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電話システムの監視の概要
電話機および電話機Webページの電話機ステータスメニューを使用すると、電話機に関する
さまざまな情報を表示できます。次の情報が含まれます。

•デバイス情報

•ネットワークのセットアップ情報

•ネットワーク統計

•デバイスログ

•ストリームの統計

この章では、電話機のWebページから取得可能な情報について説明します。この情報は、電
話機の操作のリモートモニタやトラブルシューティングに役立てることができます。

アップロードしたSyslogメッセージにデバイス識別子を
含める

Syslogサーバにアップロードされるデバイス idを syslogメッセージに含めるかどうかを選択
できます。電話機の IPアドレスは時間の経過とともに変更されますが、デバイス識別子は変
更されません。これにより、複数の電話機から受信したメッセージのストリーム内で、各メッ

セージの送信元を識別するプロセスが容易になります。各メッセージのタイムスタンプの後に

デバイス識別子が表示されます。
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始める前に

Syslogメッセージをアップロードするように、電話機の syslogサーバを設定します。詳細につ
いては、オプションネットワーク設定（31ページ）の Syslogサーバを参照してください。

手順

ステップ 1 電話機の管理 webページで、[音声 >システム >オプションのネットワーク設定]に移動しま
す。

ステップ 2 オプションネットワーク設定（31ページ）の説明に従って、Syslog識別子のパラメータを設
定します。

Cisco IP Phoneのステータス
ここでは、Cisco IP Phoneのモデル情報、ステータスメッセージ、およびネットワーク統計を
表示する方法について説明します。

• [モデル情報（Model Information）]：電話機のハードウェアとソフトウェアに関する情報
を表示します。

• [ステータス（Status）]メニュー：ステータスメッセージ、ネットワーク統計、および現
在のコールに関する統計を表示する画面にアクセスできます。

これらの画面に表示される情報は、電話機の操作のモニタやトラブルシューティングに役立て

ることができます。

また、これらの情報の大半およびその他の関連情報は、電話機のWebページからリモートで
取得することもできます。

[電話の情報（Phone Information）]ウィンドウの表示

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）] を押します。

ステップ 2 [ステータス（Status）] > [製品情報（Product Information）]を選択します。

ユーザパスワードが設定されると、対応するアイコン（ロックまたは証明書）が電話画面の右

上隅に表示されます。

ステップ 3 [モデル情報（Model Information）]画面を終了するには、 を押します。

電話システムの監視
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電話機ステータスの表示

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）] を押します。

ステップ 2 [ステータス（Status）]> [電話ステータス（PhoneStatus）]> [電話ステータス（PhoneStatus）]
を選択します。

以下の情報を確認できます。

• [経過時間（Elapsed time）]：システムを前回リブートしてから経過した時間の合計。

• [Tx（パケット）（Tx (Packets)）]：電話機から送信されたパケット。

• [Rx（パケット）（Rx (Packets)）]：電話機で受信されたパケット。

電話機でのステータスメッセージの表示

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）] を押します。

ステップ 2 [ステータス（Status）] > [ステータスメッセージ（Status messages）]の順で選択します。

プロビジョニングが最後に実行された後の、さまざまな電話機のステータスのログを確認でき

ます。

ステータスメッセージは UTC時間を反映し、電話機のタイムゾーン設定の影響を受
けません。

（注）

ステップ 3 [戻る（Back）] を押します。

ネットワークステータスの表示

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）] を押します。

ステップ 2 [ステータス（Status）] > [ネットワークステータス（Network Status）]を選択します。

以下の情報を確認できます。

電話システムの監視
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• [ネットワークタイプ（Network type）]：電話機が使用するローカルエリアネットワーク
（LAN）接続の種類を示す。

• [ネットワークステータス（Network status）]：電話機がネットワークに接続されているか
どうかを示す。

• IPv4 status—電話の IPアドレス.。電話の IPアドレス、アドレスタイプ、IPステータス、
サブネットマスク、既定のルータ、ドメインネームサーバ（DNS）1、DNS2に関する情
報を見ることができます。

• IPv6 status—電話の IPアドレス。電話の IPアドレス、アドレスタイプ、IPステータス、
サブネットマスク、既定のルータ、ドメインネームサーバ（DNS）1、DNS2に関する情
報を見ることができます。

• [VLAN ID]：電話機の VLAN ID。

• [MACアドレス（MACaddress）]：電話機固有のメディアアクセスコントロール（MAC）
アドレス。

• [ホスト名（Host name）]：電話機に割り当てられた現在のホスト名を表示する。

• [ドメイン（Domain）]：電話機のネットワークドメイン名を表示する。デフォルト：
cisco.com

• [スイッチポートリンク（Switch port link）]：スイッチポートのステータス。

• [スイッチポートの設定（Switch port config）]：ネットワークポートの速度と二重化方式
の設定を示す。

• [PCポートの設定（PC port config）]：PCポートの速度と二重化方式の設定を示す。

• [PCポートリンク（PC port link）]：PCポートの速度と二重化方式の設定を示す。

[コール統計（Call Statistics）]ウィンドウの表示
電話機の [コールの統計（Call Statistics）]画面にアクセスすると、最新のコールのカウンタ、
統計、および音声品質メトリックを表示できます。

またWebブラウザを使用して [ストリームの統計（Streaming Statistics）] Webページにアクセ
スすることにより、リモートでコール統計情報を表示することもできます。このWebページ
には、電話機では表示できない追加の RTCP統計が含まれています。

（注）

単一のコールが複数の音声ストリームを使用する場合がありますが、最後の音声ストリームに

関するデータだけがキャプチャされます。音声ストリームは、2つのエンドポイント間のパケッ
トストリームです。一方のエンドポイントが保留になると、コールが引き続き接続されている
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場合でも、音声ストリームは停止します。コールが再開されると、新しい音声パケットスト

リームが開始され、以前のコールデータは新しいコールデータによって上書きされます。

[コール統計（Call Statistics）]画面に音声ストリームに関する最新情報を表示するには、次の
手順を実行します。

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）] を押します。

ステップ 2 [ステータス（Status）]> [電話機のステータス（PhoneStatus）]> [コール統計（Call Statistics）]
を選択します。

ステップ 3 [ステータス（Status）]メニューを終了するには、[戻る（Back）] を押します。

[コール統計（Call Statistics）]フィールド

次の表に、[コール統計（Call Statistics）]画面の項目を示します。

表 1 : Cisco IP Phoneの [コール統計（Call Statistics）]の項目

説明項目

受信した音声ストリームの種類（コーデック

からの RTPストリーミングオーディオ）：

• G.729

• G.722

• G.711 mu-law

• G.711 A-law

• OPUS

• iLBC

受信コーデック（Receiver Codec）

送信した音声ストリームの種類（コーデック

からの RTPストリーミングオーディオ）：

• G.729

• G.722

• G.711 mu-law

• G.711 A-law

• OPUS

• iLBC

送信コーデック（Sender Codec）

電話システムの監視
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説明項目

受信中の音声ストリーム（RTPストリーミン
グオーディオ）の音声パケットサイズ（ミリ

秒）。

受信サイズ（Receiver Size）

送信中の音声ストリームの音声パケットサイ

ズ（ミリ秒）。

送信サイズ（Sender Size）

音声ストリームが開始されてから受信された

RTP音声パケットの数。

コールが保留されていた可能性があ

るため、この数値は、必ずしもコー

ルが開始されてから受信された RTP
音声パケットの数と同じであるとは

限りません。

（注）

受信パケット（Rcvr Packets）

音声ストリームが開始されてから送信された

RTP音声パケットの数。

コールが保留されていた可能性があ

るため、この数値は、必ずしもコー

ルが開始されてから送信された RTP
音声パケットの数と同じであるとは

限りません。

（注）

送信パケット（Sender Packets）

受信中の音声ストリームが開始されてから測

定された、RTPパケットジッターの推定平均
値（パケットがネットワークを経由する際の

動的な遅延）（ミリ秒単位）。

平均ジッター（Avg Jitter）

受信中の音声ストリームが開始されてから測

定された最大ジッター（ミリ秒単位）。

Max Jitter

受信中の音声ストリームで廃棄された RTPパ
ケットの数（不良パケット、過度の遅延など

による）。

シスコゲートウェイが生成したペイ

ロードタイプ 19のコンフォートノ
イズパケットはこのカウンタを増分

するため、電話機はこれらのパケッ

トを破棄します。

（注）

受信破棄（Receiver Discarded）

失われた RTPパケット（転送中の喪失）。受信喪失パケット（Rcvr Lost Packets）

音声品質メトリック（Voice Quality Metrics）

電話システムの監視
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説明項目

隠蔽フレームの総数を、音声ストリームの開

始以降に受信された音声フレームの総数で割っ

た値。

累積フレーム損失率（Cumulative Conceal
Ratio）

アクティブな音声に先行する 3秒間の間隔に
おける、音声フレームに対する隠蔽フレーム

の比率。音声アクティビティ検出（VAD）を
使用する場合は、アクティブな音声を 3秒集
めるために、もっと長い間隔が必要になる可

能性があります。

直近フレーム損失率（Interval Conceal Ratio）

音声ストリームの開始以降、最も高い間隔の

隠蔽率。

最大フレーム損失率（Max Conceal Ratio）

音声ストリームの開始以降、隠蔽イベント（フ

レーム損失）があった秒数（[深刻なフレーム
損失発生秒数（SeverelyConceal Secs）]の値を
含む）。

フレーム損失発生秒数（Conceal Seconds）

音声ストリームの開始以降、5 %を超える隠
蔽イベント（フレーム損失）があった秒数。

深刻なフレーム損失発生秒数（SeverelyConceal
Seconds）

ネットワーク遅延の推定値（ミリ秒単位）。

ラウンドトリップ遅延の実行中の平均値を表

します。これは RTCP受信レポートブロック
の受信時に測定されます。

遅延（Latency）

設定ユーティリティでのカスタマイズ状態の表示

EDOSサーバからの RCダウンロードが完了した後、Webインターフェイスを使用して電話機
のカスタマイズ状態を確認できます。

以下に、リモートカスタマイズ状態について説明します。

• [オープン（Open）]：電話機が初めて起動し、まだ設定されていない状態です。

• [中断されました（Aborted）]：リモートカスタマイズは、DHCPオプションのようなその
他のプロビジョニングによって中断されています。

• [保留中（Pending）]：プロファイルはすでに EDOSサーバからダウンロードされていま
す。

• [カスタム保留中（Custom-Pending）]：電話機が EDOSサーバからリダイレクトURLをダ
ウンロードしました。

電話システムの監視
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• [取得済み（Acquired）]：EDOSサーバからダウンロードされたプロファイルに、プロビ
ジョニング設定のリダイレクト URLが含まれています。プロビジョニングサーバからの
リダイレクト URLのダウンロードが正常に完了した場合、この状態が示されます。

• [利用不可（Unavailable）]：EDOSサーバが空のプロビジョニングファイルで応答し、
HTTP応答が 200 OKであったため、リモートカスタマイズが停止しました。

手順

ステップ 1 電話機のWebページで、[管理者ログイン（Admin Login）] > [情報（Info）] > [ステータス
（Status）]の順に選択します。

ステップ 2 [製品情報（Product Information）]セクションの [カスタマイズ（Customization）]フィールド
で、電話機のカスタマイズ状態を確認できます。

プロビジョニングにエラーがある場合、同じページの [プロビジョニングステータス
（Provisioning Status）]セクションでその詳細を確認できます。

Cisco IP Phone Webページ
ここでは、電話機のWebページから取得可能な情報について説明します。この情報は、電話
機の操作のリモートモニタやトラブルシューティングに役立てることができます。

関連トピック

電話機Webページへのアクセス
電話機の IPアドレスの特定
Cisco IP PhoneへのWebアクセスの許可

情報

このタブのフィールドは読み取り専用で、変更できません。

ステータス

システム情報

説明パラメータ

電話機に割り当てられた現在のホスト名が表

示されます。

ホスト名（Host Name）

電話システムの監視
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説明パラメータ

電話機のネットワークドメイン名が表示され

ます。

デフォルト：cisco.com

ドメイン（Domain）

電話機に割り当てられたプライマリNTPサー
バが表示されます。

プライマリNTPサーバ（PrimaryNTPServer）

電話機に割り当てられたセカンダリNTPサー
バが表示されます。

セカンダリ NTPサーバ（Secondary NTP
Server）

電話機でBluetoothが有効になっているかどう
かを示します。

Bluetoothが有効（Bluetooth Enabled）

電話機のBluetoothが接続されているかどうか
を示します。

Bluetoothに接続済み（Bluetooth Connected）

BluetoothデバイスのMACアドレスを表示し
ます。

Bluetooth MAC

接続されているデバイス IDを表示します。接続されているデバイスの ID（Connected
Device ID）

展開オプションとして電話機でイーサネット

ケーブルを使用するかどうかを表示します。

Cisco IP Phone 8861限定。

アクティブインターフェイス（Active
Interface）

電話機のMACアドレスを表示します。

Cisco IP Phone 8861限定。

ワイヤレスMAC（Wireless MAC）

電話機の SSIDを表示します。

Cisco IP Phone 8861限定。

SSID

展開オプションとして電話機で802.11インター
フェイスを使用するかどうかを表示します。

Cisco IP Phone 8861限定。

モード 802.11（Mode 802.11）

電話機がWLANへのアクセスに使用する認証
のタイプを表示します。

セキュリティモード（Security Mode）

シャッターの状態を表示します。

Cisco IP Phone 8845および 8865限定

カメラのシャッター（Camera Shutter）

電話システムの監視
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IPv4情報

説明パラメータ

接続が確立されていることを示します。IPステータス（IP Status）

電話機のインターネット接続のタイプを示し

ます。

• DHCP

•静的 IP

Connection Type

IP電話に割り当てられた現在の IPアドレスが
表示されます。

現在の IP（Current IP）

電話機に割り当てられたネットワークマスク

が表示されます。

現在のネットマスク（Current Netmask）

電話機に割り当てられたデフォルトルータが

表示されます。

現在のゲートウェイ（Current Gateway）

電話機に割り当てられたプライマリDNSサー
バが表示されます。

プライマリ DNS（Primary DNS）

電話機に割り当てられたセカンダリDNSサー
バが表示されます。

セカンダリ DNS（Secondary DNS）

IPv6情報

説明パラメータ

接続が確立されていることを示します。IPステータス（IP Status）

電話機のインターネット接続のタイプを示し

ます。

•静的 IP

• DHCP

Connection Type

IPフォンに割り当てられている現在の IPv6ア
ドレスが表示されます。

現在の IP（Current IP）

ネットワークの一部であるグローバルユニキャ

スト IPv6アドレスのビット数を識別します。
たとえば、IPv6アドレスが
2001:0DB8:0000:000b::/64である場合、数値の
64によって最初の64ビットがネットワークの
一部であることを識別します。

プレフィックス長（Prefix Length）

電話システムの監視
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説明パラメータ

電話機に割り当てられたデフォルトルータが

表示されます。

現在のゲートウェイ（Current Gateway）

電話機に割り当てられたプライマリDNSサー
バが表示されます。

プライマリ DNS（Primary DNS）

電話機に割り当てられたセカンダリDNSサー
バが表示されます。

セカンダリ DNS（Secondary DNS）

リブート履歴

リブート履歴の詳細については、再起動の理由を参照してください。

製品情報

説明パラメータ

電話機のモデル番号。製品名（Product Name）

電話ファームウェアのバージョン番号。ソフトウェアバージョン（Software Version）

電話機のハードウェアアドレス。MACアドレス（MAC Address）

RCユニットの場合は、このフィールドで、ユ
ニットがカスタマイズされているかどうかを

示します。保留中は、プロビジョニングの準

備ができている新しい RCユニットを意味し
ます。ユニットがすでにカスタマイズされた

プロファイルを取得している場合は、この

フィールドにユニットをプロビジョニングし

た会社の名前が表示されます。

カスタマイゼーション

電話機のシリアル番号。シリアル番号（Serial Number）

電話機のハードウェアのバージョン番号。ハードウェアバージョン（HardwareVersion）

ITSPネットワークで使用するために電話機を
認証するクライアント証明書のステータス。

このフィールドは、クライアント証明書が電

話機に正しくインストールされているかどう

かを示します。

Client Certificate

電話システムの監視
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ダウンロードしたロケールパッケージ

説明パラメータ

ダウンロードしたロケールパッケージのステー

タスが表示されます。

ロケールダウンロードステータス（Locale
download status）

ローカルパッケージがダウンロードされた場

所が表示されます。

ロケールダウンロードURL（Locale download
URL）

ダウンロードしたフォントファイルのステー

タスが表示されます。

フォントダウンロードステータス（Font
download status）

フォントファイルがダウンロードされた場所

が表示されます。

フォントダウンロード URL（Font download
URL）

電話機のステータス

説明パラメータ

システムの現在の日時。たとえば、08/06/14
1:42:56 a.m.など。

現在の日時（Current Time）

システムの最後のリブート以降に経過した時

間の合計。たとえば、7 days, 02:13:02など。
経過時間（Elapsed Time）

送信された SIPメッセージの合計数（再送信
を含む）。

送信された SIPメッセージ数（SIP Messages
Sent）

受信された SIPメッセージの合計数（再送信
を含む）。

送信された SIPバイト数（SIP Bytes Sent）

送信された SIPメッセージのバイトの合計数
（再送信を含む）。

受信された SIPメッセージ数（SIP Messages
Recv）

受信された SIPメッセージのバイトの合計数
（再送信を含む）。

受信された SIPバイト数（SIP Bytes Recv）

送信されたネットワークパケットの合計数。送信されたネットワークパケット数（Network
Packets Sent）

受信されたネットワークパケットの合計数。受信されたネットワークパケット数（Network
Packets Recv）

電話機の外部 IP。外部 IP（External IP）

該当する場合の現在使用中の VLANの ID。接続先 VLAN ID（Operational VLAN ID）

IP電話からスイッチへのイーサネット接続の
タイプが表示されます。

スイッチポート（SW Port）

電話システムの監視
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説明パラメータ

PCポートからのイーサネット接続のタイプが
表示されます。

PCポート（PC Port）

最後の電話機のアップグレードのステータス

を表示します。

Upgrade Status

SWポート設定のタイプを表示します。SWポート設定（SW Port Config）

PCポート設定のタイプを表示します。PCポート設定（PC Port Config）

電話機が最後にログインに成功した時刻を表

示します。

最終ログイン（Last Successful Login）

電話機が最後にログインに失敗した時刻を表

示します。

最後に失敗したログイン（Last Failed Login）

Dot1x認証

説明パラメータ

電話機が認証されているかどうかを示します。トランザクションステータス（Transaction
status）

登録済み電話機のプロトコルを表示します。プロトコル

内線の状態（Ext Status）

説明パラメータ

電話機が ITSPに登録されると、「登録済み
（Registered）」と表示され、登録されていな
いと「未登録（Not Registered）」と表示され
ます。

登録の状態（Registration State）

回線が最後に登録された日付と時刻。最終登録（Last Registration At）

次の登録更新までの秒数。次回の登録（秒）（Next Registration In
Seconds）

メッセージの待機が有効であるか無効である

かを示します。

メッセージ受信

NATによりマップされた SIPポートのポート
番号。

マップされた SIPポート（Mapped SIP Port）

ホテリングを有効にするか無効にするかを指

定します。

ホテリング状態（Hoteling State）

電話システムの監視
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説明パラメータ

拡張機能が有効になっているかどうかを示し

ます。

拡張機能ステータス（Extended Function
Status）

回線のコールステータス

説明パラメータ

コールのステータス。コール状態(Call State)

コールで使用するトーンのタイプ。トーン（Tone）

符号化に使用されるコーデック。エンコーダ（Encoder）

復号化に使用されるコーデック。デコーダ（Decoder）

コールの方向。タイプ（Type）

相手先がコールを保留にしているかどうかを

示します。

リモート回線の保留（Remote Hold）

コールがコールバック要求によってトリガー

されたかどうかを示します。

コールバック（Callback）

コールの Real-Time Transport Protocol（RTP）
にマッピングされたポート。

マッピングされた RTPポート（Mapped RTP
Port）

内線電話の名前。Peer Name

内線電話の電話番号。ピア電話（Peer Phone）

コールの継続時間。時間（Duration）

送信されたパケット数。送信パケット数（Packets Sent）

受信したパケット数。受信パケット数（Packets Recv）

送信されたバイトの数。送信バイト数（Bytes Sent）

受信したバイト数。受信バイト数（Bytes Recv）

デコーダ遅延のミリ秒数。復号化の遅延（Decode Latency）

受信機ジッターのミリ秒数。ジッター（Jitter）

RTP-to-RTPインターフェイスラウンドトリッ
プにおける遅延のミリ秒数。

ラウンドトリップ遅延（Round Trip Delay）

パケット損失数。パケットロス（Packets Lost）

電話システムの監視
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説明パラメータ

受信開始時からの失われた送信元からの RTP
データパケットの割合です。RFC 3611：RTP
制御プロトコル拡張レポート（RTCP XR）で
定義されています。

損失率（Loss Rate）

受信開始時からの失われた送信元からの RTP
データパケットの割合です。RFC 3611：RTP
制御プロトコル拡張レポート（RTCP XR）で
定義されています。

廃棄済みパケット（Packet Discarded）

受信側のジッターバッファにおける遅延、早

期到達、アンダーラン、またはオーバーフロー

が原因による、受信開始時からの廃棄された

送信元からの RTPデータパケットの割合で
す。RFC3611：RTP制御プロトコル拡張レポー
ト（RTCP XR）で定義されています。

廃棄率（Discard Rate）

受信開始時からの発生したバースト期間の平

均期間（ミリ秒単位）です。RFC 3611：RTP
制御プロトコル拡張レポート（RTCP XR）で
定義されています。

バースト期間（Burst Duration）

受信開始時からの発生したギャップ期間の平

均期間（ミリ秒単位）です。RFC 3611：RTP
制御プロトコル拡張レポート（RTCP XR）で
定義されています。

ギャップ期間（Gap Duration）

この RTPセッションを介して伝送されるコー
ルのセグメントを表す音声品質メトリック。

RFC 3611：RTP制御プロトコル拡張レポート
（RTCP XR）で定義されています。

R-Factor

リスニング品質（MOS-LQ）の推定平均オピ
ニオン評点は、1～5で表される音声品質メト
リックです。5は「優秀」、1は「許容範囲
外」を表します。RFC 3611：RTP制御プロト
コル拡張レポート（RTCP XR）で定義されて
います。

MOS-LQ

会話品質（MOS-CQ）の推定平均オピニオン
評点は、遅延の影響および会話品質に影響を

及ぼすその他の影響を含む値として定義され

ます。RFC 3611：RTP制御プロトコル拡張レ
ポート（RTCP XR）で定義されています。

MOS-CQ

電話システムの監視
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説明パラメータ

ビデオのエンコードに使用されるコーデック。

例： H264 HP

Cisco IP Phone 8845および 8865向け

ビデオエンコーダ

ビデオの復号化に使用するコーデック。例：

H264 HPビデオパケットの送信： 3791

Cisco IP Phone 8845および 8865向け

ビデオデコーダ

4202のビデオジッター： 27

Cisco IP Phone 8845および 8865向け

受信されたビデオパケット数

149ビデオ受信機のパケット破棄： 0

Cisco IP Phone 8845および 8865向け

ビデオ最大ジッター

0ビデオ送信側解像度： 640 x 360

Cisco IP Phone 8845および 8865向け

ビデオの受信機のパケット損失数

640 x 360ビデオ送信機フレーム： 755

Cisco IP Phone 8845および 8865向け

ビデオ受信機解像度

1ビデオ送信機の iフレーム要求： 0

Cisco IP Phone 8845および 8865向け

ビデオ送信機の IDRフレーム

747ビデオ受信機 IDRフレーム： 0

Cisco IP Phone 8845および 8865向け

ビデオ受信機フレーム

0ビデオ送信機フレームレート： 16 fps

Cisco IP Phone 8845および 8865向け

ビデオ受信機 iフレーム要求

16 fpsのビデオの遅延： 0 ms

Cisco IP Phone 8845および 8865向け

ビデオ受信機フレームレート

232ビデオ受信機帯域幅： 226

Cisco IP Phone 8845および 8865向け

ビデオ送信側帯域幅

ページングステータス

説明パラメータ

マルチキャストページング時の Rxパケット
を示します。

マルチキャスト Rxパケット（Multicast Rx
Pkts）

電話システムの監視

16

電話システムの監視

ページングステータス



説明パラメータ

マルチキャストページング時の Txパケット
を示します。

マルチキャスト Txパケット（Multicast Tx
Pkts）

TR-069ステータス

説明パラメータ

TR-069機能が有効になっているか、無効に
なっているかを示します。

[TR-069機能（TR-069 Feature）]

CPEからACSに通知する時間間隔を表示しま
す。

定期通知時間（Periodic Inform Time）

前回の通知時間を示します。前回の通知時間（Last Inform Time）

成功または失敗のステータスを表示します。前回のトランザクションステータス（Last
Transaction Status）

セッションの開始時刻と終了時刻を示します。前回のセッション（Last Session）

設定されているパラメータセットの参照チェッ

クポイントのキーを表示します。

パラメータキー（ParameterKey）

PRTステータス

説明パラメータ

最後に開始された問題レポートの生成の開始

と状態の場所。

問題レポートは、電話機の LCDユーザイン
ターフェイスから開始することも、電話機の

webページから開始することも、リモートで
開始することもできます。詳細については、

「電話機のWebページから電話機のすべての
問題を報告する」および「リモートでの電話

機の問題の報告」を参照してください。

status.xmlの XMLタグ:
PRT_Generation_Status

PRT生成ステータス

電話システムの監視
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説明パラメータ

最後に開始された問題レポートのアップロー

ドのステータス。

問題レポートのアップロードルールの設定の

詳細については、PRTアップロードの設定を
参照してください。

status.xmlの XMLタグ: PRT_Upload_Status

PRTアップロードステータス

カスタム CAステータス

これらのフィールドには、カスタム認証局（CA）を使用したプロビジョニングのステータス
が表示されます。

説明パラメータ

カスタム CAを使用したプロビジョニングが
成功したか失敗したかを示します。

•最後のプロビジョニングが mm/dd/yyyy
HH:MM:SSに成功した

•最後のプロビジョニングが mm/dd/yyyy
HH:MM:SSに失敗した

カスタム CAプロビジョニングステータス
（Custom CA Provisioning Status）

カスタム CAに関する情報が表示されます。

• [インストール済み（Installed）]：「CN「
」値」が表示されます。ここで、「CN「
」値」は最初の証明書の [件名（Subject）]
フィールドの CNパラメータの値です。

• [未インストール（Not Installed）]：カス
タム CA証明書がインストールされてい
ない場合に表示されます。

カスタム CA情報（Custom CA Info）

カスタム CA証明書は [プロビジョニング（Provisioning）]タブで設定します。カスタム CA認
証の情報についての詳細は、『Cisco IP Phone 8800シリーズマルチプラットフォーム電話プロ
ビジョニングガイド』を参照してください。

プロビジョニングステータス

説明パラメータ

電話機のプロファイルファイル名が表示され

ます。

プロビジョニングプロファイル（Provisioning
Profile）

電話システムの監視
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説明パラメータ

電話機のプロビジョニングステータス（再同

期）が表示されます。

プロビジョニングステータス 1（Provisioning
Status 1）

プロビジョニングステータス 2（Provisioning
Status 2）

プロビジョニングステータス 3（Provisioning
Status 3）

電話機のプロビジョニングの失敗理由が表示

されます。

プロビジョニングの失敗理由（Provisioning
Failure Reason）

アップグレードおよびプロビジョニングステータスは、新しい順に表示されます（リブート履

歴と同様）。各エントリには、スタータス、時間、および理由が含まれます。

（注）

デバッグ情報

コンソールログ

メッセージが最新のものである場合、電話機のsyslog出力を逆順で表示します。表示には個々
のログファイルへのハイパーリンクが含まれています。コンソールログファイルには、電話

機で受信したデバッグメッセージとエラーメッセージが含まれています。タイムスタンプに

は、タイムゾーンの設定に関係なく UTC時間が反映されます。

説明パラメータ

[メッセージ（Messages）]リンクをクリック
すると、デバッグメッセージが表示されます。

デバッグメッセージ（Debug Message）

問題レポート

説明パラメータ

[PRTの生成（Generate PRT）]タブが表示され
ます。

問題の報告（Report Problem）

PRTログのファイル名が表示されます。Prtファイル（Prt file）

電話システムの監視

19

電話システムの監視

デバッグ情報



説明パラメータ

[パケットキャプチャの開始（Start Packet
Capture）]タブが表示されます。このタブをク
リックして、パケットのキャプチャを開始し

ます。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）]をクリッ
クし、送信元と宛先が電話機の IPアドレスの
場合のみパケットをキャプチャするには [ホス
トIPアドレス（Host IP Address）]をクリック
します。

キャプチャプロセスは、開始した後に停止す

ることもできます。

パケットキャプチャ（Packet Capture）

キャプチャされたパケットを含むファイルが

表示されます。パケットの詳細を確認するに

は、ファイルをダウンロードします。

キャプチャファイル（Capture File）

初期設定へのリセット

説明パラメータ

電話がアイドル状態の時に [初期設定へのリ
セット（Factory Reset）]タブをクリックする
と電話をリセットします。

工場出荷時の状態へのリセット（Factory
Reset）

ダウンロードステータス（Download Status）

ファームウェアアップグレードステータス（Firmware Upgrade Status）

説明パラメータ

アップグレードステータス（失敗または成功）

が、その理由と共に表示されます。

ファームウェアアップグレードステータス 1
（Firmware Upgrade Status 1）

ファームウェアアップグレードステータス2
（Firmware Upgrade Status 2）

ファームウェアアップグレードステータス3
（Firmware Upgrade Status 3）

電話システムの監視
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プロビジョニングステータス

説明パラメータ

電話機のプロファイルファイル名が表示され

ます。

プロビジョニングプロファイル（Provisioning
Profile）

電話機のプロビジョニングステータス（再同

期）が表示されます。

プロビジョニングステータス 1（Provisioning
Status 1）

プロビジョニングステータス 2（Provisioning
Status 2）

プロビジョニングステータス 3（Provisioning
Status 3）

電話機のプロビジョニングの失敗理由が表示

されます。

プロビジョニングの失敗理由（Provisioning
Failure Reason）

アップグレードおよびプロビジョニングステータスは、新しい順に表示されます（リブート履

歴と同様）。各エントリには、スタータス、時間、および理由が含まれます。

（注）

カスタム CAステータス

これらのフィールドには、カスタム認証局（CA）を使用したプロビジョニングのステータス
が表示されます。

説明パラメータ

カスタム CAを使用したプロビジョニングが
成功したか失敗したかを示します。

•最後のプロビジョニングが mm/dd/yyyy
HH:MM:SSに成功した

•最後のプロビジョニングが mm/dd/yyyy
HH:MM:SSに失敗した

カスタム CAプロビジョニングステータス
（Custom CA Provisioning Status）

カスタム CAに関する情報が表示されます。

• [インストール済み（Installed）]：「CN「
」値」が表示されます。ここで、「CN「
」値」は最初の証明書の [件名（Subject）]
フィールドの CNパラメータの値です。

• [未インストール（Not Installed）]：カス
タム CA証明書がインストールされてい
ない場合に表示されます。

カスタム CA情報（Custom CA Info）

電話システムの監視
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カスタム CA証明書は [プロビジョニング（Provisioning）]タブで設定します。カスタム CA認
証の情報についての詳細は、『Cisco IP Phone 8800シリーズマルチプラットフォーム電話プロ
ビジョニングガイド』を参照してください。

アテンダントコンソールのステータス

一般

説明パラメータ

電話機に追加されたキー拡張モジュールのサ

ブスクリプションの有効期限が切れる時刻を

表示します。

サブスクライブの有効期限（SubscribeExpires）

電話機に追加されたキー拡張モジュールのサ

ブスクリプションが再度登録を試行する時刻

を表示します。

サブスクライブ再試行インターバル（Subscribe
Retry Interval）

部門

アテンダントコンソールユニットの各回線キーのプログラミング情報を入力します。

説明パラメータ

電話機に追加されたキー拡張モジュールが有

効になっているかどうかを示します。

ユニット有効（Unit Enable）

電話機に追加されたキー拡張モジュールがア

クティブになっているかどうかを示します。

オンラインユニット（Unit Online）

電話機に追加されたキー拡張モジュールのハー

ドウェアバージョンを表示します。

HWバージョン（HW Version）

電話機に追加されたキー拡張モジュールのソ

フトウェアバージョンを表示します。

SWバージョン（SW Version）

ネットワーク統計

イーサネット情報

説明パラメータ

電話機が送信したパケットの合計数。TxFrames

電話機が送信したブロードキャストパケット

の合計数。

TxBroadcasts

電話システムの監視
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説明パラメータ

電話機が送信したマルチキャストパケットの

合計数。

TxMulticasts

電話機が送信したユニキャストパケットの合

計数。

TxUnicasts

電話機が受信したパケットの総数。RxFrames

電話機が受信したブロードキャストパケット

の合計数。

RxBroadcasts

電話機が受信したマルチキャストパケットの

合計数。

RxMulticasts

電話機が受信したユニキャストパケットの合

計数。

RxUnicasts

ネットワークポート情報

説明パラメータ

電話機が受信したパケットの合計数。RxtotalPkt

電話機が受信したユニキャストパケットの合

計数。

Rxunicast

電話機が受信したブロードキャストパケット

の合計数。

Rxbroadcast

電話機が受信したマルチキャストパケットの

合計数。

Rxmulticast

破棄されたパケットの総数。RxDropPkts

長さが64オクテット未満（フレーミングビッ
トは除くが、FCSオクテットは含む）で、そ
れ以外は適切な形式の受信パケット数の合計。

RxUndersizePkts

長さが1518オクテットより長く（フレーミン
グビットは除くが、FCSオクテットは含む）、
それ以外は適切な形式の受信パケット数の合

計。

RxOversizePkts

電話システムの監視
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説明パラメータ

長さが1518オクテットより長く（フレーミン
グビットは除くが、FCSオクテットは含む）、
オクテットの偶数で終了しない（アライメン

トエラー）か、または FCSエラーが発生して
いる受信パケット数の合計。

RxJabbers

受信された長さが64～1522バイトで、フレー
ムチェックシーケンス（FCS）が不正なパケッ
トの合計数。

RxAlignErr

無効なパケットを含め、サイズが 0～ 64バイ
トまでの受信されたパケットの合計数。

Rxsize64

無効なパケットを含め、サイズが 65～ 127バ
イトまでの受信されたパケットの合計数。

Rxsize65to127

無効なパケットを含め、サイズが 128～ 255
バイトまでの受信されたパケットの合計数。

Rxsize128to255

無効なパケットを含め、サイズが 256～ 511
バイトまでの受信されたパケットの合計数。

Rxsize256to511

無効なパケットを含め、サイズが 512～ 1023
バイトまでの受信されたパケットの合計数。

Rxsize512to1023

無効なパケットを含め、サイズが1024～1518
バイトまでの受信されたパケットの合計数。

Rxsize1024to1518

電話機が受信した有効なパケット（マルチキャ

スト、ブロードキャスト、およびユニキャス

ト）の合計数。

TxtotalGoodPkt

電話機から送信された LLDPフレームの合計
数。

lldpFramesOutTotal

キャッシュ内でタイムアウトになった LLDP
フレームの合計数。

lldpAgeoutsTotal

必須 TLVのいずれかについて、欠落してい
る、順序に誤りがある、または範囲を超える

文字列長が含まれているために廃棄された

LLDPフレームの合計数。

lldpFramesDiscardedTotal

検出可能なエラーが 1つ以上含まれる状態で
受信された LLDPフレームの合計数。

lldpFramesInErrorsTotal

電話機が受信した LLDPフレームの合計数。lldpFramesInTotal

電話システムの監視
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説明パラメータ

破棄された LLDP TLVの総数。lldpTLVDiscardedTotal

電話機で認識されなかったLLDPTLVの総数。lldpTLVUnrecognizedTotal

CDPが検出した、このポートに接続されてい
るデバイスの ID。

CDPNeighborDeviceId

CDPで検出されたネイバーデバイスの IPア
ドレス。

CDPNeighborIP

CDPで検出された、電話機が接続されている
ネイバーデバイスのポート。

CDPNeighborPort

LLDPで検出された、このポートに接続されて
いるデバイスの ID。

LLDPNeighborDeviceId

LLDPで検出されたネイバーデバイスの IPア
ドレス。

LLDPNeighborIP

LLDPで検出された、電話機が接続されている
ネイバーデバイスのポート。

LLDPNeighborPort

速度と二重化モード。PortSpeed

アクセスポート情報

説明パラメータ

電話機が受信したパケットの合計数。RxtotalPkt

電話機が受信したユニキャストパケットの合

計数。

Rxunicast

電話機が受信したブロードキャストパケット

の合計数。

Rxbroadcast

電話機が受信したマルチキャストパケットの

合計数。

Rxmulticast

破棄されたパケットの総数。RxDropPkts

長さが64オクテット未満（フレーミングビッ
トは除くが、FCSオクテットは含む）で、そ
れ以外は適切な形式の受信パケット数の合計。

RxUndersizePkts

電話システムの監視
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説明パラメータ

長さが1518オクテットより長く（フレーミン
グビットは除くが、FCSオクテットは含む）、
それ以外は適切な形式の受信パケット数の合

計。

RxOversizePkts

長さが1518オクテットより長く（フレーミン
グビットは除くが、FCSオクテットは含む）、
オクテットの偶数で終了しない（アライメン

トエラー）か、または FCSエラーが発生して
いる受信パケット数の合計。

RxJabbers

受信された長さが64～1522バイトで、フレー
ムチェックシーケンス（FCS）が不正なパケッ
トの合計数。

RxAlignErr

無効なパケットを含め、サイズが 0～ 64バイ
トまでの受信されたパケットの合計数。

Rxsize64

無効なパケットを含め、サイズが 65～ 127バ
イトまでの受信されたパケットの合計数。

Rxsize65to127

無効なパケットを含め、サイズが 128～ 255
バイトまでの受信されたパケットの合計数。

Rxsize128to255

無効なパケットを含め、サイズが 256～ 511
バイトまでの受信されたパケットの合計数。

Rxsize256to511

無効なパケットを含め、サイズが 512～ 1023
バイトまでの受信されたパケットの合計数。

Rxsize512to1023

無効なパケットを含め、サイズが1024～1518
バイトまでの受信されたパケットの合計数。

Rxsize1024to1518

電話機が受信した有効なパケット（マルチキャ

スト、ブロードキャスト、およびユニキャス

ト）の合計数。

TxtotalGoodPkt

電話機から送信された LLDPフレームの合計
数。

lldpFramesOutTotal

キャッシュ内でタイムアウトになった LLDP
フレームの合計数。

lldpAgeoutsTotal

必須 TLVのいずれかについて、欠落してい
る、順序に誤りがある、または範囲を超える

文字列長が含まれているために廃棄された

LLDPフレームの合計数。

lldpFramesDiscardedTotal
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説明パラメータ

検出可能なエラーが 1つ以上含まれる状態で
受信された LLDPフレームの合計数。

lldpFramesInErrorsTotal

電話機が受信した LLDPフレームの合計数。lldpFramesInTotal

破棄された LLDP TLVの総数。lldpTLVDiscardedTotal

電話機で認識されなかったLLDPTLVの総数。lldpTLVUnrecognizedTotal

CDPが検出した、このポートに接続されてい
るデバイスの ID。

CDPNeighborDeviceId

CDPで検出されたネイバーデバイスの IPア
ドレス。

CDPNeighborIP

CDPで検出された、電話機が接続されている
ネイバーデバイスのポート。

CDPNeighborPort

LLDPで検出された、このポートに接続されて
いるデバイスの ID。

LLDPNeighborDeviceId

LLDPで検出されたネイバーデバイスの IPア
ドレス。

LLDPNeighborIP

LLDPで検出された、電話機が接続されている
ネイバーデバイスのポート。

LLDPNeighborPort

速度と二重化モード。PortSpeed

音声

システム

システム設定

説明パラメータ

この機能はソフトウェアのカスタマイズを実

装するときに使用されます。

制限付きアクセスドメイン（Restricted Access
Domains）

IP PhoneのWebサーバを有効または無効にし
ます。

デフォルト：[はい（Yes）]

Webサーバ有効（Enable Web Server）

電話システムの監視
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説明パラメータ

プロトコルのタイプを選択します。

• Http

• Https

HTTPSプロトコルを指定する場合は、URLに
https:を含める必要があります。

デフォルト値：HTTP

プロトコル有効（Enable Protocol）

URLのダイレクトアクションを有効にしま
す。

デフォルト：[はい（Yes）]

ダイレクトアクション URLを有効（Enable
Direct Action Url）

セッションの最大タイムアウト値を入力でき

ます。

デフォルト：3600

セッション最大タイムアウト（Session Max
Timeout）

セッションのアイドルタイムアウト値を入力

できます。

デフォルト：3600

セッションアイドルタイムアウト（Session
Idle Timeout）

電話機のWebユーザインターフェイスのポー
ト番号を入力できます。

デフォルト：80

• HTTPプロトコルの場合は 80。

• HTTPSプロトコルの場合は 443。

プロトコルのデフォルト値以外のポート番号

を指定する場合は、サーバURLにそのデフォ
ルト以外のポート番号を含める必要がありま

す。

例：https://192.0.2.1:999/admin/advanced

Web Server Port

電話機のWebユーザインターフェイスへの
ローカルアクセスを有効または無効にできま

す。ドロップダウンメニューから [はい
（Yes）]または [いいえ（No）]を選択しま
す。

デフォルト：[はい（Yes）]

Web管理者アクセスの有効化（Enable Web
Admin Access）

電話システムの監視
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説明パラメータ

管理者のパスワードを入力できます。

デフォルト：空白

Adminパスワード（Admin Password）

ユーザのパスワードを入力できます。

デフォルト：空白

[User Password]

電話機のユーザが目視する電話機のメニュー

とオプションを読み取り専用フィールドにで

きます。

デフォルト：[いいえ（No）]

電話機 UI読み取り専用（Phone-UI-readonly）

電話インターフェイスを使用している電話機

ユーザに表示されるメニューとオプションを

制限できます。このパラメータを有効にして

アクセスを制限する場合は、[はい（Yes）]を
選択します。

デフォルト：[いいえ（No）]

プロビジョニングファイルを使用して、個別

のパラメータを「na」、「ro」、または
「rw」と指定します。「na」として指定した
パラメータは、電話画面には表示されません。

「ro」と指定したパラメータは、ユーザは編
集できません。「rw」と指定したパラメータ
は、ユーザが編集することができます。

電話機 UIユーザモード
（Phone-UI-User-Mode）

非プロキシサーバから SIPメッセージを受信
する電話機を有効または無効にします。はい

を選択した場合、電話機は、IN-Dialog メッ
セージ以外の非プロキシ SIP着信メッセージ
をブロックします。いいえを選択した場合、

電話機は非プロキシ SIPメッセージの受信を
ブロックしません。

TCPまたは TLSを使用して SIPメッセージを
転送する電話機では、非プロキシSIPのブロッ
クを「いいえ」と設定します。TCPまたは
TLSを介して伝送される非プロキシ SIPメッ
セージは、デフォルトでブロックされます。

デフォルト：[いいえ（No）]

非プロキシ SIPのブロック

電話システムの監視
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ネットワーク設定

説明パラメータ

電話機が動作するインターネットプロトコル

モードを選択できます。オプションは [IPv4の
み（IPv4 Only）]、[IPv6のみ（IPv6 Only）]、
および [デュアルモード（DualMode）]です。
[デュアルモード（DualMode）]の場合、電話
機に IPv4アドレスと IPv6アドレスの両方を設
定できます。

デフォルト：[デュアルモード（Dual Mode）]

IPモード（IP Mode）

IPv4設定

説明パラメータ

電話機に設定されたインターネット接続タイ

プ。オプションは、[DHCP]および[スタティッ
ク IP（Static IP）]です。

デフォルト：DHCP

Connection Type

電話機のサブネットマスク。ネットマスク（NetMask）

電話機の IPアドレス。スタティック IP（Static IP）

ゲートウェイの IPアドレス。Gateway

電話機に割り当てられたプライマリドメイン

ネームサーバ（DNS）。
プライマリ DNS（Primary DNS）

セカンダリドメインネームサーバ（DNS）
（電話機に割り当てられている場合）。

セカンダリ DNS（Secondary DNS）

IPv6設定

説明パラメータ

電話機に設定されたインターネット接続タイ

プ。オプションは、[DHCP]および[スタティッ
ク IP（Static IP）]です。

デフォルト：DHCP

Connection Type

電話機の IPv6アドレス。スタティック IP（Static IP）

電話システムの監視
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説明パラメータ

ネットワークの一部であるグローバルユニキャ

スト IPv6アドレスのビット数を識別します。
たとえば、IPv6アドレスが
2001:0DB8:0000:000b::/64である場合、数値の
64によって最初の64ビットがネットワークの
一部であることを識別します。

プレフィックス長（Prefix Length）

ゲートウェイの IPアドレス。Gateway

電話機に割り当てられたプライマリドメイン

ネームサーバ（DNS）。
プライマリ DNS（Primary DNS）

セカンダリドメインネームサーバ（DNS）
（電話機に割り当てられている場合）。

セカンダリ DNS（Secondary DNS）

オプションは、[無効（Disabled）]と [有効
（Enabled）]です。

デフォルト：[無効（Disabled）]

エコーのブロードキャスト（Broadcast Echo）

有効になっている場合、ルータから送信され

るプレフィックス長を使用して、デフォルト

で IPv6アドレスが生成されます。オプション
は、[無効（Disabled）]と [有効（Enabled）]
です。

デフォルト：有効

自動構成（Auto Config）

802.1X認証

説明パラメータ

802.1Xを有効/無効にします。

デフォルト：[いいえ（No）]

802.1X認証の有効化（Enable 802.1X
Authentication）

オプションネットワーク設定

説明パラメータ

Cisco IP Phoneのホスト名。ホスト名（Host Name）

Cisco IP Phoneのネットワークドメイン。

LDAPを使用している場合は、LDAP設定を参
照してください。

ドメイン（Domain）

電話システムの監視
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説明パラメータ

DNSサーバの選択方法を指定します。

•手動、DHCP

•手動

• DHCP、手動

DNSサーバ順序（DNS Server Order）

指定された DNSクエリのモード。

•パラレル

•逐次

DNSクエリモード（DNS Query Mode）

[はい（Yes）]に設定した場合は、DNSクエリ
の結果がキャッシュされません。

デフォルト：[はい（Yes）]

DNSキャッシング有効（DNSCachingEnable）

ネットワークポートの速度とデュプレックス

を選択できます。値は次のとおりです。

• Auto

• 10MBハーフ（10MB half）

• 10MBフル（10MB full）

• 100 MBハーフ（100 MB half）

• 100MBフル（100MB full）

• 100ハーフ（100 half）

• 1000フル（1000 full）

スイッチポートの設定（Switch Port Config）

コンピュータ（アクセス）ポートの速度とデュ

プレックスを選択できます。

• Auto

• 10MBハーフ（10MB half）

• 10MBフル（10MB full）

• 100 MBハーフ（100 MB half）

• 100MBフル（100MB full）

• 100ハーフ（100 half）

• 1000フル（1000 full）

PCポート設定（PC Port Config）

電話システムの監視
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説明パラメータ

PCポートを有効にするかどうかを指定しま
す。オプションは [はい（Yes）]または [いい
え（No）]です。

PC PORT有効（PC PORT Enable）

PCポート上のポートミラーに機能を追加しま
す。有効にすると、電話のパケットを見るこ

とができます。PCポートミラーリングを有効
にする場合は [はい（Yes）] を選択し、無効
にする場合は [いいえ（No）]を選択します。

PCポートミラーの有効化（Enable PC Port
Mirror）

syslogサーバの名前とポートを指定します。
この機能は、IP電話システム情報や重要なイ
ベントを記録するためのサーバを指定します。

デバッグサーバと Syslogサーバの両方が指定
されている場合は、Syslogメッセージもデバッ
グサーバに記録されます。

Syslogサーバ（Syslog Server）

デバイス識別子を Syslogサーバにアップロー
ドされる syslogメッセージに含めるかどうか
を選択できます。各メッセージのタイムスタ

ンプの後にデバイス識別子が表示されます。

•なし：デバイス識別子なし。

• $MA:電話機のMACアドレス。これは、
連続した小文字と数字で表されます。例:
c4b9cd811e29

• $MAU:電話機のMACアドレス。連続し
た大文字のアルファベットと数字で表し

ます。例: C4B9CD811E29

• $MAC:標準のコロン区切り形式の電話機
のMACアドレス。例: c4: b9: cd:81:

1e:29

• $SN:電話機の製品シリアル番号。

デフォルト：[なし（None）]

XML設定の例を次に示します。
<Syslog_Identifier
ua="na">$MAC</Syslog_Identifier>

Syslog識別子

電話システムの監視
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説明パラメータ

0～2のデバッグレベル。レベルが高いほど、
詳細なデバッグ情報が生成されます。ゼロ

（0）は、デバッグ情報が生成されないことを
意味します。SIPメッセージを記録するには、
デバッグレベルを 2以上に設定する必要があ
ります。

デフォルト：0

デバッグレベル（Debug Level）

時刻の同期に使用されるプライマリNTPサー
バの IPアドレスまたは名前。

デフォルト：空白

プライマリNTPサーバ（PrimaryNTPServer）

時刻の同期に使用されるセカンダリNTPサー
バの IPアドレスまたは名前。

デフォルト：空白

セカンダリ NTPサーバ（Secondary NTP
Server）

SSLv3を有効にする場合は [はい（Yes）]を選
択します。無効にする場合は [いいえ（No）]
を選択します。

デフォルト：いいえ（No）

SSLv3の有効化（Enable SSLv3）

Wi-Fi設定

説明パラメータ

Wi-Fiをオンにする場合は [はい (Yes)]を選択
できます。オフにする場合は [いいえ (no)]を
選択します。

デフォルト：[はい（Yes）]

Phone-wifi-on

Wi-Fiプロファイル (n)

説明パラメータ

SSIDの名前を入力できます。電話機にこの名
前が表示されます。複数のプロファイルは、

異なるセキュリティモードの同じネットワー

ク名を持つことができます。電話機にこの名

前が表示されます。

ネットワーク名（Network Name）

電話システムの監視
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説明パラメータ

Wi-Fiネットワークに安全にアクセスするため
に使用する認証方法を指定できます。選択す

る方法に応じて、パスワード、パスフレーズ、

またはキーフィールドが表示されます。これ

により、このWi-Fiネットワークに参加する
ために必要なクレデンシャルを指定できます。

オプションは次のとおりです。

• Auto

• EAP-FAST

• PEAP-GTC

• PEAP-MSCHAPV2

• PSK

• WEP

•なし（None）

デフォルト：[なし（None）]

Security Mode

ネットワークプロファイルのユーザ IDを入
力できます。

このフィールドは、セキュリティモードを

Auto、EAP-FAST、PEAP-GTC、PEAP、また
は (MSCHAPV2)に設定するときに使用できま
す。これは必須フィールドであり、最大長が

32英数字であることが許可されています。

Wi-Fiユーザ ID

作成するネットワークプロファイルのパスワー

ドを入力できます。この値は、セキュリティ

モードが、Auto、EAP-FAST、PEAP-GTC、
PEAP-MSCHAPV2の場合に入力する必要があ
ります。

Wi-Fiパスワード

作成するネットワークプロファイルのパスワー

ドを入力できます。セキュリティモードが

WEPの場合は、この値を入力する必要があり
ます。

WEPキー（WEP Key）

作成するネットワークプロファイルのパスワー

ドを入力できます。セキュリティモードがPSK
の場合は、この値を入力する必要があります。

PSKパスフレーズ

電話システムの監視
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説明パラメータ

WLANで使用されるワイヤレス信号周波数バ
ンドを選択できます。オプションは次のとお

りです。

• Auto

• 2.4 GHz

• 5 GHz

デフォルトは Autoです。

周波数帯域

[Wi-Fiプロファイル (Wi-fi profile)]リストでプ
ロファイルが表示される順序を選択できます。

デフォルト値：

• 1: Wi-Fiプロファイル 1用

• 2: Wi-Fiプロファイル 2用

• 3: Wi-Fiプロファイル 3用

• 4: Wi-fiプロファイル 4用

Wi-Fiプロファイル順序

VLAN設定

説明パラメータ

VLANを有効にするには、はいを選択します。
無効にするにはいいえを選択します。

VLANの有効化（Enable VLAN）

CiscoDiscovery Protocolのあるスイッチを使用
している場合にのみ、CDPを有効にします。
CDPはネゴシエーションに基づき、どのVLAN
に IP Phoneが存在するかを決定します。

CDPの有効化（Enable CDP）

電話システムの監視
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説明パラメータ

このディスカバリプロトコルを使用するデバ

イスに対して、電話機が自身をアドバタイズ

できるようにするには、はいを選択して

LLDP-MEDを有効にします。

LLDP-MED機能を有効にすると、電話機が初
期化され、レイヤ 2接続が確立した後、電話
機はLLDP-MEDPDUフレームを送信します。
電話機が確認応答を受信しないと、手動で設

定されたVLANまたはデフォルトVLANが必
要に応じて使用されます。CDPが同時に使用
される場合、6秒の待機期間が使用されます。
この待機期間により、電話機の全体的な起動

時間が長くなります。

LLDP-MEDの有効化（Enable LLDP-MED）

この値を設定すると、スイッチが転送状態に

なるのに遅延が起こり、その後に電話機は最

初の LLDP-MEDパケットを送信します。デ
フォルト遅延値は 3秒です。一部のスイッチ
の設定では、LLDP-MEDが機能するためにこ
の値を高く設定する必要があります。遅延の

設定は、スパニングツリープロトコルを使用

するネットワークで重要になることがありま

す。

ネットワーク起動遅延（Network Startup
Delay）

CDPなしでVLANを使用する（VLANを有効
にし、CDPを無効にする）場合は、IP Phone
の VLAN IDを入力します。VLAN IDのタグ
が付くのは音声パケットだけであることに注

意してください。VLAN IDには 1を使用しな
いでください。

VLAN ID（Admin. VLAN ID）

PCポートの VLAN ID。PCポート VLAN ID（PC Port VLAN ID）

電話システムの監視
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説明パラメータ

音声 VLAN IDを学習するための定義済み
DHCP VLANオプション。この機能は、
CDP/LLDPおよび手動VLAN方式で音声VLAN
情報が利用できない場合にのみ使用すること

ができます。CDP/LLDPおよび手動 VLANは
すべて無効です。

有効な値は次のとおりです。

•ヌル

• 128～ 149

• 151～ 158

• 161～ 254

DHCP VLANオプションを無効にするには、
この値を [Null]に設定します。

Ciscoでは、DHCPオプション 132の使用を推
奨しています。

DHCP VLANオプション

インベントリ設定

説明パラメータ

LLDP-MEDを使用するときにインベントリ管
理のためにアセット IDを入力できます。ア
セット IDのデフォルト値は空です。この
フィールドを使用する場合には、32文字未満
の文字列を入力します。

アセット IDはWeb管理インターフェイスま
たはリモートプロビジョニングを使用するこ

とによってのみプロビジョニングできます。

アセット IDは電話機の画面には表示されませ
ん。

アセット IDフィールドを変更すると、電話が
再起動します。

アセット ID（Asset ID）

電話システムの監視
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SIP

SIPパラメータ

説明パラメータ

SIP最大転送（SIP Max Forward）の値。範囲
は 1～ 255です。

デフォルト：70

最大転送（Max Forward）

無限ループを回避するために INVITEをリダ
イレクトできる回数。

デフォルト：5

最大リダイレクション（Max Redirection）

要求にチャレンジすることができる最大回数

（0～ 255回）。

デフォルト：2

最大認証（Max Auth）

アウトバウンド REGISTER要求で使用されま
す。

デフォルト：$VERSION

この値が空であれば、このヘッダーは含まれ

ません。$Aから $Dのマクロ展開は、許可さ
れる GPP_Aから GPP_Dに相当します。

SIPユーザエージェント名（SIP User Agent
Name）

着信応答への応答で使用される Serverヘッ
ダー。

デフォルト：$VERSION

SIPサーバ名（SIP Server Name）

REGISTER要求で使用されるユーザエージェ
ント名。このパラメータが指定されていない

場合、[SIPユーザエージェント名（SIP User
Agent Name）]も REGISTER要求で使用され
ます。

デフォルト：空白

SIP登録ユーザエージェント名（SIP Reg User
Agent Name）

Accept-Languageヘッダーが使用されます。ア
クセスするには [SIP]タブをクリックし、[SIP
承認言語（SIP Accept Language）]フィールド
に入力します。

デフォルトはありません。この値が空であれ

ば、このヘッダーは含まれません。

SIP承認言語（SIP Accept Language）

電話システムの監視
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説明パラメータ

DTMFイベントに信号を送るために SIP INFO
メッセージで使用されるMIMEタイプ。この
フィールドは、サービスプロバイダーのフィー

ルドに一致する必要があります。

デフォルト：application/dtmf-relay

DTMFリレーMIMEタイプ（DTMF Relay
MIME Type）

フックフラッシュイベントに信号を送るため

に SIPINFOメッセージで使用されるMIMEタ
イプ。

フックフラッシュMIMEタイプ（Hook Flash
MIME Type）

値が異なる場合、新しい登録を行う前に最後

の登録を削除することができます。ドロップ

ダウンメニューから [はい（yes）]または [い
いえ（no）]を選択します。

最後の登録の削除（Remove Last Reg）

[はい（Yes）]に設定すると、電話機はアウト
バウンド SIPメッセージでコンパクトな SIP
ヘッダーを使用します。インバウンド SIP要
求に通常のヘッダーが含まれている場合、着

信ヘッダーをコンパクトなヘッダーに置き換

えます。[いいえ（No）]に設定すると、電話
機は通常の SIPヘッダーを使用します。イン
バウンド SIP要求にコンパクトヘッダーが含
まれていた場合、電話機はこの設定にかかわ

らず、応答の生成時にその同じコンパクトヘッ

ダーを再利用します。

デフォルト：[いいえ（No）]

コンパクトなヘッダーを使用（Use Compact
Header）

表示名をプライベートに維持できます。

アウトバウンドSIPメッセージ用に、IPPhone
で（[表示名（DisplayName）]で設定された）
文字列を二重引用符のペアで囲むようにする

場合は、[はい（Yes）]を選択します。

デフォルト：[はい（Yes）]。

表示名のエスケープ（Escape Display Name）

外部アプリケーションのボタンをクリックす

ることにより、ユーザがコールに応答したり

再開したりできる、BroadSoft Talk Packageの
サポートを有効にします。

デフォルト：いいえ（No）

Talk Package

電話システムの監視

40

電話システムの監視

SIPパラメータ



説明パラメータ

外部アプリケーションのボタンをクリックす

ることにより、ユーザがコールを保留にでき

る、BroadSoft Hold Packageのサポートを有効
にします。

デフォルト：いいえ（No）

Hold Package

外部アプリケーションのボタンをクリックす

ることにより、ユーザが電話会議を開始でき

る、BroadSoft Conference Packageのサポート
を有効にします。

デフォルト：いいえ（No）

Conference Package

これを [はい（Yes）]に設定すると、ユニット
はコールを保留にするためにピアに SIP
re-INVITEを送信するときに、SDPに c=0.0.0.0
構文を含めます。[いいえ（No）]に設定した
場合は、ユニットの SDPに c=0.0.0.0構文が含
まれません。いずれに設定した場合も、ユニッ

トは常に SDPに a=sendonly構文を含めます。

デフォルト：[はい（Yes）]

RFC 2543コール保留（RFC 2543 Call Hold）

[はい（yes）]に設定すると、電話機は次のソ
フトウェアの再起動後に異なるランダムなコー

ル IDを登録に使用します。[いいえ（no）]に
設定すると、Cisco IP Phoneは、次のソフト
ウェアの再起動後に同じコール IDを登録に使
用することを試行します。Cisco IP Phoneは、
この設定に関係なく、電源サイクル後は常に

新しいランダムなコール IDを登録に使用しま
す。

デフォルト： [いいえ（No）]。

再起動時のランダムなREGCID（RandomREG
CID on Reboot）

SIPセッションに使用できる最小の TCPポー
ト番号を指定します。

デフォルト：5060

SIP TCPポートの最小値（SIP TCP Port Min）

SIPセッションに使用できる最大の TCPポー
ト番号を指定します。

デフォルト：5080

SIP TCPポートの最大値（SIP TCP Port Max）

電話システムの監視
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説明パラメータ

PAID-RPID-FROM、PAID-FROM、
RPID-PAID-FROM、RPID-FROM、または
FROMヘッダーから、発信者 IDを選択するオ
プションを提供します。

デフォルト：PAID-RPID-FROM

発信者 IDヘッダー（Caller ID Header）

完全在籍コール転送（転送ターゲットが応答

した場合）を開始するときにREFERを転送先
に送信する前に、転送ターゲットを含むコー

ルレッグを保留するかどうかを制御します。

デフォルト：[いいえ（No）]

参照前にターゲットを保留する（Hold Target
Before Refer）

有効になっていて、通知メッセージの本文が

大きすぎてフラグメンテーションが発生して

いる場合、通知メッセージの xmlダイアログ
は簡略化されます。SessionDescription Protocol
（SDP）は、ダイアログのXMLコンテンツに
含まれていません。

ダイアログ SDP有効（Dialog SDP Enable）

[はい（yes）]に設定すると、NOTIFY sipfrag
メッセージをすぐに処理するように電話機が

設定されます。

参照が失敗したときに Refereeを維持する
（Keep Referee When Refer Failed）

SIPメッセージに含まれる転送情報を LCDに
表示、または非表示にします。

転送情報の表示（Display Diversion Info）

[はい（Yes）]に設定すると、非通知コールの
発信でも、SIP INVITEメッセージの「From」
ヘッダーにある発信者 IDが表示されます。パ
ラメータが [いいえ（No）]に設定されている
場合、電話機には [非通知の発信者
（AnonymousCaller）]が発信者 IDとして表示
されます。

非表示の名前をヘッダーから表示（Display
Anonymous From Header）

content-encoding gzip機能をサポートします。
選択肢は、[なし（none）]と [gzip]です。

[gzip]を選択すると、SIPメッセージのヘッ
ダーには文字列「Accept-Encoding: gzip」が含
まれ、電話機は gzipフォーマットでエンコー
ドされている SIPメッセージ本文を処理でき
ます。

エンコーディング可能 SIP（Sip Accept
Encoding）
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説明パラメータ

選択肢は、[いいえ（No）]と [はい（Yes）]
です。[いいえ（No）]を選択すると、変更は
行われません。デフォルト値は[いいえ（No）]
です。

[はい（Yes）]を選択すると、「ディレクト
リ」、「通話履歴」および発信コール時の

「To」ヘッダーで表示名が無効になります。

ヘッダーのローカル名の無効化（DisableLocal
Name To Header）

電話機で IPv4と IPv6のどちらを使用するか設
定します。

デフォルト：IPv4。

SIP IPプリファレンス（SIP IP Preference）

SIPタイマー値（秒）

説明パラメータ

0～ 64秒の範囲の RFC 3261 T1値（RTT推
定）。

デフォルト： 0.5秒

SIP T1

0～ 64秒の範囲のRFC 3261 T2値（非 INVITE
要求と INVITE応答の最大再送信インターバ
ル）。

デフォルト： 4秒

SIP T2

RFC3261T4の値（メッセージがネットワーク
に残っている最長期間）。0～ 64秒の範囲に
することができます。

デフォルト：5秒。

SIP T4

INVITEタイムアウト値。0～ 64秒の範囲に
することができます。

デフォルト：16秒。

SIPタイマー B（SIP Timer B）

非 INVITEタイムアウト値。0～ 64秒の範囲
にすることができます。

デフォルト：16秒。

SIPタイマー F（SIP Timer F）

INVITE最終応答、タイムアウト値。0～ 64
秒の範囲にすることができます。

デフォルト：16秒。

SIPタイマー H（SIP Timer H）
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説明パラメータ

ACKハングアラウンド時間。0～ 64秒の範囲
にすることができます。

デフォルト：16秒。

SIPタイマー D（SIP Timer D）

非 INVITE応答ハングアラウンド時間。0～
64秒の範囲にすることができます。

デフォルト：16秒。

SIPタイマー J（SIP Timer J）

INVITE要求の Expiresヘッダーの値。0を入
力した場合は、要求にExpiresヘッダーが含ま
れません。範囲は 0～ 2000000です。

デフォルト： 240秒

INVITE Expires

ReINVITE要求の Expiresヘッダーの値。0を
入力した場合は、要求にExpiresヘッダーが含
まれません。範囲は 0～ 2000000です。

デフォルト：30

ReINVITE Expires

[期限切れ（Expires）]ヘッダーで、または [連
絡先（Contact）]ヘッダーパラメータとして
プロキシから許可される最小登録有効期限。

プロキシがこの設定より小さい値を返す場合

は、最小値が使用されます。

登録最小有効期限（Reg Min Expires）

[最小有効期限（Min-Expires）]ヘッダーでプ
ロキシから許可される最大登録有効期限。値

がこの設定より大きい場合、最大値が使用さ

れます。

登録最大有効期限（Reg Max Expires）

最後の登録中の失敗後にCisco IPPhoneが登録
を再試行するまでのインターバル。範囲は 1
～ 2147483647です。

デフォルト：30

詳細については、後述する注を参照してくだ

さい。

登録再試行間隔（Reg Retry Intv）
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説明パラメータ

<Retry Reg RSC>に一致しない SIP応答コード
で登録が失敗した場合、Cisco IP Phoneは指定
された長さの時間、待機してから再試行を行

います。このインターバルが 0の場合は、電
話機が試行を停止します。この値は、[登録再
試行間隔（Reg Retry Intvl）]の値（0にするこ
とはできません）よりもずっと大きくする必

要があります。

デフォルト：1200

詳細については、後述する注を参照してくだ

さい。

登録再試行ロング間隔（RegRetry Long Intvl）

失敗後に REGISTERを再試行するときに
<Register Retry Intvl>に追加する任意の遅延範
囲（秒数）。短時間タイマーに追加される最

小と最大の任意の遅延。指定できる範囲は 0
～ 2147483647です。

デフォルト：0

登録再試行ランダム遅延（Reg Retry Random
Delay）

失敗後に REGISTERを再試行するときに
<Register Retry Long Intvl>に追加する任意の遅
延範囲（秒数）。

デフォルト：0

登録再試行ロングランダム遅延（Reg Retry
Long Random Delay）

指数的遅延の最大値。指数的バックオフ再試

行遅延（[登録再試行間隔（Register Retry
Intvl）]から始まり、再試行のたびに倍増す
る）の上限を指定する最大値。デフォルトは

0で、指数的バックオフは無効になっています
（エラー再試行間隔は常に Register Retry Intvl
で開始）。この機能を有効にすると、指数的

バックオフ遅延値に [登録再試行ランダム遅延
（RegRetryRandomDelay）]が追加されます。
指定できる範囲は 0～ 2147483647です。

デフォルト：0

登録再試行間隔上限（Reg Retry Intvl Cap）

プロキシサーバから返される REGISTER
expires値の下限を設定します。

サブ最小有効期限（Sub Min Expires）
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説明パラメータ

プロキシサーバから返される REGISTER
minexpires値の上限を [最小有効期限
（Min-Expires）]ヘッダーに設定します。

デフォルト：7200。

サブ最大有効期限（Sub Max Expires）

この値（秒単位）によって、最後のサブスク

ライブ要求が失敗したときの再試行インター

バルが決定されます。

デフォルト：10。

サブスクライブ再試行間隔（Sub Retry Intvl）

電話機は、忙しすぎて要求を処理できないSIPプロキシサーバから受け取ったRETRY-AFTER
値を使用できます（503サービス使用不可メッセージ）。応答メッセージに RETRY-AFTER
ヘッダーが含まれている場合は、電話機が指定された長さの時間だけ待機してから再度

REGISTERを試みます。RETRY-AFTERヘッダーがない場合、電話機は [登録再試行間隔（Reg
Retry Interval）]または [登録再試行ロング間隔（Reg Retry Long Interval）]で指定された値の時
間待機します。

（注）

応答ステータスコード処理

説明パラメータ

このパラメータは、指定された応答コードの

受信時にフェールオーバーを呼び出すように

設定できます。

デフォルト：空白

たとえば数値500、または複数の値が考えられ
える場合は数値とワイルドカードを組み合わ

せて入力できます。後者の場合、5??を使用す
ると、500の範囲内にあるすべての SIP応答
メッセージを表すことができます。複数の範

囲を使用するには、カンマ（,）を追加して値
5??と値 6??を区切ります。

バックアップ RSCの試行（Try Backup RSC）
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説明パラメータ

電話機が最後の登録に失敗してから登録を再

試行するまでのインターバル。

デフォルト：空白

たとえば数値500、または複数の値が考えられ
える場合は数値とワイルドカードを組み合わ

せて入力できます。後者の場合、5??を使用す
ると、500の範囲内にあるすべての SIP応答
メッセージを表すことができます。複数の範

囲を使用するには、カンマ（,）を追加して値
5??と値 6??を区切ります。

登録 RSCの再試行（Retry Reg RSC）

RTPパラメータ

説明パラメータ

RTPの送受信用の最小ポート番号。RTPの送
受信用の最小ポート番号。少なくとも10個の
偶数ポート（回線数の 2倍）を含む範囲を定
義する必要があります。たとえば、RTPポー
ト最小を 16384に、RTPポート最大を 16538
に設定します。

デフォルト：16384

RTPポート最小（RTP Port Min）

RTPの送受信用の最大ポート番号。少なくと
も 10個の偶数ポート（回線数の 2倍）を含む
範囲を定義する必要があります。たとえば、

RTPポート最小を 16384に、RTPポート最大
を 16538に設定します。

RTPポートの最大値は 49152以下とします。

デフォルト：16538

RTPポート最大（RTP Port Max）

秒単位のパケットサイズ。0.01～ 0.13の範囲
にすることができます。有効値は 0.01秒の倍
数にする必要があります。

デフォルト：0.02

RTPパケットサイズ（RTP Packet Size）

電話機がコールを終了する前にピアに RTPパ
ケットを送信するときに許可される ICMP連
続エラーの数。値が 0に設定されると、電話
機は ICMPエラー数の制限を無視します。

最大 RTP ICMPエラー（Max RTP ICMP Err）
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説明パラメータ

アクティブな接続で RTCP送信者レポートを
送信する間隔。範囲は 0～ 255秒です。

デフォルト：0

RTCP Tx間隔（RTCP Tx Interval）

IPv4または IPv6を選択します。

デフォルト：IPv4

電話機がデュアルモードになっていて、IPv4
と IPv6の両方のアドレスがある場合、属性
「a=altc」によって SDPには常に両方のアド
レスが含まれます。

IPv4アドレスが選択されている場合、SDP内
では IPv4アドレスが IPv6アドレスよりも優先
順位が高くなり、電話機では IPv4 RTPアドレ
スが優先して使用されます。

電話機に IPv4アドレスまたは IPv6アドレスの
みある場合、SDPにはALTC属性は含まれず、
RTPアドレスは「c=」行で指定されます。

SDP IPプリファレンス（SDP IP Preferences）

SDPペイロードタイプ

説明パラメータ

G722動的ペイロードのタイプ。

デフォルト：96

G722.2動的ペイロード（G722.2 Dynamic
Payload）

iLBC動的ペイロードのタイプ。

デフォルト：97

iLBC動的ペイロード（iLBCDynamicPayload）

iSAC動的ペイロードのタイプ。

デフォルト：98

iSAC動的ペイロード（iSACDynamicPayload）

OPUS動的ペイロードのタイプ。

デフォルト：99

OPUS動的ペイロード（OPUS Dynamic
Payload）

AVTの動的ペイロードのタイプ。範囲は 96
～ 127です。

デフォルト：101

AVTダイナミックペイロード（AVT Dynamic
Payload）

INFOREQ動的ペイロードのタイプ。INFOREQ動的ペイロード（INFOREQDynamic
Payload）
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説明パラメータ

H264 BPO動的ペイロードのタイプ。

デフォルト：110

H264BP0動的ペイロード（H264BP0Dynamic
Payload）

H264 HP動的ペイロードのタイプ。

デフォルト：110

H264 HP動的ペイロード（H264 HP Dynamic
Payload）

SDPで使用される G711uコーデックの名前。

デフォルト：PCMU

G711uコーデックの名前（G711uCodecName）

SDPで使用される G711aコーデックの名前。

デフォルト：PCMA

G711aコーデックの名前（G711aCodecName）

SDPで使用される G729aコーデックの名前。

デフォルト：G729a

G729aコーデックの名前（G729aCodecName）

SDPで使用される G729bコーデックの名前。

デフォルト：G729b

G729bコーデックの名前（G729bCodecName）

SDPで使用される G722コーデックの名前。

デフォルト：G722

G722コーデックの名前（G722 Codec Name）

SDPで使用されるG722.2コーデックの名前。

デフォルト：G722.2

G722.2コーデックの名前（G722.2 Codec
Name）

SDPで使用される iLBCコーデックの名前。

デフォルト：iLBC

iLBCコーデックの名前（iLBC Codec Name）

SDPで使用される iSACコーデックの名前。

デフォルト：iSAC

iSACコーデックの名前（iSAC Codec Name）

SDPで使用される OPUSコーデックの名前。

デフォルト：OPUS

OPUSコーデックの名前（OPUSCodecName）

SDPで使用される AVTコーデックの名前。

デフォルト：telephone-event

AVTコーデックの名前（AVT Codec Name）
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NATサポートパラメータ

説明パラメータ

電話機で VIAヘッダー内の受信パラメータを
処理できるようにします。

デフォルト：いいえ（No）

受信 VIAの処理（Handle VIA received）

電話機でVIAヘッダー内の rportパラメータを
処理できるようにします。

デフォルト：いいえ（No）

VIA rportの処理（Handle VIA rport）

received-from IP値とVIA sent-by IP値が異なる
場合に、SIP応答の VIAヘッダーに受信パラ
メータを挿入できるようにします。

デフォルト：いいえ（No）

受信 VIAの挿入（Insert VIA received）

received-from IP値とVIA sent-by IP値が異なる
場合に、SIP応答の VIAヘッダーに rportパラ
メータを挿入できるようにします。

デフォルト：いいえ（No）

VIA rportの挿入（Insert VIA rport）

ユーザが VIAヘッダー内の NATでマッピン
グされたIP:port値を使用できるようにします。

デフォルト：いいえ（No）

VIAアドレスの置換（Substitute VIA Addr）

VIAsent-byポートの代わりに、要求送信元ポー
トに応答を送信できるようにします。

デフォルト：いいえ（No）

送信元ポートへの応答の送信（Send Resp To
Src Port）

STUNを使用して NATマッピングを検出でき
るようにします。

デフォルト：いいえ（No）

STUN有効（STUN Enable）

STUN有効機能が有効で、有効な STUNサー
バを使用可能な場合は、電話機が電源オン時

にNATタイプ検出操作を実行できます。電話
機が、設定された STUNサーバに接続し、検
出の結果が後続のすべての REGISTER要求内
のWarningヘッダーで報告されます。電話機
が対称NATまたは対称ファイアウォールを検
出すると、NATマッピングが無効になりま
す。

デフォルト：いいえ（No）

STUNテスト有効（STUN Test Enable）
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説明パラメータ

NATマッピング検出のために接続する STUN
サーバの IPアドレスまたは完全修飾ドメイン
名。パブリック STUNサーバを使用すること
も、独自の STUNサーバをセットアップする
こともできます。

デフォルト：空白

STUNサーバ（STUN Server）

すべての発信 SIPメッセージ内の電話機の実
際の IPアドレスを置き換える外部 IPアドレ
ス。0.0.0.0を指定した場合は、どの IPアドレ
ス置換も実行されません。

このパラメータが指定された場合は、電話機

が SIPメッセージと SDPを生成するときにこ
の IPアドレスを想定します（その回線でNAT
マッピングが有効になっている場合）。

デフォルト：空白

外部 IP（EXT IP）

RTPポートの最小番号の外部ポートマッピン
グ番号。この値が 0以外の場合は、すべての
発信 SIPメッセージ内の RTPポート番号が外
部 RTPポート範囲内の対応するポート値に置
き換えられます。

デフォルト：0

外部 RTPポート最小（EXT RTP Port Min）

NATマッピングキープアライブメッセージ
間のインターバル。

デフォルト：15

NATキープアライブインターバル（NATKeep
Alive Intvl）

有効にされている場合、登録の応答として

SIP_301_MOVED_PERMANENTLYを受信す
ると、IP Phoneがキープアライブメッセージ
をリダイレクトします。

キープアライブをリダイレクト（RedirectKeep
Alive）

プロビジョニング

設定プロファイル

説明パラメータ

再同期アクションを許可または拒否します。

デフォルト：66、160、159、150、60、43、125

プロビジョン有効（Provision Enable）
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説明パラメータ

[はい（Yes）]に設定された場合は、電源投入
直後やアップグレードのたびに、デバイスが

再同期操作を実行します。

デフォルト：[はい（Yes）]

リセット時の再同期（Resync On Reset）

秒単位で指定される、リセットを実行する前

のブートアップシーケンスに続くランダム遅

延。同時に電源がオンになるようにスケジュー

ルされた IPテレフォニーデバイスのプールで
は、これにより、各ユニットがプロビジョニ

ングサーバに再同期要求を送信する時間が延

びます。この機能は、地域の停電時に、大規

模な宅内導入で役立つ場合があります。

このフィールドの値には、0 ~ 65535の範囲の
整数を指定する必要があります。

デフォルト値は 2です。

再同期ランダム遅延（Resync Random Delay）

デバイスがプロビジョニングサーバによって

再同期する時間（HHmm）。

このフィールドの値は、0000 ~ 2400の範囲の
4桁の数字である必要があり、HHmm形式で
時刻を示します。たとえば、0959は 09:59を
示します。

デフォルト値は空です。この値が無効な場合、

パラメータは無視されます。このパラメータ

が有効な値に設定されると、[定期再同期
（Resync Periodic）]パラメータが無視されま
す。

再同期時刻（Resync At (HHmm)）
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説明パラメータ

多数のデバイスの電源が同時にオンになった

ときに、プロビジョニングサーバの過負荷状

態を回避できます。

複数の電話からサーバへの再同期要求のフラッ

ディングを回避するため、電話は、時間と分

の範囲と、時間と分およびランダム遅延

（hhmm、hhmm+random_delay）を再同期しま
す。例えば、ランダム遅延 = (ランダム遅延で
の再同期 + 30)/60分の場合、秒単位の入力値
は、最終的な random_delayの間隔を計算する
ため、繰り上げて分単位に丸められます。

有効値の範囲は 0 ~ 65535です。

この機能は、パラメータをゼロに設定すると

無効になります。デフォルト値は 600秒（10
分）です。

再同期時刻ランダム遅延（Resync At Random
Delay）

プロビジョニングサーバによる定期的な再同

期の時間間隔。関連する再同期タイマーは、

サーバとの最初の同期が成功した後に初めて

アクティブになります。

有効な形式は、次のとおりです。

•整数

例: 3000の入力は、次の再同期が 3000秒
で発生することを示しています。

•複数の整数

例:600、1200、300という入力は、最初
の再同期が 600秒後に発生することを示
しており、2番目の再同期は1台目の1200
秒後に発生し、3番目の再同期は2台目の
300秒後に発生します。

•時間範囲

たとえば、2400 + 30 の入力は、再同
期が成功した後、2400 ~ 2430秒の間に次
の再同期が発生することを示しています。

定期的な再同期を無効にするには、このパラ

メータをゼロに設定します。

デフォルト値は 3600秒です。

定期再同期（Resync Periodic）
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説明パラメータ

IPテレフォニーデバイスがサーバからプロ
ファイルを取得できなかったために再同期操

作が失敗した場合、ダウンロードしたファイ

ルが破損していた場合、または内部エラーが

発生した場合は、指定された時間（秒単位）

後に、デバイスが再度、再同期を試みます。

有効な形式は、次のとおりです。

•整数

例: 300の入力は、次の再試行が 300秒で
発生することを示しています。

•複数の整数

例:600、1200、300という入力は、最初
の再試行が 600秒後に発生することを示
しており、2番目の再試行は1台目の1200
秒後に発生し、3番目の再試行は2番目の
再試行の失敗の 300秒後に発生します。

•時間範囲

たとえば、2400 + 30という入力は、再
同期の失敗後に、2400 ~ 2430秒の間に次
の再試行が発生することを示しています。

遅延が 0に設定されている場合、再同期の試
行が失敗した後、デバイスは再同期を試みま

せん。

再同期エラー再試行遅延（Resync Error Retry
Delay）
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説明パラメータ

電話機が再同期を実行するまでの待機時間の

最大遅延（秒単位）。

電話回線の1つがアクティブになっている間、
デバイスは再同期しません。再同期は数秒か

かる場合があるため、デバイスが長時間アイ

ドルになるまで待機してから再同期すること

を推奨します。そうすることにより、ユーザ

は中断されずに通話を続けることができます。

デバイスは、すべての回線がアイドルになっ

たときにカウントダウンを開始するタイマー

を備えています。このパラメータは、カウン

タの初期値です。再同期イベントは、このカ

ウンタがゼロになるまで遅延します。

有効値の範囲は 0 ~ 65535です。

デフォルト値は 14,400秒です。

強制再同期遅延（Forced Resync Delay）

サービスプロバイダーのプロキシサーバから

IPテレフォニーデバイスに送信される SIP
NOTIFYイベント経由の再同期操作に対する
要求を制御します。有効にされた場合は、プ

ロキシが Event: resyncヘッダーを含む SIP
NOTIFYメッセージをデバイスに送信するこ
とによって、再同期を要求できます。

デフォルト：[はい（Yes）]

SIPからの再同期（Resync From SIP）

アップグレードが行われた後の再同期操作を

有効または無効にします。[はい（Yes）]を選
択すると、同期がトリガーされます。

デフォルト：[はい（Yes）]

アップグレード試行後の再同期（Resync After
Upgrade Attempt）

これらのパラメータの論理式がFALSEと評価
した場合、[リセット時の再同期（Resync On
Reset）]が TRUEに設定されていても再同期
はトリガーされません。直接アクション URL
と SIP通知による再同期のみがこれらの再同
期トリガーを無視します。

デフォルト：空白

再同期トリガー 1（Resync Trigger 1）

再同期トリガー 2（Resync Trigger 2）
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説明パラメータ

再同期は、要求されたプロファイルがサーバ

から受信されなかった場合に失敗と見なされ

ます。この動作は、このパラメータによって

オーバーライドできます。これが [いいえ
（No）]に設定された場合は、デバイスがサー
バからの file-not-found応答を正常な再同期

として受け入れます。

デフォルト：[はい（Yes）]

FNF時の再同期失敗（Resync Fails On FNF）

プロファイルアカウントの認証に使用する資

格情報を指定します。次のオプションを使用

できます。

•無効:プロファイルアカウント機能を無効
にします。この機能を無効にすると、プ

ロファイルアカウントの設定メニューが

電話機に表示されません。

•基本HTTP認証:プロファイルアカウント
を認証するために HTTPログイン資格情
報が使用されます。

• XSI認証: XSIログイン資格情報または
XSISIPクレデンシャルが、プロファイル
アカウントを認証するために使用されま

す。認証の資格情報は、電話機のXSI認
証タイプによって異なります。

•電話機の XSI認証タイプがログイン
資格情報に設定されている場合は、

XSIログイン資格情報が使用されま
す。

•電話機の XSI認証タイプがSIP資格
情報に設定されている場合は、XSI
SIP資格情報が使用されます。

デフォルト:基本 HTTP認証

プロファイル認証タイプ
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説明パラメータ

各プロファイルルールは、プロファイル (設定
ファイル)の取得元を電話機に通知します。す
べての再同期操作中に、電話機はすべてのプ

ロファイルを順番に適用します。

デフォルト：/$PSN.xml

AES-256-CBC暗号化を設定ファイルに適用す
る場合は、次のように、--keyキーワードを
使用して暗号化キーを指定します。

[--key <encryption key>]

暗号化キーを二重引用符 (")で囲むこともでき
ます。

プロファイルルール（Profile Rule）

プロファイルルール B（Profile Rule B）

プロファイルルール C（Profile Rule C）

プロファイルルール D（Profile Rule D）

ファームウェアとプロファイルを取得するた

めに使用されるカンマで区切られた DHCPオ
プション。

デフォルト：66、160、159、150、60、43、125

使用する DHCPオプション（DHCP Option To
Use）

ファームウェアとプロファイルを取得するた

めに使用されるカンマで区切られた DHCPオ
プション。

デフォルト：17,160,159

使用するDHCPv6オプション（DHCPv6Option
To Use）

再同期の試みの開始時点で syslogサーバに送
信されるメッセージ。

デフォルト：

$PN $MAC –Requesting %
$SCHEME://$SERVIP:$PORT$PATH

ログ要求メッセージ（Log Request Msg）

再同期の試みの正常終了時点で発行される

syslogメッセージ。

デフォルト：

$PN $MAC -Successful Resync %

$SCHEME://$SERVIP:$PORT$PATH

ログ成功メッセージ（Log Success Msg）

ダウンロードの試行が失敗した後に発行され

る syslogメッセージ。

デフォルト値：

$PN $MAC -- Resync failed: $ERR

ログ失敗メッセージ（Log Failure Msg）
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説明パラメータ

ユーザが電話画面から電話機を再同期できる

ようにします。

デフォルト：[はい（Yes）]

ユーザ設定可能再同期（User Configurable
Resync）

アップロード設定オプション

説明フィールド

電話機が現在の内部設定をプロビジョニングサーバにレポートする方法を指

定します。このフィールドのURLはレポートの送信先を指定し、暗号化キー
を含めることができます。

以下のキーワード、暗号化キー、ファイルの場所および名前を使用して、電

話機の設定情報を保存する方法を制御することができます。

•キーワードがなく、XMLファイルのみの場合は、設定データ全体が
サーバにレポートされます。

• [--status]キーワードの場合は、ステータスデータがサーバにレポー
トされます。

• [--delta]キーワードの場合は、変更された設定がサーバにレポート
されます。

• [--key <encryption key>]キーワードは、指定された暗号化キーを
使用してAES-256-CBC暗号化をサーバに送信する前に、設定レポートに
適用するよう電話機に指示します。

暗号化キーを二重引用符 (")で囲むこともできます。

入力キー素材 (IKM)を使用して電話機をプロビジョニングした
場合、電話機が RFC 8188ベースの暗号化をファイルに適用す
るようにするには、AES-256-CBC暗号化キーを指定しないでく
ださい。

（注）

•次のように 2つのルールを同時に使用することができます。
[--delta]http://my_http_server/config-mpp-delta.xml
[--status]http://my_http_server/config-mpp-status.xml

[--delta]xml-deltaファイルルールと [--status]xml-statusファイルルー
ルを一緒に使用する必要がある場合、2つのルールをスペースで区
切る必要があります。

注意

レポートルー

ル（Report
Rule）
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説明フィールド

電話機が送信する HTTP要求をHTTP PUTにするか、またはHTTP POSTにす
るかを指定します。

• PUT方式：サーバ上の既知の場所で新しいレポートを作成するか、既存
のレポートを上書きします。たとえば、送信した各レポートを上書きし

続けて、最新の設定のみをサーバに保存する場合などに使用します。

• POSTメソッド: PHPスクリプトを使用するなどして、処理のためにレ
ポートデータをサーバに送信します。このアプローチでは、より柔軟に

設定情報を保存することが可能です。たとえば、電話機の一連のステー

タスレポートを送信し、すべてのレポートをサーバに格納する場合など

に利用します。

HTTPレポー
トメソッド:

電話機が設定をプロビジョニングサーバにいつレポートするかを指定します。

•要求時:電話機は管理者が sip notifyイベントを送信するか、電話機が再起
動する場合にのみ、電話機の設定をレポートします。

•ローカル変更時:電話機または電話機のwebページでの動作によって設定
パラメータが変更された場合、電話機はその設定をレポートします。電

話機は、変更が行われてから数秒待ってから、設定をレポートします。

この遅延によって、一度に 1つの変更をレポートするのではなく、バッ
チで変更を webサーバにレポートすることが保証されます。

•定期的に:電話機は、定期的に設定を通知します。間隔は秒単位で表され
ます。

XML設定の例を次に示します。

< Report_to_Server ua = "na" >

Periodically

< Report_to_Server>

サーバにレ

ポートします:
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説明フィールド

電話機がプロビジョニングサーバに設定を通知する間隔 (秒)を定義します。

このフィールドは、サーバへのレポートが定期的に設定されている場合にの

み使用されます。

デフォルト：3600

最小: 600

最大: 2592000 (30日)

XML設定の例を次に示します。

< Report_to_Server ua = "na" >

Periodically

< Report_to_Server>

<!available options: On Request | On Local Change| Periodically-->

< periodic_upload_to_server ua = "na" >

3600

</< >User_Configurable_Resync ua = "na" > (_l)

Yes

</User_Configurable_Resync_

サーバへの定

期的なアップ

ロード:

変更が行われてから、設定をレポートするまでの電話機が待機する遅延（秒

単位）を定義します。

このフィールドは、サーバへのレポートがローカルでの変更時に設定されて

いる場合にのみ使用されます。

デフォルト：60

最小値：10

最大: 900

XML設定の例を次に示します。

< Upload_Delay_On_Local_Change ua = "na" >

60

</Upload_Delay_On_Local_Change >

ローカルでの

変更時のアッ

プロード遅延:

Firmwareアップグレード

説明パラメータ

再同期操作とは独立したファームウェアの更

新操作を許可します。

デフォルト：[はい（Yes）]

アップグレードを有効（Upgrade Enable）
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説明パラメータ

アップグレードルール（Upgrade Rule）
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説明パラメータ

アップグレードの条件および関連するファー

ムウェアのURLを定義するファームウェアの
アップグレードスクリプト。これはプロファ

イルルールと同じ構文を使用します。

アップグレードルールを入力するには、次の

書式を使用します。

protocol://server[:port]/profile_pathname

次に例を示します。

tftp://192.168.1.5/image/sip88xx.11-1-1MPP-221.loads

プロトコルが指定されていない場合、TFTPが
選択されます。サーバ名が指定されていない

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かった

場合は、デフォルトポートが使用されます

（TFTP用の69、HTTP用の80、またはHTTPS
用の 443）。

サーバへのアクセスに使用する資格情報を含

めることもできます。次に、アップグレード

ルールは次のとおりです。

[--uid $userID --pwd

$password]protocol://server[:port]/profile_pathname

次に例を示します。

[--uid TEST --pwd

TestAbC123]tftp://192.168.1.5/image/sip88xx.11-1-1MPP-221.loads

ユーザ IDまたはパスワードに特殊文字 (/[&}
(*) #など)が含まれている場合は、アップグ
レードルールでそれらを引用する必要があり

ます。特殊文字をクォートするには、次の 2
つの方法があります。

•ユーザ IDまたは特殊文字を含むパスワー
ドを二重引用符 ("")で囲みます。このオ
プションは、"" []などの一部の特殊文字
に対しては使用できません。

次に例を示します。

[--uid TEST --pwd

"Test#\AbC123"]tftp://192.168.1.5/image/sip88xx.11-1-1MPP-221.loads

•特殊文字の 8進数エンコーディングを使
用します。
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説明パラメータ

たとえば、次のルールのパスワード

「Test# \AbC123」の「\043」のポンド (#)
と、「\ 057」のバックスラッシュをエス
ケープします。

[--uid テスト--pwd Test\043\057AbC123]

tftp://192.168.1.5/image/sip88xx.11-1-1MPP-221.loads

デフォルト：空白

ファームウェアアップグレードの試行の開始

時に発行された syslogメッセージ。

デフォルト：$PN $MAC -- Requesting upgrade
$SCHEME://$SERVIP:$PORT$PATH

ログアップグレード要求メッセージ（Log
Upgrade Request Msg）

ファームウェアアップグレードの試行が正常

に完了した後に発行されるsyslogメッセージ。

デフォルト：$PN $MAC -- Successful upgrade
$SCHEME://$SERVIP:$PORT$PATH -- $ERR

ログアップグレード成功メッセージ（Log
Upgrade Success Msg）

ファームウェアアップグレードの試行が失敗

した後に発行される syslogメッセージ。

デフォルト：$PN$MAC --Upgrade failed: $ERR

ログアップグレード失敗メッセージ（Log
Upgrade Failure Msg）

ピアファームウェア共有機能を有効または無

効にします。機能を有効または無効にするに

は、はいあるいはいいえを選択します。

デフォルト：[はい（Yes）]

ピアファームウェア共有（Peer Firmware
Sharing）

UDPメッセージが送信される IPアドレスおよ
びポートを示します。

例：[10.98.76.123:514]の場合、[10.98.76.123]
は、IPアドレスで、[514]はポート番号です。

ピアファームウェア共有ログサーバ

[プロビジョニング（Provisioning）]ページの詳細については、Cisco IP Phone 8800シリーズマ
ルチプラットフォーム電話機プロビジョニングガイド [英語]を参照してください。

CAの設定

説明パラメータ

カスタム CAをダウンロードする URL。

デフォルト：空白

カスタム CAルール（Custom CA Rule）
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HTTP設定

説明パラメータ

HTTPユーザの名前を入力できます。

デフォルト：空白

HTTPユーザエージェント名（HTTP User
Agent Name）

問題レポートツール

説明パラメータ

PRTアップロードスクリプトのパスを指定し
ます。パスは次の形式で入力できます。

https://proxy.example.com/prt_upload.php

または

http://proxy.example.com/prt_upload.php

[PRT最大タイマー（PRTMax Timer）]フィー
ルドと [PRTアップロードルール（PRTUpload
Rule）]フィールドが空の場合、問題レポート
は生成されません。

PRTアップロードルール（PRT Upload Rule）

PRTログをリモートサーバにアップロードす
るために使用する方法を決定します。オプショ

ンは [HTTP POST]と [PUT]です。

デフォルト：POST

PRTアップロード方法（PRT Upload Method）

電話機で問題レポートの自動生成が開始され

る間隔（分単位）を決定します。設定できる

間隔の範囲は、15～ 1440分です。

デフォルト：空

[PRT最大タイマー（PRTMax Timer）]フィー
ルドと [PRTアップロードルール（PRTUpload
Rule）]フィールドが空の場合、問題レポート
は生成されません。

a

PRT最大タイマー（PRT Max Timer）

生成された PRTファイルの名前を定義しま
す。次の形式で名前を入力します。

prt-string1-$MACRO

PRT名（PRT Name）
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汎用パラメータ

説明パラメータ

汎用パラメータ GPP_*は、特定のプロビジョ
ニングサーバソリューションと連携するよう

にCisco IPPhoneを設定するときに、自由文字
列のレジスタとして使用されます。これらは、

次を含むさまざまな値に設定できます。

•暗号化キー

• URL

•マルチステージプロビジョニングステー
タス情報

• Post要求テンプレート

•パラメータ名エイリアスマップ

•最終的に完全なパラメータ値に組み込ま
れる部分文字列値。

デフォルト：空白

GPP A～ GPP P

地域拠点

コールプログレストーン

説明パラメータ

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）

ダイヤルトーンの代わり。内線番号とは対照

的に、外部の電話番号を入力するようユーザ

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）

ユーザに不在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）

486 RSCが発信コールに受信されると再生さ
れます。

ビジートーン（Busy Tone）
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説明パラメータ

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）

受話器が一定期間オフフックになると再生さ

れます。

オフフックジの警告トーン（OffHookWarning
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）

発信者のメールボックスに未開封メッセージ

がある場合に、ダイヤルトーンの代わりに再

生されます。

MWIダイヤルトーン（MWI Dial Tone）

すべてのコールが転送されたときに再生され

ます。

Cfwdダイヤルトーン（Cfwd Dial 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）

コールが正常にセキュアモードに切り替えら

れたときに再生されます。会話に干渉しない

ように、短時間（30秒未満）にわたって低い
レベル（-19dBm未満）でのみ再生する必要が
あります。

セキュアコール通知トーン（Secure Call
Indication Tone）

ページング機能が有効な場合に送信するトー

ンを指定します。

ページトーン（Page Tone）

アラートが発生すると再生されます。アラートトーン（Alert Tone）

電話をミュートするには、[ミュート（Mute）]
ボタンを押下します。

ミュートトーン（Mute Tone）

電話をミュート解除するには、[ミュート
（Mute）]ボタンを押下します。

ミュート解除トーン（Unmute Tone）
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説明パラメータ

システムエラーが発生したときに再生される

可聴通知音。

システムビープ（System Beep）

コールピックアップの音声表示を設定する機

能を提供します。

コールピックアップトーン（Call Pickup
Tone）

特殊呼び出し音のパターン

説明パラメータ

特殊呼び出し音のパターンスクリプト 1。

デフォルトは 60(2/4)。

パターン 1（Cadence 1）

特殊呼び出し音のパターンスクリプト 2。

デフォルトは 60(.3/.2, 1/.2,.3/4)。

パターン 2（Cadence 2）

特殊呼び出し音のパターンスクリプト 3。

デフォルトは 60(.8/.4,.8/4)。

パターン 3（Cadence 3）

特殊呼び出し音のパターンスクリプト 4。

デフォルトは 60(.4/.2,.3/.2,.8/4)。

パターン 4（Cadence 4）

特殊呼び出し音のパターンスクリプト 5。

デフォルトは 60(.2/.2,.2/.2,.2/.2,1/4)。

パターン 5（Cadence 5）

特殊呼び出し音のパターンスクリプト 6。

デフォルトは 60(.2/.4,.2/.4,.2/4)。

パターン 6（Cadence 6）

特殊呼び出し音のパターンスクリプト 7。

デフォルトは 60(4.5/4)。

パターン 7（Cadence 7）

特殊呼び出し音のパターンスクリプト 8。

デフォルトは 60(0.25/9.75)。

パターン 8（Cadence 8）

特殊呼び出し音のパターンスクリプト 9。

デフォルトは 60(.4/.2,.4/2)。

パターン 9（Cadence 9）
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制御タイマー値（秒）

説明パラメータ

相手先が電話を切ってからリオーダー（ビ

ジー）音が再生されるまでの遅延。0=すぐに
再生、inf =再生しない。範囲：0～ 255秒電
話機をすぐにオンフック状態に戻し、トーン

を再生しないようにするには、255に設定しま
す。

リオーダーの遅延（Reorder Delay）

ダイヤル中に番号を入力する間隔の長い方の

タイムアウト。桁間タイマー値は、ダイヤル

中にデフォルトとして使用されます。ダイヤ

ルプラン内のすべての有効な一致シーケンス

のダイヤリングが完了していない場合は、1つ
の番号が入力されるたびに

Interdigit_Long_Timerが使用されます。範囲：
0～ 64秒

デフォルト：10

桁間ロングタイマー（Interdigit Long Timer）

ダイヤル中に番号を入力する間隔の短い方の

タイムアウト。少なくとも 1つの一致シーケ
ンスのダイヤリングが完了しているが、さら

にダイヤルされた番号がまだ完了していない

他のシーケンスと一致する場合は、1つの番号
が入力されるたびに Interdigit_Short_Timerが
使用されます。範囲：0～ 64秒

デフォルト：3

桁間ショートタイマー（Interdigit Short Timer）

特定業種向けサービスのアクティベーションコード

説明パラメータ

このコードは最後の発信者を呼び出します。

デフォルトは *69です。

コール戻りコード（Call Return Code）

アクティベーションコードの後に指定された

内線番号に現在のコールのブラインド転送を

開始します。

デフォルトは *88です。

ブラインド転送コード（Blind Transfer Code）

アクティベーションコードの後に指定された

内線番号にすべてのコールを転送します。

デフォルトは *72です。

Cfwd All Actコード（Cfwd All Act Code）
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説明パラメータ

すべてのコールの不在転送を取り消します。

デフォルトは *73です。

Cfwd All Deactコード（Cfwd All Deact Code）

アクティベーションコードの後に指定された

内線番号に話中コールを転送します。

デフォルトは *90です。

Cfwd Busy Actコード（Cfwd Busy Act Code）

話中コールの不在転送を取り消します。

デフォルトは *91です。

Cfwd Busy Deactコード（Cfwd Busy Deact
Code）

アクティベーションコードの後に指定された

内線番号に無応答コールを転送します。

デフォルトは *92です。

Cfwd No Ans Actコード（Cfwd No Ans Act
Code）

無応答コールの不在転送を取り消します。

デフォルトは *93です。

Cfwd No Ans Deactコード（Cfwd No Ans Deact
Code）

すべてのコールでコールウェイティングを有

効にします。

デフォルトは *56です。

CW Actコード（CW Act Code）

すべてのコールでコールウェイティングを無

効にします。

デフォルトは *57です。

CW Deactコード（CW Deact Code）

次のコールのコールウェイティングを有効に

します。

デフォルトは *71です。

CWPerCall Actコード（CWPerCall Act Code）

次のコールのコールウェイティングを無効に

します。

デフォルトは *70です。

CW Per Call Deactコード（CW Per Call Deact
Code）

すべてのアウトバウンドコール上の発信者 ID
をブロックします。

デフォルトは *67です。

ブロック CIDアクティベーションコード
（Block CID Act Code）

すべての発信コールに対する発信者 IDブロッ
クを削除します。

デフォルトは *68です。

CIDブロックアクティベーション解除コード
（Block CID Deact Cod）
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説明パラメータ

次の着信コールで発信者 IDブロックを削除し
ます。

デフォルトは *81です。

Block CID Per Call Actコード（Block CID Per
Call Act Code）

次の着信コールで発信者 IDブロックを削除し
ます。

デフォルトは *82です。

コール単位のCIDブロック非アクティベーショ
ンコード（Block CID Per Call Deact Code）

すべての非通知着信をブロックします。

デフォルトは *77です。

非通知着信ブロックアクティベーションコー

ド（Block ANC Act Code）

すべての非通知着信のブロックを解除します。

デフォルトは *87です。

非通知着信ブロックアクティベーション解除

コード（Block ANC Deact Code）

応答不可機能を有効にします。

デフォルトは *78です。

DNDアクティベーションコード（DND Act
Code）

応答不可機能を無効にします。

デフォルトは *79です。

DND非アクティベーションコード（DND
Deact Code）

すべてのアウトバウンドコールをセキュアに

します。

デフォルトは *16です。

全コールのセキュア化アクティベーションコー

ド（Secure All Call Act Code）

すべてのアウトバウンドコールを非セキュア

にします。

デフォルトは *17です。

コールの非セキュア化アクティベーションコー

ド（Secure No Call Act Code）

セキュアコールを発信します。

デフォルト：*18。

Secure One Call Actコード（Secure One Call Act
Code）

セキュアコール機能を無効にします。

デフォルト：*19。

Secure One Call Deactコード（Secure One Call
Deact Code）

グループ内の他のクライアントをページング

するために使用されるスターコード。

デフォルトは *96です。

ページングコード（Paging Code）

現在のコールをパークするために使用される

スターコード。

デフォルトは *38です。

コールパークコード（Call Park Code）
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説明パラメータ

呼び出し中のコールをピックアップするため

に使用されるスターコード。

デフォルトは *36です。

コールピックアップコード（Call Pickup
Code）

コールパークからコールをピックアップする

ために使用されるスターコード。

デフォルトは *39です。

コールパーク解除コード（CallUnparkCode）

グループコールをピックアップするために使

用されるスターコード。

デフォルトは *37です。

グループコールピックアップコード（Group
Call Pickup Code）

エグゼクティブとアシスタントの場合：ユー

ザの（アシスタント）内線番号からエグゼク

ティブの代理で通話を開始します。

デフォルト値： #64

エグゼクティブアシスタントコール開始コー

ド

アシスタントを使用しているエグゼクティブ

の場合：コールフィルタをアクティブ化しま

す。コールフィルタがオンの場合、アシスタ

ントはエグゼクティブの着信コールを受信し

ます。

デフォルト値：#61

エグゼクティブコールフィルタアクティブ化

コード

アシスタントを使用しているエグゼクティブ

の場合：コールフィルタを非アクティブ化し

ます。

デフォルト値： #62

エグゼクティブコールフィルタ非アクティブ

化コード

エグゼクティブアシスタントの場合：対応中

のコールをユーザ（アシスタント）からエグ

ゼクティブに転送します。

デフォルト値： #63

エグゼクティブアシスタントコールプッシュ

コード

アシスタントを持つエグゼクティブの場合：

対応中のコールをアシスタントからユーザ（エ

グゼクティブ）に転送します。

エグゼクティブアシスタントの場合：対応中

のコールをエグゼクティブからユーザ（アシ

スタント）に転送します。

デフォルト値： * 11

エグゼクティブコール取得コード
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説明パラメータ

アシスタントを使用しているエグゼクティブ

の場合：対応中のアシスタントのコールにユー

ザ（エグゼクティブ）を参加させます。

アシスタントを使用しているエグゼクティブ

の場合：エグゼクティブが対応中のコールに

ユーザ（アシスタント）を参加させます。

デフォルト値：*15

エグゼクティブコールブリッジコード

エグゼクティブまたはアシスタントが使用するサービスアクティベーションコー

ドを変更した場合は、対応する BroadWorksの設定を更新する必要があります。。
重要
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説明パラメータ

これらのコードは、ユーザが現在のコールを

保留にして 2番目のダイヤルトーンを聞いて
いるときに、IP Phoneに何をすべきかを伝え
ます。

*98、または *97|*98|*123など、1つ以上の *
コードをこのパラメータに設定することがで

きます。最大トータル長は79文字です。この
パラメータは、ユーザが現在のコールを保留

にして（フックフラッシュによって）、2番
目のダイヤルトーンを聞いているときに適用

されます。2番目のダイヤルトーンに入力さ
れた各 *コード（および現在のダイヤルプラ
ンに従った次の有効なターゲット番号）によっ

て、電話機は、サービス *コードによって前
に付加されたターゲット番号へのブラインド

転送を実行します。

たとえば、ユーザが *98をダイヤルした後、
IPフォンは、プロンプトトーンと呼ばれる特
別なダイヤルトーンを再生し、ユーザがター

ゲット番号を入力するまで待機します（通常

のダイヤリングのようにダイヤルプランに従っ

てチェックされます）。完全な番号が入力さ

れると、電話機はブラインド REFERを
Refer-Toターゲットが *98<target_number>に
等しい保留パーティに送信します。この機能

を使用すると、電話機からアプリケーション

サーバにコールを渡して、コールパークなど

の追加の処理を実行できます。

*コードは、IPフォンで内部処理されるその
他の特定業種向けサービスコードと競合して

はなりません。電話機で処理しない場合は、

対応する*コードを空にすることができます。

参照サービスコード（Referral ServicesCodes）
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説明パラメータ

機能ダイヤルサービスコード（Feature Dial
Services Codes）
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説明パラメータ

これらのコードは、ユーザが 1番目または 2
番目のダイヤルトーンを聞いているときに何

をすべきかを電話機に伝えます。

*72、または *72|*74|*67|*82など、1つ以上の
*コードをこのパラメータに設定することがで
きます。最大トータル長は79文字です。この
パラメータは、ユーザにダイヤルトーン（1
番目または 2番目のダイヤルトーン）がある
場合に適用されます。ダイヤルトーンで入力

された *コード（および現在のダイヤルプラ
ンに従った次のターゲット番号）を入力する

と、電話機は、*コードによって前に付加され
たターゲット番号に電話をかけます。たとえ

ば、ユーザが *72をダイヤルした後、電話機
はプロンプトトーンを再生し、ユーザが有効

なターゲット番号を入力するまで待機します。

完全な番号が入力されると、電話機は、通常

のコールの場合と同様に *72<target_number>
に INVITEを送信します。この機能により、
プロキシは、コール転送（*72）やブロック発
信者 ID（*67）などの機能を処理できます。

*コードは、電話機で内部処理されるその他の
特定業種向けサービスコードと競合してはな

りません。電話機で処理しない場合は、対応

する *コードを空にすることができます。

フィーチャダイヤルサービスコードの各 *
コードにパラメータを追加して、*72‘c‘|*67‘p‘
のように *コードが入力された後に再生する
トーンを示すことができます。次に、許可さ

れたトーンパラメータのリストを示します（ス

ペースを含まないパラメータを囲む逆引用符

の使用に注意してください）。

• c = Cfwdダイヤルトーン

•d =ダイヤルトーン

• m = MWIダイヤルトーン

• o =外部ダイヤルトーン

• p =プロンプトダイヤルトーン

• s = 2番目のダイヤルトーン

• x =トーンはありません。xは上記で使用さ
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説明パラメータ

れていない任意の数字です

トーンパラメータが指定されていない場合、

電話機はデフォルトでプロンプトトーンを再

生します。

不在転送をキャンセルする *73のように、*
コードの後に電話番号がない場合は、このパ

ラメータには含めないでください。その場合

は、単にダイヤルプランにその *コードを追
加するだけで、ユーザが *73をダイヤルした
ときに、電話は通常どおりに INVITE*73@.....
を送信します。

特定業種向けサービスアナウンスコード

説明パラメータ

デフォルトは空白に設定されます。サービスアナウンスの基本番号（ServiceAnnc
Base Number）

デフォルトは空白に設定されます。サービスアナウンスの拡張コード（Service
Annc Extension Codes）

発信コールのコーデック選択コード

説明パラメータ

このコーデックを、関連付けられているコー

ルの優先コーデックにします。

デフォルトは *017110です。

G711uコードを優先する（PreferG711uCode）

このコーデックを、関連付けられているコー

ルに使用できる唯一のコーデックにします。

デフォルトは *027110です。

G711uコードを強制する（ForceG711uCode）

このコーデックを、関連付けられているコー

ルの優先コーデックにします。

デフォルトは *017111です。

G711aコードを優先する（PreferG711aCode）

このコーデックを、関連付けられているコー

ルに使用できる唯一のコーデックにします。

デフォルトは *027111です。

G711aコードを強制する（Force G711a Code）
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説明パラメータ

このコーデックを、関連付けられているコー

ルの優先コーデックにします。

デフォルトは *01722です。

一度に許可されるのは 1つの G.722コールだ
けです。会議コールが行われると、コールを

狭帯域オーディオに切り替えるための SIP再
招待メッセージが送信されます。

G722コードを優先する（Prefer G722 Code）

このコーデックを、関連付けられているコー

ルに使用できる唯一のコーデックにします。

デフォルトは *02722です。

一度に許可されるのは 1つの G.722コールだ
けです。会議コールが行われると、コールを

狭帯域オーディオに切り替えるための SIP再
招待メッセージが送信されます。

G722コードを強制する（Force G722 Code）

このコーデックを、関連付けられているコー

ルの優先コーデックにします。

G722.2コードを優先する（PreferG722.2Code）

このコーデックを、関連付けられているコー

ルに使用できる唯一のコーデックにします。

G722.2コードを強制する（ForceG722.2Code）

このコーデックを、関連付けられているコー

ルの優先コーデックにします。

デフォルトは *01729です。

G729aコードを優先する（PreferG729aCode）

このコーデックを、関連付けられているコー

ルに使用できる唯一のコーデックにします。

デフォルトは *02729です。

G729aコードを強制する（Force G729a Code）

このコーデックを、関連付けられているコー

ルの優先コーデックにします。

iLBCコードを優先する（Prefer iLBC Code）

このコーデックを、関連付けられているコー

ルに使用できる唯一のコーデックにします。

iLBCコードを強制する（Force iLBC Code）

このコーデックを、関連付けられているコー

ルの優先コーデックにします。

ISACコードを優先する（Prefer ISAC Code）

このコーデックを、関連付けられているコー

ルに使用できる唯一のコーデックにします。

ISACコードを強制する（Force ISAC Code）
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説明パラメータ

このコーデックを、関連付けられているコー

ルの優先コーデックにします。

OPUSコードを優先する（Prefer OPUS Code）

このコーデックを、関連付けられているコー

ルに使用できる唯一のコーデックにします。

OPUSコードを強制する（Force OPUS Code）

時刻（Time）

説明パラメータ

ローカルの日付を設定します（mmは月を、
ddは日を表します）。年は任意で、2桁また
は 4桁の数字を使用します。

デフォルト：空白

ローカルの日付の設定（mm/dd/yyyy）（Set
Local Date (mm/dd/yyyy)）

現地時間を設定します（hhは時間を、mmは
分を表します）。秒はオプションです。

デフォルト：空白

ローカル時刻の設定（HH/mm）（Set Local
Time (HH/mm)）

発信者 IDを生成するには、GMTに追加する
時間数を選択し、現地時間を生成します。選

択肢は、GMT-12:00、GMT-11:00、…、GMT、
GMT+01:00、GMT+02:00、…、GMT+13:00で
す。

デフォルト：GMT-08:00

タイムゾーン(Time Zone)

これは、ローカルシステム時刻に使用される

GMTからのオフセットを指定します。

デフォルト：00/00

時間オフセット（HH/mm）（Time Offset
(HH/mm)）

DHCPに時間オフセット値が設定されたルー
タが使用されている場合は、IP電話がルータ
の設定を使用して、IP電話のタイムゾーンと
オフセットの設定を無視します。ルータの

DHCP時間オフセット値を無視して、ローカ
ルタイムゾーンとオフセットの設定を使用す

るには、このオプションに対して [はい
（Yes）]を選択します。[いいえ（No）]を選
択した場合は、IP電話がルータの DHCP時間
オフセット値を使用します。

デフォルト：[はい（Yes）]。

DHCP時間オフセットを無視（Ignore DHCP
Time Offset）
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説明パラメータ

夏時間を計算するルールを入力します。開始、

終了、および保存の値を含める必要がありま

す。このルールは 3つのフィールドで構成さ
れます。各フィールドは、次のように ;（セミ
コロン）で区切られます。角括弧（[ ]）内の
オプションの値を指定しないと、0と見なされ
ます。深夜は指定された日付の0:0:0で表され
ます。

これは、ルール（Start = <start-time>;
end=<end-time>; save = <save-time>）の形式で
す。

<start-time>と <end-time>の値は、夏時間の開
始日付、終了日付、および時刻を示します。

各値の形式は、<month>/<day>/<weekday>
[/HH:[mm [:ss]]]です。

<save-time>値は、夏時間中に現在の時刻に加
算される時間数、分数、および秒数です。加

算ではなく、減算が望ましい場合は、

<save-time>値の先頭に負（-）記号を付加する
ことができます。<save-time>値の形式は
[+|-]/[HH:[mm [:ss]]]です。

<month>値は、1～ 12（1月～ 12月）の範囲
内でいずれかの値と一致します。

<day>値は、1～ 31の範囲内の [+|-]値と一致
します。

<day>が 1の場合は、月末の、または月末前
の <weekday>（つまり、その月の最後の
<weekday>）を表します。

夏時間ルール（Daylight Saving Time Rule）
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説明パラメータ

<weekday>値は、1～ 7（月曜日～日曜日）の
範囲内でいずれかの値と一致します。ただし

0と一致する場合もあります。<weekday>値が
0の場合は、夏時間調整の開始日または終了日
が指定された日付と正確に一致することを意

味します。この場合は、<day>値を負にしな
いでください。<weekday>値が 0ではなく、
<day>値が正の場合は、夏時間調整が
<weekday>値または指定された日付後に開始
または終了します。<weekday>値が 0ではな
く、<day>値が負の場合は、夏時間調整が
<weekday>値または指定された日付前に開始
または終了します。ここで、

• HHは時間を表します（0～ 23）。

• mmは分を表します（0～ 59）。

• ssは秒を表します（0～ 59）。

デフォルト：3/-1/7/2;end=10/-1/7/2;save=1

サマータイムルール（Daylight Saving Time
Rule）（続き）

サマータイムを有効にします。

デフォルト：[はい（Yes）]

サマータイムが有効（Daylight Saving Time
Enable）

[言語（Language）]

説明パラメータ

このフィールドを使用して、電話機のディス

プレイの言語オプション、および各言語に必

要なディクショナリファイルおよびフォント

ファイルを指定します。ディクショナリおよ

びフォントのセットアップを参照してくださ

い。

デフォルト：空白

ディクショナリサーバスクリプト（Dictionary
Server Script）
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説明パラメータ

このフィールドでデフォルトの言語を指定し

ます。この値はディクショナリサーバでサポー

トされている言語のいずれかと一致する必要

があります。電話機のディスプレイ言語の指

定を参照してください。

言語は、XML構成ファイルを使用して設定す
ることができます。次に例を示します。

<Language_Selection ua="na"> Spanish
</Language_Selection>

言語名には、最大 512文字を含めることがで
きます。

言語の選択（Language Selection）

このドロップダウンリストボックスを使用し

て、サポートされる言語を表示します。電話

機のディスプレイでサポートされる言語を参

照してください。

ロケール

電話

一般

説明パラメータ

電話機の名前。ステーション名（Station Name）

電話機を識別する名前。電話画面に表示され

ます。このフィールドにスペースを入力する

ことができます。名前を一意にする必要はあ

りません。

ステーション表示名（Station Display Name）

ボイスメールをチェックする電話番号または

URL。

デフォルト：[なし（None）]

ボイスメール番号（Voice Mail Number）
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ビデオ構成

説明パラメータ

電話機が送受信できる情報の最大量を制限で

きます。オプションは次のとおりです。

• Auto

• 2 Mbps

• 1 Mbps

• 750 Kbps

• 500 Kbps

• 250 Kbps

デフォルト：[自動（Auto）]

許容帯域幅（Bandwidth Allowance）

ハンズフリー

説明パラメータ

Bluetooth接続の方式を示します。

• [電話（Phone）]：Bluetoothヘッドセット
付きのペアのみ。

• [ハンズフリー（Handsfree）]：Bluetooth
対応携帯電話を使用するハンズフリーデ

バイスとして動作します。

• [両方（Both）]：Bluetoothヘッドセット
を使用するか、またはBluetooth対応携帯
電話で動作します。

Bluetoothモード（Bluetooth Mode）

Bluetoothが有効な回線番号を指定します。回線（Line）

回線キー

回線キーごとに一連の設定があります。
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説明パラメータ

回線キー nに割り当てる n内線番号を指定し
ます。

デフォルト：n

XML設定の例：

回線キー 1を内線 1に設定するには、次のよ
うにします。

<Extension_1_
ua="na">1</Extension_1_>

ラインキー 2の拡張機能を無効にするには、
次のようにします。

<Extension_2_
ua="na">Disabled</Extension_2_>

内線番号（Extention）

回線キーのユーザ名を指定します。

デフォルト：$USER

ショート名（Short Name）

着信コールアピアランスを他の電話機と共有

するか、またはプライベートにするかを指定

します。

コールアピアランスの共有（Share Call
Appearance）

電話機の未使用の回線キーに以下のいずれか

の機能または機能を割り当てることができる

ようにします。

•ビジーランプフィールド

•コールピックアップ

•短縮ダイヤル

•エグゼクティブまたはアシスタントメ
ニュー

拡張機能（Extended Function）
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各種回線キーの設定

説明パラメータ

共有コールアピアランス回線 IDマッピング
を指定します。[垂直優先（Vertical First）]が
設定されている場合、2番目のコールでは、次
に利用可能な回線 IDの LEDが点滅します。
[水平優先（Horizontal First）]が設定されてい
る場合、2番目のコールでは、最初のコールを
受信したのと同じLEDが点滅します。また、
発信コールと着信コールの動作はどちらも同

じです。

デフォルト：[水平優先（Horizontal First）]

回線 IDマッピング（Line ID Mapping）

SCA割り込みを有効にします。

デフォルト：[いいえ（No）]

SCA割り込みの有効化（SCABarge-InEnable）

有効にすると、電話機をオフフックにしたと

きに、共有回線で着信コールを自動的にピッ

クアップするように制限されます。

SCAスティッキ自動回線占拠（SCAStickyAuto
Line Seize）

このパラメータでは、回線ボタンあたりのコー

ル数を選択することができます。2～ 10の値
を選択できます。

デフォルト：2

回線あたりのコールアピアランス数（Call
Appearances Per Line）

捕足サービス

説明パラメータ

三者会議サービスを有効または無効にします。

デフォルト：[はい（Yes）]

会議サービス（Conference Serv）

在籍コール転送サービスを有効または無効に

します。

デフォルト：[はい（Yes）]

在席コール転送サービス（AttnTransfer Serv）

ブラインドコール転送サービスを有効または

無効にします。

デフォルト：[はい（Yes）]

ブラインドコール転送サービス（BlindTransfer
Serv）

応答不可サービスを有効または無効にします。

デフォルト：[はい（Yes）]

DNDサービス（DND Serv）
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説明パラメータ

ブロック匿名コールサービスを有効または無

効にします。

デフォルト：[はい（Yes）]

非通知着信ブロックサービス（Block ANC
Serv）

アウトバウンド発信者 IDブロックサービス
を有効または無効にします。

デフォルト：[はい（Yes）]

発信者 IDブロックサービス（BlockCIDServ）

セキュアコールサービスを有効または無効に

します。

デフォルト：[はい（Yes）]

セキュアコールサービス（Secure Call Serv）

不在転送サービスを有効または無効にします。

デフォルト：[はい（Yes）]

全コール転送サービス（Cfwd All Serv）

話中転送サービスを有効または無効にします。

デフォルト：[はい（Yes）]

話中転送サービス（Cfwd Busy Serv）

無応答時転送サービスを有効または無効にし

ます。

デフォルト：[はい（Yes）]

無応答時転送サービス（Cfwd No Ans Serv）

電話機のページングサービスを有効または無

効にします。

デフォルト：[はい（Yes）]

ページングサービス（Paging Serv）

電話機のコールパークサービスを有効または

無効にします。

デフォルト：[はい（Yes）]

コールパークサービス（Call Park Serv）

電話機のコールピックアップサービスを有効

または無効にします。

デフォルト：[はい（Yes）]

コールピックアップサービス（Call Pick Up
Serv）

電話機の ACDログインサービスを有効また
は無効にします。

デフォルト：[はい（Yes）]

ACDログインサービス（ACD Login Serv）

電話機のグループコールピックアップサービ

スを有効または無効にします。

デフォルト：[はい（Yes）]

グループコールピックアップサービス

（Group Call Pick Up Serv）
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説明パラメータ

電話機の特定業種向けサービスアナウンスメ

ントサービスを有効または無効にします。

デフォルト：[いいえ（No）]

サービスアナウンスメントサービス（Service
Annc Serv）

電話機の通話録音サービスを有効または無効

にします。

デフォルト：[いいえ（No）]

通話録音サービス（Call Recording Serv）

電話機のビデオサービスを有効または無効に

します。

有効にすると、[ユーザ（User）]タブに [ビデ
オの有効化（Video Enable）]フィールドが表
示されます。無効にすると、[ビデオの有効化
（Video Enable）]フィールドは表示されませ
ん。

デフォルト：[いいえ（No）]

ビデオサービス（Video Serv）

電話機で名前の逆引きルックアップを有効ま

たは無効にします。

有効にすると、電話機で個人アドレス帳と通

話履歴、サーバディレクトリ、および設定さ

れた LDAPまたは XMLディレクトリを検索
することができます。

デフォルト：[はい（Yes）]

電話の逆引きルックアップサービス

呼出音

説明パラメータ

さまざまな呼出音の着信音スクリプト。Ring1から Ring12まで

サイレント呼び出しの時間を制御します。

たとえば、パラメータが20秒に設定されてい
る場合、電話機は20秒間サイレント呼び出し
音を再生し、その後 INVITEメッセージに480
応答を送信します。

サイレント呼び出し時間（Silent Ring
Duration）
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エクステンションモビリティ

説明パラメータ

電話機のエクステンションモビリティサポー

トを有効または無効にするオプション。

デフォルト：[いいえ（No）]

EM有効（EM Enable）

電話機または認証サーバのドメインの名前。

デフォルト：空白

EMユーザドメイン（EM User Domain）

電話セッションの継続時間を指定します。セッションタイマー（分）

ログアウトするまで待機する時間を指定しま

す。

デフォルト：10

カウントダウンタイマー（秒）（Countdown
Timer(s)）

エクステンションモビリティ PINのパスワー
ドの入力方法を指定するオプション。オプショ

ンは [英数字（Alpha-numeric）]と [数字
（Numeric）]です。

デフォルト:英数字

パスワードの優先入力モード（Preferred
Password Input Mode）

XSI電話サービス

説明パラメータ

サーバの名前（xsi.iop1.broadworks.netなど）
を入力します。

XSIホストサーバは、デフォルトで
HTTPプロトコルを使用します。
HTTPSを介したXSIを有効にするに
は、サーバでhttps://を指定するこ

とができます。

（注）

デフォルト：空白

XSIホストサーバ（XSI Host Server）
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説明パラメータ

XSI認証タイプを決定します。XSI IDとパス
ワードによるアクセスを認証する場合は、[ロ
グインクレデンシャル（LoginCredentials）]を
選択します。電話機に登録されている SIPア
カウントの登録ユーザ IDとパスワードによる
アクセスを認証する場合は、[SIPクレデンシャ
ル（SIP Credentials）]を選択します。

デフォルト：[ログインクレデンシャル（Login
Credentials）]

XSI認証タイプ（XSI Authentication Type）

電話機ユーザの BroadSoftユーザ ID
（johndoe@xdp.broadsoft.comなど）。

XSI認証タイプとして [ログインクレデンシャ
ル（Login Credentials）]または [SIPクレデン
シャル（SIPCredentials）]を選択した場合は、
SIP認証 IDを入力します。

[SIPクレデンシャル（SIPCredentials）]として
SIP認証 IDを選択する場合は、ログインユー
ザ IDを入力する必要があります。ログイン
ユーザ IDを入力しない場合、電話機のディレ
クトリリストの下に BroadSoftディレクトリ
が表示されません。

デフォルト：空白

ログインユーザ ID（Login User ID）

ユーザ IDに関連付けられた英数字パスワー
ド。

XSI認証タイプに [ログインクレデンシャル
（LoginCredentials）]を選択する場合は、ログ
インパスワードを入力します。

デフォルト：空白

ログインパスワード（Login Password）

電話機に登録されている SIPアカウントの登
録ユーザ ID。

XSI認証タイプに [SIPクレデンシャル（SIP
Credentials）]を選択する場合は、SIP認証 ID
を入力します。

SIP認証 ID（SIP Auth ID）
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説明パラメータ

電話機に登録されている SIPアカウントのパ
スワード。

XSI認証タイプに [SIPクレデンシャル（SIP
Credentials）]を選択した場合は、SIPパスワー
ドを入力します。

SIPパスワード（SIP Password）

電話機ユーザのBroadSoftディレクトリを有効
にします。[はい（Yes）]を選択してディレク
トリを有効化し、[いいえ（No）]を選択して
無効化します。

デフォルト：[いいえ（No）]

ディレクトリ有効（Directory Enable）

ディレクトリの名前。ディレクトリの選択肢

として電話機上に表示されます。

デフォルト：空白

ディレクトリ名（Directory Name）

BroadSoftディレクトリのタイプを選択しま
す。

[企業（Enterprise）]：姓、名、ユーザまたはグ
ループ ID、電話番号、内線番号、部門、また
はメールアドレスで検索できるようにします。

[グループ（Group）]：姓、名、ユーザ ID、電
話番号、内線番号、部門、またはメールアド

レスで検索できるようにします。

[個人（Personal）]：姓、名、または電話番号
で検索できるようにします。

デフォルト：[企業（Enterprise）]

ディレクトリタイプ（Directory Type）

XSI通話のログ記録を有効にします。XSI通話
をログに記録する場合は [はい（Yes）]を選択
し、無効化する場合は [いいえ（No）]を選択
します。

デフォルト：[いいえ（No）]

通話履歴の有効化（CallLog Enable）

通話履歴ログを表示する電話回線を選択する

ことができます。

行番号の範囲は、1~10の範囲で選択します。

CallLog関連回線
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説明パラメータ

電話機が表示する通話履歴ログの種類を設定

することができます。BroadSoft XSIの通話履
歴ログを表示するには、サーバを選択し、ロー

カルの通話履歴ログを表示するには、電話機

を選択します。

CallLogの有効化をはいにして、発
信者履歴の表示タイプをサーバと

指定すると、発信者履歴の表示が電

話機の履歴画面のみに表示されま

す。

（注）

発信者履歴の表示

BroadSoft XMPP

説明パラメータ

電話機ユーザのBroadSoftXMPPディレクトリ
を有効にするには、[はい（Yes）]に設定しま
す。

デフォルト：[いいえ（No）]

XMPPの有効化（XMPP Enable）

XMPPサーバの名前（xsi.iop1.broadworks.net
など）を入力します。

デフォルト：空白

サーバ（Server）

ディレクトリのサーバポートです。

デフォルト：空白

ポート（Port）

電話機ユーザの BroadSoftユーザ ID
（johndoe@xdp.broadsoft.comなど）。

デフォルト：空白

ユーザ ID（User ID）

ユーザ IDに関連付けられた英数字パスワー
ド。

デフォルト：空白

パスワード（Password）

有効になっている場合、ユーザのサインイン

時にユーザのプレゼンス情報が公開されませ

ん。

デフォルト：[いいえ（No）]

ログインを非表示（Login Invisible）
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説明パラメータ

クライアントがサーバから切断された後、ロ

グインせずに再接続が可能な間隔（秒単位）。

この間隔を過ぎると、クライアントの再認証

が必要です。

デフォルト：30

再試行間隔（Retry Intvl）

XMLサービス

説明パラメータ

XMLディレクトリの名前。ディレクトリの選
択肢としてユーザの電話機上に表示されます。

デフォルト：空白

XMLディレクトリサービス名（XMLDirectory
Service Name）

XMLディレクトリが配置された URL。

デフォルト：空白

XMLディレクトリサービス URL（XML
Directory Service URL）

XMLアプリケーションの名前。Webアプリ
ケーションの選択肢としてユーザの電話機上

に表示されます。

XMLアプリケーションサービス名（XML
Application Service Name）

XMLアプリケーションが配置された URL。XMLアプリケーションサービス URL（XML
Application Service URL）

認証用の XMLサービスユーザ名。

デフォルト：空白

XMLユーザ名（XML User Name）

認証用の XMLサービスパスワード。

デフォルト：空白

XMLパスワード（XML Password）

Cisco XML EXE認証を有効または無効にしま
す。

デフォルト：[いいえ（No）]

CISCO XML EXE有効
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説明パラメータ

Cisco XML EXE認証のモードを指定します。
次のオプションを使用できます。

• [信頼済み（Trusted）]：認証は行われませ
ん（ローカルユーザのパスワードが設定

されているかどうかに関わらず）。

• [ローカルクレデンシャル（Local
Credential）]：ローカルユーザパスワー
ドが設定されている場合、ローカルユー

ザパスワードを使ったダイジェスト認証

に基づいて認証が行われます。設定され

ていない場合、認証は行われません。

• [リモートクレデンシャル（Remote
Credential）]：（XMLアプリケーション
サーバにアクセスするために）Webペー
ジでXMLアプリケーションに設定された
リモートユーザ名/パスワードを使用した
ダイジェスト認証に基づいて、認証が行

われます。

デフォルト:ゼロトラスト

CISCO XML EXE認証モード

複数ページンググループのパラメータ

追加または変更されたセクション機能

電話登録を必要としない、グループページン

グの設定およびページングの優先順位（アウ

トオブバンドページング）のための文字列を

入力します。

グループページングスクリプト（GroupPaging
Script）

LDAP

説明パラメータ

LDAPを有効にするには、[はい（Yes）]を選択します。

デフォルト：[いいえ（No）]

LDAPディレクトリ有効（LDAP Dir Enable）

「CorporateDirectory」などの自由形式のテキストで名前を
入力します。

デフォルト：空白

社内ディレクトリの名前（Corp Dir Name）
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説明パラメータ

LDAPサーバの完全修飾ドメイン名または IPアドレスを、
次の形式で入力します。

nnn.nnn.nnn.nnn

MD5認証方式が使用される場合は、LDAPサーバのホス
ト名を入力します。

デフォルト：空白

サーバ（Server）

検索するディレクトリツリーで開始ポイントを指定しま

す。各ドメインコンポーネント [dc]はカンマで区切りま
す。次に、例を示します。

dc=cv2bu,dc=com

デフォルト：空白

検索ベース（Search Base）

識別名のドメインコンポーネント [dc]を入力します。例
を以下に示します。

dc=cv2bu,dc=com

デフォルトの Active Directoryスキーマ
（Name(cn)->Users->Domain）を使用している場合、クラ
イアント DNは次のようになります。

cn=”David Lee”,dc=users,dc=cv2bu,dc=com

cn=”David Lee”,dc=cv2bu,dc=com

username@domainは、Windowsサーバのクライアント DN
形式です。

例：DavidLee@cv2bu.com

デフォルト：空白

クライアント DN（Client DN）

LDAPサーバに対するクレデンシャルを持つユーザのユー
ザ名を入力します。

デフォルト：空白

ユーザ名（User Name）

LDAPユーザ名のパスワードを入力します。

デフォルト：空白

パスワード（Password）
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説明パラメータ

LDAPサーバに必要な認証方式を選択します。選択肢は次
のとおりです。

なし（None）：クライアントとサーバの間ではどの認証も
使用されません。

シンプル（Simple）：クライアントはLDAPサーバに完全
修飾ドメイン名とパスワードを送信します。セキュリティ

の問題が生じる可能性があります。

ダイジェストMD5（Digest-MD5）：LDAPサーバはクラ
イアントに認証オプションおよびトークンを送信します。

クライアントは暗号化された応答を返し、それがサーバに

よって復号化され検証されます。

デフォルト：なし（None）

認証方式（Auth Method）

ユーザが連絡先を検索するときに、電話機が名字または姓

(sn)に基づいて検索を実行する必要があるかどうかを指定
する場合にこのフィールドを使用します。

例：

sn: (sn = $VALUE *)は、入力された検索文字列で始
まる最後の名前をすべて検索するように電話機に指示しま

す。

sn: (sn = * $VALUE *)を使用すると、入力した検索
文字列が最後の名前の任意の場所に含まれている姓をすべ

て検索するように電話機に指示します。この方法はより包

括的であり、より多くの検索結果が取得されます。この方

法は、検索方法と、Broadsoftディレクトリや電話機のユー
ザの個人アドレス帳など、他のディレクトリにある検索メ

ソッドと同じです。

デフォルト：空白

姓フィルタ（Last Name Filter）
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説明パラメータ

ユーザが連絡先を検索するときに、電話機がファースト

ネームまたは一般名 (cn)に基づいて検索を実行する方法を
指定する場合にこのフィールドを使用します。

例：

cn: (cn = $VALUE *)は、入力された検索文字列で始
まる最初の名前をすべて検索するように電話機に指示しま

す。

cn: (cn = * $VALUE *)は、入力した検索文字列が最
初の名前の任意の場所に表示されている名前をすべて検索

するように、電話機に指示します。この方法はより包括的

であり、より多くの検索結果が取得されます。この方法

は、検索方法と、Broadsoftディレクトリや電話機のユー
ザの個人アドレス帳など、他のディレクトリにある検索メ

ソッドと同じです。

デフォルト：空白

名フィルタ（First Name Filter）

カスタマイズされた追加の検索項目。不要な場合は空白に

できます。

デフォルト：空白

検索項目 3（Search Item 3）

検索項目に対するカスタマイズされたフィルタ。不要な場

合は空白にできます。

デフォルト：空白

検索項目 3フィルタ（Search Item 3 Filter）

カスタマイズされた追加の検索項目。不要な場合は空白に

できます。

デフォルト：空白

検索項目 4（Search Item 4）

検索項目に対するカスタマイズされたフィルタ。不要な場

合は空白にできます。

デフォルト：空白

検索項目 4フィルタ（Search Item 4 Filter）
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説明パラメータ

電話機に表示される LDAP結果のフォーマット。

• a：属性名

• cn：一般名

• sn：苗字（姓）

• telephoneNumber：電話番号

• n：表示名

たとえば、n=Phoneとすると、詳細ソフトボタンを押した
ときに、LDAPクエリ結果の電話番号の先頭に "Phone:"と
表示されます。

• t：タイプ

t=p、つまり tが電話番号タイプである場合、取得した番号
にダイヤルできます。ダイヤルできるのは1つの番号だけ
です。2つの番号をダイヤル可能として定義した場合は、
最初の番号だけが使用されます。たとえば、a=ipPhone, t=p;
a=mobile, t=p;のように定義したとします。

この例では IPPhoneの電話番号のみをダイヤルでき、携帯
電話番号は無視されます。

• p：電話番号

t=pのようにpがタイプ属性に割り当てられている場合は、
検索された番号を電話機からダイヤルできます。

たとえば、
a=givenName,n=firstname;a=sn,n=lastname;a=cn,n=cn;a=telephoneNumber,n=tele,t=p
のように定義します。

デフォルト：空白

表示属性（Display Attrs）
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説明パラメータ

不要な場合は空白にできます。

LDAP番号マッピングを使用すると、LDAPサー
バから取得した番号を操作できます。たとえば、

ダイヤルプランでダイヤルする前に 9を入力す
るように要求されている場合は、9を番号に付加
することができます。プレフィックス 9を付加
するには、(<:9xx.>)を [LDAP番号マッピング
（LDAPNumberMapping）]フィールドに追加し
ます。たとえば、555 1212は 9555 1212になりま
す。

（注）

この方法で番号を操作しない場合は、ダイヤル編集機能を

使用して、ダイヤルアウトする前に番号を編集できます。

デフォルト：空白

番号マッピング（Number Mapping）

プログラム可能なソフトキー

説明パラメータ

プログラム可能なソフトキーを有効にします。プログラム可能なソフトキー有効

（Programmable Softkey Enable）

電話機がアイドルになっているときに表示さ

れるソフトキー。

アイドルキーリスト（Idle Key List）

不在着信があるときに表示されるソフトキー。不在着信キーリスト（Missed Call Key List）

電話機がオフフックになっているときに表示

されるソフトキー。

オンフックキーリスト（Off Hook Key List）

ユーザがダイヤルデータを入力しなければな

らないときに表示されるソフトキー。

ダイヤル入力キーリスト（Dialing Input Key
List）

コールで接続を試行しているときに表示され

るソフトキー。

進行中キーリスト（Progressing Key List）

コールが接続されると表示されるソフトキー。接続済みキーリスト（Connected Key List）

コールの転送が開始されると表示されるソフ

トキー。

転送開始キーリスト（Start-Xfer Key List）

電話会議が開始されると表示されるソフト

キー。

会議開始キーリスト（Start-Conf Key List）

電話会議の進行中に表示されるソフトキー。会議中キーリスト（Conferencing Key List）
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説明パラメータ

コールがリリースされたときに表示されるソ

フトキー。

リリースキーリスト（Releasing Key List）

1つ以上のコールが保留中であるときに表示さ
れるソフトキー。

保留キーリスト（Hold Key List）

コールの着信中に表示されるソフトキー。

着信コールをサイレント状態にするには無視

ソフトキーを追加します。

呼出中キーリスト（Ringing Key List）

コールが共有回線上でアクティブになったと

きに表示されるソフトキー。

共有アクティブキーリスト（Shared Active
Key List）

コールが共有回線上で保留にされたときに表

示されるソフトキー。

共有保留キーリスト（Shared Held Key List）

エグゼクティブおよびエグゼクティブアシス

タントのソフトキー

エグゼクティブアシスタントキーリスト

接続中のビデオ通話を表示するソフトキー。接続中ビデオキーリスト（Connected Video
Key List）

プログラム可能なソフトキーフィールド。こ

れらのフィールドに文字列を入力して、電話

画面に表示するソフトキーを設定します。番

号または内線番号の短縮ダイヤル、特定業種

向けサービスのアクティベーションコード（*
コード）、またはXMLスクリプト用にソフト
キーを作成できます。

PSK 1～ PSK 16
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内線番号

一般

説明パラメータ

サービスに対してこの回線を有効にするには、

[はい（Yes）]を選択します。そうしない場合
は、[いいえ（No）]を選択します。

デフォルト：[はい（Yes）]

XML設定の例を次に示します。

内線番号 2の回線でサービスを無効にするに
は、次のようにします。

< Line_Enable_2_ ua = "na" >いいえ
（No）</line enable>

回線を有効（Line Enable）

ビデオ構成

説明パラメータ

[はい（yes）]を選択すると H264 Base Profile
0コーデックが有効になり、[いいえ（No）]
を選択すると無効になります。

デフォルト：[はい（Yes）]

H264 BP0有効（H264 BP0 Enable）

[はい（yes）]を選択すると H264 High Profile
コーデックが有効になり、[いいえ（No）]を
選択すると無効になります。

デフォルト：[はい（Yes）]

H264 HP有効（H264 HP Enable）

セキュアなコールで使用される暗号化方式を

選択します。オプションは [AES 128]と [AES
256 GCM]です。

デフォルト：[AES 128]

暗号化方式（Encryption Method）

回線アピアランスの共有

説明パラメータ

この内線番号を他のCisco IPPhoneと共有する
のか、プライベートにするのかを指定します。

デフォルト：[はい（Yes）]

共有内線（Share Ext）
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説明パラメータ

共有回線アピアランスに割り当てられたユー

ザ識別子。

デフォルト：空白

共有ユーザ ID（Shared User ID）

SIPサブスクリプションが期限切れになるまで
の秒数。サブスクリプションが期限切れにな

る前に、電話機は SIPサーバから共有電話内
線のステータスに関する NOTIFYメッセージ
を受信します。

デフォルト：3600

サブスクリプションの有効期限（Subscription
Expires）

有効にすると、メッセージ待機インジケータ

が専用回線上のメッセージに対してのみ点灯

します。

デフォルト：いいえ（No）

MWIの制限（Restrict MWI）

NATの設定

説明パラメータ

SIPメッセージで外部にマップされた IPアド
レスと SIP/RTPポートを使用する場合は、[は
い（Yes）]を選択します。そうでない場合は、
[いいえ（No）]を選択します。

デフォルト：いいえ（No）

NATマッピング有効（NAT Mapping Enable）

設定された NATキープアライブメッセージ
を定期的に送信する場合は、[はい（Yes）]を
選択します。そうでない場合は、[いいえ
（No）]を選択します。

デフォルト：いいえ（No）

NATキープアライブ有効（NAT Keep Alive
Enable）

現在のNATマッピングを維持するために定期
的に送信する必要があるキープアライブメッ

セージを入力します。この値が$NOTIFYの場
合は、NOTIFYメッセージが送信されます。
この値が$REGISTERの場合は、連絡先を含ま
ない REGISTERメッセージが送信されます。

デフォルト：$NOTIFY

NATキープアライブメッセージ（NAT Keep
Alive Msg）
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説明パラメータ

NATキープアライブメッセージを受信する宛
先。値が $PROXYの場合、メッセージは現在
のプロキシまたはアウトバウンドプロキシに

送信されます。

NATキープアライブ宛先（NAT Keep Alive
Dest）

ネットワーク設定

説明パラメータ

SIPメッセージを伝送する UDP IPパケットの
サービス時間（ToS）/差別化サービス
（DiffServ）フィールド値。デフォルト値：
0x68。

SIP TOS/DiffServ値（SIP TOS/DiffServ Value）

音声データパケットの ToSフィールドの値。

データトラフィックの音声パケットの優先順

位を設定します。

デフォルト値：0xb8。

RTP ToS/DiffServ値（RTP ToS/DiffServ Value）

ビデオデータパケットの ToSフィールドの
値。

データトラフィックのビデオパケットの優先

順位を設定します。

デフォルト値：0x54。

ビデオの RTP ToS/DiffServ値

SIP設定

説明パラメータ

SIPメッセージのトランスポートプロトコル
を選択します。

• UDP

• [TCP]

• TLS

• AUTO

自動サーバ上のNAPTRレコードに基づいて、
電話機に適切なプロトコルを自動的に選択さ

せます。詳細については、SIPトランスポート
の設定を参照してください。

デフォルト：UDP

SIPトランスポート（SIP Transport）
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説明パラメータ

SIPメッセージのリスニングおよび送信用の電
話のポート番号。

ここでは、SIPトランスポートプロトコルとし
てUDPを使用している場合にのみポート番号
を指定します。

TCPを使用している場合、システムは [音声 >
SIP ]タブの [SIP TCPポート最小値]と [SIP
TCPポート最大値]に指定された範囲内でラ
ンダムポートを使用します。

SIPプロキシサーバのポートを指定する必要が
ある場合は、プロキシフィールド (プロキシと
登録（109ページ）)またはXSIホストサーバ
フィールド (XSI回線サービス（115ページ）)
を使用して指定することができます。

デフォルト：5060

SIP Port

暫定応答（18x）の信頼性の高い送信用に
100REL SIP拡張をサポートし、PRACK要求
を使用します。有効にするには、[はい（Yes）]
を選択します。

デフォルト：いいえ（No）

SIP 100REL有効（SIP 100REL Enable）

外部の SIPポート番号。外部 SIPポート（EXT SIP Port）

Cisco IP Phoneは次の要求のNOTIFYメッセー
ジを受信すると、送信者を認証します。

• resync

• reboot

• report

• restart

• XML-service

有効にするには、[はい（Yes）]を選択しま
す。

デフォルト：[はい（Yes）]

認証再同期リブート（Auth Resync-Reboot）
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説明パラメータ

ユーザエージェントからこのヘッダーが渡さ

れた場合、SIPプロキシは特定の内線または動
作をサポートすることができます。このフィー

ルドが設定されていても、プロキシがこれを

サポートしていない場合、プロキシは非サポー

トメッセージで応答します。提供されたフィー

ルドに適切なヘッダーを入力します。

SIPプロキシが必要（SIP Proxy-Require）

Fromヘッダーの代わりに使用する
Remote-Party-IDヘッダー。有効にするには、
[はい（Yes）]を選択します。

デフォルト：[はい（Yes）]

SIPリモート側 ID（SIP Remote-Party-ID）

コール転送の終了時に古くなったコールレッ

グを終了するために電話機からBYEを送信す
るタイミングを制御します。この画面で、複

数の遅延設定（Referor、ターゲット参照、
Referee、参照先ターゲット）を構成できます。
[Referror BYE遅延（Referror Bye Delay）]に
は、適切な遅延時間を秒数で入力します。

デフォルト：4

Referor BYE遅延（Referor Bye Delay）

参照先ターゲットを示します。SIPReferを連
絡先に送信する場合は、[はい（Yes）]を選択
します。

デフォルト：[いいえ（No）]

参照先ターゲットの連絡先（Refer-To Target
Contact）

[RefereeBYE遅延（RefereeByeDelay）]には、
適切な遅延時間を秒数で入力します。

デフォルト：0

Referee BYE遅延（Referee Bye Delay）

[ターゲット参照 BYE遅延（Refer Target Bye
Delay）]には、適切な遅延時間を秒数で入力
します。

デフォルト：0

ターゲット参照 BYE遅延（Refer Target Bye
Delay）
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説明パラメータ

有効にすると、IPテレフォニーは発信 INVITE
に対する最初の183SIP応答を取得後、それ以
降の180SIP応答を無視します。この機能を有
効にするには、[はい（Yes）]を選択します。
そうしない場合は、[いいえ（No）]を選択し
ます。

デフォルト：いいえ（No）

Sticky 183

有効にすると、SIPプロキシからの最初の着信
INVITE要求に許可が必要になります。この機
能を有効にする場合は、[はい（Yes）]を選択
します。

デフォルト：[いいえ（No）]

INVITE許可（Auth INVITE）

[はい（Yes）]に設定すると、転送コールレッ
グで転送ターゲットから返された 1xx応答に
関して、Event:Referを設定した NOTIFYが電
話機から転送元に送られます。

[いいえ（No）]に設定すると、電話機は最終
応答（200以降）に関してのみ NOTIFYを送
信します。

Ntfy参照オン 1xx-To-Inv（Ntfy Refer On
1xx-To-Inv）

G.729 Annex Bの設定を構成します。G.729 Annex Bの設定（Set G729 annexb）

電話URLが SIPURLに変換され、電話番号が
URLのユーザ部分に示されると、SIP URLに
はオプションの :user=phoneパラメータ
（RFC3261）が組み込まれます。次に例を示
します。

To: sip:+12325551234@example.com; user=phone

このオプションパラメータを有効にするには、

[はい（Yes）]を選択します。

デフォルト：[いいえ（No）]

ユーザの電話（User Equal Phone）

電話機で使用する録音プロトコルのタイプを

決定します。オプションは次のとおりです。

• SIPINFO

• SIPREC

デフォルト：SIPREC

通話録音プロトコル（Call Recording Protocol）
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説明パラメータ

信頼されたネットワークの SIPメッセージで
ユーザのプライバシーを設定します。

プライバシーヘッダのオプション：

• [Disabled]（デフォルト）

•なし：ユーザはプライバシーサービスが
この SIPメッセージにプライバシー機能
を適用しないように要求します。

•ヘッダ：ユーザは、識別情報を削除でき
ない不明瞭なヘッダに対してプライバシー

サービスを必要とします。

•セッション：ユーザは、プライバシー
サービスにセッションの匿名性を提供す

るよう要求します。

•ユーザ：ユーザは、中継を介してのみプ
ライバシーレベルを要求します。

• ID：ユーザーは、システムに IPアドレス
またはホスト名を提示しない IDに置き換
えるように要求します。

デフォルト：[無効（Disabled）]

プライバシーヘッダ

発信コールのSIPメッセージに、P-Early-Media
ヘッダーを含めるかどうかを決定できます。

P-Early-Mediaヘッダーを含める場合は、[はい
(Yes)]を選択します。そうしない場合は、[い
いえ（No）]を選択します。

デフォルト：いいえ（No）

P-Early-Mediaサポート
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コール機能の設定

説明パラメータ

現在のコールレッグを終了して他のコール

レッグのブラインド転送を実行することによ

り、電話機で在籍転送操作を実行できるよう

にします。この機能を無効にすると、電話機

が在籍転送操作を実行する際に、現在のコー

ルレッグと他のコールレッグの両方を維持し

た状態で、他のコールレッグを現在のコール

レッグに参照させます。この機能を使用する

場合は、[はい（Yes）]を選択します。そうで
ない場合は、[いいえ（No）]を選択します。

デフォルト：[いいえ（No）]

ブラインド Attn-Xfer有効（Blind Attn-Xfer
Enable）

電話機のメッセージ待機インジケータが点灯

しているかどうかを示します。このパラメー

タは、SIPプロキシからのメッセージを切り替
えて、メッセージが待機中かどうかを示しま

す。

メッセージ待機（Message Waiting）

ページに自動応答する前に招待を認証するか

どうかを指定します。

デフォルト：[いいえ（No）]

ページを認証（Auth Page）

聞こえてくる呼出音のタイプ。[呼出音なし
（No Ring）]または 1～ 10を選択します。

リングオプションは、[Sunlight]、[Chirp 1]、
[Chirp 2]、[Delight]、[Evolve]、[Mellow]、
[Mischief]、[Reflections]、[Ringer]、[Ascent]、
[Are you there]、[Chime]です。

デフォルト呼出音（Default Ring）

[ページを認証（AuthPage）]パラメータを [は
い（Yes）]に設定した場合、受け入れられる
認証のレルム部分を特定します。このパラメー

タでは英数字が可能です。

ページの認証レルム（Auth Page Realm）

会議コールに参加するために使用する URL。
通常は、単語の conferenceまたは
user@IPaddress:portの形式。

会議ブリッジのURL（ConferenceBridgeURL）

[ページを認証（AuthPage）]パラメータを [は
い（Yes）]に設定した場合、使用されるパス
ワードを特定します。このパラメータでは英

数字が可能です。

ページの認証パスワード（Auth Page
Password）
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説明パラメータ

電話機のボイスメールボックス番号/IDを特
定します。

メールボックス ID（Mailbox ID）

電話機の SpecVMサーバを識別します。通常
は、VMサーバの IPアドレスとポート番号で
す。

ボイスメールサーバ（Voice Mail Server）

ボイスメールサーバへのサブスクリプション

の秒単位の有効期限。

ボイスメールサブスクライブインターバル

（Voice Mail Subscribe Interval）

ページコールが到着したときの電話機の動作

を決定します。

アクティブコール時の自動応答ページ（Auto
Ans Page On Active Call）

必要に応じて、回線とサーバ間の設定の同期

を有効にします。

以下の機能またはユーザに設定された回線に

対して、機能キー同期を有効にする必要があ

ります。

• Call Forward All

• DND

•エグゼクティブとアシスタント

機能キー同期（Feature Key Sync）

BroadSoftサーバ専用の機能。サーバまたはプ
ログラム可能なラインキーのいずれかでコー

ルパークが有効になっている場合は、コール

パーク通知が機能するように、このフィール

ドを有効にする必要があります。

デフォルト：[いいえ（No）]

コールパークモニタ有効（Call Park Monitor
Enable）

このパラメータを [はい（Yes）]に設定する
と、電話機からサーバにサブスクリプション

メッセージ（本文なし）が送信されます。

デフォルト：[いいえ（No）]

BroadSoftホテリングの有効化（Enable
Broadsoft Hoteling）

サブスクリプションメッセージに追加される

有効期限値。デフォルト値は 3600です。
ホテリングサブスクリプション期限切れ

（Hoteling Subscription Expires）

電話システムの監視

107

電話システムの監視

コール機能の設定



説明パラメータ

内線番号でのセキュアなコールを有効にしま

す。オプションは次のとおりです。

• [任意（Optional）]：電話機は現在のセキュ
アコールの動作を維持します。

• [必須（Required）]：電話機は他の電話機
からの非セキュアコールを拒否します。

デフォルト：[任意（Optional）]

セキュアコールのオプション（Secure Call
Option）

ACDの設定

説明パラメータ

電話機の自動着信呼分配（ACD）を有効にし
ます。有効化する場合は [はい（Yes）]を選択
し、無効化する場合は [いいえ（No）]を選択
します。

デフォルト：[いいえ（No）]

Broadsoft ACD

電話機にコールセンターのコールの詳細を表

示できるようにします。有効にする場合は [は
い（Yes）]を選択し、無効にする場合は [いい
え（No）]を選択します。

デフォルト：[いいえ（No）]

コール情報の有効化（Call InformationEnable）

廃棄コードを追加することができます。有効

にする場合は [はい（Yes）]を選択し、無効に
する場合は [いいえ（No）]を選択します。

デフォルト：[いいえ（No）]

廃棄コードの有効化（DispositionCodeEnable）

ユーザによる直近の着信コールをトレースを

有効にします。有効にする場合は [はい
（Yes）]を選択し、無効にする場合は [いいえ
（No）]を選択します。

デフォルト：[いいえ（No）]

トレースの有効化（Trace Enable）

緊急の場合、ユーザがコールをスーパバイザ

にエスカレートすることができます。有効に

する場合は [はい（Yes）]を選択し、無効にす
る場合は [いいえ（No）]を選択します。

デフォルト：[いいえ（No）]

緊急エスカレーションの有効化（Emergency
Escalation Enable）
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説明パラメータ

コールセンターステータスおよびエージェン

トのステータスが表示されます。有効化する

場合は [はい（Yes）]を選択し、無効化する場
合は [いいえ（No）]を選択します。

デフォルト：[いいえ（No）]

キューステータス通知の有効化（QueueStatus
Notification Enable）

プロキシと登録

説明パラメータ

すべてのアウトバウンド要求のためにサービ

スプロバイダーによって設定された SIPプロ
キシサーバとポート番号。例：

192.168.2.100:6060。

ポート番号は任意です。ポートを指定しない

場合は、デフォルトのポート 5060が UDPに
使用され、デフォルトポート5061がTLS用に
使用されます。

このプロキシを別の設定（短縮ダイヤル回線

キー設定など）で参照する必要がある場合は、

$PROXYマクロ変数を使用します。

プロキシ（Proxy）

すべてのアウトバウンド要求が最初のホップ

として送信されます。IPアドレスまたはドメ
イン名を入力します。

アウトバウンドプロキシ（Outbound Proxy）

電話システムの監視

109

電話システムの監視

プロキシと登録



説明パラメータ

この機能は、ネットワークパーティションが

インターネット上に設置されている場合やプ

ライマリプロキシ（またはプライマリアウト

バウンドプロキシ）が応答不可または応対不

可の場合に迅速なフォールバックを提供しま

す。この機能は、代替プロキシがアナログア

ウトバウンド電話接続を備えたサービス統合

型ルータ（ISR）であるため、Verizon導入環
境でうまく機能します。

これらのフィールドにプロキシサーバのアド

レスとポート番号を入力します。電話機がプ

ライマリプロキシと代替プロキシ（またはプ

ライマリアウトバウンドプロキシと代替アウ

トバウンドプロキシ）に登録されたら、電話

機は常にプライマリプロキシ経由で INVITE
SIPメッセージと非 INVITESIPメッセージ（登
録以外）を送信します。電話機は、必ずプラ

イマリプロキシと代替プロキシの両方に登録

します。新しい INVITEのタイムアウト（SIP
RFC仕様に基づく）後にプライマリプロキシ
から応答がなかった場合は、電話機が代替プ

ロキシに接続しようとします。電話機は、必

ず最初にプライマリプロキシを試してから、

プライマリが到達不能な場合にすぐに代替プ

ロキシを試します。

アクティブトランザクション（コール）は、

プライマリプロキシと代替プロキシの間で

フォールバックしません。新しい INVITEで
フォールバックが発生した場合は、それに応

じてサブスクライブ/通知トランザクションが
フォールバックするため、電話機の状態を適

切に維持できます。[プロキシおよび登録
（Proxy and Registration）]セクションの [デュ
アル登録（DualRegistration）]も [はい（Yes）]
に設定する必要があります。

代替プロキシ（Alternate Proxy）

代替発信プロキシ（AlternateOutbound Proxy）
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説明パラメータ

ダイアログ内でアウトバウンドプロキシへの

SIP要求の送信を強制するかどうかを決定しま
す。[アウトバウンドプロキシを使用（Use
Outbound Proxy）]フィールドが [いいえ
（No）]に設定されている場合または [アウト
バウンドプロキシ（Outbound Proxy）]フィー
ルドが空の場合は、無視されます。

デフォルト：[はい（Yes）]

ダイアログで OBプロキシを使用（Use OB
Proxy in Dialog）

プロキシへの定期登録を可能にします。プロ

キシが指定されていない場合、このパラメー

タは無視されます。この機能を有効にする場

合は、[はい（Yes）]を選択します。

デフォルト：[はい（Yes）]

登録（Register）

電話機による登録が成功（動的）しなくても

アウトバウンドコールを発信できるようにし

ます。[いいえ（No）]に設定した場合は、登
録が成功した場合にのみダイヤルトーンが鳴

ります。この機能を有効にする場合は、[はい
（Yes）]を選択します。

デフォルト：いいえ（No）

登録なしでコールを発信（Make Call Without
Reg）

電話機がプロキシへの登録を更新する頻度を

定義します。プロキシが短い期限切れ値で

REGISTERに応答した場合は、電話機が、設
定された値ではなく、その短い値に基づいて

登録を更新します。

登録が "Expires too brief"エラー応答で失敗し
た場合は、電話機がエラーのMin-Expiresヘッ
ダーで指定された値で再試行します。

指定できる範囲は 32～ 2000000です。

デフォルト：3600秒

登録期限切れ（Register Expires）

有効になっている場合、ユーザはコールに応

答するためにプロキシに登録される必要があ

りません。

デフォルト：[いいえ（No）]

登録なしでコールに応答（Ans Call Without
Reg）
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説明パラメータ

プロキシとアウトバウンドプロキシの DNS
SRVルックアップを有効にします。この機能
を有効にする場合は、[はい（Yes）]を選択し
ます。そうしない場合は、[いいえ（No）]を
選択します。

デフォルト：[いいえ（No）]

DNS SRVを使用（Use DNS SRV）

プロキシまたはアウトバウンドプロキシの名

前を基準にDNSSRVルックアップを実行する
とき、電話機でその名前の先頭に _sip._udpを
自動的に追加できるようにします。

デフォルト：[いいえ（No）]

DNSSRV自動プレフィックス（DNSSRVAuto
Prefix）

最高優先順位のプロキシ（またはアウトバウ

ンドプロキシ）がそれよりも低い優先順位の

サーバにフェールオーバーしてから、電話機

が再試行するまでの時間を設定します。

電話機には、サーバ名に対する DNS SRVレ
コードルックアップからのプライマリおよび

バックアッププロキシサーバのリストが必要

です。プロキシの優先順位がわかっている必

要があります。優先順位がわからない場合、

電話機は再試行しません。

指定できる範囲は 0～ 65535です。

デフォルト：3600秒

プロキシのフォールバック間隔（ProxyFallback
Intvl）

[標準（Normal）]または [SRVポートベース
（Based on SRV Port）]を選択します。電話機
は、DNS SRVレコードで返されるプロキシの
内部リストを作成します。

[標準（Normal）]を選択すると、重みと優先
度でランク付けされたプロキシがリストに含

まれます。

[SRVポートベース（Based on SRV Port）]を
選択すると、電話機は標準方式を使用し、最

初にリストされているプロキシポートに基づ

いてポート番号を検査します。

デフォルト：[標準（Normal）]

プロキシ冗長性法式（Proxy Redundancy
Method）
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説明パラメータ

デュアル登録/高速フォールバック機能を有効
にする場合は、はいに設定します。この機能

を有効にするには、[プロキシおよび登録
（Proxy and Registration）]セクションの代替
プロキシ/代替発信プロキシフィールドも設定
する必要があります。

デュアル登録（Dual Registration）

[いいえ（No）]に設定すると、フォールバッ
クが即時かつ自動的に行われます。[プロキシ
フォールバックインターバル（Proxy Fallback
Intvl）]を超えると、すべての新しい SIPメッ
セージはプライマリプロキシに送信されます。

これを [はい（Yes）]に設定すると、現在の登
録の有効期限が切れた場合にのみフォールバッ

クが行われます。つまり、REGISTERメッセー
ジだけがフォールバックをトリガーできます。

たとえば [登録期限切れ（Register Expires）]
の値が 3600秒、[プロキシフォールバックイ
ンターバル（Proxy Fallback Intvl）]の値が 600
秒である場合、フォールバックは 600秒後で
はなく 3600秒後にトリガーされます。[登録
期限切れ（Register Expires）]の値が 600秒、
[プロキシフォールバックインターバル（Proxy
Fallback Intvl）]の値が 1000秒である場合は、
フォールバックが1200秒後にトリガーされま
す。プライマリサーバへの再登録が成功する

と、すべてのSIPメッセージがプライマリサー
バに送信されます。

フェールオーバー時に自動登録（AutoRegister
When Failover）

サブスクライバ情報

説明パラメータ

発信者 IDとして表示される名前。表示名（Display Name）

この回線の内線番号。

このユーザ IDを別の設定で参照する必要があ
る場合（たとえば、回線キーの短縮名など）、

$USERマクロ変数を使用します。

ユーザ ID（User ID）

この回線のパスワード。

デフォルト：空白（パスワード不要）

パスワード
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説明パラメータ

SIP認証の認証 ID。

デフォルト：空白

認証 ID（Auth ID）

プロキシの IPアドレス以外の認証レルムの IP
アドレス。デフォルト値は空白。プロキシの

IPアドレスは認証レルムとして使用されます。

内線 1のパラメータは次のように電話機設定
ファイルに表示されます。

<Reversed_Auth_Realm_1_ ua=”na”>
</Reversed_Auth_Realm_1_>

反転認証レルム（Reversed Auth Realm）

ユーザエージェントがこの回線で自身を識別

するために使用するパラメータ。このフィー

ルドが空白の場合、SIPシグナリングで使用さ
れる実際の URIは自動的に以下の形式になり
ます。

sip:UserName@Domain

ここで、UserNameは [ユーザ ID（User ID）]
でこの回線に指定されているユーザ名、Domain
は [ユーザエージェントドメイン（UserAgent
Domain）]でこのプロファイルに指定されて
いるドメインです。[ユーザエージェントド
メイン（UserAgentDomain）]が空の文字列に
なっている場合は、電話機の IPアドレスがド
メインとして使用されます。

[URI]フィールドは空でないが、SIPまたは
SIPS URLに@文字が含まれない場合は、SIP
シグナリングで使用される実際のURIとして、
このパラメータの末尾に@とデバイスの IP
アドレスが自動的に追加されます。

SIP URI
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XSI回線サービス

説明パラメータ

サーバ名を入力します。例：

xsi.iop1.broadworks.net

XSIホストサーバは、デフォルトで
HTTPプロトコルを使用します。
HTTPSを介したXSIを有効にするに
は、サーバでhttps://を指定するこ

とができます。

（注）

次に例を示します。

https://xsi.iop1.broadworks.net

サーバのポートを指定することもできます。

次に例を示します。

https://xsi.iop1.broadworks.net:5061

ポートを指定しない場合は、指定されたプロ

トコルのデフォルトポートが使用されます。

デフォルト：空白

XSIホストサーバ（XSI Host Server）

XSI認証タイプを決定します。XSI IDとパス
ワードによるアクセスを認証する場合は、ロ

グインクレデンシャルを選択します。電話機

に登録されている SIPアカウントの登録ユー
ザ IDとパスワードによるアクセスを認証する
場合は、SIPクレデンシャルを選択します。

デフォルト：[ログインクレデンシャル（Login
Credentials）]

XSI認証タイプ（XSI Authentication Type）

電話機ユーザの BroadSoftユーザ ID
（johndoe@xdp.broadsoft.comなど）。

XSI認証タイプの場合は、ログインユーザ ID
を入力する必要があります。ログインユーザ

IDがない場合、BroadWorks Anywhereの機能
は動作しません。

デフォルト：空白

ログインユーザ ID（Login User ID）
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説明パラメータ

ログインユーザ IDに関連付けられた英数字
パスワード。

XSI認証タイプにログインクレデンシャルを
選択する場合は、ログインパスワードを入力

します。

デフォルト：空白

ログインパスワード（Login Password）

BroadWorksAnywhere機能を内線番号で有効に
します。

はいを選択すると、Anywhereはこの回線で有
効になり、ユーザは [電話]メニューを使用し
て、この特定の回線に複数の場所を追加する

ことができます。

デフォルト：[はい（Yes）]

Anywhereの有効化

回線でのXSI発信者 IDブロック機能を有効に
します。

[はい（Yes）]を選択して、XSIインターフェ
イスを使用したサーバでの発信者 IDステータ
スブロックの同期を有効にします。電話機の

ローカルブロック発信者 idの設定を使用する
場合は、[いいえ (No)]を選択します。

ブロック CIDの有効化

XSIサービスを介して回線上の不在転送ステー
タスの同期を有効または無効にします。

[はい (Yes)]を選択して、電話機がXSIサービ
スを使用してサーバと不在転送のステータス

を同期するようにします。この機能を無効に

するにはいいえを選択します。

（注） •機能キー同期が [はい]に設定さ
れている場合、fksは XSI同期
の優先順位を取得します。

• XSIホストサーバとクレデン
シャル情報が入力されず、[Cfwd
Enable]フィールドが[はい
(Yes)]に設定されている場合、
電話機のユーザは電話機でコー

ルを転送することはできませ

ん。

CFWD有効
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説明パラメータ

XSIサービスを介して回線上のDNDステータ
ス同期を有効または無効にします。

[はい (Yes)]を選択して、電話機がXSIサービ
スを使用してDNDステータスをサーバと同期
するようにします。この機能を無効にするに

はいいえを選択します。

（注） •機能キー同期が [はい]に設定さ
れている場合、fksは XSI同期
の優先順位を取得します。

• XSIホストサーバとクレデン
シャル情報が入力されず、DND
Enableフィールドが [はい(Yes)]
に設定されている場合、電話機

のユーザは電話機で DNDモー
ドをオンにすることができませ

ん。

DND有効

音声の設定

説明パラメータ

すべてのコールに対する優先コーデックコー

ルで実際に使用されるコーデックは、コーデッ

クのネゴシエーションプロトコルの結果によっ

ても異なります。

次のいずれかを選択します。

• G711u

• G711a

• G729a

• G729ab

• G722

• G722.2

• iLBC

• OPUS

• iSAC

デフォルト：G711u

優先コーデック（Preferred Codec）
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説明パラメータ

他のいずれかのコードを使用するには、[いい
え（No）]選択します。優先コードのみを使
用するには、[はい（Yes）]を選択します。[は
い（Yes）]を選択すると、遠端側が優先コー
デックをサポートしていない場合、コールは

失敗します。

デフォルト：[いいえ（No）]

優先コーデックのみを使用（Use Pref Codec
Only）

最初のコーデックが失敗する場合に使用する

コーデック。

デフォルト：Unspecified

第 2優先コーデック（Second PreferredCodec）

2番目のコーデックが失敗する場合に使用する
コーデック。

デフォルト：Unspecified

第 3優先コーデック（Third Preferred Codec）

G.711uコーデックの使用を有効にします。

デフォルト：[はい（Yes）]

G711u有効（G711u Enable）

G.711aコーデックの使用を有効にします。

デフォルト：[はい（Yes）]

G711a有効（G711a Enable）

8 kbpsで G.729aコーデックの使用を有効にす
るには、はいを選択します。そうしない場合

は、[いいえ（No）]を選択します。

デフォルト：[はい（Yes）]

G729a有効（G729a Enable）

G.722コーデックの使用を有効にします。

デフォルト：[はい（Yes）]

G722有効（G722 Enable）

G.722.2コーデックの使用を有効にします。

デフォルト：[いいえ（No）]

G722.2有効（G722.2 Enable）

iLBCコーデックの使用を有効にします。

デフォルト：[はい（Yes）]

iLBC有効（iLBC Enable）

iSACコーデックの使用を有効にします。

デフォルト：[はい（Yes）]

iSAC有効（iSAC Enable）

OPUSコーデックの使用を有効にします。

デフォルト：[はい（Yes）]

OPUS有効（OPUS Enable）
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説明パラメータ

無音抑制を有効にして無音音声フレームが転

送されないようにするには、[はい（Yes）]を
選択します。そうしない場合は、[いいえ
（No）]を選択します。

デフォルト：いいえ（No）

無音抑制有効（Silence Supp Enable）

DTMF信号を遠端に送信する方式。次のオプ
ションがあります。

• [AVT]：音声ビデオトランスポート。
DTMFを AVTイベントとして送信しま
す。

• [インバンド（InBand）]：音声パスを使用
して DTMFを送信します。

• [自動（Auto）]：コーデックネゴシエー
ションの結果に基づいてインバンドまた

は AVTを使用します。

• [INFO]：SIP INFO方式を使用します。

DTMF送信方式（DTMF Tx Method）

[デフォルト（Default）]に設定すると、Cisco
IP Phoneは、200 OK応答で招待に応答し、優
先コーデックのみをアドバタイズします。[す
べてリスト（List All）]に設定すると、Cisco
IP Phoneは、電話機がサポートするすべての
コーデックをリスト化して応答します。デフォ

ルト値は [デフォルト（Default）]です。また
は優先コーデックのみで応答します。

コーデックネゴシエーション（Codec
Negotiation）

セキュアコール中に使用される暗号化方式。

オプションは [AES 128]と [AES 256 GCM]で
す。

デフォルト：128。

暗号化方式（Encryption Method）
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ダイヤルプラン

説明パラメータ

選択した内線のダイヤルプランスクリプト。

ダイヤルプラン構文を使用すると、特定のゲー

トウェイで使用する次の 3つのパラメータを
指定できます。

• uid：認証ユーザ ID

• pwd：認証パスワード

• nat：このパラメータが存在する場合は、
NATマッピングを使用します。

各パラメータはセミコロン（;）で区切ります。

ダイヤルプラン(Dial Plan)

インバウンド発信者 ID番号を別の文字列に
マッピングできます。たとえば、+44xxxxxx
で始まる番号を 0xxxxxxにマッピングできま
す。この機能の構文はダイヤルプランパラ

メータの構文と同じです。このパラメータを

使用すると、画面に表示される発信者 ID番号
とコールログ記録をマッピングする方法を指

定できます。

発信者 IDマップ（Caller ID Map）

URIダイヤルを有効または無効にします。URIダイヤルの有効化(Enable URI Dialing)

緊急番号のカンマ区切りのリストを入力しま

す。このいずれかの番号がダイヤルされると、

装置のCONF、HOLD、または他の同様のソフ
トキーやボタンの処理が無効になり、現在の

コールが誤って保留にされるのを防ぎます。

また、電話機ではフックフラッシュイベント

処理も無効になります。

緊急通報を終了できるのは遠端だけです。コー

ルが終了されて受話器がオンフックの状態に

戻されると、電話機は通常の状態に復元され

ます。

最大63文字を入力できます。デフォルトは空
白（緊急番号なし）です。

緊急番号（Emergency Number）
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E911地理位置情報の設定

E911地理位置情報の設定

説明パラメータ

緊急通報サービスプロバイダーがお客様に割

り当てる汎用一意識別子（UUID）。

識別子の最大長は 128文字です。デフォルト
は空白に設定されます。

会社の UUID

暗号化された HTTPS電話機ロケーションリ
クエスト。このリクエストでは、電話機の IP
アドレス、MACアドレス、ネットワークアク
セス識別子（NAI）、ネットワークスイッチ
メーカーが割り当てたシャーシ IDおよびポー
ト IDが使用されます。このリクエストには、
ロケーションサーバ名とカスタマー IDも含
まれます。

緊急通報サービスプロバイダーが使用するサー

バは、ユーザの電話機の IPアドレスに関連付
けられているロケーション Uniform Resource
Identifier（URI）を保持している緊急応答ロ
ケーション（ERL）を使用して応答します。

デフォルトは空白に設定されます。

プライマリリクエスト URL

ユーザの電話機のロケーションを取得するた

めに、緊急通報サービスプロバイダーのバッ

クアップサーバに送信される暗号化された

HTTPSリクエスト。

デフォルトは空白に設定されます。

セカンダリリクエスト URL

電話機の緊急通報サポートに関する用語の説明は、緊急通報のサポート用語を参照してくださ

い。

ユーザ

保留リマインダ

説明パラメータ

別のコールが保留にされたときにアクティブ

コールでリングスプラッシュが聞こえる時間

遅延（秒単位）を指定します。

デフォルト：0

保留リマインダタイマー（Hold Reminder
Timer）
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説明パラメータ

タイマー呼出音の音量を指定します。保留リマインダ呼出音（Hold Reminder
Ringtone）

コール転送

説明パラメータ

不在転送を有効にするには、[はい（Yes）]を
選択します。

Cfwd設定（Cfwd Setting）

コールを転送する内線番号を入力します。不在転送宛先（Cfwd All Dest）

回線が使用中のときにコールを転送する内線

番号を入力します。

デフォルト：[ボイスメール（voicemail）]

話中転送宛先（Cfwd Busy Dest）

コールが応答されないときにコールを転送す

る内線番号を入力します。

デフォルト：[ボイスメール（voicemail）]

無応答時転送宛先（Cfwd No Ans Dest）

無応答のコールを転送する前に待機する遅延

時間（秒単位）を入力します。

デフォルトは 20秒です。

無応答時転送遅延（Cfwd No Ans Delay）

スピードダイヤル

説明パラメータ

特定の短縮ダイヤル番号に割り当てられた名

前。

デフォルト：空白

短縮ダイヤル名（2～ 9）

短縮ダイヤル2、3、4、5、6、7、8、または9
に割り当てられたターゲット電話番号（また

はURL）。番号キー（2～9）を押すと、割り
当てた番号にダイヤルされます。

デフォルト：空白

短縮ダイヤル番号（2～ 9）
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捕足サービス

説明パラメータ

コールウェイティングサービスを有効または

無効にします。

デフォルト：[はい（Yes）]

CW設定（CW Setting）

ブロック CIDサービスを有効または無効にし
ます。

デフォルト：[いいえ（No）]

ブロック CID設定（Block CID Setting）

非通知着信ブロックサービスを有効または無

効にします。

デフォルト：[いいえ（No）]

ブロック ANC設定（Block ANC Setting）

ユーザに関するDND設定オプションを有効ま
たは無効にします。

DNDの設定（DND Setting）

ハンドセットのLEDアラートを有効または無
効にします。オプション：[ボイスメール
（Voicemail）]および [ボイスメール、不在着
信（Voicemail, Missed Call）]。

デフォルト：[ボイスメール（Voicemail）]

ハンドセット LEDアラート（Handset LED
Alert）

セキュアコールを有効または無効にします。

デフォルト：[いいえ（No）]

セキュアコール設定（Secure Call Setting）

ダイヤルアシスタンス機能を有効または無効

にします。

デフォルト：[いいえ（No）]

[ダイヤルアシスタンス（Dial Assistance）]

ページ化コールの自動応答を有効または無効

にします。

デフォルト：[はい（Yes）]

自動応答ページ（Auto Answer Page）
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説明パラメータ

電話機で使用するオーディオのタイプを選択

します。[スピーカー（Speaker）]および [ヘッ
ドセット（Headset）]のオプションがありま
す。

電話機で使用するオーディオのタイプを選択

します。[スピーカー（Speaker）]および [ヘッ
ドセット（Headset）]のオプションがありま
す。

デフォルト：[なし（None）]

優先オーディオデバイス（Preferred Audio
Device）

電話機の時間形式を選択します（12時間また
は 24時間）。

デフォルト：12hr

時間フォーマット（Time Format）

電話機の日付形式を選択します（[月/日
（month/day）]または [日/月
（day/month）]）。

デフォルト：[月/日（month/day）]

日付書式(Date Format)

不在着信のショートカットを作成するための

オプションを有効または無効にします。

不在着信のショートカット（Miss Call
Shortcut）

アラートトーンを有効または無効にします。アラートトーンオフ（Alert Tone Off）

特定の内線に関する不在着信ログを有効また

は無効にします。

内線（n）の不在着信を記録（LogMissedCalls
for EXT (n)）

共有回線DNDコール転送を有効または無効に
します。

共有回線 DNDコール転送有効（Shared Line
DND Cfwd Enable）

音量

説明パラメータ

呼出音のデフォルトの音量を設定します。

デフォルト：9

呼出音音量（Ringer Volume）

スピーカーフォンのデフォルトの音量を設定

します。

デフォルト：8

スピーカーの音量（Speaker Volume）
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説明パラメータ

ハンドセットのデフォルトの音量を設定しま

す。

デフォルト：10

ハンドセットの音量（Handset Volume）

ヘッドセットのデフォルトの音量を設定しま

す。

デフォルト：10

ヘッドセットの音量（Headset Volume）

Bluetoothデバイスのデフォルトの音量を設定
します。

Bluetoothの音量（Bluetooth Volume）

電子フックスイッチ（EHS）機能を有効また
は無効にします。

EHSが有効にされると、AUXポートから電話
機のログが出力されなくなります。

電子フックスイッチ制御

画面

説明パラメータ

電話機のスクリーンセーバーを有効にします。

指定された期間にわたって電話機のアイドル

状態が続くと、スクリーンセーバーモードが

開始されます。

デフォルト：いいえ（No）

スクリーンセーバー有効（Screen Saver
Enable）

スクリーンセーバーが表示されるまでのアイ

ドル時間。

スクリーンセーバーを起動するまでのアイド

ル時間を秒数で入力します。

デフォルト：300

スクリーンセーバー待機（Screen SaverWait）
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説明パラメータ

スクリーンセーバーのタイプ。次のオプショ

ンを選択できます。

• [クロック（Clock）]：壁紙を背景にした
丸いクロックを表示します。

• [クロック（Clock）]：画像のない背景に
デジタルクロックを表示します。

• [画像をダウンロード（Download
Picture）]：写真Webページからプッシュ
された画像を表示します。

• [ロゴ（Logo）]：ロゴを電話機の背景とし
て追加できます。

• [ロック（Lock）]：スクリーンセーバー
のロックを有効にします。

スクリーンセーバータイプ（Screen Saver
Type）

スクリーンセーバーを更新するまでの秒数（画

像の回転を選択した場合など）。

スクリーンセーバー更新期間（Screen Saver
Refresh Period）

バックライトタイマーをオンにする秒数。バックライトタイマー（Back Light Timer）

適切な明るさの値を入力します。画面の明るさ（Display Brightness）

電話機の起動時に表示される電話画面表示の

タイプ。次のオプションを選択できます。

•デフォルト（Default）

•画像をダウンロード（Download Picutre）

•ロゴ（Logo）

•テキスト（Text）

起動表示（Boot Display）
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説明パラメータ

電話機の起動時に表示されるテキスト。たと

えば、サービスプロバイダーは次のようなロ

ゴテキストを入力できます。

•最大 2行までのテキスト

•各行は 32文字未満にする必要がある

•行間に改行文字（\n）を挿入する

•エスケープコード %0aを挿入する

次に例を示します。

Super\n%0aTelecom

表示：

Super

Telecom

書式設定用のスペースを追加するには、+記
号を使用します。たとえば、テキストを中央

に配置するためにその前後に複数の +記号を
追加できます。

テキスト表示（Text Display）

[画像をダウンロード（Download Picture）]を
設定した場合、画像をダウンロードして電話

画面の背景をカスタマイズできます。

電話機の背景のタイプ（Phone Background
Type）

電話画面の背景に表示されるファイル（.png）
を検索する URL。

詳細については、電話機の情報とディスプレ

イの設定を参照してください。

画像ダウンロード URL（Picture Download
URL）

電話画面にロゴを表示するためのファイル

（.png）を検索する URL。
ロゴURL（Logo URL）

ビデオ構成

説明パラメータ

電話機のビデオを有効にします。有効にする

場合は [はい（Yes）]を選択し、無効にする場
合は [いいえ（No）]を選択します。

デフォルト：[はい（Yes）]

ビデオ（Video）
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説明パラメータ

ビデオ送信時の露光量を決定します。0～ 15
の範囲の値を入力します。

デフォルト：8

カメラ露出（Camera Exposure）

アテンダントコンソール

一般

[アテンダントコンソール（Att Console）]というラベルが付いたアテンダントコンソールタ
ブは、[管理者ログイン（Admin Login）] > [詳細（advanced）]モードでのみ使用できます。

（注）

説明パラメータ

サブスクリプションが有効な期間を指定しま

す。指定された期間が経過すると、Cisco
AttendantConsoleは新しいサブスクリプション
を開始します。

デフォルト：1800

サブスクライブの有効期限（SubscribeExpires）

サブスクリプションが失敗した場合に再試行

するまで待機する時間を指定します。

デフォルト：30

サブスクライブ再試行インターバル（Subscribe
Retry Interval）

Cisco Attendant Consoleユニットの数を指定し
ます。

デフォルト：0

ユニット数（Number of Units）

サブスクライブを試行するまでの遅延の長さ。

デフォルトは 1です。

サブスクライブの遅延（Subscribe Delay）

電話の接続に使用するサーバタイプを指定し

ます。

使用可能なオプション

• BroadSoft

• SPA9000

•アスタリスク

• RFC3265_4235

• Sylantro

サーバタイプ（Server Type）

電話システムの監視

128

電話システムの監視

アテンダントコンソール



説明パラメータ

電話機に関連付けられているキー拡張モジュー

ルのタイプを選択できます。次のオプション

があります。

• BEKEM

• CP-8800-音声: Cisco IP Phone 8851および
8861 (音声電話機)でのみサポートされて
います。

• CP-8800-ビデオ: Cisco IP Phone 8865 (ビデ
オ電話機)でのみサポートされています。

デフォルト: BEKEM

KEMタイプ

電話機のユーザに対して設定されている [話中
ランプフィールド (BLF)]リストの Uniform
Resource Identifier (URI)を、BroadSoftサーバ
上で使用します。

このフィールドは、電話機がBroadSoftサーバ
に登録されている場合にのみ適用されます。

BLFリストは、電話機が監視を許可されてい
る回線を持つユーザのリストです。詳細につ

いては、その他の電話機を監視するための電

話機の設定を参照してください。

BLFリストの URIは、<URI name>@<
server>の形式で指定する必要があります。
指定されたBLFリストURIは、BroadSoftサー
バ上の [URI: sip]リストに設定されている値
と同じである必要があります。

デフォルト：空白

XML設定の例を次に示します。
<BLF_List_URI
ua="na">MonitoredUsersList@sipurash22.com</BLF_List_URI>

BLF List URI
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説明パラメータ

BLFリストのモニタリングがアクティブのと
きに、電話機がそのラインキーを使用してBLF
リストを監視するかどうかを制御します。

[いいえ (No)]に設定した場合、電話機はキー
拡張モジュールキーのみを使用して BLFリス
トを監視します。

この設定は、BLFListが [表示 (Show )]に設定
されている場合にのみ、意味があります。

デフォルト：[いいえ（No）]

XML設定の例を次に示します。
<Use_Line_Keys_For_BLF_List
ua="na">Yes</Use_Line_Keys_For_BLF_List>

BLFリストに回線キーを使用（Use Line Keys
For BLF List）
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説明パラメータ

ユーザがオンラインキーを設定することを許

可されている機能。

機能を許可するには、次の図のように、対応

するオプションを追加します。セミコロン (;)
を使用してオプションを区切ります。

•スピードダイヤル: sd

•ユーザを監視する話中ランプフィールド
(BLF)キー: blf

•モニタ対象回線からのコールピックアッ
プ: cp

このオプションは、blfオプショ

ンが追加された場合にのみ有効

です。

（注）

デフォルト: sd;

Sdオプションを自動的に追加する

と、ユーザは、[blf]オプションが

追加されたときに、監視回線への短

縮ダイヤル (blfによる短縮ダイヤル)
を設定できます。

（注）

たとえば、すべての機能を許可するには、次

のようにします。

sd;blf;cp

XML設定の例を次に示します。
<Customizable_PLK_options
ua="na">sd;</Customizable_PLK_options>

カスタマイズ可能な PLKオプション

BLFリストの監視をアクティブまたは非アク
ティブにします。

[表示 (Show)]に設定すると、電話機は、使用
可能なラインキーを順番に割り当てて、BLF
リストエントリを監視します。BLFリストキー
のラベルには、監視対象のユーザの名前と監

視対象の回線のステータスが表示されます。

この設定は、BLFリスト URIが設定されてい
る場合にのみ意味があります。

XML設定の例を次に示します。
<BLF_List ua="rw">Show</BLF_List>

BLFリスト
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説明パラメータ

アテンダントコンソールディスプレイのテキ

スト、行、および背景のコントラスト。1～
30の数値を入力します。数値が大きいほど、
ディスプレイのコントラストが高くなります。

デフォルト：12

アテンダントコンソール LCDの明るさ
（Attendant Console LCD Brightness）

[はい（Yes）]に設定すると、*コードが短縮
ダイヤル拡張機能で定義されている場合、電

話機はブラインド転送を実行します。[いいえ
（No）]に設定すると、現在のコールが保留
され、新しいコールが短縮ダイヤル先に開始

されます。

デフォルト：[いいえ（No）]

BXfer to Starcodeを有効（BXfer to Starcode
Enable）

[はい（Yes）]に設定すると、短縮ダイヤルの
ファンクションキーが選択されている場合、

電話機はブラインド転送を実行します。[いい
え（no）]に設定すると、現在の接続された
コールが保留され、新しいコールが短縮ダイ

ヤル先に開始されます。

たとえば、ユーザが短縮ダイヤル機能を使用

してコールをパークする場合、パラメータが

有効になっていると、ブラインド転送がパー

キングロットに実行されます。このパラメー

タが有効になっていない場合は、在席転送が

パーキングロットに実行されます。

デフォルト：[いいえ（No）]

短縮ダイヤルでの BXferを有効（BXfer On
Speed Dial Enable）

[はい（Yes）]に設定すると、リモート番号に
ブラインド転送を実行します。[いいえ（No）]
に設定すると、リモート番号へのブラインド

転送が無効になります。

Remote Party Numberの BXferを有効（BXfer
To Remote Party Number Enable）

電話画面での BLFの表示モードを選択するオ
プション。

デフォルト：空白

BLFラベル表示モード（BLF Label Display
Mode）

部門

アテンダントコンソールユニットの各回線キーのプログラミング情報を入力します。
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説明パラメータ

電話機に追加されたキー拡張モジュールが有

効になっているかどうかを示します。

ユニット有効（Unit Enable）

電話機に追加されたキー拡張モジュールがア

クティブになっているかどうかを示します。

オンラインユニット（Unit Online）

電話機に追加されたキー拡張モジュールのハー

ドウェアバージョンを表示します。

HWバージョン（HW Version）

電話機に追加されたキー拡張モジュールのソ

フトウェアバージョンを表示します。

SWバージョン（SW Version）

TR-069

TR-069

説明パラメータ

TR-069機能を有効または無効にするための設定。

デフォルト：[無効（Disabled）]

TR-069の有効化（Enable
TR-069）

CPE WAN管理プロトコルを使用する ACSの URL。このパラ
メータは、有効な HTTP URLまたは HTTPS URL形式でなけ
ればなりません。SSLまたは TLSを使用する場合、ACS証明
書を検証するためにこの URLのホスト部分が CPEで使用さ
れます。

ACS URL

ACSで CPE WAN管理プロトコルを使用している場合、ACS
に対して CPEを認証するためのユーザ名。このユーザ名は、
CPEの HTTPベースの認証でのみ使用されます。

ユーザ名が設定されない場合、デフォルトとして adminが使
用されます。

ACSユーザ名（ACS
Username）

特定のユーザがACSにアクセスするためのパスワード。この
パスワードは、CPEの HTTPベースの認証でのみ使用されま
す。

パスワードが設定されない場合、デフォルトとして adminが
使用されます。

ACSパスワード（ACS
Password）

現在使用されている ACSの URL。これは読み取り専用の
フィールドです。

使用中のACSURL（ACSURL
In Use）

CPEに対して接続要求を行う ACSの URL。接続要求 URL（Connection
Request URL）
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説明パラメータ

CPEに対して接続要求を行う ACSを認証するためのユーザ
名。

接続要求ユーザ名（Connection
Request Username）

CPEに対して接続要求を行うACSを認証するために使われる
パスワード。

接続要求パスワード

（Connection Request
Password）

[定期通知有効（Periodic Inform Enable）]が [はい（Yes）]に
設定されている場合、CPEがACSとの接続を試行する間隔を
秒数で入力します。

デフォルト値は 20秒です。

定期情報インターバル

CPE接続要求を有効または無効にするための設定。デフォル
ト値は「はい（Yes）」です。

定期通知有効（Periodic Inform
Enable）

TR-069トランザクションログを有効または無効にするための
設定。

デフォルト値は [いいえ（No）]です。

TR-069追跡可能性（TR-069
Traceability）

CPE WAN管理プロトコル（CWMP）サポートを有効または
無効にするための設定。無効に設定すると、電話機はACSに
通知メッセージを送信せず、ACSからの接続要求を受け入れ
ることもありません。

デフォルト値は「はい（Yes）」です。

CWMPV1.2サポート（CWMP
V1.2 Support）

音声オブジェクトを変更するための設定。[はい（Yes）]を選
択すると、すべての音声オブジェクトが工場出荷時時のデフォ

ルト値に初期化されます。[いいえ（No）]を選択すると、現
在の値が保持されます。

TR-069音声オブジェクト初期
化（TR-069 VoiceObject Init）

DHCP設定を変更するための設定。[はい（Yes）]を選択する
と、ACSのDHCP設定が初期化されます。[いいえ（No）]を
選択すると、現在の DHCP設定が保持されます。

TR-069 DHCPオプション初期
化（TR-069DHCPOption Init）

TR-069フォールバックサポートを有効または無効にするため
の設定。

電話機でDHCPを使用したACSの検出試行に失敗した場合、
次は DNSを使用して ACS IPアドレスを解決します。

TR-069フォールバックサポー
ト（TR-069 Fallback Support）

CPE WAN管理プロトコルを使用する ACSのバックアップ
URL。このパラメータは、有効な HTTP URLまたは HTTPS
URL形式でなければなりません。SSLまたは TLSを使用する
場合、ACS証明書を検証するためにこのURLのホスト部分が
CPEで使用されます。

バックアップ ACS URL
（BACKUP ACS URL）
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説明パラメータ

ACSで CPE WAN管理プロトコルを使用している場合、ACS
に対してCPEを認証するためのバックアップユーザ名。この
ユーザ名は、CPEのHTTPベースの認証でのみ使用されます。

バックアップ ACSユーザ
（BACKUP ACS User）

特定のユーザがACSにアクセスするためのバックアップパス
ワード。このパスワードは、CPEの HTTPベースの認証での
み使用されます。

バックアップACSパスワード
（BACKUP ACS Password）

上記のパラメータを設定しない場合は、DHCPオプション 60、43、および 125を使
用してフェッチすることもできます。

（注）

コール履歴

電話機のコール履歴が表示されます。表示される情報を変更するには、次のタブからコール履

歴のタイプを選択します。

•すべてのコール

•不在履歴

•受信

•発信

パーソナルディレクトリにコール情報を追加するには、[ディレクトリに追加（AddtoDirectory）]
を選択します。

パーソナルディレクトリ

パーソナルディレクトリには、ユーザが一連の個人の番号を保存できます。ディレクトリエ

ントリには、次の連絡先情報を含めることができます。

•番号（電話番号）

• [名前（Name）]

•作業

•携帯（Mobile）

•自宅（Home）

•スピードダイヤル（Speed Dials）

連絡先情報を編集するには、[連絡先の編集（Edit Contacts）]をクリックします。
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