
SPA300/SPA500 シリーズ IP 電話のセッション
開始プロトコル（SIP） タイマー値（秒）を設
定して下さい 

目標
 

セッション開始プロトコル（SIP）は IP によって基づくネットワークのセッションを作成
し、管理し、終了するのに使用されるシグナリング プロトコルです。 SIP はコール管理の
ためのメカニズムです。 それはまた機能 ネゴシエーションをユーザ場所の確立を進行中の
間、セッションの参加要素すべてがその中でサポートされるべき機能に同意できるように、
提供しますセッションの変更機能を可能に可能にします。
 
この記事は SPA300 および SPA500 シリーズ IP 電話の SIP タイマー値の設定を説明しま
す。 
  

適当なデバイス
 

• SPA300 シリーズ IP 電話
 
• SPA500 シリーズ IP 電話
  

SIP タイマー値 設定
 

ステップ 1： ログインを『Admin』 を選択 するのに Web コンフィギュレーションユーテ
ィリティを > 進みました > 音声 > SIP 使用して下さい。 SIP ページは開きます:
 
注: SPA300 または SPA300 シリーズ IP 電話使用 デバイス Administration > 呼制御設定 >
シグナリング プロトコル SIP。
 
ステップ 2. SIP T1 フィールドで RFC-3261 T1 値を入力して下さい。 範囲は 0 - 64 秒です
。 デフォルトは 0.5 秒です。 
 
ステップ 3. SIP T2 フィールドで RFC-3261 T2 値を入力して下さい。 それは最大再送信間
隔のための非誘い、要求を誘います応答をです。範囲は 0 - 64 秒です。 デフォルトは 4 秒
です。 
 
ステップ 4. SIP T4 フィールドで RFC-3261 T4 値を入力して下さい。 それはメッセージが
範囲が 0 - 64 秒のネットワークに残す最大期間です。 デフォルトは 5 秒です。 
 
ステップ 5. RFC-3261 を誘います SIP タイマー B フィールドのトランザクション タイムア
ウトの値を入力して下さい。 範囲は 0 - 64 秒です。 デフォルトは 16 秒です。
 
ステップ 6. RFC-3261 を非誘います SIP タイマー F フィールドのトランザクション タイム
アウトの値を入力して下さい。 範囲は 0 - 64 秒です。 デフォルトは 16 秒です。
 
ステップ 7. RFC-3261 を誘います SIP タイマー H フィールドの ACK 受け取りの最終的な
応答タイムアウトの値を入力して下さい。 範囲は 0 - 64 秒です。 デフォルトは 16 秒です
。
 
ステップ 8. RFC-3261 待ち時間にのための再送信します SIP タイマー D フィールドで入っ



て下さい。 範囲は 0 - 64 秒です。 デフォルト is16 秒。
 
ステップ 9. RFC-3261 待ち時間にのための非誘います要求を再送信します SIP タイマー J 
フィールドで入って下さい。 範囲は 0 - 64 秒です。 デフォルトは 16 秒です。
 
ステップ 10.要求がヘッダー値 ReINVITE フィールドの切れる切らす ReINVITE を入力して
下さい。 範囲は 0 - 19999999999999999999999999999999 です。 0 を入力する場合、要
求に含まれていません切れますヘッダは。 デフォルトは 30 秒です。
 
ステップ 11.認められる Reg 最小値フィールドにプロキシから最小登録有効期限に切れます
入って下さい。 プロキシが値をこの設定よりより少なく戻す場合、2 つの値の最も小さい
の使用されます。 デフォルトは 1 第 2 です。
 
ステップ 12： 認められる Reg 最大値フィールドでプロキシから最大登録有効期限に切れま
す入って下さい。 値がこの設定より大きい場合、2 つの値の最も大きいの使用されます。
 デフォルトは 7200 秒です。
 
ステップ 13： Reg 再試行 Intvl フィールドでリトライ間隔を入力して下さい。 それは前の
登録の間に失敗の後で Cisco IP 電話再試行登録の前に待つ間隔です。 範囲は 1 -
268435455 です。 デフォルトは 30 秒です。
 
ステップ 14： Reg 再試行長い Intvl フィールドで再試行長い間隔を入力して下さい。 登録
が再試行 Reg 応答ステータス スコード（RSC）値を一致する SIP 応答コードと失敗すると
き、IP 電話は再試行する前にこの時間を待っています。 この値は Reg 再試行 Intvl 値より
大いに大きいはずです。 範囲は 0 - 268435455 です。 デフォルトは 1200 秒です。
 
ステップ 15： Reg 再試行ランダム遅延フィールドで再試行ランダム遅延を入力して下さい
。 ランダム遅延はレジスタ再試行 Intvl 値にレジスタを失敗の後で再試行するとき追加しま
した。 範囲は 0 - 268435455 です。 デフォルトはこの機能を無効に する 0 です。
 
ステップ 16： Reg 再試行ランダム遅延フィールドで再試行ランダム遅延を長く長く入力し
て下さい。 ランダム遅延はレジスタ再試行長い Intvl 値にレジスタを失敗の後で再試行する
とき追加しました。 デフォルトはこの機能を無効に する 0 です。
 
ステップ 17： Reg 再試行 Intvl キャップ フィールドで指数遅延の最大値を入力して下さい
。 それはレジスタ再試行 Intvl で開始し、各再試行を倍増します。 範囲は 0 - 268435455 で
す。 デフォルトはこの機能を無効に する 0 です。
 
ステップ 18： 値プロキシ・サーバから戻る切れる補助的な最小値フィールドにレジスタの
低限を切れます入力して下さい。 範囲は 0 - 268435455 です。 デフォルトは 10 秒です。
 
ステップ 19： 値プロキシ・サーバから戻る切れる補助的な最大値フィールドでレジスタの
上限を切れます入力して下さい。 範囲は 0 - 268435455 です。 デフォルトは 7200 秒です
。
 
ステップ 20： 最後の Subscribe 要求のリトライ間隔を失敗しますリトライ Intvl 補助的なフ
ィールドに入力して下さい。 範囲は 0 - 268435455 です。 デフォルトは 10 秒です。
 
ステップ 21： 設定を保存するためにすべての変更を『SUBMIT』 をクリック して下さい。
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