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新規および変更情報

ファームウェアリリース 11.2(4)の新機能および変更された機能
新規および変更されたセクションリビジョン

XMLオープン形式のサンプルWi-Fi設定のパラメータが追加されました。

ファームウェアリリース 11.2(3)SR1の新機能および変更された機能
以降のセクションの内容は、Cisco IP Phone6800シリーズマルチプラットフォームフォンに対
応するために更新された情報または新規の情報です。

新規および変更されたセクション改訂

アクティベーションコードを使用した電話機

のオンボード （11ページ）
アクティベーションコードのオンボードを紹

介する新しいトピックを追加しました。
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ファームウェアリリース 11.2(3)の新機能および変更された機能
以降のセクションの内容は、Cisco IP Phone6800シリーズマルチプラットフォームフォンに対
応するために更新された情報または新規の情報です。

新規および変更されたセクション改訂

オープンプロファイルの暗号化Open Profile Encryptionの概念トピックを
追加しました。

RFC 8188ベースのHTTPコンテンツ暗号化RFC8188ベースのHTTPコンテンツ暗号化
を導入するための新しいトピックを追加

しました。

設定プロファイルの形式

HTTPのプロビジョニング

RFC 8188ベースの暗号化についての詳細
が更新されました。

AES-256-CBC暗号化オープンプロファイルの暗号化の導入の

詳細が更新されました。

キー

設定プロファイルパラメータ

[--キー(--key)]オプションの説明を更
新し、RFC 8188ベースの暗号化に関する
メモを追加しました。

XMLオープン形式のサンプルXMLオープンフォーマットのサンプルを
新しいパラメータと利用可能なオプショ

ンで更新しました

ファームウェアリリース 11.2(1)の新機能および変更された機能
新規または変更されたセクション改訂

TR69プロビジョニング（4ページ）XMLパラメータと TR69パラメータの比較へ
の参照でトピックを更新しました。

電話機のプライバシーヘッダーの設定プライバシーヘッダー機能に対応する新しい

トピックを追加しました

ピアファームウェア共有（13ページ）ピアファームウェア共有に対応する新しいト

ピックを追加しました。

署名付きサーバ証明書の取得暗号化方式によりこのトピックを更新しまし

た。

設定のアクセス制御（9ページ）[パスワードの設定（Set Password）]画面をバ
イパスする機能に対応するためこのトピック

を更新しました
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新規または変更されたセクション改訂

[パスワードの設定（Set Password）]画面のバ
イパス（14ページ）

[パスワードの設定（Set Password）]画面をバ
イパスする機能に対応するため新しいトピッ

クを追加しました。

プロビジョニングの概要
Cisco IP Phoneは、自宅、ビジネスまたは企業環境の顧客を対象とした、Voice-over-IP（VoIP）
サービスプロバイダーによる大規模な導入をねらいとしています。リモートでの管理と構成を

使用した電話機のプロビジョニングにより、顧客側で電話機が適切に動作します。

電話機のカスタマイズされた現行の機能構成は、次を使用することでサポートされます。

•電話機の信頼できるリモート制御。

•電話機を制御する通信の暗号化。

•合理化された電話機アカウントのバインディング。

電話機は、設定プロファイルまたは更新されたファームウェアをリモートサーバからダウン

ロードするようにプロビジョニングできます。ダウンロードは、電話機がネットワークに接続

されたとき、電源が投入されたとき、および設定された間隔で実行できます。プロビジョニン

グは通常、サービスプロバイダーによる共通の大規模 VoIP導入の一部とされます。設定プロ
ファイルまたは更新されたファームウェアは、TFTP、HTTP、または HTTPSを使用してデバ
イスに転送されます。

電話機のプロビジョニングプロセスの概要は次のとおりです。
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1. 電話機が設定されていない場合、次のいずれかのオプションを使用してプロビジョニング
サーバ情報が電話機に適用されます。

• A：HTTPSを使用して、Cisco Enablement Data Orchestration System（EDOS）のリモー
トカスタマイズ（RC）サーバからダウンロードします。

• B：ローカル DHCPサーバからクエリを実行します。

• C：シスコフォンのWebベースの設定ユーティリティ（Phone UI）を使用して手動で
入力します。

2. 電話機は、HTTPS、HTTP、または TFTPプロトコルを使用してプロビジョニングサーバ
情報をダウンロードし、構成の XMLを適用します。

3. 電話機は更新されたファームウェアを、必要に応じて、HTTPS、HTTP、またはTFTPを使
用してダウンロードおよび適用します。

4. VoIPサービスは、指定された構成およびファームウェアを使用して確立されます。

VoIPサービスプロバイダーは、住宅やスモールビジネスの顧客に多くの電話機を導入するこ
とを目的としています。ビジネスまたはエンタープライズ環境で、電話機は端末ノードとして

機能できます。プロバイダーはこれらのデバイスをインターネット上に広く分散します。デバ

イスは顧客宅内のルータやファイアウォールを介して接続されます。

電話機は、サービスプロバイダーのバックエンド設備のリモート内線として使用できます。リ

モートでの管理と構成によって、顧客宅内で電話機が適切に動作します。

TR69プロビジョニング
Cisco IP Phoneでは、管理者がWeb UIを使用して TR69パラメータを設定できます。パラメー
タについては（XMLパラメータとTR69パラメータの比較など）、対応する電話機シリーズの
アドミニストレーションガイドを参照してください。

電話機は、DHCPオプション43、60、および125の自動コンフィギュレーションサーバ（ACS）
ディスカバリをサポートします。

•オプション 43：ACS URLに関するベンダー固有の情報。

•オプション60：電話機がdslforum.orgで自身をACSに対して識別するためのベンダー
クラス ID。

•オプション 125：ゲートウェイ関連付けに関するベンダー固有の情報。
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RPCメソッド

サポートされている RPCメソッド

電話機は、次のように、限定されたリモートプロシージャコール（RPC）メソッドのみをサ
ポートします。

• GetRPCMethods

• SetParameterValues

• GetParameterValues

• SetParameterAttributes

• GetParameterAttributes

• GetParameterNames

• AddObject

• DeleteObject

• Reboot

• FactoryReset

• Inform

• Download：ダウンロード RPCメソッド。サポートされるファイルタイプは次のとおりで
す。

•ファームウェアアップグレードイメージ

•ベンダー設定ファイル

•カスタム認証局（CA）ファイル

• Transfer Complete

サポートされているイベントタイプ

電話機は、サポートされている機能とメソッドに基づいてイベントタイプをサポートします。

次のイベントタイプのみサポートされます。

• Bootstrap

• Boot

• value change

• connection request

• Periodic

• Transfer Complete
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• M Download

• M Reboot

通信の暗号化
デバイスに送信される設定パラメータには、認証コード、または不正なアクセスからシステム

を保護するその他の情報を含めることができます。サービスプロバイダーの関心事は、不正な

顧客のアクティビティを防ぐことです。顧客の関心事は、アカウントの不正使用を防ぐことで

す。サービスプロバイダーは、管理Webサーバへのアクセス制限に加え、プロビジョニング
サーバとデバイス間の設定プロファイルの通信を暗号化できます。

ネットワーク輻輳時の電話機の挙動
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、電話の音声に影響を及ぼすため、場

合によっては、コールがドロップす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

導入
Cisco IP Phoneは、以下の導入モデルに基づく、プロビジョニング用の便利なメカニズムを提
供します。

•バルク配布：サービスプロバイダーは Cisco IP Phoneをバルク数量で取得し、社内で事前
プロビジョニングするか、シスコからリモートカスタマイズ（RC）単位で購入します。
デバイスは、VoIPサービス契約の一部として顧客に提供されます。

•小売配布：顧客は小売店からCisco IP Phoneを購入し、VoIPサービスをサービスプロバイ
ダーに要求します。サービスプロバイダーは、デバイスの安全なリモート設定をサポート

する必要があります。

バルク配布

このモデルでは、サービスプロバイダーが、VoIPサービス契約の一部として顧客に電話機を
提供します。デバイスは RCユニットであるか、社内で事前プロビジョニングされています。

シスコではRCユニットを事前プロビジョニングして、デバイスプロファイルとファームウェ
アのアップデートをダウンロードするシスコサーバと再同期します。

導入とプロビジョニング
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サービスプロバイダーは、次のようなさまざまな方法で、再同期を制御するパラメータを含

む、目的のパラメータを使用して電話機を事前プロビジョニングできます。

•社内で DHCPおよび TFTPを使用する

•リモートで TFTP、HTTP、または HTTPSを使用する

•社内およびリモートプロビジョニングを組み合わせる

小売配布

小売配布モデルでは、顧客が電話機を購入し、特定のサービスに加入します。インターネット

電話サービスプロバイダー（ITSP）は、プロビジョニングサーバを設定および保守し、サー
ビスプロバイダーのサーバと再同期するよう電話機を事前プロビジョニングします。

図 1 :小売配布

電話機には、内部の設定を表示し、新しい設定パラメータ値を受け入れるWebベースの設定
ユーティリティが含まれています。サーバは、リモートプロファイルの再同期とファームウェ

アアップグレードの操作を実行する特殊な URLコマンドシンタックスも受け入れます。

顧客はサービスにサインオンして、可能であればオンラインポータル経由で VoIPアカウント
を確立し、割り当てられたサービスアカウントにデバイスをバインドします。プロビジョニン

グされていない電話機は、resync URLコマンドを通じて特定のプロビジョニングサーバと再
同期するよう指定されます。通常、URLコマンドには、デバイスを新しいアカウントに関連付
けるアカウントのカスタマー ID番号または英数字コードが含まれます。

導入とプロビジョニング
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次の例では、DHCPで割り当てられた IPアドレス 192.168.1.102のデバイスが、SuperVoIPサー
ビスに対して自身をプロビジョニングするよう指定されています。

http://192.168.1.102/admin/resync?https://prov.supervoip.com/cisco-init/1234abcd

この例では、1234abcdは新しいアカウントのカスタマー ID番号になります。リモートプロビ
ジョニングサーバは、URLおよび指定されたカスタマー IDに基づいて、再同期要求を実行し
ている電話機を新しいアカウントに関連付けます。この初期の再同期操作で、電話機はシング

ルステップで設定されます。電話は、まず再同期に、その後サーバ上の恒常的な URLへと自
動的に送信されます。次に例を示します。

https://prov.supervoip.com/cisco-init

最初のアクセスと恒常的なアクセスどちらの場合にも、プロビジョニングサーバは、認証に電

話機のクライアント証明書を使用します。プロビジョニングサーバは、関連付けられたサービ

スアカウントに基づく適切な設定パラメータの値を指定します。

デバイスの電源が投入されるか、指定された時間が経過すると、電話は再同期し、最新のパラ

メータをダウンロードします。これらのパラメータでは、ハントグループの設定、短縮ダイヤ

ル番号の設定、ユーザが変更できる機能の制限などの目標に対処できます。

関連トピック

社内デバイスの事前プロビジョニング

再同期プロセス

各電話機のファームウェアには、新しい設定パラメータの値を受け入れる管理Webサーバが
含まれています。電話機は、デバイスプロファイルの resync URLコマンドによって、指定さ
れたプロビジョニングサーバでのリブート後、またはスケジュールされた間隔で設定を再同期

するよう指定されている場合があります。

デフォルトでは、Webサーバは有効化されています。Webサーバを無効または有効にするに
は、resync URLコマンドを使用します。

必要に応じて、「resync」アクションURL経由で即時再同期を要求することができます。resync
URLコマンドには、デバイスをユーザのアカウントに一意に関連付けるアカウントのカスタ
マー ID番号または英数字コードが含まれます。

例

http://192.168.1.102/admin/resync?https://prov.supervoip.com/cisco-init/1234abcd

この例では、DHCPで割り当てられた IPアドレス192.168.1.102のデバイスが、prov.supervoip.com
の SuperVoIPサービスに対して自身をプロビジョニングするよう指定されています。新しいア
カウントのカスタマー ID番号は 1234abcdです。リモートプロビジョニングサーバは、URL
およびカスタマー IDに基づいて、再同期要求を実行している電話機をアカウントに関連付け
ます。

導入とプロビジョニング
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この初期の再同期操作で、電話機はシングルステップで設定されます。電話は、まず再同期

に、その後サーバ上の恒常的な URLへと自動的に送信されます。

最初のアクセスと恒常的なアクセスどちらの場合にも、プロビジョニングサーバは、認証にク

ライアント証明書を使用します。サーバは、関連付けられたサービスアカウントに基づいて設

定パラメータの値を指定します。

プロビジョニング
リモートプロファイルに合わせて、電話機の内部の構成状態を定期的に、および電源投入時

に、再同期するよう電話機を設定できます。電話機は通常のプロビジョニングサーバ（NPS）
または Access Control Server（ACS）に接続します。

デフォルトでは、プロファイルの再同期は電話機がアイドル状態のときにのみ実行されます。

この方法では、ソフトウェアのリブートがトリガーされたり、通話が中断されたりするアップ

グレードが回避されます。以前のリリースから現在のアップグレード状態に到達するために中

間のアップグレードが必要になった場合、アップグレードロジックは、マルチステージアッ

プグレードを自動化できます。

通常のプロビジョニングサーバ

通常のプロビジョニングサーバ（NPS）には、TFTP、HTTP、または HTTPSサーバを使用で
きます。リモートファームウェアのアップグレードは、ファームウェアに機密情報が含まれて

いないため、TFTPまたは HTTP、あるいは HTTPSを使用して実現されます。

HTTPSが推奨されますが、NPSとの通信では、共有秘密キーを使用して更新されたプロファ
イルを暗号化できるため、セキュアプロトコルを使用する必要はありません。HTTPSの利用
の詳細については、通信の暗号化（6ページ）を参照してください。安全な初回のプロビジョ
ニングは、SSL機能を使用するメカニズムを通じて提供されます。プロビジョニングされてい
ない電話機は、そのデバイスを対象にした256ビットの対称キーで暗号化されたプロファイル
を受信できます。

設定のアクセス制御

電話機のファームウェアには、一部のパラメータへのエンドユーザアクセスを制限する機能が

あります。ファームウェアは、管理者アカウントまたはユーザアカウントにサインインするた

めの特定の権限を提供します。それぞれをパスワードで保護することができます。

•管理者アカウント：サービスプロバイダーにすべての管理Webサーバパラメータへのフ
ルアクセスを許可します。

•ユーザアカウント：ユーザは管理Webサーバパラメータのサブセットを設定することが
できます。

サービスプロバイダーは、次の方法でプロビジョニングプロファイル内のユーザアカウント

を制限することができます。

導入とプロビジョニング
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•構成を作成するときに、ユーザアカウントが利用できる設定パラメータを指定します。

•管理Webサーバへのユーザアクセスを無効にします。

• LCDユーザインターフェイスへのユーザアクセスを無効にします。

•ユーザに対して表示される [パスワードの設定（Set Password）]画面をバイパスします。

•再同期、アップグレード、回線 1に対する SIP登録を目的として、デバイスからアクセス
できるインターネットドメインを制限します。

関連トピック

要素タグのプロパティ

アクセスコントロール

電話機のWebページへのアクセス

サービスプロバイダーが設定ユーティリティへのアクセスを無効にしている場合は、続行する

前にサービスプロバイダーに問い合わせてください。

手順

ステップ 1 コンピュータが電話機と通信できることを確認します。使用中の VPNはありません。

ステップ 2 Webブラウザを起動します。

ステップ 3 Webブラウザのアドレスバーに、電話機の IPアドレスを入力します。

•ユーザアクセス: http://<ip address>

•管理者アクセス：http://<ip address>/admin/advanced

•管理者アクセス：http://<ip address>、[管理者ログイン（Admin Login）]をクリッ
クし、[詳細（advanced）]をクリックします。

たとえば、http://10.64.84.147/adminとなります。

ステップ 4 プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

Cisco IP PhoneへのWebアクセスの許可

電話機のパラメータを表示するには、設定プロファイルを有効にします。いずれかのパラメー

タを変更するには、設定プロファイルを変更できることが必要です。システム管理者が電話機

のWebユーザインターフェイスを表示または書き込み可能にするために、電話機オプション
を無効にしている可能性があります。

詳細については、『Cisco IP Phone 6800 Series Multiplatform Phones Provisioning Guide』を参照
してください。

導入とプロビジョニング
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p680_b_mpp-6800-provisioning-guide_chapter2.pdf#nameddest=unique_35
p680_b_mpp-6800-provisioning-guide_chapter2.pdf#nameddest=unique_36


始める前に

電話管理のWebページにアクセスします。電話機のWebページへのアクセス（10ページ）
を参照してください。

手順

ステップ 1 [音声（Voice）] > [システム（System）]をクリックします。

ステップ 2 [システム設定（System Configuration）]セクションで、[Webサーバの有効化（Enable Web
Server）]を [はい（Yes）]に設定します。

ステップ 3 設定プロファイルを更新するには、電話機のWebユーザインターフェイスでフィールドを変
更した後に、[すべての変更を送信（Submit All Changes）]をクリックします。

電話機は再起動し、変更が適用されます。

ステップ 4 現在のセッション中（または最後に [すべての変更を送信（Submit All Changes）]をクリック
した後）に行ったすべての変更をクリアするには、[すべての変更を元に戻す（Undo All
Changes）]をクリックします。値が前の設定に戻ります。

電話のプロビジョニング方法

通常、Cisco IP Phoneは最初にネットワークに接続したときにプロビジョニングされるよう設
定されています。電話機は、サービスプロバイダーまたは VARが電話機を事前プロビジョニ
ング（設定）する際に設定されたスケジュールされた間隔でプロビジョニングされます。サー

ビスプロバイダーは、VARや上級ユーザが、電話機のキーパッドを使用して電話機を手動で
プロビジョニングすることを承認できます。また、電話機のWeb UIを使用してプロビジョニ
ングを設定することもできます。

電話機の LCD UIの [ステータス（Status）] > [電話のステータス（Phone Status）] > [プロビ
ジョニング（Provisioning）]を確認するか、Webベース設定ユーティリティの [ステータス
（Status）]タブにある [プロビジョニングステータス（Provisioning Status）]を確認してくださ
い。

関連トピック

キーパッドからの電話の手動プロビジョニング（12ページ）

アクティベーションコードを使用した電話機のオンボード

この機能は,ファームウェアリリース 11-2-3MSR1、BroadWorksアプリケーションサーバリ
リース 22.0 (パッチAP.as 22.0.1123。ap368163およびその依存)で利用できます。ただし、この
機能を使用するために、旧バージョンのファームウェアで電話機を変更することができます。

電話機に新しいファームウェアへのアップグレードと、アクティベーションコード画面をトリ

ガーするためのgds://プロファイルルールの使用を指示します。ユーザは、指定されたフィー

ルドに 16桁のコードを入力して、電話機を自動的にオンボードにします。

導入とプロビジョニング
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Cisco IP Phone 6861マルチプラットフォームフォンは、アクティベーションコードのオンボー
ドをサポートしません。

（注）

始める前に

アクティベーションコード経由でオンボードをサポートできるようにactivation.webex.comサー
ビスがファイアウォールを通過できることを確認します。

手順

ステップ 1 テキストエディタまたは XMLエディタで電話機の config.xmlファイルを編集します。

ステップ 2 アクティベーションコードオンボードのプロファイルルールを設定するには、次の config.xml
ファイルの例に従ってください。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<device>
<flat-profile>
<!-- System Configuration -->
<Profile_Rule ua="na">gds://</Profile_Rule>
<!-- Firmware Upgrade -->
<Upgrade_Enable ua="na">Yes</Upgrade_Enable>
<Upgrade_Error_Retry_Delay ua="na">3600</Upgrade_Error_Retry_Delay>
<Upgrade_Rule ua="na">http://<server ip address>/sip88xx.11-2-3MSR1-1.loads</Upgrade_Rule>
<!-- <BACKUP_ACS_Password ua="na"/> -->
</flat-profile>
</device>

ステップ 3 変更内容を config.xmlファイルに保存します。

キーパッドからの電話の手動プロビジョニング

手順

ステップ 1 アプリケーションボタン を押します。

ステップ 2 [デバイス管理（Device administration）] > [プロファイルルール（Profile rule）]を選択しま
す。

ステップ 3 次の形式を使用してプロファイルルールを入力します。

protocol://server[:port]/profile_pathname

次に例を示します。

tftp://192.168.1.5/CP_x8xx_MPP.cfg

導入とプロビジョニング
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プロトコルが指定されない場合、TFTPが選択されます。サーバ名が指定されない場合、URL
を要求するホストがサーバ名として使用されます。ポートが指定されない場合、デフォルトの

ポートが使用されます（TFTPの場合は 69、HTTPの場合は 80、HTTPSの場合は 443）。

ステップ 4 [再同期（Resync）]を押します。

関連トピック

電話のプロビジョニング方法（11ページ）

ピアファームウェア共有

ピアファームウェア共有（PFS）は、複数の電話機を一括にアップグレードする必要がある場
合に、Cisco IPフォンがサブネット上で同じモデルまたはシリーズの他の電話機を検出し、最
新のファームウェアファイルを共有できるようにするファームウェア配信モデルです。PFS
は、Cisco独自のプロトコルである Cisco Peer-to-Peer-Distribution Protocol (CPPDP)を使用しま
す。CPPDPにより、サブネット上のすべてのデバイスがピアツーピア階層を構成し、ファー
ムウェアまたはその他のファイルをピアデバイスから隣接デバイスにコピーします。ファーム

ウェアのアップグレードを最適化するため、ルート電話機はロードサーバからファームウェア

イメージをダウンロードし、TCP接続を使用してそのファームウェアをサブネット上の他の電
話機に転送します。

ピアファームウェア共有により、以下が実現します。

•中央集中型リモートロードサーバへの TFTP転送における輻輳が制限されます。

•ファームウェアのアップグレードを手動で制御する必要がありません。

•アップグレード時に多数のデバイスが同時にリセットされた場合の電話機のダウンタイム
が削減されます。

•複数の電話機が同時にアップグレードされるように設定されていない場合は、ピアファー
ムウェア共有は機能しません。Event:resyncを指定した NOTIFYが送信されると、電話機
で再同期が開始されます。アップグレードを開始するための設定が含まれている XMLの
例：

“Event:resync;profile="http://10.77.10.141/profile.xml
• [ピアファームウェア共有ログサーバ（Peer Firmware Sharing Log server）]に IPアドレスと
ポートを設定すると、PFS固有のログが UDPメッセージとしてそのサーバに送信されま
す。この設定は、各電話で行う必要があります。その後、PFSに関連するトラブルシュー
ティングでログメッセージを使用できます。

（注）

Peer_Firmware_Sharing_Log_ServerにはUDPリモート Syslogサーバのホスト名とポートを指定
します。デフォルトでは、ポートはデフォルトの syslog 514です。

例：

導入とプロビジョニング
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ピアファームウェア共有

http://10.77.10.141/profile.xml


<Peer_Firmware_Sharing_Log_Server>192.168.5.5</ Peer_Firmware_Sharing_Log_Server>

この機能を使用する場合は、電話機で PFSを有効にします。

[パスワードの設定（Set Password）]画面のバイパス
次のプロビジョニングアクションに基づいて、最初の起動時または初期設定へのリセット後

に、電話機の [パスワードの設定（Set Password）] 画面をバイパスできます。

• DHCPの設定

• EDOSの設定

•電話機の XML設定ファイルを使用したユーザパスワードの設定。

表 1 : [パスワードの設定（Set Password）]画面を表示するかどうかを決定するプロビジョニングアクション

[パスワードの設定（Set
Password）]画面のバイパス

ユーザパスワードは設定済

み

EDOSは設定済みDHCPは設定済み

はいはいn/aはい

不可不可n/aはい

はいはいはい不可

不可いいえはいいいえ

不可n/a不可不可

手順

ステップ 1 テキストエディタまたは XMLエディタで電話機のcfg.xmlファイルを編集します。

ステップ 2 次のいずれかのオプションを使用して <User_Password>タグを挿入します。

•パスワードなし（開始タグおよび終了タグ）：<User_Password></User_Password>
•パスワード値（4～127文字）：<User_Password ua="rw">Abc123</User_Password>

•パスワードなし（開始タグのみ）：<User_Password />

ステップ 3 変更内容をcfg.xmlファイルに保存します。

初回起動時または工場出荷時のリセット後に [パスワードの設定 (Set password)]画面が表示さ
れません。パスワードを指定した場合、ユーザは電話機のWebページまたは電話画面のメ
ニューにアクセスするときにパスワードの入力を求められます。

導入とプロビジョニング
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