
SPA300/SPA500 シリーズ IP フォンの設定
Session Description Protocol （SDP） ペイロー
ド タイプ 

目標
 

セッション開始プロトコル（SIP）は、管理するために作成するのに使用されるシグナリン
グ プロトコルであり、IP のセッションを終了することはネットワークを基づかせていまし
た。 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。
 
Session Description Protocol （SDP）はマルチメディア セッションのためのメディア スト
リームを記述する標準表示です。 SDP 自体はメディアを運びませんが、メディアの種類の
終了点と形式の間でネゴシエートします。 SDP ペイロードは送信呼び出しだけのために使
用されます。 インバウンド コールがあれば IP 電話は発信者ペイロードの種類に続きます。
 
この資料の目標は SPA300 および SPA500 シリーズ IP フォンの SDP ペイロード タイプの
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
  

SDP ペイロードの種類設定
 

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 パラメータ ページは開きます:
 



 
ステップ 2. SDP ペイロードの種類エリアにスクロールして下さい。
 

 
ステップ 3.送信側およびレシーバが AVT ダイナミック ペイロード フィールドのセッショ
ン イベントのために同意する必要がある数を入力して下さい。 範囲は 96 から 127 からで
す。 デフォルトは 101 です。
 
ステップ 4. INFOREQ ダイナミック ペイロード フィールドの SIP メッセージを送信 する
のに使用されているコーデック数を入力して下さい。 最もよい範囲は 96 から 27 からです
。 デフォルトはブランクです。
 



注: INFOREQ ダイナミック ペイロード数はネットワークかダイナミック ペイロードを有効
に するために設定される他のパーティ数によって一致する必要があります。
 
ステップ 5. G726r16 ダイナミック ペイロード フィールドで RTP ペイロードの種類数を入
力して下さい。 これは G.726r16 コーデック 伝送パケットを表す数です。 範囲は 96 から
127 からです。 デフォルトは 98 です。
 
注: G26r16 ダイナミック ペイロードは SPA525G および SPA525G2 へ適用されないです。
 
ステップ 6. G726r24 ダイナミック ペイロード フィールドで RTP ペイロードの種類数を入
力して下さい。 これは G.726r24 コーデック 伝送パケットを表す数です。 範囲は 96 から
127 からです。 デフォルトは 97 です。
 
注: G26r24 ダイナミック ペイロードは SPA525G および SPA525G2 へ適用されないです。
 
ステップ 7. G726r32 ダイナミック ペイロード フィールドで RTP ペイロードの種類数を入
力して下さい。 これは G.726r32 コーデック 伝送パケットを表す数です。 範囲は 0 から
268435455 からです。 デフォルトは 2.です。
 
ステップ 8. G726r40 ダイナミック ペイロード フィールドで RTP ペイロードの種類数を入
力して下さい。 これは G.726r40 コーデック 伝送パケットを表す数です。 範囲は 0 から
268435455 からです。 デフォルトは 2.です。
 
ステップ 9. G729b ダイナミック ペイロード フィールドで RTP ペイロードの種類数を入力
して下さい。 これは G.729b コーデック 伝送パケットを表す数です。 範囲は 0 から
268435455 からです。 デフォルトは 99 です。
 
ステップ 10. EncapRTP ダイナミック ペイロード フィールドでカプセル化された RTP ダ
イナミック ペイロードの種類を入力して下さい。 範囲は 0 から 268435455 からです。 デ
フォルトは 112 です。
 
ステップ 11. RTP 開始するループバック ダイナミック フィールドの RTP 開始するループ
バックを示す値を入力して下さい。 RTP 開始するループバックでは、ネットワーク要素は
ループバック ミラーまでのループバック出典のメディアを開始しますパケットの伝達をブ
ロックします。 デフォルトは 113 です。
 
ステップ 12： RTP 開始するループバック コーデック ドロップダウン リストからのデジタ
ル符号化された音声 信号にアナログ 音声 シグナルを変換するために適切な RTP 開始する
ループバック コーデックを選択して下さい。 デフォルトは G711u です。
 

• G711u —これはパルス符号変調 （PCM）方式です。 これは追加データの要件なしで信
号対雑音比を改良する mu-law コーデックを使用します。 それは米国および日本で使用さ
れます。
 
• G711a —これはパルス符号変調 （PCM）方式です。 これは A-law コーデックを使用し
、世界の国のほとんどで使用されます。
 
• G726-32 —これは適応性がある別のパルス符号変調（ADPM）方式です。 これは a-law
および mu-law を両方使用し、帯域幅を減らすのを助けます。
 
• G729a —これは複雑な状況を簡素化し、G729 の高いコストを削減するのに Algebric
Code Excited Linear Prediction （ACELP）を使用する G729 の拡張です。 それは G729
よりより少なく計算電源を必要とします。
 
• G722 —これは通話品質を改善するために 7kHz 広い帯域オーディオ データ レートを提



供する副帯適応性がある別のパルス符号変調（SB-ADPCM）方式です。 
 

ステップ 13： AVT コーデック Name フィールドで可聴周波ビデオ転送（AVT）コーデック
の名前を入力して下さい。 デフォルトは電話イベントです。
 
ステップ 14： G711u コーデック Name フィールドで G711u コーデックの名前を入力して
下さい。 これは追加データの要件なしで信号対雑音比を改良するのに mu-law コーデックを
使用するパルス符号変調 （PCM）方式です。 それは米国で使用され、Japan.The デフォル
トはパルス符号変調 mu-law （PCMU）です。
 
ステップ 15： G711a コーデック Name フィールドで G711a コーデックの名前を入力して
下さい。 これは A-law コーデックを使用するパルス符号変調 （PCM）方式です。 それは
世界の国のほとんどで使用されます。デフォルトはパルス符号変調 A-law （PCMA）です。
 
ステップ 16： G726r16 コーデック Name フィールドで G726r16 コーデックの名前を入力
して下さい。 これは毎秒 16 kbit を使用する適応差分パルス符号変調（ADPCM）方式です
。 デフォルトは G726-16 です。
 
注: G726r16 ダイナミック ペイロードは SPA525G および SPA525G2 へ適用されないです
。
 
ステップ 17： G726r24 コーデック Name フィールドで G726r24 コーデックの名前を入力
して下さい。 これは毎秒 24 の kbit を使用する適応差分パルス符号変調（ADPCM）方式で
す。 デフォルトは G726-24 です。
 
注: G726-24 ダイナミック ペイロードは SPA525G および SPA525G2 へ適用されないです
。
 
ステップ 18： G726r32 コーデック Name フィールドで G726r32 コードの名前を入力して
下さい。 これは毎秒 32 kbit を使用する適応差分パルス符号変調（ADPCM）方式です。デ
フォルトは G726-32 です。
 
ステップ 19： G726r40 コーデック Name フィールドで G726r40 コーデックの名前を入力
して下さい。 これは毎秒 40 kbit を使用する適応差分パルス符号変調（ADPCM）方式です
。 デフォルトは G726-40 です。
 
注: G726-40 ダイナミック ペイロードは SPA525G および SPA525G2 へ適用されないです
。
 
ステップ 20： G729a コーデック Name フィールドで G729a コーデックの名前を入力して
下さい。 これは複雑な状況を簡素化し、G729 の高いコストを削減するのに Algebric Code
Excited Linear Prediction （ACELP）を使用する G729 の拡張です。 それは G729.The デフ
ォルトが G729a であるよりより少なく計算電源を必要とします。
 
ステップ 21： G729b コーデック Name フィールドで G729b コーデックの名前を入力して
下さい。 これはワイドバンド スピーチおよびオーディオにサポートを提供する G729 の拡
張です。デフォルトは G729ab です。
 
ステップ 22： G722 コーデック Name フィールドで G722 コーデックの名前を入力して下
さい。 これはオーディオ 7 つの kHz ののサポートをワイドバンド与えるコーデックです。
デフォルトは G722 です。
 
ステップ 23： G723 コーデック Name フィールドで G723 コードの名前を入力して下さい
。 これは音声品質 300 Hz への 3400 Hz を提供するのに適応差分パルス符号変調
（ADPCM）を使用している G721 の拡張です。 デフォルトは G723 です。



注: G723 ダイナミック ペイロードは SPA525G および SPA525G2 へ適用されないです。
 
ステップ 24： EncapRTP コーデック Name フィールドで EncapRTP コーデックの名前を
入力して下さい。  これはカプセル化された Real-Time Protocol（RTP）名前です。 デフォ
ルトは encaprtp です。
 
ステップ 25： 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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