
RV215W の Setup ウィザード 
目標
 

Setup ウィザードはネットワーク管理者が RV215W の基本的な設定をすぐにおよび便利に
行うことを許可します。 この記事は RV215W のための Setup ウィザードを設定する方法を
説明します。
  

適当なデバイス
 

• RV215W
  

[Software Version]
 

• 1.1.0.5
  

高度 VPN のセットアップ
 
DHCP の設定 WAN
 

Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）/DHCPv6 （DHCP）インターネットにルー
タを自動的に接続することを許可します。 インターネット サービス プロバイダ（ISP）は
あなたのルータの設定を行うのに DHCP を使用します。 ISP がインターネット 接続のため
に DHCP を使用する場合このプロシージャを行って下さい。
 
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 > Setup ウィザー
ド 『管理』 を選択 し。 Setup ウィザード ページは開きます:
 

 



呼び出します。 示しませんログインの後で Setup ウィザードのディスプレイを防ぎ始めま
すチェックボックスをチェックして下さい。
 
ステップ 3. 『Next』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 4 RV215W はインターネット接続があるように確認します。 それが終わった後、
『Next』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 5.ダイナミック IP アドレス、か DHCP （推奨） Radio ボタンをクリックして下
さい
 
ステップ 6. 『Next』 をクリック して下さい。
  

静的IP アドレスで WAN を設定して下さい
 



静的IP アドレスはアドレスです変更しない。 これらは ISP から一般に購入されなければな
りません。 ISP がインターネット 接続のために静的な IP アドレスを使用する場合このプロ
シージャを行って下さい。 このプロシージャは Setup ウィザードが付いている静的な IP
WAN 接続を設定する方法を説明します。
 
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 > Setup ウィザー
ド 『管理』 を選択 し。 Setup ウィザード ページは開きます:
 

 
呼び出します。 示しませんログインの後で Setup ウィザードのディスプレイを防ぎ始めま
すチェックボックスをチェックして下さい。
 
ステップ 3. 『Next』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 4 RV215W はインターネット接続があるように確認します。 それが終わった後、
『Next』 をクリック して下さい。



 
ステップ 5.静的な IP Radio ボタンをクリックして下さい。
 
ステップ 6. 『Next』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 7 静的IP アドレス フィールドでは、WANインターフェイスの静的IP アドレスを
入力して下さい。
 
ステップ 8 サブネットマスク フィールドでは、静的な WANインターフェイス アドレスの
ためのサブネットマスクを入力して下さい。
 



ステップ 9： ゲートウェイ IP フィールドでは、WANインターフェイスがインターネットに
接続されるのに使用することであることゲートウェイの IP アドレスを入力して下さい。
 
ステップ 10： DNS フィールドでは、プライマリ ドメイン ネーム システム（DNS） サー
バの IP アドレスを入力して下さい。 DNS サーバはネットワーク デバイスが使用される IP
アドレスにドメイン名をマップします。
 
セカンダリ DNS （オプションの）フィールドのステップ 11. （オプションの）は、セカン
ダリ ドメイン ネーム システム（DNS） サーバの IP アドレスを入力します。
 
ステップ 12： [Next] をクリックします。
  

PPPoE で WAN を設定して下さい
 

Point-to-Point Protocol over Ethernet（PPPoE）は ISP のインターネット接続にアクセスす
るのに簡単なユーザ名 および パスワードを使用します。 ISP がインターネット 接続のため
に PPPoE を使用する場合このプロシージャを行って下さい。 プロシージャは PPPoE の設
定を行う方法を説明します。
 
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 > Setup ウィザー
ド 『管理』 を選択 し。 Setup ウィザード ページは開きます:
 

 
呼び出します。 示しませんログインの後で Setup ウィザードのディスプレイを防ぎ始めま
すチェックボックスをチェックして下さい。
 
ステップ 3. 『Next』 をクリック して下さい。
 



 
ステップ 4 RV215W はインターネット接続があるように確認します。 それが終わった後、
『Next』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 5. PPPoE Radio ボタンをクリックして下さい。
 
ステップ 6. 『Next』 をクリック して下さい。
 



 
ステップ 7 アカウント名フィールドでは、ISP に登録されているアカウント名を入力して下
さい。
 
ステップ 8 Password フィールドでは、PPPoE アカウントのためのパスワードを入力して
下さい。
 
ステップ 9： 確認 Password フィールドでは、パスワードを再びタイプして下さい。
 
ステップ 10. 『Next』 をクリック して下さい。
  

PPTP で WAN を設定して下さい
 

ポイントツーポイント トンネリング プロトコル（PPTP）は ISP とインターネットに接続
するのに静的IP アドレスおよびアカウントを両方使用します。 ISP がインターネット 接続
のために PPTP 接続を使用する場合このプロシージャを行って下さい。 このプロシージャ
は PPTP の設定を行う方法を説明します。
 
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 > Setup ウィザー
ド 『管理』 を選択 し。 Setup ウィザード ページは開きます:
 



 
呼び出します。 示しませんログインの後で Setup ウィザードのディスプレイを防ぎ始めま
すチェックボックスをチェックして下さい。
 
ステップ 3. 『Next』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 4 RV215W はインターネット接続があるように確認します。 それが終わった後、
『Next』 をクリック して下さい。
 



 
ステップ 5. PPTP （ヨーロッパだけ） Radio ボタンをクリックして下さい
 
ステップ 6. 『Next』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 7 アカウント名フィールドでは、ISP に登録されているアカウント名を入力して下
さい。
 
ステップ 8 Password フィールドでは、PPTP アカウントのためのパスワードを入力して下
さい。
 
ステップ 9： 確認 Password フィールドでは、パスワードを再びタイプして下さい。



ステップ 10： 静的IP アドレス フィールドでは、WANインターフェイスの静的IP アドレス
を入力して下さい。
 
ステップ 11： サブネットマスク フィールドでは、静的な WANインターフェイス アドレス
のためのサブネットマスクを入力して下さい。
 
ステップ 12： ゲートウェイ IP フィールドでは、WANインターフェイスがインターネット
に接続されるのに使用することであることゲートウェイの IP アドレスを入力して下さい。
 
ステップ 13： Server フィールドでは、ISP のためのインターネット サーバの IP アドレス
を入力して下さい。
 
ステップ 14： [Next] をクリックします。
  

L2TP で WAN を設定して下さい
 

Layer 2 Tunneling Protocol （L2TP）はまた ISP とインターネットに接続するのに静的IP ア
ドレスおよびアカウントを両方使用します。 ISP がインターネット 接続のために l2TP 接続
を使用する場合このプロシージャを行って下さい。 このプロシージャは L2TP の設定を行
う方法を説明します。
 
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 > Setup ウィザー
ド 『管理』 を選択 し。 Setup ウィザード ページは開きます:
 

 
呼び出します。 示しませんログインの後で Setup ウィザードのディスプレイを防ぎ始めま
すチェックボックスをチェックして下さい。
 
ステップ 3. 『Next』 をクリック して下さい。
 



 
ステップ 4 RV215W はインターネット接続があるように確認します。 それが終わった後、
『Next』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 5. L2TP （ヨーロッパだけ） Radio ボタンをクリックして下さい
 
ステップ 6. 『Next』 をクリック して下さい。
 



 
ステップ 7 アカウント名フィールドでは、ISP に登録されているアカウント名を入力して下
さい。
 
ステップ 8 Password フィールドでは、L2TP アカウントのためのパスワードを入力して下
さい。
 
ステップ 9： 確認 Password フィールドでは、パスワードを再びタイプして下さい。
 
ステップ 10： 静的IP アドレス フィールドでは、WANインターフェイスの静的IP アドレス
を入力して下さい。
 
ステップ 11： サブネットマスク フィールドでは、静的な WANインターフェイス アドレス
のためのサブネットマスクを入力して下さい。
 
ステップ 12： ゲートウェイ IP フィールドでは、WANインターフェイスがインターネット
に接続されるのに使用することであることゲートウェイの IP アドレスを入力して下さい。
 
ステップ 13： Server フィールドでは、ISP のためのインターネット サーバの IP アドレス
を入力して下さい。
 
ステップ 14： [Next] をクリックします。
  

最終的な設定
 

WAN インターネット接続コネクション タイプを設定することを持っていた後このプロシー
ジャを行って下さい。 このプロシージャは Setup ウィザードの最終的な設定を行う方法を
説明します。
 



 
ステップ 1： 時間帯 ドロップダウン リストから、RV215W に適用するために時間帯を選択
して下さい。
 
ステップ 2.次のいずれかの操作を行って下さい:
 

• Network Time Protocol（NTP） synchronization —インターネット・リソースを
RV215W の日時を設定 するのに使用するようにクリックしますこの Radio ボタンを有効
に して下さい。
 
• 手動で 設定 して下さい日時を—手動で RV215W の日時を設定 するためにこの Radio ボ
タンをクリックして下さい。
 
• コンピューターからそれらをインポートするために自動的に接続されたコンピュータの
日時に日時を設定 するためにここをクリックしますリンクをここをクリックして下さい。
 

ステップ 2 で日時を手動で 『Set』 を選択 した場合ステップ 3. （オプションの）は、年、
月、日および時間ドロップダウン リストからの日時を選択します。
 
ステップ 4. 『Next』 をクリック して下さい。
 



 
ステップ 5.望ましいタイプの MAC アドレスに従って Radio ボタンをクリックして下さい。
 

• 使用して下さいデフォルトアドレス （推奨） —オプションが設定 RV215W のデフォル
ト MAC アドレス RV215W のための MAC アドレスとしてこの。 このオプションはたいて
いの場合使用する必要があります。
 
• このコンピュータの address —このオプションを設定 します RV215W のための MAC ア
ドレスとして接続されたコンピュータの MAC アドレスを使用して下さい。
 
• これを使用して下さい address —このオプションが使用するためにデバイスのための
MAC アドレスを入力することを可能にする。 ISP が RV215W は特定の MAC アドレスが
あるように要求する場合このオプションを使用して下さい
 



 
使用をステップ 5 のこのアドレス選択した場合ステップ 6. （オプションの）は隣接した入
力フィールドで、このアドレスを使用するために MAC アドレスを入力します。
 
ステップ 7：[Submit] をクリックします。
 

 
ステップ 8. 『Next』 をクリック して下さい。
 



 
ステップ 9： ルータ パスワードでは、管理者アカウントのためのパスワードを入力して下
さい。
 
ステップ 10： 確認パスワードでは、管理者アカウントのためのパスワードをもう一度入力
して下さい。
 
ステップ 11. （オプションの）チェック パスワード強度必要条件を無効に する無効パスワ
ード強度適用チェックボックス。 このオプションはネットワークをより少なくセキュアに
します。
 
ステップ 12： [Next] をクリックします。
 



 
ステップ 13： ネットワーク Name フィールドでは、識別されるべきネットワーク名前を入
力して下さい。
 
ステップ 14： [Next] をクリックします。
 

 
ステップ 15： 望ましいネットワークの種類 セキュリティに従って Radio ボタンをクリッ
クして下さい。
 

• 最もよいセキュリティ（個人的な WPA2 - AES） —このオプションは無線ネットワーク
のためのセキュアでが、すべてのデバイス特により古いデバイスを使用しません。
 



• よりよいセキュリティ（個人的な WPA - TKIP/AES はほとんどのデバイスを） —このオ
プションは個人的な WPA2 程にセキュアではないです- AES 使用しますが。
 
• ノー・セキュリティ（推奨されない） —このオプションは無線ネットワークのためにセ
キュリティを使用しないし、ネットワークを攻撃を受けやすい状態のままにします。 この
オプションは推奨されません。
 

 
ステップ 16： テキスト エントリ フィールドでは、セキュリティキーのための 8 から 63 文
字か 64 の 16 進法ディジットを入力するか、またはフィールドで提供される自動的に生成
されたセキュリティキーを使用して下さい。
 
ステップ 17： [Next] をクリックします。
 



 
ステップ 18： [Submit] をクリックします。 Setup ウィザードは設定を確定します。
 

 
ステップ 19： [Finish] をクリックします。
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