CHAPTER

9

電話設定のカスタマイズと
電話ステータスの表示
呼び出しトーンや画面の設定などの設定を調整す
ることにより、電話機をカスタマイズすることがで
きます。
電話ロック機能を有効にすることによって電話機
へのアクセスを保護することができます。電話機の
電源をオンにした後で、電話機が無線ネットワーク
で認証する前に、パスワードを入力する必要があり
ます。
Profiles Settings メニューにアクセスすると、システ
ム管理者の電話機の設定方法によって、画面に電話
ステータスしか表示されないことがあります。
電話機のトラブルシューティングの際に、電話機の
ソフトウェアやネットワーク設定についての情報
の表示が必要になることがあります。詳細について
は、次の項を参照してください。
•

電話ステータスの表示（P.127）

•

ネットワーク設定の表示（P.129）
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電話設定の変更
Phone Settings メニューを使用して、Cisco 無線 IP 電
話 7920 の電話設定オプションを複数の中から選択
することができます。Phone Settings メニューのオプ
ションが表示されない場合は、システム管理者に
よってその電話のローカル設定が制限されていま
す。

呼び出しトーンの設定の変更
呼び出しトーンの設定にアクセスするには、Menu
を押し、 または を押して Phone Settings メニュー
に切り替えます。Phone Settings を選択すると、オ
プションのリストが表示されます。
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項目

操作

各内線の呼び出
しトーンの変更

Ring Tones にスクロールして選
択 し、Select Ring Tone に ス ク
ロールして選択します。
特定の呼び出しトーンを割り当
てる内線を選択し、目的の呼び
出しトーンにスクロールして選
択 し ま す。選 択 し た 呼 び 出 し
ト ー ン が 再 生 さ れ、そ の 横 に
が表示されます。Back を押
して Phone Settings に戻ります。
2 つのデフォルトの呼び出し
トーン、およびユーザがダウン
ロードした 1 つの呼び出しトー
ンの中から選択できます。
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項目

操作

Cisco CallMana
ger からの呼び
出しトーンのダ
ウンロード

Ring Tones>Download Ring Tone
を選択します。リストで目的の
呼び出しトーンにスクロールし
て、選択します。 または を押
して Play を表示し、これを押し
て選択した呼び出しトーンを聞
きます。
Select に切り替えて選択します。
ダウンロードした呼び出しトー
ンの隣に
が 表 示 さ れ ま す。
Back を押して Phone Settings に
戻ります。
ダウンロードした呼び出しトー
ンが電話機の呼び出しトーンの
リストに表示されます。
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電話機の画面設定の変更
電話画面および表示される情報を制御する設定を
変更するには、Menu > Phone Settings を選択しま
す。
項目

操作

電話画面に表示 Language にスクロールして選択
される言語の変 し、目的の言語にスクロールし
更

てその言語を選択します。選択
した言語の横に
が表示され
ます。

（注）
電話画面の起動
メッセージの変
更

画面上は選択した言語
にすぐに変更されます。

Greeting Message にスクロール
して選択し、Edit を押します。
メッセージを 15 文字以内で入力
します。P.37 の「テキストの入
力と編集」を参照してください。
OK を押して変更内容を保存し、
Back を押して Phone Settings に
戻ります。
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項目

操作

メインの電話画 Welcome Message にスクロール
面メッセージの して選択し、Edit を押します。
変更

メッセージを 10 文字以内で入力
します。P.37 の「テキストの入
力と編集」を参照してください。
OK を押して変更内容を保存し、
Back を押して Phone Settings に
戻ります。

電話画面のバッ
クライトの変更
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Backlight にスクロールして選択
します。Off または On にスク
ロールして、Select を押します。
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電話ロックの設定の変更
電話ロック機能を制御する設定を変更するには、
Menu > Phone Settings を選択します。
項目

操作

電話機の電源を
オンにすると
ロック解除する
パスワードの入
力を要求する

Phone Lock にスクロールして選
択し、On/Off にスクロールして
選択します。Off にスクロールし
て電話ロックを無効にするか、
On にスクロールして電話ロッ
クのパスワードを要求するよう
に設定して、Select を押します。

電話ロックのパ
スワードを変更
する

Phone Lock にスクロールして選
択し、Password にスクロールし
て選択します。Edit を押して電
話ロックのパスワード（* や # を
含む 10 文字まで）を入力します。
OK を押して変更内容を確認し、
Back を押して Phone Settings に
戻ります。

（注）

デフォルトのパスワー
ドは、12345 に設定され
ています。
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ヒント
•

電話ロック機能が有効でパスワードを変更し
ていない場合、12345（デフォルトのパスワー
ド）を入力し、電話ロックを解除します。

•

電話ロックのパスワードを変更して忘れた場
合、システム管理者に連絡して電話ロックを解
除しリセットしてもらいます。個人設定および
電話帳エントリがすべて削除されます。
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電話ステータスの表示
トラブルシューティングの目的で、次の表に示すよ
うに、電話機のソフトウェア、ファームウェア、お
よびハードウェアのリリースを確認しなければな
らない場合があります。
項目

操作

電話ステータス Menu を押し、 または を押し
のオプションの て Phone Settings メニューに切り
表示

替えます。Phone Settings を選択
し、Phone Status を選択します。

現在の設定ファ
イル名の表示

Current Config File に ス ク ロ ー
ルして選択し、番号を表示しま
す。

ネットワーク統 Network Statistics にスクロール
計情報の表示
して選択し、ネットワーク接続

時間などの統計情報を表示しま
す。
ファームウェア
のバージョン番
号の表示

Firmware Info ま で ス ク ロ ー ル
し て 選 択 し ま す。Firmware
Version にスクロールして選択
します。
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項目
ボード サポー
ト パッケージ
（Bsp）ロード
ID の表示

操作
Firmware Info ま で ス ク ロ ー ル
して選択します。Bsp Load ID に
スクロールして選択します。

起動ロード ID
の表示

Firmware Info ま で ス ク ロ ー ル
し て 選 択 し ま す。Boot Load ID
にスクロールして選択します。

ハードウェア情
報の表示

Hardware Info にスクロールし
て選択し、現在のハードウェア
のリリースを表示します。
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ネットワーク設定の表示
トラブルシューティングの目的で、次の表に示すよ
うに、電話機のネットワーク設定を確認しなければ
ならない場合があります。
Network Config メニューにアクセスすると、システ
ム管理者の電話機の設定方法によって、画面に「Not
Available」と表示されることがあります。
項目

操作

現在のネット
ワーク設定の表
示

Menu > Network Config >

電話機の MAC
アドレスの表示

Current Config を選択して次の
設定を表示します。
•

DHCP enable

•

DHCP server

•

IP address for phone

•

Subnet mask

•

Hostname for phone

•

Primary gateway

•

Primary TFTP server

•

Cisco CallManager servers
(1-5)

Menu > Network Config > MAC
Address を選択します。
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項目

操作

電話機の無線
ネットワーク設
定の表示

Menu > Network Config >
802.11b Configuration を選択し
て、次の設定を表示します。
•

Associated access point (AP)
MAC address

•

Associated AP SSID

•

Network type

•

Current user profile

•

Current network profile

•

Key management used

•

Cipher used

ヒント
•

システム管理者は、Cisco Wireless IP Phone 7920
の設定可能なメニューへのアクセスを無効に
することができます。

•

システム管理者に問い合せると、このメニュー
に表示されるネットワーク設定についての情
報がわかります。

•

Site Survey 機能は、アクセス ポイント関連につ
いて確認するためのユーティリティです。
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