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概要

この資料にセッション開始プロトコル（SIP） セッション リフレッシュ問題 Unified Border
Element （CUBE）を on Cisco 解決する方法を記述されています。

Andres Salgado によって貢献される、テクニカル マーケティング エンジニア CUBE。

前提条件
要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

   CUBE●

   TCP●

   SIP●

   UDP●

使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではあ
りません。



本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 対象の
ネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な影響につい
て確実に理解しておく必要があります。

SIP セッション リフレッシュの概要

セッション開始プロトコル（SIP） セッション タイマー サポート 機能は定期的に繰り返される
を用いる SIP セッションをリフレッシュするために機能を誘います要求を追加します。 繰り返さ
れるアクティブ コール レグで要求を誘うか、または、送信 されます ユーザ エージェント
（UA）またはプロキシが SIP セッションのステータスを判別するように再誘います。 このキー
プアライブ メカニズムなしで、着信を覚えているおよびアウトゴーイング要求（ステートフル プ
ロキシ）は呼び出し状態を不必要に保ち続けることができますプロキシ。 UA がセッションの終
わりに BYE メッセージを送信 しないか、または BYE メッセージがネットワーク上の問題が理由
で失われれば、ステートフル プロキシはセッションが終了したことを知りません。 アクティブセ
ッションがアクティブにとどまり、完了されたセッションが終了されることを確認します再誘い
ます。

相互運用性および互換性

 相互運用性

この機能は SIP セッションの定期的なリフレッシュを提供します。 ネットワーク障害が発生する
とき防ぐために SIP セッションのステータスを監視する定期的なリフレッシュ割り当てユーザ エ
ージェントおよびプロキシはネットワークリソースをハングさせました。

互換性

コールの 2 人のユーザ エージェントまたはプロキシ参加要素の 1 つだけは設定しました SIP セ
ッション タイマー サポート 機能を必要とします。 この機能はより古い SIP ネットワークと容易
に互換性があります。 SIP セッション タイマー サポート 機能はまたリフレッシュ 間隔の値をネ
ゴシエートするのに使用する 2 つの新しい一般のヘッダを付加します。

ユーザ エージェントのロール

頭文字は要求を確立し、セッションの期間を a をヘッダおよび最小値 SE ヘッダ含むことができ
ますセッション切れます誘います。 これらのヘッダがユーザ エージェント クライアント
（UAC）によって必要なセッション タイマー値を示します。 受信ユーザ エージェント サーバ
（UAS）またはプロキシはセッション タイマー値を下げ、最小値 SE ヘッダの値より下がらない
ことができます。 セッション タイマー 期間が設定された最小より下部のである場合、プロキシ
か UAS はまた 422 応答メッセージを送信できます。 セッション タイマー値は受諾可能であるこ
とが UAS かプロキシが分れば、2 つのxxclass 応答にヘッダ セッション切れますコピーします。 

UAC が 1 つを含まなかった場合 UAS かプロキシはセッション切れます勧誘の a をヘッダ挿入で
きます。 従ってセッション切れますどれも要求になくても応答の UAC は a をヘッダ受け取るこ
とができます。



2xxresponse では、ヘッダの therefresherparameter はだれが行うか示しますセッション切れます
再誘います。 たとえば、パラメータが valueUAC が含まれていれば、UAC は更新を行います。
互換性の問題に関しては、セッション タイマー 機能を、およびそのケースの 1 つだけはサポー
トする、2 つのユーザ エージェント必要の機能をサポートする UA 更新を行います。 他の UA は
反復的ように更新を誘い、無視しますそれらを解読します。

要求を誘うために全く同じに処理されましたりしかし前もって決定されたセッション 間隔で出か
けます再誘います。 運びます新しいセッション 有効期限を再誘います。 に責任がある UA はセ
ッションが切れる前に要求を送出します再勧誘を再誘います。 無応答がある場合、UA はセッシ
ョン有効期限の前にコールを終了するために BYE 要求を送信 します。 再勧誘がセッション有効
期限の前に、送信 されなければ UAC か UAS は BYE を送信できます。

2xxresponse が含まなければ a はヘッダ セッション切れます、セッション有効期限がないし、送
信 される必要はありません再誘います。

ヘッダはセッション切れます

ヘッダは運びます SIP コールのためのセッション 間隔をセッション切れます。 それは勧誘要求
に置かれ、勧誘へのあらゆる 2 つのxxclass 応答で許可されます。 その存在は UAC がこのコー
ルのためにセッション タイマーを使用したいと思うことを示します。 ヘッダはとは違って、それ
現在の時刻である応答からのセッション 間隔とデルタ時間だけ含まれている場合があります一口
切れます。

たとえば、UAS が a をヘッダ セッション切れる 1800 秒（30 分）の値の含む再勧誘への 200 の
OK 応答を生成すれば、UAS は 200 OK 応答が返された時間以降に 30 分としてセッション有効
期限を計算します。 各プロキシに関しては、セッション有効期限は 2xx が受け取られたりまたは
送信 された時間以降に 30 分です。 UAC に関しては、有効期限は最終的な応答の受信の後に 30
分です。

ヘッダの推奨 値はです 1800 秒セッション切れます。

ヘッダの構文は次のとおりですセッション切れます:

Session-Expires  =  ("Session-Expires" | "x") ":" delta-seconds

                            [refresher]

refresher        =  ";" "refresher" "=" "UAS"|"UAC"

Therefresherparameter はセッション リフレッシュを始める 1 時であることを toUACto が示す



UAC がそれを設定できるが、頭文字でオプション誘いますです。 200 の OK 応答はリフレッシ
ャ パラメータ セットがなければなりません。

最小値 SE ヘッダ

処理負荷が理由での受け入れるプロキシ、UAC および UAS がことができる最小タイマー値を設
定できる要求を誘って下さい。 プロキシ、UAC および UAS。 Themin-secommand は最小タイ
マーを設定 し、頭文字の最小値 SE ヘッダで誘います要求を運ばれます。

コールがなされるとき、最小値 SE ヘッダの存在は UAC がセッション タイマー 期間の間受け入
れる秒の最小値を UAS およびプロキシに知らせます。 デフォルト値は 1800 秒（30 分）です。
UAC によって防ぎます 422 のエラー 生成を値が設定、UAS およびプロキシの下でセッション タ
イマーの値を小さくしないことを推奨します。 設定 されて、themin-secommand 値はルータに
よって送信されるすべてのコールに影響を与えます。 最小値 SE ヘッダがない場合、UA は値を
受け入れます。

最小値 SE ヘッダの構文は次のとおりです:

Min-SE  =  "Min-SE" ":" delta-seconds

422 応答メッセージ

の値がセッション切れればヘッダは余りに小さく、UAS またはプロキシ余りに拒否します 422 セ
ッション タイマー Smallresponse メッセージとのコールをです。 422 応答メッセージによって
、プロキシか UAS は受け入れることができる最小セッション値を示す最小値 SE ヘッダが含まれ
ています。 UAC はそれからより大きいセッション タイマー値を用いるコールを再試行できます
。

勧誘要求が、UAC 勧誘を再試行できた後 422 応答メッセージが受け取られれば。

サポートされるヘッダを必要とすれば

サポートされたヘッダの thetimerargument の存在は UA が SIP セッション タイマーをサポート
することを示します。 必要とヘッダの thetimerargument の存在は反対 UA が正常であるために
コールのための SIP セッション タイマーをサポートする必要があることを示します。

2xx 応答では、ヘッダの refresherparameter はだれが行うか示しますセッション切れます再
誘います

●

2xx 応答が含まなければ a はヘッダ セッション切れます、セッション有効期限がないし、送
信 される必要はありません再誘います

●

リフレッシャ パラメータは頭文字でオプション誘いますです。 200 の OK 応答はリフレッシ●



ャ パラメータ セットがなければなりません
最小値 SE ヘッダは UAC がセッション タイマー 期間の間受け入れる秒の最小値を UAS お
よびプロキシに知らせます。 デフォルト値はです 1800 秒（30 分）

●

コールフロー例

 SIP プロバイダからインバウンドコールは UAC に、応答設定 されます、従って 200 OK の後の
15 分、UAC （SIP プロバイダ）はセッション リフレッシュを送信 します（再誘って下さい）;



Cisco Unified Communications Manager （CUCM）は 86400 秒後にセッション リフレッシュを
送信 します;

セッションは CUCM 送信 します デフォルト値を 1800、しかし最大 86400 に増加することがで
きます切れます。



アップデート リフレッシュにおいての相互運用性の問題を避け
て下さい

 1. CUBE は SIP プロファイルのセッション リフレッシュのためのアップデートを無効に するこ
とができます。

voice class sip-profiles 200

request ANY sip-header Allow-Header modify ", UPDATE" "“

Response ANY sip-header Allow-Header modify ", UPDATE" "“

Voice service voip

 sip

 sip-profiles 200

2. voip がセッションを追加する音声 サービスの SIP の下のセッション リフレッシュ コマンドは
発信に受信 レグで現在のヘッダがなかった場合誘います切れます。

3. アップデートの代りに、CUCM 10.x 前に誘うためにセッション リフレッシュを設定 して下さ
い。

CUCM の SIP プロファイルの下のセッション リフレッシュ 方式。

中間コール RE-INVITE/UPDATE の消費



ネットワークによって送信 される不必要な再Invites/UPDATE 避け、相互operatability 問題を避け
るためにそれらをローカルで消費します。 セッション リフレッシュはメディア変更があるときだ
け渡されます。

 Midcall-reinvite Cosumption

CUBE は midcall シグナリング passthru メディア変更が付いている reinvite を消費します。
CUBE は各レグを独自に処理します。
15 分後にセッション リフレッシュを見ます。

 セッション ヘッダの Midcall-reinvite Cosumption 例は切れます。

 関連情報

SIP のセッション タイマー●

SIP RFC●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

https://tools.ietf.org/html/rfc4028
https://tools.ietf.org/html/rfc3261
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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