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1
ハードウェアのセットアップ

本マニュアルは、Nighthawk Pro Gaming AX5400 WiFi6ゲーミングルーター XR1000を
対象としています。

本マニュアルでは、 ルーターのWeb管理者ページにアクセスして、 ネットワークを監
視し、 ルーターの機能を設定する方法について説明します。

本章では、以下の項目が含まれます。

• 同梱内容

• 天面パネルのLED

• 背面

• アンテナの接続

• ルーターのラベル

• ルーターの設置

• ケーブルの接続

このマニュアルの詳細については、サポートサイト jp.netgear.com/support を参照し
てください。
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図 1 : 同梱内容

ユーザーマニュアル11ハードウェアのセットアップ

同梱内容
パッケージには、 ルーター本体、4つのアンテナ、電源アダプター、およびフラット 
LANケーブルが含まれています。このパッケージには、インストールガイドも含まれて
います（次の図には示されていません）。



図 2 : 天面の図

表 1 : LEDの説明

説明LEDおよびボタン

オレンジ点灯: ルーターは起動中です。
白点灯: ルーターは起動が完了し、正常に動作しています。
オレンジ点滅: ファームウェアのアップデート中、またはリセッ
トボタンが押されたためルーターが初期化中です。
消灯: ルーターに電源が入っていません。

電源LED

白点灯: ルーターはインターネットに接続しています。
白点滅: ルーターはトラフィックを送受信しています。
消灯: WANポートでリンクが検出されません。

インターネット
LED

ユーザーマニュアル12ハードウェアのセットアップ

天面パネルのLED
天面パネルには、ステータスLED、LED付きWiFiボタン、LED付きWPSボタンがあります。



表 1 : LEDの説明 (続き)

説明LEDおよびボタン

白点灯: 2.4GHz WiFiが動作しています。
白点滅: ルーターは、WiFiでトラフィックを送受信しています。
消灯: 2.4GHz WiFiが無効です。

2.4GHz LED

白点灯: 5GHz WiFiが動作しています。
白点滅: ルーターは、WiFiでトラフィックを送受信しています。
消灯: 5GHz WiFiが無効です。

5GHz 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、Web管理者ページか
ら [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。

USB 3.0 LED

LEDの色は速度を表します。ギガビット接続の場合は白、10Mbps
または100Mbps接続の場合はオレンジ色になります。
白点灯: 1Gbpsのリンクが検出されています。
白点滅: 1Gbpsでトラフィックを送受信しています。
オレンジ点灯: 10Mbpsまたは100Mbpsのリンクが検出されていま
す。
オレンジ点滅: 10Mbpsまたは100Mbpsでトラフィックを送受信し
ています。
消灯: ポートでリンクが検出されません。

LANポート1～4の
LED

このボタンを2秒間押すと、2.4GHzと5GHz WiFiのオンとオフが
切り替わります。
このLEDが点灯している場合、WiFiはオンです。このLEDが消灯
している場合、WiFiはオフであり、ルーターにWiFiで接続でき
ません。

WiFiボタン

WPSボタンを押すと、WiFiのパスワードを入力せずにWiFiネット
ワークに参加することができます。WPSペアリング中はWPS LED
が白色で点滅し、接続が完了すると白色で点灯します。

WPSボタン

ユーザーマニュアル13ハードウェアのセットアップ



背面
背面のインタフェースやボタンを次の図に示します。

図 3 : 背面

左から右へ、背面には以下の機能が搭載されています。

• リセットボタン: リセットボタンを押すと、ルーターを工場出荷時の状態に初期化

できます。
電源LEDが点滅するまでリセットボタンを押し続けると、ルーターが初期化されま
す。工場出荷時の設定については、工場出荷時の設定（242ページ） を参照してくだ
さい。

• USB3.0ポート: USBストレージデバイスを接続できます。

• LANポート: 4つのギガビットポートにLANケーブルで有線デバイスに接続できます。

• インターネットポート: 黄色のギガビットWANポートです。ホームゲートウェイや上

位ルーターなどを接続します。

• 電源ジャック: 電源アダプターを接続します。

• 電源ボタン: 電源ボタンを押して、ルーターを起動します。

注意: アンテナの詳細については、アンテナの接続（15ページ） を参照してください。
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アンテナの接続
ルーターには4本のアンテナが付属しています。

• 右サイドパネルのAnt1と書かれたアンテナ差込口に、Ant1のアンテナを装着します。

• 背面のAnt2と書かれた2つのアンテナ差込口に、Ant2の2つのアンテナを装着しま
す。

• 右サイドパネルのAnt3と書かれたアンテナ差込口にAnt3のアンテナを装着します。

図 4 :

図 5 :
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アンテナを接続するには:
1. アンテナをアンテナ差し込み口の位置に合わせます。

アンテナとアンテナ差込口のマークを確認します。各アンテナを対応するアンテナ
差込口に接続します。Ant 2のアンテナは、背面のAnt 2と書かれたアンテナ差込口
のどちらでも取り付けることができます。

2. アンテナをねじ式の差し込み口に接続します。

3. 最高のWiFiパフォーマンスを得るためには、前の図に示すように、アンテナを垂直
に設置してください。

ルーターのラベル
ルーターの下部にあるラベルには、ログイン情報、WiFiネットワーク名（SSID）、ネッ
トワークキー（パスワード）、シリアル番号、MACアドレスが表示されています。

図 6 : ルーターのラベル

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。

次のガイドラインに従ってルーターを設置するには:

• ルーターは、できるだけPCやその他のWiFi子機が動作するエリアの中央付近に設置
してください。

• 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
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- 電子レンジ

- PC

- コードレス電話のベース

- 2.4GHzまたは5GHzの電話

• 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

- コンクリートの壁

次のような要因でWiFiの届く範囲が制限されることがあります。

• 無線信号が通過する壁の厚さや数。

• ご自宅やその周辺にある他のアクセスポイントは、ルーターのWiFiに影響を与える
可能性があります。
アクセスポイントとは、WiFiルーター、WiFiリピーター、WiFiレンジエクステンダー
など、ネットワークアクセスのためにWiFiを使用するあらゆる機器のことです。
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ケーブルの接続
ルーターをホームゲートウェイやモデムに接続し、ルーターの電源を入れます。

図 7 : ケーブルの接続

ルーターのケーブルを接続するには:
1. ホームゲートウェイまたはモデムの電源を切り、バックアップバッテリーがある場

合は取り外してから再び取り付けます。そしてもう一度電源を入れます。

2. LANケーブルで、ホームゲートウェイやモデムをルーターのインターネットポートに
接続します。

注意: イホームゲートウェイやモデムがない場合は、インターネットに接続するLAN

ケーブルを直接ルーターのWANポートに接続します。

3. 電源アダプターをルーターに接続します。

4. ルーターの背面にある電源ボタンを押して電源を入れます。

ルーターが起動を完了すると、ルーターの電源LEDが白色に点灯します。
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2
ネットワークへの接続とルーターへ
のアクセス

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、WiFiで接続をすることが
できます。この章では、接続方法とWeb管理者ページ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ブラウザーからルーター管理者ページへのアクセス

• NETGEAR Nighthawkモバイルアプリでルーターを管理する
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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接続
手動でWiFiネットワークを探して接続するには：
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. WiFi子機で、WiFi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

ルーター本体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本体のラベルに記載されています。

WiFi子機がネットワークに接続されます。

WPSプッシュボタン方式を使用したWiFi接続
WiFiでルーターに接続するには、WPS（Wi-Fi Protected Setup）を使用するか、または
手動でルーターの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. WiFi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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ネットワークへの接続
有線またはWiFi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ている場合は、DHCPを使用するように設定を変更しま
す。

有線接続
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。ルーターには4個のLANポートがあります。

子機とルーターを有線で接続するには：



4. 2分以内に、WiFi子機のWPSボタンを押すか、WPS接続の手順に従

います。

WiFi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方法があります。それぞれの違いを理解して、いつどのロ
グインを使用するのかを判断することが重要です。

いくつかのタイプのログインを紹介します:

• プロバイダーにログイン: プロバイダーから提供され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。インターネットサービスによっては、
ログイン情報が不要な場合もあります。ログイン情報に関する問題は、プロバイダー
にお問い合わせください。

• WiFiに接続: ルーターには、WiFiにアクセスのためのネットワーク名（SSID）とパ

スワードが設定されています。この情報は、ルーター本体に貼られているラベルに
記載されています。

• ルーターのWeb管理者ページ: Webブラウザーからルーターの管理者ページにログイ

ンして、ルーターの設定管理を行います。

Webブラウザーからルーター管理者ページ
へのアクセス
Webブラウザーからルーターの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。

ルーターのセットアップ
ルーターは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。設定作業を始める前に、ISPの情報を入手
し、ネットワーク内のデバイスがここで説明される設定を使用していることを確認して
ください。
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• 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

プロバイダーから提供される情報についての問題は、プロバイダーにお問い合わせくだ
さい。ルーターでインターネット接続が有効になれば、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デバイス毎に起動する必要はなくなりま
す。

注意:セットアップウィザードの最後に、ご購入製品をMyNETGEARにオンライン登録する
ように求められます。すでにNETGEARアカウントをお持ちの場合は、既存のアカウント
を使用できます。NETGEARアカウントをまだお持ちでない場合は、アカウントを作成し
て登録することをお勧めします。

NETGEARセットアップウィザードは、Webブラウザーを起動すると自動的に開始されま
す。

ルーターを自動的にセットアップするには:
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. PCまたはモバイルデバイスが、WiFi またはLANケーブル（有線）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ください。これ

は、新しいWiFi設定が有効になるときに接続中のWiFi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ことがあるかどうかによって
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は、自動的に

http://www.routerlogin.netにリダイレクトされ、セットアップウィザードが表示

されます。

• セットアップが完了している場合は、ブラウザーのアドレスバーに

「http://www.routerlogin.net」と入力します。

4. ページの指示に従います。

ルーターはインターネットに接続します。
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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。一般的なDSLサービスの場合は、
ルーターセットアップ時に次の情報が必要になることがあります。



注意:セットアッププロセス中、デフォルトのルーターパスワードを変更するように

求められます。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。

5. ブラウザーにルーターのページが表示されない場合は、次の操作を実行します。

• WiFi子機がルーターのLANポートか、またはWiFi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。

• 「http://www.routerlogin.net」にアクセスします。

• PCが固定IPアドレスに設定されている場合は、IPアドレスが重複する問題を避け
るため、ルーターから自動的に取得するように変更してください。

6. ルーターがインターネットに接続していない場合は、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. 「インターネットにアクセスできない（234ページ）」を参照します。問題が継続
する場合は、NETGEAR をオンライン登録し、NETGEAR テクニカルサポートまでお
問い合わせください。

ルーターがインターネットに接続されると、製品をMyNETGEARにオンライン登録するよ
うに要求されます。すでにNETGEARアカウントをお持ちの場合は、既存のアカウントを
使用できます。NETGEARアカウントをまだお持ちでない場合は、アカウントを作成して
登録することをお勧めします。

セットアップが完了すると、無料のNighthawkモバイルアプリをダウンロードする画面
が表示されますので、お使いのモバイルデバイスにインストールすることをお勧めしま
す。

ルーター管理者ページへのログイン
ルーターをセットアップした後 （ルーターのセットアップ（21ページ）を参照）、Web
ブラウザーで再度ルーターにアクセスするとWeb管理者ページへのログイン画面が表示
されます。ルーターの設定管理を行う場合は、このWeb管理者ページにログインします。
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管理者ページにログインするには:
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。

注意: 「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。

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。

ルーターの管理者ユーザー名は「admin」です。初回セットアップ時に設定したパス

ワードを入力します。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。

ダッシュボードが表示されます。デフォルトで、ダッシュボードには次のペインが
表示されます。

• インターネットステータス

• WiFiステータス

• ゲストWiFiステータス

• ネットワークの概要

• CPU使用率

• インストール済みRapp

これらのペインについては、ルーターシステム情報の表示（90ページ） を参照して
ください。

ダッシュボードに表示されるペインを変更する方法については、ダッシュボードの
カスタマイズ（92ページ） を参照してください。

言語の変更
デフォルトでは、言語は [Auto] に設定されています。

言語を変更します。
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。
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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。パスワードには、初期セットアップ時に設定したパ

スワードを入力します。

ダッシュボードが表示されます。

4. 右上の地球のアイコンをクリックし、言語を選択します。

選択した言語でページが更新されます。

NETGEAR Nighthawkモバイルアプリでルー
ターを管理する
NETGEAR Nighthawkアプリを使用すると、ルーターをスマートフォンから簡単に管理で
きます。このアプリでは、ルーターのファームウェアのアップデート、WiFiネットワー
ク設定の変更、ルーターのMyNETGEARへの登録などを行うことができます。

Nighthawkアプリは、iOSとAndroidに対応します。

Nighthawkアプリを使ってルーターを管理するには:
1. アプリをダウンロードするには、

https://www.jp.netgear.com/home/apps-services/nighthawk-app/default.aspx に
アクセスします。

2. モバイルデバイスのWiFi設定から、ルーターの WiFi ネットワークを探して接続し
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 (パスワード) はルー
ター本体のラベルに記載されています。

3. モバイルデバイスでNighthawkアプリを起動します。

ダッシュボードが表示されます。

4. ダッシュボードから各メニューをタップして、設定を表示または変更します。
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3
インターネット設定

ルーターのインターネット設定は、初回ログイン時に自動的に表示される初期セット
アップで設定することをお勧めします (ルーターのセットアップ（21ページ） を参照)。
また、手動でインターネット設定を行うこともできます。

本章には次の項目が含まれます。

• 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サイズの変更
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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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [設定] > [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した場合は、[次へ] ボタンをクリックした後に、[イン

ターネット設定] ページに移動します (インターネット接続の手動設定（27ページ）
を参照)。

6. [Next (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
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。
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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するには：



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するには:
1. ルーターのネットワークに接続済みの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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [設定] > [インターネット設定] 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。

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、[い
いえ] ラジオボタンを選択したままにします。

6. 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。

7. 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)]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。

8. [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。

9. [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
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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。

10. [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。

11. [適用] ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

12. [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。

1分以内にNETGEARのWebサイトが表示されない場合は、「インターネットにアクセス
できない（234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するには:
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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [設定] > [インターネット設定] 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。

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
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] または [L2TP] また

は [PPTP] を選択します。
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7. [ログイン] に、プロバイダーから提供されたログインID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] 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)]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)]を入力します。

これは、ネットワーク上でインターネットが利用されていないときに、ルーターが
インターネット接続を維持する時間です。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。

• 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。

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。
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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。

1分以内にNETGEARのWebサイトが表示されない場合は、「インターネットにアクセス
できない（234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するには：
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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [詳細設定] > [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。

詳細については、「自動検出を使用したIPv6インターネット接続（32ページ）」

を参照してください。

• 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。

詳細については、「自動設定を使用したIPv6インターネット接続（33ページ）」

を参照してください。

ルーターがサポートする他のIPv6接続タイプについては、以下のセクションを参照
してください。

• IPv6 6to4トンネルインターネット接続の設定（35ページ）
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• IPv6 パススルーインターネット接続の設定（37ページ）

• IPv6 固定インターネット接続の設定（37ページ）

• IPv6 DHCPインターネット接続の設定（39ページ）

• IPv6 PPPoEインターネット接続の設定（41ページ）

• IPv6 6rdインターネット接続の設定（43ページ）

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するには：
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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [詳細設定] > [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。
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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。

8. [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するには：
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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [詳細設定] > [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. [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: これはデフォルトの設定です。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。

9. [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。

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. [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するには：
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。

ダッシュボードが表示されます。
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4. [設定] > [詳細設定] > [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。

［ルーターのIPv6アドレス（LAN側）］欄の情報はルーターによって自動的に検出さ
れます。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。

• 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. [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: これはデフォルトの設定です。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。

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。

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. [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するには：
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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [詳細設定] > [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するには：
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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [詳細設定] > [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. [WAN設定] セクションで、WAN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の手動設定（27ページ）を参照) でIPv4インターネット接続用
に設定されているDNSサーバーを使用します

7. [LAN設定] セクションで、[IPアドレスの割り当て] 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. ［IPv6アドレス/プレフィックス長］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設定します。

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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9. [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するには：
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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [詳細設定] > [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。

• 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。
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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。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. [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: これはデフォルトの設定です。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。

9. [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。

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. [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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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するには：
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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [詳細設定] > [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、[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。

ユーザーマニュアル41インターネット設定



6. [IPv4 PPPoEと同じログイン情報のユーザー] チェックボックスを選択するか (IPv4

PPPoEの情報については、ログインを必要とするインターネット接続の指定（29ペー
ジ）を参照)、IPv6に関する次のPPPoEログイン設定情報を指定します。

a. [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。例えば、お使いの主要メール
アカウントがJerAB@ISP.comである場合は、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。

b. [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。

c. [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。

注意: [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。

7. [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: これはデフォルトの設定です。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。

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。
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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. [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ことに
より、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。

IPv6 6rdインターネット接続を設定するには：
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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [詳細設定] > [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、[6rd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、次のセクションの情報を自動的に検出します。
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• 6rd(IPv6RapidDevelopment)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

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. 次の6rd設定を指定します。

• 6rdプレフィックス: プロバイダーから与えられたIPv6プレフィックスを入力し

ます。

• 6rdプレフィックス長: プロバイダーから与えられたIPv6プレフィックス長を入

力します。

• 6rd IPv4 Border Relayアドレス: プロバイダーから与えられたボーダールーター

のIPv4アドレスを入力します。

• 6rd IPv4アドレスマスク長: プロバイダーから与えられたIPv4マスク長を入力し

ます。

7. [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。

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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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. [適用] ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

MTUサイズの変更
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。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。この経由点にある機器で使
用するMTU設定が他の機器より低い場合、データパケット分割またはフラグメンテーショ
ン化 (断片化) され、最小MTUの機器と通信できるようになります。

ほとんどのNETGEARのデバイスに最適な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。

• プロバイダーまたは別のインターネットサービスに接続中に問題が発生し、プロバ
イダーまたは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。
次のようなページを開く際にMTUの変更が必要になることがあります。

- 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

- Yahooメール

- MSNポータル

• 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設定が正しくないと、インターネットの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サイズを変更するには：
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。
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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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [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。

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。

表 2 : 一般的なMTUサイズ

用途MTU

イーサネットフレームの最大サイズ。この設定は、PPPoEまたはVPNを使用しない接続で

一般的であり、NETGEARのルーター、アダプター、スイッチのデフォルト値です。

1500

PPPoE環境で使用。1492

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

一部のDHCP環境で使用。1468

PPTP環境で、またはVPNで使用。1436

ダイヤルアップでプロバイダーに接続する際の一般的な値。576
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4
ゲームの最適化とQoSのカスタマイ
ズ

ゲームを最適化し、QoS（Quality of Service）設定をカスタマイズすることで、ネッ
トワークの遅延や混雑を防ぎ、特定のデバイスに帯域を割り当てたり、特定のデバイス
のトラフィックを優先させることができます。

注意: デフォルトでは、DumaOS分類ゲームのトラフィック優先制御が有効になっていま
す。分類ゲームとは、すべてのコンソールゲームとほとんどのPCゲームをカバーするプ
リセットのゲームリストです。ルーターは、ゲームを検出すると、自動的にトラフィッ
クの優先順位を適用します。

本章では、以下の項目が含まれます。

• ジオフィルターでラグを低減する

• ベンチマークテストテストの実行と管理

• 帯域の割り当て管理

• トラフィック優先度設定の管理
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• 1台以上のローカルデバイスをフィルターに追加します。

• 以下のいずれかの方法で、デバイスが設置されているエリアを指定し、ゲームをプ
レイするエリアを定義します。

- エリアの指定: 自分がプレイしているサーバーやホストが存在する地域、場合に

よっては他のプレイヤーが存在する地域を指定可能です（ジオフィルターでエリ
アを指定する（51ページ） を参照）。

- ホームエリアと距離半径の設定ホームエリアと、自分がプレイするサーバーやホ

スト、場合によっては他のプレイヤーとの距離を円で設定します（ホームエリア
を指定してジオフィルタを使用する（48ページ） を参照）。

注意: お気に入りのゲームのサーバーにPingを実行し、各サーバーへの接続品質を世界
地図上に表示する方法については、.ゲームサーバーへのPingと監視（78ページ） を参
照してください。

ホームエリアを指定してジオフィルタを使用する
ジオフィルターを使用するには、デバイスのホームエリアと、プレイするサーバーやホ
スト、他のプレイヤーとのエリアを設定します。

ホームエリアを指定してジオフィルタを使用するには:
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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。
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ジオフィルターでラグを低減する
Call of Duty、Destiny、FIFAなど多くのコンソールゲームで遅延の主な原因は、ゲー
ムのホストまたはサーバーまでの距離です。ジオフィルターでは、指定できる範囲外の
ホストやサーバーをすべてブロックすることで、これらのホストやサーバーの距離を制
限することができます。これにより、応答時間が改善し、ゲームがより適正になりま
す。

デフォルトでは、ジオフィルターにデバイスは追加されておらず、フィルターは無効で
す。ジオフィルターを使用するには:



ダッシュボードが表示されます。

4. [ジオフィルター] を選択します。

ジオフィルターのマップが表示されます。

地図上に表示できるプレイヤーやサーバーのアイコンについては、 Schritt 11 を
参照してください。

5. プレイヤーアイコンとサーバーアイコンの説明を非表示 にするには、 [アイコンの
説明]チェックボックスをオフにします。

6. ジオフィルターにデバイスを追加するには:

a. [デバイスの追加] ボタンをクリックします。

[デバイスの追加] ウィンドウが開き、検出されたデバイスが表示されます。

b. デバイスを選択します。

c. [次へ] をクリックします。

d. ゲームを選択します。
デバイスがゲームデバイスである場合、コンソールサービスが表示されます。デ
バイスがゲームデバイスでない場合、非コンソールサービスが表示されます。

e. [次へ] をクリックします。

デバイスがコンソールの場合、フィルタリングモードがデバイスに対して有効に
なります。これは、ルーターがエリア外の接続をブロックして、デバイスがエリ
ア内のホストまたはサーバーを使用するように強制することを意味します。この
設定は、コンソールゲームでお勧めです。
デバイスがゲームデバイスではない場合、フィルタリングモードはデバイスに対
して無効になります。これはルーターがエリア外の接続をブロックしないことを
意味しています。フィルタリングを必要としないほとんどのPCゲームでは、この
設定をお勧めします。

f. 提案されたフィルタモードを適用するか、 [次へ] ボタンをクリックします。

デバイスが追加されます。

g. [終了]ボタンをクリックします。

[デバイスの追加] ウィンドウが閉じます。

7. ジオフィルターのマップペインで プレイヤー アイコンをクリックし、デバイスが

ある地域にアイコンをマップ上に移動して、ホームエリアを設定します。

ヒント:マップビューが小さすぎる場合は、マップのサイズを大きくしてください。

マウスで操作するか、垂直方向のスライダーを＋印の方向に動かすことで可能です。
最適なサーバーが設置されている地域に地図を移動するには、地図をクリックした
まま、マウスで移動します。
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8. [距離の設定] スライダーを動かして範囲 (半径) を設定します。

半径は、500～3000kmの範囲を推奨します。このエリア外のすべての接続はゲームを
ホストできません。500kmより小さな半径を設定した場合、ゲームが見つからない可
能性があります。3,000kmを超える半径を設定した場合、高品質接続が見つからない
可能性があります。

9. ゲームに推奨されるジオフィルターの設定をロードして、手動設定を上書きするに
は、次のように操作します:

a. [ジオフィルターのマップ] ペインで、[プロファイル] ボタンをクリックします。

[プロファイルセレクター] ウィンドウが開きます。

b. ゲームを選択します。

c. [完了] をクリックします。

10.以下の方法で、自分のエリア外からのサーバー、ホスト、プレイヤーを許可または
ブロックできます:

• 許可: Pingアシスト スライダーを、エリア外のサーバー、ホスト、プレイヤー

に許可する最大のPing値（ミリ秒）に移動します。スライダーの右側のフィール
ドにPing値をms単位で入力することもできます。
例えば、指定エリアでイギリスのサーバーしか許可されていないのに、ドイツの
サーバーが接続しようとした場合、Pingアシストオプションでは、サーバーの
Ping値がPingアシストに設定した値以下であれば、その接続を許可します。
Pingアシストの値は、30～50ms に設定することをお勧めします。設定値よりも
小さいPing値を持つ接続は、接続を許可されます。その後、環境にあわせてPing
値を増減できます。

• 禁止: Pingアシストオプションを無効にするには、Pingアシストスライダーを左

に移動するか、スライダーの右側のフィールドに「0」を入力します。エリア外
のすべてのサーバー、ホスト、プレイヤーがブロックされます。

11.ゲームプレイをテストしてください。

選択したデバイス上で互換性のあるオンラインのマルチプレイヤーゲームをプレイ
してください。指定エリア外でブロックされた接続は三角形の警告で表示され、ブ
ロックされたデバイスはあなたのゲームをホストすることができなくなります。ゲー
ムのホストは、エリア内で、最も大きいアイコンで表示されます。

マップには、次のプレイヤーとサーバーのアイコンが表示されます。

プレイヤー

ブロック済みプレイヤー（エリア外のプレイヤー）

許可済みプレイヤー（許可リストに追加したプレイヤー）

拒否済みプレイヤー（ブロックリストに追加したプレイヤー）
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Pingアシストプレイヤー（エリア外で許可されているプレイヤー）

サーバー

ブロック済みサーバー（エリア外のサーバー）

許可済みサーバー（許可リストに追加したサーバー）

Pingアシストサーバー（エリア外で許可されているサーバー）

注意:プレーヤーやサーバーへの接続を許可またはブロックする方法については、デ

バイスへのPingと接続の許可または拒否（55ページ） を参照してください。

[ホストへの自動Ping] オプションを有効にすると、ゲームプレイ時にPingグラフが
自動的に表示されます。それ以外の場合は、マップ上の任意のアイコンを手動でク
リックし、その接続に対するPingグラフをロードできます。

12.その接続に対するPingグラフが表示されない場合は、マップ上の関連したアイコン
をクリックして、その接続に対するPingグラフをロードするか、次の手順に従って
[ホストへの自動Ping] オプションを有効にします。

a. [ジオフィルターのマップ] ペインで メニューアイコンをクリックします。

オプションペインが表示されます。

b. [ホストへの自動Ping] チェックボックスを選択します。

c. [X] をクリックします。

[設定] ペインが閉じます。

ジオフィルターでエリアを指定する
ジオフィルターは、自分のデバイスのホームエリア、自分がプレイするサーバーやホス
トの1つ以上のエリア、必要に応じて他のプレイヤーの1つ以上のエリアを描くことで設
定できます。例えば、プレイするのに最適なサーバーを決めれば、そのサーバーを中心
にエリアを描くことができます。指定したエリア外からのすべての接続がブロックされ
ます。

ここでは、指定オプションを「ポリゴンモード」と呼び、エリアを描画する動作を「ジ
オフェンシング」と呼びます。

ジオフィルターでエリアを指定するには:
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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [ジオフィルター] を選択します。

ジオフィルターのマップが表示されます。

地図上に表示できるプレイヤーやサーバーのアイコンについては、 Schritt 9 を参
照してください。

5. プレイヤーアイコンとサーバーアイコンの説明を非表示 にするには、 [アイコンの
説明]チェックボックスをオフにします。

6. ジオフィルターにデバイスを追加するには:

a. [デバイスの追加] ボタンをクリックします。

[デバイスの追加] ウィンドウが開き、検出されたデバイスが表示されます。

b. デバイスを選択します。

c. [次へ] をクリックします。

d. ゲームを選択します。
デバイスがゲームデバイスである場合、コンソールサービスが表示されます。デ
バイスがゲームデバイスでない場合、非コンソールサービスが表示されます。

e. [次へ] をクリックします。

デバイスがコンソールの場合、フィルタリングモードがデバイスに対して有効に
なります。これは、ルーターがエリア外の接続をブロックして、デバイスがエリ
ア内のホストまたはサーバーを使用するように強制することを意味します。この
設定は、コンソールゲームでお勧めです。
デバイスがゲームデバイスではない場合、フィルタリングモードはデバイスに対
して無効になります。これはルーターがエリア外の接続をブロックしないことを
意味しています。フィルタリングを必要としないほとんどのPCゲームでは、この
設定をお勧めします。

f. 提案されたフィルタモードを適用するか、 [次へ] ボタンをクリックします。

デバイスが追加されます。

g. [終了]ボタンをクリックします。

[デバイスの追加] ウィンドウが閉じます。

7. ジオフィルターのマップペインで、デバイスが配置されているホームエリアを指定
し、オンラインプレイするサーバーまたはホストのエリアを 1つ以上指定し、次の
操作を実行して、他プレイヤーのエリアを1つ以上指定します。
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ヒント:マップビューが小さすぎる場合は、マップのサイズを大きくしてください。

マウスで操作するか、垂直方向のスライダーを＋印の方向に動かすことで可能です。
最適なサーバーが設置されている地域に地図を移動するには、地図をクリックした
まま、マウスで移動します。

a. [ポリゴンモード] ボタンをクリックします。

ボタンが赤で表示され、ポリゴンモードが有効になります。

b. 鉛筆型のアイコンをクリックします。

描画モードが有効になります。

c. ホームエリアを指定します。地図上の最初の点をクリックし、2番目の点に線を
引き、もう一度クリックし、3番目の点に線を引き、もう一度クリックし、最後
の線が最初の点につながるまで繰り返します。
円と楕円以外に、三角形、正方形、長方形、多角形などの任意の図形を描画でき
ます。

d. サーバまたはホストおよびその他のプレイヤーのエリアを 1つ以上指定します。
マップ上の最初のポイントをクリックし、 2番目のポイントに線を引き、もう一
度クリックし、 3番目のポイントに線を引き、もう一度クリックします。最後の
ラインを最初のポイントに接続するまで続けます。
複数の図形で、複数のエリアを指定できます。地図上には最大50個のポイントを
設定できますが、これらのポイントはつながっている必要はありません。例え
ば、3つのエリアを設定し、それぞれが6ポイントで構成されていれば、合計18ポ
イントとしてカウントされます。

e. 指定が終了したら 、 Xをクリックして描画モードを終了します。

注意:指定したエリアを削除して再定義できるようにするには、ゴミ箱アイコンをク

リックして削除モードを有効にしてから、地図上のエリアをクリックします。削除

モードを無効にするには、ゴミ箱アイコンをもう一度クリックします。

指定したエリア外からのすべての接続がブロックされます。

8. 作成したエリア外からサーバー、ホスト、プレイヤーを許可またはブロックするに
は:

• 許可: Pingアシスト スライダーを、エリア外のサーバー、ホスト、プレイヤー

に許可する最大のPing値（ミリ秒）に移動します。スライダーの右側のフィール
ドにPing値をms単位で入力することもできます。
例えば、指定エリアでイギリスのサーバーしか許可されていないのに、ドイツの
サーバーが接続しようとした場合、Pingアシストオプションでは、サーバーの
Ping値がPingアシストに設定した値以下であれば、その接続を許可します。
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Pingアシストの値は、30～50ms に設定することをお勧めします。設定値よりも
小さいPing値を持つ接続は、接続を許可されます。その後、環境にあわせてPing
値を増減できます。

• 禁止: Pingアシストオプションを無効にするには、Pingアシストスライダーを左

に移動するか、スライダーの右側のフィールドに「0」を入力します。エリア外
のすべてのサーバー、ホスト、プレイヤーがブロックされます。

9. ゲームプレイをテストしてください。

選択したデバイス上で互換性のあるオンラインのマルチプレイヤーゲームをプレイ
してください。指定エリア外でブロックされた接続は三角形の警告で表示され、ブ
ロックされたデバイスはあなたのゲームをホストすることができなくなります。ゲー
ムのホストは、エリア内で、最も大きいアイコンで表示されます。

地図上には以下のアイコンが表示されます:

プレイヤー

ブロック済みプレイヤー（エリア外のプレイヤー）

許可済みプレイヤー（許可リストに追加したプレイヤー）

拒否済みプレイヤー（ブロックリストに追加したプレイヤー）

Pingアシストプレイヤー（エリア外で許可されているプレイヤー）

サーバー

ブロック済みサーバー（エリア外のサーバー）

許可済みサーバー（許可リストに追加したサーバー）

Pingアシストサーバー（エリア外で許可されているサーバー）

注意:プレーヤーやサーバーへの接続を許可またはブロックする方法については、デ

バイスへのPingと接続の許可または拒否（55ページ） を参照してください。

[ホストへの自動Ping] オプションを有効にすると、ゲームプレイ時にPingグラフが
自動的に表示されます。それ以外の場合は、マップ上の任意のアイコンを手動でク
リックし、その接続に対するPingグラフをロードできます。

10.その接続に対するPingグラフが表示されない場合は、マップ上の関連したアイコン
をクリックして、その接続に対するPingグラフをロードするか、次の手順に従って
[ホストへの自動Ping] オプションを有効にします。

a. [ジオフィルターのマップ] ペインで メニューアイコンをクリックします。

オプションペインが表示されます。

b. [ホストへの自動Ping] チェックボックスを選択します。

c. [X] をクリックします。
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[設定] ペインが閉じます。

デバイスへのPingと接続の許可または拒否
ジオフィルターで定義されたエリアに関係なく、個々のホストへの接続を許可またはブ
ロックできます。個別に接続を許可すると、ジオフィルターで定義されたエリア外のデ
バイスに接続することができます。個別に接続を拒否すると、ジオフィルターで定義さ
れたエリア内のデバイスに接続できなくなります。ただし、専用サーバーはブロックで
きません。

Pingを実行し、デバイスへの接続を許可または拒否するには:

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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [ジオフィルター] を選択します。

ジオフィルターのマップが表示されます。

5. [ジオフィルターのマップ] ペインで、ジオフィルターのマップ上の接続をクリック
します。

[Ping] ペインがまだ開いていない場合は、[Ping] ペインが開きます。選択した接
続の場合、[Ping] ペインにはPing情報と、関連したホストタイプ、IPアドレス、お
よびドメイン名が表示されます。

Ping結果には、接続相手のホストへの接続品質が表示されます。接続品質はミリ秒
(ms) で測定されます。ミリ秒の値が低いほど品質は向上します。

• 50ms以下: オンラインゲームにとても最適です。

• 50～100ms: オンラインゲームに最適です。

• 100～150ms: オンラインゲームでは問題ありません。

• 150ms以上: オンラインゲームに適していません。
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6. [Ping] ペインで次の手順に従います。

a. 接続に名前を割り当てるには、[名前] に名前を入力します。

b. [許可] または [拒否] ボタンをクリックします。

接続が [許可と拒否] ペインに追加されます。

7. もう一度接続をPingするには、[許可と拒否] ペインの [Ping] アイコンをクリック

します。

[Ping] ペインに新しいPing結果が表示されます。

8. [許可と拒否] ペインから接続を削除するには、[許可と拒否] ペインの [ごみ箱] ア

イコンをクリックします。

個別に接続を許可すると、ジオフィルターで定義されたエリア外のデバイスに接続
することができます。

個別に接続を拒否すると、ジオフィルターで定義されたエリア内のデバイスに接続
できなくなります。

自動生成されたPingグラフを表示する
デフォルトでは、 ホストへの自動Pingが有効です。つまり、あなたのデバイスと他デ
バイスとの間の接続では、接続品質を示すPingグラフが自動的に生成されます。ホスト
への自動Pingの詳細については、ジオフィルターのマップ管理（59ページ） を参照し
てください。

自動生成されたPingグラフを表示するには:

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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [ジオフィルター] を選択します。

ジオフィルターのマップが表示されます。

ゲーム中は、 Pingグラフが自動的に表示されます。それ以外の場合は、マップ上の
任意のアイコンを手動でクリックし、その接続に対するPingグラフをロードできま
す。
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[自動Ping] ペインには、接続に関する次の情報が表示されます。

• Ping: 接続デバイスまでの接続品質です。接続品質はミリ秒 (ms) で測定されま

す。ミリ秒の値が低いほど品質は向上します。

- 50ms以下: オンラインゲームにとても最適です。

- 50～100ms: オンラインゲームに最適です。

- 100～150ms: オンラインゲームでは問題ありません。

- 150ms以上: オンラインゲームに適していません。

• ホストのチックレート: ゲームのホストがあなたのデバイスに送信する1秒間の

パケット数ティックレートが高いほど品質は向上します。

• クライアントのチックレート: あなたのデバイスがゲームのホストに送信する1

秒間のパケット数

• 送信速度: ゲームのホストがあなたのデバイスに送信する1秒間のデータ量

• 受信速度: あなたのデバイスがゲームのホストに送信する1秒間のデータ量

ジオフィルターへのデバイスの追加
ジオフィルターにデバイスを追加することができます。

ジオフィルターにデバイスを追加するには:
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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [ジオフィルター] を選択します。

ジオフィルターのマップが表示されます。

5. [デバイスの追加] ボタンをクリックします。
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[デバイスの追加] ウィンドウが開き、検出されたデバイスが表示されます。

6. デバイスを選択します。

7. [次へ] をクリックします。

8. ゲームを選択します。

デバイスがゲームデバイスである場合、コンソールサービスが表示されます。デバ
イスがゲームデバイスでない場合、非コンソールサービスが表示されます。

9. [次へ] をクリックします。

デバイスがコンソールの場合、フィルタリングモードがデバイスに対して有効にな
ります。これは、ルーターがエリア外の接続をブロックして、デバイスがエリア内
のホストまたはサーバーを使用するように強制することを意味します。この設定は、
コンソールゲームでお勧めです。

デバイスがゲームデバイスではない場合、フィルタリングモードはデバイスに対し
て無効になります。これはルーターがエリア外の接続をブロックしないことを意味
しています。フィルタリングを必要としないほとんどのPCゲームでは、この設定を
お勧めします。

10.提案されたフィルタモードを適用するか、 [次へ] ボタンをクリックします。

デバイスが追加されます。

11. [終了]ボタンをクリックします。

[デバイスの追加] ウィンドウが閉じます。

注意: ジオフィルターの使用方法についての詳細は、ホームエリアを指定してジオ

フィルタを使用する（48ページ） や ジオフィルターでエリアを指定する（51ペー
ジ） を参照してください。

ジオフィルターからのデバイスの削除
ジオフィルターからデバイスを削除できます。

ジオフィルターからデバイスを削除するには:
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。
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ユーザー名は「admin」です。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [ジオフィルター] を選択します。

ジオフィルターのマップが表示されます。

5. 削除するデバイス上にマウスを移動します。

6. デバイスの下に [削除]ボタンが表示されたら、[削除] ボタンをクリックします。

ジオフィルターからデバイスが削除されます。

ジオフィルターのマップ管理
ジオフィルターのマップの設定では、距離の単位（キロメートルまたはマイル）、厳格
モードを有効にするかどうか、自動Ping機能を有効にするかどうか、高速検索機能を有
効にするかなどを管理できます。

ジオフィルターの使用方法についての詳細は、ホームエリアを指定してジオフィルタを
使用する（48ページ） や ジオフィルターでエリアを指定する（51ページ） を参照し
てください。

ジオフィルターの一般的なマップ設定を管理するには:
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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [ジオフィルター] を選択します。

ジオフィルターのマップが表示されます。

5. [ジオフィルターのマップ] ペインで メニューアイコンをクリックします。

オプションペインが表示されます。
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6. 次の設定をします。

• 長さの単位: デフォルトで、[km] ラジオボタンが選択され、範囲 (半径) はキ

ロメートル単位で表示されます。[マイル] ラジオボタンを選択して、マイル単位

で範囲 (半径) を表示することもできます。

• 厳格モード: 厳格モード機能は、フィルター範囲から外れた専用サーバーが常に

ブロックされるようにします。ほとんどのゲームで、[厳格モード] チェックボッ

クスを選択してください。Destinyの場合は、[厳格モード] チェックボックスの

選択を解除しておくことをお勧めします。デフォルトでは [厳格モード] チェッ

クボックスは選択されています。

• ホストへの自動Ping: ホストへの自動Ping機能は、お使いのデバイスから接続の

相手側のデバイスへの接続品質を示すPingグラフを自動的にロードします。デ

フォルトでは [ホストへの自動Ping] チェックボックスは選択されています。[ホ
ストへの自動Ping] チェックボックスの選択を解除した場合でも、手動で接続の

Pingを行えます (デバイスへのPingと接続の許可または拒否（55ページ）を参
照)。

• 高速検索: 高速検索機能は、Pingアシスト機能の動作を高速化し、ゲームをより

早く見つけられるようにしています。デフォルトでは、 [高速検索] チェックボッ

クスが選択されています。ただし、高速検索を有効にすると、Pingアシスト機能
で設定した値よりも高いPing値を持つデバイスの接続が許可される場合がありま

す。これを避けたい場合は、 [高速検索]チェックボックスをオフにしてくださ

い。

注意: [クラウドの再同期] ボタンは、NETGEARテクニカルサポートからの指示があっ

た場合に使用してください。([クラウドの再同期] ボタンをクリックすると、ジオ

フィルターのIPアドレスが更新されます)。

7. ペインを閉じるには、[X] をクリックします。

ベンチマークテストテストの実行と管理
輻輳制御を有効にする前に、少なくとも1回の接続ベンチマークテストを行い、インター
ネット速度をトラフィックとPingで判断することをお勧めします。

その後、テスト結果を使って輻輳制御を設定することができます（輻輳制御による遅延
の防止（64ページ） を参照）。
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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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [ベンチマークテスト]を選択します。

5. [接続テスト] ページで、[テストの実行]ボタンをクリックします。

ルーターは次のテストを実行できます。

• 速度テスト: トラフィックのアップロード/ダウンロード速度 (Mbps)

• Pingテスト: Pingの速度、ジッター（ms）、パケットロス（％）を表示

• Pingテスト(負荷時): Pingのアップロード/ダウンロード、アイドルタイムの速度

を表示 (ms)

テストの結果は、A+、A、Bなどのように採点され、[テスト履歴] ペインに保存され
ますので、後でテストを見直すことができます。

ベンチマークテストテストのスケジュール
1回または繰り返しのテストをスケジュールできます。

ベンチマークテストテストをスケジュールするには:
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。
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ベンチマークテストテストの実行
ベンチマークテストを実行し、テスト結果をテスト履歴に保存することができます。

ベンチマークテストテストを実行するには:



ユーザー名は「admin」です。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [ベンチマークテスト]を選択します。

5. ページの右下 にある [スケジュール済みテスト] をクリックします。

[スケジュール済みテスト] ペインが表示されます。

6. [テストのスケジュール] ボタンをクリックします。

[テストスケジュールを追加] ウィンドウが開きます。

7. 1回または繰り返しテストを追加します。

• 1回のみのテスト: 以下の操作を実行します。

a. 上のメニューから 、 [1回]を選択します。

b. 下のメニューから、時間、分、日付、月を選択します。

c. [インターネット使用中にテストを許可する]チェックボックスを設定します。

d. [追加] ボタンをクリックします。

テストがスケジュールされます。

• 繰り返しテスト: 以下の操作を実行します。

a. 上のメニューから 、 [リピーター]を選択します。

b. 下のメニューから、1～24 時間の間隔を選択します。

[カスタム]を選択して、詳細に設定することもできます。

c. [インターネット使用中にテストを許可する]チェックボックスを設定します。

d. [追加] ボタンをクリックします。

テストがスケジュールされます。

テストのスケジュールを作成または削除する
テストをスケジュールできるかどうかの管理、スケジュールされたテストの削除、失敗
したテストの削除、すべてのテストの削除が可能です。
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テストスケジュールを管理するには:
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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [ベンチマークテスト]を選択します。

5. スケジュールされたテストを削除するには:

a. ページの右下 にある [スケジュール済みテスト] をクリックします。
[スケジュール済みテスト] ペインが表示されます。

b. テストのゴミ箱アイコンをクリックします。

確認ウィンドウが表示されます。

c. [確認] ボタンをクリックします。

スケジュール済みのたテストが削除されます。

6. テストのスケジュールの管理、失敗したテストの削除、またはすべてのテストを削
除するには:

a. [接続テスト]メニュー アイコンをクリックします。

オプションペインが表示されます。

b. 以下のいずれかを実行します。

• テストスケジュールを有効にする: デフォルトでは、テストのスケジューリ

ングは有効で、ボタンは赤で表示されます。テストのスケジュールを無効に
するには、ボタンをクリックします。スケジューリングが無効の場合は、ボ
タンは白で表示されます。

• 失敗したテストを削除する: [失敗したテストを削除する] ボタンをクリック

します。

• すべてのテストを削除する: [すべてのテストを削除する] ボタンをクリック

します。

c. ペインを閉じるには、[X] をクリックします。
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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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [QoS] を選択します。

5. 輻輳制御ペインで [輻輳制御] メニューアイコンをクリックします。

オプションペインが表示されます。

6. [ダウンロード] フィールドと [アップロード]フィールドに、帯域幅（Mbps）を入力

します。

自動インターネット設定（ルーターのセットアップ（21ページ） を参照）を使用し
た場合は、帯域幅が自動的に入力されます。インターネットの帯域幅の速度がよく
わからない場合や、帯域幅を再定義したい場合は、接続ベンチマークテストを実行
してください（ベンチマークテストテストの実行（61ページ） を参照してくださ
い）。
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帯域の割り当て管理
ルーターは、総帯域幅を制御し、特定のタイプのアプリケーションまたは特定のデバイ
スに帯域幅を割り当てることで、ネットワークの混雑を防ぐことができるQoS（Quality 
of Service）機能をサポートしています。

輻輳制御による遅延の防止
輻輳制御を有効にした場合、多くの帯域幅を消費するアプリケーションやデバイスに
よって引き起こされるネットワークの輻輳やキューイングによる遅延を防ぐことができ
ます。帯域幅を大量に消費するアプリケーションまたはデバイスが消費可能な総帯域を
設定できます。これにより、帯域を消費しないアプリケーションまたはデバイスが帯域
を使用できるようになります。

輻輳制御を有効にして設定するには:



7. デフォルトの輻輳制御オプションを設定するには:

• グッドプットデフォルトで、[グッドプット] チェックボックスが選択されてお

り、アップロード/ダウンロード帯域の両方の値が速度テストの結果から設定さ
れます。自動インターネットセットアップを使用した場合、ルーターはセット
アッププロセス中にスピードテストを実行します。

• QoS無効デフォルトでは、 [QoSを無効にする] チェックボックスはクリアされて

います。すべてのQoS機能を無効にした場合、ルーターはネットワークの輻輳を
防ぐことができなくなり、ディープパケットインスペクションなどの他の機能も
無効になります。このチェックボックスは選択せずに、を有効にしておくことを
お勧めします。

8. [X] をクリックしてオプションペインを閉じます。

9. 輻輳制御の適用方法を選択するには:

• 常時常に輻輳制御を適用するには、このオプションボタンを選択します。この設

定では、トラフィックの遅延の原因となるアプリケーションやデバイスを気にす
ることなくゲームをプレイできますが、ネットワーク全体の帯域は低下します。

ゲームを終了したら、設定を [なし] に戻すことをお勧めします。

• 自動有効ゲームが行われている場合にのみルーターーが輻輳制御を自動的に適用

するようになります（すべてのコンソールゲームとほとんどのPCゲームで自動的
に検出されます）ゲームが検出された場合に、他のアプリケーションの帯域が低
下することがあります。

• なし輻輳制御を無効にするには、このオプションボタンを選択します。この設定
では、ネットワークはすべての帯域を利用できますが、すべての帯域が使用され
ている場合、ゲーミングトラフィックもキューイングされ、遅延の原因となりま
す。この設定はデフォルトで選択されています。

10. [輻輳制御] ペインで、[ダウンロード] と [アップロード] のスライダーのボタンを

目的のパーセント値まで動かします。

各スライダーの右側には、選択された値が、 Schritt 6で指定した総帯域に対する
パーセンテージと、絶対値（Mb）で表示されます。

例えば、ダウンロードスライダーを70に設定すると、多くの帯域幅を消費するアプ

リケーションやデバイスは、指定した総帯域幅の70％の速度に制限され、総帯域の
30％は、より少ない帯域幅を消費するアプリケーションやデバイスのために予約さ
れます。

ヒント: ゲームでは、各スライダーを70％に設定することをお勧めします。

ユーザーマニュアル65ゲームの最適化とQoSのカスタマ
イズ



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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [QoS] を選択します。

5. [輻輳制御] ペインで、[ダウンロード] と [アップロード] のスライダーのボタンを

右端の100パーセントまで動かします。

輻輳制御が無効になります。

デバイスへの帯域の割り当て
注意: 帯域幅は、アプリケーションの種類やデバイスに割り当てることができます。こ
れらの帯域割り当てモードは相互に排他的です。

ネットワーク上のデバイスの中には、他のデバイスより多くの帯域を必要とするものが
あります。たとえば、ゲームやメディアストリームに使用するデバイスは、主にブラウ
ジングやメールに使用されるデバイスよりも多くの帯域を必要とします。ルーターの帯
域合計のパーセントとしてネットワーク上の各デバイスに帯域を割り当てられます。こ
の方法を使用すれば、デバイスが必要とするときに帯域が確保されます。

アップロード帯域とダウンロード帯域とで異なる割り当てを設定できます。

デフォルトでは、ルーターは自動的に、必要とするデバイスに超過分 (未使用) の帯域
を割り当てます。お勧めしませんが、ルーターが未使用の帯域をネットワーク全体で共
有せず、デバイスがそれぞれに割り当てられた帯域しか使用できないようにするため
に、このオプションを無効にできます。
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輻輳制御の無効化
輻輳制御を無効にすると、帯域を多く消費するアプリケーションやデバイスが利用可能
なすべての帯域を消費して輻輳が発生し、他のアプリケーションやデバイスのトラフィッ
クがキューイングされます。一時的にでも輻輳を無効にする方法を紹介します。

輻輳制御を無効にするには:



デバイスに帯域を割り当るには:
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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [QoS] を選択します。

5. [帯域の割り当て] ペインで、 [帯域の割り当て] メニューアイコンをクリックしま

す。

オプションペインが開きます。

6. [デバイス] を選択し [X] をクリックしてして オプションペインを閉じます。

[帯域の割り当て] ペインには、ルーターネットワーク上のデバイスを示したグラフ
が表示されます。デフォルトでは、それぞれのデバイスにはルーター帯域が均等に
割り当てられ、これは、デバイスに関連付けられた白い円内の数字で表されます。

7. ダウンロード帯域をデバイスに割り当てるには:

a. グラフの上で [ダウンロード] ラジオボタンを選択します。

デフォルトでは、このラジオボタンが選択されています。[帯域の割り当て] ペ
インは [帯域の割り当て - ダウンロード] ペインとして表示されます。

b. ダウンロード帯域を割り当てるデバイスごとに、関連付けられた白い円を、割り
当てる帯域のパーセントになるまで動かします。
白い円を左右に動かすと、他のデバイスの白い円のダウンロードパーセントが変
化します。

注意:ある種類のアプリケーションに100％割り当てれば、他の種類のアプリケー

ションは事実上無効になります。ある種類のアプリケーションに0％を割り当て
ると、その種類のアプリケーションは事実上無効になります。

c. [割り当ての更新] ボタンをクリックします。

割り当てられたダウンロード帯域が有効になります。
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8. アップロード帯域をデバイスに割り当てるには:

a. グラフの上で、[アップロード] ラジオボタンを選択します。

[帯域の割り当て] ペインは [帯域の割り当て - アップロード] ペインとして表
示されます。

b. アップロード帯域を割り当てるデバイスごとに、関連付けられた白い円を、割り
当てる帯域のパーセントになるまで動かします。
白い円を左右に動かすと、他のデバイスの白い円のダウンロードパーセントが変
化します。

注意:ある種類のアプリケーションに100％割り当てれば、他の種類のアプリケー

ションは事実上無効になります。ある種類のアプリケーションに0％を割り当て
ると、その種類のアプリケーションは事実上無効になります。

c. [割り当ての更新] ボタンをクリックします。

割り当てられたアップロード帯域が有効になります。

9. 正確な帯域 (Mbps単位またはパーセント) をデバイスに割り当てるには:

a. グラフの上で、[ダウンロード] ラジオボタンまたは [アップロード] ラジオボタ

ンのどちらかを選択します。

b. グラフの左にあるデバイスのリストから、デバイスを選択します。

デバイスが表示されない場合、[デバイス] の左側にある [+] をクリックします。

右側にペインが開きます。

c. 以下の何れかを実行します:

• [デバイス帯域の設定] に帯域をMbps単位で入力します。

• [デバイス帯域の設定] で、上向きまたは下向き矢印を使用して帯域を設定し

ます。

• 円グラフで、必要な帯域のパーセントになるまで赤い帯を動かします。

• パーセントが示されたに、帯域の目的のパーセントを入力します。

d. [保存] ボタンをクリックします。

割り当てられた帯域が有効になります。
このデバイスに割り当てた帯域は、他のデバイスで使用できる帯域にも影響しま
す。

e. ペインを閉じるには、[X] をクリックします。
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10.未使用の帯域をネットワーク全体で共有しないようにするには (お勧めしません)、
[帯域の割り当て] ペインで次の手順に従います。

a. [帯域の割り当て]メニューアイコンをクリックします。

オプションペインが開きます。

b. [ダウンロード帯域幅を共有] チェックボックスをオフにします。

各デバイスに割り当てるダウンロード帯域幅は、デバイスが使用できる最大ダウ
ンロード帯域幅になります。余分なダウンロード帯域幅は共有されません。

c. [アップロード帯域幅を共有] チェックボックスをオフにします。

各デバイスに割り当てるアップロード帯域幅は、デバイスが使用できる最大アッ
プロード帯域幅になります。余分なアップロード帯域幅は共有されません。

d. [設定] ペインを閉じるには、[X] をクリックします。

アプリケーションのタイプごとに帯域幅を割り当て
注意: 帯域幅は、アプリケーションの種類やデバイスに割り当てることができます。こ
れらの帯域割り当てモードは相互に排他的です。

ネットワーク上のアプリケーションの種類によっては、より多くの帯域を必要とするも
のがあります。例えば、ゲームやメディアストリーミングに使用するアプリケーション
は、主にブラウジングやメッセージング、チャットに使用するアプリケーションよりも
多くの帯域幅を必要とします。ネットワーク上のアプリケーションの種類ごとに、ルー
タの総帯域幅の割合を割り当てることができます。これにより、必要なアプリケーショ
ンの帯域幅が保証されます。

アップロード帯域とダウンロード帯域とで異なる割り当てを設定できます。

デフ ォルトでは、 ルーターは余剰の（未使用の）帯域幅を必要とするアプリケーショ
ンに自動的に割り当てます。推奨はしませんが、このオプションを無効にすると、ルー
ターがネットワーク全体で未使用の帯域幅を共有することはなく、各タイプのアプリ
ケーションに割り当てる帯域幅は、そのタイプのアプリケーションが使用できる最大の
帯域幅となります。

アプリケーションのタイプごとに帯域幅を割り当てるには:
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。
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ユーザー名は「admin」です。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [QoS] を選択します。

5. [帯域の割り当て] ペインで、 [帯域の割り当て] メニューアイコンをクリックしま

す。

オプションペインが開きます。

6. [アプリケーション]ラジオボタンを選択し 、 [X] をクリックして オプションペイ

ンを閉じます。

[帯域の割り当て] ペインには、ルーターネットワーク上のアプリケーションのタイ
プを示すグラフが表示されます。デフォルトでは、各タイプのアプリケーションに
はルーター帯域幅の均等なシェアが割り当てられます。このシェアは、アプリケー
ションのタイプに関連付けられた白い円の中の数字で表されます。

7. ダウンロード帯域幅をアプリケーションのタイプに割り当てるには:

a. グラフの上で [ダウンロード] ラジオボタンを選択します。

デフォルトでは、このラジオボタンが選択されています。[帯域の割り当て] ペ
インは [帯域の割り当て - ダウンロード] ペインとして表示されます。

b. ダウンロード帯域を割り当てるデバイスごとに、関連付けられた白い円を、割り
当てる帯域のパーセントになるまで動かします。
白い円を移動すると、他の種類のアプリケーションの白い円の値も変化します。

注意:ある種類のアプリケーションに100％割り当てれば、他の種類のアプリケー

ションは事実上無効になります。ある種類のアプリケーションに0％を割り当て
ると、その種類のアプリケーションは事実上無効になります。

c. [割り当ての更新] ボタンをクリックします。

割り当てられたダウンロード帯域が有効になります。

8. アップロード帯域幅をアプリケーションのタイプに割り当てるには:

a. グラフの上で、[アップロード] ラジオボタンを選択します。

[帯域の割り当て] ペインは [帯域の割り当て - アップロード] ペインとして表
示されます。

b. アップロード帯域を割り当てるデバイスごとに、関連付けられた白い円を、割り
当てる帯域のパーセントになるまで動かします。
白い円を移動すると、他の種類のアプリケーションの白い円の値も変化します。
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注意:ある種類のアプリケーションに100％割り当てれば、他の種類のアプリケー

ションは事実上無効になります。ある種類のアプリケーションに0％を割り当て
ると、その種類のアプリケーションは事実上無効になります。

c. [割り当ての更新] ボタンをクリックします。

割り当てられたアップロード帯域が有効になります。

9. アプリケーションのタイプに正確な帯域幅 (Mbpsまたはパーセンテージ) を割り当
てるには:

a. グラフの上で、[ダウンロード] ラジオボタンまたは [アップロード] ラジオボタ

ンのどちらかを選択します。

b. グラフの左側にあるアプリケーションのタイプのリストから、アプリケーション
のタイプを選択します。

アプリケーションの種類が表示されない場合は、左にあるプラス記号(+)をクリッ

クします。
右側にペインが開きます。

c. 以下の何れかを実行します:

• [デバイス帯域の設定] に帯域をMbps単位で入力します。

• [デバイス帯域の設定] で、上向きまたは下向き矢印を使用して帯域を設定し

ます。

• 円グラフで、必要な帯域のパーセントになるまで赤い帯を動かします。

• パーセントが示されたに、帯域の目的のパーセントを入力します。

d. [保存] ボタンをクリックします。

割り当てられた帯域が有効になります。
このタイプのアプリケーションに割り当てる帯域幅は、他のタイプのアプリケー
ションで使用可能な帯域幅にも影響します。

e. ペインを閉じるには、[X] をクリックします。

10.未使用の帯域をネットワーク全体で共有しないようにするには (お勧めしません)、
[帯域の割り当て] ペインで次の手順に従います。

a. [帯域の割り当て]メニューアイコンをクリックします。

オプションペインが開きます。

b. [ダウンロード帯域幅を共有] チェックボックスをオフにします。
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各タイプのアプリケーションに割り当てるダウンロード帯域幅は、アプリケー
ションのタイプが使用できる最大ダウンロード帯域幅になります。余分なダウン
ロード帯域幅は共有されません。

c. [アップロード帯域幅を共有] チェックボックスをオフにします。

各タイプのアプリケーションに割り当てるアップロード帯域幅は、アプリケー
ションのタイプが使用できる最大アップロード帯域幅になります。余分なアップ
ロード帯域幅は共有されません。

d. [設定] ペインを閉じるには、[X] をクリックします。

帯域の割り当てをリセットする
帯域設定リセットすることで、ルーターは各タイプのアプリケーションやデバイスに帯
域幅を均等に割り当てることができます。ダウンロード帯域とアップロード帯域の帯域
割り当てを別々にリセットできます。

域の割り当てをリセットするには:
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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [QoS] を選択します。

[帯域の割り当て] ペインには、ルーターネットワーク上のデバイスを示したグラフ
が表示されます。デフォルトでは、それぞれのデバイスにはルーター帯域が均等に
割り当てられ、これは、デバイスに関連付けられた白い円内の数字で表されます。

5. グラフの上で、[ダウンロード] ラジオボタンまたは [アップロード] ラジオボタンの

どちらかを選択します。

ダウンロード帯域をリセットしても、割り当てられているアップロード帯域には影
響しません。これは逆の場合にも当てはまります。アップロード帯域をリセットし
ても、割り当てられているダウンロード帯域には影響しません。

6. [配分のリセット] ボタンをクリックします。

デフォルトの帯域が有効になります。
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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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [QoS] を選択します。

5. [トラフィックの優先制御] ペインまで下へスクロールします。

デフォルトでは、DumaOS分類ゲームのトラフィック優先制御が有効になっています。
分類ゲームとは、すべてのコンソールゲームとほとんどのPCゲームをカバーするプ
リセットのゲームリストです。すべてのDumaOS分類ゲームに対してトラフィックの
優先制御を有効にした場合、ルーターはゲームを検出すると自動的にトラフィック
の優先制御を適用します。この設定は有効のままにしておくことをお勧めします。
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トラフィック優先度設定の管理
ルーターでは、特定のデバイスのトラフィックに優先度を設定できるQoS (Quality of 
Service) 機能をサポートしています。

デバイスおよびサービスのトラフィックの優先制御と表示
デフォルトで、ルーターは自動的にゲームなどの優先度の高いトラフィックに優先度を
設定します。トラフィックの自動優先度設定は、必要に応じて手動で無効にできます
(自動トラフィック優先制御の無効化（76ページ）を参照)。

トラフィックの自動優先度設定を有効にするかどうかにかかわらず、ネットワーク輻輳
が発生した場合に、トラフィックがキューで遅滞されず、キューの先頭に送られるよう
にデバイスおよびサービスのトラフィックの優先度を設定でき、デバイスのネットワー
クの遅延が軽減されます。デバイスのトラフィック優先制御は、送受信の両方のトラ
フィックに影響します。

トラフィック優先度情報も表示できます。ルーターは、キューの先頭に送られたアップ
ロードパケットとダウンロードパケットの数を表示し、優先度の高いトラフィックが自
動的に優先されるかどうかを示します。

デバイスのトラフィックの優先制御するには:



[デバイスの追加] で、サービス、ポート、ポート範囲を手動で追加することができ

ます。ただし、追加したサービス、ポート、またはポート範囲が高帯域幅のアプリ
ケーションに使用されている場合は、トラフィックの輻輳が発生する可能性があり
ます。

6. トラフィックの優先制御を適用するデバイスやサービス、ポート、ポート範囲を手
動で追加するには、[トラフィックの優先制御] ペインで以下の操作を行います:

a. [デバイスの追加] ボタンをクリックします。

[トラフィック優先制御セレクター] ウィンドウが開き、検出されたデバイスが
表示されます。

b. デバイスを選択します。

c. [次へ] をクリックします。

d. サービスを選択します。
デフォルトでは、[基本] ラジオボタンが選択されており、プリセットされたサー
ビスやゲームのリストが表示されます。高度なユーザーのみ、手動でサービスを
選択することをお勧めします。
サービスを選択する代わりに、ポートまたはポート範囲、プロトコルを手動で追
加することもできます。次の手順を参照してください。

e. 他の選択基準を表示するには、[詳細] ラジオボタンを選択し、ミラーリング元

ポートの開始番号と終了番号を入力し、宛先ポートの開始番号と終了番号を入力
して、Protocolを選択します。

f. [完了] をクリックします。

デバイスは、[トラフィックの優先制御] ペインに追加され、そのトラフィック
が優先されるようになります。

デバイス（ターゲット）やサービスごとに、[トラフィック優先制御] ペインには、ダ
ウンロード/アップロードパケットの総数が表示されます。優先度の高いトラフィック
が自動的に優先されている場合は、[ダウンロードパケット] [アップロードパケット]
の列に色付きの円が表示されます。

[トラフィックの概要] ペインには、優先ダウンロード/アップロードパケット数の合
計、ダウンロード/アップロードバックグラウンドパケット数の合計が表示されます。

トラフィック優先制御用のデバイスとサービスを追加する
手動でデバイスを追加して、トラフィックの優先制御用のサービスを選択することがで
きます。高度なユーザーの場合は、ポートまたはポート範囲を追加できます。

追加するサービス、ポート、またはポート範囲が高帯域幅のアプリケーションに使用さ
れている場合、トラフィックに遅延が発生する可能性があります。
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トラフィック優先制御用のデバイスとサービスを追加するには:
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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [QoS] を選択します。

5. [トラフィックの優先制御] ペインまで下へスクロールします。

6. [デバイスの追加] ボタンをクリックします。

[トラフィック優先制御セレクター] ウィンドウが開き、検出されたデバイスが表示
されます。

7. デバイスを選択します。

8. [次へ] をクリックします。

9. サービスを選択します。

デフォルトでは、[基本] ラジオボタンが選択されており、ゲームのプリセットリス

トが表示されます。

サービスを選択する代わりに、ポートまたはポート範囲とプロトコルを手動で追加
できます。次の手順を参照してください。これは、高度なユーザー向けの設定です。

10. [詳細] ラジオボタンを選択し、ポートの開始番号と終了番号を入力して、プロトコ

ルを選択します。

11. [完了] をクリックします。

デバイスが [トラフィックの優先制御] ペインに追加されます。

デバイスのトラフィック優先制御を停止する
[トラフィックの優先制御] ペインに追加したデバイスのトラフィック優先制御を停止
することができます。自動トラフィック優先制御が有効の場合 (デフォルト)、ルーター
は高い優先度のトラフィックを検出した場合は、引き続きそのトラフィックを優先しま
す。ただし、デバイス用に手動で追加したサービスのトラフィックは優先されなくなり
ます。
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デバイスのトラフィック優先制御を停止するには:
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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [QoS] を選択します。

5. [トラフィックの優先制御] ペインまでスクロールダウンし、デバイスの横にあるゴ
ミ箱アイコンをクリックします

デバイスが [トラフィックの優先制御] ペインから削除されます。

自動トラフィック優先制御の無効化
デフォルトで、ルーターは自動的にゲームなどの優先度の高いトラフィックに優先度を
設定します。このオプションを無効にできます。

自動トラフィック優先制御を無効にするには:
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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [QoS] を選択します。

自動トラフィックの優先制御が有効の場合は、 [トラフィックの優先制御] ペイン
の [すべてのデバイス] の左側にあるボタンは赤いボタンで表示されます。

5. ボタンをクリックすると、白く表示されます。

高い優先度のトラフィックは自動で優先制御されなくなります。
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5
ゲームサーバーとデバイス、ルー
ター、ネットワークの監視

本章では、ゲームサーバ、ネットワーク上のデバイス、ネットワーク自体を監視する方
法、およびルータのシステム情報を表示する方法について説明します。

ルータのログ、ネットワーク統計、ネットワーク接続の表示については、ルーターの管
理（158ページ） を参照してください。

本章には次の項目が含まれます。

• ゲームサーバーへのPingと監視

• ネットワーク上のデバイスの表示および管理

• ネットワーク使用率情報の表示

• ルーターシステム情報の表示

• ダッシュボードのカスタマイズ
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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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [Pingヒートマップ] を選択します。

ジオフィルターのマップが表示されます。

5. [Pingターゲットの選択] メニューからゲームを選択します。

ゲームがリストにない場合は、カスタムPingリストを追加できます（カスタムのPing
リストを追加する（81ページ） を参照）。

検出されたサーバーは地図上に表示され、各サーバーの上にはPing時間（ms）が表
示されます。緑は接続品質が最も良いサーバー、黄色は中程度、赤はサーバーを示
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ゲームサーバーへのPingと監視
お気に入りのゲームのサーバーにPingを実行し、接続に最適なサーバーを判断すること
ができます。特定のゲームのサーバーごとに、接続品質がワールドマップで表示されま
す。また、お気に入りのサーバーのPing履歴を作成することで、長期的にモニターする
ことができます。

この情報は、ジオフィルターの設定を定義するのに役立ち、最高の（ラグのない）サー
バーでプレイしたり、接続の悪いサーバーをブロックしたりすることができます。詳細
については、ジオフィルターでラグを低減する（48ページ） を参照してください。

特定のゲームのゲームサーバーへのPing
特定のゲームのゲームサーバーにPingを実行して、そのゲームに接続するための最適な
サーバーを判断することができます。また、選択したサーバーに対して定期的にPingを
実行するようにスケジュールすることもできます。これにより、ルーターはサーバーに
対するPingの履歴を確立し、時間の経過とともにPingを追跡することができます。

独自のカスタムサーバーリストを作成し、ゲームベースのリストとは別に、ルーターが
グループとしてPingを実行できるようにします。また、他のゲームサーバーとは別に
サーバーを追跡することもできます。

特定のゲームのゲームサーバーにPingを実行するには:



しています。サーバーの集合体は、クラスターとして表示され、クラスターをクリッ
クすると展開できます。

ヒント:マップビューが小さすぎる場合は、マップのサイズを大きくしてください。

マウスで操作するか、垂直方向のスライダーを＋印の方向に動かすことで可能です。
最適なサーバーが設置されている地域に地図を移動するには、地図をクリックした
まま、マウスで移動します。

Pingトラッキングをスケジュールしている場合は（ Schritt 9 参照）、マップの右

下にある [スライダーの時間軸] から期間を選択し、マップの下にあるスライダーを

動かすことで、選択した期間内の特定の期間を表示することができます。これによ
り、ゲームのサーバーへのPingを時間軸で比較することができます。

6. 同じゲームに対して手動でサーバーに再接続するには、[Pingの再実行]ボタンをク

リックします。

地図の情報が更新されます。デフォルトでは、手動によるPingはPing履歴に保存さ
れます。

7. あるサーバーに関する情報を表示し、そのサーバーのPing履歴ペインを開くには、
以下のいずれかの操作を行います。

• マップを使用する: 地図で、サーバーをクリックします。

ページの下部には、[Ping履歴] ペインが開き、サーバーに関する情報が表示さ
れます。

• メニューを使用する: 以下の操作を実行します。

a. 地図上のカラーバーの右側にある、メニューアイコンをクリックします。

ペインにIPアドレスが表示されます。これらは、特定のゲームに対してPing
を実行したすべてのサーバーのIPアドレスです。

b. サーバーのIPアドレスをクリックします。
ページの下部には、[Ping履歴] ペインが開き、サーバーに関する情報が表示
されます。

c. IPアドレスが表示されたペインを閉じるに > ボタンをクリックします。

Ping履歴ペインには、サーバーの現在のPing応答時間が表示されます。以前にPing
を実行した場合は、点線で示された平均Ping応答時間と、右の白い矢印で示された
現在の応答時間が表示されます。

マップの右下にある [スライダーの時間軸] から期間を選択し、マップの下にあるス

ライダーを動かすことで、選択した期間内の特定の期間を表示することができます。
これにより、ゲームのサーバーへのPingを時間軸で比較することができます。
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8. Ping履歴ペインのサーバーを既存または新規のカスタムPingリストに追加するには、
次のいずれかを実行します。

• 既存のカスタムPingリストにサーバーを追加: 以下の操作を実行します。

a. リストに追加 ボタンをクリックします。

[リストに追加] ウィンドウが開き、すでに追加したリスト名が表示されます
（カスタムのPingリストを追加する（81ページ）を参照）。

b. リストのチェックボックスをオンにします。

c. [保存] ボタンをクリックします。

サーバーが既存のリストに追加されます。

• 新しいカスタムPingリストにサーバーを追加: 以下の操作を実行します。

a. リストに追加 ボタンをクリックします。

[リストに追加] ウィンドウが開きます。

b. [新しいリストの追加]ボタンをクリックします

[カスタムリスト] ウィンドウが開きます。

c. リストの名前を入力します。
この名前は、識別目的に使用します。

注意: サーバーのIPアドレスを追加するので、[IPアドレスの追加]ボタンはこ

のタスクには関係ありません。このボタンの詳細については、カスタムのPing
リストを追加する（81ページ） を参照してください。

d. Pingをスケジュールするには、時計型のアイコンをクリックします。表示さ

れるウィンドウの上部のメニューから、ルーターがサーバーにPingを実行す

る頻度を選択します。次に、Ping を実行する日を選択します。最後に [完了]
ボタンをクリックします。

e. [リストの保存] ボタンをクリックします。

[リストに追加] ウィンドウが再び表示されます。

f. 追加したリストのチェックボックスをオンにします。

g. [保存] ボタンをクリックします。

サーバーが新しいリストに追加されます。
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9. 同じゲームのサーバーへのPingをスケジュールして、追跡できるようにするには、
次のようにします。

a. 地図の上にある時計型のアイコンをクリックします。

追跡ウィンドウが開きます。

b. 上部のメニューから、Pingの頻度を選択します。

c. Pingを実行する日を選択します。

d. [保存] ボタンをクリックします。

Pingがスケジュールされます。時計型のアイコンの横に、次にスケジュールされ
たPingの時刻が表示されます。
Ping履歴の表示については、特定のゲームにおける1つまたは複数のサーバーの
Ping履歴の表示（84ページ） を参照してください。

カスタムのPingリストを追加する
Pingが可能なゲームの定義済みリスト（特定のゲームのゲームサーバーへのPing（78
ページ） を参照）にゲームがない場合は、ゲームをサポートするサーバーのIPアドレ
スを1つまたは複数追加できます。リストを設定するには、宛先のIPアドレス情報が必
要です。

カスタムのPingリストを追加するには:
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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [Pingヒートマップ] を選択します。

世界地図が表示されます。

5. [Pingヒートマップ] メニューアイコンをクリックします。

オプションペインが表示されます。

6. [カスタムリストの追加]ボタンをクリックします。

[カスタムリスト] ウィンドウが開きます。
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7. リストの名前を入力します。

この名前は、識別目的に使用します。

8. リストのIPアドレスに対するPingをスケジュールするには:

a. 時計型のアイコンをクリックします。

[スケジュール] ウィンドウが表示されます。

b. 上部のメニューから、Pingの頻度を選択します。

c. Pingを実行する日を選択します。

d. [完了] ボタンをクリックします。

Pingがスケジュールされます。

9. [IPアドレスの追加] ボタンをクリックします。

次のウインドウが表示されます。

10.次のいずれかの方法を使用して、IPアドレスを追加します。

• 1つのIPアドレスを追加します。IPアドレスにホスト名などの名前を入力し、IPア

ドレスを入力して、[+] ボタンをクリックし、 [リストの保存] ボタンをクリッ

クします。

• いくつかのIPアドレスを追加します。IPアドレスにホスト名などの名前を入力し、

IPアドレスを入力して、 [+] ボタンをクリックして、他に追加するIPアドレスに

対して同じ手順を繰り返します。すべてのIPアドレスをリストに追加したら、[リ
ストの保存] ボタンをクリックします。

• 複数のIPアドレスを追加します。[一括追加] ボタンをクリックし、IPアドレスの

後にスペースとサーバー名（127.0.0.1 local など）を入力して、Enterキーで改

行します。追加する IP アドレスごとに、この手順を繰り返します。すべてのIP

アドレスをリストに追加したら [保存] ボタンをクリックし、[リストの保存] ボ

タンをクリックします。

カスタマイズしたリストは、メニューのPing可能なゲームのリストに追加されます。

カスタムのPingリストを変更する
カスタムPingリストの任意の設定を変更することができます。
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カスタムのPingリストを変更するには:
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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [Pingヒートマップ] を選択します。

世界地図が表示されます。

5. [Pingターゲットの選択] メニューから、カスタムリスト横に表示される鉛筆型のア
イコンをクリックします。

[カスタムリスト] ウィンドウが開きます。

6. Ping リストの設定を変更します。設定の詳細については、カスタムのPingリストを
追加する（81ページ） を参照してください。

7. 設定を変更したら、[リストの保存] ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

カスタムのPingリストを削除する
不要になったカスタムPing リストを削除できます。

カスタムのPingリストを削除するには:
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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。
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4. [Pingヒートマップ] を選択します。

世界地図が表示されます。

5. [Pingターゲットの選択] メニューから、カスタムリスト横に表示される鉛筆型のア
イコンをクリックします。

[カスタムリスト] ウィンドウが開きます。

6. [リストの削除] ボタンをクリックします。

リストが削除されます。

特定のゲームにおける1つまたは複数のサーバーのPing履
歴の表示
特定のゲームのサーバーのPingトラッキングをスケジュールした場合（特定のゲームの
ゲームサーバーへのPing（78ページ） を参照）、またはカスタムPingリストを追加し
て、そのリストにあるサーバーまたはサーバーのPingトラッキングを追加した場合、
サーバーのPing履歴を表示できます。

サーバーのPing履歴を表示するには:
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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [Pingヒートマップ] を選択します。

5. [Pingターゲットの選択] メニューから、追加したゲームまたはカスタムPing リスト

を選択します。

検出されたサーバーが、地図上に表示されます。

ヒント:マップビューが小さすぎる場合は、マップのサイズを大きくしてください。

マウスで操作するか、垂直方向のスライダーを＋印の方向に動かすことで可能です。
最適なサーバーが設置されている地域に地図を移動するには、地図をクリックした
まま、マウスで移動します。
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Pingトラッキングをスケジュールしている場合は（特定のゲームのゲームサーバー

へのPing（78ページ） 参照）、マップの右下にある [スライダーの時間軸] から期

間を選択し、マップの下にあるスライダーを動かすことで、選択した期間内の特定
の期間を表示することができます。これにより、ゲームのサーバーへのPingを時間
軸で比較することができます。

6. サーバーのPing履歴ペインを開くには、次のいずれかを実行します。

• マップを使用する: 地図で、サーバーをクリックします。

ページの下部には、[Ping履歴] ペインが開き、サーバーに関する情報が表示さ
れます。

• メニューを使用する: 以下の操作を実行します。

a. 地図上のカラーバーの右側にある、メニューアイコンをクリックします。

ペインにIPアドレスが表示されます。これらは、特定のゲームに対してPing
を実行したすべてのサーバーのIPアドレスです。

b. サーバーのIPアドレスをクリックします。
ページの下部には、[Ping履歴] ペインが開き、サーバーに関する情報が表示
されます。

c. IPアドレスが表示されたペインを閉じるに > ボタンをクリックします。

Ping履歴ペインには、サーバーの現在および過去のPing応答時間が表示されます。
このペインには、点線で示された平均Ping応答時間と、右の白い矢印で示された現
在のPing応答時間が表示されます。

Ping履歴ペインの右下にある [スライダーの時間軸] メニューから期間を選択し、ペ

インの下にあるスライダーを動かすことで、選択したタイムスパン内の特定の期間
を表示することができます。これにより、ゲームのサーバーへのPingを時間軸で比
較することができます。

Pingヒートマップの管理
検出されたサーバークラスターをマップ上に展開するかどうか、手動Pingを保存するか
どうかなど、Pingヒートマップの設定を管理できます。

ゲームサーバーへのPingの詳細については、特定のゲームのゲームサーバーへのPing
（78ページ） を参照してください。

Pingヒートマップの管理するには:
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。
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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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [Pingヒートマップ] を選択します。

世界地図が表示されます。

5. [Pingヒートマップ] メニューアイコンをクリックします。

オプションペインが表示されます。

6. 以下の一般設定を構成します。

• Pingクラスターのデフォルト: デフォルトでは、サーバーのクラスターがマップ

上に展開され、個々のサーバーが表示されます。このオプションを無効にしてク

ラスターを地図上に表示するには、[Pingクラスターのデフォルト] ボタンをク

リックして、ボタンが白丸で表示されるようにします。

• 手動Pingを保存する: デフォルトでルーターは、 [Pingヒートマップ] ページで

[Pingの再実行]ボタンをクリックして追加した手動のPing を保存します。このオ

プションを無効にして手動Pingを保存しないようにするには、[手動Pingを保存す
る]ボタンをクリックします。

注意:カスタムPingリストの追加については、カスタムのPingリストを追加する（81

ページ） を参照してください。

7. デバイスのマップ情報を更新するには、[クラウドの再同期]ボタンをクリックしま

す。

ほとんどの場合、同期は自動的に実行されます。ただし、クラウドの同期が必要な
状況が発生する場合があります。

8. ペインを閉じるには、[X] をクリックします。
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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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [デバイスマネージャー] を選択します。

[ネットワークマップ] ページが開き、ネットワーク設定を示したデバイスツリーが
表示されます。デバイスツリーには、有線LANで接続されたデバイスとWiFiで接続さ
れたデバイスが別々のセクションに表示されるほか、WAN接続のセクションも表示さ
れます。

5. デバイスの設定を表示するには、そのデバイスをクリックします。

[デバイスの設定] ペインが表示されます。このペインには、デバイスのMACアドレ
ス、IPアドレス (ある場合)、接続タイプが表示されます。

6. デバイスの表示名と種類を割り当てたり変更したりするには、[デバイスの設定] ペ
インで次の手順に従います。

a. [名前] 欄に、最高35文字の名前を入力します。

b. [デバイスのタイプ] メニューから種類を選択します。

c. [保存] ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

7. ネットワークツリーからデバイスを削除するには、[デバイスの設定] ペインで [削
除] ボタンをクリックします。
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ネットワーク上のデバイスの表示および管
理
現在ルーターネットワークに接続されているすべてのPCおよびデバイスを表示できま
す。ページに表示される設定を変更でき (デバイスの実際の設定はルーターから変更で
きません)、デバイスが表示されないようにでき、ルーター経由でインターネットに接
続しないようにデバイスをブロックできます。

ネットワーク上のデバイスを表示および管理するには：



そのデバイスはデバイスツリーに表示されなくなります。このオプションは、デバ
イスがネットワークから削除され、デバイスツリーに表示する必要がなくなったと
きに役立ちます。

8. ルーターからインターネットにアクセスできないようにデバイスをブロックするに

は、[デバイスの設定] ペインで [ブロック] ボタンをクリックします。

デバイスはブロックされ、デバイスツリーに黒いアイコンで示されます。

9. もう一度ルーターからインターネットにアクセスできるように以前ブロックしたデ

バイスをブロック解除するには、[デバイスの設定] ペインで [ブロック解除] ボタ

ンをクリックします。

デバイスはブロック解除され、デバイスツリーに赤いアイコンで示されます。

ネットワーク使用率情報の表示
ルーターネットワークでアップロードおよびダウンロード帯域を使用しているデバイ
ス、トラフィックカテゴリ、およびアプリケーションを確認できるように、ルーターは
ディープパケットインスペクション (DPI) を統合します。この場合、この情報を使用
して、QoS (Quality of Service) 設定を適用し、ゲームを最適化できます (ゲームの
最適化とQoSのカスタマイズ（47ページ）を参照)。

帯域を使用している、ネットワーク上のすべてのデバイスに関するリアルタイム情報を
表示し、デバイスの帯域を使用しているトラフィックカテゴリおよびアプリケーション
の詳細を表示できます。また、ネットワーク全体の帯域速度に比例したルーターネット
ワーク全体での総帯域使用率も表示できます。

ネットワーク使用率情報を表示するには:
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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [ネットワークモニター] を選択します。
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[ネットワークのスナップショット] ペインと [ネットワークの概要] ペインを示し
たページが表示されます。

• [ネットワークのスナップショット]ペイン: このペインには、秒あたりのアップ

ロードおよびダウンロードのネットワーク帯域がMbps単位で表示されます。この
ペインには、総使用率のほか、アクティブなデバイスの個々の使用率が表示され
ます。

• [ネットワークの概要]ペイン: このペインには、ネットワーク全体の帯域速度に

比例した、秒あたりのネットワークの総帯域使用率がMbps単位で表示されます。

5. アップロードまたはダウンロード容量の詳細を表示するには、([ネットワークのス
ナップショット] の) バーをポイントするか、([ネットワークの概要] の) ノード
をポイントします。

小さなポップアップウィンドウに容量の詳細が表示されます。

6. ペイン内に表示される帯域をダウンロード帯域かアップロード帯域に限定するには:

• ペインからアップロード帯域を除外するには、ペインのグラフの上にある [アッ
プロード]をクリックします。

アップロード帯域は削除され、グラフにはダウンロード帯域だけが表示されま

す。アップロード帯域を再表示するには、もう一度 [アップロード] をクリック

します。

• ペインからダウンロード帯域を除外するには、ペインのグラフの上にある [ダウ
ンロード]をクリックします。

ダウンロード帯域が削除され、グラフにはアップロード帯域だけが表示されま

す。ダウンロード帯域を再表示するには、もう一度 [ダウンロード]をクリックし

ます。

7. 総使用率または個々のデバイスのトラフィックカテゴリによる分類を表示するには、
[ネットワークのスナップショット] ペインで、総使用率または個々のデバイスのダ
ウンロードまたはアップロードバーをクリックします。

[カテゴリによる分類] ペインが表示され、選択したダウンロードまたはアップロー
ド帯域を使用しているトラフィックカテゴリが示されます。

[カテゴリによる分類] ペインでは次のどのアクションでも実行できます。

• トラフィックカテゴリの容量の詳細を表示するには、グラフをポイントします。
小さなポップアップウィンドウに容量の詳細が表示されます。

• グラフからトラフィックカテゴリを除外するには、グラフの上で、トラフィック
カテゴリの名前をクリックします。
名前は消去され、グラフからトラフィックカテゴリが除外されます。カテゴリの
名前をもう一度クリックすると、トラフィックカテゴリが再表示されます。
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• 選択した帯域を使用しているアプリケーションとトラフィックカテゴリを表示す
るには、グラフをクリックします。
[アプリケーションの内訳] ペインが表示され、選択したダウンロードおよびアッ
プロード帯域を使用しているアプリケーションが示されます。
[アプリケーションの内訳] ペインでは次のどのアクションでも実行できます。

- アプリケーションの容量の詳細を表示するには、グラフをポイントします。
小さなポップアップウィンドウに容量の詳細が表示されます。

- グラフからアプリケーションを除外するには、グラフの上で、アプリケーショ
ンの名前をクリックします。
名前は消去され、グラフからアプリケーションが除外されます。アプリケー
ションの名前をもう一度クリックすると、アプリケーションが再表示されま
す。

- [アプリケーションの内訳] ペインを閉じるには、[X] をクリックします。

• [カテゴリによる分類] ペインを閉じるには、[X] をクリックします。

ルーターシステム情報の表示
ルーターのシステム情報を表示するには:
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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [システム情報] を選択します。

表示されるページには、デフォルトで次のペインが表示されます。

• CPU使用率: このペインには、CPUとルーターの両方の使用率情報が表示されま

す。[CPU使用率] ペインでは次のどのアクションでも実行できます。

- グラフからCPUを除外するには、グラフの上で、CPUの名前をクリックします。
名前は消去され、グラフからCPUに関する情報が除外されます。CPUの名前を
もう一度クリックすると、CPUに関する情報が再表示されます。

ユーザーマニュアル90ゲームサーバーとデバイス、ルー
ター、ネットワークの監視



- CPUの使用率の詳細を表示するには、グラフ上のノードにポイントを合わせま
す。
小さなポップアップウィンドウに使用率の詳細が表示されます。

• RAM使用率: このペインには、ルーターのランダムアクセスメモリー (RAM) カ

テゴリに関する使用率情報が表示されます。[RAM使用率] ペインでは次のどのア
クションでも実行できます。

- グラフからRAMカテゴリを除外するには、グラフの上で、RAMカテゴリの名前
をクリックします。
名前は消去され、グラフからRAMカテゴリに関する情報が除外されます。RAM
カテゴリの名前をもう一度クリックすると、RAMカテゴリに関する情報が再表
示されます。

- RAMカテゴリの使用率の詳細を表示するには、グラフにポイントを合わせま
す。
小さなポップアップウィンドウに使用率の詳細が表示されます。

• フラッシュ使用率: このペインには、ルーターのフラッシュメモリーカテゴリに

関する使用率情報が表示されます。[フラッシュ使用率] ペインでは次のどのア
クションでも実行できます。

- グラフからフラッシュメモリーカテゴリを除外するには、グラフの上で、フ
ラッシュメモリーカテゴリの名前をクリックします。
名前は消去され、グラフからフラッシュメモリーカテゴリに関する情報が除
外されます。フラッシュメモリーカテゴリの名前をもう一度クリックすると、
フラッシュメモリーカテゴリに関する情報が再表示されます。

- フラッシュメモリーの使用率の詳細を表示するには、グラフにポイントを合
わせます。
小さなポップアップウィンドウに使用率の詳細が表示されます。

• システム情報: このペインの情報には、ルーターにインストールされているファー

ムウェアバージョンが含まれます。

• ネットワークの状態: このペインには、ルーター起動後に送受信されたトラフィッ

ク量が表示されます。この情報には、送受信されたバイト数、パケット数、など
が含まれます。

• インストール済みRapps: このペインには、ルーターにインストールされている

デフォルトのルーターアプリケーション（Rapps）が表示されます。

注意: テクニカルサポートの指示がない限り、オプションペインにある [起動時

の再試行回数] の値は変更しないでください。
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• インターネットステータス: このペインには、ルーターのインターネット接続ス

テータス、 WAN IP アドレスなどの情報が表示されます。

• WiFiステータス: このペインには、メインのWiFiネットワークの2.4GHz/5GHz

WiFiのネットワーク名（SSID）、ネットワークキー（WiFiパスワード）、WiFiセ
キュリティなどの情報が表示されます。

• ゲストWiFiステータス: このペインには、ゲストWiFiネットワークのネットワー

ク名（SSID）、ネットワークキー（WiFiパスワード）、WiFiセキュリティの種類
などの情報が表示されます。

• ログ: このペインにはログが表示されます。テキストファイルとしてログをダウ

ンロードすることもできます。

ダッシュボードのカスタマイズ
デフォルトで、ダッシュボードには次のペインが含まれています:

• インターネットステータス

• ゲストWiFiステータス

• WiFiステータス

• ネットワークの概要

• CPU使用率

• インストール済みRapp

ネットワークの概要ペインを除くペインの詳細については、ルーターシステム情報の表
示（90ページ） を参照してください。ネットワークの概要ペインについては、ネット
ワーク使用率情報の表示（88ページ） を参照してください。

ダッシュボードに表示されるペインをカスタマイズするには、自分にとって有用なペイ
ンを追加したり、不要なペインを削除したりすることができます。また、ペインの配置
やサイズを変更することもできます。

ダッシュボードをカスタマイズするには:
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。
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ユーザー名は「admin」です。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. ダッシュボードにペインを追加するには:

a. ページの左にあるルーターメニューから以下のいずれかを選択します: ジオフィ
ルター, Pingヒートマップ, QoS, ベンチマークテスト, デバイスマネージャー,

ネットワークモニター, トラフィック制御, システム情報
ページにペインが表示されます。

b. ペインに関連付けられているピンアイコンをクリックします。

ペインがダッシュボードに追加されます。

c. 他のペインをダッシュボードに追加するには、前2つの手順を繰り返してくださ
い。

5. ペインをダッシュボードから削除するには、ダッシュボードで、そのペインに関連

付けられている ピンアイコンをクリックします。

ペインはダッシュボードから削除されますが、ホームページからは削除されません。

6. ダッシュボードの別の位置にペインを移動するには:

a. カーソルが十字と4つの矢印で表示されるまで、ペインのタイトルバナーをポイ
ントしてください。

b. ペインをクリックしたまま保持し、別の位置まで動かします。

c. ペインを放します。

7. ペインのサイズを変更するには:

a. 斜めの両矢印がペインの右下に表示されるまでペインにポイントを合わせます。

b. 矢印をクリックし、横、縦、または両方向にペインを動かします。

c. ペインを放します。
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6
インターネットアクセス制御

このルーターには、インターネットからの不要な侵入からネットワークを守るための
ファイアウォールが内蔵されています。また、すべてのトラフィック、特定のカテゴ
リーのトラフィック、特定のゲーム、またはポート範囲を許可、または拒否するトラ
フィックルールを設定することもできます。

本章には次の項目が含まれます。

• NETGEAR Armorの管理

• トラフィックルールによるトラフィックカテゴリー、特定のゲーム、ポートレンジ
の許可、ブロック、拒否

• キーワードに基づくインターネットサイトのブロック

• 単純な送信ファームウェアルールを使用したサービスおよびアプリケーションのブ
ロック

• キーワードに基づくブロックと送信ファイアウォールスケジュールの設定

• セキュリティイベントとログメッセージに関するメール通知の設定
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1. Nighthawkアプリを起動します。

ダッシュボードが表示されます。

2. [セキュリティ] をタップします。

Armorページが表示されます。

3. ［有効化］ボタンをタップします。

Armorが有効化されます。

NighthawkアプリでNETGEAR Armorの設定を表示または変
更する
NighthawkアプリでNETGEAR Armorの設定を表示または変更するには:
1. Nighthawkアプリを起動します。

ダッシュボードが表示されます。

2. [セキュリティ] をタップします。

Armorページが表示されます。

設定を表示または変更できるようになります。

ユーザーマニュアル95インターネットアクセス制御

NETGEAR Armorの管理
ルーターはNETGEAR Armorをサポートしています。

サブスクリプションを開始すると、NETGEAR Armorは、潜在的なサイバー脅威からホー
ムネットワークを保護し、完全なデータ保護、高度な脅威防御、Webカメラ保護、マル
チレイヤーランサムウェア保護、フィッシング対策、安全なファイル、安全な閲覧、レ
スキューモード、不正対策、盗難対策を提供します。さらにNETGEAR Armorには、複数
のパフォーマンスツールとプライバシーツールが用意されています。

NETGEAR Armorは、WindowsベースのPC、MacOS、iOS、Androidデバイスの機能をサポー
トします。

NETGEAR Armorの詳細については、
https://www.jp.netgear.com/landings/armor//landings/armor/default.aspx を参照
してください。

NighthawkアプリからNETGEAR Armorを管理できます。NETGEAR ArmorポータルからArmor
設定を表示または変更することもできます。

NighthawkアプリでArmorを有効にする
NighthawkアプリでArmorを有効にするには:

https://www.jp.netgear.com/landings/armor/default.aspx


1. Webブラウザーを起動し、armor.netgear.com にアクセスします。

NETGEARアカウントのサインインページが表示されます。

2. NETGEARアカウントのログイン情報をを入力し、[サインイン] をクリックします。

NETGEAR Armorポータルが表示されます。

トラフィックルールによるトラフィックカ
テゴリー、特定のゲーム、ポートレンジの
許可、ブロック、拒否
トラフィックルールを設定することで、すべてのトラフィック、特定のカテゴリーのト
ラフィック、特定のゲーム、またはポートの範囲を許可、ブロック、または拒否するこ
とができます。トラフィックルールは、1つ以上の特定のデバイスまたはネットワーク
上のすべてのデバイスに適用することができ、トラフィックルールごとにスケジュール
を設定することができます。また、トラフィックルールをすべてのデバイスに適用して
から、デバイスに例外を設定することもできます。

各トラフィックルールに対して、以下のいずれかのフィルタリングアクションを設定す
ることができます。

• 禁止: このアクションは、ルールに準拠したトラフィックをブロックしますが、そ

の他のトラフィックはすべて許可します。トラフィックがブロックされると、 トラ
フィックの送信元に通知されることなくドロップされます。

• 許可: このアクションは、ルールに準拠したトラフィックを許可し、それ以外のト

ラフィックをブロックします。

• 拒否このアクションは、ルールに準拠したトラフィックを拒否しますが、その他の
トラフィックはすべて許可します。トラフィックが拒否されると、トラフィックの
送信元への通知とともにドロップされます。このアクションは、すべてのトラフィッ
クまたはポート範囲に適用されるルールに対してのみ使用できます。トラフィック
の特定のカテゴリまたは特定のゲームに適用されるルールでは使用できません。
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ArmorポータルからNETGEARArmorの設定を表示または変
更する
すでにNETGEAR Armorを有効にしている場合は、NETGEAR ArmorポータルからNETGEAR 
Armor の設定を表示または変更することができます。

NETGEAR Armorの設定を表示または変更するには:

http://www.armor.netgear.com


• デバイス: このルールはどのデバイスに適用されますか? ルールは、すべてのデバ

イスに適用することも、1つまたは複数の特定のデバイスに適用することもできま
す。

• トラフィック: ルールはどのトラフィックに適用されますか? ルールは、すべての
トラフィック、1つまたは複数の特定のカテゴリーのトラフィック、1つまたは複数
の特定のゲーム、またはポート範囲に適用できます。

• アクション: ルールのアクションは何ですか? ルールは、すべてのトラフィックま
たはポートの範囲に対して、トラフィックを許可、ブロック、または拒否すること
ができます。

• 期間: ルールはいつ有効になりますか? ルールは、継続的に有効にすることも、特

定の日および特定の時間に有効にすることもできます。

• 優先度: 他のルールとの関係で、そのルールの優先順位はどうなりますか? ルール
の優先度変更については、トラフィック規則の優先度を変更する（101ページ） を参
照してください。

トラフィックを許可、ブロック、または拒否するルールを追加するには:
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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。
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ルールを追加すると、そのルールはテーブルに追加されます。テーブルの一番上にある
ルールは、他のすべてのルールよりも優先される最も重要なルールです。テーブルの2
番目のルールは、その後に続く他のすべてのルールよりも優先されます。テーブルの下
部にあるルールは、他のすべてのルールが適用された後に適用される優先度の低いルー
ルです。テーブル内のルールの優先度を変更することができます。

たとえば、スマートホームデバイスの1つを除くすべてのポートをブロックしたい場合、
スマートホームデバイスのそのポートのトラフィックを許可する最初のルールを設定し
ます。次に、スマートホームデバイス上のすべてのトラフィックをブロックする2番目
のルールを設定します。

トラフィックを許可、ブロック、または拒否するルールの
追加
トラフィックルールを追加する前に、次の点を考慮してください。



ダッシュボードが表示されます。

4. [トラフィック制御]します。

5. [トラフィックルール] ペインで 、 [ルールの追加] ボタンをクリックします。

[ルールの追加] ウィンドウが開きます。

6. ルールの名前を入力します。

この名前は、ルールを識別するのに役立ちます。

7. ルーターがルールのイベントを追跡できるようにするには（ルールがトラフィック

に適用されている場合など）、 [トラック] チェックボックスをオンのままにします

（デフォルト）。

ルールのトラッキングを無効にするには [トラック] チェックボックスをオフにしま

す。

8. [次へ] をクリックします。

9. [すべてのデバイス] チェックボックスをオンにするか、検出されたデバイスを選択

します。

10. [次へ] をクリックします。

11. [ターゲットを選択する] メニューから、ルールを適用する必要があるトラフィック

のタイプを選択します。

• すべてのトラフィック: このルールはすべてのトラフィックに適用されます。

• ポート範囲: 送信元の開始ポートと終了ポート、送信先の開始ポートと終了ポー

ト、およびプロトコルを指定します。

• アプリケーション: 1つまたは複数のゲームを選択します。

• Category: 1つまたは複数のトラフィックカテゴリーを選択します。

12. [次へ] をクリックします。

13. [トラフィックの許可または禁止] メニューから、ルールに対して次のいずれかのア

クションを選択します。

• 許可: ルールに準拠したトラフィックを許可し、それ以外のトラフィックをブ

ロックします。
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• 禁止: ルールに準拠しているが、他のすべてのトラフィックを許可するトラフィッ

クをブロックします。トラフィックがブロックされると、 トラフィックの送信
元に通知されることなくドロップされます。

注意: Web管理者ページへの接続が切断される可能性があり、アクセスを回復する

ために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必要がある場合が
あるため、最初のトラフィックルールですべてのデバイスのすべてのトラフィッ
クがブロックされないようにしてください。

• 拒否: ルールに準拠しているが、他のすべてのトラフィックを許可するトラフィッ

クを拒否します。トラフィックが拒否されると、トラフィックの送信元への通知
とともにドロップされます。このアクションは、すべてのトラフィックまたは
ポート範囲に適用されるルールに対してのみ使用できます。トラフィックの特定
のカテゴリまたは特定のゲームに適用されるルールでは使用できません。

デフォルトでは、ルールは継続的に適用されます。

14.ルールを特定の日時に適用するには、次の手順を実行します。

a. 日: ルールをアクティブにする個々の日のチェックボックスを選択します。

b. 時間: AMサークル、PMサークル、またはその両方で、ルールを有効にする時間を

クリックします。
時間セグメント（9～10など）をクリックすると、色が変わります。

時間をリセットするには、AMサークルまたはPMサークルの下にあるToggle Allア
イコンをクリックします。

15. [完了] をクリックします。

ルールが [トラフィックルール] テーブルに追加されます。

ルールに関するトラフィック情報が [トラフィック分析] ペインに表示されます。
トラックを有効にした場合、ルールのイベントは［イベントキャプチャ］ペインに
表示されます。[トラフィック分析] または [イベントキャプチャ] ペインの詳細に
ついては、トラフィックルールのトラフィック分析とイベントを表示する（105ペー
ジ） を参照してください。
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トラフィックルールの設定変更
既存のトラフィックルールの設定は変更できます。

トラフィックルールの設定を変更するには:
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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [トラフィック制御]します。

5. [トラフィックルール] ペインで、ルールの右側 にある鉛筆型のアイコンをクリッ

クします。

[ルールの追加] ウィンドウが開きます。

6. ルールの設定を変更します。

設定の詳細については、トラフィックを許可、ブロック、または拒否するルールの
追加（97ページ） を参照してください。

7. 設定を変更したら 、 [完了] をクリックします。

[トラフィックルール] テーブルには、ルールの変更された設定が表示されます。

トラフィックルールのアクションを変更する
トラフィックルールのアクションはいつでも変更できます。例えば、ルールのアクショ
ンがトラフィックをブロックすることになっている場合、トラフィックを許可するよう
に変更します。

トラフィックルールのアクションを変更するには:
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。
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ユーザー名は「admin」です。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [トラフィック制御]します。

5. [トラフィックルール] ペインで、 [禁止] のルールのメニューから次のいずれかの
アクションを選択します。

• 許可: ルールに準拠しているが、他のすべてのトラフィックをブロックするトラ

フィックを許可します。

• 禁止: ルールに準拠しているが、他のすべてのトラフィックを許可するトラフィッ

クをブロックします。トラフィックがブロックされると、 トラフィックの送信
元に通知されることなくドロップされます。

注意: Web管理者ページへの接続が切断される可能性があり、アクセスを回復する

ために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必要がある場合が
あるため、最初のトラフィックルールですべてのデバイスのすべてのトラフィッ
クがブロックされないようにしてください。

• 拒否: ルールに準拠しているが、他のすべてのトラフィックを許可するトラフィッ

クを拒否します。トラフィックが拒否されると、トラフィックの送信元への通知
とともにドロップされます。このアクションは、すべてのトラフィックまたは
ポート範囲に適用されるルールに対してのみ使用できます。トラフィックの特定
のカテゴリまたは特定のゲームに適用されるルールでは使用できません。

新しいアクションはすぐに有効になります。

トラフィック規則の優先度を変更する
トラフィックルールの順序はとても重要です。

ルールを追加すると、そのルールはテーブルに追加されます。テーブルの一番上にある
ルールは、他のすべてのルールよりも優先される最も重要なルールです。テーブルの2
番目のルールは、その後に続く他のすべてのルールよりも優先されます。テーブルの下
部にあるルールは、他のすべてのルールが適用された後に適用される優先度の低いルー
ルです。テーブル内のルールの優先度を変更することができます。

たとえば、スマートホームデバイス上のポート以外のすべてのポートをブロックする場
合は、スマートホームデバイス上のそのポートでトラフィックを許可する最初のルール
を設定します。次に、スマートホームデバイス上のすべてのトラフィックをブロックす
る2番目のルールを設定します。
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トラフィックルールの優先順位を変更するには:
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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [トラフィック制御]します。

5. [トラフィックルール] ペインで、変更するルールに対して次の手順を実行します:

a. [優先度] カラムで、ルール番号のアイコンをクリックし、 6つの小さな点があ
るアイコンを押し続けます。

b. テーブル内でルールを上下に移動し、ルールの優先度を設定するアイコンを離し
ます。

すべてのルールに番号が付け直されます。新しい優先度がすぐに有効になります。

トラフィックルールを有効または無効にする
トラフィックルールを追加すると、ルールは自動的に有効になります。無効にしたルー
ルは、いつでも有効にすることができます。

トラフィックルールを有効または無効するには:
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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [トラフィック制御]します。
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5. [トラフィックルール] ペインで、有効または無効にするルールの [有効] カラムの
ボタンをクリックします。

ルールが無効の場合、ボタンは白で表示されます。ルールが有効の場合、ボタンは
赤で表示されます。

新しいアクションはすぐに有効になります。

すべてのトラフィックルールを有効または無効にする
トラフィックルールを追加すると、ルールは自動的に有効になります。また、すべての
ルールを一度に有効または無効にすることができます。

すべてのトラフィックルールを有効または無効にするには:
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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [トラフィック制御]します。

5. [トラフィックルール] ペインで、テーブルの上の右上にある [全ルールを無効にす
る] ボタンをクリックして、無効または無効を選択します。

すべてのルールを無効にすると [全ルールを無効にする] ボタンが赤で表示されま

す。すべてのルールを有効にすると [全ルールを無効にする] ボタンが白で表示され

ます。

新しいアクションはすぐに有効になります。
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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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [トラフィック制御]します。

5. [トラフィックルール] ペインで、 [トラック] カラムのチェックボックスをオンま
たはオフにして、ルールの有効または無効時のトラッキングを実行します。

ルールのトラッキングが有効の場合は、そのルールのイベントが [イベントキャプ
チャ] ペインに表示されます。イベントキャプチャペインの詳細については、トラ
フィックルールのトラフィック分析とイベントを表示する（105ページ） を参照して
ください。

新しいアクションはすぐに有効になります。

トラフィックルールの削除
不要のトラフィックルールは削除できます。ルールを削除すると、ルールが適用された
トラフィックは影響を受けなくなります。

トラフィックルールを削除するには:
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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。
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トラフィックルールのトラッキング
トラフィックルールを追加する場合は、イベントトラッキングを有効にするかを選択し
ます（デフォルトは有効です）。ルールを追加した後、トラッキング設定を変更できま
す。

トラフィックルールをトラッキングするには:



ダッシュボードが表示されます。

4. [トラフィック制御]します。

5. [トラフィックルール] ペインで、ルールの右側にある ゴミ箱 アイコンをクリック

します。

確認ウィンドウが表示されます。

6. [はい] をクリックします。

ルールが [トラフィックルール] テーブルから削除されます。

トラフィックルールのトラフィック分析とイベントを表示
する
トラフィックルールを追加すると、ルールのトラフィック分析が自動的に提供されま
す。ルールでトラックが有効の場合は、ルーターはトラフィックルールのイベントログ
を維持します。この情報を表示することができます。

トラフィックルールのトラフィック分析とイベントを表示するには:
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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [トラフィック制御]します。

[トラフィック分析] ペインおよび イベントキャプチャ] ペインには、次の情報が
表示されます。

• トラフィック分析ペイン: このペインの情報には、トラフィックルールがどの程

度効果的かが表示されます。ルールに対してトラフィックが検出されると、ス
テータスインジケータが点灯します。
たとえば、ルールがデバイスのすべてのトラフィックをブロックしている場合、
デバイスがトラフィックを送受信しようとすることをルータが検出すると、ス
テータスインジケータが点灯します。その後、パケット数とバイト数が増加し、
ルールによってブロックされたトラフィック量が表示されます。
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注意: トラフィックルールが無効の場合でも、そのルールの潜在的な有効性を監

視することができます。

• イベントキャプチャペイン: イベントキャプチャが有効のルールで、ブロックさ

れたコンテンツへのアクセスの各試行と、許可されたコンテンツへのアクセス時
間などが表示されます。この情報には、ブロックまたはアクセスされたサービス
の日時が含まれます。

キーワードに基づくインターネットサイト
のブロック
ドメインなどのキーワードを設定して、特定のHTTPトラフィックがネットワークにアク
セスするのを防ぐことができます。デフォルトでは、キーワードに基づくブロックは無
効になっており、ドメインはブロックされません。

キーワードの追加と特定のインターネットサイトへのアク
セスのブロック
キーワードを追加して、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。

キーワードを追加し特定のインターネットサイトへのアクセスをブロックするには：
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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [コンテンツフィルタリング] > [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。
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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。

• 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、「キーワードに基づくブロックと送信ファイ
アウォールスケジュールの設定（112ページ）」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。

キーワードを含むWebサイト名とドメイン名がブロックされるか、指定したドメイン
名がブロックされます。

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があるサイトだけを許可したい場合
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255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。

ブロックするキーワードの削除
ブロックする1つまたはすべてのキーワードをリストから削除するには：
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。

ダッシュボードが表示されます。
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4. [設定] > [コンテンツフィルタリング] > [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。

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 (予約LAN IPアドレスの管理（124ページ）を参照)。

信頼できるPCを指定するには：
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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [コンテンツフィルタリング] > [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。
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設定が保存されます。

単純な送信ファームウェアルールを使用し
たサービスおよびアプリケーションのブロッ
ク
ファイアウォールは、あるネットワーク (自身のLANなどの信頼できるネットワーク)
を別のネットワーク (インターネットなどの信頼できないネットワーク) から保護しな
がら、両者間の通信を可能にします。

ルーターには、インターネット (つまりWAN) へのアクセスをすべて許可するという、
デフォルトの送信ファイアウォールルールが1つ用意されています。単純なルールを追
加して、インターネット上の特定のサービスおよびアプリケーションへのアクセスを防
止できます。さらに、ルールをあるユーザー、一定範囲のユーザー、またはLAN上のす
べてのユーザーに適用するかを指定できます。

ルーターは、送信ルールで使用できるデフォルトのサービスおよびアプリケーションを
多数表示します。カスタムサービスまたはアプリケーションの送信ファイアウォール
ルールを追加することもできます。

特定のキーワード、URL、またはサイトのブロックについては、キーワードの追加と特
定のインターネットサイトへのアクセスのブロック（106ページ）を参照してください。
このタイプのブロックは、送信ファイアウォールルールのもう一つの側面です。

注意: サービスブロックは、送信ファイアウォールルールを適用することと同じです。

サービスまたはアプリケーションのインターネットへのア
クセスのブロック
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。

インターネットにアクセスできないようにサービスまたはアプリケーションをブロック
するには：
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。
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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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [コンテンツフィルタリング] > [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、[常時] 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。

スケジュールを指定する方法については、「キーワードに基づくブロックと送信ファ
イアウォールスケジュールの設定（112ページ）」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が分かる場合は、[プロトコル]
メニューから適切なプロトコルを選択します。分からない場合は、[TCP/UDP] 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。

c. [サービスタイプ/ユーザー定義] 欄に説明を入力します。

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。PCのIPアドレスを入

力します。
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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。範囲の開始IPアドレスと終止IPアドレスを入力し
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。

サービスまたはアプリケーションの送信ファイアウォール
ルールの変更
サービスまたはアプリケーションをブロックする既存の送信ファイアウォールルールを
変更できます。

サービスまたはアプリケーションの送信ファイアウォールルールを変更するには：
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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [コンテンツフィルタリング] > [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. サービス一覧で、編集したいルール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。

[ブロックサービスの設定] ページが表示されます。

7. 設定を変更します。

設定の詳細については、サービスまたはアプリケーションのインターネットへのア
クセスのブロック（109ページ）を参照してください。

8. [承諾] ボタンをクリックします。

設定が保存されます。変更されたルールが、[禁止サービス] ページのサービス一覧
に表示されます。
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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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [コンテンツフィルタリング] > [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. サービス一覧で、編集したいルール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。

サービス一覧からルールが削除されます。

キーワードに基づくブロックと送信ファイ
アウォールスケジュールの設定
インターネットサイトのキーワードブロックとサービスおよびアプリケーションの送信
ファイアウォールルールに適用できるスケジュールを設定できます。

スケジュールでは、これらの機能をアクティブにする曜日と時間を指定できます。スケ
ジュールを設定した後、それを有効にしたい場合は、キーワードブロック（キーワード
に基づくインターネットサイトのブロック（106ページ） を参照）、シンプルなアウト
バウンドファイアウォールルール（単純な送信ファームウェアルールを使用したサービ
スおよびアプリケーションのブロック（109ページ） を参照）、またはその両方に適用
する必要があります。スケジュールを設定しない場合、これらの機能の有効/無効を切
り替えることしかできません。デフォルトではスケジュールは設定されていません。

ユーザーマニュアル112インターネットアクセス制御

サービスまたはアプリケーションの送信ファイアウォール
ルールの削除
不要になった送信ファイアウォールルールを削除できます。ルールを削除した後、サー
ビスまたはアプリケーションはブロックされなくなります。

サービスまたはアプリケーションの送信ファイアウォールルールを削除するには：



スケジュールを設定するには:
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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [コンテンツフィルタリング] > [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. ブロックのスケジュールをセットアップします。

• ブロックする曜日: 特定の曜日を選択するか、または [毎日] を選択します。

デフォルトで [毎日] のチェックボックスが選択されています。

• ブロックする時間帯: 24時間表記でブロックの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。

デフォルトで [終日] のチェックボックスが選択されています。

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とログメッセージに
関するメール通知の設定
ルーターは、セキュリティイベントの通知やアクティビティのログメッセージをメール
で送信することができます。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、サービス、またはアプリケーションへのアクセス試行などのセキュリティイ
ベントが記録されます。
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メール通知を設定するには:
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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [コンテンツフィルタリング] > [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選択してください。

6. [このメールアドレスに送る] フィールドに、アラートとログの送信先のメールアド

レスを入力します。

7. [送信メールサーバー] 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
フィールドを空白にすると、ログメッセージやアラートメッセージは送信されませ
ん。

8. [送信メールサーバーポート番号] セクションに、送信メールサーバーが使用するポー

ト番号を入力します。

デフォルトのポート番号は25です。プロバイダーが別のポート番号を使用している
場合、メールソフトの設定ウィンドウでこの情報を確認できることがあります。

9. 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、次の手順に従います。

a. [ユーザー名] 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] に、送信メールサーバーのパスワードを入力します。

10.ブロックされたサイトに誰かがアクセスしようとしたときにアラートを送信するに
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。これはデフォルトの設定です。
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11.スケジュールに基づいてログメッセージを送信するには、[スケジュールに基づきロ
グを送信] メニューからスケジュールを選択し、設定を指定します。

• ログがいっぱいの時: ルーターは、ログがいっぱいになるとログメッセージを送

信します。

• 毎時: ルーターは、ログメッセージを1時間ごとに送信します。

• 毎日: 毎日指定した時刻にログメッセージを送信します。[時刻] メニューから、

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。

• 毎週: 毎週指定した曜日と時刻にログメッセージを送信します。[日] メニューか

ら、曜日を選択します。[時刻] メニューから、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。

デフォルト では、メニューからの選択は [なし] で、ルーターはメッセージを記録

しません。

12. [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、設定したスケジュールに従って、自動的にログメッセージを送信しま
す。指定された時間の前にログがいっぱいになると、ルータはすべてのログメッセー
ジを送信します。ルーターがログメッセージを送信すると、ルーターメモリからク
リアされます。ルーターがログメッセージを送信できず、メモリーがいっぱいになっ
た場合、古いログメッセージは上書きされます。
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7
ルーターの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サーバーの設定

• ルーター名の変更

• ルーターのLAN IPアドレスとRIP設定の変更

• ルーターが払い出すIPアドレスの設定

• ルーターのDHCPサーバー機能の無効化

• 予約LAN IPアドレスの管理

• ポートグループまたはVLANタググループを使用したプロバイダーのネットワークへ
のブリッジの設定

• カスタムの静的ルートの管理

• Universal Plug and Playによるネットワーク接続の改善
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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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [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。詳細に
ついては、「デフォルトDMZサーバーの設定（118ページ）」を参照してください。

• 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。

• 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。デフォルトでは、[IGMPプロキシを無効にす
る] チェックボックスが選択され、IGMPプロキシが無効になっています。

• 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

値は1500バイト (デフォルト設定)、PPPoE接続の場合は1492バイトです。プロバ
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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するには:



イダー接続で必要なことが確実な場合のみ、MTU値を変更してください。詳細に
ついては、「MTUサイズの変更（45ページ）」を参照してください。

• 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。デフォル

トでは、[安全] ラジオボタンが選択され、安全なNATで機能します。

• SIP ALGを無効にする: SIP ALGが有効になっていると、いくつかの音声/ビデオ

アプリケーションが正しく動作しない場合があります。SIP ALGを無効にすると、
音声およびビデオアプリケーションのルーター経由のコール作成時に役立つこと
があります。

5. 設定を変更した場合、[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サーバーにはセキュリティ上のリスクがあります。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サーバーと
呼ばれます。
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デフォルトDMZサーバーを設定するには：
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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [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製品名です。このデバイス名は、たとえばネット
ワークを参照するときに、ファイルマネージャーに表示されます。この名前を変更する
と、ReadySHAREストレージフォルダーのアクセスパスが、新しいデバイス名を反映する
ように自動的に変更されます。

ルーター名を変更するには：
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。

ダッシュボードが表示されます。
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4. [設定] > [設定] > [デバイス名] を選択します。

[デバイス名] 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。

ルーターのLAN IPアドレスとRIP設定の変更
ルーターのLANポートはし、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 IPアドレス設定およびRIP設定を変更するには：
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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [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] に、IPアドレスを入力します。
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6. [IPサブネットマスク] フィールドに、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。RIP設定を変
更するには、次の手順に従います。

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。これはデフォルトの設定です。

• 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: RIPバージョンは無視されます。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。

ルーターが払い出すIPアドレスの設定
デフォルトで、ルーターのLANポートはDHCPサーバーとして動作します。ルーターは、
LANに接続済みのすべてのデバイス (DHCPクライアント) に対して、IPアドレス、DNS
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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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [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。

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] 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] 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。
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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。LAN IPアドレスを変更する場合 (ルーターのLAN IPアドレスとRIP
設定の変更（120ページ）を参照)、そのアドレスは、新しいLAN IPアドレスと同一のサ
ブネットである必要があります。

デフォルトの設定では、192.168.1.2～192.168.1.254 の範囲を使用しますが、固定ア
ドレスを持つデバイスのために範囲の一部を予約することができます。

ルーターが割り当てるIPアドレスのプールを指定するには:



ルーターは、DHCPを要求するすべてのLAN機器に対して、次のパラメーターを配信し
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サーバー機能の無効化
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するには:
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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [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で、ネットワーク上で他のDHCPサーバーが利用で
きない場合は、PCのIPアドレスを手動で設定してPCがアクセスできるようにしてく
ださい。
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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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [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。

[予約アドレステーブル] ページが表示されます。

6. ルーターが検出したデバイスで予約アドレス表に記されているデバイスを追加する
か、カスタムデバイスを追加します。

• ルーターが検出したデバイスで予約アドレス表に記されているデバイスを追加す
るには、そのデバイスに応じたラジオボタンを選択します。

[IPアドレス] 欄、[MACアドレス] 欄、および [デバイス名] 欄には、予約アドレ

ス表から情報が入力されます。
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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。

LAN IPアドレスの予約
LAN IPアドレスを予約します。



• カスタムデバイスを追加するには、次の手順に従います。

a. [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。

b. [MACアドレス] 欄に、PCまたはサーバーのMACアドレスを入力します。

c. [デバイス名] 欄に、PCまたはサーバーの説明を入力します。

7. [追加] ボタンをクリックします。

[LAN設定] ページが再度表示され、そのページの予約アドレス表にアドレスが入力
されます。

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を再起動することも、PCのIP設定にアクセスして強制的にDHCPを
リリースして更新することもできます。

予約IPアドレスの変更
予約アドレスを変更するには：
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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [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. 予約アドレスの隣にある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。
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[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。

[LAN設定] ページが再度表示されます。そのページの [予約アドレス] 表には変更
された設定が表示されます。

9. [適用] ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

予約IPアドレスの削除
予約アドレスを削除するには：
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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [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. 予約アドレスの隣にある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。

予約アドレス表からアドレスが削除されます。

7. [適用] ボタンをクリックします。

設定が保存されます。
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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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [詳細設定] > [VLAN/IPTV設定] を選択します。
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ポートグループまたはVLANタググループを
使用したプロバイダーのネットワークへの
ブリッジの設定
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）サービスまた
はファイアウォールの背後では機能しません。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の設定方法に関する
指示がある場合は、その指示に従ってください。

ポートグループを使用したプロバイダーのネットワークへ
のブリッジの設定
IPTVなど、ルーターのイーサネットLANポートやWiFiネットワークに接続されている一
部のデバイスでは、ISPがポートグループを使用して、ルーターのインターネットイン
ターフェースと、事実上、ISPのネットワークとのブリッジを設定することを要求する
場合があります。

ポートグループを持つブリッジは、デバイス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）サービスを介し
て処理されることを防ぎます。

IPTV固有の手順については、イントラネットポートをリースするためのIPTVポートの設
定（130ページ） を参照してください。

ポートグループを使用して、プロバイダーのネットワークへのブリッジを設定するには:



[VLAN/ブリッジ設定] ページが表示されます。

5. [VLAN/ブリッジグループを有効にする] チェックボックスを選択します。

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、[無線] のチェックボックスを選
択します。

• デバイスがルーターのLANポートに接続されている場合は、その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。

• デバイスがルーターのWiFiネットワークに接続されている場合は、そのWiFiネッ
トワークに対応する [無線] のチェックボックスを選択します。

注意: 少なくとも1つの [有線ポート] または [無線] のチェックボックスを選択す

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。

VLANタググループを使用したプロバイダーのネットワーク
へのブリッジの設定
IPTVなど、ルーターのイーサネットLANポートやWiFiネットワークに接続されている一
部のデバイスでは、ISPがVLANタググループを使用して、ルーターのインターネットイ
ンターフェースと、事実上、ISPのネットワークとのブリッジを設定することを要求す
る場合があります。

IPTV などのサービスに加入している場合、ルータはインターネットトラフィックと
IPTV トラフィックを区別するために VLAN タグを必要とする場合があります。VLANタ
ググループを持つブリッジは、デバイス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
理されることを防ぎます。

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。
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VLANタググループを使用して、プロバイダーのネットワークへのブリッジを設定するに
は:
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。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップ時に設定したパ

スワードを入力します。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [詳細設定] > [VLAN/IPTV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/ブリッジグループを有効にする] チェックボックスを選択します。

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。

[VLANルールの追加] ページが表示されます。

8. 次の設定を指定します。

• 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1つ入力します。

• 優先度: 0～7の値を1つ入力します。

• 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。

- デバイスがルーターのLANポートに接続されている場合は、そのポートに対応
するポートのチェックボックスを選択します。

- デバイスがルーターのWiFiネットワークに接続されている場合は、その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つの有線ポートまたはWiFi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。
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9. [追加] ボタンをクリックします。

[VLAN/IPTV設定] ページが再度表示されます。VLANタググループがそのページの表
に追加されます。

10. [適用] ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

イントラネットポートをリースするための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があります。指定されたLANポートまたはWiFiネットワーク名
はIPTVポートになり、NATを経由せずに直接WANにアクセスします。

IPTVサービスプロバイダーからイントラネットポートをリースするように、IPTVポート
を設定するには：
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。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップ時に設定したパ

スワードを入力します。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [詳細設定] > [VLAN/IPTV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/IPTVセットアップを有効にする] チェックボックスを選択します。

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。
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ページが展開されます。

7. IPTVの接続されているポートに応じて、[有線ポート] チェックボックスか [ワイヤ
レス] チェックボックスを選択します。

• デバイスがルーターのLANポートに接続されている場合は、そのポートに対応する
［有線ポート］のチェックボックスを選択します。

• IPTVがのWiFiネットワークに接続されている場合は、デバイスが接続されている
のWiFiネットワークに対応する [無線] のチェックボックスを選択します。

8. [適用] ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

カスタムの静的ルートの管理
通常、ネットワーク上で複数のルーターまたは複数のIPサブネットを使用しない限り、
スタティック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。

• 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。

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]フィールドでは、これらのアドレスのすべてのトラフィッ

クが192.168.1.100のISDNルーターに転送されるように指定します。

• [プライベート] チェックボックスは、RIPが有効になっている場合のセキュリティ対

策としてのみ選択します。
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静的ルートの設定
静的ルートを設定するには:
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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [詳細設定] > [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] 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のみにアクセスを制限するには、[プライベート] チェックボックスを選択しま

す。

[プライベート] チェックボックスが選択されている場合、この静的ルートはRIPで報

告されません。

8. このルートを有効にするには [アクティブ] にチェックを入れます。

9. [ターゲットIPアドレス] に、宛先のIPアドレスを入力します。

10. [サブネットマスク] に、宛先のIPサブネットマスクを入力します。

宛先がシングルホストの場合、「255.255.255.255」 と入力します。

11. [ゲートウェイIPアドレス] に、ネクストホップIPアドレスを入力します。このアド

レスは、ルーターのLANと同じネットワークにある必要があります。

12. [メトリック] に1～15の数字を入力します。

この値は、現在のネットワークと宛先までの距離を表します。通常、2または3の設
定で動作します。
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13. [適用] ボタンをクリックします。

静的ルートが追加されます。

静的ルートの変更
静的ルートを変更するには：
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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [詳細設定] > [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。

[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。

静的ルートの削除
静的ルートを削除するには：
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。
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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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [詳細設定] > [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。

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、インスタントメッセージングなどのリア
ルタイムコミュニケーション、リモートアシスタンスといったアプリケーションを使用
する場合は、UPnPを有効のままにしてください。

UPnPを管理するには：
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。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップ時に設定したパ

スワードを入力します。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [詳細設定] > [UPnP] を選択します。

[UPnP] ページが表示されます。

5. UPnPが有効になっていない場合は、[UPnP起動] チェックボックスを選択します。
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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による自動デバイ

ス設定を無効にすることができます。[UPnP起動] チェックボックスの選択を解除す

ると、ルーターは他のデバイスに対し、ポート転送などのルーターリソースの自動
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
ブルにはどのタイプのポートが開いており、ポートが各IPアドレスに対しアクティ
ブであるかどうかも表示します。

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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8
ルーターのWiFi設定の管理

ルーターにはWiFi機能が備わっており、設定をカスタマイズすることができます。

この章には次の内容が含まれます。

• WiFiの基本的な設定

• WiFiのパスワードまたはセキュリティレベルの変更

• ダウンロードとアップロードの速度に合わせてWiFiモードを変更する

• ゲストWiFiネットワークの設定

• WiFi接続でのWPSウィザードの使用

• WiFiバンドの管理
WiFiスケジュールの設定

• AX WiFiを有効または無効にする

• OFDMAを有効または無効にする

• Smart Connectのオン/オフの切り替え

• インプリシットビームフォーミングの管理

• MU-MIMOを有効または無効にする

• 送信出力制御の変更

• ブリッジモードを有効にする

• ルーターをWiFiアクセスポイントとして使用する
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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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [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。

2.4GHz帯と5GHz帯の設定を指定できます。

5. [地域] ドロップダウンリストに地域が表示されます。

この項目は変更できません。
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WiFiの基本的な設定
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: セキュリティを高めるため、デフォルトのSSIDとパスワードは、機器ごとに一意
です。

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などのWiFiセキュリティ設定を変更したときに、PCがWiFiで接続されていても、[適
用]ボタンをクリックすると切断されてしまいます。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。

2.4GHz/5GHzを個別に設定できます。ただし、Smart Connectを有効にした場合は、2.4GHz
と5GHzで同じWiFiネットワーク名（SSID）とネットワークキー（パスワード）を使用す
る必要があります。

WiFiの基本的な設定をするには:



6. 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の範囲を向上させるために、 [Axを有効にする]チェックボックスを選択した

ままにします。

デフォルトでは、 AX WiFiは有効です。AX WiFiの詳細については、AX WiFiを有効
または無効にする（149ページ） を参照してください。

注意: また、AX WiFiが有効の場合は、バンドごとにOFDMA（Orthogonal

Frequency-Division Multiple-Access）を有効にすることができます。デフォルト
では、OFDMAは無効です。詳細については、OFDMAを有効または無効にする（150ペー
ジ） を参照してください。

7. ルーターがデバイスに最適なWiFiバンド（2.4GHzまたは5GHz）を自動的に選択する

には、[Smart Connectを有効にする]チェックボックスを選択します。

デフォルトでは、[Smart Connectを有効にする]は無効です。[Smart Connectを有効
にする] チェックボックスをオンにすると、5GHz帯のネットワーク名（SSID）とセ

キュリティオプションが、2.4GHz帯で使用されているものと同じものに設定されま
す。つまり、WiFiでルーターに接続すると、両方のバンドに接続するSSIDが1つだけ
表示されます。

注意: Smart Connectが有効で、2.4GHzと5GHzのSSIDとパスワードが一致しない場合、

2.4GHzの設定が5GHzの設定を上書きします。

SSIDとセキュリティ設定をWiFiバンドごとに指定するには、[Smart Connectを有効
にする] チェックボックスの選択を解除します。

8. 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が選択されている場合、ルーターはそのSSIDをブロードキャ
ストします。PCやモバイルデバイスでWiFiネットワークをスキャンしたときにSSID
が表示されるようになります。

9. 20/40MHzの共存を設定するには、[20/40MHzの共存を有効にする] チェックボックス

を選択します。

デフォルトでは、20/40MHzの共存が有効になっており、WiFiネットワーク間の干渉
を防ぐことができます。お使いの環境に他のWiFiネットワークが存在しない場合は、

[20/40MHzの共存を有効にする]チェックボックスをオフにすることで、WiFiの速度

をサポートされている最大の速度まで上げることができます。

10.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)] に入力します。
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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。

11. WiFiチャンネルを変更するには、番号を [チャンネル] ドロップダウンリストで選択

します。

一部の地域では、利用できないチャンネルがあります。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、チャンネルを変更しないで
ください。干渉が発生する場合は、別のチャン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ンネルを使用することを推奨します。隣接するアクセスポイン
ト間の推奨チャンネル間隔は4チャンネルです（例えば、2.4GHzであれば、チャンネ
ル1と5、または6と10を使用します）。

注意: [モード] メニューのオプションについては、ダウンロードとアップロードの速

度に合わせてWiFiモードを変更する（141ページ） を参照してください。デフォルト
では、最速のモードが選択されています。

注意: [送信出力制御] メニューのオプションについては、送信出力制御の変更（153

ページ） を参照してください。

注意: [セキュリティオプション] のWiFiセキュリティ設定については、WiFiのパス

ワードまたはセキュリティレベルの変更（140ページ） を参照してください。

12. [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。

13.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。

WiFi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WiFi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
部のモバイルデバイスは、WiFiセキュリティのないオープンネットワークが検出
されると自動的に接続します。

• ご利用のWiFi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、WiFi子機の接続情報を更新し、現在のWiFiネットワー
クの設定と一致させます。
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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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [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. [ワイヤレスネットワーク (2.4GHz b/g/n/ax)] セクションまたは [ワイヤレスネッ
トワーク (5GHz a/n/ac/ax)] セクションの [セキュリティオプション] から選択し
ます。

• なし: このオプションを使用すると、ゲストネットワークは WiFi セキュリティ

を提供しません。

注意: このオプションは使用しないことをお勧めします。WiFiネットワークが保

護されていることをご確認ください。

WPA2-PSK [AES]: これがデフォルトのオプションです。このオプションでは、

WPA2をサポートするデバイスが接続できます。WPA3をサポートするデバイスのセ
キュリティは、WPA2がサポートするセキュリティに限定されます。

• WPA-PSK [TKIP] +WPA2-PSK [AES]: このオプションは、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にのみ使用してください。
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WiFiのパスワードまたはセキュリティレベル
の変更
WiFiのパスワードは、ルーターの管理者ページのログイン時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、あらかじめWiFiパスワードが設定されています。デフォルトのセキュリ
ティ設定は、いつでも変更することができます。セキュリティ設定は無効にしないこと
をお勧めします。

WiFiのセキュリティレベルを変更するには:



このモードでは、2.4GHz WiFiの速度が最大54Mbpsに制限されています。ルーター
はもっと高速な通信が可能です。

• WPA3-Personal: ネットワーク内のすべての子機がWPA3をサポートする場合は、

この最新規格を使用して、最強のセキュリティを実現します。

[パスワード（ネットワークキー）] が表示されます。

6. [パスワード（ネットワークキー）] に、パスワードを入力します。

WPA2-PSK [AES] または、WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES] のパスワードは、8～
63文字です。

WPA3-Personal のパスワードは、8～127文字です。

7. 新しいパスワードをメモしておき、将来参照できるように安全な場所に保管します。

8. [適用] ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

9. 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:

• ご利用のWiFi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
部のモバイルデバイスは、WiFiセキュリティのないオープンネットワークが検出
されると自動的に接続します。

• ご利用のWiFi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、WiFi子機の接続情報を更新し、現在のWiFiネットワー
クの設定と一致させます。

ダウンロードとアップロードの速度に合わ
せてWiFiモードを変更する
高速送信のデータ転送速度は通常、メガビット/秒 (Mbps) で示されます。

AX WiFiモードがデフォルトでは有効になっています。詳細については、AX WiFiを有効
または無効にする（149ページ） を参照してください。

AX WiFiが有効の場合に速度設定を変更する
AX WiFiを有効にした場合（デフォルトでは有効）、このルーターは2.4GHzのWiFiバン
ドで最大600Mbps、5GHzのWiFiバンドで最大4,800Mbpsで動作します。またそれより遅い
設定を選択することができます。
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AXWiFiが有効の場合に速度設定を変更するには:
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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [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. [ワイヤレスネットワーク (2.4GHz b/g/n/ax)] セクションで、[モード] メニューか

ら速度を選択します。

• 最大600Mbps: このモードでは、802.11ax、802.11n、802.11g、および802.11b

デバイスをネットワークに参加させることができ、802.11axデバイスは最大600Mbps
で機能することができます。このモードがデフォルトです。

• 最大289Mbps: このモードは、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、802.11ax、802.11n、802.11g、および802.11bデバイスが
ネットワークに参加できますが、802.11axおよび802.11nデバイスの機能は最大
289Mbpsに制限されます。

• 最大54Mbps: このモードでは、802.11ax、802.11n、802.11g、および802.11bデ

バイスがネットワークに参加できますが、802.11axおよび802.11nデバイスの機
能は最大54Mbpsに制限されています。

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

ら選択します。

• 最大4800Mbps: このモードでは、802.11ax、802.11ac、802.11n、および802.11a

デバイスがネットワークの5GHz帯で選択したWiFiネットワークに参加し、802.11ax
デバイスが最大4800Mbpsで機能することができます。このモードがデフォルトで
す。

• 最大2400Mbps: このモードでは、802.11ax、802.11ac、802.11n、および802.11a

デバイスが、ネットワークの5GHz帯で選択したWiFiネットワークに参加できます
が、802.11axデバイスの機能は最大2400Mbpsに制限されます。
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• 最大1200Mbps: このモードは、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、802.11ax、802.11ac、802.11n、および802.11aデバイスが
ネットワークの5GHz帯で選択したWiFiネットワークに参加できますが、802.11ax
および802.11acデバイスの機能は最大1200Mbpsに制限されます。

• 最大600Mbps: このモードでは、802.11ax、802.11ac、802.11n、および802.11a

デバイスが、ネットワークの5GHz帯で選択したWiFiネットワークに参加できます
が、802.11axおよび802.11acデバイスの機能は最大600Mbpsに制限されます。

7. [適用] ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

AX WiFiが無効の場合に速度を変更する
AX WiFiを無効にした場合、2.4GHzのWiFi帯域は11n、5GHzのWiFi帯域は11acで動作しま
す。

AXWiFiが無効の場合に速度を変更するには:
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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [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. [ワイヤレスネットワーク (2.4GHz b/g/n/ax)] セクションで、[モード] メニューか

ら選択します。

• 最大400Mbps: このモードでは、802.11ax、802.11n、802.11g、および802.11b

デバイスをネットワークに参加させることができ、802.11axデバイスは最大400Mbps
で機能することができます。このモードがデフォルトです。

• 最大173Mbps: このモードは、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、802.11ax、802.11n、802.11g、および802.11bデバイスが
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ネットワークに参加できますが、802.11axおよび802.11nデバイスの機能は最大
173Mbpsに制限されています。

• 最大54Mbps: このモードでは、802.11ax、802.11n、802.11g、および802.11bデ

バイスがネットワークに参加できますが、802.11axおよび802.11nデバイスの機
能は最大54Mbpsに制限されています。

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

ら選択します。

• 最大4330Mbps: このモードでは、802.11ax、802.11ac、802.11n、および802.11a

デバイスがネットワークの5GHz帯で選択したWiFiネットワークに参加し、802.11ax
デバイスが最大4330Mbpsで機能することができます。このモードがデフォルトで
す。

• 最大2165Mbps: このモードでは、802.11ax、802.11ac、802.11n、および802.11a
デバイスが、ネットワークの5GHz帯で選択したWiFiネットワークに参加できます
が、802.11axデバイスの機能は最大2165Mbpsに制限されます。

• 最大1000Mbps: このモードは、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、802.11ax、802.11ac、802.11n、および802.11aデバイス
が、ネットワークの5GHz帯で選択したWiFiネットワークに参加できますが、
802.11axおよび802.11acデバイスの機能は最大1000Mbpsに制限されます。

• 最大433Mbps: このモードでは、802.11ax、802.11ac、802.11n、および802.11a

デバイスが、ネットワークの5GHz帯で選択したWiFiネットワークに参加できます
が、802.11axおよび802.11acデバイスの機能は最大433Mbpsに制限されます。

7. [適用] ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

ゲストWiFiネットワークの設定
ゲストネットワークは、ゲスト専用のWiFiネットワークを設定して、インターネットア
クセスを提供します。ゲストネットワークは、2.4GHz/5GHz WiFiで追加できます。

デフォルトでは、ゲストネットワークは無効です。

ゲストネットワークを設定するには:
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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [設定] > [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.

6. [SSIDブロードキャストを有効にする] チェックボックスは選択したままにします。

ルーターがネットワーク名（SSID）をブロードキャストできるようにすると、ネッ
トワークを見つけて接続するのが容易になります。このチェックボックスのチェッ
クを外した場合は、ネットワーク名 (SSID) が非表示になります。

7. ゲストネットワークに接続しているモバイルデバイス同士のアクセスを許可、また

メインWiFiネットワークにアクセスできるようにする場合は、[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] チェックボックスを選択し

ます。

セキュリティを高めるため、デフォルトで、ゲストWiFiネットワークに接続してい
るモバイルデバイスは、相互に検出することも、メインWiFiネットワークに接続し
ているモバイルデバイスや有線デバイスにアクセスすることもできません。

8. デフォルトのゲストネットワーク名をそのまま使用するか、カスタム名を入力しま
す。

デフォルトのゲストWiFiネットワーク名 (SSID) は次のとおりです。

• [NETGEAR-Guest] は、2.4GHz ゲストWiFi用です。

• [NETGEAR-5G-Guest] は、5GHz ゲストWiFi用です。

ゲストネットワーク名は、大文字と小文字を区別し、最大32文字使用できます。ネッ
トワーク内のWiFi子機が、メインのSSIDに加えてゲストネットワーク名を使用する
ように設定できます。

9. ワイヤレスネットワーク（2.4GHz b/g/n/ax）」-「プロファイル」セクション、ま
たは「ワイヤレスネットワーク（5GHz a/n/ac/ax）」-「プロファイル」セクション
で、「セキュリティオプション」を選択します。

• なし: （デフォルトで有効です）このオプションを使用すると、ゲストネット

ワークは WiFi セキュリティを提供しません。
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• WPA2-PSK [AES]: ネットワークにWPA2をサポートするデバイスが含まれている

場合、このオプションを使用します。WPA3にサポートするデバイスも接続できま
すが、そのセキュリティはWPA2がサポートするセキュリティに限定されます。

• WPA-PSK [TKIP] +WPA2-PSK [AES]: このオプションは、ゲストネットワークに

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にのみ使用します。
このモードでは、2.4GHz ゲストWiFiの速度が最大54Mbpsに制限されます。ルー
ターはもっと高速な通信が可能です。

• WPA3-Personal: ゲストネットワーク内のすべてのデバイスがWPA3をサポートす

る場合は、この最新規格を使用し、最強のセキュリティを実現します。

[パスワード（ネットワークキー）] が表示されます。

10. [パスワード（ネットワークキー）] に、パスワードを入力します。

WPA2-PSK [AES] または、WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES] のパスワードは、8～
63文字です。

WPA3-Personal のパスワードは、8～127文字です。

11.ゲストネットワークを有効にするには、[ゲストネットワークを有効にする] チェッ

クボックスを選択します。

このチェックボックスを選択しない場合、ゲストネットワーク設定は [適用] ボタン

をクリックした後に保存されますが、ゲストネットワークは無効のままです。

12. [適用] ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

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パスワードを入力しなくても、WPS (Wi-Fi 
Protected Setup) 対応のデバイスをネットワークに追加できます。

WPSウィザードを使用するには：
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。
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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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [設定] > [WPSウィザード] を選択します。

[WPSクライアントを追加] ページが表示されます。ページにWPSが示されます。

5. [Next (次へ)]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. 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: ページの表示が再度変更されます。クライアントセキュリティPINを入力し

て、[次へ] ボタンをクリックします。

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。

WiFiバンドの管理
ルーターは、2.4GHzと5GHzのWiFiをサポートします。デフォルトではこれらのWiFiが有
効で、WiFiに接続してルーターにアクセスできます。また、WiFiが無効の場合でも、LAN
ケーブルを使ってルーターにアクセスすることができます。

ルーターのWiFiのオン/オフを切り替えるには、ルーター本体のWiFiボタンを押すか、
または管理者ページにログインしてWiFiを有効または無効にします。

WiFiオン/オフボタンの使用
WiFiオン/オフを切り替えるには：

ルーター本体のWiFiボタンを約2秒押します。

WiFi機能をオフにすると、WiFi LEDとWPS LEDが消灯します。
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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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [詳細設定] > [ワイヤレス設定] を選択します。

ワイヤレス設定のページが表示されます。

5. 2.4GHzと5GHzのセクションで、[ワイヤレスルーターの無線を有効にする] チェック

ボックスを選択または選択解除します。

これらのチェックボックスの選択を解除すると、2.4GHz/5GHz両方のWiFi機能がオフ
になります。

6. [適用] ボタンをクリックします。

注意: WiFiをオフにすると、WiFi LEDとWPS LEDが消灯します。WiFiをオンにすると、

WiFi LEDとWPS LEDが点灯します。

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。
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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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [詳細設定] > [高度な無線] を選択します。

高度なワイヤレス設定の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. [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、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。

高度なワイヤレス設定のページが表示されます。

8. スケジュールを有効にするには、[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。

AX WiFiを有効または無効にする
AX WiFiは、異なるデバイスからのWiFiトラフィックを同時に処理することで、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、WiFi範囲を向上
させます。これを実現するために、AX WiFiは4×4 MU-MIMOとインテリジェントスケ
ジューリングを使用し、直交周波数分割多重アクセス（OFDMA）をサポートします。

AX WiFiはデフォルトで有効になっています。

AXWiFiを有効または無効にするには:
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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [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. [AXを有効化] チェックボックスを選択または選択解除します。

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。

OFDMAを有効または無効にする
AX WiFiが有効な場合（デフォルトでは有効）、無線バンドごとにOFDMA（Orthogonal
Frequency-Division Multiple-Access）を有効にすることができます。デフォルトで
は、AX WiFiが有効であっても、OFDMAは無効です。

OFDMAでは、データ伝送信号をより小さな信号に分割して伝送することができます。ルー
ターは、この小さな信号をネットワーク内の個々のデバイスに直接送信します。複数の
デバイスが同じ送信ウィンドウでサービスを受けることができるため、ルーターはパ
ケットごとに媒体アクセスを待つ必要がありません。この通信方式により、ネットワー
クの速度と効率が向上します。

OFDMAについて次の点に注意してください:

• ネットワークに多くのIoT（Internet of Things）デバイスが含まれる場合は、OFDMA
を有効にしてください。

• OFDMAの有効後、一部のデバイスが期待通りに動作しない場合は、OFDMAを無効にし
て、デバイスが問題なく動作するかどうかを確認してください。

• 古い機器が多いネットワークでは、OFDMAを無効にすることをお勧めします。

OFDMAを有効または無効にするには:
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。

ユーザーマニュアル150ルーターのWiFi設定の管理



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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [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. [2.4GHzのOFDMAを有効にする] の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、2.4GHzのWiFiでのOFDMAがオンになります。

6. [5GHzのOFDMAを有効にする] の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、5GHzのWiFiでのOFDMAがオンになります。

7. [適用] ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

Smart Connectのオン/オフの切り替え
Smart Connectはお使いのデバイスで最速のWiFiバンドを選択します。Smart Connectを
機能させるには、2.4GHzおよび5GHzバンドで同じWiFiネットワーク名 (SSID) とネット
ワークキー (パスワード) を使用する必要があります。つまり、ルーターにWiFiで接続
するときは、両方の帯域に接続するSSIDが1つだけ表示されます。

注意: Smart Connectを有効にして、2.4GHz帯と5GHz帯のSSIDとパスワードが一致しな
い場合は、2.4GHz帯の設定が5GHz帯の設定を上書きします。

Smart Connectのオン/オフを切り替えるには：

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。

ダッシュボードが表示されます。
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4. [設定] > [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. [Smart Connectを有効にする] チェックボックスを選択または選択解除します。

このチェックボックスを選択するとSmart Connectがオンになり、選択を解除すると
Smart Connect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。

インプリシットビームフォーミングの管理
インプリシットビームフォーミングは、ルーターがクライアントを積極的に追跡し、ク
ライアントに最も近いルーターアンテナに電力を供給します。エクスプリシットビーム
フォーミングは、クライアントがビームフォーミングに対応しているかどうかに関わら
ず動作します。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をサポート
するWiFi子機からの情報をルーターが利用して、WiFiの速度、信頼性、および範囲を向
上させる技術です。この機能はデフォルトで有効ですが、無効にすることもできます。

インプリシットビームフォーミングを無効にするには:
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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [詳細設定] > [高度な無線] を選択します。

高度なワイヤレス設定のページが表示されます。

5. ページの最下部までスクロールし、[Implicit BEAMFORMINGを有効にする] チェッ

クボックスの選択を解除します。

6. [適用] ボタンをクリックします。

設定が保存されます。
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WiFi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、再接続が
必要になる場合があります。

MU-MIMOを有効または無効にする
MU-MIMO（Multi User Multiple-Input, Multiple-Output）は、MU-MIMO対応の複数の
WiFi子機が同時にデータを転送する際のパフォーマンスを向上させます。WiFi子機側も
MU-MIMOをサポートする必要があり、5GHzのWiFiに接続する必要があります。この機能
はデフォルトでは無効ですが、有効にすることもできます。

MU-MIMOを有効または無効にするには:
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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [詳細設定] > [ワイヤレス設定] を選択します。

ワイヤレス設定のページが表示されます。

5. [MU-MIMO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。

6. [適用] ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

WiFi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、再接続が
必要になる場合があります。

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、お使い
のルーターで家全体をWiFiでカバーできます。家全体をWiFiでカバーする必要がなく、
ルーターの使用中の消費電力も節約したい場合は、ルーターの送信出力を下げることが
できます。
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送信出力制御を変更するには：
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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [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。

2.4 GHz帯と5 GHz帯の設定を指定できます。

5. [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。

6. [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。

7. [適用] ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

ブリッジモードを有効にする
ルーターをブリッジモードで使用すると、複数の有線デバイスが高速 WiFi経由でイン
ターネットに接続できます。ブリッジモードを動作させるには2台のWiFiルーターが必
要になります。1台はルーターとして、もう1台はブリッジとして設定します。

お使いのルーターをブリッジとして設置するメリットは次のとおりです。

• お使いのデバイスでギガビットワイヤレススピードを利用できます。

• ビデオやゲームなどのアプリケーションでギガビットワイヤレスを使用できます。

• NAS、スマートテレビ、ブルーレイプレーヤー、ゲーム機などの複数のデバイスを、
ギガビットのWiFiスピードで接続。

• デバイスごとに個別のWiFiアダプターを用意する必要がなくなります。
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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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [詳細設定] > [ワイヤレス設定] を選択します。

ワイヤレス設定のページが表示されます。

5. ページの一番下までスクロールし、 [他の操作モードを使用] チェックボックスをオ

ンにします。

6. [ブリッジモードを有効にする] ラジオボタンを選択します。

7. [ブリッジモードワイヤレス設定をセットアップする] ボタンをクリックします。

[ワイヤレス設定] ウィンドウが表示されます。

8. このルーターが接続するアクセスポイントの設定を入力します。

a. メニューからワイヤレスネットワークを選択します。

• ワイヤレスネットワーク (2.4Ghz b/g/n)

• ワイヤレスネットワーク (5Ghz a/ac)
802.11acまたは802.11axモードの場合は、5GHzを選択してください。

b. ［ネットワーク名（SSID）］に、WiFiのネットワーク名（SSID）を入力します。

c. ［セキュリティオプション］セクションで、ラジオボタンを選択します。

d. [パスワード(ネットワークキー)] フィールドが表示された場合は、 他のアクセス

ポイントのWiFiパスワードを入力します。
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例えば、1台目のルーターを、インターネット回線があるホームオフィスのような部屋
に設置します。そして、2台目のルーターをブリッジモードに設定し、ホームエンター
テイメントセンターがある部屋など、別の部屋に設置します。

イーサネットケーブルを使用して、ブリッジモードのルーターをスマートテレビ、DVR、
ゲーム機、その他のデバイスに接続します。

ブリッジモードを有効にするには:



9. [適用] ボタンをクリックします。

ウィンドウが閉じて、[ワイヤレス設定] ページに戻ります。

10. [適用] ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

ルーターをWiFiアクセスポイントとして使用
する
デフォルトでルーターは、ルーターモードで動作しています。ルーターをAPモードで機
能するように設定して、別のルーターと同じローカルネットワークで動作させることが
できます。ルーターがAPモードで機能する場合、そのルーター関連の機能の多くは無効
になります。

ルーターをAPモードで使用するには:
1. LANケーブルで、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LANポート

に接続します。

2. 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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

5. [設定] > [設定] > [ルーターモード] を選択します。

[ルーター/APモード] ページが表示されます。デフォルトでは、[ルーターモード]
ラジオボタンが選択されています。

6. [APモード] 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。

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

ク上の別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。

ユーザーマニュアル156ルーターのWiFi設定の管理



• 固定IPアドレスを使用(推奨しません): このルーターがAPモードで機能していると

きに使用する特定のIPアドレスを手動でそのルーターに割り当てる場合は、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:ネットワーク上の他のWiFiルーター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。他のルーター、アクセスポイント、
またはゲートウェイのWiFiをオフにし、ルーターをWiFiクライアントのアクセス用
のみ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から再起動し、「http://www.routerlogin.net」
と入力します。

ユーザーマニュアル157ルーターのWiFi設定の管理



9
ルーターの管理

この章では、 ルータの管理と保守のための設定について説明します。

デバイスおよびネットワークの監視とルーターシステム情報の表示については、ゲーム
サーバーとデバイス、ルーター、ネットワークの監視（77ページ） を参照してくださ
い。

本章には次の項目が含まれます。

• 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

• ルーター設定ファイルの管理

• ルーターを工場出荷時の設定に初期化する

• タイムゾーンの設定

• NTPサーバーの変更

• インターネットトラフィックの監視および測定

• ルーターアクティビティのログの表示と管理

• インターネットポート統計の表示

• インターネット接続ステータスの確認、および接続のリリースと更新

• Web管理者ページからのルーターの再起動

• ルーター通知の表示

• メディアサーバーを無効にする

• ルーターのLEDを消灯する

• Nighthawkアプリを使用してルーターにアクセスする
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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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [管理者] > [ファームウェア更新] を選択します。

[ファームウェア更新] 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
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。
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ファームウェアのアップデート
ルーターの管理者ページから新しいファームウェアが利用可能かチェックすることがで
きます。また手動で特定のファームウェアファイルをルーターにインストールすること
もできます。

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
デフォルトでルーターは新しいファームウェアが利用可能になると自動的にアップデー
トされるため、ルーターは常に最新の機能とセキュリティ修正に対応しています。（自
動アップデートは無効にすることもできますが、推奨されません）。

新しいファームウェアが使用可能になると、Web管理者ページの上部にメッセージが表
示されます。そのメッセージにクリックしてファームウェアを更新するか、新しい
ファームウェアが利用可能かどうかを確認して、ルーターを更新することができます。

注意:ファームウェアのアップデート時は、LANケーブルでPCをルーターに接続すること
をお勧めします。

新しいファームウェアを確認して、ルーターをアップデートするには:



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。

ルーターは、ファームウェアが更新されると自動的に再起動します。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。

7. 新しいファームウェアがインストールされたことを確認するには:

a. ログインウィンドウが自動的に開かない場合は、Webブラウザーに

「http://www.routerlogin.net」と入力してください。

b. 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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力

します。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。
ダッシュボードが表示されます。

c. [システム情報] を選択します。

開いたページには複数のペインが表示されます。
[システム情報] ペインにファームウェアバージョンが表示されます。

8. ルーターが将来のファームウェアバージョンに自動的にアップデートされないよう
にするには、次の手順を実行します。

a. [設定] > [管理者] > [ファームウェア更新] を選択します。

[ファームウェア更新] ページが表示されます。

b. ルーターファームウェアの自動アップデートセクションで 、無効 オプションボ

タンを選択します。

c. [適用] ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

ファームウェアの手動アップデート
特定のファームウェアバージョンをインストールする場合、またはルーターがファーム
ウェアを自動的にアップデートできない場合は、次の手順を参照してください。

注意:ファームウェアのアップデート時は、LANケーブルを使用してPCをルーターに接続
することをお勧めします。
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ファームウェアファイルをルーターに手動でアップデートするには:
1. ルーターのファームウェアをNETGEAR Download Centerからダウンロードして、デス

クトップに保存し、必要に応じて解凍します。

注意: ファームウェアファイルの拡張子は、「.img」です。

2. 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。

3. 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。

4. 「http://www.routerlogin.net」と入力します。

ログインウィンドウが開きます。

5. 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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

6. [設定] > [管理者] > [ファームウェア更新] を選択します。

[ファームウェア更新] ページが表示されます。

7. [参照] ボタンをクリックします。

8. PCで保存されているファームウェアファイルを見つけて選択します。

9. [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。

ルーターは、ファームウェアが更新されると自動的に再起動します。アップデート
プロセスは通常、約1分かかります。

10.新しいファームウェアがインストールされたことを確認するには:

a. ログインウィンドウが自動的に開かない場合は、Webブラウザーに

「http://www.routerlogin.net」と入力してください。

b. 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。
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ユーザー名は「admin」です。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力

します。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。
ダッシュボードが表示されます。

c. [システム情報] を選択します。

開いたページには複数のペインが表示されます。
[システム情報] ペインにファームウェアバージョンが表示されます。

管理者パスワードの変更
ルーターのセットアップ時に、管理者パスワードの変更が必要になります。このパス
ワードはいつでも変更することができます。このパスワードは、ワイヤレスアクセスに
使用するパスワードとは異なります。

注意: 必ずパスワードを安全なパスワードに変更してください。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。

管理者パスワードを変更するには:
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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [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] に現在のパスワードを入力します。

現在、管理者ページのログイン時に使用するパスワードです。

6. [新しいパスワード] と [新しいパスワードの再入力] 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。
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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
用されます。ルーター管理者のパスワードを変更した場合は、パスワードの復元を有効
にすることを推奨します。そうすれば、パスワードを忘れた場合でも復元することがで
きます。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するには:
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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [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
パスワードの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。
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管理者パスワードを復元するには：
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. [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。

ルーター設定ファイルの管理
ルーターの設定は、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
ルーターの設定をバックアップするには：
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。
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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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [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。

設定の復元
バックアップした設定を復元するには：
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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [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、ルーターは自動的に再起動します。

警告: 復元プロセスを中断しないでください。
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リ セットボタンの使用
ル ーターを工場出荷時の設定にリセットするには：
1. ルーターの背面でリセットボタンを見つけます。

2. まっすぐに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. リセットボタンを離します。

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: 再起動プロセスを中断しないでください。

再起動プロセスが完了したら、ユーザー名は「admin」、パスワードは「password」、
LAN IPアドレスは「192.168.1.1」になります。DHCPが有効になります。

設定の初期化
現在の設定を消去し、工場出荷時の状態にリセットすることができます。ルーターを別
の場所に移動して使用する場合などに、初期化をお勧めします。
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ルーターを工場出荷時の設定に初期化する
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。

ルータを工場出荷時の設定に戻すには、ルーターの背面にあるリセットボタンを押す
か、またはWeb管理画面から操作します。 in the router web interface.

ルーターの初期が後は、管理者ユーザー名は「admin」、パスワードは「password」、 
LANのIPアドレスは「192.168.1.1」になり、DHCPサーバーが有効で動作します。

ヒント: ルーターがAPモードで、割り当てられているIPアドレスがわからない場合は、 
IPスキャナーアプリケーションをお試しください。(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、ルーターを初期化
する必要はありません。



設定を初期化するには:
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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [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。

工場出荷時の状態にリセットされ、ルーターが再起動します。

警告: 再起動プロセスを中断しないでください。

再起動プロセスが完了したら、再度セットアップウィザードから、管理者パスワー
ドを設定します。LAN IPアドレスは「192.168.1.1」になります。DHCPサーバー機能
が有効になります。

タイムゾーンの設定
タイムゾーンを設定するには:
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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [管理者] > [NTP設定]を選択します。
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[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。

NTPサーバーの変更
デフォルトでは、ルーターはNETGEARのNTPサーバーを使用して時刻を同期します。NTP
サーバーを優先するNTPサーバーに変更できます。

NTPサーバーの変更するには:
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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [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. [NTPサーバーを自分で設定する] ラジオボタンを選択します。

6. [プライマリNTPサーバー] にNTPサーバーのドメイン名または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。
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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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [モニタリング] > [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。

デフォルトでは、トラフィックの上限は指定されておらず、トラフィック容量は制
御されません。

6. [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
カウンターを設定します。

7. 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。

8. [適用] ボタンをクリックします。

設定が保存され、ルーターが再起動します。
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インターネットトラフィックの監視および
測定
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、トラフィックの量を制御したり、毎月の量
を制御したり、またはトラフィック使用状況のライブアップデートを取得することもで
きます。

トラフィック容量の制限を使用しないトラフィックメー
ターの開始
上限を設定せずにトラフィックの容量を監視できます。

トラフィックの容量制限を設定せずにトラフィックメーターを開始または再開するには：



[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。詳細については、「インターネットトラフィックの容量および統計の表
示（172ページ）」を参照してください。

容量によるインターネットトラフィックの制限
容量 (MB単位) でトラフィックを記録し制限できます。これはプロバイダーが容量でト
ラフィックを測定するときに役立ちます。

容量でインターネットトラフィックを記録し制限するには：
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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [モニタリング] > [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. [トラフィック容量の制御] ラジオボタンを選択します。

7. 対応するメニューから、オプションを選択します。

• 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。

8. [月次制限] 欄に、月あたりの許可されるMB数を入力します。

9. 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。

10. [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
カウンターを設定します。

11. [警告メッセージを表示] 欄に、月次上限に達する前にルーターが警告メッセージを

発行するタイミングを指定した値を分単位で入力します。
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この設定はオプションです。残り時間が入力した分数を下回ると、ルーターは警告
を発行します。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。

12.上限に達したときに行うアクションとして、以下のいずれかを選択します。

• インターネットLEDが白/オレンジに点灯します: この設定はオプションです。ト

ラフィックの上限に達すると、インターネットLEDは白とオレンジを切り替えなが
ら点滅します。

• インターネット接続を切断し、無効にする: この設定はオプションです。トラ

フィックの上限に達すると、インターネット接続が切断され無効になります。

13. [適用] ボタンをクリックします。

設定が保存され、ルーターが再起動します。

[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。詳細については、「インターネットトラフィックの容量および統計の表
示（172ページ）」を参照してください。

接続時間によるインターネットトラフィックの制限
接続時間でトラフィックを記録し制限できます。これはプロバイダーが接続時間を測定
するときに役立ちます。

接続時間でインターネットトラフィックを記録し制限するには：
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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [モニタリング] > [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. [接続時間制御] ラジオボタンを選択します。
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注意: [接続時間制御] ラジオボタンを選択するには、ルーターがインターネットに接

続している必要があります。

7. [月次制限] 欄に、月あたりの許可される時間数を入力します。

注意: [月次制限] 欄に情報を入力するには、ルーターがインターネットに接続してい

る必要があります。

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
カウンターを設定します。

9. [警告メッセージを表示] 欄に、月次上限に達する前にルーターが警告メッセージを

発行するタイミングを指定した値を分単位で入力します。

この設定はオプションです。残り時間が入力した分数を下回ると、ルーターは警告
を発行します。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。

10.上限に達したときに行うアクションとして、以下のいずれかを選択します。

• インターネットLEDが白/オレンジに点灯します: この設定はオプションです。ト

ラフィックの上限に達すると、インターネットLEDは白とオレンジを切り替えなが
ら点滅します。

• インターネット接続を切断し、無効にする: この設定はオプションです。トラ

フィックの上限に達すると、インターネット接続が切断され無効になります。

11. [適用] ボタンをクリックします。

設定が保存され、ルーターが再起動します。

[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。詳細については、「インターネットトラフィックの容量および統計の表
示（172ページ）」を参照してください。

インターネットトラフィックの容量および統計の表示
トラフィックメーターを有効にした場合 (トラフィック容量の制限を使用しないトラ
フィックメーターの開始（169ページ）を参照)、インターネットトラフィックの容量と
統計を表示できます。

インターネットトラフィックの容量と統計をトラフィックメーターで表示するには：
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。
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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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [モニタリング] > [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. [インターネットトラフィック統計] セクションまで下へスクロールします。

[インターネットトラフィック統計] セクションには、トラフィックカウンターが開
始した日時と、トラフィックバランスの状況が表示されます。表には、接続時間と
MB単位のトラフィック容量に関する情報が表示されます。

6. ページの情報を更新するには、[更新] ボタンをクリックします。

ページの情報が更新されます。

7. データトラフィックに関する詳細情報を表示したり、サンプ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。

[トラフィックステータス] ポップアップウィンドウが表示されます。

トラフィックの上限に達した後のトラフィックメーターの
ブロック解除
トラフィックの上限に達した後でインターネット接続を切断し無効にするようにトラ
フィックメーターを設定した場合、トラフィックメーターをブロック解除するまでイン
ターネットにアクセスできません。

注意: プロバイダーがトラフィックの上限を設定している場合は、超過したトラフィッ
クに対して課金されることがあります。

トラフィックメーターをブロック解除するには：
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。
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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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [モニタリング] > [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. [トラフィック制御] セクションで、[インターネット接続を切断し、無効にする]
チェックボックスの選択を解除します。

6. [適用] ボタンをクリックします。

設定が保存され、ルーターが再起動します。

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するには：
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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [モニタリング] > [ログ] の順に選択します。

[ログ] ページが表示され、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。
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• 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。

注意:ログを消去する前に、ログをメールで送信することをお勧めします（次の手順

を参照）。

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。

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、「セキュリティイベントとログメッセージに関するメール通知の設定（113
ページ）」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。

インターネットポート統計の表示
インターネットポート統計を表示するには：
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。

ダッシュボードが表示されます。
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4. [設定] > [モニタリング] > [統計] を選択します。

開いたページには、次の統計情報を示した表が表示されます。

• 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: WAN (インターネット) ポート、LAN (イーサネット) ポート、WLAN 

(ネットワーク) の統計情報です。各ポートについて、画面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: リセットまたは手動でのクリア後に、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: リセットまたは手動でのクリア後に、このポートで受信さ

れたパケットの数です。

- コリジョン: リセットまたは手動でのクリア後に、このポートで発生したコ

リジョンの数です。

- 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。

5. サンプリングの周期を変更するには、[サンプリング間隔]欄に時間を秒単位で入力

し、[間隔の設定]ボタンをクリックします。

6. 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。
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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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [モニタリング] > [接続ステータス] をクリックします。

[接続ステータス] ページが表示されます。ページに表示される情報は、WAN接続の
種類によって異なります。プロバイダーから動的にIPアドレスを取得する一般的な
接続の場合は、次の情報が表示されます。

• IPアドレス: ルーターのWANポートに割り当てられているIPアドレスです。

注意: 「0.0.0.0」と表示されている場合は、WANポートはIPアドレスを取得して

いません。

• 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: プロバイダーのDHCPサーバーからIPアドレスが取得された日付と時

刻です。

• リース期限: IPアドレスのリースが期限切れになる日付と時刻です。
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インターネット接続ステータスの確認、お
よび接続のリリースと更新
ルーターがインターネットに接続されている場合にステータスを確認するには:



5. IPアドレスをリリースするには (0にリセットされます)、[リリース] ボタンをクリッ

クします。

6. IPアドレスのリースを更新するには、[更新] ボタンをクリックします。

多くの場合、プロバイダーのDHCPサーバーは、常に同じIPアドレスをに割り当てま
すが、稀に異なるIPアドレスをに割り当てることもあります。

Web管理者ページからのルーターの再起動
Web管理者ページからリモートでルーターを再起動できます。

ルーターを再起動するには:
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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [管理者] > [再起動] を選択します。

[再起動] ページが表示されます。

5. [再起動] ボタンをクリックします。

ルーターが再起動します。

ルーター通知の表示
ルーターは通知を生成できます。

ルーター通知を表示するには：
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。

ダッシュボードが表示されます。

4. 左上のベルの形のアイコンをクリックします。

[通知] ペインが表示されます。

5. ペインを閉じるには、[X] をクリックします。

メディアサーバーを無効にする
デフォルトでは、ルーターはDLNAメディアサーバーとして機能し、Xbox360、
PlayStation、NETGEARメディアプレーヤーなどのDLNA/UPnP AV対応メディアプレーヤー
で映画や写真を見ることができます。

ネットワーク上の別のデバイスがすでにメディアサーバーとして機能している場合など
は、メディアサーバーを無効にすることができます。

注意:メディアサーバー名の変更については、ルーター名の変更（119ページ） を参照し
てください。

メディアサーバーを無効するには:
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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [USB機能] > [メディアサーバー] を選択します。

[メディアサーバー (設定)] ページが表示されます。

5. [DLNAメディアサーバーを有効にする] チェックボックスをオフにします。

6. [適用] ボタンをクリックします。
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設定が保存されます。

ルーターのLEDを消灯する
ルーター前面のLEDは、アクティビティと動作を示します。電源 LED 以外の LED は、
オフにすることができます。

LEDをオフにするには:
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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [詳細設定] > [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を除くすべてのLEDをオフにするには、[電源LED以外のすべてのLEDをオフに
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。

Nighthawkアプリを使用してルーターにアク
セスする
Nighthawkアプリを使用すると、ルーターにリモートからアクセスすることができます。
Nighthawkアプリでリモートアクセスするには、事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については、ファームウェアのアッ
プデート（159ページ） を参照してください。
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お使いのモバイルデバイスで最新のアプリをダウンロードするには、
https://www.jp.netgear.com/home/apps-services/nighthawk-app/ にアクセスします。
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10
ルーターに接続されたUSBストレー
ジドライブの共有

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)。

注意:ルーターのUSBポートは、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
ジデバイスを接続するためだけに使用できます。PC、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。

本章には次の項目が含まれます。

• USBドライブの要件

• ルーターに接続済みのストレージドライブへのアクセス

• ルーターに接続されたストレージドライブへのWindows PCからのアクセス

• WindowsネットワークドライブへのUSBドライブの割り当て

• ルーターに接続されたストレージドライブへのMacからのアクセス

• USBストレージドライブへのアクセスの管理

• ネットワーク内でFTPを使用する

• USBストレージドライブのネットワークフォルダーの管理

• USBストレージドライブの安全な取り外し

ReadySHAREの機能の詳細については、
http://www.netgear.jp/solutions/homesolutions/readyshare/を参照してください。
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• FAT16

• FAT32

• NTFS

• NTFS (圧縮形式が有効)

• Ext2

• Ext3

• Ext4

• HFS

• HFS+

ルーターに接続済みのストレージドライブ
へのアクセス
ネットワーク上のPCやWiFi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。

ルーターに接続されたストレージドライブ
へのWindows PCからのアクセス
Windows PCからUSBストレージドライブにアクセスするには：
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。
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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。対応USBデバイス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。

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にドライバーをロードする必要があります。このようなUSB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。
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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。

WindowsネットワークドライブへのUSBドラ
イブの割り当て
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るには：
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。

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. [Finish (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。
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9. 別のユーザーとしてUSBストレージドライブに接続するには、[別の資格情報を使用し
て接続する]チェックボックスを選択し、[完了]ボタンをクリックして、以下の操作

を実行します。

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。

ルーターに接続されたストレージドライブ
へのMacからのアクセス
ネットワーク上のWiFi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するには：
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] ウィンドウが表示されます。

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。

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。

USBストレージドライブへのアクセスの管理
ルーターに接続されているUSBストレージデバイスへのアクセス方法を管理できます。
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USBストレージデバイスのアクセスを管理するには:
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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [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. USBドライブが所属するワークグループの名前を指定するには、[ワークグループ] に
名前を入力します。

デフォルトの名前はWorkgroupです。この名前は、Microsoft WindowsなどのNetBIOS
をサポートするOSのみで使用されます。ドメインではなくWindowsワークグループを
使用している場合は、ここにワークグループ名が表示されます。

このルーターでは次のアクセス方法をサポートしています。

• NetworkNeighborhood/MacShare: デフォルトでアクセスは有効になっており、

パスワードは不要です。ネットワーク内のUSBストレージドライブにアクセスす

るには、「\\readyshare」と入力します。

• HTTP: デフォルトでアクセスは有効になっており、パスワードは不要です。ネッ

トワーク内のUSBストレージドライブにアクセスするには、

「http://readyshare.routerlogin.net/shares」と入力します。[リンク] 列に表示

されているリンクをクリックすることもできます。
固定ポート番号は80です。

• HTTPS (インターネット経由): デフォルトでアクセスは無効になっています。こ

の機能を有効にする場合は、デフォルトでパスワードが必要です。インターネッ

トからリモートでUSBストレージドライブにアクセスするには、「https://<パブ
リックIPアドレス>/shares」と入力します。 <パブリックIPアドレス> は、ルー

ターのWANのIPアドレスです (たとえば、1.1.10.102)。[リンク] 列に表示され
ているリンクをクリックすることもできます。
この機能では、ファイルのアップロードのみがサポートされます。デフォルトの
ポート番号は443です。この値は変更することができます。
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• FTP: デフォルトでアクセスは無効になっています。この機能を有効にする場合

は、デフォルトでパスワードは不要です。ネットワーク内のUSBストレージドラ
イブにアクセスし、ファイルをダウンロードまたはアップロードするには、

「ftp://readyshare.routerlogin.net/shares」と入力します。[リンク] 列に表示

されているリンクをクリックすることもできます。
固定ポート番号は21です。

• FTP (インターネット経由): デフォルトでアクセスは無効になっています。この

機能を有効にする場合は、デフォルトでパスワードが必要です。インターネット

からリモートでUSBストレージドライブにアクセスするには、「ftp://<パブリッ
クIPアドレス>/shares」と入力します。<パブリックIPアドレス> は、ルーター

のWANのIPアドレスです (たとえば、1.1.10.102)。[リンク] 列に表示されてい
るリンクをクリックすることもできます。
デフォルトのポート番号は21です。この値は変更することができます。
ダイナミックDNSを設定する場合は (ダイナミックDNSを使用したインターネット
からのUSBストレージドライブへのアクセス（193ページ）を参照)、URLドメイン
名も入力できます。たとえば、ドメイン名がMyNameであり、NETGEAR DDNSサー
バーを使用する場合、インターネットからUSBドライブにアクセスしてファイル

をダウンロードまたはアップロードするには、「ftp://MyName.mynetgear.com」

と入力します。

6. どのアクセス方法でも、アクセスを許可するには、関連した [有効] チェックボック

スを選択してください。

アクセスできないようにするには、関連した [有効] チェックボックスの選択を解除

してください。

7. どのアクセス方法でも、ルーターに最初にログインしたときに指定したものと同じ

パスワードでアクセスすることを要求するには、関連した [パスワード保護] チェッ

クボックスを選択します。

注意: ReadySHAREのデータを保護するために、パスワード保護を有効にすることを強

くお勧めします。

パスワード要件を削除するには、関連した [パスワード保護] チェックボックスの選

択を解除します。

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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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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [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。

USBストレージドライブのネットワークフォ
ルダーの管理
ネットワーク上のPCまたはデバイスから、ルーターのUSBポートに接続しているUSBスト
レージドライブ上のネットワークフォルダーを表示、追加、または変更できます。

USBストレージドライブのネットワークフォルダーの表示
ルーターに接続されているストレージドライブ上のネットワークフォルダーを表示する
ことができます。
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ネットワーク内でFTPを使用する
ファイル転送プロトコル (FTP) を使用すると、容量の大きなファイルを高速で送受信
できます。

インターネット経由でFTPを使用する方法については、個人用FTPサーバーの設定（197
ページ） を参照してください。

ネットワーク内でFTPアクセスを設定するには:



ネットワークフォルダーを表示するには:
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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [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。

[利用可能なネットワークフォルダー] セクションには、接続したUSBドライブに関
する次の情報が表示されます。

• 共有名: デフォルトの共有名はUSB_Storage (\\readyshare\USB_Storage) です。

• 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

ス制御を示します。[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。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を示します。
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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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [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. [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. フィールドに入力します。

注意:リードアクセスとライトアクセスの場合、[すべてパスワードなし] のユーザー

名 (アカウント名) はguestです。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。

8. [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、[新規フォルダーの作成] ウィン
ドウが閉じます。
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USBストレージドライブへのネットワークフォルダーの追
加
ルーターのUSBポートに接続されているUSBストレージドライブにネットワークフォル
ダーを追加することができます。

ネットワークフォルダーを追加するには:



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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [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、[ネットワークフォルダーの編集] ウィンドウが閉じます。

USBストレージドライブの安全な取り外し
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、ルーターの
管理者ページからUSBデバイスを切断します。

USBストレージドライブを安全に取り外すには:
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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USBストレージドライブのネットワークフォルダーの変更
ルーターのUSBポートに接続されているUSBストレージドライブのネットワークフォル
ダーを変更することができます。

ネットワークフォルダーを変更するには:



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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [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] 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。

USBデバイス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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11
ダイナミックDNSを使用したイン
ターネットからのUSBストレージド
ライブへのアクセス

ダイナミックDNSを使用すると、外出先でも、インターネットを使用してルーターのUSB
ポートに接続されているUSBストレージドライブにアクセスできます。

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

• 個人用FTPサーバーの設定

• インターネットからのUSBストレージドライブへのアクセス

193



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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [詳細設定] > [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ダーを選択できます。
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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。

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アカウントに登録するには:



7. [いいえ]を選択します。

8. [ホスト名] 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、mynetgear.comで終わります。例えば、MyName.mynetgear.comと指定し

ます。

9. [メール] 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)] に、アカウントのパスワードを入力します。

11.利用規約に同意するには、チェックボックスをオンにします。

12. [登録]ボタンをクリックします。

13.ページ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。

作成済みDNSアカウントの指定
すでにNETGEAR、No-IP、DynDNSでダイナミックDNSアカウントを作成している場合は、
そのアカウントを使用するようにルーターを設定することができます。

すでにアカウントを作成した場合にダイナミックDNSを設定するには:
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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [詳細設定] > [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、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。
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8. [ホスト名] に、アカウントのホスト名を入力します。

9. No-IPまたはDynのアカウントの場合は、[ユーザー名] に、アカウントのユーザー名

を入力します。

10. No-IPのNETGEARアカウントの場合は、[メール] に、アカウントのメールアドレスを

入力します。

11. [パスワード (6～32文字)] に、DDNSアカウントのパスワードを入力します。

12. [適用] ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

13.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。

設定を変更するには：
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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [詳細設定] > [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。

ユーザーマニュアル196ダイナミックDNSを使用したイン
ターネットからのUSBストレージ
ドライブへのアクセス



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、「新しいダイナミックDNSアカウントの設定（194ページ）」を参照
してください。

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. 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。

「インターネットからのFTPアクセスの設定（198ページ）」を参照してください。

6. インターネットに接続されたリモートPCで、FTP経由でftp://MyName.mynetgear.com
を使用してルーターにアクセスできます。

「FTPでインターネットからUSBドライブにアクセスする（199ページ）」を参照して
ください。
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個人用FTPサーバーの設定
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前に、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。

注意: 基本DDNSとログイン、パスワードのみに対応するルーター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。

次の手順は、個人用のアカウントを設定し、FTPを使用するために必要な高度な手順を
示しています。この章では詳細な手順を示します。

個人用アカウントを設定し、FTPを使用するには：



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。「ダイナミックDNSの設定と管理（194ペー
ジ）」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。
ルータのインターネットIPアドレスは、[システム情報] ページから確認できま
す。

インターネットからのFTPアクセスの設定
インターネットからのFTPアクセスを設定するには:
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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [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。
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インターネットからのUSBストレージドライ
ブへのアクセス
USBストレージドライブをルーターに接続すれば、外出しているときでもインターネッ
トからUSBドライブにアクセスできます。アクセスできるようになると、FTPを使用して
USBドライブ上のファイルを共有できます。

リモートPCからUSBストレージドライブへのアクセス
リモートPCからUSBストレージドライブにアクセスするには:



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. 管理者ユーザー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USBストレージドライブを選択します。

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。

[ネットワークフォルダーの編集] ウィンドウが開きます。

9. [リードアクセス] メニューから [ルーター管理者] を選択します。

10. [ライトアクセス] メニューから [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、[ネットワークフォルダーの編集] ウィンドウが閉じます。

FTPでインターネットからUSBドライブにアクセスする
ルーターに接続されているUSBドライブに、FTPでインターネットからアクセスするに
は、次の設定が必要です (インターネットからのFTPアクセスの設定（198ページ）を参
照)。

FTPでインターネットからUSBドライブにアクセスするには:
1. 次のいずれかを実行します:

• ルータに接続されたストレージデバイスからファイルをダウンロードするには、 
Webブラウザを使用します。

• ルータに接続されたストレージデバイスにファイルをアップロードするには、 
FilezillaなどのFTPクライアントを使用します。

2. ブラウザーのアドレスバーに「ftp://」とインターネットポートのIPアドレスを入力

します。

たとえば、IPアドレスが「10.1.65.4」の場合、「ftp://10.1.65.4」と入力します。

ダイナミックDNSを使用し、ドメイン名がMyNameであり、NETGEAR DDNSサーバーを使

用している場合は、DNS名「ftp://MyName.mynetgear.com」を入力します。

3. メッセージが表示されたら、ログインします。
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• 管理者としてログインするには、[ユーザー名] に「admin」と入力し、[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。

• ゲストとしてログインするには、[ユーザー名] に「guest」と入力します。

guestユーザー名にパスワードは必要ありません。

お使いのアカウントでアクセスできるUSBドライブ上のファイルとフォルダーが表示
されます。たとえば、share/partition1/directory1が表示されます。

4. USBドライブ上の場所に移動します。

5. ファイルをダウンロードまたはアップロードします。
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12
USBプリンターの共有

ReadySHAREプリントユーティリティを使うと、ルーターのUSBポートに接続されている
プリンターを共有できます。このUSBプリンターは、ネットワーク上のWindowsベースPC
やMacの間で共有できます。

NETGEAR USB Control Centerで使用できる機能の詳細については、
http://downloadcenter.netgear.comから入手できる「ReadySHAREプリンターユーザー
マニュアル」を参照してください。

本章には次の項目が含まれます。

• プリンタードライバーのインストールとプリンターの接続

• ReadySHAREプリントユーティリティのダウンロード

• ReadySHAREプリントユーティリティのインストール

• NETGEAR USB Control Centerを使用した印刷

201
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1. USBプリンターを共有するネットワーク上の各PCに、USBプリンターのドライバーソ
フトウェアをインストールします。

プリンタードライバーが見つからない場合は、プリンターのメーカーにお問い合わ
せください。

2. USBプリンターケーブルを使用して、USBプリンターをルーターのUSBポートに接続し
ます。

ReadySHAREプリントユーティリティのダウ
ンロード
このユーティリティはWindowsとMac OSで動作します。

ユーティリティをダウンロードするには:
1. https://www.jp.netgear.com/home/discover/apps/readyshare にアクセスしてくだ

さい。

2. 「PRINT - Learn how you can print wirelessly frommany devices」リンクをクリッ

クします。

3. 「Download PC installer and get started」リンクをクリックして、 セットアップ

ファイルをPCにダウンロードします。

4. ページに表示される指示に従って、ReadySHAREプリントユーティリティをダウンロー
ドします。

ReadySHAREプリントユーティリティのイン
ストール
ReadySHAREプリントユーティリティは、プリンターを共有する各PCにインストールする
必要があります。インストール後に、ユーティリティが [NETGEAR USB Control Center]
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プリンタードライバーのインストールとプ
リンターの接続
一部のUSBプリンターの製造元 (HPやLexmarkなど) では、インストール用ソフトウェア
から指示があるまでは、USBケーブルを接続しないよう要求されることがあります。

ドライバーをインストールしてプリンターを接続するには:

https://www.jp.netgear.com/home/discover/apps/readyshare


1. 必要に応じて、ReadySHAREプリントユーティリティの設定ファイルを解凍します。

2. USBプリンターを共有するネットワーク上の各PCで、ダウンロードしたReadySHAREプ
リントユーティリティのセットアップファイルをダブルクリックします。

InstallShieldウィザードが開きます。

3. メッセージに従って、NETGEAR USB Control Centerをインストールします。

ウィザードでインストールを完了すると、[NETGEAR USB Control Center] で言語を
選択するように求められます。

4. ドロップダウンリストから言語を選択し、[OK]ボタンをクリックします。

NETGEAR USB Control Centerが開きます。

Comodoなどの一部のファイアウォールソフトウェアでは、NETGEAR USB Control
CenterからUSBプリンターへのアクセスがブロックされることがあります。USBプリ
ンターがページに表示されない場合は、ファイアウォールを一時的に無効にして、
ユーティリティが機能できるようにします。

5. プリンターを選択して [接続] ボタンをクリックします。

プリンターのステータスが、[手動接続済み (PC名)] に変わります。これで、お使

いのPCでのみこのプリンターを使用できます。

6. [切断] ボタンをクリックします。

ステータスが [使用可] に変わります。これで、ネットワーク上のすべてのPCがプ
リンターを使用できます。

7. ユーティリティを終了するには、[システム] > [終了]を選択します。

NETGEAR USB Control Centerを使用した印
刷
各PCで、一度 [接続] ボタンや [切断] ボタンをクリックすると、ユーティリティが印刷
キューを自動的に管理します。デフォルトでは、Windowsにログオンすると、ユーティ
リティはバックグラウンドで自動的に開始されます。
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としてPC上に表示されます。NETGEAR USB制御センターを使用する方法の詳細について
は、https://www.jp.netgear.com/support/product/ReadySHARE_USB_Printer.aspxを参
照してください。

ユーティリティをインストールするには：

https://www.jp.netgear.com/support/product/ReadySHARE_USB_Printer.aspx


NETGEAR USB Control Centerを使用してドキュメントを印刷するには:
1. NETGEAR USB Control Centerのアイコン をクリックします。

[NETGEAR USB Control Center] ページが表示されます。

2. プリンターを選択して [接続] ボタンをクリックします。

プリンターのステータスが、[手動接続済み (PC名)] に変わります。これで、お使

いのPCでのみこのプリンターを使用できます。

3. アプリケーションの印刷機能を使用してドキュメントを印刷します。

NETGEAR USB Control Centerは、自動的にPCをUSBプリンターに接続してドキュメン
トを印刷します。すでに別のPCがプリンターに接続されている場合、印刷ジョブは
キューに入って印刷を待ちます。

4. ドキュメントが印刷されない場合は、NETGEAR USB Control Centerを使用してプリ
ンターのステータスを確認します。

5. プリンターを開放してネットワーク上のすべてのPCが使用できるようにするには、

[切断]ボタンをクリックします。

ステータスが [使用可] に変わります。これで、ネットワーク上の任意のPCでプリ
ンターを使用できます。

6. ユーティリティを終了するには、[システム] > [終了]を選択します。
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VPNを使用したネットワークへのア
クセス

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、ルーターでVPNサービスを
設定し、VPNアクセスを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

• ルーターでのVPNサービスの設定

• OpenVPNソフトウェアのインストール

• Windows PCでのVPNトンネルの使用

• USBデバイスへのVPNを使用したアクセス

• VPNを使用した自宅のホームネットワークへのアクセス

205



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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [詳細設定] > [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] チェックボックスを選択します。
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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VPNサービスを提供するゲートウェイです。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ます。詳細につい
ては、「ダイナミックDNSの設定と管理（194ページ）」を参照してください。

ご利用のプロバイダー (ISP) から、お使いのインターネットアカウントに静的IPアド
レス (50.196.x.xや10.x.x.xなど) が割り当てられている場合、VPNでは、そのIPアド
レスを使用してホームネットワークに接続することができます。

ルーターでのVPNサービスの設定
ルーターへのVPN接続を使用する前に、ルーターでVPNサービス設定を指定する必要があ
ります。

VPNサービスを設定するには：



デフォルトで、VPNは、TUNモードサービスにポート12973、TAPモードサービスにポー
ト12974を使ったUDPサービスタイプを使用します。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。

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. ポート番号を変更するには、[サービスポート] 欄まで下にスクロールして、使用す

るポート番号を入力します。

注意:デフォルトで、[自動] ラジオボタンが選択されています。このオプションは、

必要なサービスおよびサイトについてのみVPNでアクセスできるようにし、完全なイ
ンターネットアクセスを必ずしも含まない自動検出システムを、ルーターで使用で
きるようにします。他のオプションについては、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許可（215ページ）とルーターでのVPNクライアントインター
ネットアクセスの禁止（216ページ）を参照してください。

8. [適用] ボタンをクリックします。

設定が保存されます。ルーターでVPNが有効になりますが、VPN接続を使用する前に、
OpenVPNソフトウェアをPCにインストールして設定する必要があります。

OpenVPNソフトウェアのインストール
このソフトウェアは、ルーターへのVPN接続を実行するデバイス (Windows/Mac PC、iOS
デバイス、Androidデバイス) ごとにインストールする必要があります。

Windowsベース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ベースPCにインストールするには:
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。
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ユーザー名は「admin」です。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [詳細設定] > [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. まだVPNサービスを有効にしていない場合は、[VPNサービスを有効にする] チェック

ボックスを選択し、[適用] ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

このページの詳細設定のオプションについては、ルーターでのVPNサービスの設定
（206ページ）を参照してください。

6. [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。
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7. OpenVPNクライアントユーティリティをダウンロードするには、
openvpn.net/index.php/download/community-downloads.htmlにアクセスします。

8. ページの [Windows Installer] のカテゴリで、openVPN-install-xxx.exeリンクをダ

ブルクリックします。

9. ファイルをダウンロードし、各PCに保存します。

10. PCにOpen VPNクライアントユーティリティをインストールするには、

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。
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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。

13.前の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
ウィンドウが表示されます。

16. [Finish (完了)]ボタンをクリックします。
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17. Schritt 6でダウンロードした設定ファイルを解凍し、OpenVPNクライアントユーティ
リティがインストールされている、PC上のフォルダーにコピーします。

PCがWindows 64ビットシステムの場合、OpenVPN クライアントユーティリティは、
C:\Program files\OpenVPN\config\にインストールされます。

18. 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] ウィンドウに移動します。Windows 10を使用している場

合は、[コントロールパネル] > [ネットワークと共有センター] > [アダプターの設
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-WindowsAdapter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の使用方法については、
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。

VPNクライアントソフトウェアをMacにインストールするには：
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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [詳細設定] > [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。

ユーザーマニュアル210VPNを使用したネットワークへの
アクセス

https://openvpn.net/index.php/open-source/documentation/howto.html#quick


5. まだVPNサービスを有効にしていない場合は、[VPNサービスを有効にする] チェック

ボックスを選択し、[適用] ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

このページの詳細設定のオプションについては、ルーターでのVPNサービスの設定
（206ページ）を参照してください。

6. [MACOSX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。

7. https://tunnelblick.net/index.htmlにアクセスし、Mac OS X用のOpenVPNクライア
ントユーティリティ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は必ず管理者権限でインストールしてください。

Mac PCでのOpenVPNの使用方法の詳細については、
https://openvpn.net/vpn-server-resources/installation-guide-for-openvpn-connect-client-on-macos/
を参照してください。

iOSデバイスへのOpenVPNソフトウェアのインストール
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するには:
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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [詳細設定] > [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. まだVPNサービスを有効にしていない場合は、[VPNサービスを有効にする] チェック

ボックスを選択し、[適用] ボタンをクリックします。
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6. [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。

7. 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。

8. 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

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)。

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するには:
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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [詳細設定] > [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. まだVPNサービスを有効にしていない場合は、[VPNサービスを有効にする] チェック

ボックスを選択し、[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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設定が保存されます。

このページの詳細設定のオプションについては、ルーターでのVPNサービスの設定
（206ページ）を参照してください。
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このページの詳細設定のオプションについては、ルーターでのVPNサービスの設定
（206ページ）を参照してください。

6. [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。

7. 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。

8. 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。

9. Androidデバイスでファイルを開きます。

10. 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)。

Windows PCでのVPNトンネルの使用
ルーターでVPNを使用するように設定し、WindowsベースのPCにOpenVPNアプリケーショ
ンをインストールすることで、PCからインターネット経由でルーターに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
していると、VPNトンネルが確立されたときにOpenVPNソフトウェアで家庭のルーターや
ホームネットワークにアクセスすることができません。

ルーターのデフォルトのネットワークアドレスは、「192.168.1.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、「ルーターの
LAN IPアドレスとRIP設定の変更（120ページ）」を参照してください。
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WindowsベースPCでVPNトンネルを使用するには:
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てから、そのショートカットを

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選択します。

こうすると、このショートカットを使用するたびに、OpenVPNが管理者権限で自動的
に実行されます。

2. [OpenVPN] アイコンを右クリックし、[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。

• Web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デバイスにアクセスし、
ファイルをダウンロードする。

USBデバイスへのVPNを使用したアクセス
Windows PCを使用して、ルーターに接続したUSBストレージドライブにアクセスし、
ファイルをダウンロードするには:
1. ファイルエクスプローラーまたはWindowsエクスプローラーを開いて [ネットワーク]

を選択します。

ネットワークリソースが表示されます。ReadySHAREのアイコンは［コンピューター］

のセクションにあり、リモートルーターのアイコンは［メディア機器］のセクショ
ン（ルーターでDLNAが有効になっている場合）にあります。

2. アイコンが表示されていない場合は、[更新] ボタンをクリックしてウィンドウを更

新します。

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。
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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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [詳細設定] > [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。
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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。

この場合、ルーターにより、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るようになります。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に使えます。

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
許可
デフォルトで、ルーターのVPNサービスは [自動] オプションを使用します。このオプ
ションは、必要なサービスおよびサイトについてのみVPNでアクセスできるようにし、
完全なインターネットアクセスを必ずしも含まない自動検出システムを、ルーターで使
用できるようにします。ホームネットワークおよびインターネットへのアクセスを許可
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するには：



5. まだVPNサービスを有効にしていない場合は、[VPNサービスを有効にする] チェック

ボックスを選択し、[適用] ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

このページの詳細設定のオプションについては、ルーターでのVPNサービスの設定
（206ページ）を参照してください。

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だけ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。

注意: VPNクライアントの設定ファイルのダウンロードおよびインストールについて

は、OpenVPNソフトウェアのインストール（207ページ）を参照してください。

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、ルーターのVPNサービスは [自動] オプションを使用します。このオプ
ションは、必要なサービスおよびサイトについてのみVPNでアクセスできるようにし、
完全なインターネットアクセスを必ずしも含まない自動検出システムを、ルーターで使
用できるようにします。ホームネットワークへのアクセスを許可し、インターネットへ
のアクセスをブロックするように設定を変更できます。

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するには：
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。

ダッシュボードが表示されます。
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4. [設定] > [詳細設定] > [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. まだVPNサービスを有効にしていない場合は、[VPNサービスを有効にする] チェック

ボックスを選択し、[適用] ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

このページの詳細設定のオプションについては、ルーターでのVPNサービスの設定
（206ページ）を参照してください。

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、[ホームネットワークのみ] ラジオボタンを選択します。

VPN接続は、ホームネットワークのみに対してで、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。

注意: VPNクライアントの設定ファイルのダウンロードおよびインストールについて

は、OpenVPNソフトウェアのインストール（207ページ）を参照してください。

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するには：
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。

「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（217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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14
ポートのインターネットトラフィッ
クルールの管理およびカスタマイズ

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。

• サービスとアプリケーションのローカルサーバーへのポート転送の管理

• サービスとアプリケーションのポートトリガーの管理

218



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。

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。

サーバーとして機能しているPC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。

詳細については、「予約LAN IPアドレスの管理（124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。

ダッシュボードが表示されます。

7. [設定] > [詳細設定] > [ポート転送] を選択します。
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サービスとアプリケーションのローカルサー
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する受信トラフィックを、ローカルネットワーク
上のPCに転送できます。サービスおよびアプリケーション用のサーバーの指定が可能
で、ルーターがその他の受信プロトコルすべてを転送する宛先となるデフォルトDMZサー
バーを指定することもできます (デフォルトDMZサーバーの設定（118ページ）を参照)。

ローカルサーバーへのポート転送の設定
ルーターには、サービスおよびアプリケーションを転送するデフォルトのポートが設定
されています。デフォルトのサービスまたはアプリケーション宛てのトラフィックを
ネットワーク上のPCに転送できます。

デフォルトのサービスまたはアプリケーションの受信トラフィックを転送するには：



[ポート転送] ページが表示されます。

8. [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。「カスタムポート転送サービスまたはアプリケーションの追加
（220ページ）」を参照してください。

9. [サーバーIPアドレス] 欄に、サービスを提供する必要のあるPCのIPアドレスを入力

します。

10. [追加] ボタンをクリックします。

設定が保存され、サービスまたはアプリケーションが表に追加されます。

カスタムポート転送サービスまたはアプリケーションの追
加
ルーターには、ポート転送に使用できるデフォルトのサービスおよびアプリケーション
が付属しています。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、カスタムポート転送サービスまたはアプリケーションを追加できます。

カスタムサービスまたはアプリケーションを追加するには：
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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

5. [設定] > [詳細設定] > [ポート転送] を選択します。

[ポート転送] ページが表示されます。

6. [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。
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7. [サービス名] に、サービス名を入力します。

8. [サービスタイプ]から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。

9. [外部開始ポート]に、サービスまたはアプリケーションのポート番号を入力します。

10. [外部終了ポート]に同じポート番号を入力するか、サービスまたはアプリケーション

を使用するデバイス用にポート番号を1ずつ増やします。

例えば、26900番ポートを使用するサービスやアプリケーションを使用するように1
台目のPCを設定し、さらに2台のPCを設定したい場合は、フィールドに26902と入力
します。1台目のコンピュータのポート番号は26900、2台目は26901、3台目は26902
となっています。

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[内部終止ポート]にポート番号を入力します。

12. [サーバーIPアドレス] にIPアドレスを入力するか、表に示されているデバイスを選

択します。

13. [適用] ボタンをクリックします。

設定が保存されます。サービスまたはアプリケーションが、[ポート転送] ページの
表に追加されます。

ポート転送サービスまたはアプリケーションの変更
ポート転送サービスまたはアプリケーションを変更するには：
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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [詳細設定] > [ポート転送] を選択します。
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[ポート転送] ページが表示されます。

5. 表で、サービスまたはアプリケーションの名前の横にあるラジオボタンを選択しま
す。

6. [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。

7. 設定を変更します。

設定については、カスタムポート転送サービスまたはアプリケーションの追加（220
ページ）を参照してください。

8. [適用] ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

ポート転送サービスまたはアプリケーションの削除
ポート転送サービスまたはアプリケーションを削除するには：
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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [詳細設定] > [ポート転送] を選択します。

[ポート転送] ページが表示されます。

5. 表で、サービスまたはアプリケーションの名前の横にあるラジオボタンを選択しま
す。

6. [サービスの削除]ボタンをクリックします。

サービスまたはアプリケーションが削除されます。
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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サーバーを公開するには：
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] 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。

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 (ダイナミッ
クDNSの設定と管理（194ページ）を参照)、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。

ルーターでのポート転送ルールの実行方法
次の手順は、ポート転送ルールの効果について説明しています。

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Web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、これはルーターのアド

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。

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。

2. ルーターはメッセージ内の宛先をIPアドレス192.168.1.123に変更し、メッセージを
そのPCに送信します。

ユーザーマニュアル223ポートのインターネットトラ
フィックルールの管理およびカ
スタマイズ

(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、



3. IPアドレス192.168.1.123にあるウェブ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。

4. ルーターーが送信元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WiFi子機に、インターネット経由
で応答を送信します。

サービスとアプリケーションのポートトリ
ガーの管理
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。

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、インスタントメッセージングなど
のリアルタイムコミュニケーション、リモートアシスタンスといったアプリケーション
を使用する場合は、UPnP (Universal Plug-N-Play) を有効にしてください。詳細は、 
Universal Plug and Playによるネットワーク接続の改善（134ページ） を参照してくだ
さい。

ポートトリガーサービスまたはアプリケーションの追加
ポート転送とは異なり、ルーターには、デフォルトのポートトリガーサービスまたはア
プリケーションは付属していません。これらは追加する必要があります。

ポートトリガーサービスまたはアプリケーションを追加するには：

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [詳細設定] > [ポートトリガー] を選択します。

[ポートトリガー] ページが表示されます。

5. [サービスの追加]ボタンをクリックします。

[ポートトリガー - サービス] ページが表示されます。

6. [サービス名] 欄に、サービスの名前を入力します。

7. [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。

8. [サービスタイプ] メニューから [TCP] または [UDP] を選択します。

9. [トリガーポート] 欄に、受信ポートを開く必要のある送信トラフィックのポート番

号を入力します。

10. [接続タイプ] メニューから、[TCP]、[UDP]、または [TCP/UDP] (デフォルトの選択)

を選択します。

不明な場合は、[TCP/UDP] を選択したままにしてください。

11. [開始ポート] および [終止ポート] 欄に受信開始ポート番号と終了ポート番号を入力

して、サービスまたはアプリケーションが使用する範囲を定義します。

12. [適用] ボタンをクリックします。

設定が保存され、ページが閉じ、[ポートトリガー] ページが再び表示され、サービ
スまたはアプリケーションが [ポートトリガーポートマップ表] に追加されます。

ルーターがポートトリガーを使用する前に、ポートトリガーが有効になっているこ
とを確認する必要があります。「ポートトリガーの有効化とタイムアウト値の指定
（226ページ）」を参照してください。
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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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [詳細設定] > [ポートトリガー] を選択します。

[ポートトリガー] ページが表示されます。

5. [ポートトリガーを無効にする] チェックボックスの選択が解除されていることを確

認します。

デフォルトで、このチェックボックスは選択されていません。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。

6. 20分のデフォルトのタイムアウト値を変更するには、[ポートトリガーのタイムアウ
ト時間] に最大9999分の値を入力します。

タイムアウト値は、アクティビティが検出されないときに受信ポートを開いたまま
にしておく時間です。ルーターはサービスまたはアプリケーションが検出されない
場合、いつポートを閉じてよいか判断できないため、この値を必ず指定する必要が
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。

ポートトリガーサービスまたはアプリケーションの変更
既存のポートトリガーサービスまたはアプリケーションを変更できます。
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ポートトリガーの有効化とタイムアウト値の指定
1つまたは複数のポート転送サービスまたはアプリケーションを追加した後 (ポートト
リガーサービスまたはアプリケーションの追加（224ページ）を参照)、ポートトリガー
を有効にできます。

ポートトリガーを有効にし、タイムアウト値を指定するには:



ポートトリガーサービスまたはアプリケーションを変更するには：
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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [詳細設定] > [ポートトリガー] を選択します。

[ポートトリガー] ページが表示されます。

5. [ポートトリガーポートマップ表] で、目的のサービスまたはアプリケーション名の
横のラジオボタンを選択します。

6. [サービスの編集]ボタンをクリックします。

[ポートトリガー - サービス] ページが表示されます。

7. 設定を変更します。

設定については、ポートトリガーサービスまたはアプリケーションの追加（224ペー
ジ）を参照してください。

8. [適用] ボタンをクリックします。

設定が保存され、ページが閉じ、[ポートトリガー] ページが再び表示され、変更さ
れたサービスまたはアプリケーションが [ポートトリガーポートマップ表] に表示
されます。

ポートトリガーサービスまたはアプリケーションの削除
不要になったポートトリガーサービスまたはアプリケーションを削除できます。

ポートトリガーサービスまたはアプリケーションを削除するには：
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。
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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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [詳細設定] > [ポートトリガー] を選択します。

[ポートトリガー] ページが表示されます。

5. [ポートトリガーポートマップ表] で、目的のサービスまたはアプリケーションの横
のラジオボタンを選択します。

6. [サービスの削除]ボタンをクリックします。

サービスまたはアプリケーションが [ポートトリガーポートマップ表] から削除さ
れます。

ポートトリガーを無効にする
ポートトリガーはデフォルトで有効になっています。[ポートトリガーポートマップ表]
からどのポートトリガーサービスおよびアプリケーションも削除せずに、ポートトリ
ガーを一時的に無効にできます。

ポートトリガーを無効にするには：
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。初回セットアップ時に設定したパスワードを入力しま

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。

ダッシュボードが表示されます。

4. [設定] > [詳細設定] > [ポートトリガー] を選択します。

[ポートトリガー] ページが表示されます。

5. [ポートトリガーを無効にする] チェックボックスを選択します。

デフォルトで、このチェックボックスは選択されていません。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。

6. [適用] ボタンをクリックします。
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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。ポートトリガを使用すると、ルーターに「宛
先ポート6667でセッションを開始するとき、ポート113の受信トラフィックがセッショ
ン開始元のPCに到達することも許可してください」と伝えることができます。次の手順
は、このポートトリガールールの高価を説明します:

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、通信中にアク
ティビティの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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15
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。このマニュアルで解決策が見つからない場合は、サポートサイト
jp.netgear.com/support を参照してください。

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を使用したトラブルシューティング

• ルーターにログインできない

• インターネットにアクセスできない

• インターネット閲覧のトラブルシューティング

• 変更が保存されない

• WiFi接続のトラブルシューティング

• pingユーティリティを使用したネットワークのトラブルシューティング

230
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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。ルーターとホームゲートウェイやモデムを接続
するLANケーブルがしっかりと差し込まれていて、モデムとルーターの電源が入ってい
れば、ルーター本体のインターネット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。

ネットワーク設定の確認
デバイスのネットワーク設定が正しいことを確認します。有線デバイスやWiFiデバイス
は、ルーターと同じネットワーク上のIPアドレスを使用する必要があります。最も簡単
な方法は、DHCPを使用してIPアドレスを自動的に取得するようにそれぞれのデバイスを
を設定することです。

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デバイスのMACアドレスを使
用する必要があります。MACアドレスは、[デバイスマネージャー] ページで参照できま
す (ネットワーク上のデバイスの表示および管理（87ページ）を参照)。

WiFi設定の確認
ルーターとWiFi子機とのWiFi設定が完全に一致しているかどうか確認してください。
WiFiネットワーク名（SSID）とWiFiパスワード、セキュリティ方式が完全に一致してい
る必要があります。
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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. 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が白色点灯である。

• インターネットLEDが白色点灯である。

• WiFi機能が恩の場合はWiFi LEDが点灯している。

電源LEDが消灯または点滅している
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ていて、コンセントにしっかり接
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がゆっくり続けて点滅する場合、ルーターファームウェアが破損していま
す。これは、ファームウェアのアップデートが中断された場合、またはルーターが
ファームウェアの問題を検出した場合に発生します。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。復元方法やハードウェアに関する問
題にについては、テクニカルサポート jp.netgear.com/support にお問い合わせく
ださい。

LEDが消灯しない
ルーターの電源を入れると、LEDは約10秒間点灯し、その後消灯します。すべてのLEDが
点灯したままの場合、ルーター内部の障害を示しています。
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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。

LEDのトラブルシューティングを行う場合は、LED設定をデフォルト設定に戻します (ルー

ターのLEDを消灯する（180ページ） をご参照ください)。

ルーターの電源を入れたときのLEDの動作
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。
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電源をオンにした後1分たってもすべてのLEDが点灯している場合は、以下を実行してく
ださい。

• 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。

• リセットボタンを長押しして、ルーターを工場出荷時の設定に戻します。

エラーが解決されない場合は、ハードウェアの問題が原因である可能性があります。テ
クニカルサポート（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
LEDのトラブルシューティングを行う場合は、LED設定をデフォルト設定に戻します (ルー
ターのLEDを消灯する（180ページ） をご参照ください)。

イーサネット接続が行われたときにLANポートLEDまたはインターネットLEDが点灯しな
い場合は、以下のことを確認してください。

• 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、2.4GHz LED、5GHz LEDが消灯したままの場合は、 ルーター本体のWiFiボタ
ンが押されたかどうか、またはLED設定が変更されたかどうかを確認してください（
ルーターのLEDを消灯する（180ページ）をご参照ください）。

WiFi LED、2.4GHz LED、5GHz LEDは、WiFiがオンの場合に点灯します。
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• 有線で接続している場合は、子機とルーターの間のケーブルを確認します。

• 子機のIPアドレスが、ルーターと同じサブネット上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のアドレスは192.168.1.2から
192.168.1.254までの範囲内になります。

• 子機のIPアドレスが169.254.x.xのように表示される場合、新しいバージョンのWindows
OSやMac OSでは、子機がDHCPサーバーに到達できないときにIPアドレスを生成し、
割り当てます。これらの自動生成されたアドレスは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、PCからルーターへの接続を確認し、PCを
再起動してください。

• 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。

• 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。

• ブラウザーを終了し、もう一度起動してみてください。

• 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、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。

• 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ない
ルーターにアクセスできても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ー (ISP) からIPアドレスを取得できるかどうかを
確認してください。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。
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ルーターにログインできない
ローカルネットワーク上のPCやWiFi子機からWeb管理者ページにログインできない場
合、以下のことを確認してください。



インターネットアドレスを調べるには：
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. jp.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。

ダッシュボードが表示されます。

5. [システム情報] を選択します。

開いたページには複数のペインが表示されます。

6. [インターネットステータス] ペインを探し、[WAN IP] 欄にIPアドレスが表示され
てい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。

ルーターがプロバイダーから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
することで、ケーブルモデムやDSLモデムに新しいルーターを強制的に認識させる必要
が生じることがあります。詳細については、「インターネット接続ステータスの確認、
および接続のリリースと更新（177ページ）」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。
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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。
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、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。
インターネットにログインするためのプログラム（WinPoETなど）がプロバイダーか
ら提供された場合、ルーターのインストール後は、そのソフトウェアを実行する必

要がなくなります。Internet Explorerを使用している場合は、[ツール]> [インター
ネットオプション] を選択し、[接続] タブをクリックして、[ダイヤルしない] を選

択します。ほかのブラウザーにも類似のオプションが用意されています。

インターネット閲覧のトラブルシューティ
ング
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。プロバ
イダー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。「トラフィックの上限に達した後のトラフィックメーターのブロック解除（173
ページ）」を参照してください。

• 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。
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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。
PCを再起動し、PCでルーターのアドレス（www.routerlogin.net）がデフォルトゲー
トウェイアドレスとして表示されることを確認します。

• 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。インター
ネットにログインするためのプログラム（WinPoETなど）がプロバイダーから提供さ
れた場合、ルーターのインストール後は、そのソフトウェアを実行する必要がなく

なります。Internet Explorerを使用している場合は、[ツール]> [インターネットオ
プション] を選択し、[接続] タブをクリックして、[ダイヤルしない] を選択します。

ほかのブラウザーにも類似のオプションが用意されています。

変更が保存されない
ルータのWeb管理者ページで行った変更が保存されない場合：

• 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。

• Web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
が行われても古い設定がWebブラウザーのキャッシュに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:

• PCまたはモバイルデバイスとルーターとのWiFi設定が完全に一致しているかどうか
確認してください。WiFi接続しているPCまたはモバイルデバイスの場合、ルーター
とPCまたはモバイルデバイスとの間で、WiFiネットワーク名 (SSID) およびWiFiセ
キュリティ設定が完全に一致している必要があります。デフォルトのSSIDとパスワー
ドはルーター本体のラベルに記載されています。

• 使用しているPCまたはモバイルデバイスでは、WiFiネットワークが検出されていま
すか?
検出されていない場合、ルーター前面のWiFi LEDを調べてください。LEDが消灯して

いる場合は、WiFiオン/オフ ボタンを押して、WiFiをオンに戻し、設定が変更された

かどうかを確認してください (ルーターのLEDを消灯する（180ページ） をご参照く
ださい)。
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• 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、WiFi
デバイスの一覧に表示されません (WiFiの基本的な設定（137ページ） をご参照くだ
さい)。デフォルトではSSIDブロードキャスト機能は有効です。

• PCまたはモバイルデバイスは、WiFiネットワークのために使用しているセキュリティ
(WPAやWPA2) をサポートしていますか?

• 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。続いてにログインし、[システム情報]を選択し、[WiFiステー

タス] ペインを見つけます。

PCまたはモバイルデバイス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
を確認します:

• ルーターがPCやモバイルデバイスから離れすぎていたり、近すぎることはありませ
んか? PCやモバイルデバイスは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てください。

• ルーターとPCまたはモバイルデバイスの間に、WiFi信号を遮る障害物がありません
か?

pingユーティリティを使用したネットワー
クの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。PCまたはワークステーションで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。

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するには：
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。

パスが正しく機能している場合は、「ルーターへのLANパスをテストする（239ペー
ジ）」に示したようなメッセージが表示されます。
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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。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。

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 PCからルータにPingを実行するには：
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、「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

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。
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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
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アドレスが正しいこと、および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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16
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。

この付録には次の内容が含まれます。

• 工場出荷時の設定

• 技術仕様
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デフォルトの設定機能

www.routerlogin.netまたはwww.routerlogin.comユーザーログインURLルーターログイ
ン

adminユーザー名 (大文字と小文字を区
別)

password (初期セットアップ時に設定)ログインパスワード (大文字と小
文字を区別)

デフォルトのハードウェアアドレスを使うMACアドレスインターネット
接続

1500WAN MTUサイズ

自動検知ポート速度

192.168.1.1LAN IP アドレスローカルネット
ワーク (LAN)

255.255.255.0サブネットマスク

有効DHCPサーバー

192.168.1.2～192.168.1.254DHCP範囲

192.168.1.2DHCP開始IPアドレス

192.168.1.254DHCP終止IPアドレス

無効DMZ

無効タイムゾーンを夏時間に合わせて
調整

無効 (ポート80のHTTPポートのトラフィックを除く)インバウンド (インターネットか
らの通信)

ファイアウォー
ル

有効 (すべて)アウトバウンド (インターネット
への通信)

無効ソースMACフィルタ
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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。クリップなどの先端を使用して
、電源LEDが点滅するまでルーターの背面にあるリセットボタンを押し続けます。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 : ルーターの工場出荷時の初期設定



表 3 : ルーターの工場出荷時の初期設定 (続き)

デフォルトの設定機能

有効WiFi通信一般的なWiFi設
定

有効Smart Connect

有効20/40 MHzの共存

ルーターラベルを参照SSID名

有効ブロードキャストSSID

WPA2-PSK (AES)セキュリティ

2.4GHz: 自動
世界各国で使用される5GHz: チャンネル44
北米で使用される5GHz: チャンネル153

RFチャンネル

2.4GHz: 最大574Mbps
5GHz: 最大4804Mbps

動作モード

2346ラグメンテーション長

2347CTS/RTSしきい値

ロングプリアンブルプリアンブルモード

100%転送出力制御

無効WiFi通信ゲストWiFiネッ
トワーク

有効ブロードキャストSSID

2.4GHz: NETGEAR-Guest
5GHz: NETGEAR-5G-Guest

SSID名

なし (オープンネットワーク)セキュリティ

無効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

有効WPS機能WPS

Smart Connect有効時は無効ルーターのWPS PIN

無効既存のワイヤレス設定を維持する
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技術仕様

表 4 : ルーターの技術仕様

説明機能

TCP/IP, RIP-1, RIP-2, DHCP, PPPoE, PPTP, Bigpond, Dynamic DNS, UPnPデータとルーティングプロト
コル

北米: 100–240V, 50/60 Hz AC
日本: 100V, 50/60 Hz AC
ヨーロッパ: 100–240V, 50/60 Hz AC

電源アダプター入力

12V/2.5A DC電源アダプター出力

11.61 x 7.87 x 2.51 インチ（295 x 200 x 64 mm）サイズ

600 g重量

0～40℃動作保証温度

最大90%、結露なきこと動作保証湿度

FCC Part 15 Class B
EN 55022 (CISPR 22), Class B C-Tick N10947

認証

RJ-45ポート x 4、10BASE-T、100BASE-TX、および1000BASE-T対応LAN

RJ-45ポート x 1、10BASE-T、100BASE-TX、および1000BASE-T対応WAN

USB 3.0 ポート x 1USB

WiFi信号速度はIEEE802.11標準に準拠
メモ: 最大ワイヤレス速度はIEEE802.11標準に基づきます。実際の速度は異なるこ
とがあります。ネットワーク状況、作業環境 (ネットワークトラフィック量、建
材、構造、ネットワークオーバーヘッドなど) が実際のデータ処理速度に影響しま
す。

WiFi

自動速度探知無線データ速度

IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz 256QAM
IEEE 802.11ax 2.4GHz 1024QAM
IEEE 802.11a/n/ac 5GHz 256QAM
IEEE 802.11ax 5GHz 80MHz/1024QAM
メモ: NETGEARは、本製品と将来標準化されるいかなる規格との互換性も保証しま
せん。

WiFi規格

クライアントごとに生成される通信量によって異なる (通常は50～70デバイス)WiFiバンドあたりの最大デバ
イス数

米国: 2.412～2.462GHz
ヨーロッパ: 2.412～2.472GHz
オーストラリア: 2.412～2.472GHz
日本: 2.412～2.472GHz

2.4GHz周波数範囲
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表 4 : ルーターの技術仕様 (続き)

説明機能

米国: 5.18～5.24 + 5.745～5.825GHzおよびDFS (5.25～5.35 + 5.50～5.70)
ヨーロッパ: 5.18～5.24GHzおよびDFS (5.25～5.35 + 5.50～5.70)
オーストラリア: 5.18～5.24 + 5.745～5.825GHzおよびDFS (5.25～5.35 + 5.50～
5.70)
日本: 5.18～5.24GHzおよびDFS (5.25～5.35 + 5.50～5.70)

5GHz周波数範囲

WPA2パーソナル [AES]
WPA-Personal [TKIP] + WPA2-Personal [AES] (混合モード)
WPA3-Personal
メモ：WEPはブリッジモードでのみサポートされています。

802.11セキュリティ

注意: 詳細については、 jp.netgear.com/support/download にあるデータシートを参照
してください。
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