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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

新機能および変更された機能改訂

着信Webexコールのスパムの表示着信通話のスパムの表示をサポートする方法

に関するタスクを追加しました

着信通話のスパムの表示「着信Webexコールのスパムの表示」のト
ピックに参照を追加するトピックを更新しま

した

LDAP統一検索を有効にするLDAP統一検索のサポートを有効にする方法
に関するタスクを追加しました

[コール統計（Call Statistics）]画面の表示ユーザーが表示できる一般的な通話レコード

に関するトピックを更新しました

コール統計のフィールドテーブルを更新するトピックを更新しました

ユーザパスワードの設定トピックを更新し、さらに手順を追加しまし

た
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新機能および変更された機能改訂

プロキシサーバーをセットアップする電話機のウェブページでプロキシサーバーを

設定する方法に関するタスクを追加しました

HTTPプロキシ設定のパラメータHTTP プロキシサポート機能のトピックを追加し

ました

テレフォニー機能HTTP プロキシ機能を追加するトピックを更新し

ました

PSKのメニューショートカットのマッピングHTTPプロキシ設定電話メニューのショート
カット文字列を追加するトピックを更新しま

した

[ネットワーク構成（Network Configuration）]
のフィールド

HTTP プロキシ機能の新しいフィールドを追加す

るトピックを更新しました

アクティベーションコードを使用した電話機

のオンボード

HTTPプロビジョニングに DNS SRVを使用す
る

短時間のアクティベーションコードを使用し

て自動プロビジョニングを有効にする

アクティベーションコードのオンボーディン

グ用に電話を設定する

HTTPプロキシ設定に関するトピックを更新し
ました

Webexへの電話機のオンボードに失敗したWebexへの電話機のオンボードに関する問題
のトラブルシューティングに関するトピック

を追加しました

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

新機能および変更された機能改訂

アクティブコールへのフォーカスを維持フォーカスが着信通話に移動する状況を追加

するタスクを更新しました

テレフォニー機能通話転送の説明を更新しました

ユーザタブにおいて通話転送を有効にするパ

ラメータ

新しいパラメータ転送ソフトキーを追加するため

にトピックを更新しました

新規および変更情報
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新機能および変更された機能改訂

すべての通話転送の機能アクティベーション

コードの同期を有効にする

新しい機能に関するトピックのソフトキーを

更新しました

ラテン語およびキリル文字言語のセットアッ

プ

フランス語（カナダ）言語のサポートを追加

するためにトピックを更新しました。

電話ディスプレイでサポートされる言語

ディクショナリとフォントのセットアップ

LDAPディレクトリのパラメータパラメータ Display Attrsの説明を更新しまし

た

Webexクラウドへの電話機のオンボーディン
グ

Webexクラウドオンオンボーディングに関す
る新しいトピックを追加しました

Webexクラウドへの電話機のオンボーディン
グの有効化

Webex Control Hubからの電話の問題の報告Cisco Webex Control Hubからの PRT生成に関
する新しいトピックを追加しました

Webex Control Hubからの電話機の再起動Cisco Webex Control Hubからの再起動に関す
る新しいトピックを追加しました

電話でWebex連絡先を有効にするWebex連絡先サポートの新しいトピックを追
加しました

ラインキーでWebex連絡先を設定する回線キーにWebex連絡先サポートの新しいト
ピックを追加しました

Webex連絡先のソフトキーを追加するソフトキーにWebex連絡先サポートの新しい
トピックを追加しました

PSKのメニューショートカットのマッピングPSKおよび PLKでのWebex連絡先のトピッ
クを更新しました

電話でWebexの通話ログを有効にするWebex通話ログサポートの新しいトピックを
追加しました

保存されたパスワードは、ダウングレード後

に無効になる

ダウングレードの問題を解決する方法に関す

る新しいトピックを追加しました

新規および変更情報
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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

新機能および変更された機能改訂

ボイスメールの設定重複する文言を削除するトピックを更新

内線用のボイスメールの設定トピックの再書き込み

ボイスメールサーバとのパラメータ新しいパラメータを追加するためのトピック

を更新

アクティブコールへのフォーカスを維持機能を有効にする方法に関するタスクを追加

ダウンロードステータスの表示MIC 証明書更新ステータスを追加するトピックを

更新

MIC証明書の更新MIC証明書を更新する方法に関するタスクを
追加

SUDIサービスによるMIC証明書更新のパラ
メータ

SUDI サービスによる MIC 証明書更新機能のトピッ

クを追加

着信通話のスパムの表示STIR/SHAKENをサポートするトピックを追加

ダイアログベースの共有ラインアピアランス

を追加

ダイアログベースの共有回線のタスクを追加

お使いの電話機を企業の電話機に直接移行MPP電話機から企業電話機への単一ステップ
の移行に対応するタスクを追加

ファームウェアリリース 11.3(4)の新機能および変更され
た機能

新機能および変更された機能改訂

RTL言語のセットアップRTL言語サポートに新しいトピックを追加し
ました。

電話ディスプレイでサポートされる言語既存のトピックを RTL言語エントリで更新し
ました

ディクショナリとフォントのセットアップ既存のトピックを RTL言語エントリで更新し
ました

新規および変更情報
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新機能および変更された機能改訂

新しい RTPおよび SRTPセッションの SSRC
リセットの有効化

通話転送エラーを回避するために、SSRCリ
セットを有効にする方法に関するタスクを追

加しました

RTPパラメータ新しいパラメータ[再招待時のSSRCリセット（SSRC

Reset on RE-INVITE）]を追加するトピックを

更新しました

SIPプロキシ冗長性DNS SRVレコードの数を更新しました

DFビットの有効化または無効化Don't Fragmentビット機能を無効または有効に
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(3)の新機能および変更され
た機能

新機能および変更された機能改訂

XSI電話サービスのパラメータ新しいパラメータ [ディレクトリに連絡先を追加]

を追加するトピックを更新しました

XSIサービスによる匿名着信拒否の同期の有
効化

匿名着信拒否用の機能アクティベーションコー

ドの設定

XSIサービスによる通話待機の同期の有効化

通話待機用の機能アクティベーションコード

の設定

コール待機と匿名着信拒否の同期機能のトピックを

追加しました

電話機でのエージェントステータスの利用で

きないメニューテキストボックスの表示と非

表示

電話機のエージェントステータスの [使用不
可]メニューテキストボックスの表示/非表示
方法に関するタスクトピックを追加しました

通話履歴リストメニューへのソフトキーの有

効化

異なるタイプの通話履歴リスト用のソフトキー

の設定方法に関するタスクトピックを追加し

ました

問題レポート設定ツールのパラメータ新しいパラメータ PRT HTTP ヘッダーおよび PRT

HTTP ヘッダー値を追加するトピックを更新し

ました

新規および変更情報
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新機能および変更された機能改訂

内線の SIP設定のパラメータパラメータの事前条件サポートを追加し、パラ

メータ SIP 100REL 有効を更新するトピックを

更新しました

[電話の情報（Phone Information）]ウィンドウ
の表示

電話機の [製品情報]画面のトピックを更新し
ました

製品構成バージョンのカスタマイズ製品設定バージョンのカスタマイズ方法に関

するトピックを追加しました

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

新機能および変更された機能改訂

PSKのメニューショートカットのマッピング

プログラム可能なソフトキーへのメニュー

ショートカットの追加

PSKの機能のメニューショートカットに関す
るタスクを追加しました

電話機のメニューにアクセスするための認証

要件を制御する

ユーザー認証制御のパラメータ

ユーザー認証制御機能のトピックが追加され

ました

プログラム可能なソフトキーのパラメータメニューショートカットを使用した PLKおよ
び PSKの機能についてのトピックを更新しま
した

すべての通話転送の機能アクティベーション

コードの同期を有効にする

不在転送サービスの機能のアクティベーショ

ンコードの設定

機能アクティベーションコード同期機能のト

ピックが追加されました

SIPプロキシ冗長性

SIPプロキシフェールオーバー

SIPプロキシフォールバック

SIPプロキシ冗長性の強化に関するトピックを
追加しました

SIPトランスポートの設定SIPプロキシ冗長性の向上をサポートするため
にタスクコンテキストを更新しました

テレフォニー機能発信者名と発信者番号を表示する機能の説明

を更新しました

新規および変更情報
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新機能および変更された機能改訂

未解決の発信者名ではなく発信者番号を表示

する

着信通話アラートでの発信者名と電話番号の

表示の設定に関するタスクが追加されました

すべてのディレクトリでの連絡先検索の無効

化

すべてのディレクトリで連絡先検索を無効に

する方法に関するタスクが追加されました

パーソナルディレクトリの無効化パーソナルディレクトリを無効にする方法に

関するタスクが追加されました

電話画面に表示されているメニュー項目を非

表示にする

電話画面のメニュー項目を非表示にする方法

に関するタスクが追加されました

メニュー表示のパラメータメニュー表示機能に関するリファレンストピッ

クを追加します

ディレクトリサービスの設定電話機の webページでディレクトリサービス
を設定するためのタスクが追加されました

ディレクトリサービスのパラメータディレクトリサービスに関するリファレンス

トピックが追加されました

XSI電話サービスのパラメータディレクトリ拡張機能の新しいパラメータを

追加するためのリファレンストピックを更新

しました

機能ボタンとソフトキーディレクトリ機能拡張機能のリファレンスト

ピックを更新しました

電話機で連絡先が表示されないディレクトリ機能拡張機能のトラブルシュー

ティングの例に関するリファレンストピック

が追加されました

[ユーザー（User）]タブでの通話転送の有効
化

タスクを更新して、[ユーザ (user)]タブで通話
転送の設定を有効にする方法に関する情報を

追加します

ユーザタブにおいて通話転送を有効にするパ

ラメータ

[ユーザ (user)]タブの通話転送設定のパラメー
タに関するリファレンストピックが追加され

ました

機能ボタンとソフトキー新しい機能を追加するためのリファレンスト

ピックを更新しました

セキュアな内線のセットアップ自動RTP(リアルタイムトランスポートプロト
コル)トランスポートの選択をサポートするト
ピックを更新しました

新規および変更情報
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新機能および変更された機能改訂

LDAPディレクトリのパラメータLDAPディレクトリのクライアントDN、ユー
ザ名、パスワード、および認証方法のパラメー

タを更新しました

LDAPディレクトリサービスの概要LDAPディレクトリアクセスのロジックを示
すトピックを追加しました

マクロ展開変数

マクロ変数

条件式

ファームウェアバージョン (SWVER)形式が更
新されました

電話機のホテリングの有効化トピックを更新して、前提条件を追加し、簡

単な説明を更新しました

電話機で柔軟な座席を有効にするBroadWorksの柔軟な座席機能とそれを有効に
する方法を説明するトピックを追加しました

電話機でエクステンションモビリティを有効

にする

ユーザにEMを有効にする方法に関するトピッ
クを追加しました

回線の BroadWorks XSI通話履歴の表示の有効
化

BroadWorksサーバの通話ログのローカル連絡
先に対する再同期要求をサポートするトピッ

クを更新しました

StartTLSの設定StartTLSの設定方法に関するタスクが追加さ
れました

SIP over TLSのホスト名検証を有効化する「StartTLS」を追加するトピックを更新しまし
た

暗号リストを設定する機能の新しいパラメータを追加するためのト

ピックを更新しました

LDAPディレクトリのパラメータ「StartTLS」のトピックを更新しました

XMLおよび TR-069パラメータの比較「StartTLS」のトピックを更新しました

名前の逆引きルックアップを有効にする再同期要求をサポートするトピックを更新し

ました

コールセンターオペレーターセットアップの

パラメータ

機能の新しいパラメータを追加するためのト

ピックを更新しました

ACDステータスの復元ACD機能同期のタスクが追加されました。

新規および変更情報
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ファームウェアリリース 11.3(1)の新機能および変更され
た機能

新機能および変更された機能改訂

短時間のアクティベーションコードを使用し

て自動プロビジョニングを有効にする

短いアクティベーションコードを使用して自

動プロビジョニング機能をサポートする新し

いタスクの新規追加

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

ファイアウォールを有効にする

追加のオプションを使用してファイアウォー

ルを設定する

MPP OSのセキュリティ強化をサポートする
タスクの新規追加

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

メディアプレーンセキュリティネゴシエーショ

ンの顧客開始モードを有効にする

メディアプレーンセキュリティネゴシエーショ

ンのクライアント開始モードをサポートする

タスクと関連パラメーターの新規追加

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

ワンボタンコールパークの設定ワンボタンのコールパークをサポートするタ

スクの新規追加

マルチキャストページングを設定する

複数のページンググループのパラメータ

マルチキャストページングに関するタスクと

パラメータの新規追加

リモート処理 SDKの電話機のセットアップ

WebSocket APIパラメータ

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

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

SIPメッセージ内の着信コール統計レポートを
有効にする

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

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

追加

新規および変更情報
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新機能および変更された機能改訂

SIPセッション ID

SIPセッション IDを有効にする

セッション IDパラメータ

SIPセッション ID機能をサポートする新しい
トピックの追加

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

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

OPUSコーデックナローバンドを使用するよ
うに電話機を設定する。

OPUSCodecナローバンドをサポートするタス
クの新規追加

ファームウェアリリース 11.2(3)SR1の新機能および変更
された機能

新機能および変更された機能改訂

アクティベーションコードによるオンボーディ

ング

アクティベーションコードのオンボードをサ

ポートするための新しいタスクを追加しまし

た

新規および変更情報
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