
RV180W のワイヤレス設定 
目標
 

Web コンフィギュレーションユーティリティを使うと、ユーザはルータが最適なパフォー
マンスで動作するように RV180W のさまざまなワイヤレス設定を変更できます。 この技術
情報は RV180W の基本的なワイヤレス設定を行う方法を説明します。
  

適当なデバイス
 

• RV180W
  

プロシージャのステップ
 

この技術情報に次の補助的なカテゴリーがあります。
 
• ワイヤレス基本的な設定 表  
• セキュリティモードを追加して下さい/編集して下さい
 

• MAC フィルタリングを追加して下さい/編集して下さい  
• Wi-Fi Multimedia（WMM）を追加して下さい/編集して下さい  
• サービス セット Identifier（SSID）スケジューリングを追加して下さい/編集して下さい
 
ステップ 1： 『Wireless』 を選択 するのに Web コンフィギュレーションユーティリティ
を > 基本的な設定使用して下さい。 基本的な設定 ページは開きます。
 

– WEP 設定
– WPA/WPA2 個人的な設定
– WPA/WPA2 エンタープライズ 設定
– WPA2 個人的な混合された設定
– WPA2 エンタープライズによって混合される設定



 
 
無線ネットワークを有効に するステップ 2.Click イネーブル。
 

 
ステップ 3 無線ネットワーク モード ドロップダウン フィールドから、無線ネットワーク
モードを選択して下さい。
 

• B/G/N 混合—ワイヤレスN、ワイヤレスB およびワイヤレスG デバイスがネットワークに
接続するようにします。
 



• B だけ—割り当てワイヤレスB デバイスだけネットワークに接続されます。
 
• G だけ—割り当てワイヤレスG デバイスだけネットワークに接続されます。
 
• N だけ—割り当てワイヤレスN デバイスだけネットワークに接続されます。
 
• B/G 混合—ネットワークに接続するべき割り当てワイヤレスB およびワイヤレスG デバ
イス。
 
• G/N 混合—ネットワークに接続するべき割り当てワイヤレスG およびワイヤレスN デバ
イス。
 

 
ステップ 4 前の手順の B/G/N 混合、か G/N 混合を N だけ選択したら、ワイヤレス帯域幅を
設定 し、AP が 40 MHz チャネル幅でオペレーティングのときセカンダリまたは拡張 チャ
ネルのために使用される側波帯を制御するためにチャネル帯域幅 ドロップダウン リストか
ら 20MHz か 20/40MHz を選択して下さい。 より低い帯域および 40MHz でどの 20MHz が
あるか上部帯域はあります。
 
ステップ 5 ワイヤレス チャネル ドロップダウン リストから、に接続するためにチャネルを
選択して下さい。
 



 
ステップ 6 不定期自動節電配信（U-APSD） （または WMM 節電が）電源を節約すること
を可能にするように U-APSD （WMM 節電）フィールドのイネーブルをチェックして下さ
い。
 
ステップ 7.変更かキャンセルをそれらを廃棄するために保存するために『SAVE』 をクリッ
ク して下さい。
 
注: これはワイヤレスをまだ有効に して いません。 ワイヤレス チャネルのブロードキャス
ト イネーブルを完了するためにワイヤレス基本的な設定に続く必要があります。
  

ワイヤレス基本的な設定 表
 

ステップ 1： 編集したいと思うサービス セット ID（SSID）の最初のカラムのチェックボッ
クスをチェックして下さい。
 

 
ステップ 2. SSID プロパティを編集するために『Edit』 をクリック して下さい。
 



 
ステップ 3 イネーブル SSID カラムでは、SSID を有効に するために Enable チェックボッ
クスをチェックして下さい。
 

 
ステップ 4 SSID 名前列では、無線ネットワークの SSID 名前を入力して下さい。
 



 
ステップ 5.(Optional) SSID ブロードキャスト カラムでは、他のワイヤレス デバイスに
SSID をブロードキャストするためにチェックボックスをチェックして下さい。
 
注: それブロードキャストされない中間の中間攻撃および大会の人のようなセキュリティ上
の問題を持つより少ない傾向を持ちなさい攻撃して下さい。
 

 
ステップ 6.その VLAN カラムでを持つ VLAN ID をネットワークアソシエイト入力して下さ



い。
 

 
ステップ 7 最大値。 アソシエーション Clients カラムは、SSID と関連付けられるべきクラ
イアントの最大数を入力します。
 
ステップ 8.変更かキャンセルをそれらを廃棄するために保存するために『SAVE』 をクリッ
ク して下さい。
  

セキュリティモードを追加して下さい/編集して下さい
 

このセクションは個々のサービス セット ID （SSID）に追加されたセキュリティを設定し
ます。
 
ステップ 1： 編集したいと思うサービス セット ID（SSID）の最初のカラムのチェックボッ
クスをチェックして下さい。
 



 
ステップ 2.ページが開く SSID.The セキュリティ設定のセキュリティモードを編集するため
に編集セキュリティモードをクリックして下さい。
 

 
ステップ 3. 『SSID』 を選択 ドロップダウン リストから SSID を選択して下さい。
 



 
ステップ 4.ネットワーク接続に接続されたデバイスが有線接続によってネットワークに接
続されるコンピュータおよびリソースにアクセスすることを防ぐために SSID 内のワイヤレ
ス隔離の Enableオプション・ボタンをクリックして下さい。
 



 
ステップ 5.セキュリティ ドロップダウン リストからセキュリティモードを選択して下さい
。
 

• 無効—ノー・セキュリティ。 どのデバイスでも接続されることができます。
 
• WEP — Wired Equivalent Privacy（WEP）。 それは容易にに壊すことができると同時に
他よりより少なくセキュアと考慮されます。
 
• WPA 個人的— TKIP 暗号化をサポートします。 ワイヤレス ピアと共有される英数字パ
スフレーズである個人的な認証は事前共有キー（PSK）です。
 
• WPA エンタープライズ— RADIUSサーバ 認証と WPA を使用します。
 
• WPA2-Personal —このモードは AES 暗号化をサポートし、これは事前共有キー
（PSK）ベースの認証を使用します。
 
• WPA2-Enterprise — RADIUSサーバ 認証と WPA2 を使用します。
 
• WPA 個人的な混合された— WPA および WPA2 が両方クライアント PSK 認証を使用し
て同時に接続するようにします。
 
• 混合される WPA エンタープライズ— WPA および WPA2 が両方クライアント
RADIUS認証を使用して同時に接続するようにします。
  

WEP 設定
 

この資料に WEP セキュリティ設定を行う方法を説明されています。 Wired Equivalent
Privacy（WEP）は無線ネットワークのためのセキュリティ アルゴリズムです。それは従来



の有線ネットワークのそれと対等なデータの機密保持の提供で助けます。
 

 
ステップ 6.認証種別 ドロップダウン リストから認証の種類を選択して下さい。
 



 
ステップ 7.暗号化 ドロップダウン リストから 64 ビットまたは 128 ビット 暗号化を選択し
て下さい。
 



 
ステップ 8.パスフレーズ フィールドで望ましいパスフレーズを入力して下さい。 それぞれ
キーを生成するために『Generate』 をクリック して下さい。 WEPキー Radio ボタンから
使用したいと思うキーを選択して下さい。
 
ステップ 9.変更を基本的なワイヤレス Settings ページに戻ってそれらをまたは廃棄するた
めに保存するために取り消し『SAVE』 をクリック して下さい。
  

WPA/WPA2 個人的な設定
 

Wi-Fi プロテクテッド アクセス（WPA）は Wired Equivalent Privacy（WEP）のセキュリテ
ィ機能に改良するように設計されているセキュリティプロトコルです。 WEP 上の機能強化
はデータ暗号化およびユーザ認証が含まれています。 使用されるアルゴリズムは Temporal
Key Integrity Protocol（TKIP）および高度暗号化 セキュリティ（AES）です。 この資料は
WPA および WPA2 個人的なセキュリティモードのワイヤレスセキュリティの設定を説明し
たものです。
 



 
ステップ 10.暗号化 ドロップダウン リストから TKIP か TKIP + AES を選択して下さい。
 

• TKIP —使用はネットワークにセキュリティを追加する混合をキー入力します。 
 
• AES — 128 ビット暗号化 方式をネットワークにセキュリティを追加するのに使用します
。
 

注: WPA2-Personal は AES として暗号化タイプが一般にファーストおよびセキュアである
ので AES だけ使用します。
 
ステップ 11.ルータおよび他のネットワークデバイスによって共有されるキーを入力して下
さい。 それは 8-63 人の ASCII文字か 64 の十六進文字がなければなりません。
 
ステップ 12： （オプションの）チェックはクリアテキストの WPA 鍵を見るためにパスワ
ードを暴露します。
 
ステップ 13： どの位の割りで暗号化キーを変更する必要があるかルータに告げる Group 鍵
更新期間に入って下さい。
 
ステップ 14： 変更を基本的なワイヤレス Settings ページに戻ってそれらをまたは廃棄する
ために保存するために取り消し『SAVE』 をクリック して下さい。
  

WPA/WPA2 エンタープライズ 設定
 

それらは WPA 個人的、WPA2-Personal、WPA エンタープライズ WPA2-Enterprise です。
WPA2 はいくつかのデバイスが使用する必要がある WPA2 従って WPA をサポートしない
かもしれませんどんなに、セキュアで、WPA に推奨されます。 WEP暗号化より強いセキ
ュリティ規格である WPA は Wi-Fi Protected Access（WPA）を意味します。 エンタープラ



イズは RADIUS は Remote Authentication Dial-In User Service（RADIUS）を意味するが、
参照しま RADIUSサーバを認証のために使用します。 このオプションは RADIUSサーバが
ルータに接続されるときしかクライアント認証に RADIUSサーバと調整で使用する WPA を
特色にし、使用しない必要があります。
 
ステップ 15： プライマリ RADIUSサーバおよびセカンダリRADIUSサーバ両方の RADIUS
情報を入力して下さい。
 

• RADIUSサーバ ip address — RADIUSサーバの IP アドレス。
 
• RADIUSサーバ port — RADIUSサーバによって使用されるポート番号。
 
• 8 から 63 文字で構成されている共有秘密コードを入力して下さい。
 

 
 
ステップ 16： 暗号化 ドロップダウン リストから TKIP か TKIP + AES を選択して下さい。
 

• TKIP —使用はネットワークにセキュリティを追加する混合をキー入力します。 
 
• AES — 128 ビット暗号化 方式をネットワークにセキュリティを追加するのに使用します
。
 
注： WPA2-Enterprise は AES として暗号化タイプが一般にファーストおよびセキュアで
あるので AES だけ使用します。
 

ステップ 17： （オプションの）チェックはクリアテキストの WPA 鍵を見るためにパスワ
ードを暴露します。
 



ステップ 18：キーの更新タイムアウト期間に入って下さい。 これはどの位の割りで暗号化
キーを変更する必要があるかアクセス ポイントに告げます。 デフォルトはです 3600 秒
（60 分）
 
ステップ 19： 変更を基本的なワイヤレス Settings ページに戻ってそれらをまたは廃棄する
ために保存するために取り消し『SAVE』 をクリック して下さい。
  

WPA2 個人的な混合された
 

 
ステップ 20： WPA2 個人的な混合は暗号化タイプとして TKIP + AES 使用します。
 



 
ステップ 21： WPA 鍵 フィールドで WPA 鍵を入力して下さい。
 



 
ステップ 22： （オプションの）チェックはクリアテキストの WPA 鍵を見るためにパスワ
ードを暴露します。
 



 
ステップ 23： キーの更新タイムアウト期間に入って下さい。 これはどの位の割りで暗号化
キーを変更する必要があるかアクセス ポイントに告げます。 デフォルトはです 3600 秒
（60 分）
 
ステップ 24： 変更を基本的なワイヤレス Settings ページに戻ってそれらをまたは廃棄する
ために保存するために取り消し『SAVE』 をクリック して下さい。
  

混合される WPA2 エンタープライズ
 

ステップ 25： プライマリ RADIUSサーバおよびセカンダリRADIUSサーバ両方の RADIUS
情報を入力して下さい。
 

• RADIUSサーバ ip address — RADIUSサーバの IP アドレス。
 
• RADIUSサーバ port — RADIUSサーバによって使用されるポート番号。
 
• 8 から 63 文字で構成されている共有秘密コードを入力して下さい。
 



 
ステップ 26： WPA2 エンタープライズ 混合は暗号化タイプとして TKIP + AES 使用します
。
 
キーの更新タイムアウト期間ステップ 27.Enter。 これはどの位の割りで暗号化キーを変更
する必要があるかアクセス ポイントに告げます。 デフォルトはです 3600 秒（60 分）
 
ステップ 28： 変更を基本的なワイヤレス Settings ページに戻ってそれらをまたは廃棄する
ために保存するために取り消し『SAVE』 をクリック して下さい。
  

MAC フィルタリングを追加して下さい/編集して下さい
 

MAC アドレス フィルタリングは既知 マシンかデバイスから来るトラフィックをブロックす
るか、または可能にすることを可能にします。 特定のMACアドレスから入るトラフィック
はそれからそれに権限をブロックするか、または与えることを選択したかどうか基づいてい
ましたフィルタリングされます。この技術情報はからの無線ネットワークに MAC アドレス
を接続許可するか、またはブロックすることで助けます。
 
ステップ 1： 編集したいと思うサービス セット ID（SSID）の最初のカラムのチェックボッ
クスをチェックして下さい。
 



 
ステップ 2. MAC フィルタリングを『Edit』 をクリック して下さい。 MAC フィルタリング
 ページは開きます。
 



 
ステップ 3. 『SSID』 を選択 ドロップダウン リストから修正するために SSID を選択して
下さい。
 



 
ステップ 4. MAC フィルタリングを有効に するために『Enable』 をクリック して下さい。
 



 
ステップ 5. 『Block』 をクリック するか、またはからの無線ネットワークに MAC アドレ
スを接続管理することを割り当てて下さい。
 



 
ステップ 6.望ましい MAC アドレスを入力して下さい。
 
ステップ 7.利用可能 なすべての無線クライアントを表示するためにクライアント リストを
『Wireless』 をクリック して下さい。
 
ステップ 8. 『SAVE』 をクリック して下さい。
  

追加して下さい/編集して下さい Wi-Fi マルチメディア（WMM）を
 

ステップ 1： 編集するためにサービス セット ID（SSID）の最初のカラムのチェックボック
スをチェックして下さい。
 



 
ステップ 2. WMM を『Edit』 をクリック して下さい。 WMM ページは開きます。
 

 



ステップ 3. WMM が有効に なる 『SSID』 を選択 ドロップダウン リストから SSID を選択
して下さい。
 

 
ステップ 4 WMM を有効に するために Enable チェックボックスをチェックして下さい。
WMM は 4 つのカテゴリーに従って優先順位をつけるワイヤレス トラフィックで助けます
。
 

• 1 —低優先順位キュー、高い スループット。 最大スループットを必要とし、時間に依存
しない バルクデータはこのキュー（FTP データ、たとえば）に一般的に送られます。
 
• 2 —中程度の 優先順位優先キュー、中間スループットおよび遅延。 ほとんどの従来の IP
データはこのキューに送信 されます。
 
• 3 —高優先度キュー、ビデオのような時間に敏感なデータ最小 delay.usually および他の
ストリーミング メディア。
 
• 4 —高優先順位キュー、VOIP のような時間に敏感なデータ最小の delay.usually。
 

ステップ 5.変更を保存するために『SAVE』 をクリック して下さいそれら、復元を工場出
荷時の設定にまたは基本的なワイヤレス Settings ページに戻って復元するために廃棄する
ために取り消して下さい。
  

サービス セット ID（SSID）スケジューリングを追加して下さい/編集して下さ
い
 



ステップ 1： 編集するためにサービス セット ID（SSID）の最初のカラムのチェックボック
スをチェックして下さい。
 

 
ステップ 2. SSID スケジューリングを『Edit』 をクリック して下さい。 Schedule ページ
SSID は開きます。
 

 
ステップ 3.スケジューリングが有効に なる 『SSID』 を選択 ドロップダウン リストから
SSID を選択して下さい。
 



 
ステップ 4 スケジューリングを有効に するためにアクティブな時間 Enable チェックボック
スをチェックして下さい。
 

 
ステップ 5.開始時刻をから廃棄します選択して下さい。
 

 
ステップ 6.ドロップするから停止時間を選択して下さい。
 
ステップ 7.変更をそれらを廃棄するか、または基本的なワイヤレス Settings ページに戻る
ために保存するために取り消し『SAVE』 をクリック して下さい。
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