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機能のトラブルシューティング
ここでは、電話機のいくつかの機能に関連するトラブルシューティング情報を示します。

ACDコール情報が欠落している

問題

コールセンターの電話機に通話中のコール情報が表示されません。

ソリューション

•電話機の設定を確認して、[コール情報の有効化（Call InformationEnable）]が [はい（yes）]
に設定されいるかどうかを判別します。

• Broadsoftサーバ構成で、ユーザのデバイスプロファイルが「Support Call Center MIME
Type」に設定されているかどうかを確認します。
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電話機に ACDソフトキーが表示されない

問題

電話機にエージェントサインインまたはエージェントサインアウトソフトキーが表示されま

せん。

ソリューション

• Broadsoftサーバの設定を確認し、そのユーザがコールセンターエージェントとして設定
されているかどうかを判別します。

•プログラム可能なソフトキー（PSK）を有効にし、ソフトキーリストに ACDソフトキー
を追加します。詳細については、ソフトキーのディスプレイのカスタマイズを参照してく

ださい。

•電話機の設定を確認して、[BroadSoft ACD]が [はい（yes）]に設定されているかどうかを
判別します。

電話機に ACDエージェントの可用性が表示されない

問題

電話機にエージェントの [使用可能（Avail）]ソフトキーまたは [使用不可（Unavail）]ソフト
キーが表示されません。

ソリューション

1. Broadsoftサーバの設定を確認し、そのユーザがコールセンターエージェントとして設定
されているかどうかを判別します。

2. 電話機の設定をチェックして、[BroadSoft ACD]が [はい（yes）]に設定されているかどう
か確認します。

3. [Agtステータス（Agt Status）]プログラム可能ソフトキー（PSK）をセットアップして、
ACDソフトキーをソフトキーリストに追加します。詳細については、ソフトキーのディ
スプレイのカスタマイズを参照してください。

4. [Agtステータス（Agt Status）]キーを押すようユーザに指示して、[使用可能（Available）]
、[使用不可（ Unavailable）]、および [ラップアップ（Wrap-up）] の可能な状態を表示し
ます。

5. 希望するエージェントの状態を選択します。
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通話が録音されない

問題

ユーザが通話を録音しようとしたときに、通話が録音されません。

Cause

これは、多くの場合、設定に問題があるためです。

ソリューション

1. 通話を常に録音するように電話機を設定します。

2. コールを発信します。

録音が開始されない場合、設定に問題があります。BroadWorksとサードパーティ製レコーダー
の設定を確認します。

録音が開始された場合、次の手順を実行します。

1. オンデマンドで録音するように電話機を設定します。

2. 問題が発生したときに電話機と Broadworks間のネットワークトラフィックのトレースを
キャプチャするようにWiresharkをセットアップします。トレースがある場合は、TACに
問い合わせてサポートを求めてください。

緊急通報が緊急サービスに接続されない

問題

ユーザが緊急通報を発信しようとしましたが、コールが緊急サービス（消防署、警察、緊急

サービスオペレータ）に接続されません。

ソリューション

緊急通報の設定を確認します。

•会社識別子またはロケーションリクエスト URLの設定が正しくありません。緊急通報を
発信するための電話機の設定を参照してください。

•正しくない、または空の緊急電話番号がダイヤルプランの設定にあります。IP電話のダ
イヤルプランの編集を参照してください。

ロケーションリクエストサーバ（緊急通報サービスプロバイダー）が、複数回の試行の後、

電話機のロケーションに応答しませんでした。
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プレゼンスステータスが機能しない

問題

電話機にプレゼンス情報が表示されません。

ソリューション

UC Communicatorをリファレンスとして使用し、アカウントが機能していることを確認しま
す。

電話機のプレゼンスメッセージ：サーバから切断されている

問題

プレゼンス情報の代わりに、「Disconnected from server」というメッセージがユーザ
に表示されます。

ソリューション

• Broadsoftサーバの設定を確認して、IM&Pサービスが有効化されていてユーザに割り当て
られているかどうかを判別します。

•電話機の設定を確認して、電話機がインターネットに接続してXMPPメッセージを取得で
きるかどうかを判別します。

• syslogに出力されたXMPP着信および発信メッセージを確認して、正常にログインできる
ことを確かめます。

電話機が XSIの BroadSoftディレクトリにアクセスできない

問題

電話機に XSIディレクトリアクセスエラーが表示されます。

ソリューション

1. Broadsoftサーバの設定でユーザログインおよび SIPクレデンシャルを確認します。

2. syslogのエラーメッセージを確認します。

3. 電話画面でエラーに関する情報を確認します。

4. HTTPS接続が失敗した場合、電話画面と syslogでエラーメッセージを確認します。

5. 電話機に組み込まれているルート CAから BroadSoft証明書が署名されていない場合、
HTTPS接続のカスタム CAをインストールします。
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電話機の表示の問題
ユーザに異常な画面が表示される場合があります。問題をトラブルシューティングするには、

次の各項を使用します。

電話に不規則なフォントが表示される。

問題

電話機の画面に想定よりも小さいフォントまたは異常な文字が表示されます。異常な文字の例

は、ロケールで使用される異なるアルファベットの文字です。

原因

可能性のある原因は次のとおりです。

• TFTPサーバにロケールファイルとフォントファイルの適切なセットがありません。

• XMLファイルまたはその他のファイルがフォントファイルとして指定されています。

•フォントファイルとロケールファイルが正常にダウンロードされませんでした。

ソリューション

•フォントファイルとロケールファイルは同じディレクトリに保存されている必要があり
ます。

•ロケールおよびフォントフォルダ構造のファイルを追加または変更しないでください。

•電話機Webページで、[管理ログイン（Admin Login）] > [詳細（Advanced）] > [情報
（Info）] > [ステータス（Status）]を選択し、[ロケールダウンロードパッケージ（Locale
Download Package）]セクションまでスクロールして、ロケールファイルとフォントファ
イルが正常にダウンロードされていることを確認します。ダウンロードされていない場合

は、ダウンロードを再試行します。

電話画面にアジア言語の文字の代わりにボックスが表示される

問題

電話機がアジア言語向けに設定されているが、アジア言語の文字ではなく、四角形のボックス

が電話機に表示されます。

原因

可能性のある原因は次のとおりです。
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• TFTPサーバには、適切なロケールファイルとフォントファイルのセットがありません。

•フォントファイルとロケールファイルが正常にダウンロードされませんでした。

ソリューション

•フォントファイルとロケールファイルは同じディレクトリに保存されている必要があり
ます。

•電話機Webページで、[管理ログイン（Admin Login）] > [詳細（Advanced）] > [情報
（Info）] > [ステータス（Status）]を選択し、[ロケールダウンロードパッケージ（Locale
Download Package）]セクションまでスクロールして、ロケールファイルとフォントファ
イルが正常にダウンロードされていることを確認します。ダウンロードされていない場合

は、ダウンロードを再試行します。

電話機のウェブインターフェイスから電話機のすべての

問題をレポート
Cisco TACと協力して問題をトラブルシューティングする場合、通常は問題の解決に役立つエ
ラーレポートツールのログを要求されます。電話機のWebページを使用して PRTログを生成
したり、そのログをリモートログサーバにアップロードすることができます。

始める前に

電話管理のWebページにアクセスします。電話機ウェブインターフェイスへのアクセスを参
照してください。

手順

ステップ 1 [情報（Info）] > [デバッグ情報（Debug Info）]を選択します。

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

ステップ 3 [問題の報告（Report Problem）]画面で次の情報を入力します。

a) [日付（Date）]フィールドに、問題が発生した日付を入力します。デフォルトではこの
フィールドに現在の日時が表示されます。

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

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

ステップ 4 [問題の報告（Report Problem）]画面で [送信（Submit）]をクリックします。
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[問題の選択（Select Problem）]ドロップダウンリストボックスで値を選択した場合にのみ、
送信ボタンが有効になります。

PRTのアップロードが成功したかどうかを示す通知アラートが電話機のWebページに表示さ
れます。

Poneウェブインターフェイスから電話を工場出荷時の状
態にリセット

電話機のWebページから電話機を初期設定にリセットすることができます。リセットは電話
機がアイドル状態の場合にのみ発生します。電話機がアイドル状態でない場合は、話し中であ

ることと、もう一度やり直す必要があることを示すメッセージが電話機のWebページに表示
されます。

始める前に

電話管理のWebページにアクセスします。電話機ウェブインターフェイスへのアクセスを参
照してください。

手順

ステップ 1 [情報（Info）] > [デバッグ情報（Debug Info）]を選択します。

ステップ 2 [初期設定へのリセット（Factory Reset）]セクションで、[初期設定へのリセット（Factory
Reset）]をクリックします。

ステップ 3 [初期設定へのリセットの確認（Confirm Factory Reset）]をクリックします。

電話の問題をリモートで報告する
電話の問題レポートをリモートで開始できます。電話機は、Cisco Problem Report Tool（PRT）
を使用して、問題の説明「リモート PRTトリガー」とともにレポートを生成します。問題レ
ポートのアップロードルールを設定している場合、電話機はアップロードルールに従って問題

レポートをアップロードします。

問題レポートの生成およびアップロードの状況を電話管理Webページで確認できます。問題
レポートが正常に生成されたら、電話管理Webページから問題レポートをダウンロードでき
ます。

トラブルシューティング
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手順

電話の問題レポートをリモートで開始するには、SIP-NOTIFY メッセージを、イベントを PRT-GEN

と指定してサーバーから電話に開始します。

パケットのキャプチャ
トラブルシューティングのために、パケットキャプチャを IPフォンから収集しなければなら
ないことがあります。

始める前に

電話管理のWebページにアクセスします。電話機ウェブインターフェイスへのアクセスを参
照してください。

手順

ステップ 1 [情報（Info）] > [デバッグ情報（Debug Info）]を選択します。

ステップ 2 [問題レポートツール（Problem Report Tool）]セクションで、[パケットキャプチャ（Packet
Capture）]フィールドの [パケットキャプチャの開始（Start Packet Capture）]ボタンをクリック
します。

ステップ 3 電話機が受信するすべてのパケットをキャプチャするには [すべて（All）]を、送信元または宛
先が電話機の IPアドレスであるパケットのみをキャプチャするには [ホストIPアドレス（Host
IP Address）]を選択します。

ステップ 4 選択した電話機から電話を発信または受信します。

ステップ 5 パケットのキャプチャを停止するには、[パケットキャプチャの停止（StopPacketCapture）]を
クリックします。

ステップ 6 [送信]をクリックします。
[ファイルにキャプチャ（Capture File）]フィールドにファイルが表示されます。このファイル
にはフィルタされたパケットが含まれています。

音声品質のトラブルシューティングのヒント
メトリックに大幅な変化が継続的に見られた場合は、次の表の一般的なトラブルシューティン

グ情報を使用してください。

トラブルシューティング

8

トラブルシューティング

パケットのキャプチャ

cs78_b_7832-mpp-ag_new_chapter7.pdf#nameddest=unique_50


表 1 :音声品質メトリックの変化

条件メトリックの変化

パケット損失または高いジッターによるネッ

トワーク障害。

フレーム損失率とフレーム損失発生秒数が大

幅に増加した

•音声チャネルのノイズや歪み（エコーレ
ベルやオーディオレベルなど）。

•複数のエンコード/デコードが使用されて
いるタンデムコール（セルラーネット

ワークや電話カードネットワークへの

コールなど）。

•スピーカーフォン、ハンドフリー携帯電
話、またはワイヤレスヘッドセットなど

から発生する音響問題。

送信パケット（TxCnt）と受信パケット
（RxCnt）のカウンタをチェックし、音声パ
ケットが流れていることを確認します。

フレーム損失率はほとんどゼロであるが、音

声品質が悪い。

パケット損失または高いジッターレベルによ

るネットワーク障害。

•平均MOS LQKの減少は、広範囲の画一
的な障害を示している可能性があります。

•個別のMOS LQKの減少は、集中的な障
害を示している可能性があります。

フレーム損失率とフレーム損失発生秒数を照

合して、パケット損失やジッターがないか確

認してください。

MOS LQKスコアが著しく減少

•電話機が適切なコーデック（RxTypeおよ
び TxType）を使用しているかどうかを確
認してください。

• MOSLQKのバージョンがファームウェア
アップグレード以降に変更されたかどう

かを確認してください。

MOS LQKスコアが著しく増加

音声品質メトリックでは、ノイズや歪みは考慮されません。フレーム損失だけが考慮されま

す。

（注）
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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、Cisco IP電話の音声との品質にも影
響を及ぼすため、場合によっては、通話が中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

電話機への悪影響を減少または排除するには、管理ネットワークタスクを電話機が使用されな

い時間にスケジュールするか、テストから電話機を除外します。

追加情報の参照先
電話機のトラブルシューティングに関する追加の質問がある場合は、次のCiscowebサイトで、
Cisco IP電話 6800, 7800, and 8800シリーズマルチプラットフォームトラブルシューティングに
関する FAQを参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/
ip-phone-7800-series-multiplatform-firmware/products-tech-notes-list.html

トラブルシューティング

10

トラブルシューティング

ネットワーク輻輳時の電話機の挙動

https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-7800-series-multiplatform-firmware/products-tech-notes-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-7800-series-multiplatform-firmware/products-tech-notes-list.html

	トラブルシューティング
	機能のトラブルシューティング
	ACD コール情報が欠落している
	電話機に ACD ソフトキーが表示されない
	電話機に ACD エージェントの可用性が表示されない
	通話が録音されない
	緊急通報が緊急サービスに接続されない
	プレゼンス ステータスが機能しない
	電話機のプレゼンス メッセージ：サーバから切断されている
	電話機が XSI の BroadSoft ディレクトリにアクセスできない

	電話機の表示の問題
	電話に不規則なフォントが表示される。
	電話画面にアジア言語の文字の代わりにボックスが表示される

	電話機のウェブインターフェイスから電話機のすべての問題をレポート
	Pone ウェブインターフェイスから電話を工場出荷時の状態にリセット
	電話の問題をリモートで報告する
	パケットのキャプチャ
	音声品質のトラブルシューティングのヒント
	ネットワーク輻輳時の電話機の挙動

	追加情報の参照先


