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ファームウェアリリース 11.3(1)の新機能および変更され
た機能

新機能および変更された機能リビジョン

短時間のアクティベーションコードを使用し

て自動プロビジョニングを有効にする

短いアクティベーションコードを使用して自

動プロビジョニング機能をサポートする新し

いタスクの新規追加

HTTPプロビジョニング用DNS SRVDNSサーバでHTTPプロビジョニングをサポー
トするトピックの新規追加

ファイアウォールを有効にする

追加のオプションを使用してファイアウォー

ルを設定する

MPP OSのセキュリティ強化をサポートする
タスクの新規追加

暗号リストを設定するCipher listの設定方法に関する新しいタスクの
新規追加

メディアプレーンセキュリティネゴシエーショ

ンの顧客開始モードを有効にする

メディアプレーンセキュリティネゴシエーショ

ンのクライアント開始モードをサポートする

タスクと関連パラメーターの新規追加
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新機能および変更された機能リビジョン

SIP over TLSのホスト名検証を有効化するSIPoverTLSを使用する回線のホスト名認証を
有効にする方法に関するタスクの新規追加

ワンボタンコールパークの設定ワンボタンのコールパークをサポートするタ

スクの新規追加

マルチキャストページングを設定する

複数のページンググループのパラメータ

マルチキャストページングに関するタスクと

パラメータの新規追加

リモート処理 SDKの電話機のセットアップ

WebSocket APIパラメータ

リモート処理SDK機能をサポートするための
タスクと関連パラメータの新規追加

DTMFサポートを使用して PSKを設定するDTMFをサポートするプログラム可能なソフ
トキー (PSK)を設定するためのタスクの新規
追加。

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

SIP BYEメッセージ内の通話統計レポートの
有効化方法に関するタスクの新規追加

音声品質レポートの設定新機能VQMSIPパブリッシュメッセージの新
しいフィールドをサポートするタスクの新規

追加

SIPセッション ID

SIPセッション IDを有効にする

セッション IDパラメータ

SIPセッション ID機能をサポートする新しい
トピックの追加

RTPパラメータ新しいフィールド RTP Before ACKの説明の新
規追加

SDPペイロードタイプの設定SDPペイロードタイプの設定方法に関するタ
スクの更新

OPUSコーデックナローバンドを使用するよ
うに電話機を設定する。

OPUSCodecナローバンドをサポートするタス
クの新規追加

新規および変更情報
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ファームウェアリリース 11.2(3)SR1の新機能および変更
された機能

新機能および変更された機能リビジョン

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

[--key]キーワード詳細を更新し、RFC8188
ベースの暗号化に関するメモを追加しました。

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

プロファイル認証タイプを指定する

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。

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

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。

電話設定をサーバーに報告するためのパラメー

ター

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

回線キー拡張フィールドの説明を更新しました。

LDAPディレクトリパラメータ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。

音声 >内線 (n) >全般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。

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電話のテレフォニー機能

SIP設定

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

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

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

Cisco IP電話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

ソフトキーを無視して着信をサイレントにす

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電話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

電話機から他の電話機へのアクティブコール

の移動

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電話サービスのパラメータ

Cisco IP電話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
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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

217

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

電話機の表示言語

電話機の表示の問題

電話に不規則なフォントが表示される。

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

通話録音

電話機Webページから電話機を初期設定にリ
セットする

[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
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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
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