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SIP 3xx リダイレクト応答

ここでは、Session Initiation Protocol（SIP）3xx 応答を処理するように、Session Border Controller
（SBC; セッション ボーダ コントローラ）を設定する方法について説明します。3xx は、SIP で使用さ

れる応答コードのクラスの 1 つであり、要求を完了するためにはさらにアクションが必要であることを

示します。要求の送信者は、3xx 応答で提示される 1 つ以上の代替 Uniform Resource Identifier（URI; 
ユニフォーム リソース識別子）を使用して、要求をリトライする必要があります。

（注） ACE SBC Release 3.0.00 では、この機能は統合モデルに限りサポートされます。

SIP 3xx リダイレクト応答機能の履歴

この章の構成
この章で説明する内容は、次のとおりです。

• 「SIP の 3xx リダイレクト応答について」（P.23-1）

• 「SIP 3xx 応答を処理するように SBC を設定する方法」（P.23-3）

• 「SIP 3xx 応答を処理するための SBC の設定例」（P.23-5）

SIP の 3xx リダイレクト応答について
ここの構成は、次のとおりです。

• 「3xx 応答」（P.23-1）

• 「Diversion ヘッダー」（P.23-3）

3xx 応答

3xx 応答は通常、セッション開始要求（INVITE）の際にだけ発生すると想定されています。ただし、

SIP 仕様では、他のタイプの要求に対して 3xx 応答の送信を妨げるような規定はありません。3xx 応答

では、Contact ヘッダー内に数多くの代替 URI が指定されます。

リリース 変更内容

ACE SBC Release 3.0.00 この機能は、SBC 統合モデルのサポートとともに Cisco 7600 シリー

ズ ルータに追加されました。
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  SIP の 3xx リダイレクト応答について
3xx 応答クラスには 300 ～ 399 の範囲の応答コードがあり、コールのリダイレクトを必要とします。リ

ダイレクトでは、要求を完了するためにさらにアクションが必要です。SIP には、次の 3xx 応答コード

が定義されています。

• 300 Multiple Choices。要求内のアドレスがいくつかの選択肢に解決されており、各選択肢には特

定の場所が指定されています。ユーザまたは User Agent（UA; ユーザ エージェント）は、優先通

信エンド ポイントを選択し、要求をその場所にリダイレクトできます。

Accept 要求ヘッダー フィールドによって許可されている場合、応答にはリソースの特性および場

所のリストが記載されたメッセージ本文が含まれることがあり、そのリストからユーザまたは UA 
は も適切なものを選択できます。ただし、このメッセージ本文には MIME タイプは定義されて

いません。

選択肢は、Contact フィールドとしてもリストに掲載する必要があります。応答には、複数の 
Contact フィールドが含まれることもあれば、Contact フィールドは 1 つだけでその中にアドレス 
リストが含まれることもあります。UA は、Contact ヘッダー フィールドの値を自動リダイレクト

に使用したり、選択肢の確認をユーザに求めたりすることができます。

• 301 Moved Permanently。Request-URI のアドレスにはすでにユーザが存在しておらず、要求元の

クライアントは Contact ヘッダー フィールドに指定された新しいアドレスでリトライする必要があ

ります。要求側は、ローカル ディレクトリ、アドレス ブック、およびユーザ ロケーション キャッ

シュをこの新しい値で更新し、以降の要求をリスト内のアドレスにリダイレクトする必要がありま

す。

• 302 Moved Temporarily。要求元のクライアントは、Contact ヘッダー フィールドに指定された新

しいアドレスで要求をリトライする必要があります。新しい要求の Request-URI には、応答内の 
Contact ヘッダー フィールドの値を使用します。

Contact URI の有効期間を指定するには、Expires ヘッダー フィールドか、または Contact ヘッ

ダー フィールド内の Expires パラメータを使用します。プロキシと UA のいずれも、有効期間中に

この URI をキャッシュできます。明示的な有効期間を指定していない場合、アドレスは再送信の

ために 1 回だけ有効になり、以降のトランザクションのためにキャッシュされることはありませ

ん。

Contact ヘッダー フィールドからキャッシュされた URI が失敗した場合、リダイレクトされた要

求からの Request-URI は 1 回だけリトライできます。

• 305 Use Proxy。要求されたリソースにアクセスするには、Contact フィールドに指定されたプロキ

シを使用する必要があります。Contact フィールドには、プロキシの URI を指定します。受信者

は、プロキシ経由でこの単一の要求を繰り返すと想定されています。305 応答を生成するのは、

User Agent Server（UAS; ユーザ エージェント サーバ）に限る必要があります。

• 380 Alternative Service。コールは正常に完了しませんでしたが、代替サービスが可能です。代替

サービスは、応答のメッセージ本文に記述されます。現在、この情報について定義されている形式

はありません。

その都度、指定されたいずれかの代替 URI に対して要求をリトライする必要があります。要求の

リトライは、発信元 UA が行うか、または発信元 UA の代理となる中間バックツーバック ユーザ 
エージェント（B2BUA）かプロキシが行います（通知なし）。

SBC は B2BUA であるため、配置によっては SBC が要求の発信側に否定応答を返すのではなく、

要求をリトライすることが必要になる場合があります。
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Diversion ヘッダー

Diversion ヘッダーを使用すると、呼び出し先の SIP ユーザ エージェントはコールの迂回元と迂回の理

由を特定できます。このヘッダーは、コール元に次のことを通知します。

• コールが当初のターゲットとは異なる宛先にリダイレクトされたこと

• コールのリダイレクト先の番号

• リダイレクトの理由

Diversion ヘッダーは、要求の 終宛先を変更するネットワークキング エレメントによって付加されま

す。

SIP 3xx 応答を処理するように SBC を設定する方法
ここでは、SIP 3xx 応答を処理するように SBC を設定する手順について説明します。

SIP 3xx 応答を処理するための SBC の設定

手順概要

1. configure

2. sbc sbc-name 

3. sbe 

4. adjacency sip adjacency-name

5. redirect-mode mode 

6. attach

7. exit

8. redirect-limit limit

9. exit

10. show services sbc sbc-name sbe adjacencies

11. show services sbc sbc-name sbe redirect-limit

詳細手順

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 configure

例：
host1/Admin# configure

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブ

ルにします。

ステップ 2 sbc service-name 

例：

host1/Admin(config)# sbc mysbc

SBC サービス モードを開始します。

サービス名を定義するには、service-name 引数を使用

します。
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ステップ 3 sbe

例：

host1/Admin(config-sbc)# sbe

SBC の Signaling Border Element（SBE; シグナリング 
ボーダ エレメント）機能モードを開始します。

ステップ 4 adjacency sip adjacency-name

例：

host1/Admin(config-sbc-sbe)# adjacency sip 
SipToIsp42

SBE SIP 隣接モードを開始します。

サービス名を定義するには、adjacency-name 引数を使

用します。

ステップ 5 redirect-mode mode 

例：

host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip) 
redirect-mode recurse

INVITE への 3xx 応答を SIP 隣接から受信したときの 
SBC の動作を設定します。

• redirect-mode pass-through：SBC はすべての 
3xx 応答をコール元に返します（デフォルトのモー

ド）。

• redirect-mode recurse：300、301、302、および 
305 INVITE 応答（redirect-limit に達していない場

合。ステップ 8 を参照してください）では、SBC 
はリストの先頭にある連絡先アドレスに INVITE 
を再送信します。それ以外の場合、SBC は 3xx 応
答を送り返します。

• no redirect-mode：このコマンドの no 形式を使用

すると、隣接はデフォルトの動作に戻ります。

ステップ 6 attach

例：

host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip)# attach

隣接を接続します。

ステップ 7 exit

例：

host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip)# exit

adjacency-sip モードを終了し、SBE モードに戻りま

す。

ステップ 8 redirect-limit limit

例：

host1/Admin(config-sbc-sbe)# redirect-limit 4

SBC が特定のコールで実行するリダイレクトの 大数

を設定します。

• redirect-limit limit：実行可能なリダイレクトの

大数を表す数値。この数値を超えると、コールは失

敗します（0 ～ 100 の範囲。デフォルトは 2）。

• no redirect-limit：このコマンドの no 形式を使用

すると、隣接はデフォルトの動作に戻ります。

ステップ 9 exit

例：

host1/Admin(config-sbc-sbe)# exit

SBE モードを終了します。

コマンドまたはアクション 目的
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SIP 3xx 応答を処理するための SBC の設定例

ここでは、SBC で SIP 3xx 応答を処理するための 2 つの簡単な設定について説明します。

次のコマンドは、300、301、302、および 305 INVITE 応答に対して再送信を実行するように、隣接

「SipToIsp42」を設定します。

host1/Admin(config)# sbc mySbc sbe adjacency sip SipToIsp42
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip)# redirect-mode recurse
host1/Admin(config-sbc-sbe-adj-sip)# end

次のコマンドは、コールあたり 大 4 回の SIP 3xx リダイレクトを実行するように、SBE を設定します。

host1/Admin(config)# sbc mySBC 
host1/Admin(config-sbc)# sbe 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# redirect-limit 4 
host1/Admin(config-sbc-sbe)# end

ステップ 10 show services sbc sbc-name sbe adjacencies

例：

host1/Admin(config-sbc)# show services sbc mysbc 
sbe adjacencies

SBE 上に設定された隣接をリストします。

ステップ 11 show services sbc sbc-name sbe redirect-limit

例：

host1/Admin(config-sbc)# show services sbc mysbc 
sbe redirect-limit

1 つのコールが実行できるリダイレクトの 大数に対す

る現在の制限を表示します。

コマンドまたはアクション 目的
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  SIP 3xx 応答を処理するための SBC の設定例
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