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設定メニューからの電話ネットワークの手動セットアッ

プ
電話機を手動でセットアップしている場合は、次のフィールドを設定する必要があります。

• IPアドレス(IP address)

•サブネットマスク（Subnet mask）

• [デフォルトルータ（Default router）]

• DNSサーバ 1

• TFTPサーバ 1（TFTP Server 1）

ネットワーク設定をセットアップしたら、Wi-Fi接続をセットアップします。

手順

ステップ 1 [設定（Settings）]アプリケーションにアクセスします。

ステップ 2 [Wi-Fi]を選択します。

ステップ 3 プロファイルを選択します。

ステップ 4 （任意）プロファイル名を設定します。
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a) [プロファイル名（Profile name）]を選択します
b) プロファイル名を入力します
c) [次へ（More）] を押し、[保存（Save）]を選択します。

ステップ 5 [ネットワークの設定（Network configuration）] > [IPv4のセットアップ（IPv4 Setup）]を選択
します。

ステップ 6 [DHCP]を選択し、[Off]を押します。

ステップ 7 電話機の IPアドレスを入力します。

a) [IPアドレス（IP address）]を選択します。
b) ナビゲーションリングを押して、[選択（Select）]を押し、編集モードに入ります。
c) IPアドレスを入力します。
d) [保存]を押します。

ステップ 8 サブネットマスクを入力します。

a) [サブネットマスク（Subnet mask）]を選択します。
b) ナビゲーションリングを押して、[選択（Select）]を押し、編集モードに入ります。
c) マスクを入力します。

d) [保存]を押します。

ステップ 9 デフォルトルータを入力します。

a) [サブネットマスク（Subnet mask）]を選択します。
b) ナビゲーションリングを押して、[選択（Select）]を押し、編集モードに入ります。
c) マスクを入力します。

d) [保存]を押します。

ステップ 10 プライマリ DNSサーバを入力します。

a) [DNSサーバ 1（TFTP server 1）]を選択します。
b) ナビゲーションリングを押して、[選択（Select）]を押し、編集モードに入ります。
c) DNSサーバの IPアドレスを入力します。
d) [保存]を押します。

ステップ 11 プライマリ TFTPサーバを入力します

a) [TFTPサーバ 1（TFTP server 1）]を選択します。
b) ナビゲーションリングを押して、[選択（Select）]を押し、編集モードに入ります。
c) Cisco Unified Communications Manager用の TFTPサーバの IPアドレスを入力します。
d) [保存]を押します。

ステップ 12 信頼リストプロンプトで、[削除（Erase）]を押します。

[削除（Erase）]を選択すると、CTLファイルと ITLファイルが電話機から削除されます。 [続
行（Continue）]を選択した場合は、ファイルは残りますが、新しいCisco Unified Communications
Managerに接続できなくなる可能性があります。

関連トピック

ネットワーク設定のリセット

電話機の設定
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設定アプリへのアクセス（3ページ）

設定アプリへのアクセス

設定アプリを使用して、電話機のセットアップ、管理、カスタマイズを行います。

手順

ステップ 1 回線ビュー画面でナビゲーションクラスタの左矢印を押してアプリケーション画面を表示しま
す。

ステップ 2 アプリケーション画面でナビゲーションクラスタの左矢印を押して [設定（Settings）] を選

択します。

Wi-Fiネットワークへの電話機の追加
IPアドレスを入力する場合は、そのフィールドにスクロールし、[Select]を押します。フィー
ルドが入力ボックスに変化します。キーパッドを使用して数字を入力し、ナビゲーションリ

ングを使用してフィールド間を移動します。

電話機を設定して変更を保存したら、電話機が Cisco Unified Communications Managerに接続し
ます。接続が確立されたら、電話機が設定ファイルをダウンロードし、必要に応じて、ファー

ムウェアを新しいファームウェアロードにアップグレードします。

始める前に

Wi-Fiネットワークに関する次の情報が必要です。

• SSID

•セキュリティタイプ（WEPや EAPなど）

•選択したセキュリティタイプの PINまたはパスキー

手順

ステップ 1 [設定（Settings）]アプリケーションにアクセスします。

ステップ 2 [Wi-Fi]を選択します。

ステップ 3 プロファイルを選択します。

ステップ 4 （任意）プロファイル名を設定します。

a) [Profile name]を選択します。
b) キーパッドを使用して新しい名前を入力します。

電話機の設定
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• [Back] ソフトキーを押すと、カーソルの左側にある文字が削除されます。

•ナビゲーションリングを使用してフィールド内を左から右に移動します。

c) [次へ（More）] を押し、[保存（Save）]を選択します。

ステップ 5 [Network configuration] > [IPv4 setup]を選択します。

ネットワークが DHCPをサポートしていない場合は、次の手順を実行します。

a) 必須: [DHCP]を選択し、[Off]を押します。
b) [IP address]を選択し、電話機に割り当てられたアドレスを入力します。

c) [Subnet mask]を選択し、必要なサブネットマスクを入力します。たとえば、255.255.255.0
と指定します。

d) [Default router]を選択し、デフォルトルータの IPアドレスを入力します。
e) [DNS server 1]を選択し、DNSサーバの IPアドレスを入力します。

すべてのネットワークに対して、

a) [Alternate TFTP]を選択し、[On]に設定します。
b) [TFTP Server 1]を選択し、Cisco Unified Communications Managerの TFTP IPアドレスを入力
します。

c) [次へ（More）]を押し、[保存（Save）]を選択します。
d) [信頼リスト（Trust list）]ウィンドウで、[次へ（More）]を押し、[削除（Erase）]を選択し
ます。

e) [Back]を選択してから、もう一度 [Back]を選択します。

ステップ 6 [WLAN Configuration]を選択します。

ステップ 7 [SSID]を選択します。

a) キーパッドを使用してアクセスポイントの SSIDを入力します。
b) [次へ（More）]を押し、[保存（Save）]を選択します。

ステップ 8 [Security mode]を選択します。

ステップ 9 アクセスポイントに必要なセキュリティのタイプを選択します。

ステップ 10 次の表を使用して必要なセキュリティフィールドを設定します。

説明設定対象フィールドセキュリティモード

[Security Mode]が [None]に設定されている場
合は、他のどのフィールドも必要ありません。

NoneNone

40/104または 64/128の ASCIIまたは 16進数
のWEPキーを入力します。

WEPキーWEP

8～ 63文字の ASCIIまたは 64文字の 16進数
パスフレーズを入力します。

[パスフレーズ
（Passphrase）]

PSK

電話機の設定

4

電話機の設定

Wi-Fiネットワークへの電話機の追加



説明設定対象フィールドセキュリティモード

ユーザ IDを入力します。ユーザー ID[EAP-FAST]

PEAP-GTC

PEAP-MSCHAPV2
パスワードを入力します。パスワード

証明書のタイプを選択します。ユーザに証明

書を提供する必要がある場合があります。詳

細については、証明書を参照してください。

ユーザ証明書EAP-TLS

ステップ 11 [802.11 mode]を選択し、必要なモードを選択します。

モードによって、周波数が決定されます。モードを [Auto]に設定した場合は、電話機が5 GHz
と 2.4 GHzのどちらかの周波数を使用できます。5 GHzが推奨されている周波数です。

ステップ 12 [On call power save]を選択し、[Select]を押して設定を変更します。

このフィールドは、トラブルシューティングに必要な場合にのみ、[Disabled]に設定する必要が
あります。

ステップ 13 [次へ（More）]を押し、[保存（Save）]を選択します。

ステップ 14 [応答/送信（Answer/Send）] を押します。

関連トピック

設定アプリへのアクセス（3ページ）

Cisco Unified Communications Managerへの電話機の接続

始める前に

• Cisco Unified Communications Manager TFTPサーバの IPアドレスが必要です。

•電話機は、Cisco Unified Communications Managerで設定する必要があります

•電話機をWi-Fiネットワークに接続する必要があります。

手順

ステップ 1 [設定（Settings）]アプリケーションにアクセスします。

ステップ 2 [Wi-Fi]を選択します。

ステップ 3 プロファイルを選択します。

ステップ 4 [ネットワークの設定（Network configuration）] > [IPv4]を選択します

ステップ 5 [代替 TFTP（Alternate TFTP）]を選択し、[On]に設定します。

電話機の設定
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ステップ 6 [FTPサーバ1（FTP Server 1）]を選択し、Cisco Unified Communications Managerの TFTP IPアド
レスを入力します。

ステップ 7 [次へ（More）] を押して、[設定（Set）]を選択します。

ステップ 8 [信頼リスト（Trust list）]ウィンドウで、[次へ（More）]を押し、[削除（Erase）]を選択しま
す。

[削除（Erase）]を選択すると、CTLファイルと ITLファイルが電話機から削除されます。 [続
行（Continue）]を選択した場合は、ファイルは残りますが、新しいCisco Unified Communications
Managerに接続できなくなる可能性があります。

ステップ 9 ホーム画面に移動します。

電話機がCisco Unified Communications Managerに接続します。接続が確立されたら、電話機が
設定ファイルをダウンロードし、必要に応じて、ファームウェアを新しいファームウェアロー

ドにアップグレードします。

関連トピック

設定アプリへのアクセス（3ページ）

Cisco IP電話の管理ページ
Wi-Fiをサポートするシスコの電話機には、他の電話機のページとは異なる特別なWebページ
があります。 Simple Certificate Enrollment Protocol（SCEP）を使用できない場合に、電話機の
セキュリティを設定するため、これらの特別なWebページを使用します。これらのページを
使用して、セキュリティ証明書を手動で電話機にインストールしたり、セキュリティ証明書を

ダウンロードしたり、電話機の日時を手動で設定したりします。

これらのWebページには、デバイス情報、ネットワーク設定、ログ、統計情報など、他の電
話機のWebページに表示されるものと同じ情報が表示されます。

次の方法で管理ページにアクセスできます。

•ワイヤレス接続

•直接 USB接続

• USBイーサネットドングル

電話機の管理ページの設定

管理Webページは、電話機が工場から出荷された時点で有効になっていて、パスワードは
「Cisco」に設定されています。ただし、電話機を Cisco Unified Communications Managerに登
録する場合は、管理Webページを必ず有効にし、新しいパスワードを設定する必要がありま
す。

電話機の設定
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電話機を登録した後、Webページを初めて使用する前に、このWebページを有効にして、サ
インインクレデンシャルを設定します。

有効にすると、管理Webページには、HTTPSポート8443（https://x.x.x.x:8443（x.x.x.x
は電話機の IPアドレスです））でアクセスできます。

始める前に

管理Webページを有効にする前に、パスワードを決定します。パスワードには文字と数字を
任意に組み合わせて指定できますが、長さは 8～ 127文字の間にする必要があります。

ユーザ名は adminに固定されています。

手順

ステップ 1 Cisco Unified Communications Manager Administrationで、[デバイス（Device）] > [電話（Phone）]
を選択します。

ステップ 2 電話機を特定します。

ステップ 3 [Product Specific Configuration Layout]領域で、[Web Admin]パラメータを [Enable]に設定しま
す。

ステップ 4 [Admin Password]フィールドにパスワードを入力します。

ステップ 5 [保存（Save）]を選択し、[OK]をクリックします。

ステップ 6 [設定の適用（Apply Config）]を選択し、[OK]をクリックします。

ステップ 7 電話機を再起動します。

電話管理のWebページにアクセスします。
管理Webページにアクセスするとき、管理ポートを指定する必要があります。

手順

ステップ 1 次のように電話機の IPアドレスを取得します。

• Cisco Unified Communications Manager Administrationで、[デバイス（Device）] > [電話
（Phone）]を選択し、電話機を見つけます。Cisco Unified Communications Managerに登録
されている電話機の IPアドレスが、[Find and List Phones]ウィンドウと [Phone Configuration]
ウィンドウの上部に表示されます。

•電話機の [設定（Settings）]アプリケーションにアクセスし、[電話の情報（Phone
Information）] > [ネットワーク（Network）] > [IPv4]の順に選択し、[IPアドレス（IP
address）]フィールドまでスクロールします。

ステップ 2 Webブラウザを開いて、次の URLを入力します。ここで、IP_addressは Cisco IP電話の IPア
ドレスです。

電話機の設定
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https://<IP_address>:8443

ステップ 3 [Password]フィールドにパスワードを入力します。

ステップ 4 [送信（Submit）]をクリックします。

関連トピック

設定アプリへのアクセス（3ページ）

管理Webページを使用した電話機のセットアップ
電話機をリモートでセットアップする必要がある場合は、管理Webページから電話機パラメー
タを設定することができます。この方法で電話機をセットアップする場合は、電話機の最初の

WLANプロファイルをセットアップします。

手順

ステップ 1 電話機の管理Webページで、[WLAN]を選択します。

ステップ 2 [プロファイル 1]をクリックします。

ステップ 3 次の表に示すように、フィールドを設定します。

説明フィールド名

読み取り専用フィールドソース（Source）

プロファイルを有効または無効にするために

使用します。

ステータス（Status）

プロファイル名を入力します。プロファイル（Profile）

WLANプロファイルの変更をユーザに許可す
るかどうかをフィールドに設定します。

ユーザによる変更が可能

WLANの設定

アクセスポイントの SSIDを入力します。SSID

セキュリティモードを選択します。セキュリティモード（Security mode）

セキュリティタイプがWEPに設定されてい
る場合は、画面が [WEPキー（WEP key）]
フィールドを表示するように切り替わります。

40/104 ASCII、64/128 ASCII、または 16進数
WEPキーを入力します。

WEPキー

電話機の設定
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説明フィールド名

セキュリティタイプがPSKに設定されている
場合は、画面が [パスフレーズ（Passphrase）]
フィールドを表示するように切り替わります。

8～ 63個の ASCIIまたは 64個の 16進数パス
フレーズを入力します。

パスフレーズ（Passphrase）

セキュリティタイプがEAP-Fast、PEAP-GTC、
または PEAP-MSCHAPV2の場合は、画面が
[ユーザID（User ID）]フィールドを表示する
ように切り替わります。ユーザの IDを入力
します。

ユーザー ID（User ID）

セキュリティタイプがEAP-Fast、PEAP-GTC、
または PEAP-MSCHAPV2の場合は、画面が
[パスワード（Password）]フィールドを表示す
るように切り替わります。パスワードを入力

します。

[パスワード（Password）]

証明書のタイプを選択します。ユーザ証明書

必要なモードを選択します。802.11モード（802.11 mode）

電話機が電力を節約するために使用する省電

力モードのタイプを選択します。

省電力（On call power save）

ネットワークの設定

ドメイン名を入力します。ドメイン名（Domain Name）

IPv4のセットアップ（IPv4 setup）

DHCP方式を設定します。DHCPがオフになっ
ている場合は、追加のフィールドをセットアッ

プする必要があります。

DHCP

DHCPがオフのときに、スタティック IPアド
レスを割り当てます

IPアドレス(IP address)

DHCPがオフのときに、サブネットマスクを
入力します。

サブネットマスク（Subnet mask）

DHCPがオフのときに、ルータの IPアドレス
を入力します。

[デフォルトルータ（Default router）]

電話機の設定
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説明フィールド名

DHCPがオフのときに、少なくとも1つのDNS
サーバの IPアドレスを入力します。

DNSサーバ 1

DNSサーバ 2

DNSサーバ 3

このフィールドは、Cisco Unified
Communications Managerに関連付けられたも
のとは別の TFTPサーバを使用するかどうか
を指定するために設定します。

代替 TFTP（Alternate TFTP）

Cisco Unified Communications Manager TFTP
サーバ（プライマリとセカンダリ（使用可能

な場合））の IPアドレスを入力します。

TFTPサーバ 1（TFTP Server 1）

TFTPサーバ 2

現在、サポートされていません。IPv6

ステップ 4 [保存]をクリックします。

電話機の管理Webページからバックアップ設定を構成します
電話機の管理Webページを使用して、電話機の設定をバックアップまたは復元することがで
きます。

手順

ステップ 1 電話機の管理Webページで、[バックアップ設定（Backup settings）]を選択します。

ステップ 2 次のいずれかの選択肢を実行します。

•バックアップファイルをインポートします。コンピュータ上のファイルを参照して、暗
号キーを入力し、[インポート（Import）]をクリックします。

•バックアップファイルをエクスポートします。暗号キーを入力し、[エクスポート
（Export）]をクリックします。このキーはファイルのインポートに必要なことに注意し
てください。

手動での電話機の日時の設定

証明書ベースの認証では、電話機に正しい日時を表示する必要があります。認証サーバは、電

話機の日時を証明書の失効日と照合します。電話機とサーバの日時が一致しないと、電話機は

動作を停止します。

電話機の設定
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電話機がネットワークから正しい情報を受信していない場合、次の手順を使用して電話機の日

時を手動で設定します。

手順

ステップ 1 電話機の管理Webページで、[日付および時刻（Date and time）]までスクロールします。

ステップ 2 次のいずれかの選択肢を実行します。

•ローカルサーバーに電話機を同期する場合は、[電話機のローカルの日時を設定（SetPhone
to local date and time）]をクリックします。

• [日付および時刻の指定（Specify Date & Time）]フィールドで、メニューを使用して、
月、日、年、時、分、秒を選択し、[電話機を特定の日時に設定（Set phone to specific date
and time）]をクリックします。

電話機の管理ページからのローカル連絡先の管理

電話機の管理Webページを通じて、以下のことが可能です。

•ユーザの電話機に連絡先のコンマ区切り値 (CSV)ファイルをインポートします。

•ユーザのローカル連絡先リストを CSVファイルとしてエクスポートします。

•ユーザの電話機からローカルの連絡先をすべて削除します。

インポート機能およびエクスポート機能は、電話機を最初にセットアップするときに役立ちま

す。1つの電話機で、ご所属の組織の使用頻度の高い電話番号のリストを設定できます。その
後、そのリストをエクスポートして、他の電話機にインポートすることができます。

ユーザに電話機管理ページへのアクセスを許可する場合は、ローカル連絡先のインポートとエ

クスポートの指示を必ずしてください。

最初のローカル連絡先リストに対する推奨アプローチ

複数の電話機にインポートするリストを作成する場合は、次の方法をお勧めします。

1. 電話機のローカル連絡先リストに 1つのエントリを作成します。

2. 電話機からリストをエクスポートします。

3. リストを編集してエントリを追加します。

テキストエディタを使用して、リストを編集します。

その他のツール (文書作成プログラムやスプレッドシートプログラムなど)を使用している
場合は、次のいずれかの形式でリストを保存する必要があります。

• CSV UTF-8

•標準 CSV

電話機の設定
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4. 電話機へリストをインポートします。

5. 他の電話機でのインポート前に、リストが正しく表示されることを確認します。

ユーザのローカルの連絡先をインポート

CSVファイルをユーザの電話機にインポートすることができます。この CSVファイルをテキ
ストエディタを使用して作成するか、またはリストを1つの電話機に作成してエクスポートす
ることができます (ユーザのローカルの連絡先をエクスポート（13ページ）を参照)。

ローカルの連絡先は最大200件まで追加できます。ただし、既に電話機に連絡先リストがある
場合、CSVファイルと電話機のエントリ数は200件を超えることはできず、インポートは失敗
します。

お気に入りリストの最初がボイスメール用に指定されているため、 49件だけをお気に入りと
してマークすることができます。既に電話機にお気に入りリストがある場合、お気に入りとし

てマークしたCSVファイルのエントリ数と電話機のエントリ数は49件を超えることはできず、
インポートは失敗します。

インポートの際には、エントリが既に電話機に存在しているかどうかが確認されないため、重

複したエントリが発生する可能性があります。重複したエントリは手動で削除する必要があり

ます。

始める前に

CSVファイルを次の形式で作成します。

サンプル CSVファイル

First name, Last name, Nickname, Company, Work number, Home number, Mobile number, Email
address, Work primary, Home primary, Mobile primary, Work favorite, Home favorite,
Mobile favorite
Michael,G,,Sample Company,1000,12345678,,test@test.com,true,false,false,2,3,

ここで、

サンプルから説明フィールド名

Michael文字列としての名名

G文字列としての姓、または空

のままにします

姓

(empty)文字列としての短い名前、ま

たは空のままにします。

ニックネーム

サンプル企業文字列としての会社名、また

は空のままにします。

文字列にコンマを含

めることはできませ

ん。

（注）

会社（Company）

電話機の設定
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サンプルから説明フィールド名

1000電話機でダイヤルする正確な

番号。

勤務先電話番号

12345678電話機でダイヤルする正確な

番号。

ｼﾞﾀｸ ﾉ ﾃﾞﾝﾜﾊﾞﾝｺﾞｳ

(empty)電話機でダイヤルする正確な

番号。

携帯電話番号

test@test.com電子メールアドレス、または

空のままにします。

電子メールアドレス

ワーク（プライマリ）: true

ホーム（プライマリ）: false

モバイル（プライマリ）: false

値 (true、false)

これらの値のうち 1つだけを
trueに設定し、残りの 2つの
値を falseとして設定します。

ワーク（プライマリ）

ホーム（プライマリ）

モバイル（プライマリ）

ワーク（お気に入り）: 2

ホーム（お気に入り）: 3

モバイル（お気に入り）: (空
欄)

お気に入りに追加する任意の

番号用にお気に入りのスロッ

ト番号を設定します。たとえ

ば、仕事の番号をお気に入り

スロット 2に配置するには、
ワーク（お気に入り）に 2を
入力します。

お気に入りスロット

1は、ボイスメール
用に指定されていま

す。

（注）

ワーク（お気に入り）

ホーム（お気に入り）

モバイル（お気に入り）

手順

ステップ 1 電話機の管理Webページで、[ローカルの連絡先（Local contacts）]を選択します。

ステップ 2 [ローカル連絡先のインポート（Import local contacts）]で、[参照 (Browse)]をクリックします。

ステップ 3 CSVファイルに移動してこれをクリックし、[OK ]をクリックします。

ステップ 4 [アップロード（Upload）]をクリックします。

ステップ 5 電話機で、リストが正しく表示されていることを確認します。

ユーザのローカルの連絡先をエクスポート

電話機のローカル連絡先リストを CSVファイルとしてエクスポートできます。

電話機の設定
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手順

ステップ 1 電話機の管理Webページで、[ローカルの連絡先（Local contacts）]を選択します。

ステップ 2 [ローカル連絡先のエクスポート]で、 [1エクスポート（Export）]をクリックします。

ステップ 3 ファイルをお使いのコンピュータに保存します。

ユーザのローカルの連絡先を削除

電話機からローカル連絡先リスト全体を削除することができます。たとえば、電話機を別の

ユーザに割り当てる前にこれを実行できます。

手順

ステップ 1 電話機の管理Webページで、[ローカルの連絡先（Local contacts）]を選択します。

ステップ 2 [すべての連絡先を削除する（Delete all local contacts）]で、[削除（Delete）]をクリックしま
す。

ステップ 3 ポップアップウィンドウで、削除を確認します。

ステップ 4 電話機のローカル連絡先リストが空であることを確認します。

ワイヤレス LANセキュリティ
Wi-Fiをサポートするシスコの電話機には追加のセキュリティ要件があり、追加の設定が必要
になります。これらの追加手順には、証明書のインストール、および電話機と Cisco Unified
Communications Managerでのセキュリティの設定が含まれます。

追加情報については、『Security Guide for Cisco Unified Communications Manager』を参照してく
ださい。

電話機の管理Webページからユーザ証明書をインストールする
Simple Certificate Enrollment Protocol（SCEP）を使用できない場合、電話機にユーザ証明書を手
動でインストールすることができます。

製造元でインストールされる証明書（MIC）を EAP-TLS用のユーザ証明書として使用できま
す。

ユーザ証明書をインストールした後、RADIUSサーバの信頼リストに追加する必要がありま
す。

電話機の設定
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始める前に

電話機のユーザ証明書をインストールするには、その前に以下を用意する必要があります。

• PCに保存されたユーザ証明書。証明書は PKCS #12形式である必要があります。

•証明書の抽出パスワード。

ファームウェアリリース 11.0 (6)以降を実行している電話機では、最大 16文字までこのパ
スワードを使用できます。以前のリリースでは、最大 12文字のパスワードが使用できま
す。

手順

ステップ 1 電話機の管理Webページで、[証明書（Certificates）]を選択します。

ステップ 2 [ユーザインストール（User install）]フィールドを見つけて [インストール（Install）]をクリッ
クします。

ステップ 3 PCの証明書を参照します。

ステップ 4 [抽出パスワード（Extract password）]フィールドに、証明書の抽出パスワードを入力します。

ステップ 5 [アップロード（Upload）]をクリックします。

ステップ 6 アップロードが完了したら、電話機を再起動します。

電話機の管理Webページから認証サーバ証明書をインストールする
Simple Certificate Enrollment Protocol（SCEP）を使用できない場合、電話機に認証サーバ証明書
を手動でインストールすることができます。

RADIUSサーバ証明書を発行したルートCA証明書は、EAP-TLS用にインストールする必要が
あります。

始める前に

電話機に証明書をインストールするには、その前に認証サーバ証明書を PCに保存する必要が
あります。証明書は PEM（Base 64）または DER形式でエンコードする必要があります。

手順

ステップ 1 電話機の管理Webページで、[証明書（Certificates）]を選択します。

ステップ 2 [認証サーバ CA（管理Webページ）（Authentication server CA (Admin webpage)）]フィールド
を見つけて [インストール（Install）]をクリックします。

ステップ 3 PCの証明書を参照します。

ステップ 4 [アップロード（Upload）]をクリックします。

電話機の設定
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ステップ 5 アップロードが完了したら、電話機を再起動します。

複数の証明書をインストールする場合は、電話機を再起動する前に、すべての証明書をインス

トールします。

電話機の管理Webページからセキュリティ証明書を手動で削除する
Simple Certificate Enrollment Protocol（SCEP）を使用できない場合、電話機からセキュリティ証
明書を手動で削除することができます。

手順

ステップ 1 電話機の管理Webページで、[証明書（Certificates）]を選択します。

ステップ 2 [Certificates]ページで証明書を見つけます。

ステップ 3 [削除（Delete）]をクリックします。

ステップ 4 削除プロセスが完了したら、電話機を再起動します。

SCEPセットアップ
Simple Certificate Enrollment Protocol（SCEP）は、証明書の自動プロビジョニングおよび更新の
標準です。これにより、電話機に証明書を手動でインストールせずに済みます。

SCEPプロダクト固有の設定パラメータの設定

電話機のWebページで次の SCEPパラメータを設定する必要があります。

• RA IPアドレス

• SCEPサーバのルート CA証明書の SHA-1または SHA-256フィンガープリント

Cisco IOSの登録局（RA）は、SCEPサーバへのプロキシとして機能します。電話機の SCEP
クライアントは、Cisco Unified Communications Managerからダウンロードされたパラメータを
使用します。パラメータを設定すると、電話機から RAに SCEP getcs要求が送信され、定
義されたフィンガープリントを使用してルート CA証明書が検証されます。

手順

ステップ 1 Cisco Unified Communications Manager Administrationで、[デバイス（Device）] > [電話（Phone）]
を選択します。

ステップ 2 電話機を特定します。

ステップ 3 [Product Specific Configuration Layout]領域までスクロールします。

電話機の設定
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ステップ 4 [WLAN SCEP Server]チェックボックスをオンにして、SCEPパラメータをアクティブ化しま
す。

ステップ 5 [WLAN Root CA Fingerprint (SHA256 or SHA1)]チェックボックスをオンにして、SCEP QEDパ
ラメータをアクティブ化します。

Simple Certificate Enrollment Protocolサーバのサポート

Simple Certificate Enrollment Protocol（SCEP）サーバを使用する場合、サーバはユーザとサーバ
証明書を自動的に維持できます。SCEPサーバで、次のようにSCEP登録エージェント（RA）
を設定します。

• PKIトラストポイントとして機能する

• PKI RAとして機能する

• RADIUSサーバを使用してデバイス認証を実行する

詳細については、SCEPサーバのマニュアルを参照してください。

USBドングルとデスクトップチャージャーを使用した電
話機のセットアップ

USB/イーサネットアダプタ（ドングル）は、自動Wi-Fiプロファイルプロビジョニングと証
明書の登録が必要な場合に、デスクトップチャージャーに挿入してイーサネットネットワー

クに接続することができます。イーサネットネットワーク経由の音声コールはサポートされ

ません。

USBドングルは、日常的にデスクトップチャージャーに接続して使用するためのもので
はありません。この用途は初期プロビジョニング専用です。

（注）

プロビジョニングに使用するスイッチポートのネイティブ VLANは、Cisco Unified
Communications Managerに接続できる必要があり、それを指しているDHCPオプション 150を
Cisco Unified Communications Managerに提供する必要があります。

サポートされている USB/イーサネットアダプタは次のとおりです。

• Apple USB 2.0イーサネットアダプタ

• Belkin B2B048 USB 3.0ギガビットイーサネットアダプタ

• D-Link DUB-E100 USB 2.0ファストイーサネットアダプタ

• Linksys USB300M USB 2.0イーサネットアダプタ

• Linksys USB3GIG USB 3.0ギガビットイーサネットアダプタ

電話機の設定
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始める前に

USB/イーサネットアダプタ（ドングル）が必要です。

デスクトップチャージャーは、電源アダプタを使用して、電源に接続する必要があります。

手順

ステップ 1 Cisco Unified Communications Manager Administrationで、作成したWLANプロファイルが正し
いCUCMデバイスプール（[システム（System）] > [デバイスプール（Device Pool）]）とワイ
ヤレスフォン（[デバイス（Device）]> [電話（Phone）]）のどちらかに関連付けられているこ
とをチェックします。

ステップ 2 ドングルの一方の端をデスクトップチャージャーに接続し、もう一方の端をネットワークス
イッチに接続された RJ-45ケーブルに接続します。

ステップ 3 電話機をデスクトップチャージャーにセットし、プロファイルがダウンロードされるまで待ち
ます。

ステップ 4 電話機が Cisco Unified Communications Managerに登録されていることをチェックします。

ステップ 5 デスクトップチャージャーから電話機を取り外します。

ステップ 6 デスクトップチャージャーからドングルを取り外します。

電話機の設定
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翻訳について
このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては
、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている
場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい
ては米国サイトのドキュメントを参照ください。


