
SPA300/SPA500 シリーズ IP フォンの設定 セッ
ション開始プロトコル（SIP）パラメータ 

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およびセ
ッションの機能に作られるべき変更を可能に可能にしますように、提供します。
 
この資料の目標は SPA300 および SPA500 シリーズ IP 電話の SIP パラメータの設定を示
すことです。
  

適当なデバイス
 

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

Linksys キー設定
 

注: SIP として実際の SPA300 または SPA300 シリーズ IP 電話器シグナリング プロトコル
で、デバイス Administration > 呼制御設定 > シグナリング プロトコル SIP に行くのに運行
キーを使用して下さい。
 
ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティへのログインはログインを > 進み
ました > 音声 > SIP 『Admin』 を選択 し。 SIP ページは開きます:
 



 
ステップ 2.最大 Forward フィールドの次のダウンストリーム サーバに要求を転送できるゲ
ートウェイまたはプロキシの数を入力して下さい。 これは REQUEST メッセージが転送さ
れることができることを残りの回数示す値です。 範囲は 0 から 255 からです。 初期値は
70 です。
 
ステップ 3.最大 Redirection フィールドの無限ループを回避するために勧誘がリダイレクト
することができる回数に入って下さい。 デフォルトは 5 です。
 
ステップ 4.要求が Auth 最大フィールドで挑戦されるかもしれない時の最大数を入力して下
さい。 範囲は 0 から 255 からです。 デフォルトは 2.です。
 
ステップ 5.送信要求で使用される SIP ユーザ エージェント Name フィールドでユーザー エ
ージェント ヘッダーを入力して下さい。 デフォルトは $VERSION です。 空なら場合、ヘ
ッダは含まれていません。
 
ステップ 6.受信応答への応答で使用される SIP サーバ名 フィールドでサーバ ヘッダを入力
して下さい。 デフォルトは $VERSION です。
 
ステップ 7. register 要求で使用される SIP Reg ユーザ エージェント Name フィールドでユ
ーザ エージェント名前を入力して下さい。 規定 されなくて、SIP ユーザ エージェント名前
は register 要求のために使用されます。
 
ステップ 8. SIP で好まれた言語の名前を受け入れます原因句、セッション説明、または応
答のメッセージ本文として運ばれるステータス応答のための言語フィールドを入力して下さ
い。 ブランクが、ヘッダ含まれていないおよび場合サーバはすべての言語がクライアント
に受諾可能であると仮定します。 デフォルトはブランクです。
 
ステップ 9. DTMF リレー MIME Type フィールドで DTMF リレー MIME を入力して下さい
。 SIP INFO メッセージで MIME 型が DTMF イベントに信号を送るのに使用されています



。 このパラメータはサービス プロバイダーと一致する必要があります。 デフォルトはアプ
リケーション/dtmf-relay です。
 
ステップ 10.フック フラッシュする MIME Type フィールドでフック フラッシュする MIME
を入力して下さい。 MIME はフック フラッシュする イベントに信号を送るのに SIPINFO
メッセージで使用されて入力します。
 
ステップ 11.取除最後 Reg ドロップダウン リストからまたはいいえ『Yes』 を選択 しない
で下さい。 『Yes』 を選択 する場合、それは値が異なっている場合新しいものを登録する
前に使用された最後の登録を取除きます。 デフォルトは no です。
 
ステップ 12： 使用コンパクト ヘッダ ドロップダウン リストからまたはいいえ『Yes』 を
選択 しない で下さい。 『Yes』 を選択 する場合、Cisco IP 電話は送信 SIP メッセージで
コンパクトな SIP ヘッダを使用します。 『No』 を選択 する場合、Cisco SPA IP 電話 使用
正常な SIP ヘッダ。 デフォルトは no です。
 
ステップ 13： エスケープ表示名ドロップダウン リストからまたはいいえ『Yes』 を選択
しない で下さい。 『Yes』 を選択 する場合、それは送信 SIP メッセージのための二重引用
符のペアで設定された表示名ストリングを囲みます。
 
ステップ 14： SIP-B 有効ドロップダウン リストからまたはいいえ『Yes』 を選択 しない
で下さい。 『Yes』 を選択 する場合、それはビジネス（サポート Sylantro コールフロー
）コール 機能のための SIP を有効に します。
 
ステップ 15： 話パッケージ ドロップダウン リストからまたはいいえ『Yes』 を選択 しな
い で下さい。 『Yes』 を選択 する場合、それはユーザが外部アプリケーションのボタンを
クリックしてコールに応答するか、または再開することを可能にする BroadSoft 話パッケー
ジのサポートを有効に します。 デフォルトは no です。
 
ステップ 16： 保持パッケージ ドロップダウン リストからまたはいいえ『Yes』 を選択 し
ない で下さい。 『Yes』 を選択 する場合、それはユーザが外部アプリケーションでボタン
をクリックしてコールを保留の状態で送信することを可能にする BroadSoft 保持パッケージ
のサポートを有効に します。 デフォルトは no です。
 
ステップ 17： 会議パッケージ ドロップダウン リストからまたはいいえ『Yes』 を選択 し
ない で下さい。 『Yes』 を選択 する場合、それは外部アプリケーションのボタンをクリッ
クして電話会議を開始することをユーザが可能にする BroadSoft 会議パッケージのサポート
を有効に します。 デフォルトは no です。
 
ステップ 18： 呼出会議ドロップダウン リストからまたはいいえ『Yes』 を選択 しない で
下さい。 『Yes』 を選択 する場合、Cisco SPA IP 電話は電話会議を開始するときイベント
会議の呼出を送信します（BroadSoft 会議パッケージと）。 デフォルトは no です。
 
ステップ 19： RFC 2543 コール ホールド ドロップダウン リストからまたはいいえ『Yes』
を選択 しない で下さい。 『Yes』 を選択 する場合コールを開くために、Cisco SPA IP 電
話はピアに SIP を送信 するとき Session Description Protocol （SDP）構文 c=0.0.0.0 が再
誘います含まれています。 デフォルトは YES です。
 
ステップ 20： 再度ブートする ドロップダウン リストのランダム REG CID からまたはいい
え『Yes』 を選択 しない で下さい。 『Yes』 を選択 する場合、Cisco SPA IP 電話 使用 登
録のための別のランダム 呼び出しID 後次のソフトウェア 再度ブートする。 デフォルトは
no です。
 
ステップ 21： マークからまたはいいえすべての AVT パケット ドロップダウン リスト 『
Yes』 を選択 しない で下さい。 『Yes』 を選択 する場合、すべてのオーディオ ビデオ転



送（AVT）トーン パケットに（冗長性のために符号化される）マーカー ビットが設定があ
ります。 デフォルトは YES です。
 
ステップ 22： SIP TCPポート最小値フィールドで SIP セッションのために使用できる最も
低い TCPポート番号を入力して下さい。 デフォルトは 5060 です。
 
ステップ 23： SIP TCPポート最大値フィールドで SIP セッションのために使用できる最も
高い TCPポート番号を入力して下さい。 デフォルトは 5080 です。
 
ステップ 24： 壊れるドロップダウン リストを参照しなさい時保存審判員からまたはいいえ
『Yes』 を選択 しない で下さい。 『Yes』 を選択 する場合、電話すぐにハンドルは
sipfrag メッセージを通知します。
 
ステップ 25： CTI 有効ドロップダウン リストからまたはいいえ『Yes』 を選択 しない で
下さい。 『Yes』 を選択 する場合、それはコンピュータが電話、ファクシミリおよびテキ
ストメッセージを含む各種各様の着信および発信通信を、行なうコールセンターとして機能
できるコンピュータ テレフォニー インテグレーション （CTI）を有効に します。 CTI イン
ターフェイスは制御し、Cisco IP 電話および、たとえば、開始の状態を監視するかまたは
PC のマウスをクリックしてコールに応答するサードパーティ製のアプリケ− ションを可能
にします。 デフォルトは no です。
 
注: Cisco SPA300 シリーズで CTI が有効に する Cisco 接続された中継台のための Cisco
SPA500 シリーズ IP 電話はきちんと IP 電話回線ステータスを監察します。
 
ステップ 26： 発信者 ID ヘッダ ドロップダウン リストから特定の発信者 ID ヘッダを選択
して下さい。 デフォルトは PAID-RPID-FROM です。
 
ステップ 27： SRTP 方式 ドロップダウン リストから仕様 SRTP 方式を選択して下さい。
SRTP はセキュア リアルタイムトランスポートプロトコルのために使用するべき方式です
。 デフォルトは x-sipura です。
 
ステップ 28： 『Yes』 を選択 すれば保持ターゲットからのいいえの前のドロップダウン
リストを参照しません。 『Yes』 を選択 する場合送信 する前に（転送ターゲットが答えた
かところで）十分に出席されたコール転送を始めるとき転送ターゲットのコールレグを保持
するために、それはかどうか示します財産被移転者を制御します。 デフォルトは no です。
 
ステップ 29： ダイアログ SDP 有効ドロップダウン リストからまたはいいえ『Yes』 を選
択 しない で下さい。 『Yes』 を選択 する場合、簡単呼出 メッセージ XML を得ます。
 
ステップ 30： ディスプレイ転換情報 ドロップダウン リストからまたはいいえ『Yes』 を
選択 しない で下さい。 『Yes』 を選択 する場合、それは転換ヘッダー情報を、勧誘メッ
セージで、存在 するそれ表示します。 
 
ステップ 31： 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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