
CVR100W VPN Router の基本的なワイヤレス設
定 

目標
 

Wireless Local Area Network （WLAN）は LAN にワイヤレス デバイスを接続するのに無線
通信を利用します。 例は喫茶店に Wi-Fi ホットスポットです。 無線ネットワークはそれが
配線コストを削減する設定することは容易であるので役立ち。
 
ネットワーク セキュリティの設定が含まれているこの技術情報は CVR100W VPN Router
の基本的なワイヤレス設定を行う方法を説明します。 高度ワイヤレス設定に関して、技術
情報を CVR100W VPN Router の進められたワイヤレス設定参照して下さい。
  

適当なデバイス
 

• CVR100W VPN Router
  

[Software Version]
 

• 1.0.1.19
  

基本的な設定 設定
 
全般設定
 

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 > 基本的な設定 
『Wireless』 を選択 し。 基本的な設定 ページは開きます:
 

 
呼び出します。 ワイヤレス無線を有効に するために Radio 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。
 
ステップ 3 Wi-Fi 電源ドロップダウン リストから wi-fi 電源を選択して下さい。 この wi-fi 電



源制御装置 wi-fi 無線のトランスミッタ電源。 この機能は場合の範囲を減らすか、または拡
大して役立ちます。 この機能が電源を節約するのに使用されています。
 

• 100% —このオプションは 100% 無線送信機電源を有効に します。
 
• 50% —このオプションは 50% 無線送信機電源を有効に します。
 

ステップ 4 無線ネットワーク モード ドロップダウン リストからワイヤレス モードを選択
して下さい。 このオプションはネットワークのデバイスのワイヤレス機能に基づいていま
す。
 

• B/G/N 混合—ネットワークはミックス ワイヤレスB、ワイヤレスG およびワイヤレスN
デバイスの成っています。
 
• B だけ—ネットワークはワイヤレスB デバイスだけで構成されています。
 
• G だけ—ネットワークはワイヤレスG デバイスだけで構成されています。
 
• N だけ—ネットワークはワイヤレスN デバイスだけで構成されています。
 
• B/G 混合—ネットワークはワイヤレスB およびワイヤレスG デバイスのミックスで構成
されています。
 
• G/N は混合しました—ネットワークはワイヤレスG およびワイヤレスN デバイスのミッ
クスで構成されています。
 

ステップ 5 ネットワークモードがワイヤレスN デバイスで構成されている場合、ワイヤレ
ス帯域選択フィールドのワイヤレス シグナルの期待される帯域幅に対応する Radio ボタン
をクリックして下さい。 より高い帯域幅は場合が伝送できるデータことをのすばらしい量
示します。
 

• 20 MHz —ワイヤレス場合のための標準周波数。
 
• 20/40 MHz —自動的に 20 MHz および 40 MHz 場合を使用します。 40 MHz 場合はより
多くの帯域幅を提供しますが、より多くの干渉に敏感です。 このオプションは接続された
ワイヤレス デバイスが 40 のメガヘルツ周波数と互換性がある場合その時だけ使用されま
す。
 

ステップ 6 ワイヤレス チャネル ドロップダウン リストから無線のためのワイヤレス チャ
ネルを選択して下さい。 チャネルを選択して下さい隣接ネットワークによって現在使用中
ではない。 複数の無線が同じチャネルを使用する場合、干渉は発生する可能性があります
。
 
ステップ 7 AP マネージメントVLAN ドロップダウン リストから、マネージメントVLAN を
選択して下さい。 マネージメントVLAN は遠隔地からのデバイスの管理に使用する VLAN
です。
 
不定期自動節電配信（U-APSD）を有効に するステップ 8. （オプションの） U-APSD フィ
ールドのチェック イネーブル。 U-APSD は無線が電源を節約するようにする機能です。 た
だし U-APSD は無線のスループット パフォーマンスを低下させるかもしれません。
 
ステップ 9. 『SAVE』 をクリック して下さい。
  

ワイヤレス表を編集して下さい
 

ステップ 1： ワイヤレス表で編集したいと思うネットワークのチェックボックスをチェッ



クして下さい。
 

 
ステップ 2.特定のネットワークを編集するために『Edit』 をクリック して下さい。
 
ステップ 3 ネットワークを有効に するためにイネーブル SSID チェックボックスをチェッ
クして下さい。 サービス セット ID（SSID）は無線ネットワークの名前です。
 
ステップ 4 SSID Name フィールドでは、ネットワークの名前を入力して下さい。 互いに通
信するネットワーク使用のすべてのデバイスこの SSID。
 
ステップ 5 ワイヤレス ブロードキャストを有効に するために SSID ブロードキャスト チェ
ックボックスをチェックして下さい。 SSID ブロードキャストが有効に なるとき、
CVR100W VPN Router のアベイラビリティは近くワイヤレス デバイスにアドバタイズされ
ます。
 
セキュリティモードを編集するステップ 6. （オプションの）は編集しますセキュリティモ
ードを参照します。
 
MAC フィルタを編集するステップ 7. （オプションの）は編集します MAC フィルタリング
を参照します。
 
Cisco 簡単な接続応答（CSC）を有効に するステップ 8. （オプションの）は CSC チェッ
クボックスをチェックします。 CSC は無線ネットワークの容易なセットアップおよびネッ
トワークへのワイヤレス デバイスの割り当て容易な接続を有効に します。 ワイヤレス デ
バイスはネットワークへの自動接続を可能にするネットワークの SSID およびパスワードを
入手するのに CSC を使用します。 CSC を編集するために、編集します CSC を参照して下
さい。
 
注: Cisco 簡単な Connect VLAN は電流か他の SSID の VLAN と同じである場合もありませ
ん。
 
ステップ 9： VLAN ドロップダウン リストからネットワークと関連付けられる VLAN を選
択して下さい。
 
ステップ 10： 特定のネットワークのデバイスが互いに通信することを防ぐために SSID 分
離チェックボックスをチェックして下さい。
 
ステップ 11： ネットワークの Wi-Fi マルチメディア（WMM）を有効に するために WMM
をチェックして下さい。 WMM がワイヤレス デバイス上のマルチメディアの流出を高める
のに使用されています。 高優先順位マルチメディア トラフィックに与えられます WMM が
有効に なるとき無線接続に送信 される。
 
ステップ 12： Wi-Fi によって保護されるセットアップ（WPS）ネットワークとして特定の
ネットワークを割り当てるために WPS をチェックして下さい。 WPS は容易な、セキュア
ネットワークコンフィギュレーションを可能にする機能です。 この機能はデバイスが容易
にネットワークに接続するようにします。
 
注: CVR100W VPN Router の WPS を設定するために、CVR100W VPN Router の技術情報 
WiFi によって保護されるセットアップ（WPS）を参照して下さい。



ステップ 13： [Save] をクリックします。
  

 
セキュリティモードを編集して下さい
 

ステップ 1： ワイヤレス表で編集したいと思うネットワークのチェックボックスをチェッ
クして下さい。
 

 
ステップ 2.特定のネットワークのセキュリティを編集するためにセキュリティモードを『
Edit』 をクリック して下さい。 セキュリティ設定 ページは開きます。
 

 
セキュリティをのための設定したいと思うこと SSID を変更するステップ 3. （オプション
の）は『SSID』 を選択 ドロップダウン リストから望ましい SSID を選択します。
 
ステップ 4 セキュリティモード ドロップダウン リストから設定するためにセキュリティモ
ードを選択して下さい。
 

• ディセーブル セキュリティ-このオプションは CVR100W VPN Router のセキュリティを
無効に します。
 
• WEP security — Wired Equivalent Privacy（WEP）は無線ネットワークを保護するのに
使用されるアルゴリズムです。 WEP が WPA よりより少なくセキュアである基本的な暗
号化の方法を提供するのに使用されています。 WEP は接続ネットワーク デバイスが
WPA をサポートしないとき使用されます。
 
• WPA 個人的な security — Wi-Fi プロテクテッド アクセス（WPA）は無線ネットワーク
のためのセキュリティ規格です。 WPA 個人的少数のユーザで構成されているネットワー
クのために使用する WPA のバージョンはです。 WPA 個人的無線ネットワークにアクセ



スするのに各ユーザが使用する共有鍵を提供します。 WPA は鍵暗号化 メソッド
Temporal Key Integrity Protocol（TKIP）および高度暗号化規格（AES）と導入されました
。
 
• WPA エンタープライズ security — WPA エンタープライズは多数のユーザで構成されて
いるネットワークのために推奨される WPA のバージョンです。 ネットワークへのアクセ
ス権を得る認証は RADIUSサーバによって制御されます。 各接続 された ユーザは無線ネ
ットワークにアクセスする一意キーを与えられます。 WPA は鍵暗号化 メソッド
Temporal Key Integrity Protocol（TKIP）および高度暗号化規格（AES）と導入されました
。
 
• WPA2-Personal security — WPA2 は WPA の機能拡張であり、WPA よりより多くのセ
キュリティを提供します。 WPA2-Personal は少数のユーザとネットワークのために使用
する WPA2 のバージョンです。 WPA2-Personal は混合される WPA2-Personal よりセキ
ュアです。 WPA2-Personal は無線ネットワークにアクセスするのに各ユーザが使用する
共有鍵を提供します。
 
• WPA2-Personal によって混合される security — WPA2-Personal 混合は少数のユーザと
ネットワークのために使用する WPA2 のバージョンです。 WPA2-Personal 混合は WPA2
を利用することができないより古いデバイスのための下位互換性をサポートします。
WPA2-Personal 混合はより少ない信頼できる接続です。
 
• WPA2-Enterprise security — WPA2-Enterprise は多数のユーザとネットワークのために
使用する WPA2 のバージョンです。 WPA2-Enterprise は混合される WPA2-Enterprise よ
りセキュアです。 アクセス権を得るのに使用される認証が RADIUSサーバによって制御さ
れます。 これは各接続 された ユーザが無線ネットワークにアクセスする一意キーを与え
られることを意味します。
 
• WPA2-Enterprise によって混合される security — WPA2-Enterprise 混合は多数のユーザ
とネットワークのために使用する WPA2 のバージョンです。 WPA2-Enterprise 混合は
WPA2 を利用することができないより古いデバイスのための下位互換性をサポートします
。 WPA2-Enterprise 混合は WPA2-Enterprise よりより少ない信頼できる接続を提供しま
す。 アクセス権を得るのに使用される認証が RADIUSサーバによって制御されます。 こ
れは各接続 された ユーザが無線ネットワークにアクセスする一意キーを与えられること
を意味します。
  

 
ディセーブル セキュリティ
 

ワイヤレスセキュリティは使い易さのための CVR100W VPN Router でテスト ネットワー
クを設定するとき無効に なるかもしれません。
 
注: セキュリティを無効に することは推奨されません。
 



 
ステップ 1： セキュリティモード ドロップダウン リストから『Disabled』 を選択 して下
さい。 セキュリティは無線ネットワークのために無効に なります。
 
ステップ 2. 『SAVE』 をクリック して下さい。
  

 
WEP セキュリティを設定して下さい
 

 
ステップ 1： セキュリティモード ドロップダウン リストから WEP を選択して下さい。
 
呼び出します。 認証種別 ドロップダウン リストから無線ネットワークに対する認証種別を
選択して下さい。
 

• オープンシステム—どのネットワークデバイスでもアクセス ポイントによって関連付け
ることができますがアクセス ポイントを通してトラフィックを通過させるために WEPキ
ーは必要です。



• 共有鍵— WEPキーはアクセス ポイントによって関連付けるために必要です。 アクセス
ポイントを通してトラフィックを通過させることを使用します。
 

ステップ 3 暗号化 ドロップダウン リストから WEPキーにおける暗号化の方法を選択して
下さい。
 

• 10/64-bit(10 十六進ディジット） — 40 ビット キーを提供します。
 
• 26/128-bit(26 十六進ディジット） — 104 ビット キーを提供します。 このオプションは
セキュアです。
 

ステップ 4 パスフレーズ フィールドでは、パスフレーズを入力して下さい 8 文字より大き
い。 パスフレーズはネットワーク セキュリティ設定を覚えることもっと簡単にして役立ち
ます。
 
ステップ 5.キー 1、キー 2、キー 3、およびキー 4 フィールドのキーを作成するために『
Generate』 をクリック して下さい。
 
注: 手動で キー 1、キー 2、キー 3、およびキー 4 フィールドの入力 キーまたできます。
 
ステップ 6 TX キー ドロップダウン リストから無線ネットワークにアクセスするためにユ
ーザが入力する必要があるキーを選択して下さい。
 
ステップ 7. （オプションの）チェック キーの文字列を明らかにする提示 Password チェッ
クボックス。
 
ステップ 8. 『SAVE』 をクリック して下さい。
  

 
WPA 個人的なセキュリティを設定して下さい
 

 
ステップ 1： セキュリティモード ドロップダウン リストから WPA 個人的選択して下さい
。
 
呼び出します。 暗号化 ドロップダウン リストから WPA 鍵における暗号化の方法を選択し
て下さい。
 

• TKIP/AES —このオプションは無線ネットワークに接続されるデバイスがすべて AES を
サポートしないとき選択されます。
 
• AES —このオプションはワイヤレスネットワーク サポート AES に接続されるすべての
デバイス望ましいです。



ステップ 3. Security 鍵 フィールドでセキュリティキーを入力して下さい。 文字およびディ
ジットで構成されているセキュリティキーはパスフレーズです。 デバイスはネットワーク
に接続されるのにセキュリティキーを使用します。
 
キーの文字列を明らかにするステップ 4. （オプションの）は提示 Password チェックボッ
クスをチェックします。
 
ステップ 5 キーの更新フィールドでは、新しいものを生成する前に CVR100W VPN Router
がキーを使用する秒に時間に入って下さい。
 
ステップ 6. 『SAVE』 をクリック して下さい。
  

 
WPA エンタープライズ セキュリティを設定して下さい
 

 
ステップ 1： セキュリティモード ドロップダウン リストから WPA エンタープライズを選
択して下さい。
 
呼び出します。 暗号化 ドロップダウン リストから WPA 鍵における暗号化の方法を選択し
て下さい。
 

• TKIP/AES —このオプションは無線ネットワークに接続されるデバイスがすべて AES を
サポートしないとき選択されます。
 
• AES —このオプションはワイヤレスネットワーク サポート AES に接続されるすべての
デバイス望ましいです。
 

ステップ 3 RADIUSサーバ フィールドでは、RADIUSサーバの IP アドレスを入力して下さ
い。
 
ステップ 4 RADIUSポート フィールドでは、RADIUSサーバにアクセスするのに使用される
ポート番号を入力して下さい。
 
ステップ 5 共有鍵 フィールドでは、無線ユーザ向けの事前共有キーを入力して下さい。 事
前共有キーはすべてのユーザが使用するキーです。 事前共有キー 機能は追加されたセキュ
リティ機能です。
 
ステップ 6 キーの更新フィールドでは、新しいものを生成する前に CVR100W VPN Router
がキーを使用する秒に時間に入って下さい。
 



ステップ 7. 『SAVE』 をクリック して下さい。
  

 
WPA2-Personal/WPA2-Personal によって混合されるセキュリティを設定して
下さい
 

 
ステップ 1： セキュリティモード ドロップダウン リストから混合される WPA2-Personal 
か WPA2-Personal を選択して下さい。
 
注: WPA2-Personal は時ワイヤレスネットワーク サポート AES のすべてのデバイス使用さ
れます。 WPA2-Personal 混合はネットワークのデバイスがすべて AES をサポートしない
とき使用されます。 セキュリティ 方式によって使用される暗号化の種類は暗号化 フィール
ドで表示する。
 
呼び出します。 Security 鍵 フィールドでは、セキュリティキーを入力して下さい。 文字お
よびディジットで構成されているセキュリティキーはパスフレーズです。 デバイスはネッ
トワークに接続されるのにセキュリティキーを使用します。
 
キーの文字列を表示するステップ 3. （オプションの）はチェック Password チェックボッ
クスを示します。
 
ステップ 4 キーの更新フィールドでは、新しいものを生成する前に CVR100W VPN Router
がキーを使用する時間の秒に時間に入って下さい。
 
ステップ 5. 『SAVE』 をクリック して下さい。
  

 
WPA2-Enterprise/WPA2-Enterprise によって混合されるセキュリティを設定し
て下さい
 



 
ステップ 1： セキュリティモード ドロップダウン リストから混合される WPA2-Enterprise 
か WPA2-Enterprise を選択して下さい。
 
注: WPA2-Enterprise は時ワイヤレスネットワーク サポート AES のすべてのデバイス使用
されます。 WPA2-Enterprise 混合はネットワークのデバイスがすべて AES をサポートしな
いとき使用されます。 セキュリティ 方式によって使用される暗号化の種類は暗号化 フィー
ルドで表示する。
 
呼び出します。 RADIUSサーバ フィールドでは、RADIUSサーバの IP アドレスを入力して
下さい。
 
ステップ 3 RADIUSポート フィールドでは、RADIUSサーバにアクセスするのに使用される
ポート番号を入力して下さい。
 
ステップ 4 共有鍵 フィールドでは、無線ユーザ向けの事前共有キーを入力して下さい。 事
前共有キーはすべてのユーザが使用するキーです。 事前共有キー 機能は追加されたセキュ
リティ機能です。
 
ステップ 5 キーの更新フィールドでは、新しいものを生成する前に CVR100W VPN Router
がキーを使用する秒に時間に入って下さい。
 
ステップ 6. 『SAVE』 をクリック して下さい。
  

 
MAC フィルタリングを編集して下さい
 

MAC フィルタリングは接続デバイスの MAC アドレスに基づいて無線ネットワークへの割
り当てまたは拒否アクセスに使用されます。
 



 
ステップ 1： 編集したいと思うネットワークのチェックボックスをチェックして下さい。
 
ステップ 2.特定のネットワークのための MAC アクセス制御リストを作成するために MAC
フィルタリングを『Edit』 をクリック して下さい。 ワイヤレス MAC フィルタ ページは開
きます:
 

 
ステップ 3 ネットワークの MAC フィルタリングを有効に するためにイネーブルをチェッ
クして下さい。
 
ステップ 4.望ましいリストに打ち込む接続制御 フィールドを対応する Radio ボタンをクリ
ックして下さい。
 

• 防いで下さい PC —リストされた MAC アドレスで PC がネットワークに入ることを防ぎ
ます。
 
• 割り当て PC —リストされた MAC アドレスがある PC がネットワークに入るようにしま
す。
 

ステップ 5 MACアドレステーブルでは、望ましい MAC アドレスを入力して下さい。
 



ステップ 6. 『SAVE』 をクリック して下さい。
  

Time Of Day アクセス
 

Time Of Day アクセス機能が設定されたスケジュールに基づいてユーザにアクセスを許可す
るのに使用されています。
 

 
ステップ 1： 編集したいと思うネットワークのチェックボックスをチェックして下さい。
 
ステップ 2.ユーザが特定のネットワークにアクセスできるとき設定するために Time Of Day
アクセスをクリックして下さい。 Time Of Day アクセス ページは開きます:
 

 
ステップ 3 ネットワークのための Time Of Day アクセスをイネーブルにするためにアクテ
ィブな時間 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 4 開始時刻 フィールドでは、ネットワークのアクセスが始まる時間に入って下さ
い。
 
ステップ 5 停止時間 フィールドでは、時間にネットワークエンドのアクセス入って下さい
。
 
ステップ 6. 『SAVE』 をクリック して下さい。
  

ゲスト ネットワークを編集して下さい
 

ゲスト ネットワークは一時ユーザ向けに設計されているネットワークのセクションです。
これがゲストが私用 Wi-Fi キーを露出する必要なしでネットワークにアクセスすることを可
能にするのに使用されています。 ゲスト ネットワークはユーザのアクセス 時間および帯域
幅 使用を制限するために設定することができます。
 



 
ステップ 1.ゲスト ネットワークを設定するためにゲスト ネットワークを『Edit』 をクリッ
ク して下さい。 Settings ページ ゲスト ネットは開きます:
 

 
呼び出します。 ゲスト Password フィールドでは、ゲスト ネットワークに入るのにユーザ
が使用するパスワードを入力して下さい。
 
ページのパスワードを隠すステップ 3. （オプションの）は Hide Password フィールドのチ
ェックボックスをチェックします。
 
ステップ 4 Lease Time フィールドでは、ユーザがゲスト ネットワークに接続されてとどま
ることができる分に時間に入って下さい。
 
ステップ 5 合計ゲストから許可されたドロップダウン リストは、許可されたゲストの総数
を選択します。
 
ステップ 6. 『SAVE』 をクリック して下さい。
  

 
CSC を編集して下さい
 

CSC は無線ネットワークの容易なセットアップおよびネットワークへのワイヤレス デバイ



スの割り当て容易な接続を有効に します。 ワイヤレス デバイスはネットワークへの自動接
続を可能にするネットワークの SSID およびパスワードを入手するのに CSC を使用します
。
 

 
ステップ 1： 編集したいと思うネットワークのチェックボックスをチェックして下さい。
 
ステップ 2. Cisco 簡単な接続応答を編集するために CSC を『Edit』 をクリック して下さ
い。
 
ステップ 3 CSC チェックボックスをチェックして下さい。
 
ステップ 4 VLAN ドロップダウン リストから CSC のために使用する VLAN を選択して下
さい。
 
注: Cisco 簡単な接続応答 VLAN は電流か他の SSID VLAN と同じである場合もありません
。 新しい VLAN を作成するために、CVR100W ルータの技術情報 VLANメンバーシップを
参照して下さい。
 
注: CSC は SSID1 のワイヤレス配分 組織（WDS）のしか実施されないことができます。 
CVR100W ルータの技術情報ワイヤレス配分 組織（WDS）を参照して下さい。
 
ステップ 5. 『SAVE』 をクリック して下さい。
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