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RV160x および RV260x デバイスの WAN設定 
目標
 
Wide Area Network か WAN はローカルネットワークの外の大規模なネットワークで、さまざま
な地理的に分散したテレコミュニケーションで構成されています。 WAN はビジネスが位置に関
係なく毎日作業の流れを遂行することができるように私有または賃借されてかもしれ、可能にす
ることができます。 この技術情報は方法で手順を RV160x および RV260x ルータの WAN機能を
設定する提供します。 これらの WAN機能はセキュリティ、増加帯域幅 効率、またフェールオー
バー 保護を高めるためにメソッドを提供します。
  
適当なデバイス
 

RV160x
RV260x
  

[Software Version]
 

1.0.00.13
  

設定 WAN 設定
 
RV160x および RV260x ルータはそれぞれ設定することができる関連する VLANインターフェイ
スおよび 2 つの物理的 な WAN を備えています。 WAN 設定を行うために、下記に提供されるス
テップに従って下さい。
 
コンフィギュレーションユーティリティの左側のナビゲーションペインから、WAN > WAN 設定
選択して下さい。
 



Settings ページ WAN は現われます。 ここにあなたから SELECT タブは IPv4、IPv6 および高度
設定を行うように。
  
IPv4/IPv6 設定
 
最初にルータが接続タイプ フィールドからの WAN と持っている接続の種類を選択して下さい。
 



選択可能 接続タイプは下記の表で説明されます。
 
接続タイプ 説明
DHCP Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）/DHCPv6 サービス プロバイ

ダーによって設定 される 範囲からの IP アドレスを提供します。 このアド
レスは新しい接続が作成されるとき動的に割り当てられます。

静的な IP ルータがセットの WAN から目に見える接続、不変 IP アドレス。
PPPoE Point-to-Point Protocol over Ethernet（PPPoE）パケットをカプセル化し、

IP アロケーションを管理するのに使用されています。 このプロトコルによ
ってサービス プロバイダーから IP アドレスを受け取るために、ユーザ名
および パスワードが必要となります。

PPTP パブリックネットワーク上の場所間の暗号化された接続のためのバーチャル
プライベート ネットワーク（VPN）の設定の方式は Point-to-Point
Tunneling Protocol（PPTP）あります。

L2TP Layer 2 Tunneling Protocol は VPN をサポートするサービス プロバイダー
によって広く使われたもう一つのプロトコルです。

SLAAC
（IPv6 だ
け）

ステートレス アドレスの自動設定メカニズムはネットワークを DHCPv6 サ
ーバなしで IPv6 に接続するときホストが彼ら自身を自動的に設定するよう
にします。



 
各々の選択可能 接続タイプによって、現われる関連する設定があります。 設定の各リストは接続
タイプ リストの外観の順で後で説明されます。
  
DHCP 設定
 
ステップ 1： 接続タイプが DHCPアドレスを使用している場合、アドレスが外部ソースによって
提供されるべきなら使用 DHCP によって提供される DNSサーバ Radio ボタンを選択して下さい
。
 

呼び出します。 DHCPアドレスがスタティック アドレスで DNSサーバによって提供されるべき
なら使用 DNS を Radio ボタンとして下記に選択し、次に下記のフィールドで DNSサーバ アドレ
スを入力して下さい。
 

ステップ 3 （IPv6 だけ）。 DHCPv6 サーバに指定されたプレフィックス委任がある場合、
DHCP-PD チェックボックスをチェックし、プレフィクス Name フィールドでプレフィクスを入
力して下さい。
 

無効（IPv6
だけ）

これはルータで当たる IPv6 および割り当て IPv4 だけ無効に することを可
能にします。



静的な IP 設定
 
ステップ 1： 静的IP アドレスが必要となる場合、サブネット マスク ビット長に先行している IP
address フィールドにアドレスを入力して下さい。
 
注: 少し長さが規定 される場合、ネットマスク フィールドは自動的にそれに応じて一杯になりま
す。
 
呼び出します。 少し長さがステップ 1 で規定 されない場合、ネットマスク フィールドにサブネ
ット マスク IP を入力して下さい。
 
ステップ 3. Default Gateway フィールドにルータのためのゲートウェイアドレスを入力して下さ
い。
 
ステップ 4.下記のスタティック DNS フィールドの DNSサーバのためのアドレスを規定 して下さ
い。 複数のアドレスが入る場合、これはすばらしい信頼性のためにフェールオーバー 状況で使用
されるかもしれません。
 

 
PPPoEの設定
 
ステップ 1. ISP によってログインに必要なそれぞれユーザ名 および パスワード フィールドにユ
ーザ名 および パスワードを入力して下さい。
 



注: 示します画面でパスワードを見えるようにするためにパスワードをエントリの間にチェックボ
ックスをチェックすることができます。
 
ステップ 2. DNS Server フィールドから PPPoE 接続によって提供される DNSサーバを使用する
か、または静的な IP の規定 された DNSサーバを使用するためにかどうか選択して下さい。 下記
に選択されるように使用 DNS、下記のスタティック DNS フィールドのスタティック DNS IP を
規定 する必要があります。
 

ステップ 3 不活動の特定の期間以降に切られた WAN 接続があることを望んだ場合接続が最大ア
イドル時間 フィールドで破棄される前に接続応答 On Demandオプション・ボタンを選択し、次
に分に時間に入って下さい。 この機能は ISP が接続期間に基づいて料金を満たすとき役立ちます
。 接続のように活動レベルに関係なく残った場合キープ アライブ Radio ボタンを選択して下さ
い。
 



ステップ 4.認証方式が ISP によって必要とした認証種別 ドロップダウン リストから選択して下
さい。
 

ステップ 5.サービス名フィールドに PPPoE サービスの名前を入力して下さい。
 

 
PPTP 設定
 
ステップ 1. DHCP かスタティック アドレスが使用されるかどうか IP 割り当て フィールドから選
択して下さい。 静的な IP を使用するために選択する場合またサブネット マスク IP およびデフォ
ルト ゲートウェイ IP アドレスを提供する必要があります。
 



ステップ 2.それぞれユーザ名 および パスワード フィールドの ISP によって提供されるユーザ名
および パスワードに先行している PPTP サーバ IP/FQDN フィールドで PPTP サーバの名前かア
ドレスを入力して下さい。
 

注: 示します画面でパスワードを見えるようにするためにパスワードをエントリの間にチェックボ
ックスをチェックすることができます。
 
ステップ 3. DNS Server フィールドから PPTP 接続によって提供される DNSサーバを使用するか
、または静的な IP の規定 された DNSサーバを使用するためにかどうか選択して下さい。 下記に
選択されるように使用 DNS、下記のスタティック DNS フィールドのスタティック DNS IP を規
定 する必要があります。
 



ステップ 4 不活動の特定の期間以降に切られた WAN 接続があることを望んだ場合接続応答 On
Demandオプション・ボタンを選択して下さい。 それから接続が最大アイドル時間 フィールドで
破棄される前に分に時間に入って下さい。 この機能は ISP が接続期間に基づいて料金を満たすと
き役立ちます。 接続のように活動レベルに関係なく残った場合キープ アライブ Radio ボタンを
選択して下さい。
 

ステップ 5.認証方式が ISP によって必要とした認証種別 ドロップダウン リストから選択して下
さい。
 

ステップ 6 接続の Microsoft Point-to-Point Encryption を有効に することを望んだ場合 MPPE暗号
化チェックボックスをクリックして下さい。
 



L2TP 設定
 
ステップ 1. DHCP かスタティック アドレスが使用されるかどうか IP 割り当て フィールドから選
択して下さい。 静的な IP を使用するために選択する場合またサブネット マスク IP およびデフォ
ルト ゲートウェイ IP アドレスを提供する必要があります。
 

ステップ 2.それぞれユーザ名 および パスワード フィールドの ISP によって提供されるユーザ名
および パスワードに先行している L2TP サーバ IP/FQDN フィールドで L2TP サーバの名前かア
ドレスを入力して下さい。
 



ステップ 3. DNS Server フィールドから L2TP 接続によって提供される DNSサーバを使用するか
、または静的な IP の規定 された DNSサーバを使用するためにかどうか選択して下さい。 下記に
選択されるように使用 DNS、下記のスタティック DNS フィールドのスタティック DNS IP を規
定 する必要があります。
 

ステップ 4 不活動の特定の期間以降に切られた WAN 接続があることを望んだ場合接続が最大ア
イドル時間 フィールドで破棄される前に接続応答 On Demandオプション・ボタンを選択し、次
に分に時間に入って下さい。 この機能は ISP が接続期間に基づいて料金を満たすとき役立ちます
。 接続のように活動レベルに関係なく残った場合キープ アライブ Radio ボタンを選択して下さ
い。
 



ステップ 5.認証方式が ISP によって必要とした認証種別 ドロップダウン リストから選択して下
さい。
 

 
SLAAC 設定
 
ステップ 1.スタティック DNS フィールドで使用したい DNSサーバの IP アドレスを入力して下
さい。
 

呼び出します。 DHCPv6 サーバに指定されたプレフィックス委任がある場合、DHCP-PD チェッ
クボックスをチェックし、プレフィクス Name フィールドでプレフィクスを入力して下さい。
 



高度な設定
 
ステップ 1： 外部ネットワークから VLANトラフィックを受信するために WAN リンクをタグ付
けすることを望んだ場合 WAN VLAN タグ チェックボックスをチェックし、下記のフィールドで
VLAN ID を入力して下さい。 これはより大きい内部ネットワークからトラフィックをルーティン
グするためにルータが意味されれば直接公衆インターネットに接続されますよりもむしろ役立ち
ま。
 

ステップ 2.最大伝送ユニット （MTU）は転送することがネットワーク層ができるバイトの最も大
きいデータユニットを定義します。 ネットワークの必要によっては、これを最適化できます。 よ
り大きい MTU はより少ないパケットが送信されるようにより少ないオーバーヘッドを必要とし
ます、しかしより小さい MTU により後続パケットへのリンクのより少ない遅延を引き起こしま
す。 MTU は定義された範囲の内であるはずであること自動的に定義しか、または数をバイトで
『Manual』 を選択 し、入力したらルータのように MTU を自動を選択して下さい。
 

ステップ 3 ルータへの PC の MAC アドレスをクローンとして作ることを望んだら MAC アドレ
ス クローン チェックボックスをチェックして下さい。 それから MAC Address フィールドでアド
レスを入力して下さい。 準備ができているときクローンを PC の MAC アドレス クリックして下
さい。 この機能は ISP が特定の登録済みの MAC アドレスにインターネットアクセスを制限する
こと例で役立ちます。 ルータを許可して認めますインターネットにそれにアクセスを「登録され
ているデバイスであることをふりをして下さい」。
 



結論
 
今ルータの配線された WAN ポート接続に必要なすべてのコンフィギュレーションがあるはずで
す。
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