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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
新規および変更されたセクション変更点

電話機のディスプレイでサポートされる言語サポートされている言語のリストにカタルニ

アが追加されました

プロビジョニングサーバに現在の電話設定を

レポート

--Keyキーワードの詳細について更新し、RFC
8188ベースの暗号化についての注を追加しま
した。

P-Early-Media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ための

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の指定

プロファイル認証の機能拡張をサポートする

ための「設定プロファイルアカウント」トピッ

クの置き換えに関するトピックが追加されま

した。

新機能および変更された機能に関する情報
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新規および変更されたセクション変更点

DNDおよび不在転送ステータスの同期

機能キー同期の有効化

XSIサービスを介した不在転送ステータスの
同期の有効化

XSIサービスを介したDNDステータス同期の
有効化

XSI回線サービス

DNDと不在転送ステータスの同期の機能をサ
ポートする新しいフィールドとトピックを追

加しました。

その他の電話機を監視するための電話機の設

定

既存の監視側電話機の話中ランプフィールド

設定に代わる新しいトピックを追加しました。

ユーザがラインキーの機能を設定できるよう

にする

電話機のユーザが短縮ダイヤルを設定し、同

僚の回線を監視する方法についての新しいタ

スクを追加しました。

アップロードした Syslogメッセージにデバイ
ス識別子を含める

アップロードした syslogメッセージにデバイ
ス識別子を含める方法についての新しいトピッ

クを追加しました。

リモートでの電話機の問題の報告

PRTステータス

電話機の問題をリモートで報告する方法につ

いての新しいフィールドと新しいタスクを追

加しました。

オプションネットワーク設定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認証タイプのフィールドにプロ

ファイルアカウント有効パラメータを置き換

えました

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が更新され、次の新しいパラ

メータが追加されました。サーバへのレポー

ト、サーバへの定期的なアップロード、およ

びローカルの変更時のアップロード遅延。

回線キー内線フィールドの説明を更新しました。

LDAP[名前 (Name) ]フィルタフィールドと[姓
(name)]フィルタフィールドの説明を更新しま
した。

音声 >内線 (n) >一般LineEnableパラメータにXMLパラメータ設定
の例が追加されています。

新機能および変更された機能に関する情報
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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

p881_b_8800-mpp-ag_chapter11.pdf#nameddest=unique_9
p881_b_8800-mpp-ag_chapter11.pdf#nameddest=unique_10
p881_b_8800-mpp-ag_chapter11.pdf#nameddest=unique_11
p881_b_8800-mpp-ag_chapter11.pdf#nameddest=unique_11
p881_b_8800-mpp-ag_chapter11.pdf#nameddest=unique_12
p881_b_8800-mpp-ag_chapter11.pdf#nameddest=unique_12
p881_b_8800-mpp-ag_chapter13.pdf#nameddest=unique_13
p881_b_8800-mpp-ag_chapter11.pdf#nameddest=unique_14
p881_b_8800-mpp-ag_chapter11.pdf#nameddest=unique_14
p881_b_8800-mpp-ag_chapter11.pdf#nameddest=unique_15
p881_b_8800-mpp-ag_chapter11.pdf#nameddest=unique_15
p881_b_8800-mpp-ag_chapter13.pdf#nameddest=unique_16
p881_b_8800-mpp-ag_chapter13.pdf#nameddest=unique_16
p881_b_8800-mpp-ag_chapter13.pdf#nameddest=unique_18
p881_b_8800-mpp-ag_chapter13.pdf#nameddest=unique_19
p881_b_8800-mpp-ag_chapter13.pdf#nameddest=unique_20
p881_b_8800-mpp-ag_chapter13.pdf#nameddest=unique_21
p881_b_8800-mpp-ag_chapter13.pdf#nameddest=unique_22
p881_b_8800-mpp-ag_chapter13.pdf#nameddest=unique_23
p881_b_8800-mpp-ag_chapter13.pdf#nameddest=unique_24


新規および変更されたセクション変更点

キー拡張モジュールタイプの割り当て

[電話機 (Phone)]メニューを使用したキー拡張
モジュールタイプの割り当て

新しいMPPキー拡張モジュール (Cisco IPPhone
8851/8861 Key拡張モジュールおよび Cisco IP
Phone 8865キー拡張モジュール）の割り当て
方法についての新しいタスクを追加。

一般電話機の webページに追加された新しいパラ
メータ「KEMタイプ」をサポートする新しい
フィールドが一般テーブルに追加されました。

キー拡張モジュールが通常の起動プロセスを

実行しない

新しいMPPキー拡張モジュール (Cisco IPPhone
8851/8861キー拡張モジュールとCisco IPPhone
8865キー拡張モジュール）のトラブルシュー
ティングシナリオを追加。

電話機のWebページからWi-Fiをオンまたは
オフにする

電話機のWebページおよび XMLプロビジョ
ニングサーバからWi-Fiプロファイルをセッ
トアップします。

Wi-Fi managementおよびWi-Fiプロファイル
をサポートするための新しいラスクを追加し

ました。

Wi-Fi設定電話機の webページに追加された新しいパラ
メータWi-Fi設定をサポートする新しいテー
ブルが追加されました。

Wi-Fiプロファイル (n)電話機の webページに追加された新しいパラ
メータWi-Fiプロファイル (n)をサポートする
新しいテーブルが追加されました。

Ciscoヘッドセット 500シリーズのカスタマイ
ズ

Ciscoヘッドセット 500シリーズのカスタマイ
ズのトピックを追加しました。

マルチプラットフォームファームウェアを搭

載した Cisco IP Phone 8800シリーズのアクセ
サリの概要

Ciscoヘッドセット 521および 522

Ciscoヘッドセット 561および 562

Ciscoヘッドセット 521、522、561、および
562をサポートするトピックを追加しました。

Ciscoヘッドセット 500シリーズのアップグ
レードルールの設定

Ciscoヘッドセット 500シリーズのアップグ
レードのトピックを追加しました。

新機能および変更された機能に関する情報
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ファームウェアリリース 11.2(1)の新機能および変更
追加または変更されたセクション変更点

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

LCD画面をサポートするようにトピックを更
新し、「 ro」および「 na」属性を受け付け
ない

SIPトランスポートの設定NAPTRをサポートする新しいトピックの追加

Cisco IP Phoneのテレフォニー機能

SIP設定

NAPTRをサポートするトピックの更新

プライバシーヘッダの設定。SIPプライバシーヘッダに対応する新しいト
ピックの追加

SIP設定SIPプライバシーヘッダに対応するトピック
の更新

電話機への非プロキシ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の追加

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の更新

ピアファームウェア共有（Peer Firmware
Sharing）

ピアファームウェアの共有を有効にする

ピアファームウェア共有に対応する新しいト

ピックの追加

Cisco IP Phoneのテレフォニー機能

Firmware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

の更新

プロフィールアカウントの有効化プロファイルアカウントに対応する新しいト

ピックの追加

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

の更新

電話機とサーバ間の設定の同期を有効にする機能キー同期サポートを使用して、選択され

ていない回線のDNDおよびコール転送指示に
対応するトピックの更新

着信音をサイレント状態にする「無視」プロ

グラム可能なソフトキーの追加

コールのサイレント状態に対応する新しいト

ピックの追加

新機能および変更された機能に関する情報
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追加または変更されたセクション変更点

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

の更新

BroadWorks Anywhereの有効化

XSI回線サービス

XSIBroadWorksAnywhereに対応する新しいト
ピックの追加

電話および BroadWords XSI Serverでのブロッ
ク発信者 ID機能の同期

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
ピックの追加

回線上の BroadWorks XSIコールログの表示の
有効化

XSIコールログに対応する新しいトピックの
追加

XSI電話サービス

Cisco IP Phoneのテレフォニー機能

XSIコールログに対応するトピックの更新

電話のWebページでスクリーンセーバーを設
定する

スクリーンセーバーのタイプ、「ロック」の

削除に対応するトピックの更新

エグゼクティブおよびアシスタント

エグゼクティブまたはアシスタントのメニュー

が表示されない

Executive-Assistantに対応する新しいセクショ
ンの追加

番号シーケンスの例

IP電話上でのダイヤルプランの編集

電話機とサーバ間の設定の同期を有効にする

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

プログラム可能なソフトキー

回線キー

特定業種向けサービスのアクティベーション

コード

機能ボタンとソフトキー

コール機能の設定

Executive-Assistantに対応するセクションの更
新

ビデオコーデックの設定ビデオパケット化に対応するトピックの更新

音声データおよびビデオデータの優先順位の

設定

ビデオ RTP ToS（音声またはビデオデータの
優先順位）に対応する新しいトピックの追加

新機能および変更された機能に関する情報
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追加または変更されたセクション変更点

Cisco IP Phoneのテレフォニー機能

ネットワーク設定

ビデオ RTP ToS（音声またはビデオデータの
優先順位）に対応するトピックの更新

音響の設定

音響の設定

オーディオ設定（音響）に対応する新しいト

ピックの追加

Cisco IP Phoneのテレフォニー機能オーディオ設定（音響）に対応するトピック

の更新

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

追加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

ヘッドセットの安全に関する重要な情報

サードパーティ製ヘッドセット

電話機でのヘッドセットの設定

Cisco Headset 531および Cisco Headset 532

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

[ネットワークの設定（NetworkConfiguration）]
のフィールド

DHCP VLANオプション

新機能および変更された機能に関する情報

6
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追加または変更されたセクション機能

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

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

電話機のディスプレイの言語

電話機のディスプレイに関する問題

フォントが小さすぎるか、通常とは異なる文

字が入っています

電話画面に、アジア文字の代わりにボックス

が表示されます

電話のロケールが表示されません

ソフトキーのラベルがすべて表示されません

アジア言語のサポート

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ます

ACDの設定

電話が ACDソフトキーを表示しません

コールセンターのサポート

SIPRECでリモート通話録音を有効にします。

SIP INFOでリモート通話録音を有効にする

通話が録音されません

コール録音

ビデオコーデックの設定

ビデオ構成

ビデオ送信解像度のセットアップ

ビデオ帯域幅の制御

ビデオ構成

ビデオサービスの無効化

ビデオ構成

Cisco IP Phone 8845および 8865のサポート

新機能および変更された機能に関する情報
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追加または変更されたセクション機能

Web UIボタンによる電話機の初期設定へのリ
セット

初期設定へのリセット

工場出荷時の状態にリセットするボタン（電

話のWebページ）

[ネットワークの設定（NetworkConfiguration）]
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

プレゼンス用の電話機のセットアップ

BroadSoft XMPP

電話でのプレゼンス表示メッセージ：サーバ

から切断されました

プレゼンスステータスが動作しません

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

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

項の更新リビジョン

以下のMOS-LQ値およびMOS-CQ値を参照してくださ
い。回線のコールステータス

MOSの機能拡張が追加されました

捕足サービス

構成ユーティリティでの不在着信通知の設定

構成ユーティリティページにおける

不在着信表示設定方法が追加されま

した。

電話のWebページから電話を初期設定へリセットする

電話のWebページの URLを使用して電話の問題を識別
する

電話のWebページにおける、初期
設定へのリセットおよび指定した

URLへの ping実行が追加されまし
た。

スターコードで電話会議ボタンを有効化電話のWebページからの会議ハー
ドキーに、スターコードの追加情

報が追加されました

新機能および変更された機能に関する情報
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項の更新リビジョン

起動表示としてロゴの追加ロゴを起動表示として追加できるよ

うになりました

キー拡張モジュールの自動検出キー拡張モジュールが接続時に自動

検出されるようになりました

ファームウェアリリース 11(0)の新機能および変更され
た機能

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

項の更新リビジョン

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_126問題レポートツールの機能拡張が追加されま

した

PRTアップロードの設定問題レポートツールのアップロードが追加さ

れました

ダイヤルアシスタンスのイネーブル化ダイヤルアシスタンスの有効化が追加されま

した

追加回線キーのセットアップ追加の回線キーのサポートが追加されました

• NATの設定

• SIP設定

•コール機能の設定

•プロキシと登録

•サブスクライバ情報

•音声の設定

基本コールの機能拡張が更新されました

電話機のWebインターフェイスへのアクセス
の有効化

システム設定

Web httpsの機能拡張が更新されました

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

新機能および変更された機能に関する情報
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項の更新リビジョン

XMLサービス

XMLディレクトリサービス

XMLアプリケーション

マクロ変数

XMLアプリケーションに接続するための電話
機の設定

XMLディレクトリサービスに接続するための
電話機の設定

XMLアプリケーションのサポートが追加され
ました

電話機のホテリングの有効化ホテリングのサポートが追加されました

電話機とサーバ間の設定の同期を有効にするDNDとコール転送の同期が追加されました

ユーザパスワードの設定設定ユーティリティにパスワードを設定する

機能が追加されました

TR-069による電話機の管理

TR-069

TR-069ステータス

TR-069サポートが追加されました

ダイヤルプランダイヤルプランフィールドが更新されました

802.1X認証802.xのサポートが追加されました

BluetoothワイヤレスヘッドセットBluetoothワイヤレスヘッドセットの機能拡張
が追加されました

共有回線

共有回線の設定

共有回線の機能拡張が追加されました

NATマッピングのイネーブル化NATの有効化が追加されました

LDAPLDAPの機能拡張が追加されました

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

短縮ダイヤルの設定が追加されました

電子フックスイッチの有効化

音量

設定ユーティリティに電子フックスイッチの

有効化が追加されました

短縮ダイヤル短縮ダイヤルのトピックが更新されました

新機能および変更された機能に関する情報
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項の更新リビジョン

•話中ランプフィールドラベルの設定

•キー拡張モジュールのLCDの明るさの設
定

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

キー拡張モジュールでの短縮ダイヤルの設定キー拡張モジュールの改訂短縮ダイヤルのサ

ポートが更新されました

設定ユーティリティでのカスタマイズ状態の

表示

カスタマイズ状態の表示が追加されました

•他の機能と連動する話中ランプフィール
ドの設定

追加の複数の機能を使用した BLFの設定が追
加されました

DNDのスターコードの設定応答不可機能にスターコードサポートが追加

されました

•プログラム可能なソフトキープログラム可能なソフトキーの変更が更新さ

れました

プロビジョニング権限の設定プロビジョニング権限の変更が更新されまし

た

DND（応答不可）を有効にする応答不可機能の変更が更新されました

•自動的にページングを受け入れるための
電話機の設定

自動ページング機能が追加されました

#unique_165電話機の設定ユーティリティ（Webページ）
のすべてのセクションが更新されました

新機能および変更された機能に関する情報
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