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電話の情報とディスプレイの設定
電話機のWebユーザインターフェイスを使用すると、電話機の名前、背景画像、ロゴ、スク
リーンセーバーなどの設定をカスタマイズできます。

電話機の名前の設定

始める前に

電話管理のWebページにアクセスします。電話の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（Voice）] > [電話機（Phone）]を選択します。

ステップ 2 [全般（General）]で、[ステーション表示名（Station Display Name）]フィールドに電話機名を
入力します。
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この名前が左上の電話機の LCDに表示されます。

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

テキストと画像による起動画面のカスタマイズ

Cisco IP Phoneがブートアップしたときに表示されるテキストまたは画像ロゴ（サイズが 128
X 48ピクセルで奥行きが 1ビット）を作成できます。ロゴは、シスコロゴが表示された後の
短いブートシーケンス中に表示されます。

手順

ステップ 1 [管理者ログイン（Admin Login）] > [詳細（advanced）] > [音声（Voice）] > [ユーザ（User）]
をクリックします。

ステップ 2 [画面（Screen）]セクションの [起動表示（BootDisplay）]フィールドからオプションを選択し
ます。

• [デフォルト（Default）]：空白の画面または既存の画面を起動画面として表示します。

• [画像をダウンロード（DownloadPicture）]：画像を起動画面として表示します。[画像ダウ
ンロード URL（Picture Download URL）]フィールドにパスを入力します。

次に例を示します。

http://10.64.84.147/pictures/image04_128x48.png

新しい壁紙をダウンロードするために正しくない URLを入力すると、電話は新しい壁紙
にアップグレードすることができず、既存のダウンロードされた壁紙を表示します。電話

機に以前にダウンロードした壁紙がない場合は、グレーの画面が表示されます。

サポートされている電話機画像ファイルの属性は、ビットマップ形式、1ビット/ピクセル
色、および 128 X 48ピクセルのサイズです。TFTPサーバも使用できます。

• [ロゴ（Logo）]：ロゴを起動画面として表示します。起動表示としてロゴを追加（6ペー
ジ）を参照してください。

• [テキスト（Text）]：テキストを起動画面として表示します。[テキスト表示（TextDisplay）]
フィールドにテキストを入力します。最大 2行のテキストを入力する。各行は 32文字未
満にする必要がある。2行の間に改行文字（\n）とエスケープコード（%0a）を挿入する。

たとえば、Super\n%0aTelecomは次のように表示されます。

Super
Telecom

書式設定用のスペースを追加するには、+記号を使用します。テキストの前後に複数の +
記号を追加することにより、テキストを中央に配置することができます。
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ステップ 3 テキストロゴを表示するには、次の要件に従ってテキストを [テキストロゴ（Text Logo）]
フィールドに入力します。

•最大 2行のテキストを入力する。

•各行は 32文字未満にする必要がある。

• 2行の間に改行文字（\n）とエスケープコード（%0a）を挿入する。

たとえば、Super\n%0aTelecomは次のように表示されます。

Super
Telecom

•書式設定用のスペースを追加するには、+記号を使用します。テキストの前後に複数の +
記号を追加することにより、テキストを中央に配置することができます。

ステップ 4 [画面（Screen）]セクションで、次の要件に従ってテキストを [テキストロゴ（Text Logo）]
フィールドに入力します。

•最大 2行のテキストを入力する。

•各行は 32文字未満にする必要がある。

• 2行の間に改行文字（\n）とエスケープコード（%0a）を挿入する。

たとえば、Super\n%0aTelecomは次のように表示されます。

Super
Telecom

•書式設定用のスペースを追加するには、+記号を使用します。テキストの前後に複数の +
記号を追加することにより、テキストを中央に配置することができます。

ステップ 5 画像ロゴを表示するには：

• [画像ダウンロード URL（Picture Download URL）]フィールドにパスを入力します。

次に例を示します。

http://10.64.84.147/pictures/image04_128x48.png

新しい壁紙をダウンロードするために正しくない URLを入力すると、電話は新しい壁紙
にアップグレードすることができず、既存のダウンロードされた壁紙を表示します。電話

機に以前にダウンロードした壁紙がない場合は、グレーの画面が表示されます。

•サポートされている電話機画像ファイルの属性は、ビットマップ形式、1ビット/ピクセル
色、および 128 X 48ピクセルのサイズです。TFTPサーバも使用できます。

• [ロゴタイプ（Logo Type）]を [画像をダウンロード（Download Picture）]に変更します。

ステップ 6 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。
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電話機がリブートして、.pngファイルを取得し、次のブート時にその画像を表示します。

壁紙のダウンロード

電話画面の背景をカスタマイズするために画像をダウンロードすることができます。

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）] >
[詳細（Advanced）] > [音声（Voice）] > [ユーザ（User）]を選択します。

ユーザは、[ユーザログイン（User Login）] > [音声（Voice）] > [ユーザ（User）]を選択して
壁紙をダウンロードできます。

ステップ 2 [画面（Screen）]セクションで、 [電話機の背景（Phone Background）]フィールドの [ダウン
ロード画像（Download Picture）]を選択します。

ステップ 3 カスタム壁紙を TFTP、HTTP、または HTTPSサーバにアップロードします。

画像は .jpgファイルです。推奨サイズは 800 X 480ピクセルです。画像が推奨サイズではない
場合でもユーザはアップロードできますが、画面に合わせてサイズが変更されます。

ステップ 4 [画像のダウンロード URL（Picture Download URL）]フィールドに、壁紙画像がアップロード
されているパスを入力します。

URLには、TFTP、HTTP、またはHTTPSサーバ名（または IPアドレス）、ディレクトリ、お
よびファイル名を含める必要があります。

例：

http://10.64.84.147/pictures/image04_800x480x24.jpg

新しい壁紙をダウンロードするために正しくないURLを入力すると、電話は新しい壁紙にアッ
プグレードすることができず、既存のダウンロードされた壁紙を表示します。電話機に以前に

ダウンロードした壁紙がない場合は、グレーの画面が表示されます。

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

背景画像 URLを変更した後は、電話機は再起動しません。

電話機のWebページによるスクリーンセーバーの設定
電話機のスクリーンセーバーを設定できます。電話機のアイドル状態が一定時間続く、スク

リーンセーバーモードに切り替わります。
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いずれかのボタンを押すと、電話機が通常モードに戻ります。ユーザパスワードが設定されて

いる場合は、スクリーンセーバーモードを終了する際にユーザパスワードの入力が要求され

ます。

手順

ステップ 1 電話機のWebページで、[管理者ログイン（Admin Login）] > [詳細（advanced）] > [音声
（Voice）] > [ユーザ（User）]を選択します。

ユーザは [ユーザログイン（User Login）] > [音声（Voice）] > [ユーザ（User）]を選択して電
話機にスクリーンセーバーを追加できます。

ステップ 2 [画面（Screen）]セクションで、次の表の説明に従ってフィールドをセットアップします。

説明パラメータ

電話機でスクリーンセーバーを有効にするに

は、[はい（Yes）]を選択します。電話機のア
イドル状態が一定時間続く、スクリーンセー

バーモードに切り替わります。

デフォルト：[いいえ（No）]

スクリーンセーバーの有効化（Screen Server
Enable）

スクリーンセーバーのタイプです。次のオプ

ションを選択できます。

• [クロック（Clock）]：単色背景にデジタ
ル時計を表示します。

• [ダウンロード画像（DownloadPicture）]：
電話機のWebページから取得された画像
を表示します。

• [ロゴ（Logo）]：電話画面にロゴを表示し
ます。 [ロゴのURL（LogoURL）]フィー
ルドでロゴ画像を追加します。

• [ロック（Lock）]：スクリーンセーバー
のロックを有効にします。

スクリーンセーバーのタイプ（Screen saver
type）

スクリーンセーバーが表示されるまでのアイ

ドル時間の長さです。

スクリーンセーバーが開始されるまでのアイ

ドル時間の秒数を入力します。

デフォルト：300

スクリーンセーバー待機（Screen SaverWait）
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説明パラメータ

電話画面の背景に表示する（.png）ファイルを
示す URLです。

新しい壁紙をダウンロードするために正しく

ないURLを入力すると、電話は新しい壁紙に
アップグレードすることができず、既存のダ

ウンロードされた壁紙を表示します。電話機

に以前にダウンロードした壁紙がない場合は、

グレーの画面が表示されます。

画像のダウンロード URL（Picture Download
URL）

ロゴ画像が保存されている場所のURLまたは
パスを入力します。ロゴをスクリーンセーバー

タイプとして選択すると、この画像は電話画

面にスクリーンセーバーとして表示されます。

ロゴの URL（Logo URL）

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

起動表示としてロゴを追加

電話機の再起動時にユーザにロゴアイコンが表示されるようにするには、電話のWebページ
からこの機能を有効にします。

始める前に

電話管理のWebページにアクセスします。電話の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（Voice）] > [ユーザ（User）]を選択します。

ステップ 2 [画面（Screen）]セクションの [起動表示（Boot Display）]フィールドで [ロゴ（Logo）]を選
択します。[ロゴ URL（Logo URL）]フィールドに、ロゴの画像が保存されている場所の URL
またはパスを入力します。

また、画像をダウンロードし、起動表示として追加することもできます。この場合は、[起動
表示（BootDisplay）]フィールドで [画像をダウンロード（DownloadPicture）]を選択します。
[画像ダウンロード URL（Picture Download URL）]フィールドに、画像が保存されている場所
の URLまたはパスを入力します。

ロゴは、.jpgまたは .png形式のファイルである必要があります。電話の表示領域は固定です。
そのため、元のロゴのサイズが表示領域に合わない場合、画面に収まるように調整する必要が

あります。Cisco IP Phone 8800シリーズの場合、ロゴ表示領域は電話画面の中央にあります。
Cisco IP Phone 8800シリーズの表示領域のサイズは 128 X 128です。
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ステップ 3 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。

電話機のWebページによるバックライトタイマーの調整
プリセットされた時間に各電話機のバックライトを無効にすることで電力を節約できます。

手順

ステップ 1 電話機のWebページで、[ユーザログイン（User Login）] > [詳細（Advanced）] > [音声
（Voice）] > [ユーザ（User）]を選択します。

ステップ 2 [画面（Screen）]の下で、[バックライトタイマー（Back Light Timer）]パラメータの期間を選
択します。

ステップ 3 [画面の明るさ（Display Brightness）]フィールドで、目的の明るさの数値を入力します。

回線あたりのコールアピアランス数の設定

1つの回線上で複数のコールアピアランスをサポートする電話機は、回線上で許可するコール
数を指定するように設定できます。

始める前に

電話管理のWebページにアクセスします。電話の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（Voice）] > [電話機（Phone）]を選択します。

ステップ 2 [さまざまな回線キー設定（MiscellaneousLineKeySettings）]セクションで、[回線あたりのコー
ルアピアランス数（Call Appearances Per Line）]ドロップダウンリストボックスを使用して、
許可する回線あたりのコール数を指定します。

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

着信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では、着信コール、発信コール、電話会議、コール転送に含まれて

いる数値に対応する名前を検索します。電話機がサービスプロバイダーディレクトリ、通話

履歴、または連絡先を使用しても名前を見つけることができない場合、名前の逆引きルック
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アップが使用されます。名前の逆引きルックアップには、有効なLDAPディレクトリ設定また
は XMLディレクトリ設定が必要です。

名前の逆引きルックアップでは、電話機の外部ディレクトリを検索します。検索が成功する

と、コールセッションと通話履歴に名前が表示されます。同時に複数のコールがある場合、名

前の逆引きルックアップでは 1つ目の電話番号と一致する名前が検索されます。2つ目のコー
ルが接続または保留されたとき、名前の逆引きルックアップでは2つ目のコールに一致する名
前が検索されます。

名前の逆引きルックアップは、デフォルトで有効になっています。

名前の逆引きルックアップでは、次の順序でディレクトリが検索されます。

1. 電話連絡先

2. 通話履歴

3. サードパーティのサーバディレクトリ（BroadSoft、Asterisk、またはMetaSphere）

4. LDAPディレクトリ

5. XMLディレクトリ

電話機は次の形式を使用して XMLディレクトリを検索します。
directory_url?n=incoming_call_number

例：サードパーティ製サービスを使用するマルチプラットフォームフォンの場合、電話番号

（1234）の検索クエリの形式は次のとおりです。
http://your-service.com/dir.xml?n=1234

（注）

名前の逆引きルックアップの有効化および無効化

始める前に

•名前の逆引きルックアップを有効または無効にする前に、次のディレクトリのいずれかを
設定してください。

• LDAP社内ディレクトリ

• XMLディレクトリ

•電話管理のWebページにアクセスします。電話の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（Voice）] > [電話機（Phone）]を選択します。
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ステップ 2 [補足サービス（SupplementaryServices）]エリアの [電話機逆引きルックアップサービス（Reverse
Phone Lookup Serv）]を次のように設定します。

• [はい（Yes）] ：名前の逆引きルックアップ機能が有効になります。
• [いいえ（No）] ：名前の逆引きルックアップ機能が無効になります。

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

ステップ 4 別の方法として、config.xmlファイルを使用して名前の逆引きルックアップ機能をプロビ
ジョニングすることもできます。

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

コール機能の設定

コール転送の有効化

始める前に

電話管理のWebページにアクセスします。電話の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（Voice）] > [電話機（Phone）]を選択します。

ステップ 2 [補足サービス（Supplementary Services）]で、有効にする転送サービスのそれぞれに対して [は
い（Yes）]を選択します。

• AttnTransferServ：在籍コール転送サービスです。ユーザは、コールに応答してから転送
します。

• Blind Transfer Serv：ブラインドコール転送サービスです。ユーザは、発信者と会話せず
にコールを転送します。

ステップ 3 転送サービスを無効にするには、このフィールドを [いいえ（No）]に設定します。

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

コール転送

コール転送を有効にするには、電話機Webページの [音声（Voice）]タブと [ユーザ（User）]
タブで、コール転送を有効にします。
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[音声（Voice）]タブでのコール転送のイネーブル化

ユーザのコール転送を有効にする場合は、このタスクを実行します。

始める前に

電話管理のWebページにアクセスします。電話の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（Voice）] > [電話機（Phone）]を選択します。

ステップ 2 [補足サービス（Supplementary Services）]で、有効にするコール転送サービスのそれぞれに対
して [はい（Yes）]を選択します。

• [不在転送サービス（Cfwd All Serv）]：すべてのコールを転送します。

• [話中転送サービス（Cfwd Busy Serv）]：回線が話中の場合にのみコールを転送します。

• [無応答時転送サービス（Cfwd No Ans Serv）]：回線の応答がない場合にのみコールを転
送します。

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

[ユーザ（Users）]タブでのコール転送の有効化

ユーザが [設定ユーティリティ（Configuration Utility）]ページからコール転送の設定を変更で
きるようにするには、次のタスクを実行します。

始める前に

電話管理のWebページにアクセスします。電話の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（Voice）] > [ユーザ（User）]を選択します。

ステップ 2 [コール転送（Call Forward）]の下で、[コール転送設定（CFWD Setting）]の [はい（Yes）]を
選択します。

ステップ 3 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。
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会議の有効化

始める前に

電話管理のWebページにアクセスします。電話の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（Voice）] > [電話機（Phone）]を選択します。

ステップ 2 [補足サービス（Supplementary Services）]の [会議サービス（Conference Serv）]ドロップダウ
ンリストボックスで [はい（Yes）]を選択します。

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

SIP RECでリモート通話録音の有効化
電話上での通話録音を有効にすることで、ユーザがアクティブコールを録音できます。サーバ

の録音モード設定で電話ごとの録音ソフトキーの表示を制御します。

表 1 :録音モードと録音ソフトキー

電話で利用可能な録音ソフトキーサーバの録音モード

ソフトキーは使用できません。

ユーザが電話からの録音を制御することはできません。通話が接続さ

れると自動的に録音が開始されます。

常に

録音一時停止（PauseRec）

録音再開（ResumeRec）

通話が接続されると、録音が自動的に開始され、ユーザが録音を制御

することができます。

なし

録音

録音一時停止（PauseRec）

録音再開（ResumeRec）

通話が接続されると、録音は自動的に開始されますが、ユーザが [録
音（Record）] ソフトキーを押下するまで録音は保存されません。録
音の状態が変化するとき、ユーザにメッセージが表示されます。

オンデマンド
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電話で利用可能な録音ソフトキーサーバの録音モード

録音

録音一時停止（PauseRec）

録音停止（StopRec）

録音再開（ResumeRec）

ユーザが [録音（Record）]ソフトキーを押したときのみ、録音が開始
されます。録音の状態が変化するとき、ユーザにメッセージが表示さ

れます。

オンデマンドでの

ユーザ利用開始

録音中に録音状態に応じてさまざまなアイコンがユーザに表示されます。アイコンは通話画面

に表示され、ユーザが通話を録音する回線キーも表示されます。

表 2 :録音アイコン

意味アイコン

録音中

録音中（8811）

記録一時停止

録音の一時停止（8811）

始める前に

電話管理のWebページにアクセスします。電話の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（Voice）] > [電話機（Phone）]を選択します。

ステップ 2 [付加サービス（Supplementary Services）]セクションの [通話録音サービス（Call Recording
Serv）]フィールドで、[はい（Yes）]または [いいえ（No）]をクリックして通話録音を有効
化/無効化します。

ステップ 3 （任意）ソフトキーを有効にするには、[プログラム可能なソフトキー（ProgrammableSoftkeys）]
セクションの [接続キー一覧（Connected Key List）]フィールドおよび [会議キー一覧
（Conferencing Key List）] フィールドに、次の形式で文字列を追加します。

crdstart;crdstop;crdpause;crdresume

ステップ 4 電話のWebページで、通話録音を必要とする [内線番号（Ext(n)）] タブをクリックします。

ステップ 5 [SIP設定（SIPSettings）]セクション内の [通話録音プロトコル（Call Recording Protocol）]で、
通話録音プロトコルとして [SIPREC] を選択します。

Cisco IP Phoneのカスタマイズ
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[SIP設定（SIP Settings）]フィールドの詳細については、SIPの設定（SIP Settings）を参照して
ください。

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

SIP INFOによるリモートコール録音の有効化
電話上での通話録音を有効にすることで、ユーザがアクティブコールを録音できます。

録音中に録音状態に応じてさまざまなアイコンがユーザに表示されます。アイコンは通話画面

に表示され、ユーザが通話を録音する回線キーも表示されます。

ユーザは、次のソフトキーを押して電話機の録音を制御します。

•録音

•録音停止（StopRec）

ユーザが [録音（Record）]ソフトキーを押したときのみ、録音が開始されます。録音の状態が
変化するとユーザにメッセージが表示され、コール画面に録音アイコンが表示されます。

電話機で録音が開始されると、[録音停止（StopRec）]ソフトキーが使用可能になります。ユー
ザが [録音停止（StopRec）]ソフトキーを押すと録音が停止されます。録音の状態が変化する
とユーザにメッセージが表示されます。

表 3 :録音アイコン

意味アイコン

録音中

録音中（8811）

始める前に

•コール制御システムでコール録音をセットアップ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。電話の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（Voice）] > [電話機（Phone）]を選択します。

ステップ 2 [付加サービス（Supplementary Services）]セクションの [通話録音サービス（Call Recording
Serv）]フィールドで、[はい（Yes）]または [いいえ（No）]をクリックして通話録音を有効
化/無効化します。
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ステップ 3 （任意）ソフトキーを有効にするには、[プログラム可能なソフトキー（ProgrammableSoftkeys）]
セクションの [接続キー一覧（Connected Key List）]フィールドおよび [会議キー一覧
（Conferencing Key List）] フィールドに、次の形式で文字列を追加します。

crdstart;crdstop;crdpause;crdresume

ステップ 4 電話のWebページで、通話録音を必要とする [内線番号（Ext(n)）]タブをクリックします。

ステップ 5 [通話記録プロトコル（Call Recording Protocol）] の [SIP設定（SIP Settings）] セクションで、
通話記録プロトコルとして [SIPINFO] を選択します。

[SIP設定（SIP Settings）]フィールドの詳細については、SIPの設定（SIP Settings）を参照して
ください。

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

設定ユーティリティによる不在着信通知の設定

ユーザのコールがアクティブまたは保留中ではないときに不在着信があった場合、そのユーザ

は、不在着信があったことを知る必要があります。ユーザにアラートを示すには、[設定ユー
ティリティ（ConfigurationUtility）]ページの [ハンドセットLEDアラート（Handset LEDAlert）]
フィールドを設定します。このフィールドを [ボイスメール、不在着信（Voicemail, Missed
Call）]に設定する場合、ユーザに不在着信があるとすぐにハンドセットのLEDが点灯します。

始める前に

電話管理のWebページにアクセスします。電話の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（Voice）] > [ユーザ（User）]を選択します。

ユーザは、[ユーザログイン（User Login）] > [音声（Voice）] > [ユーザ（User）]の順に選択
できます。

ステップ 2 [補足サービス（Supplementary Services）]セクションの [ハンドセット LEDアラート（Handset
LED Alert）]ドロップダウンリストボックスで [ボイスメール、不在着信（Voicemail, Missed
Call）]を選択します。

ステップ 3 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。
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[応答不可（Do Not Disturb）]を有効にする
ユーザが応答不可（DND）機能をオンまたはオフにすることを許可できます。発信者には、そ
のユーザが通話不能であることを伝えるメッセージが送信されます。ユーザは電話機の [無視
（Ignore）]ソフトキーを押して、着信コールを別の宛先に転送することができます。

この機能が電話機で有効になっている場合、ユーザは DNDソフトキーを使用して機能をオン
またはオフにできます。

始める前に

電話管理のWebページにアクセスします。電話の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（Voice）] > [ユーザ（User）]を選択します。

ステップ 2 [補足サービス（Supplementary Services）]領域の [DNDの設定（DND Setting）]ドロップダウ
ンリストで [はい（Yes）]を選択します。

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

回線を選択（複数回線電話機）すると、電話画面の上部に赤色の [応答不可（DoNotDisturb）]
バナーが表示されます。

次のタスク

別の設定を変更して、複数回線電話機で選択または選択解除された回線ごとに応答不可ステー

タス（現時点では緑色で点灯）が正しく表示されることを確認します。DNDとコール転送の
同期の設定（15ページ）を参照してください。

DNDのスターコードを設定すると、ユーザは、各電話回線のDND機能を有効または無効にす
ることができます。DNDのスターコードの設定（16ページ）を参照してください。

DNDとコール転送の同期の設定
応答不可（DND）機能とコール転送機能に関して電話機で加えられた変更をサーバ上にも反映
するには、この2つの機能の同期を有効にします。この場合、サーバ上で加えられた変更も電
話機に反映されます。

始める前に

電話管理のWebページにアクセスします。電話の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 電話のWebページで、[音声（Voice）] > [内線 [n]（Ext [n]）]（ここで、[n]は内線番号）の順
に選択します。

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）]
を [はい（Yes）]に設定します。

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

DNDのスターコードの設定
ユーザがダイヤルして電話機の応答不可（DND）機能をオンまたはオフにするスターコード
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。電話の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（Voice）] > [地域（Regional）]を選択します。

ステップ 2 [特定業種向けサービスアクティベーションコード（Vertical Service Activation Codes）]領域の
[DNDアクティベーションコード（DND Act Code）]フィールドに *78と入力します。

ステップ 3 [特定業種向けサービスアクティベーションコード（Vertical Service Activation Codes）]領域の
[DND非アクティベーションコード（DND Deact Code）]フィールドに *79と入力します。

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

コールセンターエージェント電話のセットアップ

電話機の自動着信呼分配（ACD）機能を有効にできます。この電話機は、コールセンターエー
ジェントの電話として機能します。この電話機を使用して、顧客のコールをトレースし、緊急

時に顧客のコールをスーパーバイザにエスカレートし、廃棄コードを使用して連絡先番号を分

類し、顧客のコールの詳細情報を表示することができます。

始める前に

•電話機を BroadSoftサーバ上のコールセンター電話としてセットアップします。

•電話管理のWebページにアクセスします。電話の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（Voice）] > [内線（n）（Ext(n)）]を選択します。

ステップ 2 [ACDの設定（ACD Settings）]セクションで、ACD設定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 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。

プレゼンス用の電話のセットアップ

始める前に

• Broadsoftサーバを XMPP用にセットアップします。

•電話管理のWebページにアクセスします。電話の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（Voice）] > [電話機（Phone）]を選択します。

ステップ 2 [Broadsoft XMPP]セクションで、Broadsoft XMPPの説明に従ってフィールドを設定します。

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

Bluetoothハンズフリープロファイル音声ゲートウェイ
Cisco IP Phone 8851および 8861は、Bluetoothヘッドセットを使用するハンズフリー音声ゲー
トウェイモードをサポートします。

設定ユーティリティによる Bluetoothハンズフリーの設定

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）] >
[詳細（advanced）] > [音声（Voice）] > [電話機（Phone）] > [ハンズフリー（Handsfree）]を
クリックします。

ステップ 2 [ハンズフリー（Handsfree）]で [Bluetoothモード（Bluetooth Mode）]を選択します。

ステップ 3 回線を選択します。
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ハンズフリー用に 1～ 10の回線を選択できます。回線がハンズフリー回線として設定されて
いる場合は、携帯電話の番号が表示され、その回線は携帯電話用にしか使用できません。共有

回線または短縮ダイヤルに使用することはできません。

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

共有回線

共有回線は、2台以上の電話機に表示されるディレクトリ番号です。同じディレクトリ番号を
異なる電話機に割り当てることにより、共有回線を作成できます。

着信コールは回線を共有しているすべての電話機に表示され、誰でもそのコールに応答できま

す。1台の電話機で同時に複数のコールがアクティブになることはありません。

コール情報は、回線を共有しているすべての電話機に表示されます。特定の電話機で専用回線

機能がオンにされると、その電話機からの発信コールは表示されなくなります。ただし、共有

回線への着信コールは表示されます。

共有回線に対してコールが発信されると、その回線を共有しているすべての電話機が鳴りま

す。共有回線に対するコールを保留にした場合、その回線を共有している電話機から対応する

回線キーを押すことで誰でもコールを再開できます。[再開（Resume）]アイコンが表示されて
いる場合は、[選択（Select）]ボタンを押してもコールを再開できます。

次の共有回線機能がサポートされています。

•回線の獲得

•パブリック保留

•プライベート保留

•サイレント割り込み（有効化されているプログラム可能なソフトキーを介してのみ可能）

次の機能は専用回線でのみサポートされています。

•転送

•会議

•コールパーク/コール回収

•コールピックアップ

•サイレント

•コール転送

各電話機を個別に設定できます。アカウント情報は、通常すべての IPフォンで同じですが、
ダイヤルプランや優先コーデック情報などの設定は電話機によって変わることがあります。
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共有回線の設定

電話機のWebページで異なる電話機に同じ電話番号を割り当てることで、共有回線を作成で
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。電話の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（Voice）]を選択します。

ステップ 2 共有する内線番号の [内線 n（Ext_n）]タブをクリックします。

ステップ 3 [回線有効（Line Enable）]リストの [一般（General）]で [はい（Yes）]を選択します。

ステップ 4 [内線共有（Share Ext）]リストの [共有回線アピアランス（Share Line Appearance）]で [共有
（Shared）]を選択します。

この内線を [プライベート（Private）]に設定すると、[電話機（Phone）]タブの [共有回線アピ
アランス（Share Call Appearance）]の設定に関わらず、この内線ではコールが共有されませ
ん。この内線を [共有（Shared）]に設定すると、コールは [電話機（Phone）]タブの [共有回線
アピアランス（Share Call Appearance）]の設定に従います。

ステップ 5 [共有ユーザ ID（Shared User ID）]フィールドに、内線が共有されている電話機のユーザ IDを
入力します。

ステップ 6 [サブスクリプション有効期限（Subscription Expires）]フィールドに、SIPサブスクリプション
の有効期限が切れるまでの秒数を入力します。デフォルトは 60秒です。

サブスクリプションの有効期限が切れるまで、電話機は共有電話内線のステータスに関して

SIPサーバから NOTIFYメッセージを受け取ります。

ステップ 7 [MWIの制限（Restrict MWI）]フィールドで、メッセージ待機インジケータを設定します。

• [はい（Yes）]：プライベート回線（SIP）のメッセージに対してのみ点灯します。
• [いいえ（No）]：すべてのメッセージに対して点灯します。

ステップ 8 [プロキシと登録（Proxy and Registration）]の [プロキシ（Proxy）]フィールドにプロキシサー
バの IPアドレスを入力します。

ステップ 9 [サブスクライバ情報（Subscriber Information）]で、共有内線の表示名とユーザ ID（内線番号）
を入力します。

ステップ 10 [電話機（Phone）]タブの [その他の回線キー設定（Miscellaneous Line Key Settings）]で、[SCA
割り込み有効（SCA Barge-In Enable）]を設定します。

• [はい（Yes）]：ユーザが共有回線でコールを引き継げるようになります。
• [いいえ（No）]：ユーザが共有回線でコールを引き継げないようになります。
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ステップ 11 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。

ボイスメールの設定
ボイスメールシステムの内部/外部電話番号または URLを設定できます。外部ボイスメール
サービスを使用している場合は、この番号に、ダイヤルアウトに必要な数字と必要な市外局番

が含まれている必要があります。

始める前に

電話管理のWebページにアクセスします。電話の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（Voice）] > [電話機（Phone）]を選択します。

ステップ 2 [全般（General）]の [ボイスメール番号（Voice Mail Number）]にボイスメール番号を入力し
ます。

ステップ 3 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。電話機が再起動します。

内線ごとのボイスメールの設定

始める前に

電話管理のWebページにアクセスします。電話の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（Voice）] > [内線 n（Extn）]を選択します。

ステップ 2 [コール機能設定（Call Feature Settings）]の [ボイスメールサーバ（Voice Mail Server）]でボイ
スメールサーバを指定します。

ステップ 3 （任意）[ボイスメールサブスクライブ間隔（Voice Mail Subscribe Interval）]にボイスメール
サーバのサブスクリプションの有効期限を秒単位で入力します。

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

電話機が再起動します。
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メッセージ待機インジケータの設定

電話機で内線番号ごとにメッセージ待機インジケータを設定できます。メッセージ待機インジ

ケータは、メールボックスに新しいボイスメールメッセージがあると点灯します。

ボイスメールが残っているときに IPフォンの上部にあるインジケータを点灯させたり、メッ
セージ待機通知を表示させることができます。

始める前に

電話管理のWebページにアクセスします。電話の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（Voice）] > [内線 n（Extn）]を選択します。

ステップ 2 [コール機能設定（Call Feature Settings）]の [メッセージ待機（Message Waiting）]で [はい
（Yes）]を選択して有効にします。

内線への着信音の割り当て

始める前に

電話管理のWebページにアクセスします。電話の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（Voice）] > [内線（n）（Ext(n)）]（ここで、(n)は内線番号）を選択します。

ステップ 2 [コール機能の設定（Call Feature Settings）]の下で、[デフォルト呼出音（n）（Default Ring
(n)）]ドロップダウンリストボックスを使用して次のいずれかを指定します。

•呼出音なし（No Ring）

•使用可能な 12個の着信音のいずれかを選択します。

ステップ 3 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。
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独自の着信音の追加
着信音スクリプトを使用して各着信音の特性を設定できます。電話機が SIP Alert-INFOメッ
セージを受信し、メッセージ形式が正しい場合、電話機は指定された着信音を再生します。そ

れ以外の場合は、デフォルトの着信音が再生されます。

手順

着信音スクリプトでは、次の形式で、着信音の名前を割り当て、スクリプトを追加して、独自

の着信音を設定します。

n=ring-tone-name;h=hint;w=waveform-id-or-path;c=cadence-id;b=break-time;t=total-time

定義：

n：この着信音を識別する着信音名。この名前は、電話機の [着信音（Ring Tone）]メニューに
表示されます。インバウンド INVITE要求の SIP Alert-Infoヘッダーで同じ名前を使用して、対
応する着信音を再生するように電話機に指示できます。名前には、URLで使用可能な文字しか
使用できません。

h：SIP Alert-INFOルールに使用されるヒント。

w：波形の IDまたはパス（この着信音に使用するために必要な波形のインデックス）。組み
込まれている波形は次のとおりです。

• 1：古典的な電話機の機械的なベル

• 2：一般的な電話機の着信音

• 3：古典的な着信音

• 4：広帯域周波数掃引信号

また、サーバから着信音データファイルをダウンロードするためのネットワークパス（URL）
を入力することもできます。このパスは次の形式で追加します。

w=[tftp://]hostname[:port]/path

c：特定の波形を再生するために必要なリズムのインデックス。<Cadence 1>～ <Cadence 8>で
定義される 8つのリズム（1～ 8）です。このリズム IDは、wが 3、4、または URLの場合は
0にすることができます。c=0を設定すると、再生時間が着信音ファイルの本来の長さになり
ます。

b：2回の着信音再生間の休止時間。秒単位で指定します（b=2.5など）。

t：着信音の再生がタイムアウトになるまでの総時間。秒単位で指定します。
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音声設定の指定
ユーザは、電話機の音量調節ボタンを押してから、[保存（Save）]ソフトキーを押すことによ
り、音量設定を変更できます。

始める前に

電話管理のWebページにアクセスします。電話の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（Voice）] > [ユーザ（User）]を選択します。

ステップ 2 [音量（Audio Volume）]セクションで、1（最小）～ 10（最大）の音量レベルを設定します。

• [呼出音音量（Ringer Volume）]：呼出音の音量を設定します。

• [スピーカーの音量（Speaker Volume）]：全二重スピーカーフォンの音量を設定します。

• [ヘッドセットの音量（Headset Volume）]：ヘッドセットの音量を設定します。

• [ハンドセットの音量（Handset Volume）]：ハンドセットの音量を設定します。

• [電子フックスイッチ制御（Electronic HookSwitch Control）]：EHS機能を有効または無効
にします。

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

ユーザアクセス制御

Cisco IP Phoneは、"ua"ユーザアクセス属性のみを順守します。"ua"属性は、個々のパラメー
タについて、ユーザアカウントから管理Webサーバへのアクセス権を定義します。"ua"属性
が指定されていない場合、対応するパラメータの工場出荷時ユーザアクセス権が適用されま

す。"ua"属性は、管理者アカウントによるアクセス権には影響を与えません。

要素の属性の値は二重引用符で囲みます。（注）

"ua"属性の値は、次のいずれかでなければなりません。

• na：アクセス権なし

• ro：読み取り専用

• rw：読み書きアクセス権
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ビデオサービスの無効化
電話機ですべてのビデオ設定を無効または非表示にして、電話機のビデオ機能を無効化するこ

とができます。ビデオサービスを無効化すると、電話機でビデオ設定メニューを確認できなく

なります。また、[ビデオ（Video）]および [カメラ露出（Camera Exposure）]パラメータが電
話機のWebページに表示されなくなります。カメラ露出の詳細については、カメラ露出の調
整（25ページ）を参照してください。

手順

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

ステップ 2 [補足サービス（SupplementaryServices）]セクションの下にある [ビデオサービス（VideoServ）]
リストから、ビデオサービスを有効にする場合は [はい（Yes）]を選択し、サービスを無効に
する場合は [いいえ（No）]を選択します。

ステップ 3 [すべての変更内容を送信（Submit All Changes）]をクリックして、設定を保存します。

ビデオ帯域幅の制御
ネットワークがビジー状態であったりネットワークリソースが制限されている場合、ユーザか

らビデオの問題（遅延や突然の停止など）について不満が出ることがあります。

デフォルトでは、音声とビデオのネットワーク要件のバランスを考慮した帯域幅設定が電話機

で自動的に選択されます。

ネットワーク条件に応じて、固定帯域幅を設定して、自動選択を上書きすることができます。

固定帯域幅を設定する場合は、設定を選択してビデオの遅延がなくなるまで下方調整します。

手順

ステップ 1 電話機のWebページで、[管理者ログイン（Admin Login）] > [音声（Voice）] > [電話機
（Phone）]を選択します。

ステップ 2 [ビデオ設定（VideoConfiguration）]セクションで、[帯域幅の許容範囲（BandwidthAllowance）]
リストから帯域幅を選択して、電話機が送受信できる情報の最大量を制限します。詳細につい

ては、ビデオ設定およびビデオ送信解像度のセットアップを参照してください。

ステップ 3 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。
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カメラ露出の調整
オフィスの周囲光に合わせてカメラの露出を調整できます。露出を調整して、送信されたビデ

オの明るさを変更できます。

[アプリケーション（Applications）] > [ユーザ設定（User Preference）] > [ビデオ
（Video）] > [露出（Exposure）]メニューから電話機で露出を調整することもできます。

始める前に

カメラのシャッターが開いている必要があります。

手順

ステップ 1 電話機のWebページで、[管理者ログイン（Admin Login）] > [詳細（Advanced）] > [音声
（Voice）] > [ユーザ（User）]を選択します。

ステップ 2 [ビデオの設定（VideoConfiguration）]セクションで、[カメラ露出（Camera Exposure）]フィー
ルドに値を入力します。

露出範囲は 0～ 15で、デフォルト値は 8です。

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

電話機Webサーバ
Webサーバを使用すると、管理者とユーザは、電話機のWebユーザインターフェイスを使用
して電話機にログインできます。管理者とユーザは異なる権限を持ち、それぞれの権限に基づ

いて電話機に関するさまざまなオプションが表示されます。

電話画面インターフェイスからのWebサーバの設定
電話画面から電話機のWebユーザインターフェイスを有効にする場合は、次の手順を使用し
ます。

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]ボタン を押します。

ステップ 2 [ネットワークの設定（Network configuration）]> [Webサーバ（WebServer）]を選択します。

ステップ 3 有効にする場合は [オン（On）] を選択し、無効にする場合は [オフ（Off）] を選択します。
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ステップ 4 [設定（Set）]を押します。

直接アクション URL
[ダイレクトアクション URLを有効化（Enable Direct Action URL）]が「Yes」に設定されてい
る場合、これらのダイレクトアクション URLは管理者のみアクセス可能になります。管理者
ユーザがパスワードで保護されている場合、クライアントは、これらのダイレクトアクション

URLがアクセスされる前にログインプロンプトを表示します。ダイレクトアクション URL
は、電話機Webページを介してパス /admin/<direct_action>経由でアクセス可能です。
構文は次のとおりです。

http[s]://<ip_or_hostname>/admin/<direct_action>[?<url>]

例：http://10.1.1.1/admin/resync?http://server_path/config.xml

次の表に、サポートされているさまざまなダイレクトアクション URLの一覧を示します。

説明ダイレクトアクション

URLで指定された設定ファイルのワンタイム再同期を開始します。再同期する URLは、?の
後に URLを追加することで指定します。ここで指定した URLは、電話機の設定のどこにも
保存されません。

例

http://10.1.1.1/admin/resync?http://my_provision_server.com/cfg/device.cfg

resync

指定されたロードへの電話機のアップグレードを開始します。ロードは、アップグレード規

則で指定されます。アップグレード規則は、?の後にロードへの URLパスを追加することで
指定します。指定されるアップグレード規則は 1回限りで、どのプロパティ設定にも保存さ
れません。

例

http://10.1.1.1/admin/upgrade?http://my_upgrade_server.com/loads/sip88xx.11.0.0MP2.123.loads

upgrade

URLで指定されたカスタム証明機関（カスタム CA）のワンタイムインストールを開始しま
す。ダウンロードするURLは、?の後にURLを追加することで指定します。ここで指定した
URLは、電話機の設定のどこにも保存されません。

例

http://10.1.1.1/admin/updateca?http://my_cert_server.com/certs/myCompanyCA.pem

updateca

電話機のリブートを開始します。?の後に 1つもパラメータをとりません。

例

http://10.1.1.1/admin/reboot

reboot
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説明ダイレクトアクション

電話機構成のスナップショットをXML形式でダウンロードします。セキュリティ保護のため
パスワードは表示されません。この情報の大半は、電話機Webページの [音声（Voice）]タブ
にあるプロパティに対応しています。

例

http://10.1.1.1/admin/cfg.xml

cfg.xml

電話機ステータスのスナップショットを XML形式でダウンロードします。この情報の大半
は、電話機Webページの [ステータス（Status）]タブに対応しています。

例

http://10.1.1.1/admin/status.xml

status.xml

この操作を開始するときの電話機の LCD UIのスクリーンショットをダウンロードします。

例

http://10.1.1.1/admin/screendump.bmp

screendump.bmp

電話機に保存されているアーカイブされたログのセットをダウンロードします。

例

http://10.1.1.1/admin/log.tar

log.tar

電話機のWebインターフェイスへのアクセスの有効化

始める前に

電話管理のWebページにアクセスします。電話の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（Voice）] > [システム（System）]を選択します。

ステップ 2 [システム設定（System Configuration）]セクションで、[Webサーバの有効化（Enable Web
Server）]ドロップダウンリストボックスから [はい（Yes）]を選択します。

ステップ 3 [プロトコルの有効化（Enable Protocol）]ドロップダウンリストボックスで、[Http]または
[Https]を選択します。

ステップ 4 [Webサーバポート（Web Server Port）]フィールドに、Webサーバにアクセスするためのポー
トを入力します。HTTPのデフォルトはポート 80、HTTPSのデフォルトはポート 443です。

ステップ 5 [Web管理者アクセスの有効化（Enable Web Admin Access）]ドロップダウンリストボックス
で、電話機のWebユーザインターフェイスの [管理者ログイン（Admin Login）]へのローカル
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アクセスを有効または無効にすることができます。デフォルトは [はい（Yes）]（有効）に設
定されます。

ステップ 6 [管理パスワード（Admin Password）]フィールドには、システム管理者が電話機のWebユーザ
インターフェイスにログインするときに使用するパスワードを入力します。管理者が [管理者
ログイン（AdminLogin）]をクリックすると、パスワードプロンプトが表示されます。最小パ
スワード長は 4文字で、最大パスワード長は 127文字です。

パスワードには、スペースキーを除く任意の文字を使用できます。（注）

ステップ 7 [ユーザパスワード（User Password）]フィールドには、ユーザが電話機のWebユーザイン
ターフェイスにログインするときに使用するパスワードを入力します。ユーザが [ユーザログ
イン（UserLogin）]をクリックすると、パスワードプロンプトが表示されます。最小パスワー
ド長は 4文字で、最大パスワード長は 127文字です。

パスワードには、スペースキーを除く任意の文字を使用できます。（注）

ステップ 8 [すべての変更の送信（Submit All Changes）]をクリックします。

XMLサービス
電話機は、XMLディレクトリサービスやその他のXMLアプリケーションなどのXMLサービ
スに対するサポートを提供します。XMLサービスの場合、HTTPおよび HTTPSのサポートの
み利用できます。

以下の Cisco XMLオブジェクトがサポートされています。

• CiscoIPPhoneMenu

• CiscoIPPhoneText

• CiscoIPPhoneInput

• CiscoIPPhoneDirectory

• CiscoIPPhoneIconMenu

• CiscoIPPhoneStatus

• CiscoIPPhoneExecute

• CiscoIPPhoneImage

• CiscoIPPhoneImageFile

• CiscoIPPhoneGraphicMenu

• CiscoIPPhoneFileMenu

• CiscoIPPhoneStatusFile

• CiscoIPPhoneResponse

• CiscoIPPhoneError
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• CiscoIPPhoneGraphicFileMenu

• Init:CallHistory

• Key:Headset

• EditDial:n

サポートされている URIの完全なリストについては、次の場所にある Cisco Unified
Communications Managerおよびマルチプラットフォームフォン向けの Cisco Unified IP Phone
サービスアプリケーション開発メモ [英語]を参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/
ip-phone-8800-series-multiplatform-firmware/products-programming-reference-guides-list.html

XMLディレクトリサービス
XML URLの認証が必要な場合は、XML UserNameパラメータと XML Passwordパラメータ
を使用します。

XML URLの XML UserNameパラメータは $XML UserNameで置き換えられます。

次に例を示します。

XML UserNameパラメータが ciscoで、XMLディレクトリサービス URLが
http://www.sipurash.compath?username=$XML_User_Nameの場合、

要求の URLは、http://www.sipurash.com/path?username=ciscoになります。

XMLアプリケーション
外部アプリケーション（Webアプリケーションなど）から電話機に POST経由で CGI/Execute
URLを認証する必要がある場合、CISCO XML EXE Auth Modeパラメータは 3つの異なる
シナリオで使用されます。

• [信頼（Trusted）]：（ローカルユーザパスワードの設定の有無に関係なく）認証は実行さ
れません。これはデフォルトです。

• [ローカルクレデンシャル（Local Credential）]：ローカルユーザパスワードが設定されて
いる場合、ローカルユーザパスワードを使用したダイジェスト認証に基づいて認証が行

われます。設定されていない場合、認証は実行されません。

• [リモートクレデンシャル（Remote Credential）]：Webページの XMLアプリケーション
に設定されている（XMLアプリケーションサーバにアクセスするための）リモートユー
ザ名とパスワードを使用したダイジェスト認証に基づいて認証が行われます。

マクロ変数

マクロ変数は、XML URLで使用できます。次のマクロ変数がサポートされています。
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•ユーザ ID：UID1、UID2、... UIDn

•表示名：DISPLAYNAME1、DISPLAYNAME2、... DISPLAYNAMEn

•認証 ID：AUTHID1、AUTHID2、... AUTHIDn

•プロキシ：PROXY1、PROXY2、... PROXYn

•小文字 16進数を使用したMACアドレス：MA

•製品名：PN

•製品シリーズ番号：PSN

•シリアル番号：SERIAL_NUMBER

以下の表は、電話機でサポートされているマクロの一覧です。

マクロ展開マクロ名

フォーム $$は、単一の $文字に展開されます。$

汎用パラメータ GPP_A～ GPP_Pで置き換えられます。A～ P

特別用途のパラメータGPP_SA～GPP_SDで置き換えられます。これらの
パラメータは、プロビジョニングで使用されるキーまたはパスワードを保

持しています。

$SA～ $SDは、オプションの再同期 URL修飾子 --keyの引数と
して認識されます。

（注）

SA～ SD

小文字の 16進文字を使用したMACアドレス（000e08aabbcc）。MA

大文字の 16進文字を使用したMACアドレス（000E08AABBCC）。MAU

小文字の 16進文字を使用したMACアドレス。16進数のペアの区切りに
はコロンを使用します（00:0e:08:aa:bb:cc）。

MAC

製品名。たとえば、IP Phone 8861。PN

製品シリーズ番号。たとえば、8861。PSN

シリアル番号の文字列。たとえば、88012BA01234。SN

SSLクライアント証明書のステータス。インストール済みか未インストー
ルのどちらか。

CCERT

ローカルサブネット内の電話機の IPアドレス。たとえば、192.168.1.100。IP

インターネット側から見える電話機の外部 IP。たとえば、66.43.16.52。EXTIP
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マクロ展開マクロ名

ソフトウェアバージョンを表す文字列。たとえば、2.0.6(b)。このソフト
ウェアバージョン文字列を、現在の電話機のファームウェアロードと比

較します。次の 2つの方法があります。

• "$SWVER"のように引用符で囲む：ファームウェアロード名の比較
時に変数が文字列として処理されます。"$SWVER" eq

"sip8845_65.1-0129-18-0356dev.loads"と書いた場合、電話機のモデ

ル番号とロード番号が比較されます。

• $SWVERのように引用符で囲まない：変数が解析され、ビルド番号
に加えて、メジャー番号、マイナー番号、およびマイクロリビジョン

番号が確定します。たとえば、sip88xx.11-1-1MSR-1dev.loadsと

sip8845_65.11-1-1MSR-1dev.loadsファームウェア名が解析された場

合、解析結果では、モデル番号とロード番号は無視されます。両方の

ファームウェア名の解析結果から、メジャーリビジョン=1、マイナー
リビジョン = 1、マイクロリビジョン = 1MSR、およびビルド番号 = 1

が生成されます。

SWVER

ハードウェアバージョンの文字列（例：1.88.1）。HWVER

プロビジョニングの状態（数値文字列）

• -1 =明示的な再同期要求

• 0 =電源投入再同期

• 1 =定期的な再同期

• 2 =再同期に失敗後、再試行中

PRVST

アップグレードの状態（数値）

• 1 =最初のアップグレード試行

• 2 =アップグレードに失敗後、再試行中

UPGST

前回のアップグレード試行の結果メッセージ（ERR）。たとえば、http_get
failed。

UPGERR

前回の再同期からの秒数。PRVTMR

最後のアップグレード試行から経過した秒数。UPGTMR

SIPサーバへの回線 1の登録を失ってからの秒数。REGTMR1

SIPサーバへの回線 2の登録を失ってからの秒数。REGTMR2

レガシーマクロ名。UPGCOND
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マクロ展開マクロ名

ファイルアクセス方式（TFTP、HTTP、またはHTTPS、再同期またはアッ
プグレード URLを解析した結果得られる）。

SCHEME

SCHEMEの廃止されたエイリアス。使用しないでください。METH

ターゲットサーバのホスト名を要求します。SERV

（DNSルックアップの後）ターゲットサーバの IPアドレスを要求しま
す。

SERVIP

ターゲットの UDP/TCPポートを要求します。PORT

ターゲットのファイルパスを要求します。PATH

再同期またはアップグレード試行の結果メッセージ。ERR

ライン nのユーザ ID構成パラメータの内容。UIDn

ユニットがカスタマイズされている場合は 1、そうでない場合は 0。

カスタマイズ状態が [Web UI情報（Web UI Info）]ページで表示
可能です。

（注）

ISCUST

最初の接続コール、リングコール、または着信コールに関連付けられる名

前。

INCOMINGNAME

最初の接続コール、リングコール、または着信コールの電話番号。複数の

コールがある場合、見つかった最初のコールに関連付けられているデータ

が提供されます。

REMOTENUMBER

回線 nの表示名構成パラメータの内容。DISPLAYNAMEn

回線 N認証 IDの構成パラメータの内容。AUTHIDn

XMLアプリケーションに接続するための電話機の設定

始める前に

電話管理のWebページにアクセスします。電話の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（Voice）] > [電話機（Phone）]を選択します。

ステップ 2 次の情報を入力します。
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• [XMLアプリケーションサービス名（XML Application Service Name）]：XMLアプリケー
ションの名前。ユーザの電話機でメニュー項目として表示されます。

• [XMLアプリケーションサービス URL（XML Application Service URL）]：XMLアプリ
ケーションが配置された URL。

XMLアプリケーションに接続するように未使用の回線ボタンを設定すると、そのボタンは上
記のフィールドで設定された URLに接続します。このようにしたくない場合は、回線ボタン
を設定する際に別の URLを入力する必要があります。

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

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

始める前に

電話管理のWebページにアクセスします。電話の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（Voice）] > [電話機（Phone）]を選択します。

ステップ 2 次の情報を入力します。

• [XMLディレクトリサービス名（XMLDirectory Service Name）]：XMLディレクトリの名
前。ディレクトリの選択肢としてユーザの電話機に表示されます。

• [XMLディレクトリサービス URL（XML Directory Service URL）]：XMLディレクトリが
配置された URL。

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