
●

●

●

Dongle および RV34x シリーズ ルータを使用し
てモバイルネットワークを設定して下さい 

目標
 

この記事の目標は Dongle および RV34x シリーズ ルータを使用してモバイルネットワーク
を設定する方法を示すことです。
  

概要
 

Cisco RV34x シリーズ二重 Wide Area Network （WAN） ギガビット バーチャル プライベ
ート ネットワーク （VPN） セキュリティ ルータは次世代、複数のインターネットサービ
スプロバイダー （ISP）を考慮に入れる高いパフォーマンス ルータです。 この第 2 インタ
ーネット接続はプライマリ ISP が失敗した場合サービスを提供できます。 二重 WAN の設
定のこの技術情報の端にビデオがあります。
 
バックアップのためのもう一つのオプションは、プライマリの（またはセカンダリ） ISP
がダウン状態になる場合また従業員オンラインを保存する 1、USB Dongle を使用すること
です。 この場合、インターネット接続はサポートされた第三世代の（3G）または第四世代
（4G USB） Dongle からユニバーサル シリアル バス（USB）カード来ます。
 
Dongle はインターネットにアクセスすることを使用するとき、携帯 電話と同様にモービル
データを、使用します。 これはより費用効果が高い場合もありますが第 2 ISP どの位デー
タがによってダウンロードされるか決まります。 ちょうど無制限のデータがない携帯 電話
が、サブスクライバ支払う必要があるかもしれませんかまたはアクセスできもっと遅い速度
で続けるかもしれないように購入される monthy 計画を越えて使用されるデータ制限に基づ
いて。 このすべてはサブスクライバによって決まります。 有効であるために、Dongle は物
理的に USBポートに接続され、RV34x ルータで設定される必要があります。
 
発注の前に最新情報とルータおよび Dongle の互換性を常にチェックする必要があることに
注意することは重要です。 オンライン リストは旧式になることができ、ある特定の Dongle
はもはやサポートされてかもしれなくなく以前持たれていてことあります。 たとえば、
Dongle のドライブがアップデートを受け取れば、それはもはや互換性があるかもしれませ
ん。 すべての更新済互換性リストはここに見つけることができます。
 
サポートされた Dongle （9月 2019 年）のリストをトラブルシューティング考えと共に
RV34x シリーズ ルータについては見るために、ここをクリックして下さい。
 
注: 携帯 電話を使用するためにネットワークの RV34x VPN にアクセスしたらのに検知 する
場合ビデオ on Cisco AnyConnect セキュア モビリティ クライアントがあるように Cisco
AnyConnect セキュア モビリティ クライアントを一目でまたはここに確認して下さい。
  

適当なデバイス
 

RV340
RV345
RV345P
  

[Software Version]

/content/en/us/support/routers/small-business-rv-series-routers/products-device-support-tables-list.html
/content/en/us/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5541-dongle-support-for-the-rv34x-series-virtual-private-network.html
/content/en/us/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5541-dongle-support-for-the-rv34x-series-virtual-private-network.html
/content/dam/en/us/products/collateral/security/anyconnect-secure-mobility-client/at_a_glance_c45-578609.pdf
/content/dam/en/us/products/collateral/security/anyconnect-secure-mobility-client/at_a_glance_c45-578609.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=R2e3ivlFin4&list=PLB4F91009260AB3D7&index=118&t=54s
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ルータの設定 モバイルネットワーク
 
設定 グローバルな設定
 

ステップ 1.ルータの Webベース ユーティリティへのログインは WAN > モバイルネットワ
ーク選択し。
 

 
ステップ 2.インターフェイス ドロップダウン リストから USB インターフェイスを選択し
て下さい。
 
注: USB1 はルータの Back パネルにあり、USB2 はルータの見つけられた右側側面パネル
です。 この例に関しては、USB2 は選択されます。
 

 
USB Dongle が接続される場合カード状況 エリアのステップ 3. （オプションの）は、ステ
ータス自動的にアップデートします。 そうでなかったら、『Connect』 を押して下さい。
切りたい場合『Disconnect』 を押して下さい。
 
注: この例に関しては、ステータスは接続されます。
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ステップ 4 サービス タイプ ドロップダウン リストから、エリア サービス 信号に基づいて
モービル データサービス接続の最も入手しやすい型を選択して下さい。 宛先住所が 1 つの
モービル データサービスだけサポートする場合、接続 セットアップ 時間を高めるかもしれ
ない優先 する オプションを制限したい場合もあります。 次のオプションがあります。
 

4G/LTE — 第四世代の（4G）および長期関連（LTE）は現在今日持っているファースト モバ
イル インターネット接続です。
HSDPA/3G/UMTS — 高速ダウンリンク パケット アクセス（HSDPA）/第三 世代
（3G)/Universal モービル テレコミュニケーション サービスはすべてモバイル インターネッ
トの第三 世代の一部です。
 

注: この例に関しては、HSDPA/3G/UMTS は選択されます。
 

  
モバイルネットワーク セットアップ
 

ステップ 5.手動で異なるモバイルネットワーク セットアップ設定を行うためにコンフィギ
ュレーションモードの Radio ボタンをクリックして下さい。 次のオプションがあります。
 

自動—ルータが自動的に挿入されるカード モデルをおよび利用可能であるキャリアを検出す
るようにします。
手動—ルータが自動的にモデムおよびモバイルネットワーク設定を行うようにします。
 

注: この例に関しては、Manual は選択されます。
 



 
タイムセーバ: オート Radio ボタンがコンフィギュレーションモード エリアでクリックされ
る場合、ステップ 10.にスキップして下さい。
 
カード モデル エリアは自動的に USB Dongle が検出する場合読み込みます。 この場合、カ
ード モデルは MF190 です。
 



 
ステップ 6.アクセス ポイント Name（APN）フィールドでアクセス ポイントの名前を入力
して下さい。 これはモバイルネットワーク サービス プロバイダーによって提供されます。
 
注: この例に関しては、ExampleBroadband は使用されます。
 



 
ステップ 7.モバイルネットワーク サービス プロバイダーによって提供されるインターネッ
ト接続のためのダイヤル番号 フィールドでダイヤル番号を入力して下さい。 モバイルネッ
トワーク サービス プロバイダーの Webサイトのこの数を捜すことができます。
 
注: この例では、入力された値は *99# です。
 



 
Username フィールドのステップ 8. （オプションの）は、モバイルネットワーク サービス
プロバイダーによって提供されるユーザ名を入力します。
 
注: この例では、ExampleBroadband1 は使用されます。
 



 
Password フィールドのステップ 9. （オプションの）は、パスワードを入力します。
 



 
SIM Pin Field のステップ 10. （オプションの）は、SIM カードと関連付けられる SIM カー
ド郵便インデックス番号（SIM PIN）コードを入力します。
 
注: このフィールドは移動体 通信（GSM）カードの世界システムのためだけに必要です。
 



 
サーバ名 フィールドのステップ 11. （オプションの）はサービス プロバイダーによって、
インターネット接続のためのサーバの名前を必要であれば入力します。
 
注: この例では、exampleserver.com は使用されます。
 



●

●

●

●

 
ステップ 12： 認証する ドロップダウン リストから認証種別を選択して下さい。 デフォル
トは none です。 次のオプションがあります。
 

なし—認証は使用されません。
両方とも—モバイル インターネット サービスによっては、それは認証に Challenge
Handshake Authentication Protocol （CHAP）か Password Authentication Protocol
（PAP）を選択します。
PAP： 遠隔ノードが 2 ウェイ ハンドシェイクを使用してアイデンティティを確立することが
できるように簡単な方法を提供します。 PPP リンク確立フェーズが完了した後、ユーザ名と
パスワードのペアがリンクを通じて（クリア テキストで）繰り返し送信されます。これは、
認証が確認応答されるか、または接続が終了するまで続きます。
chap — 3方向ハンドシェイクによってピアの識別を確認します。 リモート ノードでは、1 ウ
ェイのハッシュ計算機能を使用して計算された値を応答します。 ホストではこの応答を、自
身で算出したハッシュ期待値と照らし合わせて検証します。 値が一致する場合、認証は確認
応答されます。 一致しない場合、接続が終了します。
 

注: この例では、CHAP は選択されます。
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ステップ 13： （オプションの） Radio ボタンをに保持します接続を絶えず接続されるまた
はモバイル インターネット サービスに手動で接続するためにクリックして下さい。
 

オンデマンド式で接続応答—インターネット接続はトラフィックあるときだけアクティブで
す。 1 からインターネット接続が最大アイドル時間 フィールドで終わる前に接続がアイドル
状態である場合もあること 9999 の範囲内の最大の時間に入って下さい。 デフォルトは 5 で
す。
キープ アライブ—インターネット接続はモービル ブロードバンド な USB モデムが RV34x
シリーズ ルータに接続される限りアクティブ常にです。
 

注: この例に関しては、オンデマンド式で選択されます接続すれば最大アイドル時間は 7.で
す。
 



  
設定 帯域幅キャップ設定
 

ステップ 14： 帯域幅キャップを有効に するために帯域幅キャップ トラッキング チェック
ボックスをチェックして下さい。 帯域幅キャップ トラッキングは月例帯域幅制限の設定を
可能にします。
 

 
ステップ 15：  月例更新日付ドロップダウン リストから、帯域幅 カウンター リセット日付
を選択して下さい。 範囲は 1 から 31 からです。
 
注: この例に関しては、01 は選択されます。
 



 
ステップ 16： 月例帯域幅キャップ フィールドで月例帯域幅キャップを入力して下さい。
この値は設定 された 日付にわたって使用できるデータの最大量です。
 
注: この例では、入力された値は 500 です。
 

 
ステップ 17： （オプションの）モービル データ 使用方法が月例帯域幅キャップの指定さ
れた割合に達する場合電子メール通知を有効に するためにイネーブル 電子メール通知 チェ
ックボックスをチェックして下さい。
 



 
ステップ 18： パーセント ドロップダウン リストから、帯域幅キャップのパーセントは達
したことを示している管理者にメールを引き起こすパーセントを選択して下さい。 オプシ
ョンは 50、60、70、80、90、および 100 です。
 

 
ステップ 19： [Apply] をクリックします。
 

 
ステップ 20： （オプションの）設定を永久に保存するために、コピー/保存設定 ページに



行くか、またはページ の上部部分でアイコンをクリックして下さい。
 

 
今うまく RV34x シリーズ 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。
 



それでも質問がある場合、この技術情報を報知的見つけるかもしれません: RV34x シリーズ
ルータ FAQ （FAQ）
 
このサイトは興味深い見つけるかもしれない他の技術情報への複数のリンクを提供します: 
RV34x シリーズ ルータ製品 ページ
 

表示して下さいこの技術情報に関するビデオを…

Cisco からの他の Tech Talk を表示するためにここをクリックして下さい

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5538-rv34x-series-router-frequently-asked-questions-faqs.html?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5538-rv34x-series-router-frequently-asked-questions-faqs.html?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/smb/product-support/small-business/routers-340-family.html
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