
RV220W および RV120W のシステムの概略を
表示して下さい 

目標
 

デバイスのシステムの概略は 1 つに必要なシステムに関係した情報のまったく検知 する 早
道を提供します。 システムの概略はコンピュータおよびオペレーティング システムについ
ての概要を表示する詳細ペインです。 ユーザはオペレーティング システム名前、バージョ
ン、製造業者およびディレクトリの位置についての情報を表示できます。 また BIOS のバ
ージョンか EFI、プロセッサタイプおよびメモリ情報確認できます。 このページはトラブ
ルシューティングを行うのに頻繁に使用される IP および MAC アドレス、LAN および
WAN 接続およびまた DHCPサーバ 詳細確認するためです。
  

適当なデバイス
 

• RV220W 
• RV120W
  

[Software Version]
 

• v1.0.4.17
  

システムの要約
 

ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティへのログインは > システムの概略
『Status』 を選択 し。 システムの概略ページは開きます:
 



 
ステップ 2.望まれるように変更を行なうためにフィールドの隣で、もし可能であれば『
Edit』 をクリック して下さい。
 
次の情報はシステムの概略エリアの下で表示する:
 

• ホスト名—デバイスに割り当てられるホスト名を表示する。 
 
• ソフトウェア バージョン—ソフトウェア リリースをデバイス実行現在 表示する。
 
• ファームウェア MD5 チェックサム—現在のファームウェアのメッセージ Digest5
（MD5）チェック合計を表示する。 このチェックサムはファームウェアアップグレード完
了の後で作成されるハッシュ 値です。 これはファームウェアがダウンロードされた
Webサイトによって提供されるチェックサム ハッシュ 値とチェックするために作成され
ます。 ファームウェアは正常にダウンロードされたことをハッシュ 値一致が、それ意味
すれば。  
 
• PID VID —製品識別子（PID）およびアクセス ポイントのバージョン識別子（VID）を表
示する。
 
• シリアル番号—アクセス ポイントのシリアル番号を表示する。
 

注: MD5 数がファームウェアの統合を検証するのに使用されています。
 
次の情報は LAN （ローカル エリア ネットワーク）情報 エリアの下で表示する:
 

• MAC アドレス—デバイスのハードウェア アドレスを表示します。
 
• IPv4 は address — デバイスのアドレスおよびサブネット マスクを表示する。
 
• IPv6 は address — IPv6 が有効に なるときだけ）デバイスのアドレスおよびサブネット
マスクを表示する（示されている。
 
• DHCPサーバ— DHCPサーバが有効に なるかどうか表示する。 有効に された場合、LAN



ポートに接続される DHCP クライアント マシンは IP アドレスを動的に受け取ります。
 
• DHCPリレー—これがはたらくことができるように）デバイスが DHCPリレーとして機
能するかどうか表示する（DHCP 中継で送ることは有効に する必要があります。
 
• DHCPv6 サーバ— DHCPv6 サーバによってがイネーブルまたはディセーブルである
whehter を表示する。 有効に された、LAN ポートに接続される DHCPv6 場合クライアン
トマシンは IP アドレスを動的に受け取ります。
 

ProtectLink ライセンス 情報 エリアは Cisco ProtectLink Web のためのライセンス情報が含
まれています。
 
ステップ 3 Cisco ProtectLink を ProtectLink Web > Web 保護 > Web 評判を『Cisco』 を選
択 するのに有効に するためにナビゲーション ユーティリティを使用して下さい。 Web 評
判ページは開きます:
 

 
ステップ 4 Web 評判を有効に するために Web 評判チェックボックスをチェックして下さ
い。
 
注: Cisco ProtectLink は認可された 機能です、従って Cisco ProtectLink が有効に なる前に
Web 評判はつく必要があります。
 
ステップ 5 Cisco ProtectLink Web が有効に なった後、> 要約 ページに戻るシステムの概略
『Status』 を選択 して下さい。 システムの概略ページは開きます:
 



 
WAN 情報 エリアは異なる WANインターフェイスの現在のステータスを提供します。 それ
は詳細を提供し、また特定の WANインターフェイスで奪取 することができる操作を提供し
ます。 次の情報は WAN （インターネット）情報（IPv4）エリアの下で表示する:
 

• MAC アドレス— WAN ポートのハードウェア アドレスを表示します。
 
• タイム接続は接続がアップ状態に留まる時間を表示する。
 
• 接続タイプ— WAN IPv4 アドレスが DHCPサーバによって動的に得られるか、ユーザに
よって静的に割り当てられるか、または PPPoE/L2TP インターネットサービスプロバイダ
ー （ISP）接続を通して得られるかどうか表示する。
 
• WAN ポートがに接続されるかどうか接続州ディスプレイ（ISP）。
 
• DHCPサーバ— DHCPサーバが有効に なるかどうか表示する。 有効に された場合、LAN
ポートに接続される DHCP クライアント マシンは IP アドレスを動的に受け取ります。
 
• 得られるリース—リースが DHCPサーバから得られる時間を表示する。
 
• リース期間—アクティブのままになる期間を表示する。
 
• ip address — WAN ポートの IP アドレスを表示する。
 
• サブネット マスク— WAN ポートのためのサブネット マスクを表示する。
 
• gateway — WAN ポートのゲートウェイ IP アドレスを表示する。
 
• プライマリDNSサーバ— WAN ポートのプライマリDNSサーバ IP アドレスを表示する。
 
• セカンダリDNSサーバ— WAN ポートのセカンダリDNSサーバ IP アドレスを表示する。
 
• NAT （IPv4 モードだけ） —ネットワーク アドレス変換（NAT） モードかルーティング
モードにあるセキュリティ アプライアンスが有効に なる場合それを表示する（無効に な
る）。
 

ステップ 6.行う変更を加えるために『Connect』 をクリック して下さい。
 
注: 実行 IP アドレスをリリースし、新しいものを得るか、または実行 IP アドレスだけをリ



リースするために『Release』 をクリック するために『Renew』 をクリック して下さい。
これらは変更を保存するためにユーザが『Connect』 をクリック することができる前に設
定される必要があります。
 

 
次の情報は WAN （インターネット）情報（IPv6）エリアの下で表示する:
 

• タイム接続は接続がアップ状態に留まる時間を表示する。
 
• 接続タイプ— WAN IPv4 アドレスが DHCPサーバによって動的に得られるか、ユーザに
よって静的に割り当てられるか、または PPPoE/L2TP インターネットサービスプロバイダ
ー （ISP）接続を通して得られればこと表示する。
 
• WAN ポートがに接続される場合接続州ディスプレイ（ISP）。
 
• ip address — WAN ポートの IP アドレスを表示する。
 
• gateway — WAN ポートのゲートウェイ IP アドレスを表示する。
 
• DNSサーバ— WAN ポートの DNSサーバ IP アドレスを表示する。
 

ステップ 7.行う変更を加えるために『Connect』 をクリック して下さい。
 
注: 実行 IP アドレスをリリースし、新しいものを得るか、または実行 IP アドレスだけをリ
リースするために『Release』 をクリック するために『Renew』 をクリック して下さい。
これらはユーザの前に設定される必要があり、変更を保存するために後『Connect』 をクリ
ック することができます。
 
次の情報はワイヤレス情報 エリアの下で表示する:
 

• オペレーション 周波数—ワイヤレス無線のための操作上周波数帯域を表示する。
 
• 無線ネットワーク モード—無線の Wi-Fi モードを表示する（たとえば、N か N/G）。
 



• チャネル—無線によって使用中の現在のチャネルを表示します。
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