
SPA300/SPA500 シリーズ IP フォンの設定 ネッ
トワーク アドレス変換（NAT） サポート パラ
メータ 

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。
 
ネットワーク アドレス変換（NAT）は IP パケット ヘッダのトラフィック ルーティングデ
バイスを通って交差する間、IP アドレスを修正します。 それはビューから内部 IP アドレス
を秘密にするためにセキュリティを提供します。 
 
この資料の目標は SPA300 および SPA500 シリーズ IP フォンの NAT サポート パラメータ
を設定する方法を説明することです。
  

適当なデバイス
 

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

NAT サポート パラメータ設定
 

注: 実際の SPA300 または SPA300 シリーズ IP 電話で、シグナリング プロトコルを SIP と
して設定 するために、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. NAT サポート・エリアにスクロールして下さい。
 

 
ステップ 3.受け取ったドロップダウン リストによってハンドルからまたはいいえ『Yes』
を選択 しない で下さい。 『Yes』 を選択 すれば IP 電話はヘッダによって a の受け取った
パラメータを得る場合 IP アドレスを使用します。 デフォルトは no です。
 



ステップ 4. rport ドロップダウン リストによってハンドルからまたはいいえ『Yes』 を選択
しない で下さい。 『Yes』 を選択 すれば IP 電話はヘッダによって a の rport パラメータを
得る場合 UDP ポートを使用します。 デフォルトは no です。
 
ステップ 5.受け取ったドロップダウン リストによって挿入からまたはいいえ『Yes』 を選
択 しない で下さい。 『Yes』 を選択 すればそれはヘッダによってで違いがその間 IP 送信
によるによる IP 受け取からおよびある場合受け取ったパラメータを挿入します。 デフォル
トは no です。
 
ステップ 6. rport ドロップダウン リストによって挿入からまたはいいえ『Yes』 を選択 し
ない で下さい。 『Yes』 を選択 すればそれはヘッダによってで違いがその間 IP 送信によ
るによる IP 受け取からおよびある場合 rport パラメータを挿入します。 デフォルトは no で
す。
 
ステップ 7.アドレス ドロップダウン リストによって代替からまたはいいえ『Yes』 を選択
しない で下さい。 『Yes』 を選択 すれば NAT マップされた IP はヘッダによってで使用さ
れます。 デフォルトは no です。
 
ステップ 8.送信 Resp からソース ポート ドロップダウン リストにまたはいいえ『Yes』 を
選択 しない で下さい。 『Yes』 を選択 すれば応答はポート送信によってによっての代り
に要求 送信元ポートに送られます。 デフォルトは no です。
 
ステップ 9. STUN 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 NAT マッピングを検出するのに、STUN が使用されま
す。 デフォルトは no です。 
 
ステップ 10. STUN テスト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 すれば IP 電話は NAT 型オペレーションとして動作します
。 IP 電話は STUN サーバと連絡し、すべての Register 要求の警告ヘッダを報告します。
デフォルトは no です。
 
ステップ 11. STUN Server フィールドで STUN サーバの IP アドレスかドメイン名を入力し
て下さい。 これは NAT が STUN サーバの接続を通ってマップするのを助けます。
 
ステップ 12： IP 電話の実際の IP アドレスの代わりに使用するために EXT IP フィールド
で外部 IP アドレスを入力して下さい。 デフォルトはブランクです。
 
ステップ 13： IP 電話の私用 UDP ポートの代わりに使用するために EXT RTP ポート最小
値フィールドで最小外部ポート マップ数を入力して下さい。 デフォルトはブランクです。
 
ステップ 14： NAT で稼働した Intvl 稼働したフィールドを保存するために保存するのに使
用される 2 つのパケット間の秒に最大間隔を入力して下さい。 デフォルトは 15 です。
 
ステップ 15： 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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