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はじめに

このドキュメントでは、Windows 2000 上の Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）サー
バを Cisco IP Telephony ソリューションである Cisco CallManager と併用するための設定につい
て説明します。 Cisco CallManager デバイスは起動時に IP アドレスを要求します。 これらは、
デフォルト ゲートウェイや TFTP サーバの IP アドレス（オプション 150）などの追加情報も必
要とします。 このドキュメントでは、Windows 2000 DHCP サーバに必要なパラメータの設定手
順について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではあ
りません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

Windows 2000 DHCP サーバを設定する

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


Cisco CallManager のための Windows 2000 DHCP サーバの設定で行う主要な 2 つの作業は次の
とおりです。

DHCP サーバで新しいスコープを作成する。1.
スコープに TFTP オプションを追加する2.

DHCP サーバで新しいスコープを作成する

新しい DHCP スコープを作成するには、次の手順を実行します。

[Start] > [Programs] > [Administrative Tools] > [DHCP] を選択して、DHCP マネージャーに
移動します。

1.

DHCP サーバを右クリックし、[New Scope] をクリックします。2.



[New Scope Wizard] の指示に従う。3.

新しいスコープの名前と説明を追加し、[Next] をクリックして次に進みます。4.



DHCP サーバが分配する IP アドレスの IP アドレス範囲を追加します。 ネットワーク設定
のサブネット マスクは正しく設定してください。

[Next] を
クリックして次に進みます。注: 以前に他のデバイスに割り当てられていたこの範囲内の IP
アドレスを除外して、同じアドレスが二度使用されないようにする必要があります。

5.



[Lease Duration] を、ネットワークに適切な値に設定します。 これは、デバイスの IP アド
レスがどのくらいの頻度で期限切れになり、デバイスによって更新される必要があるかを示
します。

[Next] を
クリックして次に進みます。

6.

デバイスが DHCP サーバから IP アドレスといっしょに取得するオプションを設定する。
[Yes, I want to configure these options now] オプションを選択します。

7.



[Next] を
クリックして次に進みます。
すべてのデバイスにデフォルト ゲートウェイが設定されている必要があります。 これは、
デバイスに最も近いルータ インターフェイスであり、デバイスと同じ IP サブネット上にイ
ンターフェイスがあります。 これは、受信側デバイスが送信側デバイスと同じ IP サブネッ
トにない場合のデバイスからの IP パケットの送信先となります。 デフォルト ゲートウェイ
の IP アドレスを入力し、[Add] をクリックします。

注: ネッ
トワークでドメイン ネーム システム（DNS）を使用する場合は、デバイスがドメイン名と
DNS サーバの IP アドレスを受信するように設定できます。

8.



CallManager は WINS を使用しないため、 WINS サーバの設定は省略します（単に [Next]
をクリックします）。 次に [No, I will activate this scope later] をクリックします。

9.

[Finish] をクリックします。10.



新しい
DHCP の範囲が作成されます。 ただし、アクティブではなく、IP アドレスはまだ分配され
ません。

スコープに TFTP オプションを追加する

Cisco IP Phone は、DHCP サーバが TFTP サーバの IP アドレスも提供することを想定していま
す。 デフォルトで、[TFTP] オプションは、新しく定義された DHCP スコープに使用できません
。 スコープに [TFTP] オプションを追加するには、次の手順を実行します。



サーバを右クリックし、[Set Predefined Options] を選択し、 [Add] をクリックします。1.

[Name] に「TFTP Server IP Address」と入力し、 [Data Type] は「IP Address」とし、
[Code] は「150」とし、[Description] は「TFTP Server IP Address for CallManager
Devices」とします。

2.



[OK] をクリックし、次に [Edit Array] をクリックします。 通常は CallManager システムに
含まれる TFTP サーバの IP アドレスを入力します。

3.

オプション 150 の作成を完了するため、[OK] をクリックします。 作成した新しい4.



CallManager DHCP スコープの下に [Scope Options] というラベルのフィールドがあります
。 [Scope Options] を右クリックし、[Configure Options] を選択すると、 [Option 150] をデ
バイスに分配するオプションとして選択できます。

[Apply] をクリックし、[OK] をクリックして、スコープにオプション 150 が含まれているこ
とを確認します。

5.

[Scope] を右クリックし、[Activate] をクリックして、スコープをアクティブにします。6.



   

関連情報

Windows 2000 と CallManager の IP Phone における DHCP と TFTP の問題の解決●

音声に関する技術サポート●

音声とユニファイド コミュニケーションに関する製品サポート●

Cisco IP Telephony のトラブルシューティング●

テクニカルサポート - Cisco Systems●
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