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Cisco IP Phone 7800 シリーズまたは 8800 シリ
ーズの新しいプロファイルを設定して下さい 

目標
 

プロビジョニングはそれがユーザにサービスを提供するようにネットワークを準備すること
および装備することのプロセスです。 ネットワーク プロビジョニングはネットワーク要素
にとりわけ弊社販売代理店のプロビジョニングを示します。 それは IP Phone がセントラル
サーバからの構成情報を自動的に引っ張るようにします。 こうすればは 1 つのセントラル
ロケーションことができまから各電話によりもむしろ、電話行き、それらを同時に設定する
それぞれ設定 します。
 
7800 または 7800 シリーズ IP 電話の Provisioning タブで Settings ページ プロファイル ル
ールは再同期にユーザにリモート プロファイルの IP Phone を与えます。 再同期オプショ
ンがリモートIP 電話で利用可能 な 標準の設定に個々のIP 電話を同期するのに使用されてい
ます。
 
この記事は方法で指示を Cisco IP Phone 7800 または 7800 シリーズ IP Phone のプロファ
イル ルールを設定する与えます。
 
注: それが IDLE 状態にある場合のだけ電話 resyncs。
  

適当なデバイス
 

7800 シリーズ
8800 シリーズ
  

[Software Version]
 

10.4
  

設定新しいプロファイル
 

ステップ 1. Webベース ユーティリティへのログインはログインを > 進みました『Admin』
を選択 し。
 

 
ステップ 2.Choose 音声 > プロビジョニング > 構成プロファイル。
 



 
ステップ 3.プロビジョニングする イネーブル ドロップダウン リストから『Yes』 を選択
して下さい。 これはファームウェアアップグレード操作の再同期操作依存しない全員を制
御することを可能にします。 これもリモート プロビジョニングを有効に するのに使用され
ています。 Webサーバでキャッシュされるリモート プロビジョニング割り当て実行ファイ
ル。 デフォルト値は YES です。
 

 
ステップ 4.リセット ドロップダウン リストの再同期から『Yes』 を選択 して下さい。 こ
れはパラメータ更新およびファームウェアアップグレードによって引き起こされるリブート
から離れて各再度ブートするの後で再同期を引き起こします。 デフォルト値は YES です。
 



 
ステップ 5 再同期ランダム遅延フィールドでは、遅延時間に入って下さい。 これはすべて
のデバイスが同時に動力を与え、初期設定をすることを試みるとき供給サーバの過負荷を防
ぐ供給サーバを接続する前にデバイスが待っていることタイムインターバルです。 この遅
延は初期設定の時にだけデバイスがまたはリセット動力を与えられるとき使用することがで
きます。 このパラメータの単位は 20 秒です。 2 のデフォルト値は 40 秒を示します。 この
機能はこのパラメータが 0 に設定 される場合無効に なります。
 
注: この例に関しては、使用される値は 3.です。
 

 
ステップ 6 （HHmm）フィールドの再同期では、24 時間形式（hhmm）で時間に入って下
さい。 IP Phone が再同期のために続くのは時間です。
 
注: この例に関しては、1800 は使用されます。
 



 
ステップ 7 再同期無作為に遅延フィールドでは、時間に入って下さい（秒で）。 IP Phone
は複数のIP 電話からの再同期要求間のサーバに衝突がないようにランダム方法の再同期。
DEFAULT エントリは 600 秒（10 分）です。
 
注: この例に関しては、入力された値は 666 です。
 

 
ステップ 8 再同期定期的なフィールドでは、時に（秒で）供給サーバが付いているデバイ
ス resyncs 定期的に入って下さい。 この再同期タイマーはサーバの最初の正常な同期化の
後やっとアクティブです。 定期的な再同期を防ぐために、0 にパラメータを設定 して下さ
い。 デフォルト値は 3600 秒です。
 
注: この例に関しては、入力された値は 3665 です。
 



 
ステップ 9： 再同期エラー回復遅延フィールドでは、（秒）に時間に入って下さいそのあ
とでサーバとデバイス間の前の再同期が失敗した場合再同期は行われます。 供給サーバと
の再同期へのより早い試みが失敗した場合アクティブになるエラー回復タイマーがあります
。 この値が 0 に設定 されれば デバイスは試行失敗の後でサーバと同期するために直ちに再
試行します。 デフォルト値は 3600 秒です。
 
注: この例では、入力された値は 3601 です。
 

 
ステップ 10： 強制再同期遅延フィールドでは、遅延時間に入って下さい（秒で）。 これは
再同期に試みる前に IPテレフォニーデバイスが待っている最大遅延ことを示します。 デバ
イスは電話線のうちのどれかがアクティブである場合再同期、従ってサーバの再同期に試み
る前に電話線がアイドル状態になることができるようにデバイスはこの時間数を待っていま
す。 これは割り込みなしでコールをするためにユーザを促進します。 デバイスのタイマー
は電話線がアイドル状態になり、タイマーまでの待機がゼロに数えるときの下で数えます。
再同期 実行はその時まで遅れます。 デフォルト値は 14400 秒です。
 
注: この例に関しては、入力された値は 14401 です。
 



 
ステップ 11. SIP ドロップダウン リストからの再同期から選択される Yesis を確かめて下
さい。 これは再同期が SIP 呼出 メッセージを通して引き起こされるようにします。 デフォ
ルト値は YES です。
 

 
ステップ 12： theResync トリガー 1 フィールドでは、再同期が引き起こす必要があるとき
条件式をのための入力して下さい。 再同期はこれらのパラメータのロジック同等化が
TRUE であるために測定するとき引き起こされます。 デフォルト値は空です。 再同期トリ
ガーは次の形式か構文にあるはずです: http://phone-ip-addr/admin/resync?protocol://server-
name [: ポート] /profile パス名
 
注: この例に関しては、構文は
http://10.74.121.56/admin/resync?tftp://10.74.121.56:69/8861conf.cfg です
 



 
ステップ 13： （オプションの）再同期トリガー 2 フィールドで、再同期が引き起こす必要
があるとき条件式をのための入力して下さい。 再同期はこれらのパラメータのロジック同
等化が TRUE であるために測定するとき引き起こされます。 デフォルト値は空です。
 

 
ステップ 14： 再同期から選択される Yesis が FNF ドロップダウン リストで失敗すること
を確かめて下さい。 これは供給サーバからのファイル見つけられなかった応答が成功した
の与えればまたは壊れる再同期を知らせますユーザ。 壊れる再同期はエラー再同期タイマ
ーをアクティブにします。 デフォルト値は YES です。
 



 
ステップ 15： プロファイル ルール フィールドでは、プロトコルおよび関連するプロファ
イル URL を識別するプロファイル スクリプトを入力して下さい。 プロファイル ルール
B、C および D のためのこのステップを繰り返して下さい。 デフォルト値は /spa $PSN.cfg
です。 構文は protocol://server です[: ポート] /profile_pathname。
 

 
注: この例に関しては、http://10.74.121.56/dms/CP-8861-3PCC/8861-3PCC.xml は使用され
ます。 このコマンドが規定 されない場合、TFTP は TFTPサーバのデフォルトおよびアド
レスがダイナミック ホスト コンフィギュレーション プロトコル オプション 66 から得られ
ると同時に奪取 されます。 URL では、サーバの IP アドレスか完全修飾ドメイン名
（FQDN）は示すことができます。 ファイル名はデバイスのメディア アクセス制御
（MAC） アドレスを拡張することを割り当てる $MA のようなマクロがある場合がありま
す。
 
D によるプロファイル ルール B のためのプロファイル スクリプトは順序でプライマリ プロ
ファイル ルール実行が堪能だった後遂行されます。 再同期がおよび引き起こされれば プロ
ファイル ルールはブランクそして D による B がまだ計算され、実行される残りのプロファ
イル ルールです。
 
ステップ 16： ファームウェアおよびプロファイルを取り戻すのにフィールドを使用する再



同期 DHCP オプションで DHCP オプションを入力して下さい。 デフォルトは 160、159、
66、および 150 です。
 

 
ステップ 17： Log 要求メッセージ フィールドでは、ログ再同期 REQUEST メッセージを
入力して下さい。 このメッセージは再同期 実行のはじめに syslog サーバに送られます。
デフォルト値は $PN $MAC です -- 再同期 $SCHEME の要求:: //$SERVIP: $PORT$PATH.
 

 
ステップ 18： ログ成功メッセージ フィールドでは、ログ再同期成功 メッセージを入力し
て下さい。 このメッセージは再同期 実行の正常な完了に受け取られます。 デフォルト値は
$PN $MAC です -- 正常な再同期 $SCHEME:: //$SERVIP: $PORT$PATH.
 



 
ステップ 19： ログ失敗メッセージ フィールドでは、ログ再同期障害メッセージを入力して
下さい。 このメッセージは再同期 実行の失敗に受け取られます。 デフォルト値は $PN
$MAC です -- 再同期は失敗しました: $ERR.
 

 
ステップ 20： はい選択されますユーザ設定可能な再同期ドロップダウン リストから確かめ
て下さい。 デフォルト値は YES です。
 



 
ステップ 21： [Submit All Changes] をクリックします。 変更は設定されます。
 

 
今プロファイル IP Phone 7800 または 7800 シリーズ Multiplatform 新しい電話を on Cisco
設定する必要があります。
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