
ラズベリー Pi を使用して基本的な音声ネットワ
ークを作成する方法 
目標
 

この資料は方法で手順をアスタリスクを使用しているコミュニケーション サーバでラズベ
リー Pi で基本的な音声ネットワークを設定する提供したものです。 Virtual Local Area
Network （VLAN; バーチャル LAN）がおよびサービス品質（QoS）は音声 および データ
トラフィックを分けることによってトラフィックに優先順位をつけるのを助けるのに使用さ
れます。 このネットワークの目標は内部テストを設定することです。 これらのテストは期
待する、見つけます機器間の他のどの可能性のある コンテンションも助けます音声 音量の
ための十分な帯域幅があるかどうか見ネットワークを適切にスケーリングするのを。 また
ローカルでまたはクラウドでそれをホストしたいと思うかどうかの判別を助けることができ
ます。 会社がある特定のサイズに達したら、それらは PBX のような自身の市内電話 コン
トローラ、か IP PBX があることを好むかもしれません。 これは会社のの中の電話間のコー
ルがならないからのおよびルーティングされる ビルディングので内部 コール 効率的を作り
ます。
 
特記事項： ラズベリー Pi は Cisco サポート製品ではないです、この資料はサポート目的で
で、ただソリューション ドキュメントではないです。 
  

概要
 

有効なビジネスを行なう会社のために従業員は音声ネットワークにアクセスできる必要があ
ります。 これは従業員と顧客間の通信を促進しましたり、また従業員に内部で通信する機
能を与えます。 各従業員は地上通信線電話や携帯 電話を与えることができますこれはかな
り高くなることができます。 会社は頻繁に Voice over Internet Protocol （VoIP）を代りに
利用する音声ネットワークを設定することを選択します。
 
VOIP技術は長距離通話料最小の世界のあらゆる位置にあらゆる位置から電話を、もしあれ
ば作り、受信するのに、インターネットを利用することを可能にします。 これはインター
ネットを利用するあらゆるデバイスで利用することができます。
 
VoIP は生産性、通信および顧客の満足を高めている間会社通貨を貯めることができます。
従業員は呼ルーティング、Music on Hold および統合された音声メールのような異なる機能
を利用できます。
 
多くのビジネスが使用する VoIP の共通 機能は呼ルーティング、別名自動 着信呼 分配 装置
です。 呼ルーティングは次の利用可能なエージェントに音声メールへそれらを送信 するか
わりに着信コールを配ります。 これはカスタマ コールができるだけ効率的に応答されるよ
うにします。 営業時間後に、コールは音声メールに直接送ることができます。
 
ユーザを追加し、機能をアップグレードすることはビジネスが拡張するか、または必要が変
化するとき有用の単純なプロセスです。 従来の電話システムとは違って、高い配線はされ
る必要がありません。
 
VOIPネットワークを設定するためには、考慮するオプションがあります。 KSU、KSU なし
、構内交換機 （PBX）または別の VoIP システムを使用してあなた自身の電話 システムの
ためのホストA VOIPサービスできます。
 
もしすべてが考慮されれば従業員および場所の予算、エリアで利用可能 な数、サービスお



よび会社の増加。 シスコ トレーニングおよび追加 設備は、ヘッドセットのような、利用可
能である同様に必要がある場合もあります。 VoIP はデータ 使用方法を高めることができ、
音声ネットワーク トラフィックを説明するために帯域幅を上げる必要がある場合もありま
す。
 
ネットワークがダウン状態になれば、またバックアップのために、「プランB」計画する必
要があります。 電源が切断される場合、VoIP システムは接続しません。 この冗長性はすぐ
に電話サービスを再開し、ビジネスの生産性の割り込みを防ぐために設定する必要がありま
す。
 
この技術情報では、アスタリスクを使用して自身の電話 システムを、ラズベリー Pi の PBX
配置します。
 
注: これらのステップを完了し、また内部ネットワークの呼出す機能をほしいと思ったらイ
ンターネットテレフォニー サービス プロバイダー（ITSP）を選択する必要があります。
  

定義
 

Virtual Local Area Network （VLAN; バーチャル LAN）は論理的に異なるブロードキャスト
ドメインにローカル エリア ネットワーク （LAN）をセグメント化することを可能にします
。 機密データがネットワークのブロードキャストであるかもしれないシナリオでは VLAN
はブロードキャストの指定によって強化するために仕様 VLAN にセキュリティを作成する
ことができます。 仕様 VLAN のユーザはその VLAN のデータにアクセスし、処理できる唯
一の物です。 不必要な宛先にブロードキャストおよびマルチキャストを送信 する必要の減
少によって VLAN もパフォーマンスを高めるのに使用することができます。
 
すべてのポートは、デフォルトで、VLAN 1 に割り当てられます、従って異なる VLAN を設
定すれば、手動で適切な VLAN にそれぞれにポートを割り当てる必要があります。
 
各 VLAN は 1 から 4094 まで値のユニークな VLAN ID （VID）で設定する必要があります
。 デバイスは廃棄 VLAN として VID 4095 を予約します。 廃棄 VLAN に分類されるすべて
のパケットは入力で廃棄され、ポートに転送されません。
 
サービス品質（QoS）は異なるアプリケーション、ユーザ、またはデータフローのためのト
ラフィックに優先順位をつけることを可能にします。 従ってそれもクライアントのための
QoS に影響を与える指定されたレベルにパフォーマンスを保証するのに使用することがで
きます。 QoS は次のファクタから一般に影響を受けます: ジッタ、レイテンシーおよびパ
ケットロス。 QoS によって最も影響を受けているので最も頻繁に、ビデオか VoIP は優先
順位を与えられます。
 
構内交換機 （PBX）は会社の内部ユーザ向けの着信 および 発信コールを管理する電話切り
換えシステムです。 PBX は公衆 電話 システムに接続され、特定の拡張に自動的に着信コ
ールをルーティングします。 それはまた複数の回線を共有し、管理します。 典型的なスモ
ール ビジネス PBX システムは外部および内部 電話線を、コンピュータ サーバ コール 切り
替えおよびルーティングを管理する、および手動制御のためのコンソールが含まれています
。
 
IP PBX は従来のスモール ビジネス PBX が多くすることができるすべてをし。 それは
VoIP、また地上通信線コールの切り替えおよび接続を行います。 IP PBX システムはコスト
を保存し、ネットワーク管理を最小に する IP データネットワークで稼動します。 （コンピ
ュータおよびマイクロフォン ヘッドセットを越える電話ハードウェアを必要としない）
softphones IP 電話を使用でき、地上通信線は IP PBX 電話 システムで電話をかけます。
 
ラズベリー Pi は卓上 コンピュータのように安価、小さい、そのポータブルコンピュータ機
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能しますです。
 
アスタリスクはコミュニケーション サーバにコンピュータを、ラズベリー Pi のような、作
ることができるオープン ソース フレームワークです。 これはあなた自身のビジネス PBX
電話 システムを構築することを可能にします。 この技術情報では、アスタリスクはグラフ
ィカル ユーザ インターフェイス （GUI）として拡張機能、ユーザ、先祖などを設定できる
アスタリスクを制御し、管理する FreePBX を使用します
  

適当なデバイス
 

ルータ
Power over Ethernet （PoE）スイッチ
ラズベリー Pi （Pi 3 B+、Pi 3、Pi 3、B+、B および A モデル）
Cisco 2 つまたはより多くの SPA/MPP IP フォン
  

[Software Version]
 

14.0.1.20 （FreePBX）
13.20.0 （アスタリスク）
1.1.1.06 （RV325 ルータ）
1.1.4.1 （SF220-24P）
7.1.3 （SPA502G）
 

基本的な音声ネットワークをラズベリー Pi で設定するために、下記のようにガイドライン
に従って下さい:
 
トポロジ：
 

RasPBX のためのイメージはここに見つけることができます。 このイメージはラズベリー
Pi でインストールされる必要があります。

http://www.raspberry-asterisk.org/downloads/


注: この資料では、RasPBX イメージのラズベリー Pi は既に設定されています。 ラズベリ
ー Pi の GUI にアクセスするために、PBX を設定するためにブラウザのラズベリー Pi の
http://raspbx.local か IP アドレスを打ち込んで下さい。 デフォルト FreePBX ログオンはユ
ーザです: 管理者 パスワード: admin。 また、ラズベリー Pi は静的IP アドレスがあるために
前もって構成されました。

目次

ルータの VLAN の設定1.
SPA/MPP 電話の設定2.
スイッチの VLAN の設定3.
スイッチの Voice VLAN の設定4.
スイッチのインターフェイス設定の設定5.
スイッチのポートVLAN メンバシップの設定6.
別のサブネットであるラズベリー Pi の変更 IP アドレス7.
結論8.

ルータの VLAN の設定

ステップ 1. Webベース ユーティリティへのログインおよびポート管理 > VLANメンバーシ
ップへのナビゲート。

注: これはモデルによって変わるかもしれません。 この例では、RV325 は使用されます。
Webベース セットアップページのアクセスに関する詳細については、ここをクリックして
下さい。

呼び出します。 ルータの VLAN を有効に するために Enable チェックボックスをチェック
して下さい。

http://raspbx.local
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
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


ステップ 3 VLANテーブル セクションで、新しい VLAN ID を作成するために『Add』 をク
リック して下さい。

ステップ 4. VLAN ID フィールドで VLAN ナンバーを入力して下さい。 VLAN ID は範囲 4
に 4094 である必要があります。 この例では、200 は VLAN ID としてデータのために使用
されます。 次に、Description フィールドで VLAN のための説明を入力して下さい。 データ
は説明のための例として入力されます。 次に [Save] をクリックします。

注: 音声のための VLAN 100 はこのルータでデフォルトで作成されました。 14 まで新しい
VLAN は作成することができます。



ステップ 5 VLAN を編集するために、適切な VLAN のチェックボックスをチェックして下
さい。 この例では、VLAN 1、100、および 200 は編集されます。 それから VLAN を編集す
るために『Edit』 をクリック して下さい。

ドロップダウン リストをルーティングするインターVLAN のステップ 6. （オプションの
）はまたは 1 VLAN から別の VLAN にパケットをルーティングするために無効に されて 『
Enabled』 を選択 します。 これを役立ちます内部ネットワーク 管理者が問題を解決するこ
とに役立つようにデバイスにリモートアクセスできるので有効に してもらうことは。 これ
はデバイスにアクセスするために VLAN を切り替えなければ絶えずならないことの時を減
らします。

無効–それはインターVLAN ルーティングが非アクティブであること表します●

イネーブルになった–それはインターVLAN ルーティングがこの VLAN でアクティブであるこ
と表します。 インターVLAN ルーティングは有効に なるそれがあるそれらの VLAN 間のだけ
パケットをルーティングします。

●

注: この例では、VLAN ID 1、100、および 200 のためにルーティングするインターVLAN を
有効に します。



ステップ 7.接続され、設定が接続されたポートと一致する必要がある LAN ポートのための
ドロップダウン リストから望ましいオプションを選択して下さい。 接続される複数のポー
ト、なぜなら各ポートと接続されれば、同じ設定を選択する必要があります。 デフォルト
はタグ付けされていますが、VLAN のために 1 つはタグが付いていないです。

注: ステップ 6 でルーティングするインターVLAN を有効に する場合トラフィックを区別す
るために VLAN をタグ付けしなければなりません。

タグ付けされた

タグ付けされるようにことポートと VLAN 間のアソシエーション表します。●

複数のVLAN が同じ ポートのために作成されるときタグ付けされたどの VLAN がユニークな
VLAN ID によってトラフィックによってが属するか判別するのに使用されています。

●

untagged

ポートと VLAN 間のアソシエーションがタグが付いていないこと表します。●

それは 1 VLAN だけ作成され、トラフィックが VLAN に気づいているとき使用されます。 1
VLAN だけ各 LAN ポートのためのタグが付いていないとしてマークすることができます。

●

デフォルトVLAN がポートにある場合、ポートに複数のVLAN があってもタグが付いていな
い常にはずです。

●

除かれる

インターフェイスが VLAN のメンバーではないこと表します。●

このオプションを選択する場合、トラフィックは VLAN とポートの間で無効に なります。●



ステップ 8.設定を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。

注: ルータ、あなたでログインおよびナビゲートは Webベース ユーティリティににほしい
と思う特定のサブネットに VLAN を設定する DHCP > DHCP セットアップできます。 デフ
ォルトで、VLAN は別のサブネットであるために設定されます。

SPA/MPP 電話の設定

ユーザはまた手動で設定されたプロファイル 位置、DHCP オプション 150 によって見つけ
られるロケーションまたは Cisco EDOS サーバからのプロファイルを引っ張るために電話
を設定できます。 以下はマニュアル設定の例です。

ステップ 1.ブラウザの SPA/MPP の IP アドレスを入力し、Admin ログインにナビゲート し
、次に進みました。

注: SPA/MPP 電話のための設定はモデルによって変わるかもしれません。 この例では、
SPA502G を使用しています。 IP Phone の IP アドレスを、ナビゲートに見つけるためルー
タの DHCP > DHCP ステータス（モデルによって変わるかもしれないです）。 もう一つの
方法は Setup ボタンを押し、Cisco Phone のネットワークへナビゲート することです（メ
ニューおよびオプションは電話モデルによって変わるかもしれません）。

 



ステップ 2.、拡張 ページは音声 > Ext 1 に開きますナビゲート します。

ステップ 3 プロキシおよび登録 セクションでは、プロキシ フィールドのプロキシサーバを
打ち込んで下さい。 この例では、ラズベリー Pi のアドレス（192.168.3.10） プロキシサー
バとして使用されます。 VLAN 100 は 192.168.3.x のサブネットにあります。

注: より多くのそのセクションにリダイレクトされるべきリンクをクリックすることを理解
したいと思う場合、この技術情報のラズベリー Pi 以降の IP アドレスを設定します: 別のサ
ブネットであるラズベリー Pi のアドレスの変更。

ステップ 4 サブスクライバ情報の下で、共用拡張のための表示名およびユーザ ID （拡張番
号）で入力して下さい。 この例では、拡張 1003 を使用します。



注: 拡張 1003 はラズベリー Pi で既に作成され、設定されてしまいました。

ステップ 5.ラズベリー Pi 拡張 セクションで設定した拡張のパスワードで入力して下さい。
これはラズベリー Pi の編集拡張 セクションの下に別名シークレットです。 この例では、パ
スワード 12345 は使用されました。

注: パスワード 12345 はただ一例として使用されました; より多くの複雑なパスワードは推
奨されます。

ステップ 6.使用 Auth ID ドロップダウン リストから望ましいオプションを選択して下さい
。 オプションはいいえはいあり、 送信できる前に承認されたかどうか確認するために SIP
メッセージが挑戦することができるセッション開始プロトコル（SIP） 認証を有効に する
ために Auth ID ドロップダウン リストから『Yes』 を選択 して下さい。 この例では、『
Yes』 を選択 しました。



ステップ 7. Auth ID フィールドのこの電話のために設定することを試みている拡張を入力し
て下さい。 認証 ID は SIP 認証のためです。

ステップ 8 次に [Submit All Change] をクリックします。

注: 設定するべきより多くの SPA/MPP 電話がある場合 SPA/MPP 電話セクションの設定の
ステップ 1 に戻って下さい。

スイッチの VLAN の設定

ステップ 1. Webベース ユーティリティへのログインおよび VLAN管理へのナビゲートは >
VLAN を作成します。

注: 設定はデバイスによって変わるかもしれません。 この例では、VLAN を設定するのに
SF220-24P を使用しています。



ステップ 2.新しい VLAN を作成するために… 『Add』 をクリック して下さい。

ステップ 3 単一 VLAN を作成するために、VLAN Radio ボタンを選択して下さい。 VLAN
ID および VLAN 名前を入力して下さい。 それから VLAN を保存するために『Apply』 をク
リック して下さい。 この例では、音声のための VLAN 100 およびデータのための 200 を作
成します。

注: 従って内部 システム 使用方法にシステムによっていくつかの VLAN が必要となり、開
始 VID を入力し、含んだ VID を終了することによって作成することができません。 範囲 機
能を使用するとき、すぐに作成できる最大 VLAN 数 100 つはあります。



注: 別の単一 VLAN を作成する必要がある場合ステップ 2 を繰り返して下さい。

スイッチの Voice VLAN の設定

ステップ 1. Web 設定へのログインおよび VLAN管理 > Voice VLAN > Properties へのナビ
ゲート。

注: オート Voice VLAN を設定することは自動的に voice VLAN の QoS 設定を加え、音声ト
ラフィックに優先順位をつけます。

呼び出します。 管理 ステータスの下で、Voice VLAN Id フィールドの voice VLAN である
ことである VLAN を入力して下さい。 この例では、VLAN 100 は voice VLAN であるために
入ります。

注: Voice VLAN Id の変更、Class of Service（CoS） （CoS)/802.1p、および/または
DiffServ コード ポイント（DSCP）原因静的な voice VLAN として管理上の voice VLAN を
アドバタイズするデバイス。 外部 voice VLAN によって引き起こされる オプション オート
Voice VLAN アクティベーションが選択される場合、デフォルト値は維持される必要があり
ます。 この例では、CoS/802.1p は 5 および DSCP のデフォルト設定が 46 のデフォルトと



してそのままになると同時に残っています。

ステップ 3.設定を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。

スイッチのインターフェイス設定の設定

インターフェイスは、スイッチの物理ポート、次のいずれかの設定に割り当てることができ
ます:

概要: ポートは IEEE 802.1Q 仕様で定義されたようにすべての機能をサポートできます。 イ
ンターフェイスは 1つ以上の VLAN のタグ付けされたかタグが付いていないメンバーである
場合もあります。

●

Access: インターフェイスで設定される 1 VLAN を持ち、ただ 1 VLAN しか運ばないことが
できます。

●

Trunk: 単一のリンク上の複数のVLAN のトラフィックを運び、ネットワークを渡る VLAN を
伸ばすことを許可することができます。

●

Dot1p-Tunnel: QinQ モードにインターフェイスを置きます。 これはプロバイダー ネットワ
ークを渡る自身の VLAN 配置（PVID）を使用することをユーザが可能にします。 スイッチ
は QinQ モードに 1つ以上の dot1p-tunnel ポートがある場合あります。

●

ステップ 1. Web 設定へのログインおよび VLAN管理 > インターフェイス設定へのナビゲー
ト。



ステップ 2. VLAN にインターフェイス モードを選択して下さい。 この例では、ラズベリー
Pi （ポートを設定します: アクセス ポートである FE3）。

ステップ 3 それからインターフェイスを編集するために… 『Edit』 をクリック して下さい
。

ステップ 4 インターフェイス VLAN Mode フィールドで、単一 VLAN のタグが付いていな
いメンバーでインターフェイスを設定するためにアクセスを選択して下さい。



ステップ 5.設定を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。

スイッチのポートVLAN メンバシップの設定

VLAN が作成されれば、接続したいポートに VLAN を割り当てる必要があります。

ステップ 1. Web 設定へのログインおよび VLAN管理 > ポートVLAN メンバシップへのナビ
ゲート。



呼び出します。 ポートVLAN メンバシップ 表で、VLANメンバーシップを設定したいと思う
ことインターフェイスを選択して下さい。 この例では、ラズベリー Pi （ポートを設定しま
す: VLAN 100 である FE3）。

注: どの音声 デバイスでも Switch セクションの設定 Voice VLAN で選択した voice VLAN に
既に設定されます。

ステップ 3. VLAN を設定したいと思うことポートを変更するために加入 VLAN を…クリッ
クして下さい。

ステップ 4. 1UP を選択し、< VLAN 1 を選定された VLANセクションのインターフェイスか
ら取除くためにクリックして下さい。 それがアクセス ポートのとき 1 タグなしVLAN だけ



インターフェイスに追加することができます。

ステップ 5. 100 つを選択し、インターフェイスにタグなしVLAN を追加するために『>』 を
クリック して下さい。



ステップ 6.設定を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。

ステップ 7.インターフェイス フィールドのルータに接続されるインターフェイス ポートを
選択して下さい。 この例では、ポート GE1 は選択されます。



ステップ 8.選定された VLANセクションでそれらを追加するために選択したインターフェイ
スに『>』 をクリック するために追加される VLAN を選択すれば。 この例では、VLAN
100 および 200 を選択します。



ステップ 9.設定を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。

注: IP アドレスが正しいサブネットに変更することができるように IP 電話の再度ブートす
るが必要となるかもしれません。

別のサブネットであるラズベリー Pi の IP アドレスの変更

ステップ 1.ラズベリー Pi にセキュア シェル（SSH）によって接続するか、またはコンピュ
ータ モニタにラズベリー Pi を接続して下さい。 この例では、ラズベリー Pi を設定するの
に SSH を使用します。

注: コンピュータ/ラップトップのためのスイッチのポートはインターフェイス設定を設定す
るときおよびアクセス ポートで設定されてラズベリー Pi と同じ VLAN である必要がありま
す。 スイッチのインターフェイス設定を行うことおよび検討するためにこの技術情報の
Switch セクションのポートVLAN メンバシップの設定を参照して下さい。 IP アドレスがそ
れにラズベリー Pi SSH と同じネットワークにあることを確かめて下さい。 デバイスがラズ
ベリー Pi と同じネットワークにない場合場合、静的IP アドレスを使用すれば、同じネット
ワークであるために手動で IP アドレスを変更して下さいコマンド ipconfig /release を打ち
込むことができ、新しい IP アドレスを得るために ipconfig はコマンド プロンプトで/更新し
ます。 SSH クライアントはオペレーティング システムによって変わるかもしれません。
この例では、PuTTy はラズベリー Pi に SSH に使用されました。 詳細については SSH に
ついて、ここをクリックして下さい。

ステップ 2.ホスト名（か IP アドレスを）フィールドのラズベリー Pi の IP アドレス打ち込

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb4982-access-an-smb-switch-cli-using-ssh-or-telnet.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb4982-access-an-smb-switch-cli-using-ssh-or-telnet.html


んで下さい。 この例では、192.168.1.10 は入ります。

注: ルータでラズベリー Pi のアドレスを見つけるのに DHCP 表を使用できます。 この資料
では静的IP アドレスがあるために、このラズベリー Pi は前もって構成されました。

ステップ 3. Port フィールドでポート番号として 22 を入力して下さい。 ポート 22 は SSH
プロトコルのための標準ポートです。



ステップ 4 接続タイプ: セクションは、スイッチの接続の方式として SSH を選択するため
に SSH Radio ボタンをクリックします。 それからセッションを開始するために『Open』
をクリック して下さい。



ステップ 5.ログインようにおよび Password フィールドで RasPBX のユーザ名 および パス
ワードを入力して下さい。

注: デフォルトユーザ: ルートおよびデフォルトパスワード: ラズベリー

ステップ 6 イーサネットの IP アドレスを静的IP アドレスであるために変更するために
ifconfig eth0 [IP アドレス]ネットマスク[ネットマスク]打ち込んで下さい。 この例では、



255.255.255.0 の 192.168.3.10 およびネットマスクを使用します

ifconfig eth0 192.168.3.10  255.255.255.0

注: IP アドレスを変更する場合セッションから切断されています。 ラズベリー Pi に戻って
接続するために、コンピュータ/ラップトップはラズベリー Pi （192.168.3.x）として同じ
サブネットである必要があります。

ステップ 7.静的IP アドレスを使用してステップ 6.で設定されたラズベリー Pi に戻って接続
して下さい。 この例では、接続するのに 192.168.3.10 を使用します。

注: コンピュータ/ラップトップがラズベリー Pi、また VLAN として同じ サブネットにある
ことを確かめて下さい。 コンピュータ/ラップトップがラズベリー Pi およびあなたに正しい
IP アドレスがないのと同じ VLAN にあれば、コマンド プロンプトに行き、それから
ipconfig /renew 新しい IP アドレスを要求するために ipconfig /release を打ち込むためにお
よびまたはあなたはイーサネット プロパティの静的IP アドレスがあるためにデバイスは設
定できます。



ステップ 8 コマンド・ラインでは、ルートをデフォルト ゲートウェイを追加するために追
加しますデフォルト ギガワット[サブネットのルータのIP アドレス]入力して下さい。

注: ルーティング テーブルを参照するのにコマンド ルートを使用できます。

  192.168.3.1 



結論

今基本的な音声ネットワークの設定を完了する必要があります。 これを確認するために、
SPA/MPP 電話の 1 台を取ればダイヤルトーンを聞くはずです。 この資料では、SPA/MPP
電話の 1 つに拡張 1002 があり、他の 1 に 1003 があります。 1002 SPA/MPP が電話をか
ける拡張を使用した場合拡張 1003 を呼出せますはずです。
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