
SPA300/SPA500 シリーズ IP フォンの設定 Line
鍵 LED パターン 

目標
 

セッション開始プロトコル（SIP）は IP によって基づくネットワークのセッションを作成
し、管理し、終了するのに使用されるシグナリング プロトコルです。 SIP はコール管理の
ためのメカニズムです。 それはまたユーザ場所の確立を進行中の間、セッションの参加要
素すべてがその中でサポートされるべき機能に同意できる提供しセッションの機能を変更す
る機能を有効に しますように可能にし、機能 ネゴシエーションを。
 
この資料の目標は SPA300 および SPA500 シリーズ IP フォンの Line 鍵 LED パターンを設
定する方法を示すことです。 
  

適当なデバイス
 

• SPA300 シリーズ IP 電話
 
• SPA500 シリーズ IP 電話
  

Line 鍵 LED パターン 設定
 

注: SPA300 または SPA300 シリーズ IP 電話で SIP としてシグナリング プロトコルを設定
して下さい。 これを行うために、デバイス Administration > 呼制御設定 > シグナリング プ
ロトコル > SIP に行くのに移動キーを使用して下さい。
 
ステップ 1： ログインを『Admin』 を選択 するのに Web コンフィギュレーションユーテ
ィリティを > 進みました > 音声 > 電話使用して下さい。 Phone ページは開きます:
 



 
ステップ 2. Line 鍵 LED 領域にスクロールして下さい。 IP 電話の Line 鍵 LED パターンを
設定するために望ましいフィールドでの次の文字入力して下さい。
 



 
Line 鍵 IP 電話のステータスを示します。 Line 鍵 LED は Line 鍵のカラーおよびパターンを
表します。  次の文字が IP 電話の Line 鍵 LED パターンを設定するのに使用されています:
 

• p — LED の点滅パターンを示します
 
• c — LED のカラー 設定を示します
 
• r —レッド LED を示します
 
• g —グリーン LED を示します
 

の下で Line 鍵 LED パターンのさまざまなフィールドのための記述を述べました。
 

• アイドル状態の LED — Call Appearance が使用中ではないし、IP 電話が新しいコールに
利用できることを示すのに使用しました。 空欄はアイドル状態 LED のための既定の色が
レッドであること表します。
 
• リモート未定義 LED — IP 電話がアプリケ− ションサーバからのステート情報を待って
いることを示すのに使用しました。空欄はリモートによって未定義にされる LED のため
の既定の色がレッドであり、パターンがデフォルトであること表します。
 
• ローカルは捕捉しました LED — Call Appearance が新しいコールの準備で IP 電話によ
って捕捉されることを示します。 空欄は既定の色がレッドであること表します。
 



• リモートは捕捉しました LED —別の IP 電話が Call Appearance を捕捉したことを示し
ます。 空欄は既定の色をですレッド表し、パターンはデフォルトです。
 

注: リモートによって捕捉される LED は共用 Call Appearance だけに適当です。
 

• ローカル進歩 LED — IP 電話が Call Appearance の送信通話を試みたことを示します。
空欄は既定の色がレッドであること表します。
 

 
• リモート進歩 LED —送信呼び出しが共用 Call Appearance の他の IP 電話によって試み
ていることを示します。 空欄は既定の色がレッドであり、パターンがデフォルトであるこ
と表します。
 

注: リモート進歩 LED は共用 Call Appearance だけに適当です。
 

• ローカル リング LED —示しま鳴りますようにことを Call Appearance。 空欄は既定の色
がレッドであること表します。
 
• リモート リング LED —別の IP 電話の共用 Call Appearance が鳴っていることを示しま
す。 空欄は既定の色がレッドであり、パターンがデフォルトであることを示します。
 

注: リモート リング LED は共用 Call Appearance だけに適当です。
 

• ローカル アクティブ LED —アクティブ コールが Call Appearance 実行されることを示
します。 空欄は既定の色がレッドであることを示します。



•リモート アクティブ LED —アクティブ コールが別の IP 電話の共用 Call Appearance 実
行されることを示します。 空欄は既定の色がレッドであり、パターンがデフォルトである
ことを示します。
 

注: リモート アクティブ LED は共用 Call Appearance だけに適当です。
 

• ローカルは保持しました LED — IP 電話が Call Appearance を実行することを示します
。 空欄は既定の色がレッドであることを示します。
 
• リモートは保持しました LED —別の IP 電話が Call Appearance を実行することを示し
ます。 空欄は既定の色がレッドであることを示します。
 
• レジスタ壊れる LED —プロキシ・サーバが対応拡張と登録できないことを示します。 空
欄は既定の色がグリーンであることを示します。
 
• 無効 LED — Call Appearance が無効であることを示します。 空欄は既定の色が消えてい
ることを示します。
 
• LED 登録します—プロキシ・サーバが対応拡張と登録することを試みることを示します
。 空欄は既定の色がレッドであることを示します。
 
• コール アクティブ LED —コール オプションがコールでアクティブであることを示しま
す。 空欄は既定の色がレッドであることを示します。
 

あらゆるカラーでフィールドを設定したいと思う場合特定のカラーの特定のフィールドを変
更して下さい。
 
ステップ 3.設定を保存するためにすべての変更を『SUBMIT』 をクリック して下さい。  
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