 2 問題レポートツールセクションで、問題レポート設定ツールのパラメータ（54ページ）表の
説明に従ってフィールドを設定します。

ステップ 3 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。

問題レポート設定ツールのパラメータ

次の表では、電話機ウェブインターフェイスの Info >デバッグ情報タブの下にある問題レポー
トツールセクションにおける、問題レポート設定ツールパラメータの機能と使用方法を定義し
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ます。また、パラメータを設定するために、XML (cfg.xml)コードを含む電話構成ファイルに
追加される文字列のシンタックスも定義します。

表 12 :問題レポート設定ツールのパラメータ

説明パラメータ

PRTアップロードスクリプトへのパスを指定します。

[PRT最大タイマー（PRTMaxTimer）]フィールドと [PRTアッ
プロードルール（PRTUploadRule）]フィールドが空の場合、
問題レポートは生成されません。

次のいずれかを実行します。

• XML (cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次
の形式で文字列を入力します。

<PRT_Upload_Rule
ua="na">https://proxy.example.com/prt_upload.php</PRT_Upload_Rule>

•電話機のウェブページで、次の形式でパスを入力します。
https://proxy.example.com/prt_upload.php

または

http://proxy.example.com/prt_upload.php

[PRTアップロードルール
（PRT Upload Rule）]

PRTログをリモートサーバにアップロードするのに使用する
方法を決定します。

次のいずれかを実行します。

• XML (cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次
の形式で文字列を入力します。

<PRT_Upload_Method ua="na">POST</PRT_Upload_Method>

•電話機のウェブページで、リモートサーバにログをアッ
プロードするには、PUTまたはPUTメソッドを選択しま
す。

有効値: POST | PUT

デフォルト：POST

[PRTアップロード方法（PRT
Upload Method）]
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説明パラメータ

電話機が問題レポートの生成を自動的に開始する間隔（分単

位）を決定します。

[PRT最大タイマー（PRTMaxTimer）]フィールドと [PRTアッ
プロードルール（PRTUploadRule）]フィールドが空の場合、
問題レポートは生成されません。

次のいずれかを実行します。

• XML (cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次
の形式で文字列を入力します。

<PRT_Max_Timer ua="na">30</PRT_Max_Timer>

•電話機のウェブページで、間隔期間を分単位で入力しま
す。

有効範囲： 15～ 1440分

デフォルト：空

[PRT最大タイマー（PRT Max
Timer）]

生成された PRTファイルの名前を定義します。

次のいずれかを実行します。

• XML (cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次
の形式で文字列を入力します。

<PRT_Name ua="na">prt-string1-$MACRO</PRT_Name>

次の形式で名前を入力します。

prt-string1-$MACRO

•電話機のウェブページで、次の形式で名前を入力します。
prt-string1-$MACRO

デフォルト：空

[PRT名（PRT Name）]

サーバに設定済みのページング
ユーザが電話機のグループをページングできるようにするために、サーバにページンググルー

プを設定できます。詳細については、サーバのマニュアルを参照してください。

マルチキャストページングを設定する
マルチキャストページングを設定して、ユーザーに電話へのページングを許可できます。この

ページは、同じネットワーク内のすべての電話または電話のグループに移動できます。グルー
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プ内のすべての電話は、マルチキャストページングセッションを開始できます。ページは、

ページンググループを待機するように設定されている電話機によってのみ受信されます。

最大 10個のページンググループに電話機を追加できます。各ページンググループには、固有
のマルチキャストポートと番号があります。ページンググループ内の電話機は、同じマルチ

キャスト IPアドレス、ポート、およびマルチキャスト番号に登録する必要があります。

着信ページの優先順位は、特定のグループから設定します。電話機がアクティブになってい

て、重要なページを再生する必要がある場合、ユーザはアクティブなオーディオパス上のペー

ジを聞くことができます。

複数のページセッションが発生すると、ページは時間的な流れに沿って応答が行われます。現

在のアクティブなページが終了すると、次のページが自動的に応答されます。[応答不可（DND）]
が有効になっている場合、電話機はすべての着信ページングを無視します。

ページングで使用するコーデックを指定できます。サポートされているコーデックには、

G711a、(G711u、G722、および G729があります。コーデックを指定しない場合、ページング
はデフォルトで G711を使用します。

XML（cfg.xml）コードを使用して電話機構成ファイルのパラメータを設定することもできま
す。各パラメータを設定するには、複数のページンググループのパラメータ（58ページ）の
文字列のシンタックスを参照してください。

始める前に

•ネットワークがマルチキャストをサポートしていることを確認し、同じページンググルー
プ内のすべてのデバイスがページングを受信できるようにします。

• Wi-Fiネットワークの場合は、マルチキャストのアクセスポイントを有効にし、適切に設
定します。

•ページンググループ内のすべての電話機が同じネットワーク内にあることを確認します。

•電話管理のWebページにアクセスします。電話機ウェブインターフェイスへのアクセス
を参照してください。

手順

ステップ 1 [音声（Voice）] > [電話（Phone）]を選択します。

ステップ 2 複数のページンググループパラメータセクションに移動する

ステップ 3 複数のページンググループのパラメータ（58ページ）に定義されているマルチキャストペー
ジングスクリプトを入力します。

ステップ 4 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。
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複数のページンググループのパラメータ

次の表は、電話機のウェブインターフェイスの音声 >電話タブにある複数ページンググルー
プのパラメータの機能と使用方法を定義しています。また、パラメータを設定するために、

XMLコードを含む電話設定ファイルに追加される文字列のシンタックスも定義します。
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表 13 :複数のページンググループパラメータ

説明機能

グループ1ページ
ングスクリプト

グループ2ページ
ングスクリプト

グループ3ページ
ングスクリプト

グループ4ページ
ングスクリプト

グループ5ページ
ングスクリプト

グループ6ページ
ングスクリプト

グループ7ページ
ングスクリプト

グループ8ページ
ングスクリプト

グループ9ページ
ングスクリプト

グループ 10ペー
ジングスクリプ

ト
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説明機能

[文字列 (string)]を入力して、マルチキャストページングをリッスンし、開
始するように電話機を設定します。最大 10個のページンググループに電
話機を追加できます。次の形式でスクリプトを入力します。

pggrp=<multicast-address>:<port>;<name=group_name>;<num=multicast_number>;
<listen=boolean_value>;<pri=priority_level>;<codec=codec_name>;

スクリプト例：

pggrp=224.168.168.168:34560;name=GroupA;num=500;listen=yes;pri=1;codec=g711a;

•マルチキャスト IPアドレス (マルチキャストアドレス)とポート (ポー
ト):ページングサーバで指定されているマルチキャスト IPアドレスと
ポートを入力します。ポート番号は、各グループに一意であり、1000
から 65534の範囲内の偶数である必要があります。

ページンググループ内のすべての電話に対して、同じマルチキャスト

IPアドレスとポートを設定していることを確認してください。そうで
ないと、電話機はポケットベルを受信できません。

• [ページンググループ名 (name)]:必要に応じて、ページンググループの
名前を入力します。名前は、複数のページンググループがある場合

に、電話機が存在するページンググループを識別するのに役立ちま

す。

• [マルチキャスト番号 (num)]:マルチキャストページングをリッスン
し、マルチキャストのページングセッションを開始する電話機の番号

を指定します。グループ内のすべての電話機に同じマルチキャスト番

号を割り当てます。番号は、マルチキャストを開始する回線に指定さ

れているダイヤルプランに準拠している必要があります。

• [リッスンステータス (listen)]:電話機がこのグループからページングを
リッスンするかどうかを指定します。電話機がページングをリッスン

するようにするには、このパラメータを [はい (yes)]に設定しま
す。それ以外の場合は、[いいえ (no)] に設定するか、またはこの
パラメータをスクリプトに含めないようにします。

• [優先順位 (pri)]:ページングと電話コールの優先順位を指定します。優
先順位を指定しない場合、またはこのパラメータをスクリプトに含め

ない場合、電話機は優先順位 1を使用します。4つの優先度レベルは
次のとおりです。

• 0:ページングは電話コールに優先します。電話機がアクティブ
コールになっている場合、着信ページングはアクティブコールを

保留します。ページングが終了すると、コールが再開されます。

• 1:電話機がアクティブコールに着信ページングを受信すると、
ユーザはページングとコールの混合を耳にします。

• 2:アクティブ回線に着信ページングを受信すると、ページング
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説明機能

トーンによる警告がユーザに送信されます。アクティブコールが

保留中または終了していない限り、着信ページングに応答できま

せん。

• 3:電話機は、電話機がアクティブコール中である場合、着信ペー
ジングを無視します。

• [音声コーデック (codec)]:必要に応じて、マルチキャストページング
を使用するためのオーディオコーデックを指定します。サポートされ

ているコーデックには、G711a、(G711u、G722、および G729があり
ます。コーデックを指定しない場合、またはスクリプトにコーデック

パラメータを含めない場合、電話機は G711uコーデックを使用しま
す。

最初のグループには、デフォルトのスクリプトが含まれています。

pggrp=224.168.168.168:34560;name=Group_1;num=800;listen=yes;pri=2;codec=g722;

次のいずれかを実行します。

• XML(cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次の形式で文字
列を入力します。

<Group_1_Paging_Script
ua="na">pggrp=224.168.168.168:34560;name=Group_1;
num=800;listen=yes;pri=1;codec=g722</Group_1_Paging_Script>

•電話機のウェブインターフェイスで、このフィールドを有効な文字列
で設定します。

デフォルト：

pggrp=224.168.168.168:34560;name=All;num=800;listen=yes;

自動的にページを承認するための電話機の設定
シングルページングまたはインターコム機能により、ユーザが電話で別のユーザに直接連絡で

きます。ページング対象者の電話機がページを自動的に受け入れるよう設定されている場合、

電話機は鳴動しません。代わりに、ページングが開始されると、2台の電話機間の直接接続が
自動的に確立されます。

XML（cfg.xml）コードを使用して電話機構成ファイルのパラメータを設定することもできま
す。

始める前に

電話管理のWebページにアクセスします。電話機ウェブインターフェイスへのアクセスを参
照してください。
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手順

ステップ 1 [音声（Voice）] > [ユーザ（User）]を選択します。

ステップ 2 補足サービスセクションで、自動応答ページフィールドに対して [はい（Yes）]を選択しま
す。

次の形式で文字列を入力することによって、設定ファイル (cfg .xml)でこのパラメータを設定
することができます。

<Auto_Answer_Page ua="na">Yes</Auto_Answer_Page>

オプション: [はい（Yes）]と[いいえ（No）]

デフォルト：[はい（Yes）]

ステップ 3 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。

TR-069を使用した電話機の管理
技術レポート 069（TR-069）で定義されているプロトコルと標準規格を使用して電話機を管理
することができます。TR-069では、大規模な導入環境ですべての電話機とその他の顧客宅内
機器（CPE）を管理するための共通プラットフォームについて説明しています。プラットフォー
ムは電話機の種類やメーカーの影響を受けません。

XML（cfg.xml）コードを使用して電話機構成ファイルのパラメータを設定することもできま
す。各パラメータを設定するには、TR-069設定のパラメータ（63ページ）表の文字列のシン
タックスを参照してください。

双方向の SOAP/HTTPベースプロトコルとして、TR-069は CPEおよび自動コンフィギュレー
ションサーバ（ACS）間で通信を提供します。

TR-069の機能拡張については、TR-069パラメータの比較を参照してください。

始める前に

電話管理のWebページにアクセスします。電話機ウェブインターフェイスへのアクセスを参
照してください。

手順

ステップ 1 [音声（Voice）] > [TR-069]を選択します。

ステップ 2 TR-069設定のパラメータ（63ページ）の表の説明に従って、フィールドを設定します。

ステップ 3 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。
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TR-069ステータスの表示
ユーザの電話機でTR 069を有効にすると、電話機ウェブインターフェイスにTR-069パラメー
タのステータスを表示できます。

XML（cfg.xml）コードを使用して電話機構成ファイルのパラメータを設定することもできま
す。各パラメータを設定するには、TR-069設定のパラメータ（63ページ）表の文字列のシン
タックスを参照してください。

始める前に

電話管理のWebページにアクセスします。電話機ウェブインターフェイスへのアクセスを参
照してください。

手順

[情報（Info）] > [ステータス（Status）] > [TR-069ステータス（TR-069 Status）]を選択しま
す。

TR-069設定のパラメータ（63ページ）の表で TR-069パラメータのステータスを確認できま
す。

TR-069設定のパラメータ
次の表は、電話機のウェブインターフェイスの内線 (n)タブにある ACD設定セクションでの
コールセンターオペレーターセットアップパラメータの機能と使用法を定義しています。ま
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た、パラメータを設定するために、XML (cfg.xml)コードを含む電話構成ファイルに追加され
る文字列のシンタックスも定義します。

表 14 : TR-069設定のパラメータ

説明パラメータ

TR-069機能を有効または無効にするための設定。

次のいずれかを実行します。

• XML (cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次
の形式で文字列を入力します。

<Enable_TR-069 ua="na">No</Enable_TR-069>

•電話機のウェブページで、[はい（Yes）]を選択してこの
機能を有効にし、[いいえ（No）]を選択して無効にしま
す。

有効値: [はい（Yes）] | [いいえ（No）]

デフォルト：[いいえ（No）]

[TR-069の有効化（Enable
TR-069）]

CPE WAN管理プロトコルを使用する ACSの URL。このパラ
メータは、有効な HTTPまたは HTTPS URLの形式で指定す
る必要があります。このURLのホスト部は、SSLまたは TLS
を使用する場合に ACS証明書を検証するために CPEで使用
されます。

次のいずれかを実行します。

• XML (cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次
の形式で文字列を入力します。

<ACS_URL ua="na">https://acs.url.com</ACS_URL>

•電話機のwebページで、ACSの有効なHTTPURLまたは
HTTPS URLを入力します。

デフォルト：空白

[ACS URL]
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説明パラメータ

ACSで CPE WAN管理プロトコルを使用している場合、ACS
に対して CPEを認証するためのユーザ名。このユーザ名は、
CPEの HTTPベースの認証にのみ使用されます。

次のいずれかを実行します。

• XML (cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次
の形式で文字列を入力します。

<ACS_Username ua="na">acs ユーザ名</ACS_Username>

•電話機のウェブページで、CPEのHTTPSベース認証に有
効なユーザ名を入力します。

デフォルト：admin

[ACSユーザ名（ACS
Username）]

特定のユーザがACSにアクセスするためのパスワード。この
パスワードは、CPEの HTTPベースの認証にのみ使用されま
す。

次のいずれかを実行します。

• XML (cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次
の形式で文字列を入力します。

<ACS_Password ua="na"/>

•電話機のwebページで、[送付状 (HTTPS)]のHTTPSベー
スの認証のための有効なパスワードを入力します。

デフォルト：空白

[ACSパスワード（ACS
Password）]

現在使用されている ACSの URL。これは読み取り専用の
フィールドです。

[使用中のACSURL（ACSURL
In Use）]

これは、CPEへの接続リクエストを行うACSのURLを示して
いる、読み取り専用フィールドです。

[接続要求URL（Connection
Request URL）]

CPEに対して接続要求を行う ACSを認証するためのユーザ
名。

次のいずれかを実行します。

• XML (cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次
の形式で文字列を入力します。

<Connection_Request_Password ua="na"/>

•電話機のウェブページで、ACSを認証する有効なユーザ
名を入力します。

[接続要求ユーザ名（Connection
Request Username）]
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説明パラメータ

CPEに対して接続要求を行うACSを認証するために使用され
るパスワード。

次のいずれかを実行します。

• XML (cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次
の形式で文字列を入力します。

<Connection_Request_Password ua="na"/>

•電話機のウェブページで、ACSを認証するための有効な
パスワードを入力します。

デフォルト：空白

[接続要求パスワード
（Connection Request
Password）]

[定期通知有効（Periodic Inform Enable）]が [はい（Yes）]に
設定されている場合、CPEがACSとの接続を試行する間隔を
秒数で入力します。

次のいずれかを実行します。

• XML (cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次
の形式で文字列を入力します。

<Periodic_Inform_Interval

ua="na">20</Periodic_Inform_Interval>

•電話機のウェブページで、有効な期間を秒単位で入力し
ます。

デフォルト：20

[定期通知インターバル
（Periodic Informal Interval）]

CPE接続要求を有効または無効にするための設定。

次のいずれかを実行します。

• XML (cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次
の形式で文字列を入力します。

<Periodic_Inform_Enable

ua="na">Yes</Periodic_Inform_Enable>

•電話機のウェブページで、[はい（Yes）]を選択してこの
機能を有効にし、[いいえ（No）]を選択して無効にしま
す。

有効な値: [はい（Yes）] | [いいえ（No）]

デフォルト：[はい（Yes）]

[定期通知有効（Periodic Inform
Enable）]
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説明パラメータ

TR-069トランザクションログを有効または無効にするための
設定。

次のいずれかを実行します。

• XML (cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次
の形式で文字列を入力します。

<TR-069_Traceability ua="na">はい（Yes）

</TR-069_Traceability>

•電話機のウェブページで、[はい（Yes）]を選択してこの
機能を有効にし、[いいえ（No）]を選択して無効にしま
す。

有効値: [はい（Yes）] | [いいえ（No）]

デフォルト：[いいえ（No）]

[TR-069追跡可能性（TR-069
Traceability）]

CPE WAN管理プロトコル（CWMP）サポートを有効または
無効にするための設定。無効に設定すると、電話機はACSに
通知メッセージを送信せず、ACSからの接続要求を受け入れ
ることもありません。

次のいずれかを実行します。

• XML (cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次
の形式で文字列を入力します。

<CWMP_V1.2_Support ua="na">Yes</CWMP_V1.2_Support>

•電話機のウェブページで、[はい（Yes）]を選択してこの
機能を有効にし、[いいえ（No）]を選択して無効にしま
す。

有効な値: [はい（Yes）] | [いいえ（No）]

デフォルト：[はい（Yes）]

[CWMPV1.2サポート（CWMP
V1.2 Support）]
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説明パラメータ

音声オブジェクトを変更するための設定。

次のいずれかを実行します。

• XML (cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次
の形式で文字列を入力します。

<TR-069_VoiceObject_Init

ua="na">Yes</TR-069_VoiceObject_Init>

•電話機のWebページで、 [はい（Yes）]を選択すると、す
べての音声オブジェクトが初期設定値に初期化され、[い
いえ（No）]を選択すると、現在の値が保持されます。

有効な値: [はい（Yes）] | [いいえ（No）]

デフォルト：[はい（Yes）]

[TR-069音声オブジェクト初期
化（TR-069 VoiceObject Init）]

DHCP設定を変更するための設定。

次のいずれかを実行します。

• XML (cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次
の形式で文字列を入力します。

<TR-069_DHCPOption_Init

ua="na">Yes</TR-069_DHCPOption_Init>

•電話機のウェブページで、 [はい（Yes）]を選択すると、
ACSのDHCP設定が初期化され、 [いいえ（No）]を選択
すると、現在の DHCP設定が保持されます。

有効な値: [はい（Yes）] | [いいえ（No）]

デフォルト：[はい（Yes）]

[TR-069 DHCPオプション初期
化（TR-069DHCPOption Init）]

CPE WAN管理プロトコルを使用する ACSのバックアップ
URL。このパラメータは、有効な HTTPまたは HTTPS URL
の形式で指定する必要があります。このURLのホスト部は、
SSLまたはTLSを使用する場合にACS証明書を検証するため
に CPEで使用されます。

次のいずれかを実行します。

• XML (cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次
の形式で文字列を入力します。

<BACKUP_ACS_URL

ua="na">https://acs.url.com</BACKUP_ACS_URL>

•電話機の webページで、の有効な URLを入力します。

デフォルト：空白

[バックアップACS URL
（BACKUP ACS URL）]
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説明パラメータ

ACSで CPE WAN管理プロトコルを使用している場合、ACS
に対してCPEを認証するためのバックアップユーザ名。この
ユーザ名は、CPEのHTTPベースの認証にのみ使用されます。

次のいずれかを実行します。

• XML (cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次
の形式で文字列を入力します。

< BACKUP_ACS_User ua = "na" > バックアップユーザ名

</BACKUP_ACS_User >

•電話のウェブページで、ACSがCPEWAN管理プロトコル
を使用する際、ACSに対してCPEを認証する有効なユー
ザー名を入力します。

デフォルト：空白

[バックアップACSユーザ
（BACKUP ACS User）]

特定のユーザがACSにアクセスするためのバックアップパス
ワード。このパスワードは、CPEの HTTPベースの認証にの
み使用されます。

次のいずれかを実行します。

• XML (cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次
の形式で文字列を入力します。

<BACKUP_ACS_Password ua="na"/>

•電話のウェブページで、ACSがCPEWAN管理プロトコル
を使用する際、ACSに対してCPEを認証する有効なパス
ワードを入力します。

デフォルト：空白

[バックアップACSパスワード
（BACKUP ACS Password）]

上記のパラメータを設定しない場合は、DHCPオプション 60、43、および 125を使
用してフェッチすることもできます。

（注）

電子フックスイッチの有効化
電子フックスイッチ機能により、ユーザは電子的にワイヤレスヘッドセットを電話機に接続す

るヘッドセットを使用できます。通常、ヘッドセットには電話機に接続してヘッドセットとや

り取りする台座が必要です。サポートされるヘッドセットを次に示します。

• Plantronics Savi 740

• Jabra PRO920

• Jabra PRO9400
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• Sennheiser DW Pro1

Cisco IP電話 6851マルチプラットフォームフォンおよびCisco IP電話 6861マルチプラット
フォームフォンのみが電子フックスイッチ機能をサポートしています。

XML（cfg.xml）コードを使用して電話機構成ファイルのパラメータを設定することもできま
す。

始める前に

電話管理のWebページにアクセスします。電話機ウェブインターフェイスへのアクセスを参
照してください。

手順

ステップ 1 [音声（Voice）] > [ユーザ（User）]を選択します。

ステップ 2 オーディオボリュームセクションで、電子フックスイッチ制御パラメータを [はい（Yes）]に
設定して、機能を有効にします。

次の形式で文字列を入力することによって、設定ファイル (cfg .xml)でこのパラメータを設定
することができます。

<Ehook_Enable ua="na">Yes</Ehook_Enable>

オプション: [はい（Yes）]と[いいえ（No）]

デフォルト：[いいえ（No）]

ステップ 3 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。

セキュアな内線のセットアップ
セキュアコールのみを受け入れるように内線を設定できます。内線がセキュアコールだけを

受け入れるよう設定されている場合、内線から発信したすべてのコールがセキュアになりま

す。

XML（cfg.xml）コードを使用して電話機構成ファイルのパラメータを設定することもできま
す。

始める前に

•セキュアコールサービスが音声 >電話タブの補足サービスエリアで有効（ [はい（Yes）]
に設定）になっていることを確認します。

次の形式で文字列を入力することによって、設定ファイル (cfg .xml)でこのパラメータを
設定することができます。

<Secure_Call_Serv ua="na">Yes</Secure_Call_Serv>
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•内線の [SIPトランスポート（SIP Transport）]パラメータが TLSに設定されていることを
確認します。

•電話管理のWebページにアクセスします。電話機ウェブインターフェイスへのアクセス
を参照してください。

手順

ステップ 1 [音声（Voice）] > [内線（n）（Ext(n)）]を選択します。

ステップ 2 [コール機能の設定（Call Feature Settings）]セクションの [セキュアコールオプション（Secure
Call Option）] フィールドで、[オプション（Optional）] を選択して電話機の現在のセキュア
コールオプションを維持するか、[必須（Required）]を選択して他の電話からの非セキュア
コールを拒否します。

次の形式で文字列を入力することによって、設定ファイル (cfg .xml)でこのパラメータを設定
することができます。

<Secure_Call_Option_1_ ua="na">Optional</Secure_Call_Option_1_>

オプション:オプションと必須

デフォルト：[オプション（Optional）]

ステップ 3 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。

SIPトランスポートの設定
SIPメッセージの場合、各内線に対して、選択したトランスポートプロトコルを指定するか、
または電話機が適切なプロトコルを自動的に選択するように設定できます。

自動選択をセットアップすると、電話機は DNSサーバの Name Authority Pointer（NAPTR）レ
コードに基づいてトランスポートプロトコルを決定します。電話機は順序と優先度が最小のレ

コードに指定されたプロトコルを使用します。順序と優先度が同じレコードが複数ある場合、

電話機はレコード内のプロトコルを次の優先度順序で探します。1：UDP。2：TCP。3：TLS
などのプロトコルを使ったセッション層データの暗号化。電話機は最初に検出したプロトコル

をその優先度の順序で使用します。

XML（cfg.xml）コードを使用して電話機構成ファイルのパラメータを設定することもできま
す。

始める前に

電話管理のWebページにアクセスします。電話機ウェブインターフェイスへのアクセスを参
照してください。
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手順

ステップ 1 [音声（Voice）] > [内線（n）（Ext(n)）]を選択します。ここで、nは内線番号です。

ステップ 2 SIP設定セクションで、 SIPメッセージのトランスポートプロトコルを選択して、 SIPトラン
スポートパラメータを設定します。

次の形式で文字列を入力することによって、設定ファイル (cfg .xml)でこのパラメータを設定
することができます。

<SIP_Transport_2_ ua="na">UDP</SIP_Transport_2_>

オプション: UDP、TCP、TLS、自動

[自動（AUTO）]を選択すると、電話機はDNSサーバのNAPTRレコードに基づいて適切なプ
ロトコルを自動的に選択します。

デフォルト：UDP

ステップ 3 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。

電話への非プロキシ SIPメッセージのブロック
電話機が非プロキシサーバからの着信SIPメッセージを受信する機能は無効にできます。この
機能を有効にすると、電話機は次からの SIPメッセージのみを受け入れます。

•プロキシサーバ

•アウトバウンドプロキシサーバ

•代替プロキシサーバ

•代替アウトバウンドプロキシサーバ

•プロキシサーバおよび非プロキシサーバからの INダイアログメッセージ。例：[通話セッ
ション（Call Session）]ダイアログおよび [サブスクライブ（Subscribe）]ダイアログ

XML（cfg.xml）コードを使用して電話機構成ファイルのパラメータを設定することもできま
す。

始める前に

電話管理のWebページにアクセスします。電話機ウェブインターフェイスへのアクセスを参
照してください。

手順

ステップ 1 [音声（Voice）] > [システム（System）]を選択します。
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ステップ 2 システム設定 セクションで、非プロキシSIPをブロックパラメータを [はい（Yes）]に設定
して、インダイアログメッセージを除くすべての非プロキシSIPメッセージをブロックします。
[いいえ（No）]を選択すると、電話機は非プロキシ SIP着信メッセージをブロックしません。

SIPメッセージのトランスポートに TCPまたは TLSを使用する電話機では、非プロキシSIPを
ブロックを [いいえ（No）]に設定してください。TCPまたは TLSでトランスポートされる非
プロキシ SIPメッセージは、デフォルトでブロックされます。

次の形式で文字列を入力することによって、設定ファイル (cfg .xml)でこのパラメータを設定
することができます。

<Auto_Answer_Page ua="na">Yes</Auto_Answer_Page>

オプション: [はい（Yes）]と[いいえ（No）]

デフォルト：[いいえ（No）]

ステップ 3 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。

プライバシーヘッダーの設定
SIPメッセージのユーザプライバシーヘッダーにより、信頼されたネットワークからのユーザ
プライバシーのニーズが設定されます。

各回線の内線度とにユーザープライバシーヘッダー値を設定できます。

XML（cfg.xml）コードを使用して電話機構成ファイルのパラメータを設定することもできま
す。

始める前に

電話管理のWebページにアクセスします。電話機ウェブインターフェイスへのアクセスを参
照してください。

手順

ステップ 1 [音声（Voice）] > [内線（Extension）]を選択します。

ステップ 2 SIP設定セクションで、プライバシーヘッダーパラメータを設定して、信頼済みネットワーク
のSIPメッセージのユーザープライバシーを設定します。

次の形式で文字列を入力することによって、設定ファイル (cfg .xml)でこのパラメータを設定
することができます。

<Privacy_Header_2_ ua="na">header</Privacy_Header_2_>

オプション：

• [無効(Disabled)]（デフォルト）
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• none：ユーザは、プライバシーサービスがこのSIPメッセージにプライバシー機能を適用
しないように要求します。

• header：ユーザは識別情報を削除できないヘッダーを隠すためにプライバシーサービスを
必要とします。

• session：ユーザは、プライバシーサービスがこのセッションに匿名性を提供するように要
求します。

• user：ユーザは、仲介者によってのみプライバシーレベルを要求します。

• id：ユーザは IPアドレスまたはホスト名を明らかにしない IDを代わりに使用するように
システムに要求します。

デフォルト：[無効（Disabled）]

ステップ 3 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。

P-Early-Meidaサポートを有効にする
P-Early-Mediaヘッダーが発信コールの SIPメッセージに含まれるかどうかを決定できます。
P-Early-Mediaヘッダーには、アーリーメディアストリームのステータスが含まれています。
ネットワークが初期メディアストリームをブロックしていることをステータスが示している場

合、電話機はローカルのリングバックトーンを再生します。それ以外の場合、電話は、通話が

接続されるのを待っている間、初期のメディアを再生します。

XML（cfg.xml）コードを使用して電話機構成ファイルのパラメータを設定することもできま
す。

始める前に

電話管理のWebページにアクセスします。電話機ウェブインターフェイスへのアクセスを参
照してください。

手順

ステップ 1 [音声（Voice）][内線（Ext）]を選択します。

ステップ 2 SIP設定セクションで、P-Early-Mediaサポートを [はい（Yes）]に設定して、P-Early-Mediaサ
ポートヘッダーを発信通話の SIPメッセージに含めるかどうかを制御します。

次の形式で文字列を入力することによって、設定ファイル (cfg .xml)でこのパラメータを設定
することができます。

<P-Early-Media_Support_1_ ua="na">No</P-Early-Media_Support_1_>

オプション: [はい（Yes）]と[いいえ（No）]
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デフォルト：[いいえ（No）]

ステップ 3 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。

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（PFS）は、複数の電話機を一括にアップグレードする必要がある場
合に、Cisco IPフォンがサブネット上で同じモデルまたはシリーズの他の電話機を検出し、最
新のファームウェアファイルを共有できるようにするファームウェア配信モデルです。PFS
は、Cisco独自のプロトコルである Cisco Peer-to-Peer-Distribution Protocol (CPPDP)を使用しま
す。CPPDPにより、サブネット上のすべてのデバイスがピアツーピア階層を構成し、ファー
ムウェアまたはその他のファイルをピアデバイスから隣接デバイスにコピーします。ファーム

ウェアのアップグレードを最適化するため、ルート電話機はロードサーバからファームウェア

イメージをダウンロードし、TCP接続を使用してそのファームウェアをサブネット上の他の電
話機に転送します。

ピアファームウェア共有により、以下が実現します。

•中央集中型リモートロードサーバへの TFTP転送における輻輳が制限されます。

•ファームウェアのアップグレードを手動で制御する必要がありません。

•アップグレード時に多数のデバイスが同時にリセットされた場合の電話機のダウンタイム
が削減されます。

•複数の電話機が同時にアップグレードされるように設定されていない場合は、ピアファー
ムウェア共有は機能しません。Event:resyncを指定した NOTIFYが送信されると、電話機
で再同期が開始されます。アップグレードを開始するための設定が含まれている XMLの
例：

“Event:resync;profile="http://10.77.10.141/profile.xml
• [ピアファームウェア共有ログサーバ（Peer Firmware Sharing Log server）]に IPアドレスと
ポートを設定すると、PFS固有のログが UDPメッセージとしてそのサーバに送信されま
す。この設定は、各電話で行う必要があります。その後、PFSに関連するトラブルシュー
ティングでログメッセージを使用できます。

（注）

XML（cfg.xml）コードを使用して電話機構成ファイルのパラメータを設定することもできま
す。

始める前に

電話管理のWebページにアクセスします。電話機ウェブインターフェイスへのアクセスを参
照してください。
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手順

ステップ 1 [音声（Voice）] > [プロビジョニング（Provisioning）]を選択します。

ステップ 2 ファームウェアアップグレードのセクションで、次のパラメータを設定します。

a) ピアファームウェア共有パラメータを設定します。

次の形式で文字列を入力することによって、設定ファイル (cfg .xml)でこのパラメータを
設定することができます。

<Peer_Firmware_Sharing ua="na">Yes</Peer_Firmware_Sharing>

オプション: [はい（Yes）]と[いいえ（No）]

デフォルト：[はい（Yes）]

b) ピアファームウェア共有ログサーバのパラメータを設定して、UDPメッセージが送信され
る IPアドレスとポートを示します。

例：10.98.76.123:514の場合、10.98.76.123が IPアドレス、514がポート番号です。

次の形式で文字列を入力することによって、設定ファイル (cfg .xml)でこのパラメータを
設定することができます。

<Peer_Firmware_Sharing_Log_Server>192.168.5.5</ Peer_Firmware_Sharing_Log_Server>

Peer_Firmware_Sharing_Log_Serverには UDPリモート Syslogサーバのホスト名とポートを
指定します。デフォルトでは、ポートはデフォルトの syslog 514です。

ステップ 3 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。

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

プロファイル認証を使用すると、電話機ユーザはプロビジョニングプロファイルを電話機に再

同期できます。認証情報は、電話機が再同期とconfigファイルのダウンロードを初めて試行し
ているときに HTTPまたは HTTPS 401認証エラーが発生した場合に必要です。この機能を有
効にすると、以下の状況で[プロファイルアカウントセットアップ（Profile Account Setup）]
画面が電話機に表示されます。

•電話機の再起動後のプロビジョニング中に HTTPまたは HTTPS 401認証エラーが発生し
た場合

•プロファイルアカウントのユーザ名とパスワードが空の場合

•プロファイルルールにユーザ名とパスワードがない場合
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プロファイルアカウントの設定画面が見逃されたり無視されたりする場合は、電話スクリーン

メニューからセットアップ画面にアクセスすることも、また電話機に回線が登録されていない

場合にのみ表示される、セットアップソフトキーからアクセスすることもできます。

この機能を無効にすると、[プロファイルアカウントセットアップ（Profile Account Setup）]
画面は電話機に表示されません。

[プロファイルルール（Profile Rule）]フィールドのユーザ名とパスワードには、プロファイ
ルアカウントよりも高い優先順位があります。

•ユーザ名とパスワードなしで正しいURLを [プロファイルルール（Profile Rule）]フィー
ルドに指定すると、電話機はプロファイルを再同期するために認証またはダイジェストを

要求します。正しいプロファイルアカウントを使用すると、認証はパスします。誤ったプ

ロファイルアカウントでの認証は失敗します。

•正しいユーザ名とパスワードで正しいURLを [プロファイルルール（ProfileRule）]フィー
ルドに指定すると、電話機はプロファイルを再同期するために認証またはダイジェストを

要求します。プロファイルアカウントは電話機の再同期には使用されません。サインイン

は成功します。

•誤ったユーザ名とパスワードで正しいURLを [プロファイルルール（ProfileRule）]フィー
ルドに指定すると、電話機はプロファイルを再同期するために認証またはダイジェストを

要求します。プロファイルアカウントは、電話の再同期には使用されません。サインイン

は必ず失敗します。

•誤った URLを [プロファイルルール（Profile Rule）]フィールドに指定すると、サインイ
ンは必ず失敗します。

XML（cfg.xml）コードを使用して電話機構成ファイルのパラメータを設定することもできま
す。

電話管理Webページからプロファイル認証タイプを指定できます。

始める前に

電話管理のWebページにアクセスします。電話機ウェブインターフェイスへのアクセスを参
照してください。

手順

ステップ 1 [音声（Voice）] > [プロビジョニング（Provisioning）]を選択します。

ステップ 2 [設定プロファイルセクションで、プロファイルアカウント認証に使用する資格情報を指定す
るよう、プロファイル認証タイプパラメータを設定します。

次の形式で文字列を入力することによって、設定ファイル (cfg .xml)でこのパラメータを設定
することができます。

<Profile_Authentication_Type ua="na">Disabled</Profile_Authentication_Type>

オプション：
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•無効：プロファイルアカウント機能を無効にします。この機能が無効になっている場合、
プロファイルアカウントセットアップメニューは電話画面に表示されません。

• [基本的な HTTP認証（Basic HTTP Authentication）]：HTTPログイン資格情報は、プロ
ファイルアカウントの認証に使用されます。

• [XSI認証（XSI Authentication）]：XSIログイン認証情報または XSI SIP認証情報は、プ
ロファイルアカウントの認証に使用されます。認証の資格情報は、電話機の [XSI認証タ
イプ（XSI Authentication Type）]によって異なります。

電話機の [XSI認証タイプ（XSI Authentication Type）]が[ログイン認証情報（Login
Credentials）]に設定されている場合、XSIログイン資格情報が使用されます。

電話機の [XSI認証タイプ（XSI Authentication Type）]が [SIPクレデンシャル（SIP
Credentials）]に設定されている場合、SIP資格情報が使用されます。

デフォルト：基本的な HTTP認証

ステップ 3 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。

ソフトキーを無視して着信をサイレントにする
[無視（Ignore）]ソフトキーを電話機に追加できます。ユーザは、忙しいときや邪魔されたく
ないときにこのソフトキーを押して着信コールをサイレント状態にできます。ユーザがこのソ

フトキーを押すと電話は鳴らなくなりますが、視覚的なアラートが表示されるので、電話の

コールに応答することはできます。

始める前に

電話管理のWebページにアクセスします。電話機ウェブインターフェイスへのアクセスを参
照してください。

手順

ステップ 1 [音声（Voice）] > [電話（Phone）]を選択します。

ステップ 2 [プログラム可能なソフトキー（Programmable Softkeys）]セクションで、[プログラム可能なソ
フトキー有効（Programmable Softkey Enable）]を [はい（Yes）]に設定します。

ステップ 3 [着信キー一覧（Ringing Key List）]フィールドに次の値を入力します。

answer|1;ignore|2;ignoresilent|3;

ステップ 4 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。
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電話機から他の電話機 (場所)へのアクティブコールの移
動

電話機は、あるデスクフォン（場所）から別の携帯電話またはデスクフォン（場所）にコー

ルをシームレスに移動させられるように設定できます。

この機能を有効にすると、[Anywhere]メニューが電話画面に追加されます。ユーザはこのメ
ニューを使用して、複数の電話を場所として内線に追加できます。その内線に着信コールが

あった場合、追加されたすべての電話が鳴り、ユーザはどの場所からでも着信コールに応答で

きます。場所リストも BroadWorks XSIサーバに保存されます。

XML（cfg.xml）コードを使用して電話機構成ファイルのパラメータを設定することもできま
す。各パラメータを設定するには、アクティブコールをロケーションに移動するためのパラ

メータ（79ページ）表の文字列のシンタックスを参照してください。

始める前に

電話管理のWebページにアクセスします。電話機ウェブインターフェイスへのアクセスを参
照してください。

手順

ステップ 1 [音声（Voice）] > [内線（n）（Ext(n)）]を選択します。

ステップ 2 [XSI回線サービス（XSI Line Service）]セクションで、アクティブコールをロケーションに移
動するためのパラメータ（79ページ）表の説明に従って、[XSIホストサーバ（XSI Host
Server）]、[XSI認証タイプ（XSI Authentication Type）]、[ログインユーザ ID（Login User
ID）]、[ログインパスワード（LoginPassword）]、および [Anywhere対応（AnywhereEnable）]
パラメータを設定します。

[XSI認証タイプ（XSI Authentication Type）]に [SIPクレデンシャル（SIP Credentials）]を
選択した場合、[サブスクライバ情報（Subscriber Information）]セクションにサブスクライバ
の [認証 ID（Auth ID）]および [パスワード（Password）]を入力する必要があります。

ステップ 3 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。

アクティブコールをロケーションに移動するためのパラメータ

次の表では、電話機のウェブインターフェイスの内線 (n)タブの下にある XSI Line Serviceセク
ションにおける、[アクティブコールをロケーションに移動するのパラメータに移動する]機能
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と使用方法を定義しています。また、パラメータを設定するために、XML (cfg.xml)コードを
含む電話構成ファイルに追加される文字列のシンタックスも定義します。

表 15 :アクティブコールをロケーションに移動するためのパラメータ

説明パラメータ

サーバの名前を入力します。例：

xsi.iop1.broadworks.net

XSIホストサーバは、デフォルトで httpプロトコル
を使用します。HTTPSを介したXSIを有効にするに
は、サーバで https://を指定できます。

（注）

次のいずれかを実行します。

• XML (cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次
の形式で文字列を入力します。

<XSI_Host_Server

ua="na">https://xsi.iop1.broadworks.net</XSI_Host_Server>

•電話機の webページで、サーバを入力します。

例：

https://xsi.iop1.broadworks.net

サーバのポートを指定することもできます。次に例を示しま

す。

https://xsi.iop1.broadworks.net:5061

ポートを指定していない場合指定したプロトコルのデフォル

トポートが使用されます。

デフォルト：空白

[XSIホストサーバ（XSI Host
Server）]
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説明パラメータ

XSIの認証タイプを決定します。

次のいずれかを実行します。

• XML (cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次
の形式で文字列を入力します。

< XSI_Authentication_Type ua = "na" > SIP クレデンシャ

ル </XSI_Authentication_Type >

•電話機のウェブページで、認証タイプを選択します。

オプション：

ログインクレデンシャル－ログインユーザーIDとログインパ
スワードでアクセスを認証します。

SIPクレデンシャル－電話機に登録されているSIPアカウント
の認証 IDおよびパスワードでアクセスを認証します

[XSI認証タイプ（XSI Authentication Type）]に [SIPクレデ
ンシャル（SIPCredentials）]を選択した場合、[サブスクライ
バ情報（Subscriber Information）]セクションにサブスクライ
バの [認証 ID（Auth ID）]および [パスワード（Password）]
を入力する必要があります。

デフォルト：[ログインクレデンシャル（Login Credentials）]

[XSI認証タイプ（XSI
Authentication Type）]

電話機ユーザの BroadSoftユーザ ID

例：

johndoe@xdp.broadsoft.com.

次のいずれかを実行します。

• XML (cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次
の形式で文字列を入力します。

<Login_User_ID
ua="na">4081005300@as1bsoft22.sipurash.com</Login_User_ID>

•電話機のウェブページで、有効なユーザ IDを入力しま
す。

XSI認証タイプの場合は、[ログインユーザ ID（Login User
ID）]の値を入力する必要があります。このパラメータがない
とBroadWorks Anywhere機能は動作しません。

デフォルト：admin

[ログインユーザ ID（Login
User ID）]
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説明パラメータ

ログインユーザ IDに関連付けられている英数字のパスワー
ド。

XSI認証のタイプとして [ログインクレデンシャル（Login
Credentials）]を選択した場合は、ログインパスワードを入力
する必要があります。

パスワードを入力した後、このパラメータは次のように設定

ファイル (cfg)で表示されます。 <ACS_Password

ua="na">************</ACS_Password>

デフォルト：空白

[ログインパスワード（Login
Password）]

内線で BroadWorks Anywhere機能を有効にします。

次のいずれかを実行します。

• XML (cfg.xml)を使用した電話機の設定ファイルでは、次
の形式で文字列を入力します。

<Anywhere_Enable_1_ ua="na">はい（Yes）

</Anywhere_Enable_1_>

•電話機のウェブページで、[はい（Yes）]を選択した場
合、Anywhereはこの回線で有効になり、ユーザは電話機
のメニューを使用してこの特定の回線に複数の場所を追

加できます。

有効な値: [はい（Yes）] | [いいえ（No）]

デフォルト：[はい（Yes）]

Anywhereの有効化

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

電話機の [発信者IDのブロック（Block caller id）]ステータスは、BroadWorks XSIサーバ上の
[回線IDのブロック（Line ID Blocking）]ステータスと同期できます。同期を有効にすると、
ユーザが [発信者IDのブロック（Block caller id）]設定で加えた変更により、BroadWorksサー
バの設定も変更されます。

XML（cfg.xml）コードを使用して電話機構成ファイルのパラメータを設定することもできま
す。

始める前に

電話管理のWebページにアクセスします。電話機ウェブインターフェイスへのアクセスを参
照してください。
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手順

ステップ 1 [音声（Voice）] > [内線（n）（Ext(n)）]を選択します。

ステップ 2 [XSI回線サービス（XSI Line Service）]セクションで、 [CIDのブロックの有効化（BlockCID
Enable）]パラメータを設定します。XSIインターフェイスを使用して発信者 IDブロックのス
テータスとサーバとの同期を有効にするには、[はい（Yes）]を選択します。電話機のローカ
ルブロッキング発信者 ID設定を使用するには、いいえを選択します。

次の形式で文字列を入力することによって、設定ファイル (cfg .xml)でこのパラメータを設定
することができます。

<Block_CID_Enable_1_ ua="na">No</Block_CID_Enable_1_>

•機能キーの同期がはいに設定されている場合、FKSはXSI同期よりも優先されま
す。

• XSIホストサーバと認証情報が入力されていない場合で、 CFWD有効フィール
ドがはいに設定されている場合、電話ユーザはその電話で通話を転送できませ

ん。

（注）

オプション: [はい（Yes）]と[いいえ（No）]

デフォルト：[いいえ（No）]

ステップ 3 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。

回線の BroadWorks XSI通話履歴の表示の有効化
BroadWorksサーバまたはローカル電話のいずれかからの最近の通話履歴を表示するように電
話機を設定できます。この機能を有効にすると、[通話履歴（Recent）]画面には [次からの通
話履歴を表示（Display recents from）]メニューが表示され、ユーザはXSI通話履歴またはロー
カル通話履歴を選択できます。

XML（cfg.xml）コードを使用して電話機構成ファイルのパラメータを設定することもできま
す。各パラメータを設定するには、回線上の BroadWorks XSIコールログのパラメータ（84
ページ）表の文字列のシンタックスを参照してください。

始める前に

電話管理のWebページにアクセスします。電話機ウェブインターフェイスへのアクセスを参
照してください。

手順

ステップ 1 [音声（Voice）] > [電話（Phone）]を選択します。
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ステップ 2 [XSI電話サービス（XSI Phone Service）]セクションで、回線上の BroadWorks XSIコールログ
のパラメータ（84ページ）の説明に従って、[XSIホストサーバ（XSI Host Server）]、[XSI認
証タイプ（XSI Authentication Type）]、[ログインユーザID（Login User ID）]、[ログインパ
スワード（Login Password）]、および [ディレクトリ対応（Directory Enable）]フィールドを
設定します。

[XSI認証タイプ（XSI Authentication Type）]に [SIPクレデンシャル（SIP Credentials）]を選
択した場合、このセクションに [SIP認証ID（Sip Auth ID）]および [SIPパスワード（SIP
Password）]を入力する必要があります。

ステップ 3 回線上の BroadWorks XSIコールログのパラメータ（84ページ）の説明に従って、[CallLog関
連回線（CallLogAssociatedLine）]および [次からの通話履歴を表示（DisplayRecentsFrom）]
フィールドを設定します。

[CallLogの有効化（CallLog Enable）]フィールドの値を [いいえ（No）]に設定する
と、[次からの通話履歴を表示（Display Recents from）]メニューは [通話履歴
（Recents）]電話画面に表示されなくなります。

（注）

ステップ 4 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。

回線上の BroadWorks XSIコールログのパラメータ
次の表では、電話機のウェブインターフェイスの電話タブにあるXSI Phoneサービスセクショ
ンにおける、回線パラメータでのXSIコールログの機能と使用方法を定義しています。また、
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パラメータを設定するために、XML (cfg.xml)コードを含む電話構成ファイルに追加される文
字列のシンタックスも定義します。

表 16 :回線上の XSIコールログのパラメータ

説明パラメータ

サーバの名前を次のように入力します;例、
xsi.iop1.broadworks.net

。

XSIホストサーバは、デフォルトで
httpプロトコルを使用します。
HTTPSを介したXSIを有効にするに
は、サーバでhttps://を指定できま

す。

（注）

• XML (cfg.xml)を使用した電話機の設定
ファイルでは、次の形式で文字列を入力

します。

<XSI_Host_Server
ua="na">https://xsi.iop1.broadworks.net</XSI_Host_Server>

•電話機のウェブインターフェイスで、使
用する XSIサーバを入力します。

デフォルト：空

[XSIホストサーバ（XSI Host Server）]
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説明パラメータ

XSIの認証タイプを決定します。XSI IDとパ
スワードによるアクセスを認証するには、[ロ
グインクレデンシャル（Login Credentials）]
を選択します。電話機に登録されてる SIPア
カウントの登録ユーザ IDとパスワードによる
アクセスを認証するには、[SIPクレデンシャ
ル（SIP Credentials）]を選択します。

• XML (cfg.xml)を使用した電話機の設定
ファイルでは、次の形式で文字列を入力

します。

<XSI_Authentication_Type ua="na">SIP
Credentials</XSI_Authentication_Type>

•電話機のウェブインターフェイスで、XSI
サービスの認証タイプを指定します。

オプション: SIPクレデンシャル情報とログイ
ン資格情報

デフォルト：[ログインクレデンシャル（Login
Credentials）]

[XSI認証タイプ（XSI Authentication Type）]

電話機のユーザの BroadSoftユーザ ID（例：
johndoe@xdp.broadsoft.com）。

XSI認証タイプに対して [ログインクレデン
シャル（Login Credentials）]または [SIPクレ
デンシャル（SIP Credentials）]を選択する場
合、SIP認証 IDを入力します。

SIP認証 IDを [SIPクレデンシャル（SIP
Credentials）]として選択する場合、ログイン
ユーザ IDを入力する必要があります。ログイ
ンユーザ IDがない場合、BroadSoftディレク
トリは、電話帳リストの下に表示されません。

• XML (cfg.xml)を使用した電話機の設定
ファイルでは、次の形式で文字列を入力

します。

<Login_User_ID
ua="na">username</Login_User_ID>

•電話機のウェブインターフェイスで、XSI
サーバへのアクセスを認証するために使

用するユーザ名を入力します。

デフォルト：空

[ログインユーザ ID（Login User ID）]
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説明パラメータ

ユーザ IDに関連付けられている英数字パス
ワード。

XSI認証タイプに対して [ログインクレデン
シャル（LoginCredentials）]を選択する場合、
ログインパスワードを入力します。

デフォルト：空

[ログインパスワード（Login Password）]

電話機のユーザに対してBroadSoftディレクト
リを有効にします。ディレクトリを有効にす

る場合は [はい（Yes）]を選択し、無効にする
場合は [いいえ（No）]を選択します。

次のいずれかを実行します。

• XML (cfg.xml)を使用した電話機の設定
ファイルでは、次の形式で文字列を入力

します。

<Directory_Enable
ua="na">Yes</Directory_Enable>

•電話機のウェブインターフェイスで、こ
のフィールドを[はい (Yes)]に設定して、
BroadSoftディレクトリを有効にします。

オプション: [はい（Yes）]と[いいえ（No）]

デフォルト：[いいえ（No）]

[ディレクトリ有効（Directory Enable）]

最近の通話ログを表示する電話回線を選択で

きます。

次のいずれかを実行します。

• XML (cfg.xml)を使用した電話機の設定
ファイルでは、次の形式で文字列を入力

します。

<CallLog_Associated_Line
ua="na">1</CallLog_Associated_Line>

•電話機のウェブインターフェイスで、電
話回線を選択します。

有効値：1～ 10

デフォルト：1

CallLog関連回線
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説明パラメータ

電話機が表示する最近の通話ログのタイプを

設定できます。

次のいずれかを実行します。

• XML (cfg.xml)を使用した電話機の設定
ファイルでは、次の形式で文字列を入力

します。

<Display_Recents_From
ua="na">Phone</Display_Recents_From>

•電話のウェブインターフェイスで、サー
バを選択してBroadSoft XSIの最近の通話
ログを表示し、電話を選択してローカル

の最近の通話ログを表示します。

オプション:電話機とサーバ

デフォルト =電話（Phone）

[次からの通話履歴を表示（Display
Recents from）]が電話の [通話履歴
（Recents）]画面に追加されるの
は、[CallLogの有効化（CallLog
Enable）]を [はい（Yes）]に、[次
からの通話履歴を表示（Display
Recents from）]のタイプを [サーバ
（Server）]に設定した場合のみで
す。

（注）

次からの通話履歴を表示（Display Recents
from）

[機能キーの同期（Feature Key Sync）]を有効にする
Feature Key Synchronization（FKS;機能キー同期）を有効にすると、着信転送の設定とサーバ上
の邪魔しない（DND）が電話機に同期されます。電話機で行われたDNDおよび着信転送の設
定の変更も、サーバと同期されます。

始める前に

電話管理のWebページにアクセスします。電話機ウェブインターフェイスへのアクセスを参
照してください。

手順

ステップ 1 [音声（Voice）] > [内線[n]（Ext [n]）]を選択します。ここで、[n]は内線番号です。
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ステップ 2 [コール機能の設定（Call Feature Settings）]セクションで、[機能キー同期（Feature Key Sync）]
フィールドを [はい（Yes）]に設定します。

ステップ 3 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。

関連トピック

DNDとコール転送ステータスの同期（89ページ）
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（90ページ）
XSIサービスを介して DNDステータス同期を有効にする（91ページ）

DNDとコール転送ステータスの同期
電話管理Webページで設定を構成して、電話とサーバ間でのステータス（DND）同期および
着信転送を有効にできます。

機能のステータスを同期させる方法は 2つあります。

•機能キー同期（FKS）

• XSI同期

FKSは SIPメッセージを使用して機能のステータスを伝達します。XSI同期は HTTPメッセー
ジを使用します。FKSと XSIの両方の同期が有効になっている場合、FKSは XSI同期よりも
優先されます。FKSがXSI同期とどのように相互作用するかについては、下の表を参照してく
ださい。

表 17 : FKSと XSI同期の間の相互作用

CFWD同期DND同期CFWDが有効DNDが有効[機能キーの同期
（Feature Key
Sync）]

はい（SIP）はい（SIP）はいはいはい

はい（SIP）はい（SIP）不可不可はい

はい（SIP）はい（SIP）はい不可はい

はい（SIP）はい（SIP）不可不可はい

はい（HTTP）はい（HTTP）はいはい不可

はい（HTTP）不可はい不可不可

不可はい（HTTP）不可はい不可

不可不可不可不可不可
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回線キーに FKSまたはXSI同期が設定されており、さらにDNDまたはコール転送機能も有効

になっている場合、それぞれの DND アイコンまたはコール転送 アイコンが回線キーラ

ベルの隣に表示されます。回線キーに不在着信、ボイスメッセージ、緊急ボイスメールアラー

トがあると、アラート通知とともにDNDアイコンまたはコール転送アイコンも表示されます。

関連トピック

[機能キーの同期（Feature Key Sync）]を有効にする（88ページ）
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（90ページ）
XSIサービスを介して DNDステータス同期を有効にする（91ページ）

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
着信転送の同期が有効になっていると、サーバ上の着信転送に関連する設定が電話機に同期さ

れます。電話機で行われた自動転送設定の変更もサーバと同期されます。

転送転送のXSI同期が有効になっていて、XSIホストサーバまたはXSIアカウントが正しく設
定されていない場合、電話ユーザは電話で電話を転送できません。

（注）

XML（cfg.xml）コードを使用して電話機構成ファイルのパラメータを設定することもできま
す。

始める前に

•電話管理のWebページにアクセスします。電話機ウェブインターフェイスへのアクセス
を参照してください。

• XSIホストサーバとそれに対応する資格情報を設定します。音声 > Ext（n）タブ。

• XSIサーバ認証にログイン認証情報を使用する場合は、XSIホストサーバ、ログイン
ユーザ ID、およびログインパスワードをXSI回線サービスセクションに入力します。

• XSIサーバ認証に SIP認証情報を使用する場合は、XSIホストサーバおよびログイン
ユーザ IDを XSI回線サービスに、認証 IDおよびパスワードを加入者情報セクショ
ンに入力します。

•音声 > Ext（n）から通話転送設定セクションにある機能キー同期（FKS）を無効にしま
す。

手順

ステップ 1 [音声（Voice）] > [内線[n]（Ext [n]）]を選択します。ここで、[n]は内線番号です。

ステップ 2 XSI回線サービスセクションで、CFWD有効化パラメータを [はい（Yes）]に設定します。
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次の形式で文字列を入力することによって、設定ファイル (cfg .xml)でこのパラメータを設定
することができます。

<CFWD_Enable_1_ ua="na">Yes</CFWD_Enable_1_>

オプション: [はい（Yes）]と[いいえ（No）]

デフォルト：[はい（Yes）]

ステップ 3 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。

関連トピック

DNDとコール転送ステータスの同期（89ページ）
[機能キーの同期（Feature Key Sync）]を有効にする（88ページ）

XSIサービスを介して DNDステータス同期を有効にする
邪魔しない（DND）同期が有効になっている場合、サーバのDND設定は電話機に同期されま
す。電話機で行われた DND設定の変更もサーバと同期されます。

DNDの XSI同期が有効になっていて、XSIホストサーバまたは XSIアカウントが正しく設定
されていないと、電話機ユーザは電話機の DNDモードをオンにできません。

（注）

XML（cfg.xml）コードを使用して電話機構成ファイルのパラメータを設定することもできま
す。

始める前に

•電話管理のWebページにアクセスします。電話機ウェブインターフェイスへのアクセス
を参照してください。

• XSIホストサーバとそれに対応する資格情報を設定します。音声 > Ext（n）タブ。

• XSIサーバ認証にログイン認証情報を使用する場合は、XSIホストサーバ、ログイン
ユーザ ID、およびログインパスワードをXSI回線サービスセクションに入力します。

• XSIサーバ認証に SIP認証情報を使用する場合は、XSIホストサーバおよびログイン
ユーザ IDを XSI回線サービスに、認証 IDおよびパスワードを加入者情報セクショ
ンに入力します。

•音声 > Ext（n）から通話転送設定セクションにある機能キー同期（FKS）を無効にしま
す。

手順

ステップ 1 [音声（Voice）] > [内線[n]（Ext [n]）]を選択します。ここで、[n]は内線番号です。
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ステップ 2 XSI回線サービスセクションで、DND有効化パラメータを [はい（Yes）]に設定します。

次の形式で文字列を入力することによって、設定ファイル (cfg .xml)でこのパラメータを設定
することができます。

<DND_Enable_1_ ua="na">Yes</DND_Enable_1_>

オプション: [はい（Yes）]と[いいえ（No）]

デフォルト：[はい（Yes）]

ステップ 3 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。

関連トピック

DNDとコール転送ステータスの同期（89ページ）
[機能キーの同期（Feature Key Sync）]を有効にする（88ページ）

SIPメッセージ内の着信コール統計レポートを有効にす
る

電話機がセッション開始プロトコル（SIP）メッセージ（BYEおよびre-INVITEメッセージ）内
で通話終了統計を送信できるように許可することができます。通話が終了するか、コールが保

留中になると、電話機は相手先に通話の統計情報を送信します。この統計は、以下が含まれま

す。

•送信または受信したリアルタイム転送プロトコル (RTP)パケット

•送受信した合計バイト数

•消失したパケットの総数

•遅延ジッタ

•ラウンドトリップ遅延

•コール期間[こるきかん]

通話統計は、SIP BYEmessagesメッセージおよび SIP BYEレスポンスメッセージでヘッダーと
して送信されます (保留中の 200 OKおよび re-INVITE)。オーディオセッションの場合、ヘッ
ダーはRTP-RxStatおよびRTP-TxStatです。

SIP BYEメッセージ内の通話統計の例:

Rtp-Rxstat: Dur=13,Pkt=408,Oct=97680,LatePkt=8,LostPkt=0,AvgJit=0,VQMetrics="CCR=0.0017;
ICR=0.0000;ICRmx=0.0077;CS=2;SCS=0;VoRxCodec=PCMU;CID=4;VoPktSizeMs=30;VoPktLost=0;
VoPktDis=1;VoOneWayDelayMs=281;maxJitter=12;MOScq=4.21;MOSlq=3.52;network=ethernet;
hwType=CP-8865;rtpBitrate=60110;rtcpBitrate=0"

Rtp-Txstat:
Dur=13,Pkt=417,Oct=100080,tvqMetrics="TxCodec=PCMU;rtpbitrate=61587;rtcpbitrate=0
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これらの属性の説明については、SIPメッセージの通話統計の属性（93ページ）を参照して
ください。

電話設定ファイルでCall_Statisticsパラメータを使用して、この機能を有効にすることもでき

ます。

<Call_Statistics ua="na">Yes</Call_Statistics>

始める前に

電話管理のウェブページにアクセスして、電話機ウェブインターフェイスへのアクセスを参

照してください。

手順

ステップ 1 [音声（Voice）] > [SIP]を選択します。

ステップ 2 RTPパラメータセクションで、通話統計フィールドを [はい（Yes）]に設定して、電話機がSIP
BYEおよび再INVITEメッセージで通話統計を送信できるようにします。

次の形式で文字列を入力することによって、設定ファイル (cfg .xml)でこのパラメータを設定
することもできます。

<Call_Statistics ua="na">Yes</Call_Statistics>

有効値は、はい|いいえです。デフォルトは、いいえです

ステップ 3 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。

SIPメッセージの通話統計の属性
表 18 :音声: RTP-RxStatペイロード

必須説明属性（Attribute）

はいメディアセッション/コールの期間Dur

はい受信された RTPパケットの合計数パケット

いいえ受信したRTPパケットのオクテット数10月

はい受信して、バッファーウィンドウの外側への遅延とし

て破棄されたRTPパケットの数
LatePkt

はい失われた RTPパケットの数LostPkt

はいセッション中の平均ジッターAvgJit

はいストリーム/セッションコーデックのネゴシエーションVoRxCodec
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必須説明属性（Attribute）

はいパケットサイズ（ミリ秒単位）VoPktSizeMs

はい最大ジッター検出回数maxJitter

はい遅延/一方向遅延VoOneWayDelayMs

はいセッションの平均オピニオン会話品質、RFC毎
https://tools.ietf.org/html/rfc3611

MOScq

いいえ失われたシーケンシャルパケットの最大数maxBurstPktLost

いいえバースト時に失われたシーケンシャルパケットの平均

数。この数値を全体的な損失と組み合わせて使用して、

損失が通話品質に与える影響を比較できます。

avgBurstPktLost

はいデバイスをオンにしたネットワークのタイプ(可能な場
合)。

networkType

はいセッション/メディアが動作しているハードウェアクラ
イアント。ソフトクライアントにはより関連性があり

ますが、ハードフォンにも便利です。例えば、モデル

番号 CP-8865です。

hwType

表 19 :音声: RTP-TxStatペイロード

必須説明属性（Attribute）

はいセッション時間Dur

はい転送された RTPパケットの数パケット

はい転送したRTPパケットのオクテット数10月

はい転送コーデックTxCodec

はい合計 RTP転送ビットレート (bits/sec)rtpBitRate

はいすべての RCTP転送ビットレート (bits/sec)rctpBitRate

SIPセッション ID
マルチプラットフォームフォンは、「セッション識別子」をサポートするようになりました。

この機能は、既存のコール識別子の制限を克服するのに役立ち、RFC 7989に準拠した IPベー
スのマルチメディア通信システムでのSIPセッションのエンドツーエンドトラッキングを可能
にします。セッション識別子をサポートするために、「Session-ID」ヘッダーが SIP要求およ
び応答メッセージに追加されます。
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「セッション識別子」は識別子の特定の値を指し、「Session-ID」は識別子の伝送に使用され
るヘッダーフィールドを指します。

•ユーザが通話を開始すると、SIP INVITEメッセージを送信している間に電話機がローカル
の UUIDを生成します。

• UASがSIP INVITEを受信すると、電話機は着信メッセージでローカルUUIDをピックアッ
プし、受信したセッション IDヘッダーにその UUIDを追加して、ヘッダーを応答で送信
します。

•特定のセッションの全ての SIPメッセージにおいて同じ UUIDが維持されます。

•電話機は、他の機能 (会議や転送など)でも同じローカル UUIDを維持します。

•このヘッダーは登録メソッドに実装されますが、電話機の登録が失敗するまで、すべての
登録メッセージのローカル UUIDは変更されません。

Session-IDは、コールに参加している各ユーザエージェントの汎用一意識別子（UUID）を含
みます。各コールは、ローカル UUIDおよびリモート UUIDと呼ばれる 2つの UUIDで構成さ
れます。ローカル UUIDは発信ユーザエージェントから生成される UUIDであり、リモート
UUIDは終端ユーザエージェントから生成されます。UUID値は、UUIDの最上位オクテット
が最初に表示される、小文字の 16進数文字の文字列として表示されます。セッション識別子
は 32文字で構成され、セッション全体では変わりません。

セッション ID形式

コンポーネントは、グローバルセッション IDの準備ができているセッション IDを実装しま
す。

電話によってhttpヘッダーに渡されるサンプルの現在のセッションID（ダッシュはわかりやす
くするために含まれています）は00000000-0000-0000-0000-5ca48a65079aです。

セッション ID形式: UUUUUUUUSSSS5000y000DDDDDDDDDDDD

UUUUUUUU－ランダムに生成された、セッション用の一意の ID[0-9a-f]生成される新しいセッ
ション IDの例を次の通りです。

•電話機がオフフック状態になった

•最初の SIP登録 (オンボードフロー)に対するアクティベーションコードの入力

SSSS－セッションを生成するソース。例えば、送信元タイプが「CiscoMPP」である場合、送
信元値 (SSSS)が「0100」になる場合があります。

Y－8、9、A、または Bのいずれかの値は、UUID v5 RFCに準拠している必要があります。

DDDDDDDDDDDD－電話機のMACアドレス
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SIPメッセージのセッション IDの例

このヘッダーは、INVITE/ACK/CANCEL/BYE/UPDATE/INFO/REFERなどのインコールダイア
ログメッセージとその応答、および基本的なアウトオブコールメッセージREGISTERのでサ
ポートされています。

Request-Line: INVITE sip:901@10.89.107.37:5060 SIP/2.0
Session-ID:

298da61300105000a00000ebd5cbd5c1;remote=00000000000000000000000000000000

Status-Line: SIP/2.0 100 Trying
Session-ID: fbaa810a00105000a00000ebd5cc118b;remote=298da61300105000a00000ebd5cbd5c1

Status-Line: SIP/2.0 180 Ringing
Session-ID:

fbaa810a00105000a00000ebd5cc118b;remote=298da61300105000a00000ebd5cbd5c1

Status-Line: SIP/2.0 200 OK
Session-ID:

fbaa810a00105000a00000ebd5cc118b;remote=298da61300105000a00000ebd5cbd5c1

Request-Line: ACK sip:901@10.89.107.37:5060 SIP/2.0
Session-ID:

298da61300105000a00000ebd5cbd5c1;remote=fbaa810a00105000a00000ebd5cc118b

Request-Line: BYE sip:901@10.89.107.37:5060 SIP/2.0
Session-ID:

298da61300105000a00000ebd5cbd5c1;remote=fbaa810a00105000a00000ebd5cc118b

Status-Line: SIP/2.0 200 OK
Session-ID:

fbaa810a00105000a00000ebd5cc118b;remote=298da61300105000a00000ebd5cbd5c1

SIPセッション IDを有効にする
SIPセッションIDを有効にして、既存の通話識別子の制限を克服し、SIPセッションのエンド
ツーエンドの追跡を許可できます。

始める前に

電話機ウェブインターフェイスへのアクセス

手順

ステップ 1 [音声（Voice）] > [内線（n）（Ext(n)）]を選択します。

ステップ 2 SIPの設定セクションに移動します。

ステップ 3 セッション IDパラメータ（97ページ）表の説明に従ってSIPセッション IDのサポートフィー
ルドを設定します。

ステップ 4 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。
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セッション IDパラメータ
次の表で、電話ウェブページの音声 >内線(n)タブの下にあるSIP設定セクションにおける、
各パラメータの機能と使用方法を定義します。また、パラメータを設定するための、XML
(cfg.xml)コードを含む電話設定ファイルに追加される文字列のシンタックスも説明します。

説明とデフォルト値[パラメータ名（Parameter Name）]

SIPセッション IDのサポートを制御します。

次のいずれかの操作を行います。

• XML (cfg.xml)を使用した電話機の設定
ファイルでは、この形式で文字列を入力

します。

<SIP_SessionID_Support_1_ ua="na">はい

（Yes）</SIP_SessionID_Support_1_>

•電話機のウェブページでこの機能を有効
にするには、[はい（Yes）]を選択しま
す。

有効値:はい（Yes） |いいえ（No）

デフォルト：[はい（Yes）]

SIP SessioIDサポート

ラインキー LEDの動作を選択する
マルチプラットフォームの電話機でラインキー LEDの動作を選択できます。

電話機のウェブページで、次のいずれかのオプションを選択できます。

•デフォルト

•プリセット 1

• Custom

詳細については、回線キー LED動作のカスタマイズ（98ページ）を参照してください。

始める前に

電話機ウェブインターフェイスへのアクセス

手順

ステップ 1 [音声（Voice）] > [電話（Phone）]を選択します。
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ステップ 2 ラインキー LEDパターンセクションで、カスタム LEDタイプドロップダウンリストからオ
プションを選択します。

次の形式で文字列を入力することによって、設定ファイル (cfg .xml)でこのパラメータを設定
することもできます。

<Custom_LED_Type ua="na">Default</Custom_LED_Type>

有効値は、デフォルト |プリセット 1 |カスタムです。デフォルト値は Defaultです。

ステップ 3 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。

カスタム LEDタイプドロップダウンリストで選択内容を送信すると、Att Consoleタブにも変
更が反映されます。これは、電話ラインキーおよびキー拡張モジュールのラインキーの同時実

行 LED動作を設定する場合にのみ発生します。

キー拡張モジュール LEDの動作を確認するには、

1. [音声（Voice）] > [Attコンソール（Att Console）]を選択します。

2. Att Consoleキー LEDパターンのセクションを表示します。

回線キー LED動作のカスタマイズ
マルチプラットフォームフォンでの回線キーLEDの動作には、3つのオプションの設定があり
ます。電話機のウェブページで、次のいずれかのオプションを選択できます。

•デフォルト

•プリセット 1

• Custom

次の表では、基本デフォルトとプリセット 1の回線キー LED動作を比較しています。

表 20 :回線キーの基本的な LED動作

プリセット 1のパターン
と色

デフォルトのパターンと色フィールドと説明

オフグリーンで点灯遊休：回線が遊休状態で

す。

オフオレンジに点灯登録失敗:回線がサーバに登
録されませんでした。

オフオレンジでゆっくり点滅登録中:サーバに登録しよう
としています。
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プリセット 1のパターン
と色

デフォルトのパターンと色フィールドと説明

オフオフ無効:回線が無効になってい
るか、使用されていませ

ん。

カスタムオプションでは、次のカラーパターンキーを使します。

表 21 :色-パターン（Color/Pattern）

色 (c)

g =グリーン（GREEN）

r =レッド（RED）

a =オレンジ（AMBER）

o = OFF

カラーを OFFに設定した場合、設定していてもパターンは無視されます。

パターン (p)

b =色を使用した点滅

これは、遅い点滅のシステム初期設定の場合と同じです。

n =点滅なし、無色

フィールドの設定を誤ると、システムデフォルトの設定がそのフィールドに適用

されます。

（注）

次の表では、3つのカスタム LED動作の設定例を説明しています。

表 22 : LED設定例

ユーザ入力（User Input）LED

c=r;p=n

c=r

レッドで点灯

c=a;p=bオレンジに点滅

c=oオフ

次の各機能には、LED動作設定が含まれています。以降の表では、各機能の LED動作につい
て説明しています。

•基本回線機能 (Bluetoothハンズフリー回線と同じ動作)
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• Bluetoothハンズフリー回線機能 (基本回線と同じ動作)

•共有電話機能

次の表で、共有電話機能のLED動作を示します。デフォルトとプリセット1の設定の比較表で
す。

表 23 :共有電話

プリセット 1のパ
ターンと色

デフォルトのパターン

と色

フィールドと説明

レッド（点灯）赤のハートビート (二重
点滅)

リモートアクティブ LED:ローカルデバイスの共
有電話が、別のデバイスが接続されたステータス

であることを受信しています。

赤色に点滅赤でゆっくり点滅リモート保留 LED:ローカルデバイスの共有電話
は、別のデバイスが保留中であるというステータ

スを受信しています。

レッド（点灯）赤のハートビート (二重
点滅)

リモート進行状況 LED:ローカルデバイスの共有
電話は、別のデバイスが発信中であるステータス

を受信しています。

オレンジに点滅赤のハートビート (二重
点滅)

リモート呼び出し LED:ローカルデバイスの共有
電話は、別のデバイスが着信中であるというス

テータスを受信しています。

レッド（点灯）赤のハートビート (二重
点滅)

リモートシーズド LED:ローカルデバイスの共有
電話は、別のデバイスがオフフックになったこと

を示すステータスを受信しています。

オフレッド（点灯）リモート未定義 LED:ローカルデバイスの共有電
話が動作中状態ではありません。

電話回線キーとキー拡張モジュールの回線キーの両方に適用されるLED動作を設定できます。

Cisco 6800キー拡張モジュールの場合、カスタム LED設定は電話回線キーにのみ適用されま
す。電話回線キーに対してカスタムLED動作を設定した場合、キー拡張モジュールの回線キー
は、キー拡張モジュールのデフォルト動作になります。

次の表に、電話機とキー拡張モジュールの回線キーを同時に設定する場合の、サブスクリプ

ション回線キーの基本LED動作を示します。デフォルトとプリセット1の設定の比較表です。

表 24 :基本回線キーとキー拡張モジュールの回線キー設定

プリセット 1のパ
ターンと色

デフォルトのパターンと

色

フィールドと説明

オフオレンジに点灯サービスサブスクライブ失敗 LED：サービ
スサブスクリプションに失敗しました。
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プリセット 1のパ
ターンと色

デフォルトのパターンと

色

フィールドと説明

オフオレンジがゆっくり点滅サービスのサブスクライブ LED:サービスサ
ブスクリプションが続行されます。

次の表に、スピードダイヤルおよびXMLアプリケーションのLED動作の設定を示します。デ
フォルトとプリセット 1の設定の比較表です。

表 25 :スピードダイヤルおよび XMLアプリケーション機能の設定

プリセット 1のパターン
と色

デフォルトのパターンと

色

フィールドと説明

オフグリーンに点灯アプリケーション LED:拡張サービスア
プリケーションが動作中です

次の表に、コールパーク機能の LED動作を示します。デフォルトとプリセット 1の設定の比
較表です。

表 26 :コールパーク機能の設定

プリセット 1のパ
ターンと色

デフォルトのパターンと

色

フィールドと説明

オフグリーンに点灯パーキングロットアイドルLED:モニタリング
対象の回線にはパーク保留された通話があり

ません。

赤色に点滅低速な赤の点滅パーキングロット混み合い中LED:モニタリン
グ対象の回線に保留中の通話があります。

次の表に、話中ランプフィールド (BLF)機能の LED動作を示します。デフォルトとプリセッ
ト 1の設定の比較表です。

表 27 : BLF機能の設定

プリセット 1のパターンと
色

デフォルトのパターンと色フィールドと説明

オフグリーンに点灯BLF遊休 LED—モニタリング
対象の回線が遊休状態です
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プリセット 1のパターンと
色

デフォルトのパターンと色フィールドと説明

オレンジに点滅赤ですばやく点滅

キー拡張モジュールの場合、

キー拡張モジュールが次のよう

に制限されているため、ゆっく

りと赤で点滅します。

•オン

•オフ

•ゆっくり点滅

BLF着信 LED—モニタリング
対象回線が鳴っています。

レッド（点灯）レッド（点灯）BLFビジーLED:コール中に、
モニタリング対象の回線が混み

合っている状態です。

レッド（点灯）赤でゆっくり点滅BLF保留 LED:モニタリング対
象の回線がコールを保留してい

ます。

電話回線キーに適用されるのは

次の場合のみです。

BLFビジー LEDは、キー拡張
モジュールの回線キーに適用さ

れます。

カスタム LED動作を使用して電話機を設定した後、その電話機を古いバージョンのファーム
ウェアにダウングレードすると、カスタム LED設定は変更されませんカスタム LED設定を削
除する場合は、ダウングレードを実行する前に、LEDの動作をシステムのデフォルトに設定し
ます。

リモート処理 SDKの電話機のセットアップ
マルチプラットフォーム電話機にリモート SDKを設定することができます。リモート SDK
は、電話機の制御するWebSocketベースのプロトコルを提供します。

始める前に

•電話機ウェブインターフェイスへのアクセス

• WebSocketサーバは、電話機からアクセス可能なアドレスとポートを使用して実行されて
いる必要があります。
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手順

ステップ 1 [音声（Voice）] > [電話（Phone）]を選択します。

ステップ 2 WebSocket APIセクションに移動します。

ステップ 3 WebSocket APIパラメータ（103ページ）表の説明に従って、コントロールサーバのURLと許
可されている APIのフィールドを設定します。

ステップ 4 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。

WebSocket APIパラメータ
次の表で、電話ウェブページの音声 >電話タブの下にあるWebSocket APIセクションにおけ
る、各パラメータの機能と使用方法を定義します。また、パラメータを設定するための、XML
(cfg.xml)コードを含む電話設定ファイルに追加される文字列のシンタックスも説明します。

説明とデフォルト値[パラメータ名（Parameter Name）]

電話機が接続を維持しようとするWebSocket
サーバーのURL。

• XML (cfg.xml)を使用した電話機の設定
ファイルでは、この形式で文字列を入力

します。

<Control_Server_URL ua="na"/>

•電話機のウェブページで、WebSocketサー
バの URLを入力します。

例：

<Control_Server_URL>wss://my-server.com
/ws-server-path</Control_Server_URL>

この URLは次の形式の1つである必要があり
ます。

•安全ではない HTTP接続の場合は、次の
ようになります。

ws://your-server-name/path

•安全なHTTPS接続の場合は、次のように
なります。

wss://your-server-name/some-path

安全な接続を使用することを推奨します。

デフォルト：空

コントロールサーバ URL
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説明とデフォルト値[パラメータ名（Parameter Name）]

制御サーバに許可されている APIコールを制
限するために使用される正規表現。

• XML (cfg.xml)を使用した電話機の設定
ファイルでは、この形式で文字列を入力

します。

<Allowed_APIs ua="na">.*</Allowed_APIs>

•電話機のウェブページに、適切な正規表
現を入力します。

指定された正規表現は、制御サーバからのAPI
リクエストで提供されるリクエスト-URIパス
と一致します。パス全体が指定された正規表

現と一致しない場合、APIコールは拒否され
ます。

有効値は、次のとおりです。

• .*：すべての APIが許可されています

• /api/Call/v1/.*：v1 Callインターフェイス
通話のすべてが許可されています。

• /api/Call/v1/(ダイヤル|ハングアップ): v1
Callインターフェイス通話のダイヤルとハ
ングアップのみが許可されます。

デフォルト：.*

許容 API
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