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静的な IP アドレス ビジネス ハードウェアを on
Cisco 設定 するための最良の方法 
概要
 
ローカル エリア ネットワーク （LAN）は複数のビルド程に大きくまたはホーム程に小さいかも
しれません。 LAN に接続される皆は同じ物理的な位置にあります。
 
LAN では、ルータは各デバイスに自身のユニークな内部 IP アドレスを割り当てます。 それらは
次の通りパターンに続きます:
 

10.0.0.0 /8 （10.x.x.x）
172.16.0.0 /12 （172.16.x.x - 172.31.x.x）
192.168.0.0 /16 （192.168.x.x）
 

これらのアドレスはネットワークの中だけで目に見え、デバイス間で、外部ネットワークから私
用と考慮されます。 ビジネスと内部 IP アドレスの同じプールがあるかもしれない可能性として
は数百万の場所があります。 それは否定的にそれらが自身のプライベート ネットワークの内だけ
で使用される、それ故に、競合がありませんので、アドレス方式に影響を与えないし。
 
することができるが留意するべきいくつかの標準事柄があります特別なコンフィギュレーション
があります。 互いに通信するネットワークのデバイスのためにそれらはその他のデバイスとすべ
て同じパターンに続く必要があります。 それらはまた IP アドレッシング方式内の組織方式であ
る同じ サブネットであるはずです。 各 IP アドレスはまたユニークである必要があります。 プラ
イベートLAN アドレスだけのために予約済みであるのでパブリックIPアドレスとして決してのこ
のパターンのこれらのアドレス見ないで下さい。
 
これらのデバイスすべてはデフォルト ゲートウェイ（ルータ）を通してインターネットにデータ
を移動するためにデータを送信 します。 デフォルト ゲートウェイは情報を受け取るとき、IP ア
ドレスを公に直面するためにカプセル化するネットワーク アドレス変換（NAT）をする必要があ
ります。 何でも以来インターネットを渡って出かけることは要請人に戻ってパブリックIPアドレ
スを、このカプセル化確認しますデータを方法を見つけ出すことができます必要とします。
 
手動で IP アドレスを割り当てることは IP アドレッシングの安全な方法場合もありま、手動プロ
セスである、そこにです発生する場合があるネットワーク スケーリングの問題です。 ネットワー
クのデバイスに自動的に IP アドレスを割り当てる手動割り当てを解決するために、ダイナミック
ホスト コンフィギュレーション プロトコルはプロトコルです。 DHCP を使用するデバイスは自
動的に適切なサブネット マスクのダイナミックIPアドレスを与えられます。 利用可能 な IP アド
レスのこのプールはアドレスが割り当てられるか、または放棄されるように一定時間にわたり変
更できます。
 
同じをルータのスタティック DHCP の設定によってとどまるか、またはデバイスの静的IP アド
レス自体を割り当てるために内部 IP アドレスを設定できます。 その時点から、そのデバイスは
ルータが工場出荷時状態にリセットされる場合手動で変更されてまたは同じ IP アドレスを保存し
ません。
 
注: 公共 IP アドレスはインターネットサービスプロバイダー （ISP）によって静的なパブリック
IPアドレスがあることを支払わなければ同じどちらかをとどまるために保証されません。 多くの
会社はこのサービスの支払をします従って従業員はおよび顧客にサーバ（Web、メール、VPN、
等）により多くの信頼できる接続があります高い場合もあります。
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いくつかのスモール ビジネスは IP アドレスをすべてダイナミックに去ることができます。
DHCP を使うと、デバイスは問題なしで追加されるか、または削除することができます。 DHCP
は他からユニーク同じ サブネットでそう競合がないし、である彼らはすべて互いに通信できます
各デバイスにローカルIPアドレスを割り当て。
  
目標
 
この技術情報は Cisco ビジネス ハードウェアを使用するとき静的な IP アドレスおよびいくつか
の推奨される最良の方法についての読者 概要を与えます。
  
デバイスはいつ静的IP アドレスがあるはずですか。
 
デバイスに一定したアクセス、かサーバを必要とすれば、ネットワークでそのアドレスが変更し
ないことは有利です。 次に例を示します。
 

ルータ。 LAN から離れている間、ネットワークにアクセスするため、かどうかホームからは
たらくためにコンピュータを接続するかまたはネットワークに接続される監視カメラにアク
セスします。
ネットワーク内のプリンタを共有します。
ネットワークで 2つ以上のルータがあります。
Webサーバまたはファイル転送プロトコル（FTP） サーバのようなホストA ファイルサーバ
。
 
DHCPサーバ自動的にスタティック アドレスがある– DHCPサーバは可能性が高いです。
 
ネットワークは DHCP をサポートしません。
  

どんなデバイスが一般的に 静的IP アドレスを必要としませんか
。
 
ネットワークでデバイスに一定したアクセスを必要としなければ有利、大いにより少なく複雑
DHCP を使用するためにです。 ネットワークでは、何百ものこれらのデバイスがあるかもしれ、
アドレスが使用された把握することは非常に困難です。 これらのデバイスは頻繁にネットワーク
の間で接続されるために、変更する IP アドレス必要移動され。 DHCP を使うと、これは自動的
にされます。 次に例を示します。
 

携帯 電話
コンピュータ
VOIPフォン
  

静的な IP アドレスを使用するときチャレンジとは何か。
 

管理者は割り当てられた静的な IP アドレスおよびすべてのデバイスを把握しなければなりま
せん。
同じ静的な IP アドレスが 2 つのさまざまなデバイスに割り当てられれば両方ネットワークで
通信することができません。 これは管理者がネットワークのトポロジーのよいメモを保存す
る場合防ぐことができます。
静的IP アドレスとして既に割り当てられている DHCP が IP アドレスを割り当てれば、それ
らのデバイスは交信を行うことができません。 この問題のためのソリューションは DHCP に
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IP アドレスのブロックおよび静的なアドレッシングに異なるブロックを割り当てることです
。
  

Cisco ビジネス 推奨事項
 

各静的な IP およびメディア アクセス制御（MAC） アドレスを含むよいメモを保存して下
さい。
静的IP アドレスだけを必要ならば割り当てて下さい。
DHCP のためにアドレスのブロックおよび静的なアドレッシングのために別途のブロックを
確保して下さい。
10.0.0.0 /8 （10.x.x.x）、172.16.0.0 /12 （172.16.x.x - 172.31.x.x）、または 192.168.0.0
/16 （192.168.x.x）パターンからのアドレスだけを使用して下さい。
それらとして .0 の端がネットワークのために一般的に予約済みであることアドレスを使用
しないで下さい。
.1 か .254 の端が頻繁に、それらとしてデフォルト IP アドレス デバイスのであるアドレス
を使用しないで下さい。 ネットワークの最初または最後の使用可能な IP アドレスはハッカ
ーがネットワークにアクセスすることを試みるのに多分それを使用するほどよくあります。
それらがブロードキャスト アドレスのために予約済みであるように、終了する .255 に IPネ
ットワーク プールの最後の IP アドレスを使用しないで下さい。
一般に異なるサイトの間の VPN を設定している間、両端で異なる LAN IP サブネット（か
異なるサブネット マスクを）使用することを推奨します。 たとえば、に接続するサイト
192.168.x.x アドレス方式を、10.x.x.x か 172.16.x.x を使用したいと思います- 172.31.x.x サ
ブネット使用します。 ルータのIP アドレスを変更するとき、DHCP のデバイスは自動的に
そのサブネットの IP アドレスを取ります。
  

DHCP のための IP アドレスのプールを表示しか、または変更す
る方法
 
ルータで、DHCP のために予約済みである IP アドレスの範囲を表示するか、または変更できま
す。 ログオンするヘルプを好んだ場合ここをクリックして下さい。
  
RV160 のための指示、RV260 または RV260 シリーズ ルータ
 
ステップ 1.ナビゲートへの LAN > VLANの設定。
 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb381-accessing-the-web-based-setup-page-of-cisco-vpn-routers.html?dtid=osscdc000283


注: RV160、RV260、または RV34x ルータを使用していて、前のセクションで示されているグラ
フィカル ユーザ インターフェイス （GUI）を見なければそれは最新版ファームウェアにアップ
グレードすること強く推奨されています。 これは新しい GUI にルータをアップデートする必要
があります。 ここをクリックして最新版ファームウェアをチェックして下さい。
 
RV34x ルータのファームウェアをアップグレードする方法に関する手順をここをクリックすれば
好んだら。
 
RV160 か RV260 ルータのファームウェアをアップグレードする方法に関する手順をここをクリ
ックすれば好んだら。
 
ステップ 2. VLAN ID のためのチェックボックスを、デフォルトです VLAN 1. Cisco ビジネス ル
ータ自動的に予約します DHCP のために 50 IP アドレスをクリックして下さい。 好むが、これは
通常小規模なネットワークのために十分ですものは何でも範囲をにここに変更できます。 この範
囲の静的な IP アドレスを割り当てないようにこれを書き留めることを忘れないでいて下さい。
 

https://software.cisco.com/download/home
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5506-upgrade-firmware-on-an-rv34x-series-router.html?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5506-upgrade-firmware-on-an-rv34x-series-router.html?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Upgrade-firmware-on-RV160x-and-RV260x-routers.html?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Upgrade-firmware-on-RV160x-and-RV260x-routers.html?dtid=osscdc000283


他のすべてのルータのための手順
 
ステップ 1. DHCP >DHCP セットアップへのナビゲート。
 

ステップ 2. VLAN ID を、デフォルトです VLAN 1. Cisco ビジネス ルータ自動的に予約します
DHCP のために 50 IP アドレスを選択して下さい。 好むが、これは通常小規模なネットワークの
ために十分ですものは何でも範囲をにここに変更できます。 この範囲の静的な IP アドレスを割
り当てないようにこれを書き留めることを忘れないでいて下さい。
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静的な IP アドレスを割り当てる方法
 
デバイスに静的IP アドレスを割り当てるための少数のオプションがあります。 優先買受権は主要
なルータのすべての静的な IP アドレスを設定することです。 これは 1 位置の静的な IP アドレス
すべてを持つ簡単な方法です。 ただし、工場出荷時の設定にルータをリセットすれば、すべての
設定された静的な IP アドレスは削除されます。
 
第 2 オプションは各デバイスでそれを直接設定することです。 静的IP アドレスがデバイスで直
接設定され、リセットを得れば場合、DHCP に多分戻り、別の IP アドレスを選びます。
  
ルータのスタティック DHCP の設定
 
ルータのスタティック DHCP を設定するために、各デバイスのための MAC アドレスを知る必要
があります。 これは文字および数で構成されている各デバイスのための固有の識別番号です。
MAC アドレスは変更しません。 それは Ciscoデバイスの本文で見つけることができます。 それ
は MAC と分類され、白い背景と一般的に示されています。
 
ステップ 1.ルータにログイン して下さい。 ナビゲートへの LAN > スタティック DHCP。
 

ステップ 2.静的な IP を割り当てるために次のステップを完了して下さい。
 

プラス アイコンをクリックして下さい。
リストされている SG550 スイッチのようなデバイスを関連付けるのを助ける名前を作成して
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下さい。
デバイスの MAC アドレスを入力して下さい。
静的な IPv4 アドレスを入力して下さい。 DHCPプールにないアドレスを使用することを確か
めて下さい。
イネーブルになったボックスがチェックされることを確かめて下さい。
[Apply] をクリックします。
 

静的IP アドレスを割り当てることを望む各デバイスのためのこのプロセスを繰り返す必要があり
ます。
  
スイッチの静的IP アドレスの設定
 
ステップ 1.スイッチへのログイン。 IPコンフィギュレーション > IPv4 インターフェイスへのナ
ビゲート。
 



ステップ 2. 『Add』 をクリック して下さい。
 



ステップ 3.静的IP アドレス Radio ボタンを選択して下さい。 望ましい静的IP アドレスおよびサ
ブネット マスクを入力して下さい。 [Apply] をクリックします。
 

 
設定しますワイヤレスアクセスポイント（WAP）の静的IP アドレスを
 
ステップ 1. WAP にログイン して下さい。 ナビゲートへの LAN > VLAN および IPv4 アドレス。
 



ステップ 2.静的な IP Radio ボタンを選択して下さい。 望ましい静的IP アドレスおよびサブネッ
ト マスクを入力して下さい。 またデフォルト ゲートウェイおよび Domain Name Servers 
（DNS）サーバアドレスを規定 する必要があります。 [Save] をクリックします。
 
注: 通常デフォルト ゲートウェイおよび DNSサーバは両方ルータの LAN IP アドレスです; ただし
Google のための DNSサーバは、8.8.8.8、時々ここに利用されます。
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プリンタの静的IP アドレスの設定
 
この例では、ネットワーク > IPv4 を選択します。 そして手動 IP Radio ボタンを選択しましたり
、手動 IP アドレス、手動サブネット マスクおよび手動デフォルト ゲートウェイを一杯にします
。 また DNSサーバを割り当てます。 [Apply] をクリックします。
 
注: このプリンタは Cisco製品でし、Cisco によってサポートされません。 これらの手順は一般の
実例の目的のためにだけ提供されます。
 

 
結論
 
そこにそれがあります! この場合ネットワークで IP アドレッシングのための始めるポイントがあ
ります。
 
次のトピックに関する詳細についてはハイパーリンクをクリックして下さい:
 

Cisco IP Phone 6800、7800、または 8800 シリーズ Multiplatform 電話の静的なインターネッ
ト プロトコル（IP） アドレス設定値を設定して下さい
グラフィカル ユーザ インターフェイス （GUI）を使用してスイッチの静的な IPv4 アドレス
の設定
Command Line Interface （CLI）によるスイッチの静的な IPv4 Addesses の設定
テキストファイルをスイッチの IP 設定を調節するために作成する方法
 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-7800-series/smb5627-configure-static-internet-protocol-ip-address-settings-on-a.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-7800-series/smb5627-configure-static-internet-protocol-ip-address-settings-on-a.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb5826-setting-static-ipv4-address-on-a-switch-using-gui.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb5826-setting-static-ipv4-address-on-a-switch-using-gui.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb5825-setting-static-ipv4-address-on-a-switch-via-cli.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-350x-series-stackable-managed-switches/Creating_a_text_file_to_adjust_IP_settings_on_a_switch.html

	静的な IP アドレス ビジネス ハードウェアを on Cisco 設定 するための最良の方法
	概要
	目標
	デバイスはいつ静的IP アドレスがあるはずですか。
	どんなデバイスが一般的に 静的IP アドレスを必要としませんか。
	静的な IP アドレスを使用するときチャレンジとは何か。
	Cisco ビジネス 推奨事項
	DHCP のための IP アドレスのプールを表示しか、または変更する方法
	RV160 のための指示、RV260 または RV260 シリーズ ルータ
	他のすべてのルータのための手順
	静的な IP アドレスを割り当てる方法
	ルータのスタティック DHCP の設定
	スイッチの静的IP アドレスの設定
	設定しますワイヤレスアクセスポイント（WAP）の静的IP アドレスを
	プリンタの静的IP アドレスの設定

	結論


