
RV016、RV042、RV042G および RV082 VPN
ルータで設定される LAN 

目標
 

この資料は RV016、RV042、RV042G および RV082 VPN ルータのローカル エリア ネット
ワーク （LAN） パラメータのセットアップによってガイドします。 LAN はデバイスが互い
間のリソースを伝え、共有するようにするので非常に役立ちます。 この技術情報はネット
ワークのその他のデバイスによって認識することができるように、きちんとそれ自身にイン
ターネット プロトコル（IP） アドレスを、IPv4 および IPv6 両方割り当てるために示しま
すルータを設定する方法を。 それはまたサブネットの作成を通してあなた、またはルータ
の主要なネットワーク内のマルチプルネットワークの作成をガイドします。 これはネット
ワークの独立したデバイスに論理的にほしいとき役立ちます。
  

適当なデバイス
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

[Software Version]
 

• v4.2.1.02
  

ネットワーク構成
 

ステップ 1.ルータコンフィギュレーション ユーティリティへのログインは > ネットワーク 
『Setup』 を選択 し。 ネットワーク ページは開きます:
 



 

 
タイムセーバ: いくつかのインターネットサービスプロバイダー（ISP）は ISP ネットワー
クのルータを識別するためにホスト名およびドメイン名を割り当てるように要求します。
ISP がこれらの値を必要としない場合、ステップ 4.にスキップして下さい。
 
呼び出します。 Host Name フィールドで新しいホスト名を入力して下さい。 ホスト名はド
メインで確認可能であるためにルータにつけられるデフォルトまたはユーザ指定された名前
および ISP のネットワークです。
 
ステップ 3 Domain Name フィールドで新しいドメイン名を入力して下さい。 ドメイン名は
ISP ネットワークで確認可能であるためにルータにつけられるデフォルトまたはユーザ指定
された名前です。 それら IP アドレスへのリンク名。
 



 
 
ステップ 4.ルータのネットワークで当たる IPv4 だけ使用するか、またはルータのネットワ
ークで当たる IPv4 および IPv6 を両方使用するために Dual-Stack IP Radio ボタンをクリッ
クするように IPv4 Radio ボタンだけクリックして下さい。
 
注:  LAN、WAN および DMZ 設定のための IPv4 および IPv6 両方アドレスは IP モード 表の
Dual-Stack IP Radio ボタンがクリックされるときだけ設定することができます
 
注: デフォルト LAN設定はスモール ビジネスのために十分である場合もあります。 必要が
起こる場合、ルータの IPv4 および IPv6 アドレスは変更することができます。
 
注: 複数のサブネットは IPv4 IP モード 表の Radio ボタンだけクリックするときだけ作成す
ることができます。
  

IPv4 LAN設定
 

 
 
ステップ 1： IPv4 を変更するために LAN設定は IPv4 タブをクリックします。
 
注: MAC Address フィールド名前はルータのメディア アクセス制御（MAC） アドレスを表
示する。 それはユーザによって変更することができません。
 
呼び出します。 デバイス IP address フィールドでは、ルータのための IP アドレスを入力
して下さい。 デバイス IP アドレスはネットワークで論理的にそれを識別するルータのデフ
ォルトまたはユーザ 指定IPアドレスです。 デフォルト IP アドレスは 192.168.1.1 です。
デフォルト IP アドレスを変更する場合、ルータは記録 し、構成されたIPアドレスに最近再
度ログインしなければならないことができます。
 
ステップ 3 サブネット マスク ドロップダウン リストから、ルータのためのサブネット マ
スクを選択して下さい。 ネットワークの論理的な下位区分が IP アドレスあるルータのデフ
ォルトかユーザによって規定 される サブネット マスクは定義します。
 
ルータのサブネット化 機能を有効に するステップ 4. （オプションの）は複数のサブネット
フィールドの Enable チェックボックスをチェックします。 サブネットは同じ物理的 な ネ
ットワークにある独立したデバイスに論理的に役立ちます。 デフォルトで、ルータはルー
タより別のサブネットに属するデバイスと交信を行えません。 ただし、ルータが異なるサ
ブネットのデバイスと通信するように複数のサブネットが可能にすることができます。
 
タイムセーバ: サブネットを追加するか、または修正する必要はない場合ステップ 12 にス



キップして下さい。
 
ステップ 5.サブネットを作成または変更するために『Add/Edit』 をクリック して下さい。 
複数のサブネット 管理ウィンドウは現われます。
 

 
 
ステップ 6. LAN IP アドレス フィールドの新しいサブネットを追加するために LAN IP アド
レスを入力して下さい。 この IP アドレスが別のサブネットからデバイスにアクセスするの
に使用されています。
 
ステップ 7.サブネット マスク フィールドで新しい LAN IP のためのサブネット マスクを入
力して下さい。 これは大きいサブネットがどのようにあるか識別します。
 
ステップ 8.リストするために『Add』 をクリック して下さい。 入力されたサブネット マス
ク リストでおよび IP アドレスは下記に直接現われます。
 

 
 



リストに新しい項目を追加するステップ 9. （オプションの）はステップ 6 に 8.を『Add
New』 をクリック し、従います。
 

 
 
リストの項目を削除するステップ 10. （オプションの）はリストの項目をクリックし、『
Delete』 をクリック します。 
 
項目を編集するステップ 11. （オプションの）はリストの項目をクリックし、LAN IP アド
レス フィールドおよびサブネット マスク フィールドは編集可能になります。 エントリを
要求に応じて修正し、一度終了する『Update』 をクリック して下さい。
 
ステップ 12： [OK] をクリックして変更を保存します。 複数のサブネット 管理ウィンドウ
は閉じます。
 
ステップ 13： （オプションの）リストへの変更を取消すために、『Cancel』 をクリック
して下さい。
 
ステップ 14： （オプションの）保存される設定なしで複数のサブネット 管理ウィンドウを
閉じるために『Close』 をクリック して下さい。
 
ステップ 15： ネットワーク ページで、すべての IPv4 コンフィギュレーションを保存する
ために下部ので『SAVE』 をクリック して下さい作られた。
  

IPv6 LAN設定
 

注: IPv6 LAN設定は Dual-Stack IP がネットワーク セットアップ セクションのステップ 4
に記述されているように有効に なる場合その時だけ利用できます。
 

 
 



ステップ 1： IPv6 LAN設定を変更するために、IPv6 タブをクリックして下さい。
 
ステップ 2.ルータに新しい IPv6 アドレスを割り当てるために IPv6 Address フィールドで
IPv6 アドレスを入力して下さい。 ルータのデフォルトかユーザによって規定 される IPv6
アドレスは IPv6 ネットワークで論理的にそれを識別します。
 
ステップ 3.ルータに新しい IPv6 プレフィクス長を割り当てるためにプレフィクス長 フィー
ルドでプレフィクス長を入力して下さい。 IPv6 ネットワークの現在どの論理的な下位区分
でデバイスがであるかルータの IPv6 アドレスのデフォルトかユーザ指定されたプレフィッ
クス長さは定義します。
 
ステップ 4. IPv6 コンフィギュレーションを保存するためにページの一番下に『SAVE』 を
クリック して下さい作られた。
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