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Cisco IP Phone コンソールケーブルを作る方法

概要

この資料に Ciscoコンソールを Cisco IP フォン用のケーブル接続させます方法を記述されていま
す。

ライアン Ratliff、およびパトリック Kinane によって貢献される、Cisco TAC エンジニア。

Cisco 多くの IP フォンは Connect 鍵 拡張モジュール（KEM）に使用される背部の AUXポートを
備えています。 RJ-11 ポートはまた電話からのコンソール ログをキャプチャ するのに使用する
ことができるシリアルコンソール ポートとして動作します。  イメージは下記の AUXポートが付
いている電話の背部です。



前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

Cisco IP フォン●

IP ネットワーキング用のケーブルの作成●

の使用 Ciscoコンソール ケーブル（CCC）●

使用するコンポーネント

この資料は特定のハードウェアバージョンに制限 されます。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 こ
のドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始して
います。 対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在
的な影響について確実に理解しておく必要があります。

モデルによる電話サポート

次のモデルは RJ-11 シリアルポートをサポートします。

79XX

78XX

88XX は 8831 を除外します



ピン配列説明

DB9 平らな CCC ピン配列への標準 RJ45 は RJ11 のピン配列と異なっています。 下記の表は、2
つのイメージと共に、RJ45 および RJ11 ピン配列間の違いを表示する。

コンソールケーブル RJ45
（カラー）

コンソールケーブル RJ45
（ピン） RJ11 ピン

赤 3 2
オレンジ 4 3
グリーン 6 4

レッド、オレンジ、およびグリーン ネットワークが付いて
いるコンソールケーブル
3、4、および 6.本の RJ45 ピンに接続されるピン 3、4、お
よび 6
clerity のために強調表示されます。

コンソールケーブル RJ45 側。 ピンはと数えられます
クリップ、左から右へ。 

レッド、オレンジ、およびグリーン ネットワーク
が付いているコンソールケーブル
2、3、および 4. RJ11 ピンに接続される。
RJ11 ピンは左からクリップによって、への数えら
れます
権限。 4線式 RJ11 コネクタ ピンは 1 および 6 で
空です。

注:  それは CCC のバージョンの間で可能性のあるネットワークの色変わりますです。  切
断前に RJ45 ピンナンバーを常に確認して下さい。

ケーブルを修正して下さい



RJ45 を DB9 平らな CCC に得そしてプロセスを使用して DB9 電話コンソールケーブルへの
RJ11 が下記に輪郭を描いたケーブルを変換して下さい。 イメージは下記の必要なケーブルを示
します。

注:  CCC のための部品 ID は 72-3383-01 才であり、それらはほとんどの Ciscoデバイスに
よって送信 されます。

注:  進む前にセクション <put をリンク here> ピン配列説明検討することを忘れないでいて
下さい。

セクション ピン配列説明に示すように RJ11 ケーブルは機能です; ただし、ケーブルにクリップ
を保持していて 3 つの小さいネットワークだけがそれは容易に壊れる可能性があります。 ケーブ
ルを作成するためひだが付く前に耐久プラスチック端の中のプラスチック外装である。 イメージ
は下記の RJ11 クリップの中のブルー外装を示します。



修正なしで平らなコンソールケーブル外装は RJ11 ターミナル クリップの中で合うには余りにも
広いです。  ブルー外装の外部を整えるのにはさみを使用する単に必要があるこれを固定するため
。 この資料の詳細なステップはきちんとケーブルを整える方法を記述します。

サマリ ステップ

ステップ 1. CCC から RJ45 クリップを取除いて下さい

ステップ 2.ブルー外装を整えて下さい

ステップ 3.不必要なネットワークを取除いて下さい



ステップ 4.残りのネットワークを整えて下さい

ステップ 5.ブルー外装の幅を減らして下さい

ステップ 6. RJ11 クリップを接続し、ひだを付けて下さい

手順の詳細

CCC から RJ45 クリップを取除いて下さい

第一歩はケーブルからの RJ45 ターミナルを断ち切ることです。

ブルー外装を整えて下さい

ネットワークのおよそ 0.5 インチ（12mm）を露出される去るネットワーク外装を整えて下さい
。



不必要なネットワークを取除いて下さい

不必要なネットワークを取除いて下さい。  残りのネットワークはレッド、オレンジ、およびグリ
ーンです。



残りのネットワークを整えて下さい

レッド、オレンジ、およびグリーン ネットワークの端を整えて下さいそうすれば長くおよそ
0.25in （6mm）です。  3 つのネットワークが丁度同じ長さであるように可能な限り切り取り四
角形を同様に作って下さい。



整う前に 調整の後

ブルー外装の幅を減らして下さい

外装アクセスに RJ11 クリップを与えるために外装の幅を減らして下さい。 これはされます従っ
てひだは外装に、ないネットワークあります。 切られる外装にもう 0.25in （6mm）作って下さ
い。



RJ11 クリップを接続し、ひだを付けて下さい

ケーブルは準備ができて、RJ11 コネクタを接続し、ひだを付ける必要があります。



ターミナル アプリケーションの設定

ターミナル アプリケーションの設定を修正して下さい。 設定は PuTTy からのスクリーン ショッ
トと一例として下記に説明されています。

ボー: 115200

フロー制御： なし

http://www.putty.org/


ケーブルをテストして下さい

この時点でケーブルはテストの完了しました、準備ができています。 ケーブルを電話の AUXポ
ートに下記に示されているようにプラグインし、問題なしで電話のターミナルに接続できます確
認して下さい。



注:  電話ターミナル イメージは資料から Cisco IP フォン用のコンソールケーブルを作る別
の方法をカバーする Cisco IP Phone コンソールケーブルをカスタム作る方法をです。

関連情報

Cisco IP Phone にデバッグ レベルを設定 するためにログインする方法

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/interfaces-modules/port-adapters/200084-How-To-Custom-Make-Cisco-IP-Phone-Consol.html
https://supportforums.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/how-to-login-to-a-cisco-ip-phone-to-set-debug-level/ta-p/3111075
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