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1 

ハードウェアのセットアップ  

この章には次の内容が含まれます。 

• 同梱物の確認  

• 前面パネルの LED とボタン  

• 背面と側面 

• ルーター底面のラベル  

• ルーターの設置  

• ルーターの壁面への設置  

• ケーブルの接続  

このマニュアルに掲載されている内容の詳細については、サポートWebサイト

(www.jp.netgear.com/support/) を参照してください。
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同梱物の確認 

ルーター、電源アダプター、LANケーブルが同梱されています。 

 
 

図1.同梱物の確認 
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前面パネルの LED とボタン 

ルーターの前面パネルにはステータスLEDと2つのボタンがあります。 

 

 

図 2.前面図 

 

 
表1.LEDの説明 

 

LED およびボタン 説明 

電源LED 

 

 

• 白点灯:  ルーターは使用できる状態です。 

• オレンジ点灯:  ルーターは起動中です。 

• オレンジ点滅:  ルータの準備ができていないか、ファ

ームウェアのアップデート中です。 

• 消灯:  ルーターの電源はオフになっています。 

WPS LED 
 

 

WPSボタンを押すと、WiFiのパスワードを入力せずに、

WPS対応デバイスをルーターのWiFiネットワークに接続で

きます。WPS LEDは、WPS接続中は、白色に点滅し、

WPS接続が完了すると、白色に点灯します。 
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表1.LED の説明（続き） 

 

LED およびボタン 説明 

インターネットLED 

 

 

• 白点灯: ルーターはインターネットに接続済みです。 

• 白点滅:  ルーターはインターネット通信中です。 

• オレンジ点灯:  LANケーブルはインターネットポートに

接続されていますが、インターネットにはアクセスでき

ません。 

• 消灯:  ルーターとモデムの間にLANケーブルが接続され

ていません。 

WiFi LED 
 

 

• 白点灯:  無線WiFiがオンになっています。ルーターの 

WiFi ネットワークに接続できます。 

• 消灯: 無線WiFiがオフになっているため、 無線でルータ

ーに接続できません 

LANポート1～4 LED LED の色は速度を示します。ギガビットイーサネット接続

の場合は白、10/100 Mbps接続 の場合はオレンジです。  

• 白点灯:  ルーターが電源がオンになっているデバイスと

の1 Gbpsリンクを検出しました。 

• 白点滅:  ポートは、1 Gbpsでトラフィックを送信または

受信しています。 

• 消灯:  LANポートにLANケーブルが接続されていませ

ん。 

USB LED 
 

 

• 白点灯:  USBポートにデバイスが接続されています。 

• 白点滅:  USB対応機器が差し込まれ、接続を試みていま

す。 

• 消灯:  USB対応機器が接続されていないか、［ハードウ

ェアの安全な取り外し］ボタンがクリックされて、接続

されたUSB対応機器を安全に取り外せる状態になってい

ます。 
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背面と側面 

次の図は、背面パネルと側面パネルのコネクタとボタンを示しています。 

 

図 3.背面 

 

ルーターの背面と側面には、次の機能が搭載されています。 

1. リセットボタン: リセットボタンを押すと、ルーターがリセットされます。リセッ

トボタンを 10 秒以上押してから放すと、ルーターは工場出荷時の設定に戻りま

す。 

2. インターネットポート:  ルーターをケーブルモデムや DLS モデムなどのインター

ネットモデムに接続するための1個のギガビットRJ-45 WAN ポートです。 

3. LANポート:  4個のギガビットLANポート。これらのポートを使用して、ルーターを 

LAN デバイスに接続します。 

4. DCジャック:  電源アダプターを接続します。 

5. USB 3.0 ポート: USB ストレージデバイスをルーターに接続するための1個のUSB 3.0 ポー

トです。 

1 2. 3 4 
5 
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ルーター底面のラベル 

ルーターラベルには、ログイン情報、WiFiネットワーク名 (SSID)、パスワード、シ

リアル番号、およびMACアドレスが記載されています。 

 
 

図 4.ルーター底面のラベル 

 

 

ルーターの設置 

ルーターを使用すると、無線の届く範囲であればどこからでもネットワークにアクセ

スすることができます。ただし、電波の届く範囲や信号強度はルーターの設置場所に

よって大きく異なります。 

さらに、次のガイドラインに従ってルーターを配置します。 

• PCやその他のWiFi機器が動作するエリアの中心近くで、WiFi機器から見通しの良い

範囲内に、ルーターを設置します。 

• 電源コンセントに差し込みやすく、有線で接続する場合はLANケーブルの接続し

やすい場所であることを確認します。 

• ルーターを高い場所に設置して、ルーターとその他の機器との間にある壁や天井の

数をできるだけ少なくします。 

• ルーターを次のようなデバイスから離して設置します。 

- 天井のファン 

- ホームセキュリティシステム 

中国製 
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- 電子レンジ 

- PC 

- コードレス電話機の親機 

- 2.4 GHzまたは5 GHzのコードレス電話 



AX1800 WiFi 6 ルーター 

ハードウェアの

セットアップ 

15 ユーザーマ

ニュアル 

 

 

 

 

• ルーターを大きな金属面、大きなガラス面、断熱壁、および次のような物から離し

て設置します。 

- 金属製のドア 

- アルミニウム製の柱 

- 水槽 

- 鏡 

- レンガ 

- コンクリート 

 
次のような要因で無線の届く範囲が制限されることがあります。 

• 厚い壁や複数の壁があると、電波が届きにくくなる場合があります。 

• 自宅やその周辺にある他の 無線APがあると、ルーターの信号に影響を与える可能性

があります。無線APとは、ルーター、リピーター、ワイヤレスエクステンダー 

(WiFi中継機)、およびネットワークアクセス用のWiFi信号を放出するその他のデバイ

スのことです。 

 

ルーターの壁面への設置 

ルーターの底面にある壁面取り付け穴を使用して、ルーターを壁面に取り付けること

ができます。 

 

メモ： M3 x 20 mm ネジを使用することをお勧めします。 
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図 5.ルーターの底面 
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ルーターを壁面に設置するには次の手順を実行します。 

1. ルーターを設置する壁に穴を開けます。 

2. 穴にウォールアンカーを挿入します。 

3. ネジをウォールアンカーに挿入し、各ネジの 0.5 cm （ 3/16 インチ）を露出させます。 

4. ルーターの壁面取り付け用穴にネジを合わせて、ルーターを取り付けます。 

 

ケーブルの接続 

ルーターの電源を入れ、モデムに接続します。 

 
 

図 6.ケーブルの接続 

 

ルーターを接続します。 

1. モデムのプラグを抜き、バックアップバッテリーがある場合はバックアップバッ

テリーを取り外してから再び取り付けます。そしてもう一度プラグを差し込みま

す。 

2. LANケーブルを使用して、モデムをルーターの黄色のインターネットポートに接

続します。 

 

メモ：インターネット接続にモデムが必要ない場合は、インターネット接続用のLANケ

ーブルをルーターの黄色のインターネットポートに接続します。 
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3. ルーターに電源コードを接続します。ルーターの電源 LED は、ルーターの準備がで

きると白色に点灯します。 
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2 
ルーターにアクセスします  

子機からルーターへLANケーブルを使って有線で接続するか、無線で接続をすることが

できます。この章では、接続の方法と管理者ページ (NETGEAR genie) にアクセスして

ログインする方法について説明します。 

この章には次の内容が含まれます。 

• ネットワークへの接続  

• ログインのタイプ  

• Web ブラウザーを使用してルータにアクセスします  

• Nighthawk アプリを使用したルーターのインストールまたは管理  

• 言語の変更  
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ネットワークへの接続 

有線または無線でルーターのネットワークに接続することができます。固定 IP アドレ

スを使用するように子機を設定した場合は、 DHCPを使用するように設定を変更します。 

 

LANケーブルを使用してネットワークに接続する 

子機とルーターを有線で接続し、ルーターのローカルエリアネットワーク (LAN) に

接続することができます。 

子機とルーターを有線で接続します。 

1. ルーターの電源が入っていること (電源LEDが点灯していること) を確認します。 

2. LANケーブルを子機のLANポートに接続します。 

3. LANケーブルの他端をルーターのLANポートに接続します。 

 

WiFiネットワークを見つけて接続する 

手動でWiFiネットワークを探して接続します。 

1. ルーターの電源が入っていること (電源LEDが点灯していること) を確認します。 

2. 無線LAN子機のワイヤレスネットワーク接続から、ルーターのWiFi

のネットワークを見つけて選択します。WiFiネットワーク名はルー

ターのラベルに記載されています。 

3. ネットワークキー (パスワード) を入力します。パス

ワードはルーターのラベルに記載されています。 

デバイスがWiFiネットワークに接続されます。 

 

WPSを使用したWiFi接続 

WPS 対応デバイスは、 WPS （ Wi-Fi Protected Setup ）を使用してルーターの
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WiFiネットワークに接続するか、または手動でWiFiネットワークを選択して接続し

ます。 

WPSを使用してネットワークに接続します。 

1. ルーターの電源が入っていること (電源LEDが点灯していること) を確認します。 

2. WPS対応無線LAN子機のWPS手順を確認します。 

3. ルーターの WPS ボタンを押します。 
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4. 2 分以内に WPS 対応デバイスで WPS ボタンを押すか、 WPS 接続の手順に従いま

す。 

WPS対応無線LAN子機がWiFiネットワークに接続されます。 

 

ログインのタイプ 

目的に応じて異なるログインの種類があります。それぞれの違いを理解して、目的に

応じて使用すべきログインを判断することが重要です。 

ルーターのログインの種類 

• プロバイダーログイン: インターネットサービスプロバイダー (ISP) から郵送などで

送られてくるログイン情報を使用して、インターネットサービスにログインしま

す。このログイン情報はISPから郵送またはその他の方法で連絡があります。このロ

グイン情報が見つからない場合は、ISPにお問い合わせください。 

• WiFiパスワード: ルーターには、WiFiアクセス用の固有の WiFi ネットワーク名

（ SSID ）とパスワードがあらかじめ設定されています。この情報は、ルーターに

貼られているラベルに記載されています。 

• NETGEAR アカウントログイン：ルーターを登録し、契約を管理するために必要な

無料の NETGEAR アカウント。NETGEARアカウントをお持ちでない場合は、アカ

ウントを作成できます。 

• ルーターログイン: Webブラウザーを使用してルーターにアクセスするときに、管

理者ユーザー名とパスワードを使用してルーターにログインします。 

 

Web ブラウザーを使用してルータにアクセス

します 

Webブラウザーから管理者ページにアクセスし、その設定の確認や変更を行うことが

できます。ルーターにアクセスすると、ルーターがインターネットサービスに接続でき

るかどうかが自動的にチェックされます。 
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ルーターのセットアップ 

ルーターを自動的に設定することも、 Web ブラウザーを使用してルーターにアクセス

し、ルーターを手動で設定することもできます。セットアップ手順を開始する前に、プ

ロバイダー情報を入手し、ネットワーク上の無線LAN子機がここで説明するとおりの設

定であることを確認します。 
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インターネットサービスを開始するとき、インターネットに接続するために必要なすべ

ての情報は、通常、プロバイダーから提供されます。DSLサービスの場合は、ルーター

をセットアップするために次の情報が必要になることがあります。 

• プロバイダーのアカウント情報 

• プロバイダーのログイン名とパスワード 

• 固定または静的IPアドレス設定 (プロバイダーによりごく稀に必要になります) 

この情報が確認できない場合は、プロバイダーにお問い合わせください。インター

ネット接続が有効であれば、インターネットにアクセスするためにプロバイダーの

ログインプログラムを起動する必要はなくなります。 

ルーターを自動的にセットアップします。 

1. ルーターの電源がオンになっていることを確認します。 

2. コンピューターまたはモバイルデバイスが、ラベルに記載されているセキュリティ

設定を使用して、 LAN ケーブル（有線）またはWiFi 経由でルーターに接続されて

いることを確認します。 

 

注意：ルーターのWiFi設定を変更する場合は、有線接続を使用して、新しいWiFi設

定が有効になったときに接続が切断されることを避けるためです。 

 
3. Webブラウザーを起動します。 

表示されるページは、以前にルーターにアクセスしたかどうかによって異なります。 

• ルーターのインターネット接続を初めて設定するときに、ブラウザーが自動的に 

http://www.routerlogin.net に移動し、 [インターネット接続の設定] ページが表

示されます。  

インターネット接続をすでに設定している場合は、ブラウザーのアドレス欄に、 
http://www.routerlogin.net と入力して、インストールプロセスを開始します。 

 

4. 画面に表示される指示に従います。

ルーターはインターネットに接続し

ます。 

5. ブラウザーにNETGEARインストールアシスタントが表示されない場合は、次の操作をし

http://www.routerlogin.net/
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ます。 

• 無線LAN子機がルーターのLANポートに有線で接続しているか、または無線で

接続していることを確認します。 

• ルーターの電源が入っていること、および電源LEDが点灯していることを確認しま

す。 

• ブラウザーを閉じて開き直すか、またはブラウザーのキャッシュをクリアします。 

ブラウザーのアドレス欄にhttp://www.routerlogin.netが入力されていることを確認します。  

 

• PCが静的または固定IPアドレスに設定されている場合（稀です）、IPアドレス

をルーターから自動的に取得するように変更します。 

 

6. ルーターがインターネットに接続できない場合は、次の操作を行います。 

a. 設定を確認します。適切なオプションを選択していて、すべてを正しく入力して

いることを確認します。 

b. プロバイダーに問い合わせて、正しい設定情報を使用していることを確認します。 

c. 146 ページの「インターネットにアクセスできない」を参照します。 問題が解

決しない場合は、 NETGEAR 製品を登録し、 NETGEAR テクニカルサポートに

お問い合わせください。  

 

ルーター管理者ページへのログイン 

初めてルーターに接続して Web ブラウザーを起動すると、ブラウザーにルーターの管

理者ページが自動的に表示されます。後でルーターの設定を表示または変更する場合

は、ブラウザーを使用してルーターの管理者ページにログインできます。 

管理者ページ（NETGEAR genie）にログインします。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力します。  

 

メモ： http://www.routerlogin.com または http://192.168.1.1 と入力することもで

きます。 このマニュアルの手順では、 http://www.routerlogin.net を使用します。  

 

ログインウィンドウが開きます。 

http://www.routerlogin.net/
http://192.168.1.1/
http://192.168.1.1/
http://www.routerlogin.net/


AX1800 WiFi 6 ルータ

ー 

ネットワークに接続してルータ

ーにアクセスします 

23 ユーザーマ

ニュアル 

 

 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

 

Nighthawkアプリを使用したルーター

のインストールまたは管理 

Nighthawk アプリを使用すると、ルーターを簡単にインストールして管理できます。

アプリはルーターを最新のファームウェアに自動的に更新するので、WiFiネットワー

クをカスタマイズし、ルーターをNETGEARに登録することもできます。 

Nighthawkアプリは、iOSとAndroidのモバイルデバイスで使用できます。 

 

Nighthawk アプリを使用してルーターをインストールします。 

1. アプリケーションをダウンロードするには、 Nighthawk-app.com にアクセスしてくださ

い。  

2. モバイルデバイスで、 [ 設定 ] > [Wi-Fi] をタップし、ルーターのWiFiネットワーク

を見つけて接続します。 

ルーターのWiFiネットワーク名（ SSID ）とネットワークキー（ WiFi パスワード）

はルーターラベルに記載されています。 

ラベルに QR コードが含まれている場合は、 QR コードをスキャンしてルーターの

WiFiネットワークに接続できます。 

3. モバイルデバイスでNighthawkアプリを起動します。 

4. アプリの指示に従ってルーターをインストールし、インターネットに接続します。 

 

言語の変更 

デフォルトでは、ルーターの管理者ページにログインしたときに表示される言語は 

Auto に設定されています。 
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言語を変更します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力

します。 ログインウィンドウが開き

ます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. 右上隅にあるメニューから言語を選択します。 

5. プロンプトが表示されたら、 [OK] ボタンをクリックして変更

を確定します。選択した言語でページが更新されます。 

http://www.routerlogin.net/
http://www.routerlogin.net/
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インターネット設定を指定します  

ルーターをインターネットに接続するには、Webブラウザーでルーターにアクセス

し、ルーターのセットアップウィザードを使ってインターネット接続を自動的に検出す

るのが一番簡単な方法です。また、手動でインターネット設定を行うこともできます。 

この章には次の内容が含まれます。 

• セットアップウィザードの使用  

• インターネット接続の手動設定  

• IPv6 インターネット接続の指定  

• MTU サイズの管理  
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セットアップウィザードの使用 

セットアップウィザードを使用してインターネット設定を検出し、ルーターを自動的に

セットアップできます。セットアップウィザードは、ルーターに最初に接続してセット

アップするときに表示されるページとは異なります。 

セットアップウィザードを使用します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力

します。 ログインウィンドウが開き

ます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [セットアップウィザード] を

選択します。[セットアップウィザー

ド] ページが表示されます。 

5. ［はい］ラジオボタンを選択します。 

［いいえ］ラジオボタンを選択すると、 [インターネット設定]ページが表示されます [イ
ンターネット接続の手動設定（ 23 ページ）]。 

6. ［次へ］ボタンをクリックします。 

画面の指示に従って設定を行います。 

 

インターネット接続の手動設定 

http://www.routerlogin.net/
http://www.routerlogin.net/
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ルーターのインターネット接続設定を表示または変更することができます。 

 

ログインを必要としないインターネット接続の指定 

インターネット接続設定を指定します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているコンピューターまたはモバイルデバ

イスから Web ブラウザーを起動します。 

http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

 
 

2. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

3. [インターネット] を選択します。 

[インターネット設定] ページが表示されます。 

4. [お使いのインターネット接続はログインを必要としていますか?]の設定では、

[ いいえ ] ラジオボタンを選択したままにします。 

5. インターネット接続にアカウント名またはホスト名が必要な場合は、 [ [アカウント

名(必要時のみ)]  ] セクションにアカウント名を入力します。インターネット接続にド

メイン名が必要な場合は、［ドメイン名（必要時のみ）］の欄に入力します。 

このページの別のセクションは、通常はデフォルトの設定を使用できますが、変

更することもできます。 

6. [インターネットIPアドレス] ラジオボタンを選択します。 

• プロバイダーから自動取得: プロバイダーはDHCPを使用してIPアドレスを割り当

てます。これらのアドレスは、プロバイダーによって自動的に割り当てられます。 

• IPアドレスを指定 (固定): プロバイダーから割り当てられたIPアドレス、IPサブネ

ットマスク、ゲートウェイIPアドレスを入力します。ゲートウェイは、お使いの

ルーターの接続先となるプロバイダーのルーターです。 

 

7. [ドメインネームサーバー (DNS) アドレス] ラジオボタンを選択します。 

• プロバイダーから自動取得: プロバイダーはDHCPを使用してDNSサーバーを割

http://www.routerlogin.net/
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り当てます。このアドレスは、プロバイダーによって自動的に割り当てられま

す。 

• DNSサーバーを指定 (固定): プロバイダーから特定のサーバーを要求される場合は、

このオプションを選択します。プロバイダーのプライマリDNSサーバーのIPアド

レスを入力します。セカンダリDNSサーバーのアドレスがある場合は、それも入

力します。 

 

8. [ルーターMACアドレス] ラジオボタンを選択します。 

• デフォルトのアドレスを使う: デフォルトのMACアドレスを使用します。 

• コンピューターのMACアドレスを使用: ルーターは、現在使用中のPCのMACアド

レスを取得し、使用します。プロバイダーから許可されたPCを使用する必要があ

ります。 

• このMACアドレスを使用: 使用したいMACアドレスを入力します。 

 

9. ［適用］ボタンをクリックします。設定が保存されます。 

 

 

10. ［テスト］ボタンをクリックしてインターネット接続をテストします。 

NETGEAR ウェブサイトが 1 分以内に表示されない場合は、「インターネットにアクセ
スできません」 （146 ページ）を参照してください。 
 

 

ログインを必要とするインターネット接続の指定 

インターネット設定を表示または変更します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [インターネット] を選択します。 

http://www.routerlogin.net/
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[インターネット設定] ページが表示されます。 

5. [お使いのインターネット接続はログインを必要としていますか?] セクションで

は、 [ はい ] ラジオボタンを選択します。 

6. [ インターネットサービスプロバイダー ] メニューで、 [PPPoE] 、 L2TP 、または 

[PPTP] を選択します。 

7. ［ログイン］欄に、プロバイダーから提供されたログイン名を

入力します。通常、このログイン名はメールアドレスです。 

8. ［パスワード］欄に、インターネットサービスへのログインに使用するパスワ

ードを入力します。 

9. プロバイダーからサービス名を提供された場合は、［サービス名（必要時のみ）］欄に入

力します。 

10. ［接続モード］ドロップダウンリストで、［常時接続］、［要求に応じダイヤ

ル］、または［手動接続］を選択します。 

11. インターネットのログインがタイムアウトするまでの時間（分）を変更するに

は、［アイドルタイムアウト（分）］欄に時間（分）を入力します。 

これは、ネットワーク上でだれもインターネット接続を使用していないときにルー

ターがインターネット接続を維持しておく時間です。0 (ゼロ) の値は、ログアウト

しないことを意味します。 

12. [インターネットIPアドレス] ラジオボタンを選択します。 

 

• プロバイダーから自動取得: プロバイダーはDHCPを使用してIPアドレスを割り当

てます。これらのアドレスは、プロバイダーによって自動的に割り当てられます。 

• IPアドレスを指定 (固定): プロバイダーから割り当てられたIPアドレス、IPサブネ

ットマスク、ゲートウェイIPアドレスを入力します。ゲートウェイは、お使いの

ルーターの接続先となるプロバイダーのルーターです。 

 

13. [ドメインネームサーバー (DNS) アドレス] ラジオボタンを選択します。 

• プロバイダーから自動取得: プロバイダーはDHCPを使用してDNSサーバーを割

り当てます。このアドレスは、プロバイダーによって自動的に割り当てられま

す。 
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• DNSサーバーを指定 (固定): プロバイダーから特定のサーバーを要求される場合は、

このオプションを選択します。プロバイダーのプライマリDNSサーバーのIPアド

レスを入力します。セカンダリDNSサーバーのアドレスがある場合は、それも入

力します。 

 

14. [ルーターMACアドレス] ラジオボタンを選択します。 

• デフォルトのアドレスを使う: デフォルトのMACアドレスを使用します。 

• コンピューターのMACアドレスを使用: ルーターは、現在使用中のPCのMACアド

レスを取得し、使用します。プロバイダーから許可されたPCを使用する必要があ

ります。 

• このMACアドレスを使用: 使用したいMACアドレスを入力します。 

 

15. ［適用］ボタンをクリ

ックします。設定が保

存されます。 

16. ［テスト］ボタンをクリックしてインターネット接続をテストします。 

NETGEAR ウェブサイトが 1 分以内に表示されない場合は、「インターネットにアクセ
スできません」（146ページ）を参照してください。 

 

IPv6インターネット接続の指定 

ルーターでIPv6インターネット接続が自動的に検出されない場合は、これを設定することが

できます。 

IPv6インターネット接続を設定します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力

します。 ログインウィンドウが開き

ます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

http://www.routerlogin.net/
http://www.routerlogin.net/
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管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 
 
 

4. [高度] > [高度な設定] > [IPv6] を選択します。

[IPv6] ページが表示されます。 

5. ［インターネット接続タイプ］ドロップダウンリストで、IPv6の接続タイプを選択しま

す。 

• 不明な場合は、［自動検出］を選択するとルーターが使用中のIPv6タイプを検

出します。 

• インターネット接続でPPPoEまたはDHCPを使用しない、またはインターネッ

ト接続が固定されていないが、IPv6である場合は、[自動設定] を選択します。 

この情報はご利用のプロバイダーから提供してもらうことができます。 

6. ［適用］ボタンをクリックします。設定が保存されます。 

 

IPv6アドレスの入力要件 

IPv6アドレスは、4つの16進数を一組とした8つのグループをコロンで区切って表され

ます。IPv6アドレス内の4桁がゼロのグループは、1つのゼロにまとめたり、すべて省

略したりできます。次のエラーがあるとIPv6アドレスは無効になります。 

• 4桁の16進数のグループが9つ以上ある 

• 1つのグループに16進数の英数字が5つ以上ある 

• コロンが3つ以上続いている 

 

自動検出を使用したIPv6インターネット接続 

自動検出を使用してIPv6インターネット接続を設定します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

http://www.routerlogin.net/
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管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [高度な設定] > [IPv6] を選択します。

[IPv6] ページが表示されます。 

5. ［インターネット接続タイプ］ドロップダウンリストで、［自動検出］を選択します。ペ

ージの表示が変更されます。 

 

以下の欄の情報がルーターによって自動的に検出されます。 

• 接続タイプ: この欄は、検出された接続タイプを示します。 

• ルーターのIPv6アドレス (WAN側): この欄には、ルーターのWAN（またはインタ

ーネット）インターフェイス用に取得したIPv6アドレスが表示されます。スラッ

シュ (/) の後の数字はプレフィックスの長さであり、IPv6アドレスの下にあるア

ンダーライン (_) によっても示されます。アドレスが取得されない場合、この欄

には [利用不可] と表示されます。 

• ルーターのIPv6アドレス (LAN側): この欄には、ルーターのLANインターフェイ

ス用に取得したIPv6アドレスが表示されます。スラッシュ (/) の後の数字はプレ

フィックスの長さであり、IPv6アドレスの下にあるアンダーライン (_) によって

も示されます。アドレスが取得されない場合、この欄には [利用不可] と表示さ

れます。 

 

6. [IPアドレスの割当て] ラジオボタンを選択します。 

• DHCPサーバーを使う: この方法では、LAN上の機器に詳細情報を渡します

が、IPv6システムによってはDHCPv6クライアント機能をサポートしていない

場合があります。 

• 自動設定: これはデフォルトの設定です。 

この設定により、ルーターでIPv6アドレスをLAN上の機器に割り当てる方法が指定

されます。 

7. （オプション）［このインターフェイスIDを使う］チェックボックスを選択し、ル

ーターのLANインターフェイスのIPv6アドレスに使用するインターフェイスIDを指

定します。 

ここでIDを指定しない場合、ルーターはMACアドレスから自動的にIDを生成します。 
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8. [IPv6フィルタ] ラジオボタンを選択します。 

• 安全: デフォルトモードであるセキュアモードでは、ルータは TCP パケットと 

UDP パケットの両方を検査します。 

• オープン: オープンモードでは、ルータは UDP パケットのみを検査します。 

 

9. ［適用］ボタンをクリックします。設定が保存されます。 

 

IPv6 6to4トンネルインターネット接続の設定 

リモートリレールーターとは、ルーターによる6to4トンネルの作成先となるルーターです。

IPv6接続に6to4トンネル設定を適用する前に、IPv4インターネット接続が機能していることを

確認します。6to4トンネルを使用してIPv6インターネット接続を設定します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [高度な設定] > [IPv6] を選択します。

[IPv6] ページが表示されます。 

5. ［インターネット接続タイプ］ドロップダウンリストで、［6to4トンネル］を選択しま

す。ページの表示が変更されます。 

ルーターは、［ルーターのIPv6アドレス（LAN側）］欄の情報を自動的に検出しま

す。この欄には、ルーターのLANインターフェイス用に取得したIPv6アドレスが表

示されます。スラッシュ (/) の後の数字はプレフィックスの長さであり、IPv6アドレ

スの下にあるアンダーライン (_) によっても示されます。アドレスが取得されない場

合、この欄には [利用不可] と表示されます。 

6. [リモート6to4リレールーター] ラジオボタンを選択します。 

http://www.routerlogin.net/
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• 自動: ルーターはインターネット上で利用可能な任意のリモートリレールーター

を使用します。これはデフォルトの設定です。 

• 静的IPアドレス: リモートリレールーターの静的IPv4アドレスを入力します。こ

のアドレスは通常、IPv6プロバイダーから提供されます。 

 

7. [IPアドレスの割当て] ラジオボタンを選択します。 

• DHCPサーバーを使う: この方法では、LAN上のデバイスに詳細情報を渡しま

すが、IPv6システムによってはDHCPv6クライアント機能をサポートしていな

い場合があります。 

• 自動設定: これはデフォルトの設定です。 

この設定により、ルーターでIPv6アドレスをLAN上の機器に割り当てる方法が指定

されます。 

8. （オプション）［このインターフェイスIDを使う］チェックボックスを選択し、ル

ーターのLANインターフェイスのIPv6アドレスに使用するインターフェイスIDを指

定します。 

ここでIDを指定しない場合、ルーターはMACアドレスから自動的にIDを生成します。 

[IPv6フィルタ] ラジオボタンを選択します。 

 

• 安全: デフォルトモードであるセキュアモードでは、ルータは TCP パケットと 

UDP パケットの両方を検査します。 

• オープン: オープンモードでは、ルータは UDP パケットのみを検査します。 

 

9. ［適用］ボタンをクリックします。設定が保存されます。 

 

IPv6パススルーインターネット接続の設定 

パススルーモードでは、ルーターは、IPv6パケット用の2つのポート（LANポートと

WANポート）を搭載したレイヤー2イーサネットスイッチとして機能します。ルータ

ーは、IPv6ヘッダーパケットを処理しません。 

IPv6 パススルーインターネット接続を設定します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 
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2. http://www.routerlogin.net と入力

します。 ログインウィンドウが開き

ます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [高度な設定] > [IPv6] を選択します。

[IPv6] ページが表示されます。 

5. ［インターネット接続タイプ］ドロップダウンリストで、［パスス

ルー］を選択します。ページの表示が変更されますが、追加の欄

は表示されません。 

6. ［適用］ボタンをクリックします。設定が保存されます。 

 

IPv6固定インターネット接続の設定 

IPv6固定インターネット接続を設定します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

http://www.routerlogin.net/
http://www.routerlogin.net/
http://www.routerlogin.net/
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3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [高度な設定] > [IPv6] を選択します。

[IPv6] ページが表示されます。 

5. ［インターネット接続タイプ］ドロップダウンリストで、

［固定］を選択します。ページの表示が変更されます。 

6. インターネット接続の固定IPv6アドレスを設定します。 

• IPv6アドレス/プレフィックス長: ルーターのWANインターフェイスのIPv6アド

レスとプレフィックス長です。 

• デフォルトIPv6ゲートウェイ: ルーターのWANインターフェイスのデフォル

トIPv6ゲートウェイのIPv6アドレスです。 

• プライマリDNS: ルーターのIPv6ドメイン名レコードを解決するプライマリDNS

サーバーです。 

• セカンダリDNS: ルーターのIPv6ドメイン名レコードを解決するセカンダリ

DNSサーバーです。 

 

注意： DNS サーバーを指定しない場合、ルーターは [ インターネット設定 ] ページ（インタ

ーネット接続を手動で設定します（23ページ）を参照）で IPv4 インターネット接続用に設定

された DNS サーバーを使用します。 

7. [IPアドレスの割当て] ラジオボタンを選択します。 

• DHCPサーバーを使う: この方法では、LAN上のデバイスに詳細情報を渡しま

すが、IPv6システムによってはDHCPv6クライアント機能をサポートしていな

い場合があります。 

• 自動設定: これはデフォルトの設定です。 

この設定により、ルーターでIPv6アドレスをLAN上の機器に割り当てる方法が指定

されます。 
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8. ［IPv6アドレス/プレフィックス長］欄で、ルーターのLANインターフェイスの静的

IPv6アドレスとプレフィックス長を指定します。 

ここでIDを指定しない場合、ルーターはMACアドレスから自動的にIDを生成します。 

9. [IPv6フィルタ] ラジオボタンを選択します。 

• 安全: デフォルトモードであるセキュアモードでは、ルータは TCP パケットと 

UDP パケットの両方を検査します。 

 

 

• オープン: オープンモードでは、ルータは UDP パケットのみを検査します。 

 

10. ［適用］ボタンをクリックします。設定が保存されます。 

 

IPv6 DHCPインターネット接続の設定 

DHCPサーバーを使用してIPv6インターネット接続を設定します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力

します。 ログインウィンドウが開き

ます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [高度な設定] > [IPv6] を選択します。

[IPv6] ページが表示されます。 

5. ［インターネット接続タイプ］ドロップダウンリストで、

［DHCP］を選択します。ページの表示が変更されます。 

以下の欄の情報がルーターによって自動的に検出されます。 

http://www.routerlogin.net/
http://www.routerlogin.net/
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• ルーターのIPv6アドレス (WAN側): この欄には、ルーターのWAN（またはインタ

ーネット）インターフェイス用に取得したIPv6アドレスが表示されます。スラッ

シュ (/) の後の数字はプレフィックスの長さであり、IPv6アドレスの下にあるア

ンダーライン (_) によっても示されます。アドレスが取得されない場合、この欄

には [利用不可] と表示されます。 

• ルーターのIPv6アドレス (LAN側): この欄には、ルーターのLANインターフェイ

ス用に取得したIPv6アドレスが表示されます。スラッシュ (/) の後の数字はプレ

フィックスの長さであり、IPv6アドレスの下にあるアンダーライン (_) によって

も示されます。アドレスが取得されない場合、この欄には [利用不可] と表示さ

れます。 

 

6. （オプション）［ユーザークラス（必要時のみ）］欄に、ホスト名を入力します。 

ほとんどの場合、この欄は空白のままにできますが、プロバイダーから特定のホス

ト名を提供された場合はここに入力します。 

7. （オプション）［ドメイン名（必要時のみ）］欄に、ドメイン名を入力します。 

ご利用のIPv6プロバイダーのドメイン名を入力できます。ここにはIPv4プロバイダーのドメイン名を入

力しないでください。たとえば、 ISP のメールサーバーが mail.xxx.yyy.zzz の場合は、「xxx.yyy.zzz」

をドメイン名として入力します。 

 

プロバイダーからドメイン名を提供されている場合は、それをこの欄に入力します。

例えば、Earthlink Cableではホームのホスト名が必要であり、Comcastではドメイ

ン名が提供されることがあります。 

8. [IPアドレスの割当て] ラジオボタンを選択します。 

• DHCPサーバーを使う: この方法では、LAN上の機器に詳細情報を渡します

が、IPv6システムによってはDHCPv6クライアント機能をサポートしていない

場合があります。 

• 自動設定: これはデフォルトの設定です。 

この設定により、ルーターでIPv6アドレスをLAN上の機器に割り当てる方法が指定

されます。 

9. （オプション）［このインターフェイスIDを使う］チェックボックスを選択し、ル

ーターのLANインターフェイスのIPv6アドレスに使用するインターフェイスIDを指

定します。 
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ここでIDを指定しない場合、ルーターはMACアドレスから自動的にIDを生成します。 

10. [IPv6フィルタ] ラジオボタンを選択します。 

• 安全: デフォルトモードであるセキュアモードでは、ルータは TCP パケットと 

UDP パケットの両方を検査します。 

• オープン: オープンモードでは、ルータは UDP パケットのみを検査します。 

 

11. ［適用］ボタンをクリックします。設定が保存されます。 

 

IPv6 PPPoEインターネット接続の設定 

PPPoE IPv6インターネット接続を設定します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [高度な設定] > [IPv6] を選択します。

[IPv6] ページが表示されます。 

http://www.routerlogin.net/
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5. ［インターネット接続タイプ］ドロップダウンリストで、［PPPoE］を選択します。ペー

ジの表示が変更されます。 

以下の欄の情報がルーターによって自動的に検出されます。 

• ルーターのIPv6アドレス (WAN側): この欄には、ルーターのWAN（またはインタ

ーネット）インターフェイス用に取得したIPv6アドレスが表示されます。スラッ

シュ (/) の後の数字はプレフィックスの長さであり、IPv6アドレスの下にあるア

ンダーライン (_) によっても示されます。アドレスが取得されない場合、この欄

には [利用不可] と表示されます。 

• ルーターのIPv6アドレス (LAN側): この欄には、ルーターのLANインターフェイ

ス用に取得したIPv6アドレスが表示されます。スラッシュ (/) の後の数字はプレ

フィックスの長さであり、IPv6アドレスの下にあるアンダーライン (_) によって

も示されます。アドレスが取得されない場合、この欄には [利用不可] と表示さ

れます。 

 

6. ［ログイン］欄に、プロバイダー接続のログイン情報を入力します。 

これは通常、メールアドレスで使用する名前です。たとえば、メインのメールアカ

ウントが JerAB@ISP.com の場合、この欄に「 JerAB 」と入力します。一部のISP 

(Mindspring、Earthlink、T-DSLなど) では、ログインするときに完全なメールアド

レスを使用する必要があります。ISPで完全なメールアドレスが必要な場合は、この

欄にそのアドレスを入力します。 

7. ［パスワード］欄に、プロバイダー接続のパスワードを入力します。 

8. ［サービス名］欄に、サービス名を入力します。 

プロバイダーからサービス名を提供されていない場合は、この欄を空白のままにしま

す。 

 

メモ： [接続モード] ドロップダウンリストのデフォルト設定は、安定したIPv6接続

を保つために[常時接続] になっています。ルーターが接続を終了することはありま

せん。例えばモデムの電源が切れて接続が終了した場合、ルーターは、PPPoE接続

が再び使用可能になるとすぐに接続の再確立を試みます。 

 
9. [IPアドレスの割当て] ラジオボタンを選択します。 

mailto:JerAB@ISP.com
mailto:JerAB@ISP.com
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• DHCPサーバーを使う: この方法では、LAN上の機器に詳細情報を渡します

が、IPv6システムによってはDHCPv6クライアント機能をサポートしていない

場合があります。 

• 自動設定: これはデフォルトの設定です。 

この設定により、ルーターでIPv6アドレスをLAN上の機器に割り当てる方法が指定

されます。 

10. （オプション）［このインターフェイスIDを使う］チェックボックスを選択し、ル

ーターのLANインターフェイスのIPv6アドレスに使用するインターフェイスIDを指

定します。 

ここでIDを指定しない場合、ルーターはMACアドレスから自動的にIDを生成します。 

 

 

11. [IPv6フィルタ] ラジオボタンを選択します。 

• 安全: デフォルトモードであるセキュアモードでは、ルータは TCP パケットと 

UDP パケットの両方を検査します。 

• オープン: オープンモードでは、ルータは UDP パケットのみを検査します。 

 

12. ［適用］ボタンをクリ

ックします。設定が保

存されます。 

 

自動設定を使用したIPv6インターネット接続 

自動設定を使用してIPv6インターネット接続を設定します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力

します。 ログインウィンドウが開き

ます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。デフォルトのパスワードは「password」です。ユーザー

http://www.routerlogin.net/
http://www.routerlogin.net/
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名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [高度な設定] > [IPv6] を選択します。

[IPv6] ページが表示されます。 

5. ［インターネット接続タイプ］ドロップダウンリストで、［自動設定］を選択します。ペ

ージの表示が変更されます。 

以下の欄の情報がルーターによって自動的に検出されます。 

• ルーターのIPv6アドレス (WAN側): この欄には、ルーターのWAN（またはインタ

ーネット）インターフェイス用に取得したIPv6アドレスが表示されます。スラッ

シュ (/) の後の数字はプレフィックスの長さであり、IPv6アドレスの下にあるア

ンダーライン (_) によっても示されます。アドレスが取得されない場合、この欄

には [利用不可] と表示されます。 

• ルーターのIPv6アドレス (LAN側): この欄には、ルーターのLANインターフェイ

ス用に取得したIPv6アドレスが表示されます。スラッシュ (/) の後の数字はプレ

フィックスの長さであり、IPv6アドレスの下にあるアンダーライン (_) によって

も示されます。アドレスが取得されない場合、この欄には [利用不可] と表示さ

れます。 

 

6. （オプション）［DHCPユーザークラス（必要時のみ）］欄に、ホスト名を入力します。 

ほとんどの場合、この欄は空白のままにできますが、プロバイダーから特定のホス

ト名を提供された場合はここに入力します。 

 
 

7. （オプション）［DHCPドメイン名（必要時のみ）］欄に、ドメイン名を入力します。 

ご利用のIPv6プロバイダーのドメイン名を入力できます。ここにはIPv4プロバイダ

ーのドメイン名を入力しないでください。例えば、ご利用のプロバイダーのメール

サーバーがmail.xxx.yyy.zzzである場合は、「xxx.yyy.zzz」をドメイン名として入力

します。プロバイダーからドメイン名を提供されている場合は、それをこの欄に入

力します。例えば、Earthlink Cableではホームのホスト名が必要であり、Comcast

ではドメイン名が提供されることがあります。 

8. [IPアドレスの割当て] ラジオボタンを選択します。 
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• DHCPサーバーを使う: この方法では、LAN上の機器に詳細情報を渡します

が、IPv6システムによってはDHCPv6クライアント機能をサポートしていない

場合があります。 

• 自動設定: これはデフォルトの設定です。 

この設定により、ルーターでIPv6アドレスをLAN上の機器に割り当てる方法が指定

されます。 

9. （オプション）［このインターフェイスIDを使う］チェックボックスを選択し、ル

ーターのLANインターフェイスのIPv6アドレスに使用するインターフェイスIDを指

定します。 

ここでIDを指定しない場合、ルーターはMACアドレスから自動的にIDを生成します。 

10. [IPv6フィルタ] ラジオボタンを選択します。 

• 安全: デフォルトモードであるセキュアモードでは、ルータは TCP パケットと 

UDP パケットの両方を検査します。 

• オープン: オープンモードでは、ルータは UDP パケットのみを検査します。 

 

11. ［適用］ボタンをクリックします。設定が保存されます。 

 

IPv6 6rdインターネット接続の設定 

6rdプロトコルを使うと、サービスプロバイダーのIPv4ネットワークを使用するサイト

にIPv6を導入することができます。6rdでは、サービスプロバイダー独自のIPv6アドレ

スプレフィックスを使用します。このため、6rdの運用範囲はサービスプロバイダーの

ネットワークに限定され、サービスプロバイダーの直接的な管理下に置かれます。提供

されるIPv6サービスはネイティブのIPv6と同じです。6rdのメカニズムは、サービスプ

ロバイダーのネットワーク内で使用するように割り当てられるIPv6アドレスとIPv4アド

レスの間のアルゴリズムマッピングに依存しています。このマッピングにより、IPv6プ

レフィックスからIPv4のトンネルエンドポイントを自動的に判別することが可能にな

り、6rdのステートレスな運用ができます。 
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6rdのトンネル設定では、ルーターはRFC5969標準に従い、6rdトンネルのIPv6 WAN

接続を確立する2つの方法をサポートします。 

• 自動検出モード: IPv6の自動検出モードでは、ルーターがDHCPv4オプションからオ

プション212を受信すると、自動検出によってIPv6が6rdのトンネル設定として選択

されます。ルーターは、6rdのオプションの情報を使用して6rdの接続を確立します。 

• 手動モード: [6rdトンネル] を選択します。ルーターがオプション212を受信した場

合、欄は自動的に入力されます。それ以外の場合は、6rdの設定を入力する必要が

あります。 

IPv6 6rdインターネット接続を設定します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力

します。 ログインウィンドウが開き

ます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [高度な設定] > [IPv6] を選択します。[IPv6] ページが表示されます。 

5. ［インターネット接続タイプ ］ メニューから、 ［ 6rd ］ を選択します。ページの表示が

変更されます。 

ルータは、次のセクションの情報を自動的に検出します。 

• 6rd (IPv6 Rapid Development) 設定: ルーターはサービスプロバイダーのIPv4ネ

ットワークを検出し、IPv6 6rdトンネル接続を確立しようとします。IPv4ネット

ワークからルーターに6rdパラメーターが返された場合は、ページの表示が変更

されてこのセクションに正しい設定が表示されます。 

• ルーターのIPv6アドレス (LAN側): この欄には、ルーターのLANインターフェイス

http://www.routerlogin.net/
http://www.routerlogin.net/
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用に取得したIPv6アドレスが表示されます。スラッシュ (/) の後の数字はプレフ

ィックスの長さであり、IPv6アドレスの下にあるアンダーライン (_) によっても

示されます。アドレスが取得されない場合、この欄には [利用不可] と表示されま

す。 

 

6. [IPv6ドメインネームサーバー (DNS) アドレス] ラジオボタンを選択します。 

• プロバイダーから自動取得: プロバイダーはDHCPを使用してDNSサーバーを割

り当てます。このアドレスは、プロバイダーによって自動的に割り当てられま

す。 

• DNSサーバーを指定 (固定): プロバイダーから特定のサーバーを要求されることが

分かっている場合は、このオプションを選択します。プロバイダーのプライマリ

DNSサーバーのIPアドレスを入力します。セカンダリDNSサーバーのアドレスを

利用できる場合は、それも入力します。 

 
 

7. [IPアドレスの割当て] ラジオボタンを選択します。 

• DHCPサーバーを使う: この方法では、LAN上のデバイスに詳細情報を渡しま

すが、IPv6システムによってはDHCPv6クライアント機能をサポートしていな

い場合があります。 

• 自動設定: これはデフォルトの設定です。 

この設定により、ルーターでIPv6アドレスをLAN上の機器に割り当てる方法が指定

されます。 

8. （オプション）［このインターフェイスIDを使う］チェックボックスを選択し、ル

ーターのLANインターフェイスのIPv6アドレスに使用するインターフェイスIDを指

定します。 

ここでIDを指定しない場合、ルーターはMACアドレスから自動的にIDを生成します。 

9. [IPv6フィルタ] ラジオボタンを選択します。 

• 安全: デフォルトモードであるセキュアモードでは、ルータは TCP パケットと 

UDP パケットの両方を検査します。 

• オープン: オープンモードでは、ルータは UDP パケットのみを検査します。 

 

10. ［適用］ボタンをクリックします。設定が保存されます。 
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MTUサイズの管理 

MTUは、ネットワークデバイスが転送する最大データパケットを指します。 

 

MTUの概念 

あるネットワークデバイスがインターネットを介して別のネットワークデバイスと通信

する場合、データパケットは途中多数のデバイスを経由していきます。この経由点にあ

るデバイスで使用するMTU (maximum transmission unit) 設定が他のデバイスより低い

場合、データパケットは分割またはフラグメンテーション化 (断片化) され、最小MTU

のデバイスと通信できるようになります。 

ほとんどのNETGEARの機器に最適なMTUはデフォルト値です。状況によっては、こ

の値を変更するとある問題は解決されますが、別の問題が生じる可能性もあります。

次のような状況が発生した場合を除き、MTUは変更しないでください。 

• インターネットサービスへの接続に問題が発生した場合、インターネットサービ

スプロバイダ (ISP) または NETGEAR のテクニカルサポートからMTU設定の変更

が推奨された場合。 

 
 

例えば、安全なWebサイトが開かない、またはWebページの一部しか表示されない

場合は、MTUを変更する必要があります。 

• VPNを使用しており、重大なパフォーマンス上の問題が発生している場合。 

• パフォーマンス向上のためにMTUを最適化するプログラムを使用し、これによっ

て接続またはパフォーマンスに問題が発生した場合。 

 

注意： MTU の設定が正しくないと、インターネット通信に問題が発生する可能性があ

ります。例えば、特定のWebサイト、Webサイト内のフレーム、セキュリティで保護さ

れたログインページ、FTPまたはPOPサーバーにアクセスできなくなることがありま

す。 

 

MTUの問題が懸念される場合、一般的な解決策としてMTUを1400に変更します。試し

てみる場合は、MTUを最大値の1500から問題が解消するまで徐々に下げることができ

ます。次の表に、一般的なMTUサイズと用途を示します。 
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表2.一般的なMTUサイズ 

 

MTU アプリケーション 

1500 イーサネットパケットの最大サイズ。 この設定は、PPPoEまたはVPNを使用

しない接続の場合に一般的な設定値になります。NETGEARのルーター、アダ

プター、スイッチのデフォルト値です。 

1492 PPPoE環境で使用。 

1472 pingに使用する最大サイズ（大きなパケットは断片化されます）。 

1468 一部のDHCP 環境で使用されます。 

1458 PPPoA環境で使用。 

1436 PPTP環境で、またはVPNで使用。 
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MTUサイズの変更 

MTUサイズを変更します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力

します。 ログインウィンドウが開き

ます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [設定] > [WAN設定] を選択します。

[WAN設定] ページが表示されます。 

5. ［MTUサイズ］欄に、64～1500の値を入力します。 

6. ［適用］ボタンをクリックします。設定が保存されます。 

http://www.routerlogin.net/
http://www.routerlogin.net/
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4 

インターネットへのアクセスを制御

します  

インターネットからの望ましくない侵入からホームネットワークを保護するように

ルーターを設定することができます。 

この章には次の内容が含まれます。 

• アクセス制御を有効にして、インターネットへのアクセスを許可またはブロックする  

• キーワードを使用したインターネットサイトのブロック  

• ネットワークアクセス制御リストの管理  

• ブロックのスケジュール設定  

• セキュリティイベントのメール通知の設定  



AX1800 WiFi 6 ルータ

ー 

インターネットアクセスの管

理 

44 ユーザーマ

ニュアル 

 

 

 

 

アクセス制御を有効にして、インター

ネットへのアクセスを許可またはブロ

ックする 

アクセス制御を使用して、ルーター経由でネットワークへのアクセスを禁止または許可する

ことができます。 

アクセス制御を設定します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力

します。 ログインウィンドウが開き

ます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [セキュリティ] > [アクセス制御] を選択し

ます。リストが表示されます。 

5. ［アクセス制御を有効にする］チェックボックスを選択します。 

アクセスルールを指定して［許可］ボタンと［禁止］ボタンを使用するには、この

チェックボックスを選択する必要があります。このチェックボックスのチェック

を外すと、デバイスが禁止リストに含まれていても、すべてのデバイスに接続が

許可されます。 

6. アクセスルールを選択します。 

• すべての新しいデバイスに接続を許可: この設定の場合、新しいデバイスをお使

http://www.routerlogin.net/
http://www.routerlogin.net/
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いのネットワークにアクセスさせることができます。MACアドレスを入力す

る必要はありません。これはデフォルトの設定です。このラジオボタンは選択

されたままにすることを推奨します。 

• すべての新しいデバイスの接続を禁止: この設定の場合、新しいデバイスはルータ

ーのインターネット接続にアクセスできませんが、ルーターのローカルネットワ

ークには引き続きアクセスできます。デバイスがルーターのインターネット接続

にアクセスする前に、有線接続のMACアドレスとWiFi接続のMACアドレスを許

可リストに入力する必要があります。 

アクセスルールは、以前に禁止または許可されたデバイスには影響しません。ア

クセスルールは、これらの設定の適用後に、ネットワークに接続するデバイスに

のみ適用されます。 

7. 接続されていない、許可または禁止されている機器を表示するには、以下のいずれ

かのリンクをクリックします。 

• 現在ネットワークに接続されていない、許可されたデバイスのリストを表示する 

• 現在ネットワークに接続されていない、ブロックされたデバイスのリストを表示する 



AX1800 WiFi 6 ルータ

ー 

インターネットアクセスの管

理 

46 ユーザーマ

ニュアル 

 

 

 

 

リストが表示されます。 

8. 現在使用している WiFi 対応のコンピューターまたはモバイルデバイスがインター

ネットに引き続きアクセスできるようにするには、コンピューターまたはデバイス

の横にあるチェックボックスをオンにして、 [ 許可 ] ボタンをクリックします。 

9. ［適用］ボタンをクリ

ックします。設定が保

存されます。 

 

キーワードを使用したインターネットサイト

のブロック 

キーワードを使用して、お使いのネットワークで特定のインターネットサイトをブロ

ックすることができます。常にブロックしたり、スケジュールに基づいてブロックし

たりできます。 

インターネットサイトをブロックします。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [セキュリティ] > [ブロックサイト] を

選択します。[ブロックサイト] ページが表示

されます。 

5. キーワードでブロックする際のオプションを選択します。 

http://www.routerlogin.net/
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• スケジュール指定: 設定したスケジュールに基づいて、キーワードでのブロック

をオンにします。詳細については、 48 ページの「ブロックのスケジュール設定」

を参照してください。  

• 常時: スケジュールとは関係なく、常にキーワードブロックを有効にします。 

 

6. [ここにキーワードまたはドメイン名を入力します。] の欄に、ブロックしたいキーワ

ードまたはドメインを入力します。 

次に例を示します。 

• http://www.badstuff.com/xxx.htmlをブロックする場合は、XXXを指定します。 

 
 

• .edu や.govなどのドメインサフィックスを持つサイトのみを許可する場合は、 .com 

を指定します 

• すべてのインターネットアクセスをブロックするには、ピリオド (.) を入力します。 

 

7. ［キーワードの追加］ボタンをクリックします。 

キーワードがキーワードリストに追加されます。キーワードリストは、最大32個まで追

加することができます。 

8. ［適用］ボタンをクリックします。キーワードでのブロックが有効になります。 

 

インターネットからのサービスのブロック 

インターネットサービスは、サービスのタイプに基づいてネットワークでブロックすること

ができます。サービスは常にブロックしたり、スケジュールに基づいてブロックしたりでき

ます。 

サービスをブロックします。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

http://www.badstuff.com/xxx.html
http://www.routerlogin.net/
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管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [セキュリティ] > [ブロックサービス] を選

択します。[ブロックサービス] ページが表示され

ます。 

5. サービスをブロックするタイミングを指定します。 

• 常にサービスをブロックするには、［常にブロック］ラジオボタンを選択します。 

• スケジュールに基づいてサービスをブロックするには、［スケジュール指定］ラジオ

ボタンを選択します。 

スケジュールの指定方法については、ブロックのスケジュール設定（を参照してくださ
い。 

6. ［追加］ボタンをクリックします。 

[ブロックサービスの設定] ページが表示されます。 

7. ［サービスタイプ］ドロップダウンリストにあるサービスを追加するには、アプリ

ケーションまたはサービスを選択します。このサービスの設定は、自動的に各欄に

表示されます。 

8. ドロップダウンリストにないサービスまたはアプリケーションを追加するには、[ユ

ーザー定義] を選択し、以下の操作を実行します。 

a. アプリケーションがTCPかUDPのどちらを使用するか分かる場合は、[プロトコ

ル] のドロップダウンリストでどちらか適切なほうを選択してください。分から

ない場合は、 TCP/UDP （両方）を選択します。 

b. 開始ポートと終止ポートの番号を入力します。 

サービスで1つのポート番号を使用する場合は、その番号を両方の欄に入力しま

す。サービスまたはアプリケーションで使用するポート番号を知るには、アプリ

ケーションの提供者に問い合わせるか、ユーザーグループまたはニュースグルー

プに問い合わせるか、インターネットで調べることができます。 

 
9. ラジオボタンでサービスをブロックするPCを選択します。 

 

 

• このIPアドレスのみ: 1台のPCのサービスをブロックします。 
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• IPアドレス範囲: ネットワーク上の連続するIPアドレスを持つ、一定の範囲のPC

のサービスをブロックします。 

• すべてのIPアドレス: ネットワーク上のすべてのPCのサービスをブロックします。 

10. ［追加］ボタンをクリ

ックします。設定が保

存されます。 

 

ブロックするキーワードの削除 

ブロックするキーワードをリストから削除します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力

します。 ログインウィンドウが開き

ます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [セキュリティ] > [ブロックサイト] を

選択します。[ブロックサイト] ページが表示

されます。 

5. 以下のいずれかを実行します。 

• 1つの単語を削除するには、その単語を選択し、［キーワードの削除］ボ

タンをクリックします。キーワードがリストから削除されます。 

• リストのすべてのキーワードを削除するには、［リストの消

去］ボタンをクリックします。すべてのキーワードがリスト

から削除されます。 

 

http://www.routerlogin.net/
http://www.routerlogin.net/
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6. ［適用］ボタンをクリックします。設定が保存されます。 

 

信頼できるPCでのブロックの回避 

1台の信頼できるPCでのブロックを除外することができます。除外するPCには、固定

IPアドレスを割り当てる必要があります。予約IPアドレス機能を使用してそのIPアドレ

スを指定できます。58 ページの「予約済み LAN IP アドレスの管理」を参照してくだ

さい。 

 

信頼できるPCを指定します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [セキュリティ] > [ブロックサイト] を

選択します。[ブロックサイト] ページが表示

されます。 

5. 下にスクロールして、［信頼できるIPアドレスにブロックサイトへのアクセスを許

可する］チェックボックスを選択します。 

6. ［信頼できるIPアドレス］欄に、信頼できるPCのIPアドレスを入力します。 

7. ［適用］ボタンをクリックします。設定が保存されます。 

 

ネットワークのアクセス制御リストの管理 

ルーター経由でインターネットへのアクセスをブロックまたは許可するネットワーク

のアクセス制御リスト (ACL) を管理できます。 

http://www.routerlogin.net/
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許可またはブロックされたデバイスを管理します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したものです。ユ

ーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [セキュリティ] > [アクセス制御] を選択します。リストが表示されます。 

 

5. ［アクセス制御を有効にする］ラジオボタンを選択します。 

6. [現在ネットワークに接続されていない許可デバイスのリストを表示する] リンクをクリッ
クします。 

リストが表示されます。 

7. デバイスのチェックボックスを選択します。 

8. 必要に応じて、［追加］ボタン、［編集］ボタン、［リストから削除する］ボタンを使用

します。 

9. ［適用］ボタンをクリックします。設定が保存されます。 

 

ブロックのスケジュール設定 

ブロックのスケジュールを設定する場合は、サイトのブロックとサービスのブロッ

クに同じスケジュールを使用します。 

ブロックのスケジュールを設定します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

http://www.routerlogin.net/
http://www.routerlogin.net/
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ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したものです。ユ

ーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [セキュリティ] > [スケジュール] を選択します。[スケジュール] ページが表示さ

れます。 

5. キーワードとサービスをブロックするタイミングを指定します。 

• ブロックする曜日: キーワードをブロックする曜日のチェックボックスを選択

するか、［毎日］チェックボックスを選択し、すべての曜日のチェックボック

スを自動的に選択します。 

• ブロックする時間帯: 24時間表記で開始時刻と終了時刻を選択するか、24時間

ブロックする場合は［終日］チェックボックスを選択します。 

 

6. ［適用］ボタンをクリックします。 

設定が保存されます。 

 

セキュリティイベントのメール通知の設定 

ルーターアクティビティのログをメールでルーターから受け取ることができます。ロ

グには、ルーターアクティビティと、ブロックされているサイトまたはサービスにア

クセスしようとしたセキュリティイベントが記録されます。 

メール通知を設定します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したものです。ユ

ーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

http://www.routerlogin.net/
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4. [高度] > [セキュリティ] > [メール] を選択します。[メール] ページが表示されます。 

5. [ メール通知を有効にする ] チェックボックスをオンにします。 

6. ［プライマリEメールアドレス］欄に、ログと警告の送信先メールアドレスを入力し

ます。 

このメールアドレスは、差出人アドレスにも使用されます。この欄が空白の場合

は、ログメッセージと警告メッセージは送信されません。 

7. [ 送信者 ] 欄に、電子メールの送信者の名前を入力します。 

8. ［送信メールサーバー］欄に、プロバイダーの送信（SMTP）メールサーバーの名前

を入力します（mail.myISP.comなど）。 

この情報は、メールソフトの設定ウィンドウに表示される場合があります。この欄を空

白のままにした場合は、ログメッセージと警告メッセージは送信されません。 

9. [送信メールサーバーポート番号 ] 欄に、ポート番号を入力します。   ポート番号が

わからない場合は、デフォルトのポート番号をそのままにしておきます。 

10. 送信メールサーバーで認証が必要な場合は、［メールサーバーの認証］チェック

ボックスを選択し、以下の操作を実行します。 

a. ［ユーザー名］欄に、送信メールサーバーのユーザー名を入力します。 

b. ［パスワード］欄に、送信メールサーバーのパスワードを入力します。 

 
 

11. 誰かがブロックされているサイトにアクセスしようとしたら警告を送信するには、

［すぐに警告を送信］チェックボックスを選択します。 

誰かがブロックされているサイトにアクセスしようとすると、メールによる警告がすぐ

に送信されます。 

12. スケジュールに基づいてログを送信するには、以下の設定を指定します。 

a. ［スケジュールに基づきログを送信］ドロップダウンリストから、スケジュールタイ

プを選択します。 

b. ［日］ドロップダウンリストから、曜日を選択します。 

c. ［時刻］ドロップダウンリストから時刻を選択し、［a.m.］または［p.m.］ラジオボ

タンを選択します。 



AX1800 WiFi 6 ルータ

ー 

インターネットアクセスの管

理 

54 ユーザーマ

ニュアル 

 

 

 

13. ［適用］ボタンをクリックします。設定が保存されます。 

設定したスケジュールに基づいて、ログが自動的に送信されます。指定した時刻の

前にログがいっぱいになった場合、そのログは送信されます。そのログは送信後に

ルーターのメモリから消去されます。ルーターがログをメール送信できずにログバ

ッファーがいっぱいになった場合、ログが上書きされます。 
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5 

ネットワーク設定の管理  

ルーターには、ワイヤレス、イーサネット、USBの接続が用意されています。ルーター

のネットワーク設定はカスタマイズすることができます。ルーターのネットワーク設定

を変更する前に、ルーターを設置してインターネットに接続することを推奨します。 

この章には次の内容が含まれます。 

• WAN 設定の表示または変更  

• デフォルト DMZ サーバの設定  

• ルーター名の変更  

• LAN TCP/IP 設定の変更  

• ルーターが割り当てる IP アドレスの指定  

• ルーターの DHCP サーバ機能を無効にする  

• 予約LAN IP アドレスの管理  

• WiFi 接続での WPS ウィザードの使用  

• 基本ワイヤレス設定  

• WiFi モードの変更  

• 送信出力制御の変更 

• WiFi パスワードまたは WiFi セキュリティの変更  

• ゲスト WiFi ネットワークの設定  

• WiFiの有効/無効化  

• WiFi スケジュールの設定  

• WPS 設定  
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• 無線APとしてルーターを設定する  

• ポートグループまたは VLAN タググループのブリッを設定する  

• 静的ルートの管理  

• インプリシットビームフォーミング  

• エアタイムフィアネス  
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WAN設定の表示または変更 

WAN設定を表示または設定できます。非武装地帯（DMZ）サーバーの設定、MTUサイ

ズの変更、WAN（インターネット）ポートに対するルーターのpingへの応答有効化な

どを行うことができます。 

WAN設定を表示または変更します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力

します。 ログインウィンドウが開き

ます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [設定] > [WAN設定] を選択します。

[WAN設定] ページが表示されます。 

次の設定を表示または変更します。 

• ポートスキャンとDoS保護を無効にする: DoS保護では、SYN flood攻撃、Smurf

攻撃、Ping of Death (PoD)、その他多くの攻撃からLANを保護します。特殊な状

況でのみ、このチェックボックスを選択してください。 

• デフォルトDMZサーバー: この機能は、オンラインゲームまたはビデオ会議で役

立つことがありますが、ファイアウォールのセキュリティが低下します。 

• インターネットポートへのPingに応答する: ルーターの検出を許可します。診

断ツールとしてのみ、または特別な理由がある場合のみ、この機能を使用し

てください。 

• MTUサイズ (バイト): ほとんどのイーサネットネットワークの場合、通常のMTU

http://www.routerlogin.net/
http://www.routerlogin.net/
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値は1500バイト、PPPoE接続の場合は1492バイトです。プロバイダー接続で必

要なことが確実な場合のみ、MTUを変更してください。 

• NATフィルタ: ネットワークアドレス変換 (NAT) は、ルーターが受信トラフィッ

クを処理する方法を決定します。[安全] なNATは、LAN上のPCをインターネッ

トからの攻撃から保護しますが、一部のインターネットゲーム、ポイントツーポ

イントアプリケーション、マルチメディアアプリケーションが動作しなくなるこ

とがあります。[オープン] なNATは、ファイアウォールの安全性が大幅に低下し

ますが、ほぼすべてのインターネットアプリケーションが動作できます。 

• IGMPプロキシを無効にする: IGMPプロキシを使用すると、ローカルエリアネッ

トワーク (LAN) 上のPCが、対象となるマルチキャストトラフィックをインター

ネットから受信できるようになります。この機能が必要ない場合は、このチェッ

クボックスを選択して無効にすることができます。 

 

5. ［適用］ボタンをクリックします。設定が保存されます。 

 

デフォルトDMZサーバーの設定 

デフォルトDMZサーバー機能は、NATと互換性のないオンラインゲームやビデオ会議

アプリケーションを使用しているときに便利です。ルーターは、このようなアプリケー

ションの一部を認識して正しく処理するようにプログラムされていますが、正しく機能

しないアプリケーションもあります。ローカルPCのIPアドレスをデフォルトDMZサー

バーとして入力していれば、そのPCでアプリケーションを正しく実行できる場合もあ

ります。 

 

警告： DMZ サーバーはセキュリティ上のリスクを伴います。デフォルトDMZサーバー

として指定されたPCは、ファイアウォールの保護を失い、インターネットの危険にさ

らされることになります。万が一障害が発生すると、DMZサーバーのPCはネットワー

ク上の他のPCを攻撃するために使われる可能性もあります。 

 

通常、インターネットからの受信トラフィックがローカルPCや、［ポート転送/ポート

トリガー］ページで設定したサービスに反応しない限り、ルーターはそのトラフィック

を検出して破棄します。トラフィックを破棄する代わりに、トラフィックをネットワー

ク上のPCに転送するように指定できます。そのようなPCは、デフォルトDMZサーバー
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と呼ばれます。 

デフォルトDMZサーバーを設定します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [設定] > [WAN設定] を選択します。

[WAN設定] ページが表示されます。 

5. ［デフォルトDMZサーバー］チェックボックスを選択します。 

6. IPアドレスを入力します。 

7. ［適用］ボタンをクリックします。 

設定が保存されます。 

 

ルーター名の変更 

ルーターのデフォルトのデバイス名は、モデル番号に基づいています。この機器名

は、ネットワークを参照するとファイルマネージャーに表示されます。 

ルーター名を変更します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したものです。ユ

ーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

http://www.routerlogin.net/
http://www.routerlogin.net/
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管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [設定] > [LAN設定] を選択します。[LAN設定] ページが表示されます。 

5. ［デバイス名］の欄に、新しい名前を入力します。 

6. ［適用］ボタンをクリックします。設定が保存されます。 

 

LAN TCP/IP設定の変更 

ルーターは、LAN側でプライベートIPアドレスを使用し、DHCPサーバーとして動作す

るようにあらかじめ設定されています。ルーターのデフォルトLAN IP設定は次のとお

りです。 

• LAN IPアドレス: 192.168.1.1 

• サブネットマスク: 255.255.255.0 

これらのアドレスは、プライベートネットワーク内で使用する指定プライベートアド

レスの範囲内であり、ほとんどのアプリケーションに適しています。ネットワークで

別のIPアドレス指定スキームが必要な場合は、設定を変更できます。 

ネットワーク上の1台以上の機器で使用する特定のIPサブネットが必要な場合、また

は同じIPスキームを使用する競合サブネットを使用する場合、これらの設定を変更で

きます。 

 

 

LAN TCP/IP設定を変更します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力

します。 ログインウィンドウが開き

ます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

http://www.routerlogin.net/
http://www.routerlogin.net/
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管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [設定] > [LAN設定] を選択します。

[LAN設定] ページが表示されます。 

5. ［IPアドレス］の欄に、IPアドレスを入力します。 

6. [サブネットマスク] 欄 に、ルーターのサブネットマスクを入力します。 

IPアドレスと組み合わせて、サブネットマスクはどのアドレスがローカルであ

り、どのアドレスがゲートウェイやルーターを通さなければならないかを機器に

知らせることができます。 

7. RIP設定を変更します。 

RIPは、ルーター同士のルーティング情報のやり取りを可能にします。 

a. RIP通知の方向を選択します。 

• 両方: ルーターは、ルーティングテーブルを定期的にブロードキャストし、

受信する情報を追加します。 

• 送信のみ: ルーターは、ルーティングテーブルを定期的にブロードキャストしま

す。 

• 受信のみ: ルーターは、受信するRIP情報を追加します。 

 

b. RIPバージョンを選択します。 

• 無効: これはデフォルトの設定です。 

• RIPバージョン1: この形式は、ユニバーサルにサポートされています。正常な

ネットワーク設定を使用している場合、ほとんどのネットワークで利用でき

ます。 

• RIPバージョン2: この形式では、より多くの情報を伝送します。RIP_2Bと

RIP_2MはどちらもRIPバージョン2形式でルーティングデータを送信します。

RIP_2Bはサブネットブロードキャストを使用します。RIP_2Mはマルチキャ

ストを使用します。 

 

8. ［適用］ボタンをクリックします。設定が保存されます。 

 

ルーターのLAN IPアドレスを変更した場合は、この変更が有効になると接続が切
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断されます。 

9. 再接続するには、ブラウザーを閉じてから再起動し、ルーターにログインします。 

 

ルーターが割り当てる IP アドレスの指

定 

デフォルトで、ルーターはDHCPサーバーとして動作します。ルーターは、LANに接続

しているすべてのPCに対して、IPアドレス、DNSサーバーアドレス、デフォルトゲー

トウェイのアドレスを割り当てます。割り当てられるデフォルトゲートウェイアドレス

は、ルーターのLANアドレスです。 

これらのアドレスは、ルーターのLAN IPアドレスと同じIPアドレスサブネットに属し

ている必要があります。デフォルトのアドレス割り当て方式を使用した場合は

192.168.1.2から192.168.1.254の範囲を指定しますが、固定アドレスを使用するデバ

イス用に範囲の一部を確保しておくことができます。 

ルーターが割り当てるIPアドレスのプールを指定します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力

します。 ログインウィンドウが開き

ます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [設定] > [LAN設定] を選択します。

[LAN設定] ページが表示されます。 

5. ［ルーターをDHCPサーバーとして使用する］チェックボックスが選択されていることを

確認します。 

http://www.routerlogin.net/
http://www.routerlogin.net/
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6. ルーターが割り当てるIPアドレスの範囲を指定します。 

a. ［開始IPアドレス］の欄に、ルーターと同じサブネット内でIPアドレス

プールの開始アドレスを入力します。このIPアドレスは、ルーターと

同じサブネット内にある必要があります。 

b. ［終止IPアドレス］の欄に、ルーターと同じサブネット内でIPアドレスプール

の終止アドレスを入力します。 

このIPアドレスは、ルーターと同じサブネット内にある必要があります。 

 
7. ［適用］ボタンをクリックします。 

 

設定が保存されます。 

 

ルーターは、 DHCP アドレスを要求するすべての LAN デバイスに次のアドレス情報を

配信します。 

• 指定した範囲内のIPアドレス 

• サブネットマスク 

• ゲートウェイのIPアドレス（ルーターのLAN IPアドレス） 

• DNSサーバーのIPアドレス（ルーターのLAN IPアドレス） 

 

ルーターの DHCP サーバ機能を無効にする 

デフォルトで、ルーターはDHCPサーバーとして動作します。ルーターは、LANに接続

しているすべてのPCに対して、IPアドレス、DNSサーバーアドレス、デフォルトゲー

トウェイのアドレスを割り当てます。割り当てられるデフォルトゲートウェイアドレス

は、ルーターのLANアドレスです。 

ネットワーク上の別の機器をDHCPサーバーとして使用したり、すべてのPCのネットワーク

設定を指定したりすることもできます。 

ルーターのDHCPサーバー機能を無効にします。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 
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2. http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したものです。ユ

ーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [設定] > [LAN設定] を選択します。[LAN設定] ページが表示されます。 

5. ［ルーターをDHCPサーバーとして使用する］チェックボックスのチェックを外します。 

6. ［適用］ボタンをクリックします。設定が保存されます。 

7. （オプション）このサービスが無効のときに、ネットワーク上に他のDHCPサーバ

ーがない場合は、PCのIPアドレスを手動で設定してPCがルーターにアクセスできる

ようにします。 

http://www.routerlogin.net/
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予約LAN IPアドレスの管理 

LAN上でPCに予約IPアドレスを指定した場合、そのPCはルーターのDHCPサーバーに

アクセスするたびに同じIPアドレスを受信します。予約IPアドレスはIPアドレスの固定

設定が必要なPCまたはサーバーに割り当てます。 

 

IPアドレスの予約 

IPアドレスを予約します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力

します。 ログインウィンドウが開き

ます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [設定] > [LAN設定] を選択します。

[LAN設定] ページが表示されます。 

5. ［予約アドレステーブル］のカテゴリで、［追加］ボタンをクリックします。 

6. ［IPアドレス］の欄に、PCまたはサーバーに割り当てるIPアドレスを入力しま

す。IPアドレスはルーターのLANサブネット (192.168.1.xなど) から選択してく

ださい。 

7. PCまたはサーバーのMACアドレスを入力します。 

 

ヒント：PCがすでにネットワークに接続されている場合は、 [ 接続デバイス ] ペー

http://www.routerlogin.net/
http://www.routerlogin.net/
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ジから MAC アドレスをコピーして、ここに貼り付けることができます。 

 
8. ［適用］ボタンをクリックします。 

予約アドレスが表に入力されます。 

 

予約アドレスは、このPCがルーターのDHCPサーバーに次回アクセスするまで割り当

てられません。PCを再起動するか、またはPCのIP設定にアクセスして強制的にDHCP

をリリースして更新します。 

 

 

予約IPアドレスの編集 

予約アドレスエントリを編集します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したものです。ユ

ーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [設定] > [LAN設定] を選択します。[LAN設定] ページが表示されます。 

5. 編集したい予約アドレスの隣のラジオボタンを選択してください。 

6. [編集] ボタンをクリックします。 

[予約アドレステーブル] ページが表示されます。 

7. 設定を変更します。 

8. ［適用］ボタンをクリックします。設定が保存されます。 

 

予約IPアドレスエントリの削除 

予約アドレスエントリを削除します。 

http://www.routerlogin.net/


AX1800 WiFi 6 ルータ

ー 

ネットワーク設定値の管

理 

67 ユーザーマ

ニュアル 

 

 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力

します。 ログインウィンドウが開き

ます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [設定] > [LAN設定] を選択します。

[LAN設定] ページが表示されます。 

 
 

5. 削除したい予約アドレスの隣のラジオボタンを選択してください。 

6. [削除] ボタンをクリック

します。アドレスが削除

されます。 

 

WiFi接続でのWPSウィザードの使用 

WPSウィザードを使用すると、WiFiのパスワードを入力しなくても、WPS対応デバイス

をWiFiのネットワークに追加できます。 

WPSウィザードを使用します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したものです。ユ

ーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

http://www.routerlogin.net/
http://www.routerlogin.net/
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管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [WPSウィザード] を選択します。WPSに関する説明が表示されます。 

5. ［次へ］ボタンをクリックします。WPSのページが表示されます。 

6. 設定方法を選択します。 

• プッシュボタン: このページの [WPS] ボタンをクリックします。 

• PIN: ページの表示が変更されます。クライアントのセキュリティ PIN を入力し、 [ 次
へ ] をクリックします  

 

7. 2分以内に、WPS対応デバイスで、WPSソフトウェアを使用して、WiFiネットワ

ークに接続します。 

WPSプロセスにより、接続時にネットワークパスワードを使用してWPS対応デバイ

スが自動的に設定されます。ルーターのWPSページに、確認メッセージが表示され

ます。 
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基本ワイヤレス設定 

ルーターには、セキュリティがあらかじめ設定されています。つまり、ネットワーク

名 (SSID)、ネットワークキー (パスワード)、セキュリティオプションが工場出荷時に

設定されています。デフォルトのSSIDとパスワードは、ルーターのラベルで確認でき

ます。 

 

注意：デフォルトのWiFiネットワーク名とパスワードは、セキュリティ上の理由から製品ごと

に異なります。 

デフォルトのセキュリティ設定を変更する場合は、新しい設定をメモしておき、簡単

に探せる安全な場所に保管してください。 

SSIDまたはその他のセキュリティ設定を変更するときにPCがWiFiで接続されている場

合、［適用］ボタンをクリックするとWiFi接続が切断されます。この問題を回避するた

め、有線接続でルーターにアクセスしてください。 

基本ワイヤレス設定を指定します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [ワイヤレス] を選択します。 

[ワイヤレス設定] ページが表示されます。 

2.4 GHz帯と5 GHz帯の設定を指定できます。 

5. ［地域］ドロップダウンリストから、地域を選択します。 

この項目は変更できません。 

http://www.routerlogin.net/
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6. SSIDブロードキャストを管理するには、［SSIDブロードキャストを有効にする］

チェックボックスを選択、または選択を解除します。 

このチェックボックスをオンにすると、ルーターはネットワーク名（ SSID ）をブ

ロードキャストし、コンピューターまたはモバイルデバイスでローカル WiFi ネッ

トワークをスキャンしたときに表示されます。 

7. ネットワーク名（SSID）はデフォルトのままにしておくことを推奨します。変更するに

は、新しい名前を［ネットワーク名（SSID）］の欄に入力します。 

 

名前は32文字までで、大文字と小文字を区別します。デフォルトのSSIDはランダム

に生成され、ルーター本体のラベルに記載されています。名前を変更する場合は、

新しい名前を書き留めて、安全な場所に保管してください。 

8. WiFiチャネルを変更するには、番号を［チャネル］ドロップダウンリストで選択します。 

一部の地域では、利用できないチャネルがあります。干渉 (接続が失われたり、デ

ータ転送速度が低下したりする) が発生しない限り、チャネルを変更しないでくだ

さい。干渉が発生する場合は、別のチャネルを試してみてください。 

複数のアクセスポイントを使用する場合は、干渉を抑えるために近隣のアクセスポ

イントで異なるチャネルを使用することを推奨します。近隣のアクセスポイント間

で推奨されるチャネル間隔は、4チャネルです (例えば、チャネル1と5や、6と10を

使用します)。 

9. ［適用］ボタンをクリックします。設定が存されます。 

ネットワークに無線で接続していてSSIDを変更した場合は、ネットワークから切断され

ます。 

10. ネットワークに新しい設定で無線接続できることを確認します。無線接続でき

ない場合は、次の点を確認してください。 

• ご利用の無線LAN子機がエリア内の別のWiFiネットワークに接続していません

か? 一部の無線LAN子機は、最初に検出されたネットワークに自動的に接続しま

す。 

• ご利用の無線LAN子機が (設定を変更する前の) 古い設定でネットワークに接続さ

れていませんか? その場合は、無線LAN子機の接続情報を更新し、ネットワーク

の現在の設定と一致させます。 



AX1800 WiFi 6 ルータ

ー 

ネットワーク設定値の管

理 

71 ユーザーマ

ニュアル 

 

 

 

WiFiモードの変更 

WiFiモード設定を変更します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

 
 

4. [ワイヤレス] を選択します。 

[ワイヤレス設定] ページが表示されます。 

5. [ ワイヤレスネットワーク（ 2.4 GHz b/g/n/ax ） ] セクションで、[モード]メニューから 
WiFi モードを選択します。 

• 最大54 Mbps:  このモードでは、802.11n, 802.11g, 802.11bデバイスがネット

ワークに接続できますが、802.11nデバイスは最大54 Mbpsで機能するように

制限されます。 

• 最大286 Mbps: このモードでは、近隣のWiFiネットワークとの干渉を低減でき

ます。このモードでは、802.11n、802.11g、および802.11bデバイスがネット

ワークに接続できますが、802.11nデバイスは最大286 Mbpsで機能するように

制限されます。 

• 最大600 Mbps:  このモードでは、802.11n、802.11g、802.11bデバイスがネッ

トワークに接続できます。802.11nデバイスは最大600 Mbpsで動作できます。

このモードがデフォルトです。 

 
6. [ ワイヤレスネットワーク (5 GHz a/n/ac/AX)] セクションで、 [ モード ] メニューから 

WiFi モードを選択します。  

• 最大286 Mbps: このモードでは、802.11ac、802.11n、802.11aデバイスが5 

GHz帯の選択されたネットワークに接続できます。ただし、802.11acデバイス
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と802.11nデバイスの動作が最大286 Mbpsに制限されます。 

• 最大600 Mbps: このモードでは、近隣のWiFiネットワークとの干渉を低減でき

ます。このモードでは、802.11ac、802.11n、802.11aデバイスが5 GHz帯の選

択されたネットワークに接続できます。ただし、802.11acと802.11axデバイス

の動作が最大600 Mbpsに制限されます。 

• 最大1200 Mbps:  このモードでは、802.11ac、802.11n、802.11aデバイスがネ

ットワークの5 GHz帯の選択されたネットワークに接続できます。802.11ac, 

802.ax デバイスは最大1200 Mbpsで動作できます。このモードがデフォルトで

す。 

 

7. ［適用］ボタンをクリックします。設定が保存されます。 

 

送信出力制御の変更 

デフォルトでは、ルーターの送信出力は100%に設定されています。これにより、ルー 

ターはWiFiで家全体をカバーできます。WiFiで家全体をカバーする必要がなく、 

ルーター使用中の電力消費を節約したい場合は、 

ルーターの送信電力を下げることもできます。 

送信出力制御を変更します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したものです。ユ

ーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [ワイヤレス] を選択します。 

[ワイヤレス設定] ページが表示されます。 

ワイヤレスネットワーク（ 2.4 GHz b/g/n ）セクションで、 [送信出力制御] メニューから
パーセンテージを選択します。  
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5.  [ワイヤレスネットワーク（ 5 GHz a/n/ac ）] セクションで、 [送信出力制御] メニューか

らパーセンテージを選択します。 ［適用］ボタンをクリックします。設定が保存されま

す。 

 

WiFi パスワードまたは WiFi セキュリ

ティの変更 

WiFiのパスワードは、ルーターへのログインに使用する管理者パスワードとは異なり

ます。 

ルーターには、WPA2またはWPAセキュリティがデフォルトで設定されています。デフォル

トのセキュリティを使用することを推奨しますが、その設定は変更することができます。デ

フォルトのセキュリティは無効にしないでください。 

WiFiのパスワードまたはWiFiのセキュリティを変更します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [ワイヤレス] を選択します。 

[ワイヤレス設定] ページが表示されます。 

2.4 GHz または 5 GHz の WiFi パスワードを変更するには、新しいパスワードを[パ

スワード(ネットワークキー)] 欄に入力します。8～63文字のフレーズを入力してく

ださい。[ パスワード（ネットワークキー）]欄は、 WPA-PSK [AES] または WPA-

PSK [TKIP] + WPA2 [AES] セキュリティラジオボタンが選択されている場合に表示

されます。 
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5. 2.4 GHz または 5 GHz WiFi ネットワークの WiFi セキュリティを変更するには、 

[ セキュリティオプション ] ラジオボタンを選択します。 

• なし: データは暗号化されません。すべての無線LAN子機がWiFiネットワークに

接続できます。オープンなワイヤレスネットワークを使用しないことを推奨しま

す。 

• WPA2-PSK [AES]: これはデフォルトの設定です。このタイプのセキュリティで

は、WPA2をサポートするWiFiデバイスがルーターのWiFiネットワークに接続で

きます。WiFiパスワードを変更しなかった場合は、デフォルトのパスワードが

表示されます。デフォルトのパスワードはルーターのラベルに記載されています。

WPA2はセキュリティ保護された接続を提供しますが、一部の古いWiFiデバイス

はWPA2を検出せず、WPA にしか対応しないものがあります。ネットワークに

このような古い機器が含まれている場合は、 [WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK 

[AES]] セキュリティを選択してください。 

• WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES]: このタイプのセキュリティでは、WPAまた

はWPA2のいずれかをサポートするWiFiデバイスが、ルーターのWiFiネットワー

クに接続できます。ただし、WPA-PSK [TKIP] はWPA2-PSK [AES] よりも安全性

が低く、WiFiデバイスの速度が54 Mbpsに制限されます。 

• WPA/WPA2エンタープライズ: このタイプのセキュリティでは、ワイヤレスネ

ットワークがRADIUSサーバーにアクセスできる必要があります。 

 

6. ［適用］ボタンをクリックします。設定が保存されます。 

 

ゲストWiFiネットワークの設定 

ゲストネットワークでは、訪問者はパスワードを使用せずに、または別のパスワード

を使用して、インターネットを使用できます。デフォルトでは、ゲストネットワーク

は無効になっています。WiFi周波数ごとにゲストネットワークを有効にして設定する

ことができます。 

 

このルーターは802.11n, 802.11g, 802.11bデバイス用の2.4 GHz帯と、802.11ac, 

802.11n, 802.11aデバイス用の5 GHz帯を同時にサポートしています。 

ゲストネットワークのWiFiモードは、メインネットワークのWiFiモードに依存します。
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例えば、メインWiFiネットワークのWiFiモードを2.4 GHz帯で最大54 Mbpsに設定する

と、ゲストWiFiネットワークも2.4 GHz帯の最大54 Mbpsモードで機能します。同様に、

チャネルもメインネットワークに対して選択したチャネルに依存します。 

ルーターは、次の名前 (SSID) を持つ2つのデフォルトゲストネットワークを提供します。 

• 2.4 GHzのゲストWiFiネットワークSSID: NETGEAR_Guest 

• 5 GHzのゲストWiFiネットワークSSID: NETGEAR-5G_Guest 

デフォルトでは、これらのネットワークは、セキュリティで保護されていないオープ

ンネットワークとして設定されていますが、無効になっています。一方または両方の

ネットワークを有効にすることができます。これらのネットワークのSSIDを変更する

こともできます。 

ゲストネットワークを設定します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [ゲストネットワーク] を選択します。 

[ゲストネットワーク設定] ページが表示されます。 

5. 2.4 GHzまたは5 GHzのゲストWiFiネットワークをセットアップするには、次の設定を行

います。 

• ゲストネットワークを有効にする: デフォルトでは、ゲストネットワークは無効

になっています。2.4 GHzまたは5 GHz WiFi帯のゲストWiFiネットワークを有効

にするには、 

2.4 GHz または 5 GHz のWiFi 帯域では、 [ ゲストネットワークを有効にする ] チェッ
クボックスをオンにします。 

• SSID ブロードキャストを有効にする: デフォルトでは、ルーターがWiFi帯のSSID

をブロードキャストするため、WiFiステーションはスキャンされたネットワー

クリストでWiFi名 (SSID) を検出できます。2.4 GHz または 5 GHz のゲスト WiFi 
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ネットワークの SSID broadcast をオフにするには、 [Enable SSID broadcast 

（ SSID ブロードキャストを有効にする） ] チェックボックスをオフにします。 

• ゲストが相互に表示され、ローカルネットワークにアクセスすることを許可: デフ

ォルトでは、 2.4 GHz または 5 GHz のゲスト WiFi ネットワークに接続されてい

る WiFi クライアントは、メイン WiFi に接続されている WiFi デバイスまたはイ

ーサネットデバイスにアクセスできません 

 

ネットワークで検出されました。メイン WiFi ネットワークへのアクセスを許可

するには、 [ ゲストが相互に表示してローカルネットワークにアクセスできる

ようにする ] チェックボックスをオンにします。 

• ゲストワイヤレスネットワーク名 (SSID): SSIDは2.4 GHzまたは5 GHzのゲスト

WiFiネットワーク名です。デフォルトの2.4 GHz SSIDはNETGEAR_Guestです。

デフォルトの5 GHz SSIDはNETGEAR-5G_Guestです。 

SSIDを変更するには、この欄に32文字 (最大) までの名前を入力します。大文字

と小文字は区別されます。 

 

6. 2.4 GHzまたは5 GHzのゲストWiFiネットワークのWiFiセキュリティオプションを選択し

ます。 

• なし: データは暗号化されません。すべてのWiFiデバイスが、ゲストネットワー

クの2.4 GHz帯または5 GHz帯に接続できます。これは、ゲストネットワークの

デフォルト設定です。 

• WPA2-PSK [AES]: WPA2は安全な高速接続を提供しますが、古いWiFiデバイス

の中にはWPA2を検出できずWPAのみをサポートするものがあります。802.11n

デバイスがゲストネットワークの2.4 GHz帯または5 GHz帯に最高速度で接続で

きるようにするには、[WPA2-PSK [AES]] セキュリティを選択します。ネットワ

ークにWPA2をサポートしていない古いデバイスが含まれている場合は、[WPA-

PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES]] セキュリティを選択してください。WPA2 セキ

ュリティを使用するには、 [ パスワード ( ネットワークキー )] 欄に 8 ～ 63 文字

のフレーズを入力します。ゲストネットワークの2.4 GHz帯または5 GHz帯に接

続するには、このパスワードを入力する必要があります。 

• WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES]: このタイプのセキュリティでは、WPAまた

はWPA2をサポートする無線LAN子機が、ゲストネットワークの2.4 GHz帯に接

続できます。ただし、WPA-PSK [TKIP] はWPA2-PSK [AES] よりも安全性が低
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く、WiFiデバイスの速度が54 Mbpsに制限されます。WPA + WPA2 セキュリテ

ィを使用するには、 [ パスワード ( ネットワークキー )] 欄フィールドに 8 ～ 63 

文字のフレーズを入力します。 

ユーザーは、2.4 GHz または 5 GHz のゲスト WiFi ネットワークに接続する際に、こ
のパスワードを入力する必要があります。 

 

7. ［適用］ボタンをクリックします。設定が保存されます。 

8. ネットワークに新しいセキュリティ設定で再び無線接続できることを確認しま

す。 

無線接続できない場合は、次の点を確認してください。 

• PCまたはモバイルデバイスがエリア内の別のワイヤレスネットワークに接続し

ている場合は、そのワイヤレスネットワークとの接続を切った後、ルーターが提

供するワイヤレスネットワークに接続します。 

一部の無線LAN子機は、最初に検出されたネットワークに自動的に接続します。 

• PCまたはモバイルデバイスが接続デバイスとして表示されています

か? 表示されている場合は、ネットワークに接続されています。 

• 正しいネットワーク名 (SSID) とパスワードを使用していますか? 

 

WiFiの有効/無効化 

ルーターにログインして、 WiFi 無線を有効または無効にできます。WiFiを有効/無効化しま

す。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力

します。 ログインウィンドウが開き

ます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 
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4. [高度] > [高度な設定] > [ワイヤレス設定] を選択します。[ワイ

ヤレス設定] ページが表示されます。 

5. ルーターのWiFiネットワークで次のいずれかを実行します。 

• WiFiをオフにする: [ ワイヤレスルーターの無線を有効にする ] チェックボックスをオ

フにします。 

• WiFiをオンにする: [ ワイヤレスルーターの無線を有効にする ] チェックボックスをオ

ンにします。 

 

6. ［適用］ボタンをクリ

ックします。設定が保

存されます。 

 

WiFiスケジュールの設定 

WiFi接続が必要ない時間にルーターからの無線信号をオフにすることができます。例え

ば、週末不在にする間にオフにすることができます。 

WiFiスケジュールを設定します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力

します。 ログインウィンドウが開き

ます。 

 
 
 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [高度な設定] > [ワイヤレス設定] を選択します。[ワイ

http://www.routerlogin.net/
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ヤレス設定] ページが表示されます。 

5. ［新しい期間を追加］ボタンをクリ

ックします。ページの表示が変更さ

れます。 

6. ドロップダウンリスト、ラジオボタン、チェックボックスを使用して、WiFi信号を

オフにする期間を設定します。 

7. ［適用］ボタンをクリックします。 

[ワイヤレス設定] ページが表示されます。 

8. ［スケジュールに基づいてワイヤレス信号をオフにする］チェックボックスを選択してス

ケジュールを有効にします。 

9. ［適用］ボタンをクリックします。設定が保存されます。 

 

WPS設定 

Wi-Fi Protected Setup (WPS) を使用すると、WiFiのパスワードを入力しなくても

WiFiネットワークに参加できます。 

WPS設定を指定します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [高度な設定] > [ワイヤレス設定] を選択します。[ワイ

ヤレス設定] ページが表示されます。 

 

[ ルーターの PIN] 欄には、 WPS経由で別のデバイスからルーターのWiFi設定を構成するために使用す

http://www.routerlogin.net/
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る  

固定 PIN が表示されます。 

5. （オプション）［ルーターのPINを有効にする］チェックボックスを選択、または選択を

解除します。 

WPS 経由でルーターの PIN を使用してルーターのWiFi 設定に侵入しようとすると、 

PIN 機能が一時的に無効になる場合があります。PIN 機能を手動で有効にするには、 

[ ルーターの PIN を有効にする ] チェックボックスをオンにします。 

6. （オプション）［既存のワイヤレス設定を適用する］チェックボックスを選択、または選

択を解除します。 

デフォルトでは、［既存のワイヤレス設定を適用する］チェックボックスが

選択されています。このチェックボックスは選択されたままにすることを推

奨します。 

このチェックボックスの選択を解除した場合、次に新しい無線LAN子機がWPSを

使用してルーターに接続すると、ルーターのWiFi設定が変更されて、自動的に生成

されたランダムなSSIDとネットワークキー（パスワード）になります。 

7. ［適用］ボタンをクリックします。設定が保存されます。 

 

無線APとしてルーターを設定 

ルーターを別のルーターと同じローカルネットワークの無線AP (アクセスポイント) と

して動作するように設定できます。 

ルーターをAPとして設定します。 

1. LANケーブルを使用して、このルーターのインターネットポートを他のルーターの

イーサネットポートに接続します。 

2. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

3. http://www.routerlogin.net と入力

します。 ログインウィンドウが開き

ます。 

http://www.routerlogin.net/
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4. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

5. [高度] > [高度な設定] > [ワイヤレスAP] を選択します。

[ワイヤレスAP] ページが表示されます。 

6. ［APモードを有効にする］チェックボックスを選択します。 

ページの表示が変更されます。 

7. IPアドレスの設定を選択します。 

• 既存のルーターから自動的に取得: このルーターがAPモードのときに、ネットワ

ーク上の他のルーターがこのルーターにIPアドレスを割り当てます。 

• このデバイスで固定IP設定を有効にする (推奨しません): このルーターがAPモード

のときに特定のIPアドレスを手動で割り当てる場合は、この設定を使用します。

このオプションを使用するには、ネットワークに関する詳しい知識が必要です。 

 

注意：ネットワーク内の他のルーターやゲートウェイとの干渉を避けるため、ルー

ターごとに異なる WiFi 設定を使用することをお勧めします。また、他のルーター

またはゲートウェイの WiFi 無線をオフにして、このルーターを WiFi クライアン

トアクセス専用に使用することもできます。 

 
8. ［適用］ボタンをクリックします。 

ルーターのIPアドレスが変更され、切断されます。 

9. 再接続するには、ブラウザーを閉じて再起動し、 http://www.routerlogin.net と入力しま

す。  

 

ポートグループまたはVLANタググループのブ

リッジ設定 

IPTVなどの一部の機器は、ルーターのネットワークアドレス変換（NAT）サービスま

http://www.routerlogin.net/
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たはファイアウォールの外側では機能しません。ご利用のプロバイダー (ISP) の要求に

基づいて、それらの機器から直接プロバイダーのネットワークに接続する場合は、機器

とルーターのインターネットポートの間でブリッジを有効にするか、新しいVLANタグ

グループをブリッジに追加することができます。 

 

注意：プロバイダーから IPTV とインターネットサービスのブリッジを設定する手順が提供

されている場合は、次の手順に従います。 

 

ポートグループのブリッジの設定 

ルーターの有線LANポートまたは無線ネットワークに接続されている機器の中にIPTV

の機器が含まれている場合は、プロバイダーから、ルーターのインターネットインタ

ーフェイス用にポートグループのブリッジを設定するように求められることがありま

す。 

ポートグループのブリッジを設定すると、IPTV機器とルーターのインターネットポー

トの間で送信されるパケットがルーターのネットワークアドレス変換（NAT）サービ

スによって処理されないようにできます。 

 

ポートグループを設定してブリッジを有効にします。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力

します。 ログインウィンドウが開き

ます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [高度な設定] > [VLAN/ブリッジ設定] を選択します。

[VLAN/ブリッジ設定] ページが表示されます。 

5. [VLAN/ブリッジセットアップを有効にする] チェック

http://www.routerlogin.net/
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ボックスをオンにします。ページが展開されます。 

6. ［ブリッジグループごと］ラジオボタンを

選択します。ページが展開されます。 

7. [有線ポート] のチェックボックスを選択するか、[ワイヤレス] のチェックボックスを選択

します。 

• お使いの機器がルーターのLANポートに接続されている場合は、機器が接続され

ているルーターのLANポートに対応する［有線ポート］のチェックボックスを選

択します。 

• お使いの機器がルーターのWiFiネットワークに接続されている場合は、機器が接

続されているルーターのWiFiネットワークに対応する [ワイヤレス] のチェックボ

ックスを選択します。 

 

メモ：少なくとも 1 つの [ 有線ポート ] または [ ワイヤレス ] チェックボックスをオ

ンにする必要があります。複数のチェックボックスを選択できます。 

 
8. ［適用］ボタンをクリックします。設定が保存されます。 
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VLANタググループのブリッジの設定 

ルーターの有線LANポートまたは無線ネットワークに接続されている機器の中にIPTV

機器が含まれている場合は、プロバイダーから、ルーターのインターネットインター

フェイス用にVLANタググループのブリッジを設定するように求められることがあり

ます。 

IPTVのサービスに加入している場合、ルーターはインターネットトラフィックとIPTV

トラフィックの間でVLANタグを区別する必要があることがあります。 VLANタググル

ープのブリッジを設定すると、IPTV機器とルーターのインターネットポートの間で送

信されるパケットがルーターのネットワークアドレス変換(NAT) サービスによって処理

されないようにできます。  

ブリッジにVLANタググループを追加し、VLANタググループごとにVLAN IDと優先度

の値を割り当てることができます。 

VLANタググループを追加してブリッジを有効にします。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [高度な設定] > [VLAN/ブリッジ設定] を選択します。

[VLAN/ブリッジ設定] ページが表示されます。 

5. [VLAN/ブリッジセットアップを有効にする] チェック

ボックスをオンにします。ページが展開されます。 

6. ［VLANタググループごと］ラジオボタンを選択します。ページが展開されます。 

7. ［追加］ボタンをクリックします。 

http://www.routerlogin.net/
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[VLANルールの追加] ページが表示されます。 

8. 次の表の説明に従って設定を指定します。 

フィールド 説明 

名前 VLAN タググループの名前を入力します。 使用できるのは最大で10文字です。 

VLAN ID 1 ～ 4094 の値を入力します。 
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 (続き) 

フィールド 説明 

優先度 (Priority) - 0 ～ 7 の値を入力します 

有線ポートまたは無線のチェックボックスを選択します。 

お使いの機器がルーターのLANポートに接続されている場合は、機器が接続されているルーターのLANポートに

対応するポートのチェックボックスを選択します。お使いの機器がルーターのWiFiネットワークに接続されてい

る場合は、機器が接続されているルーターのWiFiネットワークに対応するWiFiのチェックボックスを選択しま

す。 

少なくとも 1 つの LAN ポートまたはWiFiポートを選択する必要があります。 複数のポートを選択できます。 

 

9. ［追加］ボタンをクリックします。 

VLANタググループが追加されます。 

10. ［適用］ボタンをクリックします。設定が保存されます。 

 

IPTVポートの設定 

IPTVサービスプロバイダーからIPアドレスをリースできるインターネットプロトコルテ

レビジョン (IPTV) ポートを作成するようルーターを設定することができます。この機能

の使用は、イントラネットアドレスが必要なIPTVサービスに加入している場合に限定し

てください。 

IPTVポートにはプロバイダーのネットワーク内のIPアドレス (イントラネットアドレス) 

が必要なため、一部のIPTVポートはNATの背後では機能しません。インターネットか

らLANポートの1つにブリッジ接続を設定することができます。IPTVがWiFiで接続され

ている場合、自宅のルーターは、WiFiのネットワーク名 (SSID) へのWANポートのブリ

ッジをサポートしている必要もあります。指定されたLANポートまたはWiFi名はIPTVポ

ートになり、NATを経由せずに直接WANにアクセスできます。 

IPTVポートを設定します。 

1. ネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザーを開きま

す。 

2. http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

3. ルーターのユーザー名とパスワードを入力します。 

http://www.routerlogin.net/
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ユーザー名は「admin」です。デフォルトのパスワードは「password」です。ユーザー

名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

 

4. [高度] > [高度な設定] > [VLAN/ブリッジ設定] を選択します。

[VLAN/ブリッジ設定] ページが表示されます。 

5. [VLAN/ブリッジセットアップを有効にする] チェックボックスをオンにします。ページが展

開されます。 

6. ［ブリッジグループごと］ラジオボタンを選択します。ページが展開されます。 

7. [有線ポート] のチェックボックスを選択するか、[ワイヤレス] のチェックボックスを選択

します。 

• お使いの機器がルーターのLANポートに接続されている場合は、機器が接続されてい

るルーターのLANポートに対応する［有線ポート］のチェックボックスを選択しま

す。 

• お使いの機器がルーターのWiFiネットワークに接続されている場合は、機器が接続さ

れているルーターのWiFiネットワークに対応する [ワイヤレス] のチェックボックスを

選択します。 

 

メモ：少なくとも 1 つの [ 有線ポート ] または [ ワイヤレス ] チェックボックスをオンに

する必要があります。複数のチェックボックスを選択できます。 

 
8. ［適用］ボタンをクリックします。設定が保存されます。 

 

静的ルートの管理 

通常、ネットワーク上で複数のルータまたは複数の IP サブネットを使用しない限り、静

的ルートを追加する必要はありません。 

静的ルートが必要とされる例として、次の場合が考えられます。 

• 主要なインターネットアクセスが、プロバイダーへのケーブルモデム経由である。 
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• ホームネットワークに、勤務先企業に接続するためのISDNルーターが組み込まれて

いる。このルーターのLAN上のアドレスは192.168.1.100である。 

• 勤務先企業のネットワークアドレスは134.177.0.0である。 

ルーターをセットアップしたときに、絶対的な静的ルートが2つ作成されました。デフ

ォルトのルートは、プロバイダーによりゲートウェイとして作成され、2つ目の静的ル

ートは、すべての192.168.1.xアドレスのローカルネットワークに対して作成されまし

た。この設定では、134.177.0.0ネットワーク上の機器にアクセスしようとすると、ル

ーターはリクエストをプロバイダーに転送します。プロバイダーはリクエストを勤務先

企業に転送し、このリクエストは企業のファイアウォールでおそらく拒否されます。 



AX1800 WiFi 6 ルータ

ー 

ネットワーク設定値の管

理 

89 ユーザーマ

ニュアル 

 

 

 

 

この場合、静的ルートを定義し、192.168.1.100にあるISDNルーター経由で

134.177.0.0にアクセスする必要があることをルーターに伝える必要があります。以

下に例を示します。 

• [ターゲットIPアドレス] 欄と[サブネットマスク] 欄で、この静的ルートをすべての

134.177.x.xアドレスに適用することを指定します。  

• [ゲートウェイIPアドレス]欄で、これらのアドレスのすべてのトラフィックが 

192.168.1.100 にある ISDN ルータに転送されることを指定します。 

• ISDNルーターはLAN上にあるため、メトリック値として1を指定すれば正しく機能しま

す。 

• [ プライベート ] チェックボックスは、 RIP がアクティブになった場合の予防的なセ

キュリティ対策としてのみ選択されます。  

 

静的ルートの設定 

静的ルートを設定します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したものです。ユ

ーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [高度な設定] > [静的ルート] を選択します。[静的ルート] ページが表示されま

す。 

5. ［追加］ボタンをクリックします。ページの表示が変更されます。 

6. [ルート名]欄 に、この静的ルートの名前を入力します（識別目的のみ）。 

7. LAN へのアクセスのみを制限するには、 [ プライベート ] チェックボックスをオンにしま

す。 

http://www.routerlogin.net/
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[プライベート] チェックボックスがオンの場合、この静的ルートは RIP で報告されませ

ん。 

8. ルートがアクティブにならないようにするには、 [アクティブ] チェックボックスをオフに

します。 

状況に応じて、静的ルートを設定した後、無効にしておくこともできます。デフォ

ルトでは、 [ アクティブ ] チェックボックスが選択され、 [ 適用 ] ボタンをクリック

するとルートがアクティブになります。 
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9. 次の設定を入力します。 

• 宛先IPアドレス: ルートの最終的な宛先のIPアドレスを入力します。 

• IPサブネットマスク: ルートの最終的な宛先のIPサブネットマスクを入力しま

す。目的地がシングルホストの場合、「255.255.255.255」と入力します。 

• ゲートウェイIPアドレス: ゲートウェイのIPアドレスを入力します。 
ゲートウェイのIPアドレスは、ルーターと同じLANセグメント上にある必要がありま
す。 

• メトリック: 1～15の値を入力します。 

この値は、現在のネットワークと目的地の間にあるルーターの数を表します。

通常は2または3に設定すれば正しく機能しますが、直接接続の場合は1に設定

します。 

 

10. ［適用］ボタンをクリックします。 

設定が保存されます。[静的ルート] ページの表にルートが追加されます。 

 

静的ルートの編集 

静的ルートを編集します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したものです。ユ

ーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [高度な設定] > [静的ルート] を選択します。[静的ルート] ページが表示されま

す。 

5. 表から、目的のルートのラジオボタンを選択します。 

6. [編集] ボタンをクリックします。 

http://www.routerlogin.net/
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[静的ルート] ページの内容が変わります。 

7. ルート情報を編集します。 

8. ［適用］ボタンをクリックします。設定が保存されます。 
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静的ルートの削除 

静的ルートを削除します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力

します。 ログインウィンドウが開き

ます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [高度な設定] > [静的ルート] を選択します。[静的

ルート] ページが表示されます。 

5. 表から、目的のルートのラジオボタンを選択します。 

6. [削除] ボタンをクリックします。 

表からルートが削除されます。 

 

インプリシットビームフォーミング 

ルーターのインプリシットビームフォーミングは、ビームフォーミングに対応している

クライアントデバイスからの情報を使用してWiFiの通信状況を向上させる技術です。 

インプリシットビームフォーミングを有効または無効にします。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力

http://www.routerlogin.net/
http://www.routerlogin.net/
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します。 ログインウィンドウが開き

ます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [高度な設定] > [ワイヤレス設定] を選択します。[ワイ

ヤレス設定] ページが表示されます。 

5. [WPS 設定 ] セクションの下までスクロールし、[Implicit BEAMFORMINGを有効にす

る] チェックボックスをオンまたはオフにします。 

このチェックボックスをオンにすると、インプリシットビームフォーミングが有

効になります。このチェックボックスをオフにすると、インプリシットビームフ

ォーミングが無効になります。 

6. ［適用］ボタンをクリ

ックします。設定が保

存されます。 

WiFi 経由でネットワークに接続している場合は、ネットワークから切断され、再接

続する必要があります。 

 

エアタイムフェアネス 

エアタイムフェアネスを有効にすると、すべての無線LAN子機にネットワーク上で均等

に時間を与えます。ネットワークリソースはデータ量ではなく時間で分割されるため、

例えば5つの無線LAN子機がある場合は、それぞれがネットワーク時間を1/5ずつ使う

ことになります。そのため、速度の最も遅い無線LAN子機によってスループットが低下

してしまうことがなくなります。この機能はデフォルトで有効になっていますが、無効

にすることもできます。 

エアタイムフェアネスを有効または無効にします。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

http://www.routerlogin.net/
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ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したものです。ユ

ーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [高度な設定] > [ワイヤレス設定] を選択します。[ワイヤレス設定] ページが表示

されます。 

5. [WPS 設定 ] セクションの下までスクロールし、[AIRTIME FAIRNESSを有効にする]チェック

ボックスをオンまたはオフにします。 

  このチェックボックスをオンにすると、エアタイムフェアネスが有効になります。このチェック

ボックスをオフにすると、エアタイムフェアネスが無効になります。 

6. ［適用］ボタンをクリックします。設定が保存されます。 

WiFi経由でネットワークに接続している場合は、ネットワークから切断され、再接続す

る必要があります。 

http://www.routerlogin.net/


96 

 

 

6 

パフォーマンスの最適化  

インターネットゲーム、高精細ビデオストリーミング、VoIP通信などの用途に合わせて

パフォーマンスを最適化するようにルーターを設定することができます。デフォルトで

は、ルーターはWi-FiマルチメディアQoS (WMM QoS) を使用します。 

この章には次の内容が含まれます。 

• Dynamic QoS による、インターネットトラフィック管理の最適化  

• Universal Plug and Playによるネットワーク接続の改善  

• WiｰFiマルチメディア QoS  

• AX WiFiの有効/無効化  
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Dynamic QoSによるインターネットトラフ

ィック管理の最適化 

 

Dynamic QoS (Quality of Service) では、適切なアプリケーションおよび機器の識別、 

帯域の割り当て、トラフィックの優先順位付け技術により、ルーターのインターネット 

トラフィック管理機能を向上させることができます。Dynamic QoSは、インターネット 

帯域幅が制限されていて、異なる要求が帯域幅を使おうとするときにトラフィックの混雑を解

消します。  

 

Dynamic QoSの有効化 

Dynamic QoSはデフォルトでは無効になっています。 

Dynamic QoSを有効にします。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力

します。 ログインウィンドウが開き

ます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [QoS] を選択します。 

[QoS] ページが表示されます。 

http://www.routerlogin.net/
http://www.routerlogin.net/
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5. [QoSを有効にする] チェックボックスをオンにします。 

6. インターネット帯域幅を指定します。 

• 速度テストを行いインターネット帯域幅を検出: 速度テストを使ってインター

ネット帯域幅を検出することを推奨します。 

速度テストを使用するには、以下の操作を実行します。 

a. 速度テスト結果の精度を上げるため、ほかの機器がインターネットにアク

セスしていないことを確認します。 

b. [速度テストを行いインターネット帯域幅を検出] ラジオボタンを選択します。 

c. [ スピードテストを行う ] ボタンをクリックします。 
速度テストにより、インターネット帯域幅が判別されます。 

 

• インターネット帯域幅を定義する: 自分のダウンロード速度とアップロード速度が

分かる場合は、このラジオボタンを選択し、各欄にダウンロード速度とアップロ

ード速度を入力します。 

 

7. ［適用］ボタンをクリックします。設定が保存されます。 

 

自動QoSデータベースアップデートの有効/無効化 

ルーターは、最も一般的なアプリケーションやサービスのQoSデータベースを使用し

てDynamic QoSを実装します。デフォルトでは、ルーターは自動的にこのデータベー

スをアップデートします。この機能をオフにして、手動でデータベースをアップデー

トできます。 

Dynamic QoSデータベースの自動アップデートを有効または無効にします。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したものです。ユ

ーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

http://www.routerlogin.net/
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4. [QoS] を選択します。 

[QoS] ページが表示されます。Dynamic QoS をすでに有効にしている場合は、 [QoSを

有効にする] チェックボックスがオンになります。 

5. [パフォーマンス最適化データベースを自動的にアップデート] にチェックを入れます。 

6. ［適用］ボタンをクリックします。設定が保存されます。 

 

Dynamic QoSデータベースの手動アップデート 

ルーターは、最も一般的なアプリケーションやサービスのQoSデータベースを使用して

Dynamic QoSを実装します。デフォルトでは、Dynamic QoSを有効にするとルーター

はこのデータベースを自動的にアップデートしますが、自動アップデート機能をオフに

した場合は、手動でデータベースをアップデートできます。 
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Dynamic QoSデータベースを手動でアップデートします。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したものです。ユ

ーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [QoS] を選択します。 

[QoS] ページが表示されます。Dynamic QoS をすでに有効にしている場合は、 [QoSを

有効にする] チェックボックスがオンになります。 

5. ［今すぐアップデート］ボタンをクリックします。 

ルーターはデータベースの最新バージョンを確認してダウンロードします。 

6. ［適用］ボタンをクリックします。設定が保存されます。 

 

Universal Plug and Playによるネットワー

ク接続の改善 

UPnP (Universal Plug and Play) は、PCや周辺機器、家電製品などの機器を接続するだ

けでネットワーク上での利用を可能にするための技術です。UPnP機器は、ネットワー

ク上のその他の登録済みUPnP機器から自動的にサービスを検出することができます。 

マルチプレイヤーゲーム、ピアツーピア接続、またはインスタントメッセージングやリ

モートアシスタンス (Windowsの機能) といったリアルタイム通信のアプリケーション

を使用する場合は、UPnPを有効にしてください。 

UPnPを有効にします。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

http://www.routerlogin.net/
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ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力

します。 ログインウィンドウが開き

ます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

http://www.routerlogin.net/
http://www.routerlogin.net/
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ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [高度な設定] > [UPnP] を選択します。

[UPnP] ページが表示されます。 

5. ［UPnP起動］チェックボックスを選択します。 

デフォルトではこのチェックボックスは選択されています。UPnPの自動機器設定を

有効、または無効に設定することができます。［UPnP起動］チェックボックスのチ

ェックを外すと、ルーターは他の機器に対し、ルーターのポート転送（マッピン

グ）などのリソース自動制御を許可しません。 

6. 通知間隔 (分) を入力します。 

通知間隔では、ルーターがUPnP情報をブロードキャストする頻度を指定します。1

～1440分の間で設定してください。デフォルトは30分に設定されています。間隔

を短く設定すると、ネットワークトラフィックは増加しますが、機器の状態を最新

に保つことができます。間隔を長く設定すると、機器の状態の更新間隔は長くなり

ますが、ネットワークトラフィックを大幅に削減することができます。 

7. 通知の有効期限をホップ数で入力します。 

通知の有効期限は各UPnPパケットが送信するホップ (ステップ) 数で表します。ホ

ップ数とは、パケットがルーター間を経由するステップ数です。ホップ数は1～255

の間で設定します。デフォルトの通知有効期限は4ホップに設定されており、ほと

んどのホームネットワークでは問題ありません。一部の機器が正しくアップデート

されていない場合は、この値を上げてみてください。 

8. ［適用］ボタンをクリックします。 

UPnPポートマップテーブルには、ルーターにアクセスしているUPnP機器のIPアド

レスと機器が開いたポート (内部および外部) が表示されます。UPnP ポートマップ

テーブルには、開いているポートのタイプと、そのポートが各 IP アドレスに対して

アクティブであるかどうかも表示されます。 

9. UPnPポートマップテーブルの情報を更新するには、［更新］ボタンをクリックします。 
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WiｰFiマルチメディアのQoS 

Wi-FiマルチメディアQoS (WMM QoS) は、無線接続におけるワイヤレス音声およびビ

デオトラフィックを優先順位付けします。WMM QoSは、ルーターで自動的に有効にな

ります。 

WMM QoSは、音声、ビデオ、ベストエフォート、バックグラウンドという4種類のアクセ

スカテゴリに基づき、さまざまなアプリケーションからのワイヤレスデータパケットを優先

順位付けします。を受信するアプリケーションの場合 

 

WMM QoS の利点として、 WMM は、そのアプリケーションとそのアプリケーション

を実行しているクライアントの両方に対して有効にする必要があります。WMMに対応

していない従来からのアプリケーションやQoSを必要としないアプリケーションは、ベ

ストエフォートカテゴリに分類され、音声やビデオよりも低い優先度が割り当てられま

す。 

 

注意： WMM 設定を無効にしないことをお勧めします。2.4 GHzまたは5 GHzのWMM設

定を無効にした場合、ルーターが到達できる最大リンクレートは54 Mbpsです。 

 

WMM設定を無効にします。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したものです。ユ

ーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [設定] > [QoS設定] を選択します。[QoS] ページが表示されます。 

5. ［WMM］タブをクリックします。 

6. ［WMM（Wi-Fiマルチメディア）設定を有効にする（2.4 GHz b/g/n）］チェックボック

http://www.routerlogin.net/
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スのチェックを外します。 

7. ［WMM（Wi-Fiマルチメディア）設定を有効にする（5 GHz a/n/ac）］チェックボックス

のチェックを外します。 

8. ［適用］ボタンをクリックします。設定が保存されます。 

 

AX WiFiの有効/無効化 

AX WiFiでは異なるデバイスからのWiFiトラフィックを同時に管理できるため、ネットワークの容量、

インターネットのアップロードとダウンロードの速度、およびWiFi範囲を向上します。これを行うた

めに、AX WiFiは直交周波数分割多元接続(OFDMA)、4x4マルチユーザーMIMO、およびインテリジェ

ントスケジューリングを使用します。 

AX WiFiはデフォルトで有効になっています。 

 

AX WiFiを有効または無効にします。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザーを開

きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したものです。ユ

ーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [ワイヤレス] を選択します。 

[ワイヤレス設定] ページが表示されます。 

5. [Enable AX] チェックボックスをオンまたはオフにします。 

このチェックボックスを選択するとAX WiFiがオンになり、選択を解除するとAX WiFiが

オフになります。 

6. ［適用］ボタンをクリックします。設定が保存されます。 

http://www.routerlogin.net/
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ルーターを管理します  

この章では、ご利用のルーターとホームネットワークを維持管理するためのルーター設

定を説明しています。 

この章には次の内容が含まれます。 

• ルーターファームウェアのアップデート  

• 管理者パスワードの変更  

• 管理者パスワードの復元の有効化  

• 管理者パスワードの復元  

• ルーター、インターネットおよび WiFi 設定に関する情報の表示  

• インターネットポートの統計情報の表示  

• インターネット接続ステータスの確認  

• ルータアクティビティのログの表示と管理  

• ネットワーク上のデバイスを表示  

• インターネットトラフィックの監視  

• ルーター設定ファイルの管理  

• リモートアクセス  

• Nighthawk アプリを使用したルーターへのリモートアクセス  

• ルーターLED を消灯する  

• タイムゾーンの設定  

• ルーターの初期化  
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ルーターファームウェアのアップデート 

ルーターにログインして新しいファームウェアが使用可能かどうかを確認するか、また

は特定のファームウェアバージョンをルーターに手動でロードすることができます。 

 

新しいファームウェアの確認とルーターのアップデート 

ルーターファームウェア(ルーター用のソフトウェア) はフラッシュメモリーに保存されています。 

新しいファームウェアが利用可能になると、ルーターページの上部にメッセージが表示されることが

あります。 

そのメッセージをクリックしてファームウェアをアップデートすることも、手動で新し

いファームウェアが利用可能かどうかを確認してアップデートすることもできます。 

 

メモ： ファームウェア をアップデートするには、 有線接続を使用してコンピューターをル

ータに接続することをお勧めします。 

 

最新ファームウェアを確認して、ルーターをアップデートします。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCでWebブラウザーを起動します。 

2. http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [管理者] > [ルーターのアップグレード] を選択し

ます。[ルーターのアップグレード] ページが表示されま

す。 

5. ［確認］ボタンをクリックします。 

使用可能なファームウェアがある場合は、ルーターに新しいファームウェアをダウ

http://www.routerlogin.net/
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ンロードするかどうか確認するメッセージが表示されます。 

6. ［はい］ボタンをクリックします。 

ルーターがファームウェアを見つけてダウンロードし、アップデートを開始します。 

 

警告： ファームウェアの破損を回避するため、アップデートを中断しないでくださ

い。例えば、ブラウザーを閉じたり、リンクをクリックしたり、新しいページを読

み込んだりしないでください。ルーターの電源を切らないでください。 
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アップロードが完了すると、ルーターが再起動します。アップデートプロセスは通

常、約1分かかります。新しいファームウェアのリリースノートを読み、アップデ

ート後にルーターの再設定が必要かどうかを確認してください。 

 

手動によるルーターへのファームウェアのアップロード 

特定のファームウェアバージョンをアップロードする場合、またはルーターの firmware を

自動的にアップデートできない場合は、次の手順に従ってください。 

 

メモ： ファームウェアをアップロードするには、有線接続を使用してコンピューターをルー

ターに接続することをお勧めします。 

 

ファームウェアファイルを手動でルーターにアップロードするには、次の手順を実行します 

1. NETGEAR ダウンロードセンターからルーターの ファームウェア をダウンロード

し、デスクトップに保存して、必要に応じて解凍します。  

 

メモ：正しいファームウェアファイルでは、 .img または .chk の拡張子が使用されていま

す。 

 
2. ルーターのネットワークに接続されているPCでWebブラウザーを起動します。 

3. http://www.routerlogin.net と入力

します。 ログインウィンドウが開き

ます。 

4. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

5. [高度] > [管理者] > [ルーターのアップグレード] を選択し

ます。[ルーターのアップグレード] ページが表示されま

す。 

http://downloadcenter.netgear.com/
http://www.routerlogin.net/
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6. [ 参照 ] ボタンをクリックします。 

7. PC上のファームウェアファイルを見つけて選択します。 

8. ［アップロード］ボタンをクリックします。 

ルーターがアップロードを開始します。 

 

メモ： ファームウェアの破損を回避するため、アップデートを中断しないでくださ

い。例えば、ブラウザーを閉じたり、リンクをクリックしたり、新しいページを読

み込んだりしないでください。ルーターの電源を切らないでください。ルーターの

再起動が完了するまで待ちます。ルーターが再起動しない場合は、ルーターステー

タスページで新しい ファームウェアバージョンがアップロードされたかどうかを確

認します。管理者パスワードの変更 

管理者パスワードは、最初のログイン時に指定したものです。このパスワードは変

更できます。 

 

注意：理想的なパスワードには、どの言語の辞書に含まれる単語も含まれず、大文字と

小文字、数字、および記号が含まれます。使用できるのは最大で30文字です。 

 

管理者のパスワードを変更します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力

します。 ログインウィンドウが開き

ます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [管理者] > [新しいパスワード] を選択します。

[新しいパスワード] ページが表示されます。 

5. [ 現在のパスワード ] 欄に古いパスワードを入力します。 

http://www.routerlogin.net/
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6. [ 新しいパスワード ] 欄と [ 新しいパスワードの再入力 ] 欄に新しいパスワードを入力しま

す。 

7. ［適用］ボタンをクリックします。設定が保存されます。 

 

管理者パスワードの復元の有効化 

ルーターの管理者パスワードは、ルーターの Web 管理者ページにログインするために

使用します。パスワードを忘れた場合に復元できるように、パスワードの復元を有効に

することをお勧めします。この復元プロセスは、Internet Explorer, Firefox, Chromeの

ブラウザーでサポートされますが、Safariブラウザーではサポートされません。 

パスワードの復元を有効にします。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力します。  

 

ログインウィンドウが開きます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [管理者] > [新しいパスワード] を選択します。

[新しいパスワード] ページが表示されます。 

5. ［パスワードの復元を有効にする］チェックボックスを選択します。 

6. セキュリティに関する2つの質問を選択し、それらの回答を入力します。 

7. ［適用］ボタンをクリックします。設定が保存されます。 

 

管理者パスワードの復元 

http://www.routerlogin.net/
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パスワード復元機能を設定した場合は、ルーターの管理者パスワードを復元できます。 

管理者パスワードを復元します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力

します。 ログインウィンドウが開き

ます。 

3. ［キャンセル］ボタンをクリックします。 

パスワード復元が有効な場合は、ルーターのシリアル番号の入力が求められます。 

シリアルナンバーは、ルーターのラベルに記載されています。 

4. ルーターのシリアル番号を入力します。 

5. ［続ける］ボタンをクリックします。 

セキュリティの質問への回答を求めるウィンドウが開きます。 

6. セキュリティの質問に対する保存済みの回答を入力します。 

7. ［続ける］ボタンをクリックします。 

復元されたパスワードが表示されます。 

8. ［もう一度ログイン］ボタンをクリックします。 

ログインウィンドウが開きます。 

9. 復元されたパスワードを使って、ルーターにログインします。 

 

ルーター、インターネットおよびWiFi設

定に関する情報の表示 

ルーター情報、ポートのステータスおよびWiFi設定を表示できます。 

ルーター、インターネット、モデムおよびWiFi設定に関する情報を表示します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

http://www.routerlogin.net/
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ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] タブをクリックします。 

ルーター管理者ページの [高度] の [高度な機能のホーム] ページが表示されます。 

このページに表示されるアイコンの色によって次の状態を示します 

• 緑のアイコンは、インターネット接続が正常で問題がないことを示します。

WiFiネットワークの場合、ネットワークが有効で、セキュリティ保護されてい

ることを示します。 

• 赤のアイコンは、インターネット接続に設定上の問題があるか、接続が切断され

ていることを示します。WiFiネットワークの場合、ネットワークが無効である

かまたはダウンしていることを示します。 

• オレンジのアイコンは、インターネットポートは設定されているがインターネッ

トに接続できない状態 (ケーブルが接続されていないなどの理由)、WiFiネットワ

ークが有効になっているが保護されていない状態、またはユーザーの注意が必要

な他の状況が発生していることを示します。 
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インターネットポートの統計の表示 

インターネットポートの統計を表示します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力

します。 ログインウィンドウが開き

ます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] タブをクリックします。 

ルーター管理者ページの [高度] の [高度な機能のホーム] ページが表示されます。 

5. ［インターネットポート］のカテゴリで、［統計を表示］ボタンをクリックします。 

ウィンドウが開き、以下の情報が表示されます。 

• システムの稼働時間: ルーターが最後に再起動されてからの経過時間です。 

• ポート: インターネットポート、LANポート、WLANの統計情報です。各ポート

について、ウィンドウに以下の情報が表示されます。 

- ステータス: ポートのリンクステータスです。 

- 送信パケット数: ルーターが最後に起動されてから、このポートで送信された

パケットの数です。 

- 受信パケット数: ルーターが最後に起動されてから、このポートで受信された

パケットの数です。 

- コリジョン: ルーターが最後に起動されてから、このポートで発生したコ

リジョンの数です。 

http://www.routerlogin.net/
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- 送信速度: インターネットポートやLANポートで使用された現在の送信速度

です。 

- 受信速度: インターネットポートやLANポートで使用された現在の受信速度

です。 

- 稼働時間: このポートが接続されてからの経過時間です。 

- サンプリング間隔: このページで統計が更新される間隔です。 

 

6. サンプリングの周期を変更するには、 Poll Interval フィールドに時間を秒単位で入力

し、 Set Interval ボタンをクリックします。 

完全にサンプリングを停止するには、［停止］ボタンをクリックします。 

 

インターネット接続ステータスの確認 

インターネット接続ステータスを確認します。 

1. WiFiルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラ

ウザーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力

します。 ログインウィンドウが開き

ます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] タブをクリックします。 

ルーター管理者ページの [高度] の [高度な機能のホーム] ページが表示されます。 

5. [インターネットポート] のカテゴリで、[接続ステータス] ボタンをクリックします。 

[接続ステータス] ウィンドウが開きます。表示される情報は、インターネット接

続の種類によって異なります。 

http://www.routerlogin.net/
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例えば、インターネット接続にログインが不要で、ルーターが自動的にIPアドレスを

受信する場合、ウィンドウには次の情報が表示されます。 

• IPアドレス: ルーターに割り当てられているIPアドレスです。 

• サブネットマスク: ルーターに割り当てられているサブネットマスクです。 

• デフォルトゲートウェイ: ルーターが通信するデフォルトゲートウェイの

IPアドレスです。 

• DHCPサーバー: ルーターに接続されているすべてのPCに対してTCP/IP設定を提

供するDHCPサーバーのIPアドレスです。 

• DNSサーバー: ネットワーク名からIPアドレスへの変換機能を提供するDNSサ

ーバーのIPアドレスです。 

• リース取得: リースが取得された日付と時刻です。 

• リース期限: リースが期限切れになる日付と時刻です。 
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6. インターネット接続を解除（停止）するには、 [ リリース ] ボタンをクリックします。 

7. インターネット接続を更新（再起動）するには、 [ 更新 ] ボタンをクリックします。 

8. この画面を終了するには、［ウィンドウを閉じる］ボタンをクリックします。 

 

ルーターアクティビティのログの表示と管理 

ログは、アクセスしたサイトやアクセスしようとしたサイト、その他のルーターア

クティビティの詳細な記録です。ログには最大256のエントリが保存されます。 

ログを表示および管理します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [管理者] > [ログ] を選択します。  

[ログ] ページには次のような情報が表示されます。 

• アクション: インターネットアクセスがブロックされた、または許可されたなど

の、発生したアクションです。 

• ソースIP: ログの発生元のデバイスのIPアドレスです。 

• ターゲットアドレス: アクセスしたWebサイトやニュースグループの名前または

IPアドレスです。 

• 日付と時刻: ログエントリが記録された日付と時刻です。その

その他の情報が表示される場合があります。 

5. ログをカスタマイズするには、下にスクロールして、[ログに含む] セクションのチ
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ェックボックスを選択するか選択を解除します。 

6. ログ画面を更新するには、 [ 更新 ] ボタンをクリックします。 

7. ログを消去するには、［ログを消去］ボタンをクリックします。 

8. ログを直ちにメールで送信するには、［ログ送信］ボタンをクリックします。 
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ログを受信するには、メール通知を設定する必要があります。メール通知を設定し

たときに指定したアドレスに、ルーターからログがメール送信されます。詳細につ

いては、 49 ページのセキュリティイベント電子メール通知の設定を参照してくだ

さい。 

9. ［適用］ボタンをクリックします。設定が保存されます。 

 

ネットワーク上のデバイスの表示 

現在ネットワークに接続されているすべてのPCおよび機器を表示できます。 

ネットワーク上にある機器を表示します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [接続デバイス] を選択します。 

以下の情報が表示されます。 

• 接続タイプ: 有線か、または無線 (ワイヤレス) の接続です。 

• デバイス名: 機器の名前が認識されている場合は、ここに表示されます。 

• IPアドレス: この機器がネットワークに接続したときにルーターから割り当てられ

たIPアドレスです。このアドレスは、機器がネットワークから切断され、再度接

続すると変わることがあります。 

• MACアドレス: 各デバイスの一意のMACアドレスで、変更されることはありませ

ん。MACアドレスは通常、機器の製品ラベルに記載されています。 

 

5. ページを更新するには、［更新］ボタンをクリックします。 
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インターネットトラフィックの監視 

トラフィックメーターを使用すると、ルーターのインターネットポートを通過するイン

ターネットトラフィックの量を監視したり、トラフィック量の制限を設定したりできま

す。 
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インターネットトラフィックを監視します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力

します。 ログインウィンドウが開き

ます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [高度な設定] > [トラフィックメーター] を選択し

ます。[トラフィックメーター] ページが表示されます。 

5. ［トラフィックメーターを有効にする］チェックボックスを選択します。 

6. インターネットトラフィックの容量を制御するには、トラフィック容量の制御また

は接続時間制御のいずれかの機能を使用できます。 

• ［トラフィック容量の制御：］ラジオボタンを選択し、次のいずれかのオプシ

ョンを選択します。 

• 制限なし: トラフィック容量の限度に達しても制限を適用しません。 

• ダウンロードのみ: 制限は受信トラフィックにのみ適用されます。 

• 双方向: 制限は受信と送信双方のトラフィックに適用されます。 

• ［接続時間制御］ラジオボタンを選択し、許可する時間数を［月次制限］欄に入

力します。 

 

7. 新しい接続を作成するとプロバイダーが追加のデータ容量に対して課金する場合

は、［各接続のデータ容量をラウンドアップ］欄に、その追加データ容量をMB単位

で入力します。 

8. [トラフィックカウンター] セクションで、特定の日時に始まるようにトラフィック
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カウンターを設定します。 

トラフィックカウンターを直ちに始めるには、［カウンターをリセットする］ボタンをク

リックします。 

9. [トラフィック制御] セクションで、月次制限のMB数または時間数に達する前

に、ルーターから警告メッセージを発行する必要があるかどうかを指定しま

す。 

デフォルトの値は0で、警告メッセージは発行されません。制限に達したときに以

下のいずれかを行うように選択できます。 

• インターネットLEDを白またはオレンジに点滅させる。 

インターネット接続を切断し、無効にする。 

 

10. ［適用］ボタンをクリックします。 

[インターネットトラフィック統計] セクションは、データトラフィックの監視に役立ちま

す。 

11. ［インターネットトラフィック統計］セクションを更新するには、［更新］ボタンをク

リックします。 

12. ルーターのデータトラフィックに関する詳細情報を表示し、ポーリング間隔を変更

するには、 [トラフィックステータス] ボタンをクリックします。  

 

ルーター設定ファイルの管理 

ルーターの設定値は、ルーター内の設定ファイルに保存されます。このファイルは、PC

にバックアップ (保存) したり、復元したり、工場出荷時の初期設定に戻したりすること

ができます。 

 

設定のバックアップ方法 

ルーターの設定をバックアップします。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力
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します。 ログインウィンドウが開き

ます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [管理者] > [設定のバックアップ] を選択します。[設

定のバックアップ] ページが表示されます。 

5. ［バックアップ］ボタンをクリックします。 

6. ブラウザーの指示に従ってファイルを保存します。 

 

 

設定の消去 
注意：このプロセスを実行すると、ルータで設定したすべての設定が消去されます。 

 

設定を消去します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [管理者] > [設定のバックアップ] を選択します。[設

定のバックアップ] ページが表示されます。 

5. ［消去］ボタンをクリックします。 

設定が工場出荷時の設定にリセットされます。リセットが完了すると、ルーター

が再起動します。この処理には2分ほどかかります。 
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警告： ファームウェアの破損を回避するため、リセットを中断しないでください。

例えば、ブラウザーを閉じたり、リンクをクリックしたり、新しいページを読み込

んだりしないでください。ルーターの電源を切らないでください。ルーターの再起

動が完了するまで待ちます。 

 

設定の復元 

バックアップした設定を復元します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [管理者] > [設定のバックアップ] を選択します。[設

定のバックアップ] ページが表示されます。 

5. ［参照] ボタンをクリックして .cfg ファイルを検索し、選択します。 

6. ［復元］ボタンをクリックします。 

 

 

ファイルがルーターにアップロードされ、ルーターが再起動します。 

 

警告：復元プロセスを中断しないでください。 

 
 

リモートアクセス 

インターネット経由でルーターにアクセスしてルーターの設定を確認または変更する

ことができます。この機能を使用するには、ルーターのインターネットアドレスが必

要です。 
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メモ：ユーザー名 admin の管理者パスワードは、必ず安全なパスワードに変更してください。理想的

なパスワードには、どの言語の辞書にある単語も使用せず、大文字と小文字、数字、記号を混在させ 

ることを推奨します。使用できるのは最大で30文字です。90 ページの「管理者パスワードの変更」を

参照してください。 

 

リモート管理の設定 

リモート管理を設定します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [高度な設定] > [リモート管理] を選択します。[リモート管

理] ページが表示されます。 

5. [リモート管理を有効にする] チェックボックスを選択します。 

6. ［次のリモートアクセスを許可］セクションで、ルーターのリモート管理にアクセ

スすることを許可する外部IPアドレスを指定します。 

 

注意：セキュリティを強化するには、アクセスをできるだけ限られた外部IPアドレスのみ 

に限定することを推奨します。 

 
 

以下のいずれかを選択します。 

 

 

• このコンピューターのみ: インターネットの1つのIPアドレスからのアクセスを許

可します。アクセスを許可するIPアドレスを入力します。 

• IPアドレス範囲: インターネットの一定の範囲のIPアドレスからのアクセスを許

可します。開始IPアドレスと終止IPアドレスを入力し、許可する範囲を定義し
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ます。 

• 全員: インターネットのすべてのIPアドレスからのアクセスを許可します。 

7. ルーターのWeb管理者ページにアクセスするためのポート番号を指定します。 

通常のWebブラウザークセスでは、標準HTTPサービスのポート80が使用されま

す。安全を高めるためには、リモートルーターWebインターフェイス用のカスタム

ポート番号を入力してください。1024から65535までの番号を選択してください。

ただし、共通サービスポートの番号は使用しないでください。デフォルトは8443

です。これは、HTTP用の一般的な代替ポート番号です。 

8. ［適用］ボタンをクリックします。設定が保存されます。 

 

リモートアクセスの使用 

リモートアクセスを使用します。 

1. ホームネットワーク上にないPCやモバイル端末でWebブラウザーを起動します。 

2. ルーターのWAN IPアドレスをブラウザーのアドレスバーや場所の欄に入力し、

コロン（:）で区切ってからカスタムポート番号を入力します。 

たとえば、外部アドレスが 134.177.0.123 で、ポート番号 8443 を使用する場合

は、ブラウザーに 「http://134.177.0.123:8443」 と入力します。 

 

Nighthawkアプリを使用したルーター

へのリモートアクセス 

Nighthawkアプリを使用すると、ルーターにリモートアクセスして設定を変更できま

す。Nighthawkアプリでリモートアクセスを使用する前に、ルーターのファームウェア

を更新し、モバイルデバイスに最新のNighthawkアプリをダウンロードする必要があり

ます。 

ルーターのファームウェアをアップデートする方法の詳細については、新しいファームウェアの確認

とルーターのアップデート（88ページ）を参照してください。 

お使いのモバイルデバイス用の最新のNighthawkアプリをダウンロードするには、Nighthawk- 

App.comにアクセスします。 
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https://www.netgear.com/home/apps-services/nighthawk-app/  

ルーター LED を消灯する 

ルーターの前面パネルにある LED は、アクティビティと動作を示します。電源 LED 以

外のすべての LED をオフにすることができます。 

LED をオフにするには、次の手順を実行 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力

します。 ログインウィンドウが開き

ます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [高度な設定] > [LEDコントロール設定] を選択します。

[LEDコントロール設定] ページが表示されます。 

5. 電源 LED 以外のすべての LED をオフにするには、 [データトラフィック検出時のイン

ターネットLED、LAN LED、ワイヤレスLED、USB LEDの点滅を無効にする] ラジオボタン

を選択します。  

6. ［適用］ボタンをクリ

ックします。設定が保

存されます。 

 

タイムゾーンの設定 

タイムゾーンを設定します。 
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1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力

します。 ログインウィンドウが開き

ます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度]>[管理者]>[NTP設定] を選択します。  

 

[NTP設定] ページが表示されます。 

5. ドロップダウンリストからタイムゾーンを選択します。 

6. 夏時間を適用する地域に住んでいる場合は、［夏時間に自動調整する］チェックボ

ックスを選択します。 

7. ［適用］ボタンをクリックします。設定が保存されます。 

 

ルーターの初期化 

場合によっては (ルーターの設定に行った変更がわからなくなった場合、またはルータ

ーを別のネットワークへ移動した場合など)、設定を消去して、ルーターを工場出荷時

の設定にリセットする必要が生じることがあります。 

ルーターを工場出荷時のデフォルト設定にリセットするには、ルーターの背面にある 

Reset ボタンを使用するか、 消去機能を使用します。 

ルーターを工場出荷時の設定にリセットすると、ユーザー名がadmin、パスワー

ドがpassword、LAN IPアドレスが192.168.1.1 (www.routerlogin.netと同じです) 

に設定され、DHCPサーバーが有効になります。 

 

ヒント：ルーターがアクセスポイントモードまたはブリッジモードであり、ルーターに
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割り当てられている IP アドレスがわからない場合は、まず IP スキャナアプリケーショ

ンを使用して IP アドレスを検出してみてください。(IPスキャナーアプリケーションは

無料でオンラインで利用できます)。IPアドレスを検出できる場合、ルーターを工場出

荷時の初期設定にリセットする必要はありません。 

 

リセットボタンの使用 

注意：このプロセスを実行すると、ルーターで設定したすべての設定が消去されます。 

 

ルーターを工場出荷時の設定にリセットします。 

1. ルーターの背面にある Reset ボタンを見つけます。 

2. まっすぐに伸ばしたペーパークリップを使用して、リセットボタンを 5 秒以上押

し続けます。 

3. リセットボタンを放します。 

電源LEDが点滅し始めます。リセットが完了すると、ルーターが再起動します。この処理

には2分ほどかかります。 

 

警告： ファームウェアの破損を回避するため、リセットを中断しないでください。

例えば、ルーターのWeb管理者ページに接続しているときにブラウザーを閉じた

り、リンクをクリックしたり、新しいページを読み込んだりしないでください。ル

ーターの電源を切らないでください。ルーターの再起動が完了するまで待ちます。 

 
 

設定の消去 

注意：このプロセスを実行すると、ルーターで設定したすべての設定が消去されます。 

 

設定を消去します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力

します。 ログインウィンドウが開き

ます。 
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3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [管理者] > [設定のバックアップ] を選択します。[設

定のバックアップ] ページが表示されます。 

5. ［消去］ボタンをクリックします。 

設定が工場出荷時の設定にリセットされます。リセットが完了すると、ルーター

が再起動します。この処理には2分ほどかかります。 

 

警告： ファームウェアの破損を回避するため、 リセットを中断しないでください。

例えば、ブラウザーを閉じたり、リンクをクリックしたり、新しいページを読み込

んだりしないでください。ルーターの電源を切らないでください。ルーターの再起

動が完了するまで待ちます。 
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8 
ルーターに接続されている 

USB ストレージデバイスを

共有します  

この章では、ルーターに接続されたストレージドライブにアクセスして管理する方法

について説明します。ReadySHAREを使用すると、ルーターに接続されたUSBストレ

ージドライブにアクセスして共有することができます(専用のドライバーを使用するス

トレージドライブとは互換性がなく、使用できません)。 

 

メモ：ルーターの USB ポートを使用して、フラッシュドライブやハードドライブなど

の USB ストレージデバイスを接続できます。コンピューター、 USB モデム、 CD ド

ライブ、または DVD ドライブをルーターの USB ポートに接続しないでください。 

 

この章には次の内容が含まれます。 

• USB ドライブの要件  

• USB ストレージデバイスをルーターに接続する  

• Windows PCからルーターに接続されたストレージデバイスにアクセスする  

• USBデバイスを Windows ネットワークドライブにマップする  

• Mac PCからルーターに接続されているストレージデバイスにアクセスする  

• ネットワーク内で FTP アクセスを有効にする  

• ストレージデバイスのネットワークフォルダの表示  

• ストレージデバイスのネットワークフォルダの追加  
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• ストレージデバイスのネットワークフォルダの編集  

• ストレージデバイスの安全な取り外し  

ReadySHARE の機能の詳細については、 netgear.com/readyshare をご覧ください。 
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USBドライブの要件 

本ルーターでは、ほとんどのUSB対応の外付けフラッシュドライブおよびハードドライブ

を使用できます。ルーターでサポートされるUSBドライブの最新リストについては、 

kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/18985/~/readyshare-usb-drives-

compatibility-list を参照してください。 

 kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/18985/~/readyshare-usb-drives-

compatibility-list 。 . 

一部のUSBフラッシュドライブおよびハードドライブは、USBストレージドライブにア

クセスするためにPCにドライバーを読み込ませる必要があります。このような USB ス

トレージデバイスはルーターでは動作しません。 

読み書きのフルアクセスは、次のファイルシステムで対応しています。 

• FAT16 

• FAT32 

• NTFS 

• NTFS (圧縮形式が有効) 

• Ext2 

• Ext3 

• Ext4 

• HFS 

• HFS+ 
 

USBストレージデバイスをルーターに接続す

る 

ReadySHARE を使用すると、ルーターの USB ポートに接続された USB ストレージデ

バイスにアクセスして共有できます。(専用のドライバーを使用するUSBストレージド

ライブとは互換性がなく、使用できません)。 

http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/18985/~/readyshare-usb-drives-compatibility-list%22HYPERLINK%20%22http:/kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/18985/~/readyshare-usb-drives-compatibility-list%22HYPERLINK%20%22http:/kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/18985/~/readyshare-usb-drives-compatibility-list
http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/18985/~/readyshare-usb-drives-compatibility-list%22HYPERLINK%20%22http:/kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/18985/~/readyshare-usb-drives-compatibility-list%22HYPERLINK%20%22http:/kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/18985/~/readyshare-usb-drives-compatibility-list
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USBドライブを接続します。 

1. USB ストレージデバイスをルーターの USB ポートに挿入します。 

2. USBストレージドライブに電源が付属している場合は、電源を接続します。 

  その電源はUSBストレージドライブをルーターに接続するときに使用する必要があり 

ます。 

 

USBストレージドライブをルーターのUSBポートに接続すると、共有の準備が整う

までに最大で2分程かかります。デフォルトでは、LAN上にあるすべてのPCから

USBストレージドライブを利用できます。 

 

Windows PCからルーターに接続されたス

トレージデバイスにアクセスする 

Windows PCからUSBストレージドライブにアクセスします。 

1. USBストレージドライブをルーターのUSBポートに接続します。 

2. USBストレージドライブに電源が付属している場合は、電源を接続します。 

USBストレージドライブをルーターのポートに接続すると、共有の準備が整うまで

に最大で2分程かかります。デフォルトでは、LAN上にあるすべてのPCからUSBス

トレージドライブを利用できます。 

3. [スタート] > [ファイル名を指定して実行] を選択します。 

4. ダイアログボックスに「\\readyshare」と入力します。 

5. [OK] ボタンをクリックします。 

自動的にウィンドウが開いて、USBストレージドライブ上のファイルとフォルダー

が表示されます。 

 

USBデバイスをWindowsネットワークに

マップする 
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USBストレージデバイスをWindowsネットワークドライブに割り当てます。 

1. USBストレージドライブをルーターのUSBポートに接続します。 

2. USBストレージドライブに電源が付属している場合は、電源を接続します。 

USBストレージドライブをルーターのポートに接続すると、共有の準備が整うまで

に最大で2分程かかります。デフォルトでは、LAN上にあるすべてのPCからUSBス

トレージドライブを利用できます。 

3. [スタート] > [ファイル名を指定して実行] を選択します。 

4. ダイアログボックスに「\\readyshare」と入力します。 

5. [OK] ボタンをクリックします。 

自動的にウィンドウが開いて、USBストレージドライブが表示されます。 
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6. USBドライブを右クリックし、[ネットワークドライブを割

り当てる] を選択します。[ネットワークドライブを割り当

てる] ウィンドウが開きます。 

7. 新しいネットワークフォルダーに割り当てるドライブ文字を選択します。 

8. ［完了］ボタンをクリックします。 

指定したドライブ文字にUSBストレージドライブが割り当てられます。 

9. 別のユーザーとして USB ストレージデバイスに接続するには、 [ 別の資格情報を使

用して接続 ] チェックボックスをオンにし、 [ 完了 ] ボタンをクリックして、次の操

作を行います。 

a. ユーザー名とパスワードを入力します。 

b. [OK] ボタンをクリックします。 

 

Mac PCからルーターに接続されたストレ

ージデバイスにアクセスする 

ネットワーク上のPCや無線LAN子機から、ルーターに接続されたストレージドライ

ブにアクセスできます。 

Macからストレージドライブにアクセスします。 

1. USBストレージドライブをルーターのUSBポートに接続します。 

2. USBストレージドライブに電源が付属している場合は、電源を接続します。 

USBストレージドライブをルーターのポートに接続すると、共有の準備が整うまで

に最大で2分程かかります。デフォルトでは、LAN上にあるすべてのPCからUSBス

トレージドライブを利用できます。 

3. ネットワークに接続されたMacで、[移動] > [サーバーへ接続] を選択しま

す。[サーバーへ接続] ウィンドウが開きます。 
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4. ［サーバーアドレス］欄に、「smb://readyshare」と入力します。 

5. メッセージが表示されたら、［ゲスト］ラジオボタンを選択します。 

ルーターでアクセス制御を設定し、 Mac がネットワークにアクセスできるように

した場合は、 [ 登録ユーザー] ラジオボタンを選択し、名前に「admin」、パスワー

ドに ルーターの管理者パスワードを入力します。アクセス制御の詳細は、 42 ペー

ジの「アクセス制御を有効にしてインターネットへのアクセスを許可またはブロッ

クする」を参照してください。 
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6. ［接続］ボタンをクリックします。 

自動的にウィンドウが開いて、USBストレージドライブ上のファイルとフォルダー

が表示されます。 

 

ネットワーク内でFTPアクセスを有効にする 

ファイル転送プロトコル (FTP) を使用すると、大きなファイルをより高速にダウンロ

ード (受信) およびアップロード (送信) できます。 

ネットワーク内でFTPアクセスを有効にします。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力

します。 ログインウィンドウが開き

ます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [USB機能] > [ReadySHAREストレージ] を選択します。

[USBストレージ (詳細設定)] ページが表示されます。 

5. ［FTP］チェックボックスを選択します。 

6. ［適用］ボタンをクリックします。設定が保存されます。 

 

ストレージデバイスのネットワークフォルダ

ーの表示 

http://www.routerlogin.net/
http://www.routerlogin.net/
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ルーターに接続されているストレージデバイス上のネットワークフォルダを表示できます。 

ネットワークフォルダーを表示します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力

します。 ログインウィンドウが開き

ます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [USB機能] > [ReadySHAREストレージ] を選択します。

[USBストレージ (詳細設定)] ページが表示されます。 

5. [利用可能なネットワークフォルダー] のセクションまでスクロールし、以下の設定を表示

します。 

• 共有名: デフォルトの共有名はUSB_Storageです。 

名前をクリックするか、Webブラウザーのアドレス欄に名前を入力します。[共

有しない] が表示される場合は、デフォルトの共有が削除され、ルートフォルダ

ーにその他の共有が存在しないことを意味します。 

• リードアクセス/ライトアクセス: ネットワークフォルダーのアクセス権とアクセ

ス制御です。[すべてパスワードなし] (デフォルト) は、すべてのユーザーがネッ

トワークフォルダーにアクセスできます。adminのパスワードは、ルーターへの

ログインに使用するパスワードと同じです。 

• フォルダー名: ネットワークフォルダーのフルパスです。 

• ボリューム名: ストレージドライブのボリューム名です。 

• 合計の容量と空き容量: ストレージドライブの現在の利用状況です。 

 

http://www.routerlogin.net/
http://www.routerlogin.net/
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ストレージドライブのネットワークフ

ォルダーの追加 

ルーターの USB ポートに接続された USB ストレージデバイスにネットワークフォルダを追

加できます。 

ネットワークフォルダーを追加します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [ 高度 ]> [USB 機能 ]> ReadySHARE ストレージ ] を選択します。  

 

[USBストレージ (詳細設定)] ページが表示されます。 

5. [利用可能なネットワークフォルダー] のセクションで、USBストレージドライブを選択し

ます。 

USBポートに接続されている機器が1台の場合は、そのラジオボタンが自

動的に選択されます。 

6. ［新規フォルダーの作成］ボタンをクリッ

クします。[新規フォルダーの作成] ウィン

ドウが開きます。 

このウィンドウが開かない場合は、Webブラウザーでポップアップブロック機能が有効

になっている可能性があります。その場合は、ポップアップを許可するようにブラウザ

ー設定を変更してください。 

7. USB デバイスメニューから、 USB ドライブを選択します。 

http://www.routerlogin.net/
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メモ：複数のドライブを 1 つの USB ポートに接続しないことをお勧めします (USB 

ハブ経由など ) 。 

 
8. [ 参照 ] ボタンをクリックし、 [ フォルダー ] 欄でフォルダーを選択します。 

9. [ 共有名 ] 欄に、共有の名前を入力します。 

10. [ リードアクセス ] メニューと [ ライトアクセス ] メニューから、目的の設定を選択

します。 

[すべてパスワードなし] (デフォルト) は、すべてのユーザーがネットワークフォルダ

ーにアクセスできます。他のオプションでは、管理者だけにネットワークフォルダ

ーへのアクセスが許可されます。adminのパスワードは、ルーターへのログインに

使用するパスワードと同じです。 

11. ［適用］ボタンをクリックします。 

フォルダーがUSBストレージドライブに追加されます。 

12. [ ウィンドウを閉じる ] ボタンを

クリックします。ウィンドウが

閉じます。 

 

ストレージデバイスのネットワークフ

ォルダーの編集 

ルーターの USB ポートに接続されている USB ストレージデバイスのネットワークフォルダ

を編集できます。 

ネットワークフォルダーを編集します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力します。  

 

ログインウィンドウが開きます。 

http://www.routerlogin.net/
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3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [USB機能] > [ReadySHAREストレージ] を選択します。

[USBストレージ (詳細設定)] ページが表示されます。 

5. [利用可能なネットワークフォルダー] のセクションで、USBストレージドライブを選択し

ます。 

6. [編集] ボタンをクリックします。 

[ネットワークフォルダーの編集] ウィンドウが開きます。 

7. 必要に応じて設定を変更します。 

8. ［適用］ボタンをクリックします。設定が保存されます。 

 

ストレージデバイスの安全な取り外し 

USB ストレージデバイスをルーターの USB ポートから物理的に取り外す前に、ルー

ターにログインして USB ストレージデバイスをオフラインにします。 

USBストレージドライブを安全に取り外します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [USB機能] > [ReadySHAREストレージ] を選択します。

[USBストレージ (詳細設定)] ページが表示されます。 

http://www.routerlogin.net/
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5. [利用可能なネットワークフォルダー] セクションで、USBストレージドライブを選択しま

す。 

6. ［USBデバイスの安全な取り外し］ボタンをクリックします。ドライブがオフラインにな

ります。 

 

7. USBストレージドライブを取り外します。 
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9. 
ダイナミック DNS を使用して、

インターネット経由で USB スト

レージデバイスにアクセスします  

ダイナミックDNSを使用すると、外出先でも、ルーターのUSBポートに接続されて

いるUSBドライブにインターネットを使用してアクセスできます。 

この章には次の内容が含まれます。 

• ダイナミックDNSの設定と管理  

• インターネットからのFTPアクセスの設定  

• 個人用 FTP サーバー  

• インターネット経由のUSBストレージデバイスへのアクセス  
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ダイナミックDNSの設定と管理 

プロバイダーは、各インターネットアカウントを識別するために、IPアドレスと呼ばれ

る番号を割り当てます。ほとんどのプロバイダーは動的に割り当てられたIPアドレスを

使用します。つまり、IPアドレスはいつでも変更される可能性があるということです。

IPアドレスを使用してネットワークにリモートアクセスすることはできますが、大半の

ユーザーは、自分のIPアドレスが何か、いつこの番号が変更されるかを知りません。 

より簡単に接続できるように、ドメイン名を使用してホームネットワークにアクセスで

きるようにするダイナミックDNSサービスの無料アカウントを取得することができま

す。このアカウントを使用するには、ダイナミックDNSを使用するようにルーターを

設定します。これで、ルーターのIPアドレスが変更されたときには必ずダイナミック

DNSサービスプロバイダーに通知されるようになります。ダイナミックDNSアカウン

トにアクセスすると、ホームネットワークの現在のIPアドレスが検索され、自動的に接

続されます。 

プロバイダーがプライベートIPアドレス (192.168.x.x、10.x.x.xなど) を割り当てる場

合、プライベートアドレスはインターネット上でルーティングされないため、ダイナミ

ックDNSサービスを使用できません。 

 

インターネットからのFTPアクセスの設定 

FTPアクセスを設定します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [USB機能] > [ReadySHAREストレージ] を選択します。

http://www.routerlogin.net/
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[USBストレージ (詳細設定)] ページが表示されます。 

5. ［FTP（インターネット経由）］チェックボックスを選択します。 

6. ［適用］ボタンをクリックします。設定が保存されます。 

7. 管理者にアクセスを制限するには、[利用可能なネットワークフォルダー] セクショ

ンでデバイスを選択します。 

1つのデバイスのみが接続されている場合は、自動的に選択されます。 

 

8. [編集] ボタンをクリックします。[編集] ページが表示されます。 

9. [リードアクセス] メニューで、 [ルーター管理者] を選択します。  

10. [ライトアクセス] メニューで、 [ルーター管理者] を選択します。  

11. ［適用］ボタンをクリックします。設定が保存されます。 

 

個人用FTPサーバー 

カスタマイズされた無料のURLを使用すると、外出先からでもダイナミックDNS経由で

FTPを使用してネットワークにアクセスできます。FTPサーバーを設定するには、

NETGEARダイナミックDNS (DDNS) サービスアカウントに登録してアカウント設定を

指定する必要があります。 

新しいダイナミック DNS アカウントの設定は（ 117 ページ）『新しいダイナミックDNSアカ

ウントの設定』を参照してください。 

注意：ルータは基本 DDNS のみをサポートしており、ログインとパスワードは安全で

ない可能性があります。接続をセキュリティ保護するには、DDNSとVPNトンネルを併

用することができます。 

 

個人用FTPサーバーの設定 

個人用アカウントを設定し、FTPを使用します。 

1. NETGEARダイナミックDNSドメイン名を取得します。 

詳細については、 117 ページの「新しいダイナミック DNS アカウントの設定」を参照し

てください。 
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2. インターネットに接続していることを確認します。 

ルーターがインターネットへの直接接続を使用している必要があります。インタ

ーネットにアクセスするために別のルーターに接続することはできません。 

3. ストレージデバイスをルーターに接続します。 

4. USBストレージドライブに電源が付属している場合は、電源を接続します。 

その電源はUSBストレージドライブをルーターに接続するときに使用する必要があります。 

USBストレージドライブをルーターのUSBポートに接続すると、共有の準備が整う

までに最大で2分程かかります。デフォルトでは、LAN上にあるすべてのPCから

USBストレージドライブを利用できます。 

5. ルーターでFTPアクセスを設定します。 

115 ページの「インターネット経由の FTP アクセスの設定」を参照してください。 

6. インターネットに接続されたPCを使って、FTP経由でftp://yourname.mynetgear.comを使

用してルーターに接続できます。  

 

新しいダイナミックDNSアカウントの設定 

ダイナミックDNSを設定し、無料のNETGEARアカウントに登録します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [高度な設定] > [ダイナミックDNS] を選択しま

す。[ダイナミックDNS] ページが表示されます。 

5. ［ダイナミックDNSサービスを利用する］チェックボックスを選択します。 

6. ［サービスプロバイダ］ドロップダウンリストで、

［NETGEAR］を選択します。別のサービスプロバイ

http://www.routerlogin.net/
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ダーを選択できます。 

7. ［NETGEAR DDNSアカウントまたはNO-IP DDNSアカウントを持っていますか？］ラジ

オボタンで［いいえ］を選択します。 

8. ［ホスト名］の欄に、URLに使用する名前を入力します。 

ホスト名は、ドメイン名と呼ばれることもあります。無料のURLは、指定したホス

ト名を含み、後ろにmynetgear.comを付けます。例えば、

MyName.mynetgear.comと指定します。 

9. ［メール］の欄に、アカウントのメールアドレスを入力します。 

10. ［パスワード（6～32文字）］の欄に、アカウントのパスワードを入力します。 

11. ［登録］ボタンをクリックします。 

12. 画面に表示される指示に従って、NETGEARダイナミックDNSサービスを登録します。 

 

すでに作成したDNSアカウントの指定 

すでにダイナミックDNSアカウントをNETGEARのNo-IPまたはDynに作成した場合は、そのアカウン

トを使用するようにルーターを設定できます。  

 

 
 

すでにアカウントを作成した場合にダイナミックDNSを設定します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [高度な設定] > [ダイナミックDNS] を選択しま

す。[ダイナミックDNS] ページが表示されます。 

http://www.routerlogin.net/
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5. ［ダイナミックDNSサービスを利用する］チェックボックスを選択します。 

6. ［サービスプロバイダ］ドロップダウンリストで、プロバイダーを選択します。 

7. ［はい］ラジオボタンを選択します。 

ページが変更され、［状態を表示］、［キャンセル］、［適用］ボタンが表示されます。 

8. ［ホスト名］の欄に、アカウントのホスト名（ドメイン名と呼ばれることもあり

ます）を入力します。 

9. サービスのタイプに応じて、 

• No-IPアカウントまたはDynDNSアカウント：メールアドレスのユーザー名を指

定します。[ ユーザー名 ] 欄に、アカウントのユーザー名を入力します。 

• NETGEARアカウント：［メール］の欄に、アカウントのメールアドレスを入力しま

す。 

 

10. ［パスワード（6～32文字）］の欄に、DDNSアカウントのパスワードを入力します。 

11. ［適用］ボタンをクリックします。設定が保存されます。 

12. ルーターでダイナミックDNSサービスが有効であることを確認するには、［状態

を表示］ボタンをクリックします。 

メッセージにダイナミックDNSのステータスが表示されます。 

 

ダイナミックDNS設定の変更 

ダイナミックDNSアカウントの設定を変更することができます。 

 

設定を変更します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力

します。 ログインウィンドウが開き

ます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

http://www.routerlogin.net/
http://www.routerlogin.net/
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ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [高度な設定] > [ダイナミックDNS] を選択しま

す。[ダイナミックDNS] ページが表示されます。 

5. 必要に応じてDDNSアカウント設定を変更します。 

6. ［適用］ボタンをクリックします。設定が保存されます。 

 

インターネット経由のUSBストレージデ

バイスへのアクセス 

外出先にいるときでも、インターネットからUSBストレージドライブにアクセスできます。 

リモートPCからストレージドライブにアクセスします。 

1. ホームネットワーク上にないPCやモバイル端末でWebブラウザーを起動します。 

2. 自宅のルーターに接続します。 

• ダイナミックDNSを使用して接続するには、DNS名を入力します。 

ダイナミックDNSアカウントを使用するには、[ダイナミックDNS] ページにア

カウント情報を入力する必要があります。115 ページの「ダイナミック DNS の

設定と管理」を参照してください。 

• ダイナミックDNSを使用せずに接続するには、ルーターのインターネットポ

ートのIPアドレスを入力します。ルーターのインターネットIPアドレスは、基本

ホームページで確認できます。 

FTPを使用して、ルーターに接続されているUSBドライブ上のファイルを共有できます。 
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10. 

VPN を使用してネットワークにアク

セスします  

OpenVPNソフトウェアを使用すると、VPN (Virtual Private Networking) を介してル

ーターにリモートアクセスすることができます。この章では、VPNアクセスを設定

して使用する方法について説明します。 

この章には次の内容が含まれます。 

• VPN接続の設定  

• ルーターで VPN サービスを指定する  

• OpenVPN ソフトウェアのインストール  

• Windows PCで VPN トンネルを使用する  

• VPN を使用してルーターに接続済みの USB デバイスにアクセスする  

• VPN を使用して自宅のホームネットワークへのアクセスする  
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VPN接続の設定 

VPN (Virtual Private Network) を利用すると、家にいないときにインターネットを使用

して自宅のネットワークに安全にアクセスできます。 

このタイプのVPNアクセスは、クライアントとゲートウェイ間のトンネルと呼ばれます。

PCがクライアントで、ルーターがゲートウェイです。VPN機能を使用するには、ルー

ターにログインしてVPNを有効にする必要があります。また、PCにVPNクライアント

ソフトウェアをインストールして実行する必要があります。 

VPNはダイナミックDNS（DDNS）または静的IPアドレスを使用してルーターに接続します。 

DDNSサービスを使用するには、ホスト名 (ドメイン名と呼ばれる場合があります) を

指定してアカウントを登録します。このホスト名を使用して、ネットワークにアクセ

スします。ルーターは、 NETGEAR 、 No-IP 、 Dyn の各アカウントをサポートしてい

ます。 

インターネットサービスプロバイダ (ISP) が、インターネットアカウントに変更されな

い静的 WAN IP アドレス（ 50.196.x.x や 10.x.x.x.x など）を割り当てている場合、 VPN 

はその IP アドレスを使用してホームネットワークに接続できます。 

 

ルーターでのVPNサービスの設定 

VPN接続を使用する前に、ルーターでVPNサービスを設定する必要があります。 

VPNサービスを設定します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

3. ルーターのユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したものです。ユ

ーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

http://www.routerlogin.net/
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4. [高度] > [高度な設定] > [VPNサービス] を選択します。[VPN] ページが表示されます。 

5. ［VPNサービスを有効にする］チェックボックスを選択します。 

デフォルトで、VPNはUDPサービスタイプを使用し、ポート12974を使用します。サービ

スタイプとポートをカスタマイズする場合、NETGEARは、これらの設定を変更してから

OpenVPNソフトウェアをインストールすることを推奨します。 
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6. サービスタイプを変更するには、下にスクロールして、［TCP］ラジオボタンを選択しま

す。 

7. ポートを変更するには、[サービスポート] の欄まで下にスクロールして、使用した

いポート番号を入力します。 

8. ［適用］ボタンをクリックします。 

変更内容が保存されます。VPN はルーターで有効になっていますが、 VPN 接続を

使用する前に OpenVPN ソフトウェアをインストールしてセットアップする必要が

あります。 

 

OpenVPNソフトウェアのインストール 

OpenVPNソフトウェアは、ルーターへのVPN接続に使用する予定の各Windows PC、

Mac、iOSデバイス、Androidデバイスにインストールする必要があります。 

 

Windows PCへのOpenVPNソフトウェアのインストール 

OpenVPNソフトウェアは、ルーターへのVPN接続に使用する予定の各Windows PCにインス

トールする必要があります。 

VPNクライアントソフトウェアをWindows PCにインストールします。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

3. ルーターのユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [高度な設定] > [VPNサービス] を選択します。

[VPNサービス] ページが表示されます。 

http://www.routerlogin.net/
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5. [VPNサービスを有効にする] チェックボックスが選択されていることを確認します。 

6. ページで任意のVPNサービス設定を指定します。 

詳細については、 121 ページの「ルーターでの VPN サービスの指定」を参照してくださ

い。 

7. ［ Windows ］ボタンをクリックし、OpenVPNの設定ファイルをダウンロードします。 

8.  

 

  openvpn.net/index.php/download/community-downloads.html (英語) にアクセスし、 

  OpenVPNクライアントユーティリティをダウンロードします。 

 

    9. ページの [Windows Installer (Windowsインストーラー)] セクションで、 openVPN-install-
xxx.exeリンクをダブルクリックします。  

10.Open VPN ソフトウェアをコンピューターにダウンロードしてインストールし、 
openVPN-install-xxx.exe ファイルをクリックします 

  
 

11.[Next (次へ)] ボタンをクリックします。 

12.使用許諾契約書を読み、［I Agree（同意する）］ボタンをクリックします。 
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13.図に示すようにチェックボックスを選択した状態にして、［Next（次へ）］ボタンをク

リックします。 

 

14.インストール先フォルダーを指定するには、［Browse（参照）］ボタンをクリッ

クし、インストール先フォルダーを選択します。 
 

15.［Install（インストール）］ボタンをクリックします。 

ウィンドウにインストールの進行状況が表示され、その次に、最後のインスト

ールページが表示されます。 



AX1800 WiFi 6 ルータ

ー 

VPNを使用したネットワークへ

のアクセス 

130 ユーザーマ

ニュアル 

 

 

 

16.［完了］ボタンをクリックします。 

17. ダウンロードした設定ファイルを解凍し、VPNクライアントがインストールされて

いる、デバイス上のフォルダーにコピーします。 

Windows 64ビットシステムのクライアント機器の場合、VPNクライアントはデフォルト
では C:\Program files\OpenVPN\config\にインストールされています。 

18. Windowsのクライアントデバイスの場合は、VPNインターフェイス名をNETGEAR-VPN
に変更します。 

a. PCで、[ネットワーク] ページに移動します。Windows 10 を使用している場合 
[ コントロールパネル ]>[ ネットワークと共有センター ]>[ アダプタの設定の変更 ] を選
択します。  

b. ローカルエリア接続のリストで、デバイス名がTAP-Windows Adapterである

ローカルエリア接続を見つけます。 

 

c. そのローカルエリア接続を選択し、接続の名前（機器名とは異なります）を 

NETGEAR-VPNに変更します。 

VPNインターフェイス名を変更しないと、VPNトンネル接続が失敗します。Windows PCでの

OpenVPNの使用の詳細については、https://openvpn.net/index.php/open-

source/documentation/howto.html#quickを参照してください（英語）。 

 

MacへのOpenVPNソフトウェアのインストール 

OpenVPNソフトウェアは、ルーターへのVPN接続に使用する予定の各Macにイン

ストールする必要があります。 

https://openvpn.net/index.php/open-source/documentation/howto.html%23quick
https://openvpn.net/index.php/open-source/documentation/howto.html%23quick
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VPNクライアントソフトウェアをMacにインストールします。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力

します。 ログインウィンドウが開き

ます。 

3. ルーターのユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [高度な設定] > [VPNサービス] を選択します。

[VPNサービス] ページが表示されます。 

5. [VPNサービスを有効にする] チェックボックスが選択されていることを確認します。 

6. ページで任意のVPNサービス設定を指定します。 

詳細については、 121 ページの「ルーターでの VPN サービスの指定」を参照してくださ

い。 

7. ［For non-Windows（Windows以外）］ボタンをクリックし、OpenVPNの設定ファイル

をダウンロードします。 

8. ファイルをダウンロードしてインストールします。 

9. ダウンロードした設定ファイルを解凍し、VPNクライアントがインストールされて

いる、デバイス上のフォルダーにコピーします。 

クライアントユーティリティのインストールは、管理者権限を持つユーザーが行う必要

があります。 

MacでのOpenVPNの使用の詳細については、 
 https://openvpn.net/vpn-server-resources/ installation-guide-for openvpn-connect-
client-on-MacOS/ をご参照ください。 

 

iOSデバイスへのOpenVPNソフトウェアのインストール 

http://www.routerlogin.net/
http://www.routerlogin.net/
https://openvpn.net/vpn-server-resources/installation-guide-for-openvpn-connect-client-on-macos/
https://openvpn.net/vpn-server-resources/installation-guide-for-openvpn-connect-client-on-macos/
https://openvpn.net/vpn-server-resources/installation-guide-for-openvpn-connect-client-on-macos/
https://openvpn.net/vpn-server-resources/installation-guide-for-openvpn-connect-client-on-macos/
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OpenVPNソフトウェアは、ルーターへのVPN接続に使用する予定の各iOSデバイスに

インストールする必要があります。 

VPNクライアントソフトウェアをiOSデバイスにインストールします。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力

します。 ログインウィンドウが開き

ます。 

3. ルーターのユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [高度な設定] > [VPNサービス] を選択します。

[VPNサービス] ページが表示されます。 

5. [VPNサービスを有効にする] チェックボックスが選択されていることを確認します。 

6. ページで任意のVPNサービス設定を指定します。 

詳細については、 121 ページの「ルーターでの VPN サービスの指定」を参照してくださ

い。 

7. ［For Smart Phone（スマートフォン用）］ボタンをクリックし、OpenVPNの設定ファ

イルをダウンロードします。 

8. iOSデバイスで、Apple社のApp StoreからOpenVPN Connectアプリをダウンロー

ドしてインストールします。 

9. PCで、ダウンロードした設定ファイルを解凍してiOSデバイスに送信します。 

.ovpnファイルを開くと、アプリのリストが表示されます。OpenVPN Connect アプ

リケーションを選択して、 .ovpn ファイルを開きます。 

iOSデバイスでのOpenVPNの使用の詳細については、
http://www.vpngate.net/en/howto_openvpn.aspx#iosを参照してください（英語）。 

 

http://www.routerlogin.net/
http://www.routerlogin.net/
http://www.vpngate.net/en/howto_openvpn.aspx%23ios
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AndroidデバイスへのOpenVPNソフトウェアのインストール 

OpenVPNソフトウェアは、ルーターへのVPN接続に使用する予定の各Androidデ

バイスにインストールする必要があります。 

 

 

VPNクライアントソフトウェアをAndroidデバイスにインストールします。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

3. ルーターのユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [高度な設定] > [VPNサービス] を選択します。

[VPNサービス] ページが表示されます。 

5. [VPNサービスを有効にする] チェックボックスが選択されていることを確認します。 

6. ページで任意のVPNサービス設定を指定します。 

詳細については、 121 ページの「ルーターでの VPN サービスの指定」を参照してくださ

い。 

7. ［For Smart Phone（スマートフォン用）］ボタンをクリックし、OpenVPNの設定ファ

イルをダウンロードします。 

8. Androidデバイスで、Google PlayストアからOpenVPN Connectアプリをダウンロ

ードしてインストールします。 

9. PCで、ダウンロードした設定ファイルを解凍してAndroidデバイスに送信します。 

10. Androidデバイスでファイルを開きます。 

11. OpenVPN Connectアプリを使用して.ovpnファイルを開きます。 

AndroidデバイスでのOpenVPNの使用の詳細については、 
 http://www.vpngate.net/en/howto_openvpn.aspx#android.を参照してください（英
語）。 

http://www.routerlogin.net/
http://www.vpngate.net/en/howto_openvpn.aspx%23android
http://www.vpngate.net/en/howto_openvpn.aspx%23android
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Windows PCでのVPNトンネルの使

用 

VPNを使用するようにルーターを設定し、PCにOpenVPNアプリケーションをイン

ストールしたら、インターネット経由でPCからルーターまでVPNトンネルを開くこ

とができます。 

VPNトンネルが正しく機能するためには、リモートのルーターのローカルLAN IPアド

レスで使われているLAN IP方式が、VPNクライアントPCが接続されているローカル

LANのLAN IP方式とは異なっている必要があります。両方のネットワークが同じ LAN 

IP 方式を使用している場合、 VPN トンネルがであるとき 

 

が確立されました。 OpenVPN ソフトウェアを使用してホームルーターやホーム

ネットワークにアクセスすることはできません。 

ルーターのデフォルトの LAN IP アドレススキームは、 192.x.x.x です。最もよく使われ

るIP方式は、192.x.x.x、172.x.x.x、および10.x.x.xです。競合が発生する場合は、ホーム

ネットワークのIP方式、またはVPNクライアントPCが属するネットワークのIP方式のい

ずれかを変更してください。これらの設定の変更については、［LAN TCP/IP設定の変

更］を参照してください。 

VPNトンネルを開きます。 

1. 管理者権限を使用してOpenVPNアプリケーションを起動します。 
 

Windowsタスクバーに［OpenVPN］アイコンが表示されます。 

 

ヒント： VPN プログラムへのショートカットを作成し、ショートカットを使用して

設定にアクセスし、 [ 管理者として実行 ] チェックボックスをオンにすることができ

ます。このショートカットを使用するたびに、 OpenVPN は管理者権限で自動的に
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実行されます。 

 
2. ［OpenVPN］アイコンを右クリックします。 

 

3. [接続] を選択します。 

VPN接続が確立されます。次のことを実行できます。 

• ウェブブラウザーを起動し、ルーターにログインする。 

• Windowsファイルマネージャーを使用してルーターのUSB対応機器にアクセスし、フ

ァイルをダウンロードする。 

 

ルーターのUSB対応機器とメディアへの

VPNを使用したアクセス 

USBデバイスにアクセスし、VPNを使用してWindows PCからファイルをダウンロード

します。 

1. Windowsのコンピューターで、 Windows ファイルマネージャーを開き、 [ネットワーク] を選
択します。 

 

メモ：ネットワークリソースの表示方法については、コンピューターのマニュアル

を参照してください。 

 

ネットワークリソースが表示されます。ReadySHARE アイコンが [ コンピュータ

ー ] セクションに表示され、 [ メディアデバイス ] セクションにリモートルーター

アイコンが表示されます（ルーターで DLNA が有効になっている場合）。 

2. アイコンが表示されない場合は、 [ 更新 ] ボタンをクリックしてウィンドウを更新しま

す。 
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ローカルLANとリモートLANが同じIP方式を使用していると、リモートルーターのア

イコンは［メディア機器］や［ネットワークインフラストラクチャ］のセクション

に表示されません。 

3. USBドライブにアクセスするには、［ReadySHARE］アイコンをクリックします。 

4. ルーターのネットワーク上にあるメディアにアクセスするには、リモートルーターのア

イコンをクリックします。 

 

VPNを使用した自宅のホームネットワーク

へのアクセス 

外出先でインターネットにアクセスするときには、通常、ローカルのインターネットサ

ービスプロバイダーを使用します。例えば、コーヒーショップでは、その店のインター

ネットサービスアカウントを使用してWebページを閲覧できるようにするコードが提

供されることがあります。 

本ルーターでは、外出しているときに、VPN接続を使用して、自分が利用中のインター

ネットサービスにアクセスできます。家で使用しているインターネットサービスが利用

できない場所に旅行する場合などでも使えます。 
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VPNクライアントインターネットアクセスの設定 

デフォルトでは、ルーターはホームネットワークに対するVPN接続のみを許可するよう

に設定されていますが、インターネットアクセスを許可するように設定を変更できま

す。VPN経由でリモートからインターネットにアクセスすると、インターネットに直接

アクセスするより速度が遅い場合があります。 

VPNクライアントに自宅のホームネットワークの使用を許可します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

3. ルーターのユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [高度な設定] > [VPNサービス] を選択します。

[VPN] ページが表示されます。 

5. [VPNサービスを有効にする] ラジオボタンを選択します。 

6. ［クライアントはアクセスにこのVPN接続を使用します。］セクションまで下にス

クロールして、［インターネットおよびホームネットワーク上のすべてのサイト］ラ

ジオボタンを選択します。 

ローカルのインターネットサービスを使用する代わりにVPN接続を使用してイ

ンターネットにアクセスするときには、ホームネットワークからインターネッ

トサービスを使用します。 

7. ［適用］ボタンをクリックします。設定が保存されます。 

8. ［For Windows（Windows用）］ボタンまたは［For non-Windows（Windows以

外）］ボタンをクリックし、VPNクライアント用の設定ファイルをダウンロードし

ます。 

http://www.routerlogin.net/
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9. 設定ファイルを解凍し、デバイス上の VPN クライアントがインストールされて

いるフォルダにコピーします。  

Windows 64ビットシステムのクライアント機器の場合、VPNクライアントはデフォルト
では、 C ： \Program files\OpenVPN\config\にインストールされています。  

 
 

ルーターでのVPNクライアントインターネットアクセスの禁

止 

デフォルトでは、ルーターは、ホームネットワークへのVPN接続だけを許可し、ホー

ムネットワーク用のインターネットサービスへのVPN接続は許可しないように設定さ

れています。この設定は、インターネットアクセスを許可するように変更しても、元

に戻すことができます。 

 

VPNクライアントにホームネットワークへのアクセスのみを許可します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

3. ルーターのユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したものです。ユ

ーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [高度な設定] > [VPNサービス] を選択します。[VPNサービス] ページが表示され

ます。 

5. [VPNサービスを有効にする] ラジオボタンを選択します。 

6. [ クライアントはこの VPN 接続を使用してアクセスします ] セクションまでスクロール

し、 [ ホームネットワークのみ ] ラジオボタンを選択します。 

これはデフォルトの設定です。VPN接続は、ホームネットワークに対してのみで、ホー

ムネットワーク用のインターネットサービスに対しては許可されません。 

7. ［適用］ボタンをクリックします。設定が保存されます。 

http://www.routerlogin.net/
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8. ［For Windows（Windows用）］ボタンまたは［For non-Windows（Windows以

外）］ボタンをクリックし、VPNクライアント用の設定ファイルをダウンロードし

ます。 

9. 設定ファイルを解凍し、デバイス上の VPN クライアントがインストールされて

いるフォルダにコピーします。  

Windows 64ビットシステムのクライアント機器の場合、VPNクライアントはデフォルト
では C:\Program files\OpenVPN\config\にインストールされています。 

 

VPNトンネルを使用した自宅のホームネットワークへのアク

セス 

自宅のホームネットワークにアクセスします。 

1. 自宅のホームネットワークへのVPNアクセスを許可するようにル

ーターを設定します。ルーターでのVPNクライアントインターネ

ットアクセスの設定（130ページ）を参照してください。 

2. PCで、OpenVPNアプリケーションを起動します。Windowsタス

クバーに［OpenVPN］アイコンが表示されます。 

3. アイコンを右クリックし、[接続] をクリックします。 

 

4. VPN接続が確立されたら、インターネットブラウザーを開きます。 
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11. 
ポート転送とポートトリガーを管

理します  

ポート転送とポートトリガーを使用して、インターネットトラフィックのルールを設定

できます。これらの機能を設定するには、ネットワークの知識が必要です。 

この章には次の内容が含まれます。 

• ローカルサーバへのポート転送管理  

• ポートトリガー  
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ローカルサーバーへのポート転送の管理 

ホームネットワークにサーバーが含まれている場合、特定のタイプの受信トラフィック

がサーバーに到達することを許可できます。例えば、ローカルのWebサーバー、FTPサ

ーバー、ゲームサーバーをインターネットから表示でき、使用できるようにすることも

できます。 

ルーターは、特定のプロトコルを使用して着信トラフィックをローカルネットワーク

上のコンピュータに転送できます。アプリケーションのサーバーを指定したり、ルー

ターが他のすべての着信プロトコルを転送するデフォルト DMZ サーバを指定したり

することもできます。 

 

ローカルサーバーへのポート転送の設定 

特定の受信プロトコルを転送します。 

1. どのタイプのサービス、アプリケーション、またはゲームを提供するかを決めます。 

2. サービスを提供する、ネットワーク上のPCのローカルIPアドレスを調べます。 

サーバーコンピューターは常に同じIPアドレスを使用する必要があります。 

3. サーバーコンピューターに予約IPアドレスを割り当て

ます。予約LAN IPアドレスの管理（58ページ）を参照し

てください。  

4. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

5. http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

6. ルーターのユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

7. [高度] > [高度な設定] > [ポート転送/ポートトリガー] を選択します。[ポート転

送/ポートトリガー] ページが表示されます。 

http://www.routerlogin.net/
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8. サービスタイプとして［ポート転送］ラジオボタンを選択した状態にします。 

9. ［サービス名］ドロップダウンリストで、サービス名を選択します。 

追加するサービスがドロップダウンリストに含まれていない場合は、カスタムサービス
を作成します。ポート転送の追加（155ページ）を参照してください。 

10. ［サーバーIPアドレス］の欄に、サービスを提供するPCのIPアドレスを入力しま

す。 
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11. ［追加］ボタンをクリックします。 

リストにサービスが表示されます。 

 

ポート転送の追加 

ルーターには、ポート転送ルールで使用できるデフォルトのサービスとアプリケーショ

ンが表示されます。サービスまたはアプリケーションが事前に定義されていない場合

は、カスタムサービスまたはアプリケーションでポート転送ルールを追加できます。 

ポート転送を追加します。 

1. アプリケーションが使用するポート番号または番号の範囲を確認します。 

この情報は通常、アプリケーションの提供者、ユーザーグループ、またはニュース

グループに問い合わせることで確認できます。 

2. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

3. http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

4. ルーターのユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したものです。ユ

ーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

5. [高度] > [高度な設定] > [ポート転送/ポートトリガー] を選択します。[ポート転送/ポート

トリガー] ページが表示されます。 

6. サービスタイプとして［ポート転送］ラジオボタンを選択した状態にします。 

7. [カスタムサービスの追加] ボタンをクリックします。[ポート転送 - カスタムサービス] ペ

ージが表示されます。 

8. ［サービス名］欄に、サービスの名前を入力します。 

9. ［プロトコル］ドロップダウンリストで、プロトコルを選択します。不明な場合は、

[TCP/UDP] を選択してください。 

http://www.routerlogin.net/
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10. [外部ポート範囲] 欄 に、ポート範囲を入力します。 

11. 次のどちらかの方法で、内部ポートを指定します。 

• ［内部ポートに同じポート範囲を使用］チェックボックスを選択した状態にします。 

• [内部開始ポート] と[内部終了ポート] 欄に ポート番号を入力します。 
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ポート範囲と固定ポートを1つのルールに入力できます。例えば、外部 (30–50, 78, 

100–102)、内部 (40–60, 99, 200–202) などです。このルールでは、外部ポート30-50

は内部ポート40-60に転送されます。 

12. ［サーバーIPアドレス］欄にIPアドレスを入力するか、表に示されている接続機器の

ラジオボタンを選択します。 

13. ［適用］ボタンをクリックします。 

これでサービスが [ポート転送/ポートトリガー] ページのリストに表示されるようになり

ます。 

 

ポート転送の編集 

ポート転送を編集します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力

します。 ログインウィンドウが開き

ます。 

3. ルーターのユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [高度な設定] > [ポート転送/ポートトリガー] を選択します。[ポート転

送/ポートトリガー] ページが表示されます。 

5. サービスタイプとして［ポート転送］ラジオボタンを選択した状態にします。 

6. 表から、サービス名の横にあるラジオボタンを選択します。 

7. ［サービスの編集］ボタンをクリックします。 

[ポート転送 - カスタムサービス] ページが表示されます。 

http://www.routerlogin.net/
http://www.routerlogin.net/


AX1800 WiFi 6 ルータ

ー 

ポート転送とポートトリガー

の管理 

143 ユーザーマ

ニュアル 

 

 

8. 必要に応じて設定を変更します。 

9. ［適用］ボタンをクリックします。設定が保存されます。 
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ポート転送の削除 

ポート転送を削除します。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したものです。ユ

ーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [高度な設定] > [ポート転送/ポートトリガー] を選択します。[ポート転送/ポート

トリガー] ページが表示されます。 

5. ［ポート転送］ラジオボタンを選択した状態にします。 

6. 表から、サービス名の横にあるラジオボタンを選択します。 

7. ［サービスの削除］ボタンをクリックします。サービスが削除されます。 

 

(オプション) ローカルWebサーバーの公開 

ローカルネットワークでWebサーバーをホストしている場合、ポート転送を使用して、イン

ターネット上の任意のユーザーからのWebリクエストがWebサーバーに到達できるようにし

ます。 

ローカルWebサーバーを公開します。 

1. Webサーバーに、固定IPアドレスを割り当てるか、DHCPアドレス予約を使用して

動的IPアドレスを割り当てます。 

この例では、ルーターは常に、Webサーバーに対してIPアドレス

192.168.1.33を指定します。 

2. [ポート転送/ポートトリガー] ページで、192.168.1.33にあるWebサーバーのロー

カルアドレスにHTTPサービスを転送するようにルーターを設定します。 

HTTP (ポート80) は、Webサーバーの標準プロトコルです。 

http://www.routerlogin.net/
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3. (オプション) ダイナミックDNSサービスを使用してホスト名を登録し、ルーターの 

[ダイナミックDNS] ページでその名前を指定します。 

ダイナミックDNSによって、インターネットブラウザーに名前を入力可能になるた

め、インターネットからサーバーへのアクセスが大幅に容易になります。この方法

を使用しない場合は、プロバイダーが割り当てたIPアドレスを知っておく必要があ

り、一般に、このアドレスは変化します。 
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ルーターでのポート転送ルールの実行方法 

次の手順は、ポート転送ルールを設定する効果を説明しています。 

1. ブラウザーにURLとして「www.example.com」と入力すると、ブラウザーは以下

の宛先情報とともにウェブページリクエストメッセージを送信します。 

• ターゲットアドレス: www.example.com の IP アドレスで、ルーターのアドレス

です。  

• ターゲットポート番号: 80です。これがWebサーバープロセスの標準ポート番号

です。 

 

2. ルーターはメッセージを受信し、受信ポート80のトラフィックに関するポート転送

ルールを見つけます。 

3. ルーターはメッセージの宛先を IP アドレス 192.168.1.33 に変更し、そのコンピュ

ータにメッセージを送信します。 

4. IP アドレス 192.168.1.33 の Web サーバーがリクエストを受信し、ルーターに応答

メッセージを送信します。 

5. ルーターがソースIPアドレスに対するネットワークアドレス変換（NAT）を実行

し、ウェブページリクエストを送信したPCまたは無線LAN子機に、インターネット

経由で応答を送信します。 

 

ポートトリガー 

ポートトリガーは、以下の場合に役立つ動的なポート転送の拡張機能です。 

• アプリケーションがポート転送を複数のローカルPCに対して使用する必要がある 

(ただし同時には使用しない)。 

• アプリケーションが、送信ポートとは異なる受信ポートを開く必要がある。 

ポートトリガーの使用時に、ルーターはユーザーが指定した送信「トリガー」ポートか

らインターネットに向かうトラフィックを監視します。そのポートからの送信トラフィ

ックについて、ルーターはトラフィックを送信したPCのIPアドレスを保存します。ル

ーターは、受信ポートまたはユーザーがルールで指定したポートを一時的に開き、その

受信トラフィックを宛先に転送します。 

http://www.example.com/
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ポート転送では、ポート番号またはポートの範囲から、単一のローカルPCへの静的なマ

ッピングが作成されます。ポートトリガーは、必要なときに任意のPCに対して動的にポ

ートを開き、必要でなくなったときにポートを閉じることができます。 

 

注意 : マルチプレイヤーゲーム、ピアツーピア接続、またはインスタントメッセージングやリモートア

シスタンス(Windows XPの機能) といったリアルタイムコミュニケー 

ションのアプリケーションを使用する場合は、UPnP (Universal Plug and Play) を有 

効にしてください。 
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ポートトリガーの追加 

ポートトリガーサービスを追加します。 

1. WiFi親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. ［高度］>［高度な設定］>［ポート転送/ポートトリガー］を選択します。 

[ポート転送/ポートトリガー] ページが表示されます。 

5. ［ポートトリガー］ラジオボタンを選択

します。ページの表示が変更されます。 

6. ［サービスの追加］ボタンをクリックします。 

 
7. ［サービス名］欄に、サービスの名前を入力します。 

8. ［サービスユーザー］ドロップダウンリストから、ユーザーオプションを選択します。 

• ［すべて］（デフォルト）を選択すると、インターネット上のどのPCもこのサービス

の使用を許可されます。 

• ［単一アドレス］を選択すると、サービスは特定のPCに限定されます。 

 

9. ［サービスタイプ］ドロップダウンリストから、［TCP］または

［UDP］または［TCP/UDP］（両方）を選択します。不明な場合は、

[TCP/UDP] を選択してください。 

10. ［トリガーポート］f欄に、受信ポートを開く送信トラフィックのポート番号を入力

します。 

http://www.routerlogin.net/
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11. ［接続タイプ］、［開始ポート］、［終止ポート］欄に、受信接続情報を入力しま

す。 

12. ［適用］ボタンをクリックします。 

これでサービスがポートマップ表に表示されるようになります。ルーターがポー

トトリガーを使用する前に、ポートトリガーを有効にする必要があります。140 

ページの「ポートトリガーを有効にする」を参照してください。 
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ポートトリガーの有効化 

ポートトリガーを有効にします。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したものです。ユ

ーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

4. [高度] > [高度な設定] > [ポート転送/ポートトリガー] を選択します。[ポート転

送/ポートトリガー] ページが表示されます。 

5. ［ポートトリガー］ラジオボタンを選択します。 

 
6. [ポートトリガーを無効にする] チェックボックスのチェックを外します。 

このチェックボックスが選択されていると、ポートトリガーの設定を指定した

場合でも、ルーターはポートトリガーを使用しません。 

7. ［ポートトリガーのタイムアウト時間］欄に、最大9999分の値を入力します。 

ルーターでアクティビティが検出されないときに受信ポートが開いたままになる時

間をここで設定できます。ルーターはアプリケーションがいつ終了したかを検出で

きないため、この値を必ず指定する必要があります。 

8. ［適用］ボタンをクリックします。設定が保存されます。 

 

適用例: インターネットリレーチャットのためのポート

トリガー 

FTPサーバーやIRCサーバーなどの一部のアプリケーションサーバーは、複数のポート

http://www.routerlogin.net/
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番号に応答を送信します。ポートトリガーを使用すると、特定の送信ポートのセッシ

ョン開始後に、より多くの受信ポートを開くようにルーターに指示できます。 

例となるのはインターネットリレーチャット (IRC) です。PCは宛先ポート6667でIRCサ

ーバーに接続します。IRCサーバーはソースポートに応答するだけでなく、ポート113

でPCに「識別」メッセージも送信します。ポートトリガーを使用すると、「宛先ポー

ト 6667 とのセッションを開始するときは、次の操作を行う必要があります 

 

また、ポート 113 の着信トラフィックが発信元のコンピュータに到達できるようにしま

す。」に、このポートトリガールールの影響を示します。 

1. PCで、IRCクライアントプログラムを開いてチャットセッションを開始します。 

2. IRCクライアントは、宛先ポート番号として、IRCサーバープロセスの標準ポート

番号である6667を使用して、IRCサーバーに対するリクエストメッセージを作成

します。次に、PCがこのリクエストメッセージをルーターに送信します。 

3. ルーターは、内部セッションテーブルに、PCとIRCサーバー間の通信セッションに

ついて記述するエントリを作成します。ルーターは元の情報を保存し、ソースのア

ドレスとポートについてネットワークアドレス変換 (NAT) を実行して、このリクエ

ストメッセージをインターネット経由でIRCサーバーに送信します。 

4. ルーターは、ユーザーのポートトリガールールを認識し、宛先ポート番号6667を観

察して、ポート113の受信トラフィックをすべてPCに送信する別のセッションエン

トリを作成します。 

5. IRCサーバーは、NATに割り当てられたソースポート（例：ポート33333）を宛先ポ

ートとして使用してルーターに応答メッセージを送信し、宛先ポート113を使用し

てルーターに“識別”メッセージを送信します。 

6. ルーターは、宛先ポート33333へのメッセージを受信すると、セッションテーブル

をチェックし、ポート番号33333のセッションがアクティブかどうかを確認しま

す。アクティブなセッションを見つけたら、ルーターはNATによって置き換えられ

た元のアドレス情報を復元し、この応答メッセージをPCに送信します。 

7. ルーターは、宛先ポート113への受信メッセージを受信すると、セッションテーブ

ルをチェックし、ポート番号113でPCと関連付けられているアクティブセッション

を検出します。ルーターはメッセージの宛先IPアドレスを、PCのIPアドレスで置き

換えて、メッセージをPCに転送します。 

8. ユーザーがチャットセッションを終了すると、ルーターは最終的に、通信中に動作
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していない時間を検出します。ルーターは次に、セッションテーブルからそのセッ

ションの情報を削除し、ポート番号33333や113では、受信トラフィックが受け入

れられなくなります。 
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12 

トラブルシューティング  

この章では、ルーターで発生する可能性のある問題の診断と解決に役立つ情報を提供し

ます。ここで解決策が見つからない場合は、 NETGEAR サポートサイト

（ https://jp.netgear.com/support/ ）で製品と連絡先を確認してください。 

この章には次の内容が含まれます。 

• トラブルシューティングのヒント  

• LED によるトラブルシューティング  

• ルーターにログインできません  

• インターネットにアクセスできません  

• インターネット閲覧のトラブルシューティング  

• 変更が保存されません  

• WiFi 接続のトラブルシューティング  

• Ping によるトラブルシューティング  
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トラブルシューティングのヒント 

このセクションでは、一般的ないくつかのトラブルシューティングのヒントを示します。 

 

ネットワークを再起動する手順 

ネットワークを再起動する必要がある場合は、以下の手順に従います。 

1. モデムの電源を切り、電源コードを抜きます。 

2. ルーターの電源をオフにします。 

3. モデムの電源コードを接続し、電源を入れます。2分間待ちます。 

4. ルーターの電源を入れ、2分間待ちます。 

 

電源アダプターとLANケーブルの接続を確認する 

ルーターが起動しない場合は、電源アダプターのケーブルがしっかりと接続されている

ことを確認します。 

インターネット接続またはLAN接続が機能しない場合は、LANケーブルがしっかりと差

し込まれていることを確認してください。ルーターとモデムを接続するLANケーブルが

しっかりと接続され、モデムとルーターの電源が入っている場合、ルーターのインター

ネット LED が点灯します。電源が入っているPCがLANケーブルでルーターに接続され

ている場合、対応する番号のLANポートLEDが点灯します。 

 

WiFi設定の確認 

WiFi 対応コンピューターまたはモバイルデバイスが、ルーターの WiFi 設定と完全に一

致していることを確認します。ルーターとコンピューターまたはモバイルデバイスの 

WiFi ネットワーク名（ SSID ）と WiFi セキュリティー設定が完全に一致している必要

があります。WiFiのパスワードでは大文字と小文字が区別されます。 

アクセス制御リストを設定した場合は、各コンピューターとモバイルデバイスの 

MAC アドレスをルーターのアクセス制御リストに追加する必要があります。 
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ネットワーク設定の確認 

お使いのコンピュータまたはモバイルデバイスがルーターに接続できない場合は、コン

ピューターまたはモバイルデバイスのネットワーク設定が正しいことを確認してくださ

い。コンピューターとモバイルデバイスは、ルーターと同じネットワーク上のネットワ

ーク IP アドレスを使用する必要があります。デフォルトでは、ほとんどすべてのPCと

モバイルデバイスがDHCPを使用して自動的にIPアドレスを取得するように設定されて

います。 
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一部のプロバイダーでは最初にアカウントに登録された子機のMACアドレスを使用す

る必要がありますが、これはまれなケースです。MAC アドレスは、ルーターの Web 

管理者ページの [接続デバイス] ページで確認できます。 

 

LEDを使用したトラブルシューティング 

デフォルトでは、ルーターは LEDをオンにするよう設定されています。 

 

ルーターの電源を入れたときの標準のLED動作 

ルーターの電源を入れた後、LEDが以下のように動作することを確認します。 

1. 最初に電源を入れたときに、電源LEDが点灯することを確認します。 

2. 約2分経過したら、以下のことを確認します。 

• 電源LEDが点灯している。 

• インターネットLEDが点灯している。 

• WiFi LEDが点灯している (WiFiをオフにしていない場合)。 

 
ルーター前面のLEDをトラブルシューティングに使用できます。 

 

電源 LED が消灯 

これにはいくつかの原因が考えられます。以下のことを確認してください。 

• 電源アダプターがルーターにしっかりと接続され、正常な電源コンセントにしっか

りと接続されていることを確認します。  

• 製品本体に同梱の電源アダプターを使用していることを確認します。 

 

電源 LED がオレンジに点灯し続けるか、他の LED が点灯し

ない 

ルーターの電源がオンになると、電源 LED が 5 秒間白色に点灯した後、起動中は黄色
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に点灯し、起動が完了すると白色に点灯します。電源 LED が白色のままで他の LED が

点灯していない場合、または電源 LED が黄色のままの場合は、ルーター内の障害を示し

ています。 
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電源を入れてから 3 分以上経過しても電源 LED がオレンジに点灯し続ける場合

は、次の手順に従います。 

• ルーターの電源をオフにしてから再度オンにして、ルーターが正常に戻るかどうかを確

認します。 

• ルーターの電源はオンのまま、ペーパークリップの端や、その他の細い物を使い、ルーター

背面の［リセット］ボタンを7秒間以上長押しします。ルーターを工場出荷時の設定に戻し

ます。 

電源 LED がオレンジのままの場合は、ルーターのファームウェアが破損しています。

これは、ファームウェアの更新を中断したり、ルーターでファームウェアの問題が検

出されたりした場合に起こる可能性があります。エラーが解決されない場合は、ハー

ドウェアに問題がある可能性があります。復元手順、またはハードウェアの問題に関

するサポートについては、テクニカルサポート（ https://jp.netgear.com/support/）

にお問い合わせください。 

 

インターネットまたはLANポートのLEDが消灯している 

イーサネット接続が確立してもインターネットLEDまたはLANポートのLEDが点灯しな

い場合は、以下を点検してください。 

• ルーターとモデムまたはPCがLANケーブルでしっかり接続されていることを確認

します。 

• 接続したモデムやPCの電源が入っていることを確認します。 

• 正しいケーブルを使っていることを確認します。 

ルーターのインターネットポートをモデムに接続するときには、モデムに付属していた

ケーブルを使用してください。このLANケーブルは、標準のストレートケーブルまたは

クロスケーブルです。 

 

WiFi LEDが消灯している 

WiFi LED が消灯したままの場合は、ルーターのWeb管理者ページを使用してWiFi が無

効になっていないか確認してください。WiFiがオンのときにWiFi LEDが点灯します。 
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ルーターにログインできません 

ローカルネットワーク上のコンピューターまたはモバイルデバイスからルーターにログ

インできない場合は、次の点を確認してください。 

• 有線接続のコンピューターを使用している場合は、コンピューターとルーター

間のケーブル接続を確認します。 

• WiFi 対応のコンピューターまたはモバイルデバイスを使用している場合は、コンピ

ューターまたはモバイルデバイスとルーター間の WiFi 接続を確認してください。 
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• 正しいログイン情報を使用していることを確認します。ユーザー名は「admin」で

す。パスワードは、最初のログイン時に指定したものです。(デフォルトのパスワー

ドは「password」です)。ユーザー名とパスワードは大文字と小文字が区別されま

す。この情報を入力するときにCaps Lockがオフになっていることを確認してくだ

さい。 

• ブラウザーを終了し、もう一度起動してみてください。 

• ブラウザーでJava、JavaScript、またはActiveXが有効になっていることを確認し

ます。Internet Explorerを使用している場合は、［更新］ボタンをクリックして、

Javaアプレットが確実に読み込まれるようにします。 

• コンピューターまたはモバイルデバイスの IP アドレスがルーターと同じサブネット

内にあることを確認します。推奨されるアドレス方式を使用している場合、PCまた

はモバイルデバイスのIPアドレスは192.168.1.2から192.168.1.254までの範囲内に

なります。 

• コンピューターまたはモバイルデバイスの IP アドレスが 169.254.x.x と表示されて

いる場合、コンピューターまたはモバイルデバイスはルーターの DHCP サーバーに

到達できず、 Windows または Mac OSが IP アドレスを生成して割り当てました。

これらの自動生成されたIPアドレスは169.254.x.xの範囲内になります。IP アドレス

がこの範囲内にある場合は、コンピューターまたはモバイルデバイスからルーター

への接続を確認し、コンピューターまたはモバイルデバイスを再起動します。 

• ルーターのIPアドレスが変更されており、現在のIPアドレスが分からない場合は、

ルーターの設定を消去し、工場出荷時の設定に戻します。これでルーターのIPアド

レスは192.168.1.1に設定されます。 

 

ヒント：ルーターがアクセスポイントモードまたはブリッジモードであり、ルータ

ーに割り当てられている IP アドレスがわからない場合は、まず IP スキャナアプリケ

ーションを使用して IP アドレスを検出してみてください。(IPスキャナーアプリケー

ションは無料でオンラインで利用できます)。IPアドレスを検出できる場合、ルータ

ーを工場出荷時の初期設定にリセットする必要はありません。 

 
• ネットワーク上で、ADSLゲートウェイの代替としてルーターを設定しようとして

いる場合、ルーターは多くのゲートウェイサービスを実行することができません。

ご使用中のADSLモデムやケーブルモデム、またはそれらの機能をサポートするホ
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ームゲートウェイなどのデバイスの代替として使用することはできません。 

 

インターネットにアクセスできません 

ルーターにはアクセスできるがインターネットにはアクセスできない場合は、ルーター

がインターネットサービスプロバイダ (ISP) から WAN IP アドレスを取得できるかどう

かを確認します。プロバイダーが固定IPアドレスを提供している場合以外、ルーターは

プロバイダーからのIPアドレスを要求します。ルーターのWeb管理者ページを使用し

て、リクエストが成功したかどうかを判断できます。 

 

インターネットアドレスを調べます。 

1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザ

ーを開きます。 

2. https://www.netgear.com/ などの外部サイトを選択します。  

3. http://www.routerlogin.net と入力します。 ログインウィンドウが開きます。 

4. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したもので

す。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。 

5. [高度] タブをクリックします。 

ルーター管理者ページの [高度] の [高度な機能のホーム] ページが表示されます。 

6. インターネットポートのIPアドレスが表示されることを確認します。0.0.0.0が表

示される場合、ルーターはプロバイダーからIPアドレスを取得していません。 

ルーターが ISP から IP アドレスを取得できない場合は、ネットワークを再起動してモ

デムに新しいルーターを認識させる必要があります。詳細については、 143 ページの

「ネットワークを再起動する手順」を参照してください。 

これでもルーターがプロバイダーからIPアドレスを取得できない場合、問題は以下のい

ずれかである可能性があります。 

• ご利用のプロバイダーではログインプログラムが必要な可能性があります。プロ

http://www.routerlogin.net/
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バイダーに、PPPoE (PPP over Ethernet) やその他のタイプのログインが必要か

どうかをお問い合わせください。 

• プロバイダーでログインが必要な場合、ログイン名とパスワードが正しく設定されてい

ない可能性があります。 

• プロバイダーがご利用のPCのホスト名をチェックしている可能性があります。

[インターネット設定] ページで、プロバイダーアカウントのPCホスト名をアカ

ウント名として割り当ててください。 

• プロバイダーで許可される、インターネットに接続するためのMACアドレスが1つ

だけで、PCのMACアドレスを調べている場合は、以下のいずれかを実行します。 

- 新しいネットワーク機器を購入したことをプロバイダーに連絡し、ルーターの

MACアドレスを使用するように依頼します。 

- PCのMACアドレスのクローンを作成するようにルーターを設定します。 

 
ルーターがIPアドレスを取得していても、ウェブページが表示できない場合、以下の1

つ以上の原因による可能性があります。 

• PCがどのDNSサーバーのアドレスも認識していない可能性があります。 

 
 

一般に、プロバイダーはユーザーが使用するために、1台または2台のDNSサーバー

のアドレスを提供します。ルーターの設定中にDNSアドレスを入力した場合は、PC

を再起動し、DNSアドレスを確認します。OSのマニュアルで説明されているよう

に、手動でDNSアドレスを指定してPCを設定できます。 

• お使いのPCでルーターがTCP/IPゲートウェイとして設定されていない可能性

があります。PCがDHCPによってルーターから情報を取得する場合、PCを再

起動し、ゲートウェイアドレスを確認します。 

• 必要でなくなったログインソフトウェアを実行している可能性があります。 

ISP からインターネットにログインするプログラムが提供されている場合は、ルー

タをインストールした後でそのソフトウェアを実行する必要はありません。 

 

インターネット閲覧のトラブルシューティン

グ 



AX1800 WiFi 6 ルータ

ー 

トラブルシュー

ティング 

157 ユーザーマ

ニュアル 

 

 

ルーターがIPアドレスを取得できていても、ウェブページが表示できない場合は、以下

の原因による可能性があります。 

• トラフィックメーターが有効になっていて、限度に達しました。 

トラフィック制限に達してもトラフィックメーターがインターネットアクセスをブ

ロックしないように設定すれば、インターネットアクセスを再開できます。インタ

ーネットサービスプロバイダー (ISP) が使用制限を設定している場合は、超過分に対

して課金されることがあります。 

• PCがどのDNSサーバーのアドレスも認識していない可能性があります。DNSサーバ

ーは、インターネット名 (wwwアドレスなど) を数値のIPアドレスに変換するインタ

ーネット上のホストです。 

一般に、プロバイダーはユーザーが使用するために、1台または2台のDNSサーバー

のアドレスを提供します。ルーターの設定中にDNSアドレスを入力した場合は、PC

を再起動します。または、お使いのPCのマニュアルを参照し、手動でDNSアドレス

を指定してPCを設定できます。 

• お使いのPCでルーターがデフォルトゲートウェイとして設定されていない可能

性があります。コンピューターを再起動し、ルーターアドレス

（ www.routerlogin.net ）がデフォルトゲートウェイアドレスとしてコンピュー

ターによって表示されていることを確認します。 
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変更が保存されません 

ルーターの Web 管理者ページで行った変更がルーターに保存されない場合は、次の

手順を実行します。 

• 設定を入力するときには、別のページやタブに移動する前に必ず［適用］ボタンを

クリックします。そうしないと変更内容が失われます。 

• ウェブブラウザーで［更新］ボタンまたは［再読み込み］ボタンをクリックします。

変更が発生した可能性がありますが、古い設定が Web ブラウザーのキャッシュが残

っている可能性があります。  

 

WiFi接続のトラブルシューティング 

ルーターへのWiFi接続に問題が発生している場合は、問題の切り分けを行います。 

• 使用しているPCや無線LAN子機では、WiFiネットワークが検出されていますか? 

そうでない場合は、ルーターの WiFi LED を確認します。オフになっている場合は、

ルーターの Web 管理者ページにログインし、 WiFi 無線が有効または無効になって

いるかどうかを確認します。 

ルーターのSSIDブロードキャストを無効にした場合、WiFiネットワークは非表示

になり、無線LAN子機の一覧に表示されません。(デフォルトでSSIDブロードキャ

ストは有効になっています)。 

• 無線LAN子機は、WiFiネットワークに使用しているセキュリティ (WPA、WPA2、

またはWPA3) に対応していますか? 

• ルーターのWiFi設定を表示する場合は、LANケーブルを使用して、PCをルーターの

LANポートに接続します。次に、ルーターにログインして、［基本］>［ワイヤレ

ス］を選択します。 

 

メモ：設定を変更した場合は、必ず [ 適用 ] ボタンをクリックしてください。 

 

無線LAN子機がネットワークを検出しても、信号強度が弱い場合は、以下のような

状態でないか確認してください。 
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• ルーターが無線LAN子機から離れすぎている、または近すぎていることはありませ

んか？無線LAN子機はルーターの近くに配置しますが、少なくとも1.8メートルは

離して設置し、信号強度が向上するかどうかを確認します。 

• ルーターと無線LAN子機の間に、WiFi信号を遮る障害物がありませんか？ 
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Pingによるトラブルシューティング 

ほとんどのネットワーク機器やルーターには、指定した機器にエコー要求パケットを送

信するpingユーティリティが用意されています。エコー要求が送られると、デバイスは

エコー応答を返します。コンピューターまたはワークステーションの ping ユーティリ

ティを使用して、簡単にネットワークのトラブルシューティングを行うことができま

す。 

 

ルーターへのLANパスをテストする 

PCからルーターにpingし、ルーターへのLANのパスが正しく設定されていることを確

認できます。 

Windowsのコンピューターからルーターに ping を実行するには、次の手順を実行します。 

1. Windowsツールバーの［スタート］ボタンをクリックし、［ファイル名を指定して実行］

を選択します。 

2. 次の例に示すように、表示される欄にpingに続けて、ルーターのIPアドレスを入

力します。 

ping www.routerlogin.net HYPERLINK "http://www.routerlogin.net/"  

3. [OK] ボタンをクリックします。 

次のようなメッセージが表示されます。 

Pinging < IP address > with 32 bytes of data 

パスが正しく機能していれば、次のようなメッセージが表示されます。 

Reply from < IP address >: bytes=32 time=NN ms TTL=xxx 

パスが正しく機能していない場合は、次のようなメッセージが表示されます。 

Request timed out 

 

パスが正しく機能していない場合は、以下のいずれかの問題が発生している可能性がありま

す。 

• ケーブルの接続に不具合がある 
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有線接続の場合、接続したポートに対応するLAN LEDが点灯していることを確認し

てください。 

使用中のネットワーク機器に対して、適切なLEDが点灯していることを確認してく

ださい。ルーターと子機が個別のイーサネットスイッチに接続されている場合は、

子機とルーターに接続されているスイッチポートのリンクLEDが点灯していること

を確認してください。 

• ネットワーク設定に不具合がある 

ネットワークカードのドライバーソフトウェアとTCP/IPソフトウェアがどちらも子

機にインストールされ、設定されていることを確認してください。 

ルーターと子機のIPアドレスが正しく、アドレスが同じサブネット上にあることを

確認してください。 
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Windows PCからリモートデバイスへのパスをテストする 

Windows PCからリモートデバイスへのパスをテストします。 

1. Windowsツールバーの［スタート］ボタンをクリックし、［ファイル名を指定して実行］

を選択します。 

2. Windowsの [ファイル名を指定して実行] ウィンドウで、次のように入力します。 

ping -n 10 <IP address> 

<IP address>には、プロバイダーのDNSサーバーのようなリモート機器のIPアドレスが入

ります。 

パスが正常に機能している場合は、 150 ページの「ルーターへの LAN パスのテス

ト」に示したようなメッセージが表示されます。 

3. 応答が受信されない場合は、以下のことを確認してください。 

• ルーターのIPアドレスがPCのデフォルトゲートウェイとして表示されることを

確認します。DHCPがPCのIP設定を割り当てている場合、この情報はPCの [ネッ

トワーク] コントロールパネルには表示されません。ルーターのIPアドレスがデ

フォルトゲートウェイとして表示されることを確認してください。 

• PCのネットワークアドレス (サブネットマスクによって指定されるIPアドレス

の部分) が、リモートデバイスのネットワークアドレスとは異なっていることを

確認します。 

• ケーブルモデムまたはDSLモデムが接続されていて、機能していることを確認しま

す。 

• プロバイダーがPCにホスト名を割り当てた場合は、[インターネット設定] ペー

ジで、そのホスト名をアカウント名として入力します。 

• プロバイダーが、1台を除くすべてのPCのMACアドレスを拒否している可能性

があります。 

多くのプロバイダーは、ブロードバンドモデムのMACアドレスからのトラフィック

のみを許可することで、アクセスを制限しています。一部のプロバイダーではさら

に、そのモデムに接続された1台のPCのMACアドレスへのアクセスも制限されます。
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ご利用のプロバイダーがそうしている場合は、承認済みPCのMACアドレスの“クロ

ーン”または“スプーフィング”を行うようにルーターを設定してください。 



159 

 

 

13. 

補足情報  

この章には、ルーターの技術情報を記載しています。この章に

は次の内容が含まれます。 

•  工場出荷時の設定（ 153 ページ  

•  技術仕様（ 154 ページ  

 

 

工場出荷時の設定 

ルーターを工場出荷時の設定に戻すことができます。ペーパークリップの端や、その他

の細い物を使い、ルーター背面の［リセット］ボタンを7秒間以上長押しします。ルー

ターはリセットされ、次の表に示す工場出荷時の設定に戻ります。 

 

表 3.工場出荷時の初期設定 

 

項目  デフォルト設定 

ルーターログイン ユーザーログイン URL www.routerlogin.com または 

www.routerlogin.net 

ユーザー名（大文字と小文字を区別） admin 

ログインパスワード（大文字と小文字を区

別） 

password (初期セットアップ時に設定) 

インターネット接 WAN MAC アドレス デフォルトのハードウェアアドレスを使う 

http://www.routerlogin.com/%22HYPERLINK%20%22http:/www.routerlogin.net/
http://www.routerlogin.com/%22HYPERLINK%20%22http:/www.routerlogin.net/
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続 WAN MTU サイズ 1500 

ローカルネットワ

ーク（ LAN ） 

LAN IP 192.168.1.1 

サブネットマスク 255.255.255.0 

DHCP サーバー 有効 

DHCP 範囲 192.168.1.2～192.168.1.254 

タイムゾーン 国/地域により異なる 

DHCP 開始 IP アドレス 192.168.1.2 

DHCP 終了 IP アドレス 192.168.1.254 

タイムゾーンを夏時間に合わせて調整 無効 

SNMP 無効 
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表 3.工場出荷時の初期設定（続き） 

 

項目  デフォルト設定 

WiFi SSID名 ルーターラベルを参照 

セキュリティ 「 WPA2 - PSK （ AES ）」 

ブロードキャストSSID：有効 自動 1 

リージョン 国/地域により異なる 

対応チャネル 国/地域により異なる 

モード 2.4 GHz で最大 600 Mbps 、 

5 GHz で最大 1200 Mbps 

1 IEEE 標準 802.11 規格に基づく最大ワイヤレス速度です。 実際の処理能力は異なります。ネットワークの状態と環境要因（ネット

ワークトラフィック量、建物の素材と構造、ネットワークオーバーヘッドなど）により、実際のデータ処理速度に影響します。  

 

技術仕様 

 
表 4.ルーター仕様 

項目 説明 

データおよびルーティング TCP/IP 、 RIP-1 、 RIP-2 、 DHCP 、 PPPoE 、 PPTP 、 Bigpond 、ダイナミ

ック DNS 、 UPnP 、および SMB 

プロトコル 北米： 100 ～ 120V 、 50/60 Hz 入力英国、オーストラリア： 220V 、 

50/60 Hz 、入力ヨーロッパ： 220V 、 50/60 Hz 入力 

すべての地域（出力）： 12V/2.5A DC 出力 

電源アダプター 9.96 x 6.06 x 1.69 インチ（ 253 x 154 x 43 mm） 

サイズ重量 558.4 g （ 1.23 ポンド） 

動作保証温度 0～40℃ 

動作保証湿度 最大90% 、結露なきこと 

認証 FCC Part 15 Class B  
EN 55022 (CISPR 22), Class B C-Tick N10947 

LAN RJ45: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T 
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表 4.ルータの仕様（続き） 

 

項目 説明 

WAN RJ-45: 10BASE T 、 100BASE TX 、1000BASE-T 、 

WiFi 最大 WiFi 速度信号レートは IEEE ® 802.11 規格に準拠しています。 2.  

• 2.4 GHz AX: 2x2 (Tx/Rx) 1024/256 QAM 
40/20 MHz、最大600 Mbps 

• 5GHz AX ： 2x2 

（ Tx/Rx ） 

1024 QAM 
80/40/20 

Mbps 、最大 

1200 Mbps 

• 802.11a/b/g/n/ac WiFiとの下位互換あり 

無線データ速度 自動速度検知  

WiFi規格 IEEE 802.11ax 2.4 GHz 1024 QAM対応 

IEEE 802.11ax 5.0 GHz 80 MHz 1024 QAM対応 

WiFiネットワークごとの最大PC数 デバイスごとに生成されるWiFiネットワークトラフィック量によって制限 

(通常は50～70デバイス) 

802.11セキュリティ WPA2-PSKおよびWPA/WPA2 

 

2 IEEE 802.11 仕様に基づく最大ワイヤレス信号速度。 実際のデータスループットやワイヤレス通信可能エリアは異

なり、ネットワークトラフィック量や建物の構造などのネットワーク条件および環境条件により低下することがあり

ます。NETGEARは、本製品とAX規格との互換性を保証しません。 


