
少数の 2 つの LAN ネットワークを RV042、
RV042G および RV082 VPN ルータのパブリッ
ク IP 分けて下さい 

目標
 

 
 
1 VLAN （VLAN1 -ポートからの 192.168.0.x 1-7）にあるホストは別の VLAN のデバイスと
通信するべきではありません（VLAN1 からの RV082 同時にホストのポートへの VLAN8-
192.168.0.26 は 8） VLAN8 からのクライアントよりインターネット トラフィック上のより
多くの優先順位があるはずです。 ここでは VLAN はまた RV042、RV042G および
RV082 VPN ルータの LAN を分けるためにセキュリティの理由から使用され。 このプロシ
ージャにあるさまざまなセクションは下記のようにリストされています:
 

• 基本 LAN および WAN 設定
 
• 1 対 1 NAT （パブリックアドレスへの Private）を追加する方法
 
• VLAN のポートのための Setup 優先順位
 
• 特定のVLAN のための帯域幅の管理
 
• VLAN のためのステータスを『Port』 を選択 する方法
 
• VLAN 間の接続をチェックする方法
  

適当なデバイス
 

• RV042 
• RV042G 
• RV082
 
• コンシューマー Linksys ルータ
  

[Software Version]
 

• v4.2.1.02
  

トポロジ
 

VPN Router は WAN1 インターフェイスのために少数の 1 対 1 NAT を使用するのに 1 つの
公共 IP をパブリック IP 使用し、LAN の中のホストにそれらをマッピング する方法を説明
します。
 



  
1 から 1 NAT:
 

パブリックアドレス 1 ->192.168.0.1(RV082) 
パブリックアドレス 2 - > 192.168.0.26 （コンシューマー ルータ） 
パブリックアドレス 3 - > 192.168.0.100 
パブリックアドレス 4 - > 192.168.0.101 
パブリックアドレス 5-> 192.168.0.102
  

コンシューマー Linksys ルータでは:
 

ポート 1 に 7 - VLAN 1 
ポート 8 - VLAN 8
  

少数の 2 つの LAN ネットワークを RV082 のパブリック IP 分
けて下さい
 
基本 LAN および WAN 設定
 

この技術情報は上記のトポロジーに関して書かれています。
 
ステップ 1： 『Setup』 を選択 するのに Web コンフィギュレーションユーティリティを >
ネットワーク使用して下さい。 セットアップページは開きます:
 



 
呼び出します。 LAN Settings フィールドでは、192.168.0.1 としてデバイス IP アドレスお
よび 255.255.255.0 としてサブネット マスクを入力して下さい。 デフォルトで、IP アドレ
スは 192.168.1.1 です。
 



 
ステップ 3 WAN 接続タイプ、なぜなら WAN1 ドロップダウン リストで静的な IP を選択し
て下さい。
 

 
ステップ 4 で WAN IP アドレス フィールドを、入力しますパブリックアドレス 1.を規定 し



て下さい。
 
ステップ 5.サブネット マスク フィールドでパブリックアドレス 1 のための関連サブネット
マスクを入力して下さい。
 
ステップ 6 デフォルトゲートウェイアドレス フィールドでは、パブリックアドレス 1.のデ
フォルト ゲートウェイを入力して下さい。
 
ステップ 7 DNSサーバで（必要な）最初の DNS IP アドレスを入力して下さい。
 
ステップ 8 2 フィールドでは、第 2 DNS IP アドレスを入力して下さい。
 
ステップ 9.変更を保存するために設定を『SAVE』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 10： 行う変更を見るためにネットワーク設定ステータスでなされる主要なタブの
システムの概略をクリックし、変更を参照して下さい。
  

Private からパブリック IP に 1 対 1 NAT を追加して下さい
 



 
ステップ 11： Web コンフィギュレーションユーティリティで、> 1 対 1 NAT 『Setup』 を
選択 して下さい。 1 対 1 NAT ページは開きます。
 
ステップ 12： 1 対 1 NAT フィールドでは、イネーブルをチェックして下さい。
 
ステップ 13： プライベートアドレスではフィールドを、入力します 192.168.0.100 を始め
て下さい。
 
ステップ 14： パブリックでは範囲を、入力しますパブリックアドレス 1.を始めて下さい。
 
ステップ 15： 1.として範囲 長さを入力して下さい。
 
ステップ 16： この範囲を『Update』 をクリック して下さい。
 
ステップ 17： プライベートアドレスでは 192.168.0.101 を始めて下さい、入力して下さい
。
 
ステップ 18： パブリックでは範囲を、入力しますパブリックアドレス 2.を始めて下さい。
 
ステップ 19： 1.として範囲 長さを入力して下さい。
 
ステップ 20： この範囲を『Update』 をクリック して下さい。
 
ステップ 21： プライベートアドレスでは 192.168.0.102 を始めて下さい、入力して下さい
。
 
ステップ 22： パブリックでは範囲を、入力しますパブリックアドレス 3.を始めて下さい。
 
ステップ 23： 1.として範囲 長さを入力して下さい。
 
ステップ 24： この範囲を『Update』 をクリック して下さい。
 
ステップ 25： プライベートアドレスでは 192.168.0.26 を始めて下さい、入力して下さい。
 
ステップ 26： パブリックでは範囲を、入力しますパブリックアドレス 4.を始めて下さい。
 



ステップ 27： 1.として範囲 長さを入力して下さい。
 
ステップ 28： この範囲を『Update』 をクリック して下さい。
 
ステップ 29： 変更を保存するために設定を『SAVE』 をクリック して下さい。
  

VLAN のポートのための優先順位を設定 して下さい
 

 
ステップ 30： Web コンフィギュレーションユーティリティで、管理 > ポート セットアッ
プを『Port』 を選択 して下さい。 ポート構成ごとの基本。 ページは開きます:
 



 
• ポート ID （1-7） —ドロップダウン リストから高いように優先順位を選択して下さい。
 

 
• ポート ID 8 —標準としておよび VLAN フィールドで優先順位を、選択します VLAN8 を
選択して下さい。
 

ステップ 31： 変更を保存するために設定を『SAVE』 をクリック して下さい。
  

VLAN8 のための帯域幅管理
 



アップストリーム セットアップ
 

 
ステップ 32： Web コンフィギュレーションユーティリティで、システム管理 > 帯域幅管
理を選択して下さい。 帯域幅管理 ページは開きます:
 



 
ステップ 33： 帯域幅管理 フィールドで、比率制御をクリックして下さい。
 



 
ステップ 34： インターフェイス フィールドでは、インターフェイス フィールドの WAN1
をチェックして下さい。
 
ステップ 35： サービス ドロップダウン リストで、Traffic[TCP&UDP/1~65535] を『All』
を選択 して下さい。
 
ステップ 36： IP フィールドでは、最初のフィールドで 26 および Next フィールドで 26 を
入力して下さい。
 
ステップ 37。 方向ドロップダウン リストで、アップストリームを選択して下さい。
 
ステップ 38。 最大値を入力して下さい。 200 kbit/sec.であるために評価して下さい。
 
ステップ 39。 Enable フィールドでは、イネーブルをチェックして下さい。
 
ステップ 40。 このアプリケーションを『Update』 をクリック して下さい。
  

ダウンストリーム セットアップ
 



 
ステップ 41。 インターフェイス フィールドでは、インターフェイス フィールドの WAN1
をチェックして下さい。
 
ステップ 42。 サービス ドロップダウン リストで、Traffic[TCP&UDP/1~65535] を『All』
を選択 して下さい。
 
ステップ 43。 IP フィールドでは、最初のボックスで 26 および次のボックスの 26 を入力
して下さい。
 
ステップ 44。 方向ドロップダウン リストで、ダウンストリームを選択して下さい。
 
ステップ 45。 最大値を入力して下さい。 4096 Kbit/sec.であるために評価して下さい。
 
ステップ 46。 Enable フィールドでは、イネーブルをチェックして下さい。
 
ステップ 47。 このアプリケーションを『Update』 をクリック して下さい。
 
ステップ 48。 変更を保存するために設定を『SAVE』 をクリック して下さい。
  

2 つの VLAN およびポートのポートステータスをチェックする
方法
 
VLAN 1-7 のポートステータス



ステップ 49。 ドロップダウン リストから 1-7 からポート ID を選択して下さい。 ここでは
、ポート ID 2 は選択されます。
 

 
注: 要約および統計情報の下で次を確認して下さい。 
 

• 優先順位が高いことを確認して下さい。
 
• VLAN が VLAN1 であることを確認して下さい。
 
• Statistics フィールドでは、ことを受け取り パケットおよびバイトカウント、伝送パケッ
トおよびバイトカウントおよびエラーカウント確認して下さい。
  

VLAN 8 のステータス
 



 
ステップ 50。 ドロップダウン リストから ID を『Port』 を選択 して下さい: 8.
 
注: 特にポート 8 はそれがずっと設定された権限であるかどうか見るために選択されます。
 
要約および統計情報の下で次を確認して下さい。 これらの確認はポートがきちんと設定さ
れたかどうか見るために行われます:
 

• 優先順位が正常であることを確認して下さい。
 
• VLAN が VLAN8 であることを確認して下さい。
 
• Statistics フィールドでは、受け取り パケットおよびバイトカウント、伝送パケットおよ
びバイトカウントおよびエラーカウント確認して下さい。
  

VLAN 間の接続をチェックする方法
 

ステップ 51。 Web コンフィギュレーションユーティリティで、システム管理 > 診断を選
択して下さい。 診断ページは開きます:
 

 
ステップ 52。 PING をクリックして下さい。
 



 
ステップ 53。 PING ホストか IP address フィールドでは、192.168.0.26 を入力し、『
Go』 をクリック して下さい。
 
注: ステータスは失敗されたテストおよびパケットロスが 100% であることを言います。
VLAN1 （port1-7）のポートに接続されるどのホストでも ping ip 192.168.0.26 できないこ
とを意味します RV082 のポート 8 の VLAN 8 にある。
 

 
ステップ 54。 再度 PING ホストか IP address フィールドで、ISP アドレスを入力し、『
Go』 をクリック して下さい。
 
注: ステータスは成功したテストおよびパケットロスが 0% であることを言います。
192.168.0.1(RV082) が ISP に達することができるそれは意味します。
 

 
上のイメージは RV082 のクライアントが www.google.com に達することができることを示
します。 コンシューマー ルータの LAN に接続されるそのルータの DHCP から IP をインタ
ーネットを ping し、アクセスできる得るホスト。
 



 
コンシューマー ルータの LAN からのホストは RV082 の private VLAN1 のの中にある IP を
ping できません。
 


	少数の 2 つの LAN ネットワークを RV042、RV042G および RV082 VPN ルータのパブリック IP 分けて下さい
	目標
	適当なデバイス
	[Software Version]
	トポロジ
	1 から 1 NAT:
	コンシューマー Linksys ルータでは:
	少数の 2 つの LAN ネットワークを RV082 のパブリック IP 分けて下さい
	基本 LAN および WAN 設定
	Private からパブリック IP に 1 対 1 NAT を追加して下さい
	VLAN のポートのための優先順位を設定 して下さい
	VLAN8 のための帯域幅管理
	アップストリーム セットアップ
	ダウンストリーム セットアップ
	2 つの VLAN およびポートのポートステータスをチェックする方法
	VLAN 1-7 のポートステータス
	VLAN 8 のステータス
	VLAN 間の接続をチェックする方法


