
RV160X および RV260X シリーズ ルータの初期
セットアップ ウィザードの設定 
目標

この資料の目標は RV160X/RV260X シリーズ ルータのための利用可能 な Setup ウィザード
を検討することです。 ウィザードは急速にこれらのデバイスによって起きることおよび実
行の主要なマイルストーンを旅行することをユーザが可能にします。

適当なデバイス

RV160●

RV160W●

RV260●

RV260W●

[Software Version]

1.0.1.3●

以前に RV34X シリーズ ルータのウィザードを使用する場合何が
これらのウィザードで新しいですか。

すばらしい質問。 前のハードウェアプラットフォームについて詳しく知っていればここに
あるものがについてあなたのためのストアに詳しく知っています。

何がワイヤレスと非無線バリアント間で異なっていますか。

以下の事項に注意して下さい:購入したハードウェアによってウィザードに違いがあります
。 プロダクト ID の終わりに「W」のインジケータはワイヤレス無線の存在を示します。 元
RV260W。 

初期セットアップ ウィザード

特記事項： ルータのデフォルト ローカル エリア ネットワーク （LAN） IP アドレスは
192.168.1.1 です。 接続することはルータにからアクセスするように意図するデバイスのネ
ットワーク設定を修正する必要がある場合もあります。 Windows 10 ユーザ向けのハウツー
に奪取 されるべき次のリンクをクリックして下さい。

IP アドレス 192.168.1.1 を占める既存の装置があったら操作するためにネットワークのため
のこの競合を解決する必要があることにまた注目して下さい。 この技術情報の端にこれの
多くは、または直接そこに奪取 されるためにここをクリックします。

ステップ 1.使用する前に ページからの初期セットアップ ウィザードをクリックして下さい

https://support.microsoft.com/en-us/help/15089/windows-change-tcp-ip-settings
https://support.microsoft.com/en-us/help/15089/windows-change-tcp-ip-settings


。

ステップ 2.情報を確認し、デバイスを接続されますモデムのようなインターネット 接続装
置に確認して下さい。 次に [Next] をクリックします。

ステップ 3 このステップはデバイスが接続されたり、『Next』 をクリック することをとき
ルータが接続されることを確かめるために基本的な手順をカバーします。



ステップ 4 Next 画面はルータに IP アドレスを割り当てるためのオプションを表示する。
あなた自身のネットワークの複雑な状況によっては、他に 1 つを選択することができます
。 決定された場合、適切なオプションをクリックし、次に『Next』 をクリック して下さい
。

IP アドレスの割り当て 説明
ダイナミックIPアドレス、か
DHCP （推奨）

すべてのオプションの最も簡単の、ルータが IP アドレス 割り当ておよびメ
ンテナンスを管理するように自動的にこれを選択します。

静的IP アドレス* ほとんどのカスタム ソリューションは、静的な IP アドレス精度が必要とな
るとき作成されます。 

PPPoE Point-to-Point Protocol over Ethernet（PPPoE）、主に DSL ユーザ向けに、
この方式は 2 つのリモート ポイント間の接続を作成します。

PPTP （ヨーロッパのコモン ポイント ツー ポイント プロトコルは VPN トラフィックに使用するより古



） い方式です。

L2TP （ヨーロッパのコモン） また Layer 2 Tunneling Protocol VPN トラフィックに使用するより古い方式
。

*If 静的IP アドレスを選択し、既存のルーティング 機器が、既存の装置より別のサブネット
の IP アドレスを割り当てる必要がありますあります。

注: 上の表は高レベル知識を提供するために意味されますなぜなら更に詳しい情報はこの画
面の下の方に別の接続タイプ ハイパーリンクについての学習を詳細にクリックします。

ステップ 5 次にルータ 時間設定を行うためにプロンプト表示されます。 これはログを見る
か、またはイベントを解決するとき精度を有効に するので重要です。 時間帯を選択し、次
に『Next』 をクリック して下さい。

ステップ 6 次にデバイスかに割り当てるべきどんな MAC アドレスを、選択します。 ほと
んどのユーザはデフォルトアドレスを、クリックしますの隣で続行します使用します。



ステップ 7 次のページは選択したオプションの要約です。 満足された場合検討し、『
Next』 をクリック して下さい。

ステップ 8 次のステップに関しては、ルータに記録 した場合使用するためにパスワードを
選択します。 パスワードのための規格は含んでいる数少なくとも 8 文字大文字及び小文字
が含まれることであり。 強度必要条件と準拠 する入力し、次に『Next』 をクリック して
下さいパスワードを。



注: パスワード強度適用を『Disable』 を選択 することが推奨されません。 このオプション
は割れ悪意のあるアクターのための 1-2-3 易い 123 簡単なパスワードを選択することを可
能にします。

デバイスがワイヤレス可能ではない場合、選択した設定を強調表示する Summary 画面を示
されます。 この画面を検討した後、SAVE ボタンをクリックします。

次のステップはワイヤレスですただ

ステップ 9： ワイヤレス 160/260 がある場合、また Wireless Local Area Network WLAN へ
のアクセス権を得るためにセキュリティキーを作成する必要があります。 選択して下さい
個人的な WPA2 を– AES はそれからパスワードを入力し。

ステップ 10.ウィザード 要約 ページの情報を確認すれば私達の受け入れるために設定を変
更する必要がある場合それからどちらかは『Back』 をクリック します 『SAVE』 をクリッ
ク します。



IP アドレス 以降を編集する必要があれば

初期セットアップ ウィザードを完了した後 VLANの設定の編集によってルータの静的IP ア
ドレスを設定できます。 この変更を行うために初期セットアップ ウィザードを再実行する
Skip 下記のステップに従います。

ステップ 1： 左メニューバーで LAN ボタンをクリックし、次に VLANの設定をクリックし
て下さい。



呼び出します。 それからルーティングデバイスが含まれている VLAN を、そしてクリック
します Edit ボタンを選択して下さい。

ステップ 3.望ましい静的IP アドレスを入力し、右上ハンド角で『Apply』 をクリック して
下さい。

ルータが IP アドレスを割り当てる DHCPサーバ/デバイスではない場合ステップ 4. （オプ
ションの）特定の IP アドレスに DHCP 要求を指示するのに DHCPリレー機能を使用できま
す。 IP アドレスは WAN/Internet に接続されるルータであるために本当らしいです。

結論

すばらしいジョブ、新しいルーティングデバイスで今設定されます。 ネットワークを操作
するメソッドについて学び続けるように勧めます。 少し努力を使うと組織傑出を助けるい
くつかの非常に冷却機能を設定し始めることができます。 熟視したいと思う場合もあるい
くつかの追加トピックは含んでいます;

RV160 および RV260 ルータのトラブルシューティング●

RV160 および RV260 のスタティック ルーティングの設定●

RV160 および RV260 シリーズ ルータの設定 アクセス ルール●

表示して下さいこの技術情報に関するビデオを…

Cisco からの他の Tech Talk を表示するためにここをクリックして下さい

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5857-troubleshooting-on-rv160x-and-rv260x.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Configuring_NAT_and_Static_NAT_on_the_RV160_and_RV260.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/configure-access-rules-rv160-rv260.html
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