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RV34x シリーズ ルータの LAN および DHCP 設
定を設定して下さい 

目標
 

ローカル エリア ネットワーク （LAN）はデバイスを相互接続するのに使用するホームまた
はスモール ビジネスのようなエリアに制限されるネットワークです。 LAN設定は接続する
ことができるどんな IP アドレスをそれらのデバイスが受け取るデバイスの数を制限するた
めに行うことができ。 ダイナミック ホスト コンフィギュレーション プロトコルは互いに
接続できるようにネットワークコンフィギュレーション プロトコルです自動的にネットワ
ークのデバイスの IP アドレスを設定する。 IP アドレスはネットワーク間の通信を可能にす
るネットワークデバイスのための論理的な識別です。 アドレスは指定時間のホストにリー
スされます。 Lease Time の有効期限の後で、その IP アドレスは別のホストに割り当てら
れるかもしれません。
 
既に DHCPサーバがあっている場合、DHCPリレーとしてルータを使用できます。 クライ
アントがルータを DHCP 要求 送信 する場合、ルータはそれからクライアントに IP アドレ
スを提供するために DHCPサーバを頼みます。 ルータおよび DHCPサーバは機能する同じ
サブネットである必要はありません。 ルータはホストと DHCPサーバ間の連絡として機能
します。
 
オプション 82 は DHCPリレー 情報 オプションです。 DHCPリレーは同じネットワークに
ないリモート DHCP サーバとホスト間の DHCP 通信を可能にするのに使用する機能です。
それは DHCPサーバにクライアントに出入して DHCP パケットを送信するとき DHCP リレ
ー エージェントがそれ自身についての情報を含むようにします。 それは DHCPプロセスに
完全に接続を識別することによってより多くのセキュリティを追加します。
 
この資料は RV34x シリーズ ルータの LAN および DHCP 設定を行う方法を示すことを向け
ます。
  

適当なデバイス
 

RV34x シリーズ
  

[Software Version]
 

1.0.01.17
  

新しい DHCPコンフィギュレーションを追加して下さい
 

ステップ 1.ルータの Webベース ユーティリティへのログインは LAN > LAN/DHCP 設定選
択し。
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呼び出します。 LAN/DHCP 設定表で、表の New エントリを作成するために Add ボタンを
クリックして下さい。
 

 
ステップ 3 追加では/新しい DHCPコンフィギュレーション エリアを、DHCP 設定が行われ
る方式を選択するためにクリックします Radio ボタンを編集して下さい。 次のオプション
があります。
 

これが選択されたら interface —、ドロップダウン・メニューから VLANインターフェ
イスを選択して下さい。 リストのコンテンツはユーザが定義する VLAN によって決ま
ります。 設定に手順のためのインターフェイス セクションをスキップして下さい。
オプション 82 回線—これが選択される場合、DHCP 要求が送信 された 回線 インター
フェイスを識別する記述をおよびユーザが定義するアスキー（ASCII）ストリングを入
力して下さい。 手順のための設定 オプション 82 セクションにスキップして下さい。
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インターフェイスを設定して下さい
 

ステップ 1： インターフェイス ドロップダウン メニューから、VLAN ID を選択して下さい
。 次に、[Next] をクリックします。
 
注: この例では、VLAN 25 は選択されます。
 

 
ステップ 2. IPv4 に対する DHCP タイプを選択するために Radio ボタンをクリックして下
さい。 次のオプションがあります。
 

無効—ルータの IPv4 のための DHCPサーバを無効に します。 これが選択されたら設
定 IPv6 DHCP セクションにスキップして下さい。
サーバ— DHCPサーバはそれぞれプールからのクライアントにアドレスを割り当てます
。 これが選択される場合、IPv4 DHCPサーバ セクションを設定し、『Next』 をクリッ
ク するためにスキップして下さい。
リレー—別の DHCPサーバからのルータを通して DHCP 要求および応答を返します。
これが選択される場合、リモート DHCPサーバの IP アドレスを IP アドレス（IPv4）フ
ィールドで入力し、『Next』 をクリック して下さい。 それから、設定 IPv6 DHCPサ



ーバ セクションにスキップし、『Next』 をクリック して下さい。
 

 
IPv4 DHCPサーバを設定して下さい
 
ステップ 1： クライアント Lease Time フィールドでは、リース期間の、分に、時間に入っ
て下さい。 それはクライアントが DHCPプロセスによって与えられた IP アドレスとルータ
に接続することができる時間数です。
 
注: この例では、クライアント Lease Time として 1440 のデフォルト値は使用されます。
 

 
呼び出します。 範囲 Start フィールドでは、VLAN のホストに割り当てられるべき IP アド
レスのプールのための開始 IP アドレスを入力して下さい。 範囲はサーバが PPTP および
SSL VPN とオーバーラップしないで割り当てることができる IP アドレスの最大数まである
場合もあります。
 
注: この例では、VLAN で定義される IP アドレスの範囲の内にあるのでアドレス
192.168.11.100 は使用されます。
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ステップ 3 書架列側面フィールドでは、VLAN のホストに割り当てられるべき IP アドレス
のプールのための終了 IP アドレスを入力して下さい。 これは VLAN で設定される IP アド
レスの範囲の内である必要があります。
 
注: この例では、192.168.11.149 は使用されます。
 

 
ステップ 4 DNSサーバ ドロップダウン リストから使用するために DNS の種類を選択して
下さい。 ドメイン ネーム システム（DNS）はデバイスが使用する IP アドレスにより簡単
にユーザに理解しやすい、ドメイン名を変換するインターネットサービスです。
 

dns サーバ プロキシ—ルータは DHCP クライアントのための DNSサーバとして作動し
ます。 ルータはそれのすべての DNS 着信クエリのための媒介手段として機能し、未知
要求を送出し、今後使用できるように蓄えます。



●

●

dns サーバ提供 ISP — DHCP クライアントに DNS クエリのためのインターネットサー
ビスプロバイダー （ISP） DNSサーバ IP を与えます。
dns サーバ スタティック— DHCP クライアントにユーザによって入力される DNSサー
バ IP アドレスを DNS クエリを解決するために与えます。
 

注: この例では、dns サーバ スタティックは選択されます。 他が選択される場合、ステップ
7.にスキップして下さい。
 

 
ステップ 5 スタティック DNS1 フィールドでは、プライマリDNSサーバの IPv4 アドレスを
入力して下さい。
 
注: この例では、10.49.5.11 は使用されます。
 

 



ステップ 6 スタティック DNS2 フィールドでは、セカンダリDNSサーバの IPv4 アドレスを
入力して下さい。
 
注: この例では、10.22.22.11 は使用されます。
 

 
IP アドレスに NetBIOS 名を変換する WINS Server フィールドのステップ 7. （オプション
の）は、Windows Internet Naming Service （WINS）の IPv4 アドレスを入力します。
 
注: この例では、それは空のままになります。
 

 
DHCP オプション
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TFTPサーバは管理者がネットワークでデバイスのためのコンフィギュレーション ファイル
を保存し、取得し、ダウンロードすることを可能にします。 DHCPサーバはネットワーク
のデバイスに IP アドレスをリースし、配ります。 デバイスが起動し、IPv4 か IPv6 アドレ
スおよび TFTP サーバのIP アドレスが前もって構成されない場合、デバイスはオプション
66、67、および 150 の DHCPサーバに要求を送信します。 これらのオプションは DHCPサ
ーバへ TFTPサーバについての情報を得る要求です
 
オプション 66 フィールドのステップ 8. （オプションの）は、単一 TFTPサーバの IP アド
レスかホスト名を入力します。
 
注: この例では、10.13.52.1 は使用されます。
 

 
Option 150 フィールドのステップ 9. （オプションの）は、コンマで分かれる IP アドレスの
ストリームを入力します。
 
注: このオプションでは、フィールドは空のままになります。
 

 
オプション 67 フィールドのステップ 10. （オプションの）は、ブート ファイル名を入力し
ます。
 
注: この例では、config.txt は使用されます。
 

 
ステップ 11. 『Next』 をクリック して下さい。
 
IPv6 DHCPサーバを設定して下さい
 
ステップ 12： 『DHCP』 を選択では IPv6 のためにタイプして下さい、Radio ボタンを
IPv6 のための DHCPサーバを有効に するか、または無効に するためにかどうか選択して下
さい。 次のオプションがあります。
 

無効— IPv6 DHCPサーバを設定したいと思わない場合このオプションを選択して下さ
い。



● サーバ— IPv6 DHCPサーバ設定を行うこのオプションを選択して下さい。
 

注: この例では、サーバは選択されます。
 

 
ステップ 13： [Next] をクリックします。
 

 
ステップ 14： クライアント Lease Time フィールドでは、リース期間の、分に、時間に入
って下さい。 それはクライアントが DHCPプロセスによって与えられた IP アドレスとルー
タに接続することができる時間数です。
 
注: この例では、1440 は使用されます。
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ステップ 15： 範囲 Start フィールドでは、VLAN のホストに割り当てられるべき IP アドレ
スのプールのための開始 IP アドレスを入力して下さい。 範囲はサーバが PPTP および
SSL VPN とオーバーラップしないで割り当てることができる IP アドレスの最大数まである
場合もあります。
 
注: この例では、fec0:2:0:0:0:0:0:1 は使用されます。
 

 
ステップ 16： 書架列側面フィールドでは、VLAN のホストに割り当てられるべき IP アドレ
スのプールのための終了 IP アドレスを入力して下さい。 これは VLAN で設定される IP ア
ドレスの範囲の内である必要があります。
 
注: この例では、fec0:2:0:0:0:0:0:1fff は使用されます。 IPv6 アドレスは自動的に引き締まり
ます。
 

 
ステップ 17： DNSサーバ ドロップダウン リストから使用するために DNS の種類を選択し
て下さい。 ドメイン ネーム システム（DNS）はデバイスが使用する IP アドレスにより簡
単にユーザに理解しやすい、ドメイン名を変換するインターネットサービスです。
 

dns サーバ プロキシ—ルータは DHCP クライアントのための DNSサーバとして作動し
ます。 ルータはそれのすべての DNS 着信クエリのための媒介手段として機能し、未知
要求を送出し、今後使用できるように蓄えます。
dns サーバ提供 ISP — DHCP クライアントに DNS クエリのためのインターネットサー
ビスプロバイダー （ISP） DNSサーバ IP を与えます。
dns サーバ スタティック— DHCP クライアントにユーザによって入力される DNSサー
バ IP アドレスを DNS クエリを解決するために与えます。
 



注: この例では、dns サーバ提供 ISP は使用されます。 IPv6 アドレスは自動的に引き締ま
ります。
 

 
ステップ 18： （オプションの）スタティック DNS1 andStatic DNS2 フィールドで、プラ
イマリ および セカンダリ DNSサーバの IPv6 アドレスを入力して下さい。
 
注: この例では、フィールドは dns サーバ提供 ISP が使用されるので空のままになります。
 

 
ステップ 19： [OK] をクリックします。
 

 
主要な LAN/DHCP ページに戻って奪取 されます。 このエリアでは、最近行われた DHCP
設定は表示する。
 



 
ステップ 20： [Apply] をクリックします。
 
今うまく VLAN の LAN/DHCP 設定を行う必要があります。
  

設定 オプション 82
 

ステップ 1： オプション 82 回線 フィールドでは、circuit id のユーザが定義する説明を入力
して下さい。
 
注: この例では、DiscoNetwork は使用されます。
 

 
呼び出します。 Circuit id フィールドでは、DHCP 要求が送信 された 回線 インターフェイ
スを識別するユーザが定義する ASCII ストリングを入力して下さい。
 
注: この例では、0x12345678 は circuit id として使用されます。
 



 
ステップ 3. 『Next』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 4 オプション 82 エリアのための設定 デフォルトゲートウェイIPアドレスの下の 
IP address フィールドでは、デフォルト ゲートウェイとして設定 するために IPv4 アドレ
スを入力して下さい。
 
注: この例では、192.168.11.1 は使用されます。
 

 
ステップ 5 サブネット マスク フィールドでは、上で IP アドレスのサブネット マスクを入
力して下さい。
 



注: この例では、255.255.255.0 は使用されます。
 

 
ステップ 6. 『Next』 をクリック して下さい。
 
IPv4 DHCPサーバを設定して下さい
 
ステップ 1： クライアント Lease Time フィールドでは、リース期間の、分に、時間に入っ
て下さい。 それはクライアントが DHCPプロセスによって与えられた IP アドレスとルータ
に接続することができる時間数です。
 

 
呼び出します。 範囲 Start フィールドでは、VLAN のホストに割り当てられるべき IP アド
レスのプールのための開始 IP アドレスを入力して下さい。 範囲はサーバが PPTP および
SSL VPN とオーバーラップしないで割り当てることができる IP アドレスの最大数まである
場合もあります。
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ステップ 3 書架列側面フィールドでは、VLAN のホストに割り当てられるべき IP アドレス
のプールのための終了 IP アドレスを入力して下さい。 これは VLAN で設定される IP アド
レスの範囲の内である必要があります。
 

 
ステップ 4 DNSサーバ ドロップダウン リストから使用するために DNS の種類を選択して
下さい。 ドメイン ネーム システム（DNS）はデバイスが使用する IP アドレスにより簡単
にユーザに理解しやすい、ドメイン名を変換するインターネットサービスです。
 

dns サーバ プロキシ—ルータは DHCP クライアントのための DNSサーバとして作動し
ます。 ルータはそれのすべての DNS 着信クエリのための媒介手段として機能し、未知
要求を送出し、今後使用できるように蓄えます。
dns サーバ提供 ISP — DHCP クライアントに DNS クエリのためのインターネットサー
ビスプロバイダー （ISP） DNSサーバ IP を与えます。
dns サーバ スタティック— DHCP クライアントにユーザによって入力される DNSサー
バ IP アドレスを DNS クエリを解決するために与えます。
 

注: この例では、dns サーバ スタティックは選択されます。 他が選択される場合、ステップ
7.にスキップして下さい。
 



 
ステップ 5 スタティック DNS1 フィールドでは、プライマリDNSサーバの IPv4 アドレスを
入力して下さい。
 
注: この例では、10.49.5.11 は使用されます。
 

 
ステップ 6 スタティック DNS2 フィールドでは、セカンダリDNSサーバの IPv4 アドレスを
入力して下さい。
 
注: この例では、10.22.22.11 は使用されます。
 



 
IP アドレスに NetBIOS 名を変換する WINS Server フィールドのステップ 7. （オプション
の）は、Windows Internet Naming Service （WINS）の IPv4 アドレスを入力します。
 
注: この例では、それは空のままになります。
 

 
DHCP オプション
 
オプション 66 フィールドのステップ 8. （オプションの）は、単一 TFTPサーバの IP アド
レスかホスト名を入力します。
 
注: この例では、10.13.52.1 は使用されます。
 



 
Option 150 フィールドのステップ 9. （オプションの）は、コンマで分かれる IP アドレスの
ストリームを入力します。
 
注: このオプションでは、フィールドは空のままになります。
 

 
オプション 67 フィールドのステップ 10. （オプションの）は、ブート ファイル名を入力し
ます。
 
注: この例では、config.txt は使用されます。
 

 
ステップ 11.クリックして下さい 。
 
Settings ページ LAN/DHCP に戻って奪取 されます。
 
ステップ 12： [Apply] をクリックします。
 



 
今うまく RV34x シリーズ ルータの LAN および DHCP 設定を行う必要があります。
 
この技術情報を報知的見つけるかもしれません: RV34x シリーズ ルータ FAQ （FAQ）
 
このサイトは興味深い見つけるかもしれない他の技術情報への複数のリンクを提供します: 
RV34x シリーズ ルータ製品 ページ
 

表示して下さいこの技術情報に関するビデオを…

Cisco からの他の Tech Talk を表示するためにここをクリックして下さい

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5538-rv34x-series-router-frequently-asked-questions-faqs.html?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/smb/product-support/small-business/routers-340-family.html
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