
SPA300/SPA500 シリーズ IP フォンの設定 プロ
ファイル 

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提供しセッションの機能を変更す
る機能を有効に しますように可能にし、機能 ネゴシエーションを。
 
この資料の目標は SPA300 または SPA300 シリーズ IP フォンのプロファイルを設定する方
法を示すことです。 
  

適当なデバイス
 

• SPA300 シリーズ IP フォン
 
• SPA500 シリーズ IP フォン
  

プロファイル 設定
 

注: 実際の SPA300 または SPA300 シリーズ IP フォンで、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： 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 > プロビジョニング使用して下さい。 プロビジョニング ペ
ージは開きます:
 



 
ステップ 2.再同期操作を許可するためにプロビジョニングする有効ドロップダウン リスト
から『Yes』 を選択 して下さい。 さもなければ、『No』 を選択 して下さい。 省略時のオ
プションは YES です。 
 
ステップ 3.再同期オペレーションを遂行するためにリセット ドロップダウン リストの再同
期から時 IP 電話電源およびアップグレード『Yes』 を選択 して下さい。 さもなければ、『
No』 を選択 して下さい。 省略時のオプションは YES です。 
 
ステップ 4.再同期ランダム遅延フィールドの秒にランダム遅延ひとときに入って下さい。
IP 電話がリセットの前にブートアップ オペレーションのために続くのは時間です。 デフォ
ルトは 2 です（40 秒）。
 
ステップ 5. （HHmm）フィールドで再同期の 24 時間形式（hhmm）で時間に入って下さい
。 IP 電話が再同期のために続くのは時間です。 DEFAULT エントリはブランクです。 
 
ステップ 6.再同期遅延フィールドの秒にランダム遅延時間に無作為に入って下さい。 IP 電
話はランダム方法で複数の IP フォンからの再同期要求間のサーバに衝突がないように遅れ
ます。 DEFAULT エントリは 600 秒です。
 
ステップ 7.再同期定期的なフィールドの定期的な再同期の秒に時間に入って下さい。 この
値が空またはであるか、IP 電話を定期的な方法の再同期ゼロにして下さい。 DEFAULT エ
ントリは 3600 秒です。
 
ステップ 8.再同期に秒に間隔を後再同期エラー回復遅延フィールドのあらゆる再同期の失
敗入力しました。 間隔がゼロなら IP 電話はあらゆる再同期の失敗の後で再同期。
DEFAULT エントリは 3600 秒です。
 



ステップ 9.強制再同期遅延フィールドの IP 電話の再同期を遅らせるために秒に間隔を入力
して下さい。 これはファームウェアをリブートし、音声接続を終えるために音声 回線がア
イドル状態のときだけ再同期が occure できるように再同期プロシージャを遅らせるために
IP 電話が続く遅延時間です。 DEFAULT エントリは 14400 秒です。
 
ステップ 10.サービス プロバイダー プロキシ・サーバから送信 される SIP 呼出 イベントの
助けによって再同期に要求を制御するために SIP ドロップダウン リストからの再同期から
『Yes』 を選択 して下さい。 さもなければ、『No』 を選択 して下さい。 省略時のオプシ
ョンは YES です。
 
ステップ 11.失敗アップグレードの試みの後で IP 電話の再同期を要求するためにアップグ
レードの試み ドロップダウン リストの後で再同期から『Yes』 を選択 して下さい。 さも
なければ、『No』 を選択 して下さい。 省略時のオプションは YES です。
 

 
ステップ 12： 再同期トリガー 1 フィールドで再同期トリガー 1 を入力して下さい。 再同
期オペレーションは条件式が本当に評価するあると動作します。 DEFAULT エントリはブ
ランクです。
 
ステップ 13： 再同期トリガー 2 フィールドで再同期トリガー 2 を入力して下さい。 再同
期オペレーションは条件式が本当に評価するあると動作します。 DEFAULT エントリはブ
ランクです。
 
ステップ 14： 『No』 を選択 して下さい再同期から FNF ドロップダウン リストで受け取
りませんファイルない見つけましたサーバからの正常な再同期として応答を。 さもなけれ
ば、『Yes』 を選択 して下さい。 省略時のオプションは YES です。
 
ステップ 15： プロファイル ルール フィールドでプロトコルおよびプロファイル URL を識



別するプロファイル スクリプトのパラメータを入力して下さい。 デフォルト値は /spa
$PSN.cfg です。
 
ステップ 16： 第 2 再同期コマンドを識別する入力し、URL をプロファイルして下さいプロ
ファイル スクリプトのパラメータをプロファイル ルール B フィールドで。 DEFAULT エン
トリはブランクです。
 
ステップ 17： 第 3 再同期コマンドを識別する入力し、URL をプロファイルして下さいプロ
ファイル スクリプトのパラメータをプロファイル ルール C フィールドで。 DEFAULT エン
トリはブランクです。
 
ステップ 18： 第 4 再同期コマンドを識別する入力し、URL をプロファイルして下さいプロ
ファイル スクリプトのパラメータをプロファイル ルール D フィールドで。 DEFAULT エン
トリはブランクです。
 
ステップ 19： フィールドをファームウェアおよびプロファイルを取り戻すのに使用するよ
うに DHCP オプションで DHCP を入力して下さい。
 

 
ステップ 20： ファームウェアおよびプロファイルを取り戻すために転送 プロトコル ドロ
ップダウン リストから望ましい転送 プロトコルを選択して下さい。 『None』 を選択 すれ
ば TFTP は DHCP サーバのプロファイルおよび IP アドレスが TFTPサーバの IP アドレス
として使用されるように仮定されます。 省略時のオプションはどれもではないです。
 

• なし— TFTP は DHCP サーバのプロファイルおよび IP アドレスが TFTPサーバの IP ア
ドレスとして使用されるように仮定されます。 デフォルトは none です。
 
• TFTP 簡易 ファイル 転送 プロトコル（TFTP）はファイルに使用する非常に少しのメモ
リを使用するデータ転送およびシンプルプロトコルです。
 
• HTTP —ハイパーテキスト転送プロトコル（HTTP）はワールド・ワイド・ウェブのベー
スのアプリケ− ションプロトコルです。



• HTTPS — Hypertext Transfer Protocol（HTTP）セキュア（HTTPS）セキュアコミュニ
ケーション プロトコルはです。
 

ステップ 21： 再同期が開始する時 syslog サーバに送信 される ログ再同期要求メッセージ 
フィールドでログ再同期 REQUEST メッセージを入力して下さい。 デフォルトはです $PN
$MAC –再同期 $ SCHEME://$SERVIP:$PORT$PATH の要求。
 
ステップ 22： 再同期 実行が正常なとき発行されるログ再同期成功メッセージ フィールド
でログ再同期成功 メッセージを入力して下さい。 デフォルトはです $PN $MAC –正常な再
同期 $ SCHEME://$SERVIP:$PORT$PATH -- $ERR.
 
ステップ 23： 再同期 実行が失敗するとき発行されるログ再同期失敗メッセージ フィール
ドでログ再同期失敗メッセージを入力して下さい。 デフォルトはです $PN $MAC –
Resyncfailed: $ERR.
 
ステップ 24： IP 電話の現在の内部 設定を報告するためにレポート ルール フィールドでレ
ポートを入力して下さい。 デフォルトは空です。
 
ステップ 25： 再同期に IP Phone 画面からの電話を与えるためにユーザ設定可能な再同期
ドロップダウン リストから『Yes』 を選択 して下さい。 さもなければ、『No』 を選択 し
て下さい。 デフォルトは YES です。
 
ステップ 26： 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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