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話の設定 SIP 設定 
目標
 
セッション開始プロトコル（SIP）はシグナリング プロトコルですインターネット プロトコル
（IP）上の音声およびビデオ コールのようなコミュニケーションのセッションを管理するために
使用される。 プロトコルが作成し、修正し、ユニキャストを終えるか、またはセッションをマル
チキャストするのに使用することができます。 1つ以上のメディア ストリームはセッションにあ
るかもしれません。 他の Voice over Internet Protocol （VoIP）プロトコルのように、SIP によっ
てはパケット テレフォニーネットワーク内のシグナリングおよびセッション管理の機能が当たり
ます。 信号を送ることはネットワーク境界を渡る呼び出し情報の交通機関を可能にします。 セッ
ション管理はエンドツーエンド コールの属性を制御する機能を提供します。
 
SIP のアプリケーションはマルチメディア ディストリビューションを、ファイル・トランスファ
ー流す、ビデオ会議が等含まれています。 SIP はトランスポート層のアプリケ− ションレイヤプ
ロトコル依存しないです。
 
この資料の目標は IP Phone 8800 シリーズ Multiplatform 電話モデルの SIP 設定の設定を拡張機
能 on Cisco 説明することです。
  
適当なデバイス | ファームウェア バージョン
 

IP Phone 8800 シリーズ | 11.0.1 （遅のダウンロード）
 

この記事で参照される 8800 シリーズ電話は特定のコール コントローラを使用するエンタープラ
イズ電話ではないです。 電話の 2 つの異なる型を比較することを望んだ場合チェックは比較しま
したり及び対照します: Cisco IP MPP 電話及び Cisco Unified IP Phones。
  
Multiplatform ファームウェアが付いている電話
 
MPP 電話はテレフォニーサービス インターネット サービス プロバイダー（ITSP）からのサービ
スまたは IP 私用構内交換機（PBX）呼出し制御サーバを必要とします。 呼出す WebEx は本部を
鳴らし、Verizon は ITSP の例です。 Cisco MPP 電話を使用する IP PBX サービスのいくつかの
例はプラットフォーム含み、アスタリスクをつけ、Centile Metaswitch。
 
これらの ITSP および IP PBX コール コントローラはコール パークおよび音声メールのようなサ
ービスを提供するために電話およびコール コントローラが互いに通信する別途のシステムです。
MPP 電話が特定のコール コントローラを使用しないので、アクセスおよび手順は変わります。
 

 
アスタリスク ヘルプ サイト
 
SIP 設定のために Help ページ アスタリスク Wiki。
  

各コール コントローラは異なる手順に従うことができます従ってあなたのがどのようにはたらく
か丁度言うことができません。 特定の音声メール コマンドで情報およびヘルプに関しては、選択
したプロバイダからのヘルプ サイトを参照して下さい。 管理者がある場合、詳細および可能性の
あるトレーニングのためにそれらに連絡できます。

https://software.cisco.com/download/home/284729655
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-8800-series/1574-Compare-and-Contrast-Cisco-IP-MPP-Phones-and-Cisco-Unified-IP-Phones.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-8800-series/1574-Compare-and-Contrast-Cisco-IP-MPP-Phones-and-Cisco-Unified-IP-Phones.html
https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/Hello+World
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SIP 設定のための他の可能性のある 設定
 
ステップ 1. Webベース ユーティリティへのログインは『Admin』 をクリック しましたり > 進み
。 高度管理者ページに連れて行かれます。
 

ステップ 2.音声 > 拡張をクリックして下さい（1 つ、2、3、4、5）は SIP 設定におよびスクロー
ルします。
 
注: この例では、Ext1 は使用されます。
 

ステップ 3. SIP 転送するドロップダウン メニューからトランスポートレイヤプロトコルを選択し
て下さい。 選択できる基準は、次のとおりです。
 

TCP： トランスミッション コントロール プロトコル（TCP）は信頼できる、命令されて提
供する、およびパケットのエラー チェックされたストリームですコネクション オリエンテッ
ド プロトコル ネットワークのクリア接続を可能にする。
UDP： User Data Protocol （UDP）はデータパケットの配信のためのコネクションレス型メ
ッセージング プロトコルです。
TLS： Transport Layer Security （TLS）はネットワーク上の音声データの転送の保護された
方式です。 それは保護および認証通信のための標準プロトコルです。
 

注: この例では、UDP は選択されます。
 

ステップ 4 SIP 100REL 有効ドロップダウン メニューで、仮応答の信頼できる伝達および仮応答
確認応答（PRACK）要求の使用のための 100REL SIP 拡張のサポートを有効に するために『
Yes』 を選択 して下さい。 SIP メッセージ形式の 100REL および PRACK 両方拡張機能は信頼
できるプロビジョニングのために使用されます。 無効に なるために『No』 を選択 して下さい。
これがデフォルト設定です。



注: SIP は応答の 2 つの型を定義します: 仮および最終的。 最終的な応答（2xx-6xx）は要求処理
の結果を運び、確実に送信 されます。 この例では選択されません。
 

ステップ 5 Auth 再同期再度ブートするドロップダウン メニューで、呼出再同期再度ブートする
メッセージを受け取るとき SIP サーバがサーバを認証するように『Yes』 を選択 して下さい。
デフォルトは no です。
 
注: この例では、はい選択されます。
 

SIP リモート パーティ ID ドロップダウン メニューからのステップ 6. （オプションの）は、また
はいいえヘッダからの a の代りにリモート パーティ ID ヘッダの使用を可能にするために『
Yes』 を選択 しません。 SIP リモート パーティ ID ヘッダはコーリングパーティを識別し、ユー
ザ パーティ、画面をおよびコールがどのように示されるか、または選別されるか示すプライバシ
ー ヘッダが含まれています。 デフォルトは YES です。
 
注: この例では、はい選択されます。
 

参照ターゲット連絡先ドロップダウン リストからのステップ 7. （オプションの）は、参照ター
ゲットかいいえに連絡先がそれを拒否するように『Yes』 を選択 しません。
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注: この例では選択されません。
 

ステップ 8 参照ターゲット Bye 遅延フィールドでは、秒に値を入力して下さい。 これは参照タ
ーゲットが BYE メッセージを送信 することを再試行する時間です。 デフォルト値は 0 です。
 
注: この例では、1 つは使用されます。
 

Auth からのステップ 9. （オプションの）はドロップダウン メニューを誘いませんでしたり、
SIP プロキシから最初の着信のための許可概要に要求を誘わせますまたはいいえ『Yes』 を選択
します。
 
注: この例では選択されません。
 

セット G729 annexb ドロップダウン メニューからのステップ 10. （オプションの）は、オプシ
ョンを選択します。 G729 annexb が場合の音声 アクティビティを監察するのに使用されていま
す。 デフォルトは none です。 オプションは次のとおりです:
 

なし— G729 annexb を無効に するためにこれを選択して下さい。
非 G729 annexb を無効に するためにこれを選択して下さい。
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はい—電話の G729 annexb を有効に するためにこれを選択して下さい。
続いて下さい無音補足設定に— VoIP サーバの設定を抑制する無音に続くためにこれを選択
して下さい。
 

ステップ 11： 音声品質レポート Address フィールドでは、音声レポートを送信するために音声
品質レポート サーバの IPv4 アドレスを入力して下さい。
 
注: この例では、192.168.100.147 は使用されます。
 

ステップ 12： （オプションの）ユーザ等号電話ドロップダウン メニューから、ヘッダをからの
、に有効に するか、または無効に するためにまたはいいえ『Yes』 を選択 しないし「
user=phone」添付ファイルが含まれていることからの SIP メッセージの行を要求して下さい。
 
注: この例では選択されません。
 



ステップ 13： SIP Port フィールドでは、SIP メッセージのポート番号を入力して下さい。 デフ
ォルト値はすべてのトランスポートレイヤプロトコルのための 5060 です。
 
注: この例では、5060 は使用されます。
 

ステップ 14： EXT SIP Port フィールドでは、外部 SIP ポート番号を入力して下さい。
 
注: この例では、5070 は使用されます。
 

ステップ 15： （オプションの） SIP で適切なヘッダをプロキシ必要としますフィールドを入力
して下さい。 SIP プロキシ必要とプロキシによってサポートする必要があるプロキシに敏感な機
能を示すのに使用されています。 SIP プロキシはこのヘッダがユーザ エージェントによって与え
られるとき特定の拡張かパラメータをサポートできます。 プロキシが設定の後でさえもこのフィ
ールドをサポートしない場合、サポートされていない言うメッセージは送信 されます。
 



注: この例では、それは空のままになります。
 

ステップ 16： Referor Bye 遅延フィールドの秒に適切な一定期間に入って下さい。 電話はコール
転送が完了したら古いコール ログを終了するために BYE メッセージを送信 します。 この機能に
関する多くの遅延設定があります。 彼らは Referor、ターゲットを参照し、ターゲットを審判を
し、参照します。
 
注: Referor Bye 遅延のデフォルト値は 4.です。
 

ステップ 17： 審判員 Bye 遅延フィールドでは、秒に適切な一定期間に入って下さい。 デフォル
ト値は 0 です。
 

ステップ 18： （オプションの）スティッキ 183 ドロップダウン メニューから、電話が最初の
183 を受け取った後 180 の SIP 応答を更に無視することを可能にするために『Yes』 を選択 し
て下さい送信のための SIP 応答が誘う。 受け入れるために『No』 を選択 して下さい。 これがデ
フォルト設定です。
 
注: この例では選択されません。



ステップ 19： Ntfy から参照しますドロップダウン リスト 1xx にInv 『Yes』 を選択 して下さい
。 これはイベントの呼出 メッセージを送信 するために財産被移転者を作ります: 転送ターゲット
から届くあらゆる 1xx 応答のための転送コール ログの財産移転者を参照して下さい。 選択され
ない場合、電話は最終的な応答のための呼出だけを送信 します（200 およびより高い）。
 
注: この例では、はい選択されます。
 

ステップ 20： インターネット低いビットレート コーデック（iLBC）は IP 上の強い音声通信の
ために適している標準の、高複雑度のスピーチ コーデックです。 iLBC に高パケット損失とネッ
トワークで作動するためにコーデックを助ける組み込みエラー修正機能性があります。 iLBC モ
ード ドロップダウン メニューから、ミリ秒のデータフレーム期間を設定 するために 20 か 30 を
選択して下さい。
 
注: この例では、20 は選択されます。
 



ステップ 21： 定期的に外部エンティティにモニタリング リソースのステータスを報告するため
に音声品質レポート間隔 フィールドの秒に値を入力して下さい。 誘発は前もって構成された間隔
値に基づいて起こります。 リソース使用の情報を収集するためにレポートのこの方法により収集
される統計情報を使用できます。
 
注: この例では、120 は使用されます。
 

ステップ 22： 設定を保存するために送信するをすべての変更クリックして下さい。
 

今 IP 電話の SIP 設定を行う必要があります。
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