
SPA122 の LAN および DHCP の設定 ネットワ
ーク設定 

目標
 

ダイナミック ホスト コンフィギュレーション プロトコルは互いに通信できるようにネット
ワークコンフィギュレーション プロトコルです自動的にネットワークのデバイスの IP アド
レスを設定する。 DHCP はプールからのホストに IP アドレスを割り当てます。 デバイス
はネットワークに接続されられます識別のための IP アドレスがなければなり変更を行なう
ために Web コンフィギュレーションユーティリティを入力するように管理者に可能性を与
えます。
 
この資料の目標は SPA122 電話アダプタのネットワーク設定を行う方法を説明することで
す。
  

適当なデバイス
 

• SPA122
  

[Software Version]
 

• v1.3.2 （014）
  

ネットワーク設定
 

ステップ 1.電話アダプタ設定 ユーティリティへのログインはネットワーク セットアップ >
基本的なセットアップ > ネットワーク設定を選択し。 ネットワーク設定 ページは開きます:
 



  
ルータ IP
 

ルータ IP がローカルネットワークと SPA122 を接続するのに使用されています。
 
ステップ 1.ローカルIPアドレス フィールドで SPA122 のための LAN IP アドレスを入力し
て下さい。 SPA122 のためのデフォルト IP アドレスは 192.168.15.1 です。
 

 
ステップ 2.サブネット マスク ドロップダウン リストからローカルネットワークのためのサ
ブネット マスクを選択して下さい。
  

DHCPサーバ設定
 

ステップ 1. DHCPサーバを有効に するために Enabledオプション・ボタンをクリックする
かまたは DHCP Server フィールドのこの機能を無効に するために Disabledオプション・ボ
タンをクリックして下さい。 SPA122 は動的に接続装置に IP アドレスを割り当てるのに組
み込み DHCPサーバを使用できます。 機能を無効に することを選択する場合ステップ 12
にスキップして下さい。
 



 
ステップ 2. DHCP クライアント リストを表示し、管理するために示します DHCP 予約を
クリックして下さい。 DHCP 予約リストは表示する:
 

 
注: クライアントのさまざまな種類を追加するために、セクション DHCP 予約を参照して下
さい。
 
ステップ 3. Default Gateway フィールドで DHCP クライアントが使用するデフォルト ゲー
トウェイの IP アドレスを入力して下さい。 デフォルトで、それは SPA122 のイーサネット
（LAN）インターフェイスの IP アドレスです。 デフォルト ゲートウェイはデバイスにネッ
トワークと通信することを割り当てること IP です。
 



 
ステップ 4.開始 IP address フィールドの DHCPサーバが動的に割り当てられるアドレス範
囲を規定 するために開始 IP アドレスを入力して下さい。
 
ステップ 5.最大 DHCP Users フィールドの DHCPサーバからの DHCP アドレスをリースで
きる最大 DHCP ユーザを入力して下さい。
 
注: SPA122 は Web ブラウジングおよびビュー メールのようなビジネス関連のタスクのた
めの 5 つまでの接続されたコンピュータをサポートできます。 SPA122 はミュージック、
ビデオ、ゲーム、または他のネットワーク トラフィック集中型タスクを流すことをサポー
トするように設計されていません。
 
ステップ 6.動的に割り当てられた IP アドレスがクライアント Lease Time フィールドでユ
ーザによって使用することができること分に時間に入って下さい。 今回が経過した後、ク
ライアントデバイスは DHCPリース 更新を要求する必要があります。
 
ステップ 7.オプション 66 ドロップダウン リストからのホストを割り当てるために望む提供
情報の種類を選択して下さい。 オプション 66 は供給サーバの IP アドレスについてのホス
ト情報を与えます。 サーバ情報は 3 つの方法の 1 つで定義することができます。
 

• なし— SPA122 はクライアントにプロビジョニング ファイルのソースをたどるのに自身
のトリビアル ファイル転送プロトコル（TFTP） サーバをそうそれ戻します自身のローカ
ルIPアドレスを使用します。 TFTP は管理し非常にやすく、情報を受け取ろうとしている
ユーザに認証を与えません。
 
• リモートTFTPサーバ—デバイスは Client 要求が、およびそれリモートTFTPサーバ 情報
を提供するリモート供給サーバにリンクされます。
 
• 手動 TFTPサーバ—サーバアドレスのマニュアル設定を許可します。 このオプションは
供給サーバ 情報にアクセスできる前にクライアントは認証があることを必要とします。



注: 手動 TFTPサーバがステップ 7 で選択される場合、TFTPサーバ フィールドで TFTP サ
ーバのIP アドレス、名前または URL を入力して下さい。
 
ステップ 8.オプション 67 フィールドのクライアントに割り当てることを望む設定を入力し
て下さい。 このオプションはオプション 66 と共にクライアントをファイルのための適切な
TFTP要求を形成することを許可する使用されます。
 
ステップ 9.オプション 159 フィールドの URL クライアントに割り当てることを望む設定を
入力して下さい。 オプション 159 URL は DNS を使用できないクライアントのために IP ア
ドレスを使用することによってプロトコルおよびパス情報を定義します。
 
ステップ 10.オプション 160 フィールドで DNS ドメインを使用しているクライアントに割
り当てることを望む設定を入力して下さい。 オプション 160 URL は DNS を使用できるク
ライアントのために完全修飾ドメイン ネームを使用することによってプロトコルおよびパ
ス情報を定義します。
 
ステップ 11. DNS プロキシ 機能を有効に するために Enabledオプション・ボタンをクリッ
クするかまたはそれを無効に するために Disabledオプション・ボタンをクリックして下さ
い。 DNS プロキシが無効に なる場合、DHCP クライアントは静的な DNSサーバの使用に
よって DNSサーバ情報を提供されます。 DNS プロキシがインターネット トラフィックを
検証し、不正 な DNS パケットをブロックするのに使用されています。
 
ステップ 12： 設定を保存するために『SUBMIT』 をクリック して下さい。
  

DHCP 予約
 

DHCP 予約は管理者が MAC アドレスによって登録されているある特定のホストにしか割り
当てることができないプールからの IP アドレスを予約することを可能にします。 DHCP 予
約リストにクライアントを追加する 2 つのメソッドがあります。
 
ステップ 1. DHCP クライアント リストを表示し、管理するために示します DHCP 予約を
クリックして下さい。 DHCP 予約リストは表示する。
  
静的IP アドレスを現在の DHCP クライアントのために予約するため:
 

 
ステップ 1： DHCP 表リストからの『Clients』 を選択のクライアントがあるようにチェッ
クボックスを確認して下さい。
 
ステップ 2.クライアントを『Add』 をクリック して下さい。 『Clients』 を選択 される ク
ライアント既に控えリストに追加されます。 これらのクライアントは静的な IP アドレスを
与えられます。
  
DHCP 表リストからの『Clients』 を選択にないクライアントを追加するため:
 



 
ステップ 1.入力 Client Name フィールドでクライアントの名前を入力して下さい
 
ステップ 2.割り当て IP address フィールドのこのクライアントのために予約したいと思う
IP アドレスを入力して下さい。
 
ステップ 3.この MAC Address フィールドへのでクライアントの MAC アドレスを入力して
下さい: 
 
ステップ 4. 『Add』 をクリック して下さい。
 

 
クライアント既に保留表からクライアントを削除するステップ 5. （オプションの）は『
Remove』 をクリック します。
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