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第 1 章

Cisco IP DECT6800シリーズ

• Cisco IP DECT 6800シリーズの概要（1ページ）
•新規および変更情報（5ページ）
• Cisco IP DECT6800シリーズワークフローを設定する（13ページ）
•ネットワークに110リピーターをセットアップする（15ページ）
•ベースステーションアカウント（16ページ）
•ネットワーク輻輳時のシステムの動作（17ページ）
•停電（17ページ）
•用語の違い（17ページ）
•サポートされる文字（18ページ）
• Cisco IP DECT6800シリーズマニュアル（18ページ）

Cisco IP DECT 6800シリーズの概要
Cisco IP DECT6800シリーズは、中小規模の企業向けに設計されています。シリーズは次のよ
うに構成されています。

• Cisco IP DECT 110シングルセルベースステーション

• Cisco IP DECT 210マルチセルベースステーション

• Cisco IP DECT 110リピータ

• Cisco IP DECT Phone 6823ハンドセット

• Cisco IP DECT Phone 6825ハンドセット

• Cisco IP DECT電話 6825ルートパターン

ベースステーションとリピータは同じように見えます。ただし、それぞれの機能は異なりま

す。

Cisco IP DECT 6800シリーズアドミニストレーションガイド
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このドキュメントでは、Cisco IP DECT6800シリーズの内容のみ取り上げます。このシリーズ
は、Cisco IP電話 6800シリーズマルチプラットフォーム電話とは異なります。Cisco IP電話
6800シリーズマルチプラットフォーム電話の詳細については、https://www.cisco.com/c/en/us/
support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/series.htmlを参照して
ください。

（注）

図 1 : Cisco IP DECT Phone 6823ハンドセット、Cisco IP DECT Phone 6825ハンドセット、Cisco IP DECT電話 6825ルートパ
ターン、Cisco IP DECT 110リピータ、Cisco IP DECT 210マルチセルベースステーション、および Cisco IP DECT 110シン
グルセルベースステーション

オレンジ色 Cisco IP DECT電話 6825ルートパターンは IP65-ratedです。IP65とは、ハンドセッ
トがほこり止めで、ノズルからの水に対して防御されていることを意味します。このオレンジ

色によって、ハンドセットが見つけやすくなります。

次の表に、Cisco IP DECT Phone 6825ハンドセットとCisco IP DECT Phone 6823ハンドセットの
主な違いを示します。

Cisco IP DECT Phone 6823ハンド
セット

Cisco IP DECT Phone 6825ハンド
セット

機能

ディスプレイ: 1.7インチ

解像度: 128 x 160ピクセル

ディスプレイ: 2インチ

解像度: 240 x 320ピクセル

画面

参加者不在現在緊急用押しボタン

サポート対象外サポートされるBluetooth

USBポートまたはLEDがあり
ません

USBポートと LEDクレードルへの充電

Cisco IP DECT 6800シリーズアドミニストレーションガイド
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ハンドセットは、デジタルエンハンストコードレス通信（DECT）を使用してベースステーショ
ンと通信します。ベースステーションは、呼制御機能のために呼制御システムと通信します。

これらの設定では、次のようにシステムをセットアップできます。

• Cisco IP DECT 110シングルセルベースステーション1つ、110リピーターは最大 6個

• Cisco IP DECT 210マルチセルベースステーション 1つ、110リピーターは最大 3個。

複数のベースステーションは、より大きなオフィス空間のために無線カバレッジを拡張す

る。

各Cisco IP DECT 210マルチセルベースステーションベースステーションで最大 30個のハンド
セットを設定できます。各110シングルセルベースステーションベースステーションで最大20
個のハンドセットを設定できます。ベースステーションでアクティブになっているコールの数

は制限されています。詳細については、インストール要件（19ページ）を参照してくださ
い。

このドキュメントでは、システムのインストール、構成、および管理について説明します。ハ

ンドセットの使用方法については、Cisco IP DECT6800シリーズユーザガイドを参照してくだ
さい。

次の表に、このドキュメントで使用されている一般的な用語とその意味を示します。

表 1 :用語

意味用語

6823ハンドセット

6825ハンドセット

6825高耐久ハンドセット

ハンドセットまたは電話

110シングルセルベースステーション

210マルチセルベースステーション

ベースステーション

110リピーターリピーター

顧客サイトにおけるハンドセット、リピータ、ベースステー

ションのセットです。

システム

すべての機能がシステムでサポートされているわけではありません。サポートされている機能

については、サービスプロバイダーに問い合わせてください。

（注）
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ベースステーションとリピーターの ID
Cisco IP DECT6800シリーズデバイスの上部に表示されている記号を使用してデバイスを識別
できます。

記号デバイス

110シングルセルベースステーション

210マルチセルベースステーション

110リピーター

ベースステーションとリピーターを次の方法で識別することもできます。

•デバイスの背面にあるプロダクト IDラベル。

•リピーターには LANポートがありません。

Cisco IP DECT 6800シリーズアドミニストレーションガイド
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新規および変更情報

ファームウェアリース 4.8の新機能
新しいまたは変更されたコンテンツ機能

新しいセクション:ベースステーションとリピーターの
ID（4ページ）

更新されたセクション

• Cisco IP DECT 6800シリーズの概要（1ページ）

• Cisco IP DECT6800シリーズワークフローを設定する
（13ページ）

•インストール要件（19ページ）

•ベースステーションまたはリピーターを天井に取り
付ける（26ページ）

•ベースステーションまたはリピーターをデスクに取
り付ける（30ページ）

•ベースステーションまたはリピーターを壁面に取り
付ける（32ページ）

•ベースステーションの国を設定する（48ページ）

•追加のベースステーションを追加して、マルチセル
ネットワーク（ワークフロー）を作成、（76ペー
ジ）

•ハンドセット画面に「検索中」と表示される。（179
ページ）

•自動設定（44ページ）

•ファームウェアファイルをダウンロードしてTFTP、
HTTP、またはHTTPSサーバにコピーする（165ペー
ジ）

110シングルセルベースステーショ
ン

Cisco IP DECT 6800シリーズアドミニストレーションガイド
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新しいまたは変更されたコンテンツ機能

新しいセクション:

•ベースステーションとリピーターの ID（4ページ）

•ネットワークに110リピーターをセットアップする
（15ページ）

•リピーターパッケージの内容（24ページ）

•リピーターの追加（54ページ）

•リピーターWebページのフィールド（135ページ）

•リピーターのインストール問題（174ページ）

110リピーター

更新されたセクション

• Cisco IP DECT 6800シリーズの概要（1ページ）

• Cisco IP DECT6800シリーズワークフローを設定する
（13ページ）

•インストール要件（19ページ）

•ベースステーションをインストールする（25ペー
ジ）

•ベースステーションまたはリピーターを天井に取り
付ける（26ページ）

•ベースステーションまたはリピーターをデスクに取
り付ける（30ページ）

•ベースステーションまたはリピーターを壁面に取り
付ける（32ページ）

•内線番号Webページのフィールド（85ページ）

• [Streaming Statistics（ストリームの統計）] Webペー
ジのフィールド（139ページ）

•診断Webページのフィールド（145ページ）

•のサイト調査を実施する（155ページ）

•ファームウェアファイルをダウンロードしてTFTP、
HTTP、またはHTTPSサーバにコピーする（165ペー
ジ）

•ハンドセットのインストールに関する問題（174ペー
ジ）

110リピーター

Cisco IP DECT 6800シリーズアドミニストレーションガイド
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新しいまたは変更されたコンテンツ機能

更新されたセクション

• Cisco IP DECT 6800シリーズの概要（1ページ）

•インストール要件（19ページ）

•充電クレードルをセットアップする（39ページ）

•アラームの設定（71ページ）

•ファームウェアアップデートWebページのフィール
ド（115ページ）

•システムのアップグレード（162ページ）

•ハンドセットの仕様（190ページ）

6823ハンドセット

更新されたセクション

•ユーザにハンドセットを割り当てる（51ページ）

•ハンドセットの登録を開始する（52ページ）

•ハンドセットをベースステーションに設定します。
（53ページ）

•カントリーウェブページのフィールド（116ページ）

ハンドセットへのコード追加への

アクセス

更新されたセクションベースステーションの国を設定す

る（48ページ）
証明書時間検証の機能拡張

新しいセクション:

•ページングの設定（68ページ）

•管理設定Webページのフィールド（108ページ）の
複数のページンググループパラメータ表

•コールプログレストーンWebページのフィールド（
133ページ）のページトーンフィールド

ページング

新しいセクション:

•パスワードルールの設定（59ページ）を選択しま
す。

•セキュリティWebページのフィールド（119ページ）
のWebパスワード制約セクションフィールド表

パスワードの強化

更新されたセクション自動設定（44ページ）マルチセルプロビジョニングの機

能拡張

Cisco IP DECT 6800シリーズアドミニストレーションガイド
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新しいまたは変更されたコンテンツ機能

新しいセクション:メディアセキュリティのセットアップ
（58ページ）

更新されたセクション

•セキュリティ（56ページ）

•サーバWebページのフィールド（96ページ）のセ
キュア RTP、新しいフィールドのメディアセキュリ
ティとTLS専用のメディアセキュリティフィールド

メディアのセキュリティ

拡張Webページのフィールドの追加または編集（89ペー
ジ）の新しいフィールド、ブロードワークスビジーラン

プフィールドリスト URI

共有コールの機能拡張

新しいセクション:

•ユーザ名とパスワードを使用してハンドセットを自
動的にセットアップする（45ページ）

•短いアクティベーションコードを使用した自動ハン
ドセットのセットアップをする（45ページ）

•ベースステーションへの一時ハンドセットの追加（
72ページ）

•管理設定Webページのフィールド（108ページ）の
プロミスカスモードセクションフィールド表

ベースステーションへの一時ハン

ドセットの追加

内線番号Webページのフィールド（85ページ）の新し
いフィールド、ステータスと拡張機能

UIの機能拡張

新しいセクション:ハンドセットを登録できない（176ペー
ジ）

トラブルシューティングの変更

Cisco IP DECT 6800シリーズアドミニストレーションガイド
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新しいまたは変更されたコンテンツ機能

でハンドセットパッケージの詳細追加ハンドセットのパッ

ケージの内容（24ページ）

でデフォルトパスワードの更新ユーザWebページにサイ
ンインする（43ページ）

で静的 IP詳細の追加ネットワークの設定（49ページ）

でローカルテキストフォルダの詳細追加セントラルディ

レクトリの設定（63ページ）

でアラームサーバ設定に関する情報の追加アラームの設

定（71ページ）

でマルチセルシステムの前提条件の追加プライマリベー

スステーションでのマルチセルシステムの設定（77ペー
ジ）

でヘッドセットのサポート情報の更新音質（82ページ）

さまざまなWebページのフィールド表における説明の詳
細追加

自動再同期の値の追加管理設定Webページのフィールド
（108ページ）

ベースステーションをアップグレードする（166ページ）
とハンドセットをアップグレードする（167ページ）での
LEDパターンとアップグレード時間の追加

新しいトラブルシューティング手順充電器でハンドセッ

トのビープ音が鳴り続ける（179ページ）

一般的な変更

ファームウェアリース 4.7の新機能
このリリースから開始します。

•リリース番号のスキームは、標準の Ciscoリリース番号に準拠するように変更されます。
内部的には、前の番号のスキームが表示されます。ファームウェアリリース 4.7および
ファームウェアリリース V470 B6は同じファームウェアリリースです。

•リリースに関連するすべてのドキュメントの更新が明確にマークされています。たとえ
ば、新しいフィールドが追加されたり、フィールドが削除されたりすると、その変更のタ

イプと、その変更が適用されるリリースの情報がドキュメントに示されます。

Cisco IP DECT 6800シリーズアドミニストレーションガイド
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新規または変更情報機能

Cisco IP DECT 6800シリーズの概要（1ページ）

Cisco IP DECT6800シリーズワークフローを設定する（13ペー
ジ）

インストール要件（19ページ）

ファームウェアファイルをダウンロードして TFTP、HTTP、
または HTTPSサーバにコピーする（165ページ）

ハンドセットをアップグレードする（167ページ）

ハンドセットの仕様（190ページ）

210マルチセルベースステー
ション

SIPトランスポートフィールドの情報をサーバWebページの
フィールド（96ページ）に追加します。

DNS NAPTRサポート

サーバWebページのフィールド（96ページ）のコーデック
優先度フィールドに OPUSを追加します。

Opusコーデックサポート

Cisco IP DECT 6800シリーズアドミニストレーションガイド
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新規または変更情報機能

ExtensionsWebページとそのサブページが変更されています。
これには、次のコンテンツが影響します。

•内線番号Webページのフィールド（85ページ）

前のセクションはこちらファームウェアリリースV450お
よびV460の拡張機能Webページのフィールド（149ペー
ジ）を参照してください。

•ターミナルWebページのフィールド（93ページ）

前のセクションはこちらを参照してください。ファーム

ウェアリリース V450およびV460の端末Webページの
フィールド（152ページ）

•拡張Webページのフィールドの追加または編集（89ペー
ジ）

内線番号Webページのフィールド（85ページ）の内線情報、
端末の位置、電池残量、RSSI、および計測時間 [mm:ss]
フィールドを追加します。

拡張Webページのフィールドの追加または編集（89ページ）
の認証ユーザ名、認証パスワード、XSIユーザ名と XSIパ
スワードフィールドの最大長を追加します。

フェールオーバー再接続時間をネットワーク設定Webページ
のフィールド（103ページ）に追加します。

緊急コール、緊急コールのためのコールドロップ、緊急コー

ルの拒否フィールドを[Streaming Statistics（ストリームの統
計）] Webページのフィールド（139ページ）のコール表示に
追加します。

一部のフィールドは、ファームウェアリリース4.7のWebペー
ジに表示されなくなりました。これらは削除済みとしてマー

クされています。

UIの機能拡張

Cisco IP DECT6800シリーズワークフローを設定する（13ペー
ジ）に更新して、タスクを並べ替えます。

ベースステーションの国を設定する（48ページ）の国に関す
る情報についての説明。

のサイト調査を実施する（155ページ）書き換えられました。

新しいトラブルシューティング手順ハンドセットがオンにな

らない（177ページ）およびハンドセットがオンのままにな
らない（177ページ）

一般的な変更

Cisco IP DECT 6800シリーズアドミニストレーションガイド
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ファームウェアリリース V460の新規および変更情報
新規または更新されたセクション機能

新しいベースステーションアカウント（16
ページ）

新しいユーザWebページにサインインする
（43ページ）

ベースステーションWebページ（83ページ）
を更新

内線番号Webページのフィールド（85ペー
ジ）を更新

ターミナルWebページのフィールド（93ペー
ジ）を更新

サーバWebページのフィールド（96ページ）
を更新

管理設定Webページのフィールド（108ペー
ジ）を更新

中央ディレクトリWebページのフィールド（
122ページ）を更新

[Generic Statistics（ジェネリックの統計）] Web
ページのフィールド（142ページ）を更新

ベースステーションのWebページの機能強化

中央ディレクトリWebページのフィールド（
122ページ）を更新

Broadsoftディレクトリ

ネットワーク設定Webページのフィールド（
103ページ）とネットワークプロトコル（191
ページ）が更新されました

CDPのサポート

ハンドセットが登録されない (自動設定)（174
ページ）を更新

ハンドセットの設定済み機能の拡張

診断Webページのフィールド（145ページ）
を更新

新規タスク（New task） PCAPログの生成（
185ページ）

PCAPログ

Cisco IP DECT 6800シリーズアドミニストレーションガイド
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新規または更新されたセクション機能

新しいタスク:

•ハンドセットに 2番目の回線を追加する
（74ページ）

•ハンドセット間の回線の共有（75ペー
ジ）

•ハンドセットが登録されない (自動設定)
（174ページ）

•ハンドセットが登録されない (手動設定)
（175ページ）

•ベースステーションのLEDが赤色に点滅
し、ハンドセットが SIP Regメッセージ
を表示しない（176ページ）

一般的な変更

Cisco IP DECT6800シリーズワークフローを設定する
次のワークフローを使用して、お使いのシステムで110シングルセルベースステーションまた
は210マルチセルベースステーションのセットアップをガイドします。

このワークフローは、単一ベースのシステム用に設計されています。210マルチセルベースス
テーションを追加する必要がある場合は、追加のベースステーションに追加の知識が必要で

す。

（注）

インストールには、次の 2つの方法があります。

•自動:このシナリオでは、ベースステーションとハンドセットはサービスプロバイダーに
よって事前設定されます。

•手動:このシナリオでは、ベースステーションとハンドセットを、管理Webページで設定
する必要があります。サービスプロバイダーは、コール制御サービスと通信するための情

報をシステムに提供する必要があります。

このワークフローを完了すると、ディレクトリ、セキュリティ、およびその他の機能を設定で

きます。詳細については、電話の管理（41ページ）を参照してください。

手順

目的コマンドまたはアクション

システムインストレーションの準備。インストール要件（19ページ）ステップ 1

Cisco IP DECT 6800シリーズアドミニストレーションガイド
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目的コマンドまたはアクション

ベースステーションとネットワークが

通信できることを確認します。システ

ベースステーションをインストールす

る（25ページ）
ステップ 2

ムが自動構成を使用する場合、システ

ムは自動的に構成をダウンロードしま

す。

計画的な場所にベースステーションを

一時的に配置し、ハードウェアを永続

のサイト調査を実施する（155ページ）ステップ 3

的に設置する前に、設置範囲に適して

いることを確認します。

取り付け位置に、ベースステーション

を取り付けます。

次の作業のいずれかを実行します。ステップ 4

•ベースステーションまたはリピー
ターを天井に取り付ける（26ペー
ジ）

•ベースステーションまたはリピー
ターをデスクに取り付ける（30
ページ）

•ベースステーションまたはリピー
ターを壁面に取り付ける（32ペー
ジ）

ブラウザからベースステーションの

Webページに接続します。
管理Webページにログインする（42
ページ）

ステップ 5

（手動設定のみ）呼処理のために SIP
サーバと通信するようにベースステー

ションを設定します。

ベースステーションを設定します。（

47ページ）
ステップ 6

（手動設定のみ）ベースステーション

の国と時間を設定します。国は着信音

ベースステーションの国を設定する（

48ページ）
ステップ 7

とインバンド・トーンを決定します。

また、時間の設定にも役立ちます。時

刻は、ハンドセットとベースステー

ションのログファイルに表示されま

す。

（手動設定のみ）電話をかけることが

できるようにネットワークを設定しま

す。

ネットワークの設定（49ページ）ステップ 8

（手動設定のみ）ベースステーション

にハンドセットを設定します。1つの
ベースステーションにハンドセットを

追加する（50ページ）
ステップ 9

ハンドセットまたは複数のハンドセッ

トを設定できます。

Cisco IP DECT 6800シリーズアドミニストレーションガイド
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目的コマンドまたはアクション

（手動設定のみ）複数ハンドセットの

設定シナリオでは、ハンドセットを特

定のユーザに割り当てます。

ユーザにハンドセットを割り当てる（

51ページ）
ステップ 10

ハンドセットが登録して通信ループを

完了できるようにベースステーション

を準備する。

ハンドセットの登録を開始する（52
ページ）

ステップ 11

ハンドセットとベースステーションの

間の通信を設定します。

ハンドセットをベースステーションに

設定します。（53ページ）
ステップ 12

電話をかけることができることを確認

してください。

システム設定の確認（161ページ）ステップ 13

ハンドセットと通信するためにベース

ステーションが正しく配置されている

ことを確認してください。

（任意）のサイト調査を実施する（

155ページ）
ステップ 14

バックアップを実行して設定を保存し

ます。

（任意）システム設定のバックアップ

（161ページ）
ステップ 15

次のタスク

110リピーターを設定する必要がある場合は、ネットワークに110リピーターをセットアップ
する（15ページ）に移動します。

関連トピック

手動設定（47ページ）
自動設定（44ページ）

ネットワークに110リピーターをセットアップする
次のワークフローを使用して、110リピーターを110シングルセルベースステーションと連携
するようにを設定します。

リピーターの追加（54ページ）で指示されるまで、リピーターを電源に接続しないでくださ
い。

（注）

始める前に

ベースステーションがインストールされていて、アクティブになっている必要があります。

Cisco IP DECT 6800シリーズアドミニストレーションガイド
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少なくとも 1つのハンドセットがインストールされ、アクティブになっている必要がありま
す。

手順

目的コマンドまたはアクション

システムインストレーションの準備。インストール要件（19ページ）ステップ 1

計画的な場所にリピーターを一時的に配

置し、ハードウェアを永続的に設置する

のサイト調査を実施する（155ページ）ステップ 2

前に、設置範囲に適していることを確認

します。

取り付け位置に、リピーターを取り付け

ます。

次のいずれかを実行します。ステップ 3

•ベースステーションまたはリピー
ターを天井に取り付ける（26ペー
ジ）

•ベースステーションまたはリピー
ターをデスクに取り付ける（30
ページ）

•ベースステーションまたはリピー
ターを壁面に取り付ける（32ペー
ジ）

ブラウザからベースステーションのWeb
ページに接続します。

管理Webページにログインする（42
ページ）

ステップ 4

システムにリピーターを追加します。リピーターの追加（54ページ）ステップ 5

電話をかけることができることを確認し

てください。

システム設定の確認（161ページ）ステップ 6

ハンドセットと通信するためにベースス

テーションとリピーターが正しく配置さ

れていることを確認してください。

のサイト調査を実施する（155ページ）ステップ 7

バックアップを実行して設定を保存しま

す。

（任意）システム設定のバックアップ

（161ページ）
ステップ 8

ベースステーションアカウント
管理者またはユーザとしてベースステーションにログインできます。サービスプロバイダー

は、IDとパスワードを提供します。

Cisco IP DECT 6800シリーズアドミニストレーションガイド
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管理者 IDを使用して、このドキュメントで説明されているすべてのWebページとすべての
フィールドにアクセスできます。

ユーザ IDを使用して、次のWebページのサブセットフィールドにアクセスすることだけがで
きます。

•開始/ステータス

• [内線（Extensions）]

• Terminal

関連トピック

ベースステーションWebページ（83ページ）

ネットワーク輻輳時のシステムの動作
ネットワークパフォーマンスの低下の原因となるものは、電話システムの音声品質にも影響を

及ぼすため、場合によっては、通話が切断される可能性があります。ネットワークパフォーマ

ンスの低下は、次のような原因が考えられます。

•内部ポートスキャンやセキュリティスキャンなどの管理タスク

•サービス拒否攻撃など、ネットワーク上で発生した攻撃

停電
電話機を経由して緊急サービスにアクセスするには、そのベースステーションが電力を受信す

る必要があります。停電が発生した場合、電源が復旧するまでは、電話サービスおよび緊急

コールサービスダイヤルが機能しません。電源の異常および障害が発生した場合は、装置を

リセットまたは再設定してから、電話サービスおよび緊急コールサービスダイヤルを利用す

る必要があります。

緊急サービスにアクセスするには、ハンドセットに十分なバッテリー電力が必要です。バッテ

リーの電力が不足している場合は、バッテリーが十分に充電されるまでサービスまたは緊急電

話サービスのダイヤルは機能しません。

用語の違い
次の表は、Cisco IP DECT6800シリーズユーザガイドとCisco IP DECT6800シリーズアドミニ

ストレーションガイドの用語の相違点についてまとめたものです。

Cisco IP DECT 6800シリーズアドミニストレーションガイド
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表 2 :用語の違い

アドミニストレーションガイドユーザガイド

メッセージ受信インジケータ（MWI）または
メッセージ受信ランプ

メッセージインジケータ

ボイスメッセージシステムボイスメールシステム

サポートされる文字
情報を入力すると、ベースステーションとハンドセットは次の文字に対応します。

図 2 :サポートされる文字

の中央のソフトキーを押して、6823ハンドセット特殊文字にアクセスすることができます。（注）

Cisco IP DECT6800シリーズマニュアル
お使いの言語、およびファームウェアリリース向けの資料を参照してください。次の URLか
ら移動してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/
tsd-products-support-series-home.html

Cisco IP DECT 6800シリーズアドミニストレーションガイド
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第 2 章

ハードウェアの設置

•インストール要件（19ページ）
•ベースステーションをインストールする（25ページ）
•ベースステーションまたはリピーターを天井に取り付ける（26ページ）
•ベースステーションまたはリピーターをデスクに取り付ける（30ページ）
•ベースステーションまたはリピーターを壁面に取り付ける（32ページ）
•ハンドセットにバッテリーを取り付ける（36ページ）
•充電クレードルをセットアップする（39ページ）
•ハンドセットのバッテリーの充電（39ページ）

インストール要件
Cisco IP DECT6800シリーズは、次のハードウェアで構成されています。

• 6825ハンドセット

• 6825高耐久ハンドセット

• 6823ハンドセット

• 110シングルセルベースステーション

• 210マルチセルベースステーション

• 110リピーター

110シングルセルベースステーションは、マルチセルシステムでは使用できません。（注）

Cisco IP DECT6800シリーズシステムのセットアップを始める前に、

•必要なユーザ（ハンドセット）の数を決定します。

Cisco IP DECT 6800シリーズアドミニストレーションガイド
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•必要な電話回線（番号）の数を決定します。システムでサポートされている同時コールの
総数に達していない場合、各ユーザは最大 2回線および 2つの同時コールを使用できま
す。

•ハンドセットの数を考慮して、必要なベースステーションの数を決定する：

•同時ハンドセット使用量の見積もり。詳細については、ハンドセット登録（21ペー
ジ）を参照してください。

•カバーされるスペースのサイズ

•ベースステーションの範囲。各ベースステーションは、屋外で最大984フィート（300
メートル）、屋内で 164フィート（50メートル）の範囲を持ちます。

•必要に応じて、中継をベースステーションに追加して、システムの範囲を拡張するこ
とができます。

表 3 :ベースステーションの最大リピーター数

リピータベースステーション

6110シングルセルベースステーション

3210マルチセルベースステーション

リピーターの範囲を指定します。各リピーターは、屋外で最大984フィート（300メー
トル）、屋内で 164フィート（50メートル）の範囲を持ちます。

•コール制御システムをセットアップして運用する必要があります。サーバアドレス、ユー
ザ ID、およびパスワードを含むコール制御システム情報を取得します。情報を収集する
ときにワークシート（197ページ）は便利です。

•各ベースステーションを設置する場所を計画します。

•ベースステーションを壁または天井に取り付ける必要があるかどうかを決定します。

ベースステーションを乾式壁（石膏ボード）に取り付けるための壁栓とネジを用意し

ています。

•各ベースステーションの計画された場所の近くに LAN接続があることを確認してく
ださい。ベースに付属のイーサネットケーブルは78.5インチ（200 cm）ですが、最大
で3937インチ（10,000 cm）のストレート CAT5eケーブルの長さは任意です。

• Power over Ethernet (PoE)を使用しない場合は、ベースステーションの適切な範囲を提
供する領域にある、コンセントの近くにベースステーションを設置します。電源コー

ドのアダプタの長さは 82インチ（208 cm）です。

•ハンドセットが通信できるようにベースステーションが配置されていることを確認し
ます。カバレッジがユーザにとって最適であることを確認してください。

110シングルセルベースステーションを使用すると、中継を追加して、カバレッジを
向上させることができます。

Cisco IP DECT 6800シリーズアドミニストレーションガイド
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210マルチセルベースステーションを使用して、カバレッジを向上させるための追加
のベースステーションまたは中継器を追加できます。

•リピーターが必要な場合は、次のようになります。

•リピーターを壁または天井に取り付ける必要があるかどうかを決定します。

リピーターを乾式壁（石膏ボード）に取り付けるための壁栓とネジを用意していま

す。詳細については、取り付け手順を参照してください。

•各リピーターの予定場所の近くに電気コンセントがあることを確認します。電源コー
ドのアダプタの長さは 82インチ（208 cm）です。

•リピーターがベースステーションの範囲内にあることを確認します。各ベースステー
ションは、屋外で最大 984フィート（300メートル）、屋内で 164フィート（50メー
トル）の範囲を持ちます。

ハンドセット登録

110シングルセルベースステーションに登録されているハンドセットは最大20です。また、30
ハンドセットを210マルチセルベースステーションに登録することができます。しかし、ベー
スステーションが処理できるアクティブなコールの数は、コーデックによって制限されていま

す。

表 4 : 110シングルセルベースステーション 1つと210マルチセルベースステーション 1つに対してサポートされている
アクティブコールの数

210マルチセルベースステー
ション

110シングルセルベースステーショ
ン

[Band]

1010コンカレントナローバンド

88コンカレントセキュアナ

ローバンド

55広帯域

表 5 :多くの210マルチセルベースステーションに対してサポートされるアクティブコールの最大数

マルチセルシステム[Band]

2000コンカレントナローバンド

2000コンカレントセキュアナローバンド

1250広帯域

Cisco IP DECT 6800シリーズアドミニストレーションガイド
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ユーザがPush to Talkをオンにすると、ベースステーションによって、サポートされるアクティ
ブコールの数が少なくなる場合があります。

（注）

リピータを使用する場合、基本はより少ないアクティブなハンドセットをサポートします。（注）

シングルセル展開とマルチセル展開では、ハンドセットとベースステーションの最大数が異な

ります。詳細については、「シングルセルマルチセルネットワーク（22ページ）」を参照し
てください。

シングルセルマルチセルネットワーク

1つのセルシステムまたはマルチセルシステムのいずれかを設定できます。

1つのセルシステムは、最大 20ハンドセットの110シングルセルベースステーション 1つまた
は最大30ハンドセットの210マルチセルベースステーションで構成されています。また、ラジ
オのカバーを向上させるために、最大 6つの110シングルセルベースステーションを搭載した
110リピーター、最大 3つの210マルチセルベースステーションを搭載した110リピーターを使
用することもできます。次の図は、1つのベースステーションを持つシングルセルネットワー
クを示しています。

図 3 :単一セルネットワーク

次の図は、1つのベースステーションを持つリピーターを搭載したシングルセルベースステー
ションを示しています。

Cisco IP DECT 6800シリーズアドミニストレーションガイド
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図 4 : 1つのリピーターを搭載した単一のベースステーション

マルチセルシステムは、最大 1000ハンドセットと最大 250の210マルチセルベースステーショ
ンで構成されています。このシステムでは、ラジオのカバレージを向上させるために、最大で

100の110リピーターを使用することもできます。次の図は、3つのベースステーションを持つ
マルチセルネットワークを示しています。

図 5 :マルチセルネットワーク

ベースステーションパッケージの内容

ベースステーションパッケージの内容は次のとおりです。

•ベースステーション

Cisco IP DECT 6800シリーズアドミニストレーションガイド
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•ベースステーションスタンド

•イーサネットケーブル

•地域の電源アダプタ

• USB-電源ジャックケーブル

•取り付けネジとプラグ

•印刷されたコンプライアンス文書

ベースステーションを天井に取り付ける場合は、別の天井取り付けキットを注文する必要があ

ります。

リピーターパッケージの内容

リピーターパッケージには、次の内容が含まれています。

•リピーター

•リピータースタンド

•地域の電源アダプタ

• USB-電源ジャックケーブル

•取り付けネジとプラグ

•印刷されたコンプライアンス文書

リピーターを天井に取り付ける場合は、別の天井取り付けキットを注文する必要があります。

ハンドセットのパッケージの内容

あなたの携帯電話パッケージには次の内容があります：

•付属のベルトクリップ付きハンドセット。ハンドセットの内側にはバッテリーがあり、
バッテリーの接触部にはプラスチック片があります。

バッテリーの接触部を覆うプラスチックを取り外す必要がありま

す。詳細については、ハンドセットにバッテリーを取り付ける（

36ページ）を参照してください。

（注）

•付属の USBケーブルでクレードルを充電してください。

•充電クレードルの地域電源アダプタ。

•ハンドセットのベルトクリップを取り替えるためのプラスチックカバー。

Cisco IP DECT 6800シリーズアドミニストレーションガイド
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ベルトクリップを使用せずにハンドセットを使用する場合は、こ

の小さいプラスチックのカバーを必ず保存してください。

（注）

•印刷されたコンプライアンス文書。

ハンドセットを登録するときに、箱にラベルを付ける必要があります。

電力要件

ベースステーションには、次のいずれかの電源が必要です。

• Power over Ethernet（PoE）-最小 IEEE 802.3：パワークラス 2（3.84〜6.49W）

•あなたの地域に特有の電源アダプター（USB-電源ジャックケーブル）。電源アダプター
はコンセントに接続されます。

携帯電話は、3.7V、1000mAh、4.1Wh、リチウムイオン電池によって供給されています。

ハンドセット充電器の電源ケーブルは地域の電源アダプタに接続し、電源アダプタはコンセン

トに接続する必要があります。

ベースステーションをインストールする
ベースステーションがネットワークに接続すると、LEDが点灯してネットワークの状態を示し
ます。

•グリーン接続。

•黄色の接続が進行中です。

•赤色、点滅 -ネットワークに接続できません。

•赤色、実線 -ネットワーク接続のリセット。

この手順を使用して、ベースステーションを選択した場所にマウントする前に、ベースステー

ションとネットワークが相互に通信できることを確認します。

始める前に

ベースステーションには次のものが必要です。

• Power over Ethernet（PoE）または電源アダプター

• LAN接続

•ネットワークで DHCPによって割り当てられた IPアドレス

Cisco IP DECT 6800シリーズアドミニストレーションガイド
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手順

ステップ 1 イーサネットケーブルの一方の端をベースステーションに差し込みます。

ステップ 2 LANポートにイーサネットケーブルの他方の端を差し込みます。

ステップ 3 PoEを使用しない場合は、電源アダプタをベースステーションに差し込み、コンセントに差し
込みます。

ステップ 4 数分後に LEDが赤く点滅する場合は、次の手順を実行します。

a) ベースステーションの下端にあるリセットボタンを探します。

b) LEDが赤色に点灯するまでリセットを長押しします。
c) リセットをリリースします。

LEDがオレンジ色に点滅し、接続しようとします。LEDが緑色に点灯しない場合、ベース
ステーションは IPアドレスを取得できません。詳細ヘルプはベースステーションの LED
は赤色です（173ページ）をご覧ください。

次のタスク

次のいずれかの手順でベースステーションを取り付けます。

•ベースステーションまたはリピーターを天井に取り付ける（26ページ）

•ベースステーションまたはリピーターをデスクに取り付ける（30ページ）

•ベースステーションまたはリピーターを壁面に取り付ける（32ページ）

ベースステーションまたはリピーターを天井に取り付け

る
ベースステーションまたはリピーターを天井に取り付けることができます。それらは、天井に

取り付けるカスタムの天吊り金具を使用します。天井取付金具を注文する必要があります。

図 6 :天井マウントブラケット

Cisco IP DECT 6800シリーズアドミニストレーションガイド
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ベースステーションやリピーターは、屋外で最大 984フィート（300メートル）、屋内で 164
フィート（50メートル）の範囲を持ちます。

このタスクでは、デバイスという用語は、ベースステーションまたはリピーターを意味しま

す。

始める前に

以下の物が必要です:

•天井マウントブラケット

•鉛筆

•天井構造に適した取り付け用のハードウェア（ネジとプラグ）。

•ベースステーション:取り付け場所に近い LAN接続

•ベースステーション: PoEを使用しない場合は、取り付け場所に近い電源コンセント

•リピーター:取り付け場所に近い電源コンセント

•ベースステーションがネットワークと通信できることを確認します（ベースステーション
をインストールする（25ページ）を参照）。通信可能になり、LEDが緑色になると、
ケーブルを抜くことができます。

カバレッジエリアと建物の建設資材を考慮して最適な配置を決定します。

• 210マルチセルベースステーションがある場合は、追加のベースステーションまたは中継
器を追加する必要がある場合があります。

• 110シングルセルベースステーションがある場合は、110リピーターを追加する必要があ
る場合があります。

ハンドセットのサイト調査ツールを使用して、配置を計画することができます。

手順

ステップ 1 取り付け位置に、壁面用ブラケットを取り付けます。

ステップ 2 ネジの位置をマークします。

Cisco IP DECT 6800シリーズアドミニストレーションガイド
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ステップ 3 製造元の指示に従ってプラグを取り付けます。

ステップ 4 ブラケットとプラグにネジを取り付けます。

ステップ 5 ベースステーションのみ:イーサネットケーブルをデバイスに接続し、デバイスのスロットに
ケーブルを配線します。

ステップ 6 デバイスに電力を供給するには、次のようにします。

• LAN上で PoEを使用するベースステーション:追加の電力は必要ありません。
• PoEなしのベースステーション:電源アダプタをベースステーションに差し込み、ケーブ
ルをベースステーションのスロットに通します。

•リピーター:電源アダプタをリピーターに接続し、ケーブルをリピーター内のスロットを
介してルーティングします。

ステップ 7 ブラケットのスロットをデバイスのスロットに合わせ、デバイスが所定の位置にロックされる
まで左に回します。

この図は、ベースブラケットのベースステーションへの位置合わせを示しています。リピー

ターの背面は、ベースステーションと似ています。
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この図は、デバイスを回して取り付けブラケットに固定する方法を示しています。

ステップ 8 ベースステーションのみ: LANポートにイーサネットケーブルを差し込みます。
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ステップ 9 必要に応じて、電源アダプタを電源コンセントに差し込みます。

次のタスク

次のいずれかの操作を実行します。

•ベースステーションのインストール:

•手動設定:管理Webページにログインする（42ページ） andベースステーションを
設定します。（47ページ）

•自動設定:管理Webページにログインする（42ページ） andハンドセットの登録を
開始する（52ページ）

•リピーターのインストール:リピーターの追加（54ページ）

ベースステーションまたはリピーターをデスクに取り付

ける
ベースステーションまたはリピーターは、机などの水平面に置くことができます（ブックシェ

ルフなど）。ベースステーションまたはリピーターが簡単にノックオフされない場所を選択し

てください。

ベースステーションやリピーターは、屋外で最大 984フィート（300メートル）、屋内で 164
フィート（50メートル）の範囲を持ちます。

このタスクでは、デバイスという用語は、ベースステーションまたはリピーターを意味しま

す。

始める前に

以下の物が必要です:

•ベースステーション:取り付け場所に近い LAN接続

•ベースステーション: PoEを使用しない場合は、取り付け場所に近い電源コンセント

•リピーター:取り付け場所に近い電源コンセント

•ベースステーションがネットワークと通信できることを確認します（ベースステーション
をインストールする（25ページ）を参照）。通信が可能で LEDが緑色の場合、最終的な
場所でベースステーションをテストしていない場合は、ケーブルのプラグを抜くことがで

きます。

カバレッジエリアと建物の建設資材を考慮して最適な配置を決定します。
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• 210マルチセルベースステーションがある場合は、追加のベースステーションまたは中継
器を追加する必要がある場合があります。

• 110シングルセルベースステーションがある場合は、110リピーターを追加する必要があ
る場合があります。

ハンドセットのサイト調査ツールを使用して、配置を計画することができます。

手順

ステップ 1 ベースステーションのみ:イーサネットケーブルをデバイスに接続し、デバイスのスロットに
ケーブルを配線します。

ステップ 2 デバイスに電力を供給するには、次のようにします。

• LAN上で PoEを使用するベースステーション:追加の電力は必要ありません。
• PoEなしのベースステーション:電源アダプタをベースステーションに差し込み、ケーブ
ルをベースステーションのスロットに通します。

•リピーター:電源アダプタをリピーターに接続し、ケーブルをリピーター内のスロットを
介してルーティングします。

ステップ 3 スタンドをデバイスに差し込み、カチッと所定の位置に収まるまで押します。

このスライドの図は、ベースステーションへのスタンド接続を示しています。リピーターの背

面は、ベースステーションと似ています。

ステップ 4 ベースステーションのみ: LANポートにイーサネットケーブルを差し込みます。

ステップ 5 必要に応じて、電源アダプタを電源コンセントに差し込みます。
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次のタスク

次のいずれかの操作を実行します。

•ベースステーションのインストール:

•手動設定:管理Webページにログインする（42ページ） andベースステーションを
設定します。（47ページ）

•自動設定:管理Webページにログインする（42ページ） andハンドセットの登録を
開始する（52ページ）

•リピーターのインストール:リピーターの追加（54ページ）

ベースステーションまたはリピーターを壁面に取り付け

る
ベースステーションまたはリピーターを壁に取り付けることができます。壁に2本のネジを差
し込み、ベースステーションまたはリピーターをネジの頭に滑り込ませるか、または天井取り

付けブラケットを使用できます。

できるだけ高いところにベースステーションまたはリピーターを設置することをお勧めしま

す。可能であれば、ラジオカバレッジを向上させるため、下向きの角度で取り付けてくださ

い。

ベースステーションやリピーターは、屋外で最大 984フィート（300メートル）、屋内で 164
フィート（50メートル）の範囲を持ちます。

このタスクでは、デバイスという用語は、ベースステーションまたはリピーターを意味しま

す。

始める前に

以下の物が必要です:

•鉛筆

•レベル

•巻き尺

•壁構造に適した取り付け用ハードウェア（ネジと壁のプラグ）。天井取り付け用ブラケッ
トを使用することもできます。

•ベースステーション:取り付け場所に近い LAN接続

•ベースステーション: PoEを使用しない場合は、取り付け場所に近い電源コンセント

•リピーター:取り付け場所に近い電源コンセント
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•ベースステーションがネットワークと通信できることを確認します（ベースステーション
をインストールする（25ページ）を参照）。通信可能になり、LEDが緑色になると、
ケーブルを抜くことができます。

カバレッジエリアと建物の建設資材を考慮して最適な配置を決定します。

• 210マルチセルベースステーションがある場合は、追加のベースステーションまたは中継
器を追加する必要がある場合があります。

• 110シングルセルベースステーションがある場合は、110リピーターを追加する必要があ
る場合があります。

ハンドセットのサイト調査ツールを使用して、配置を計画することができます。

手順

ステップ 1 レベルを希望の場所で、天井より少なくとも 2.25インチ（5.7 cm）下に保持し、レベルライン
を描きます。

ステップ 2 ネジの位置をマークします。

•天井取り付け用ブラケットがない場合:ネジが 2.126インチ (54 mm)の位置 (中央から中央)
になるように回線をマークします。
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•天井取り付け用ブラケットを使用した場合:ブラケットを固定して、2本の穴が回線に交
差するようにします。穴をマークします。

ステップ 3 製造元の説明に従って、壁面のプラグを取り付けます。

ステップ 4 ネジを差し込みます。

•天井取り付けブラケットなしの場合:ネジの頭と壁の間が約 0.375インチ（9.52 mm）にな
るまでネジでネジを締めます。

•天井取り付け用ブラケットを使用した場合:ネジの穴とネジの上にブラケットを固定しま
す。ブラケットが動かないようにします。

ステップ 5 ベースステーションのみ:イーサネットケーブルをベースステーションに接続し、ベースステー
ションのスロットにケーブルを配線します。

ステップ 6 デバイスに電力を供給するには、次のようにします。

• LAN上で PoEを使用するベースステーション:追加の電力は必要ありません。
• PoEなしのベースステーション:電源アダプタをベースステーションに差し込み、ケーブ
ルをベースステーションのスロットに通します。

•リピーター:電源アダプタをリピーターに接続し、ケーブルをリピーター内のスロットを
介してルーティングします。

ステップ 7 装置を壁面に取り付けます。

•天井取り付け用ブラケットがない場合:この図は、ネジ頭とデバイスの位置合わせを示し
ています。
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この図は、デバイスをネジ頭に固定する方法を示しています。

•天井取り付け用ブラケットの場合:底部の Ciscoロゴの文字を含むデバイスを押さえて、
少し右に旋回します。デバイスの底部にあるスロットとブラケット上のフックを合わせ

て、デバイスをブラケットに挿入し、デバイスを取り付けます。

ステップ 8 ベースステーションのみ: LANポートにイーサネットケーブルを差し込みます。

ステップ 9 必要に応じて、電源アダプタを電源コンセントに差し込みます。

次のタスク

次のいずれかの操作を実行します。

•ベースステーションのインストール:

•手動設定:管理Webページにログインする（42ページ） andベースステーションを
設定します。（47ページ）

•自動設定:管理Webページにログインする（42ページ） andハンドセットの登録を
開始する（52ページ）
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•リピーターのインストール:リピーターの追加（54ページ）

ハンドセットにバッテリーを取り付ける
受話器の電池は送受話器の内部に出荷されますが、電池の接点の上にプラスチックのタブがあ

ります。プラスチックタブを取り外す必要があります。

手順

ステップ 1 ハンドセットの背面には、ラッチを反時計回りに回して背面のロックを解除し、クリップを持
ち上げ、カバーを持ち上げてバッテリカバーを取り外します。

ステップ 2 ハンドセットからバッテリを取り外します。
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ステップ 3 接触の上のプラスチックを取り出します。

ステップ 4 バッテリーをクリップの下に置き、コンパートメントに落としてください。
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バッテリの接点は、バッテリの左上端とバッテリコンパートメントの左上端にあります。連絡

先が適合し、バッテリーがコンパートメントに装着されていることを確認します。

バッテリは、コンパートメント内の1つの方向にのみ適合します。バッテリの電源を
誤った方法でバッテリコンパートメントに装着しないようにします。

（注）

ステップ 5 バッテリーカバーを取り付け、カバーが閉じていることを確認し、ラッチを時計回りに回して
ロック位置にします。

カバーを強制的に閉じないでください。それが簡単に閉じることができない場合は、取り外し

て、バッテリーがバッテリーコンパートメントに完全に装着されていることを確認します。
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次のタスク

ハンドセットを使用する前に、そのハンドセットを充電する必要があります。ハンドセットの

バッテリーの充電（39ページ）を参照してください。

充電クレードルをセットアップする
充電クレードルを使用してハンドセットを充電します。クレードルには電源アダプタに接続さ

れた USBケーブルが内蔵されています。電源アダプタは、国の電源コンセント構成と定格電
力に合わせて設計されています。

6825ハンドセットと 6825高耐久ハンドセットの充電用クレードルには、クレードルの側面に
USBポート、前面に LEDインジケーターが付いています。現時点では側面のUSBポートを使
用がサポートされていません。ハンドセットの充電中に LEDインジケーターが点灯します。

6823ハンドセットに付属の充電用のクレードルには、USBポートとLEDインジケータがあり
ません。6825ハンドセットの充電クレードルを使用してこのハンドセットを充電できます。

手順

ステップ 1 クレードルを水平面に置きます。

ステップ 2 電源コードの USBコネクタを電源アダプタに差し込みます。

ステップ 3 電源アダプタを電源コンセントに差し込みます。

図 7 : 6825ハンドセットと 6823ハンドセットのクレードル充電

ハンドセットのバッテリーの充電
ハンドセット充電器を使用して、ハンドセットバッテリを充電します。
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バッテリーは部分的に充電されていますが、初めて使用する前に最低 10時間充電してくださ
い。バッテリが完全に充電されていない場合、バッテリの寿命が短くなることがあります。

（注）

バッテリを取り外して交換する場合は、バッテリインジケータが正確になるようにバッテリを

完全に放電させてから完全に充電する必要があります。

付属のハンドセット充電器でバッテリーを充電してください。別の方法を使用すると、バッテ

リ、ハンドセット、または周囲の領域が損傷する可能性があります。

注意

温度が 32°F（0°C）〜104°F（40°C）の環境では、バッテリーを充電しないでください。

危険な環境や爆発の危険性がある場所でバッテリーを充電しないでください。注意

充電器にハンドセットを置くと、ハンドセットがオンになっていればオンになり、ハンドセッ

トが充電中であるというメッセージが表示されます。設定された時間にハンドセットの画面が

暗くなり、オフになります。

ハンドセットの LEDが点滅し始めると、ハンドセットはファームウェアを更新しています。

始める前に

充電クレードルをセットアップする（39ページ）で説明されているようにクレードルをセッ
トアップします。

お使いのハンドセット充電器がコンセントに接続されていることを確認してください。

手順

ハンドセット内の接点と充電器の接点が一致するように、ハンドセットを充電器に置きます。

ハンドセットがビープ音を鳴らし、画面がオンになり、ハンドセットが充電中であることを示

すメッセージが表示されます。これが起こらない場合は、充電器からハンドセットを取り出し

て、再試行してください。

充電器の再生中にハンドセットのビープ音が鳴り続ける場合は、セクション充電器でハンド

セットのビープ音が鳴り続ける（179ページ）のトラブルシューティングソリューションを使
用してみてください。
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第 3 章

電話の管理

•ベースステーションの IPアドレスを見つける（41ページ）
•管理Webページにログインする（42ページ）
•ユーザWebページにサインインする（43ページ）
•自動設定（44ページ）
•手動設定（47ページ）
•ハンドセット情報を変更する（55ページ）
•内線番号を変更する。（56ページ）
•セキュリティ（56ページ）
•ローカル連絡先（61ページ）
•セントラルディレクトリの設定（63ページ）
•機能の設定（67ページ）
•追加のベースステーションを追加して、マルチセルネットワーク（ワークフロー）を作
成、（76ページ）

ベースステーションの IPアドレスを見つける
ハンドセットを使用して、ネットワーク内のベースステーションの IPアドレスを検索します。
ハンドセットは、範囲内のすべてのベースステーションの IPアドレスを表示します。

ルータ管理ページにアクセスできる場合は、IPアドレスを検索するために使用することもでき
ます。

ベースステーションワークシート（198ページ）は設定を追跡するのに便利です。

始める前に

これらが必要です：

•ベースステーションをネットワークに接続する必要があります。

•充電されたバッテリーを使用する必要があります。
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手順

ステップ 1 画面がオンになるまでパワー/エンド を長押しします。

ステップ 2 メニュー を押す。

ステップ 3 * 47 *を入力します。

管理Webページにログインする
ベースステーションのWebページを使用して、ベースステーションとハンドセットを設定し
ます。

HTTPまたは HTTPSでベースステーションに接続しているかどうかについては、サービスプ
ロバイダーにお問い合わせください。この手順は、ユーザがHTTPを使用することを前提とし
ています。

（注）

Webページは、5分間非アクティブであると、自動的にサインアウトします。

始める前に

ベースステーションの IPアドレスが必要です。

ベースステーションをネットワークに接続する必要があり、緑の LEDが点灯します。

手順

ステップ 1 ベースステーションの IPアドレスを見つける（41ページ）を使用してベースステーションの
IPアドレスを検索します。

ステップ 2 ブラウザに、ベースステーションのアドレスを入力します。

フォーマット:

http：// <address> /main.html

説明：

•住所はベースステーションの IPv4アドレスです。

例

http://xxx.xxx.xxx.xxx/main.html xxx.xxx.xxx.xxxは IPv4アドレスです。

ステップ 3 管理者としてベースステーションにログインします。
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デフォルトのパスワードから変更することを強く推奨します。詳細については、Web
ページ管理者のパスワードを変更する（59ページ）を参照してください。

（注）

ユーザWebページにサインインする
ベースステーションのWebページは、システムステータスを表示し、制限された設定タスク
を実行するためのユーザとして使用します。

HTTPまたは HTTPSでベースステーションに接続しているかどうかについては、サービスプ
ロバイダーにお問い合わせください。この手順は、ユーザがHTTPを使用することを前提とし
ています。

（注）

Webページは、5分間非アクティブであると、自動的にサインアウトします。

始める前に

ベースステーションのMACが必要です。

ベースステーションをネットワークに接続する必要があり、緑の LEDが点灯します。

手順

ステップ 1 ベースステーションの IPアドレスを見つける（41ページ）を使用してベースステーションの
IPアドレスを検索します。

ステップ 2 ブラウザに、ベースステーションのアドレスを入力します。

フォーマット:

http：// <address> /main.html

説明：

•住所はベースステーションの IPv4アドレスです。

例

http://xxx.xxx.xxx.xxx/main.html xxx.xxx.xxx.xxxは IPv4アドレスです。

ステップ 3 ユーザーとしてベースステーションにログインします。

デフォルトのパスワードは、ユーザまたはエンジニアです。デフォルト以外のパスワードを使

用した場合は、管理者に問い合わせてください。
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自動設定
ベースステーションをLANに接続すると、自動的にサーバを探して設定を取得できるように、
システムが設定されている可能性があります。設定サーバは、ベースステーションとハンド

セットを設定するための設定情報を送信します。ハンドセット情報には、電話番号が含まれて

いますが、電話番号は特定のハンドセットにマップされていません。

通常、マルチセルシステムを含むシステム構成はサービスプロバイダによって設定および管理

されています。ファームウェアリリース 4.8では、プライマリベースステーションなしでマル
チセルシステムを自動的に設定できます。マルチセルシステムでは、すべてのベースステー

ションに対して 1つのベースステーション設定ファイルが使用されます。

ベースを設定したら、ハンドセットをベースステーションとペアリングして、電話回線をハン

ドセットにマップします。

•一時的:ハンドセットを、無作為モードのベースステーションに一時的に登録し、ハンド
セットを更新できます。次のタスクを表示します。

•ユーザ名とパスワードを使用してハンドセットを自動的にセットアップする（45ペー
ジ）

•短いアクティベーションコードを使用した自動ハンドセットのセットアップをする（
45ページ）

•自動:ハンドセットをベースステーションとペアリングするために使用します。このタス
クは、設定されている番号プールから電話番号を割り当てられたハンドセットを割り当て

ます。次のタスクを参照してください。

•ハンドセットを自動的にセットアップする（46ページ）

•手動:ハンドセットを電話番号に手動で一致させた後、ハンドセットをベースステーショ
ンとペアリングします。次のタスクを表示します。

•ユーザにハンドセットを割り当てる（51ページ）

•ハンドセットの登録を開始する（52ページ）

•ハンドセットをベースステーションに設定します。（53ページ）

ハンドセットに複数の回線 (プライベートまたは共有)が必要な場合は、最初の回線に自動設定
を使用して、他の回線を手動で設定することができます。参照先：

•ハンドセットに 2番目の回線を追加する（74ページ）

•ハンドセット間の回線の共有（75ページ）

関連トピック

Cisco IP DECT6800シリーズワークフローを設定する（13ページ）
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ユーザ名とパスワードを使用してハンドセットを自動的にセットアッ

プする

新しいハンドセットの電源をオンにすると、そのハンドセットは無作為検出モードであるベー

スステーションに自動的に登録されます。サーバが承認を要求する場合は、ユーザ名とパス

ワードを入力します。複数のハンドセットを登録する必要がある場合は、1つのハンドセット
の電源をオンにして、ログイン情報を入力することを推奨します。他のハンドセットは、登録

時に承認要求を受信しません。

ユーザ名とパスワードは、数字、文字、記号の組み合わせを使用できます。ユーザ名は 1 ~ 24
文字で、パスワードは 1 ~ 128文字である必要があります。

誤ったユーザ名またはパスワードを入力すると、エラーメッセージが表示されます。正しい

ユーザ名とパスワードを入力は 3回まで試行できます。すべての試行を失敗させた場合は、
ベースステーションからハンドセットが登録解除されます。ハンドセットを再起動して、正し

いユーザ名とパスワードを入力するか、管理者に連絡します。

始める前に

管理者またはサービスプロバイダーは、ユーザ名、およびパスワードを提供します。

手順

ステップ 1 画面がオンになるまでパワー/エンド を長押しします。

ステップ 2 ユーザ名とパスワードをサインイン画面で入力します。

ステップ 3 送信を押します。

短いアクティベーションコードを使用した自動ハンドセットのセット

アップをする

新しいハンドセットの電源をオンにすると、そのハンドセットは無作為検出モードであるベー

スステーションに自動的に登録されます。サーバが短いアクティベーションコードを要求した

場合は、短いアクティベーションコードを入力します。短いアクティベーションコードを入力

した後、サーバが認証を要求する場合は、ユーザ名とパスワードを入力します。複数のハンド

セットを登録する必要がある場合は、1つのハンドセットに電源を投入して、短時間のアクティ
ベーションコードを入力することを推奨します。他のハンドセットは、登録時に承認要求を受

信しません。

短いアクティベーションコードは #で始まり、3 ~ 16桁の番号の間で変化します。ユーザ名と
パスワードは、数字、文字、記号の組み合わせを使用できます。ユーザ名は 1 ~ 24文字で、パ
スワードは 1 ~ 128文字である必要があります。
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誤った短いアクティベーションコードを入力すると、エラーメッセージの画面が表示されま

す。正しく短いアクティベーションコードの入力は、3回まで試行できます。すべての試行を
失敗させた場合は、ベースステーションからハンドセットが登録解除されます。ハンドセット

を再起動して、正しい短いアクティベーションコードを入力するか、管理者に問い合わせてく

ださい。

始める前に

管理者またはサービスプロバイダーは、短時間のアクティベーションコード、ユーザ名、およ

びパスワードを提供します。

手順

ステップ 1 画面がオンになるまでパワー/エンド を長押しします。

ステップ 2 アクティベーションコードの入力画面に短いアクティベーションコードを入力します。

ステップ 3 送信を押します。

ステップ 4 (オプション)ユーザ名とパスワードをサインイン画面で入力します。

ステップ 5 送信を押します。

ハンドセットを自動的にセットアップする

手順 1 ~ 3を実行して展開を開始し、ユーザがステップ 4と 5を実行します。ユーザがステッ
プ 4と 5を実行する場合は、ACフィールドで利用可能なアクセスコードを指定していること
を確認してください。

始める前に

管理Webページにログインする（42ページ）

手順

ステップ 1 [内線番号]をクリックします

ステップ 2 ACフィールドのコンテントをメモします。

このページには、電話番号のリストも含まれています。

ステップ 3 [ログアウト（Logout）]をクリックします。

ステップ 4 ハンドセットの電源をオンにします。

ステップ 5 ハンドセットのピンエントリメッセージで、ステップ2でキャプチャした情報を入力します。
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ハンドセットは、ベースステーションへの接続を完了し、その設定をダウンロードします。ハ

ンドセットには、使用可能な番号のプールから電話番号が割り当てられます。

手動設定
システムで自動設定が使用されていない場合は、ベースステーションとハンドセットを手動で

設定する必要があります。

関連トピック

Cisco IP DECT6800シリーズワークフローを設定する（13ページ）

ベースステーションを設定します。

始める前に

管理Webページにログインする（42ページ）で説明されているようにベースステーションの
Webページに接続します。

ベースステーションをネットワークに接続する必要があり、緑の LEDが点灯します。

手順

ステップ 1 [Server]をクリックします。

ステップ 2 [サーバの追加]をクリックします。

ステップ 3 サーバエイリアスフィールドを設定します。

ステップ 4 レジストラフィールドをサービスプロバイダが指定したアドレスに設定します。

ステップ 5 アウトバウンドプロキシフィールドをサービスプロバイダが指定したアドレスに設定します。

ステップ 6 サーバWebページのフィールド（96ページ）の説明に従って、残りのフィールドを設定しま
す。

ステップ 7 [保存（Save）]をクリックします。

次のタスク

ベースステーションの国を設定する（48ページ）
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ベースステーションの国を設定する

ベースステーションの国と時間を設定する必要があります。ベースステーションは、マルチセ

ルシステムで時間情報を用いてデータ同期を制御する。端末にはシステム時刻が表示されま

す。

ベースステーションは、自分の場所の特定のDECT周波数範囲に対して事前にプログラムされ
ています。このページの国情報は、システムの日付とタイムゾーンを識別するためにのみ使用

されます。

（注）

ネットワークタイムサーバを使用するか、PCの時刻を設定することができます。ただし、マ
ルチセルシステムを設定する場合は、ネットワークタイムサーバを使用する必要があります。

TLS認証時には、この時間が証明書の時間検証に使用されます。ベースステーションがサーバ
からの時間または PCの時刻を受信しなかった場合、証明書時刻の検証は無視されます。

国または時間を設定または変更する場合は、ベースステーションを再起動する必要がありま

す。ベースステーション 1つに最大 1分かかる場合があります。また、システム内の複数の
ベースステーションは、リブートに数分かかることがあります。

始める前に

管理Webページにログインする（42ページ）で説明されているようにベースステーションの
Webページに接続します。

ベースステーションをネットワークに接続する必要があり、緑の LEDが点灯します。

手順

ステップ 1 国をクリックします。

ステップ 2 国を選択リストで所在国を選択します。

ステップ 3 該当する場合は、州/地域を設定します。

ステップ 4 言語を設定するリストでお使いの言語を選択します。

ステップ 5 タイムサーバの方法を選択してください：

•ネットワークタイムサーバを使用しない場合は、タイム PCをクリックして PCの現在の
時刻を使用します。

•ネットワークタイムサーバを使用している場合は、タイムサーバフィールドにアドレスを
入力します。

ネットワークタイムサーバアドレスの例は次のとおりです。0.us.pool.ntp.org。

ステップ 6 カントリーウェブページのフィールド（116ページ）の説明に従って、残りのフィールドを設
定します。
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ステップ 7 [Save and Reboot]をクリックします。

次のタスク

ネットワークの設定（49ページ）

ネットワークの設定

システムは、デフォルトで DHCPを使用して IPアドレスを取得します。DHCPが利用できな
い場合、ベースステーションは 5分間の遅延後に、事前に定義されたスタティック IPアドレ
ス 169.254.xx.xxを使用します。ハンドセットを使用してベースステーションの IPアドレスを
取得すると、ログインして設定を変更することができます。定義済みの静的 IPアドレスは、
別の静的 IPアドレスに変更できます。

サービスプロバイダの指示に従って、これらのフィールドを変更する必要があります。

• [VLAN]

•異なる SIPポートを使用する

• RTPポート

フィールドの詳細については、ネットワーク設定Webページのフィールド（103ページ）を参
照してください。

始める前に

管理Webページにログインする（42ページ）で説明されているようにベースステーションの
Webページに接続します。

手順

ステップ 1 [ネットワーク（Network）]をクリックします。

ステップ 2 ネットワークで DHCPを使用していない場合は、DHP /静的 IPフィールドを固定 IPに設定し
ます。

固定 IPを選択した場合、次の追加フィールドを設定する必要があります。

• IPアドレス

•サブネットマスク

•デフォルトゲートウェイ

• DNSプライマリ（DNS Primary）

• DNSセカンダリ (DNS Secondary）
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ステップ 3 シングルベースシステムを設定する場合は、異なるSIPポートを使用するを有効化済に設定し
ます。

ステップ 4 RTPポートフィールドを、サービスプロバイダーの指示通りに設定します。

ステップ 5 ネットワーク設定Webページのフィールド（103ページ）の説明に従って、残りのネットワー
クフィールドを設定します。

ステップ 6 [保存（Save）]をクリックします。

次のタスク

ベースステーションにハンドセットを追加する（50ページ）

ベースステーションにハンドセットを追加する

ベースステーションに接続して通信できるように、ハンドセットを構成する必要があります。

一度に1つずつハンドセットを追加したり登録したり、複数のハンドセットを設定することが
できます。

•シングルハンドセットのセットアップ：この手順の最後に、ベースステーションにハンド
セットのセットアップに関する情報がありますが、ハンドセットはベースステーションに

登録されておらず、通話も可能です。

•複数のハンドセットのセットアップ：この手順の最後に、ベースステーションがセット
アップされていますが、ハンドセットを正しい人に割り当てるためには、ユーザ固有の設

定を完了する必要があります。

ハンドセット構成パラメータワークシート（199ページ）が役立ちます。

始める前に

管理Webページにログインする（42ページ）で説明されているようにベースステーションの
Webページに接続します。

ベースステーションをネットワークに接続する必要があり、緑の LEDが点灯します。

手順

ステップ 1 [内線番号]をクリックします

ステップ 2 （任意）アクセスコード（AC）を変更してください。

ユーザが端末の登録を解除できないように、ACを変更することを推奨します。

ステップ 3 [内線の追加（Add Extension）]をクリックします。

ステップ 4 ライン名を設定します。通常、これはユーザの名前です。

ステップ 5 新しいハンドセットでは、ターミナルを新しいターミナルに設定します。
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ステップ 6 拡張フィールドに、ユーザに割り当てられた電話番号を設定します。

ステップ 7 認証ユーザ名フィールドに、ユーザに割り当てられたユーザ IDを設定します。

ステップ 8 認証パスワードフィールドに、ユーザの割り当てられたパスワードを設定します。

ステップ 9 表示名フィールドに、ハンドセット画面に表示したい名前を設定します。

ステップ 10 サーバフィールドに、ベースステーション追加時に設定したサーバエイリアスを設定します。

ステップ 11 拡張Webページのフィールドの追加または編集（89ページ）の説明に従って、残りの内線
フィールドを設定します。

ステップ 12 [保存（Save）]をクリックします。

ステップ 13 （任意）手順 2〜10を繰り返して、ハンドセットを追加します。

次のタスク

•一度に1つのハンドセットをシステムに設定する場合は、実行しますハンドセットの登録
を開始する（52ページ）。

•複数のハンドセットを設定する場合は、を実行しますユーザにハンドセットを割り当てる
（51ページ）。

ユーザにハンドセットを割り当てる

複数のハンドセットを設定する場合は、各ハンドセットを特定のユーザに割り当てる必要があ

ります。各ユーザは一意の電話番号とボイスメールボックスを持ち、異なる機能を持つことが

あります。各ハンドセットに、端末のWebページフィールドまたは設定ファイル (cfg .xml)
で個々のアクセスコードを割り当てることができます。設定ファイルでは、次の方法でアクセ

スコードを設定できます。

<Subscr_Dect_Ac_Code_x_>nnnn</Subscr_Dect_Ac_Code_x_>

ここでは x はハンドセット番号、nnnn はアクセスコードです。

アクセスコードが 4桁を超える場合は、最初の 4桁のみが受け入れられます。

ハンドセットをユーザに割り当てるには、ハンドセットの国際携帯機器識別番号（IPEI）番号
を、正しく設定された内線番号に割り当てます。受話器の IPEI番号は、次の場所にあります。

•ハンドセットを含むボックスのラベル上

•携帯電話バッテリーの下

ハンドセット構成パラメータワークシート（199ページ）が役立ちます。

始める前に

管理Webページにログインする（42ページ）で説明されているようにベースステーションの
Webページに接続します。

ベースステーションをネットワークに接続する必要があり、緑の LEDが点灯します。
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ハンドセットは、ベースステーションにハンドセットを追加する（50ページ）に記載されて
いるように設定する必要があります。

手順

ステップ 1 [内線番号]をクリックします

ステップ 2 特定のユーザのハンドセットの内線情報列のリンクをクリックします。

IPEIリンクには、ヌル IPEI番号 FFFFFFFFFFが表示されます。

ステップ 3 ターミナルページで、IPEI フィールドをユーザの新しいハンドセット向けの IPEIに設定し
ます。

ステップ 4 ACフィールドを設定します。

ステップ 5 （任意）ターミナルWebページのフィールド（93ページ）の説明に従って、その他のフィー
ルドを設定します。

ステップ 6 [保存（Save）]をクリックします。

ステップ 7 （任意）手順 3〜7を繰り返して、さらにハンドセットを設定します。

次のタスク

ハンドセットの登録を開始する（52ページ）。

ハンドセットの登録を開始する

ベースステーションに1つまたは複数のハンドセットが設定されたら、ベースステーションに
登録プロセスを開始するように指示します。ベースステーションは、ハンドセットからの登録

メッセージを受信して通信ループを完了するのを待ちます。

すべてのハンドセットを同時に登録するか、1つずつ登録することができます。

始める前に

管理Webページにログインする（42ページ）で説明されているようにベースステーションの
Webページに接続します。

ベースステーションをネットワークに接続する必要があり、緑の LEDが点灯します。

•単一ハンドセットの設定：ハンドセットは、記載されている通りに設定される必要があり
ます。ベースステーションにハンドセットを追加する（50ページ）

•複数のハンドセットが設定されている場合：ハンドセットは、記載されている通りにユー
ザーに割り当てられる必要があります。ユーザにハンドセットを割り当てる（51ペー
ジ）
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手順

ステップ 1 拡張機能ページで、登録される新しいハンドセットの側にあるチェックボックスをチェックし
ます。

ステップ 2 ターミナルを登録をクリックします。

ステップ 3 拡張列にあるハンドセットのチェックボックスを確認します。

ステップ 4 SIP登録を開始をクリックします。

次のタスク

•各ハンドセットで、ハンドセットをベースステーションに設定します。（53ページ）を
行います。

ハンドセットをベースステーションに設定します。

ベースステーションに接続するようにハンドセットを設定すると、ハンドセットが登録されま

す。登録が完了したら電話をかけることができます。

ユーザがこの手順を実行する場合は、プロシージャとアクセスコードを提供する必要がありま

す。

始める前に

•ハンドセットのバッテリーを取り付ける必要があります。ハンドセットにバッテリーを取
り付ける（36ページ）を参照してください。

•ハンドセットのバッテリーを充電する必要があります。ハンドセットのバッテリーの充電
（39ページ）を参照してください。

•ハンドセットは、次のベースステーションにハンドセットを追加する（50ページ）ベー
スステーションアクセスコード（AC）が必要です。

手順

ステップ 1 ハンドセットの電源を入れます。ハンドセットをオンにする（54ページ）を参照してくださ
い。

ステップ 2 メニュー を押す。

ステップ 3 接続性 >登録を選択します。

ステップ 4 [選択（Select）]を押します。

ステップ 5 （任意）アクセスコードを交流フィールドに入力します。
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ステップ 6 [OK]を押します。

ハンドセットをオンにする

手順

画面がオンになるまでパワー/エンド を長押しします。

リピーターの追加

110シングルセルベースステーションをお持ちの場合は、110リピーターを使用して場所のカ
バレッジを拡張できます。最大 6つのリピーターを使用できます。

210マルチセルベースステーションをお持ちの場合は、110リピーターを使用して場所のカバ
レッジを拡張できます。ベースステーションには最大3人のリピーターを含めることができま
す。

手順 6まではリピーターを電源に接続しないでください。

新しいリピーターをオンにすると、ベースステーションへの登録が試行されます。この登録は

5分以内に行われる必要があります。

（注）

リピーターは、設定の最後で再起動します。これは、暗号化された通信をセットアップしてい

るためで、正常な状態です。リブートの後、使用準備が整います。

始める前に

管理Webページにログインする（42ページ）で説明されているようにベースステーションの
Webページに接続します。

手順

ステップ 1 リピーターをクリックします。

ステップ 2 リピーターの追加をクリックします。

ステップ 3 DECT同期モードフィールドを設定します。

•手動:パラメータを手動で割り当てる必要があります。
•ローカル自動:リピーターが基本信号を検出して、自動的に設定されます。

ステップ 4 手動設定の場合は、ドロップダウンメニューからリピーター RPNを選択してください。
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各リピーターには、固有の RPNが必要です。

•シングルセルシステム:ベースは常にRPN000です。最初のリピータは、RPN01、2番目の
RPN02などのようになります。

•マルチセルシステム:基本番号は 4 (RPN00、RPN04など)ずつ増加します。最初のベース
ステーションの最初のリピーターはRPN01です。2番目のベースステーションは 2番目の
RPN02です。2番目のベースステーションの最初のリピーターはRPN05で2番目のRPN06
です。

ステップ 5 [保存（Save）]をクリックします。

ステップ 6 リピーターの電源をオンにします。

リピーターの LEDは緑色 (2つの短い点滅)に点滅し、登録モードを示します。登録が完了す
ると、リピーターとベースステーションがリブートして、暗号化された通信を設定します。

リピーターが手順 5を完了する前にリピーターを電源を投入していて、リピーターの LEDが
赤色になっている場合、リピータは登録されません。登録モードでリピータを取得するには、

リピーターをセットアップできない:赤色 LED（174ページ）の情報に従う必要があります。

ハンドセット情報を変更する
アクセスコード、アラーム情報、共有回線、電話帳などの一般的なハンドセット情報を設定で

きます。

始める前に

管理Webページにログインする（42ページ）で説明されているようにベースステーションの
Webページに接続します。

ベースステーションをネットワークに接続する必要があり、緑の LEDが点灯します。

手順

ステップ 1 [内線番号]をクリックします

ステップ 2 IPEI列で、電話機のリンクをクリックします。

ステップ 3 ターミナルWebページのフィールド（93ページ）の説明に従って、端末フィールドを設定し
ます。

ステップ 4 [保存（Save）]をクリックします。
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内線番号を変更する。
ハンドセットの各内線を設定できます。内線情報には、ユーザの名前とパスワード、電話番

号、ボイスメール、および一部の機能が含まれます。

始める前に

管理Webページにログインする（42ページ）で説明されているようにベースステーションの
Webページに接続します。

ベースステーションをネットワークに接続する必要があり、緑の LEDが点灯します。

手順

ステップ 1 [内線番号]をクリックします

ステップ 2 内線番号列で、電話機のリンクをクリックします。

ステップ 3 内線番号Webページのフィールド（85ページ）の説明に従って、サーバーフィールドを設定
します。

ステップ 4 [保存（Save）]をクリックします。

セキュリティ
システムハードウェアには、すでに製造インストール済み証明書（MIC）がインストールされ
ています。しかし、システムのセキュリティを強化することができます。

セキュリティを強化するには、認証局（CA）によって生成されたカスタム証明書が必要です。

メディアのセキュリティを向上させることもできます。詳細については、「メディアセキュリ

ティのセットアップ（58ページ）」を参照してください。

デバイス証明書と鍵ペアの設定

ベースステーションは、ベースステーションがサーバとして機能する場合、またはサーバがク

ライアント SSL認証を要求する場合に、デバイス識別証明書とキーペアを使用します。

証明書は、工場出荷時のシステムまたはサービスプロバイダーによってインストールできま

す。自分の証明書を購入することもできます。独自の証明書を購入してインストールする場

合、証明書は DERでエンコードされたバイナリ X.509（.cer）形式である必要があります。

始める前に

管理Webページにログインする（42ページ）で説明されているようにベースステーションの
Webページに接続します。
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カスタム証明書を取得します。

手順

ステップ 1 [セキュリティ（Security）]をクリックします。

ステップ 2 デバイス識別セクションで、ファイルを選択をクリックします。

フィールド要件の詳細については、セキュリティWebページのフィールド（119ページ）を参
照してください。

ステップ 3 適切な証明書を選択し、[OK]をクリックします。

ステップ 4 [ロード（Load）]をクリックします。

ステップ 5 [保存（Save）]をクリックします。

信頼できるサーバ証明書の設定

ベースステーションは、証明書チェーンを検証するために信頼できるサーバ証明書を必要とす

ることがある。

証明書は、工場出荷時のシステムまたはサービスプロバイダーによってインストールできま

す。自分の証明書を購入することもできます。独自の証明書を購入してインストールする場

合、証明書は DERでエンコードされたバイナリ X.509（.cer）形式である必要があります。

始める前に

管理Webページにログインする（42ページ）で説明されているようにベースステーションの
Webページに接続します。

カスタム証明書を取得します。

手順

ステップ 1 [セキュリティ（Security）]をクリックします。

ステップ 2 信頼できるサーバ証明書セクションで、ファイルを選ぶをクリックします。

フィールド要件の詳細については、セキュリティWebページのフィールド（119ページ）を参
照してください。

ステップ 3 適切な証明書を選択し、[OK]をクリックします。

ステップ 4 [ロード（Load）]をクリックします。

ステップ 5 [保存（Save）]をクリックします。
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信頼できるルート証明書の設定

ベースステーションは、サーバからの信頼されたルート証明書を使用して、SSLハンドシェイ
クを認証します。

証明書は、工場出荷時のシステムまたはサービスプロバイダーによってインストールできま

す。自分の証明書を購入することもできます。独自の証明書を購入してインストールする場

合、証明書は DERでエンコードされたバイナリ X.509（.cer）形式である必要があります。

始める前に

管理Webページにログインする（42ページ）で説明されているようにベースステーションの
Webページに接続します。

カスタム証明書を取得します。

手順

ステップ 1 [セキュリティ（Security）]をクリックします。

ステップ 2 信頼できるルート証明書セクションで、ファイルを選ぶをクリックします。

フィールド要件の詳細については、セキュリティWebページのフィールド（119ページ）を参
照してください。

ステップ 3 適切な証明書を選択し、[OK]をクリックします。

ステップ 4 [ロード（Load）]をクリックします。

ステップ 5 （任意）オプションの証明書のみを使用するフィールドを設定します。

ステップ 6 [保存（Save）]をクリックします。

メディアセキュリティのセットアップ

ベースステーションは、メディアのセッションを保護するためにメディアのセキュリティを使

用します。メディアセキュリティ機能を有効にして、SIP転送プロトコルがTLSの場合にのみ
使用することができます。メディアプロトコルを RTPまたは SRTPに変更することができま
す。フィールドの詳細については、サーバWebページのフィールド（96ページ）を参照して
ください。

サーバのWebページまたは設定ファイルでメディアのセキュリティを設定します。

この機能は、設定ファイル (cfg.xml)でも次のように設定できます。
<MediaSec_Request_n_>enabled</MediaSec_Request_n_>
<MediasSec_Over_TLS_Only_n_>disabled</MedissSec_Over_TLS_Only_n_>

ここで、nはサーバ番号を示します。
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始める前に

管理Webページにログインする（42ページ）で説明されているようにベースステーションの
Webページに接続します。

手順

ステップ 1 [Server]をクリックします。

ステップ 2 メディアセキュリティフィールドで、有効を選択します。

ステップ 3 TLS専用のメディアセキュリティフィールドで、有効を選択します。

ステップ 4 セキュア RTPフィールドで、自動を選択します。

ステップ 5 [保存（Save）]をクリックします。

Webページ管理者のパスワードを変更する
システムのセットアップ時に管理者パスワードを変更することを推奨します。

始める前に

で説明されているようにベースステーションのWebページに接続します。管理Webページに
ログインする（42ページ）

手順

ステップ 1 [セキュリティ（Security）]をクリックします。

ステップ 2 パスワードセクションで、パスワードフィールドを設定します。

フィールド要件の詳細については、セキュリティWebページのフィールド（119ページ）を参
照してください。

ステップ 3 [保存（Save）]をクリックします。

パスワードルールの設定

パスワードの最小長を定義し、セキュリティWebページまたは設定ファイル (cfg.xml)のパス
ワードでの ASCII文字の使用を制限することができます。

デフォルトのパスワード長は 4で、最大長は 127です。

この機能は、設定ファイル (cfg.xml)でも次のように設定できます。
<Web_Min_Pass_Len>4</Web_Min_Pass_Len>
<Web_Pass_Constraint_To_Ascii>0</ Web_Pass_Constraint_To_Ascii>
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始める前に

管理Webページにログインする（42ページ）で説明されているようにベースステーションの
Webページに接続します。

手順

ステップ 1 [セキュリティ（Security）]をクリックします。

ステップ 2 Webパスワードの制約セクションで、次のフィールドを設定します。

•最小長 (最小 1):パスワードの最小長の値を入力します。

• ASCII文字のみ:パスワードの文字の使用を制限する場合ははいを選択します。

ステップ 3 [保存（Save）]をクリックします。

HTTPまたは HTTPS用にWebサーバを設定する
ベースステーションをより安全にするために、HTTPSとの通信のみを設定することができま
す。デフォルトにより、HTTPまたは HTTPSが可能です。

始める前に

で説明されているようにベースステーションのWebページに接続します。管理Webページに
ログインする（42ページ）

手順

ステップ 1 [セキュリティ（Security）]をクリックします。

ステップ 2 セキュアWebサーバセクションで、HTTPSの要件を有効または無効にします。

フィールド要件の詳細については、セキュリティWebページのフィールド（119ページ）を参
照してください。

ステップ 3 [Save and Reboot]をクリックします。

シスコ製品のセキュリティの概要

本製品には暗号化機能が備わっており、輸入、輸出、配布および使用に適用される米国および

他の国の法律の対象となります。Ciscoの暗号化製品を譲渡された第三者は、その暗号化技術
の輸入、輸出、配布、および使用を許可されたわけではありません。輸入業者、輸出業者、販

売業者、およびユーザは、米国および他の国での法律を順守する責任があります。本製品を使
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用するにあたっては、関係法令の順守に同意したものと見なされます。米国および他の国の法

律を順守できない場合は、本製品を至急送り返してください。

米国の輸出規制の詳細については、https://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htmを
ご覧ください。

ローカル連絡先
ユーザの連絡先リストを管理できます。たとえば、チームや部門のすべてのメンバーの連絡先

リストを設定することができます。次のオプションがあります。

•受話器に連絡先リストを作成し、受話器からそれをエクスポートし、別の受話器にイン
ポートします。

•テキストエディタで連絡先リストを作成し、別のハンドセットにインポートします。

連絡先リストをインポートすると、既存の連絡先リストが上書きされます。ユーザがカスタム

連絡先を作成した場合、これらのカスタム連絡先は失われます。

（注）

連絡先リストのインポート

標準連絡先リストをハンドセットにインポートすることができます。たとえば、チームや部門

のすべてのメンバーの連絡先リストを設定することができます。

連絡先リストをインポートすると、既存の連絡先リストが上書きされます。ユーザがカスタム

連絡先を作成した場合、これらのカスタム連絡先は失われます。

（注）

始める前に

ハンドセットから連絡先リストをエクスポートするか、メモ帳などのテキストエディタを使用

して連絡先リストを作成できます。他のプログラムは、正しく解析できない追加情報を挿入す

ることがあります。ファイル拡張子を .csvまたは .txtに設定します。

リストはカンマ区切り値（CSV）形式で作成されます。次に例を示します。
John Smith,+2345678901,+2345678901,,+2345678911
Ann Jones,+2345678902,+2345678902,,+2345678912
Fred Brown,+2345678903,+2345678903,,

ファイルの各行の形式は次のとおりです。

<name>,<work number>,<mobile number>,<home number>,<other number>

説明：

•＆lt; name＆gt;は、ユーザの名前です。名前の制約は次のとおりです。
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•最大 23文字を使用できます。23文字を超える名前は切り捨てられます。

•カンマ（、）は使用できません。

•サポートされる文字（18ページ）に記載されている文字のみを使用します。

• <仕事番号>、<携帯番号>、<家番号>、<その他>は電話番号です。各番号の制約は次のと
おりです。

•空白のままにできます。2つのコンマ (,)の間にスペースを指定することはできませ
ん。たとえば、連絡先に携帯番号がない場合、その行は次のようになります。 <名前
>、<勤務先番号>、<自宅番号>、<その他の番号>

•最大 21桁（+を含む）にすることができます。数字が 21桁を超える場合、その項目
は警告なしで破棄されます。

•これらの文字のみを含めることができます：+0123456789

• SIP URIにすることはできません。

手順

ステップ 1 [内線番号]をクリックします

ステップ 2 内線番号列で、電話機のリンクをクリックします。

ステップ 3 ローカル電話帳のインポート領域で、ファイルを選ぶをクリックします。

ステップ 4 ファイルを参照して選択し、OKをクリックします。

ステップ 5 [ロード（Load）]をクリックします。

ステップ 6 OKをクリックします。

連絡先リストのエクスポート

ローカルの連絡先リストをハンドセットからエクスポートすることができます。

連絡先リストをハンドセットに作成してエクスポートし、他のハンドセットにインポートする

と便利です。

手順

ステップ 1 [内線番号]をクリックします

ステップ 2 内線番号列で、電話機のリンクをクリックします。

ステップ 3 ローカル電話帳のエクスポート領域で、エクスポートをクリックします。
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ステップ 4 ファイルに保存するように選択し、[OK]をクリックします。

セントラルディレクトリの設定
セントラルディレクトリは、ユーザが簡単にユーザを検索して呼び出すことを可能にする、ハ

ンドセット上のディレクトリである。使用するディレクトリの種類は、さまざまな要因によっ

て異なります。

•小規模ネットワークを管理する場合は、次のいずれかを実行できます。

•ローカルディレクトリをテキストファイルとして作成し、ベースステーションにアッ
プロードすることができます。

•ローカルディレクトリのテキストファイルを作成し、サーバのフォルダディレクトリ
に保存します。ベースステーションは、httpプロトコルを使用している場合、この
ディレクトリでファイルを検索します。

•小規模なネットワークを管理する場合は、ローカルディレクトリを XMLファイルとして
作成できます。このファイルには、最初の箇条書きのテキストファイルよりも多くの情報

が含まれています。

このタイプは、現在サポートされていません。（注）

•組織に、すでにデスクフォン用の Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）電話ディ
レクトリがある場合は、ベースステーションで同じディレクトリを構成できます。

テキストの中央ディレクトリを設定する

始める前に

ディレクトリのテキストファイルを作成します。テキストファイルの形式は次のとおりです。

<name>,<number>

説明：

•＆lt; name＆gt;は、ユーザの名前です。名前の制約は次のとおりです。

•最大 23文字を使用できます。23文字を超える名前は切り捨てられます。

•カンマ（、）は使用できません。

•これらの文字のみを使用します。

• A–Z
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• a–z

• 0–9

• -

• '

•＆lt; number＆gt;は電話番号です。番号の制約は次のとおりです。

•最大 21桁（+を含む）にすることができます。数字が 21桁を超える場合、その項目
は警告なしで破棄されます。

•これらの文字のみを含めることができます：+0123456789

• SIP URIにすることはできません。

カンマと電話番号の間にスペースを入れないでください。そうしないと、エントリは破棄され

ます。

（注）

ここにサンプルの txtファイルがあります。
John Smith,+2345678901
Ann Jones,+2345678902
Fred Brown,+2345678903

ファイルサイズは 100 KB未満でなければなりません。

このリストは、メモ帳などのテキストエディタで作成します。他のプログラムは、正しく解析

できない追加情報を挿入することがあります。ファイル拡張子を .csvまたは .txtに設定し
ます。

ディレクトリをアップロードしてから新しいディレクトリをアップロードすると、新しいディ

レクトリが古いディレクトリを上書きします。

（注）

管理Webページにログインする（42ページ）で説明されているようにベースステーションの
Webページに接続します。

手順

ステップ 1 中央ディレクトリをクリックします

ステップ 2 ロケーションフィールドをローカルに設定します。

ステップ 3 [保存（Save）]をクリックします。
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ステップ 4 CSVファイルを検索してインポートします。詳細は、中央ディレクトリWebページのフィー
ルド（122ページ）にある「ローカルディレクトリのフィールド」および「インポートセント
ラルディレクトリセクションのフィールド」テーブルを参照してください。

ステップ 5 [保存（Save）]をクリックします。

LDAP中央ディレクトリを設定する

始める前に

LDAPディレクトリに関する情報が必要です。

管理Webページにログインする（42ページ）で説明されているようにベースステーションの
Webページに接続します。

手順

ステップ 1 中央ディレクトリをクリックします

ステップ 2 ロケーションフィールドをLDAPサーバーに設定します。

ステップ 3 [保存（Save）]をクリックします。

ステップ 4 中央ディレクトリWebページのフィールド（122ページ）にある、「LDAPセントラルディレ
クトリフィールド」および「 LDAPセントラルディレクトリ：ハンドセット IDセクションの
フィールド」テーブルに記載の通りに、LDAPフィールドを設定します。

ステップ 5 [保存（Save）]をクリックします。

XML中央ディレクトリを設定する

このタイプは、現在サポートされていません。（注）

ディレクトリエントリを含むXMLファイルを作成し、そのXMLファイルをベースステーショ
ンにアップロードすることができます。

このリストは、メモ帳などのテキストエディタで作成します。他のプログラムは、正しく解析

できない追加情報を挿入することがあります。ファイル拡張子を次のように設定します。

.xml。

ディレクトリをアップロードしてから新しいディレクトリをアップロードすると、新しいディ

レクトリが古いディレクトリを上書きします。

（注）
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始める前に

XMLディレクトリファイルを作成する必要があります。要件は次のとおりです。

•ファイルの拡張子は.xmlでなければなりません。

• 23文字を超える名前は 23文字に切り捨てられます。

•サポートされる文字（18ページ）に記載されている文字のみを使用します。

•電話番号はプラス（+）を含めて最大 21桁です。

•電話番号には+0123456789文字しか含まれません。

•電話番号は SIP URIにすることはできません。

•各<DirectoryEntry>タグは、<Name>および<Telephone>タグを必要とする。電話タグはメイ
ンの電話番号を識別します。

XMLファイルのスキーマは次のとおりです。
<IPPhoneDirectory>
<DirectoryEntry>
<Name>x</Name>
<Telephone>x</Telephone>
<Office>x</Office>
<Mobile>x</Mobile>
<Fax>x</Fax>
</DirectoryEntry>
</IPPhoneDirectory>

＆lt; DirectoryEntry＆gt;タグは必要なだけ追加します。タグを閉じることを忘れないでください
（たとえば、</ DirectoryEntry>）。

次に XMLファイルのサンプルを示します。
<IPPhoneDirectory>
<DirectoryEntry>
<Name>John Smith</Name>
<Telephone>1001</Telephone>
<Office>+2345678901</Office>
<Mobile>+2345678901</Mobile>
<Fax>+2345678911</Fax>
</DirectoryEntry>
<DirectoryEntry>
<Name>Ann Jones</Name>
<Telephone>1002</Telephone>
<Office>+2345678902</Office>
<Mobile>+2345678902</Mobile>
<Fax>+2345678912</Fax>
</DirectoryEntry>
<DirectoryEntry>
<Name>Fred Brown</Name>
<Telephone>1003</Telephone>
<Office>+2345678903</Office>
<Mobile>+2345678903</Mobile>
</DirectoryEntry>
</IPPhoneDirectory>

管理Webページにログインする（42ページ）で説明されているようにベースステーションの
Webページに接続します。
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手順

ステップ 1 中央ディレクトリをクリックします

ステップ 2 ロケーションフィールドをXMLサーバーに設定します。

ステップ 3 [保存（Save）]をクリックします。

ステップ 4 中央ディレクトリWebページのフィールド（122ページ）にある、「XMLセントラルディレ
クトリフィールド」および「XMLセントラルディレクトリ：ディレクトリ名フィールド」テー
ブルに記載の通りに、XMLフィールドを設定します。

ステップ 5 [保存（Save）]をクリックします。

機能の設定
ユーザエクスペリエンスに影響を与える機能の一部を変更する必要がある場合があります。こ

れらの機能のいずれかを変更した場合は、必ずユーザに伝えてください。

管理設定を設定する

管理ページでは、内部システムの機能やユーザに影響する機能を制御します。

•設定領域：いくつかの通信要件と機能を制御します。

•構成領域：ベースおよびハンドセットの構成変更の処理方法を制御します。

•テキストメッセージ領域：ユーザがテキストメッセージを送受信する機能を制御します。
詳細については、テキストメッセージの設定（68ページ）を参照してください。

• Syslog / SIP Log領域：システムメッセージやその他の情報の保存を制御します。

•緊急番号：ユーザの緊急番号を制御します。詳細については、[緊急電話番号（Emergency
Numbers）]を設定する（72ページ）を参照してください。

始める前に

で説明されているようにベースステーションのWebページに接続します。管理Webページに
ログインする（42ページ）

手順

ステップ 1 管理をクリックします。

ステップ 2 設定、設定、およびSyslog / SIPログの各フィールドを、管理設定Webページのフィールド（
108ページ）の設定テーブルの記載通りに設定します。

少なくとも、このフィールドは設定する必要があります。
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• [緊急電話番号（Emergency Numbers）]

ステップ 3 以下のいずれかの操作を行います。

• VLANフィールドを変更した場合は、保存して再起動をクリックします。

•他のすべての変更については、保存するをクリックします。

テキストメッセージの設定

管理ウェブページにあるテキストメッセージ領域の設定を変更することができます。これらの

フィールドは、ハンドセットがテキストメッセージを送受信する能力を制御します。デフォル

トでは、テキストメッセージは無効になっています。

有効にすると、システム内のメッセージのみを許可したり、他のシステムとの間でメッセージ

を送受信できるようにシステムを設定できます。

テキストメッセージを有効にする場合は、ユーザに通知するようにしてください。（注）

始める前に

で説明されているようにベースステーションのWebページに接続します。管理Webページに
ログインする（42ページ）

手順

ステップ 1 管理をクリックします。

ステップ 2 管理設定Webページのフィールド（108ページ）の「テキストメッセージ」の表の説明に従っ
て、テキストメッセージフィールドを設定します。

ステップ 3 [保存（Save）]をクリックします。

ページングの設定

ページンググループを設定して、ハンドセットのグループをページにすることができます。同

一ネットワーク内のハンドセットグループにページを送信します。

最大3個のページンググループにハンドセットを追加できます。各ページンググループには、
固有のマルチキャストポートと番号があります。ページンググループ内の電話機は、同じマル

チキャスト IPアドレス、ポート、およびマルチキャスト番号に登録する必要があります。

着信ページの優先順位は、特定のグループから設定します。優先順位レベルの範囲は 0 ~ 3で
す。優先順位は、次のことを示します。
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• 0:受信ページはアクティブコールを保留にします。ページが再生された後にコールが再開
されます。

• 1:着信ページとアクティブコール再生が同時に再生されます。

• 2:着信ページにトーンが通知されます。ページングは、アクティブコールが保留になった
とき、または通話が終了したときに再生されます。

• 3:受信ページはアクティブコール中にアラートを送信しません。

複数のページセッションが発生すると、ページは時間的な流れに沿って応答が行われます。ア

クティブページが次のページに応答するのを終了する必要があります。サイレント（DND）が
有効になっている場合、電話機は着信ページを無視します。

音声コーデックはG.711uに設定されます。

始める前に

•ページンググループ内のすべてのハンドセットが同じマルチキャストネットワーク内にあ
ることを確認します。

•電話管理のWebページにアクセスします。

手順

ステップ 1 管理をクリックします。

ステップ 2 管理設定Webページのフィールド（108ページ）で複数のページンググループパラメータを
設定します。

文字列を入力して、マルチキャストページングをリッスンし、開始するように電話機を設定し

ます。各文字列の長さは 128文字までです。最大 3個のページンググループに電話機を追加で
きます。次の形式でスクリプトを入力します。

pggrp:multicast-address:port;[name=xxxx;]num=yyy;[listen={yes|no}]];pri=n

それぞれの説明は次のとおりです。

• マルチキャストアドレス :マルチキャスト IPアドレスを示します。ベースステーションがペー
ジを待機して受信します。

• ポート:ページにポートを示します。各ページンググループに対して、異なるポートを使用
します。ポートは 0 ~ 65534で、値は同じである必要があります。

• name=xxxx:ページンググループの名前を示します。（オプション）名前の最大長は 35文
字です。

• num=yyy:ページンググループにアクセスするのにダイヤルする一意の番号です。数字は 3
桁または 4桁です。
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• listen={yes|no}:電話機がページグループをリッスンするかどうかを示します。最初の 2
つの有効なグループだけがリッスンできます。フィールドが定義されていない場合、デ

フォルト値はいいえです。

• pri=n:ページングの優先度レベルを示します。優先度レベルの範囲は 0～ 3です。

手順の例を参照してください。

ステップ 3 [保存（Save）]をクリックします。

例

pggrp=224.168.168.168:34560;name=All;num=500;listen=yes;pri=0

XML (cfg .xml)を使用したハンドセット設定ファイルでは、次のように文字列が表示
されます。

<Group_Paging_Script_1_>pggrp=224.168.168.169:34560;name=All;num=500;listen=yes;pri=0</Group_Paging_Script_1_>

スターコードを変更する

ベースステーションには一連のスターコードが設定されています。スターコードを使用する

と、ユーザは一部の機能にすばやくアクセスできます。

Cisco IP DECT6800シリーズユーザガイドには標準のスターコードのリストが含まれていま
す。

スターコードを変更する場合は、変更内容をユーザに伝えてください。（注）

始める前に

で説明されているようにベースステーションのWebページに接続します。管理Webページに
ログインする（42ページ）

手順

ステップ 1 スターコードをクリックします。

ステップ 2 スターコードWebページのフィールド（132ページ）で説明されているように、スターコード
フィールドを変更します。

ステップ 3 [保存（Save）]をクリックします。
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コールプログレストーンを変更する

ベースステーションは、一連のコールプログレストーンでセットアップされる。コールプログ

レストーンは、コールのセットアップと進行中に聞こえるトーンです。

デフォルトのコールプログレストーンは、ベースステーション用に設定した国と地域によって

異なります。トーンをデフォルト値から変更することができます。

始める前に

で説明されているようにベースステーションのWebページに接続します。管理Webページに
ログインする（42ページ）

手順

ステップ 1 コールプログレストーンをクリックします。

ステップ 2 コールプログレストーンWebページのフィールド（133ページ）の説明に従って、フィールド
を設定します。

ステップ 3 [保存（Save）]をクリックします。

アラームの設定

6825ハンドセットまたは6825高耐久ハンドセットの一番上にある緊急ボタンが押されると、警
報を鳴らすように設定することができます。

6823ハンドセットに緊急ボタンはありません。（注）

始める前に

管理Webページにログインする（42ページ）で説明されているようにベースステーションの
Webページに接続します。

管理設定ページでアラームサーバを設定できます。管理設定を設定する（67ページ）および
管理設定Webページのフィールド（108ページ）を参照してください。アラームサーバを設
定しない場合は、定義された番号を呼び出すことができます。

手順

ステップ 1 警報をクリックします。

ステップ 2 アラームWebページのフィールド（137ページ）の説明に従って、警報フィールドを設定しま
す。
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ステップ 3 [保存（Save）]をクリックします。

次のタスク

アラームプロファイルエイリアスを設定したら、ハンドセット情報を変更する（55ページ）
に進みアラームを必要とする各ハンドセットにアラームを割り当てます。警報プロファイルを

設定して、警報ラインと警報番号フィールドを設定する必要があります。ハンドセットでア

ラームを設定した後、ハンドセットを再起動する必要があります。

[緊急電話番号（Emergency Numbers）]を設定する
管理ウェブページで緊急電話番号の設定を変更することができます。これらのフィールドは、

緊急コールに関連付けられている番号を制御します。

ユーザが緊急番号に精通していることを確認してください。キーパッドがロックされていて

も、ユーザはこれらの番号をダイヤルできます。

始める前に

で説明されているようにベースステーションのWebページに接続します。管理Webページに
ログインする（42ページ）

手順

ステップ 1 管理をクリックします。

ステップ 2 管理設定Webページのフィールド（108ページ）の緊急番号表に記載されているように、緊急
番号を設定します。

ステップ 3 [保存（Save）]をクリックします。

ベースステーションへの一時ハンドセットの追加

プロミスカスモードでベースステーションにハンドセットを一時的に登録することができま

す。ベースステーションは、初期設定がリセットされているときに、プロミスカスモードで使

用できます。プロミスカスモードは、管理Webページまたは設定ファイル (cfg .xml)から有効
にした場合には 255分、ベースステーションのリセットボタンを押すと 5分間アクティブにな
ります。ベースステーションに登録されていないハンドセットを追加し、ハンドセットを更新

することができます。

ベースステーションは、前に有効化データオーケストレーションシステム (EDOS)またはDHCP
サーバとして認識されていた顧客のデバイスアクティベーション (CDA)から設定ファイルを
ダウンロードし、ハンドセットを更新します。サーバが承認を要求する場合は、ハンドセット

を使用してユーザ名とパスワードを入力します。ベースステーションの設定ファイルに <
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profile_rule >が設定されていない場合、EDOSサーバは、ハンドセットに入力された短時間
のアクティベーションコードを要求します。

プロミスカスモードがタイムアウトしたときのハンドセットの登録解除。ハンドセットの更新

が進行中の場合は、タイマーがリセットされます。

次の方法で、プロミスカスモードを有効にすることができます。

•設定ファイルまたは管理Webページ。詳細については、ファームウェアから無作為検出
モードをオンにする（73ページ）を参照してください。

•リセットボタン詳細については、「ベースステーションの [リセット]ボタンを使用して無
作為検出モードをオンにします。（74ページ）」を参照してください。

ファームウェアから無作為検出モードをオンにする

一時ハンドセットの登録を有効にするために、プロミスカスモードをセットアップすることが

できます。ベースステーションがプロミスカスモードの場合、LEDは次の順序で点滅します。
赤、オレンジ、緑。ベースステーションは、255分間無作為検出モードになっています。この
モードでは、最大 30台のハンドセットをベースステーションに登録できます。

次の方法で、設定ファイル (cfg.xml)でモードを設定します。
<Promiscuous_mode>n</Promiscuous_mode>

ここで、n はモードを有効にするまでの時間を分単位で示します。

始める前に

で説明されているようにベースステーションのWebページに接続します。管理Webページに
ログインする（42ページ）

手順

ステップ 1 管理をクリックします。

ステップ 2 無作為検出モードが開始されるまでの時間を分単位で表示するように有効(分)を設定します。

無作為検出モードフィールドで、無作為検出モードが終了するまでの時間を分単位で表示しま

す。ページを更新して、残り時間を表示します。

詳細については、管理設定Webページのフィールド（108ページ）の無差別モードの表を参照
してください。

ステップ 3 [保存（Save）]をクリックします。

次のタスク

•ユーザ名とパスワードを使用してハンドセットを自動的にセットアップする（45ページ）
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•短いアクティベーションコードを使用した自動ハンドセットのセットアップをする（45
ページ）

関連トピック

ハンドセットの登録を開始する（52ページ）

ベースステーションの [リセット]ボタンを使用して無作為検出モードをオンにします。

リセットボタンで、ベースステーションのプロミスカスモードを手動で有効にします。設定

ファイル (cfg)内の Promiscuous_button_enabledオプションがいいえに設定されている場合は、

ボタンを 15秒間押して、ベースステーションを工場出荷時のデフォルト値にリセットしてか
ら、プロミスカスモードを有効にします。プロミスカスモードを有効にすると、ベースステー

ションのLEDが赤からオレンジに 2秒間点滅し、6秒後に緑に点滅します。ベースステーショ
ンは、5分間無作為検出モードになっています。

始める前に

ベースステーションの下端にあるリセットボタンを探します。

手順

リセットボタンを6秒間押し続けます。

次のタスク

•ユーザ名とパスワードを使用してハンドセットを自動的にセットアップする（45ページ）

•短いアクティベーションコードを使用した自動ハンドセットのセットアップをする（45
ページ）

ハンドセットに 2番目の回線を追加する
ハンドセットに別の回線を追加することができます。

手順

ステップ 1 [内線番号]をクリックします

ステップ 2 ハンドセットの左側の列でインデックス番号を確認します。

ステップ 3 [内線の追加（Add Extension）]をクリックします。

ステップ 4 ライン名を設定します。

この回線に他の回線からの別の名前を指定すると、混乱を避けることができます。
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ステップ 5 端末フィールドで、2つ目の内線番号のハンドセットを選択します。

たとえば、ステップ 2のインデックス 2を使用してハンドセットに回線を追加する場合は、端
末 Idx 2を選択します。

ステップ 6 拡張フィールドに、ユーザに割り当てられた電話番号を設定します。

ステップ 7 認証ユーザ名フィールドに、ユーザに割り当てられたユーザ IDを設定します。

ステップ 8 認証パスワードフィールドに、ユーザの割り当てられたパスワードを設定します。

ステップ 9 表示名フィールドに、ハンドセット画面に表示したい名前を設定します。

ステップ 10 サーバフィールドに、ベースステーション追加時に設定したサーバエイリアスを設定します。

ステップ 11 拡張Webページのフィールドの追加または編集（89ページ）の説明に従って、残りの内線
フィールドを設定します。

ステップ 12 [保存（Save）]をクリックします。

ステップ 13 内線番号ページで、関連付けられている VoIP Idxのチェックボックスをオンにします。

ステップ 14 SIP登録を開始をクリックします。

ステップ 15 ハンドセットをオフにしてから、もう一度電源を入れます。

ステップ 16 ハンドセットで番号の入力を開始し、回線を押します。

ステップ 17 新しい内線番号がリストされていることを確認します。

次のタスク

この内線番号を共有する場合は、次を参照してください。ハンドセット間の回線の共有（75
ページ）

ハンドセット間の回線の共有

2つ以上のハンドセットで使用可能になるように回線を設定できます。

ハンドセットでは、ユーザがコールを行うと、共有回線が回線リストに表示されます。また、

ハンドセットのヘッダー行のすぐ下のアイコンが表示されます。アイコンは共有回線のステー

タスを表示します。

手順

ステップ 1 各ハンドセットに同じ内線番号を追加します。ハンドセットに 2番目の回線を追加する（74
ページ）を参照してください。

次に例を示します。

•端末 Idx 1に内線を設定し、登録します。

•端末 Idx 2に内線を設定し、登録します。
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ステップ 2 内線ページで、内線を共有する最初のハンドセットのハンドセットリンク (IPEI番号)をクリッ
クします。

ステップ 3 共有コールのアピアランス設定で、Idxを共有する内線に設定します。

ステップ 4 [保存（Save）]をクリックします。

ステップ 5 手順 2~4を繰り返して、2つ目のハンドセットが番号を共有します。

追加のベースステーションを追加して、マルチセルネッ

トワーク（ワークフロー）を作成、
210マルチセルベースステーションがある場合、一部のハンドセットに接続に問題がある場合
は、追加のベースステーションをネットワークに追加できます。たとえば、ハンドセットが

ベースステーションから離れすぎているか、ベースステーションがビジー状態になっている可

能性があります。複数のベースステーションがある場合、マルチセルシステムができます。

マルチセルシステムの制約条件は次のとおりです。

•マルチセルシステムの210マルチセルベースステーションの最大数：250

•マルチセルシステム内のハンドセットの最大数：1000

マルチセルシステムをセットアップすると、ベースステーションは定期的にデータを同期しま

す。登録されたすべてのハンドセットは、マルチセルシステムの任意のベースステーションと

通信できます。プライマリベースステーションが応答しなくなると、マルチセルシステムの別

のベースステーションが自動的にプライマリ基地局になります。

このワークフローを使用して、マルチセルシステムを設定します。

手順

目的コマンドまたはアクション

最初のベースステーションをセットアッ

プします。

Cisco IP DECT6800シリーズワークフロー
を設定する（13ページ）

ステップ 1

第1のベースステーションをマルチセル
システムの第1のベースステーションと
して設定する。

プライマリベースステーションでのマル

チセルシステムの設定（77ページ）
ステップ 2

セカンダリベースステーションを設定し

ます。このステップを、追加されたベー

スステーションごとに繰り返します。

二次ベースステーションでのマルチセル

システムの設定（77ページ）
ステップ 3

バックアップを実行して設定を保存しま

す。

（任意）システム設定のバックアップ

（161ページ）
ステップ 4
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プライマリベースステーションでのマルチセルシステムの設定

複数のベースステーションを連携させるには、マルチセルネットワークの各ベースステーショ

ンに同じシステムチェーン IDを割り当てます。この手順を使用して、マルチセル用の既存の
ベースステーションを設定します。この手順は 1回だけ行います。

始める前に

•ベースステーションでタイムサーバを設定する必要があります。

•少なくとも 1つの内線をベースステーションに追加する必要があります。

手順

ステップ 1 既存のベースステーションWebページにアクセスします。管理Webページにログインする（
42ページ）を参照してください。

ステップ 2 マルチセルをクリックします。

ステップ 3 マルチセルシステムを有効に設定します。

ステップ 4 システムチェーン IDを設定します。

システムチェーン IDを内線番号のように見えない番号に変更しることを推奨します。たとえ
ば、4桁の内線番号を使用する場合は、システムチェーン ID 4桁以上にする必要があります。

ステップ 5 残りのフィールドをマルチセルWebページのフィールド（126ページ）に記載の通りに設定
します。

ステップ 6 [Save and Reboot]をクリックします。

ステップ 7 ベースステーションを再起動したら、管理Webページに再接続します。管理Webページにロ
グインする（42ページ）を参照してください。

ステップ 8 ブラウザーをリフレッシュして、ホーム/ステータスページ表示マルチセルリンク解除（非連
鎖）プライマリとして参加することを許可の中にシステムインフォメーションフィールド。

次のタスク

二次ベースステーションでのマルチセルシステムの設定（77ページ）

二次ベースステーションでのマルチセルシステムの設定

マルチセル用にプライマリベースステーションを設定したら、この手順で1つ以上のベースス
テーションを追加します。マルチセル構成のすべてのベースステーションは、同じシステム

チェーン IDを使用します。

セカンダリベースステーションがマルチセルを有効にして再起動すると、プライマリベースス

テーションは自動的にデータの同期処理を開始します。
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マルチセル構成を開始する前にプライマリベースステーションの管理パスワードを変更した場

合、同期フェーズでセカンダリベースステーションでパスワードが自動的に変更され、

（注）

始める前に

•プライマリベースステーションでのマルチセルシステムの設定（77ページ）を完了する
必要があります。

•一次ベースステーションのホーム/ステータスページはプライマリとして参加可能をシス
テム情報フィールドに表示する必要があります。

•一次ベースステーションからのシステムチェーン ID設定が必要です。

•新しいベースステーションのMACアドレスを知る必要があります。

手順

ステップ 1 新しいベースステーションのハードウェアをセットアップしますベースステーションをインス

トールする（25ページ）。

ステップ 2 次のいずれかのオプションを使用して、新しいベースステーションを取り付けます。

•ベースステーションまたはリピーターを天井に取り付ける（26ページ）
•ベースステーションまたはリピーターをデスクに取り付ける（30ページ）
•ベースステーションまたはリピーターを壁面に取り付ける（32ページ）

ステップ 3 新しいベースステーションのWebページにアクセスします。管理Webページにログインする
（42ページ）を参照しベースステーションのMACアドレスを使用します。

ブラウザに表示されている、このベースステーションの IPアドレスを書き留めます。

ホーム/ステータスページにマルチセルは無効ですと表示されます。

ステップ 4 マルチセルをクリックします。

ステップ 5 マルチセルシステムを有効に設定します。

ステップ 6 システムチェーン IDを1次ベースステーションのフィールドと一致するように設定します。

ステップ 7 残りのフィールドをマルチセルWebページのフィールド（126ページ）に記載の通りに設定
します。

ステップ 8 [Save and Reboot]をクリックします。

ステップ 9 新しいベースステーションの管理Webページに接続します。管理Webページにログインする
（42ページ）を参照し、手順 3でメモした新しい IPアドレスを使用します。

ステップ 10 ホーム/ステータスページがマルチセルリンク解除（初期同期 1）セカンダリとして参加でき

ますをシステムインフォメーションフィールドに表示するまで、ブラウザをリフレッシュしま

す。
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メッセージが表示された後、ベースステーションはデータの同期を開始します。既存の基地局

と新しいベースステーションの同期には最大5分かかることがあります。メッセージが次のよ
うに変わることがわかります。マルチセルリンク解除（初期同期 1）プライマリのセカンダリ

待機、

ステップ 11 ホーム/ステータスページがマルチセルリンクレディ（キープアライブ）セカンダリをシステ
ムインフォメーションフィールドに表示するまで、ブラウザをリフレッシュします。

第 1のベースステーションの管理Webページを見ている場合、ホーム/ステータスページはマ
ルチセルレディ（キープアライブ）プライマリをシステムインフォメーションフィールドに表

示します。

次のタスク

あなたのマルチセルシステムをセットアップした後、システム設定のバックアップ（161ペー
ジ）。
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第 4 章

ヘッドセット

•サポートされているヘッドセット（81ページ）
•ヘッドセットの安全性に関する重要な情報（81ページ）
•音質（82ページ）

サポートされているヘッドセット
これらのタイプのヘッドセットは、ハンドセットで使用できます。

• 3.5 mmオーディオプラグ付きヘッドセット

シスコヘッドセット 530シリーズを推奨します。シスコヘッドセット 530シリーズは標準
のBluetoothヘッドセットとしてサポートされており、高度な機能は 6825ハンドセットで
はサポートされていません。

• Bluetooth LEヘッドセット

ヘッドセットの安全性に関する重要な情報
高音圧：聴覚の障害を防ぐため、長時間大音量で聴き続けることは避けてくだ

さい。

ヘッドセットを接続する際は、ヘッドセットのスピーカーの音量を下げてからヘッドセットを

着用してください。ヘッドセットを外す前に音量を下げるようにすれば、再度ヘッドセットを

接続する際に音量は最初から低い状態になります。

周りに注意してください。ヘッドセットを使用すると、特に緊急事態や騒音の多い環境で、外

部の重要な音が遮断される可能性があります。運転中にヘッドセットを使用しないでくださ

い。人やペットが横切る可能性がある場所にヘッドセットまたはヘッドセットケーブルを放置

しないでください。ヘッドセットまたはヘッドセットケーブルの近くに子供がいる場合は、常

に目を離さないようにしてください。
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音質
物理的、機械的、および技術的な性能以上に、ヘッドセットの音質がユーザと通話相手の双方

にとって良質である必要があります。音質の判断は主観によるため、シスコではどのサード

パーティのヘッドセットのパフォーマンスも保証することはできません。しかし、大手メー

カーのさまざまなヘッドセットについて、Cisco IP電話で良好に作動することが報告されてい
ます。

シスコは、自社製品のサードパーティヘッドセットを推奨またはテストすることはできませ

ん。シスコ製品のサードパーティ製ヘッドセットサポートについては、製造元のWebサイト
を参照してください。

シスコは、Cisco IP電話を使用してシスコヘッドセットをテストします。シスコヘッドセット
と Cisco IP電話のサポート詳細については、https://www.cisco.com/c/en/us/products/
collaboration-endpoints/headsets/index.htmlを参照してください。
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第 5 章

モニタリング

•ベースステーションWebページ（83ページ）
•ハンドセットステータスの表示（155ページ）
•のサイト調査を実施する（155ページ）

ベースステーションWebページ
ベースステーションのWebページを使用して、ベースステーションを構成し、ステータスと
統計情報を取得できます。

すべてのページは、管理者ビューで使用できます。管理者ビューでベースステーションのWeb
ページにアクセスする方法については、管理Webページにログインする（42ページ）を参照
してください。

ユーザビューでは、いくつかのページを使用できます。ユーザビューでベースステーションの

Webページにアクセスする方法については、ユーザWebページにサインインする（43ペー
ジ）を参照してください。

特に指定されていない限り、Webページは管理者ビューにのみ表示されます。

関連トピック

ベースステーションアカウント（16ページ）

ようこそ/ステータスWebページのフィールド
これらは、ベースステーションのウェルカム/ステータスウェブページに表示されるフィール
ドです。このフィールドは読み取り専用です。

ページは、[管理者とユーザビュー]に表示されます。
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表 6 :ようこそ/ステータスWebページのフィールド

説明フィールド

マルチセルモードが有効か無効かを識別します。

マルチセルの情報は、210マルチセルベースステーションに
のみ表示されます。

システム情報（System
Information）

ベースステーションのハードウェアバージョン (IPDECT-Vx)
とタイプ ( DBS-110-3PCまたはDBS-210-3PC)を識別します。

電話タイプ

有効なプロトコルを識別します。システムタイプ（System
Type）

システムによって使用される無線周波数（RF）帯域を識別し
ます。

RF帯域は、機器が設置されている国に固有です。

RFバンド

システムの現在の日付と時刻を識別します。現在のローカル時間

前回の再起動以降の日数、時間、分、秒単位の時間を示しま

す。

操作時刻

ベースステーションの無線固定部品識別（RFPI）を識別する。RFPIアドレス

ベースステーションのMACアドレスを識別します。MACアドレス

ベースステーションに割り当てられた IPアドレスを識別しま
す。

IPアドレス

将来使用するために予約されています。製品構成

ベースステーションで現在動作しているファームウェアのバー

ジョンとファームウェアの日付を示します。

ファームウェアバージョン

ファームウェアアップデートサーバの IPアドレスとサーバ上
のファームウェアパスを識別します。

ファームウェア URL

過去6回の再起動のエントリーを日付、時刻、再起動の種類、
ファームウェアのバージョンといっしょに表示します。

再起動の種類には、通常の再起動、強制再起動、停電、予期

しない再起動があります。

Reboot

現在のステータスを識別します。

•アイドル -アクティブコールなし

•使用中 - 1つ以上のアクティブコール

ベースステーションステータ

ス
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説明フィールド

ベースステーションに設定されている内線番号と内線番号の

ステータスを示します。

• OK -ハンドセットは OKです。

• SIPエラー -ハンドセットに SIP登録エラーがあります。

このベースステーションのSIP
アイデンティティステータス

内線番号Webページのフィールド
これらは、ベースステーションの内線Webページに表示されるフィールドです。

ページは、[管理者とユーザビュー]に表示されます。

このセクションは、ファームウェアリリース 4.7以降に適用されます。ファームウェアリリー
ス V450および V460のページについては、ファームウェアリリース V450および V460の拡張
機能Webページのフィールド（149ページ）を参照してください。

表 7 : [General]セクション

説明目次フィールド

ベースステーションのアクセスコード（AC）
を識別します。

このフィールドは、管理ビューで変更する必

要があります。

4桁の数値コードAC

表 8 :内線番号セクション

説明目次フィールド

ハンドセットのインデックスを識別します。このフィールドは読み

取り専用です。

Idx
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説明目次フィールド

ハンドセットの固有の DECT識別番号である
International Portable Equipment Identity（IPEI）
を示します。

このフィールドは、ターミナルページのハン

ドセットについての詳細情報へのリンクです。

IPEIリンクの下に、ハンドセットと内線番号
のステータスが表示されます。

•ステータス:色付きの点は、次のステータ
スを示しています。

•緑:ハンドセットが登録されていま
す。

赤:ハンドセットが取り外されていま
す。

•内線番号:内線の名前

2回線割り当てられている場合、ハンドセッ
トはリストに 2回表示されます。

このフィールドは読み

取り専用です。

内線番号、情報

このフィールドは、ファームウェアリリース

4.8で新規に追加されています。

色付きの点は、次のステータスを示します。

•緑:ハンドセットが登録されています。

•赤:ハンドセットが取り外されています。

ステータス

このフィールドは、ファームウェアリリース

4.8で新規に追加されています。

内線の名前を示します。

2回線割り当てられている場合、ハンドセッ
トはリストに 2回表示されます。

[内線番号
（Extension）]

ハンドセットが通信する接続済みのベースス

テーションまたはリピーターを指定します。

このフィールドは読み

取り専用です。

場所（Location）

このフィールドは、ファームウェアリリース

4.7で新規に追加されています。

PRN番号とベースステーションの名前を示し
ます。

このフィールドは読み

取り専用です。

端末の位置
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説明目次フィールド

受話器の現在の状態を示します。

•現在の@RPNxx:ハンドセットはベースス
テーションRPNxxに接続されています。

•デタッチされている:ハンドセットが接続
されていません(たとえば、電源が切れて
いるか、登録されていないなど)。

•場所:ハンドセットが特定のベースステー
ションと通信するように設定されていま

すが、接続できません。たとえば、ハン

ドセットの電源が入っていても、ベース

ステーションの電源が切れている場合に

表示されます。

•削除されている:ハンドセットが特定の時
間（通常は 1時間）ベースステーション
に接続されていません。

このフィールドは読み

取り専用です。

端末状態

ハンドセットのモデル番号とファームウェア

のバージョンを識別します。

このフィールドは読み

取り専用です。

ターミナルタイプ、

FW情報
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説明目次フィールド

ファームウェアアップデート（FWU）状態を
示します。

•オフ - swバージョンフィールドが 0に設
定されていることを示します。ファーム

ウェアアップデートページ。

•初期化:更新プロセスが開始されているこ
とを示します。

• X％: ダウンロードの進捗状況を示しま
す。Xは進捗量（0〜100）です。

• X％の確認:使用前にファームウェアの検
証が進行中であることを示します。

•充電の待機:新しいファームウェアをイン
ストールするために、ファームウェアの

ダウンロードが完了し、ハンドセットを

充電器に入れる必要があることを示しま

す。

• Conn.term.wait:リピーターファームウェ
アのアップデートが完了し、リピータの

リセットが進行中であることを示しま

す。

•完了:ファームウェアのアップデートが完
了したことを示します。

•エラー:更新が成功しなかったことを示し
ます。考えられる原因は次のとおりで

す。

•ファイルが見つかりません。

•ファイルが無効です。

このフィールドは読み

取り専用です。

FWU進捗状況

このフィールドは、ファームウェアリリース

4.7で新規に追加されています。

ハンドセットの現在の充電レベルのスナップ

ショットを表示します。

電池残量、RSSI、およびMeasを更新するに

は、IPEIチェックボックスの左にある更新
をクリックします。

このフィールドは読み

取り専用です。

電池残量
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説明目次フィールド

このフィールドは、ファームウェアリリース

4.7で新規に追加されています。

接続されているベースステーションまたはリ

ピーターの受信信号強度インジケータ (RSSI)
のスナップショットを表示します。

電池残量、RSSI、およびMeasを更新するに

は、IPEIチェックボックスの左にある更新
をクリックします。

このフィールドは読み

取り専用です。

RSSI

このフィールドは、ファームウェアリリース

4.7で新規に追加されています。

バッテリおよび RSSI情報がハンドセットか
らキャプチャされてからの時間を分と秒で表

示します。

電池残量、RSSI、およびMeasを更新するに

は、IPEIチェックボックスの左にある更新
をクリックします。

このフィールドは読み

取り専用です。

測定時刻 [分:秒]

拡張Webページのフィールドの追加または編集

これらは、ベースステーションの内線を追加するそして内線の編集ウェブページに表示される

フィールドです。

表 9 :内線Webページのフィールドを追加する

説明目次フィールド

着信呼および発信呼の回線名を示します。文字列

文字の長さが、1～ 7
文字の場合。

回線名

拡張機能の割り当て方法を指定します。

•新しい端末 -新しいハンドセットが設定
されています。

• Terminal Idx x：（Serversページから）既
存のハンドセットのインデックスを識別

します。

2番目の内線番号をハンドセットに割り当
てるときに使用されます。

選択：

•新ターミナル

•ターミナル Idx 1

•ターミナル Idx 2

Terminal
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説明目次フィールド

電話番号を識別します。

拡張機能は、ハンドセットが通話を発信して

受信する前に、SIPサーバ上で設定する必要が
あります。

拡張子は、ハンドセットのメイン画面に表示

されます。

ディジットストリング[内線番号
（Extension）]

コール制御システムでハンドセットに割り当

てられたユーザ名を識別します。

ファームウェアリリース4.7では、名前は最大
128文字までである必要があります。

文字列[認証ユーザ名
（Authentication User
Name）]

コール制御システムでユーザのパスワードを

識別します。

ファームウェアリリース4.7では、名前は最大
128文字までである必要があります。

文字列認証パスワード

（Authentication
Password）

拡張機能に表示する名前を指定します。

この名前は、日付と時刻の直後にメイン画面

に表示されます。

文字列表示名

BroadSoftXSI電話帳のユーザ名を指定します。

ファームウェアリリース4.7では、名前は最大
128文字までである必要があります。

文字列XSIユーザ名

BroadSoft XSI電話帳のパスワードを指定しま
す。

ファームウェアリリース4.7では、名前は最大
128文字までである必要があります。

文字列XSIパスワード

ボイスメールシステムのユーザ名を指定しま

す。

文字列Mailbox Name

ボイスメールシステムにダイヤルする番号を

指定します。この番号は、SIPサーバで有効に
する必要があります。

ディジットストリング

有効な内容は0-9、*、
＃です。

メールボックス番号

（Mailbox Number）

コール制御システムの SIPサーバアドレスを
識別します。

IPアドレスのドロップ
ダウンリスト

サーバ
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説明目次フィールド

コールウェイティングが電話で利用可能かど

うかを識別します。

機能のステータス：

•無効

•有効（デフォル
ト）

コール待機機能

ビジーランプフィールド（BLF）情報に使用
する URLを指定します。

BroadSoft SIPサーバにのみ適用されます。

機能のステータス：

• [無効(Disabled)]
（デフォルト）

•有効

ブロードワークスビ

ジーランプフィールド

リスト URI

行が共有されているかどうかを示します。

BroadSoft SIPサーバにのみ適用されます。SIP
サーバで有効にする必要があります。

機能のステータス：

• [無効(Disabled)]
（デフォルト）

•有効

BroadWorks共有コー
ルアピアランス

BroadWorksパッケージが利用可能かどうかを
示します。機能は次のとおりです：妨害しな

いで、転送する（すべて、ビジー、無回答）。

BroadSoft SIPサーバにのみ適用されます。SIP
サーバで有効にする必要があります。

機能のステータス：

• [無効(Disabled)]
（デフォルト）

•有効

BroadWorks Featureイ
ベントパッケージ

次の点を特定できる

•コールフォワード無条件が利用可能な場
合

•電話機に着信呼が到着したときにダイヤ
ルする番号。

すべての着信への適用

ディジットストリン

グ：

•有効な内容は
0-9、*、＃です。

機能のステータス：

• [無効(Disabled)]
（デフォルト）

•有効

無条件番号転送

（2フィールド）
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説明目次フィールド

次の点を特定できる

•コール転送の場合、無応答が利用可能で
す。

•着信がハンドセットに着信し、応答され
ないときにダイヤルする番号。

•通話が未応答であるとみなされるまでの
待機時間（秒単位）。

すべての未応答のコールに適用されます。

ディジットストリン

グ：

•有効な内容は
0-9、*、＃です。

機能のステータス：

• [無効(Disabled)]
（デフォルト）

•有効

秒単位の時間：

•範囲は 0～ 255で
す

•デフォルト90

無応答番号転送

（3フィールド）

次の点を特定できる

•話中転送が利用可能な場合。

•ハンドセットがビジーのときにダイヤル
する番号。ハンドセットにすでに 2つの
コール（1つはアクティブ、もう1つは保
留中）がある場合、そのハンドセットは

ビジーです。

ハンドセットが既存の通話中であるときに適

用されます。

•有効な内容は
0-9、*、＃です。

機能のステータス：

• [無効(Disabled)]
（デフォルト）

•有効

ビジー番号での転送

（2フィールド）

ハンドセットが発信者 ICを持たない通話を拒
否するかどうかを示します。

値：

• [無効(Disabled)]
（デフォルト）

•有効

[非通知着信拒否(Reject
Anonymous Calls)]

発信者 IDなしで電話をかけるようにハンド
セットを設定できるかどうかを示します。

値：

•オフ

•次のコール用にオ
ンにする

•常時稼働

番号を隠す

Cisco IP DECT 6800シリーズアドミニストレーションガイド
92

モニタリング

拡張Webページのフィールドの追加または編集



説明目次フィールド

ユーザが妨害（DND）モードをオンにできる
かどうかを示します。

値：

• [無効(Disabled)]
（デフォルト）

•有効

取り込み中

ターミナルWebページのフィールド

これらは、ベースステーションのターミナルウェブページに表示されたフィールドです。この

画面を表示するには内線ページにあるハンドセットのIPEI番号をクリアします。

ページは、[管理者とユーザビュー]に表示されます。一部のフィールドはユーザビューでは使
用できません。

このセクションは、ファームウェアリリース 4.7に適用されます。ファームウェアリリース
V450およびV460のページについては、ファームウェアリリースV450およびV460の端末Web
ページのフィールド（152ページ）を参照してください。

表 10 :ターミナルWebページのフィールド

説明目次フィールド

ハンドセットの国際携帯機器識別情報（IPEI）
を識別します。各ハンドセットには固有のIPEI
番号があり、その番号はハンドセットバッテ

リの下のラベルとハンドセットボックスのラ

ベルに表示されます。

このフィールドを変更すると、ハンドセット

の登録が解除されます。

10文字列IPEI

ハンドセットとペアになっている端末を識別

します。

値：

•ペアになっていな
い端末

•ハンドセット ID

ターミナルとペアリン

グ

ハンドセットを登録するために使用されたア

クセスコードを識別します。ハンドセット登

録後、このコードは使用されません。

セキュリティを強化するためにシス

テムを設定するときは、これをデ

フォルトから変更することをお勧め

します。

（注）

4桁のコードAC
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説明目次フィールド

アラームコールに使用する回線を指定します。値：

•アラーム行が選択
されていない

•電話番号
（Telephone
number）

アラームライン

ユーザがダイヤルする番号を指定します。緊

急 ボタンを 3秒以上押します。

電話番号アラーム番号

管理者ビューのみ

ダイヤルプランWebページのフィールド（
134ページ）で設定されているダイヤルプラン
のインデックスを識別します。

値：1〜10ダイヤルプラン ID

[内線（Extensions）]

ハンドセットのインデックスを識別します。このフィールドは読み

取り専用です。

VoIP Idx

設定された拡張の名前を識別します。

拡張機能は、ハンドセットが通話を発信して

受信する前に、SIPサーバ上で設定する必要が
あります。

管理者ビューのみ:このフィールドは、拡張の
編集ページのハンドセットの詳細情報へのリ

ンクです。

このフィールドは読み

取り専用です。

[内線番号
（Extension）]

電話番号を識別します。

この情報は、ハンドセットのメイン画面に表

示されます。

このフィールドは読み

取り専用です。

表示名

コール制御システムの SIPサーバアドレスを
識別します。

このフィールドは読み

取り専用です。

サーバ

通話制御システムの名前を識別します。このフィールドは読み

取り専用です。

サーバエイリアス

SIP登録状態を識別します。フィールドが空の
場合、ハンドセットは SIP登録されていませ
ん。

このフィールドは読み

取り専用です。

状態（State）
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説明目次フィールド

ビーコン設定

管理者ビューのみ

将来使用するために予約されています。

受信モード

管理者ビューのみ

将来使用するために予約されています。

送信間隔

Alarm Profiles

管理者ビューのみ

アラームのリストを示します。

プロファイル 0〜7

管理者ビューのみ

特定のプロファイルに対して設定されている

アラームの種類を示します。アラームが設定

されていない場合、フィールドには設定され

ていませんと表示されます。

アラームの名前アラームタイプ

管理者ビューのみ

受話器でアクティブなアラームの種類を識別

します。

チェックボックス（デ

フォルトではチェック

されていない）

[アラームの種類]
チェックボックス

共有コールアピアランスの設定

管理者ビューのみ

拡張機能のインデックス

Idx 1〜8

管理者ビューのみ

共有コールアピアランスをサポートするハン

ドセット回線を識別します。機能をサポート

する回線がない場合は、フィールドに設定さ

れていませんと表示されます。

内線番号[内線番号
（Extension）]

ローカルディレクトリをコンマ区切り値

（CSV）形式でコンピュータから電話機にアッ
プロードするために使用されます。

詳細については、ローカル連絡先（61ペー
ジ）を参照してください。

ファイル名ローカル電話帳をイン

ポート
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説明目次フィールド

電話機からローカルディレクトリをCSV形式
でコンピュータにエクスポートするために使

用されます。

詳細については、ローカル連絡先（61ペー
ジ）を参照してください。

ローカル電話帳をエク

スポート

サーバWebページのフィールド
これらはセットアップを開始するとベースステーションのサーバウェブページ、またはサーバ

の追加Webページに表示されるフィールドです。

表 11 :サーバWebページのフィールド

説明目次フィールド

コール制御サーバの短縮名を識別します。文字列サーバエイリアス

SIP対応ルータで SIPメッセージを処理する方法を示しま
す。

• Enabled -システムが REGISTER要求に対する SIP応
答を経由ヘッダー受け取った（たとえば、「Via：SIP
/ 2.0 / UDP 10.1.1.1:4540;受信 68.44.20.1」）、ベースは
受信したパラメータからの IPアドレスにその連絡先
情報を適合させます。ベースは、更新された連絡先情

報を有する別の REGISTER要求を発行する。

•無効 -受信したパラメータは無視されます。

値：

•無効

•有効（デフォルト）

NATの適応

SIPサーバ（呼制御システム）プロキシサーバを識別しま
す。

アドレスのポート番号は任意です。

IPアドレス、DNSアドレス
または URL

Registrar

セッションボーダコントローラまたはSIPサーバのアウト
バウンドプロキシを識別します。

アウトバウンドプロキシをプライベート NATゲートウェ
イのアドレスとポートに設定して、SIPメッセージがNAT
ゲートウェイ経由で送信されるようにします。

IPアドレス、DNSアドレス
または URL

アウトバウンドプロキシ
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説明目次フィールド

外部会議サーバの使用を制御します。

•無効:外部会議サーバが設定されていません。ユーザ
が会議を開始すると、ハンドセットは内部のサード

パーティ会議機能を使用して会議を開始します。

•有効:外部会議サーバが設定されています。ユーザが
会議を開始すると、ハンドセットが会議サーバフィー

ルドで設定された会議サーバ上で会議を開始します。

値

• [無効(Disabled)]（デフォ
ルト）

•有効

会議サーバの有効化

利用可能な場合、サービスプロバイダの会議サーバの IP
アドレスを識別します。

IPアドレス会議サーバ

XSIコールログサーバを示します。

設定されると、ハンドセットは通話記録サーバに通話を記

録します。ブランクのままにすると、ハンドセットはロー

カル通話記録を使用します。

IPアドレスコールログサーバ

有効な SIP登録の時間を秒単位で示し、SIPアカウントの
SIP登録間の最大時間を表します。

60秒未満に設定しないことをお勧めします。（注）

整数

範囲：1-65636

デフォルト：3600

再登録時間

登録が失敗した後に、ハンドセットを再登録するまで待機

する時間を秒単位で指定します。登録の失敗メッセージが

登録の再試行 RSCの場合に使用されます。

整数

範囲: 1 ~ 2147483

デフォルト：30

再試行間隔の登録

登録が失敗した後に、ハンドセットを再登録するまで待機

する時間を秒単位で指定します。登録失敗メッセージが登

録の再試行 RSC以外の場合に使用されます。

このフィールドが0に設定されている場合、ハンドセット
は登録を再試行しません。

このフィールドには、登録再試行間隔の値よりも大きな間

隔を指定する必要があります。

整数

範囲: 1 ~ 2147483

デフォルト：1200

登録再試行間隔の長さ

再試行をトリガーする応答 SIPコード (RSC)を指定しま
す。

最大4つのコンマ区切りの値を設定して、ワイルドカード
文字 (?)を使用できます。たとえば、5??, 6??と入力し
ます。

登録の再試行 RSC

Cisco IP DECT 6800シリーズアドミニストレーションガイド
97

モニタリング

サーバWebページのフィールド



説明目次フィールド

コールのキープアライブメカニズムを示します。これは、

セッションリフレッシュ信号間の最大時間を指定します。

電話機がコール中で、設定された時間内にセッションリフ

レッシュ信号を送信しない場合、コールは終了します。

無効にすると、セッションタイマーは使用されません。

値

• [無効(Disabled)]（デフォ
ルト）

•有効

SIPセッションタイマー

SIPセッションタイマーの時間の長さを秒単位で示しま
す。

整数

範囲：90-65636

デフォルト：1800

セッションタイマー値

SIP転送のプロトコルを示します。

• UDP: UDPを使用した SIPの使用を強制します。
NAPTRルックアップが成功し、エントリが返された
場合、SIP/UDPエントリのみが使用されます。

• TCP: TCPを介した SIPの使用を強制します。NAPTR
ルックアップが成功し、エントリが返された場合、

SIP/TCPエントリのみが使用されます。

• TLS: TCPを介した TLSの使用を強制します。NAPTR
ルックアップが成功し、エントリが返された場合、

SIPS/TCPエントリのみが使用されます。

•自動: NAPTRルックアップが成功する必要がありま
す。DNS NAPTRルックアップからのエントリの順序
(通常、TLS、TCP、UDP)は、考慮されます。TLS、
TCP、および UDPはすべて受け入れられます。SCTP
は受け入れられません。

値：

• UDP（デフォルト）

• TCP

• TLS

•自動

[SIPトランスポート（SIP
Transport）]

送信元ポートがSIPメッセージで明示的にシグナリングさ
れる必要があるかどうかを示します。

SIPトランスポートが TCPまたは TLSに設定されている
場合は、SIP拡張機能ごとに接続が確立されます。接続の
送信元ポートは TCPスタックによって選択され、ローカ
ル SIPポートパラメータは使用されません。

値：

•無効

•有効（デフォルト）

信号 TCP発信元ポート

TCP / TLS接続の使用方法を示します。

SIP転送に TCPまたは TLSを使用する場合、接続には 2
つの選択肢があります。

•無効 -各ベースステーションには、ハンドセットが共
有する単一の TCL / TLS接続があります。

•有効 -各回線には個別の TCL / TLS接続があります。

値：

• [無効(Disabled)]（デフォ
ルト）

•有効

SIP拡張機能ごとに 1つの
TCP接続を使用する
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説明目次フィールド

RTPストリームが送信されることを示します。

このフィールドは、Cisco IP DECT 210マルチセルベース
ステーションにのみ表示されます。

•無効 - RTPストリームは、ハンドセットに関連付けら
れたベースステーションから送信されます。

•有効 - RTPストリームは SIP登録があるベースステー
ションから送信されます。

シングルベースシステムの場合このフィールドを有効に設

定します

値：

• [無効(Disabled)]（デフォ
ルト）

•有効

自ベースステーションからの
RTP

該当するNAT対応ルータのポートが 30秒間開いているか
どうかを示します。

値：

•無効

•有効（デフォルト）

[Keep Alive]

ハンドセットアイドル画面に内線が表示されているかどう

かを示します。

値：

•無効

•有効（デフォルト）

ハンドセットアイドル画面に

内線番号を表示する

ハンドセットでホールドが動作する方法を示します。

• RFC 3264 - SDPの接続情報部分にはエンドポイントの
IPアドレスが含まれています。方向属性はコンテキス
トに基づいてのみ、recvonlyまたは inactiveです。

• RFC 2543 - SDPの接続情報部分は0.0.0.0に設定され、
direction属性はコンテキストに基づいてのみ送信、
recvonly、または非アクティブになります。

値：

• RFC 3264

• RFC 2543（デフォル
ト）

ホールド行動

着信音がハンドセットによってローカルに生成されるかど

うかを制御します。

•無効 -ハンドセットは着信音を生成しません。

•有効（デフォルト）-ハンドセットは着信音を生成し
ます

値

•無効

•有効（デフォルト）

ローカルリングバックトー

ン（Local Ring Back Tone）
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説明目次フィールド

コールコントロールシステムがハンドセットの着信音を選

択できるかどうかを示します。

•無効（デフォルト）：コール制御システムは着信音を
選択できません。

•有効 -呼制御システムは着信音を選択できます。

値：

• [無効(Disabled)]（デフォ
ルト）

•有効

リモート着信音制御

出席転送中に2番目の通話を保留にするかどうかを示しま
す。

2つの通話があり、1つの通話が保留されている場合、出
席転送を実行することができます。転送ソフトキーが押

されたら、SIP REFER要求が送信される前に、アクティブ
なコールが保持されます。一部の PBXシステムでは、2
回目のコールが保留になることが期待されないため、出席

した転送は失敗します。

•第 2コールを保留 -第 2コールは保留になります。

•第 2コールを保留しない -第 2コールを保留にしませ
ん。

値：

•第 2コールを保留

•第2コールを保留しない

在席転送挙動

着信コールのコーデック優先度を示します。

•無効 -発信側の優先順位を使用します。

•有効 -システムコーデックの優先順位を使用します。

たとえば、有効になっていて、ベースに G722がトップ
コーデックとして存在し、発信側がAlawを上に、G722を
さらにリストダウンしている場合、G722コーデックがコー
ル用に選択されます。

値：

• [無効(Disabled)]（デフォ
ルト）

•有効

独自のコーデック優先度を使

用する

DTMFの処理方法を制御します。

• SIP INFO-DTMFトーンは、音声ストリームと同じレ
イヤーで処理されます。

• RFC 2833-DTMFトーンは、音声ストリームとは異な
るインターネット層のデータパケットで送信されま

す。

• RFC 2833および SIP INFO-DTMFトーンは、同じレイ
ヤーまたは異なるレイヤーで処理されます。

値：

• SIP INFO

• RFC 2833（デフォル
ト）

• RFC 2833および SIP
INFO

DTMFシグナリング

DTMFシグナリングフィールドが RFC 2833に設定されて
いる場合の DTMFペイロードのタイプを示します。

整数

デフォルト：101

DTMFペイロードタイプ
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説明目次フィールド

発信者 IDの発信元に使用される SIP情報が含まれます。値：

• PAI - FROM（デフォル
ト）

•変化前

• ALERT_INFO - PAI -
FROM

発信者 IDソース優先度を削
除する

直接転送を使用できるかどうかを示します。値：

• [無効(Disabled)]（デフォ
ルト）

•有効

ブラインド転送の有効化

ベースステーションがオーディオの圧縮と送信に使用する

コードの優先順位を指定します。コーデックの順序を変更

することができます。

リストに表示するためにOPUSを取得するには、コーデッ
クのリセットをクリックします。

リストを何らかの方法で変更した場合は、この

ページのコーデックをリセットするおよびマル

チセルページの再起動チェーンを押す必要があ

ります。

（注）

ファームウェアリリース 4.7からは、リスト内の最初の 5
つのコーデックのみが使用されます。

値、1つ以上の：

• G711A

• G711U

• G722

• G726

• [G729]

• OPUS

コーデック優先度

コーデックの最大数は、5で
す。

G729の付属書 Bが使用されているかどうかを示します。値：

• [無効(Disabled)]（デフォ
ルト）

•有効

G729 Annex B

RTP Packet Sizeパラメータが使用されているかどうかを示
します。

値：

•無効

•有効（デフォルト）

ptimeを使う
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説明目次フィールド

パケットサイズのネゴシエーション時の優先 RTPパケッ
トサイズを示します。

値：

• 20 ms（デフォルト）

• 40 ms

• 60 ms

• 80 ms

[RTPパケットサイズ（RTP
Packet Size）]

RTCPが使用されているかどうかを示します。値：

•無効

•有効（デフォルト）

RTCP

使用する RTPのタイプを示します。

•有効:呼設定時に SDPプロトコルでネゴシエートされ
たキーを使用して RTPが AES-128で暗号化されてい
るかどうかを示します。

•オプション:システムが SRTPと RTPを送受信できる
ことを示します。

•自動: RTPまたは SRTPを使用するためのメディアの
セキュリティを示します。SRTPが使用中の場合、RTP
はブロックされます。システムが SRTPを使用してい
る場合、通話キャパシティが減少します。

このオプションは、ファームウェアリリース 4.8で追
加されています。

• [無効(Disabled)]（デフォ
ルト）

•有効

•オプション

•自動

セキュアRTP（Secure RTP）

安全な RTPが RTPパケットの認証を使用するかどうかを
示します。

有効にすると、ベースは最大 4つの同時コール
をサポートできます。

（注）

• [無効(Disabled)]（デフォ
ルト）

•有効

セキュアな RTP認証

サポートされている SRTP Crypto Suitesのリストを示しま
す。各デバイスは2つのスイートから始まります。スイー
トの順序を変更することができます。

リストを何らかの方法で変更した場合は、この

ページの暗号スイートをリセットするを押す必

要があります。

（注）

値：

• AES_CM_128_HMAC_SHA1_32

• AES_CM_128_HMAC_SHA1_80

SRTPクリプトスイート
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説明目次フィールド

このフィールドは、ファームウェアリリース 4.8で新規に
追加されています。

メディアセキュリティを制御する

値：

•有効

•無効

メディアセキュリティ

このフィールドは、ファームウェアリリース 4.8で新規に
追加されています。

SIP転送プロトコルが TLSの場合にのみ、メディアのセ
キュリティを制御します。

値：

•有効

•無効

TLSのメディアセキュリティ
のみ

ネットワーク設定Webページのフィールド
これらは、ベースステーションのネットワーク設定のウェブページに表示されます。

表 12 : IP設定セクションのフィールド

説明目次フィールド

デバイスが TCP / IPパラメータを取得する方
法を示します。

• DHCP -アドレスプールから自動的に割り
当てられます。DHCPを使用する場合、
他の IP設定またはオプションは設定でき
ません。

•静的 -手動で設定します。

値：

• DHCP（デフォル
ト）

• Static

DHCP /静的 IP

デバイスの IPv4アドレスを示します。

DHCPが有効になっていない場合にのみ変更
できます。

IPアドレス

デバイスの32ビットサブネットマスクを示し
ます。

DHCPが有効になっていない場合にのみ変更
できます。

サブネットマスク

デフォルトのネットワークルーターまたはゲー

トウェイの IPv4アドレスを示します。

DHCPが有効になっていない場合にのみ変更
できます。

デフォルトゲートウェ

イ
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説明目次フィールド

ドメインネームシステム（DNS）クエリに使
用されるメインサーバの IPv4アドレスを示し
ます。

DHCPを使用しない場合は必須です。

DHCPが有効になっていない場合にのみ変更
できます。

DNSプライマリ（DNS
Primary）

代替 DNSサーバを示します。

DHCPが有効になっていない場合にのみ変更
できます。

DNSセカンダリ (DNS
Secondary）

マルチキャストドメインネームシステム

（MDNS）が使用可能かどうかを示します。

DHCPが有効になっていない場合にのみ変更
できます。

値：

• [無効(Disabled)]
（デフォルト）

•有効

MDNS

表 13 : NAT設定セクションのフィールド

説明目次フィールド

NAT（STUN）用の RFC3489セッショントラ
バーサルUDPが使用されているかどうかを示
します。

値：

• [無効(Disabled)]
（デフォルト）

•有効

STUNを有効にする

STUNサーバの場所を示します。IPv4アドレスまたは
URL

[STUNサーバ（STUN
Server）]

ベースステーションがNATバインディングか
ら STUNバインドタイムを検出するかどうか
を決定します。

•無効：NATバインディングは使用できま
せん

•有効：NATバインディングを使用できま
す。

値：

•無効

•有効（デフォル
ト）

STUN Bindtime決定
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説明目次フィールド

STUNバインディングの存続期間を識別しま
す。

整数

範囲：0～ 65535

デフォルト：80

STUNバインドタイム
ガード

SIPメッセージで RPORTが使用されているか
どうかを示します。

値:

• [無効(Disabled)]
（デフォルト）

•有効

RPORTを有効にしま
す。

NATバインディングを維持するためのサーバ
へのキープアライブメッセージの頻度（秒）

を決定します。

整数

範囲：0～ 65535

デフォルト：90

キープアライブ時間

表 14 : VLAN設定セクションのフィールド

説明目次フィールド

802.1Q VLANを識別します。整数

範囲: 0–4094

デフォルト：0

ID

ユーザの優先順位を定義します。これらの値

は、さまざまなクラスのトラフィック（ボイ

ス、ビデオ、データ）に優先順位を付けるた

めに使用できます。

• 0-ベストエフォート

• 1つの最低優先度

• 7つの最高優先度

整数

範囲：0～ 7

デフォルト：0

ユーザ優先度

VLAN IDがチェーン内のベースステーション
間で自動的に同期するかどうかを示します。

このフィールドは、Cisco IP DECT 210マルチ
セルベースステーションにのみ表示されます。

値：

•無効

•有効（デフォル
ト）

同期
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表 15 : SIP / RTP設定セクションのフィールド

説明目次フィールド

SIPシグナリングポートを示します。

•無効 - Local SIP Portフィールドは、シス
テム内の SIPシグナリングに使用される
送信元ポートを指定します。

•有効：Local SIP Portフィールドは、最初
のユーザエージェント（UA）インスタン
スに使用される送信元ポートを指定しま

す。後続の UAは連続するポートを取得
します。

シングルベースシステムの場合このフィール

ドを有効に設定します

値：

• [無効(Disabled)]
（デフォルト）

•有効

異なる SIPポートを使
用する

•ディセーブル - 2つのソースが同じ SSRC
を持つ場合、2番目のソースは破棄されま
す。

•有効 -デバイスはすべてのソースを受け
入れます。

値：

•無効

•有効（デフォル
ト）

RTP衝突検出

新しい構成がロードされたときにベースステー

ションがリブートするかどうかを示します。

値：

• [無効(Disabled)]
（デフォルト）

•有効

常にチェック同期で再

起動

アウトバウンドプロキシの使用を示します。

•常に使用 -アウトバウンドプロキシに送
信されたすべてのアウトバウンドコール。

•初期リクエストのみ -最初のSIPリクエス
トにはアウトバウンドプロキシを使用し

ます。

値：

•常に使用（デフォ
ルト）

•初期要求のみ

アウトバウンドプロキ

シモード

フェールオーバーがトリガーされる前に、SIP
サーバからの INVITEメッセージからの応答
を待つ時間を示します。

整数

デフォルト：5

フェールオーバー SIP
タイマー B

フェイルオーバーがトリガーされる前に、SIP
サーバからの非 INVITEメッセージからの応
答を待つ時間を示します。

整数

デフォルト：5

フェールオーバー SIP
タイマー F
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説明目次フィールド

フェールオーバー中にプライマリサーバを特

定するためのベースステーションからのクエ

リ間の遅延を秒単位で制御します。

このフィールドは、ファームウェアリリース

4.7で新規に追加されています。

整数

デフォルト：60

フェールオーバー再接

続タイマー

SIPシグナリング送信元ポートを示します。整数

範囲：0～ 65535

デフォルト：5060

ローカルSIPポート

IPレイヤのType of Service（ToS;サービスタイ
プ）バイトに基づいて、コール制御シグナリ

ングトラフィックのプライオリティを示しま

す。ToSは、パケットベースのネットワーク
における Serviec（QoS）の品質と同じです。

整数

範囲：0～ 65535

デフォルト：0x68

SIP ToS / QoS

RTPオーディオストリーミングに使用する最
初の RTPポートを示します。

整数

範囲：0～ 65535

デフォルト：16384

RTPポート

RTPオーディオストリーミングに使用するポー
ト数を示します。

整数

範囲：0～ 65535

デフォルト：40

RTPポート範囲

IP層の ToSバイトに基づいて、RTPトラ
フィックの優先順位を示します。詳細につい

ては、RFC 1349を参照してください。

•ビット 7-5は優先順位を定義する

•ビット 4-2は ToSを定義する

•ビット 1〜0は無視されます。

コストビットはサポートされていま

せん。

（注）

整数

範囲：0～ 65535

デフォルト：0xB8

RTP ToS / QoS

コールが匿名で行われた場合に拒否されるべ

きかどうかを示します。

値：

• [無効(Disabled)]
（デフォルト）

•有効

[非通知着信拒否(Reject
Anonymous Calls)]
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表 16 : DHCPオプションセクションのフィールド

説明目次フィールド

ベースが自動的にDHCPオプション66でPBX
IPアドレスを受信するかどうかを示します。

値：

•無効

•有効（デフォル
ト）

プラグアンドプレイ

表 17 : TCPオプションセクションのフィールド

説明目次フィールド

クライアントが TCP接続でキープアライブ
メッセージを送信するまでに待機する時間の

長さ（秒単位）を指定します。

整数

範囲：0～ 65535

デフォルト：120

TCPのキープアライ
ブ間隔（TCP keep alive
interval）

表 18 :検出セクションフィールド

説明目次フィールド

ベースでのCisco Discovery Protocol (CDP)の使
用を制御します。CDPの詳細については、ネッ
トワークプロトコル（191ページ）を参照し
てください。

•無効:ベースステーションはCDPメッセー
ジを送信しません。

•有効:ベースステーションがCDPメッセー
ジを送信します。

値：

• [無効(Disabled)]
（デフォルト）

•有効

CDP送信

デバイスがCDPメッセージ間を待機する時間
(秒単位)を識別します。

整数

範囲：1～ 255

デフォルト：60

CDP送信遅延

管理設定Webページのフィールド
これらは、ベースステーションの管理設定基地局のウェブページに表示されるフィールドで

す。

Cisco IP DECT 6800シリーズアドミニストレーションガイド
108

モニタリング

管理設定Webページのフィールド



表 19 :管理設定Webページのフィールド

説明目次フィールド

ベースステーションの名前を示します。1〜35文字ベースステーション名

表 20 :設定セクションのフィールド

説明目次フィールド

設定ファイルとセントラルディレクトリに割

り当てられた転送プロトコルを示します。

値：

• TFTP（デフォル
ト）

• HTTP

• HTTPS

管理転送プロトコル

構成サーバ上の構成ファイルの場所を示しま

す。

このフィールドは、スラッシュ（/）またはバッ
クスラッシュ（\）で始まらなければなりませ
ん。

このフィールドは、管理転送プロトコルが

HTTPまたは HTTPSに設定されている場合に
のみ使用できます。

フォルダまたはパスHTTP管理アップロー
ドスクリプト

構成サーバへのアクセスのためのユーザ名を

示します。

このフィールドは、管理転送プロトコルが

HTTPまたは HTTPSに設定されている場合に
のみ使用できます。

8文字の文字列HTTP管理ユーザ名

構成サーバへのアクセスのためのパスワード

を示します。

このフィールドは、管理転送プロトコルが

HTTPまたは HTTPSに設定されている場合に
のみ使用できます。

8文字の文字列HTTP管理パスワード

ベースステーションのリセットボタンを使用

できるかどうかを示します。無効に設定する

と、リセットボタンが押されても何も起こり

ません。

値：

•無効

•有効（デフォル
ト）

工場出荷時設定ボタン
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表 21 :テキストメッセージングセクションのフィールド

説明目次フィールド

ユーザがテキストメッセージをサポートする

他のデバイスにテキストメッセージを送信で

きるかどうかを示します。

•無効：ユーザはテキストメッセージを送
信できません。

•有効：ユーザは誰にでもテキストメッセー
ジを送信できます。これには、この領域

の残りのフィールドを設定する必要があ

ります。

•サーバなしで有効：ユーザは、システム
の他のメンバーにのみテキストメッセー

ジを送信できます。

値：

• [無効(Disabled)]
（デフォルト）

•有効

•サーバなしで有効
にする

テキストメッセージン

グ

メッセージングとアラームサーバの IPアドレ
スまたはURLを示します。ユーザがシステム
外のユーザとテキストメッセージを交換でき

るようにアドレスを設定します。

このフィールドを空白のままにすると、ユー

ザはシステム内でのみ通信できます。

IPアドレスまたは
URL

テキストメッセージ

＆amp;アラームサーバ

メッセージに使用されるメッセージングおよ

びアラームサーバポートを示します。ユーザ

がシステム外のユーザとテキストメッセージ

を交換できるようにポートを設定します。こ

のフィールドの値は、メッセージサーバによっ

て異なります。

このフィールドを空白のままにすると、ユー

ザはシステム内でのみ通信できます。

デフォルト：1300テキストメッセージン

グポート

キープアライブメッセージの頻度を分単位で

示します。

範囲：0～ 65535

デフォルト：30

テキスト・メッセー

ジ・キープ・アライブ

（m）

システムがメッセージサーバから応答を受信

しない場合のタイムアウトを示します。この

フィールドは秒単位です。

範囲：0～ 65535

デフォルト：30

テキスト・メッセー

ジ・レスポンス
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説明目次フィールド

テキストメッセージの生存時間（TTL）を秒
単位で示します。設定されている場合、設定

された時間だけメッセージが表示されます。

その後、メッセージは自動的に削除されます。

デフォルトの 0は、メッセージが期限切れで
ないことを意味します。

範囲：0～ 65535

デフォルト：0

テキストメッセージン

グ TTL

表 22 :端末セクションのフィールド

説明目次フィールド

自動緊急通知メッセージをサーバに送信する

前にハンドセットが待機する時間を分単位で

示します。

0に設定すると、ハンドセットは通知を送信し
ません。

整数

デフォルト：0

[キープアライブ
（Keep Alive）]（m）

ハンドセットが自動緊急通知を停止する必要

があるかどうかを示します。

•無効：受話器は通知を停止しません。

•有効：自動停止アラーム遅延に設定され
た秒数が経過すると、ハンドセットは通

知を停止します。

値：

• [無効(Disabled)]
（デフォルト）

•有効

自動停止アラーム

ハンドセットが自動緊急通知を停止するまで

の時間（秒）を示します。

整数

デフォルト：30

自動停止アラーム遅延
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表 23 :構成セクションのフィールド

説明目次フィールド

ベースステーションの設定ファイルのタイプ

を示します。

•無効:ファイルは必要ありません。

•ベース特定ファイル：ベースステーショ
ンは、このフォーマットのファイル名が

必要です。

<mac address>.cfg

•マルチセル固有のファイル：ベースステー
ションは、この形式でファイル名を要求

します。

＆lt;チェーン ID> .cfg

•ベースおよびマルチセル固有ファイル：
ベースステーションは、次のフォーマッ

トのファイル名が必要です。

• <mac address>.cfg

•＆lt;チェーン ID> .cfg

値：

•無効

•ベース特定ファイ
ル（デフォルト）

•マルチセル固有の
ファイル

•ベースおよびマル
チセル固有のファ

イル

コンフィギュレーショ

ンファイルのダウン

ロード

ベースステーションに構成ファイルを提供す

るサーバまたはデバイスを識別します。

IPアドレスまたは
URL

構成サーバのアドレス

基本構成ファイル名を指定します。ベース特定ファイル

マルチセルシステムの構成ファイルを指定し

ます。ファイル名はチェーン IDです。

このフィールドは、210マルチセルベースス
テーションにのみ表示されます。

マルチセル固有のファ

イル

自動同期のための新しい構成ファイルを探す

機能を制御します。

•無効 -自動同期なし

•有効 -自動同期を有効にしました。

値：

• [無効(Disabled)]
（デフォルト）

•有効

自動再同期ポーリング

ベースステーションが設定ファイルを再同期

するのにかかる時間（24時間制）を示します。

このフィールドは、自動再同期ポーリングが

有効になっている場合に使用できます。

hh:mm

デフォルト：00:00

最大：23:59

再同期時間
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説明目次フィールド

再同期操作の間の日数を示します。

このフィールドは、自動再同期ポーリングが

有効になっている場合に使用できます。

最小：0秒

最大：364

自動再同期の日数

再同期時間を分単位で示します。

このフィールドは、自動再同期ポーリングが

有効になっている場合に使用できます。

最小：0秒

最大：65535

自動再同期定期 (分)

時間遅延を秒単位で示します。同時に新しい

設定ファイルを要求しないように、各ベース

ステーションに異なる遅延時間を設定します。

このフィールドは、自動再同期ポーリングが

有効になっている場合に使用できます。

デフォルト：15

最小：0秒

最大：1439

自動再同期最大遅延

構成サーバを識別します。DHCP制御の構成サー
バ

DHCPオプションの優先順位を指定します。デフォルト：
66,160,159,150,60

DHCPオプションの優
先順位

表 24 : Syslog / SIPログセクションのフィールド

説明目次フィールド

低レベルの SIPデバッグメッセージをサーバ
に保存するかどうかを示します。SIPログは
ファイル形式で保存されます。

<MAC_address><Time_stamp>SIP.log

値

• [無効(Disabled)]
（デフォルト）

•有効

SIPログのアップロー
ド
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説明目次フィールド

syslogサーバに保存されるシステムレベルの
ログメッセージのレベルを指定します。

•オフ -保存されたメッセージはありませ
ん。

•通常動作 -通常のメッセージ：操作イベ
ント、着信コール、発信コール、ハンド

セット登録、DECTロケーション、ビジー
状態の重大なシステムエラーによるコー

ルの損失、および一般的なシステム情報

•システム分析 -ハンドセットのローミン
グ、ハンドセットファームウェアの更新

ステータスのログを取得します。システ

ム分析レベルには、通常の操作からのメッ

セージも含まれます。

•デバッグ -デバッグの問題をログに記録
します。

通常の操作中はデバッグログを

有効にしないでください。これ

らのログにより、システムが減

速する可能性があります。

（注）

値

•オフ

•通常の動作（デ
フォルト）

•システム分析

• [デバッグ(Debug)]

Syslogレベル

TLS 1.2のセキュリティを制御します。

•無効：システムは TLS 1.2を使用しませ
ん。

•有効：システムはTLS 1.2を使用します。

値

• [無効(Disabled)]
（デフォルト）

•有効

TLSセキュリティ

Syslogサーバの IPアドレスを示します。IPアドレスまたは
URL

SyslogサーバのIPアド
レス

Syslogサーバのポートを示します。0-xx

デフォルト：514。

Syslogサーバとポート

表 25 :緊急番号セクションのフィールド

説明目次フィールド

利用可能な緊急番号を示します。数字のリスト

プロミスカスモードセクションは、ファームウェアリリース 4.8で新しく追加されています。
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表 26 :プロミスカスモードセクションフィールド

説明目次フィールド

プロミスカスモードでのベースステーション

の時刻を示します。

証明書番号有効 (分)

ハンドセットの登録を解除するための残り時

間を示します。

このフィールドは読み

取り専用です。

プロミスカスモード

モードのタイムアウト

複数ページンググループパラメータセクションは、ファームウェアリリース 4.8で新しく追加
されています。

表 27 :複数のページンググループパラメータ

説明目次フィールド

詳細については、ページングの設定（68ペー
ジ）を参照してください。

最大 128文字のストリ
ング

グループ 1-3ページン
グスクリプト

ファームウェアアップデートWebページのフィールド
これらは、ベースステーションのファームウェアアップデートウェブページに表示されるフィー

ルドです。

最初にベースステーションをアップデートし、次にベースステーションのアップデートが完了

した後にハンドセットをアップデートすることをお勧めします。

（注）

表 28 :ファームウェアアップデートWebページのフィールド

説明目次フィールド

アップデートサーバの場所（TFTPサーバアド
レス）を示します。

IPアドレスまたは
URL

ファームウェアアップ

デートサーバのアドレ

ス

ファームウェア更新ファイルが格納されてい

る更新サーバ上のパスを示します。

たとえば、このフィールドをシスコに設定し

ます。

文字列ファームウェアパス
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説明目次フィールド

ハードウェアを示します。

ベースステーションの更新:ベースステーショ
ンを更新するのに表示されます。

6825: 6825ハンドセットが設定されているとき
に表示されます。

6823: 6823ハンドセットが設定されているとき
に表示されます。

RPT-110-3PC: 110リピーターが設定されてい
るときに表示されます。

ベースステーションを

更新する

6825

6823

RPT-110-3PC

タイプ

更新するファームウェアのバージョンを示し

ます。フィールドにゼロ（0）が含まれる場
合、ファームウェアのアップグレードは無効

になります。

このフィールドを更新すると、バージョン番

号に先行ゼロは必要ありません。つまり、バー

ジョンが「v0445」である場合、あなたはバー
ジョンを 445として入力できます。

8文字の文字列必要なバージョン

ファームウェアのブランチを示します。

このフィールドを更新すると、ブランチに先

行ゼロは必要ありません。つまり、ブランチ

が「b003」である場合、あなたはバージョン
を 3と入力できます。

8文字の文字列必要なブランチ

カントリーウェブページのフィールド

これらは、ベースステーションの国/時間の設定ウェブページに表示されるフィールドです。

表 29 :国/時間設定Webページのフィールド

説明目次フィールド

ベースステーションが位置する国を識別しま

す。

国のリスト国を選択

ベースステーションが位置する状態または領

域を識別する。

選択された国に基づ

く、州または地域のリ

スト。

都道府県

設定に関するメモを含みます。テキスト注
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説明目次フィールド

ベースステーションのWebページの言語を示
します。

言語のリスト言語を選択

定義されているタイムサービスが表示されま

す。

テキストタイムサービス

ネットワークタイムサーバのDNS名または IP
アドレスを指定します。

IPv4アドレスのみがサポートされて
います

（注）

テキストTime Server

すべてのデバイスでタイムサーバを使用する

かどうかを指定します。

チェックボックス

（Check box）

デフォルト：チェック

済み

ブロードキャストNTP
を許可する

ベースステーションがその時間（時間単位）

を時間サーバと同期させる頻度を識別します。

整数（1-24）

デフォルト：24

更新時間 (h)

ベースステーションが、この画面の国および

州/地域フィールドのタイムゾーン設定を使用
していることを示します。

このボックスをオンにすると、このテーブル

の他のフィールドの一部を更新することはで

きません。

チェックボックス

（Check box）

デフォルト：チェック

済み

国/地域別にタイムゾー
ンを設定する

GMTまたは UTC形式のタイムゾーンを示し
ます。

最小：-12：00

最大：+13：00

0または hh：mmタイムゾーン

州または地域の夏時間（DST）を使用できる
かどうかを示します。

チェックボックス

（Check box）

デフォルト：チェック

済み

国/地域別に DSTを設
定する

Cisco IP DECT 6800シリーズアドミニストレーションガイド
117

モニタリング

カントリーウェブページのフィールド



説明目次フィールド

DSTの設定方法を示します。

•自動：国に関連する設定を使用します。

•有効残りのDSTフィールドを設定する必
要があります。

•無効：DSTは必要ありません。

値

•自動（デフォル
ト）

•無効

•有効

夏時間(DST)

DSTの管理方法を指定します。

•月と曜日を使用：DSTは特定の月と曜日
に開始します。DSTが毎年異なる日付で
開始する場合は、これを使用します。

•月と日付を使用する：DSTは特定の月と
日に開始されます。DSTが毎月同じ日に
開始される場合は、これを使用します。

値：

•月と曜日を使用す
る

•月と日付を使用す
る

日によって固定された
DST

DSTが開始する月を示します。月のリストDST開始月

DSTが開始する特定の曜日を示します。0に
設定すると、DST Start Day of Weekエントリ
が使用されます。

整数 0-31DST開始日

DSTが開始される時間を示します。整数 0–23DST開始時間

DSTが開始する曜日を示します。平日DST開始日

DSTが開始する月の日を示します。

•最初の月：DSTは月の最初のDST開始日
に開始します。

•月末：DSTは月の最後のDST開始日に開
始します。

•月に 2番目の：DSTは月の2番目の DST
開始日に開始します。

• 2番目の月末：DSTは月の2番目の DST
開始日に開始します。

•月に 3番目：DST月のは 3番目のDST開
始日に開始します。

値：

•月の最初

•月の最後

•月の2番目

•月の最後から 2番
目

•月の 3番目

月の DST開始曜日

DSTが停止する月を示します。月のリストDSTの停止月
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説明目次フィールド

DSTが開始する特定の曜日を示します。0に
設定すると、DST Stop Day of Weekエントリ
が使用されます。

整数 0-31DST停止日

DSTが停止する時間を示します。整数 0–23DST停止時間

DSTが停止する曜日を示します。平日DSTの停止日

DSTが停止する月の日を示します。

•月の初め：DSTは月の最初のDSTの停止
日で停止します。

•月の最後：DSTは月の最後のDSTの停止
日で停止します。

•月の最初から2番目：DSTは今月の2回目
の DSTの停止日に停止します。

• 2番目の月末：DSTは 2番目に最後に停
止します DSTの停止日今月の。

•月の最初から3番目：DSTは月の 3番目
の DSTの停止日に停止します。

値：

•月の最初

•月の最後

•月の2番目

•月の最後から 2番
目

•月の 3番目

月の最後のDSTの停止
日

セキュリティWebページのフィールド
これらは、ベースステーションのセキュリティウェブページに表示されるフィールドです。

表 30 :デバイス IDセクションのフィールド

説明目次フィールド

証明書のインデックスを示します。Idx

証明書の認証局（CA）の名前を示します。こ
の名前は証明書ファイルの一部です。

文字列発行先

証明書が作成される組織または会社を示しま

す。この名前は証明書ファイルの一部です。

文字列発行元

証明書の期限が切れる日を示します。この日

付は証明書ファイルの一部です。

mm/dd hh:mm:ss yyyy有効期限の終了（Valid
Until）

インポートされたファイルのファイル名を表

示します。

文字列証明書とキーペア

ファイルのインポー

ト：ファイル名
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表 31 :信頼できるサーバ証明書セクションのフィールド

説明目次フィールド

証明書のインデックスを示します。Idx

証明書の CAの名前を示します。この名前は
証明書ファイルの一部です。

文字列発行先

証明書が作成される組織または会社を示しま

す。この名前は証明書ファイルの一部です。

文字列発行元

証明書の期限が切れる日を示します。この日

付は証明書ファイルの一部です。

mm/dd hh:mm:ss yyyy有効期限の終了（Valid
Until）

インポートされたファイルのファイル名を表

示します。

信頼できる証明書をイ

ンポートする：ファイ

ル名

表 32 :信頼できるルートサーバ証明書セクションのフィールド

説明目次フィールド

証明書のインデックスを示します。Idx

証明書の CAの名前を示します。この名前は
証明書ファイルの一部です。

文字列発行先

証明書が作成される組織または会社を示しま

す。この名前は証明書ファイルの一部です。

文字列発行元

証明書の期限が切れる日を示します。この日

付は証明書ファイルの一部です。

mm/dd hh:mm:ss yyyy有効期限の終了（Valid
Until）

インポートするルート証明書の名前を示しま

す。

信頼できるルート証明

書をインポートする：

ファイル名

•無効:サーバからすべての証明書を受け入
れます。

•有効:サーバからの証明書を検証し、シス
テムにロードします。一致する証明書が

見つからない場合、TLS接続は失敗しま
す。

値：

• [無効(Disabled)]
（デフォルト）

•有効

信頼できる証明書のみ

使用

[Webパスワード制約]セクションは、ファームウェアリリース 4.8で新しく追加されていま
す。
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表 33 : Webパスワード制約セクションのフィールド

説明目次フィールド

パスワードの最小長。最小長は 1文字で、最
大長は 127文字です。

デフォルト値: 4最小長：1

パスワードでの ASCII文字の使用方法を定義
します。

•はい:パスワードに大文字、小文字、およ
び特殊文字を含めることができます。詳

細については、サポートされる文字（18
ページ）を参照してください。パスワー

ドにスペース文字を含めることはできま

せん

•いいえ:パスワードには unicode文字を含
めることができます。

値：

•はい

•不可

ASCII文字のみ

表 34 :パスワードセクションのフィールド

説明目次フィールド

管理ユーザ名（admin）を示します。最大 15文字のストリ
ング

ユーザ名

現在のパスワードを入力して、パスワードの

変更を承認します。

最大 15文字のストリ
ング

現在のパスワード

有効な文字は：

• 0–9

• a–z, A–Z

• @ / | < > - _ : . ? * + #

最大 15文字のストリ
ング

新しいパスワード

このフィールドと前のフィールドは一致する

必要があります。

最大 15文字のストリ
ング

[パスワードの確認
（Confirm Password）]
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表 35 :セキュアなWebサーバセクションのフィールド

説明目次フィールド

Webサーバのセキュリティの種類を示します。

•無効：HTTPまたは HTTPSを使用できま
す。

•有効：HTTPSのみを使用します。

値：

• [無効(Disabled)]
（デフォルト）

•有効

HTTPS

中央ディレクトリWebページのフィールド
これらは、ベースステーションの中央ディレクトリウェブページに表示されるフィールドで

す。ロケーションフィールドは、表示される残りのフィールドを決定します。

表 36 :中央ディレクトリWebページのフィールド

説明目次フィールド

中央ディレクトリのタイプを識別します。

•ローカル -インポートされたコンマ区切
り値（CSV）ファイルが使用されること
を示します。「ローカルローカルディレ

クトリ」を見ます。

• LDAPサーバ - LDAPディレクトリが使用
されていることを示します。以下の「

LDAPディレクトリ」を見ます。

• XMLサーバ - XMLディレクトリが使用
されていることを示します。（例:
BroadSoftディレクトリ）以下の「 XML
ディレクトリ」を見ます。

このフィールドを変更すると画面が

更新され、ディレクトリの種類に基

づいて異なるフィールドが表示され

ます。

（注）

値：

• [ローカル]

• [LDAP Server]

• XMLサーバー

場所（Location）
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ローカルディレクトリ

表 37 :ローカルディレクトリフィールド

説明目次フィールド

ディレクトリを含むサーバを識別します。IPアドレスまたは
URL

サーバ

サーバ上のディレクトリファイルの名前を指

定します。

ファイル名

ベースステーションが電話帳の内容を数秒で

リフレッシュする頻度を制御します。フィー

ルドが 0に設定されていると、リフレッシュ
は発生しません。

ユーザには十分な頻度であるが、ベースステー

ションに過負荷がかかる頻度はあまり高くな

い時間を指定します。

0–xx電話帳のリロード間隔

表 38 :セントラルディレクトリセクションのフィールドをインポートします

説明コンテンツ(Content)フィールド

インポートされたセントラルディレクトリの

名前を表示します。

文字列ファイル名

LDAPディレクトリ

表 39 : LDAPセントラルディレクトリフィールド

説明コンテンツ(Content)フィールド

ディレクトリファイルを含むサーバを識別し

ます。

IPアドレスまたは
URL

サーバ

TLS 1.2のセキュリティを識別します。

•無効：システムは LDAPサーバにアクセ
スするときに TLS 1.2を使用しません。

•有効：システムは LDAPサーバにアクセ
スするときに TLS 1.2を使用します。

値：

• [無効(Disabled)]
（デフォルト）

•有効

TLSセキュリティ

LDAP接続用に開いているサーバのポート番
号を指定します。

Port（ポート）
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説明コンテンツ(Content)フィールド

検索基準を指定します。

例：CN =ユーザ、DC =番号、DC = loc

Sbase

検索フィルタを指定します。

例：フィールドがに設定されている場合（|
（givenName = *）（sn = *））システム
は、LDAPサーバからのエントリーを要求す
るときにこのフィルターを使用します。％は、
検索操作中にユーザが入力した内容で置き換

えられます。したがって、ユーザが「 J」検
索条件の場合、サーバに送信される文字列は

次のようになります。（|（givenName = J
*）（sn = J *））サーバは、文字で始まる
指定された名前または姓の一致を送信します

「 J」.

LDAPフィルタ

電話機がサーバに接続するときに使用される

ユーザ名を識別します。

バインド（Bind）

LDAPサーバのパスワードが含まれます。パスワード

バーチャルリストの検索が可能かどうかを制

御します。

•無効：すべての検索結果が読み込まれま
す。

•有効：一度に読み込まれる連絡先は25個
だけです。

値：

•無効

•有効（デフォル
ト）

バーチャルリスト

表 40 :端末 ID

説明コンテンツ(Content)フィールド

指定された名前の一般名または姓が LDAP検
索結果で返されるかどうかを示します。

値：

• cn

• Sn + givenName

名前（Name）

ハンドセットの作業番号にマップされるLDAP
の作業番号の属性を示します。

デフォルト:
telephoneNumber

勤務先（Work）

ハンドセットのホーム番号にマップされる

LDAPのホーム番号の属性を示します。
デフォルト: homePhoneホーム
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説明コンテンツ(Content)フィールド

ハンドセットの携帯電話番号にマップされる

LDAPの携帯電話番号の属性を示します。
デフォルト: mobileモバイル

XMLサーバー

表 41 : XMLセントラルディレクトリフィールド

説明コンテンツ(Content)フィールド

XMLサーバを識別します。文字列サーバ

表 42 : XML中央ディレクトリ：ディレクトリ名のフィールド

説明コンテンツ(Content)フィールド

Enterprise文字列を別のラベルに変更すること
を許可します。たとえば、このフィールドを

「会社」に設定すると、ハンドセットには「企

業（Enterprise）」の代わりに「会社
（Company）」が表示されます。

チェックボックスをオンにすると、中央ディ

レクトリページにディレクトリが表示されま

す。

文字列とチェックボッ

クス

エンタープライズ

EnterpriseCommon文字列を別のラベルに変更
することを許可します。

チェックボックスをオンにすると、中央ディ

レクトリページにディレクトリが表示されま

す。

文字列とチェックボッ

クス

EnterpriseCommon

グループ文字列を別のラベルに変更できるよ

うにします。たとえば、このフィールドを「部

門」に設定すると、ハンドセットには「グルー

プ（Group）」の代わりに「部門
（Department）」が表示されます。

チェックボックスをオンにすると、中央ディ

レクトリページにディレクトリが表示されま

す。

文字列とチェックボッ

クス

グループ
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説明コンテンツ(Content)フィールド

GroupCommon文字列を別のラベルに変更でき
るようにします。

チェックボックスをオンにすると、中央ディ

レクトリページにディレクトリが表示されま

す。

文字列とチェックボッ

クス

GroupCommon

個人用文字列を別のラベルに変更できるよう

にします。たとえば、このフィールドを「ホー

ム（Home）」に設定すると、ハンドセットに
は「個人（Personal）」の代わりに「ホーム
（Home）」が表示されます。

チェックボックスをオンにすると、中央ディ

レクトリページにディレクトリが表示されま

す。

文字列とチェックボッ

クス

個人

マルチセルWebページのフィールド
これらは、ベースステーションのマルチセルウェブページに表示されるフィールドです。

このページは、210マルチセルベースステーションにのみ表示されます。

表 43 :複数セルステータスセクションのフィールド

説明フィールド

マルチセル構成におけるベースステーションの現在の状態を

示す。

システム情報（System
Information）

ベースステーションへの最後のコミュニケータの IPアドレス
を示します。

IPから受信した最後のパック

表 44 :このユニットセクションのフィールドの設定

説明目次フィールド

ベースステーションがマルチセル構成の一部

であるかどうかを示します。

このフィールドを変更する場合は、保存して

再起動します。

値：

• [無効(Disabled)]
（デフォルト）

•有効

マルチセルシステム
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説明目次フィールド

マルチセルチェーンを識別します。チェーン

内の各ベースステーションは同じ IDを使用し
ます。

内線番号に似たチェーン IDは使用
しないことをお勧めします。

（注）

512 (デフォルト)

最大 5桁

システムチェーン ID

チェーン内のベースステーションによる同期

要求の間隔を秒単位で示します。

値：

• 30

• 60（デフォルト）

• 90

• 120

• 150

• 180

• 240

• 270

• 300

同期の所要時間 (s)

データ同期のタイプを示します。

•マルチキャスト -コール制御システムで
マルチキャスト/ IGMPを有効にする必要
があります。

•使用されるマルチキャストポートの
範囲と IPアドレスは、チェーン ID
から計算されます。

•マルチキャスト機能は、ポート範囲：
49200〜49999を使用します

•マルチキャスト機能の IP範囲：
224.1.0.0〜225.1.0.0

•マルチキャスト UDP

•ピアツーピア:ネットワークでマルチキャ
ストが許可されていない場合にこのモー

ドを使用します。LAN同期のWebページ
フィールド（131ページ）を参照してくだ
さい。

値：

•マルチキャスト
（デフォルト）

•ピアツーピア

データ同期
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説明目次フィールド

ベースステーションのデータ同期 IPアドレス
を示します。

マルチキャストを使用すると、このベース IP
が自動的に選択されます。

データ同期機能は、ポート範囲 49200〜49999
を使用します

ピアツーピアモードを使用して、

データ同期ソースに使用されるベー

スの IPを定義しなければなりませ
ん。

（注）

V306より下のバージョンでピアツー
ピアモードを使用すると、システム

の自動復旧機能が制限されます。ピ

アツーピアモードでは、データ同期

ソースの自動回復はありません。

（注）

IPアドレスプライマリデータ同期
IP

マルチセルデバッグ情報のレベルがログに保

存されていることを示します。

• None (デフォルト)—No d
•データ同期 -特別な問題をデバッグする
ために送受信されたすべてのパケットの

ヘッダー情報を書き込みます。

この設定では多くのログが生成

されるため、デバッグ時に短時

間使用してください。

（注）

•自動ツリー -自動ツリー構成機能に関連
する状態とデータを書き込みます。

•両方ともデータ同期と自動ツリーが有効
になっています。

この設定では多くのログが生成

されるため、デバッグ時に短時

間使用してください。

（注）

値：

•なし（デフォル
ト）

•データ同期

•自動ツリー

•両方

マルチセルデバッグ

マルチセルシステムフィールドを有効に設定し、ベースステーションを再起動すると、メッ

セージがページに表示されます。
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表 45 : DECTシステム設定

説明目次フィールド

すべてのベースステーションがマルチセルシ

ステムに使用する無線 IDを表示します。
RFPIシステム

マルチセルシステムの同期機能を制御します。

•無効：オリジナルの場合。プライマリベー
スステーションに到達できない場合、シ

ステムは同期するプライマリなしで継続

します。

•有効：元のプライマリベースステーショ
ンに到達できない場合、別のベースステー

ションがプライマリベースステーション

として引き継ぎます。

値

•無効

•有効（デフォル
ト）

自動構成 DECT同期
ソースツリー

複数の場所にシステムをセットアップできま

す。

値：

• [無効(Disabled)]
（デフォルト）

•有効

複数プライマリを許可

する

値：

• [無効(Disabled)]
（デフォルト）

•有効

複数のプライマリを自

動作成する

表 46 :ベースステーションの設定

説明目次フィールド

分散ロード前の SIPア
カウントの数

値

• [無効(Disabled)]
（デフォルト）

•有効

アカウントごとに複数

の登録をサポートする
SIP Server

システムの組み合わせ

（ベースステーション/
リピータ/基地局の数
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表 47 :ベースステーショングループ

説明目次フィールド

読み取り専用インデックス番号ID

ベースステーションの無線固定部品番号

（RPN）を示します。各ベースステーション
RPNは固有である。

RPN

ファームウェアのバージョンを示します。バージョン

ベースステーションのMACアドレスが含まれ
ます。

MACアドレス

ベースステーションの IPアドレスが含まれま
す。

IPアドレス

ベースステーションの状態を示します。

•接続済：ベースステーションがオンライ
ンです。

•接続損失：ベースステーションがネット
ワーク上にない

•このユニット：情報を表示しているベー
スステーション。

値：

•接続中

•接続の損失

•このユニット

[IPステータス（IP
Status）]

マルチセルチェーンに関する情報が含まれて

います。

DECT同期ソース
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説明目次フィールド

ベースステーションのステータスを示します。

•プライマリ：ベースステーションはプラ
イマリベースステーションであり、他の

すべてのベースステーションはこのベー

スステーションと同期する。

•ロックされている：ベースステーション
はプライマリベースステーションと同期

しています。

•検索中：ベースステーションが主ベース
ステーションと同期しようとしています。

•フリーランニング：ベースステーション
がプライマリベースステーションとの同

期を失った。

•不明：接続情報がありません。

•アシストロック：ベースステーションは
DECTを使用してプライマリベースステー
ションと同期できず、イーサネットを使

用して同期しています。

•同期消失：ベースステーションが同期を
失ったが、関連するハンドセットにアク

ティブなコールがあることを示します。

コールが完了すると、ベースは同期を試

みますが、

値

•プライマリ

•ロック済み

•検索

•フリーランニング

•不明（Unknown）

•アシストロック

•同期失注

DECTプロパティ

管理ページで指定されたベースステーション

名を示します。

ベースステーション名

DECTチェーンセクションには、ベースステーションの階層がグラフィック形式で表示されま
す。

LAN同期のWebページフィールド
これらは、ベースステーションのLAN Syncウェブページに表示されるフィールドです。
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表 48 : IEEE1588 LAN同期の設定

説明目次フィールド

有効: LAN同期の使用を示します。LAN同期
のネットワーク要件を次に示します。

• Sync Masterベースステーションと同期ス
レーブベースステーションは、最大 3台
のカスケードイーサネットスイッチをサ

ポートしています。

• IEEE1588イーサネット同期要件を満たす
スイッチのみを推奨し、サポートしてい

ます。

•すべてのベースステーションは、専用の
DECTVLANに接続する必要があります。

• DECTインフラストラクチャに接続する
すべてのスイッチの DECT VLANは、最
高の優先順位を持つように設定する必要

があります。

•バックボーンネットワークの負荷は、リ
ンクキャパシティの合計の50パーセント
を超えることはできません。

•イーサネットスイッチは、DSCPを QoS
パラメータとして使用する必要がありま

す。

•ネットワークは、IEEE1588からマルチ
キャストデータグラムをサポートしてい

る必要があります。

値：

• [無効(Disabled)]
（デフォルト）

•有効

IEEE1588

スターコードWebページのフィールド
これらは、ベースステーションのスターコードウェブページに表示されるフィールドです。

表 49 :スターコードWebページのフィールド

説明Codeフィールド

このスターコードをダイヤルして電話をかけ

る。

デフォルト: 69コールの戻り

このスターコードをダイヤルして、相談せず

に電話を転送します。

デフォルト：88ブラインド転送
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説明Codeフィールド

すべての通話を転送するには、このスターコー

ドをダイヤルします。

デフォルト：72コール転送はすべて有

効

このスターコードをダイヤルして、電話をか

けることをやめる。

デフォルト：73すべて転送を無効にす

る

このスターコードをダイヤルして、コールウェ

イティングトーンを有効にします。

デフォルト：56コールウェイトのアク

ティブ化

このスターコードをダイヤルして、コールウェ

イティングトーンを無効にします。

デフォルト：57通話待機を無効にする

発信コードで発信者 IDを送信しないようにす
るには、このスターコードをダイヤルします。

デフォルト：67発信コールの発信者ID
をブロックする

このスターコードをダイヤルして、発信通話

で発信者 IDを送信します。
デフォルト：68発信通話の発信者番号

をブロックする

このスターコードをダイヤルすると、発信者

番号のない通話をブロックできます。

デフォルト：77匿名着信をブロックす

る

このスターコードをすべての電話機にダイヤ

ルして、発信者番号のない通話を受信します。

デフォルト：87匿名着信コールをブ

ロックする

このスターコードをダイヤルすると、電話で

呼び出し音が鳴らなくなります。

デフォルト：78応答不可を有効にする

このスターコードをダイヤルして、電話で呼

び出し音が鳴るようにします。

デフォルト：79応答不可を非アクティ

ブ化する

コールプログレストーンWebページのフィールド
これらは、ベースステーションのコールプログレストーンウェブページに表示されるフィール

ドです。

標準通話のコールプログレストーンは地域によって異なります。システムの国を設定すると、

このページには国のデフォルトの音色が表示されます。

表 50 :コールプログレストーンセクションのフィールド

説明フィールド

ユーザに電話番号を入力するように促します。[ダイヤルトーン（Dial Tone）]
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説明フィールド

ダイヤルトーンの代わり。内線番号とは対照的に、ユーザに

外部の電話番号を入力するように促します。これは、ダイヤ

ルプランで検出される ,（カンマ）文字によってトリガーさ
れます。

[外部ダイヤルトーン（Outside
Dial Tone）]

ユーザにコール転送電話番号を入力するように促します。[プロンプトトーン（Prompt
Tone）]

発信コールで 486 RSCが受信されると再生されます。[ビジートーン（Busy Tone）]

発信コールが失敗した場合、または相手先が確立されたコー

ル中に電話を切った後に再生されます。リオーダー音は、<ダ
イヤルトーン>またはその代わりとなるものがタイムアウト
すると自動的に再生されます。

[リオーダー音（Reorder
Tone）]

受話器が一定時間外されていると再生されます。[オフフック警告トーン（Off
Hook Warning Tone）]

相手先を呼び出しているときの発信コール中に再生されます。[リングバックトーン（Ring
Back Tone）]

コールの待機時に再生されます。[コールウェイティングトーン
（Call Waiting Tone）]

最後の入力値が受け入れられたことをユーザに通知する短い

トーン。

[トーンの確認（Confirm
Tone）]

相手先がコールを保留にしたことをローカル発信者に通知し

ます。

[保留音（Holding Tone）]

3者間の電話会議が進行中の場合に、すべての当事者向けに
再生されます。

[会議トーン（Conference
Tone）]

このフィールドは、ファームウェアリリース 4.8で新規に追
加されています。

ベースステーションがページを受信したときにすべてのハン

ドセットに再生されます。

[ページトーン（Page Tone）]

ダイヤルプランWebページのフィールド
これらは、ベースステーションのダイヤルプランウェブページに表示されるフィールドです。
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表 51 :ダイヤルプランのフィールド

説明フィールド

ダイヤルプランのインデックス番号を示します（ターミナル

Webページのフィールド（93ページ）ページで使用されて
います）。

Idx

ダイヤルプランの定義が含まれています。ダイヤルプラン（Dial Plan）

リピーターWebページのフィールド
これらは、ベースステーションのリピーターウェブページに表示されるフィールドです。

表 52 :リピーターWebページのフィールド

説明目次フィールド

リピーターのインデックスを識別します。このフィールドは読み

取り専用です。

Idx

リピーター番号を指定します。このフィールドは読み

取り専用です。

RPN

リピーターの設定された名前と IPEIを示しま
す。

このフィールドは読み

取り専用です。

名前/IPEI

リピーターが通信するベースステーションを

示します。

このフィールドは読み

取り専用です。

DECT同期ソース

ベースステーションとの同期のタイプを示し

ます。

このフィールドは読み

取り専用です。

DECT同期モード

リピーターの状態を示します。

•無効:リピーターがベースと通信するよう
に設定されていません。

•有効:リピーターがベースと通信するよう
に設定されています。

このフィールドは読み

取り専用です。

状態（State）

リピーターのファームウェアのバージョンを

示します。

このフィールドは読み

取り専用です。

FW情報

Cisco IP DECT 6800シリーズアドミニストレーションガイド
135

モニタリング

リピーターWebページのフィールド



説明目次フィールド

ファームウェアアップデート（FWU）状態を
示します。

•オフ - swバージョンフィールドが 0に設
定されていることを示します。ファーム

ウェアアップデートページ。

•初期化 -更新プロセスが開始されている
ことを示します。

• X％ - 更新の進捗状況を示します.Xは進捗
量（0〜100）です。

• X％の確認 -使用前にファームウェアの検
証が進行中であることを示します。

• Conn.term.wait -リピーターファームウェ
アのアップデートが完了し、リピータの

リセットが進行中であることを示します。

•完了 -ファームウェアのアップデートが
完了したことを示します。

•エラー -更新が成功しなかったことを示
します。考えられる原因は次のとおりで

す。

•ファイルが見つかりません

•ファイルが無効です。

このフィールドは読み

取り専用です。

FWU進捗状況

リピーターWebページのフィールドの追加または編集

これらは、ベースステーションのリピーターWebページに表示されるフィールドです。この
ページは、リピータの設定を追加または変更した場合に表示されます。

表 53 :リピーターWebページのフィールド

説明目次フィールド

リピーター名を指定します。場所に名前を設

定することができます。

文字列名前（Name）
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説明目次フィールド

リピーターの登録タイプを示します。

•手動:パラメータを手動で割り当てる必要
があります。

•自動:リピーターが基本信号を検出して、
自動的に設定されます。

選択：

•手動

•自動

DECT同期モード

リピーターの RPNを示します。

•エラー:リピーターは、最初に利用可能な
ベースステーションスロットを選択しま

す。

• RPNxx:リピーターは、設定されている
ベースステーションスロットを選択しま

す。

選択：

•エラー

• RPNxx

RPN

ベースステーションで使用可能なRPNを識別
します。

利用可能な RPNのリ
スト

DECT同期ソース

アラームWebページのフィールド
これらは、ベースステーションの警報ウェブページに表示されるフィールドです。

表 54 :アラームWebページのフィールド

説明目次フィールド

アラームのインデックス番号を示します。桁Idx

アラームの名前を識別します。文字列プロファイルエイリア

ス

緊急ボタンからのアラームの種類を識別しま

す。

値：

•アラームボタン

• [無効(Disabled)]
（デフォルト）

アラームタイプ
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説明目次フィールド

ハンドセットがアラーム（緊急）ボタンをア

クティブにするときのアラーム信号の表示し

ます。

•メッセージ -テキストメッセージがアラー
ムサーバに送信されます。

•コール -発信コールが指定された緊急番
号に送信されます。

値：

•メッセージ

•通話

•ビーコンメッセー
ジ

アラーム信号

ハンドセットがアラームをキャンセルできる

かどうかを示します。

値：

•無効

•有効（デフォル
ト）

ハンドセットからのア

ラームを停止する

受話器がプリアラーム警告を表示するまでの

遅延を秒単位で示します。

• 0 -プリアラーム警告なし。すぐにアラー
ムが送信されます。

•その他 -プリアラーム警告が表示される
時間。秒数が経過すると、アラームが送

信されます。アラームが設定された場所

に送信されるまで数秒かかることがあり

ます。

0〜255桁トリガー遅延

ユーザがアラームを停止できるかどうかを示

します。

値：

•無効

•有効（デフォル
ト）

ハンドセットからプレ

アラームを停止する

プリアラームが表示される時刻とアラームが

通知される時刻との間の遅延を示します。

0〜255桁プリアラームディレイ

ハンドセットがハウリング信号を開始するか

どうかを示します。無効にすると、通話また

はメッセージ信号のみが送信されます。

値：

• [無効(Disabled)]
（デフォルト）

•有効

ハウリング
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[Streaming Statistics（ストリームの統計）] Webページのフィールド
ザ統計ウェブページには多数の統計ビューがあります：

•システム

•呼び出し

•リピータ（使用されていない）

各ページには、システムの使用方法を理解するのに役立つ情報があり、早期に問題を特定する

のに役立ちます。

システムWebページのフィールド

これらは、ベースステーションの統計ウェブページのシステムリンクに表示されるフィールド

です。

表 55 :統計：システムWebページのフィールド

説明フィールド

ベース IPアドレスと名前が含まれます。表の最後の行には、
表内のすべての行の合計が含まれています。システム内にベー

スステーションが 1つしかない場合は、要約（合計）行だけ
が表示されます。

ベースステーション名

直前の再起動後の時刻と、統計の最終リセットまたは最後の

ファームウェアのアップグレード以降の累積アップ時間を表

示します。

操作/期間

D-H：M：S

DECTプロトコルがアクティブであった時間を示します。DECT操作

D-H：M：S

ベースがビジーであった回数（アクティブなコールをさらに

処理できない回数）が含まれます。

ビジー

ベースがビジー状態だった累積時間を表示します。ビジー時間

D-H：M：S

SIP登録が失敗した回数を表示します。SIP失敗

ハンドセットが削除済みとしてマークされた回数を表示しま

す。

削除された端末

ベースが同期ソースを検索していた回数を表示します。

このフィールドは、210マルチセルベースステーションにの
み表示されます。

検索
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説明フィールド

ベースが同期ソースからのデータを同期していない回数を表

示します。

この状態が頻繁にトリガーされる場合は、ベースステーショ

ンの設定を変更する必要があります。詳細については、ベー

スステーションの状態（170ページ）を参照してください。

このフィールドは、210マルチセルベースステーションにの
み表示されます。

フリーランニング

ベースが同期ソースを変更した回数を表示します。

このフィールドは、210マルチセルベースステーションにの
み表示されます。

ソースが変更されました

ウェブページのフィールドを呼び出す

これらは、ベースステーションの統計ウェブページのコールリンクに表示されるフィールドで

す。

表 56 :ウェブページのフィールドを呼び出す

説明フィールド

ベース IPアドレスと名前が含まれます。表の最後の行には、
表内のすべての行の合計が含まれています。システム内にベー

スステーションが 1つしかない場合は、要約（合計）行だけ
が表示されます。

ベースステーション名

直前の再起動後の時刻と、統計の最終リセットまたは最後の

ファームウェアのアップグレード以降の累積アップ時間を表

示します。

操作/期間

D-H：M：S

基地局で処理されたコール数が表示されます。Count

ドロップされたアクティブコールの数を表示します。ドロッ

プされた各コールは、syslogエントリになります。

ドロップされた呼の例は、ユーザがアクティブな呼出をして

からベースステーションの圏外を歩くときである。

Dropped

ハードウェアの問題のために着信コールに応答しなかったコー

ルの数を表示します。各コールは、syslogエントリになりま
す。

非応答呼の例は、外部ユーザが基ベースステーションの範囲

内にないハンドセットを呼び出すことを試みる場合である。

応答なし
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説明フィールド

緊急コールの合計数を表示します。

このフィールドは、ファームウェアリリース 4.7で新規に追
加されています。

緊急コール

緊急コールによって削除されたコールの数を表示します。

このフィールドは、ファームウェアリリース 4.7で新規に追
加されています。

緊急コールが原因でコールが

削除される

拒否された緊急コールの数を表示します。

このフィールドは、ファームウェアリリース 4.7で新規に追
加されています。

緊急コールが拒否されました

コールがベースでアクティブだった合計時間を表示します。期間

D-H：M：S

現在ベースでアクティブなハンドセットの数を表示します。アクティブ

同時にアクティブになったコールの最大数を表示します。最大アクティブ

各コーデックがコールに使用された回数を表示します。コーデック

G711U:G711A:G729:G722:G726:OPUS

成功したハンドオーバーの回数を表示します。

このフィールドは、210マルチセルベースステーションにの
み表示されます。

ハンドオーバ試行の成功

失敗したハンドオーバーの回数を表示します。

このフィールドは、210マルチセルベースステーションにの
み表示されます。

ハンドオーバ試行が中止され

ました

オーディオ接続が確立されなかった回数を表示します。オーディオが検出されない

リピーターWebページのフィールド

これらは、ベースステーションの統計ウェブページのリピーターリンクに表示されるフィール

ドです。
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表 57 :リピーターWebページのフィールド

説明フィールド

リピーターのインデックスと名前が含まれています。表の最

後の行には、表内のすべての行の合計が含まれています。シ

ステム内にリピーターが 1つしかない場合は、要約（合計）
行だけが表示されます。

インデックス/名前

直前の再起動後の時刻と、統計の最終リセットまたは最後の

ファームウェアのアップグレード以降の時間を表示します。

操作

D-H：M：S

リピーターがビジー状態であった回数が表示されます。ビジー

リピーターがビジー状態であった時間が表示されます。ビジー時間

D-H：M：S

同時にアクティブになったコールの最大数を表示します。最大アクティブ

リピーターが同期ソースを検索していた回数を表示します。検索

リピーターが同期ソースに接続して、別のベースまたはリピー

ターに同期できなかった回数を表示します。

リカバリ

リピーターが同期ソースを変更した回数を表示します。ソースが変更されました

狭い帯域コールの数を表示します。広帯域

狭い帯域コールの数を表示します。狭い帯域

[Generic Statistics（ジェネリックの統計）] Webページのフィールド
これらは、ベースステーションの全般統計ウェブページに表示されるフィールドです。

各行には、過去 24時間のデータの値とグラフが示されます。

表 58 : [DECT統計（DECT Statistics）]のフィールド

説明フィールド

インスタンス化されたデータリンク制御 (DLC)インスタンス
の寿命。

DLCインスタンスの合計数

インスタンス化されたDLCインスタンスの最大同時実行数。最大同時 DLCインスタンス

インスタンス化された DLCインスタンスの現在の実行数。現在の DLCインスタンス数

現在最大数の DLCインスタンスに到達する実行数。使用中の最大DLCインスタン
ス内の合計回数
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説明フィールド

インスタンス生成されたDLCインスタンスのうち、最大同時
実行数にかかる時間。

使用中の最大DLCインスタン
スに費やされた合計時間
(H:M:S)

周波数番号 xの使用量の平均値。測定された時間フレームの
スロットによって周波数が完全に使用されている場合、値は

100です。

この時間あたりの平均使用頻

度 x使用量（スロットあたり
最大 100）

（xは 0〜9です）

偶数番号のスロットの平均使用量。この時間の平均偶数スロット

使用量（スロットあたり最大

100）

奇数番号のスロットの平均使用量。この時間の平均奇数スロット

使用量（スロットあたり最大

100）

現在の時間の DECTスロットの x番号の使用時の割合。

特定の時間の間に Xの DECTスロットが使用された割合 (他
のスロット数と比較した場合)。

この時間に使用された xス
ロットの割合時間

（xは 0〜12です）

これは、使用されているコーデックを示しています。いずれ

かのコーデックを使用して RTPストリームをインスタンス化
する回数。

このフィールドは、ファームウェアリリース 4.7では使用で
きません。

コーデックの合計使用量

（G.711A、G.711U、G.726、
G.729）

接続のの引き渡しが成功した回数。総 CHO成功

このベースフォースが PP移動を強制する合計実行数。強制 PP移動の合計数

DECT同期統計は、210マルチセルベースステーションでのみ表示されます。

表 59 : DECT同期統計フィールド

説明フィールド

現在のDECT同期の状態。たとえば、マスター、検索、フリー
ランニングなどです。

現在の同期状態

このベースの現在の DECT同期ソース Fp ID。現在の同期チェーン

このベースの DECT同期ソースが最後に変更された時刻のタ
イムスタンプ。

最後に変更された同期チェー

ンのタイムスタンプ
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説明フィールド

このベースの現在の時間の DECT同期ソースが変更された回
数。

同期チェーン変更の時間数

この基本変更された DECT同期ソースの時間の合計数。同期チェーン変更の総数

ベースステーションの同期状態がマスターのときの現在の時

間。

同期状態の合計時間：マス

ター (H:M:S)

ベースステーションの同期状態がロックされたときの現在の

時間。

同期状態の合計時間：ロック
(H:M:S)

ベースステーションの同期状態がエイリアンフリーランニン

グであった現在の時間。

同期状態の合計時間：フリー

ランニング

ベースステーションの同期ステータスがロックによって制限

された場合の、現在の時間。

同期状態の合計時間：ロック

アシスト

ベースステーションの同期状態が失われたときの現在の時間。同期状態の合計時間：同期ロ

スト (H:M:S)

ベースステーションがソースを検索しているときの現在の時

間。

同期状態の合計時間：検索中
(H:M:S)

ベースステーションの同期状態が不明ではなかったときの現

在の時間。

同期状態の合計時間：不明
(H:M:S)

システムがベースステーションの同期情報を最後に受信した

時刻。

このベースステーションに最

後に報告された同期情報

表 60 : RTP統計フィールド

説明フィールド

インスタンス化された RTPストリームの経過時間合計数。合計 RTP接続数（接続タイプ
情報（外部、リレー、記録な

ど）を含む）

インスタンス化された RTPストリームの最大同時実行数。最大同時 RTP接続数（接続タ
イプ情報（外部、リレー、記

録など）を含む）

インスタンス化された RTPストリームの中で、最大同時回数
を消費した時間。

使用中の最大 RTP接続に費や
された合計時間 (H:M:S)

インスタンス化された RTPストリームの現在の実行数。現在の RTP接続数（接続タイ
プ情報（外部、リレー、記録

など）を含む）
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表 61 : IP -スタック統計フィールド

説明フィールド

使用されているソケットの総使用回数。オープンな総接続数

使用されているソケットの最大同時実行数。オープンな最大同時接続数

使用されているソケットの現在の数。現在のオープンな接続数

送信された IPパケットの総有効時間。txメッセージの総数

受信した IPパケットの合計時間。rxメッセージの総数

IPパケット転送中に発生したエラーの総時間数。txエラーの合計数

表 62 :システム統計フィールド

説明フィールド

ベースが連続して実行されている時間。稼働時間 (H:M:S)

CPUの現在の読み込みの割合。この情報は 5秒ごとに自動的
に更新されます。

現在の CPU負荷

現在使用されているヒープのバイト数。現在のヒープ使用量

ヒープのピーク使用率。最大ヒープ使用量（％）

Syslogsの内部メールキューのサイズ。メールキュー ROS_SYSLOG

内部メールキューのサイズ。メールキュー ROS_x

(xは 0 ~ 5です)

診断Webページのフィールド
診断Webページには次のビューがあります。

•ベースステーション

• [内線（Extensions）]

•ロギング

各ページには、システムの使用方法を理解するのに役立つ情報があり、早期に問題を特定する

のに役立ちます。
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ベースステーション

これらは、ベースステーションの診断ウェブページのベースステーションリンクに表示される

フィールドです。

表 63 :ベースステーションWebページのフィールド

説明フィールド

管理設定からのベースステーションの IPアドレスと名前を示
します。表の最後の行には、表内のすべての行の合計が含ま

れています。システム内にベースステーションが 1つしかな
い場合は、要約（合計）行だけが表示されます。

ベースステーション名

ベースステーション内の内線へのアクティブな接続の数を示

します。

• Mm-Mobility Management

• Ciss-Call独立補助サービス

• CcOut -コールコントロールアウト

• CcIn -コール制御

アクティブ DECT Ext

（Mm / Ciss / CcOut / CcIn）

ベースステーションのリピーターへの接続数を示します。

• Mm-Mobility Management

• Ciss-Call独立補助サービス

• CcOut -コールコントロールアウト

• CcIn -コール制御

アクティブ DECT担当者

（Mm / Ciss / CcOut / CcIn）

使用中のアクティブな RTPストリームの数を示します。

• Lclローカル RTPストリーム

• RxBCブロードキャスト受信 RTPストリーム

アクティブな RTP

（Lcl / Rx BC）

アクティブなリレーストリームの数を示します。

• Lcl-ローカル RTP中継ストリーム

•リモート削除 RTPリレーストリーム

アクティブリレー RTP

（Lcl /リモート）

ベースステーション間の pingの待ち時間を示します。

• Avg.Min -平均最小最小遅延

•平均 -平均遅延

• Avg.Max -平均最大遅延

遅延（ms）

(Avg.Min/Average/Avg.Max)
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[内線（Extensions）]

これらのフィールドは、診断ウェブページに表示されるフィールドです。

表 64 :内線番号Webページのフィールド

説明フィールド

拡張インデックス番号を示します。Idx

ハンドセットが再起動した回数を示します。HS再起動の回数

最後にハンドセットを再起動した日時を示します。最後の HS再始動（dd / mm /
yyyy hh：mm：ss）

ロギング

これらのフィールドは、診断ウェブページのロギングフィールドに表示されるフィールドで

す。

表 65 : Webページのフィールドのログ

説明フィールド

内部トレースが無効か有効かを示します。RSX内部トレース

PCAPの内部トレース

このベース(オーディオを除く)
との間でパケットをトレース

する

このベースへのオーディオパ

ケットのトレース

受信ブロードキャストパケッ

トのトレース

受信 IPv4マルチキャストパ
ケットのトレース

6ペア宛先MACで受信パケットをト
レースする(各バイト間の比較)

3フィールド受信した Ethertypeのトレース

3フィールド受信 IPv4プロトコルのトレー
ス

3フィールド受信したTCP/UDPポートのト
レース
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説明フィールド

すべての基地局または現在の基地局ボタンをクリックします。トレースのダウンロード:

構成Webページのフィールド
ベースステーションの構成ウェブページは、ベースステーション構成ファイルの読み取り専用

バージョンを表示します。このファイルは、TFTPサーバ上の/Configフォルダに保存されてい
ます。各ベースステーションには、MACアドレスに基づいた固有の構成ファイルがあります。

次の方法でファイルを変更できます。

• [推奨する方法]ベースステーションのWebページの設定を変更し、バックアップ用にファ
イルをエクスポートします。

•ファイルをエクスポートし、変更して、ファイルをアップロードします。

手動で変更する場合は、すべての書式を保持する必要があります。そうしないと、電話機が正

しく設定されないことがあります。

（注）

Syslog Webページのフィールド
Syslogウェブページは現在のベースステーションのシステムレベルのメッセージのライブフィー
ドを表示します。Syslogレベルフィールド管理Webページはログに記録されたメッセージを
制御します。

ベースステーションがリブートすると、新しいsyslogが開始され、以前の情報は失われます。
問題が発生して再起動する予定がある場合は、再起動する前にsyslogファイルをコンピュータ
に保存してください。

（注）

もし Syslogレベルフィールドがデバッグログ用に設定されている場合は、追加情報が syslog
に書き込まれます。システムの輻輳を最小限に抑えるために、短い時間だけデバッグログを取

得する必要があります。

次のようなメッセージが頻繁に表示されます。

udp に送信：xxx.xxx.xxx.xxx：xxxx at mm / dd / yyyy hh：mm：ss（4 バイト）
xxx.xxx.xxx.xxx：xxxxは IPアドレスとポート、mm / dd / yyyyは日付、hh：mm：ssは時刻で
す。

これらはキープアライブメッセージであり、無視することができます。

（注）
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SIPログWebページのフィールド
SIPログWebページには、システムの SIPサーバメッセージのライブフィードが表示されます
（シングルまたはマルチセル）。情報は、TFTPサーバ上のファイルとしても保存されます。
ログは 17 KBの 2ブロックに保存され、1ブロックがいっぱいになるともう 1ブロックが使用
されます（以前の内容は上書きされます）。

ファイル名：<MAC_address><time_stamp>SIP.log

以前のファームウェアリリース用Webページ

ファームウェアリリース V450および V460の拡張機能Webページのフィールド

これらは、ベースステーションの内線Webページに表示されるフィールドです。

ページは、[管理者とユーザビュー]に表示されます。一部のフィールドはユーザビューでは使
用できません。

このセクションは、ファームウェアリリースV450およびV460に適しています。ファームウェ
アリリース 4.7は、内線番号Webページのフィールド（85ページ）を参照してください。

表 66 : [General]セクション

説明目次フィールド

ベースステーションのアクセスコード（AC）
を識別します。

4桁の数値コードAC

表 67 :内線番号セクション

説明目次フィールド

ハンドセットのインデックスを識別します。このフィールドは読み

取り専用です。

Idx

ハンドセットの固有の DECT識別番号である
International Portable Equipment Identity（IPEI）
を示します。

このフィールドは、ターミナルページのハン

ドセットについての詳細情報へのリンクです。

2回線割り当てられている場合、ハンドセッ
トはリストに 2回表示されます。

IPEI
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説明目次フィールド

受話器の現在の状態を示します。

•現在の@RPNxx-ハンドセットはベースス
テーションRPNxxに接続されています。
ここで、xxは基地局の番号です。

•デタッチ -ハンドセットが接続されてい
ない（電源が切れているなど）。

•在圏 -ハンドセットの電源は入っていま
すが、ベースステーションには接続でき

ません。

•削除された@ RPNxxx-ハンドセットが特
定の時間（通常は 1時間）ベースステー
ションに接続されていません。

このフィールドは読み

取り専用です。

端末状態

ハンドセットのモデル番号とファームウェア

のバージョンを識別します。

このフィールドは読み

取り専用です。

ターミナルタイプ、

FW情報

Cisco IP DECT 6800シリーズアドミニストレーションガイド
150

モニタリング

ファームウェアリリース V450および V460の拡張機能Webページのフィールド



説明目次フィールド

ファームウェアアップデート（FWU）状態を
示します。

•オフ - swバージョンフィールドが 0に設
定されていることを示します。ファーム

ウェアアップデートページ。

•初期化 -更新プロセスが開始されている
ことを示します。

• X％ - 更新の進捗状況を示します.Xは進
捗量（0〜100）です。

• X％の確認 -使用前にファームウェアの検
証が進行中であることを示します。

• Waiting for charger -新しいファームウェ
アをインストールするために、ファーム

ウェアのアップデートが完了し、ハンド

セットを充電器に入れる必要があること

を示します。

• Conn.term.wait -リピーターファームウェ
アのアップデートが完了し、リピータの

リセットが進行中であることを示します。

•完了 -ファームウェアのアップデートが
完了したことを示します。

•エラー -更新が成功しなかったことを示
します。考えられる原因は次のとおりで

す。

•ファイルが見つかりません。

•ファイルが無効です。

このフィールドは読み

取り専用です。

FWU進捗状況

設定された SIP拡張のインデックスを識別し
ます。

このフィールドは読み

取り専用です。

VoIP Idx

ハンドセットに割り当てられている内線番号

を識別します。

管理者ビューのみ:このフィールドは、拡張機
能ページのハンドセットの詳細情報へのリン

クです。

[内線番号
（Extension）]
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説明目次フィールド

ハンドセットに割り当てられた名前を識別し

ます。

このフィールドは読み

取り専用です。

表示名

サーバの IPアドレスまたは URLを識別しま
す。

このフィールドは読み

取り専用です。

サーバ

構成されている場合、サーバ別名を識別しま

す。

このフィールドは読み

取り専用です。

サーバエイリアス

SIP登録状態と、ハンドセットが登録されて
いるベースステーションを識別します。フィー

ルドが空の場合、ハンドセットは SIP登録さ
れていません。

このフィールドは読み

取り専用です。

状態（State）

ファームウェアリリース V450およびV460の端末Webページのフィールド

これらは、ベースステーションのターミナルウェブページに表示されたフィールドです。この

画面を表示するには内線ページにあるハンドセットのIPEI番号をクリアします。

ページは、[管理者とユーザビュー]に表示されます。一部のフィールドはユーザビューでは使
用できません。

このセクションは、ファームウェアリリースV450およびV460に適しています。ファームウェ
アリリース 4.7は、ターミナルWebページのフィールド（93ページ）を参照してください。

表 68 :ターミナルWebページのフィールド

説明目次フィールド

ハンドセットの国際携帯機器識別情報（IPEI）
を識別します。各ハンドセットには固有のIPEI
番号があり、その番号はハンドセットバッテ

リの下のラベルとハンドセットボックスのラ

ベルに表示されます。

このフィールドを変更すると、ハンドセット

の登録が解除されます。

10文字列IPEI

ハンドセットとペアになっている端末を識別

します。

値：

•ペアになっていな
い端末

•ハンドセット ID

ターミナルとペアリン

グ
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説明目次フィールド

ハンドセットを登録するために使用されたア

クセスコードを識別します。ハンドセット登

録後、このコードは使用されません。

セキュリティを強化するためにシス

テムを設定するときは、これをデ

フォルトから変更することをお勧め

します。

（注）

4桁のコードAC

アラームコールに使用する回線を指定します。値：

•アラーム行が選択
されていない

•電話番号
（Telephone
number）

アラームライン

ユーザがダイヤルする番号を指定します。緊

急 ボタンを 3秒以上押します。

電話番号アラーム番号

管理者ビューのみ

ダイヤルプランWebページのフィールド（
134ページ）で設定されているダイヤルプラン
のインデックスを識別します。

値：1〜10ダイヤルプラン ID

バッテリーと RSSIステータス

読み取り専用フィールド

ハンドセットの現在の充電レベルを表示しま

す。

割合（Percentage）電池残量

読み取り専用フィールド

接続されているベースステーションまたはリ

ピータの受信信号強度インジケータ (RSSI)を
表示します。

RSSI

読み取り専用フィールド

バッテリおよびRSSI情報がハンドセットから
キャプチャされてからの時間を分と秒で表示

します。

測定時刻 [分:秒]
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説明目次フィールド

読み取り専用フィールド

ハンドセットが通信する接続済みのベースス

テーションまたはリピーターを指定します。

場所

ビーコン設定

管理者ビューのみ

将来使用するために予約されています。

値：

• [無効(Disabled)]
（デフォルト）

•有効

受信モード

管理者ビューのみ

将来使用するために予約されています。

値：

• [無効(Disabled)]
（デフォルト）

•有効

送信間隔

Alarm Profiles

管理者ビューのみ

アラームのリストを示します。

プロファイル 0〜7

管理者ビューのみ

特定のプロファイルに対して設定されている

アラームの種類を示します。アラームが設定

されていない場合、フィールドには設定され

ていませんと表示されます。

アラームの名前アラームタイプ

管理者ビューのみ

受話器でアクティブなアラームの種類を識別

します。

チェックボックス（デ

フォルトではチェック

されていない）

[アラームの種類]
チェックボックス

共有コールアピアランスの設定

管理者ビューのみ

拡張機能のインデックス

Idx 1〜8

管理者ビューのみ

共有コールアピアランスをサポートするハン

ドセット回線を識別します。機能をサポート

する回線がない場合は、フィールドに設定さ

れていませんと表示されます。

内線番号[内線番号
（Extension）]
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説明目次フィールド

ローカルディレクトリをコンマ区切り値

（CSV）形式でコンピュータから電話機にアッ
プロードするために使用されます。

詳細については、ローカル連絡先（61ペー
ジ）を参照してください。

ファイル名ローカル電話帳をイン

ポート

電話機からローカルディレクトリをCSV形式
でコンピュータにエクスポートするために使

用されます。

詳細については、ローカル連絡先（61ペー
ジ）を参照してください。

ローカル電話帳をエク

スポート

ハンドセットステータスの表示
問題のトラブルシューティングに役立つハンドセットの状態を見ることができます。情報に

は、ハンドセットにインストールされているファームウェアのバージョンと、接続されたベー

スステーションに関する情報が含まれます。

手順

ステップ 1 メニュー を押す。

ステップ 2 設定 >状態を選択します。

のサイト調査を実施する
自分のベースステーションが、ハンドセットが簡単に接続できるように配置されているかどう

かについて、サイト調査を行ってください。各ベースステーションにiは、屋内で約164フィー
ト（50メートル）、屋外で 984フィート（300メートル）の無線範囲があります。ただし、壁
やドアの構造（防火扉など）が原因で、他の機器との干渉が発生したり、カバレッジが低下し

たりする可能性があります。

サイト調査を実行します。

•初期セットアップ中:ベースステーションを一時的な場所に配置し、それらの電源をオン
にできます。LANに接続する必要はありません。調査を実行して、ハンドセットがベー
スと通信できるかどうかを確認します。
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•セットアップが完了したら、調査を実行して、システムが正常に動作していることを確認
して、接続に関する問題をトラブルシューティングします。

ハンドセットを使用して、カバーされるべき全領域でカバレッジがユーザーにとって良好であ

ることをチェックします。

ハンドセットでは、ハンドセット無線の信号強度を調整できます。ただし、信号強度の変化に

ついては、サービスプロバイダーまたは Cisco TACに相談することをお勧めします。
（注）

システムをセットアップしたとき、および領域に変更があったとき（壁の変更や新しい領域の

追加など）に、この作業を実行してください。

始める前に

少なくとも 1つのハンドセットが完全に充電されている必要があります。

手順

ステップ 1 ハンドセットで、画面がオンになるまでパワー/エンド を長押しします。

ステップ 2 メニュー を押す。

ステップ 3 *47*を入力して、範囲内でベースステーションとリピーターのリストを取得します。

ステップ 4 （任意） [設定 (Settings)]を押して、範囲の dBmしきい値を表示します。

•緑 ~黄色:黄色の指示に対するしきい値を識別します。たとえば、このフィールドに -
70dBmが含まれている場合、- 69dBmを読み取ると緑色で表示され、- 70dBmは黄色で表
示されます。デフォルトは -70dBmです。

•黄色 ~赤:赤の指示のしきい値を指定します。たとえば、このフィールドに - 80dBmが含
まれている場合、- 79dBmの読み取りは黄色を表示し、- 80dBmは赤色で表示されます。
デフォルトは - 80dBmです。

範囲を変更するには、次の手順に従います。

a) エンティティの 1つを強調表示して、選択を押下します。
b) そのリストの新しい値を強調表示し、選択を押下します。

ステップ 5 Ip検索リストでMACアドレスと IPアドレスのペアをハイライトし、IP検索を押下します。

画面には、選択したベースステーションまたはリピータに関する次の情報が表示されます。

•信号強度アイコン

•ボックスが緑色の場合 :ハンドセットは現在位置のベースステーションまたはリ
ピーターと非常に良好に DECT接続しています。
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•ボックスが緑色の場合 :ハンドセットは現在位置のベースステーションまたはリ
ピーターと非常に良好に DECT接続しています。

•赤い丸のアイコンの場合 :ハンドセットが現在の場所でベースステーションとDECT
接触がない、または非常に乏しいです。この状況では、ベースステーションを良好な

カバレッジが得られるように移動して、別のベースステーションを追加し、リピー

ターを追加します。

• Mac:ベースステーションのMacアドレス。

• IP:ベースステーションの IPアドレス。

ベースステーションの電源はオンになっているが LANに接続されていない場合、ハンド
セットは 0.0.0.0表示されます。

• RFPI:ベースステーションの Radio固定パートアイデンティティ (RFPI)。

• RSSI:ベースステーションからハンドセットへの信号の受信信号強度インジケータ。

ステップ 6 メイン画面に戻るまで電源/終了 を押します。

ステップ 7 別の場所に移動し、手順 2、３、5を繰り返してカバレッジを確認します。
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第 6 章

メンテナンス

• Webページからベースステーションを再起動する（159ページ）
•ベースステーションを工場出荷時の初期状態へのリセット（160ページ）
•ハンドセットの工場出荷時の初期状態へのリセット（160ページ）
•システム設定の確認（161ページ）
•システム設定のバックアップ（161ページ）
•システム構成の復元（162ページ）
•システムのアップグレード（162ページ）
•ベース統計の表示（169ページ）

Webページからベースステーションを再起動する
ベースステーションを再起動する必要がある場合は、次の 2つの方法でリブートできます。

•リブート -再起動は、アクティブコール、ディレクトリアクセス、またはファームウェア
更新アクティビティなどのアクティブな接続がベースステーションにない場合に実行され

ます。

•強制リブート -再起動は 1分以内に行われます。ベースステーションのアクティビティは
直ちに停止します。

ベースステーションがリブートすると、新しいsyslogが開始され、以前の情報は失われます。
問題が発生して再起動する予定がある場合は、再起動する前にsyslogファイルをコンピュータ
に保存してください。

（注）

始める前に

で説明されているようにベースステーションのWebページに接続します。管理Webページに
ログインする（42ページ）

ベースステーションをネットワークに接続する必要があり、緑の LEDが点灯します。
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手順

ステップ 1 ホーム/ステータスページにアクセスします。

ステップ 2 リブートまたは強制リブートをクリックします。

ベースステーションを工場出荷時の初期状態へのリセッ

ト
リセットボタンはベースステーションの下端にあります。

始める前に

管理設定ページのボタンで出荷時設定にリセットフィールドを有効にする必要があります。

詳細については、管理設定を設定する（67ページ）および管理設定Webページのフィールド
（108ページ）を参照してください。

手順

リセットボタンを10秒間押し続けます。

LEDが赤く点灯したらボタンを放すことができます。

ハンドセットの工場出荷時の初期状態へのリセット
場合によっては、端末を工場出荷時のデフォルトにリセットする必要があります。リセット

は、ハンドセットに格納されている情報（たとえば、着信音）を削除します。ベースステー

ション（たとえば、システム設定）が制御しているコンテンツは削除されません。

手順

ステップ 1 メニュー を押す。

ステップ 2 [設定（Settings）] > [設定のリセット（Reset settings）]の順に選択します。
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システム設定の確認
システムをセットアップした後、システム内および外線番号から電話をかけたり受けたりでき

ることを確認します。以下の各ステップでは、着信側デバイスが鳴り、両方のデバイスから音

声を聞くことができます。

問題がある場合は、トラブルシューティング（173ページ）章が役立ちます。

始める前に

これらのデバイスを設定してアクティブにする必要があります。

• 1つのベースステーション

• 2台のハンドセット

手順

ステップ 1 一方の受話器からもう一方の受話器に電話をかけ、双方向の音声パスがあることを確認しま
す。

ステップ 2 いずれかの受話器から外線番号（携帯電話など）に電話をかけ、双方向の音声パスがあること
を確認します。

ステップ 3 外線番号からいずれかのハンドセットに電話をかけ、双方向の音声パスがあることを確認しま
す。

システム設定のバックアップ
システム構成をバックアップする必要があります。設定をファイルとしてエクスポートし、安

全な場所に保存します。エクスポートファイルには機密テキストが含まれていることに注意し

てください。

設定の詳細については、構成Webページのフィールド（148ページ）を参照してください。

始める前に

管理Webページにログインする（42ページ）で説明されているようにベースステーションの
Webページに接続します。

手順

ステップ 1 [設定（Configuration）]をクリックします。

Cisco IP DECT 6800シリーズアドミニストレーションガイド
161

メンテナンス

システム設定の確認



ステップ 2 [エクスポート（Export）]をクリックします。

ブラウザが新しいブラウザウィンドウに設定を表示すると、既知のブラウザの問題が発生して

います。管理画面に戻り、エクスポートで右クリックし、リンクを名前を付けて保存を選択し

ます。

ステップ 3 エクスポートのファイル名と場所を設定し、OKをクリックします。

関連トピック

システム構成の復元（162ページ）

システム構成の復元
ベースステーションの設定が失われた場合、バックアップされた構成ファイルをロードしてシ

ステムを復元することができます。

始める前に

管理Webページにログインする（42ページ）で説明されているようにベースステーションの
Webページに接続します。

構成ファイル（たとえば、システム設定のバックアップ（161ページ）から作成されたファイ
ル）が必要です。

手順

ステップ 1 [設定（Configuration）]をクリックします。

ステップ 2 [Choose File]をクリックします。

ステップ 3 場所とエクスポートされたファイル名に移動し、OKをクリックします。

ステップ 4 [ロード（Load）]をクリックします。

関連トピック

システム設定のバックアップ（161ページ）

システムのアップグレード
Cisco IP DECT6800シリーズベースステーションとハンドセットは、更新されたソフトウェア
を使用してアップグレードすることができます。

ソフトウェアは cisco.com https://software.cisco.com/download/home/286323307から入手できます。

各ソフトウェアリリースには、以下のリリースノートがあります：https://www.cisco.com/c/en/
us/support/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/
products-release-notes-list.html。
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リリースのソフトウェアは、TFTP、HTTP、またはHTTPSサーバにロードされます。まずベー
スステーションをアップグレードしてから、ハンドセットをアップグレードします。ベースス

テーションのアップグレード後、自動的に再起動します。アップグレード後、ハンドセットは

自動的に再起動します。

アップグレードのワークフロー

次のワークフローは、TFTP、HTTP、または HTTPSサーバの準備とシステムのアップグレー
ドの手順について説明しています。いくつかのステップは、初期設定時に通常一度だけ行いま

す。

最初にベースステーションをアップデートし、次にベースステーションのアップデートが完了

した後にハンドセットをアップデートすることをお勧めします。

（注）

始める前に

TFTP、HTTP、または HTTPSサーバを用意する必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

必要なTFTPサーバのディレクトリ構造
を設定します。

（これを一度行う）アップグレード用

に TFTP、HTTP、またはHTTPSサーバ
を準備する（164ページ）

ステップ 1

TFTPサーバとディレクトリを識別しま
す。

（これを一度行う）ファームウェアアッ

プデートパラメータを設定する（164
ページ）

ステップ 2

ファームウェアファイルをTFTPディレ
クトリ構造に配置します。

ファームウェアファイルをダウンロード

して TFTP、HTTP、またはHTTPSサー
バにコピーする（165ページ）

ステップ 3

ベースステーションにTFTPサーバから
ファームウェアファイルを転送し、メモ

ベースステーションをアップグレードす

る（166ページ）
ステップ 4

リにファームウェアをインストールする

ように指示します。

ファームウェアファイルをTFTPサーバ
から転送し、メモリにファームウェアを

ハンドセットをアップグレードする（

167ページ）
ステップ 5

インストールするようにハンドセットに

指示します。
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アップグレード用に TFTP、HTTP、または HTTPSサーバを準備する
ファームウェアをダウンロードする前に、TFTP、HTTP、または HTTPSサーバに必要なディ
レクトリ構造を設定してください。ベースステーションとハンドセットファームウェアは、特

定のフォルダに移動する必要があります。

この作業は一度だけ行う必要があります。

始める前に

TFTP、HTTP、または HTTPSサーバを設定してアクティブにする必要があります。

少なくとも 3秒間、TFTP、HTTP、または HTTPSサーバのタイムアウトを設定します。

手順

ステップ 1 TFTP、HTTP、または HTTPSサーバファイルシステムのルートフォルダを開きます。

ステップ 2 サブディレクトリを作成します。たとえば、Ciscoなど。

次のタスク

ファームウェアアップデートパラメータを設定する（164ページ）

ファームウェアアップデートパラメータを設定する

通常、この作業は 1回だけ行います。

始める前に

管理Webページにログインする（42ページ）で説明されているようにベースステーションの
Webページに接続します。

TFTP、HTTP、または HTTPSサーバの IPアドレスまたは完全修飾ディレクトリ名（FQDN）
が必要です。

手順

ステップ 1 ファームウェア更新をクリックします。

ステップ 2 TFTP、HTTP、またはHTTPSサーバの IPアドレスまたは FQDNをファームウェアアップデー
トサーバのアドレスフィールドに入力します。

ステップ 3 シスコをファームウェアパスフィールドに入力します。

ステップ 4 保存/更新を開始をクリックします。
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ファームウェアファイルをダウンロードして TFTP、HTTP、または
HTTPSサーバにコピーする

Ciscoソフトウェアのダウンロードページにアクセスして、ファームウェアを zipファイルで取
得します。zipファイルにはファームウェアファイルがあります：

•ベースステーションの場合、zipファイル名は以下で始まります。

• Cisco IP DECT 210マルチセルベースステーションの IPDect-DBS210

• Cisco IP DECT 110シングルセルベースステーションの IPDect-DBS110

•リピータの場合、zipファイルは Cisco IP DECT 110リピータの IPDect-RPT110で始ま
ります。

•ハンドセットの場合、zipファイル名は以下で始まります。

• Cisco IP DECT Phone 6823ハンドセットの IPDect-PH6823

• Cisco IP DECT Phone 6825ハンドセットの IPDect-PH6825

Cisco IP DECT Phone 6825ハンドセットと Cisco IP DECT電話 6825ルートパターンが同じバー
ジョンとブランチを使用している場合は、iIPDect-PH6825ファイルのみが必要になります。

（注）

始める前に

TFTP、HTTP、または HTTPSサーバ情報が必要です。

手順

ステップ 1 ブラウザから、https://software.cisco.com/download/home/286323307に進みます。

ステップ 2 必要があれば、自分のユーザ IDとパスワードでサインインします。

ステップ 3 IP DECT 210マルチセルベースステーションをクリックします。

ステップ 4 リリースを選択します。

ステップ 5 必要なバージョンの zipファイルをダウンロードします。

ステップ 6 https://software.cisco.com/download/home/286323307に戻ってください。

ステップ 7 (オプション)マルチプラットフォームファームウェアで IP DECT 110リピータをクリックしま
す。

a) リリースを選択します。

b) 必要なバージョンの zipファイルをダウンロードします。
c) https://software.cisco.com/download/home/286323307に戻ってください。
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ステップ 8 (オプション)マルチプラットフォームファームウェアで IPDECT210マルチセルベースステー
ションをクリックします。

a) リリースを選択します。

b) 必要なバージョンの zipファイルをダウンロードします。
c) https://software.cisco.com/download/home/286323307に戻ってください。

ステップ 9 マルチプラットフォームファームウェアを搭載した IP DECT 6825をクリックします。

ステップ 10 リリースを選択します。

ステップ 11 必要なバージョンの zipファイルをダウンロードします。

ステップ 12 (オプション)マルチプラットフォームファームウェアで IP DECT 6825をクリックします。

a) リリースを選択します。

b) 必要なバージョンの zipファイルをダウンロードします。

ステップ 13 お使いの PCで、ファイルを解凍します。

ステップ 14 TFTP、HTTP、HTTPSサーバファイルシステムにアクセスします。

ステップ 15 利用できない場合は、Ciscoディレクトリを作成します。

ステップ 16 Ciscoディレクトリを開きます。

ステップ 17 新しいベースステーションのファームウェアファイルをCisco フォルダにコピーします。

ステップ 18 新しいリピータファームウェアファイルを Cisco フォルダにコピーします。

ステップ 19 新しいハンドセットファームウェアファイルを Cisco フォルダにコピーします。

次のタスク

ベースステーションをアップグレードする（166ページ）

ハンドセットをアップグレードする（167ページ）

ベースステーションをアップグレードする

ファームウェアのファイル名には、バージョン（v）とブランチ番号（b）が含まれています。
例えば、DBS-210_v0450_b0001.fwuはバージョン 450でブランチ 1です。ファームウェアの
バージョンとブランチ番号をアップグレードページに入れると、先頭のゼロは必要ありませ

ん。

ベースステーションがアクティブでない場合は、ベースステーションをアップグレードする必

要があります。すべてのアクティブなコールは、アップグレードの開始時に削除されます。

アップグレード中は、ベースステーションの LEDは緑色、赤、緑、およびオレンジ色の順序
で点滅します。LEDが点滅しているときにベースステーションの電源を切らないでください。
アップグレードが終了し、ベースステーションが再起動するまでに30分～1時間かかる場合が
あります。

（注）
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最初にベースステーションをアップグレードし、次にベースステーションのアップグレードが

完了した後にハンドセットをアップグレードすることをお勧めします。

（注）

始める前に

管理Webページにログインする（42ページ）で説明されているようにベースステーションの
Webページに接続します。複数のベースステーションがある場合は、プライマリベースステー
ションにログインする必要があります。

ファームウェアアップデートパラメータを設定する（164ページ）とファームウェアファイル
をダウンロードして TFTP、HTTP、または HTTPSサーバにコピーする（165ページ）を完了
している必要があります。

手順

ステップ 1 ファームウェア更新をクリックします。

ステップ 2 新しいファームウェアのバージョンをベースステーションの必須バージョンフィールドに入力
します。

ステップ 3 支店番号をベースステーションの必須支店フィールドに入力します。

ステップ 4 保存/更新を開始をクリックします。

ステップ 5 ポップアップウィンドウで、[Save]をクリックします。

ステップ 6 警告ウィンドウで、ブラウザの[戻る]矢印をクリックします。

ステップ 7 数秒待ってから、Syslogをクリックします。

ステップ 8 ファームウェアのアップデートが vvvv branch bbbb のバージョンに開始されましたとい
うメッセージが表示されていることを確認します。

説明：

• vvvvはバージョン番号です。

• bbbbは分岐番号です。

数分後、ベースステーションが自動的に再起動しますので、管理ページにログインする必要が

あります。ハンドセットがベースステーションに登録されると、基地局のアップグレードは完

了です。

ハンドセットをアップグレードする

ファームウェアのファイル名には、バージョン（v）とブランチ番号（b）が含まれています。
例えば、6825-210_v0450_b0001.fwuはバージョン 450でブランチ 1です。ファームウェアの
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バージョンとブランチ番号をアップグレードページに入れると、先頭のゼロは必要ありませ

ん。

6825ハンドセットと6825高耐久ハンドセットは同じファームウェアファイルを使用します。
6823ハンドセットには、独自のファームウェアファイルがあります。

Webページからアップグレードを開始すると、すべてのハンドセットが新しいファームウェア
ファイルをダウンロードしてロードします。アップグレードには、ダウンロードと確認に20〜
30分かかることがあり、ハンドセットに新しいファームウェアファイルをロードするにはさら
に数分かかることがあります。ハンドセットを充電器に置き、ハンドセットがファームウェア

ファイルをロードしてリブートするまで取り外してはいけません。ハンドセットが新しいファー

ムウェアをロードしている間、LEDは緑、赤、緑、黄色の順に点滅します。アップグレードの
終了時にハンドセットは自動的に再起動します。

拡張機能ページのFWU進捗状況列にアップグレードの進捗状況が示されます。

•ダウンロード中は、ダウンロードの進行状況がパーセンテージで示されます。例えば、
41

•ファイルがダウンロードされると、ファイルが検証され、列には検証の進行状況がパーセ
ンテージとして表示されます。例えば、検証中 23 。

•確認が完了した時にハンドセットが充電器にない場合、列に充電器を待機中と表示されま
す。

•確認が完了し、ハンドセットを充電器に置くと、列に充電待機中と表示されてから再起動
中と表示されます。

•アップグレードが完了すると、列に完了と表示されます。

FWU進捗状況がオフと表示している場合、ファームウェアアップデートページのバージョン
とブランチは 0に設定されています。

最初にベースステーションをアップデートし、次にベースステーションのアップデートが完了

した後にハンドセットをアップデートすることをお勧めします。

（注）

始める前に

管理Webページにログインする（42ページ）で説明されているようにベースステーションの
Webページに接続します。

ファームウェアアップデートパラメータを設定する（164ページ）とファームウェアファイル
をダウンロードして TFTP、HTTP、または HTTPSサーバにコピーする（165ページ）を完了
している必要があります。
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手順

ステップ 1 ファームウェア更新をクリックします。

ステップ 2 新しいファームウェアのバージョンをすべてのハンドセットの必須バージョンフィールドに入

力します。

ステップ 3 支店番号をすべてのハンドセットの必須支店フィールドに入力します。

ステップ 4 保存/更新を開始をクリックします。

ステップ 5 ポップアップウィンドウで、[Save]をクリックします。

ステップ 6 警告ウィンドウで、ブラウザの[戻る]矢印をクリックします。

ステップ 7 数秒待ってから、Syslogをクリックします。

ステップ 8 ハンドセット:x のファームウェアのアップデートが vvvv branch bbbb のバージョンに

開始されましたというメッセージが表示されていることを確認します。

説明：

• vvvvはバージョン番号です。

• bbbbは分岐番号です。

• xはハンドセット番号です。

ベースステーションに登録されている各ハンドセットについて1つのメッセージが表示されま
す。このメッセージが表示されない場合は、エラーメッセージが表示されることがあります。

ステップ 9 [内線番号]をクリックします

FWU進捗状況列には、アップグレード状況が表示されます。進行状況を監視するには、ブラ
ウザを更新してください。

ステップ 10 充電器を待機中というメッセージが表示されたら、充電クレードルにハンドセットを入れてく

ださい。

アップグレードが完了するまで、充電器からハンドセットを取り外さないでくださ

い。アップグレードの最後に、ハンドセットを再起動してから使用することができま

す。

注意

ベース統計の表示
ベースステーションに格納されている統計を定期的にチェックする必要があります。問題が発

生した場合は、問題を事前に特定して対処することができます。このページには以下の統計が

含まれています。

•システム
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•呼び出し

• DECT

始める前に

管理Webページにログインする（42ページ）で説明されているようにベースステーションの
Webページに接続します。

ベースステーションをネットワークに接続する必要があり、緑の LEDが点灯します。

手順

ステップ 1 [統計（Statistics）]をクリックします。

ステップ 2 [Streaming Statistics（ストリームの統計）] Webページのフィールド（139ページ）に記載の通
り、各ベースステーションの統計情報を表示するには、リンクをクリックしてください。

ステップ 3 （任意）エクスポートをクリックして、表示されたページのデータをコンマ区切り値（CSV）
形式でエクスポートします。

ステップ 4 （任意）クリアをクリックして、すべての統計をゼロ（0）にリセットします。

統計ページの統計情報はすべて 0に設定されています。

ベースステーションの状態

ベースステーションは通常、ロックされた状態です。問題があれば、ベースステーションは自

動的にフリーランニング状態に変わります。

フリーランニング状態とは、ベースステーションがある一定期間後、同期ソースからそのデー

タを同期していない場合を意味します。これが起こると、ベースステーションは2分後に新し
い状態に変化します。

•ベースステーションがアイドル状態の場合、状態は検索中へと変わります。

•ベースステーションにアクティブな通話がある場合、状態は同期が失われましたへと変わ
ります。コールが完了すると、状態は次のように変わります。検索。

フリーランニング状態の理由には以下があります：

•同じDECTスロットを使用する 2つの基地があり、したがって互いに見ることができませ
ん。

•音声やデータの同時呼び出しは多数ありました。

•環境が突然変化しました（たとえば、防火ドアが閉まった）。

•他のDECTシステムまたは他の機器のいずれかによってDECT周波数の歪み（約1.8MHz）
があった。
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ベースステーションがフリーランニング状態になると、以下のいずれか一つまたは両方を行う

ことができます：

• DECTスロットを変更します。これにより、ベースステーションはその同期ソースに接続
することができる。

•状態を次のように変更します。アシストロック。これにより、ベースステーションは、他
のベースステーションからの情報を使用することができる。

もしアシストロック状態が長期間安定している場合は、状態をロック済状態に戻すことができ

ます。フリーランニング状態はまたロック済に戻ることもできます。
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第 7 章

トラブルシューティング

•ベースステーションの設置に関する問題（173ページ）
•リピーターのインストール問題（174ページ）
•ハンドセットのインストールに関する問題（174ページ）
•ベースステーションの動作上の問題（176ページ）
•ハンドセットの操作上の問題（177ページ）
•マルチセルのトラブルシューティング（180ページ）
•トラブルシューティング手順（181ページ）

ベースステーションの設置に関する問題

ベースステーションの LEDは赤色です

問題

ベースステーションの LEDは緑色に変わりません。

原因

ベースステーションは IPアドレスを取得できません。

解決方法

•別のデバイスを使用してイーサネットケーブルをテストし、信号を確認します。

•イーサネットケーブルがスイッチに接続されていることを確認します。

• DHCPサーバがネットワーク上で使用可能であることを確認します。

•イーサネットケーブルを、動作しているものと交換します。

Cisco IP DECT 6800シリーズアドミニストレーションガイド
173



リピーターのインストール問題

リピーターをセットアップできない:赤色 LED

問題

リピーターの LEDが赤色になり、登録に失敗します。

原因

リピーターは登録モードではありません。

解決方法

次のいずれかのオプションを使用してリピーターをリセットします。

•リピーターを取り外します。30秒待ってから、もう一度リピーターを接続します。

•リピーターの下端にあるリセットボタンを 5秒間長押しします。

ハンドセットのインストールに関する問題

ハンドセットが登録されない (自動設定)

問題

ハンドセットの初期設定は完了しましたが、ハンドセットはベースステーションまたはリピー

ターに登録されません。

原因

ベースステーションが動作していない、ベースステーションが範囲外にある、またはベースス

テーションがハンドセットに接続しようとしていない。

解決方法

以下の項目をチェックしてください。

•ハンドセットがメッセージを表示する場合、ベースステーションが見つからないときは、
ベースステーションが動作していることを確認します。動作している場合は、ハンドセッ

トの位置をベースステーションに近づけます。追加のマルチセルベースステーションを使

用してネットワークを拡張する必要がある場合があります。シングルセルのベースステー

ションがある場合は、マルチセルシステムに変更する必要がある場合があります。
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ハンドセットがメッセージを表示する場合、ベースステーションが見つからないときは、

ベースステーションが動作していることを確認します。動作している場合は、ハンドセッ

トの位置をベースステーションに近づけます。追加のマルチセルベースステーションまた

はリピーターを使用してネットワークを拡張する必要がある場合があります。シングルセ

ルのベースステーションがある場合は、マルチセルシステムに変更またはリピーターを追

加する必要がある場合があります。

•ハンドセットによってメッセージのサインインエラーで表示されます。管理者に連絡して
ください。、ユーザの設定または認証に問題があります。サービスプロバイダーに連絡し

てください。

•ハンドセットによってメッセージのデバイスエラーで表示されます。管理者に連絡して、
サービスプロバイダーに連絡してください。このメッセージは、設定可能な最大ハンド

セット数に達したことを示しています。

•ハンドセットがメッセージの登録のタイムアウトを表示します。管理者に連絡し、ベース
ステーションが動作していて、ハンドセットの範囲内にあることを確認してください。タ

イムアウトが継続する場合は、サービスプロバイダーに連絡してください。

•ハンドセットによってメッセージのアクセスコードエラーで表示されます。コードを入力
するか、管理者に問い合わせてください 。

•範囲内に複数のベースステーションがある場合は、ユーザが正しいベースステーショ
ンにアクセスしようとしているかどうかを確認します。

•選択したベースステーションの正しいアクセスコードを指定していることを確認しま
す。

ハンドセットが登録されない (手動設定)

問題

ハンドセットの初期設定は完了しましたが、ハンドセットはベースステーションまたはリピー

ターに登録されません。

原因

設定が不完全または間違っている、ベースステーションが動作していない、ベースステーショ

ンが範囲外にある、またはベースステーションがハンドセットに接続しようとしていない。

解決方法

以下の項目をチェックしてください。

•ハンドセットの IPEI番号が機能拡張Webページに設定されている場合は、IPEIが正しい
ことを確認します。正しくない場合は変更します。
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•ベースステーションのLEDが緑であり、ハンドセットがベースステーションまたはリピー
ターの範囲内にあることを確認します。

ベースステーションが範囲外の場合は、リピーターをシステムに追加する必要がある場合

があります。

•拡張機能Webページにアクセスし、ハンドセットに関連付けられている VoIP Idxチェッ
クボックスをオンにして、SIP登録の開始をクリックします。

ハンドセットを登録できない

問題

ハンドセットに登録解除済みと表示されます。内線Webページでハンドセットを登録しよう
としても、ハンドセットが登録されません。

解決方法

1. 内線Webページで、更新ボタンをクリックします。

2. ハンドセットをベースステーションに再接続するように求められる場合があります。

3. ハンドセットが登録されない場合は、サービスプロバイダーに問い合わせてください。

ベースステーションの動作上の問題

ベースステーションの LEDが赤色に点滅し、ハンドセットが「SIP
Reg」メッセージを表示しない

問題

ベースステーションの LEDが赤色で点滅している。1台以上のハンドセットに SIP 登録なし
と表示されます。ベースステーション管理の内線番号Webページでは、ハンドセットのステー
タスは SIP 登録済みとは表示されません。

原因

ベースステーションが呼制御システムと通信できません。

解決方法

1. ベースステーションの管理者Webページにサインインします。

2. [内線番号]をクリックします
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3. VoIP Idx列で、登録されていない各ハンドセットのチェックボックスをオンにします。

4. SIP登録を開始をクリックします。

ハンドセットの操作上の問題
この項では、ハンドセットの一般的な問題についてのトラブルシューティング情報を示しま

す。

ハンドセットがオンにならない

問題

ハンドセットにバッテリが装着されていますが、電源がオンになっていません。

原因

バッテリに十分な充電がない、バッテリの接触部のプラスチック製タブが取り外されていな

い、またはバッテリが故障した。

解決方法

1. ハンドセットを充電器に入れてモニタします。数分後に画面がオンになっている場合は、
バッテリが消耗したため、完全に充電する必要があります。ハンドセットが充電器に装着

されているときに、メニュー >設定 >ステータス画面から電池残量を確認できま
す。

これは、ハンドセットが長期間に使用されていない場合に発生します。

2. 充電器に置いてから 10分後にハンドセットの電源が入らない場合は、バッテリを取り外
し、充電されていることがわかっているバッテリと交換します。ハンドセットが動作する

ようになった場合は、バッテリが故障している可能性があります。

ハンドセットがオンのままにならない

問題

充電中のクレードルにない場合、ハンドセットの電源はオンのままになりません。充電中にク

レードルをオンにすると、ハンドセットがオンになります。

解決方法

以下をチェックする。
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•ハンドセットにバッテリが装着されているかどうかを確認します。バッテリを使用しない
場合は、ハンドセットをクレードルに装着することができますが、クレードルから取り外

すとすぐにバッテリが必要になります。

•ハンドセットが新しく追加された場合、バッテリの接触部のプラスチック製タブは取り外
されていますか?

•別のハンドセットからバッテリを充電した状態でハンドセットを使用しましたか?

ハンドセットが鳴らない

問題

電話機は通話を受信できますが、着信音が聞こえません。

原因

電話機はサイレントモードで、サイレントモードアイコン が画面のヘッダーに表示されま

す。

解決方法

•音量を設定 メニューから増やします。

•サイレントモードを無効にするには、電話機がアイドル状態の間にポンド（＃）キーを 2
秒間押し続けます。

ハンドセットがキーの入力に応答しない

問題

ハンドセットのキーを押しても何も起こりません。

原因

キーパッドがロックされている可能性があります。

解決方法

スター（*）キーを 2秒間押し続けると、キーパッドのロックが解除されます。
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充電器でハンドセットのビープ音が鳴り続ける

問題

充電器でハンドセットのビープ音が鳴り続けます。

解決方法

次のシナリオを確認します。

•ハンドセットと充電器の接点が接触するようにハンドセットが充電器に配置されていませ
ん。

•ハンドセットが新しく、充電器に装着するのは初めてです。バッテリのプラスチックが取
り外されていることを確認します。

どのシナリオも適用されない場合は、バッテリが不良である可能性があります。正常に機能し

ていることがわかっているバッテリをハンドセットに装着し、ハンドセットを充電器に装着し

ます。ハンドセットがビープ音を出していない場合は、元のバッテリに欠陥があります。

ハンドセット画面に「検索中」と表示される。

問題

ハンドセットがメッセージ検索中と表示します。

原因

ハンドセットが最も近いベースステーションから遠すぎるか、ベースステーションがアクティ

ブではありません。

解決方法

•ハンドセットが静止している場合は、ベースステーションが再起動中または非アクティブ
になっている可能性があります。

1. ハンドセットがベースステーションと通信できるかどうかを確認するには、数分間待
ちます。

2. 問題が解決しない場合は、ベースステーションに電力が供給され、LED電源が緑色に
なっているのを確認します。ベースステーションの検索中にハンドセットの電源をオ

フにすると、ハンドセットの電源を入れた後に登録するのにより多くの時間がかかり

ます。

•ハンドセットが携帯されている場合、ハンドセットがベースステーションの範囲外にある
可能性があります。

•短期的な解決策：ハンドセットをベースステーションに近づけます。
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• 1つの複数セルのベースステーションを備えた長期間のソリューション:サポート範囲
を向上させるために、追加の210マルチセルベースステーションまたはリピータを追
加します。

•複数セルシステムの長期間のソリューション:サポート範囲を向上させるために、1つ
以上の 210マルチセルベースステーションまたはリピータを追加します。

シングルベースステーションシステムで携帯電話に音声が流れません

問題

1つのベースステーションと 2つ以上の受話器があります。しかし、一つのハンドセットから
別のハンドセットに電話をかけようとしても、どちらの電話機にも何も聞こえません。

解決方法

1. ベースステーションのWebページにログインします。

2. [ネットワーク設定（ Network Settings）]をクリックします。

3. 異なる SIPポートを使用するフィールドが有効に設定されていることを確認します。

マルチセルのトラブルシューティング
マルチセルシステムに問題がある場合は、問題をデバッグするために余分なログをオンにする

必要があります。詳細については、マルチセルデバッグログを有効にする（184ページ）を参
照してください。

ベースステーションは DECTプロパティで検索を示します

問題

マルチセルシステムをセットアップしましたが、マルチセルウェブページのDECTプロパティ
列に検索中！と表示されます。

原因

ベースステーションは通信できません。

解決方法

以下のことを確認してください：
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•接続できないベースステーションは他の基地局から遠すぎます。ベースステーションをよ
り近くに移動するか、通信できないベースステーションと既に設定されているベースス

テーションの間に別のベースステーションを追加します。

マルチセルページにあるフィールド DECT同期ソースを見ます。システム内の各ベース
ステーションは、受信した信号強度をデシベル/ミリワット（dBm）単位で示します。

• -75dBm以下を推奨します。

• -76〜-85 dBmの範囲で設定可能です。

• -86〜-90 dBmは許容されますが、別のベースステーションを追加することを検討する
必要があります。

• -91 dBm以上であれば、別のベースステーションを追加する必要があります。

•無線信号に干渉する何かがあります。例えば、無線通信を妨害するドアまたは機器が存在
する可能性がある。ベースステーションを移動する必要があるかもしれません。

•各ベースステーションのホーム/ステータスウェブページで、RFバンドフィールドを比較
してそれらが同じ帯域が設定されていることを確認します。ベースステーションが通信す

るためには、すべてのベースステーションが同じ RF帯域にある必要があります。また、
すべてのベースステーションを居住国のRF帯域に設定する必要があります。RF帯域は工
場のベースステーションで設定されています。

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。

一般的な問題のトラブルシューティングログを収集する

システムに問題がある場合は、SIPログと Syslogが問題の特定に役立つ場合があります。この
問題を解決するために、サービスプロバイダがこの情報を必要とする場合があります。

セクションSIPログWebページのフィールド（149ページ）およびSyslog Webページのフィー
ルド（148ページ）はログの内容に関する情報を提供します。

問題が再現可能でない場合は、この手順を使用します。問題を再現できる場合は、反復可能な

問題のトラブルシューティングログを収集する（182ページ）を使用してください。

始める前に

で説明されているようにベースステーションのWebページに接続します。管理Webページに
ログインする（42ページ）
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手順

ステップ 1 [Syslog]をクリックします。

ステップ 2 ログの先頭をクリックします。

ステップ 3 ログの最後までスクロールし、Shiftキーを押しながらログの最後をクリックします。

ステップ 4 Ctrl + Cを押します。

ステップ 5 テキストエディタに移動し、ファイル本体の上部をクリックします。

ステップ 6 Ctrl + Vを押します。

ステップ 7 ファイルを PC上の既知の場所に保存します。

ファイルにログの種類、日付、および時刻を付けます。たとえば、syslog_20181212.txtです。

ステップ 8 SIPログをクリックします。

ステップ 9 ログの先頭をクリックします。

ステップ 10 ログの最後までスクロールし、Shiftキーを押しながらログの最後をクリックします。

ステップ 11 Ctrl + Cを押します。

ステップ 12 テキストエディタに移動し、ファイル本体の上部をクリックします。

ステップ 13 Ctrl + Vを押します。

ステップ 14 ファイルを PC上の既知の場所に保存します。

ファイルにログの種類、日付、および時刻を付けます。たとえば、siplog_20181212.txtです。

反復可能な問題のトラブルシューティングログを収集する

システムに問題がある場合は、SIPログと Syslogが問題の特定に役立つ場合があります。この
問題を解決するために、サービスプロバイダがこの情報を必要とする場合があります。

セクションSIPログWebページのフィールド（149ページ）およびSyslog Webページのフィー
ルド（148ページ）はログの内容に関する情報を提供します。

問題が再現可能な場合は、この手順を使用します。問題を再現できない場合は、一般的な問題

のトラブルシューティングログを収集する（181ページ）を使用してください。

始める前に

管理Webページにログインする（42ページ）で説明されているようにベースステーションの
Webページに接続します。

メモ帳などのテストエディタを開き、新しいファイルを開きます。
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手順

ステップ 1 デバッグログレベルを変更する（183ページ）を使用してデバッグレベルをDebugに変更しま
す。

ステップ 2 [Syslog]をクリックします。

ステップ 3 [クリア（Clear）]をクリックします。

ステップ 4 [Syslog]をクリックします。

ステップ 5 [クリア（Clear）]をクリックします。

ステップ 6 問題を再現します。

ステップ 7 [Syslog]をクリックします。

ステップ 8 ログの先頭をクリックします。

ステップ 9 ログの最後までスクロールし、Shiftキーを押しながらログの最後をクリックします。

ステップ 10 Ctrl + Cを押します。

ステップ 11 テキストエディタに移動し、ファイル本体の上部をクリックします。

ステップ 12 Ctrl + Vを押します。

ステップ 13 ファイルを PC上の既知の場所に保存します。

ファイルにログの種類、日付、および時刻を付けます。たとえば、syslog_20181212.txtです。

ステップ 14 SIPログをクリックします。

ステップ 15 ログの先頭をクリックします。

ステップ 16 ログの最後までスクロールし、Shiftキーを押しながらログの最後をクリックします。

ステップ 17 Ctrl + Cを押します。

ステップ 18 テキストエディタに移動し、ファイル本体の上部をクリックします。

ステップ 19 Ctrl + Vを押します。

ステップ 20 ファイルを PC上の既知の場所に保存します。

ファイルにログの種類、日付、および時刻を付けます。たとえば、siplog_20181212.txtです。

ステップ 21 デバッグログレベルを変更する（183ページ）を使用してデバッグレベルを通常操作に変更し
ます。

デバッグログレベルを変更する

システムに問題がある場合は、SIPログと Syslogが問題の特定に役立つ場合があります。この
手順は、サービスプロバイダーから要求された場合にのみ使用してください。デバッグレベル

の増加に伴って収集される情報の量は、システムのパフォーマンスを低下させる可能性があり

ます。
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必要なログを取得したら、デバッグレベルを通常の操作に戻してください。（注）

フィールドの詳細については、管理設定Webページのフィールド（108ページ）を参照してく
ださい。

始める前に

管理Webページにログインする（42ページ）で説明されているようにベースステーションの
Webページに接続します。

手順

ステップ 1 管理をクリックします。

ステップ 2 [Syslog / SIP Log]セクションで、SIPログのアップロード有効にする。

ステップ 3 [Syslog / SIP Log]セクションで、Syslogレベルを必要なレベルに変更します。

ステップ 4 [保存（Save）]をクリックします。

ステップ 5 ログをキャプチャしたら、管理をクリックします。

ステップ 6 （任意） [Syslog / SIP Log]セクションで、SIPログのアップロード有効にする。

ステップ 7 [Syslog / SIP Log]セクションで、Syslogレベルを通常の操作に戻します。

ステップ 8 [保存（Save）]をクリックします。

マルチセルデバッグログを有効にする

マルチセルの問題をデバッグするには、マルチセルのデバッグを有効にする必要があります。

これにより、ログファイルには multicellに関する余分なログメッセージが含まれます。

必要なログを取得したら、デバッグレベルを無効に戻します。（注）

手順

ステップ 1 ベースステーションのWebページにアクセスします。管理Webページにログインする（42
ページ）を参照してください。

ステップ 2 マルチセルをクリックします。

ステップ 3 マルチセルデバッグを両方に設定します。

ステップ 4 [保存（Save）]をクリックします。
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PCAPログの生成
ベースステーションのWebページからパケットキャプチャ (PCAP)を作成すると、問題のトラ
ブルシューティングに役立てることができます。いくつかのトレースオプションを選択できま

す。

トレースオプションの中には、制限されたバッファを短時間で入力できるものもあります。こ

れらは慎重に使用してください。

一部のトレースオプションは、熟練したスタッフのみが使用する必要があります。

（注）

PCAPログは、ベースステーション RAMに保存されます。コンピュータにログをダウンロー
ドする前に、ベースステーションの電源が切れたりリセットされたりすると、ログは失われま

す。ログをダウンロードした後、それらをパケットキャプチャツール (たとえば、WireShark)
で開いて詳細な分析を行うことができます。

メモリがいっぱいになるまで、通話のパフォーマンスはキャプチャの影響を受けません。ただ

し、メモリが急速にいっぱいになる場合があるため、キャプチャが制限されます。

パケットトレースはイーサネット IIを使用して実行されます。Novell raw IEEE 802.3、IEEE
802.3、IEEE 802.2 LLC、IEEE 802.2 SNAPなど、他のトレースを利用することはできません。

パケットは、たとえば、00:08: 7B:17:80:39のように、MACアドレスに基づいてフィルタリン
グされます。

始める前に

管理Webページにログインする（42ページ）で説明されているようにベースステーションの
Webページに接続します。

次のいずれかのブラウザを使用する必要があります。

• Microsoft Edgeバージョン 42またはそれ以降

• Firefox、バージョン 61、またはそれ以降

• Chrome、バージョン 68以降

手順

ステップ 1 [診断（Diagnostics）]をクリックします。

ステップ 2 [ロギング（Logging）]をクリックします。

ステップ 3 1つまたは複数のチェックボックスをオンにします。

•この基本ステーションとの間でパケットをトレースする (オーディオを除く) :ベースステー
ションに対するすべてのイーサネットパケットがトレースされます。これには、ブロード

キャストパケットが含まれますが、音声は含まれません。
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•この基本ステーションとの間でパケットをトレースする :ベースステーションとの間のす
べての RTPストリームがトレースされます。トレースでは、ネットワーク設定Webペー
ジの RTPポートと RTPポート範囲が使用されます。

音声パケットがログバッファを短時間でいっぱいにする可能性があります。この

設定の使用には注意が必要です。

（注）

•トレース受信ブロードキャストパケット :ベースステーションが受信するすべてのブロー
ドキャストパケットがトレースされます。

ブロードキャストパケットがログバッファを短時間でいっぱいにする可能性があ

ります。この設定の使用には注意が必要です。

（注）

•トレース受信 IPv4マルチキャストキャストパケット:ベースステーションが受信するすべ
ての IPv4マルチキャストパケットがトレースされます。

マルチキャストパケットがログバッファを短時間でいっぱいにする可能性があり

ます。この設定の使用には注意が必要です。

（注）

•接続先MACを使用して受信パケットをトレース (各バイト間の比較): 6組のフィールドを
使用して監視されるように、MACアドレス範囲を設定します。受信した接続先MACの
各バイトは、トレース範囲内にあるかどうかを確認するためにチェックされます。

十分な知識のあるユーザだけが使用します。（注）

•トレース受信 Ethertype:トレースの受信した Ethertypesを 3つまで選択できます。

十分な知識のあるユーザだけが使用します。（注）

•トレース受信 IPv4プロトコル:最大 3個の受信した ipv4プロトコルを選択してトレース
することができます。

十分な知識のあるユーザだけが使用します。（注）

•トレース受信 TCP/UDPポート:トレース用に最大 3個の TCP/UDPポートを設定できま
す。選択されたポートが接続先ポートまたはパケットの発信元ポートである場合、パケッ

トがログに記録されます。

十分な知識のあるユーザだけが使用します。（注）

ステップ 4 次のように、保存をクリックして、パケットのキャプチャを開始します。

ステップ 5 特定の問題をトラブルシュートしようとしている場合は、問題を再現します。

ステップ 6 次のように、キャンセルをクリックして、パケットのキャプチャを停止します。

ステップ 7 （任意）トレースのリセットをクリックして、パケットキャプチャを再度開始します。既存の
キャプチャが削除されます。
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ステップ 8 すべてのベースステーションまたは現在のベースステーションをクリックして、パケットキャ
プチャをコンピューターにダウンロードします。
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付録 A
技術的な詳細

•ベースステーションの仕様（189ページ）
•ハンドセットの仕様（190ページ）
•ネットワークプロトコル（191ページ）
•外部デバイス（195ページ）

ベースステーションの仕様
次の表に、ベースステーションの物理仕様および動作環境仕様を示します。

表 69 :物理仕様および動作環境仕様

値または範囲仕様

0～ 45°C（32～ 113°F）動作温度

10～ 90%（結露しないこと）動作相対湿度

–10～ 60 °C（14～ 140 °F）保管温度

10～ 95 %（結露しないこと）保管相対湿度

4.75 in. (120 mm)高さ

4.75 in. (120 mm)幅

1.25 in (30 mm)深さ

6 oz（167g）重量

• 10 Mbpsケーブルの場合はカテゴリ 3/5/5e/6の 4ペア

• 100 Mbpsケーブルの場合はカテゴリ 5/5e/6の 4ペア

ケーブル
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値または範囲仕様

イーサネット仕様でサポートされているとおり、各ベースス

テーションとスイッチ間のケーブル長は最大100m（330フィー
ト）とします。

距離要件

ローカル電源向けパワーアダプタ

イーサネットPoE（通常電源用イーサネットアダプタ）。IEEE
802.3：パワークラス 2（3.84〜6.49W）

電力

帯域は工場で設定されており、顧客が変更することはできま

せん。

• 1880 - 1895（台湾）

•
• 1880 - 1900 MHz（オーストラリアおよびニュージーラン
ド -低電力 22 dBM）

• 1880 - 1900 MHz（E.U.および APAC）

• 1910 – 1930 MHz (LATAMおよびアルゼンチン)

• 1910 - 1920 MHz（ブラジルとウルグアイ）

• 1910 - 1920 MHz（ウルグアイ -低電力 140 mW）

• 1910 - 1930 MHz（チリ -低電力 22 dBM）

• 1920 – 1930 MHz (米国およびカナダ)

無線周波数（RF）帯域

ベースステーションの詳細な技術情報については、次のデータシートを参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/
ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/datasheet-listing.html

ハンドセットの仕様
次の表に、ハンドセットの物理仕様および動作環境仕様を示します。

表 70 :物理仕様および動作環境仕様

値または範囲仕様

0～ 45°C（32～ 113°F）動作温度

10～ 90%（結露しないこと）動作相対湿度

–10～ 60 °C（14～ 140 °F）保管温度
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値または範囲仕様

10～ 95 %（結露しないこと）保管相対湿度

6825ハンドセット: 4.6 in. (117 mm)

6825高耐久ハンドセット: 4.6 in. (117 mm)

6823ハンドセット: 4.82 in. (122 mm)

高さ

6825ハンドセット: 1.8 in. (46 mm)

6825高耐久ハンドセット: 1.8 in. (46 mm)

6823ハンドセット: 1.99 in. (51mm)

幅

6825ハンドセット: 0.78 in. (20 mm)

6825高耐久ハンドセット: 0.78 in. (20 mm)

6823ハンドセット: 0.91 in. (23 mm)

深さ

6825ハンドセット: 3 oz. (86 g)

6825高耐久ハンドセット: 3 oz. (86 g)

6823ハンドセット: 3.17 oz. (90 g)

重量

充電可能なリチウムイオンバッテリ電力

ハンドセットの詳細な技術情報については、次のデータシートを参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/
ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/datasheet-listing.html

ネットワークプロトコル
Ciscoハンドセットおよびベースステーションは、音声通信に必須の複数の業界標準ネットワー
クプロトコルとシスコネットワークプロトコルをサポートしています。次の表に、ハンドセッ

トおよびベースステーションでサポートされるネットワークプロトコルの概要を示します。

表 71 :サポートされるネットワークプロトコル

使用方法に関する特記事項目的ネットワークプ

ロトコル

—BOOTPは、ハンドセットなどのネッ
トワークデバイスを有効化し、IPア
ドレスなどの確かなスタートアップ

情報を見つけます。

ブートストラップ

プロトコル

（BootP）
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使用方法に関する特記事項目的ネットワークプ

ロトコル

補助VLAN ID、ポートごとの電源管
理の詳細情報、Quality of Service
（QoS）設定情報などの情報をCisco
Catalystスイッチとやり取りするため
に、デバイスで CDPが使用されま
す。

CDPは、シスコの製造するすべての
装置で動作するデバイス検出プロト

コルです。

デバイスは、CDPを使用して自身の
存在をネットワーク内の他のデバイ

スにアドバタイズし、ネットワーク

内の他のデバイスの情報を受信でき

ます。

Cisco Discovery
Protocol（CDP）

ベースステーションは、ドメイン名

を IPアドレスに変換する DNSクラ
イアントを備えています。

DNSはドメイン名を IPアドレスに
変換します。

Domain Name
Server (DNS)

DHCPは、デフォルトで有効になっ
ています。無効になっている場合

は、IPアドレス、サブネットマス
ク、およびゲートウェイをベースス

テーションごとに手動で設定する必

要があります。

DHCPのカスタムオプション 160お
よび 159を使用することを推奨しま
す。

DHCPは、IPアドレスを動的に確保
して、ネットワークデバイスに割り

当てるものです。

DHCPを使用すると、ベースステー
ションをネットワークに接続すれ

ば、そのベースステーションが機能

するようになります。IPアドレスを
手動で割り当てたり、ネットワーク

パラメータを別途設定したりする必

要はありません。

ダイナミックホ

ストコンフィ

ギュレーション

プロトコル

（DHCP）

ベースステーションは、XMLサービ
ス、プロビジョニング、アップグ

レード、トラブルシューティングの

目的で HTTPを使用します。

HTTPは、インターネットやWeb経
由で情報を転送し、ドキュメントを

移送するための標準プロトコルで

す。

Hypertext Transfer
Protocol（HTTP）

HTTPとHTTPSの両方をサポートす
るWebアプリケーションには 2つの
URLが設定されています。HTTPSを
サポートしているベースステーショ

ンは HTTPS URLを選択します。

サービスへの接続がHTTPS経由であ
る場合、鍵のアイコンがユーザに表

示されます。

HTTPSは、サーバの暗号化とセキュ
アな IDを確保できるように、ハイ
パーテキスト転送プロトコルと

SSL/TLSプロトコルを組み合わせた
ものです。

Hypertext Transfer
Protocol Secure
（HTTPS）
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使用方法に関する特記事項目的ネットワークプ

ロトコル

IPを使用して通信するには、ネット
ワークデバイスに対して、IPアドレ
ス、サブネット、およびゲートウェ

イが割り当てられている必要があり

ます。

Dynamic Host Configuration Protocol
（DHCP）を使用できるベースステー
ションを使用している場合、IPアド
レス、サブネット、ゲートウェイ ID
は自動的に割り当てられます。DHCP
を使用しない場合は、これらのプロ

パティを各ベースステーションに手

動でローカルに割り当てる必要があ

ります。

IPは、パケットの宛先アドレスを指
定し、ネットワーク経由で送信する

メッセージングプロトコルです。

インターネット

プロトコル（IP）

ベースステーションはNTPを使用し
てタイムサーバと通信します。

NTPは、遅延変動のあるパケット交
換データネットワークでコンピュー

タシステムのクロックを同期するた

めのネットワーキングプロトコルで

す。

Network Time
Protocol（NTP）

ベースステーションはRTPプロトコ
ルを使用して、リアルタイム音声ト

ラフィックを他のデバイスやゲート

ウェイとやり取りします。

RTPは、インタラクティブな音声や
ビデオなどのリアルタイムデータを

データネットワーク経由で転送する

ための標準プロトコルです。

Real-Time
Transport Protocol
（RTP）

RTCPはデフォルトでは無効になっ
ています。

RTCPは RTPと連動して、RTPスト
リーム上でQoSデータ（ジッター、
遅延、ラウンドトリップ遅延など）

を伝送します。

Real-Time Control
Protocol (RTCP)

コーデックタイプ、DTMF検出、コ
ンフォートノイズなどの SDP機能
は、通常は運用中のサードパーティ

コール制御システムまたはメディア

ゲートウェイでグローバルに設定さ

れています。SIPエンドポイントの
中には、これらのパラメータをエン

ドポイント上で設定できるものがあ

ります。

SDPは SIPプロトコルの一部であ
り、2つのエンドポイント間で接続
が確立されている間に、どのパラ

メータを使用できるかを決定しま

す。会議は、会議に参加するすべて

のエンドポイントがサポートする

SDP機能だけを使用して確立されま
す。

Session Description
Protocol（SDP）
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使用方法に関する特記事項目的ネットワークプ

ロトコル

他の Voice over IP（VoIP）プロトコ
ルと同様に、SIPはパケットテレ
フォニーネットワークにおけるシグ

ナリングとセッション管理の機能に

対応するよう設計されています。シ

グナリングは、ネットワーク境界を

越えて通話情報を伝送する機能で

す。セッション管理は、エンドツー

エンドコールの属性を制御する機能

です。

SIPは、IPを介したマルチメディア
会議のためのインターネット技術特

別調査委員会（IETF）標準です。SIP
は、アプリケーション層の ASCII
ベースの制御プロトコルであり

（RFC 3261で規定）、2つ以上のエ
ンドポイント間でコールを確立、維

持、および終了するために使用でき

ます。

Session Initiation
Protocol（SIP）

ハンドセットとベースステーション

は、メディア暗号化に SRTPを使用
します。

SRTPは、Real-Time Protocol（RTP）
Audio/Video Profileの拡張で、RTPパ
ケットと Real-Time Control Protocol
（RTCP）パケットの整合性を保証し
て、2つのエンドポイント間のメディ
アパケットの認証、整合性、および

暗号化を実現します。

Secure Real-Time
Transfer protocol
(SRTP)

—TCPは、コネクション型の転送プロ
トコルです。

Transmission
Control Protocol
（TCP）

セキュリティを実装すると、ベース

ステーションはTLSプロトコルを使
用して、サードパーティコール制御

システムへの登録をセキュアに実行

します。

TLSは、通信のセキュリティ保護と
認証に使用される標準プロトコルで

す。

Transport Layer
Security（TLS）

TFTPでは、ネットワーク内に TFTP
サーバが必要です。このサーバは、

DHCPサーバで自動的に識別できま
す。

TFTPを使用すると、ファイルをネッ
トワーク経由で転送できます。

ベースステーションで TFTPを使用
すると、電話機のタイプ固有の設定

ファイルを入手できます。

Trivial File
Transfer Protocol
（TFTP）

UDPはRTPストリームにのみ使用さ
れます。SIPは、UDP、TCP、および
TLSを使用します。

UDPは、データパケットを配信する
ためのコネクションレス型メッセー

ジングプロトコルです。

User Datagram
Protocol（UDP）
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外部デバイス
不要な無線周波数（RF）信号および可聴周波数（AF）信号を遮断する高品質の外部デバイス
を使用することをお勧めします。外部デバイスには、ヘッドセット、ケーブル、コネクタが含

まれます。

これらのデバイスの品質や、携帯電話および双方向ラジオなど他のデバイスとの間隔によって

は、雑音が入ることもあります。その場合は、次の方法で対処することをお勧めします。

• RFまたは AFの信号源から外部デバイスを離す。

• RFまたは AFの信号源から外部デバイスのケーブルの経路を離す。

•外部デバイス用にシールドされたケーブルを使用するか、高品質なシールドおよびコネク
タを備えたケーブルを使用する。

•外部デバイスのケーブルを短くする。

•外部デバイスのケーブルに、フェライトまたは同様のデバイスを適用する。

シスコでは、外部デバイス、ケーブル、およびコネクタのパフォーマンスを保証できません。

欧州連合諸国では、EMC Directive [89/336/EC]に完全に準拠した外部スピーカ、マイクロフォ
ン、ヘッドセットだけを使用してください。

注意
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付録 B
ワークシート

•ワークシート（197ページ）

ワークシート
これらのワークシートは、システムを構成するために必要な情報を収集する際に役立ちます。

紙の記録が必要な場合は、この章を印刷することができます。また、スプレッドシートまたは

文書を設定し、電子記録のワークシートを再作成することもできます。

サーバ構成パラメータのワークシート

次の表には、ベースステーションを構成するために必要な必須情報が記載されています。章を

印刷する場合、データ列を使用して情報を収集することができます。

データ：説明フィールド名

通話制御システムの IPアドレスまた
は FQDN。

Registrar

セッションボーダーコントローラま

たは SIPサーバアウトバウンドプロ
キシ。

アウトバウンド

プロキシ

ネットワーク時間サーバの IPアドレ
スまたは FQDN。

Time Server

MACアドレスは、LANポートの下
のラベルにあり、ベースステーショ

ンを含む段ボール箱にもあります。

ベースステーショ

ンのMACアドレ
ス
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データ：説明フィールド名

ベースステーションが接続される

と、DHCPを使用して IPアドレスを
取得します。このタスクを使用し

て、ベースステーションの IPアドレ
スを取得することができます。ベー

スステーションの IPアドレスを見つ
ける（41ページ）

ベースステーショ

ンの IPアドレス

MACアドレスは、LANポートの下
のラベルにあり、ベースステーショ

ンを含む段ボール箱にもあります。

第 2のベースス
テーションの

MACアドレス

ベースステーションが接続される

と、DHCPを使用して IPアドレスを
取得します。このタスクを使用し

て、ベースステーションの IPアドレ
スを取得することができます。ベー

スステーションの IPアドレスを見つ
ける（41ページ）

第 2のベースス
テーションの IP
アドレス

-

-

ベースステーションワークシート

この情報のほとんどは、ボックスラベルまたはベースステーションのラベルにあります。

一次ベースステーション

データ：説明

PID/VID

シリアル番号

MACアドレス

IPv4アドレス

RFPIアドレス

インストールロケーション
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二次ベースステーション 1

データ：説明

PID/VID

シリアル番号

MACアドレス

IPv4アドレス

RFPIアドレス

インストールロケーション

二次ベースステーション 2

データ：説明

PID/VID

シリアル番号

MACアドレス

IPv4アドレス

RFPIアドレス

インストールロケーション

ハンドセット構成パラメータワークシート

次の表に、ベースステーションでハンドセットを設定するために必要な必須情報を示します。

ベースステーションには最大 30台のハンドセットを設定できますが、同時にアクティブにで
きるハンドセットの数は限られています。詳細については、ベースステーションにハンドセッ

トを追加する（50ページ）を参照してください。

ハンドセットの国際携帯機器アイデンティティ（IPEI）は、ユーザが割り当てられている正確
なハンドセットを識別する。

メールボックス名および

番号

XSIユーザ名とパスワー
ド

認証用のユーザ名とパス

ワード

電話番号とハンドセット
IPEI

ユーザ名

-

-

-
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メールボックス名および

番号

XSIユーザ名とパスワー
ド

認証用のユーザ名とパス

ワード

電話番号とハンドセット
IPEI

ユーザ名

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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