
WAP131 および WAP351 アクセス ポイントの
IPv4 設定設定 

目標
 

Internet Protocol（IP）バージョン 4 （IPv4）はインターネットを渡るルーティングトラフ
ィックに使用する四分の一によって修正されるプロトコル異なるネットワークの間の提供通
信であり。 IPv4 はネットワークデバイスのために識別としてその間の接続が可能性のある
であるように 32ビット（4 バイト） IP アドレスを使用します。 IPv4 設定は IP アドレスを
ダイナミック ホスト コンフィギュレーション プロトコルによって割り当てるか、または静
的な IP を手動で設定することを可能にします。
 
この資料の目標は WAP131 および WAP351 デバイスの IPv4 設定を行う方法を説明するこ
とです。
  

適当なデバイス
 

• WAP131 
• WAP351
  

[Software Version]
 

• 1.0.0.39
  

IPv4 設定
 

ステップ 1.アクセスポイント設定 ユーティリティへのログインは LAN > IPv4 設定選択し。
Setting ページ IPv4 は開きます:
 

 
呼び出します。 接続タイプ フィールドで、デバイスが IP アドレスをどのように得るか指定



するために望ましい Radio ボタンをクリックして下さい。 デフォルトで、WAP デバイスの
DHCP クライアントは自動的にネットワーク情報のための要求をブロードキャストします
。 静的IP アドレスを使用したいと思う場合 DHCP クライアントを無効に し、IP アドレス
および他のネットワーク情報を手動で設定して下さい。
 

 
利用可能 な オプションは次の通り定義されます:
 

• DHCP — LAN の DHCPサーバは WAP デバイスに IP アドレスを割り当てます。 このオ
プションを選択する場合、DHCP セクションのステップ 1 に進んで下さい。
 
• 静的な IP — IPv4 アドレスを手動で設定して下さい。 IPv4 アドレスは xxx.xxx.xxx.xxx
と同じような形式にであるはずです（192.0.2.10）。 このオプションを選択する場合、静
的な IP セクションのステップ 1 にスキップして下さい。
  

DHCP
 

ステップ 1. Domain Name Servers フィールドの望ましい Radio ボタンをクリックして下さ
い。 ドメイン ネーム システム（DNS）はプロトコルですそれぞれ IP アドレスにドメイン
名の変換によってインターネット上の他のコンピュータおよびプライベート ネットワーク
にアクセスするためにデバイスを助ける。
 



 
利用可能 な オプションは次の通り定義されます:
 

• dynamic — WAP デバイスは LAN の DHCPサーバからの DNSサーバ アドレスを得ます
。 このオプションを選択する場合、ステップ 3.にスキップして下さい。
 
• 手動— Domain Name Servers フィールドの 1つ以上の DNSサーバ アドレスを手動で設
定することを許可します。
 

Manualオプション・ボタンを選択した場合ステップ 2. （オプションの）は利用可能 な フ
ィールドで、DNSサーバの IP アドレスを入力します。 2 つのフィールドが利用できるが、
1 アドレスだけが必要となります; 第 2 アドレスを入力することはオプションです。 2 つの
DNSサーバを有用サーバの 1 つがダウン状態になるか、または利用できなくなればである
場合もあります持っていることは。
 

 
ステップ 3.設定を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。
 



 
ステップ 4 設定を変更した場合、ポップアップ ウィンドウは、可能性のある 切断の警告現
われます。 設定を加えるために『OK』 をクリック して下さい。
 

  
静的な IP
 

ステップ 1.静的IP アドレス フィールドでアクセス ポイントのための IP アドレスを入力し
て下さい。 割り当てる IP アドレスは同じネットワークのあらゆるその他のデバイスに割り
当てるべきではありません。
 



 
ステップ 2.サブネット マスク フィールドでネットワークのサブネット マスクを入力して下
さい。 デフォルト マスクは IP アドレスのクラスに基づいています選択する、または何サブ
ネットをネットワークのために使用する。
 

 
ステップ 3. Default Gateway フィールドでデフォルトゲートウェイIPアドレスを入力して下
さい。 デフォルト ゲートウェイは IP アドレスがルーティング テーブルのルートを一致す
るとき使用するコンピュータのノードです。 デフォルト ゲートウェイはそれからトラフィ
ックを適切に転送します。 デフォルト ゲートウェイは通常ルータです。 学ぶためにデフォ
ルト ゲートウェイの IP アドレスを見つける方法を接続装置の IP アドレスを判別するため
に Windows コマンド プロンプトを使用して技術情報を参照して下さい。
 

ukp.aspx?vw=1&articleid=4964


 
ステップ 4. Domain Name Server フィールドでドメイン ネーム システム（DNS） サーバ
の IP アドレスを入力して下さい。 Domain Name Servers フィールドの望ましい Radio ボ
タンをクリックして下さい。 ドメイン ネーム システム（DNS）はプロトコルですそれぞれ
IP アドレスにドメイン名の変換によってインターネット上の他のコンピュータおよびプラ
イベート ネットワークにアクセスするためにデバイスを助ける。 また提供される他のフィ
ールドの別の DNSサーバ IP アドレスを追加できますがオプションです。 2 つの DNSサー
バを有用サーバの 1 つがダウン状態になるか、または利用できなくなればである場合もあ
ります持っていることは。
 

 
ステップ 5.設定を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。
 



 
ステップ 6 設定を変更した場合、ポップアップ ウィンドウは可能性のある 切断の警告を現
われます。 設定を加えるために『OK』 をクリック して下さい。
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