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一般的なトラブルシューティング情報
次の表は、Cisco IP Phoneの一般的なトラブルシューティング情報を示しています。

表 1：Cisco IP Phone のトラブルシューティング

説明要約

シスコでは、PCポートを介した IP Phone間の接続はサポート
していません。各 IP Phoneはスイッチポートに直接接続する
必要があります。電話機が PCポートを使用して 1つの回線に
まとめて接続されている場合、それらの電話機は動作しませ

ん。

Cisco IP Phoneから別の Cisco IP
Phoneへの接続。
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説明要約

ボイス LAN上の長時間（数分間）にわたるレイヤ 2ブロード
キャストストームのために、IP Phoneがリセットされたり、
アクティブなコールが失われたり、コールの発信や応答がで

きなくなることがあります。ブロードキャストストームが終

了するまで、電話機が起動しないことがあります。

長時間のブロードキャストス

トームのために、IP Phoneがリ
セットされたり、コールの発信

や応答ができなかったりするこ

とがあります。

ネットワーク接続を介して電話機に電力を供給している場合

は、電話機のネットワーク接続を外して、そのケーブルをデ

スクトップコンピュータに接続する際に注意する必要があり

ます。

コンピュータのネットワークカードには、ネットワー

ク接続を介して電力を供給できないため、接続を介し

て電力を供給すると、ネットワークカードが破損する

場合があります。ネットワークカードを保護するため

に、電話機からケーブルを抜いた後、10秒以上待機し
てから、そのケーブルをコンピュータに接続してくだ

さい。この待機している間に、スイッチは電話機が回

線に存在しなくなったことを認識し、ケーブルへの電

力供給を停止することができます。

注意

ネットワーク接続の電話機から

ワークステーションへの移行

デフォルトでは、ネットワーク接続に影響を与える可能性の

ある変更をユーザが加えないように、管理者パスワード設定

がロックされています。管理者パスワードの設定をロック解

除した後で、設定できるようになります。

管理者パスワードが共通の電話プロファイルで設定

されていない場合、ユーザはネットワーク設定を変

更できます。

（注）

電話機の設定変更

RxType統計および TxType統計に、この Cisco IP Phoneと他の
デバイスとのやり取りに使用されているコーデックが表示さ

れます。これらの統計情報の値は、一致している必要があり

ます。コーデックが一致しない場合、相手側のデバイスがコー

デック会話を処理できるかどうか、またはトランスコーダが

サービスを処理するように設置されているかどうかを確認し

ます。詳細については、[コール統計（Call Statistics）]ウィン
ドウの表示を参照してください。

電話機と他のデバイスのコーデッ

クの不一致

RxSize統計および TxSize統計に、この Cisco IP Phoneと他の
デバイスとのやり取りに使用される音声パケットのサイズが

表示されます。これらの統計情報の値は、一致している必要

があります。詳細については、[コール統計（Call Statistics）]
ウィンドウの表示を参照してください。

電話機と別のデバイスの音声サ

ンプルの不一致
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説明要約

ループバック状態は、次の条件を満たすと発生します。

•電話機の [SWポート設定（SW Port Configuration）]オプ
ションが 10半二重（10-BaseT/半二重）に設定されてい
る。

•電話機に外部電源から電力が供給されている。

•電話機の電源が切れている（電源装置が接続されていな
い）。

この場合、電話機のスイッチポートが無効になり、次のメッ

セージがスイッチのコンソールログに表示されます。

HALF_DUX_COLLISION_EXCEED_THRESHOLD

この問題を解決するには、スイッチからポートを再度有効に

します。

ループバック状態

起動時の問題
下の関連項目で説明するとおり、ネットワークに電話機を設置し、Cisco Unified Communications
Managerに追加すると、電話機は起動します。

電話機が正しく起動しない場合は、次の項のトラブルシューティング情報を参照してください。

Cisco IP Phone が通常の起動プロセスを実行しない

問題

Cisco IPPhoneをネットワークポートに接続したとき、電話機が関連項目で説明されている通常の
起動プロセスを実行せず、電話スクリーンに情報が表示されません。

原因

電話機が起動プロセスを実行しない場合、ケーブル不良、不正な接続、ネットワークの停止、電

力の不足、または電話機が機能していないなどの原因が考えられます。

ソリューション

電話機が動作しているかどうかを確認するには、次の推奨事項に従って、考えられる他の問題を

排除します。

•ネットワークポートが動作していることを確認します。

◦イーサネットケーブルを、動作することがわかっているケーブルと交換します。
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◦動作している Cisco IP Phoneを別のポートから取り外してこのネットワークポートに接
続し、このポートがアクティブであることを確認します。

◦起動しない Cisco IP Phoneを、正常であることがわかっている別のネットワークポート
に接続します。

◦起動しない Cisco IP Phoneをスイッチのポートに直接接続して、オフィスのパッチパネ
ル接続を省きます。

•電話機に電力が供給されていることを確認します。

◦外部電源を使用している場合は、電気のコンセントが機能していることを確認します。

◦インラインパワーを使用している場合は、代わりに外部電源を使用します。

◦外部電源を使用している場合は、動作することがわかっているユニットに切り替えま
す。

•電話機が正常に起動しない場合は、#*2を押して電話機の電源を入れてください。この方法
で電話機に電源を投入すると、電話機はバックアップソフトウェアイメージを起動しよう

とします。

•これらを試しても、電話機が正常に起動しない場合は、電話機を工場出荷時の状態にリセッ
トします。

•これらの解決策を試みた後、5分経過してもCisco IP Phoneの電話スクリーンに何も表示され
ない場合は、シスコのテクニカルサポートの担当者に連絡して、サポートを受けてくださ

い。

電話機にエラーメッセージが表示される

問題

ステータスメッセージには、起動中のエラーが表示されます。

ソリューション

電話機が起動プロセスを繰り返している間は、問題の原因に関する情報を提供するステータス

メッセージにアクセスできます。ステータスメッセージへのアクセスに関する説明、および発生

する可能性のあるエラーとその説明、解決策の一覧については、「[ステータスメッセージ（Status
Messages）]ウィンドウの表示」のセクションを参照してください。

電話機が DNS を使用して接続できない

問題

DNS設定が誤っている可能性があります。
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ソリューション

TFTPサーバまたはサードパーティコール制御マネージャへのアクセスに DNSを使用する場合
は、DNSサーバを指定してあることを確認してください。

設定ファイルの破損

問題

この章に記載された他の解決策を試みても解決しない問題が特定の電話機で存続する場合は、設

定ファイルが破損している可能性があります。

ソリューション

resyncを使用して、プロビジョニングサーバから設定ファイルをリモートで取得します。

Cisco IP Phone が IP アドレスを取得できない

問題

電話機が起動時に IPアドレスを取得できない場合は、その電話機が DHCPサーバと同じネット
ワークまたはVLAN上に存在しないか、または電話機が接続されている先のスイッチポートが無
効になっている可能性があります。

ソリューション

電話機が接続されている先のネットワークまたはVLANがDHCPサーバにアクセスできること、
およびスイッチポートが有効になっていることを確認します。

電話機のリセットに関する問題
電話機が通話中やデスク上でアイドル状態のときにリセットされるという報告をユーザから受け

た場合は、原因を調査する必要があります。ネットワーク接続とサードパーティコール制御の接

続が安定している場合は、Cisco IP Phoneがリセットされることはありません。

通常は、イーサネットネットワークやサードパーティコール制御への接続に問題がある場合に電

話機がリセットされます。

断続的なネットワークの停止による電話機のリセット

問題

ネットワークで断続的な停止が発生している可能性があります。
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ソリューション

断続的なネットワークの停止は、データトラフィックと音声トラフィックにそれぞれ異なる影響

を与えます。ネットワークで断続的な停止が、検出されずに発生している可能性があります。こ

の場合、データトラフィックでは喪失パケットを再送信し、パケットが受信および送信されたこ

とを確認できます。ただし、音声トラフィックでは、喪失パケットを取り戻すことはできません。

電話機は、失われたネットワーク接続を再送信するのではなく、ネットワークをリセットして再

接続しようとします。音声ネットワークでの既知の問題については、システム管理者にお問い合

わせください。

DHCP の設定エラーによって電話機がリセットされる

問題

DHCP設定が正しくない可能性があります。

ソリューション

電話機が DHCPを使用するように正しく設定されていることを確認します。DHCPサーバが正し
くセットアップされていることを確認します。DHCPリース期間を確認します。リース期間を 8
日に設定することを推奨します。

誤ったスタティック IP アドレスによる電話機のリセット

問題

電話機に割り当てられたスタティック IPアドレスが正しくない可能性があります。

ソリューション

電話機にスタティック IPアドレスが割り当てられている場合は、正しい設定値が入力されている
ことを確認します。

ネットワーク使用量が多いときの電話機のリセット

問題

ネットワーク使用量が多いときに電話機がリセットされるように思われる場合は、ボイス VLAN
が設定されていない可能性があります。

ソリューション

電話機を個別の補助 VLANに分離することで、音声トラフィックの品質が向上します。
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電話機に電源が入らない

問題

電話機に電源が入っているように見えません。

ソリューション

電話機が再起動するのは、ほとんどの場合、外部電源から電源が供給されていたが、その接続が

失われて PoEに切り替わったときです。同様に、PoEを使用して電力が供給されている電話機が
外部電源に接続された場合にも、電話機が再起動することがあります。

電話機が LAN に接続できない

問題

LANへの物理的な接続が切断されている可能性があります。

ソリューション

Cisco IP Phoneが接続されている先のイーサネット接続が動作していることを確認します。たとえ
ば、電話機が接続されている先の特定のポートまたはスイッチがダウンしていないか、またスイッ

チが再起動中でないかどうかを確認します。また、ケーブルの切断が存在しないことも確認して

ください。

オーディオに関する問題
ここでは、オーディオに関する問題を解決する方法について説明します。

通話路がない

問題

コール中の 1人以上の通話者に音声が聞こえません。

ソリューション

少なくとも 1人の通話者がオーディオを受信できない場合、電話機間の IP接続が確立されていま
せん。ルータとスイッチの設定をチェックし、IP接続が正しく設定されていることを確認します。
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音声の途切れ

問題

ユーザからコールで音声が途切れるという苦情があります。

原因

ジッターの設定に不一致が存在する可能性があります。

ソリューション

AvgJtr統計情報とMaxJtr統計情報を確認します。これらの統計に大きな差がある場合は、ネット
ワークのジッターに問題があるか、または周期的にネットワークアクティビティが高くなってい

る可能性があります。

コールに関する一般的な問題
次の各項は、コールに関する一般的な問題のトラブルシューティングに役立ちます。

コールを確立できない

問題

ユーザからコールを発信できないことについての苦情があります。

原因

電話機にはDHCP IPアドレスがありません。電話機に IP設定中または登録中のメッセージが表示
される。

ソリューション

1 次のことを確認してください。

a イーサネットケーブルが接続されている。

b サードパーティコール制御システムはアクティブである。

2 両方の電話機で、オーディオサーバデバッグとキャプチャログが有効になっています。必要

な場合は、Javaデバッグを有効にしてください。
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電話機が DTMF ディジットを認識しないか、または数字が遅い

問題

ユーザから、キーパッドを使用しているときに数字が消えるか、または遅いという苦情がありま

す。

原因

キーを速く押しすぎると、数字が消えたり、遅くなったりすることがあります。

ソリューション

キーをあまり速く押さないでください。

設定ユーティリティを使用して電話機のすべての問題を

レポートする
Cisco TACと協力して問題をトラブルシューティングする場合、通常は問題を解決するための参
考として、Cisco TACから問題報告ツールのログを提出するよう求められます。設定ユーティリ
ティを使用して PRTのログを生成し、リモートログサーバにアップロードできます。

手順

ステップ 1 [設定ユーティリティ（Configuration Utility）]ページで、[管理者ログイン（Admin Login）] > [詳
細（advanced）] > [情報（Info）] > [デバッグ情報（Debug Info）]の順に選択します。

ステップ 2 [問題レポート（Problem Reports）]セクションで、[PRTの生成（Generate PRT）]をクリックしま
す。

[問題のレポート（Report Problem）]ダイアログが表示されます。
ステップ 3 [問題のレポート（Report Problem）]ダイアログに次の情報を入力します。

a) [日付（Date）]フィールドに問題が発生した日付を入力します。このフィールドには、現在の
日付がデフォルトで表示されます。

b) [時刻（Time）]フィールドに、問題が発生した時刻を入力します。このフィールドには、現在
の時刻がデフォルトで表示されます。

c) [問題の選択（Select Problem）]ドロップダウンリストボックスで、利用可能なオプションか
ら問題の説明を選択します。

ステップ 4 [問題のレポート（Report Problem）]ダイアログの [送信（Submit）]をクリックします。
[送信（Submit）]ボタンは、[問題の選択（Select Problem）]ドロップダウンリストボックスで値
を選択した場合にのみ有効になります。

PRTアップロードが成功したかどうかを示す通知アラートが [設定ユーティリティ（Configuration
Utility）]ページに表示されます。
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トラブルシューティング手順
これらの手順を使用すると、問題を識別したり、解決したりすることができます。

DHCP 設定の確認

手順

ステップ 1 [管理者設定（Admin Settings）] > [ネットワーク設定（Network Setup）] > [IPv4のセットアップ
（IPv4 Setup）]の順に選択します。

ステップ 2 [DHCPサーバ（DHCP server）]フィールドを確認します。
DHCPオプションが有効か無効かを確認します。

ステップ 3 [IPアドレス（IP Address）]、[サブネットマスク（Subnet Mask）]、および [デフォルトルータ
（Default Router）]フィールドを確認します。
電話機にスタティック IPアドレスを割り当てている場合は、これらのオプションの設定を手動で
入力する必要があります。

ステップ 4 DHCPを使用している場合は、DHCPサーバによって配布された IPアドレスを確認してくださ
い。

『Understanding and Troubleshooting DHCP in Catalyst Switch or Enterprise Networks』を参照してく
ださい。このマニュアルは、次の URLから入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk648/tk361/technologies_tech_note09186a00800f0804.shtml

DNS 設定の確認

手順

ステップ 1 [管理者設定（Admin Settings）] > [ネットワーク設定（Network Setup）] > [IPv4のセットアップ
（IPv4 Setup）]の順に選択します。

ステップ 2 [DNSサーバ 1（DNS Server 1）]フィールドが正しく設定されていることを確認します。
ステップ 3 また、DNSサーバに、TFTPサーバとサードパーティコール制御の CNAMEエントリが作成され

ていることを確認する必要もあります。

また、DNSが逆ルックアップを実行するように設定されていることも確認する必要があります。
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http://www.cisco.com/en/US/tech/tk648/tk361/technologies_tech_note09186a00800f0804.shtml


その他のトラブルシューティング情報
電話機のトラブルシューティングに関する詳細については、次の Cisco Webサイトにアクセスし
て、目的の電話機モデルに移動してください。

http://www.cisco.com/cisco/web/psa/troubleshoot.html

Cisco IP Phone 7800 シリーズマルチプラットフォーム電話機アドミニストレーションガイド（ファーム
ウェアリリース 11.0(0)用）
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その他のトラブルシューティング情報

http://www.cisco.com/cisco/web/psa/troubleshoot.html


   Cisco IP Phone 7800 シリーズマルチプラットフォーム電話機アドミニストレーションガイド（ファー
ムウェアリリース 11.0(0)用）
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その他のトラブルシューティング情報
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