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既設ネットワーク環境既設ネットワーク環境既設ネットワーク環境既設ネットワーク環境
1) ネットワーク機器

機器 IPアドレス
ルータ WAN側 ***.***.***.254

LAN側 ***.***.***.1
2) クライアントPC

DHCP ***.***.***～***.***.***.***

3) 固定IP
機器 IPアドレス
複合機（MX3500FN） ***.***.***.100
プリントサーバ ***.***.***.240
NAS ***.***.***.150

***.***.***



ポート収容図ポート収容図ポート収容図ポート収容図

1) 製品名 設置場所 備考
YamahaRT58i 新設ルータ

WAN
ポート番号 接続先 MDI/MDI-X 自動切替 備考

CTU　LAN　Port1 Auto

LAN
ポート番号 接続先 MDI/MDI-X 自動切替 備考
1 情報コンセント Auto
2 ****** Auto
3 NAS Auto
4 HUB　1 Auto

2) 製品名 設置場所 備考
ETG4-SH8N 既設HUB

*****

******

1 2 3 4 5 6 7 8

ポート番号 接続先 MDI/MDI-X 自動切替 備考
1 Auto
2 Auto
3 Auto
5 Auto
6 Auto
7 Auto
8 RT58i　LAN port 4 Auto



3) 製品名 設置場所 備考
CenterCOM－FS708TL 新設HUB

ポート番号 接続先 MDI/MDI-X 自動切替 備考
1 情報コンセント（休憩室　） Auto
2 既設LANケーブル Auto
3 既設LANケーブル Auto
4 既設LANケーブル Auto
5 既設LANケーブル Auto
6 Auto
7 Auto
8 Auto

*******

1 2 3 4 5 6 7 8



ルータ設定情報ルータ設定情報ルータ設定情報ルータ設定情報

ログインユーザ *****
ログインパスワード *******
administratorパスワード **************
IPアドレス WAN ***.***.***.254

LAN ****.***.*.1

config

router# show config

# RT58i Rev.9.01.21 (Fri Sep 14 18:44:34 2007)

# MAC Address : 00:a0:de:43:45:68, 00:a0:de:43:45:69

# Memory 32Mbytes, 2LAN, 1BRI

# main:  RT58i ver=c0 serial=******** MAC-Address=**:**:**:**:**:** MAC-Addres

s=**:**:**:**:**:**

administrator password *

login user test *

console prompt router

ip route default gateway ****.***.***.1

ip lan1 address ***.***.***.1/24

ip lan2 address ***.***.***.254/24

ip filter 10 reject ***.***.***.0/24 * * * *

ip filter 11 reject * * * 135-netbios_ssn

ip filter 12 reject * * * 445

ip filter 13 pass * ***.***.***.0/24 icmp * *

nat descriptor type 1 masquerade

nat descriptor address outer 1 primary

nat descriptor address inner 1 ***.***.***.2-***.***.***.254

telnetd service on

telnetd host ***.***.***.151 ***.***.***.221-***.***.***.225

dhcp service server

dhcp server rfc2131 compliant except remain-silent

telnetd host ***.***.***.151 ***.***.***.221-***.***.***.225

dhcp service server

dhcp server rfc2131 compliant except remain-silent

dhcp scope 1 ***.***.***.***-***.***.***.***/24

dns private name setup.netvolante.jp

analog supplementary-service pseudo call-waiting

analog extension dial prefix line

analog extension dial prefix sip prefix="9#"

alarm connection data off

alarm entire off

sshd service on

sshd session 2

sshd host key generate *

router# show environment

RT58i BootROM Ver. 1.01

RT58i Rev.9.01.21 (Fri Sep 14 18:44:34 2007)

main:  RT58i ver=c0 serial=******** MAC-Address=**:**:**:**:**:** MAC-Addres

s=**:**:**:**:**:**

メモリ: 36% used

ファームウェア: internal  設定ファイル: 0

起動時刻: 2008/03/24 14:55:52 +09:00

現在の時刻: 2008/03/24 15:23:12 +09:00

起動からの経過時間: 0日 00:27:20

セキュリティクラス レベル: 1, タイプ: ON, TELNET: OFF

router#


