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RV160 か RV260 ルータにサードパーティ ルー
タの MAC アドレスをクローンとして作って下さ
い 
目標
 

この技術情報は RV160 か RV260 ルータを使用して MAC アドレス クローンを設定する方
法を説明します。
  

概要
 

各デバイスに自身の Media Access Control（MAC） アドレスがあります。 各 MAC アドレ
スは各デバイスにユニークです。 ネットワークおよびトラブルシューティングを設定する
とき MAC アドレスを知っていることはよいです。 それはデバイスで物理的に配置され、
12 の 16 進数を含まれています。
 
ネットワーク デバイスは設定されるとき、ローカルエリア・ネットワーク（LAN）および
Wide Area Network 両方（WAN） IP アドレスのために（DHCP） Dynamic Host
Configuration Protocol（DHCP）/DHCPv6 利用するためによくあります。 DHCP はネット
ワークに加入すると同時にホストにそれらを割り当てる利用可能な IP アドレスのプールを
管理します。 それは完全に自動的にされるように管理者からの介入なしでネットワークを
維持する単純な方法です。 DHCP もデバイスの正しいサブネットマスク、デフォルト ゲー
トウェイおよびドメイン ネーム システム（DNS） 情報を設定するのに使用されています。
 
ある時点で、RV160 か RV260 ルータの WANインターフェイスが DHCP に設定されること
を観察することができます。 ただし、どういうわけか、WANインターフェイスはインター
ネット サービス プロバイダ（ISP）から IP を得ることができません。 たぶん、ISP は既知
デバイスのための側の MAC アドレス バインディングを設定しました。 その原因で、ISP
は未知のデバイスに DHCP IP を割り当てません。
 
ルータをリブートすることがはたらかないし、ネットワークが別途が含まれていれば場合、
前もって構成されたサードパーティ ルータは、D リンクのような、そのルータをチェック
します。 そのルータは同じ ISP リンクを使用して WANインターフェイスの DHCP IP を得
ることができますか。
 
それができる場合、RV160 か RV260 はそのサードパーティ ルータの MAC アドレスをクロ
ーンとして作ることができます。 この例では、D リンクの WANインターフェイスの MAC
アドレスはクローンとして作られます。 それから WANインターフェイスのクローンとして
作られた MAC アドレスを示す RV160 か RV260 は DHCP IP アドレスを得、接続を再開で
きます。
  

適当なデバイス
 

RV160 シリーズ ルータ
RV260 シリーズ ルータ
  

[Software Version]
 

1.0.00.15



基本的な設定の確認
 

ステップ 1.グラフィカル ユーザインターフェイス（GUI）にアクセスするためにルータに
ログインして下さい。 Cisco VPN Router の GUI にアクセスする方法の情報に関してはここ
をクリックして下さい。
 

 
注: ルータがデフォルト 設定にある場合 cisco としてユーザ名 および パスワードを入力し
て下さい。 さもなければルータにログインに前もって構成されたユーザ名 および パスワー
ドを使用して下さい。
 
ステップ 2.移動への WAN > WAN 設定。 IPv4 設定を選択して下さい。 WANインターフェ
イスの接続タイプが DHCP で設定されることを確かめて下さい。
 

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 既知動作サードパーティ ルータのための WANインターフェイスの MAC アドレ
ス詳細に注意して下さい。
 
注: この例では、D リンク ルータは選択されます。
 



 
ステップ 4.ステータスおよび統計情報 > システムの概略への移動。 たぶん WANインター
フェイス ステータスが接続される提示であることを、見ます。 WANインターフェイスにリ
ストされている IP、デフォルト ゲートウェイ、または DNS サーバがないことをまた注意
します。
 

  
RV160 か RV260 ルータの MAC アドレス クローンを設定します
 

ステップ 1.移動への WAN > WAN 設定。 設定を『Advanced』 をクリック し、そのオプシ



ョンを有効に するために MAC アドレス クローン チェックボックスをクリックして下さい
。 既知はたらくサードパーティ ルータ WAN MAC アドレスの MAC アドレスを入力し、『
Apply』 をクリック して下さい。
 

  
検証
 

最近設定された MAC アドレスを確認することは RV160 か RV260 ルータの WANインター
フェイスに反映されましたり、および統計情報 > システムの概略『Status』 を選択 します
。 WAN MAC アドレスを確認して下さい。
 

 
注: また RV160 か RV260 ルータの WANインターフェイスの IP アドレスが表示されること
を確認できます。 この IP は ISP リンクに基づいて異なるユーザー向けに異なっています。
  

まとめ
 

今完了し、MAC アドレス クローンを確認し、IP アドレスが RV160 または RV160 シリー
ズ ルータで割り当てられたことを確認してしまいました。
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