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RV132W および RV134W バーチャル プライベ
ート ネットワーク （VPN） ルータのモバイル
ネットワークを設定して下さい 

目標
 

RV132W ADSL2+ Wireless-N VPN ルータおよび RV134W VDSL2 Wireless-AC VPN ルータ
割り当てルータの USB インターフェイスにモデムを接続することによって 4G、3G および
長期関連（LTE）モービル ブロードバンド な ユニバーサル シリアル バス （USB） モデム
から多数のデバイスにインターネット接続を共有する。 これをすることはデバイス間のイ
ンターネット接続を共有することを可能にします。
 
この技術情報は RV132W および RV134W ルータのモバイルネットワークを設定する方法
を示すことを向けます。
  

適当なデバイス
 

RV132W
RV134W
  

[Software Version]
 

1.0.0.17 — RV132W
1.0.0.21 — RV134W
  

モバイルネットワークを設定して下さい
 
グローバル な モバイルネットワーク設定を設定して下さい
 

ステップ 1. Webベース ユーティリティへのログインはネットワーキング > WAN > モバイ
ルネットワークを選択し。 
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ステップ 2.ルータの USBポートに USB モデムを接続して下さい。
 
注: モデムがサポートされる場合、自動的に検出する、モバイルネットワーク ページで書か
れています。 
 

 
ステップ 3.接続応答 モード エリアからの Radio ボタンをクリックして下さい。 このオプ
ションは次のいずれかです。
 

自動は（USB はバックアップ WAN です） —このオプション モデムがインターネットへの
接続を自動的に確立するようにします。 このオプションが選択されるとき、オンデマンド式
で接続応答のアイドル時間を（分で）設定 して下さい: 最大アイドル時間 フィールド。 これ
はアイドル時間が達する場合 USB モデムのインターネット接続を終えます。 このオプショ
ンは USB ブロードバンド な インターネット サブスクリプションに充電を悩ましたいと思わ
ないとき役立ちます。 接続アクティブを保存したいと思う場合キープ アライブを選択して下
さい。
手動はインターネットのプライマリソースとして（USB はプライマリ WAN です） —このオ
プション USB ブロードバンド インターネット 接続を使用します。 それはインターネットに
USB モデムを手動で接続することを可能にします。
 

注: この例では、接続モードはオート、キープ アライブです。 
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ステップ 4.モービル カードが接続されることをカード状況 エリアが示すことを確認して下
さい。
 
ステップ 5 モバイルネットワーク Setuparea の下で、設定 モードを選択して下さい。 この
オプションは次のいずれかです。
 

自動—このオプションは USB モデムがインターネットに自動的に接続するようにします。
これは一般的に USB モデムのサプライヤーがインターネット接続にログオン資格情報を与え
なかったときに選択されます。 ステップ 10.に進んで下さい。
手動—このオプションはインターネット接続の設定を手動で設定することを可能にします。
このオプションは一般的に USB モデムのサプライヤーが USB モデムに伴う資格情報を与え
たときに選択されます。 ステップ 6 に進みます。
 

注: この例では、Manual は選択されます。 
 

 
ステップ 6. （オプションの）はアクセス ポイント ネーム（APN）フィールドでアクセス
ポイント ネームを入力します。 これは USB モデムのサービス プロバイダーによって提供
されるアクセス ポイント ネームです。
 
注: この例では、アクセス ポイント ネームは CiscoAccessPoint です。 
 



 
ステップ 7. （オプションの）はダイヤル番号 フィールドのインターネット接続のためにダ
イヤルされるべき番号を入力します。 これは USB モデムのサービス プロバイダーによっ
て提供される電話です。
 
注: この例では、ダイヤル番号は 1234567890 です。 
 

 
ステップ 8. （オプションの）は Username フィールドでユーザ名を入力します。 これは
USB モデムのサービス プロバイダーによって提供されるユーザ名です。
 
注: この例では、ユーザネームは CiscoUser1 です。 
 



 
ステップ 9. （オプションの）は Password フィールドで USB モデムのサービス プロバイ
ダーによって提供されるパスワードを入力します。 
 

 
ステップ 10. （オプションの）は SIM Pin Field でサブスクライバ 識別 モジュール（SIM）
Personal identification number （PIN）を入力します。 これは USB モデムのサプライヤー
によって提供される PIN です。 
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ステップ 11. （オプションの）はサーバ名 フィールドでインターネットサービスプロバイ
ダーによって提供されるサーバの名前を入力します。
 
注: この例では、サーバ名は CiscoServer です。 
 

 
ステップ 12： （オプションの）ドロップダウン メニューから認証種別を選択して下さい。
これはサービス プロバイダーによって使用される認証です。 省略時のオプションはオート
です。 選択するどのオプション自動を選択しなさいか知らなければ。 このオプションは次
のいずれかです。
 

自動—このオプションは USB モデムのインターネットサービスプロバイダーによって自動的
に使用される認証を検出する。
PAP： このオプションは別名パスワード認証プロトコルです。 それはサーバのリソースにア
クセスすることができる前にパスワードをユーザを検証するのに使用します。
chap — このオプションは別名 Challenge-Handshake Authentication Protocol です。 それは



ISP である場合もある認証エンティティにユーザを認証します。
 

注: この例では、自動は選択されます。 
 

 
ステップ 13： （オプションの）ドロップダウン メニューからサービス タイプを選択して
下さい。 これはインターネットサービスプロバイダーによって一般的に提供されます。
 
注: この例では、HSDPA/3G/UMTS Preferred 選択されます。 
 

 
ステップ 14： [Save] をクリックします。 
 



 
今うまくルータのモバイルネットワークを設定する必要があります。
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