
 

 

よくある質問 

 

1.) TP-LINK ルーターの管理画面にログインするには

2.)TPLINKWIFI.NET(管理画面)にアクセス出来ないときは 

3.) 中継器の接続が不安定などの問題があるときは 

4.) TP-LINK デバイスの管理用パスワードの変更方法について 

5.) 製品の型番はどこを見れば判別できますか？ 

6.) TP-LINK 社製ルーターのパスワードを調べ、変更するにはど

うすればいいですか？ 

7.) PC やスマートフォンの IP アドレスの確認方法 

8.) ルーターのファームウェアをアップグレードするには(一覧型

メニュー画面の機種) 

9.) PC やスマートフォンの IP アドレスの確認方法 

10.) ルーターのファームウェアをアップグレードするには(一覧

型メニュー画面の機種) 

11.) ルーターの Wi-Fi が不安定な時はどうすればいいですか？ 

12.) ワイヤレススピードやチャンネル幅を改善・変更する方法

は？ 
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13.)  中継器の管理画面にログインするには(PC のウェブブラウ

ザ) 

14.) ブリッジモード(アクセスポイントモード)への動作モード切

り替え方法 

15.) Deco をブリッジモードに設定をしてアクセスポイントとし

て使用するためにはどうすればいいですか？ 

16.) WDS ブリッジング機能を使ってルーターを中継器として使

用する方法(admin でログインする機種の場合) 

17.) Deco 間を LAN ケーブルで繋いで利用できますか？(Ethernet 

Backhaul) 

18.) 設定が完了してもインターネットにアクセスできない場合

はどうすればいいですか？ 

19.) Wi-Fi の 2.4GHz と 5GHz にはどんな違いがありますか? 

20.) Wi-Fi が遅いと感じたら 

21.) ルーターの初期設定の手順について 

22.) 【旧モデル専用】ブリッジモードの設定方法(タブ型管理画

面の機種の場合) 

23.) ルーターの速度に関して 
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24.) TP-Link ワイヤレスアダプターが望ましい速度に達していな

い場合、どうしたらいいですか？？ 

25.) Tether アプリで中継器の初期設定を行う手順 

26.) WPA2 セキュリティの脆弱性に関して(KRACKs) 

27.) 仮想サーバーが利用できない場合は 

28.) ファームウェア バージョンの確認のしかた 

29.) 中継器とルーターが 5GHz で接続出来ない場合は 

30.) Tapo を使用した RTSP ライブストリーミングの利用方法 

31.) インターネット接続の初期設定に関して 

32.) Alexa アプリ内で TP-Link ルーター スキルを有効にする手順 

33.) 各回線ごとのインターネット接続の初期設定について 

34.) IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)対応確認済みリスト 

35.) OpenVPN サーバー機能の利用に関して 

36.) Deco においてアクセスポイントモード(ブリッジ)とルーター

モードではどのような違いがありますか？ 

37.) どのように PPTP VPN サーバー機能を使用しますか？ 

38.) TP-Link ワイヤレスルータで TP-LINK DDNS を設定するに

は？（新しいロゴ） 
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39.) Wi-Fi ルーターのチャンネル設定を変更するには 

40.) ルーターのファームウェア アップグレードの方法について 

41.) Archer C55/C50/C20 や 11n ルーターでのポート開放の設定

方法 

42.) 中継器のウェブインターフェースにログインできない場合

と対処法 

43.) 中継器の初期設定に関して（ウェブブラウザ） 

44.) TP-Link ルーター スキルの使用方法 

45.) ルーターの LED がオレンジに点灯してインターネットに繋

がらないときは 

46.) Tether アプリを利用しての Wi-Fi 初期設定方法について 

47.) 無線 LAN 中継器をアクセスポイントとして利用する方法(ブ

リッジモード) 

48.) PPPoE 接続の初期設定の手順 (管理画面での設定) 

49.) CPE をアクセスポイントモードに設定する方法 

50.) どのように TP-LINK ルーターを使用して仮想サーバー（ポ

ート開放）を使用することができますか？(青い管理画面の機種) 

51.) Deco でインターネットの速度が遅いと感じる時は 
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52.) デュアルバンド対応無線 LAN 中継器のハイスピードモード

への変更の仕方 

53.) TP-Link ルーターをインストール(設定)した後にインターネ

ットにアクセスできないのはなぜですか？ 

54.) Deco のインターネット接続が不安定な場合は 

55.) PC が AX ルーターの Wi-Fi を受信できない場合はどうすれば

いいですか？ 

56.) Deco のポート開放の方法 

57.) アクセスコントロール機能の使い方について (タブ型管理画

面の機種) 

58.) IPv6 パススルーの設定方法 

59.) DNS サーバーの変更方法 (admin でログインをする機種) 

60.) スマートコネクトを有効に設定するには？ 

61.) ルーターが文鎮化した場合の復旧方法 

62.) WDS ブリッジング機能を使ってルーターを中継器として使

用する方法(タブ型の管理画面も持つ機種) 

63.) WDS ブリッジング機能を使ってルーターを中継器として使

用する方法(タブ型の管理画面も持つ機種) 
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64.) 保護者による制限(ペアレンタルコントロール)の設定方法

(タブ型管理画面の機種) 

65.) TP-Link ルーターではどのように v6 プラス方式のインター

ネット通信を設定しますか？ 

66.) ルーターモードとブリッジモード(アクセスポイント)の違い 

67.) ケーブルテレビ回線でインターネットに接続できない場合

は 

68.) VPN パススルーとは 

69.) WPS 機能の使い方(TP-Link ルーター) 

70.) プリンターが使えないときはどうすればいいですか 

71.) Deco に関するよくある質問 

72.) NTT の PPPoE で接続していましたが、このルーターに変え

てから特定のサイトを開くことができません。どうすれば繋がり

ますか？ 

73.) どのように簡易 NAS 機能を利用しますか？ 

74.) ルーター/中継器をブリッジモード変更後に管理画面が開か

ない場合はどうすればいいですか？ 

75.) Wi-Fi の範囲を広げる手段 
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76.) 保護者による制限機能の使い方 (Case2: プロファイル形式) 

77.) Tether および Deco で TP-Link ルータースキルを利用するに

は (Alexa インテグレーション) 

78.) ブリッジモードにせず DMZ の下でルーターモードで利用す

るには 

79.) USB プリンターをルーターに接続して使用する方法(タブ型

管理画面の機種) 

80.) インターネットアクセスの制御機能に関して(アクセスコン

トロール機能) 

 

 

下記サポートセンターへの問い合わせ： 

https://www.tp-link.com/jp/support/contact-technical-support/ 
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