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ファームウェアリリース 11.2(4)の新機能および変更され
た機能

新規および変更されたセクションリビジョン

物理環境および動作環境に関する仕様

ネットワークポートとコンピュータポートの

ピン割り当て

電話機の所要電力

LLDPでの電力ネゴシエーション

Cisco IP電話 6800シリーズマルチプラット
フォームフォンの概要

Cisco IP電話6841、6851、および 6861マルチ
プラットフォームフォンのボタンとハードウェ

ア

Cisco IP電話のインストール

ハードウェア関連のトピックを更新しました

Cisco IP電話 6861マルチプラットフォーム
フォン
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新規および変更されたセクションリビジョン

サポートされるアクセサリ

ヘッドセット

壁掛け用マウントキットを使用して Cisco IP
Phoneまたは、6861を設置する

電子フックスイッチの有効化

サポート対象のアクセサリを更新しました

Cisco IP電話 6861マルチプラットフォーム
フォン

Cisco IP電話 6861マルチプラットフォーム
フォン接続

接続方法に関するトピックを追加しました

Cisco IP電話 6861マルチプラットフォーム
フォン

Wi-Fi設定

携帯電話からWi-Fiをオンまたはオフにする

電話機のウェブページからWi-Fiをオンまた
はオフにする

電話機を手動でWi-Fiに接続する

WPSを使用して電話機をワイヤレスネット
ワークに接続する

電話からのWi-Fiプロファイルのセットアッ
プ

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

Wi-Fiプロファイルの削除

Wi-Fiプロファイルの順序を変更する

Wi-Fiネットワークをスキャンして保存する

Wi-Fiステータスの表示

電話機でWi-Fiステータスメッセージを表示

Wi-Fi設定

WiFiプロファイル (n)

のWi-Fi設定に関するトピックを追加しまし
た Cisco IP電話 6861マルチプラットフォーム
フォン
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新規および変更情報

ファームウェアリリース 11.2(4)の新機能および変更された機能

p680_b_6800-mpp-ag_chapter6.pdf#nameddest=unique_11
p680_b_6800-mpp-ag_chapter6.pdf#nameddest=unique_12
p680_b_6800-mpp-ag_chapter7.pdf#nameddest=unique_13
p680_b_6800-mpp-ag_chapter7.pdf#nameddest=unique_13
p680_b_6800-mpp-ag_chapter10.pdf#nameddest=unique_14
p680_b_6800-mpp-ag_chapter3.pdf#nameddest=unique_15
p680_b_6800-mpp-ag_chapter3.pdf#nameddest=unique_15
p680_b_6800-mpp-ag_chapter4.pdf#nameddest=unique_16
p680_b_6800-mpp-ag_chapter4.pdf#nameddest=unique_17
p680_b_6800-mpp-ag_chapter4.pdf#nameddest=unique_18
p680_b_6800-mpp-ag_chapter4.pdf#nameddest=unique_18
p680_b_6800-mpp-ag_chapter4.pdf#nameddest=unique_19
p680_b_6800-mpp-ag_chapter4.pdf#nameddest=unique_20
p680_b_6800-mpp-ag_chapter4.pdf#nameddest=unique_20
p680_b_6800-mpp-ag_chapter4.pdf#nameddest=unique_21
p680_b_6800-mpp-ag_chapter4.pdf#nameddest=unique_21
p680_b_6800-mpp-ag_chapter4.pdf#nameddest=unique_22
p680_b_6800-mpp-ag_chapter4.pdf#nameddest=unique_22
p680_b_6800-mpp-ag_chapter4.pdf#nameddest=unique_22
p680_b_6800-mpp-ag_chapter4.pdf#nameddest=unique_23
p680_b_6800-mpp-ag_chapter4.pdf#nameddest=unique_24
p680_b_6800-mpp-ag_chapter4.pdf#nameddest=unique_25
p680_b_6800-mpp-ag_chapter4.pdf#nameddest=unique_26
p680_b_6800-mpp-ag_chapter4.pdf#nameddest=unique_27
p680_b_6800-mpp-ag_chapter12.pdf#nameddest=unique_28
p680_b_6800-mpp-ag_chapter12.pdf#nameddest=unique_29


ファームウェアリリース 11.2(3)SR1の新機能および変更
された機能

新規および変更されたセクションリビジョン

アクティベーションコードによるオンボーディ

ング

アクティベーションコードのオンボードをサ

ポートするための新しいタスクを追加しまし

た

ファームウェアリリース 11.2(3)の新機能および変更され
た機能

新規および変更されたセクション改訂

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

追加しました

電話機の現在の設定をプロビジョニングサー

バにレポート

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

オーディオコンプライアンス規格を指定する

オーディオコンプライアンス

オーディオコンプライアンス規格をサポート

するための新しいタスクと新しいフィールド

を追加しました。

ユーザがオンラインキーで機能を構成できる

ようにする

短縮ダイヤルを設定して同僚の回線をモニタ

リングするためのユーザへの電話方法につい

ての新しいタスクを追加しました。

他の電話を監視するための電話設定既存のモニタリングする電話機のビジーラン

プフィールドの設定に代わる新しいトピック

を追加しました。

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

既存の複数のユーザの回線をモニタリングす

るための電話の設定に代わる新しいトピック

を追加しました。

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

関する新しいタスクを追加しました

新規および変更情報
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新規および変更されたセクション改訂

[プロファイル認証（Profile Authentication）]

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

プロファイル認証の強化をサポートするため

の「プロファイルアカウントを設定する」ト

ピックを置き換えるトピックを追加しました

DNDとコール転送ステータスの同期

[機能キーの同期（Feature Key Sync）]を有効
にする

XSIサービスによる自動転送ステータス同期
を有効にする

XSIサービスを介してDNDステータス同期を
有効にする

XSI回線サービス

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

ピックを追加しました

アップロードされた Syslogメッセージにデバ
イス IDを含める

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

クを追加しました。

電話の問題をリモートで報告する

PRTステータス

電話の問題をリモートで報告する方法に関す

る新しいフィールドと新しいタスクを追加し

ました。

オプションのネットワーク構成syslog識別子フィールドを追加しました。

設定プロファイルプロファイルアカウント有効パラメータをプ

ロファイル認証タイプフィールドと置換しま

した。

プロファイルルールパラメータの説明を更新

しました。

アップロード設定オプションレポートルールを更新し、新しいパラメータ

を追加しました：サーバにレポート、サーバ

への定期アップロード、およびローカル変更

時のアップロード遅延

音声 >電話 >一般ワイドバンドハンドセットのサポートパラメー

タを更新して、ワイドバンドハンドセットの

機能強化をサポートしました。

回線キー拡張フィールドの説明を更新しました。

LDAP名フィルタおよび姓フィルタフィールドの説

明を更新しました。

新規および変更情報
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p680_b_6800-mpp-ag_chapter10.pdf#nameddest=unique_41
p680_b_6800-mpp-ag_chapter10.pdf#nameddest=unique_42
p680_b_6800-mpp-ag_chapter10.pdf#nameddest=unique_42
p680_b_6800-mpp-ag_chapter10.pdf#nameddest=unique_43
p680_b_6800-mpp-ag_chapter10.pdf#nameddest=unique_44
p680_b_6800-mpp-ag_chapter10.pdf#nameddest=unique_44
p680_b_6800-mpp-ag_chapter10.pdf#nameddest=unique_45
p680_b_6800-mpp-ag_chapter10.pdf#nameddest=unique_45
p680_b_6800-mpp-ag_chapter10.pdf#nameddest=unique_46
p680_b_6800-mpp-ag_chapter10.pdf#nameddest=unique_46
p680_b_6800-mpp-ag_chapter12.pdf#nameddest=unique_47
p680_b_6800-mpp-ag_chapter12.pdf#nameddest=unique_48
p680_b_6800-mpp-ag_chapter12.pdf#nameddest=unique_48
p680_b_6800-mpp-ag_chapter13.pdf#nameddest=unique_49
p680_b_6800-mpp-ag_chapter12.pdf#nameddest=unique_50
p680_b_6800-mpp-ag_chapter12.pdf#nameddest=unique_51
p680_b_6800-mpp-ag_chapter12.pdf#nameddest=unique_52
p680_b_6800-mpp-ag_chapter12.pdf#nameddest=unique_53
p680_b_6800-mpp-ag_chapter12.pdf#nameddest=unique_54
p680_b_6800-mpp-ag_chapter12.pdf#nameddest=unique_55
p680_b_6800-mpp-ag_chapter12.pdf#nameddest=unique_56


新規および変更されたセクション改訂

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

[音声（Voice）] > [アテンダントコンソール
（Att Console）] >一般

新しい分野カスタマイズ可能な PLKオプショ
ンそして BLFリストとその説明がテーブルに
追加されます。

BLFリストURIおよびBLFリストに回線キーを
使用フィールドの説明が更新されました。

ファームウェアリリース 11.2(2)の新機能および変更され
た機能

新規および変更されたセクション改訂

Cisco IP電話 6821マルチプラットフォーム
フォンボタンとハードウェア

Cisco IP電話 6821マルチプラットフォーム
フォンの電話機のボタンとハードウェアを紹

介する新しいトピックが追加されました

Cisco IP電話 6821マルチプラットフォーム
フォン接続

Cisco IP電話 6821マルチプラットフォーム
フォンに接続する方法を説明する新しいトピッ

クが追加されました

壁面への Cisco IP電話 6821マルチプラット
フォームフォンの取り付け

Cisco IP電話 6821マルチプラットフォーム
フォンを壁面に取り付ける方法を示す新しい

トピックが追加されました

Cisco IP電話 6800シリーズマルチプラット
フォームフォンの概要

新しい電話機のモデル6821の詳細を含めるト
ピックが更新されました

ソフトキー、回線ボタン、機能ボタン6821のソフトキー、回線ボタン、および機能
ボタンの詳細のトピックが更新されました

物理環境および動作環境に関する仕様6821の仕様に関するトピックが更新されまし
た

電話機の所要電力Cisco IP電話 6821マルチプラットフォーム
フォンの電力要件のトピックが更新されまし

た

サポートされるアクセサリCisco IP電話 6821マルチプラットフォーム
フォンのサポートされるアクセサリが更新さ

れました

新規および変更情報
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新規および変更されたセクション改訂

壁面取り付けキットのコンポーネント6821の壁掛け用マウントキット詳細のトピッ
クが更新されました

起動表示としてのロゴの追加6821の表示画面のサイズに関するトピックが
更新されました

電子フックスイッチの有効化6851のみがEHS機能をサポートすることを示
すトピックが更新されました

前述の変更と同時に、一部の既存の項のタイトルが変更され、Cisco IP電話6841および6851マ
ルチプラットフォームフォンが追加されました。

ファームウェアリリース 11.2(1)の新機能および変更され
た機能

新規または変更されたセクション改訂

電話インターフェイスメニューへのユーザア

クセスの有効化

システム設定

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

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

Cisco IP Phoneのテレフォニー機能

SIPの設定（SIP Settings）

NAPTRに対応するトピックを更新しました

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

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

電話への非プロキシ SIPメッセージのブロッ
ク

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

ました

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

Peer Firmware Sharing

ピアファームウェア共有の有効化

ピアファームウェア共有に対応する新しいト

ピックを追加しました

新規および変更情報
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新規または変更されたセクション改訂

Cisco IP Phoneのテレフォニー機能

ファームウェアアップグレード

ピアファームウェア共有に対応するトピック

を更新しました

設定プロファイルプロファイルアカウントに対応するトピック

を更新しました

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

る

コールのサイレント状態に対応する新しいト

ピックを追加しました

プログラム可能なソフトキー

Cisco IP Phoneのテレフォニー機能

コールのサイレント状態に対応するトピック

を更新しました

BroadWorks Anywhereを有効にする

XSI回線サービス

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

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

XSI回線サービス

XSI発信者 IDブロックに対応する新しいト
ピックを追加しました

回線の BroadWorks XSI通話履歴の表示の有効
化

XSI通話ログに対応する新しいトピックを追
加しました

XSI電話サービス

Cisco IP Phoneのテレフォニー機能

XSI通話ログに対応するトピックを更新しま
した

電話機のWebページによるスクリーンセー
バーの設定

スクリーンセーバーの種類「ロック」の削除

に対応するトピックを更新しました

ファームウェアリリース 11.1(2)の新機能および変更され
た機能

新規または変更されたセクション機能

LDAP over TLSの設定LDAPoverTLS（LDAPS）のサポートを追加。
LDAP over TLSを構成するための新しいタス
クで管理情報を更新

電話機のWebページでの DHCP VLANオプ
ションのセットアップ

DHCP VLANオプションのサポートを追加。
DHCP VLANオプションを設定するための新
しいタスクで管理情報を更新

新規および変更情報
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新規または変更されたセクション機能

VLAN設定新しいフィールド [ DHCP VLANオプション
（DHCP VLAN Option）]でフィールドの説明
を更新。

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

新しいフィールド [DHCP VLANオプション
（DHCP VLAN Option）]で電話機のイーサ
ネット構成メニューを更新

XSI電話サービスXSI over HTTPSのサポートを追加。[XSIサー
ビス（XSI Service）]セクションの [XSI Host
Server]パラメータを更新。

電話機がXSIのBroadSoftディレクトリにアク
セスできない

電話機がXSIのBroadSoftディレクトリにアク
セスできない場合のトラブルシューティング

のシナリオを追加

Cisco6800シリーズキー拡張モジュールセット
アップの概要

Cisco IP電話6800キー拡張モジュールのサポー
ト

着信コールおよび発信コールの名前の逆引き

ルックアップ

着信および発信コールの名前の逆引きルック

アップの制御を追加

緊急通報のサポートバックグラウンド

緊急通報のサポート用語

緊急通報を発信するための電話機の設定

E911地理位置情報の設定

緊急通報が緊急サービスに接続されない

緊急通報サポート

新規および変更情報
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新規および変更情報

ファームウェアリリース 11.1(2)の新機能および変更された機能
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ファームウェアリリース 11.1(1)の新機能および変更され
た機能

新規または変更されたセクション機能

電話機の表示言語

電話機の表示の問題

フォントが小さすぎるか、または異常な文字

が表示される

電話画面にアジア言語の文字の代わりにボッ

クスが表示される

電話機のロケールが表示されない

ソフトキーラベルが切り捨てられている

アジアの言語のサポート

コールセンターエージェントの電話機のセッ

トアップ

ACDコール情報が欠落している

ACD設定

電話機に ACDソフトキーが表示されない

コールセンターサポート

SIP RECを使用したリモート通話録音の有効
化

SIP INFOを使用したリモート通話録音の有効
化

通話が録音されない

コール録音

Web UIボタンを使用した電話機の初期設定へ
のリセット

工場出荷時の状態へのリセット（Factory
Reset）

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

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

ギガビットのサポート

新規および変更情報
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新規および変更情報

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

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

IPv6情報

ネットワーク設定

IPv6設定

IPv6のサポート

プレゼンス表示用電話機のセットアップ

プレゼンスステータスが機能しない

電話機のプレゼンスメッセージ：サーバから

切断されている

Broadsoft XMPP

プレゼンス

一般ワイドバンドハンドセットのサポート

新規および変更情報
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新規および変更情報

ファームウェアリリース 11.1(1)の新機能および変更された機能
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