
RV130 および RV130W のメール設定 
目標
 

RV130 および RV130W はエラーログおよびファームウェアアップデートのようなデバイス
に関する重要な情報の、知らせるアカウントにメールを送信 するために設定することがで
きます。 情報は規定の間隔でおよびネットワークイベントの特定の種類のために送信 され
るために設定することができます。
 
この資料の目標は R130 および RV130W VPN ルータの E メール設定を編集する方法を示す
ことです。
  

適当なデバイス
 

• RV130 
• RV130W
  

[Software Version]
 

• 1.0.1.3
  

設定 メール設定
 

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 > ロギング > E メ
ール設定『管理』 を選択 し。 Settings ページ E メールは開きます:
 



 
呼び出します。 新しいファームウェア E メール アラート フィールドでは、新しいファーム
ウェアが自動的に検出するおよび/またはインストールされているときデバイスが eメール
通知を発信するように Enable チェックボックスをチェックして下さい。
 

 
注: 申し分なく新しいファームウェア E メール アラートを設定するために、自動ファームウ
ェアアップグレード設定はまた行う必要があります。 詳細については Webインターフェイ
スを使用して RV130 および RV130W のファームウェア/言語 アップグレードを参照して下
さい。
 
ステップ 3 E メール ログをイネーブルに設定するために E メール ログ フィールドの 
Enable チェックボックスをチェックして下さい。 E メール ログは定義されたイベントがデ
バイスに発生する時はいつでも特定のアドレスに E メールを送信 する 機能です。
 

 
注: E メール ログをイネーブルに設定するために、ログ 設定は最初に行う必要があります。
詳細については RV130 および RV130W の設定 ログ 設定を参照して下さい。
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ステップ 4. （オプションの）は最小メール ログ 重大度 フィールド 送信 されるべきログメ
ッセージを引き起こすことができる最少重大なイベントを表示する。 設定 重大度 ボタンを
クリックしてログ 設定 ページに連れて行きます。 ここから、最小重大度および他のログ
設定を調節することができます。
 

 
ステップ 5 有効に なることを選択したら E メールは頻繁にログのようにユニット ドロップ
ダウン リストからこのステップをスキップするためにどのように別の方法で送信 されるか
ステップ 3 を、選択しますログオンします。
 

 
利用可能 な オプションは次の通り定義されます:
 

• 決して—決して送信ログ。 これが選択される場合、ステップ 8.にスキップして下さい。
 
• 一時間毎に—一度送信ログ各時間。 これが選択される場合、ステップ 8.にスキップして
下さい。
 
• 毎日—送信は毎日同時に記録 します。 これが選択される場合、ステップ 7.にスキップし
て下さい。
 
• 週間—送信は週に一度記録 します。
 

ステップ 6 ウィークリーがステップ 5 で選択される場合、ログのように日ドロップダウン
リストから送出される曜日を選択して下さい。 さもなければこのステップをスキップする
ことができます。
 



 
ステップ 7 どちらかがステップ 5 で毎日あるいは毎週選択される場合、ログのように時間
ドロップダウン リストからで送信 される Time Of Day を選択して下さい。 さもなければこ
のステップをスキップすることができます。
 

 
ステップ 8 E メール サーバアドレス フィールドでは、受信者のアカウントの E メール サ
ーバのための IP アドレスかドメイン名を入力して下さい。
 

 
ステップ 9： E メール サーバポート フィールドでは、に接続するために SMTP サーバのた
めのポート番号を入力して下さい。
 



 
ステップ 10： 帰り Ｅメールアドレス フィールドでは、戻されたメールを受信するために
ｅメールアドレスを入力して下さい。 メールが正常に渡されなければ場合リターン アドレ
スに送信 されます。
 

 
ステップ 11： Ｅメールアドレス（1）フィールドへの送信では、ログを受け取る ｅメール
アドレスを入力して下さい。 ログのように追加 ｅメールアドレスに差し向けられたら ｅメ
ールアドレスを Ｅメールアドレス（2） （オプションの）への送信で入力するためにおよ
び/または Ｅメールアドレス（3） （オプションの）フィールドに送信 するために。
 



 
ステップ 12： E メール 暗号化 ドロップダウン リストで、暗号化の望ましい方式を選択し
て下さい。 TLS は推奨されるオプションです。
 

 
利用可能 な オプションは次の通り定義されます:
 

• disable — E メール 暗号化は無効に なります。
 
• SSL —セキュア ソケット レイヤ（SSL） 暗号化 プロトコルは送信 されて、データを保
護するおよび保護する電子メールを暗号化します。
 
• TLS — Transport Layer Security 暗号化 プロトコルは追加されたセキュリティ拡張の
SSL へサクセサ、業界標準電流です。
 

ステップ 13： SMTP サーバ ドロップダウン リストの認証では、使用している SMTP サー
バと対応する認証方式を選択して下さい。
 



 
利用可能 な オプションは次の通り定義されます:
 

• なし— SMTP サーバの認証を無効に します。
 
• login — ユーザ名 および パスワードをユーザを認証するのに使用します。
 
• 平野—類似した admin が使用される許可識別のためのサポートを含まれるためログイン
するためしかし。 特定のアプリケーションのために選択するためにどれの不確実ならログ
インに明白に選択することを推奨します。
 
• CRAM-MD5 — CRAM-MD5 認証では、サーバはクライアントに最初にチャレンジ スト
リングを伝送し、応答はストリングとしてクライアントから届きます。 これはログインお
よび平野上のセキュリティを追加しました。 許可識別はサポートされません。
 

ステップ 14： ステップ 13 の SMTP サーバの認証方式を選択した場合、E メール 認証ユー
ザネーム フィールドでユーザ名および E メール 認証 パスワード フィールドでパスワード
を入力して下さい。 どれもステップ 13 で選択されなかった場合、このステップをスキップ
することができます。
 

 
ステップ 15： SMTP の接続を確認するために E メール 認証 Test フィールドの Test ボタ
ンをクリックして下さい。
 



 
ステップ 16： 変更を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。
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