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電話機の機能および設定の概要
Cisco IP Phoneをネットワークに設置して、ネットワーク設定を構成し、それらをサードパー
ティコール制御システムに追加したら、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したり、必要に応じて電話テンプレートを変更したり、サービスをセッ

トアップしたり、ユーザを割り当てたりする必要があります。

Cisco IP Phoneのその他の設定は、サードパーティコール制御設定ユーティリティから変更で
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 Phone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 Phone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。

電話機の機能および設定

2

電話機の機能および設定

電話機の機能および設定の概要



Cisco IP Phone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、支援を受けるためにシステム管理者に問い合わせ可能な環境

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 Phone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推奨します。

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。

•サポートするすべての Cisco IP Phone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関する情報

•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 Phoneのテレフォニー機能
Cisco IP Phone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も、各種テレフォニー機能を設定するためのサービス

パラメータがいくつかあります。

（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、-、_、.、+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

電話機に接続された電話機のスピーカー、ハンドセット、およびヘッドセット

の音声設定を設定します。

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

ブラインド転送では、確立された2つのコール（保留状態または接続状態のコー
ル）を 1つのコールに結合します。コールを開始したユーザはコールから離脱
されます。ブラインド転送では、打診コールが開始されることも、アクティブ

なコールが保留になることもありません。

一部の JTAPI/TAPIアプリケーションには Cisco IP Phoneの結合およびブライン
ド転送機能との互換性がないため、同じ回線上の（場合によっては複数の回線

をまたいだ）結合および直接転送が無効になるように結合/直接転送ポリシーを
設定する必要が生じることがあります。

ブラインド転送

ユーザは、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）

ユーザは、BLFを介してモニタされた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。

折り返し

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の処理はサポートされてい
ません。

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、すべてのコール転送、話中転送、および無応答時転送があります。

コール転送

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

電話機のコール履歴に共有回線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。

•共有回線の不在着信へのログイン

•共有回線のすべての応答済み着信と発信履歴のログへの記録

共有回線のコール履歴

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。

Call Park

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（Call Pickup）

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。

コールウェイティング

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（Caller ID
Blocking）

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。

発信側の正規化

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

Real-Time Transport Protocol（RTP）と Secure Real-Time Transport 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

GPickUpソフトキーを押して呼出中のデバイスの電話番号を入力することによ
り、ユーザはその電話番号を呼び出しているコール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。

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。

応答不可（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。ライン
キーに関しては、機能キーの同期を有効にします。ラインキーは、DNDまたは
不在転送も有効にします。

DNDと、選択されていない回線キー
でのコール転送通知

ユーザに緊急通報機能を提供します。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て、緊急通報が予期せず切断された際に使用します。

緊急コール

エグゼクティブとそのアシスタントの共有コール制御を示します。エグゼクティブアシスタント

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

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、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

共有回線を持つ電話機では、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/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、電話機が 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、

Unknownの代わりに発信者番号が表示されます。
発信者名と番号の表示の改善

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。
ジッターバッファ

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 Phone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。

回線をまたいで参加

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

メッセージ受信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 Phoneのメッセージ受信インジケータを設定したりクリ
アしたりします。

待ちメッセージ

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。

メッセージ受信インジケータ

IP Phoneの最小呼出音量レベルを設定します。最小呼出音量

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、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

ユーザは電話機のグループまたはすべての電話機にページングできます。グルー

プページングが開始されたときに電話機で通話がアクティブである場合は、着

信ページングが無視されます。

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つのアクティブコールをサポートし、最大で 1回線あたり 10のアクティブ
コールをサポートします。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。Music On Hold（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

スピードダイヤル機能を設定すると、手動による操作をせずに、Forced
Authorization Code（FAC）、Client Matter Code（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。スピードダイヤルを押すと、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、必要なダイヤル一時停止を使用します。

スピードダイヤルの一時停止

電話機の機能および設定
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説明と詳細情報機能

リモートサイトの IP Phone間でのファームウェアファイルの共有を許可しま
す。アップグレードプロセスの実行時に帯域幅の節約となります。この機能

は、Cisco Peer-to-Peer-Distribution Protocol（CPPDP）を使用しています。CPPDP
は、デバイスのピアツーピア階層を形成するために使用される Cisco独自のプ
ロトコルです。CPPDPは、ファームウェアその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際にも使用します。

帯域幅が制限されたWANリンクを経由するブランチまたはリモートオフィス
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法に比べて以下の利点を提供します。

•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フォンの数が多いほど、従来のファームウェアアップグレード方法に比べ、
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）

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

電話機のログを送信するか、問題を管理者に報告します。問題レポートツール

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。

プログラム可能な機能ボタン

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がリモートから電話機の設定をカスタマイズできます。

サービスプロバイダーが物理的に電話機を触って取り扱う必要も、ユーザが電

話機の設定を行う必要もありません。サービスプロバイダーは、電話機の注文

時にセールスエンジニアと一緒にこの機能をセットアップできます。

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

電話機の機能および設定
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説明と詳細情報機能

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するこ
とができます。

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

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 IPフォンの 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。

共有回線

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
話機の 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時間を超えない場合、時間は分、秒（MM:SS）の形式で表示され
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

無視ソフトキーを押すか、音量ボタンを押し下げて、着信コールの着信音を消

音することができます。

着信コールの呼出音を消す

DNSサーバ上の NAPTRレコードに基づき、適切な SIPトランスポートプロト
コルを自動的に選択するように電話機を設定します。

SIPトランスポートの設定（53ページ）を参照してください。

SIPトランスポートの自動選択

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 Phoneを更新します。タイムゾーンのアップデート

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 Phone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

音声およびビデオパケットのさまざまな ToSフィールド値を指定することに
よって、制限された帯域幅で音声またはビデオデータに優先順位をつけて処理

することができます。

音声/ビデオデータの優先順位

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されます。デフォルトで有効にされるWebアク
セス

電話機を設定して、BroadWorksサーバまたはローカル電話のいずれかからの最
近のコール履歴を表示させます。この機能を有効にすると、履歴画面に発信者

履歴の表示メニューが利用できるようになり、XSI通話ログあるいはローカル
通話ログから選択することが可能です。

XSIコールログの表示

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、プログラム可能な機能ボタンだけは Cisco IP Phoneの管理ペー
ジでの設定が必要です。

表 1 :機能および対応ボタンとソフトキー

ソフトキープログラム可能な機能

ボタン

専用機能ボタン機能名

××回答

××折り返し

××不在転送

××Call Park

Xコールパークの回線ス

テータス

電話機の機能および設定
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ソフトキープログラム可能な機能

ボタン

専用機能ボタン機能名

××コールピックアップ

（ピックアップ）

Xコールピックアップの

回線ステータス

X（接続される会議
コールシナリオでのみ

表示）

XConference

X転送

××Do Not Disturb

Xエグゼクティブ：通話

への参加

Xエグゼクティブ：通話

フィルタの有効化およ

び無効化

Xエグゼクティブ：自身

への通話転送

Xエグゼクティブ：設定

>アシスタントメ
ニューへのアクセス

Xエグゼクティブアシス

タント：コール転送ア

クティベーションおよ

び非アクティブ化

Xエグゼクティブアシス

タント：通話フィルタ

の有効化および無効化

Xエグゼクティブアシス

タント：エグゼクティ

ブの代理の通話開始

X（エグゼクティブの
通話または代理通話が

保留中の場合のみ表

示）

エグゼクティブアシス

タント：エグゼクティ

ブへの通話転送

電話機の機能および設定
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ソフトキープログラム可能な機能

ボタン

専用機能ボタン機能名

Xエグゼクティブアシス

タント：設定 >エク
ゼクティブメニューへ

のアクセス

××グループピックアップ

××保留

××ハントグループ

XIntercom

××迷惑呼 ID（MCID）

××ミートミー

××モバイルコネクト（モ

ビリティ）

Xミュート

××その他のピックアップ

××キューのステータス用

の PLKのサポート

XPrivacy

XQueue Status

××品質レポートツール

（QRT）

××Redial

××短縮ダイヤル

Xスピードダイヤルの回

線ステータス

X（接続される通話転
送のシナリオでのみ表

示）

XTransfer

電話機の機能および設定
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ユーザがラインキーの機能を設定できるようにする
ユーザがこれらの機能をラインキーに設定できるようにすることができます。

•短縮ダイヤル

•次のオプションを使用して、話中の同僚の回線を監視する話中ランプフィールド (BLF)。

•モニタ対象回線への短縮ダイヤル

•モニタ対象回線からのコールピックアップ

ユーザは、任意の利用可能な回線キーを選択して機能を設定することができます。また、短縮

ダイヤルキーまたは BLFキーとして機能する回線キーを選択することもできます。ユーザの
設定によって、ラインキーの既存の設定が上書きされます。ユーザは、他の機能を設定してい

るラインキーを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
は次に利用可能なラインキーを使用して 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、電話機は指定されたBLFリストURI(XMLパラメータBLF_List_URI)
にサブスクライブして、監視対象の回線のステータスが変更された場合に通知します。BLFリ
スト URIを指定しない場合、電話機は $USER@$PROXYにサブスクライブします。

手順

ステップ 1 電話管理のWebページで、 [管理者ログイン] > [詳細][音声]タブに移動します。

ステップ 2 機能を許可するにはAlt Console > Generalに移動し、「一般」で説明されているように、カス
タマイズ可能な PLKオプションを設定します。

この手順が完了すると、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。

ステップ 3 電話機のラインキーで機能の設定を有効にするには、次のいずれかを実行します。

•ラインキーの拡張機能を無効にします。

1. 音声 >フォンに移動します。

2. 対応するラインキー番号のセクションで内線を無効に設定します。

•対応する回線のサービスを無効にします。

1. 音声に移動します。

2. 対応する[内線番号]タブに移動します。

3. [全般 ]セクションで、回線の有効化を [いいえ]に設定します。

電話機の機能および設定
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回線キーで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。これにより、ユーザはその回

線キーで短縮ダイヤルを使用できるようになります。回線キーで短縮ダイヤルを有効にする

と、短縮ダイヤルアイコンに短縮ダイヤル回線キーの名前が表示されます。ユーザがその回線

キーを押すと、割り当てられている内線番号がダイヤルされます。

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Webページへのアクセスを参照してくださ
い。

手順

ステップ 1 音声 >電話を選択します。

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 [内線番号（Extension）]プルダウンメニューから、[無効（Disabled）]を選択して内線番号を
無効にします。

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

電話機に英数字ダイヤリング機能を設定し、従来の数字ではなく英数字を使ってコールを発信

できるようにするには、次の形式で文字列を入力します。

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

引数の説明

• fnc=sdは短縮ダイヤル機能を意味します。
• 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、-、_、.、+です。

• vid=nは、電話機の回線インデックスです。

• nme=XXXXは、短縮ダイヤルの回線キーとして電話機に表示する名前です。XXXXを名
前で置き換えます。

また、回線キーで XMLサービスを設定できます。次の形式で文字列を入力します。

fnc=xml;url=http://xml.service.url;nme=name

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

電話機の機能および設定
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[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

Webインターフェイスを使用して電話機に短縮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Webページへのアクセスを参照してくださ
い。

手順

ステップ 1 音声 >ユーザを選択します。

ステップ 2 [短縮ダイヤル（Speed Dial）]セクションで、短縮ダイヤルエントリに対応する名前と番号を
入力します。

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

DTMF待機と一時停止パラメータ
電話機で設定される短縮ダイヤル、ディレクトリ、拡張機能、およびその他の文字列に、待機

文字（X）と一時停止文字（,）を含めることができます。これらの文字は、手動および自動の
DTMF（デュアルトーン多重周波数）信号送信を可能にします。

短縮ダイヤル、拡張機能、またはディレクトリ文字列に、次の形式で待機文字と一時停止文字

を追加できます。

{Dial_String}[ ][,|X][DTMF_string][,|X][DTMF_string]

引数の説明

• Dial_String：ユーザが到達を試みている番号。8537777、14088537777などです。

• [ ]（スペース）：ダイヤル文字列の終わりを定義する（または区切る）ダイヤル終了文
字。スペースは必須です。スペースの前に Xまたはカンマ（,）があると、その文字はダ
イヤル文字列の一部として扱われます。

• ,（カンマ）：文字列のカンマごとに 2秒の一時停止が挿入されます。

• X（待機）：電話機がユーザ入力と確認応答を待つことを示します。

ユーザがキーパッドを使用して DTMF信号を手動で入力すると、手動入力の送信が完了
したことを確認するメッセージが表示されます。確認すると、電話機は、DTMF_stringに
よって定義された DTMF信号を送信します。電話機は次のパラメータを実行します。ダ
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イヤル文字列に実行するパラメータが残っていない場合、電話機はメイン画面を終了しま

す。

ユーザが待機プロンプトを確認するか、ユーザがコールを終了するか、リモートデバイス

によって終了されるまで、待機プロンプトウィンドウは消えません。

• DTMF_string：コールが接続された後にユーザがリモートデバイスに送信する DTMF信
号。電話機は、有効な DTMF信号以外の信号を送信できません。

例：

18887225555,,5552X2222

短縮ダイヤルを入力すると、電話機は18887225555にダイヤルします。スペースは、ダイヤ
ル文字列の終わりを示します。電話機は4秒間待って（2つのカンマ）から、「5552」という
DTMF信号を送信します。

ユーザに手動での番号入力を求めるメッセージが表示されます。番号のダイヤルを完了した

ら、ユーザは [OK]を押して手動入力が完了したことを確認します。電話機は「2222」という
DTMF信号を送信します。

使用上のガイドライン

ユーザは、コールが接続されているかぎり、いつでも番号を送信できます。

Xまたはカンマ（,）を含む文字列の最大長は、短縮ダイヤルエントリ、ダイヤル画面エント
リ、ディレクトリエントリ、およびその他のダイヤルされる文字列の長さに制限されます。

待機が開始されると、電話機はホーム画面を表示し、ユーザにキーパッドを使用して追加の番

号を入力することを求めます。ユーザが入力を編集しているときにこのアクションが発生する

と、編集内容が失われる可能性があります。

コールをダイヤルしているときにダイヤル文字列の最初の部分だけがダイヤルプランと一致す

る場合、ダイヤル文字列の一致しない部分は無視されます。次に例を示します。

85377776666,,1,23

8537777がダイヤルプランと一致する場合、「6666」という文字列は無視されます。電話機
は4秒間待って「1」という DTMF信号を送信します。その後、2秒間待って「23」という
DTMF信号を送信します。

コールのログを記録している場合は、ダイヤル文字列だけが記録され、DTMF文字列は記録さ
れません。

有効な DTMF信号は 0～ 9、*、または #です。他の文字はすべて無視されます。

制限事項

コールが接続直後に転送される場合、電話機は DTMF信号を処理できないことがあります。
これは、コールが転送される前に接続されている時間の長さによって異なります。

電話機の機能および設定
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短縮ダイヤル

説明パラメータ

短縮ダイヤルに付けられた名前が表示されま

す。

短縮ダイヤル名（Speed Dial Name）

短縮ダイヤルに割り当てられた番号が表示さ

れます。

短縮ダイヤル番号（Speed Dial Number）

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回線に短縮ダイヤルを設定することができます。その場合、ユーザは回

線キーを押すことで、頻繁にダイヤルする番号に発信できるようになります。

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Webページへのアクセスを参照してくださ
い。

手順

ステップ 1 音声 >アテンダントコンソールを選択します。

ステップ 2 短縮ダイヤルを有効にするキー拡張モジュールの回線キーを選択します。

ステップ 3 次の形式で文字列を入力します。

fnc=sd;ext=9999@$PROXY;vid=n;nme=xxxx

引数の説明

• fnc=sdは短縮ダイヤル機能を意味します。

• Ext=9999は、回線キーで呼び出す電話機です。9999を数値で置き換えます。

• vid=nは、電話機の回線インデックスです。

• nme=XXXXは、短縮ダイヤルの回線キーとして電話機に表示する名前です。XXXXを名
前で置き換えます。

また、キー拡張モジュールキーにXMLサービスを設定できます。次の形式で文字列を入力し
ます。

fnc=xml;url=http://xml.service.url;nme=name

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

電話機の機能および設定
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スターコードで電話会議ボタンを有効化
電話会議ボタンにスターコードを付け、1回ボタンを押下するだけで電話会議への多くのアク
ティブコールを追加できるようにします。電話のwebページからこの機能を有効にできます。

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。

•電話管理のWebページにアクセスします。電話機Webページへのアクセスを参照してく
ださい。

手順

ステップ 1 音声 >内線(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）]セクションの [電話会議シングルハードキー
（Conference Single Hardkey）]フィールドで [はい（Yes）]を選択し、[会議ブリッジの URL
（Conference Bridge URL）]にスターコードを入力して [すべての変更を送信（Submit All
Changes）]を押下します。たとえば、*55を入力して電気通信サービスプロバイダーの会議ブ
リッジの URLを表すこともできます。

また、xmlファイルを使用して電話会議ボタンを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_>

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を設定すると、ユーザがさらに素早くコールを発信できるようになりま

す。ユーザがダイヤルするに伴い、電話機の画面に、ダイヤルした番号に最も近い電話番号が

リストされます。

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Webページへのアクセスを参照してくださ
い。

手順

ステップ 1 音声 >ユーザを選択します。

電話機の機能および設定
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ステップ 2 [補足サービス（Supplementary Services）]セクションで、[ダイヤルアシスタンス（Dial
Assistance）]フィールドを [はい（Yes）]に設定します。

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

追加回線キーのセットアップ
電話画面の両側にあるボタンを回線キーとして使用できるようにするには、この機能を有効に

します。

手順

ステップ 1 [設定ユーティリティ（Configuration Utility）]ページで、[管理者ログイン（Admin Login）] >
[音声（Voice）] > [電話機（Phone）]の順にクリックします。

ステップ 2 回線キーを選択し、その回線キーを有効にする内線を選択します。

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

その他の電話機を監視するための電話機の設定
他の電話機の回線のステータスを監視するように電話機を設定することができます。この機能

は、ユーザが定期的に同僚のコールを処理し、コールに応答できるかどうかを確認する必要が

ある場合に便利です。電話機は、個別のラインキーで各回線を監視します。モニタリングライ

ンキーは、話中ランプフィールド (BLF)キーとして機能します。BLFは、モニタされている回
線のステータスを示すために色を変更する LEDです。

表 2 : BLFキー LEDステータス

意味LEDカラー

モニタ対象の回線を利用できます。グリーン

モニタ対象の回線がビジー状態です。赤

モニタ対象の回線が呼出音を出しています。赤色に点滅

BLFキーの設定でエラーが発生しています。オレンジ

電話機が BroadSoftサーバに登録されている場合、電話機を設定して、1つの設定を使用して
複数のユーザを監視することができます。

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監視するように電話機を設定する

電話機が BroadSoftサーバに登録されている場合は、すべての BLFリストを監視するように電
話機を設定できます。電話機は、BLFリストエントリを監視するために利用可能な回線キーを
順番に割り当て、BLFキーの監視対象回線のステータスを表示し始めます。

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ます。

• BroadSoftサーバ上の電話機のユーザのための BLFリストを設定します。

手順

ステップ 1 電話管理のWebページで、管理者ログイン >詳細、音声 > Altコンソール >全般に移動しま
す。

ステップ 2 一般で説明しているように、BLFリストURI、BLFリストを設定し、BLFリストのラインキー
を使用します。

ユーザが個々の BLFキー (ユーザがラインキーの機能を設定できるようにする（13ページ）
を参照)を設定できるようにする場合は、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 [すべての変更を送信（Submit All Changes）]をクリックします。

電話機設定ファイルでの話中ランプフィールドの設定

電話機が BroadSoftサーバに登録されている場合、電話設定ファイルを使用して話中ランプ
フィールドを設定できます。

手順

ステップ 1 BroadSoftサーバにある電話設定ファイルの BLF_List_URIパラメータを編集します。

ステップ 2 List URI: sip:パラメータ@ドメイン名を追加します。

List URIは、BroadSoftサーバで定義されているものと一致する必要があります。

ステップ 3 変更内容を保存します。

電話機のラインキーを設定して、1人のユーザの回線を監視する
同僚がコールを処理できるかどうかをユーザが監視する必要がある場合、電話回線で話中ラン

プフィールドを設定できます。

電話機の機能および設定
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話中ランプフィールドを、短縮ダイヤルまたはコールピックアップと任意に組み合わせて連

動するように設定できます。たとえば、話中ランプフィールドを単独で設定することも、話中

ランプフィールドと短縮ダイヤル、話中ランプフィールドとコールピックアップ、または話

中ランプフィールドと短縮ダイアルおよびコールピックアップが連動するように設定するこ

ともできます。ただし、短縮ダイヤルだけは別の設定が必要になります。

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Webページへのアクセスを参照してくださ
い。

手順

ステップ 1 音声 >電話を選択します。

ステップ 2 話中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 [無効（Disabled）]を選択して内線を無効にします。

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=blf;sub=xxxx@$PROXY;usr=yyyy@$PROXY

fnc=blf;sub=xxxx@$PROXY;ext=yyyy@$PROXY

ここで、

• fnc= blfは、機能（function）=話中ランプフィールド（busy lamp field）の意味です。

• sub=は、SUBSCRIBEメッセージを送信する URIです。BroadSoftサーバの場合、この名
前は、ListURI: sip:パラメータで定義されている名前と同じでなければなりません。xxxx
は List URI: sip:パラメータで定義されている名前です。xxxxを、定義されている正確な
名前に置き換えてください。$PROXYはサーバです。$PROXYをサーバアドレスまたは
サーバ名に置き換えます。

• usr/ext=は、話中ランプフィールドで監視されるユーザです。yyyyは、話中ランプフィー
ルドで監視される電話機のユーザ IDです。yyyyを監視対象の電話機の正確なユーザ ID
で置き換えます。$PROXYはサーバです。$PROXYをサーバアドレスまたはサーバ名に
置き換えます。

ステップ 5 （任意）話中ランプフィールドを、短縮ダイヤルまたはコールピックアップと任意に組み合
わせて連動するように設定できます。話中ランプフィールドを短縮ダイヤルやコールピック

アップと連動させるには、[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=blf+sd+cp;sub=xxxx@$PROXY;usr=yyyy@$PROXY.

ここで：

sd=短縮ダイヤル

cp=コールピックアップ

電話機の機能および設定
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ステップ 6 [すべての変更を送信（Submit All Changes）]をクリックします。

他の機能と連動する話中ランプフィールドの設定
キー拡張モジュールの他の機能（短縮ダイヤル、コールピックアップなど）と連動するように

話中ランプフィールドを設定できます。正しい文字列形式を選択するために、次の表の情報を

参考にしてください。

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Webページへのアクセスを参照してくださ
い。

手順

ステップ 1 音声 >アテンダントコンソールを選択します。

ステップ 2 キー拡張モジュール回線キーを選択します。

ステップ 3 適切な形式で文字列を入力します。

文字列形式機能

fnc=blf+sd;sub=xxx@proxy;ext=monitored userID@proxy.話中ランプフィールドと短

縮ダイヤル

fnc=blf+sd+cp;sub=xxx@proxy;ext=monitored userID@proxy.話中ランプフィールド、短

縮ダイヤル、およびコール

ピックアップ

fnc=blf+sd;sub=xxx@proxy;ext=monitored userID@proxy.

拡張機能を使用してこの組み合わせを設定することはできません。この組み合わせは

BroadSoftサーバでのみサポートされます。これを設定するには、サーバの BLFリスト
および関連する設定を使用します。

話中ランプフィールド、短

縮ダイヤル、およびパーク通

知

fnc=blf+sd+cp;sub=xxx@proxy;ext=monitored userID@proxy.

拡張機能を使用してこの組み合わせを設定することはできません。この組み合わせは

BroadSoftサーバでのみサポートされます。これを設定するには、サーバの BLFリスト
および関連する設定を使用します。

話中ランプフィールド、短

縮ダイヤル、パーク通知、お

よびコールピックアップ

fnc=blf;sub=xxx@proxy;ext=monitored userID@proxy.

拡張機能を使用してこの組み合わせを設定することはできません。この組み合わせは

BroadSoftサーバでのみサポートされます。これを設定するには、サーバの BLFリスト
および関連する設定を使用します。

話中ランプフィールドと

パーク通知

電話機の機能および設定
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文字列形式機能

fnc=blf+cp;sub=xxx@proxy;ext=monitored userID@proxy.

拡張機能を使用してこの組み合わせを設定することはできません。この組み合わせは

BroadSoftサーバでのみサポートされます。これを設定するには、サーバの BLFリスト
および関連する設定を使用します。

話中ランプフィールド、

パーク通知、およびコール

ピックアップ

fnc=blf+cp;sub=xxx@proxy;ext=monitored userID@proxy話中ランプフィールドと

コールピックアップ

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

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またはデバイスで話中ランプフィールドを設定して、電話機のユーザ名、

内線番号、またはその両方を表示できます。

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Webページへのアクセスを参照してくださ
い。

手順

ステップ 1 音声 >アテンダントコンソールを選択します。

ステップ 2 [BLFラベル表示モード（BLF Label Display Mode）]を次のいずれかに設定します。

• [両方（Both）]：ユーザ名と内線番号の両方を表示します。
• [名前（Name）]：ユーザ名だけを表示します。
• [内線（Extension）]：ユーザの内線番号だけを表示します。

英数字ダイヤリングの設定
電話機のユーザが数字のみをダイヤルする代わりに、英数字をダイヤルして電話をかけること

ができるように、電話機を設定できます。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することができます。

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Webページへのアクセスを参照してくださ
い。

手順

ステップ 1 音声 >内線を選択します。

ステップ 2 [URIダイヤル 1の有効化（Enable URI Dialing 1）]で、[はい（Yes）]を選択します。これで、
英数字ダイヤリングが有効になります。

[電話（phone）]ページで、この形式で回線キーに文字列を追加して、英数字ダイヤリング機
能付きの短縮ダイヤルを有効にできます。

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

次に例を示します。

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

上記の例では、ユーザは「first.dial」とダイヤルして電話をかけることができます。

英数字ダイヤリングに使用できる有効な文字は、a～ z、A～ Z、0～ 9、-、_、.、お
よび +です。

（注）

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

ページンググループの設定（マルチキャストページン

グ）
ユーザがサーバを介さずにすべての電話機または電話機のグループを一度にページングできる

ようにするには、マルチキャストページングを設定できます。[設定ユーティリティ
（Configuration Utility）]ページで電話機をページンググループの一部として設定した後、グ
ループに含まれる複数の電話機を同じマルチキャストアドレスにサブスクライブできます。こ

れにより、ユーザは特定の電話機のグループに直接ページングできるようになります。各ペー

ジンググループに固有の番号を割り当てると、ユーザはそのページンググループ番号をダイ

ヤルしてページングを開始することになります。（同じく [設定ユーティリティ（Configuration
Utility）]ページで設定された）同じマルチキャストアドレスにサブスクライブされているす
べての電話機がページを受信します。ページングコールが着信すると、3回連続した短いビー
プ音のページングトーンが鳴ります。

次の点に注意してください。

•同じページンググループに属するすべてのデバイスが対応するマルチキャストグループ
に参加できるよう、ネットワークでマルチキャストがサポートされていなければなりませ

ん。

電話機の機能および設定
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•ページンググループでは、偶数番号のポート番号を使用しなければなりません。

•グループページングが開始されている間、電話機でアクティブな通話が行われると、着信
ページングが無視されます。

•グループページングは片方向であり、G711コーデックを使用します。ページングされた
電話機では、発信者からのコールしか聞こえません。

• DNDが有効にされている場合、着信ページは無視されます。

•ハンドセットやヘッドセットが使用されていない限り、ページングが発生すると、ページ
ングされた電話機のスピーカーが自動的にオンになります。

•グループページングが開始されている間、電話機でアクティブな通話が行われると、着信
ページングが無視されます。コールが終了した時点で、ページングへの応答が行われます

（ページがアクティブな場合）。

•複数のページが発生した場合、ページングの応答は発生順で行われます。アクティブな
ページが終了するまで、次のページへの応答は行われません。

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Webページへのアクセスを参照してくださ
い。

手順

ステップ 1 音声 >電話を選択します。

ステップ 2 [複数ページグループのパラメータ（Multiple Paging Group Parameters）]セクションの [グルー
プページングスクリプト（Group Paging Script）]フィールドに、次の形式で文字列を入力し
ます。

pggrp=multicast-address:port;[name=xxxx;]num=yyy;[listen={yes|no}]];

ここで：

• multicast-addressは、ページをリッスンして受信する電話機のマルチキャスト IPアドレス
です。

• port：ページングするポートです。ページンググループごとに異なる偶数番号のポートを
使用する必要があります。

マルチキャストページングは、奇数番号のポートでは動作しません。注意

• name=xxxx（オプション）は、ページンググループの名前です。xxxxを名前で置き換えま
す。最大 64文字の名前を指定できます。

• num=yyyは、ユーザがページンググループにアクセスする際にダイヤルする一意の番号
です。yyyを数値で置き換えます。最大64文字の番号を指定できます。許容される範囲は
1024～ 32767です。

電話機の機能および設定
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• listenは、電話機がページンググループをリッスンするかどうかを指定します。listenが
yesに設定されている最初の 2つのグループだけがグループページを聞くことができま
す。このフィールドが定義されていない場合、デフォルトで値は noに設定されます。グ
ループページをリッスンするには、このフィールドを設定する必要があります。

設定文字列の最後にページンググループを追加することで、さらにページンググループを追

加できます。以下に、ページンググループの例をいくつか示します。

pggrp=224.168.168.168:34560;name=All;num=500;listen=yes;
pggrp=224.168.168.168:34562;name=GroupA;num=501;listen=yes;
pggrp=224.168.168.168:34564;name=GroupB;num=502;
pggrp=224.168.168.168:34566;name=GroupC;num=503;

この例では、4つのページンググループ（All、GroupA、GroupB、GroupC）を作成します。
すべての電話機にページを送信する場合は 500をダイヤルします。GroupAグループの一部と
して設定されている電話機にページを送信する場合は 501を、GroupBグループの一部として
設定されている電話機にページを送信する場合は 502を、GroupCグループの一部として設定
されている電話機にページを送信する場合は 503をダイヤルします。設定されている電話機
が、Allグループおよび GroupAグループ宛てのページを受信します。

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

優先度ページングの追加
ページングの優先順位を設定することができます。電話にページを送受信する登録をする必要

がなく、この機能は、「アウトオブバンドページング（Out of Band Paging）」と呼ばれてい
ます。最大 5つのページンググループを電話に設定できます。

アクティブコール中にページングが開始されると、ユーザの電話上に受信ページまたは送信

ページのアイコンが表示されます。

優先順位は、通常ページの最中は影響を与えません。アクティブなページの最中に電話に受信

した時のみ、優先順位がアクティブな通話に影響を与えます。次のシナリオでは、アクティブ

なページの優先度がアクティブな通話にどのように影響するかについて説明します。

• PG_PRI_EMERGENT（優先順位0）：通話中に電話が優先順位0のページを受信すると、
通話が保留中になります。ページングの完了後、通話が再開されます。

• PG_PRI_IMPRORTANT（優先順位 1）：通話中に電話が優先順位 1のページを受信する
と、通話とページオーディオが混合されます。

• PG_PRI_NORMAL（優先順位 2）：通話中にデバイスが優先順位 2のページを受信する
と、電話画面に任意の受信ページアイコンが表示されなくなり、ユーザは通知音のみが聞

こえる状態になります。通話を終了してもページがアクティブな場合、ユーザの電話には

ページング通知が表示されます。

• PG_PRI_MINOR（優先順位 3）：通話中に電話が優先度 3のページを受信すると、ページ
は無視されます。
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手順

ステップ 1 電話のWebページで、[管理者ログイン（Admin Login）] > [詳細（Advanced）] > [音声
（Voice）] > [電話（Phone）]の順に選択します。

ステップ 2 [複数ページンググループパラメーター（MultipagingGroup Parameters）]セクションの [グルー
プページングスクリプト（Group Paging Script）]フィールドに次のフォーマットで文字列を
入力します。

pggrp=multicast-address:port;[name=xxxx;]num=yyy;[listen={yes|no}]];pri=n

引数の説明

• multicast-addressは、ページをリッスンして受信する電話機のマルチキャスト IPアドレス
です。

• portは、ページング対象のポートです。ページンググループごとに異なるポートを使用す
る必要があります。

• name=xxxx（オプション）は、ページンググループの名前です。xxxxを名前で置き換えま
す。最大 64文字の名前を指定できます。

• num=yyyは、ユーザがページンググループにアクセスする際にダイヤルする一意の番号
です。yyyを数値で置き換えます。最大64文字の番号を指定できます。許容される範囲は
1024～ 32767です。

• listenは、電話機がページンググループをリッスンするかどうかを指定します。listenが
yesに設定されている最初の 2つのグループだけがグループページを聞くことができま
す。このフィールドが定義されていない場合、デフォルトで値は noに設定されます。グ
ループページをリッスンするには、このフィールドを設定する必要があります。

• pri = nは、ページングの優先度レベルを示します。優先度レベルの範囲は 0～ 4です。

設定文字列とページングの優先順位設定を追加することで、さらにページンググループを追加

できます。次に例を示します。

pggrp=224.168.168.168:34560;name=All;num=500;listen=yes;pri=0
pggrp=224.168.168.168:34562;name=GroupA;num=501;listen=yes;pri=1
pggrp=224.168.168.168:34564;name=GroupB;num=502;pri=2
pggrp=224.168.168.168:34566;name=GroupC;num=503;pri=3

この例では、4つのページンググループ（All、GroupA、GroupB、GroupC）を作成します。す
べての電話にページを送信するため、ユーザは500にダイヤルします。通話中に電話が「すべ
て」のグループにあるページを受信した場合、その通話は保留中になります。

ユーザは 501をダイヤルして、GroupAグループの一部として設定された電話機にページを送
信します。コール中に電話機が「GroupA」グループでページを受信すると、ページからの音
声とコールが混在します。

ユーザは 502をダイヤルして、GroupBグループの一部として設定された電話機にページを送
信します。GroupAで設定された電話機がアクティブコール中にページを受信すると、ページ
ング UIはデバイスに表示されず、ページの受信時に通知音が再生されます。アクティブコー
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ルが終了し、ページがまだアクティブである場合は、ページング UIがデバイスに表示されま
す。

ユーザは 503をダイヤルして、GroupCグループの一部として設定された電話機にページを送
信します。GroupCで設定された電話機がアクティブコール中にページを受信すると、そのペー
ジは無視されます。

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

Call Park
コールパーク機能では、コールをパーク保留中にした後、この電話機または別の電話機からそ

のコールを取得できます。この機能を設定すると、以下の色の LEDが回線キーに表示される
ようになります。

•緑の LED：コールパークは正常に設定されています。

•オレンジの LED：コールパークは設定されていません。

•赤くゆっくり点滅する LED：コールがパーク保留中になっています。

スターコードによるコールパークの設定

ユーザがコールを保留中にした後で、自分の電話機からでも別の電話機からでもそのコールを

取れるようにコールパークを設定できます。

コールパークを設定する際は、コールパークコードとコールパーク解除コードを、サーバ上

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。

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Webページへのアクセスを参照してくださ
い。

手順

ステップ 1 音声 >地域を選択します。

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

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と入力します。

ステップ 4 [すべての変更を送信（Submit All Changes）]をクリックします。
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プログラム可能な回線キーへのコールパークの追加

回線キーにコールパークを追加すると、ユーザが一時的にコールを保存して取得できるように

なります。コールパークはプライベート回線および共有回線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Webページへのアクセスを参照してくださ
い。

手順

ステップ 1 音声 >電話を選択します。

ステップ 2 回線キーを選択します。

ステップ 3 [無効（Disabled）]を選択して内線を無効にします。

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、fnc=prk;sub=$USER@$PROXY;nme=CallPark-Slot1と入力
します。

共有回線の場合は、fnc=prk;sub=$USER@$PROXY;nme=Call-Park1;orbit=<DN of
primary line>と入力します。

引数の説明

• fnc=prkはコールパーク機能であることを意味します。

• sub=999999はコールパーク先の電話機です。999999を数値で置き換えます。

• nme=XXXXは、コールパーク回線キーとし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。

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

キー拡張モジュールの回線キーでのコールパークの追加

キー拡張モジュールの回線キーにコールパークを追加すると、ユーザはキー拡張モジュールが

接続されているのと同じ電話機に一時的にコールを保存したり、別の電話機にコールを保存し

たりできるようになります。さらに、ユーザは回線キーからコールをパーク解除することもで

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Webページ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 >アテンダントコンソールを選択します。

ステップ 2 コールパークを有効にするキー拡張モジュール回線キーを選択します。

ステップ 3 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、fnc=park;sub=$USER@$PROXY;nme=CallPark-Slot1と入力します。

共有回線の場合は、fnc=prk;sub=$USER@$PROXY;nme=Call-Park1;orbit=<DN of primary line>と

入力します。

引数の説明

• fnc=prkはコールパーク機能であることを意味します。
• sub=999999はコールパーク先の電話機です。999999を数値で置き換えます。
• nme=XXXXは、コールパーク回線キーとし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。

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

キー拡張モジュールの LCDの明るさの設定
アテンダントコンソールで、キー拡張モジュールの LCD表示の明るさを設定できます。

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Webページへのアクセスを参照してくださ
い。

手順

ステップ 1 音声 >アテンダントコンソールを選択します。

ステップ 2 [アテンダントコンソール LCDコントラスト（Attendant Console LCD Contrast）]を 1～ 15の
値に設定します。

数値が大きいほど、キー拡張モジュール画面の明るさが増します。値を入力しないと、LCDの
明るさレベルは 1に設定されます。この値では、画面が最も薄暗くなります。
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プログラム可能なソフトキーの設定
電話機上に表示されるソフトキーをカスタマイズできます。デフォルトのソフトキー（電話機

がアイドル状態のとき）は、[リダイヤル（Redial）]、[ディレクトリ（Directory）]、[コール転
送（Call Forward）]および [応答不可（Do Not Disturb）]です。その他のソフトキーは、特定
のコール状態のときに使用できます（たとえば、コールが保留中であれば、[復帰（Resume）]
ソフトキーが表示されます）。

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Webページへのアクセスを参照してくださ
い。

手順

ステップ 1 音声 >電話を選択します。

ステップ 2 [プログラム可能なソフトキー（Programmable Softkeys）]で、ソフトキーを表示するコール状
態に基づいてソフトキーを編集します。詳細については、プログラム可能なソフトキー（33
ページ）を参照してください。

[プログラム可能なソフトキー（Programmable Softkeys）]セクションでは、各電話機の状態が
表示され、その状態のときに表示される使用可能なソフトキーが列挙されます。各ソフトキー

はセミコロンで区切られます。ソフトキーは次の形式で表示されます。

softkeyname |[ position ]

ここで、softkeynameはキーの名前で、positionはキーが IP電話画面上に表示される位置です。
位置には番号が付けられています。位置 1が IP電話画面の左下に表示され、その後に位置 2
～ 4が続きます。その他の位置（5以降）は、電話機の右矢印キーを押すことによってアクセ
スされます。ソフトキーの位置が指定されなかった場合は、キーがフローティングして、IP電
話画面の最初の使用可能な空の位置に表示されます。

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

プログラム可能なソフトキーのカスタマイズ

この電話機には、16個のプログラム可能なソフトキー（フィールドPSK1～PSK16）が用意さ
れています。これらのフィールドは、短縮ダイヤルスクリプトによって定義できます。

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Webページ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 >電話を選択します。

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 電話機の機能を設定するプログラム可能なソフトキーの番号フィールドを選択します。

ステップ 4 プログラム可能なソフトキーの文字列を入力します。各種のプログラム可能なソフトキーの説
明については、プログラム可能なソフトキーでの短縮ダイヤルの設定（32ページ）を参照し
てください。

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

プログラム可能なソフトキーでの短縮ダイヤルの設定

プログラム可能なソフトキーを短縮ダイヤルとして設定できます。短縮ダイヤルは、内線番号

でも電話番号でも構いません。プログラム可能なソフトキーに短縮ダイヤルを設定して、特定

業種向けサービスアクティベーションコード（またはアスタリスク（*）コード）が定義する
アクションを実行することもできます。たとえば、プログラム可能なソフトキーに*67の短縮
ダイヤルを設定した場合、ソフトキーでコールを保留中にすることができます。

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Webページへのアクセスを参照してくださ
い。

手順

ステップ 1 音声 >電話を選択します。

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 短縮ダイヤル PSKを設定するには、[PSK番号（PSK number）]フィールドに次の形式で文字
列を入力します。

fnc=sd;ext=extensionname/starcode@$PROXY;vid=n;nme=name

ここで、

• fncは、キーの機能（短縮ダイヤル）です。

• extensionnameは、ダイヤルする内線番号または実行するアスタリスクコードです。

• vid= nは、短縮ダイヤルがダイヤルアウトする内線番号です。

• nameは、設定対象の短縮ダイヤルの名前です。
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[名前（name）]フィールドの値は、IP Phone画面のソフトキーに表示される名前で
す。電話機に表示する名前は 10文字以下にすることを推奨します。これよりも多い
文字を使用すると、電話画面上でラベルの超過部分が切り捨てられます。

（注）

ステップ 4 次のフィールドを編集します。

• [アイドルキーリスト（Idle Key List）]：次の例に示すように編集します。

redial|1;newcall|2;dnd;psk1

ユーザが電話機でプログラム可能なソフトキーの機能リストを誤って設定すると、電話機

の LCD上のキーリストは更新されません。次に例を示します。

•ユーザが rdeial;newcall;cfwdと入力した場合（redialのスペルが誤っていま
す）、キーリストは更新されず、LCDには変更が反映されません。

•ユーザが redial;newcall;cfwd;delcharと入力した場合、delcharソフトキーは
[アイドルキーリスト（Idle Key List）]で使用できないため、LCDに変更は反映され
ません。したがって、このようなプログラム可能なソフトキーリストの設定は誤って

います。

• PSK1：

fnc=sd;ext=5014@$PROXY;nme=sktest1

この例では、電話機のソフトキーを内線番号 5014の短縮ダイヤル番号（sktest1）と
して設定しています。

（注）

また、プログラム可能なソフトキーにXMLサービスを設定できます。次の形式で文字列を入
力します。

fnc=xml;url=http://xml.service.url;nme=name

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

プログラム可能なソフトキー

利用可能な電話のステータス定義キーラベルキーワード

アイドル（Idle）ユーザが自動着信呼分配

（ACD）にログインします。
Agtサインイン
（Agt signin）

acd_login

アイドル（Idle）ユーザが ACDからログアウト
します。

Agtサインアウト
（AgtSignOut）

acd_logout

呼び出し中（Ringing）着信コールに応答します。応答answer

アイドル（Idle）ACDステータスを確認します。Agtステータス
（Agt Status）

astate
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利用可能な電話のステータス定義キーラベルキーワード

アイドル（Idle）ACDサーバにログインしてい
るユーザが自分のステータスを

応対可能に設定していることを

示します。

利用可能

（Avail）
avail

共有アクティブ

（Shared-Active）、共有保留
（Shared-Held）

他のユーザが共有コールに割り

込めるようにします。

割り込み割り込み

共有アクティブ

（Shared-Active）
他のユーザがマイクは使用でき

ない状態で共有コールに割り込

めるようにします。

[バージ無音
（BargeSilent）]

bargesilent

接続中（Connected）

接続中のビデオ

ブラインドコール転送（コール

の転送先の相手と話さずにコー

ルを転送する）を実行します。

[ブラインド転送サービス
（Blind Xfer Serv）]が有効に
なっている必要があります。

[ブラインド転送
（BlindXfer）]

bxfer

ダイヤリング入力（Dialing
Input）

リスト内の選択した項目に発信

します。

コール（Call）call（また
は dial）

処理中（Progressing）コール情報を表示コール情報（Call
Info）

コール情報

接続、接続中のビデオビデオ通話接続中にコールリス

トへアクセスできるようにしま

す。

コールリスト

（Call list）
calllist

オフフック（Off-Hook)コールをキャンセルします（電

話会議の開催時に相手が応答し

なかったときなど）。

キャンセル

（Cancel）
cancel

アイドル（Idle）、オフフック
（Off-Hook）、共有アクティ
ブ（Shared-Active）、保留
（Hold）、共有保留
（Shared-Held）

すべてのコールを指定された番

号に転送します。

転送/Clr転送
（Forward / Clr
fwd）

cfwd

接続、会議録音の一時停止録音の一時停止

（PauseRec）
crdpause

接続、会議録音の再開ResumeReccrdresume

接続、会議録音の開始録音（Record）crdstart
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利用可能な電話のステータス定義キーラベルキーワード

接続、会議録音を停止します。StopRec（録音停
止）

crdstop

接続中（Connected）

接続中のビデオ

会議通話を開始します。[会議
サーバ（Conf Server）]が有効
になっており、アクティブまた

は保留中の2つ以上のコールが
存在する必要があります。

会議中

（Conference）
conf

接続中（Connected）

接続中のビデオ

電話機の会議アクティブ回線。

[会議サービス（ConfServ）]が
有効になっており、アクティブ

または保留中の2つ以上のコー
ルが存在する必要があります。

会議回線（Conf
line）

confLx

ダイヤリング入力（Dialing
Input）

テキストの入力中に文字を削除

します。

delChar：バック
スペースアイコ

ン

delchar

アイドル（Idle）、ミス
（Miss）、オフフック（入力
なし）（Off-Hook）、接続中
（Connected）、転送開始
（Start-Xfer）、会議開始
（Start-Conf）、会議中
（Conferencing）、保留
（Hold）、呼び出し中
（Ringing）、共有アクティブ
（Shared-Active）、共有保留
（Shared-Held）

電話帳へのアクセスを提供しま

す。

Dirdir

アイドル、接続、会議、保留廃棄コードの入力DispCodedisp_code

[アイドル（Idle）]、[オフフッ
ク（Off-Hook）]、[共有アク
ティブ（Shared-Active）]、[共
有保留（Shared-Held）]、[会議
中（Conferencing）]、[会議開
始（Start-Conf）]、[転送開始
（Start-Xfer）]、[ビデオ接続中
（Connected video）]

応答不可を設定して着信時に電

話機が鳴動しないようにしま

す。

DND / Clr Dnddnd

接続中（Connected）緊急番号の入力緊急

（Emergency）
emergency
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利用可能な電話のステータス定義キーラベルキーワード

アイドル（Idle）ユーザがエクステンションモビ

リティにログインします。

サインイン

（Sign in）
em_login
（または

signin）

アイドルユーザがエクステンションモビ

リティからログアウトします。

サインアウト

（Sign Out）
em_logout
（または

signout）

[接続中（Connected）]、[オフ
フック（Off-Hook）]、[進行中
（Progressing）]、[転送開始
（Start-Xfer）]、[会議開始
（Start-Conf）]、[会議中
（Conferencing）]、[リリース
（Releasing）]、[保留
（Hold）]、[接続中のビデオ
（Connected Video）]

通話を終了します。コール終了endcall

アイドル、ミス、オフフック

（入力なし）、接続、

Start-Xfer、Start-Conf、会議、
保留、リンギング、共有アク

ティブ、共有開催

接続中のビデオ

「短縮ダイヤル」へのアクセス

を提供します。

お気に入り

（Favorites）
お気に入り

アイドル（Idle）、オフフック
（Off-Hook）

ユーザが呼び出し中の内線番号

を検出することにより、その

コールに応答できるようにしま

す。

GrPickupグループ

ピックアッ

プ

接続中、転送開始、会議開

始、会議中、接続中のビデオ

コールを保留にします。保留（Hold）hold

[呼び出し中（Ringing）]着信コールを無視します。拒否（Decline）ignore

[呼び出し中（Ringing）]着信コールの呼出音を消す無視ignoresilent

会議中（Conferencing）会議コールに接続します。会議

のホストがユーザAで、ユーザ
BとユーザCが参加者である場
合、Aが [参加（Join）]を押す
と、Aは離脱して、ユーザBと
ユーザ Cが接続されます。

参加参加
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利用可能な電話のステータス定義キーラベルキーワード

アイドル（Idle）、不在着信
（Missed-Call）、オフフック
（入力なし）（Off-Hook）

最後の不在着信を返します。Call Rtn/lcrlcr

ダイヤリング入力（Dialing
Input）

カーソルを左に移動します。左矢印アイコンleft

アイドル、ミス、オフフック

（入力なし）、接続、

Start-Xfer、Start-Conf、会議、
保留、リンギング、共有アク

ティブ、共有開催

接続中のビデオ

ボイスメールへのアクセスを提

供します。

メッセージ

（Messages）
メッセージ

不在着信（Missed Calls）不在着信のリストを表示しま

す。

Missmiss

アイドル（Idle）、保留
（Hold）、共有アクティブ
（Shared-Active）、共有保留
（Shared-Held）

新しいコールを開始します。発信（NewCall）newcall

オフフック（Off-Hook)入力オプションのメニューを開

きます。

オプションオプション

接続中（Connected）

接続中のビデオ

指定された「パーク」番号で

コールを保留にします。

パーク（Park）park

接続中（Connected）

接続中のビデオ（Connected
Video）

アクティブ共有回線上のコール

を保留にします。

PrivHoldphold

アイドル（Idle）、オフフック
（Off-Hook）

別の内線番号で呼出音が鳴って

いても、その内線番号を入力し

てそのコールに応答できます。

ピック

（PickUp）
pickup

接続中のビデオ（Connected
Video）

PIPを画面の四隅のいずれかに
移動したり、PIPをオフにする
ことができます。

PIPアイコンpip

アイドル（Idle）、オフフック
（Off-Hook）、保留
（Hold）、共有アクティブ
（Shared-Active）、共有保留
（Shared-Held）

コール履歴からすべてのコール

リストを表示します。

履歴（Recents）recents
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利用可能な電話のステータス定義キーラベルキーワード

アイドル（Idle）、接続中
（Connected）、会議開始
（Start-Conf）、転送開始
（Start-Xfer）、オフフック
（入力なし）（Off-Hook）、
保留（Hold）

接続中のビデオ（Connected
Video）

リダイヤルリストを表示しま

す。

リダイヤルリダイヤル

保留（Hold）、共有保留
（Shared-Held）

保留中のコールを再開します。復帰復帰

ダイヤリング（入力）カーソルを右に移動します。右矢印アイコンright

すべて（All）「情報と設定」にアクセスでき

ます。

設定（Settings）settings

接続中（Connected）ビデオ通話接続中かつコールス

トの表示中にビデオセッション

へのアクセスを提供します。

ビデオの表示

（Show video）
ビデオの表

示

オフフック（Off-Hook）、ダ
イヤリング（入力）（

Dialing）

選択可能なスターコードのリス

トを表示します。

スターコード/*
コードの入力

（Input Star
Code/*code）

starcode

接続中のビデオ（Connected
Video）

ビデオ通話中にリモートビデオ

ストリームとセルフビューを入

れ替えることができます。

切り替え

（Swap）
swap

アイドル（Idle）、接続中
（Connected）、会議中
（Conferencing）、保留
（Hold）

トリガートレーストレース

（Trace）
trace

アイドルACDサーバにログインしてい
るユーザが自分のステータスを

応対不可に設定していることを

示します。

応対不可

（Unavail）
unavail
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利用可能な電話のステータス定義キーラベルキーワード

アイドル（Idle）、オフフック
（Off-Hook）、接続中
（Connected）、共有アクティ
ブ（Shared-Active）

接続中のビデオ（Connected
Video）

パークされたコールを再開しま

す。

パーク解除

（Unpark）
unpark

接続中、転送開始、会議開始コール転送を実行します。[在
席転送サービス（Attn Xfer
Serv）]が有効になっており、
少なくとも1つの接続済みコー
ルと1つのアイドルコールが存
在する必要があります。

転送（Transfer）xfer

接続中（Connected）

接続中のビデオ（Connected
Video）

電話機上のアクティブ回線を着

信者番号に転送します。[在席
転送サービス（AttnXferServ）]
が有効になっており、アクティ

ブまたは保留中の 2つ以上の
コールが存在する必要がありま

す。

転送回線（Xfer
line）

xferLx

エグゼクティブとアシスタント用のプログラム可能なソフトキー

利用可能な電話のステータス定義キーラベ

ル

キーワー

ド

アイドル、共有アクティブアシスタントを持つエグゼクティブの

みが使用することができます。アシス

タントによって、ユーザ（エグゼク

ティブ）が通話に参加します。

ブリッジ

イン

bridgein

Holdエグゼクティブアシスタントのみが使

用できます。対応中の通話をユーザ(ア
シスタント)からエグゼクティブに転
送します。

コール

プッシュ

callpush

アイドル、共有アクティブアシスタントを持つエグゼクティブの

みが使用することができます。対応中

のコールをアシスタントからユーザ

（エグゼクティブ）に転送します。

検索callretrieve

電話機の機能および設定

39

電話機の機能および設定

プログラム可能なソフトキー



利用可能な電話のステータス定義キーラベ

ル

キーワー

ド

コール転送が有効である場合に

のみ使用することができます。

メニューで、設定 >エクゼク
ティブを選択します。

また、エグゼクティブとして

設定された回線キーを押して利

用することもできます。

エグゼクティブアシスタントのみが使

用することができます。ユーザ（アシ

スタント）のコール転送を非アクティ

ブ化します。

Clr divert転送

メニューで、設定 >エクゼク
ティブを選択すると利用でき

ます。

また、 Executiveとして設定さ
れたラインキーを押して利用す

ることもできます。

エグゼクティブアシスタントのみが使

用することができます。ユーザ（アシ

スタント）のコール転送をアクティブ

にします。ユーザが処理するエグゼク

ティブユーザに対するすべての着信

コールは、指定された通知先に転送さ

れます。

転送

メニューで、設定 >エクゼク
ティブを選択すると利用でき

ます。

また、 Executiveとして設定さ
れたラインキーを押して利用す

ることもできます。

エグゼクティブアシスタントのみが使

用できます。選択したエグゼクティブ

の代理で通話を開始します。

プロキシ

コール

proxycall

プロビジョニング権限の設定
プロビジョニング権限を設定することで、ユーザが自分個人用の電話機の設定に別の電話機か

らアクセスできるようになります。たとえば、曜日によって異なるシフトや異なるデスクで勤

務する複数のユーザが内線番号を共有しながらも、それぞれに自分用の個人設定を使用するこ

とができます。

電話機でプロビジョニング権限を有効にすると、[サインイン（Sign in）]ソフトキーが表示さ
れるようになります。ユーザは自分のユーザ名とパスワードを入力して、個人用の電話機の設

定にアクセスします。また、サインインを無視して、ゲストとして電話機を使用することもで

きます。サインインした後、ユーザは電話機で個人用の電話番号にアクセスできます。ユーザ

がサインアウトすると、電話機は機能が限定された基本プロファイルに戻ります。

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Webページ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 >プロビジョニングを選択します。

ステップ 2 [設定プロファイル（ConfigurationProfile）]セクションで、[プロファイルルール（ProfileRule）]
フィールドを電話設定ファイルの URLに設定します。

例：

http://192.0.2.1:80/dms/CP-MMxx-MPP/MMxxSystem.xml

値は次のとおりです。

MM：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 MMシリーズ（68、
78、または 88）

MMxx：Cisco専用電話機モデル（7841、7861、8845、8865、7832）

ステップ 3 [管理者ログイン（AdminLogin）] > [詳細（advanced）] > [音声（Voice）] > [電話（Phone）]
の順で選択します。

ステップ 4 [エクステンションモビリティ（Extension Mobility）]セクションの[EM有効（EM Enable）]
および [EMユーザドメイン（EM User Domain）]フィールドに電話設定ファイルで指定され
ている情報に基づく値を入力します。

ステップ 5 Set the amount of time (in minutes) that the phone session will last for in theセッションタイマー（秒）
フィールドで、通話セッションの期間を（分単位で）設定します。セッションがタイムアウト

になると、電話機がサインアウトします。

ステップ 6 [カウントダウンタイマー（s）（Countdown Timer(s)）]に、ユーザのサインアウトをキャンセ
ルするまでの期間（秒数）を設定します。

ステップ 7 [パスワードの優先入力モード（Preferred Password Input Mode）]フィールドからパスワードの
入力タイプを選択します。

[エクステンションモビリティ（ExtensionMobility）]フィールドの詳細については、エクステ
ンションモビリティを参照してください。

ユーザは電話からパスワードの入力タイプを変更することもできます。

ステップ 8 （任意） [プログラム可能なソフトキー（Programmable Softkeys）]セクションの [プログラム
可能なソフトキー有効（Programmable Softkey Enable）]フィールドが [はい（Yes）]に設定さ
れている場合、[アイドルキーリスト（Idle Key List）]に signinを追加します。

例：

newcall|1;signin|2

ステップ 9 [すべての変更を送信（Submit All Changes）]をクリックします。

電話機設定ファイルでのプロビジョニング権限の設定

電話機のデフォルト設定ファイルでプロビジョニング権限を有効にすることができます。その

場合、電話機ごとにこの機能を手動でセットアップする必要がなくなります。
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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Webページへのアクセスを参照してくださ
い。

手順

ステップ 1 電話設定ファイルで、次のパラメータを設定します。

a) [Profile_Rule]パラメータに、プロビジョニング権限プロファイルルールを設定します。

例：

<Profile_Rule ua="na">("$EMS" eq "mobile" and "$MUID" ne "" and "$MPWD" ne "")?[--uid
$MUID$PDOM --pwd $MPWD]
http://10.74.121.51:80/dms/CP-8851-3PCC/8851System.xml|http://10.74.121.51:80/dms/CP-8851-3PCC/8851System.xml</Profile_Rule>

b) [EM_Enable]パラメータを [はい（Yes）]に設定します。

例：

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

c) [EM_User_Domain]パラメータに、電話機のドメインまたは認証サーバを入力します。

例：

<EM_User_Domain ua="na">@10.74.121.51</EM_User_Domain>

ステップ 2 設定ファイルを保存して、プロビジョニングサーバにアップロードします。

ステップ 3 音声 >プロビジョニングを選択します。

ステップ 4 [プロファイルルール（Profile Rule）]フィールドのいずれかに、設定ファイルのファイルパ
スを入力します。

例：

http://<SERVER IP ADDRESS>:80/dms/td_8861/8861System.xml

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

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

手順

ステップ 1 音声 >内線[n]を選択します。ここで、[n]は内線番号となります。

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

電話機の機能および設定
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ステップ 3 ユーザがゲストとして電話機にサインインしていることができる時間を [ホテリングサブスク
リプション期限切れ（Hoteling Subscription Expires）]に秒単位で設定します。

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

ユーザパスワードの設定
ユーザのパスワードは、ユーザ自身が電話機で設定することも、ユーザに代わって設定するこ

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Webページへのアクセスを参照してくださ
い。

手順

ステップ 1 音声 >システムを選択します。

ステップ 2 [ユーザパスワード（User Password）]フィールドにパスワードを入力します。

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

問題レポートツールのログのダウンロード
ユーザが問題レポートを送信する際は、問題レポートツールを使用します。

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、通常は問題を解決するための
参考として、Cisco TACから問題報告ツールのログを提出するよう求められます。

問題レポートを発行するには、ユーザは問題レポートツールにアクセスし、問題の発生日時、

および問題の説明を入力します。問題レポートをダウンロードするには、[設定ユーティリティ
（Configuration Utility）]ページを使用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Webページへのアクセスを参照してくださ
い。

手順

ステップ 1 情報 >デバッグ情報 >デバイスログを選択します。

電話機の機能および設定
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ステップ 2 [問題レポート（Problem Reports）]領域で、ダウンロードする問題レポートファイルをクリッ
クします。

ステップ 3 ファイルをローカルシステムに保存し、ファイルを開いて問題レポートのログにアクセスしま
す。

PRTアップロードの設定
サーバでは、ユーザが電話機から送信する問題レポートを受信するためのアップロードスクリ

プト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）]フィールドに指定されている URLが有効
であれば、ユーザの電話機UIには、問題レポートが正常に送信されたことを伝えるアラー
トが表示されます。

• [PRTアップロードルール（PRT Upload Rule）]フィールドに値が指定されていなかった
り無効なURLが設定されていたりすると、ユーザの電話機UIにはデータをアップロード
できなかったことを伝えるアラートが表示されます。

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と共に HTTP/HTTPS
POSTメカニズムを使用します。アップロードには次のパラメータが含まれます（マルチパー
トMIME符号化を使用）。

• devicename（例："SEP001122334455"）

• serialno（例："FCH12345ABC"）

• username（ユーザ名は [ステーション表示名（Station Display Name）]または内線の [ユー
ザ ID（User ID）]のいずれかに指定されている値です。[ステーション表示名（Station
Display Name）]が最初に考慮されます。このフィールドが空の場合、[ユーザ ID（User
ID）]が使用されます）。

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

指定した間隔で PRTを自動的に生成でき、また、PRTファイル名も定義できます。

スクリプト例を次に示します。このスクリプトは参考用の目的のみに掲載されています。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をサポートしていませ

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Webページへのアクセスを参照してくださ
い。

手順

ステップ 1 音声 >プロビジョニングを選択します。

ステップ 2 [問題レポートツール（Problem Report Tool）]セクションで、問題レポートツールの説明に従
いフィールドを設定します。

XML（cfg.xml）コードを使用して、電話構成ファイルにパラメータを設定することもできま
す。次の形式で文字列を入力します。

<PRT_Upload_Rule ua="na">

http://64.101.234.132:8000//Users/abcd/uploads/prt/test-prt.tar.gz

</PRT_Upload_Rule>

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

<PRT_Max_Timer ua="na">20</PRT_Max_Timer>

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

自動的にページングを受け入れ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、ユーザは別のユーザと電話で直接連絡す

ることができます。ページング先ユーザの電話機がページングを自動的に受け入れるように設
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定されている場合、電話機の呼出音は鳴りません。ページングが開始されると、2台の電話機
間で直接接続が自動的に確立されます。

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Webページへのアクセスを参照してくださ
い。

手順

ステップ 1 音声 >ユーザを選択します。

ステップ 2 [補足サービス（Supplementary Services）]セクションの [ページ自動応答（Auto Answer Page）]
フィールドで、[はい（Yes）]を選択します。

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

サーバ設定済みページング
ユーザが電話機のグループをページングできるように、サーバ上の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。

TR-069による電話機の管理
Technical Report 069（TR-069）で定義されているプロトコルおよび標準を使用して電話機を管
理できます。TR-069では、大規模な展開において電話機や他の顧客宅内機器（CPE）のすべて
を管理する際に一般なプラットフォームについて説明しています。このプラットフォームは電

話機のタイプや製造元には依存しません。

双方向 SOAP/HTTPベースのプロトコルとして、TR-069では CPEと自動設定サーバ（ACS）
間の通信を規定しています。

TR-069の機能拡張の詳細は、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Webページへのアクセスを参照してくださ
い。

手順

ステップ 1 音声 > TR-069を選択します。

ステップ 2 TR-069の説明に従ってフィールドをセットアップします。
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ステップ 3 [すべての変更を送信（Submit All Changes）]をクリックします。

TR-069ステータスの表示
ユーザの電話機でTR-069を有効にした場合、[設定（Configuration）]ページでTR-069パラメー
タのステータスを確認できます。

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Webページへのアクセスを参照してくださ
い。

手順

情報 >ステータス > TR-069ステータスを選択します。

TR-069で、TR-069パラメータのステータスを確認できます。

電子フックスイッチの有効化
電子フックスイッチ機能を使用すると、ワイヤレスヘッドセットを電話機に電子的に接続する

ヘッドセットを使用することができます。通常、ヘッドセットには、電話機に接続して、ヘッ

ドセットと通信するベースが必要となります。サポートされるヘッドセットは以下の通りで

す。

• Plantronics Savi 740

• Jabra PRO920

• Jabra PRO9400

• Sennheiser DW Pro1

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Webページへのアクセスを参照してくださ
い。

手順

ステップ 1 音声 >ユーザを選択します。

電話機の機能および設定

47

電話機の機能および設定

TR-069ステータスの表示

p881_b_8800-mpp-ag_chapter5.pdf#nameddest=unique_207
p881_b_8800-mpp-ag_chapter13.pdf#nameddest=unique_144
p881_b_8800-mpp-ag_chapter5.pdf#nameddest=unique_207


ステップ 2 音量の説明に従ってフィールドをセットアップします。

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

電話機のWebページから電話機のすべての問題を報告す
る

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、通常は問題を解決するための
参考として、Cisco TACから問題報告ツールのログを提出するよう求められます。電話機の
Webページを使用して PRTのログを生成し、リモートログサーバにアップロードできます。

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Webページへのアクセスを参照してくださ
い。

手順

ステップ 1 情報 >デバッグ情報を選択します。

ステップ 2 [問題レポート（Problem Reports）]セクションで、[PRTの生成（Generate PRT）]をクリック
します。

ステップ 3 [問題のレポート（Report Problem）]画面に次の情報を入力します。

a) [日付（Date）]フィールドに問題が発生した日付を入力します。このフィールドには、現
在の日付がデフォルトで表示されます。

b) [時刻（Time）]フィールドに、問題が発生した時刻を入力します。このフィールドには、
現在の時刻がデフォルトで表示されます。

c) [問題の選択（Select Problem）]ドロップダウンリストボックスで、利用可能なオプショ
ンから問題の説明を選択します。

ステップ 4 [問題のレポート（Report Problem）]画面の [送信（Submit）]をクリックします。

[送信（Submit）]ボタンは、[問題の選択（Select Problem）]ドロップダウンリストボックス
で値を選択した場合にのみ有効になります。

PRTアップロードが成功したかどうかを示す通知アラートが電話機のWebページに表示され
ます。
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Web UIボタンによる電話機の初期設定へのリセット
電話のWebページから電話を初期設定へのリセットすることができます。リセットは、電話
がアイドル状態の場合にのみ発生します。電話がアイドル状態ではない場合、電話のwebペー
ジには電話が通話中であるため再度一度やり直す必要がある旨のメッセージが表示されます。

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Webページへのアクセスを参照してくださ
い。

手順

ステップ 1 管理者ログイン >詳細 >情報 >デバッグ情報を選択します。

ステップ 2 [初期設定へのリセット（Factory Reset）]セクションで、[初期設定へのリセット（Factory
Reset）]をクリックします。

ステップ 3 [初期設定へのリセットの確認（Confirm Factory Reset）]をクリックします。

セキュア内線のセットアップ
セキュア内線のみを許可するように拡張機能を設定することができます。セキュア内線のみを

許可するように拡張機能を設定した場合、拡張機能が発信するすべての通話はセキュアになり

ます。

XMLサービスを使用してセキュアな拡張機能を設定することもできます。次の形式で文字列
を入力します。

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

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

始める前に

• [音声 >フォン]タブの [補足サービス (Supplementary Services)]セクションで、セキュア
コールサービスが有効になっていることを確認します。

•拡張機能のSIPトランスポートのパラメータが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Webページ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 >内線(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）]で、[オプション（Optional）]を選択して電話の現状のセキュアコールオプショ
ンを維持するか、あるいは [必須（Required）]を選択して他の電話からの非セキュアなコール
を拒否するようにします。

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

パケットのキャプチャ

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Webページへのアクセスを参照してくださ
い。

手順

ステップ 1 情報 >デバッグ情報を選択します。

ステップ 2 [問題レポートツール（Problem Report Tool）]セクションで、[パケットキャプチャ（Packet
Capture）]フィールドの [パケットキャプチャの開始（Start Packet Capture）]ボタンをクリッ
クします

ステップ 3 電話が受信したすべてのパケットをキャプチャするには [すべて（All）]をクリックし、送信
元や送信先がその電話の IPである場合のみパケットをキャプチャするには [ホスト IPアドレ
ス（Host IP Address）]をクリックします。

ステップ 4 選択した電話から発信します。

ステップ 5 パケットのキャプチャを停止する場合は、[パケットキャプチャの停止（StopPacketCapture）]
をクリックします。

ステップ 6 [送信（Submit）]をクリックします。
[キャプチャファイル（CaptureFile）]フィールドにあるファイルを確認します。このファイル
には、フィルタされたパケットが含まれています。
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緊急コール

緊急通報のサポートバックグラウンド

緊急通報サービスプロバイダーは、会社の各 IPベースの電話機のロケーションを登録するこ
とができます。ロケーション情報サーバ（LIS）は、緊急応答ロケーション（ERL）を電話機
に転送します。電話機は再起動した後、およびユーザが電話機にサインインしたとき、登録時

にそのロケーションを保存します。ロケーションエントリでは、番地、建物番号、階、室、お

よびオフィスのその他のロケーション情報を指定することができます。

緊急通報を発信すると、電話機はそのロケーションをコールサーバに転送します。コールサー

バは、コールとロケーションを緊急通報サービスプロバイダーに転送します。緊急通報サービ

スプロバイダーは、コールと一意のコールバック番号（ELIN）を緊急サービスに転送します。
緊急サービスまたは公安応答局（PSAP）は、電話機のロケーションを受け取ります。PSAP
は、コールが切断された場合、コールバックする番号も受け取ります。

電話機からの緊急通報の説明に使用される用語の詳細は、緊急通報のサポート用語（52ペー
ジ）を参照してください。

内線番号の電話機のロケーションを取得するには、以下のパラメータを挿入します。

•企業 ID：NG9-1-1サービスプロバイダーによって企業に割り当てられる一意の番号
（UUID）。

•プライマリ要求URL：電話機の場所を取得する際に使用されるプライマリサーバのHTTPS
アドレス。

•セカンダリ要求 URL：電話機の場所を取得する際に使用されるセカンダリサーバ（バッ
クアップ）の HTTPSアドレス。

•緊急電話番号：緊急通報を特定する数字のシーケンス。複数の緊急電話番号を指定するに
は、各番号をコンマで区切ります。

一般的な緊急サービス番号を以下に示します。

•北米：911

•欧州諸国：112

•香港：999

電話機は、以下のアクティビティに関して新しいロケーション情報を要求します。

•コールサーバへの電話機の登録時。

•すでにコールサーバに登録された電話機がユーザによって再起動された時。

•ゲストの電話機へのログイン時。

電話機の機能および設定
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• SIP登録で使用されるネットワークインターフェイスの変更時。（たとえば、WiFiをイー
サネットに変更する、など）。

•電話機の IPアドレスの変更時。

すべてのロケーションサーバがロケーション応答を送信しない場合、電話機は、2分ごとにロ
ケーションリクエストを再送信します。

緊急通報のサポート用語

Ciscoマルチプラットフォームフォンの緊急通報のサポートに関する用語を以下で説明しま
す。

•緊急ロケーション識別番号（ELIN）：1台以上の内線電話を表すために使用する番号であ
り、緊急サービスにダイヤルしたユーザを識別します。

•緊急応答ロケーション（ERL）：一連の内線電話をグループ化した論理ロケーション。

• HTTP対応ロケーション配信（HELD）：ロケーション情報サーバ（LIS）から電話機の
PIDF-LOロケーションを取得する暗号化されたプロトコル。

•ロケーション情報サーバ（LIS）：SIPベースの電話機のHELDリクエストに応答し、HELD
XML応答を使用して電話機のロケーションを提供するサーバ。

•緊急通報サービスプロバイダー：電話機のロケーションを使用して電話機の HELDリク
エストに応答する会社。緊急通報（電話機のロケーションを伝送する）をかけると、コー

ルサーバが通報をこの会社に転送します。緊急通報サービスプロバイダーは、ELINを追
加して、通報を緊急サービス（PSAP）に転送します。通話が切断された場合、PSAPは
ELINを使用して、緊急通報に使用された電話機に再接続します。

•緊急応答機関（PSAP）：緊急サービス IPネットワークに参加している緊急サービス（た
とえば、消防署、警察、救急車など）。

•汎用一意識別子（UUID）：緊急通報サポートを使用して会社を一意に識別するために使
用される 128ビットの数値。

緊急通報を発信するための電話機の設定

始める前に

•緊急通報サービスプロバイダーから電話用の E911地理位置情報構成 URLと会社識別子
を取得します。同じオフィス内の複数の電話機の内線には、同じ地理位置情報 URLと会
社識別子を使用できます。

•電話管理のWebページにアクセスします。電話機Webページ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 >内線nをクリックします。nは、電話機のWebダイアログの内線番号（1～10）です。

ステップ 2 ダイアルプランエリアで、緊急電話番号を顧客の緊急サービス番号に対応する数字に設定し
ます。

複数の緊急電話番号を指定するには、各緊急電話番号をカンマで区切ります。

ステップ 3 E911地理位置情報構成エリアで、会社のUUIDを、緊急通報サービスプロバイダーから取得
した一意の顧客識別子に設定します。

次に例を示します。

07072db6-2dd5-4aa1-b2ff-6d588822dd46

ステップ 4 暗号化したプライマリリクエストURLを主な地理的冗長サーバに指定します。この位置情報
サーバは、この電話機の場所を返します。

次に例を示します。

https://prod.blueearth.com/e911Locate/held/held_request.action

ステップ 5 暗号化したセカンダリリクエスト URLを、位置情報を返すことのできるバックアップサー
バに指定します。

次に例を示します。

https://prod2.blueearth.com/e911Locate/held/held_request.action

ステップ 6 [すべての変更を送信（Submit All Changes）]をクリックします。

SIPトランスポートの設定
SIPメッセージの場合は、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、内線ご
とに電話機に適切なプロトコルを自動的に選択させることができます。

自動選択を設定すると、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、レコードに指定されている順

序および優先順位が最も低いプロトコルを使用します。同じ順序と優先順位を持つ複数のレ

コードがある場合、電話機はレコード内のプロトコルを以下の優先順位で検索します。1.UDP、
2. TCP、3. TLS。電話機は、検出した最初のプロトコルをその優先順位に従って使用します。

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Webページ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 >内線(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トランスポートパラメータを SIP設定の説明に従って設定しま
す。

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

電話機への非プロキシ SIPメッセージのブロック
非プロキシサーバからの着信SIPメッセージを受信できるようにするには、電話機の機能を無
効にします。この機能を有効にすると、電話機は以下からのSIPメッセージのみを受け入れま
す。

•プロキシサーバ

•発信プロキシサーバ

•代替プロキシサーバ

•代替発信プロキシサーバ

•プロキシサーバおよびプロキシサーバ以外からのINダイアログメッセージ。例：通話
セッションダイアログおよびサブスクライブダイアログ

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Webページへのアクセスを参照してくださ
い。

手順

ステップ 1 音声 >システムを選択します。

ステップ 2 システム設定セクションで、the非プロキシ SIPのブロックフィールドをシステム設定の説
明通りに設定します。

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

プライバシーヘッダの設定
SIPメッセージのユーザプライバシーヘッダは、信頼されたネットワークからのユーザのプラ
イバシーのニーズを設定します。
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電話機の webページを使用して、回線拡張ごとにユーザプライバシーヘッダの値を設定しま
す。

プライバシーヘッダのオプション：

• [Disabled]（デフォルト）

•なし：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。

•ヘッダ：ユーザは、識別情報を削除できない不明瞭なヘッダに対してプライバシーサービ
スを必要とします。

•セッション：ユーザは、プライバシーサービスにセッションの匿名性を提供するよう要求
します。

•ユーザ：ユーザは、中継を介してのみプライバシーレベルを要求します。

• ID：ユーザーは、システムに IPアドレスまたはホスト名を提示しない IDに置き換えるよ
うに要求します。

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Webページへのアクセスを参照してくださ
い。

手順

ステップ 1 音声 >内線番号を選択します。

ステップ 2 SIP設定セクションで、プライバシーヘッダフィールドを SIP設定の説明に従って設定しま
す。

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

P-Early-Mediaサポートを有効にする
発信コールの SIPメッセージに、P-初期メディアヘッダーを含めるかどうかを決定できます。
P-Early-Mediaヘッダーには、初期メディアストリームのステータスが含まれています。ステー
タスが、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示している場合、

電話機はローカルの ringbackトーンを再生します。それ以外の場合、電話機は、接続されるの
を待機している間に初期のメディアを再生します。

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Webページ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 >内線 (n)を選択します。

ステップ 2 SIP設定セクションで、P-Early-MediaサポートフィールドをSIP設定の説明に従って設定し
ます。

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

ピアファームウェア共有（Peer Firmware Sharing）
ピアファームウェア共有（PFS）は、Cisco IPPhone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索し、同時に複数の電話機をアップグレードする必要がある際に、更新

ファームウェアファイルを共有することができるファームウェア配布モデルです。PFSはCisco
Peer-to-Peer-Distribution Protocol（CPPDP）を使用しています。これは、Ciscoの専用プロトコ
ルです。CPPDPを使用すると、サブネット内のすべてのデバイスがピアツーピア階層を形成
してから、ファームウェアまたは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に、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てから、TCP接続を使用してサブネット上の他の
電話機にファームウェアを転送します。

ピアファームウェア共有：

•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なくなります。

•アップグレード時に多数の電話機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。

•複数の電話機を同時にアップグレードするように設定されていない限り、ピアファーム
ウェア共有は機能しません。NOTIFYが「Event:resync」と共に送信された場合に、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構成を含めることが可能なxmlの例
を次に示します。

“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を IPアドレスとポートに設定すると、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。各電話機でこの設定を行う必要
があります。次に、ログメッセージを使用して、PFS関連の問題をトラブルシューティ
ングすることができます。

（注）

Peer_Firmware_Sharing_Log_Serverは、UDPリモート syslogサーバのホスト名およびポートを
指定します。ポートのデフォルト値は syslog 514に設定されています。
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次に例を示します。

<Peer_Firmware_Sharing_Log_Server>192.168.5.5</ Peer_Firmware_Sharing_Log_Server>

この機能を使用するには、電話機の PFSを有効にします。

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（PFS）を有効にすると、電話機でサブネット上の同じモデルまたは
シリーズの他の電話機を検索したり、最新のファームウェアファイルを共有することができま

す。電話機は階層に編成され、その階層内の電話機の1台がルート電話機として機能します。
階層化された後、ルート電話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

て、そのファームウェアを階層内の他の電話機に転送します。

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Webページへのアクセスを参照してくださ
い。

手順

ステップ 1 音声 >プロビジョニングを選択します。

ステップ 2 ファームウェアのアップグレードセクションで、ピアファームウェア共有を選択して、ピア
ファームウェア共有ログサーバフィールドをFirmwareアップグレードに従って設定します。

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

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機能は、電話機のwebページから設定することができます。これで、
ユーザが認証情報を収集できるようになります。電話機が設定ファイルを再同期化してダウン

ロードする際に認証情報が必要となり、初回は、HTTPまたはHTTPS 401認証エラーが発生し
ます。この機能を有効にすると、以下の状況下で、プロファイルアカウントの設定画面が自動

的に電話機表示されます。

•電話機の再起動後、初めて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およびパスワードが空の場合

•プロファイルルールにユーザ名およびパスワードが存在しない場合

プロファイルアカウントの設定画面をトリガーするには2つの方法があります。初めてHTTP
またはHTTPS401認証エラーが発生した場合に、画面がトリガーされることがあります。ユー
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ザがポップアップ画面を見逃したり、無視した場合は、電話画面のメニューを使用してトリ

ガーすることができます。

この機能を無効にすると、プロファイルアカウントの設定画面が電話機に表示されません。

この情報を利用すると、この問題のトラブルシューティングに役立ちます。

プロファイルルールのユーザ名とパスワードは、プロファイルアカウントよりも高い優先順

位を持ちます。

•ユーザ名およびパスワードなしで正確なURLをプロファイルルールフィールドで提供す
ると、電話機がプロファイルを再同期するために HTTPあるいは HTTPS基本承認か、ダ
イジェストを求めます。正しいプロファイルアカウントを使用すれば、認証が正常に完了

します。無効なプロファイルアカウントでは、認証に失敗します。

•正しいユーザ名およびパスワードで正確なURLをプロファイルルールフィールドで提供
すると、電話機がプロファイルを再同期するために HTTPあるいは HTTPS基本承認か、
ダイジェストを求めます。プロファイルアカウントは、電話再同期には使用されません。

ログインが正常に完了しました。

•正しいユーザ名およびパスワードで不正確なURLをプロファイルルールフィールドで提
供すると、電話機がプロファイルを再同期するためにHTTPあるいはHTTPS基本承認か、
ダイジェストを求めます。プロファイルアカウントは、電話再同期には使用されません。

ログインは常に失敗します。

•不正確なURLをプロファイルルールフィールドで使用すると、ログインは常に失敗しま
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Webページへのアクセスを参照してくださ
い。

手順

ステップ 1 音声 >プロビジョニングを選択します。

ステップ 2 設定プロファイルセクションで、設定プロファイルの説明に従って、プロファイルアカウン
トの有効化フィールドを設定します。

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

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

再同期することができます。電話機が最初に設定ファイルを再同期化してダウンロードする際

電話機の機能および設定

58

電話機の機能および設定

プロファイル認証

p881_b_8800-mpp-ag_chapter5.pdf#nameddest=unique_207
p881_b_8800-mpp-ag_chapter13.pdf#nameddest=unique_20


に認証情報が必要となり、HTTPまたはHTTPS 401認証エラーが発生します。この機能を有効
にすると、以下の状況下で、プロファイルアカウントの設定画面が表示されます。

•電話機の再起動後、初めて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およびパスワードが空の場合

•プロファイルルールにユーザ名およびパスワードが存在しない場合

プロファイルアカウントのセットアップ画面が見つからないか、または無視された場合、ユー

ザは [電話 (phone)]メニュー、または電話機に登録されている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 (setup)]ソフトキーを使用してセットアップ画面にアクセスでき
ます。

この機能を無効にすると、プロファイルアカウントの設定画面が電話機に表示されません。

プロファイルルールィールドのユーザ名とパスワードは、プロファイルアカウントよりも高

い優先順位を持ちます。

•ユーザ名およびパスワードなしで正確なURLをプロファイルルールフィールドで提供す
ると、電話機がプロファイルを再同期するために承認か、ダイジェストを求めます。正し

いプロファイルアカウントを使用すれば、認証が正常に完了します。無効なプロファイル

アカウントでは、認証に失敗します。

•正確なユーザ名およびパスワードで正確なURLをプロファイルルールフィールドで提供
すると、電話機がプロファイルを再同期するために承認か、ダイジェストを求めます。プ

ロファイルアカウントは、電話再同期には使用されません。ログインが正常に完了しまし

た。

•不正確なユーザ名およびパスワードで正確なURLをプロファイルルールフィールドで提
供すると、電話機がプロファイルを再同期するために承認か、ダイジェストを求めます。

プロファイルアカウントは、電話再同期には使用されません。ログインは常に失敗しま

す。

•不正確なURLをプロファイルルールフィールドで使用すると、ログインは常に失敗しま
す。

プロファイル認証タイプの指定

電話機の管理 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Webページ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 >プロビジョニングを選択します。

ステップ 2 設定プロファイルセクションで、設定プロファイルの説明に従って、プロファイル認証タイ
プフィールドを設定します。

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

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
電話機に無視ソフトキーを追加することができます。ユーザが多忙で邪魔されたくない時に、

このソフトキーを押すと、着信音をサイレント状態にすることができます。ユーザがソフト

キーを押すと、着信音は停止しますが、視覚的なアラートが表示され、コールに応答すること

ができます。

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Webページへのアクセスを参照してくださ
い。

手順

ステップ 1 音声 >電話を選択します。

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 呼出中キーリストフィールドに以下の値を入力します。

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

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

BroadWorks Anywhereの有効化
通話をある固定電話（場所）から別の携帯電話または固定電話（場所）にシームレスに移動さ

せることができるように、電話を設定することができます。

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、その内線に複数の電話機をロケーションとして追加することができます。その内
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線に着信があると、追加されたすべての電話が鳴り、ユーザーは任意の場所から着信に応答す

ることができます。ロケーションリストは、BroadWorks XSIサーバにも保存されます。

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Webページへのアクセスを参照してくださ
い。

手順

ステップ 1 音声 >内線（番号）を選択します。

ステップ 2 XSI Line Serviceセクションで、XSIホストサーバ、XSI認証タイプ、ログインユーザ ID、ロ
グインパスワードを選択して、Anywhereの有効化フィールドを XSI回線サービスの説明に
従って設定します。

XSI認証タイプで、SIPクレデンシャルを選択する場合、サブスクライバ情報セクションで、
サブスクライバの認証 IDおよびパスワードを入力します。

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

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

電話機のブロック発信者 IDステータスと、BroadWorks XSIサーバのライン IDブロッキング
ステータスを同期させることができます。同期を有効にすると、ユーザがブロック発信者 ID
の設定で行う変更が、BroadWorksサーバの設定にも反映されます。

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Webページへのアクセスを参照してくださ
い。

手順

ステップ 1 音声 >内線（番号）を選択します。

ステップ 2 XSI回線サービスセクションで、CIDのブロックの有効化フィールドを XSI回線サービスの
説明に従って設定します。

ステップ 3 [すべての変更を送信（Submit All Changes）]をクリックします。
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回線上の BroadWorks XSIコールログの表示の有効化
電話機を設定して、BroadWorksサーバまたはローカル電話のいずれかからの通話履歴のログ
を表示することができます。この機能を有効にすると、履歴画面に、発信者履歴の表示メニュー

が表示され、ユーザは、XSI通話ログあるいはローカル通話ログを選択することができます。

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Webページへのアクセスを参照してくださ
い。

手順

ステップ 1 音声 >電話を選択します。

ステップ 2 XSI電話機サービスセクションで、XSIホストサーバ、XSI認証タイプ、ログインユーザ
ID、ログインパスワードを選択して、ディレクトリの有効化フィールドをXSI電話サービス
の説明に従って設定します。

XSI認証タイプで SIP認証を選択する場合は、このセクションで、SIP認証 IDおよび SIPパ
スワードを入力します。

ステップ 3 CallLog関連回線および発信者履歴フィールドを XSI電話サービスの説明に従って設定しま
す。

CallLogの有効化フィールドをいいえに設定した場合、発信者履歴の表示メニュー
は、電話機の履歴画面に表示されません。

（注）

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

DNDおよび不在転送ステータスの同期
電話機の管理webページの設定を構成して、[応答不可 (DND)]のステータス同期と、電話機と
サーバ間の不在転送を有効にすることができます。

機能のステータスを同期するには、次の 2つの方法があります。

•機能キーの同期 (FKS)

• XSI同期

機能キー同期は、すべてのエグゼクティブとアシスタントのユーザに対して有効になっている

必要があります。

（注）
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FKSは、SIPメッセージを使用して機能のステータスを通知します。XSI同期では、HTTPメッ
セージを使用します。FKSと XSI同期が両方とも有効になっている場合、FKSは XSI同期の
優先順位を取得します。FKSがXSI同期と対話する方法については、次の表を参照してくださ
い。

表 3 : FKSと XSI同期の間の対話

CFWD同期DND同期CFWD有効DND有効機能キー同期

（Feature Key
Sync）

はい (SIP)はい (SIP)対応対応対応

はい (SIP)はい (SIP)××Yes

はい (SIP)はい (SIP)Yes×Yes

はい (SIP)はい (SIP)××Yes

はい (HTTP)はい (HTTP)対応対応×

はい (HTTP)×Yes××

×はい (HTTP)×Yes×

×××××

ラインキーが FKSまたは XSI同期で設定され、DNDまたは自動転送機能でも有効になってい

る場合は、それぞれのDND アイコンまたは不在転送 アイコンが、ラインキーラベルの横

に表示されます。ラインキーに不在着信、ボイスメッセージ、または緊急のボイスメールア

ラートがある場合、DNDアイコンまたは不在転送アイコンがアラート通知と共に表示されま
す。

関連トピック

機能キー同期の有効化（63ページ）
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（64ページ）
XSIサービスを介した DNDステータス同期の有効化（65ページ）

機能キー同期の有効化

機能キーの同期 (FKS)を有効にすると、サーバ上の不在転送と応答不可 (DND)の設定が電話
機に同期されます。電話機で行われた DNDおよび不在転送の設定の変更もサーバに同期され
ます。

機能キーの同期 (FKS)を有効にすると、サーバ上の不在転送と応答不可 (DND)の設定が電話
機に同期されます。電話機で行われた DNDおよび不在転送の設定の変更もサーバに同期され
ます。設定されている場合、エグゼクティブは電話機の [設定>アシスタント]メニューにアク
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セスできます。同様に、アシスタントも設定 >エグゼクティブメニューにアクセスできるよ
うになります。

機能キー同期は、すべてのエグゼクティブとアシスタントのユーザに対して有効になっている

必要があります。

（注）

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Webページへのアクセスを参照してくださ
い。

手順

ステップ 1 音声 >内線 [n]を選択します。ここで、[n]は内線番号となります。

ステップ 2 [コール機能設定（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 [すべての変更を送信（Submit All Changes）]をクリックします。

関連トピック

DNDおよび不在転送ステータスの同期（62ページ）
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（64ページ）
XSIサービスを介した DNDステータス同期の有効化（65ページ）

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
不在転送同期が有効になっている場合、サーバ上の不在転送に関連した設定が電話機に同期さ

れます。電話機で行われた不在転送の設定の変更もサーバに同期されます。

不在転送のXSI sync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、電話機のユーザは電話機でコールの転送できません。

（注）

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Webページへのアクセスを参照してく
ださい。

• [音声 >内線 (n) ]タブで、XSIホストサーバとそれに対応するクレデンシャルを設定しま
す。
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• Xsiサーバ認証用のログイン認証情報を使用する場合は、xsi Host server、ログイン
ユーザ ID、およびログインパスワードを [xsi Line Service (xsi Line Service)]セクショ
ンに入力します。

• Xsiサーバ認証用のSIP認証情報を使用する場合は、xsi Host server、ログインユーザ
ID、を[xsi Line Service (xsi Line Service)]セクションに、認証 IDおよびパスワードを
登録情報セクションに入力します。

•音声 >内線 (n)からの通話機能の設定セクションで、機能キー同期 (fks)を無効にします。

手順

ステップ 1 音声 >内線[n]を選択します。ここで、[n]は内線番号となります。

ステップ 2 [転送有効化 (Cfwd Enable )]フィールドを [はい (Yes)]に設定します。

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

関連トピック

DNDおよび不在転送ステータスの同期（62ページ）
機能キー同期の有効化（63ページ）

XSIサービスを介した DNDステータス同期の有効化
応答不可 (DND)同期が有効になっている場合、サーバ上の DND設定は電話機と同期されま
す。電話機で行われた DND設定の変更もサーバに同期されます。

DND XSI sync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、電話機のユーザは電話機で DNDモードをオンにできません。

（注）

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Webページへのアクセスを参照してく
ださい。

• [音声 >内線 (n) ]タブで、XSIホストサーバとそれに対応するクレデンシャルを設定しま
す。

• Xsiサーバ認証用のログイン認証情報を使用する場合は、XSI Host server、ログイン
ユーザ ID、およびログインパスワードを [xsi Line Service (xsi Line Service)]セクショ
ンに入力します。

• Xsiサーバ認証用のSIP認証情報を使用する場合は、XSIHost server、ログインユーザ
ID、を[xsi Line Service (xsi Line Service)]セクションに、認証 IDおよびパスワードを
登録情報セクションに入力します。
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•音声>内線 (n)からの通話機能の設定セクションで、機能キー同期 (FKS)を無効にします。

手順

ステップ 1 音声 >内線[n]を選択します。ここで、[n]は内線番号となります。

ステップ 2 DND Enableフィールドを [はい (Yes)]に設定します。

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

関連トピック

DNDおよび不在転送ステータスの同期（62ページ）
機能キー同期の有効化（63ページ）

エグゼクティブおよびアシスタント
通話制御を共有するエグゼクティブおよびそのアシスタントを設定することができます。

BroadWorksのエグゼクティブとアシスタントとしてユーザを設定します。また、BroadWorks
の設定で、エグゼクティブとアシスタントの間の関係も構成されます。詳細は、BroadWorks
のマニュアルを参照してください。

BroadWorksの設定後に、以下の電話機の設定を行います。

•電話機とサーバの間でエグゼクティブとアシスタント設定の同期を有効にします。

•ダイヤルプランを更新して、ユーザがサービスアクティベーションコードをダイヤルで
きるようにします。

•必要に応じて、エグゼクティブあるいはアシスタントのメニューの回線キーのアクセス
を設定します。

•必要に応じてサービスアクティベーションコードを変更します。

•必要に応じて、プログラム可能なソフトキーを変更します。

•エグゼクティブとアシスタントは、電話機を共有することはできません。エグゼクティブ
とアシスタントに、同じ電話機で内線を設定しないでください。

•エグゼクティブとアシスタント機能は、プライベート回線で使用することを推奨します。

•アシスタントが同時に開始できる通話数は、電話機のWebページのその他の回線キー設
定 >音声 >電話タブの下の回線あたりのコールアピアランス数設定によって制限されま
す。

重要

電話機の機能および設定

66

電話機の機能および設定

エグゼクティブおよびアシスタント



エグゼクティブとアシスタント設定の同期

エグゼクティブとアシスタント機能を使用するには、電話機とサーバの間で機能キー同期

（FKS）により同期を行う設定が必要です。FKSを有効にすると、エグゼクティブは電話機
で、設定 >アシスタントメニューを利用することができるようになります。同様に、アシス
タントも設定 >エグゼクティブメニューにアクセスできるようになります。

FKSを有効にするには、機能キー同期の有効化（63ページ）を参照してください。

エグゼクティブおよびアシスタント

エグゼクティブとアシスタントのダイヤルプランには、以下の数字シーケンスが含まれている

必要があります。

• #xxまたはその式を含む variantで、ユーザが #コードをダイヤルできるようにします。

• * xxまたはその式を含むバリアントで、ユーザが「 *」コードをダイヤルできるようにし
ます。

• #xx + xxxxxxxxxxx * xxxxxxxxxxを使用すると、ユーザは「 #」コードの後に番号をダイ
ヤルすることができます。

ダイアルプランの情報は、ダイヤルプランの概要を参照してください。

ダイヤルプランにエントリを追加する方法の詳細は、IP電話上でのダイヤルプランの編集を
参照してください。

エグゼクティブとアシスタントメニューアクセス用の回線キーの設

定

エグゼクティブの電話機の設定 >アシスタントメニューで、回線キーを設定することができ
ます。アシスタントの電話機では、設定 >エグゼクティブメニューを使用します。

下の例に示すように、XML設定ファイルに回線キー設定を含めることができます。
<!-- Line Key 2 -->
<Extension_2_ ua="na">Disabled</Extension_2_>
<Short_Name_2_ ua="na">$USER</Short_Name_2_>
<Share_Call_Appearance_2_ ua="na">private</Share_Call_Appearance_2_>
<Extended_Function_2_ ua="na">fnc=bw-exec-assist</Extended_Function_2_>

（注）

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Webページ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 >電話を選択します。

ステップ 2 設定する回線キーセクションで、拡張機能を fnc=bw-exec-assistと指定します。

回線キーの内線番号は無効にする必要があります。

共有コールのアピアランスはプライベートに設定することを推奨します。

（注）

回線キーセクションのフィールドの詳細は、回線キーを参照してください。

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

エグゼクティブおよびアシスタント用のサービスアクティベーション

コード

エグゼクティブとアシスタントは、サービスアクティベーションコードまたはプログラム可

能なソフトキーを使用して、ほとんどの機能にアクセスすることができます。

以下の機能を利用するには、サービスアクティベーションコードを使用しなければなりませ

ん。

こういった機能を実行するには、これらの機能のサービスアクティベーションコードをユー

ザーに通知する必要があります。

重要

•アシスタントによるプールからのオプトインおよびオプトアウト

•アシスタントによる通話中のコールへの参加

•アシスタントによる通話中のコールの転送

この機能のすべてのサービスアクティベーションコードは、デフォルトで設定されています。

組織の要件に応じて、特定の機能のサービスアクティベーションコードを変更することがで

きます。詳細については、特定業種向けサービスのアクティベーションコードを参照してくだ

さい。

電話機の webサイトを使用してサービスアクティベーションコードを変更する場合は、対応
する設定を BroadWorksで更新します。また、その逆も同様です。

重要
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XML設定ファイル内のエグゼクティブとアシスタントサービスアクティベーションコード

XML設定ファイル内のサービスアクティベーションコードを変更する場合は、BroadWorks
の対応する設定も更新してください。

重要

次のXML設定ファイルの例では、エグゼクティブアシスタントの機能サービスアクティベー
ションコードのパラメータ（XMLタグ）および値を示します。
<!-- Vertical Service Activation Codes -->
<Exec_Assistant_Call_Initiate_Code ua="na">#64</Exec_Assistant_Call_Initiate_Code>
<Exec_Call_Filter_Act_Code ua="na">#61</Exec_Call_Filter_Act_Code>
<Exec_Call_Filter_Deact_Code ua="na">#62</Exec_Call_Filter_Deact_Code>
<Exec_Assistant_Call_Push_Code ua="na">#63</Exec_Assistant_Call_Push_Code>
<Exec_Call_Retrieve_Code ua="na">*11</Exec_Call_Retrieve_Code>
<Exec_Call_Bridge_Code ua="na">*15</Exec_Call_Bridge_Code>

以下の表で、パラメータについて説明します。

説明値パラメータ

エグゼクティブの代理で通話

を開始するアシスタントの場

合

機能に使用する #および *
コード

Exec_Assistant_Call_Initiate_Code

エグゼクティブがコールフィ

ルタをアクティブ化する場合

機能に使用する #および *
コード

Exec_Call_Filter_Act_Code

エグゼクティブがコールフィ

ルタを非アクティブ化する場

合

機能に使用する #および *
コード

Exec_Call_Filter_Deact_Code

対応中のコールをエグゼク

ティブに転送するアシスタン

トの場合

機能に使用する #および *
コード

Exec_Assistant_Call_Push_Code

エグゼクティブまたはアシス

タントが対応中のコールに参

加する場合

機能に使用する #および *
コード

Exec_Call_Bridge_Code

エグゼクティブまたはアシス

タントが対応中のコールを自

分に転送する場合

機能に使用する #および *
コード

Exec_Call_Retrieve_Code

エグゼクティブとアシスタント用のプログラム可能なソフトキー

エグゼクティブとアシスタントのプログラム可能なすべてのソフトキーは、デフォルトで設定

されています。

電話機の機能および設定

69

電話機の機能および設定

エグゼクティブとアシスタント用の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詳細は、プログラム可能なソフトキー（33ページ）およびプ
ログラム可能なソフトキーを参照してください。

XML設定ファイル内のエグゼクティブとアシスタントのプログラム可能なソフトキー

次の XML設定ファイルの例では、エグゼクティブアシスタントのプログラム可能なソフト
キーのパラメータ（XMLタグ）および値を示します。
<!-- Programmable Softkeys -->
<Programmable_Softkey_Enable ua="na">No</Programmable_Softkey_Enable>
<Idle_Key_List ua="na">em_login;acd_login;acd_logout;astate;avail;unavail;redial;
recents;cfwd;dnd;lcr;pickup;gpickup;unpark;em_logout;guestin;guestout;callretrieve;
bridgein;</Idle_Key_List>
<Hold_Key_List ua="na">resume|1;endcall|2;newcall|3;redial;dir;cfwd;dnd;
callpush;</Hold_Key_List>
<Shared_Active_Key_List ua="na">newcall|1;barge|2;bargesilent|3;cfwd|4;dnd|5;
callretrieve;bridgein</Shared_Active_Key_List>
<Shared_Held_Key_List ua="na">resume|1;barge|2;cfwd|3;dnd|4;</Shared_Held_Key_List>
<Exec_Assistant_Key_List ua="na">proxycall|2;divert|3;</Exec_Assistant_Key_List>

以下の表で、パラメータについて説明します。

説明値パラメータ

エグゼクティブが対応中の通

話に参加できるようにします

bridgeinIdle_Key_List、
Shared_Active_Key_List

エグゼクティブが対応中の

コールを自分に転送できるよ

うにする

callretrieveIdle_Key_List、
Shared_Active_Key_List

コールを保留にした後に、ア

シスタントが対応中のコール

をエグゼクティブに転送でき

るようにします。

callpushHold_Key_List

設定 >エグゼクティブメ
ニューで、アシスタントがエ

グゼクティブの代理で通話を

開始できるように設定します

proxycallExec_Assistant_Key_List

設定 >エグゼクティブメ
ニューで、アシスタントが

コール転送をアクティブ化あ

るいは非アクティブ化するこ

とができるように設定します

divertExec_Assistant_Key_List

音声データおよびビデオデータの優先順位の設定
音声またはビデオデータは、制限された帯域幅で優先順位を付けることができます。
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電話機の各回線で優先順位を個別に設定する必要があります。

トラフィックのさまざまな領域に対して、さまざまな優先順位を設定することができます。た

とえば、内線と外線で異なる設定を設定して、内部トラフィックと外部トラフィックに対して

さまざまな優先順位を設定することが可能です。グループ内のすべての電話回線で同じ設定を

指定すると、トラフィック管理が効果的になります。

データパケットのサービスの種類（ToS）フィールドで、データトラフィック内のパケットの
優先順位を指定します。電話回線ごとに、音声パケットおよびビデオパケットの ToSフィー
ルドに適切な値を指定することによって、希望する優先順位を設定することができます。

音声データの場合、電話機は LLDPが受信した ToS値を適用します。LLDPで使用可能な ToS
値が存在しない場合、電話機は、音声パケット用に指定した値を適用します。

ビデオデータの場合、電話機は常に、ビデオパケット用に指定した ToS値を適用します。

デフォルト値では、音声がビデオよりも優先されます。

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Webページへのアクセスを参照してくださ
い。

手順

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

ステップ 2 ネットワーク設定のセクションで、パラメータの値をネットワーク設定の説明に従って設定
します。

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