
Mac OSX を使用している Cisco RV34x シリー
ズ ルータとの LTE WANバックアップの実装 

ワイヤレス ブリッジ:
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目標

この技術情報は Mac コンピュータを使用して長期関連（LTE） Wide Area Network
（WAN）機能を統合サードパーティ ルータと連繋して Cisco ビジネス RV ルータを
使用する方法を説明します。 LTE ルータは RV34x シリーズ ルータのためにインター
ネットへのバックアップ接続として使用されます。 このシナリオでは、NETGEAR ア
メリカヨタカ亜科 LTE モービル ホットスポット ルータは、モデル MR1100 使用され
ます。

Windows コンピュータを使用する場合、Windows PC を使用している Cisco RV34x
シリーズ ルータによって LTE WANバックアップの設定のステップに従う必要があり
ます。
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概要

ビジネスが一貫したインターネットを持っていることは必要です。 ネットワークの接
続を確認できるがインターネット サービス プロバイダ（ISP）の信頼性をコントロー
ルしませんすべてをしたいと思います。 ある時点で意味するネットワークはことをサ
ービスはダウン状態になるかもしれません。 そういうわけで前方に計画することは重
要です。 何をすることができますか。

それはそこのルータが利用可能な 2 つのオプション バックアップ インターネットを
設定するためにの Cisco ビジネス RV34x シリーズと簡単、です:

サブスクリプションが付いている 3G/4G LTE ユニバーサル シリアル バス （USB）互換性
のある Dongle を使用して第 2 従来の ISP を追加できます。 この設定のチャレンジはサー
ド パーティが Dongle ソフトウェアにアップデートをするとき、それ互換性の問題を引き起
こす場合がありますあります時々。 Cisco RV シリーズ ルータとの最新 ISP USB Dongle 互
換性を見ることを望んだ場合ここをクリックして下さい。

1.

第 2 WAN ポートを利用し、統合された LTE 機能の第 2 ISP ルータを追加して下さい。 こ
の技術情報のフォーカスはこのオプションにそれが興味を起こさせれば、そう、続きますあ
ります!

2.

このシナリオでは LTE 機能の ISP ルータの、とりわけ追加に、NETGEAR アメリカ
ヨタカ亜科 LTE モービル ホットスポット ルータ、モデル MR1100 焦点を合わせます
。 ルータはインターネットにアクセスすることを使用する従って環境をサポートする
適切な計画を持つために確かめなさいとき、携帯電話と同様にモービル データを、使
用します。

第四世代（4G） LTE は 3G 上の機能強化です。 それはより多くの信頼できる接続、
より速いアップロードおよびダウンロード速度およびよりよい音声およびビデオ 明解
提供します。 4G LTE は完全な 4G 接続ではないが、3G への遠い目上の人とみなされ
ます。

さらに、セカンダリ ISP はロード バランスに設定され、ネットワークの帯域幅を拡張
できます。 これのビデオを表示することを望んだ場合 Cisco Tech Talk をチェックし
て下さい: RV340 シリーズ ルータのロード バランシングのための二重 WAN の設定。

Cisco ビジネスは NETGEAR 製品を販売しませんし、サポートしません。 それは Cisco

/content/en/us/support/routers/small-business-rv-series-routers/products-device-support-tables-list.html
/content/en/us/support/routers/small-business-rv-series-routers/products-device-support-tables-list.html
https://www.youtube.com/watch?v=uCsQS9yh9Ig&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=uCsQS9yh9Ig&t=25s


RV シリーズ ルータと互換性があった LTE ルータとして単に使用されました。

NETGEAR リソース

製品ページ1.

クイックスタートガイド2.

ユーザマニュアル3.

MR1100 アメリカヨタカ亜科 M1 モービル ルータによってどんな細胞帯域がサポートされ
ますか。

4.

AirCard ホットスポットによってサポートされるキャリアのリスト5.

MR1100 アメリカヨタカ亜科 M1 モービル ルータを購入して下さい（アベイラビリティが
あるように ISP を確認して下さい）

6.

インターネット トポロジーをバックアップして下さい

イメージは下記の RV セカンダリ ISP のための NETGEAR ルータ（黒い装置）の示さ
れていたポートに接続されるシリーズ ルータ（ブルーボックスとして表される）およ
び WAN 2 の WAN1 に接続されるプライマリ ISP を説明します。

RV340 ルータへの LTE ルータを接続する前に、バックアップ インターネットとして LTE
ルータを設定する後で手順に従って下さい。

設定用の概要

バックアップ インターネットを有効に するのに必要とされる高レベル ステップはこ
こにあります。

https://www.netgear.com/home/products/mobile-broadband/mobilerouters/MR1100.aspx
http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/MR1100/MR1100_QSG_EN.pdf
http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/MR1100/MR1100_UM_EN.pdf
https://kb.netgear.com/000060410/What-cellular-bands-are-supported-by-MR1100-Nighthawk-M1-Mobile-Router
https://kb.netgear.com/000060410/What-cellular-bands-are-supported-by-MR1100-Nighthawk-M1-Mobile-Router
https://kb.netgear.com/29947/List-of-Carriers-Supported-by-AirCard-Hotspot
https://www.att.com/buy/connected-devices-and-more/netgear-nighthawk-lte-mobile-hotspot-router-512gb-steel-gray.html


LTE モービル ルータの初期構成1.

LTE モービル ルータの設定 IP パススルー2.

WAN 2 のバックアップ インターネットのための RV34x ルータを設定して下さい3.

LTE モービル ルータの初期構成

アメリカヨタカ亜科 LTE ルータに接続し、標準管理およびホットスポット ネットワ
ークを設定する手順に従うのにワークステーションを使用して下さい。 ステップは
NETGEAR ユーザマニュアルで見つけることができます。 これは Wi-Fi ホットスポッ
トとして LTE ルータを設定 します。

LTE モービル ルータのための初期構成はイーサネットによってつなぎ留められる接続
を可能にします。 同じワークステーションを使用する、イーサネット ポートに接続し
、有効なIP アドレスが LTE モービル ルータから発行されることを確認して下さい。
ブラウザの有効なインターネット サイトをチェックするために開始によってこれを確
認して下さい。

ホットスポットは次のセクションで自動的に無効に なります。 これは必要のために要
求された外部パブリック直面 IP アドレスへのアクセスを許可します。

LTE モービル ルータの設定 IP パススルー

上でセクションのステップに従った後、公衆インターネットにまっすぐなアクセスの
ためのスタンドアローンデバイスで LTE モービル ルータを設定するためにダッシュ
ボードにアクセスすることができます。

直接を提供する IP パススルー設定 オプションを完了しま IP アドレスにパブリック直
面します。

ステップ 1

Webブラウザでは、attwifimanager/index.html を入力して下さい。

下記に示されているものと同じようなダッシュボード 画面を見るはずです。

http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/MR1100/MR1100_UM_EN.pdf


ステップ 2

拡張設定パラメータにアクセスするために『Settings』 をクリック して下さい。

手順 3

モービル ルータ設定への移動。

ステップ 4



IP パススルーの下で、モービル ルータの無効 Wi-Fi を『ON』 を選択 して下さい。
これは Wi-Fi ホットスポット サポートを無効に します。

ステップ5

つなぎ留めることの下で、ドロップダウン メニューからだけ充電を選択して下さい。

ステップ6

[Apply] をクリックします。

ステップ7

ポップアップ ウィンドウは再始動を確認するために『Continue』 をクリック します
開きます。

ステップ 8

表記は右上隅に、モービル ブロードバンド な切断された現われます。

ステップ 9



表記は現われま、モービル ルータのためにスキャンします。

ステップ 10

Wi-Fi インターフェイスは LAN ネットワークの LTE ルータの設定をテストするために
無効に なる必要があります。 Wi-Fi 接続を無効に し、Wi-Fi アイコンをクリックし、
回転 Wi-Fi を選択するため。

ステップ 11

ネットワークが RV340 に接続されないことがそれからわかります。



ステップ 12

ステップ 7 では、NETGEAR ルータを再度ブートするを行ってもらいました。 それが
完了した、イーサネット ケーブルを奪取 し、PC に LTE ルータを直接接続して下さ
い。

ステップ 13

イーサネット LAN の ISP インターネット向き IP アドレスに注意して下さい。 これは
LTE ルータの IP アドレスです。



ステップ 14

ブラウザを開くことおよび有効なインターネット サイトを入力することによってイン
ターネットに接続をチェックして下さい。

ステップ 15

LTE ルータおよび PC からイーサネット ケーブルを切り離して下さい。

WAN 2 のバックアップ インターネットのための RV34x ルータ
を設定して下さい

LTE ルータが設定され、ワークステーションが ISP 生成された IP アドレスを受け取
っているので、この記事のバックアップ インターネット トポロジー セクションに示
すように RV340 シリーズ ルータの WAN 2 ポートに LTE モービル ルータを直接接続
して下さい。 このアドレスは LTE ルータによって Ciscoルータに直接提供されました
（ISP から）。

現在インターネット接続は RV340 の WAN 1 によって提供されます。

ステップ 1

RV340 ルータの WAN 2 ポートに LTE ルータを接続して下さい。

ステップ 2

管理 メニューにアクセスするために RV ルータに PC を接続して下さい。

手順 3

ステータスおよび統計情報 > ARPテーブルへの移動。 LAN の PC のための IPv4 アド
レスを書き留めて下さい。 この IP アドレスはステップ 5.のために必要です。



ステップ 4

システムの概略を選択し、WAN 1 および WAN 2 がとして示されていることを参照し
て下さい。

ステップ5

ページをスクロールし、各 WAN のための IP アドレスを書き留めて下さい。



ステップ6

Mac コンピュータで、次を選択して下さい:

アプリケーション フォルダ1.

2.

ユーティリティ フォルダ3.

4.

端末5.



6.

ステップ7

ルータのローカル LAN ゲートウェイを ping するためにコマンドを入力して下さい。

c:\Users\ PING [  IP ]
このシナリオでは、IP アドレスは 172.168.1.1 です。

c:\Users\ PING 172.168.1.1

ステップ 8

WAN 2 ゲートウェイを ping するためにコマンドを入力して下さい。 Mac コンピュー
タで、PING は Control + C を見つけるまで続きます。

c:\Users\ PING [WAN 2  IP ]
このシナリオでは、IP アドレスは 10.226.255.1 です。

c:\Users\ PING 10.226.255.1

ステップ 9



WAN 1 ゲートウェイを ping するためにコマンドを入力して下さい。 PING が確認プ
ロセスによって続くようにして下さい。

c:\Users\ PING [WAN 1  IP ]
このシナリオでは、IP アドレスは 192.168.100.1 です。

c:\Users\ PING 192.168.100.1

ステップ 10

移動への WAN > 複数の WAN。 WAN 1 を与えられます 1 の優位を確認すれば WAN
2 は 2.の優位を与えられます。

これは WAN 1.の失敗の場合にはバックアップ ISP で WAN 2 を設定します。

ステップ 11

SAVE アイコンをクリックして下さい。

Cisco RV34x ルータのインターネット アクセスを確認して下さ
い

ステップ 1



ステータスおよび統計情報 > システムの概略への移動。 複数の WAN なステータスが
オンラインであることを確かめて下さい。

ステップ 2

ブラウザの有効なインターネット サイトをチェックするために開始によってチェック
して下さい。

WAN 2 バックアップ インターネットを確認して下さい

ステップ 1

PING をまだ動作しています確認して下さい。

ステップ 2

WAN 1.にケーブルを外して下さい。 失敗するために ping 開始するが表示されます。
ping 停止をするために Control + C をクリックして下さい。



手順 3

ステータスおよび統計情報 > システムの概略への移動。 WAN 1 がオフラインである
ことメモを奪取 して下さい。

ステップ 4

WAN 2 IP アドレスを ping して下さい。 応答は LTE バックアップ WAN （LTE ルー
タ）に接続があることを示します。

c:\Users\ PING [WAN 2 IP ]
このシナリオでは、IP アドレスは 10.226.255.1 です。



c:\Users\ PING 10.226.255.1 
ステップ5

Webブラウザを開き、有効なインターネット サイトをチェックして下さい。 これは
また WAN （LTE ルータ）の適切なバックアップ WAN 機能性があることを確認しま
す。

結論

すばらしいジョブ、バックアップ接続で今ネットワークを設定してしまいました。 皆
のためによく解決するネットワークは今より信頼できます、!
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