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ファームウェアリリース 11.2(3)の新機能および変更され
た機能

新規および変更されたセクション改訂

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

追加しました

電話機の現在の設定をプロビジョニングサー

バにレポート

キーワード [--key]の詳細を更新し、RFC
8188ベースの暗号化に関する注記を追加しま
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に対応した新し

いトピックを追加しました

規格：ETSIと TIA

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

リングするためにユーザに電話をかける方法

について、新しい手順説明を追加しました。

新規および変更情報
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他の電話をモニタリングするための電話設定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ついての既存のトピック

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

複数ユーザの回線をモニタリングするための

電話の設定についての既存のトピックに代わ

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

[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機能強化に対応するため、

「「プロフィールアカウントの設定」」に代

わるトピックを追加しました。

DNDと着信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およびコール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（ProfileAccount
Enable）]パラメータを [プロファイル認証タ
イプ（Profile Authentication Type）]フィールド
で置き換えました。

[プロファイルルール（ProfileRule）]パラメー
タの説明を更新しました

新規および変更情報
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アップロード設定のオプション[レポートルール（Report Rule）]を更新し、
新しいパラメータ：[サーバへの報告：]、[サー
バへの定期アップロード（periodic Upload to
Server）]、および [ローカル変更時のアップ
ロード遅延（Upload Delay on Local Change）]
を追加しました。

回線キー[内線番号（Extension）]フィールドの説明を
更新しました。

LDAP[名フィルタ（Last Name Filter）]および [姓
フィルタ（Last Name Filter）]フィールドの説
明を更新しました。

[音声（Voice）] > [内線（Ext）] >一般XMLパラメータ設定の例を [回線の有効化
（LineEnable）]パラメータに追加しました。

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

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

ピアファームウェア共有

ピアファームウェア共有の有効化

ピアファームウェア共有に対応する新しいト

ピックを追加しました

Cisco IP Phoneのテレフォニー機能

ファームウェアアップグレード

ピアファームウェア共有に対応するトピック

を更新しました

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

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

新規または変更されたセクション機能

着信コールおよび発信コールの名前の逆引き

ルックアップ

名前の逆引きルックアップの有効化および無

効化

着信および発信コールの発信者名の検索制御

緊急通報のサポートバックグラウンド

緊急通報を発信するための電話機の設定

E911地理位置情報の設定

緊急通報が緊急サービスに接続されない

緊急通報の発信

LDAP over TLSの設定LDAP over TLS（LDAPS）

電話機のWebページでの DHCP VLANオプ
ションのセットアップ

VLAN設定

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

DHCP VLANオプション

XSI電話サービス

電話機がXSIのBroadSoftディレクトリにアク
セスできない

XSIサービスの HTTPSサポート

新規および変更情報
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ファームウェアリリース 11.1(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

電話機に ACDソフトキーが表示されない

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

プレゼンスステータスが機能しない

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

IPv6情報

ネットワーク設定

IPv6設定

IPv6のサポート

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

プレゼンス表示用電話機のセットアップ

Broadsoft XMPP

プレゼンス

ファームウェアリリース 11.0(1)の新機能および変更され
た機能

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

更新されたセクションリビジョン

• #unique_79MOS機能強化を追加

•補足サービス

•設定ユーティリティを使用した不在着信通知の設定

[設定ユーティリティ（Configuration
Utility）]ページで不在着信通知を設
定する方法を追加

電話機Webページから電話機を初期設定にリセットす
る

電話機のWebページで URLを使用して電話機の問題を
特定する

電話機のWebページで特定の URL
を使用して、初期設定へのリセット

および pingを実行する機能を追加

スターコードを使用した会議ボタンの有効化スターコードに追加された情報は電

話機のWebページから電話会議ハー
ドキーに追加される

電話機のページから壁紙を変更する[デフォルト（default）]および [ロゴ
（logo）]オプションを使用して、
Cisco IP Phoneに背景/壁紙の設定を
追加電話機の背景としてロゴを追加

できる

起動表示としてのロゴの追加ブート表示としてロゴを追加できる

ファームウェアリリース 11(0)の新機能および変更され
た機能

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

新規および変更情報
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更新されたセクションリビジョン

PRTアップロードの設定PRTアップロード URLの設定を追加

• #unique_88問題レポートツールの機能強化を追加

PRTアップロードの設定問題レポートツールのアップロードを追加

追加回線キーのセットアップ追加回線キーのサポートを追加

• NAT設定

• SIPの設定（SIP Settings）

•コール機能の設定

•プロキシおよび登録

•サブスクライバ情報

•音声設定

基本的なコールの機能強化を更新

電話機Webインターフェイスへのアクセスの
有効化

システム設定

Web HTTPSの機能強化を更新

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

XMLサービス

XMLディレクトリサービス

XMLアプリケーション

マクロ変数

XMLアプリケーションに接続するための電話
機の設定

XMLディレクトリサービスに接続するための
電話機の設定

XMLアプリケーションのサポートを追加

電話機のホテリングの有効化ホテリングのサポートを追加

ユーザパスワードの設定設定ユーティリティでパスワードを設定する

機能を追加

TR-069を使用した電話機の管理

TR-069

TR-069ステータス

TR-069のサポートを追加

新規および変更情報
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新規および変更情報

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

ダイヤルプラン[ダイヤルプラン（Dial Plan）]のフィールドを
更新

802.1X認証802.xのサポートを追加

共有回線

共有回線の設定

共有回線の機能許可を追加

NATマッピングの有効化NATの有効化を追加

LDAPLDAPの機能強化を追加

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

短縮ダイヤルの設定を追加

電子フックスイッチの有効化

音量（Audio Volume）

設定ユーティリティでの電子フックスイッチ

の有効化を追加

短縮ダイヤル短縮ダイヤルのトピックを更新

設定ユーティリティでのカスタマイズ状態の

表示

カスタマイズ状態の表示を追加

•その他の機能でビジーランプフィールド
を設定する

追加された複数の機能を使った BLFの設定を
追加

DNDのスターコードの設定応答不可機能でのスターコードサポートを追

加

•プログラム可能なソフトキープログラム可能なソフトキーの変更を更新

プロビジョニング権限の設定プロビジョニング権限の変更を更新

応答不可を有効にする応答不可機能の変更を更新

•自動的にページを承認するための電話機
の設定

自動ページング機能を追加

#unique_123電話機の設定ユーティリティ（Webページ）
のすべてのセクションを更新

ファームウェアリリース 10.4(1) SR1の新着情報
Cisco IP Phoneのテレフォニー機能に記載のすべての機能が追加されました。

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 10.4(1) SR1の新着情報
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更新されたセクションリビジョン

ページンググループ（マルチキャストページ

ング）の設定

ページンググループの設定を追加

英数字ダイヤリングの設定英数字ダイヤリングの設定を追加

ファームウェアリリース 10.4(1)の新着情報
Cisco IP Phoneのテレフォニー機能に記載のすべての機能が追加されました。

更新されたセクションリビジョン

回線キーの短縮ダイヤルの設定回線キーでの短縮ダイヤルを追加

プロビジョニング権限の設定プロビジョニング権限を追加

プログラム可能なソフトキーの設定プログラム可能なソフトキーのカスタマイズ

を追加

Cisco IP Phoneのテレフォニー機能リモートカスタマイズを追加

音声品質レポートSIP PUBLISHを使用した音声品質レポートを
追加

エラーレポートツールのログのダウンロード問題レポートツールを追加

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 10.4(1)の新着情報
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