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Cisco IP Phone でのモデル情
報、ステータス、統計、および
セキュリティ情報の表示

この章では、Cisco IP Phone に表示される次のメニューおよび画面へのアクセス

方法、およびその使用方法について説明します。

• ［モデルジョウホウ］メニュー：電話機のハードウェアおよびソフトウェア

の情報を表示します。

• ［ステータス］メニュー：ステータス メッセージ、ネットワーク統計、およ

びファームウェアのバージョンを表示する画面へのアクセスを提供します。

• ［セキュリティセッテイ］メニュー：電話機のセキュリティに関する情報を

表示し、［CTL ファイル］メニューおよび［シンライリスト］メニューへの

アクセスを提供します。

• ［コールノトウケイ］画面：現在のコールのカウンタと統計を表示します。

これらの画面の情報を使用すると、電話機の動作をモニタしたり、トラブル

シューティングをサポートしたりすることができます。 さらに、［CTL ファイル］

メニューでは、CTL ファイルをロック解除し、電話機から削除することもでき

ます。

また、この情報の大部分や、その他の関連情報は、電話機の Web ページを介し

てリモートに取得することもできます。詳細については、第 7 章「Cisco IP Phone

のリモート モニタ」を参照してください。
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トラブルシューティングの詳細については、第 8 章「Cisco IP Phone のトラブル

シューティング」を参照してください。

この章は、次の項で構成されています。

• モデルジョウホウ メニュー（P.6-3）

• ステータス メニュー（P.6-4）

• セキュリティセッテイ メニュー（P.6-16）

• コールノトウケイ画面（P.6-20）
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モデルジョウホウ メニュー
モデルジョウホウ メニュー
［モデルジョウホウ］メニューには、次の情報が表示されます。

• モデルバンゴウ：電話機のモデル番号。

• MAC アドレス：電話機の MAC アドレス。

• アプリケーションロード ID：電話機上で動作する JAR ファイル。

• キドウロード ID：電話機上で動作する、出荷時にインストール済みのロード。

• ロード ファイル：電話機上で動作する、出荷時にインストール済みのロード。

• シリアルバンゴウ：電話機のシリアル番号。

• CTL：電話機にインストールされた証明書信頼リスト（CTL）ファイルの

MD5 ハッシュ。電話機に CTL ファイルがインストールされていない場合、

このフィールドには No と表示されます。なお、CTL ファイルは、電話機を

再始動またはリセットすると、自動的にインストールされます。 このファイ

ルの詳細については、『Cisco CallManager セキュリティ ガイド』を参照して

ください。

• MIC：製造元でインストールされる証明書（セキュリティ機能に使用される）

が電話機にインストールされているかどうかを示します。

• LSC：ローカルで有効な証明書（セキュリティ機能に使用される）が電話機

にインストールされているかどうかを示します。

［モデルジョウホウ］メニューを表示するには、設定ボタンを押し、［モデルジョ

ウホウ］を選択します。

［モデルジョウホウ］メニューを終了するには、［シュウリョウ］ソフトキーを押

します。
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ステータス メニュー
ステータス メニュー
［ステータス］メニューには、次のオプションが含まれています。これらのオプ

ションを使用して、電話機とその操作に関する情報を確認できます。

• ステータスメッセージ：［ステータスメッセージ］画面を表示します。この

画面には、重要なシステム メッセージのログが表示されます。詳細につい

ては、P.6-4 の「ステータスメッセージ画面」を参照してください。

• ネットワークトウケイ：［ネットワークトウケイ］画面を表示します。この

画面には、イーサネット トラフィックの統計が表示されます。詳細につい

ては、P.6-12 の「ネットワークトウケイ画面」を参照してください。

• ファームウェアノバージョン：［ファームウェアノバージョン］画面を表示

します。この画面には、電話機で実行中のファームウェアに関する情報が表

示されます。詳細については、P.6-14 の「ファームウェアノバージョン画面」

を参照してください。

• カクチョウモジュールノトウケイ：［カクチョウモジュールノトウケイ］画

面を表示します。この画面には、電話機に接続されている Cisco IP Phone 7914
拡張モジュールに関する情報が表示されます。詳細については、P.6-14 の

「カクチョウモジュールノトウケイ画面」を参照してください。

［ステータス］メニューを表示するには、設定ボタンを押し、［ステータス］を選

択します。

［ステータス］メニューを終了するには、［シュウリョウ］ソフトキーを押します。

ステータスメッセージ画面

［ステータスメッセージ］画面には、電話機の始動が完了していない場合も含め

て、いつでもアクセスできます。表 6-1 では、表示されるステータス メッセージ

について説明します。この表には、示されたエラーへの対処方法も記載されてい

ます。

［ステータスメッセージ］画面を表示するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 設定ボタンを押します。
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ステータス メニュー
ステップ 2 ［ステータス］を選択します。

ステップ 3 ［ステータスメッセージ］を選択します。

［ステータスメッセージ］画面を終了するには、［シュウリョウ］ソフトキーを押

します。

表 6-1 Cisco IP Phone 7960G/7940G モデルのステータス メッセージ

メッセージ 説明 説明と対処方法

BOOTP サーバガシヨ

ウサレテイマス

電話機は、DHCP サーバからで

はなく、BootP サーバから IP

アドレスを取得しました。

なし。これは単なる情報メッセージです。

ファイルノニンショ

ウガシッパイシマシ

タ

電話機が署名付きファイルの

シグニチャを検証しようとし

たときにエラーが発生しまし

た。このメッセージには、失

敗したファイルの名前が含ま

れています。

• ファイルが破損しています。ファイルが

電 話 機 の 設 定 フ ァ イ ル で あ れ ば、

Cisco CallManager Administration を使用し

て、電話機を Cisco CallManager データ

ベースから削除します。次に、Cisco
CallManager Administration を使用して、電

話機を再び Cisco CallManager データベー

スに追加します。

• CTL ファイルに問題があります。また、

ファイルを取得したサーバのキーが正し

くありません。この場合、CTL クライア

ントを実行して CTL ファイルをアップ

デートします。このファイルに適切な

TFTP サーバが記載されていることを確

認してください。
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ステータス メニュー
CFG ファイルガミツ

カリマセン

該当する名前のデフォルト設

定ファイルが、TFTP サーバ上

で見つかりませんでした。

電話機用の設定ファイルは、電話機が

Cisco CallManager データベースに追加された

ときに作成されます。該当する電話機が Cisco

CallManager データベースに追加されていな

い場合、TFTP サーバでは CFG ファイルガミ

ツカリマセンという応答が生成されます。

• 電話機が Cisco CallManager に登録されて

いません。

電話機の自動登録を使用しない場合は、

電話機を手動で Cisco CallManager に追加

する必要があります。詳細については、

P.2-15 の「Cisco CallManager 
Administration による電話機の追加」を

参照してください。

• DHCP を使用している場合は、DHCP サー

バが正しい TFTP サーバを指定している

ことを確認します。 

• スタティック IP アドレスを使用してい

る場合は、TFTP サーバの設定を確認しま

す。TFTP サーバの割り当ての詳細につい

ては、P.4-7 の「ネットワークノセッテイ

メニューのオプション」を参照してくだ

さい。

CFG TFTP サイズエ

ラー

電話機のファイル システムに

対して、設定ファイルが大き

すぎます。

電話機の電源投入サイクルを実行します。

チェックサムエラー ダウンロードされたソフト

ウェア ファイルが破損してい

ます。

電話機のファームウェアの新しいコピーを取

得し、TFTPPath ディレクトリに置きます。こ

のディレクトリにファイルをコピーするの

は、TFTP サーバのソフトウェアが終了してい

るときだけにしてください。それらのソフト

ウェアの実行中にファイルをコピーすると、

ファイルが破損する可能性があります。

表 6-1 Cisco IP Phone 7960G/7940G モデルのステータス メッセージ （続き）

メッセージ 説明 説明と対処方法
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ステータス メニュー
DHCP タイムアウト DHCP サーバが応答しません

でした。

• ネットワークがビジー状態になってい

る：ネットワークのロードが減少すると、

このエラーは自動的に解決します。 

• DHCP サーバと電話機との間にネット

ワーク接続がない：ネットワーク接続を

確認してください。

• DHCP サーバがダウンしている：DHCP
サーバの設定を確認してください。 

• エラーが続く：スタティック IP アドレス

の割り当てを検討してください。スタ

ティック IP アドレスの割り当ての詳細

については、P.4-7 の「ネットワークノ

セッテイ メニューのオプション」を参照

してください。

DNS タイムアウト DNS サーバが応答しませんで

した。

• ネットワークがビジー状態になってい

る：ネットワークのロードが減少すると、

このエラーは自動的に解決します。 

• DNS サーバと電話機との間にネットワー

ク接続がない：ネットワーク接続を確認

してください。

• DNS サーバがダウンしている：DNS サー

バの設定を確認してください。 

DNS フメイホスト DNS が TFTP サーバまたは

Cisco CallManager の名前を解

決できませんでした。

• TFTP サーバまたは Cisco CallManager の
ホスト名が、DNS で正しく設定されてい

ることを確認します。 

• ホスト名ではなく、IP アドレスの使用を

検討します。

表 6-1 Cisco IP Phone 7960G/7940G モデルのステータス メッセージ （続き）

メッセージ 説明 説明と対処方法
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ステータス メニュー
IP ガチョウフクシテ

イマス

電話機に割り当てられた IP ア

ドレスを、別のデバイスが使

用しています。

• 電話機にスタティック IP アドレスがあ

る場合は、重複した IP アドレスを割り当

てていないかどうかを確認します。詳細

については、P.4-7 の「ネットワークノ

セッテイ メニューのオプション」を参照

してください。

• DHCP を使用している場合は、DHCP サー

バの設定を確認します。

ロケールノコウシン

エラー

1 つまたは複数のローカリ

ゼ ー シ ョ ン フ ァ イ ル が、

TFTPPath ディレクトリで見つ

からなかったか、または無効

でした。ロケールは変更され

ませんでした。

次のファイルが TFTPPath ディレクトリのサ

ブディレクトリ内にあるかどうかを確認しま

す。

• ネットワーク ロケールと同じ名前のサブ

ディレクトリ内にあるファイル

－ tones.xml

• ユーザ ロケールと同じ名前のサブディレ

クトリ内にあるファイル

－ glyphs.xml

－ dictionary.xml

－ kate.xml

－ dictionary.xml

IP アドレスガカイホ

ウサレマシタ

電話機が IP アドレスを解放す

るように設定されています。

電話機の電源投入サイクルを実行するか、ま

たは DHCP アドレスをリセットするまで、電

話機はアイドル状態のままになります。詳細

については、P.4-7 の「ネットワークノセッテ

イ メニューのオプション」を参照してくださ

い。

ロード ID ガタダシク

アリマセン

ソフトウェア ファイルのロー

ド ID のタイプが間違っていま

す。

電話機に割り当てられたロード ID を確認し

てください（Cisco CallManager で、Device >

Phone の順に選択します）。ロード ID が正し

く入力されていることを確認してください。 

表 6-1 Cisco IP Phone 7960G/7940G モデルのステータス メッセージ （続き）

メッセージ 説明 説明と対処方法
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ステータス メニュー
キョヒサレタ HC ノ

ロード

ダウンロードされたアプリ

ケーションには、電話機の

ハードウェアとの互換性があ

りません。

あるバージョンのソフトウェアをこの電話機

にインストールしようとし、それがこの新し

い電話機のハードウェア変更に対応していな

い場合に発生します。

電話機に割り当てられたロード ID を確認し

てください（Cisco CallManager で、Device >

Phone の順に選択します）。電話機に表示され

るロード ID を再入力してください。電話機の

設定の確認方法については、 P.6-14 の「ファー

ムウェアノバージョン画面」を参照してくだ

さい。

デフォルトルータガ

アリマセン

DHCP またはスタティックの

設定で、デフォルト ルータが

指定されていませんでした。

• 電話機にスタティック IP アドレスがあ

る場合は、デフォルト ルータが設定され

ているかどうかを確認します。詳細につ

いては、P.4-7 の「ネットワークノセッテ

イ メニューのオプション」を参照してく

ださい。

• DHCP を使用している場合は、DHCP サー

バでデフォルト ルータが指定されていま

せん。DHCP サーバの設定を確認してく

ださい。

DNS サーバ IP ガアリ

マセン

DHCP またはスタティック IP

の設定で、DNS サーバの名前

は指定されているが、アドレ

スが指定されていませんでし

た。

• 電話機にスタティック IP アドレスがあ

る場合は、DNS サーバが設定されている

かどうかを確認します。詳細については、

P.4-7 の「ネットワークノセッテイ メ

ニューのオプション」を参照してくださ

い。

• DHCP を使用している場合は、DHCP サー

バで DNS サーバが指定されていません。

DHCP サーバの設定を確認してくださ

い。

表 6-1 Cisco IP Phone 7960G/7940G モデルのステータス メッセージ （続き）

メッセージ 説明 説明と対処方法
6-9
Cisco IP Phone 7960G/7940G アドミニストレーション ガイド Cisco CallManager Release 4.1

OL-4825-02-J



第 6 章      Cisco IP Phone でのモデル情報、ステータス、統計、およびセキュリティ情報の表示

ステータス メニュー
プログラミングエ

ラー

電話機のプログラミングに失

敗しました。

このエラーを解決するには、電話機の電源投

入サイクルを実行します。それでもまだ問題

が続く場合は、シスコのテクニカル サポート

にお問い合せください。

電話のデバイス名に

対応する .cnf.xml ファ

イル名（登録されてい

ない場合はデフォル

トの名称）

設定ファイルの名前。 なし。これは、電話機の設定ファイルの名前

を示す情報メッセージです。

TFTP アクセスエラー TFTP サーバが、存在しない

ディレクトリを指定していま

す。

• DHCP を使用している場合は、DHCP サー

バが正しい TFTP サーバを指定している

ことを確認します。 

• スタティック IP アドレスを使用してい

る場合は、TFTP サーバの設定を確認しま

す。TFTP サーバの割り当ての詳細につい

ては、P.4-7 の「ネットワークノセッテイ

メニューのオプション」を参照してくだ

さい。

TFTP file not found 要求されたロード ファイル

（.bin）が、TFTPPath ディレク

トリで見つかりませんでし

た。

電話機に割り当てられたロード ID を確認し

てください（Cisco CallManager で、Device >

Phone の順に選択します）。TFTPPath ディレ

クトリに、このロード ID の名前が付いた .bin

ファイルがあることを確認してください。

表 6-1 Cisco IP Phone 7960G/7940G モデルのステータス メッセージ （続き）

メッセージ 説明 説明と対処方法
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ステータス メニュー
ニンショウサレテイ

ナイ TFTP

指定された TFTP サーバが、電

話機の CTL に見つかりません

でした。

• DHCP サーバが正しく設定されていませ

ん。正しい TFTP サーバのアドレスが指

定されていません。この場合、TFTP サー

バの設定を更新して、正しい TFTP サー

バを指定します。

• 電話機にスタティック IP アドレスを使

用している場合は、電話機の設定に無効

な TFTP サーバ アドレスが使用されてい

る可能性があります。この場合、電話機

の［ネットワークノセッテイ］メニュー

で、正しい TFTP サーバのアドレスを入

力します。

• TFTP サーバのアドレスが正しい場合は、

CTL ファイルに問題のある可能性があり

ます。この場合、CTL クライアントを実

行して CTL ファイルをアップデートし

ます。このファイルに適切な TFTP サー

バが記載されていることを確認してくだ

さい。

TFTP タイムアウト TFTP サーバが応答しません

でした。

• ネットワークがビジー状態になってい

る：ネットワークのロードが減少すると、

このエラーは自動的に解決します。 

• TFTP サーバと電話機との間にネット

ワーク接続がない：ネットワーク接続を

確認してください。

• TFTP サーバがダウンしている：TFTP
サーバの設定を確認してください。 

表 6-1 Cisco IP Phone 7960G/7940G モデルのステータス メッセージ （続き）

メッセージ 説明 説明と対処方法
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ステータス メニュー
ネットワークトウケイ画面

［ネットワークトウケイ］画面には、電話機やネットワークのパフォーマンスに

関する情報が表示されます。表 6-2 は、この画面に表示されるテキスト メッセー

ジのコンポーネントについて説明しています。

［ネットワークトウケイ］画面を表示するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 設定ボタンを押します。

ステップ 2 ［ステータス］を選択します。

ステップ 3 ［ネットワークトウケイ］を選択します。

［ネットワークトウケイ］画面を終了するには、［シュウリョウ］ソフトキーを押

します。

表 6-2 ネットワーク統計のメッセージ コンポーネント

メッセージ コンポーネント 説明

Rx Frames 電話機で受信されたパケットの数。

Tx Frames 電話機から送信されたパケットの数。

Rx Broadcasts 電話機で受信されたブロードキャスト パ

ケットの数。
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ステータス メニュー
次のいずれかの値

ショキカサレマシタ

TCP-timeout

CM-closed-TCP

TCP-Bad-ACK

CM-reset-TCP

CM-aborted-TCP

CM-NAKed

KeepaliveTO

Failback

Phone-Keypad

Phone-Re-IP

Reset-Reset

Reset-Restart

Phone-Reg-Rej

キョヒサレタ HC ノロード

CM-ICMP-Unreach

Phone-Abort

前回電話機がリセットした原因。

ケイカジカン 電話機が Cisco CallManager に接続されてか

ら経過した時間。

Port 1 PC ポートのリンクの状態と接続。たとえば、

Auto 100 Mb Full-Duplex は、PC ポートがリ

ンク アップ状態であり、全二重、100 Mbps 接

続を自動ネゴシエーションしたことを意味し

ます。

Port 2 ネットワーク ポートのリンクの状態と接続。

表 6-2 ネットワーク統計のメッセージ コンポーネント （続き）

メッセージ コンポーネント 説明
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ステータス メニュー
ファームウェアノバージョン画面

［ファームウェアノバージョン］画面には、電話機で実行中のファームウェアに

関する次の情報が表示されます。

• アプリケーションロード ID：電話機で実行中の電話アプリケーションのバー

ジョン。

• キドウロード ID：電話機で実行中の、出荷時にインストールされたロード

の ID。

［ファームウェアノバージョン］画面を表示するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 設定ボタンを押します。

ステップ 2 ［ステータス］を選択します。

ステップ 3 ［ファームウェアノバージョン］を選択します。

［ファームウェアノバージョン］画面を終了するには、［シュウリョウ］ソフト

キーを押します。

カクチョウモジュールノトウケイ画面

［カクチョウモジュールノトウケイ］画面には、電話機に接続されている Cisco IP

Phone 7914 拡張モジュールに関する情報が表示されます。

表 6-3 は、接続されている拡張モジュールについて、この画面に表示される情報

を説明しています。必要に応じて、この情報を拡張モジュールのトラブルシュー

ティングに使用できます。［カクチョウモジュールノトウケイ］画面で、先頭に

「A」の付いた統計は 1 番目の拡張モジュールです。先頭に「B」の付いた統計は

2 番目の拡張モジュールです。

［カクチョウモジュールノトウケイ］画面を表示するには、次の手順を実行しま

す。
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ステータス メニュー
手順

ステップ 1 設定ボタンを押します。

ステップ 2 ［ステータス］を選択します。

ステップ 3 ［カクチョウモジュールノトウケイ］を選択します。

［カクチョウモジュールノトウケイ］画面を終了するには、［シュウリョウ］ソフ

トキーを押します。

表 6-3 拡張モジュールの統計

項目 説明

リンクノジョウタイ 総体的な拡張モジュールの状態

RX Discarded Bytes エラーのために廃棄されたバイトの数

RX Length Err 長さが正しくないために廃棄されたパケットの数

RX Checksum Err チェックサム情報が無効であるために廃棄されたパ

ケットの数

RX Invalid Message メッセージが無効またはサポートされていないために

廃棄されたパケットの数

TX Retransmit 拡張モジュールに再送信されたパケットの数

TX Buffer Full 拡張モジュールが新規メッセージを受信できなかった

ために廃棄されたパケットの数
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セキュリティセッテイ メニュー
セキュリティセッテイ メニュー
［セキュリティセッテイ］メニューは、電話機のセキュリティに関する情報を表

示し、［CTL ファイル］メニューおよび［シンライリスト］メニューへのアクセ

スを提供します。［セキュリティセッテイ］メニューには、次のオプションが含

まれています。

• Web アクセス：電話機で Web アクセスが有効になっているか無効になって

いるかを示します。 Web アクセスは、Cisco CallManager Administration で設定

します。

• セキュリティモード：電話機に設定されているセキュリティ モードを表示

します。 セキュリティ モードは、Cisco CallManager Administration で設定し

ます。

• MIC：製造元でインストールされる証明書が電話機にインストールされてい

るかどうかを示します。

• LSC：ローカルで有効な証明書が電話機にインストールされているかどうか

を示します。

また、LSC の認証文字列を入力することもできます。詳細については、

P.3-17 の「Cisco IP Phone へのセキュリティの設定」を参照してください。

• CTL ファイル：CTL ファイルが電話機にインストールされている場合は、

［CTL ファイル］メニューへのアクセスを提供します。 このオプションに表

示されるロックされた鍵のアイコンは、CTL ファイルがロックされているこ

とを示します。 ロック解除された鍵のアイコンは、CTL ファイルがロック解

除されていることを示します。 CTL ファイルが電話機にインストールされ

ていない場合は、このオプションには「ミインストール」と表示されます。

詳細については、P.6-17 の「CTL ファイル メニュー」を参照してください。

• シンライリスト：CTL ファイルが電話機にインストールされている場合は、

［シンライリスト］メニューへのアクセスを提供します。詳細については、

P.6-19 の「シンライリスト メニュー」を参照してください。

• CAPF：電話機で使用される CAPF サーバの IP アドレスとポートを表示しま

す。

［セキュリティセッテイ］メニューを表示するには、設定ボタンを押し、［セキュ

リティセッテイ］を選択します。

［セキュリティセッテイ］メニューを終了するには、［シュウリョウ］ソフトキー

を押します。
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セキュリティセッテイ メニュー
CTL ファイル メニュー

CTL ファイルが電話機にインストールされている場合は、設定ボタンを押し、

［セキュリティセッテイ］>［CTL ファイル］の順に選択すると、［CTL ファイ

ル］メニューにアクセスできます。

［CTL ファイル］メニューを終了するには、［シュウリョウ］ソフトキーを押し

ます。

［CTL ファイル］メニューには、次のオプションが含まれています。

• CTL ファイル：電話機にインストールされた証明書信頼リスト（CTL）ファ

イルの MD5 ハッシュ （電話機にセキュリティが設定されている場合は、電

話機が再始動またはリセットしたときに CTL ファイルが自動的にインス

トールされます。 このファイルの詳細については、『Cisco CallManager セキュ
リティ ガイド』を参照してください）。 また、CTL ファイルをロック解除し、

電話機から削除することもできます。

このオプションに表示されるロックされた鍵のアイコンは、CTL ファイルが

ロックされていることを示します。 ロック解除された鍵のアイコンは、CTL
ファイルがロック解除されていることを示します。

• CallManager / TFTP：電話機で使用される Cisco CallManager および TFTP サー

バの IP アドレス。このサーバに証明書がインストールされている場合は、証

明書アイコンも表示します（図 6-1 を参照）。

• CAPF：電話機で使用される CAPF サーバの IP アドレス。 このサーバに証明

書がインストールされている場合は、証明書アイコンも表示します。

• CallManager：電話機で使用される Cisco CallManager サーバの IP アドレス。

このサーバに証明書がインストールされている場合は、証明書アイコンも表

示します（図 6-1 を参照）。

• TFTP サーバ：電話機で使用される TFTP サーバの IP アドレス。 このサーバ

に証明書がインストールされている場合は、証明書アイコンも表示します

（図 6-1 を参照）。

図 6-1 証明書アイコン
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セキュリティセッテイ メニュー
プライマリ TFTP サーバ（［TFTP サーバ 1］）またはバックアップ TFTP サーバ

（［TFTP サーバ 2］）が CTL ファイルに記述されていない場合は、［ネットワーク

ノセッテイ］メニューで変更した［TFTP サーバ 1］オプションの内容を保存す

る前に、CTL ファイルをロック解除する必要があります （このオプションの変

更方法については、P.4-7 の「ネットワークノセッテイ メニューのオプション」

を参照してください）。

CTL ファイルをロック解除し、［TFTP サーバ 1］オプションの変更または CTL

ファイルの削除を行うには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 **# を押して［セキュリティセッテイ］メニューのオプションをロック解除しま

す。

オプションのロック解除の詳細については、P.1-23 の「設定オプションのロック

とロック解除」を参照してください。

ステップ 2 設定ボタンを押し、［セキュリティセッテイ］>［CTL ファイル］の順に選択し

ます。

［CTL ファイル］メニューが表示されます。

ステップ 3 CTL オプションを選択します。

ステップ 4 ［ロックカイジョ］ソフトキーを押して CTL ファイルをロック解除します。

ステップ 5 次のどちらかの操作を行います。

• ［ネットワークノセッテイ］メニューで［TFTP サーバ 1］オプションを変更
する。

変更内容を保存すると、CTL ファイルが自動的に再ロックされます。

• ［サクジョ］ソフトキーを押して CTL ファイルを電話機から削除する。

CTL ファイルが削除され、電話機がリセットされます。
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セキュリティセッテイ メニュー
（注） ［ロックカイジョ］ソフトキーを押すと、このソフトキーは［ロック］に
変わります。［TFTP サーバ 1］オプションの変更または CTL ファイルの
削除を行わない場合は、［ロック］ソフトキーを押して CTL ファイルを
ロックしてください。

シンライリスト メニュー

［シンライリスト］メニューは、電話機が信頼するすべてのサーバに関する情報

を提供します。

CTL ファイルが電話機にインストールされている場合は、設定ボタンを押し、

［セキュリティセッテイ］>［シンライリスト］の順に選択すると、［シンライリ

スト］メニューにアクセスできます。

［シンライリスト］メニューを終了するには、［シュウリョウ］ソフトキーを押し

ます。

［シンライリスト］メニューには、次のオプションが含まれています。

• CallManager / TFTP：電話機で使用される、信頼できる Cisco CallManager お
よび TFTP サーバの IP アドレス。このサーバに証明書がインストールされて

いる場合は、証明書アイコンも表示します（図 6-1 を参照）。

• CAPF：電話機で使用される、信頼できる CAPF サーバの IP アドレス。 この

サーバに証明書がインストールされている場合は、証明書アイコンも表示し

ます（図 6-1 を参照）。

• CallManager：電話機で使用される、信頼できる Cisco CallManager サーバの

IP アドレス。 このサーバに証明書がインストールされている場合は、証明書

アイコンも表示します（図 6-1 を参照）。

• SRST：電話機で使用可能な、信頼できる SRST ルータの IP アドレス（その

ようなデバイスが Cisco CallManager Administration で設定されている場合）。

このデバイスに証明書がインストールされている場合は、証明書アイコンも

表示します（図 6-1 を参照）。

• TFTP サーバ：電話機で使用される TFTP サーバの IP アドレス。 このサーバ

に証明書がインストールされている場合は、証明書アイコンも表示します

（図 6-1 を参照）。
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コールノトウケイ画面
コールノトウケイ画面
現在のコールのカウンタと統計を表示するには、［コールノトウケイ］画面を使

用します。表 6-4 は、この画面に表示される情報について説明しています。

［コールノトウケイ］画面を表示するには、通話中に ? ボタンをすばやく 2 回押

します。

［コールノトウケイ］画面を終了するには、［シュウリョウ］ソフトキーを押しま

す。

表 6-4 コールの統計

項目 説明

RxType 受信されたボイス ストリームのタイプ（RTP ストリーミング

オーディオ。G.729、G.711 u-law、G.711 A-law、または Lin16k）。

RxSize 受信ボイス ストリーム（RTP ストリーミング オーディオ）内

のボイス パケットのサイズ（ミリ秒単位）。

RxCnt ボイス ストリームの開始以降に受信された RTP ボイス パ

ケットの数。

（注） コールが保留になることがあるので、この数はコール
の開始以降に受信された RTP ボイス パケットの数と
必ずしも一致しません。

TxType 送信されたボイス ストリームのタイプ（RTP ストリーミング

オーディオ。G.729、G.711 u-law、G.711 A-law、または Lin16k）。

TxSize 送信ボイス ストリーム内のボイス パケットのサイズ（ミリ秒

単位）。 

TxCnt ボイス ストリームの開始以降に送信された RTP ボイス パ

ケットの数。

（注） コールが保留になることがあるので、この数はコール
の開始以降に送信された RTP ボイス パケットの数と
必ずしも一致しません。 
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Avg Jtr 受信ボイス ストリームの開始以降に観察された見積もり平均

RTP パケット ジッタ（ネットワークを通過するときにパケッ

トに発生するダイナミックな遅延）。

Max Jtr 受信ボイス ストリームの開始以降に観察された最大ジッタ。 

RxDisc 受信ボイス ストリーム内の廃棄された RTP パケットの数（不

良パケット、過度の遅延など）。

（注） 電話機では、Cisco Gateway によって生成されるコン
フォート ノイズ パケット（ペイロード タイプ 19）が
廃棄されると、このカウンタが上がります。

RxLost 欠落した RTP パケット（送信時に消失）。

表 6-4 コールの統計 （続き）

項目 説明
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コールノトウケイ画面
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