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Cisco IP電話 8800シリーズ
Cisco IP電話 8811、8841、8845、8851、8861、および 8865は、簡単に操作できるハイセキュ
リティの音声通信を提供します。
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表 1 : Cisco IP電話 8800シリーズの主な特徴

886588618851884588418811機能

色色色色色グレース

ケール(G)
画面

221000USBポート

可可不可不可不可不可Wi_Fi

可可可可不可不可Bluetooth

可可可可不可不可Cisco
Intelligent
Proximity

332000キー拡張モ

ジュール

電話機を使用するには、電話機をネットワークに接続して、コール制御システムへの接続を設

定する必要があります。コール制御システムに応じて、さまざまな機能が電話機でサポートさ

れます。管理者が電話機をセットアップする方法によっては、すべての機能を電話機で使用で

きない場合があります。

機能のサポート

このドキュメントでは、デバイスがサポートするすべての機能について説明します。ただし、

すべての機能が現在お使いの構成でサポートされているとは限りません。サポート対象機能に

ついては、サービスプロバイダーまたは管理者に問い合わせてください。

新機能および変更された機能

ファームウェアリリース 11.3(7)の新機能および変更された機能
新規および変更されたセクション改訂

Webex通話のスパムの表示Webex通話のスパムの表示をサポートするト
ピックが追加されました

最近の通話履歴を表示するWebex通話のトピックが更新されました

電話機のWebページ（25ページ）トピックが更新され、VPN 接続が追加されまし

た

電話機
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新規および変更されたセクション改訂

VPN接続設定

VPN接続のセットアップ

VPN接続の有効化

VPN接続の無効化

電話機のウェブページからのVPN接続のセッ
トアップ

VPNステータスの表示

VPN 接続の新しい機能に関するトピックが追加

されました。

個別回線のモニタリングを設定する（23ペー
ジ）

トピックが更新され、ラインキーに関連した

前提条件を削除されました

コール統計のコールレコードの表示（39ペー
ジ）

電話機でコール統計を表示する方法に関する

タスクが追加されました

パスワードの設定トピックが更新され、電話機のウェブページ

でパスワードを設定する方法について説明が

追加されました

電話機のウェブページからのパスワードの設

定

電話機のウェブページからパスワードを設定

する方法に関するタスクが追加されました

電話機のWebページ（25ページ）トピックが更新され、HTTP プロキシが追加され

ました

[HTTPプロキシ設定(HTTP Proxy Settings)]

自動プロキシモードを使用したプロキシサー

バーのセットアップ

手動プロキシモードを使用したプロキシサー

バーのセットアップ

電話機のウェブページからのプロキシサーバー

のセットアップ

HTTP プロキシ機能のトピックが追加されました

最近の通話履歴を表示する

サーバーからの通話履歴を表示

Webex通話記録のサポートに関するトピック
が更新されました

電話機からのWebexミーティングへの参加Webexのワンボタンで参加（OBTJ）機能に関
する新しいトピックが追加されました

電話機
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ファームウェアリリース 11.3(6)の新機能および変更された機能
新規および変更されたセクション改訂

コールの転送すべてのサービスの転送を呼び出すセットアッ

プの新しい機能のアクセス許可のみについて

のトピックを更新しました

電話機のWebページによるコール転送すべてのサービスの転送を呼び出すセットアッ

プの新しい機能のアクセス許可のみについて

のトピックを更新してリファレンスリンクを

追加しました

機能アクティベーションコード同期の不在転

送をアクティブ化する

すべてのサービスの転送を呼び出すセットアッ

プの新しい機能のアクセス許可のみについて

のトピックを更新しました

電話機からのコール転送すべてのサービスの転送を呼び出すセットアッ

プの新しい機能のアクセス許可のみについて

のトピックを更新しました

の [すべてのディレクトリ]画面で連絡先を検
索

LDAPディレクトリからの連絡先番号の表示機

能の拡張機能のいくつかの手順を更新しまし

た。

LDAPディレクトリにて連絡先を検索LDAPディレクトリからの連絡先番号の表示機

能の拡張機能のトピックを更新して関連トピッ

クリンクを追加しました

LDAPディレクトリの連絡先に電話するLDAPディレクトリからの連絡先番号の表示機

能の拡張機能の新しいタスクを追加しました。

LDAPディレクトリの連絡先番号の編集LDAPディレクトリからの連絡先番号の表示機

能の拡張機能の新しいタスクを追加しました。

XMLディレクトリXMLディレクトリからの連絡先番号の表示機

能の拡張機能の新しいトピックを追加しまし

た

XMLディレクトリの連絡先に電話するXMLディレクトリからの連絡先番号の表示機

能の拡張機能の新しいトピックを追加しまし

た

XMLディレクトリの連絡先番号の編集XMLディレクトリからの連絡先番号の表示機

能の拡張機能の新しいトピックを追加しまし

た

電話機
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新規および変更されたセクション改訂

呼出音の音量調節着信音量を制御する方法に関する新しいタス

クトピックを追加しました

短時間のアクティベーションコードを使用し

て電話機を自動プロビジョニングする（18
ページ）

アクティベーションコードで電話を搭載しま

す。（17ページ）

Continueソフトキーの非可用性に関するタス
クトピックを更新しました

通話履歴レコードからの連絡先の作成Saveソフトキーの非可用性に関するタスクト
ピックを更新しました

プロフィールアカウントのセットアップSign inソフトキーの非可用性に関するタスク
トピックを更新しました

Webexディレクトリ

Webexディレクトリにて連絡先を検索

すべてのディレクトリにてWebex連絡先を検
索

Webexディレクトリ名の編集

Webexディレクトリサポートの新しいトピッ
クを追加しました

最近の通話履歴を表示する

サーバーからの通話履歴を表示

Webex通話ログサポートのトピックを追加

電話機のWebページ（25ページ）新しい機能のNoise removalを追加するトピッ

クを更新しました

電話機からのノイズ除去の有効化または無効

化

電話機でノイズ除去機能を有効にする方法に

関するタスクを追加しました

電話機のWebページによるノイズ除去の有効
化または無効化

電話機のWebページでノイズ除去機能を有効
にする方法に関するタスクを追加しました

ファームウェアリリース 11.3(5)の新機能および変更された機能
新規および変更されたセクション改訂

MIC証明書更新ステータスに関する情報の検
索（44ページ）

MIC証明書のステータスを確認する方法に関
するタスクを追加

最近の通話リストSTIR/SHAKENをサポートするようにトピック
を更新

電話機
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新規および変更されたセクション改訂

最近の通話履歴を表示するSTIR/SHAKENに対応する新しいアイコンを紹
介するトピックを更新

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電話 8800シリーズのアクセサ
リ概要

ヘッドセット 730サポートの概要を追加する
トピックを更新

Ciscoヘッドセット 700シリーズヘッドセット 730サポート機能のトピックを
追加

Ciscoヘッドセット 730ヘッドセット 730に関するトピックを追加

Ciscoヘッドセット 730ファームウェアのアッ
プグレード

電話機のヘッドセットファームウェアのアッ

プグレード方法に関するトピックを追加

電話機でのヘッドセット 730の詳細検索電話機でのヘッドセット 730の詳細情報の確
認方法に関するトピックを追加

移行ライセンスタイプの検索 （44ページ）シングルステップ移行に使用されるライセン

スタイプの検索をサポートするタスクを追加

11.3(4)の新規および変更済み
新規および変更されたセクション改訂

コールの転送XMPPユーザー IDまたはステーション名に関
するトピックを更新しました

ファームウェアリリース 11.3(3)の新機能および変更された機能
新規および変更されたセクション改訂

の [すべてのディレクトリ]画面で連絡先を検
索

トピック内の連絡先を追加する方法の手順を

更新しました

個人用アドレス帳に新しい連絡先を追加1つの前提条件と個人用アドレス帳に連絡先を
追加するもう 1つの方法でトピックを更新し
ました

BroadSoft個人ディレクトリで連絡先を管理す
る

BroadSoft個人ディレクトリで連絡先を追加、
編集、および削除する方法についてトピック

を追加しました

通話履歴レコードからの連絡先の作成連絡先を追加する新しい手順でトピックを更

新しました

電話機
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新規および変更されたセクション改訂

エグゼクティブとしてアシスタントリストを

確認する

アシスタントとしてエグゼクティブリストを

確認する

エグゼクティブとアシスタント通話関連トピッ

クが追加されました

エグゼクティブコール

対応中のコールにエグゼクティブとして参加

する

対応中のコールをエグゼクティブとして自分

に転送します。

エグゼクティブコールのトラブルシューティ

ング

エグゼクティブアシスタントコール

エグゼクティブの代わりにアシスタントとし

てコールを開始する

対応中のコールをアシスタントとしてエグゼ

クティブに転送します。

対応中のコールをエグゼクティブアシスタン

トとして自分に転送する

エグゼクティブアシスタントコールのトラブ

ルシューティング

エグゼクティブ設定

エグゼクティブとアシスタント通話関連トピッ

クが更新されました

非通知着信の拒否電話機での匿名通話をブロックする内容でト

ピックを更新しました

電話機のWebページから匿名コールブロック
を有効にする

電話機のWebページから匿名コールブロック
を有効にするトピックを追加しました

コール待機を有効にする電話機でのコール待機を有効にするトピック

を追加しました

電話機のWebページからコール待機を有効に
する

電話機のWebページからコール待機を有効に
するトピックを追加しました

コールセンターエージェントとしてのステー

タス変更

トピックを更新し、新しいメニューテキスト

ボックス [利用不可（Unavailability）]に言及
しました

最近の通話履歴を表示する通話履歴リストの新しいソフトキーについて

トピックを更新しました

電話機
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新規および変更されたセクション改訂

電話機についての情報を取得する（36ペー
ジ）

トピックを更新し、新しいメニュー項目を追

加しました

ファームウェアリリース 11.3(2)の新機能および変更された機能
新規および変更されたセクション改訂

ラインキーへのメニューショートカットの追

加（25ページ）

ラインキーからメニューのショートカットの

削除（25ページ）

ラインキーのメニューショートカットの追加

と削除に関するトピックが追加されました。

機能またはメニューショートカットをキー拡

張モジュールのラインキーに追加する

機能またはメニューショートカットをキー拡

張モジュールのラインキーから削除する

キー拡張モジュールのラインキーへのメニュー

ショートカットと機能の追加と削除に関する

トピックが追加されました。

ユーザ認証制御（19ページ）電話機のメニューにユーザ認証制御のトピッ

クを追加しました。

機能アクティベーションコード同期の不在転

送をアクティブ化する

アクティベーションコード同期のトピックが

追加されました。

サーバーからの通話履歴を表示ローカルディレクトリの名前の逆引き参照に

関する情報を含めるように既存のタスクを更

新しました。

コールパーク内線番号とステータス専用コールパークの延長およびコールパーク

のステータスにあるパークコールに関する情

報を含むトピックを追加しました。

電話設定の概要電話機の設定の概要説明が追加されました。

の [すべてのディレクトリ]画面で連絡先を検
索

個人用アドレス帳に新しい連絡先を追加

電話機のWebページによる個人用アドレス帳
への新規連絡先の追加

個人用アドレス帳の連絡先へのコール

個人用アドレス帳の連絡先の編集

個人用アドレス帳から連絡先を削除する

ディレクトリ関連のタスクを更新しました。

電話機
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電話機
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新規および変更されたセクション改訂

の [すべてのディレクトリ]画面で連絡先を検
索

Broadsoftディレクトリにて連絡先を検索

BroadSoftディレクトリの連絡先タイプの編集

BroadSoftディレクトリ名の編集

Broadsoftディレクトリのサーバ名の編集

のログイン情報のユーザ ID編集

LDAPディレクトリにて連絡先を検索

IMおよびプレゼンスの連絡先に対するコール
の発信

プレゼンス状態の変更

個人用アドレス帳に新しい連絡先を追加

電話機のWebページによる個人用アドレス帳
への新規連絡先の追加

個人用アドレス帳での連絡先の検索

個人用アドレス帳の連絡先へのコール

個人用アドレス帳の連絡先の編集

個人用アドレス帳から連絡先を削除する

ディレクトリ機能拡張機能のタスクを更新し

ました

電話機のWebページによるコール転送

電話機からのコール転送

通話を転送するタスクを更新しました。

パーソナルボイスメールアカウント

新しいパーソナルボイスメッセージの確認

パーソナルボイスメールへのアクセス

パーソナル音声ボイスメールへのアクセス

トピックタイトルを更新しました。

監視されているボイスメールアカウントのボ

イスメッセージステータス

監視対象のボイスメールアカウントのメッセー

ジへのアクセス

監視対象のボイスメールのトピックを PLKに
追加しました。

LDAPディレクトリのログイン情報の編集さまざまなユーザのログイン情報を含む新し

いステップを使用してタスクを更新しました。

電話機
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電話機
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新規および変更されたセクション改訂

LDAPディレクトリにて連絡先を検索タスクを更新して、ユーザのログイン情報が

含まれるようにしました。

LDAPディレクトリ

LDAPディレクトリにて連絡先を検索

LDAPキャッシュメカニズムを紹介または言
及するようトピックを更新しました。

LDAPディレクトリのログイン情報の編集LDAPディレクトリにアクセスするためのユー
ザログイン情報の編集用トピックの追加

コールセンター機能既存のトピックを更新して、ACDステータス
の同期が含まれるようにします。

コールセンターエージェントとしてのサイン

イン

コールセンターオペレーターのステータスを

確認するためにトピックを更新しました。

ファームウェアリリース 11.3(1)の新機能および変更された機能
新規および変更されたセクション改訂

短時間のアクティベーションコードを使用し

て電話機を自動プロビジョニングする（18
ページ）

短時間のアクティベーションコードを使用し

た自動プロビジョニングをサポートするタス

クが新規追加されました。

電話機についての情報を取得する（36ペー
ジ）

電話画面のディスプレイUDI機能をサポート
するよう既存のタスクが更新されました

電話機にプロビジョニングの障害メッセージ

が表示されたときに詳細情報を取得する（43
ページ）

プロビジョニングが失敗した場合の有用性向

上メッセージをサポートするタスクが新規追

加されました

1つのラインキーを使用したコールのパークと
パーク解除

ボタンのコールパークをサポートするタスク

が追加されました

最初の起動時に電話機をワイヤレスネットワー

クに接続する

Wi-Fi自動スキャンをサポートするタスクが追
加されました

ソフトキーを使用したWi-Fiスキャンのトリ
ガー

Wi-Fi自動スキャンおよびWi-Fiスキャンソフ
トキーをサポートするタスクが追加されまし

た

電話機に接続エラーメッセージが表示された

ら、Wi-Fiネットワークに接続する
ネットワーク接続が失敗した場合の有用性向

上メッセージをサポートするタスクが追加さ

れました。

電話機
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電話機
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p881_b_8800-3pcc-user-guide_chapter3.pdf#nameddest=unique_32
p881_b_8800-3pcc-user-guide_chapter3.pdf#nameddest=unique_107
p881_b_8800-3pcc-user-guide_chapter3.pdf#nameddest=unique_32
p881_b_8800-3pcc-user-guide_chapter3.pdf#nameddest=unique_106
p881_b_8800-3pcc-user-guide_chapter2.pdf#nameddest=unique_108
p881_b_8800-3pcc-user-guide_chapter2.pdf#nameddest=unique_109
p881_b_8800-3pcc-user-guide_chapter2.pdf#nameddest=unique_109
p881_b_8800-3pcc-user-guide_chapter2.pdf#nameddest=unique_112
p881_b_8800-3pcc-user-guide_chapter2.pdf#nameddest=unique_112
p881_b_8800-3pcc-user-guide_chapter6.pdf#nameddest=unique_113
p881_b_8800-3pcc-user-guide_chapter6.pdf#nameddest=unique_113
p881_b_8800-3pcc-user-guide_chapter6.pdf#nameddest=unique_114
p881_b_8800-3pcc-user-guide_chapter6.pdf#nameddest=unique_114
p881_b_8800-3pcc-user-guide_chapter6.pdf#nameddest=unique_115
p881_b_8800-3pcc-user-guide_chapter6.pdf#nameddest=unique_115


新規および変更されたセクション改訂

電話機でWi-Fiステータスメッセージを表示電話機でWi-Fiステータスを表示する方法に
関する新しいタスクが追加されました

キー拡張モジュールの UDI情報の表示キー拡張モジュール画面のディスプレイ UDI
をサポートする新しいタスクが追加されまし

た

ファームウェアリリース 11.2(3)SR1の新機能および変更された機能
新規および変更されたセクション改訂

アクティベーションコードで電話を搭載しま

す。（17ページ）
アクティベーションコードのオンボードをサ

ポートする新しいタスクが追加されました。

ファームウェア 11.2(2)の新機能および変更された機能
新規および変更されたセクション改訂

の [すべてのディレクトリ]画面で連絡先を検
索

複数のディレクトリでの連絡先検索に関する

新しいタスクを追加しました

プロフィールアカウントのセットアップSIP資格情報またはログイン資格情報での再同
期プロファイルをサポートするための、プロ

ファイルアカウント設定に関するトピックを

更新しました。

同僚の回線のステータス（21ページ）同僚の電話回線の監視をサポートするように

トピックを更新

BLFリストのモニタリングを有効化または無
効化（22ページ）

BLFリストの監視の有効化と無効化をサポー
トする新しいタスクを追加しました

個別回線のモニタリングを設定する（23ペー
ジ）

個々の回線の監視の設定をサポートする新し

いタスクを追加しました

ラインキーに設定されている機能の削除（24
ページ）

ラインキーに設定されている機能の削除をサ

ポートする新しいタスクを追加しました

電話機
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新規および変更されたセクション改訂

Cisco IP電話キー拡張モジュールセットアッ
プの概要

キー拡張モジュールのボタンとハードウェア

列モード

キー拡張モジュールの電源情報

電話メニューを使用してキー拡張モジュール

タイプを割り当てる

MPP 88xx 8851/8861および 8865鍵拡張モ
ジュールをサポートするための更新を追加し

ました

電話からのWi-Fiプロファイルのセットアッ
プ

Wi-Fiプロファイルのセットアップ

電話機のウェブページからWi-Fiをオンまた
はオフにする

携帯電話からWi-Fiをオンまたはオフにする

電話機を手動でWi-Fiに接続する

Wi-Fiプロファイルを削除する

Wi-Fiプロファイルの順序を変更する

Wi-Fiネットワークをスキャンして保存する

Wi-Fi管理とWi-Fiプロファイルをサポートす
るための新しいタスクを追加する

音声フィードバックのあるアクセシビリティ

音声フィードバックを有効または無効にする

音声の速度を調整する

音量の調節

音声フィードバック

ファームウェアリリース 11.2(1)の新機能および変更された機能
新規または変更されたセクション改訂

BroadWorksXSIユーザー用に複数のロケーショ
ンを追加

BroadWorks XSIユーザ向けの複数の場所（エ
ニウェア）に対応する新しいトピックを追加

最近の通話履歴を表示するXSIコールログ改善に関する新しい [次から最
近のものを表示（Display recents from）]オプ
ションを含めてトピックを更新

サーバーからの通話履歴を表示XSIコールログ改善に関する新しいトピック
を追加

電話機
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新規または変更されたセクション改訂

最近の通話履歴に戻るXSIコールログ改善に関する新しい [欠損
（Missed）]ソフトキーを含めてトピックを更
新

着信通話を無音にする非選択回線のDNDおよび転送通知に関する新
規トピックを追加

コールの転送

応答不可をオンにする

非選択回線の DNDおよび転送通知に対応す
る、転送およびDND用アイコンのトピックを
更新

発信者 IDのブロックXSI発信者 IDブロックに関するトピックを更
新

プロフィールアカウントのセットアップHTTP認証チャレンジでのユーザ名およびパス
ワードコレクションに関する新規トピックを

追加

呼出音の変更ハンドセットとヘッドセット用のオーディオ

（アコースティックオーディオ）をカスタマ

イズするためのオーディオイコライザに関す

る、着信音設定用のメニューナビゲーション

を更新

通話用オーディオデバイスの指定ハンドセットとヘッドセット用のオーディオ

（アコースティックオーディオ）をカスタマ

イズするためのオーディオイコライザに関す

る新規トピックを追加

側音ゲインの調整.

マイクゲインの調整

マイクのテスト.

スピーカーの調整.

ハンドセットとヘッドセット用のオーディオ

（アコースティックオーディオ）をカスタマ

イズするためのオーディオイコライザに関す

る新規トピックを追加

スクリーンセーバーの変更スクリーンセイバータイプのロック削除に関

するトピックを更新

エグゼクティブコール

エグゼクティブアシスタントコール

エグゼクティブ設定

アシスタント設定を実行する

エグゼクティブとアシスタントの電話機に関

する新規トピックを追加

電話機
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ファームウェアリリース 11.1(2)の新機能および変更された機能
更新されたセクション改訂

緊急コールの発信緊急コールサポート

ヘッドセットの安全性に関する重要な情報

Ciscoヘッドセット 500シリーズのセットアップ

ヘッドセットの低音と高音の調整

ヘッドセットのマイク音量の調整

ヘッドセットのスピーカーフィードバックの調整

ヘッドセットのマイクのテスト

シスコヘッドセット 500シリーズイヤーパッドの
交換

Ciscoヘッドセット 531およびCiscoヘッ
ドセット 532

管理者がこの機能を有効および無効にします。こ

の機能の詳細については、着信コールおよび発信

コールの名前の逆引きルックアップを参照してくだ

さい。

名前の逆引きルックアップ

ファームウェアリリース 11.1(1)の新機能および変更された機能
更新されたセクション改訂

電話画面の明るさの調節コントラストスライダの調整

通話の録音コール録音サポート

コールセンター機能コールセンターサポート

ボタンとハードウェア（28ページ）Cisco IP電話 8845および 8865

インスタントメッセージおよびプレゼンスの連絡

先

プレゼンス

IMおよびプレゼンスの連絡先に対するコールの発
信

プレゼンス状態の変更

インスタントメッセージおよびプレゼン

スの連絡先

プレゼンス

安全なコールセキュアコール

ビデオ通話ビデオ通話

電話機
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更新されたセクション改訂

最近の通話履歴を表示するXSI通話履歴：[サーバのすべてのコール
（Server All calls）]メニュー

ファームウェアリリース 11.0(1)の新機能および変更された機能
更新されたセクション改訂

フォーカスした回線を短縮ダイヤルコールに使用

する

VIDを使用して、またはVIDを使用せず
に短縮ダイヤルを実行するようライン

キーを設定する。

フォーカスした回線を短縮ダイヤルコールのチェッ

クに使用する

チェックを実行して、現在フォーカスし

ている回線でコールが発信されているか

どうか確認する。

ボイスメールを設定した電話機の動作

ボイスメールと不在着信を設定した電話機の動作

電話のWebページで不在着信通知を設
定する。

電話機のページから壁紙を変更する壁紙を追加する場合、デフォルト、ダウ

ンロード写真、およびロゴを選択でき

る。新しいデフォルトの壁紙はモノクロ

の写真。

スターコードを使用した会議電話のWebページからの会議ハードキー
にスターコードが追加された。

電話機の背景としてロゴを追加する電話機の背景としてロゴを追加できる。

電話機のセットアップ
電話機のセットアップとネットワーク接続は管理者が行います。電話機の設定と接続が完了し

ていない場合は、管理者に手順を問い合わせてください。

ハンドセットレストの調整

電話機が壁に取り付けられている場合、またはハンドセットが受け台からすぐに滑り落ちる場

合には、受話器が受け台から滑り落ちないようにハンドセットレストを調整する必要がありま

す。

電話機
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図 1 :ハンドセットレストの調整

手順

ステップ 1 ハンドセットをはずし、ハンドセット受け台からプラスチックのタブを引き出します。

ステップ 2 タブを 180度回します。

ステップ 3 コーナーのノッチを手前に向けて、2本の指でタブを持ちます。

ステップ 4 タブを受け台のスロットに合わせ、タブをスロット内に均等に押し込みます。回したタブの上
部から突起が出ている状態になります。

ステップ 5 ハンドセットを受け台に戻します。

電話機の設置角度の調整

電話機の角度を変えることで画面のグレアを抑えることができます。お使いの電話機にビデオ

カメラがある場合は、角度を変えてカメラの表示を改善できます。

手順

ステップ 1 一方の手で受け台の受話器を押さえます。

ステップ 2 もう一方の手でフットスタンドを動かして角度を変更します。

ステップ 3 （任意）キー拡張モジュールのフットスタンドを調節して、電話機とキー拡張モジュールを安
定させます。

電話機
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ステップ 4 （任意）カメラの角度を確認するには、[セルフビュー（Self-view）]を押します。

ネットワークへの接続

電話機をネットワークに接続する必要があります。

•有線ネットワーク接続：イーサネットケーブルを使用して電話機をネットワークにつなげ
ます。

•ワイヤレス接続：Wi-Fiを使用して Cisco IP電話 8861および 8865をワイヤレスアクセス
ポイントに接続できます。

電話機をネットワークに接続すると、次のように電話機が設定される場合があります。

•仮想プライベートネットワーク (VPN):電話機は、保護されたネットワークに接続されま
す。

• Expressway経由モバイルおよび Remote Access：管理者がExpressway経由モバイルおよび
RemoteAccessを設定していて、電話機がネットワークに接続されている場合、Expressway
サーバに自動的に接続されます。

アクティベーションコードで電話を搭載します。

電話機が起動すると、開始画面が表示され、そこでアクティベーションコードを入力できま

す。アクティベーションコードがない場合は、管理者に問い合わせてください。

始める前に

管理者は、xxxx-xxxx-xxxx-xxxxの形式で、16桁のアクティベーションコードを提供します。

手順

ステップ 1 [開始 (Welcome)]画面に表示されているフィールドにアクティベーションコードを入力します。
コードを入力する際に、ハイフン (-)を入力する必要はありません。

ステップ 2 [続行（Continue）]を押します。
電話機は、オンボードプロセスを自動的に完了します。

ステップ 3 エラーメッセージが表示された場合は、コードをもう一度入力するか、管理者に新しいコード
を問い合わせてください。

電話機
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短時間のアクティベーションコードを使用して電話機を自動プロビ

ジョニングする

電話機が起動すると、開始画面が表示され、そこでアクティベーションコードを入力できま

す。アクティベーションコードがない場合は、管理者に問い合わせてください。

始める前に

管理者は、次のアクティベーションコードを提供します。

手順

ステップ 1 ポンド記号（＃）を押し、[開始 (Welcome)]画面に表示されているフィールドにアクティベー
ションコードを入力します。

ステップ 2 [続行（Continue）]を押します。
電話機は、プロビジョニングプロセスを自動的に完了します。

ステップ 3 エラーメッセージが表示された場合は、コードをもう一度入力するか、管理者に問い合わせて
ください。

初めて電話機を起動したときのパスワードの設定

初めて電話機を起動する際、パスワードの設定を求められる場合があります。設定が求められ

ない場合は、管理者によってパスワードが作成済みです。

手順

ステップ 1 [新規パスワード（New password）]と [新規パスワードの再入力（Reenter new password）]
フィールドにパスワードを入力します。

ステップ 2 [保存]を押します。

ケーブルロックによる電話機の固定

最大 20 mm幅のラップトップケーブルロックで Cisco IP電話 8800シリーズを固定できます。

手順

ステップ 1 ケーブルロックのループの端を持って折り返し、電話機の固定場所となる物の周りに巻き付け
ます。

電話機
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ステップ 2 ロックをケーブルのループの端まで通します。

ステップ 3 ケーブルロックのロックを解除します。

ステップ 4 ロックボタンを押したままにして、ロックの歯の位置を合わせます。

ステップ 5 ケーブルロックを電話機のロックスロットに挿入し、ロックボタンを放します。

ステップ 6 ケーブルロックをロックします。

ユーザ認証制御

管理者は、電話機のメニューにアクセスするために認証を要求するかどうかを設定できます。

管理者は、すべての電話メニューにアクセスできるようにするには、認証をカスタマイズして

無効にすることもできます。

この機能を使用する場合、電話メニューで認証を必要とするかどうかは、管理者によって制御

されます。管理者がメニューにアクセスするための認証を設定している場合は、パスワードを

入力し、ログインしてメニューにアクセスする必要があります。

別の電話機からの内線へのサインイン（エクステンショ

ンモビリティ）
エクステンションモビリティが設定されている場合は、ネットワーク内の別の電話機にサイン

インして、自分の電話と同じように操作することができます。ログイン後、電話機は個人の電

話番号を使用します。

始める前に

管理者はプロビジョニング権限を設定します。

手順

ステップ 1 [サインイン（Sign in）]を押します。

ステップ 2 ユーザ名とパスワードを入力し、[サインイン（Sign in）]を押します。

パスワードフィールドでは、英数字と数字の 2種類の入力方法を使用できます。パスワード
を入力する際、電話機に [オプション（Options）]ソフトキーが表示されます。このソフトキー
を使用して、現在のパスワードの入力タイプを変更します。英数字で入力する場合は [すべて
入力（Input all）]を選択し、数字を入力する場合は [数字の入力（Input num）]を選択します。
管理者は、電話機のWebページでパスワードの入力方法を設定します。

電話機
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別の電話機で内線からサインアウトする

手順

[サインアウト（Sign out）]を押します。

ゲストとしての電話機へのサインイン
管理者が電話機でホテリングを有効にしている場合、電話機にゲストアカウントがあります。

ネットワーク内の別の電話機にゲストとしてサインインすることができます。

手順

ステップ 1 [サインイン（Sign in）]を押します。

ステップ 2 ユーザー IDとパスワードを入力します。

パスワードフィールドでは、英数字と数字の 2種類の入力方法を使用します。パスワードを
入力する際、電話機に [オプション（Options）]ソフトキーが表示されます。このソフトキー
を使用して、現在のパスワードの入力タイプを変更できます。英数字で入力する場合は [すべ
て入力（Input all）]を選択し、数字を入力する場合は [数字の入力（Inputnum）]を選択します。

ステップ 3 [保存]を押します。

管理者は、緊急コールを発信するように電話機をセットアップできます。登録済み電話機にゲ

ストとしてサインインすると、電話機は電話機の場所を取得する要求を転送します。緊急コー

ルを発信する際、場所が緊急サービスに送信されます。

（注）

ゲストとしての電話機からのサインアウト

手順

ステップ 1 [ゲストアウト（Guest Out）]を押します。

ステップ 2 [サインアウト（Sign Out）]を押します。

電話機
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同僚の回線のステータス
同僚の回線をモニタリングするために、お使いの電話機にラインキーを設定できます。この機

能は、あなたが同僚への電話を日常的に代わりに処理していて、同僚が通話に応答できるかど

うかを知る必要がある場合に役立ちます。モニタリング回線キーは、ビジーランプフィールド

（BLF）キーとして機能します。BLFは、モニタリング対象回線のステータスを示すために色
が変わる LEDです。

次の表で、ステータス LEDの状態について説明します。

表 2 : BLFキー LEDの状態

意味LEDカラー

モニタリング対象回線は使用可能です。緑

モニタリング対象回線はビジー状態です。赤

モニタリング対象回線が鳴っています。赤色に点滅

BLFキー設定にエラーがあります。オレンジ

管理者は、あなたが必要な回線をモニタリングできるように、サーバと電話機に必要な設定を

行います。

あなたは 2つの方法であなたの電話のモニタリングを設定することができます：

•個々のユーザの回線のモニタリングを設定できます。

•管理者から BLFリストが設定されている場合は、リスト全体のモニタリングを有効また
は無効にすることができます。 BLFリストは、回線をモニタリングできるユーザのリス
トです。電話機は各ユーザを別々のラインキーでモニタリングします。電話はモニタリ

ング用に使用可能なラインキーを自動的に割り当てます。

適切な設定では、BLFキーを使用してモニタリング対象回線に電話をかけ（短縮ダイヤル）、
モニタリング対象回線への着信コールに応答する（コールピックアップ）ことができます。

設定が完了すると、BLFキーラベルのアイコンはキーに設定されている機能の組み合わせを示
します。

表 3 :ビジーランプフィールドのアイコン

BLF、短縮ダイヤル、コールピッ
クアップ

BLFコールピック
アップ

BLFとスピードダイヤルBLF

アイドル

アラート

電話機
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BLF、短縮ダイヤル、コールピッ
クアップ

BLFコールピック
アップ

BLFとスピードダイヤルBLF

利用中

エラー

（Error）

BLFリストのモニタリングを有効化または無効化
管理者があなたのためにBusyLampField（BLF）リストを設定している場合は、BLFリスト全
体のモニタリングを有効または無効にできます。電話機は各ユーザを別々のラインキーでモニ

タリングします。モニタリングをアクティブにすると、電話機は BLFリストエントリをモニ
タするために使用可能なラインキーを順番に割り当てます。

電話機は、電話機と電話機に接続されているキー拡張モジュールの両方、またはキー拡張モ

ジュールのみでラインキーを使用できます。これは管理者によって管理されます。

BLFリストキーは、個々の BLFキーと同じように機能します。詳細については、同僚の回線
のステータス（21ページ）を参照してください。モニタリングをアクティブにすると、電話
機は BLFリストキーにモニタ対象回線のステータスを表示し始めます。各 BLFリストキーを
使用して、モニタリング対象回線に電話をかけ（短縮ダイヤル）、モニタリング対象回線への

着信コールに応答する（コールピックアップ）ことができます。

BLFリスト内のユーザの順番は、管理者によって設定されます。対応する BLFリストキーは
常にこの順番を維持します。 BLFリストキーの短縮ダイヤルなど、別の機能をいつでも設定
できます。ただし、ラインキーは BLFリストでは使用できません。

ラインキーの設定を変更するたびに、電話機は変更を考慮して BLFリストのキー割り当てを
やり直します。電話機は、使用可能なラインキーを毎回同じ順序で割り当てるだけです。こ

れにより、BLFリストキーの位置が変わる可能性があります。

電話機は、使用可能なラインキーを使用してできるだけ多くのユーザをモニタリングします。

オンラインキーを設定している機能を削除することで、リストをモニタリングするために使用

できるラインキーを増やすことができます。詳細については、ラインキーに設定されている機

能の削除（24ページ）を参照してください。

（注）

始める前に

管理者が BLFリストを設定します。

電話機
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手順

ステップ 1 アプリケーション を押します。

ステップ 2 [ユーザ設定（User preferences）] > [アテンダントコンソール設定（Attendant console
preferences）] > [BLFリスト]を選択します。

• BLFリストが表示に設定されている場合は、モニタリングが有効です。電話機の BLFリ
ストキーにモニタ対象回線のステータスが表示されます。

• BLFリストが非表示に設定されている場合は、モニタリングが無効です。

ステップ 3 [設定（Set）]を押します。

個別回線のモニタリングを設定する

同僚の回線ステータスをモニタリングするようにラインキーを設定できます。短縮ダイヤルを

設定に追加すると、ラインキーを使用してモニタリング対象の回線に電話をかけることができ

ます。コールピックアップを設定に追加すると、ラインキーを使用してモニタリング対象の回

線への着信に応答できます。ラインキーは、ビジーランプフィールド（BLF）キーとして機能
します。詳細については、同僚の回線のステータス（21ページ）を参照してください。

使用可能な任意のラインキーを選択すると、この機能を設定できます。短縮ダイヤルキーまた

は BLFキーとして機能しているラインキーを選択することもできます。設定を行うと既存の
キー設定はすべて上書きされます。

管理者があなたの BLFリストを設定している場合は、あなたはそのリストにある人々の回線
だけしかモニタリングできません。

お使いの携帯電話は既にリスト全体をモニタリングしている可能性があります。詳細について

は、BLFリストのモニタリングを有効化または無効化（22ページ）を参照してください。回
線をモニタリングするために個別のキーを設定することもできます。ただし、電話はリストの

一部として自動的に回線をモニタリングしなくなります。個々のBLFキー設定を削除すると、
電話機はリストの一部として自動的に回線のモニタリングを再開します。自動モニタリングの

ために回線を追加または削除する必要があるたびに、電話機は BLFリストのキー割り当てを
調整します。これにより、BLFリストキーの位置が変更されます。

始める前に

•関係する回線をモニタリングできるようにするために、管理者が必要な設定を行います。

•管理者は BLF機能オプションのオンラインキーを設定できます。

電話機
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手順

ステップ 1 ラインキーを 2秒間押し続けます。

ステップ 2 機能選択画面で、次のいずれかのオプションを選択します。

•回線をモニタリングするためだけにキーを使用したい場合は、BLFの存在を選択します。

•キーを使用して回線をモニタリングし、モニタリング対象の回線を短縮ダイヤルする場合
は、BLF +短縮ダイヤルを選択します。

•キーを使用して回線をモニタリングし、モニタリング対象の回線への着信にも応答する場
合は、BLF +コールピックアップを選択します。

• 3つの機能すべてにキーを使用したい場合は、BLF+短縮ダイヤル+コールピックアップを
選択します。

ステップ 3 回線をモニタリングする相手のユーザー IDをユーザー IDフィールドに入力します。

ユーザー IDを入力してください。ユーザー IDは、個人の名前または内線番号では
ない可能性があります。支援が必要な場合は、管理者にお問い合わせください。

（注）

管理者があなたの BLFリストを設定している場合は、リストからモニタリングしたい回線を
持つユーザを選択できます。

a) BLFリストを検索を選択します。

リストに名前がグレーで表示されているユーザは、電話機が個別に設定されたBLFキーで
すでにモニタリングしているユーザです。

b) 回線をモニタリングするユーザを選択します。

ユーザー IDがユーザー IDフィールドに表示されます。

個別に設定されたキーですでにモニタリングされているユーザを選択した場合、新しい設

定が以前の設定を上書きしてユーザをモニタリングします。

ステップ 4 [保存]を押します。

ラインキーに設定されている機能の削除

ラインキーに設定されている機能を削除できます。

電話機がビジーランプフィールド（BLF）リストをモニタリングしている場合、ラインキーに
設定されている機能を削除すると、そのラインキーを BLFリストのモニタリングに使用でき
るようになります。これは BLFリストキーの位置を変えることができます。詳細について
は、BLFリストのモニタリングを有効化または無効化（22ページ）を参照してください。

管理者が設定した機能を削除することはできません。（注）
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手順

ステップ 1 ラインキーを 2秒間押し続けます。

ステップ 2 機能を選択画面で、無しを選択します。

ステップ 3 確認を求められたら、OKを押します。

ラインキーへのメニューショートカットの追加
メニューショートカットを使用してラインキーを設定した後は、ラインキーを押すだけでメ

ニューを開くことができます。

始める前に

管理者が、お使いの電話機でこの機能を有効にする必要があります。

手順

ステップ 1 ラインキーを 2秒間押し続けます。利用可能な機能リストが表示されます。

ステップ 2 リストからメニューショートカットを選択します。使用可能な機能リストが表示されます。

ステップ 3 リストをスクロールして、ラインキーに追加するメニューを選択し、設定を押します。

ラインキーからメニューのショートカットの削除

手順

ステップ 1 ラインキーを 2秒間押し続けます。利用可能な機能リストが表示されます。

ステップ 2 一覧からなしを選択し、設定を押します。

電話機のWebページ
コンピュータからアクセス可能な電話機のWebページで、いくつかの電話機設定をカスタマイ
ズできます。このページのURL、ユーザー IDおよびパスワードは管理者から与えられます。

電話機のWebページでは、電話機の機能、回線設定、および電話サービスを制御できます。

電話機
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•電話機の機能には短縮ダイヤル、サイレント機能、個人用アドレス帳などがあります。

•回線の設定は、電話機の特定の電話回線（電話番号）に影響します。回線設定には、コー
ル転送、ビジュアルおよびオーディオメッセージインジケータ、呼出音のパターン、そ

の他の回線固有の設定が含まれます。

また、Cisco IP電話 8800キー拡張モジュールが電話機に接続されている場合は、拡張モジュー
ルボタンで短縮ダイヤルその他の電話サービスを設定することもできます。

電話機のWebページを使用して設定できるいくつかの機能を次の表に示します。

説明機能

電話機でコール転送が有効になっている場合に、コールを受信する番号を

指定します。電話機のWebページを使用すると、より複雑なコール転送機
能（回線がビジー状態の場合の動作など）をセットアップできます。

コール転送

短縮ダイヤル番号に電話番号を割り当てると、その相手にすばやくコール

をかけることができます。

短縮ダイヤル

特定の回線に着信音を割り当てます。呼出音

電話機のWebページでパーソナルディレクトリに連絡先を追加します。パーソナルディ

レクトリの連絡

先

電話機がインターネットに接続できるようにHTTPプロキシをセットアッ
プします。

HTTPプロキシ

VPNサーバー経由でネットワークに接続するように電話機をセットアップ
します。

VPN接続

電話を有効にして、通話中または会議中に周囲で邪魔となるノイズを除外

します。

ノイズ除去

関連トピック

電話機のWebページによるコール転送
スピードダイヤル

電話機のWebページによる着信音の割り当て
電話機のWebページによる個人用アドレス帳への新規連絡先の追加
[HTTPプロキシ設定(HTTP Proxy Settings)]
電話機のWebページによるノイズ除去の有効化または無効化

短縮ダイヤル番号

電話機で番号をダイヤルする際には、一連の数字（ディジット）を入力します。短縮ダイヤル

番号を設定する際には、コールで必要なすべてのディジットを短縮ダイヤル番号に含める必要

電話機
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があります。たとえば、外線に接続するために9をダイヤルする必要がある場合は、9番を押し
てからダイヤルしたい番号を押してください。

また、ダイヤルする他のディジットを番号に追加することもできます。追加のディジットの例

として、会議アクセスコード、内線、ボイスメールパスワード、承認コード、課金コードな

どがあります。

ダイヤル文字列に含めることができる文字はつぎのとおりです。

• 0～9

•シャープ（#）

•アスタリスク (*)

•コンマ（,）：一時停止記号であり、ダイヤリング中に 2秒の遅延を挿入します。複数の
カンマを連続させることができます。たとえば、2個のカンマ（,,）は、4秒間のポーズを
表します。

ダイヤル文字列の規則は次のとおりです。

•ダイヤル文字列の各部分を分離するには、カンマを使用します。

•短縮ダイヤル文字列では、常に課金コードの前に承認コードを含める必要があります。

•文字列内の承認コードと課金情報コードの間に1つのコンマが必要です。

•承認コードおよび追加のディジットを含む短縮ダイヤルには、短縮ダイヤルラベルが必要
です。

短縮ダイヤルを設定する前に、ディジットシーケンスを手動で少なくとも1回ダイヤルしてみ
て、内容が正しいことを確認してください。

短縮ダイヤルの承認コード、課金コード、および追加のディジットは、電話機の通話履歴に保

存されません。短縮ダイヤルを使って宛先に接続した後に [リダイヤル（Redial）]を押すと、
電話機に必要な承認コード、課金情報コード、または追加の数字を手動で入力するよう求めら

れます。

例

承認コードと課金コードが必要な状況で、特定の内線の相手に電話するために短縮ダイヤル番

号をセットアップするには、次の要件を考慮してください。

•外線の 9をダイヤルする必要があります。

•通話先の番号は 5556543です。

•承認コード 1234を入力する必要があります。

•課金コード 9876を入力する必要があります。

• 4秒ほど待機します。

•電話がつながった後、内線 56789#をダイヤルする必要があります。

電話機
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このシナリオでは、短縮ダイヤル番号は95556543,1234,9876,,56789#となります。

ボタンとハードウェア
Cisco IP電話 8800シリーズには、次に示す 2つの異なるハードウェアタイプがあります。

• Cisco IP電話 8811、8841、8851、および 8861：カメラなし

• Cisco IP電話 8845および 8865：内蔵カメラ付き

図 2 : Cisco IP電話 8845のボタンおよびハードウェア

着信コール（赤色に点滅）または新しいボイスメッセー

ジ（赤色に点灯）があるかどうかを示します。

ハンドセットとハンドセッ

トライトストリップ

1

ビデオコールのためにカメラを使用します。カメラ

Cisco IP電話 8845および
8865のみ

2

電話回線、機能、コールセッションにアクセスで

きます。

プログラム可能な機能ボタ

ンと回線ボタン

3

機能およびサービスにアクセスできます。ソフトキーボタン4

電話機
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戻る ：前の画面またはメニューに戻ります。

[戻る]ボタンを 0.5秒以上押し続けると（長押し）、メ
イン画面またはコール画面に戻ります。設定画面が表

示されている場合、長押しによりメイン画面に戻りま

す。いずれかのコール画面が表示されている場合、長

押しによりコール画面に戻ります。

ナビゲーションクラスタ ナビゲーションリングと

[選択（Select）]ボタン：メニューをスクロールしたり、
項目を強調表示したり、強調表示されている項目を選

択したりできます。

リリース ：接続されているコールまたはセッショ

ンを終了します。

戻る、ナビゲーションクラ

スタ、およびリリース

5

保留/再開 ：アクティブコールを保留にしたり、保

留中のコールを再開したりします。

会議 ：電話会議を作成します。

転送 ：コールを転送します。

保留/再開、会議、および転
送

6

[スピーカーフォン（Speakerphone） ]：スピーカ
フォンのオン/オフを切り替えます。スピーカフォンが
オンになっているとき、ボタンは点灯しています。

[ミュート（Mute） ]：マイクロフォンのオン/オフ
を切り替えます。マイクロフォンがミュートになって

いるとき、ボタンは点灯しています。

[ヘッドセット（Headset） ]：ヘッドセットのオン/
オフを切り替えます。ヘッドセットがオンのときは、

ボタンが点灯します。

スピーカーフォン、ミュー

ト、およびヘッドセット

7

連絡先 ：個人用ディレクトリや社内ディレクトリに

アクセスします。

[アプリケーション（Applications）] ：通話履歴、

ユーザ設定、電話機の設定、電話機のモデル情報にア

クセスします。

メッセージ ：ボイスメッセージングシステムを自

動的にダイヤルします。

連絡先、アプリケーショ

ン、およびメッセージ

8

ハンドセット、ヘッドセット、スピーカーフォ

ンの音量（オフフック）および呼出音の音量（オンフッ

ク）を調節します。

音量ボタン9
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ナビゲーション

ナビゲーションクラスタの外側のリングを使用して、メニューをスクロールし、フィールド間

を移動します。ナビゲーションクラスタの内側の [選択（Select）]ボタンを使用してメニュー
項目を選択します。

図 3 :ナビゲーションクラスタ

メニュー項目にインデックス番号がある場合は、キーパッドでインデックス番号を入力して項

目を選択できます。

ソフトキー、回線ボタン、機能ボタン

電話機で対話式に機能を操作する方法がいくつかあります。

•ソフトキーは画面の下にあり、ソフトキーの上の画面に表示されている機能にアクセスで
きます。ソフトキーは、その時点で行っている操作に応じて変化します。 [その他...
（More...）]ソフトキーは、その他にも使用可能な機能があることを示しています。

•スクリーンの両側にある機能ボタンと回線ボタンを使用すると、電話機能および電話回線
にアクセスできます。

•機能ボタン：短縮ダイヤルやコールピックアップなどの機能で使用します。また、別
の回線での自分のステータスを表示するために使用します。

•回線ボタンを使用すると、コールに応答したり、保留中のコールを再開したりできま
す。アクティブコールに対して使用されないときは、不在着信の表示などの電話機

能を開始できます。

機能ボタンと回線ボタンの点灯は、次のようなステータスを示します。

標準回線モード:機能ボタン

[拡張回線モード（Enhanced
Line Mode）]

標準回線モード:回線ボタンLEDのカラーと状態

アクティブコールまたは双方

向インターコムコール、使用

中のプライバシー

アクティブコールまたは双方

向インターコムコール、保留

コール、使用中のプライバ

シー

緑色で一定の LED

電話機
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標準回線モード:機能ボタン

[拡張回線モード（Enhanced
Line Mode）]

標準回線モード:回線ボタンLEDのカラーと状態

保留された通話なし緑色、LED点滅

ハントグループにログインし

た一方向インターコムコール

ハントグループにログインし

た着信コール、復帰コール、

一方向インターコムコール

オレンジ色、点灯 LED

着信コール、復帰コールなしオレンジ色、LED点滅

使用中のリモート回線、アク

ティブな応答がありません

使用中のリモート回線、保留

中のリモート回線、アクティ

ブに応答不可

赤色、点灯 LED

リモート回線が保留中なし赤色、LED点滅

管理者は、いくつかの機能をソフトキーまたは機能ボタンとして設定できます。さらに、ソフ

トキーや関連するハードボタンを使っていくつかの機能にアクセスすることもできます。

電話画面の機能

電話スクリーンには、電話番号、アクティブコールと回線のステータス、ソフトキー、短縮ダ

イヤル、発信履歴、電話メニューのリストなど、その電話機に関する情報が表示されます。ス

クリーンにはヘッダー行、中央セクション、フッター行の 3つのセクションがあります。

図 4 : Cisco IP電話8800の画面

スクリーンの最上部にはヘッダー行があります。ヘッダー行には、電話機名と現在

の日時のほかに、さまざまなアイコンが表示されます。該当する機能がアクティブ

であるときに、アイコンが表示されます。

ヘッダー行には、管理者の設定に従って電話番号、XMPPユーザー ID、または電話
機名を表示できます。設定を変更する場合は、管理者に問い合わせてください。

1
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電話スクリーンの中央部には、電話機の回線と機能ボタンに関連した情報が表示さ

れます。

2つ以上の回線が登録されている回線を選択する場合、選択した回線の周りが黒い
ボックスで強調表示されます。アクティブコールは強調表示されません。

アクティブコールと着信コールの画面では、21文字以上がサポートされています。
Cisco IP電話では、回線が非アクティブなときに電話画面に 15桁表示できます。

2

画面の最下行にはソフトキーのラベルが表示されます。各ラベルは、スクリーンの

下にあるソフトキーボタンのアクションを示しています。

3

電話画面のクリーニング

手順

電話機の画面が汚れた場合、乾いた柔らかい布で拭いてください。

液体や粉末は電話機に対して使用しないでください。電話機の部品に入り込み、故障

の原因になる可能性があります。

注意

コールと回線の違い

本書で電話機の使用法を説明する際に使っている回線およびコールという用語には、かなり

独特な意味合いがあります。

•回線：回線は、他人が自分へのコールに使用できる電話番号またはインターコム番号にそ
れぞれ対応しています。回線の数は、電話番号および電話回線アイコンの数と同じです。

•コール：1本の回線で複数のコールをサポートできます。デフォルトで、お使いの電話機
は1つの回線につき2つの接続通話に対応していますが、管理者は必要に応じてこの数を調
整できます。

アクティブとなり得るコールは常に1つに限定されるので、他のコールはすべて自動的に
保留状態になります。

たとえば 2つの回線があり、各回線で 4つのコールがサポートされる場合、一度に最大 8
つの接続コールが存在する可能性があります。これらのうち1つだけがアクティブで、他
の 7つは保留中のコールとなります。

USBポート
Cisco IP電話 8851、8861、および 8865。
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電話機には 1つ以上のUSBポートが搭載されていることがあります。各USBポートには、最
大で 5台の USBデバイスを接続できます。デバイスの最大数には、ポートに接続された各デ
バイス（キー拡張モジュールを含む）が含まれます。

たとえば、ご使用の電話機は側面ポートで 5台の USBデバイス、背面ポートでさらに 5台の
標準 USBデバイスをサポートできます。多くのサードパーティ USB製品は、USBデバイス
を複数含んでおり、したがって、複数デバイスとしてカウントされます。

Cisco IP電話 8851の USBポートは 1つのみ（側面 USBポート）です。（注）

USBハブを使用している場合、アクティブコール中に電話機から USBケーブルを抜くと、電
話機が再起動することがあります。

関連トピック

Cisco IP電話 8800シリーズ（1ページ）

モバイルデバイスの充電

デバイスがUSB接続可能な場合、電話機のUSBポートを使用してモバイルデバイスを充電で
きます。次のポートで USB充電が可能です。

モバイルデバイスが電力節約モードである場合、電話機はモバイルデバイスの充電を続けま

す。

電話機を使用してモバイルデバイスを充電する際には、次の条件が適用されます。

•充電が始まるまで、いくらかの遅延が発生することがあります。

•場合によっては、充電中アイコンがデバイスに表示されないことがあります。たとえば、
デバイスが完全に充電されるとアイコンが表示されない場合があります。

•電話機に複数の Cisco IP電話 8800キー拡張モジュールが取り付けられている場合は、背
面 USBポートでデバイスの高速充電を行うことができません。

タブレットを取り外してすぐに USBヘッドセットを電話機に差し込むと、電話機が USBヘッ
ドセットを認識するまで 3秒間かかります。

管理者が背面または側面の USBポートを無効にすると、無効にされた USBポートは動作を停
止し、接続されたデバイスに充電されることはありません。 USBポートを使用する場合は、
管理者に問い合わせてください。

関連トピック

省電力（34ページ）

Bluetoothと電話機）
BluetoothはCisco IP電話 8851および8861でサポートされています。
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電話機がBluetoothに対応している場合、Bluetoothヘッドセットを使用して、携帯電話やタブ
レットを電話機に接続できます。

Bluetooth接続は電話機から 1～2メートル（3～6フィート）の範囲内で最も良く機能します
が、20メートル（66フィート）離れていても機能する場合があります。接続されているデバ
イスと電話機との間に障害物（壁、ドア、窓など）、大きな金属物、または他の電子機器があ

る場合には、Bluetooth接続の品質が低下することがあります。

モバイルデバイスまたはヘッドセットをBluetoothで電話機に接続するには、最初にデバイスと
電話機をペアリングします。最大3台のデバイスをペアリングできます。 3台を超えるデバイ
スをペアリングしようとすると、1台のデバイスを削除するように求められます。

ヘッドセットまたはモバイルデバイスがペアリングされた後、ヘッドセットまたはモバイル

デバイスがオンになると、電話機はそれに接続します。

デバイスをペアリングする際、Bluetoothモードを [電話機（Phone）]、[ハンズフリー
（Handsfree）]、または [両方（Both）]に設定できます。 [電話機（Phone）]では、Bluetooth
ヘッドセットのみを使用できます。 [ハンズフリー（Handsfree）]では、お使いの携帯電話の
みを使用できます。 [両方（Both）]では、ヘッドセットと携帯電話の両方を使用できます。

電話機で Bluetoothヘッドセットやモバイルデバイスを使用するときには、次の点に注意して
ください。

•電話機は、電話機に最後に接続された Bluetoothヘッドセットまたはモバイルデバイスを
デフォルトデバイスとして使用します。

•持つことのできるアクティブな接続は、常に1つだけです。たとえば、Bluetoothヘッド
セットまたは携帯電話をアクティブにすることができます。

•電話機は、各タイプのデバイス1台をサポートします。たとえば、2台のBluetoothヘッド
セットを接続することはできません。

•接続できるモバイルデバイスは、常に1台です。たとえば、Bluetoothヘッドセットがアク
ティブな場合、携帯電話を接続すると、Bluetoothヘッドセットの接続が解除されます。

•範囲内に戻るか、再起動すると、Bluetoothデバイスが再接続されます。

関連トピック

Bluetoothヘッドセット
モバイルデバイスとデスク~電話機のペアリング
Cisco IP電話 8800シリーズ（1ページ）

省電力
管理者は、電話画面で、電話機を使用していないときに使用される電力量を減らすことができ

ます。管理者が設定できる省エネのレベル：

•省電力：電話機が一定時間にわたって非アクティブ状態のままだとバックライトや画面が
オフになります。
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34

電話機

省電力

p881_b_8800-3pcc-user-guide_chapter2.pdf#nameddest=unique_203


電話機の電源を入れる

電話機の電源をオフにして省エネにしているときには、電話画面は空白です。

手順

任意のキーを押して電話機をオンにします。

追加のヘルプと情報
電話機で利用可能な機能について不明な点がございましたら、管理者にお問い合わせくださ

い。

Ciscoウェブサイト（https://www.cisco.com）には電話機と通話制御システムに関する詳細が掲
載されています。

•クイックスタートガイドおよびエンドユーザガイド（英語）については、次のリンクを
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-user-guide-list.html

•英語以外のガイドについては、次のリンク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/tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html

•ライセンス情報については、次のリンク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-licensing-information-listing.html

アクセシビリティ機能

Cisco IP電話は、視覚障がい者、聴覚障がい者、身体障がい者のために、ユーザ補助機能を備
えています。

これらの電話機のアクセシビリティ機能の詳細については、http://www.cisco.com/c/en/us/support/
collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-technical-reference-list.htmlを参照して
ください。

アクセシビリティの詳細については、シスコのWebサイトを参照してください。

http://www.cisco.com/web/about/responsibility/accessibility/index.html

電話機
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トラブルシューティング

次のシナリオに関連した問題が発生する可能性があります:

•電話機が通話制御システムと通信できない。

•通話制御システムで通信または内部の問題が発生している。

•電話機内部で問題が発生している。

問題が発生した場合は、管理者の支援のもとで問題の根本原因をトラブルシューティングする

ことができます。

電話機についての情報を取得する

管理者から、電話機についての情報を提供するよう求められることがあります。この情報は、

トラブルシューティングの目的で電話機を一意に識別します。

電話機には、すべての一意のデバイス識別子 (UDI)情報が含まれています。UDIは、電話機に
関連付けられた 3つのデータ要素で構成されています。データ要素は次のとおりです。

•製品ID(PID)

•バージョン ID（VID）

•シリアル番号(SN)

電話機の webインターフェイスにある [Info > Status > Product Information]に移動して、電話
機に関する情報を検索することもできます。

手順

ステップ 1 アプリケーション を押します。

ステップ 2 [ステータス（Status）] > [製品情報（Product Information）]を選択します。

以下の情報を確認できます。

製品名: Cisco IP電話を表す名前。

[シリアル番号（Serial number）]：Cisco IP電話のシリアル番号。

[MACアドレス（MAC address）]：CiscoIP電話のハードウェアアドレスです。

[ソフトウェアバージョン（Software version）]：CiscoIP電話ファームウェアのバージョン番号
です。

[Configuration version（設定バージョン）]：Cisco IP電話設定のバージョン番号。この情報
は、管理者が有効にしている場合に表示されます。

[ハードウェアバージョン（Hardware version）]：CiscoIP電話ハードウェアのバージョン番号
です。
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[VID]：Cisco IP電話のバージョン ID。

[証明書（Certificate）]：ITSPネットワークでCisco IP電話を使用できる事を認証するクライア
ント証明書のステータス。このフィールドは、クライアント証明書が電話機に正しくインス

トールされているかどうかを示します。

[カスタマイゼーション（Customization）]：RCユニットについて、このフィールドはユニット
がカスタマイズされているかどうかを示します。 [保留中（Pending）]は、プロビジョニング
の準備ができている新しいRCユニットを示します。ユニットがすでにカスタマイズされたプ
ロファイルを取得している場合、このフィールドにはカスタマイズ状態が[取得済み（Acquired）]
として表示されます。

ステップ 3 [アプリケーション（Applications）]画面に戻るには、[終了（Exit）]を押します。

電話機でカスタマイズ状態を表示

EDOSサーバからの RCのダウンロードが完了すると、画面上で電話機のカスタマイズ状態を
表示できるようになります。

リモートカスタマイズ状態の説明は次のとおりです。

• [オープン（Open）]：電話機が初めて起動し、設定されていません。

• [中断（Aborted）]：リモートカスタマイズが、DHCPオプションなどの他のプロビジョニ
ングのために中断されました。

• [待機中（Pending）]：電話機はプロファイルをEDOSサーバからダウンロードすることが
できません。

• [カスタム待機中（Custom-Pending）]：電話機が EDOSサーバからリダイレクトURLをダ
ウンロードしました。

• [取得済み（Acquired）]：EDOSサーバからダウンロードされたプロファイルに、プロビ
ジョニング設定のリダイレクトURLがあります。プロビジョニングサーバからのリダイ
レクト URLのダウンロードが正常に完了した場合、この状態が示されます。

• [利用不可（Unavailable）]：EDOSサーバが空のプロビジョニングファイルで応答し、HTTP
応答が 200 OKだったため、リモートカスタマイズが停止しました。

手順

ステップ 1 アプリケーション を押します。

ステップ 2 [ステータス（Status）]> [製品情報（Product information）]> [カスタマイズ（Customization）]
を選択します。

ステップ 3 [戻る（Back）] を押します。
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[ネットワークステータス（Network Status）]の表示

手順

ステップ 1 アプリケーション を押します。

ステップ 2 [ステータス（Status）] > [ネットワークステータス（Network Status）]を選択します。

以下の情報を確認できます。

• [ネットワークタイプ（Network type）]：電話機で使用するローカルエリアネットワーク
（LAN）接続のタイプを示します。

• [ネットワークステータス（Network status）]：電話機がネットワークに接続されているか
どうかを示します。

• IPv4ステータス -電話機の IPアドレス。電話機の IPアドレス、アドレッシングタイプ、
IPステータス、サブネットマスク、デフォルトルータ、ドメインネームサーバ（DNS）
1、DNS 2に関する情報を確認できます。

• IPv6ステータス -電話機の IPアドレス。電話機の IPアドレス、アドレッシングタイプ、
IPステータス、サブネットマスク、デフォルトルータ、ドメインネームサーバ（DNS）
1、DNS 2に関する情報を確認できます。

• VLAN ID -電話機のVLAN ID。

• [MACアドレス（MACaddress）]：電話機固有のメディアアクセスコントロール（MAC）
アドレス。

• [ホスト名（Host name）]：電話機に割り当てられた現在のホスト名が表示されます。

•ドメイン-電話機のネットワークドメイン名を表示します。デフォルト：cisco.com

• [スイッチポートリンク（Switch port link）]：スイッチポートのステータス。

• [スイッチポート設定（Switch port config）]：ネットワークポートの速度とデュプレックス
を示します。

• [PCポート設定（PC port config）]：PCポートの速度とデュプレックスを示します。

• [PCポートリンク（PC port link）]：PCポートの速度とデュプレックスを示します。

電話機のステータスを表示

手順

ステップ 1 アプリケーション を押します。
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ステップ 2 [ステータス（Status）] > [電話のステータス（Phone Status）] > [電話のステータス（Phone
Status）]を選択します。

以下の情報を確認できます。

• [経過時間（Elapsed time）]：システムを前回再起動してから経過した時間の合計。

• [Tx（パケット）（Tx (Packets)）]：電話機から送信されたパケット。

• [Rx（パケット）（Rx (Packets)）]：電話機で受信されたパケット。

電話機でステータスメッセージを表示

手順

ステップ 1 アプリケーション を押します。

ステップ 2 [ステータス（Status）] > [ステータスメッセージ（Status messages）]を選択します。

プロビジョニングが最後に実行されてからの、さまざまな電話ステータスのログを表示できま

す。

ステータスメッセージは UTC時間を反映し、電話機のタイムゾーン設定の影響を受
けません。

（注）

ステップ 3 [戻る（Back）] を押します。

回線ステータスの表示

手順

ステップ 1 アプリケーション を押します。

ステップ 2 [ステータス（Status）] > [電話ステータス（Phone status）] > [回線ステータス（Line status）]
を選択します。

電話機の各回線のステータスを表示できます。

コール統計のコールレコードの表示

各通話レコードには、詳細を確認できる追加情報が含まれています。このトピックで説明され

ている手順に従って、最近の通話レコードの詳細情報を確認してください。
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始める前に

電話機にサインインすると、[コール統計（Call statistics）]メニューにアクセスできます。

メイン画面の右上隅にロックアイコンが表示されている場合は、まだ電話機にサインインして

いません。

手順

ステップ 1 アプリケーション を押します。

ステップ 2 [ステータス（Status）] > [電話のステータス（Phone Status）] > [コール統計（Call statistics）]
を選択します。

ステップ 3 （任意）プロンプトが表示されたら、パスワードを入力し、[サインイン（Sign in）]を押しま
す。

電話機にサインインできない場合は、管理者にお問い合わせください。

ステップ 4 リストからコール統計エントリを強調表示し、[選択（Select）]を押します。

ナビゲーションクラスタの [選択（Select）]ボタンを押して、強調表示されたエントリの詳細
を表示することもできます。

以下の情報を確認できます。

• [通話タイプ（Call type）]：発信コールまたは着信コール。

• [ピア名（Peer name）]：コールを行った人またはコールに応答した人の名前。

• [ピア電話（Peer phone）]：コールを行った人またはコールに応答した人の電話番号。

• [エンコードコーデック（Encode codec）]：発信オーディオを圧縮するための手段。

• [コーデックのデコード（Decode codec）]：着信オーディオを圧縮解除するための手段。

• [コール時刻（Call time）]：コールが行われた時刻またはコールに応答した時刻。

• [コール ID（Call ID）]：発信者の ID。

コール統計には、カウンタ、統計、音声品質メトリックなどの追加情報が含まれている場合が

あります。このような情報はトラブルシューティングに活用できます。

関連トピック

別の電話機からの内線へのサインイン（エクステンションモビリティ）（19ページ）
ゲストとしての電話機へのサインイン（20ページ）
コールセンターエージェントとしてのサインイン

プロフィールアカウントのセットアップ

パスワードの設定
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802.1Xトランザクションステータスの表示

手順

ステップ 1 アプリケーション を押します。

ステップ 2 [ネットワークの設定（Network configuration）] > [イーサネットの設定（Ethernet
configuration）] > [802.1X認証（802.1X authentication）] > [トランザクションステータス
（Transaction status）]を選択します。

以下の情報を確認できます。

•トランザクションステータス（Transaction status）

• Protocol（プロトコル）

リブート履歴を表示

手順

ステップ 1 アプリケーション を押します。

ステップ 2 [ステータス（Status）] > [再起動履歴（Reboot history）]を選択します。

電話機が再起動したときに、その理由を問わず、いつでも日時の詳細を表示できます。

電話機のすべての問題を報告する

エラーレポートツール（PRT）を使用すると、通話記録を収集および送信し、管理者に問題
を報告することができます。

始める前に

管理者は、Webサーバで電話機を有効にします。

手順

ステップ 1 アプリケーション を押します。

ステップ 2 [ステータス（Status）] > [問題を報告（Report problem）]を選択します。

ステップ 3 [問題の発生日付（Dateof problem）]フィールドに、問題が発生した日付を入力します。デフォ
ルトではこのフィールドに現在の日時が表示されます。
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ステップ 4 [問題の発生時刻（Timeofproblem）]フィールドに、問題が発生した時刻を入力します。デフォ
ルトではこのフィールドに現在の時刻が表示されます。

ステップ 5 [問題の説明（Problem description）]を選択します。

ステップ 6 表示されるリストから説明を選択します。

ステップ 7 [送信（Submit）]を押します。

管理者が電話機のWebサーバを無効にした場合、電話機はサーバに問題レポートを
アップロードできません。また、電話の画面には、エラー：109または問題のレポートと

利用できないダウンロードリンクが表示されます。この問題を解決するには、管理者

にお問い合わせください。

（注）

電話機Webページから電話機を初期設定にリセットする

電話機のWebページから、電話機を製造者による初期設定に復元できます。電話機をリセッ
トした後に、再設定できます。

手順

サポートされているWebブラウザで URLを入力し、Confirm Factory Resetをクリックしま
す。

次の形式で URLを入力できます。

http://<Phone IP>/admin/factory-reset

引数の説明

Phone IP =電話機の実際の IPアドレスです。

/admin =電話機の管理ページにアクセスするためのパスです。

factory-reset =電話機を初期設定にリセットするために、電話機のWebページで入力する必要が
あるコマンドです。

電話機のWebページで URLを使用して電話機の問題を特定する

電話機が機能しない場合や登録されていない場合、ネットワークエラーまたは不良構成が原因

である可能性があります。原因を特定するには、特定の IPアドレスまたはドメイン名を電話
機の管理ページに追加します。追加後にアクセスし、電話機から宛先に pingして原因を確認
することができます。
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手順

サポートされているWebブラウザで、電話機の IPアドレスと pingする宛先 IPで構成される
URLを入力します。 URLは、次の形式で入力してください。

http:/<Phone IP>/admin/ping?<ping destination>。次の意味があります。

<Phone IP> =電話機の実際の IPアドレスです。

/admin =電話機の管理ページにアクセスするためのパスです。

<ping destination> = pingを実行する任意の IPアドレスまたはドメイン名。

pingの宛先に使用できるのは、英数字、「-」および「_」（下線）のみです。それ以外を使用
すると、電話機のWebページにエラーが表示されます。 <ping destination>にスペースが含ま
れている場合、電話機はアドレスの最初の部分のみを pingの宛先として使用します。

たとえば、192.168.1.1のアドレスに pingする場合、次のようになります。

http://<Phone IP>/admin/ping?192.168.1.1

電話機の接続の切断

電話機が電話のネットワークと接続していない場合があります。この接続が失われると、電話

機にメッセージが表示されます。

アクティブコール中に接続が失われた場合、その通話は継続します。ただし、一部の電話機の

機能は通話制御システムからの情報を必要とするため、通常の全ての機能にアクセスできるわ

けではありません。たとえば、想定どおりにソフトキーが機能しないことがあります。

電話機が通話制御システムに再接続すると、電話機を再び通常どおりに使用できるようになり

ます。

電話機にプロビジョニングの障害メッセージが表示されたときに詳細情報を取得する

電話機にメッセージが表示された場合は、プロビジョニング設定を確認するか、サービス プ

ロバイダーに連絡してください。、設定に問題があります。このメッセージは、電話機が起動

した直後にしか表示されません。電話機がコールサーバに登録されていても、このメッセー

ジは表示されません。

このメッセージは、すべてのMPP電話機に適用されます。

手順

ステップ 1 次のオプションのいずれかを選びます。

•詳細:ステータスメッセージのリストを表示します。

• [キャンセル (Cancel)]:メインの電話画面に戻ります。
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プロビジョニングアラートをキャンセルした場合、電話機が再起動されるまで、電話

機は別のプロビジョニングアラートを表示しません。

（注）

ステップ 2 該当するステータスメッセージをリストから選択し、次のオプションのいずれかを押します。

• [詳細 (Details)]:ステータスメッセージ全体を表示します。

• [クリア (Clear)]メッセージの完全なリストを削除します。

ステップ 3 この問題を解決するには、管理者にお問い合わせください。管理者によってアクセスが許可さ
れている場合は、電話機の webページでもメッセージを表示できます。

電話機の webページで、[情報 >ダウンロードステータス >プロビジョニングステータス]に
移動します。

移行ライセンスタイプの検索

管理者は、マルチプラットフォームファームウェアへの移行に使用するライセンスタイプに関

する情報を尋ねる場合があります。

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 [ステータス（Status）] > [製品情報（Product Information）]を選択します。

ステップ 3 [移行承認タイプ]フィールドで、使用されるライセンスタイプを表示します。

MIC証明書更新ステータスに関する情報の検索

電話機のWebページに更新ステータスと関連情報を表示して、Manufacture Installed Certificate
（MIC;製造元インストールされる証明書）の更新が完了したかを確認できます。管理者は、
電話機のトラブルシューティング中にこの情報についてユーザに尋ねる場合があります。

始める前に

•管理者から電話のWebページへのアクセスが許可されました。

•管理者は、ご使用の電話機でManufacture Installed Certificate（MIC;製造元インストールさ
れる証明書）の更新をアクティブ化します。

手順

ステップ 1 電話機のWebページで、情報 >ダウンロードステータスをクリックします。
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ステップ 2 MIC証明書更新ステータスセクションから情報を検索します。

• MIC証明書ステータス：このフィールドには、実行した証明書更新の日時、HTTPリクエ
スト URL、および結果メッセージが含まれます。

• MIC証明書情報：このフィールドには、証明書更新手順の全体ステータスが表示されま
す。通常、電話機のMIC証明書が正常に更新されたかどうかを示します。

詳細については、管理者に連絡してください。

Cisco製品 (ハードウェア)に関する 1年間の限定保証規定
保証期間内にお客様が受けられるハードウェアの保証およびサービスに関して適用される特別

な条件があります。

シスコのソフトウェアに適用される保証およびライセンス契約を含む正式な保証書は、製品保

証で提供していいます。
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https://www.cisco.com/go/hwwarranty
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