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はじめに

このドキュメントでは、Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）サーバに関連する一般的
な問題とその症状および解決策について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに関しては個別の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではあ
りません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

Cisco IP Phone は IP アドレスを識別できません

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


問題

Cisco IP Phone は TFTPサーバの IP アドレスを識別できません。

症状/エラー

Cisco IP Phone はこの情報を表示する:
Copyright 1999 L2.02
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●

Cisco IP Phone は Cisco Unified CallManager によって登録しません。●

IP Phone設定が表示するとき、TFTP address フィールドは 0.0.0.0、か誤ったIPアドレスを
示します。 これは# # # # # # # # 『*』 を押すときすることができます。

●

解決策

この問題はこのプロシージャと当たることができます。

これらのオプションが DHCPサーバにあることを確かめて下さい:オプション 003: デフォル
ト ゲートウェイオプション 006: ドメイン ネーム システム。 （DNS）サーバオプション
015: ドメイン名オプション 066: ブート サーバ ホスト名（必須 TFTPサーバ） （）

1.

TFTPサーバに DNSサーバのエントリがない場合オプション 150 を定義して下さい。2.
カスタム TFTPサーバを追加して下さい。 このためには、次の手順を実行します。DHCPサ
ーバを右クリックし、『Set Predefined Options』 を選択 して下さい。[Add] をクリックし
ます。Name フィールドの TFTP サーバのIP アドレスを入力して下さい。データタイプ リ
ストで『IP address』 を選択 して下さい。識別子 ボックスの型 150 は『OK』 をクリック
し。オプション名から値 セクションの下で『Option 150』 を選択 し、DHCP オプション デ
フォルト値 ウィンドウの TFTPサーバの IP アドレスを入力し、『OK』 をクリック して下
さい。

3.

Cisco Network Registrar のオプション 150 を追加して下さい。DHCP クラスタを選択して
下さい。Advanced タブに行き、オプションを『Custom』 をクリック して下さい。[Add]
をクリックします。オプション 番号 150 および IP アドレスのオプション データタイプを
入力して下さい。 [OK] をクリックします。Policies タブに行き、ポリシーを選択して下さ
い。Custom オプション 150 を追加して下さい。IP アドレス アレイの下で TFTP IP アドレ
スを入力して下さい。DHCP クライアントに送信を常にクリックして下さい。データベース
への変更を保存するためにはい入力して下さい。

4.

Cisco IP Phone と DHCPサーバ間の失敗に連絡して下さい

問題

Cisco IP Phone は DHCPサーバに接触しません。

症状/エラー

Cisco IP Phone はこの情報を表示する:
Copyright 1999 L2.02

●
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Cisco IP Phone は Cisco Unified CallManager によって登録しません。●

電話のステータス スコードは（押して下さい**） DHCPの問題を戻します。●

RTMT の TFTPRequestNotFound エラー

TFTPサーバはすべてのコンフィギュレーション ファイルのための要求を、電話負荷、音声ファ
イル、等送信 します。 電話は新しい TFTPサーバとはじめて起動する時でさえ、ファイルをはじ
めて作成することの過程においてあるので TFTPRequestNotFound エラーメッセージを送信 しま
す。

TFTPRequestNotFound エラーメッセージはずっとはじめて登録している、または削除されるが
常に示しましたり、TFTPサーバで CNF ファイルがあります IP 電話のためのいくつかの壊れる
要求を IP Phone のための。 始動およびコンフィギュレーション ファイルのキャッシングを無効
に し、次にそれらを作り直すときこれを解決できます。

CallManager管理ページから、Service > Service Parameters の順に選択 して下さい。1.
TFTPサーバをドロップダウン リストから選択し、サービスを『Cisco TFTP』 を選択 し、
Advanced タブをクリックし、次にこれらのパラメータを設定 して下さい:[Build CNF Files]
を [Build All] に設定します。[Enable Caching of Constant and Bin Files at Startup] を [False]
に設定します。[Enable Caching of Configuration Files] を [False] に設定します。

2.

TFTPサービスを『Update』 をクリック し、再起動して下さい。注: これは多数のデバイス
がネットワークにある場合コンフィギュレーション ファイルを再び作成し、長い 時間をか
けるかもしれません。

3.

関連情報

音声に関する技術サポート●

音声とユニファイド コミュニケーションに関する製品サポート●

Cisco IP Telephony のトラブルシューティング●

テクニカルサポート - Cisco Systems●
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