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RV340W ルータの高度ワイヤレス設定を設定し
て下さい 

目標
 

通信がファースト、輻輳なしである場合もある使用され、最適ネットワーク セットアップ
に合いますように電波 設定がルータのワイヤレス ラジオのアンテナおよびプロパティを設
定するのに。 ルータのワイヤレス機能をデバイスがワイヤレスアクセスポイントとして管
理するようにします持っていることはまた。 ルータの統合されたワイヤレス機能はそれが
必要になるとき拡張する同じ機会を提供している間追加無線ネットワーキングデバイスのコ
ストを削減する進歩的なソリューションです。
 
高度ワイヤレス設定はワイヤレス機能が特定のデータ レートで操作するクライアントを機
能するようにします。
 
この技術情報は RV340W ルータの高度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
  

高度ワイヤレス設定を設定して下さい
 
2.4 GHz 設定を設定して下さい
 

ステップ 1.ログインは Webベース ユーティリティ > 詳細設定『Wireless』 を選択 し。
 



 
ステップ 2.設定するために Radio タブを選択して下さい。 オプションは 2.4G および 5G 
です。
 
注： この例では、2.4G は選択されます。
 

 
ステップ 3 無線が時間の短期間のための一連の帯を相次いで送信 することを可能にするよ
うにイネーブル フレーム バースト チェックボックスを急速にチェックして下さい。 フレ
ーム バーストは必須期間を待たなければならない前にクライアントの機能を 3 つまでのパ
ケットのシーケンスをバーストするためにインターフレーム待機間隔の使用のより高いスル
ープットでデータをアップロードする高めます。 
 
注: この機能を有効に することはダウンストリーム スループットを増加するかもしれませ



ん。
 

 
ステップ 4. （オプションの）チェック WMM を有効に する Enable チェックボックス 確認
応答無し。 VoIP およびビデオのようなマルチメディアアプリケ− ションのために使用する
Wi-Fi マルチメディア（WMM）オプションはサービス品質（QoS） 機能を有効に します。
これは規則的なデータ ネットワーク パケット上の可能にしま、それ故にスムーザーを実行
するマルチメディアアプリケ− ションをおよび少数のエラーの優先順位を許可します持つマ
ルチメディアアプリケ− ションのネットワーク パケットを。 この機能は効率的 スループッ
トでエラー発生率と起因します。
 

 
ステップ 5. （オプションの）は DEFAULT ボタンに基本レート 下記の表のデフォルトにデ
ータ レート チェックボックスを戻すためにセットをクリックします。
 



 
ステップ 6 基本レート 表では、（2.4 GHz 無線がブロードキャストする Mbps）の適当なレ
ートのチェックボックスをメガビット/秒チェックして下さい。 デフォルト率は 1 Mbps、2
Mbps、5.5 Mbps および 11 Mbps です。
 
注: レート 1 Mbps および 2 Mbps はより低い最大レートだけで送信するレガシー デバイス
のために使用されます。
 

 
ステップ 7 伝送速度 エリアでは、無線ネットワークの帯域幅で必要なレートのチェックボ
ックスをチェックして下さい。 デフォルト設定はすべてのチェックボックス チェックされ
ますです。
 

 
ステップ 8 HT MCS インデックスでは、必要で高い伝達 変調および符号化方式インデック
ス（HT MCS）レートのチェックボックスをチェックして下さい。 また複数の入力複数の
出力（MIMO）と関連付けられる MCS は、アンテナが空間的なストリームを作成するのに
使用するデータ レートを記述します。 802.11n では、データ ストリームは両方のアンテナ
に送受信することができます。 そのため、一定時間内に送受信されるビット数が増え、通
常は屋内でのカバー領域において問題となるマルチパス信号も効率的に利用されます。
 
注: この例ではネットワークに接続されるレガシー デバイスを取り扱うために、すべてのレ
ートはチェックされます。
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ステップ 9. CTS 保護 Modeオプション・ボタンをクリックして下さい。 Clear To Send
（CTS） 保護 オプションは混合された 802.11b および 802.11g 環境のステーション間の衝
突を最小に するのに使用されている保護メカニズムをイネーブルに設定します。 利用可能
な オプションは次のとおりです:
 

無効— CTS 保護 モードは無効に なります。
自動—必要な場合だけだけ CTS 記憶保護チェック。
 

注: この例では、自動は選択されます。
 

 
ステップ 10： ビーコン 間隔 フィールドでは、ビーコンフレーム 伝達間のミリ秒に時間に
入って下さい。 ビーコンフレームは無線ネットワークの存在を知らせるために定期的に送
信されます。 デフォルトは 100 です。
 
注: この例では、DEFAULT 値 100 つは使用されます。
 



 
ステップ 11： DTIM 間隔 フィールドでは、1 から 255 まで整数を入力して下さい。 いくつ
かのビーコンフレームはクライアントは WAP のバッファー内のデータがある場合示す配信
トラフィック示す値メッセージ（DTIM）が含まれています。 1 のビーコン数は DTIM メッ
セージがあるように 50 の数が各第 50 ビーコンをチェックする間、各ビーコンを確認しま
す。
 
注: この例では、1 のデフォルト値は使用されます。
 

 
ステップ 12： フラグメンテーション しきい値 フィールドでは、ネットワークに送信する
ことができるバイトでパケットの最大サイズを入力して下さい。 最大サイズより大きいパ
ケットは複数のより小さいパケットとしてフラグメント化し、送信されます。 フラグメン
テーションは無線 妨害を経験しなければ推奨されません。
 
注: この例では、デフォルト値 2346 は使用されます。
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ステップ 13： RTS しきい値 フィールドでは、RTS/CTS ハンドシェイクが実行された
MAC プロトコル データ ユニット（MPDU）のオクテットの数を示す Request To Send
（RTS） 閾値を入力して下さい。 より多くの帯域幅を消費する下限しきい値値はパケット
をより頻繁に送信します。 しかしより多くのパケットが送信されればより速くネットワー
クによっては干渉か衝突から混んでいる ネットワークに回復できます発生します。
 
注: この例では、2347 のデフォルト値は使用されます。
 

 
ステップ 14： TX 電力 ドロップダウン リストから、パーセントとしてのルータが無線に送
信するのに使用する電源を選択して下さい。 次のオプションがあります。
 

全無線は 100% 伝送電力を使用します。
高い（50%） —無線は 50% 伝送電力を使用します。
メディア（25%） —無線は 25% 伝送電力を使用します。
下位（12%） —無線は 12% 伝送電力を使用します。
 

注: この例では、十分に選択されます。
 



 
ステップ 15： [Apply] をクリックします。
 

 
今うまく RV340W ルータの 2.4 GHz によって進められるワイヤレス設定を行う必要があり
ます。
  

5 GHz 設定を設定して下さい
 

ステップ 1. 5G タブをクリックして下さい。
 



 
呼び出します。 無線が時間の短期間のための一連の帯を相次いで送信 することを可能にす
るようにイネーブル フレーム バースト チェックボックスを急速にチェックして下さい。
フレーム バーストは必須期間を待たなければならない前にクライアントの機能を 3 つまで
のパケットのシーケンスをバーストするためにインターフレーム待機間隔の使用のより高い
スループットでデータをアップロードする高めます。 デフォルトはチェックを外されます
。
 
注: この機能を有効に することはダウンストリーム スループットを増加するかもしれませ
ん。
 

 
ステップ 3. （オプションの）チェック WMM を有効に する Enable チェックボックス 確認
応答無し。 VoIP およびビデオのようなマルチメディアアプリケ− ションのために使用する
Wi-Fi マルチメディア（WMM）オプションはサービス品質（QoS） 機能を有効に します。
これは規則的なデータ ネットワーク パケット上の可能にしま、それ故にスムーザーを実行
するマルチメディアアプリケ− ションをおよび少数のエラーの優先順位を許可します持つマ
ルチメディアアプリケ− ションのネットワーク パケットを。 この機能は効率的 スループッ
トでエラー発生率と起因します。 デフォルトはチェックを外されます。
 
注: この例では、WMM は確認応答チェックを外されません。
 



 
ステップ 4. （オプションの）は DEFAULT ボタンに基本レート 下記の表のデフォルトにデ
ータ レート チェックボックスを戻すためにセットをクリックします。
 

 
ステップ 5 基本レート 表では、（5 GHz 無線がブロードキャストする Mbps）の適当なレ
ートのチェックボックスをメガビット/秒チェックして下さい。 デフォルト率は 6 Mbps、
12 Mbps および 24 Mbps です。
 
注: レート 6 Mbps、12 Mbps および 24 Mbps は 5 GHz 帯域で特定のレートだけで送信する
レガシー デバイスのために使用されます。
 



 
ステップ 6 伝送速度 エリアでは、無線ネットワークの帯域幅で必要なレートのチェックボ
ックスをチェックして下さい。 デフォルト設定はすべてのチェックボックス チェックされ
ますです。
 

 
ステップ 7 HT MCS インデックスでは、必要で高い伝達 変調および符号化方式インデック
ス（HT MCS）レートのチェックボックスをチェックして下さい。 またマルチユーザー複
数の入力複数の出力（MU-MIMO）と関連付けられる MCS は、アンテナが空間的なストリ
ームを作成するのに使用するデータ レートを記述します。
 
注: この例ではネットワークに接続されるレガシー デバイスを取り扱うために、すべてのレ
ートはチェックされます。
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ステップ 8 VHT MCS インデックスでは、空間的の番号の Enable チェックボックスを流し
ます各アンテナのために有効に なりたいと思いますチェックして下さい。 はたらくために
アクセス ポイントおよびクライアントデバイス両方で MU-MIMO が 802.11ac ウェーブ
2.ウェーブ 2 MU-MIMO サポートと導入される機能必要となりますです。 それはダウンス
トリーム 方向で、クライアントへのアクセス ポイント動作し、アクセス ポイントが複数の
クライアント デバイスに同時に送信するようにします。 次のオプションがあります。
 

1SS — 1 または単一空間的なストリーム
2SS — 2 つの空間的なストリーム
3SS — 3 つの空間的なストリーム
4SS — 4 つの空間的なストリーム
 

注: この例では、すべてのチェックボックスはチェックされます。
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ステップ 9. VHT が MCS サポートする比率の種類を選択するために Radio ボタンをクリッ
クして下さい。
 

0-7 — MCS ゼロ〜 7 の最小サポート。
0-8 — MCS ゼロ〜 8 の最小サポート。
0-9 — MCS ゼロ〜 9 の最小サポート。
0-11 — MCS ゼロ〜 11.の最小サポート。
 

注: この例では、0-11 はすべてのイネーブルになった空間的なストリーム値のために使用さ
れました。
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ステップ 10. CTS 保護 Modeオプション・ボタンをクリックして下さい。 Clear To Send
（CTS） 保護 オプションは混合された 802.11b および 802.11g 環境のステーション間の衝
突を最小に するのに使用されている保護メカニズムをイネーブルに設定します。 利用可能
な オプションは次のとおりです:
 

無効— CTS 保護 モードは無効に なります。
自動—必要な場合だけだけ CTS 記憶保護チェック。
 

注: この例では、自動は選択されます。
 

 
ステップ 11： ビーコン 間隔 フィールドでは、ビーコンフレーム 伝達間のミリ秒に時間に
入って下さい。 ビーコンフレームは無線ネットワークの存在を知らせるために定期的に送
信されます。 デフォルトは 100 です。
 
注: この例では、DEFAULT 値 100 つは使用されます。



 
ステップ 12： DTIM 期間フィールドでは、1 から 255 まで整数を入力して下さい。 いくつ
かのビーコンフレームはクライアントは WAP のバッファー内のデータがある場合示す配信
トラフィック示す値メッセージ（DTIM）が含まれています。 1 のビーコン数は DTIM メッ
セージがあるように 50 の数が各第 50 ビーコンをチェックする間、各ビーコンを確認しま
す。
 
注: この例では、デフォルト値 1 は使用されます。
 

 
ステップ 13： フラグメンテーション しきい値 フィールドでは、ネットワークに送信する
ことができるバイトでパケットの最大サイズを入力して下さい。 最大サイズより大きいパ
ケットは複数のより小さいパケットとしてフラグメント化し、送信されます。 フラグメン
テーションは無線 妨害を経験しなければ推奨されません。
 
注: この例では、デフォルト値 2346 は使用されます。
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ステップ 14： RTS しきい値 フィールドでは、RTS/CTS ハンドシェイクが実行された
MAC プロトコル データ ユニット（MPDU）のオクテットの数を示す Request To Send
（RTS） 閾値を入力して下さい。 より多くの帯域幅を消費する下限しきい値値はパケット
をより頻繁に送信します。 しかしより多くのパケットが送信されればより速くネットワー
クによっては干渉か衝突から混んでいる ネットワークに回復できます発生します。
 
注: この例では、デフォルト値 2347 は使用されます。
 

 
ステップ 15： TX 電力 ドロップダウン リストから、パーセントとしてのルータが無線に送
信するのに使用する電源を選択して下さい。 次のオプションがあります。
 

全無線は 100% 伝送電力を使用します。
高い（50%） —無線は 50% 伝送電力を使用します。
メディア（25%） —無線は 25% 伝送電力を使用します。
下位（12%） —無線は 12% 伝送電力を使用します。
 

注: この例では、十分に選択されます。
 



 
ステップ 16： [Apply] をクリックします。
 

 
今うまく RV340W ルータの 5 GHz によって進められるワイヤレス設定を行う必要がありま
す。
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