
●

RV215W の Wide Area Network （WAN）設定 
目標
 
Wide Area Network （WAN）は広いエリアをカバーするネットワークです。 最も普及した WAN
はインターネットです。 ユーザのユーザかネットワークはインターネット サービス プロバイダ
（ISP）を通ってインターネットに接続できます。 ISP はインターネット接続を持つクライアン
トを設定するために複数のメソッドを提供します。 RV215W は IPv6 アドレスのための IPv4 ア
ドレスのための自動 DHCP、静的な IP、PPPoE、PPTP および L2TP および自動 DHCPv6、静的
な IP および PPPoE サポートします。
 
この技術情報は RV215W の WAN 接続を設定する方法を説明します。
  
適当なデバイス | ファームウェア バージョン
 

RV215W | 1.1.0.5 （遅のダウンロード）
  

WAN設定
 
自動コンフィギュレーション DHCP IPv4
 
（DHCP）ネットワークに接続するときコンピュータに自動的に IP アドレスを割り当てるネット
ワーク プロトコルは Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）/DHCPv6 あります。 DHCP
は頻繁に IP アドレスを変更するデバイスのために使用されます。 自動コンフィギュレーション
が原因で、DHCP は少しだけ設定を必要とします。
 
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ネットワーキング >
WAN > WAN設定を選択し。 インターネット セットアップページは開きます:
 

 
呼び出します。 インターネット接続コネクション タイプ ドロップダウン リストから設定を-
DHCP 『Automatic』 を選択 して下さい。
 
ステップ 3. （オプションの）設定オプションの設定エリアの次の設定。
 
• ホストは name — RV215W のホスト ネームを入力します。 ホスト名は RV215W にリモートで

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/routers/rv215w-wireless-n-vpn-router/model.html#~tab-downloads


ログオンするユーザに識別を提供します。
 
• ドメイン名— RV215W のドメイン名を入力して下さい。
 
• mtu —最大送信ユニット（MTU）のための設定の望ましい方式に対応する Radio ボタンをクリ
ックして下さい。 MTU はネットワークに送信 することができる最も大きいパケットのサイズで
す。 DHCP 接続のための標準 MTU は 1500 バイトです。
 
–自動— RV215W は MTU サイズを自動的に設定します。
 
–手動—ユーザは MTU サイズを手動で設定します。
 
• サイズ— Manualオプション・ボタンが MTU フィールドでクリックされたら MTU サイズを入
力して下さい。 下部の MTU データの小さいバーストを送信 する、一般に デフォルトMTUサイ
ズは十分ですある特定のアプリケーションに有利である。
 
ステップ 4. 『SAVE』 をクリック して下さい。
  
静的な IP IPv4
 
静的IP アドレスはアドレスですデバイスに長時間にわたって割り当てられる。 静的な IP アドレ
スはインターネットの Webサイト ホスティングまたは他のサービスのような IP アドレスを変更
しないデバイス サービスのために主に使用されます。 インターネット サービス プロバイダ
（ISP）は RV215W の WAN 接続に静的IP アドレスを提供します。
 
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ネットワーキング >
WAN > WAN設定を選択し。 インターネット セットアップページは開きます:
 



 
呼び出します。 インターネット接続コネクション タイプ ドロップダウン リストから静的な IP
を選択して下さい。
 
ステップ 3.静的な IP 設定エリアの次の設定を設定して下さい。 これらのフィールドすべては
ISP によって提供されます。
 
• インターネットは ip address — WAN ポートの IP アドレスを入力します。
 
• サブネットマスク— WAN ポートのサブネットマスクを入力して下さい。
 
• デフォルト ゲートウェイ—デフォルト ゲートウェイの IP アドレスを入力して下さい。
 
• スタティック DNS 1 —プライマリ DNS サーバの IP アドレスを入力して下さい。
 
• スタティック DNS 2 —セカンダリDNSサーバの IP アドレスを入力して下さい。
 
ステップ 4. （オプションの）設定オプションの設定エリアの次の設定。
 
• ホストは name — RV215W のホスト ネームを入力します。 ホスト名は RV215W にリモートで
ログオンするユーザに識別を提供します。
 
• ドメイン名— RV215W ののためのドメイン名を入力して下さい。
 
• mtu —最大送信ユニット（MTU）のための設定の望ましい方式に対応する Radio ボタンをクリ
ックして下さい。 MTU はネットワークに送信 することができる最も大きいパケットのサイズで
す。 静的な IP 接続のための標準 MTU は 1492 バイトです。



–自動— RV215W は MTU サイズを自動的に設定します。
 
–手動—ユーザは MTU サイズを手動で設定します。
 
• サイズ— Manualオプション・ボタンが MTU フィールドでクリックされたら MTU サイズを入
力して下さい。 下部の MTU データの小さいバーストを送信 する、一般に デフォルトMTUサイ
ズは十分ですある特定のアプリケーションに有利である。
 
ステップ 5. 『SAVE』 をクリック して下さい。
  
PPPoE IPv4
 
イーサネット（PPPoE）上のポイント ツー ポイント プロトコルは終了点からの終了点へのバー
チャル トンネルを作成するネットワーク プロトコルです。 PPPoE はログオンがユーザと ISP 間
の接続を作成するように要求します。 これはユーザがインターネットに必ずしも常に接続されな
いので余分セキュリティを提供します。 ISP は PPPoE パラメータを提供します。
 
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ネットワーキング >
WAN > WAN設定を選択し。 インターネット セットアップページは開きます:
 



 
呼び出します。 インターネット接続コネクション タイプ ドロップダウン リストから PPPoE を
選択して下さい。
 
ステップ 3. Username フィールドの ISP によって提供されたユーザー名を入力して下さい。
 
ステップ 4. Password フィールドの ISP によって提供されたパスワードを入力して下さい。
 
ステップ 5.望ましい接続 オプションに対応する Radio ボタンをクリックして下さい。
 
• オンデマンド式で接続応答—インターネット接続はトラフィックあるときだけアクティブです
。 インターネット接続が最大アイドル時間フィールドで終わる前に接続がアイドル状態である場
合もある最大の時間に入って下さい。 このオプションは基づいて ISP 充電接続がアクティブどの
位にであるか『IF』 を選択 されます。
 
• 保存して下さい稼働した—インターネット接続はアクティブ常にです。 リダイアル期間フィー
ルドで時間数を入力して下さい。 これは RV215W がインターネット接続の損失の後で再接続す
る前に待っている時間数です。
 



ステップ 6 認証種別 ドロップダウン リストから ISP によって提供される PPPoE 接続のための
認証の種類を選択して下さい。
 
• オートネゴシエーション— RV215W はどんな認証方式が使用されるべきであるか判別するため
に ISP サーバを問い合わせます。 RV215W はそれから正しい認証種別が付いている認証クレデ
ンシャルを送信 します。
 
• PAP — Password Authentication Protocol （PAP）はネットワーク上の非暗号化 ASCII パスワー
ドを送信する認証プロトコルです。 これは不確かな認証方式です。
 
• CHAP-chalLenge ハンドシェイク 認証プロトコル（CHAP）は三方ハンドシェイクの使用によ
って認証を確認する認証プロトコルです。 このハンドシェイクは最初の接続の後で最初の接続お
よび無作為に間隔の時に起こります。
 
• MS-CHAP — MS - CHAP は CHAP の Microsoft バージョンです。 MS-CHAP は Windows NT 製
品との互換性のために設計されている形式にあります。
 
• MS-CHAP2 — MS-CHAP2 は MS-CHAP の拡張です。 MS-CHAP 2 はより強い暗号化キーによ
る MS-CHAP より強い認証方式です。
 
ステップ 7.サービス名フィールドでサービス名を入力して下さい。 ISP によってサービス名が
RV215W が持っているアクセスの種類を定義するのに使用されています。 サービス名は ISP に
よってつけられます。
 
ステップ 8. （オプションの）設定オプションの設定エリアの次の設定。
 
• ホストは name — RV215W のホスト ネームを入力します。 ホスト名は RV215W にリモートで
ログオンするユーザに識別を提供します。
 
• ドメイン名— RV215W のドメイン名を入力して下さい。
 
• mtu —最大送信ユニット（MTU）のための設定の望ましい方式に対応する Radio ボタンをクリ
ックして下さい。 MTU はネットワークに送信 することができる最も大きいパケットのサイズで
す。 PPPoE 接続のための標準 MTU は 1492 バイトです。
 
–自動— RV215W は MTU サイズを自動的に設定します。
 
–手動—ユーザは MTU サイズを手動で設定します。
 
• サイズ— Manualオプション・ボタンが MTU フィールドでクリックされたら MTU サイズを入
力して下さい。 下部の MTU データの小さいバーストを送信 する、一般に デフォルトMTUサイ
ズは十分ですある特定のアプリケーションに有利である。
 
ステップ 9. 『SAVE』 をクリック して下さい。
  
PPTP IPv4
 
ポイント ツー ポイント トンネリング プロトコル（PPTP）は ISP によってサービスの提供の一
部として使用するネットワーク プロトコルです。 PPTP はデータに暗号化を提供しませんが、暗
号化プロトコル MPPE に代りに頼ります。 PPTP は VPN 接続が他の接続オプションよりより多
くのトンネリング オーバーヘッドを作成するどんなに安全でないネットワーク上の信頼できる接
続を提供するのにバーチャル プライベート ネットワーク （VPN）を使用します。
 
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ネットワーキング >
WAN > WAN設定を選択し。 インターネット セットアップページは開きます:
 



 
呼び出します。 インターネット接続コネクション タイプ ドロップダウン リストから PPTP を選
択して下さい。
 
ステップ 3. PPTP 設定エリアの次の設定を設定して下さい。
 
• ip address — WAN ポートの IP アドレスを入力して下さい。
 



• サブネットマスク— WAN ポートのサブネットマスクを入力して下さい。
 
• デフォルト ゲートウェイ—デフォルト ゲートウェイの IP アドレスを入力して下さい。
 
• PPTP サーバ— PPTP サーバの IP アドレスを入力して下さい。
 
ステップ 4. Username フィールドの ISP によって提供されたユーザー名を入力して下さい。
 
ステップ 5. Password フィールドの ISP によって提供されたパスワードを入力して下さい。
 
ステップ 6.望ましい接続 オプションに対応する Radio ボタンをクリックして下さい。
 
• オンデマンド式で接続応答—インターネット接続はトラフィックあるときだけアクティブです
。 インターネット接続が最大アイドル時間フィールドで終わる前に接続がアイドル状態である場
合もある最大の時間に入って下さい。 このオプションは基づいて ISP 充電接続がアクティブどの
位にであるか『IF』 を選択 されます。
 
• 保存して下さい稼働した—インターネット接続はアクティブ常にです。 リダイアル期間フィー
ルドで時間数を入力して下さい。 これは RV215W がインターネット接続の損失の後で再接続す
る前に待っている時間数です。
 
ステップ 7 認証種別 ドロップダウン リストから ISP によって提供される PPTP 接続のための認
証の種類を選択して下さい。
 
• オートネゴシエーション— RV215W はどんな認証方式が使用されるべきであるか判別するため
に ISP サーバを問い合わせます。 RV215W はそれから正しい認証種別が付いている認証クレデ
ンシャルを送信 します。
 
• PAP — Password Authentication Protocol （PAP）はネットワーク上の非暗号化 ASCII パスワー
ドを送信する認証プロトコルです。 これは不確かな認証方式です。
 
• CHAP-chalLenge ハンドシェイク 認証プロトコル（CHAP）は三方ハンドシェイクの使用によ
って認証を確認する認証プロトコルです。 このハンドシェイクは最初の接続の後で最初の接続お
よび無作為に間隔の時に起こります。
 
• MS-CHAP — MS - CHAP は CHAP の Microsoft バージョンです。 MS-CHAP は Windows NT 製
品との互換性のために設計されている形式にあります。
 
• MS-CHAP2 — MS-CHAP2 は MS-CHAP の拡張です。 MS-CHAP 2 はより強い暗号化キーによ
る MS-CHAP より強い認証方式です。
 
ステップ 8.サービス名フィールドでサービス名を入力して下さい。 ISP によってサービス名が
RV215W が持っているアクセスの種類を定義するのに使用されています。 サービス名は ISP に
よってつけられます。
 
ステップ 9： Microsoft ポイントツーポイント暗号化（MPPE）を有効に するために MPPE 暗号
化フィールドの有効をチェックして下さい。 MPPE はバーチャル プライベート ネットワーク
（VPN）接続を渡って転送されるデータを暗号化する機能です。
 
ステップ 10. （オプションの）設定オプションの設定エリアの次の設定。
 
• ホストは name — RV215W のホスト ネームを入力します。 ホスト名は RV215W にリモートで
ログオンするユーザに識別を提供します。
 
• ドメイン名— RV215W のドメイン名を入力して下さい。
 



• mtu —最大送信ユニット（MTU）のための設定の望ましい方式に対応する Radio ボタンをクリ
ックして下さい。 MTU はネットワークに送信 することができる最も大きいパケットのサイズで
す。 PPTP 接続のための標準 MTU は 1460 バイトです。
 
–自動— RV215W は MTU サイズを自動的に設定します。
 
–手動—ユーザは MTU サイズを手動で設定します。
 
• サイズ— Manualオプション・ボタンが MTU フィールドでクリックされたら MTU サイズを入
力して下さい。 下部の MTU データの小さいバーストを送信 する、一般に デフォルトMTUサイ
ズは十分ですある特定のアプリケーションに有利である。
 
ステップ 11. 『SAVE』 をクリック して下さい。
  
L2TP IPv4
 
Layer 2 Tunneling Protocol は ISP によってサービスの提供の一部として使用するトンネリング
プロトコルです。 L2TP はデータに暗号化を提供しませんが、暗号化プロトコル MPPE に代りに
頼ります。 L2TP は VPN 接続が他の接続オプションよりより多くのトンネリング オーバーヘッ
ドを作成するどんなに安全でないネットワーク上の信頼できる接続を提供するのにバーチャル プ
ライベート ネットワーク （VPN）を使用します。
 
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ネットワーキング >
WAN > WAN設定を選択し。 インターネット セットアップページは開きます:
 





呼び出します。 インターネット接続コネクション タイプ ドロップダウン リストから『L2TP』
を選択 して下さい。
 
ステップ 3. L2TP 設定エリアの次の設定を設定して下さい。
 
• ip address — WAN ポートの IP アドレスを入力して下さい。
 
• サブネットマスク— WAN ポートのサブネットマスクを入力して下さい。
 
• gateway — デフォルトゲートウェイアドレスを入力して下さい。
 
• L2TP サーバ— L2TP サーバの IP アドレスを入力して下さい。
 
ステップ 4 バージョン ドロップダウン リストから L2TP のバージョンを選択して下さい。
 
• バージョン 2 — L2TP の標準バージョン。
 
• バージョン 3 — L2TP の新しいバージョン。 L2TPv3 は追加のセキュリティ 機能および改善さ
れたカプセル化を提供します。
 
ステップ 5 cookie 長さ ドロップダウン リストから cookie サイズを選択して下さい。 この
cookie サイズは各々のネゴシエートされたセッションのためのローカルでユニークな cookie の
サイズを定義します。
 
ステップ 6. Vendor ID フィールドの望ましいベンダーに対応する Radio ボタンをクリックして下
さい。 ベンダー ID は L2TP 接続に識別を与えます。
 
• 標準—このオプションは L2TP 接続が RV215W からシスコ以外のデバイスにあるとき使用され
ます。 これはほとんどの ISP 接続のためのケースです。
 
• Cisco —このオプションは L2TP 接続が RV215W から Ciscoデバイスにあるとき使用されます
。 これがユーザが自身の L2TP ID を設定することを可能にするのに使用されています。
 
ステップ 7 Vendor ID が Cisco である場合、バーチャル Circuit id フィールドで L2TP 接続の ID
を入力して下さい。
 
ステップ 8.認証フィールドの認証を有効に するか、または無効に するために望ましい Radio ボ
タンをクリックして下さい。
 
注: このオプションは L2TP バージョン 3. L2TP バージョン 2 のためだけ有効に なるように要求
します認証がです。
 
ステップ 9. Username フィールドの ISP によって提供されたユーザー名を入力して下さい。
 
ステップ 10. Password フィールドの ISP によって提供されたパスワードを入力して下さい。
 
ステップ 11.望ましい接続 オプションに対応する Radio ボタンをクリックして下さい。
 
• オンデマンド式で接続応答—インターネット接続はトラフィックあるときだけアクティブです
。 インターネット接続が最大アイドル時間フィールドで終わる前に接続がアイドル状態である場
合もある最大の時間に入って下さい。 このオプションは基づいて ISP 充電接続がアクティブどの
位にであるか『IF』 を選択 されます。
 
• 保存して下さい稼働した—インターネット接続はアクティブ常にです。 リダイアル期間フィー
ルドで時間数を入力して下さい。 これは RV215W がインターネット接続の損失の後で再接続す
る前に待っている時間数です。



ステップ 12： 認証種別 ドロップダウン リストから ISP によって提供される L2TP 接続のための
認証の種類を選択して下さい。
 
• オートネゴシエーション— RV215W はどんな認証方式が使用されるべきであるか判別するため
に ISP サーバを問い合わせます。 RV215W はそれから正しい認証種別が付いている認証クレデ
ンシャルを送信 します。
 
• PAP — Password Authentication Protocol （PAP）はネットワーク上の非暗号化 ASCII パスワー
ドを送信する認証プロトコルです。 これは不確かな認証方式です。
 
• CHAP-chalLenge ハンドシェイク 認証プロトコル（CHAP）は三方ハンドシェイクの使用によ
って認証を確認する認証プロトコルです。 このハンドシェイクは最初の接続の後で最初の接続お
よび無作為に間隔の時に起こります。
 
• MS-CHAP — MS - CHAP は CHAP の Microsoft バージョンです。 MS-CHAP は Windows NT 製
品との互換性のために設計されている形式にあります。
 
• MS-CHAP2 — MS-CHAP2 は MS-CHAP の拡張です。 MS-CHAP 2 はより強い暗号化キーによ
る MS-CHAP より強い認証方式です。
 
ステップ 13： サービス名フィールドでサービス名を入力して下さい。 ISP によってサービス名
が RV215W が持っているアクセスの種類を定義するのに使用されています。 サービス名は ISP
によってつけられます。
 
ステップ 14： Microsoft ポイントツーポイント暗号化（MPPE）を有効に するために MPPE 暗号
化フィールドの有効をチェックして下さい。 MPPE はバーチャル プライベート ネットワーク
（VPN）接続を渡って転送されるデータを暗号化する機能です。
 
ステップ 15： （オプションの）オプションの設定エリアの次の設定を行って下さい。
 
• ホストは name — RV215W のホスト ネームを入力します。 ホスト名は RV215W にリモートで
ログオンするユーザに識別を提供します。
 
• ドメイン名— RV215W のドメインを入力して下さい。
 
• mtu —最大送信ユニット（MTU）のための設定の望ましい方式に対応する Radio ボタンをクリ
ックして下さい。 MTU はネットワークに送信 することができる最も大きいパケットのサイズで
す。 L2TP 接続のための標準 MTU は 1460 バイトです。
 
–自動— RV215W は MTU サイズを自動的に設定します。
 
–手動—ユーザは MTU サイズを手動で設定します。
 
• サイズ— Manualオプション・ボタンが MTU フィールドでクリックされたら MTU サイズを入
力して下さい。 下部の MTU データの小さいバーストを送信 する、一般に デフォルトMTUサイ
ズは十分ですある特定のアプリケーションに有利である。
 
ステップ 16： [Save] をクリックします。
  
自動コンフィギュレーション DHCPv6
 
Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）/DHCPv6 バージョン 6 （DHCPv6）はネットワ
ークに接続するときコンピュータに自動的に IP アドレスを割り当てるネットワーク プロトコル
です。 DHCPv6 は頻繁に IP アドレスを変更するデバイスのために使用されます。 自動コンフィ
ギュレーションが原因で、DHCPv6 は設定に少しを必要としません。
 



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ネットワーキング >
IPv6 > IPv6 WAN設定を選択し。 IPv6 WAN設定 ページは開きます:
 

 
呼び出します。 WAN 接続タイプ ドロップダウン リストから設定 -DHCPv6 を『Automatic』 を
選択 して下さい。
 
ステップ 3. 『SAVE』 をクリック して下さい。
  
静的な IPv6
 
静的IP アドレスはアドレスですデバイスに長時間にわたって割り当てられる。 静的な IP アドレ
スはインターネットの Webサイト ホスティングまたは他のサービスのような IP アドレスを変更
しないデバイス サービスのために主に使用されます。 インターネット サービス プロバイダ
（ISP）は RV215W の WAN 接続に静的IP アドレスを提供します。
 
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ネットワーキング >
IPv6 > IPv6 WAN設定を選択し。 IPv6 WAN設定 ページは開きます:
 

 
呼び出します。 WAN 接続タイプ ドロップダウン リストから静的な IPv6 を選択して下さい。
 
ステップ 3. ISP によって提供される IPv6 Address フィールドで WAN ポートの IPv6 アドレスを
入力して下さい。
 
ステップ 4. ISP によって定義される WAN ポートのプレフィックス長を入力して下さい。
 
ステップ 5. ISP によって提供される Gateway フィールドでデフォルト ゲートウェイの IPv6 ア
ドレスを入力して下さい。



ステップ 6. ISP によって提供されるスタティック DNS 1 フィールドで ISP IPv6 ネットワークの
プライマリ DNS サーバの IPv6 アドレスを入力して下さい。
 
ステップ 7. ISP によって提供されるスタティック DNS 2 フィールドで ISP IPv6 ネットワークの
セカンダリDNSサーバの IPv6 アドレスを入力して下さい。
 
ステップ 8. 『SAVE』 をクリック して下さい。
  
PPPoE IPv6
 
イーサネット（PPPoE）上のポイント ツー ポイント プロトコルは終了点からの終了点へのバー
チャル トンネルを作成するネットワーク プロトコルです。 PPPoE はユーザコンフィギュレーシ
ョンの容易さが使用された原因です。 ISP は PPPoE パラメータを提供します。
 
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ネットワーキング >
IPv6 > IPv6 WAN設定を選択し。 IPv6 WAN設定 ページは開きます:
 



 
呼び出します。 WAN 接続タイプ ドロップダウン リストから PPPoE IPv6 を選択して下さい。
 
注: PPPoE 設定はインターネット セットアップページの IPv4 PPPoE 設定に基づいて定義されま
す。



ステップ 3.アドレス Mode フィールドの望ましいモードに対応する Radio ボタンをクリックして
下さい。
 
• dynamic — WAN ポートの IPv6 アドレスは自動的に割り当てられます。
 
• static — WAN ポートの IPv6 アドレスはユーザ設定です。 IP 設定エリアの次の設定を設定して
下さい。
 
– IPv6 は ISP によって提供される IPv6 Address フィールドで address — WAN ポートの IPv6 ア
ドレスを入力します。
 
– IPv6 プレフィクスは length — ISP によって定義される WAN ポートのプレフィクス 長さを入
力します。
 
–デフォルト IPv6 は Gateway フィールドで gateway — デフォルト ゲートウェイの IPv6 アドレ
スを入力します。
 
–スタティック DNS 1 —スタティック DNS 1 フィールドで ISP IPv6 ネットワークのプライマリ
DNS サーバの IPv6 アドレスを入力して下さい。
 
–スタティック DNS 2 —スタティック DNS 2 フィールドで ISP IPv6 ネットワークのセカンダリ
DNSサーバの IPv6 アドレスを入力して下さい。
 
ステップ 4. 『SAVE』 をクリック して下さい。
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