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SPA8000 のセッション開始プロトコル（SIP）
パラメータ 設定 

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 位置の確立を進行中の
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。 SIP はユ
ーザが複数のストリームで構成されているパケットを送信することを可能にします。 ビデ
オ会議、即刻メッセージおよびメディア ストリーミングのようなアプリケーションにおよ
びプログラムに複数のストリームで構成されているパケットがあります。 この資料に
SPA8000 の SIP パラメータを設定する方法を説明されています。
  

適当なデバイス
 

SPA8000
  

[Software Version]
 

6.1.12
  

SIP パラメータ 設定
 

ステップ 1.管理者として 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 > 音
声 > SIP 『Advanced』 を選択 し。 SIP ページは開きます:
 

 
ステップ 2.最大 Forward フィールドで SIP 最大 forward 値を入力して下さい。 これは次の
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の制限です
。 デフォルト最大 Forward 値は 70 です。
 
ステップ 3.最大 Redirection フィールドのネットワークの無限ループを回避するためにリダ
イレクトする勧誘がことができる時の最大数を入力して下さい。 デフォルトは 5 です。 勧
誘はユーザがコールに加わるように誘われるときあります。



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。 Auth 最大値は 0 から 255 まで及ぶことができます。
 
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。 デフォルトユーザ エージェント名は
$VERSION です。 このフィールドが空のままになる場合、ヘッダは値を含まれていません
。
 
ステップ 6.受信 要求への応答で使用される SIP サーバ名 フィールドでサーバ名を入力して
下さい。 既定のサーバー名前は $VERSION です。
 
ステップ 7. register 要求で使用されるべき 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。
 
ステップ 8. SIP で使用されるべき優先 する言語ヘッダを受け入れます言語フィールドを入
力して下さい。 このフィールドは原因句のための優先 する言語を示す要求か応答のメッセ
ージ ボディとして運ばれるステータス応答で使用されます。 受け入れてはいけない言語ヘ
ッダー フィールドは、サーバすべての言語がクライアントに受諾可能であることを仮定す
る必要がありますあります。
 
ステップ 9. DTMFリレー MIME Type フィールドの DTMF イベントに信号を送るのに SIP
情報メッセージで使用される MIME タイプを入力して下さい。 デフォルトはアプリケーシ
ョン/dtmf-relay です。 多目的インターネット メール 拡張機能（MIME）はメールの機能を
高めるインターネット規定です。 デュアルトーン マルチ周波数（DTMF）はソフトキーが
接続を確立するために押されるとき電話が生成するという場合です。
 
ステップ 10.フック フラッシュする MIME Type フィールドのフック フラッシュする イベ
ントに信号を送るのに SIP 情報メッセージで使用される MIME タイプを入力して下さい。
デフォルトはアプリケーション/フックフラッシュです。 フック フラッシュするは電話をハ
ングアップすることおよび次にすぐに拾うことを再度模倣します。
 
ステップ 11.新しいものを登録する前に使用される最後の登録を取除くために『Yes』 を選
択 して下さい値が取除最後 Reg ドロップダウン リストと異なっている場合。 デフォルト
は YES です。
 
ステップ 12： 使用コンパクト ヘッダ ドロップダウン リストからの正常な SIP ヘッダの代
りに送信 SIP メッセージでコンパクトな SIP ヘッダを使用するために『Yes』 を選択 して
下さい。 デフォルトは YES です。 コンパクトなヘッダの使用はメッセージのサイズを最
小に します。
 
ステップ 13： 表示名をエスケープ表示名ドロップダウン リストからプライベートにしてお
くために『No』 を選択 して下さい。 デフォルトは no です。 この機能割り当て SIP のユ
ーザの名前（ID）を隠す管理者。
 
ステップ 14： RFC 2543 コール ホールド ドロップダウン リストからのコール ホールドの
種類を設定するために『Yes』 を選択 して下さい。 デフォルトは no です。
 
ステップ 15： マークからマーカー ビットが設定を持つのをすべての AVT トーン パケット
が持つすべての AVT パケット ドロップダウン リストを『Yes』 を選択 して下さい。 『
No』 を選択 する場合、最初のパケットだけ各 DTMF イベントのためのマーカー ビットが
設定があります。 マーカー ビットが AVT パケットを識別するのに使用されています。
 
ステップ 16： 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。
 



ステップ 17： 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。
 
注: 冗長性のために使用できる 3 まで余分 SIP TCPポート分/最大モジュール番号フィール
ドがあります。
 
ステップ 18： （オプションの） SIP TCPポート最小値 Mod(2/3/4) 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。
 
ステップ 19： （オプションの） SIP TCPポート最大値 Mod(2/3/4) 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。
 
ステップ 20： 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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