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RV160 および RV260 ルータのトラブルシュー
ティング 

目標
 

無数の問題は接続に関する問題を引き起こす場合があるネットワークで浮びあがることがで
きます。 この資料は分析するために RV160 か RV260 ルータの接続をトラブルシューティ
ングするときいくつかのエリアを取り扱っています。
  

適当なデバイス
 

RV160
RV260
  

[Software Version]
 

1.0.00.13
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トラブルシューティング概念
 
物理的か環境問題があるように確認して下さい
 

これは頻繁に解決するしかし見落とされる最も簡単な方法です。 これらが明らかようであ
るかもしれないのに基本から開始することはよいです。
 

すべてへ電源がありますか。
それは完全につきましたありますか。
ケーブルは正しく接続されますか。
リンク ランプが一貫してありますか。
それは悪いケーブルであるでしようか。
ルータは過熱しますか。
のようなある見つけられる環境要因がでしようか。



● そうであれば無線ルータはそこにマイクロウェーブのようなそれと干渉する何でも金属
をかぶせます、またはルータとコンピュータ間の厚いウォールありますか。
  

Webベース ユーティリティから接続テストを実行して下さい
 

ルータはネットワークのおよびインターネットを渡るその他のデバイスと交信を行えますビ
ジネスを行なうために必要があります。 接続があるように確認する少数の方法があります
。
 
最初に、ルータのローカル エリア ネットワーク （LAN） ポートに接続されるコンピュータ
の IP アドレス設定を確認することができます。 デフォルトで DHCP 機能はルータで有効
に なります従って IP アドレスを」自動的に得るためにコンピュータの Network Interface
Cards （NIC）設定をとして「保存するかもしれません。 これはコンピュータがルータから
IP アドレスを得るようにします。 ping コマンドを使用してルータ LAN に到達可能性を確
認して下さい。
 
ルータに直接ログイン し、グラフィカル ユーザ インターフェイス （GUI）を使用して下さ
い。 Webブラウザでは、ルータの IP アドレスを入力して下さい。 資格情報を入力して下
さい。 資格情報を入力している時最初にファクトリ リセットをしたか、またはこれがあれ
ば場合、デフォルト IP アドレスは 192.168.1.1 であり、資格情報は両方のための cisco ユ
ーザ名 および パスワードです。
 
注: ルータの IP アドレスにおよび保存する必要がある特定の設定がないことを忘れていたら
、物理デバイスの工場出荷時状態にリセットできます。 ペーパークリップを開き、小さい
引込められた Reset ボタンにそれの端を挿入して下さい。 10 秒の間保持すればデバイスの
光がつくのを見るはずです見ます。 少なくともバックアップを起動するために数分かかり
ます。 IP アドレスは 192.168.1.1 に戻ります。
 

 
ナビゲーションペインに到達するために、下記に示されているようにブルー範囲アイコンを
クリックします。



 
ナビゲーションペインで、> 診断『管理』 を選択 して下さい。 ここにあなたから PING を
、Traceroute は IP アドレスにすることができますまたは DNS lookup を行って下さい。
 

 
PING を GUI を使用してするために、ルータと通信する機能があるはずである打ち込み、
PING をクリックして下さい IP アドレスを。 ネットワーク内の別の接続装置の IP アドレス
を入力できますまたはネットワークの外部を知っていること信頼できる 1 つを選択できま
す。
 
ルータが IP アドレスと交信を行えれば場合パケットは統計情報と共に戻ります。 ピクチャ
は下記の成功したping を示します、従ってネットワーク接続はこの場合問題ではないです
。
 

 
IP のトレースを行うために Traceroute をクリックします。 traceroute の結果では、1 つの
ルータから次に「ホップ」が表示されます。 「ホップ」は 1 ローカルルータから、そして
インターネットサービスプロバイダー（ISP）のルータ開始します。 それは ISP の、および
より多くのルータを渡るネットワークの端にルータに宛先に到達するためにそれから「ホッ



プします」。 最初の 2 つか 3 つの「ホップ」が正常である場合、問題はネットワークの外
の問題です。 正常な traceroute を受け取るために別の IP アドレスかドメイン名を試みて下
さい。
 

 
ドメイン ネーム サービス（DNS）ルックアップを行うために IP アドレスかドメイン名を
打ち込み、『Lookup』 をクリック します。 IP アドレスまたはドメイン名についての DNS
戻り詳細が、サーバ設定され、接続されれば。
 

 
もう一つのオプションは再度ブートするの後で工場出荷時のデフォルト設定への戻りをリブ
ートするか、またはすることです。 工場出荷時のデフォルト設定への戻りを選択したら、
すべてのコンフィギュレーションは失われることに留意して下さい。 これは時々何かがデ
フォルト設定から変更され、問題を発生するために引き起こしたら問題を解決できます。
証明書をリロードする必要がある再度ブートする後証明書を含む工場出荷時のデフォルト設
定へのリターンを選択すれば。
 



  
ステータスおよび統計情報を探索して下さい
 

システムの概略から開始するナビゲーションペインのその他のステータスおよび統計情報 
オプションのそれぞれを探索して下さい。
 

 
システムの概略はルータがのために稼働していたことシリアル番号、時間数、現在の時刻、
ポートステータス、VPN ステータスおよびファイアウォール ステータスを表示します。 そ
れはまた現在のファームウェアおよび言語 バージョンをリストします。 どちらかが最新バ
ージョンではない場合、Ciscoサポートに行き、ファームウェアか言語 バージョンをアップ
グレードする必要があります。 これはアップグレードが頻繁にバグ修正が含まれているの
で可能性としては問題を解決する可能性があります。 アップグレード ファームウェア プロ
セスによってガイドされることを望んだ場合ここをクリックして下さい。
 

 
ファームウェアイメージをアップグレードしたら、より古いファームウェアイメージを非ア
クティブにする再度ブートするアクティブにする必要がありますおよびそのイメージを。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Upgrade-firmware-on-RV160x-and-RV260x-routers.html?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Upgrade-firmware-on-RV160x-and-RV260x-routers.html?dtid=osscdc000283
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ファームウェアを確認するためにシステムの概略に戻れば言語はアップグレードされました
。
 
問題があるようにステータスおよび統計情報 > ポート トラフィックを確認して下さい。
 

 
ポート トラフィック ページは下記のものを含んでいます:
 

ポート ID –ポート ID
ポート ラベル–ポート ラベル
リンクステータス–上下にある場合、各ポートの接続ステータス
RX パケット-インターフェイスを通して受信されるパケットの総数
RX バイト–受け取った総バイト数
TX パケット–送信されるパケットの総数
TX バイト–送信されるバイトの総数
パケットエラー–生じたエラー パケットを送信 するか、または受信した場合
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ポート トラフィック ページのこのセクションは、ポートステータス、下記のものを含んで
います:
 

リンクステータス-ポートは接続されるか、または接続されません
イネーブルになったポート アクティビティ-またはない
速度ステータス-ポートが使用している速度の型
双方向状態-十分にへのセットか半分。 これは一致するために設定を変更しなければな
らないことができる半二重を使用ただできるより古いハードウェアを使用する場合調節
される必要がある場合もあります。
オートネゴシエーション- 2 つの接続装置がよくある伝達 パラメータをどのように選択
するか速度およびフロー制御を含んで。 これが有効に なることを推奨します。
 

 
無線ルータを使用している場合、ワイヤレス トラフィックはポート トラフィック ページの



一部です。
 

 
ステータスおよび統計情報 > エラーおよび抜けた接続を探すビュー ログをチェックして下
さい。
 

 
ビューを検知 すればいいのか何をの複数のオプションが記録 しますあります。 ログは頻繁
に作成されます、従ってフィルタリング 機能を使用しないで必要とする情報を解決するこ



とは困難かもしれません。
 

 
これらはログのいくつかの例です:
 

  
ファイアウォール設定を探索して下さい
 

問題を引き起こすかもしれない何でもブロックしたかどうか見るファイアウォール > 基本
的な設定を探索して下さい。
 

 



基本的な設定のための標準の設定はここにあります。 ルータの Wide Area Network
（WAN）を ping できない場合これはブロック WAN 要求は有効に なるかどうか確認できる
ところです。 Web 設定 ページにリモートアクセスできない場合問題はリモート Web管理
を有効に しなかったことであるかもしれません。
 

 
有効に なるこれらの何れか一つ以上があり、それが問題を引き起こしていることは可能性
のあるであるかもしれません。
 

  
セキュリティ設定を探索して下さい



●

●

コンテンツ フィルタリングおよび Web フィルタリングが両方あるようにセキュリティ設定
を確認して下さい。 それは可能性のあるそこに設定しましたネットワーク アクセスを防い
でいる何かをです。
 

コンテンツ フィルタリングはドメイン名およびキーワードに基づいてある特定の不必
要な Webサイトにアクセスを制限することを可能にします。
Web フィルタリングは不適当な Webサイトにアクセスを管理することを可能にします
。 それはかどうかその Webサイトを許可するか、または否定するために判別するため
にクライアントの Web アクセス 要求を選別できます。
 

 
コンテンツ フィルタリングはネットワーク アクセスを防ぐ何でもあるかどうか確認するこ
とができます。 特定のサイトはブロックされていることを特定のページからブロックされ
るかまたは従業員は報告することメッセージを受け取ったら、これはそれをチェックする位
置です。
 



 
Web フィルタリングはそれが問題であるかもしれませんかどうか見る 1 もっとインポート
です。
 

 
ナビゲーションペイン オプションのより多くの詳細を好んだ場合、GUI 画面の右上の疑問
符をクリックするため。
 

 
疑問符を選択したら、ナビゲーションペインと同じ順序である New 画面は開き、拡張可能
セクションは現われます。
 



 
セクションの 1 つをクリックすれば、トピックのリストはそれの下で拡張します。 詳細が
ほしいと思う開発しますエリアを選択すれば。 このファイアウォール > 基本的な設定例で
選択されました。 ある特定の質問をどこで探すか確実ではない場合また画面の右上に検索
機能があります。
 

  
モデムまたは Dongle のデフォルト WAN アドレスを確認して下さい
 

いくつかのモデムおよび Dongle は 192.168.1.1 のデフォルト Wide Area Network （WAN）
アドレスが付いています。 192.168.x.x から開始する IP アドレスは私用 IP アドレスのため
に予約済みで、本当 WAN アドレスである場合もありません。 これらのモデムおよび
Dongle は WAN アドレスにインターネットに出かける前に IP アドレスを変換しますが、
192.168.1.1 はまだこれらのネットワークで WAN IP アドレスとして示されています。 これ
は RV160 および RV260 のローカル エリア ネットワーク （LAN）のためのデフォルト IP
アドレスが、また 192.168.1.1 であるので問題を引き起こしています。
 
ネットワークの何れかの 2 つのデバイスに同じ IP アドレスがあれば通信できません。 接続
においての問題がある場合、これは問題である可能性があります。 IPアドレスの競合 通知
を受信することができます。 モデムまたは Dongle の IP アドレスを変更できません従って
ソリューションは別のサブネットであるために LAN IP を設定 することです。 これは接続
の問題を解決する必要があります。
 
新しいサブネットを、IP アドレスの第 3 オクテット作成するために、か第 3 数字の組合せ
は、1.と異ならなければなりません。 それは 2 と 254 間のどの数である場合もあります。
従って、VLAN 1 は 192.168.2.1 – 192.168.2.254 からの IPプール 範囲の 192.168.2.x に、
どこでも設定できます。 この例では、192.168.2.1 に LAN アドレスを変更します。
 



注: Mac コンピュータを利用する場合、設定に得るために灰色ギヤ アイコンを選択します。
 
ステップ 1： これが問題であるウィンドウズオペレーティングシステムを使用すればかど
うか調べるために、グラフィカル ユーザ インターフェイス （GUI）の 2 つの簡単なオプシ
ョンがあり。
 
注: コマンド プロンプトを使用するために好む場合 ipconfig /all を入力することができます
。
 
画面の右下の Computer アイコンのオプション 1 右クリック。
 

 
ネットワークおよびインターネット設定を『Open』 を選択 して下さい。
 

 
次にオプション 2 は画面の左下の Window アイコンおよびギヤ アイコンをクリックします
。
 

 
続くオプション 2 はネットワーク及びインターネットを選択します。
 



 
ステップ 3 どちらかのオプションはこの画面に連れて来ます。 ネットワーク特性を『
View』 を選択 して下さい。
 



 
ステップ 4 それからビューをネットワーク特性リスト見ます。 デフォルトゲートウェイア
ドレスは LAN の IP アドレスです。
 



 
ステップ 5 WAN IP アドレスを見つけるために、インターネットに接続するネットワークの
ルータにアクセスします。 ウェブ ブラウザにルータの IP アドレスを入力する必要がありま
す。
 

 
ステップ 6 この例では、WAN IP は 192.168.1.1 としてリストされています。 従って、LAN
IP アドレスは別のサブネットに変更される必要があります。
 



  
LAN の IP アドレスを編集して下さい
 

このセクションは通常 WAN IP アドレスが 192.168.1.x として示す場合推奨されませんが、
必要です。
 
ステップ 1. RV160 か RV260 にログイン して下さい。
 



 
呼び出します。 左メニューバーで LAN ボタンをクリックし、次に VLANの設定をクリック
して下さい。
 



 
ステップ 3.ルーティングデバイスが含まれている VLAN を、そしてクリックします Edit ボ
タンを選択して下さい。
 

 
ステップ 4.望ましい静的IP アドレスを入力して下さい。 範囲 開始するおよび書架列側面が
VLAN の IP アドレスとして同じ サブネットにあるために変更したことを確認して下さい。
これがアップデートしない場合、それを変更しなければなりません従って同じ サブネット



にあります。
 

 
ステップ 5.右上ハンド角で『Apply』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 6. 『SAVE』 をクリック して下さい。
 

ルータが IP アド
レスを割り当てる DHCPサーバ/デバイスではない場合ステップ 7. （オプションの）特定の
IP アドレスに DHCP 要求を指示するのに DHCPリレー機能を使用できます。 IP アドレス
は WAN/Internet に接続されるルータであるために本当らしいです。 変更を保存することを
忘れないでいて下さい。
 



  
サブネット変更の後の IP アドレス変更
 

デフォルトで、IP アドレスは DHCPサーバによって動的に割り当てられます。 従って、ネ
ットワークは、デフォルトで、ローカルLAN アドレス プールのサブネットの割り当てられ
た IP アドレスを動的に受け取ります。 変更をデバイスを再起動することを必要とするサブ
ネット変更すれば 192.168.2.x サブネットの新しい IP アドレスは割り当てることができま
す。
 
ネットワークのすべてのデバイスは LAN として同じ サブネットである必要があります。
DHCPサーバはこれを自動的にする必要があります。 それが自動的に変更しなければイー
サネットケーブルのプラグを抜き、デバイスで差し込む必要があります。 次にネットワー
クのデバイスが 192.168.2.x の新しいサブネットにそれでも切り替えない場合、再度デバイ
スをおよび回すことができます。
 
次におよび統計情報および接続装置ステータスへのナビゲートによって接続装置の IP アド
レスおよび MAC アドレス表示できます。
 

 



インターネット接続の WAN 設定を行うことに関する詳細については:
 
インターネット接続の WAN 設定の設定
  

結論
 

今 RV160 か RV260 ルータのトラブルシューティングのためのいくつかの手法があります
。
 
詳細事項を必要とする場合、いくつかの有用なリンクは下記のように提供されます:
 
Ciscoサポートおよびダウンロード
 
RV160 VPN ルータの詳細な情報
 
RV260 VPN ルータの詳細な情報
 
シスコに問い合わせ
 
Cisco スモール ビジネス テクニカル サポートに連絡して下さい
 
ケースを作成して下さい
 

https://www.cisco.com/assets/sol/sb/isa500_emulator/help/guide/ad1992792.html 
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/routers/rv160-vpn-router/model.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/routers/rv260-vpn-router/model.html
https://www.cisco.com/cisco/web/siteassets/contacts/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/web/tsd-cisco-small-business-support-center-contacts.html
https://mycase.cloudapps.cisco.com/start?referring_site=smbcontacts
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