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RV340W ルータの設定基本的なワイヤレス設定 
目標
 

ワイヤレスネットワーキングは有線ネットワークより侵入者に脆弱である場合もある電波上
の情報の送信によって動作します。 ネットワークをルータの基本的なワイヤレス設定を行
うことによってセキュア保存できます。 RV340W ルータは 4 つのデフォルトサービス セッ
ト ID （SSID）をその使用 ネットワーク セキュリティを強化するためにカスタマイズする
ことができる同じデフォルトパスワード提供しました。
 
この技術情報は RV340W ルータの基本的なワイヤレス設定を行う方法を示すことを向けま
す。
  

適当なデバイス
 

RV340W
  

[Software Version]
 

1.0.01.16
  

設定基本的なワイヤレス設定
 
設定 2.4 GHz
 

ステップ 1.ルータ Webベース ユーティリティへのログインは > 基本的な設定 > 2.4G 『
Wireless』 を選択 し。
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呼び出します。 無線ネットワークをアクティブにするためにイネーブル Radio チェックボ
ックスがチェックされるようにして下さい。 このオプションはデフォルトでチェックされ
ます。
 
注: RV340W はワイヤレス無線のための物理的 な スイッチが装備されています。 それはで
きるオンの位置にこのページを処理ことはある必要があります。
 

 
ステップ 3 無線ネットワーク Modedrop-down リストで、無線ネットワーク モードを選択
して下さい。
 
次のオプションがあります。
 

B/G/N 混合—ワイヤレスB、ワイヤレスG およびワイヤレスN デバイスがネットワークに接
続するようにします。 B/G/N 混合を選択することは異なるワイヤレス規格のデバイスの範囲
が無線ネットワークに接続するようにします。
B だけ—ネットワークに接続するために 802.11b 規格だけサポートするデバイスを許可しま
す。 ワイヤレスB に 11 Mbps の最大未加工のデータ 比率があります。 2.4 GHz 周波数レン
ジで動作する他の製品からのこのワイヤレス帯域頻繁にエクスペリエンス干渉のデバイス。
G だけ—ネットワークに接続するためにワイヤレスG 規格だけサポートするデバイスを許可
します。 802.11g 規格は 2.4 GHz 周波数レンジで 54 Mbps の最大レートで動作します。
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N だけ—ネットワークに接続するためにワイヤレスN 規格だけサポートするデバイスを許可
します。 802.11n 規格は 2.4 GHz および 5 GHz 周波数帯域両方で動作します。
B/G 混合—ネットワークに接続するために 802.11b および 802.11g 規格をサポートするデバ
イスを許可します。
G/N 混合—ネットワークに接続するために 802.11g および 802.11n 規格をサポートするデバ
イスを許可します。
 

注: ワイヤレス クライアント デバイスが仕様無線ネットワーク モードを操作する場合、そ
のネットワークモードを選択することが最善です。 たとえばワイヤレス デバイスが
802.11n 規格だけをサポートすれば、そして無線ネットワーク モード ドロップダウン リス
トからだけ N を選択する必要があります。 続いて異なる無線ネットワーク モードを操作す
るデバイスの範囲があれば、混合されたネットワークモード オプションの 1 つを選択する
ことが最善です。 この例では、B/G/N 混合は選択されます。
 

 
ステップ 4 B/G/N 混合だけ、N ステップ 3 の、または G/N 混合を選択したら、ネットワー
クのワイヤレス帯域幅を選択して下さい。 それ以外の場合は、ステップ 6 に進みます。
 

20MHz — B/G/N 混合、G/N 混合および N ネットワークモードだけを使用しましたり、低ス
ループットに傾向があるかもしれないです。
20/40MHz — 20 と 40MHz の間で 20MHz と 40MHz 間のルータスイッチを自動的に許可しま
す。 それによりよいスループットが 20MHz 安定 したあります。
 

注: この例では、20/40MHz は選択されます。
 

 



ステップ 5. （オプションの）はプライマリようにチャネルを設定 するために appropriate
オプション・ ボタンを選択します。 一次チャンネルは 20/40 MHz チャネルだけをサポート
するデバイスのために使用されます。
 
注: この例に関しては、下部のは選択されます。 Radio ボタンはチャネルがオートに設定 さ
れる場合選択不可能になるかもしれません。 これを変更するために、ステップ 6.にスキッ
プして下さい。
 

 
ステップ 6 チャネル ドロップダウン リストで、チャネルを選択して下さい。
 
注: 自動を選択することはルータが自動的に最少混雑させたチャネルにワイヤレス周波数を
変更するようにします。 2.4 GHz 周波数でオペレーティング多数のデバイスがある場合
2.412 GHz でチャネル 1 を選択することを動作する推奨しましたりまたは 11 をチャネリン
グします 2.462 GHz で操作する。 ほとんどのコンシューマー グレード アクセス ポイント
は 6.をチャネリングするためにディフォルトします。 チャネル 1 かチャネル 11 の選択に
よって、デバイス間の潜在的な干渉を除去します。
 
チャネルは周波数レンジおよび速度でわずかに異なります。 より低い周波数を選択する場
合、より長いワイヤレス範囲が低速あります。 より高い周波数がある場合、より短いワイ
ヤレス範囲最高速度があります。 この例では、ワイヤレス チャネルはまたデフォルト設定
である自動で残っています。
 
この例では、チャネル 6 は選択されます。
 

 
ステップ 7. （オプションの）チェック不定期自動節電配達（U-APSD）機能を有効に する
U-APSD （WMM 節電）エリアの Enable チェックボックス。 U-APSD は Voice over



Internet Protocol （VoIP）を利用し、WLAN 上の全二重データを転送することのようなリア
ルタイムアプリケ− ションのために最適化される電源保存方式です。 音声データとして発
信 IP トラフィックを分類することによって、アプリケーションのこれらの型はバッテリの
寿命を高め、送信する遅延を最小に することができます。
 
注: この例では、U-APSD （WMM 節電）は無効に なります。 ただし、このオプションはデ
フォルトで有効に なります。
 

 
ステップ 8. MAX 関連 Clients フィールドで 0-50 から値レンジングを入力することによって
無線周波と関連付けられることができるクライアントの数を制限して下さい。 デフォルト
は 50 です。
 
注: この例では、関連するクライアントの最大量は 15 才です。
 

 
ステップ 9. 『Apply』 をクリック して下さい。
 



 
今うまく RV340W ルータの 2.4 GHz 帯域の基本的なワイヤレス設定を行う必要があります
。
  

設定 5 GHz 帯域
 

ステップ 1. 5G タブをクリックして下さい。
 

 
呼び出します。 無線ネットワークをアクティブにするためにイネーブル Radio チェックボ
ックスがチェックされるようにして下さい。 このオプションはデフォルトでチェックされ
ます。
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ステップ 3 無線ネットワーク モード ドロップダウン リストで、無線ネットワーク モード
を選択して下さい。 次のオプションがあります。
 

唯一— 5.725 GHz から 5.850 GHz の間で操作し、54 Mbps までサポートします。 ネットワ
ークでワイヤレス デバイスだけある場合このオプションを選択して下さい。
N/AC 混合—ネットワークでワイヤレスN およびワイヤレス AC デバイスのミックスがある場
合このオプションを選択して下さい。
A/N/AC 混合—ネットワークでワイヤレス、ワイヤレスN およびワイヤレス AC デバイスのミ
ックスがある場合このオプションを選択して下さい。 これは RV340W のデフォルト 5G 設
定です。
 

 
ステップ 4.チャネル帯域幅の下でワイヤレス帯域を選択して下さい。 次のオプションがあ
ります。
 

20MHz — B/G/N 混合、G/N 混合および N だけネットワークモードを使用しましたり、低ス
ループットに傾向があるかもしれないです。
40MHz —それによりよいスループットが 20MHz 安定 したあります。 このオプションを選
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択することは一次チャンネルを選択することを可能にします。
80MHz —これはデフォルト設定です。 それはワイヤレス AC モードの最適 な スループット
のためです。
 

注: この例では、40MHz は選択されます。
 

 
ステップ 5. （オプションの）はプライマリようにチャネルを設定 するために appropriate
オプション・ ボタンを選択します。 一次チャンネルは 20/40 MHz チャネルだけをサポート
するデバイスのために使用されます。
 
注: この例に関しては、甲革は選択されます。 Radio ボタンはチャネルがオートに設定 され
る場合選択不可能になるかもしれません。 これを変更するために、ステップ 6.にスキップ
して下さい。
 



 
ステップ 6 ワイヤレス チャネル ドロップダウン リストで、ワイヤレス チャネルを選択し
て下さい。 デバイスによっては、利用可能 なチャネルは変わります。
 
注: この例では、チャネル 40 は選択されます。
 

 
ステップ 7. （オプションの）チェック不定期自動節電配達（U-APSD）機能を有効に する
U-APSD （WMM 節電）エリアの Enable チェックボックス。 U-APSD は Voice over
Internet Protocol （VoIP）を利用し、WLAN 上の全二重データを転送することのようなリア
ルタイムアプリケ− ションのために最適化される電源保存方式です。 音声データとして発
信 IP トラフィックを分類することによって、アプリケーションのこれらの型はバッテリの
寿命を高め、送信する遅延を最小に することができます。
 
注: この例では、U-APSD （WMM 節電）は無効に なります。 ただし、このオプションはデ



フォルトで有効に なります。
 

 
ステップ 8. （オプションの）チェック スペクトルの効率的 使用のための複数のワイヤレス
デバイスに同時ダウンストリーム通信を有効に する イネーブル マルチユーザー MIMO チ
ェックボックス。 このコマンドはデフォルトで有効になっています。 RV340W はマルチユ
ーザー複数の入力を、複数の出力（MU-MIMO）サポートします。
 

 
ステップ 9. MAX 関連 Clients フィールドで 0-128 から値レンジングを入力することによっ
て無線周波と関連付けられることができるクライアントの数を制限して下さい。 デフォル
トは 124 です。
 
注: この例では、関連するクライアントの最大量は 50 才です。
 



 
ステップ 10. 『Apply』 をクリック して下さい。
 

 
今うまく 5 GHz 帯域の基本的なワイヤレス設定を行う必要があります。
  

無線ネットワーク名前か SSID を変更して下さい
 

ステップ 1： ワイヤレス テーブル面積では、設定したいと思う SSID に相当してボックス
をチェックして下さい。 複数の SSID を同時に編集できます。
 
注: この例では、ciscosb1 だけ SSID 編集されます。
 



 
ステップ 2. SSID を修正するために『Edit』 をクリック して下さい。
 

 
注: 追加に連れて行かれましたり/Settings ページ ワイヤレス SSID を編集します。
 

 
ステップ 3. SSID Name フィールドの SSID の既定値の名前を変更して下さい。 デフォル
トSSID 名前は ciscosb1 です。
 
注: この例では、SSID 名前は Network_Find に変更されます。
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ステップ 4. Enable チェックボックスのチェックによって SSID を有効に して下さい。 最
初の SSID のデフォルト設定は無効に なります。
 

 
ステップ 5. SSID がドロップダウン リストを無線で送るために積極的に加えられたからそ
れ自身をブロードキャストする無線周波を選択して下さい。 次のオプションがあります。
 

両方— SSID は 2.4 GHz および 5 GHz 両方から適用し、ブロードキャストします。
2.4G — SSID は 2.4 GHz 帯域からだけ適用し、ブロードキャストします。
5G — SSID は 5 GHz 帯域からだけ適用し、ブロードキャストします。
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ステップ 6. （オプションの）チェック ワイヤレス クライアント デバイスに表示を有効に
する イネーブル SSID ブロードキャスト チェックボックス。
 

 
ステップ 7.ドロップダウン メニューからセキュリティモードを選択して下さい。
 
次のオプションがあります。
 

なし—これはデフォルト設定です。 『Disabled』 を選択 することは無線ネットワークを保
証のない去ります従ってワイヤレス クライアント デバイスとの誰でもはネットワークに容易
に接続できます。
WEP-64 — 配線された同等の保護（WEP）はセキュリティのレガシー型です。 文字 A から
F および第から 0 に 9 の組み合せはセキュリティのこの型で利用するかもしれません。 ネッ
トワークのデバイスが WPA/WPA2 と互換性がない場合その時だけこれを使用して下さい。
セキュリティのこの型に WEP-128 が— 128 ビット パスワード必要となります。 またそれが
非常に保護されないので推奨されない。 ネットワークのデバイスが WPA/WPA2 と互換性が
ない場合その時だけこのオプションを使用して下さい。
WPA2-Personal — WPA2 は Wi-Fi プロテクテッド アクセス（WPA）の更新バージョンです
。 それは無線ネットワークを保護するのに高度暗号化規格（AES）暗号を使用します。
WPA 個人的のように、WPA2-Personal はパスワードのために大文字/小文字の区別がある文
字および数の組み合せを利用します。 このセキュリティ型は推奨されます。
WPA-WPA2-Personal —ルータが WPA および WPA2-Personal 認証両方を用いる無線クライ
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アントを取り扱うようにします。
WPA2-Enterprise — WPA エンタープライズのように、これはエンタープライズ ネットワー
クで一般的に使用されます。 それはリモート認証ダイヤルイン ユーザ サービス
（RADIUS）がワイヤレスセキュリティ セットアップのこの型を完了するように要求します
。 これが選択される場合、ステップ 9.にスキップして下さい。
WPA-WPA2-Enterprise —ルータが WPA および WPA2 を両方サポートするワイヤレス クラ
イアント デバイスを取り扱うようにします。 また一般的に RADIUS がワイヤレスセキュリ
ティ セットアップのこの型を完了するように要求します。 これが選択される場合、ステップ
9.にスキップして下さい。
 

注: この例では、WPA2-Personal は選択されます。
 

 
ステップ 8 WEP-64、WEP-128、WPA2-Personal および WPA-WPA2-Personal を選択した
ら、提供されるフィールドでパスワードかパスフレーズを入力して下さい。
 
注: この例では、VeryPassword は WPA2-Personal のために作成されるパスフレーズです。
 

 



ステップ 9： WPA2-Enterprise か WPA-WPA2-Enterprise を選択した場合、ステップ 9 に
11.に従って下さい。 RADIUSサーバ IP address フィールドでは、ルータが認証のために接
続する RADIUSサーバの IP アドレスを入力して下さい。
 
注: この例では、192.168.3.100 は使用されます。
 

 
ステップ 10： RADIUSサーバ Port フィールドでは、RADIUSサーバのポート番号を入力し
て下さい。
 
注: この例では、5003 はポート番号として使用されます。
 

 
ステップ 11： Radius 秘密フィールドでは、RADIUSサーバのシークレットかパスワードを
入力して下さい。
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ステップ 12： （オプションの）平文のパスワードを表示するために提示 Password チェッ
クボックスをチェックして下さい。
 

 
ステップ 13： ユニキャストおよびマルチキャスト フレームのための保護された管理フレー
ム（PMF）を許可するために PMF エリアの 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。
 

required — PMF のためのクライアントサポートを無効に します。
可能—ネットワークに加入するために PMF をサポートしないクライアントおよび PMF 可能
を許可します。 これはデフォルト PMF 設定です。
required — クライアントは PMF がネゴシエートされるときだけ関連付けることができます



。 デバイスが PMF をサポートしない場合、ネットワークと関連付けることができません。
 

注: 可能なこの例では選択されます。
 

 
ステップ 14： SSID 内のワイヤレス隔離を許可するために SSID チェックボックス内のイ
ネーブル ワイヤレス隔離をチェックして下さい。 有効に されてワイヤレス分離が同じ
SSID に接続されたクライアントは互いを ping できません。 この例では、SSID のワイヤレ
ス分離は有効に なります。
 

 
ステップ 15： Wi-Fi マルチメディア（WMM）を有効に するためにイネーブル WMM チェ
ックボックスをチェックして下さい。 この機能はトラフィックの異なる型に異なる処理優
先順位を割り当てることを可能にします。 異なるアプリケーション、ユーザ、またはデー
タフローに異なる優先順位およびパフォーマンスのレベルを提供するためにサービス品質



（QoS）を設定できます。
 

 
ステップ 16： （オプションの）クライアントを Wi-Fi によって保護されるセットアップ
（WPS）によって接続することを許可するようにイネーブル WPS チェックボックスをチ
ェックして下さい。 学ぶために WPS を設定する方法をここをクリックして下さい。
 
注: この例では、WPS は無効に なります。
 

 
ステップ 17： SSID と関連付けられるドロップダウン リストから VLAN を選択して下さい
。
 
注: この例では、それはデフォルト設定で、VLAN 1.残っています。
 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5038-set-up-a-wireless-connection-via-wi-fi-protected-setup-wps-o.html


 
ステップ 18： 機能するために SSID のための日アクセス ドロップダウン メニューの時か
ら Time Of Day を選択して下さい。
 
注: この例では、常時接続は選択されます。
 

  
設定 MAC フィルタリング
 

ステップ 19： ルータがメディア アクセス制御（MAC） アドレスに従ってホストをフィル
タリングすることを可能にするようにイネーブル MAC フィルタリングをチェックして下さ
い。
 

 
ステップ 20： （オプションの） MAC フィルタリングを設定するために『Configure』 をク
リック して下さい。
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ステップ 21： Radio ボタンを割り当てに選択するか、または MAC アドレスに基づいて無
線ネットワークのアクセスからのユーザを否定して下さい。
 
注: この例では、下記に記載されていた PC が無線ネットワークにアクセスすることを選択
される防いで下さい。
 

 
ステップ 22： （オプションの）接続された無線クライアントのリストを表示するために提
示クライアント リスト ボタンをクリックして下さい。
 

 
下記の表は次を表示する:
 

非接続されたホストの数かシーケンス。
MAC アドレス—接続されたホストの MAC アドレス。
ip address — 接続されたホストに割り当てられるインターネット プロトコル（IP） アドレス
。
無線—ホストが接続される無線帯域。
モード—ワイヤレス ホストが接続されるモード。
認証—ホストがネットワークに認証した方式。
信号 強度—ルータとホスト間の接続の強度。
ノイズ レベル—デバイスが干渉を引き起こすレベル。
接続される時間— SSID に接続されるワイヤレス ホスト時間。
 

注: この例では、無線クライアント リストにクライアントがありません。



 
ステップ 23： [Close] をクリックします。
 

 
ステップ 24： 割り当てにほしいと思うか、または MAC Address フィールドのネットワー
クにアクセスを否定するクライアントの MAC アドレスを入力して下さい。
 

 
ステップ 25： [Apply] をクリックします。 追加に戻りましたり/Settings ページ ワイヤレス
SSID を編集します。
 

 
ステップ 26： （オプションの）捕虜門脈エリアで、SSID のための捕虜門脈機能を有効に
したいと思う場合 Enable チェックボックスをチェックして下さい。 捕虜ポータルはポータ
ルにアクセスを可能になる前ににログインするためにユーザを転換します。 これは繁華街
、モール、喫茶店、空港および公共ワイヤレス インターネットアクセスを提供する他の場
所で一般的に設定されます。
 

 
ステップ 27： （オプションの）門脈プロファイル ドロップダウン リストの捕虜門脈プロ
ファイルを選択して下さい。
 
注: この例では、Default_Portal_Profile は選択されます。
 



 
ステップ 28： [Apply] をクリックします。
 

 
コンフィギュレーションの設定が正常に保存されたこと確認のメッセージが表示されるはず
です。 ワイヤレス表は構成されたネットワークと今最近アップデートされます。
 

 
今うまく RV340W ルータの基本的なワイヤレス設定を行いました。



まだ RV34x routher を知ることを得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）
 

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
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