
RV215W のモバイルネットワーク ネットワーク
構成 

目標
 

モバイルネットワーク ページがモービル ブロードバンド な 3G USB モデムの使用によって
インターネット接続を設定するのに使用されています。
 
この技術情報は RV215W のモバイルネットワークを設定する方法を説明します。
  

適当なデバイス
 

• RV215W
  

[Software Version]
 

• v1.0.0.16
  

モバイルネットワーク ネットワーク構成
 

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 > モバイルネットワークを選択し。 モバイルネットワーク ページは開きます:
 



 
呼び出します。 グローバルな設定 エリアで、望まれるに接続する接続応答 Mode フィール
ドの方式を対応する Radio ボタンをクリックして下さい。
 

• 自動— 3g モデムは接続を自動的に確立します。
 
• 手動—ユーザは 3g 接続を手動で接続し、切ります。
 

ステップ 3 接続モードがオート望ましい自動接続に対応する 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。
 
• キープ アライブ—インターネット接続は 3g モデムが RV215W に接続される限りアクテ
ィブ常にです。
 

注: 3g モデムのステータスはカード状況 フィールドで表示する。
  

モバイルネットワーク セットアップ
 

 
ステップ 1.設定 Mode フィールドの望ましい構成方法に対応する Radio ボタンをクリック
して下さい。
 

• 自動—モバイルネットワークは接続に自動的に設定されます。
 
• 手動—モバイルネットワークは手動で設定する必要があります。
 

注: カード Mode フィールドはカードによってがあるコンフィギュレーションモードを表示
する。
 
呼び出します。 設定モードが手動次のフィールドを設定して下さい。
 

• アクセス ポイント ネーム（APN） —インターネット接続のアクセス ポイント ネームを
入力して下さい。 この名前は ISP によってつけられます。
 
• ダイヤル番号— ISP によって提供されるインターネット接続のダイヤル番号を入力して
下さい。
 
• username — ISP によって提供されたユーザ名を入力して下さい。
 
• password — ISP によって提供されたパスワードを入力して下さい。
 
• サーバ名— ISP によって提供されるインターネット接続のサーバ名を入力して下さい。
 



• 認証—認証 ドロップダウン リストからモバイルネットワークのために使用することであ
る認証の種類を選択して下さい。 これは ISP から提供されます。 オート オプションは
ISP が別の方法で言わなければ推奨されます。
 
• サービス タイプ—サービス タイプ ドロップダウン リストから ISP が使用するサービス
タイプ シグナルを選択して下さい。 この情報は ISP から学習されます。
 

–好まれる HSDPA/3G/UMTS —このオプションは HSDPA/3G/UMTS 場合のための
RV215W 検索を最初はします。 その場合がない場合、RV215W は GPRS 場合を捜しま
す。 これは推奨オプションです。
 
– HSDPA/3G/UMTS だけ—このオプションは ISP 提供します HSDPA/3G/UMTS サービ
ス 信号だけを『IF』 を選択 されます。 このオプションは接続 セットアップ 時間を増加
します。
 
– GPRS —このオプションは ISP 提供します GPRS サービス 信号だけを『IF』 を選択
されます。 このオプションは接続 セットアップ 時間を増加します。
 

ステップ 3. SIM Pin Field で 3g モデムの SIM PIN を入力して下さい。 SIM PIN は SIM カ
ードのユーザアクセス 情報を可能にするパスワードです。 これは ISP によってまたは ISP
によってユーザによって設定されてあります。
  

帯域幅キャップ設定
 

 
ステップ 1.帯域幅帽子を有効に するために帯域幅帽子トラッキング フィールドの 
Enabledオプション・ボタンをクリックして下さい。 帯域幅キャップ トラッキングは月例
帯域幅制限の設定を可能にします。
 
呼び出します。 月例更新日付ドロップダウン リストから帯域幅 カウンター リセット日付
を選択して下さい。
 
ステップ 3.月例帯域幅キャップ フィールドで月例帯域幅キャップを入力して下さい。 この
値は設定 された 日付にわたって使用できるデータの最大量です。
 
ステップ 4.月フィールドのパーセントでパーセントを入力して下さい。 このオプションは
最初の E メール設定オプションの横で使用されます。 帯域幅キャップの設定 された パーセ
ントが達すれば、E メールは RV215W 管理者に送信 されます。
  

E メール設定
 

E メール設定は選択機構ですモバイルネットワークについての RV215W 管理者に通知を送
信 する。 RV215W 管理者の E メールをはたらかせる Settings ページ E メールでこれらの
オプションに関しては設定する必要があります。
 



 
ステップ 1： 3G/4G 使用方法が月例帯域幅キャップのパーセントに達する場合 RV215W 管
理者にメールを送信 するために E メール設定エリアの最初のチェックボックスをチェック
して下さい。 このパーセントは月フィールドのパーセントで定義されます。
 
呼び出します。 フェールオーバーかリカバリが発生するとき RV215W 管理者にメールを送
信 するために E メール設定エリアの第 2 チェックボックスをチェックして下さい。 フェー
ルオーバーによっては WAN インターネット接続が出かけ、3g インターネット接続が引き
継ぐ時はいつでもが発生します。 リカバリによっては WAN インターネット接続がフェー
ルオーバーに続く接続を再開する時はいつでもが発生します。
 
ステップ 3 3G/4G 接続が確立される場合 RV215W 管理者にメールを定期的に 送信 するた
めに E メール設定エリアの第 3 チェックボックスをチェックして下さい。
 
ステップ 4 第 3 チェックボックスがチェックされたら接続が E メールを送信 される確立し
たタイムインターバルを入力して下さい。
 
ステップ 5. 『SAVE』 をクリック して下さい。
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