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1概要

ワイヤレスエクステンダーは、トライバンドWiFiによって既存のネットワークの範囲を広げ、速度を向上させ
ます。
この章には次の内容が含まれます。
• エクステンダーの箱を開ける
• LED
• 背面
• 推奨する使用状況
• エクステンダーの使用方法

このマニュアルに掲載されている内容の詳細については、サポートウェブサイト
(http://www.jp.netgear.com/support/) を参照してください。

注
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エクステンダーの箱を開ける
箱を開け、同梱物を取り出します。

図1 :エクステンダーの同梱物

1. Nighthawk X6トライバンドメッシュWiFiエクステンダー (モデルEX7700)
2. 電源アダプター

概要
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LED
次の表でLEDについて説明します。

図2 :正面

概要
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表1 : LEDの説明

説明LED

エクステンダーと無線LAN親機の接続状態を示します。

• 白点灯: 接続状態は良好です。
• オレンジ点灯: 接続状態は普通です。
• 赤点灯: 接続状態が悪いです。
• 消灯: 接続がありません。

ルーターリンクLED

• 白点灯: エクステンダーは無線LAN子機に接続されています。
• 消灯: エクステンダーは無線LAN子機に接続されていません。

クライアントリンクLED

• 白点滅: WPS接続中です。
• 白点灯: WPSで接続されています。
• 消灯: ワイヤレスセキュリティが無効です。

WPS LED

概要
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表1 : LEDの説明 (続き)

説明LED

• 白点灯: LANポートに有線デバイスが接続されています。
• 消灯: LANポートに有線デバイスが接続されていません。

イーサネットLED

電源LEDはエクステンダーの背面にあります。

• 緑点灯: エクステンダーに電源が入っています。
• オレンジ点灯: エクステンダーは起動中です。
• オレンジ点滅: エクステンダーは工場出荷時の状態にリセット中です。
• 緑点滅: ファームウェアが破損しています。
• 消灯: エクステンダーの電源が入っていません。

電源LED

背面
エクステンダーの背面には、ポート、ボタンおよび電源ケーブル差し込み口があります。

図3 :背面

背面には以下のコンポーネントがあります。
概要
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• WPSボタン: WPS対応デバイスをエクステンダーに接続します。
• LANポート: エクステンダーに有線デバイスを接続します。
• 電源ボタンおよび電源LED:エクステンダーの電源を入れるには、電源ボタンを押します。エクステン

ダーの準備が整うと、電源LEDが緑色に点灯します。
• 電源ケーブル差し込み口: 製品パッケージに付属の電源アダプターを電源ケーブル差し込み口に接続

します。
• リセットボタン:リセットボタンを7秒以上押し続けると、電源LEDがオレンジ色で点滅し、エクステ

ンダーが工場出荷時の設定に戻ります。

推奨する使用状況
エクステンダーネットワーク経由で接続するのは、無線LAN子機が電波の弱い場所にあり、既存のネット
ワークからの接続状態が悪い、または接続が存在しない場合のみにすることを推奨します。エクステン
ダーでルーティングされるデータトラフィックは、その性質上、ネットワークから直接ルーティングされ
る場合に比べて低速になります。

エクステンダーの使用方法
エクステンダーは、無線LAN親機 (またはワイヤレスアクセスポイント)と無線LAN親機の範囲外にある無
線LAN子機間のブリッジのように機能します。エクステンダーは2つのメインジョブを実行します。

• エクステンダーは動作中の無線LANネットワークに接続します。
エクステンダーが既存のネットワークに無線で接続している場合は、無線LAN子機がネットワークに
接続するのと同じように、ネットワーククライアントとして機能します。

• エクステンダーは無線LAN子機のアクセスポイントとして機能します。
エクステンダーは、無線LAN子機がアクセスできる独自の無線LANネットワークをブロードキャスト
します。アクセスポイントとしての役割では、エクステンダーは、ネットワーク名(SSID)のブロード
キャストなど、無線LAN親機が行うタスクを実行します。

エクステンダーは、ブリッジの両端が適切に機能するようにこれらのジョブのそれぞれを実行する必要が
あります。

概要
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2はじめに

この章には次の内容が含まれます。
• ワイヤレスエクステンダーのインストール
• アクセスポイントモードでのエクステンダーの使用
• デバイスをエクステンダーのネットワークに接続する
• インストール後のエクステンダーへログイン
• かんたん設定によるインストールの実行
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ワイヤレスエクステンダーのインストール
エクステンダーを設置し、電源を入れ、エクステンダーを既存の無線LANネットワークに接続します。

エクステンダーの設置と電力の供給
エクステンダーを設置して電源を入れます。
1. エクステンダーを無線LAN親機と同じ部屋に配置します。

無線LAN親機の近くに置く必要があるのは、初回の設定時のみです。

2. 電源アダプターをエクステンダーに接続して、電源アダプターをコンセントに差し込みます。
3. 電源LEDがオレンジに点灯してから緑に変わるまで待ちます。

電源LEDが点灯しない場合は、エクステンダーの電源ボタンを押してください。

既存の無線LANネットワークへの接続
無線LANネットワークの範囲を拡大するには、エクステンダーを既存の無線LANネットワークに接続する
必要があります。

無線LAN親機の無線LANセキュリティがWPAエンタープライズまたはWPA2エンター
プライズに設定されている場合、エクステンダーは無線LAN親機に接続できません。
無線LAN親機の無線LANセキュリティ設定を変更する必要があります。

注

2つの方法のいずれかでエクステンダーを接続します。

• WPSで接続: 詳細については、WPSを使って接続（12ページ）を参照してください。

WPSはWEPネットワークセキュリティまたは非表示のSSIDネットワークはサポート
していません。親機の無線LANネットワークがWEPセキュリティを使用している、
またはSSIDを非表示にしている場合は、NETGEARインストールアシスタントを使っ
て接続（14ページ）の手順に従ってください。

注

• Webブラウザーを使って接続: 詳細については、NETGEARインストールアシスタントを使って接続
（14ページ）を参照してください。

WPSを使って接続
Wi-Fi Protected Setup (WPS) を使用すると、ネットワーク名やパスワードを入力せずに、WPSボタンを
押すだけでセキュリティ保護された無線LANネットワークに接続できます。WPS対応デバイスのWPSボタ
ンのヘルプについては、デバイスに付属している手順またはオンラインヘルプを参照してください。一部
の旧式の機器ではWPSを使用できないものがあります。

はじめに
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WPSはWEPネットワークセキュリティまたは非表示のSSIDネットワークはサポート
していません。既存の無線LANネットワークがWEPセキュリティを使用している、
またはSSIDを非表示にしている場合は、NETGEARインストールアシスタントを使っ
て接続（14ページ）の手順に従ってください。

注

WPSを使ってエクステンダーを無線LAN親機に接続します。
1. エクステンダーのWPSボタンを押します。

WPS LEDが点滅します。

2. 2分以内に、無線LAN親機のWPSボタンを押します。
エクステンダーが既存の無線LANネットワークに接続すると、エクステンダーのWPS LEDが白く点灯
し、ルーターリンクLEDが点灯します。
ルーターリンクLEDが白色に点灯している場合は、無線LAN親機とエクステンダー間の接続は良好で
す。ルーターリンクLEDがオレンジ色または赤色に点灯している場合は、エクステンダーを無線LAN
親機に近づけてもう一度試してください。
それでも点灯しない場合は、NETGEARインストールアシスタントを使って接続（14ページ）を参照
してください。

無線LAN親機が2.4GHz/5GHzの両方に対応している場合、初めてWPSボタンを押す
と、エクステンダーは無線LAN親機の5GHz帯域への接続を試行します。このとき、
エクステンダーが無線LAN親機の5 GHz帯域に接続できなかった場合には、WPSプ
ロセスを繰り返してください。

注

3. エクステンダーを取り外して、無線LAN親機とワイヤレスシグナルの弱い場所との中間に移動します。

設置する場所は、既存の無線LANネットワークの範囲内でなければなりません。

4. ルーターリンクLEDを使って、エクステンダーと無線LAN親機の接続が最適になる場所を選んでくだ
さい。

5. ルーターリンクLEDがオレンジ色または白色に点灯しない場合は、エクステンダーを無線LAN親機に
近づけてもう一度試してください。
ルーターリンクLEDがオレンジ色または白色に点灯するまで、エクステンダーを無線LAN親機に近づ
けていきます。

6. 無線LAN対応のPCまたはモバイルデバイスを、無線LAN親機の電波が弱い場所に移動します。
7. 無線LAN対応PCまたはモバイルデバイスを拡張ネットワークに接続します。

エクステンダーは、2.4 GHzおよび5 GHzの拡張ネットワークに、無線LAN親機と同じ無線LANネット
ワーク設定を使用します。
たとえば、エクステンダーが無線LAN親機の5GHz無線LAN帯域に接続すると、エクステンダーは、両
方のネットワークに無線LAN親機の5 GHzワイヤレス設定を使用します。

はじめに
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• 無線LAN親機の2.4 GHzワイヤレスネットワーク名: MyWiFiExample
• 無線LAN親機の5 GHzワイヤレスネットワーク名: MyWiFiExample-5G
• エクステンダーの2.4 GHzワイヤレスネットワーク名: MyWiFiExample-5G
• エクステンダーの5 GHzワイヤレスネットワーク名: MyWiFiExample-5G
エクステンダーが無線LAN親機の2.4GHz無線LAN帯域に接続すると、エクステンダーは、両方のネッ
トワークに無線LAN親機の2.4 GHzワイヤレス設定を使用します。

• 無線LAN親機の2.4 GHzワイヤレスネットワーク名: MyWiFiExample
• 無線LAN親機の5 GHzワイヤレスネットワーク名: MyWiFiExample-5G
• エクステンダーの2.4 GHzワイヤレスネットワーク名: MyWiFiExample
• エクステンダーの5 GHzワイヤレスネットワーク名: MyWiFiExample

無線LAN親機と拡張ネットワークが同じワイヤレスネットワーク名を共有するため、
1つのワイヤレスネットワーク名だけがブロードキャストされます。

注

NETGEARインストールアシスタントを使って接続
NETGEARインストールアシスタントを使用して、既存の無線LANネットワークにエクステンダーを接続す
ることができます。NETGEARインストールアシスタントを使用するには、PCまたはモバイルデバイスで
Webブラウザーを起動する必要があります。
NETGEARインストールアシスタントを使ってエクステンダーを無線LAN親機に接続します。
1. 無線LANまたは有線接続を使用して、PCやモバイルデバイスをエクステンダーに接続します。

• 無線LAN: 無線LAN対応のPCまたはモバイルデバイスで無線LAN接続マネージャーを開いて、
NETGEAR_EXTと呼ばれるエクステンダーのネットワークを見つけて接続します。
無線LAN対応PCまたはモバイルデバイスをエクステンダーに接続すると、クライアントLEDが白
色に点灯します。

• 有線接続: LANケーブルを使用して、エクステンダーのLANポートとPCのLANポートを接続しま
す。

2. ウェブブラウザーを起動します。
3. 「http://www.mywifiext.net」と入力します。

NETGEARインストールアシスタントが表示されます。

4. 画面の指示に従って、エクステンダーを既存の無線LANネットワークに接続します。
5. エクステンダーを取り外して、無線LAN親機とワイヤレスシグナルの弱い場所との中間に移動します。

はじめに
14

Nighthawk X6トライバンドメッシュWiFiエクステンダー



6. ルーターリンクLEDを使って、エクステンダーと無線LAN親機の接続が最適になる場所を選んでくだ
さい。

7. ルーターリンクLEDがオレンジ色または白色に点灯しない場合は、エクステンダーを無線LAN親機に
近づけてもう一度試してください。
ルーターリンクLEDがオレンジ色または白色に点灯するまで、エクステンダーを無線LAN親機に近づ
けていきます。

8. PCやモバイルデバイスを新しいエクステンダーの無線LANネットワークに再接続します。

アクセスポイントモードでのエクステンダーの使用
エクステンダーをWiFiアクセスポイントとして使用できます。この構成では、有線LAN接続を使用して、
新しいWiFiホットスポットを構築できます。次の手順では、エクステンダーを初めてセットアップする状
況を想定しています。

図4 :アクセスポイントモードのエクステンダー

アクセスポイントモードでエクステンダーを使用します。
1. エクステンダーを無線LAN親機と同じ部屋に配置します。
2. 電源アダプターをエクステンダーに接続して、電源アダプターをコンセントに差し込みます。
3. LANケーブルを使用して、無線LAN親機とエクステンダーのLANポートを接続します。

DSLまたはケーブルモデムには、エクステンダーを直接接続しないでください。エ
クステンダーは無線LAN親機としては機能しません。ネットワークにDHCPサーバー
が設定されている場合は、DHCPサーバーに接続されているスイッチまたはハブに
エクステンダーを接続できます。

注

4. 電源LEDがオレンジに点灯してから緑に変わるまで待ちます。
電源LEDが点灯しない場合は、エクステンダー背面の電源ボタンを押してください。

5. 無線LANまたは有線接続を使用して、PCやモバイルデバイスをエクステンダーに接続します。

• 無線LAN: 無線LAN対応のPCまたはモバイルデバイスで無線LAN接続マネージャーを開いて、
NETGEAR_EXTと呼ばれるエクステンダーのネットワークを接続します。

はじめに
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無線LAN対応PCまたはモバイルデバイスをエクステンダーに接続すると、クライアントLEDが白
色に点灯します。

• 有線接続: PCのLANポートとエクステンダーをLANケーブルで接続します。

有線接続を使用する場合は、エクステンダーをモデム無線LAN親機または無線
LAN親機に接続する前に、この作業を行う必要があります。

注

6. Webブラウザーを起動し、www.mywifiext.netに接続します。
ネットワークに接続すると、クライアントリンクLEDが点灯して接続していることが示されます。
NETGEARインストールアシスタントが表示されます。

7. NETGEARインストールアシスタントに戻り、画面の指示に従って、アクセスポイントとしてのエクス
テンダーの設定を完了します。

デバイスをエクステンダーのネットワークに接続する
セットアップのプロセスが完了すると、無線LAN、有線、またはWPS接続を使用して、すべてのデバイス
を新しいエクステンダーのネットワークに接続できるようになります。

無線LANを使用してデバイスをエクステンダーのネットワークに
接続する
OneWiFiName機能を有効にした場合、エクステンダーが無線LAN親機と同じワイヤレスネットワーク名
とパスワードを使用します。
ここでは、OneWiFiNameが有効になっている場合に、ワイヤレスネットワーク名がどのように表示され
るかの例を示します。

• 無線LAN親機の2.4 GHzワイヤレスネットワーク名: MyWiFiExample
• 無線LAN親機の5 GHzワイヤレスネットワーク名: MyWiFiExample-5G
• エクステンダーの2.4 GHzワイヤレスネットワーク名: MyWiFiExample
• エクステンダーの5 GHzワイヤレスネットワーク名: MyWiFiExample-5G
WPSを使用してエクステンダーを設定する場合、エクステンダーは、2.4 GHzおよび5 GHzの拡張ネット
ワークで、無線LAN親機と同じ無線LANネットワーク設定を使用します。
たとえば、エクステンダーが無線LAN親機の2.4GHz無線LAN帯域に接続すると、エクステンダーは、両方
のネットワークに無線LAN親機の2.4 GHzワイヤレス設定を使用します。

• 無線LAN親機の2.4 GHzワイヤレスネットワーク名: MyWiFiExample
• 無線LAN親機の5 GHzワイヤレスネットワーク名: MyWiFiExample-5G
• エクステンダーの2.4 GHzワイヤレスネットワーク名: MyWiFiExample
• エクステンダーの5 GHzワイヤレスネットワーク名: MyWiFiExample

はじめに
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エクステンダーが無線LAN親機の5GHz無線LAN帯域に接続すると、エクステンダーは、両方のネットワー
クに無線LAN親機の5 GHzワイヤレス設定を使用します。

• 無線LAN親機の2.4 GHzワイヤレスネットワーク名: MyWiFiExample
• 無線LAN親機の5 GHzワイヤレスネットワーク名: MyWiFiExample-5G
• エクステンダーの2.4 GHzワイヤレスネットワーク名: MyWiFiExample-5G
• エクステンダーの5 GHzワイヤレスネットワーク名: MyWiFiExample-5G
無線LAN親機と拡張ネットワークが同じワイヤレスネットワーク名を共有するため、1つのワイヤレスネッ
トワーク名だけがブロードキャストされます。
無線LANネットワークに接続します。
1. 無線LAN対応PCまたはモバイルデバイスで、無線LAN接続を管理する無線LAN接続マネージャーを開

きます。
無線LAN接続マネージャーは、領域内の無線LANネットワークをスキャンします。

2. 目的のワイヤレスネットワーク名 (SSID) を見つけて選択し、ワイヤレスパスワードを入力します。
これは、インストールプロセス中に設定したSSIDとパスワードです。

WPSを使用してデバイスをエクステンダーのネットワークに接続
する
WPS対応デバイスのWPSボタンのヘルプについては、デバイスに付属している手順またはオンラインヘ
ルプを参照してください。一部の旧式の機器ではWPSを使用できないものがあります。
WPS接続を使用してエクステンダーに接続します。
1. エクステンダーのWPSボタンを押します。

WPS LEDが白く点滅します。

2. 2分以内に、WPS対応デバイスでWPSボタンを押します。
WPS対応デバイスがエクステンダーに正常に接続されると、デバイスの無線LAN接続マネージャーに
接続ステータスが表示されます。

はじめに
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有線対応デバイスをエクステンダーに接続する
エクステンダーを既存の無線LANネットワークに接続したら、LANケーブルを使って有線機器をエクステ
ンダーに接続することができます。

図5 : LANポート

インストール後のエクステンダーへログイン
エクステンダー初期設定後に、管理画面にログインしてエクステンダーの設定を表示したり変更したりで
きます。
エクステンダーにログインします。
1. エクステンダーのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザーを起動しま

す。
2. エクステンダーにログインします。

• One WiFi Name機能を有効にしていない場合は、ブラウザーのアドレス欄に
「www.mywifiext.net」と入力します。

• One WiFi Name機能を有効にしている場合は、次のURLのいずれかを入力します。

- WindowsベースのPC: http://mywifiextまたはhttp://mywifiext.local
- Mac、iOSデバイス、およびLinuxデバイス: http://mywifiext.local
- Androidデバイス: http://<エクステンダーのIPアドレス> (たとえば、http://192.168.1.3)

エクステンダーのIPアドレスの検索方法の詳細については、エクステンダーのIPアドレスを検
索する（51ページ）を参照してください。

ログイン画面が表示されます。

3. 管理者のユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン]ボタンをクリックします。
[ステータス]ページが表示されます。

はじめに
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かんたん設定によるインストールの実行
かんたん設定を使用してエクステンダーの設定を変更することができます。これは、エクステンダーを別
の無線LAN親機に接続したり、エクステンダーのワイヤレスネットワーク名(SSID)や無線LANのパスワー
ドを変更したりする際に便利な方法です。
かんたん設定を実行します。
1. エクステンダーのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザーを起動しま

す。
2. エクステンダーにログインします。

• One WiFi Name機能を有効にしていない場合は、ブラウザーのアドレス欄に
「www.mywifiext.net」と入力します。

• One WiFi Name機能を有効にしている場合は、次のURLのいずれかを入力します。

- WindowsベースのPC: http://mywifiextまたはhttp://mywifiext.local
- Mac、iOSデバイス、およびLinuxデバイス: http://mywifiext.local
- Androidデバイス: http://<エクステンダーのIPアドレス> (たとえば、http://192.168.1.3)

エクステンダーのIPアドレスの検索方法の詳細については、エクステンダーのIPアドレスを検
索する（51ページ）を参照してください。

ログイン画面が表示されます。

3. 管理者のユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン]ボタンをクリックします。
[ステータス]ページが表示されます。

4. [かんたん設定]ボタンをクリックします。
5. 画面の指示に従います。

はじめに
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3エクステンダーネットワークの設定

この章には次の内容が含まれます。
• One WiFi Nameの有効化または無効化
• Smart Connectのオン/オフの切り替え
• 接続されている機器の表示
• ワイヤレス設定の表示
• 無線LANネットワーク名の変更
• SSIDブロードキャストをオフにすることによる非表示ネットワークの作成
• 無線LANの有効化または無効化
• ワイヤレス転送速度の変更
• WPSを使用したエクステンダーの無線LANネットワークへのPCの追加
• PCや無線LAN子機へのアクセスの拒否
• スケジュールアクセスの設定
• エクステンダーのデバイス名の変更
• 静的IPアドレスを使用するためのエクステンダーの設定
• エクステンダーと連動するように高度なMAC設定で無線LAN親機を設定する

20



OneWiFi Nameの有効化または無効化
OneWiFi Name機能を使用すると、エクステンダーが無線LAN親機と同じ無線LANネットワーク設定を使
用できるようになります。
OneWiFiName機能を有効にした場合、エクステンダーが無線LAN親機と同じワイヤレスネットワーク名
とパスワードを使用します。
ここでは、OneWiFiNameが有効になっている場合に、ワイヤレスネットワーク名がどのように表示され
るかの例を示します。

• 無線LAN親機の2.4 GHzワイヤレスネットワーク名: MyWiFiExample
• 無線LAN親機の5 GHzワイヤレスネットワーク名: MyWiFiExample-5G
• エクステンダーの2.4 GHzワイヤレスネットワーク名: MyWiFiExample
• エクステンダーの5 GHzワイヤレスネットワーク名: MyWiFiExample-5G

無線LAN親機の2.4 GHzネットワークと5GHzネットワークで異なるネットワーク名
を使用している場合に、OneWiFi Name機能を有効にすると、Smart Connect機能
は使用できなくなります。

注

OneWiFi Name機能を有効または無効にします。
1. エクステンダーのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザーを起動しま

す。
2. エクステンダーにログインします。

• One WiFi Name機能を有効にしていない場合は、ブラウザーのアドレス欄に
「www.mywifiext.net」と入力します。

• One WiFi Name機能を有効にしている場合は、次のURLのいずれかを入力します。

- WindowsベースのPC: http://mywifiextまたはhttp://mywifiext.local
- Mac、iOSデバイス、およびLinuxデバイス: http://mywifiext.local
- Androidデバイス: http://<エクステンダーのIPアドレス> (たとえば、http://192.168.1.3)

エクステンダーのIPアドレスの検索方法の詳細については、エクステンダーのIPアドレスを検
索する（51ページ）を参照してください。

ログイン画面が表示されます。

3. 管理者のユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン]ボタンをクリックします。
[ステータス]ページが表示されます。

4. ブラウザーにメニューアイコン が表示されている場合はクリックします。
エクステンダーメニューが表示されます。

5. [設定] > [ワイヤレス]の順に選択します。
[ワイヤレス]ページが表示されます。

エクステンダーネットワークの設定
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6. One WiFi Name機能を有効にするには、[はい]ラジオボタンを選択します。
7. One WiFi Name機能を無効にするには、[いいえ]ラジオボタンを選択します。

この機能を無効にした場合は、このページの[ネットワーク名(SSID)]および[ワイヤレスパスワード]
欄に、エクステンダーの2.4GHzおよび5GHzのネットワーク用の新しいSSIDとパスワードを設定する
ことができます。

8. [保存]ボタンをクリックします。
設定が保存されます。

Smart Connectのオン/オフの切り替え
無線LAN子機に最も速い無線LAN帯域を選択し、接続を確立するのがSmart Connect機能です。Smart
Connect機能を有効にするには、エクステンダーの2.4GHzおよび5GHzネットワークで、同じネットワー
ク名とパスワードを使用していなければなりません。

無線LAN親機の2.4 GHzネットワークと5GHzネットワークで異なるネットワーク名
を使用している場合に、OneWiFi Name機能を有効にすると、Smart Connect機能
は使用できなくなります。Smart Connect機能を使用できるのは、エクステンダー
の2.4 GHzおよび5GHzの両無線LANネットワークが同じネットワーク名を使用して
いる場合に限られます。

注

Smart Connect機能を有効または無効にします。
1. エクステンダーのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザーを起動しま

す。
2. エクステンダーにログインします。

• One WiFi Name機能を有効にしていない場合は、ブラウザーのアドレス欄に
「www.mywifiext.net」と入力します。

• One WiFi Name機能を有効にしている場合は、次のURLのいずれかを入力します。

- WindowsベースのPC: http://mywifiextまたはhttp://mywifiext.local
- Mac、iOSデバイス、およびLinuxデバイス: http://mywifiext.local
- Androidデバイス: http://<エクステンダーのIPアドレス> (たとえば、http://192.168.1.3)

エクステンダーのIPアドレスの検索方法の詳細については、エクステンダーのIPアドレスを検
索する（51ページ）を参照してください。

ログイン画面が表示されます。

3. 管理者のユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン]ボタンをクリックします。
[ステータス]ページが表示されます。

4. ブラウザーにメニューアイコン が表示されている場合はクリックします。
エクステンダーメニューが表示されます。

5. [設定] > [ワイヤレス]の順に選択します。

エクステンダーネットワークの設定
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[ワイヤレス]ページが表示されます。

6. Smart Connect機能を有効にするには、[はい]ラジオボタンを選択します。

この機能を使用するには、2.4 GHzおよび5 GHzのネットワークで同じSSIDとパス
ワードを使用する必要があります。

注

7. Smart Connect機能を無効にするには、[いいえ]ラジオボタンを選択します。
この機能を無効にした場合は、このページの[ネットワーク名(SSID)]および[ワイヤレスパスワード]
欄に、エクステンダーの2.4GHzおよび5GHzのネットワーク用の新しいSSIDとパスワードを設定する
ことができます。

8. [保存]ボタンをクリックします。
設定が保存されます。

接続されている機器の表示
エクステンダーネットワークに接続されている機器のリストを表示できます。
接続されている機器を表示します。
1. エクステンダーのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザーを起動しま

す。
2. エクステンダーにログインします。

• One WiFi Name機能を有効にしていない場合は、ブラウザーのアドレス欄に
「www.mywifiext.net」と入力します。

• One WiFi Name機能を有効にしている場合は、次のURLのいずれかを入力します。

- WindowsベースのPC: http://mywifiextまたはhttp://mywifiext.local
- Mac、iOSデバイス、およびLinuxデバイス: http://mywifiext.local
- Androidデバイス: http://<エクステンダーのIPアドレス> (たとえば、http://192.168.1.3)

エクステンダーのIPアドレスの検索方法の詳細については、エクステンダーのIPアドレスを検
索する（51ページ）を参照してください。

ログイン画面が表示されます。

3. 管理者のユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン]ボタンをクリックします。
[ステータス]ページが表示されます。

4. ブラウザーにメニューアイコン が表示されている場合はクリックします。
エクステンダーメニューが表示されます。

5. [設定] > [接続デバイス]の順に選択します。
[接続デバイス]ページが表示されます。エクステンダーに接続されているデバイスがページに表示さ
れます。

エクステンダーネットワークの設定
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ワイヤレス設定の表示
ワイヤレス設定を表示します。
1. エクステンダーのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザーを起動しま

す。
2. エクステンダーにログインします。

• One WiFi Name機能を有効にしていない場合は、ブラウザーのアドレス欄に
「www.mywifiext.net」と入力します。

• One WiFi Name機能を有効にしている場合は、次のURLのいずれかを入力します。

- WindowsベースのPC: http://mywifiextまたはhttp://mywifiext.local
- Mac、iOSデバイス、およびLinuxデバイス: http://mywifiext.local
- Androidデバイス: http://<エクステンダーのIPアドレス> (たとえば、http://192.168.1.3)

エクステンダーのIPアドレスの検索方法の詳細については、エクステンダーのIPアドレスを検
索する（51ページ）を参照してください。

ログイン画面が表示されます。

3. 管理者のユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン]ボタンをクリックします。
[ステータス]ページが表示されます。

4. ブラウザーにメニューアイコン が表示されている場合はクリックします。
エクステンダーメニューが表示されます。

5. [設定] > [ワイヤレス]の順に選択します。
[ワイヤレス]ページに無線LANの設定が表示されます。

無線LANネットワーク名の変更
ワイヤレスネットワーク名を変更します。
1. エクステンダーのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザーを起動しま

す。
2. エクステンダーにログインします。

• One WiFi Name機能を有効にしていない場合は、ブラウザーのアドレス欄に
「www.mywifiext.net」と入力します。

• One WiFi Name機能を有効にしている場合は、次のURLのいずれかを入力します。

- WindowsベースのPC: http://mywifiextまたはhttp://mywifiext.local
- Mac、iOSデバイス、およびLinuxデバイス: http://mywifiext.local
- Androidデバイス: http://<エクステンダーのIPアドレス> (たとえば、http://192.168.1.3)

エクステンダーネットワークの設定
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エクステンダーのIPアドレスの検索方法の詳細については、エクステンダーのIPアドレスを検
索する（51ページ）を参照してください。

ログイン画面が表示されます。

3. 管理者のユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン]ボタンをクリックします。
[ステータス]ページが表示されます。

4. ブラウザーにメニューアイコン が表示されている場合はクリックします。
エクステンダーメニューが表示されます。

5. [設定] > [ワイヤレス]の順に選択します。
[ワイヤレス]ページが表示されます。

6. 2.4GHzまたは5GHzの[ネットワーク名(SSID)]フィールドに、新しいネットワーク名を入力します。
7. [保存]ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

SSIDブロードキャストをオフにすることによる非表示ネット
ワークの作成

デフォルトでは、エクステンダーは無線LANの信号をブロードキャストするため、ワイヤレスネットワー
ク名 (SSID) をPC、タブレット、スマートフォンから簡単に見つけて接続することができます。SSIDのブ
ロードキャストをオフにすると、非表示の無線LANネットワークを作成することができます。非表示ネッ
トワークに接続するには、そのSSIDとパスワードが分かっていて、それらを手動で入力する必要がありま
す。
SSIDブロードキャストをオフにして非表示ネットワークを作成します。
1. エクステンダーのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザーを起動しま

す。
2. エクステンダーにログインします。

• One WiFi Name機能を有効にしていない場合は、ブラウザーのアドレス欄に
「www.mywifiext.net」と入力します。

• One WiFi Name機能を有効にしている場合は、次のURLのいずれかを入力します。

- WindowsベースのPC: http://mywifiextまたはhttp://mywifiext.local
- Mac、iOSデバイス、およびLinuxデバイス: http://mywifiext.local
- Androidデバイス: http://<エクステンダーのIPアドレス> (たとえば、http://192.168.1.3)

エクステンダーのIPアドレスの検索方法の詳細については、エクステンダーのIPアドレスを検
索する（51ページ）を参照してください。

ログイン画面が表示されます。
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3. 管理者のユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン]ボタンをクリックします。
[ステータス]ページが表示されます。

4. ブラウザーにメニューアイコン が表示されている場合はクリックします。
エクステンダーメニューが表示されます。

5. [設定] > [ワイヤレス]の順に選択します。
[ワイヤレス]ページが表示されます。

6. [このワイヤレスネットワーク名(SSID)をブロードキャストする]チェックボックスの選択を解除しま
す。

7. [保存]ボタンをクリックします。
設定が保存されます。

無線LANの有効化または無効化
エクステンダーの無線LANは、デフォルトでは2.4 GHz帯域と5 GHz帯域の信号をブロードキャストしま
す。無線LANを無効にすると、無線LANでエクステンダーに接続することができなくなります。
無線LANを有効化または無効化します。
1. エクステンダーのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザーを起動しま

す。
2. エクステンダーにログインします。

• One WiFi Name機能を有効にしていない場合は、ブラウザーのアドレス欄に
「www.mywifiext.net」と入力します。

• One WiFi Name機能を有効にしている場合は、次のURLのいずれかを入力します。

- WindowsベースのPC: http://mywifiextまたはhttp://mywifiext.local
- Mac、iOSデバイス、およびLinuxデバイス: http://mywifiext.local
- Androidデバイス: http://<エクステンダーのIPアドレス> (たとえば、http://192.168.1.3)

エクステンダーのIPアドレスの検索方法の詳細については、エクステンダーのIPアドレスを検
索する（51ページ）を参照してください。

ログイン画面が表示されます。

3. 管理者のユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン]ボタンをクリックします。
[ステータス]ページが表示されます。

4. ブラウザーにメニューアイコン が表示されている場合はクリックします。
エクステンダーメニューが表示されます。

5. [設定] > [ワイヤレス]の順に選択します。
[ワイヤレス]ページが表示されます。
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6. [2.4 GHzワイヤレスを有効にする]チェックボックスを選択または選択解除します。
7. [5 GHzワイヤレスを有効にする]チェックボックスを選択または選択解除します。
8. [保存]ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

ワイヤレス転送速度の変更
エクステンダーの2.4 GHzネットワークの速度は、無線LAN親機との接続が確立されると、特定の速度に
設定されます。速度を変更できるのは5 GHzの無線LAN転送速度のみです。
ワイヤレス転送速度を変更します。
1. エクステンダーのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザーを起動しま

す。
2. エクステンダーにログインします。

• One WiFi Name機能を有効にしていない場合は、ブラウザーのアドレス欄に
「www.mywifiext.net」と入力します。

• One WiFi Name機能を有効にしている場合は、次のURLのいずれかを入力します。

- WindowsベースのPC: http://mywifiextまたはhttp://mywifiext.local
- Mac、iOSデバイス、およびLinuxデバイス: http://mywifiext.local
- Androidデバイス: http://<エクステンダーのIPアドレス> (たとえば、http://192.168.1.3)

エクステンダーのIPアドレスの検索方法の詳細については、エクステンダーのIPアドレスを検
索する（51ページ）を参照してください。

ログイン画面が表示されます。

3. 管理者のユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン]ボタンをクリックします。
[ステータス]ページが表示されます。

4. ブラウザーにメニューアイコン が表示されている場合はクリックします。
エクステンダーメニューが表示されます。

5. [設定] > [ワイヤレス]の順に選択します。
[ワイヤレス]ページが表示されます。

6. 5 GHzネットワークの [ワイヤレススピード]メニューで、速度を選択します。
7. [保存]ボタンをクリックします。

設定が保存されます。
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WPSを使用したエクステンダーの無線LANネットワークへの
PCの追加

WiFi Protected Setup (WPS)を使用すると、無線LANネットワークのパスフレーズまたはキーを入力しな
くても、PCや無線LAN子機をエクステンダーのネットワークに接続できます。代わりに、WPSボタンを
使用するか、PINを入力して接続します。
プッシュボタン方式を使用する場合は、接続しようとする無線LAN子機に物理的なボタンやソフトウェア
ボタンが搭載されている必要があります。PIN方式を使用する場合は、接続しようとする無線LAN子機の
PINを知っておく必要があります。
WPSは、WPAおよびWPA2無線LANセキュリティに対応しています。エクステンダーのネットワークがオー
プンな場合(無線LANセキュリティが設定されていない場合)、WPSを使用して接続するとエクステンダー
のネットワークにWPAとWPA2の無線LANセキュリティが自動的に設定され、ランダムなパスフレーズが
生成されます。このパスフレーズは [ワイヤレス]ページで確認できます (詳細については、ワイヤレス設
定の表示（24ページ）を参照)。

プッシュボタン方式
プッシュボタン方式を使用して無線LAN子機をエクステンダーの無線LANネットワークに接続する場合は、
接続しようとする無線LAN子機に物理的なWPSボタンやクリック可能な画面に表示されるWPSボタンが搭
載されている必要があります。
WPSを使用してWPS対応デバイスをエクステンダーの無線LANネットワークに追加します。
1. エクステンダーのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザーを起動しま

す。
2. エクステンダーにログインします。

• One WiFi Name機能を有効にしていない場合は、ブラウザーのアドレス欄に
「www.mywifiext.net」と入力します。

• One WiFi Name機能を有効にしている場合は、次のURLのいずれかを入力します。

- WindowsベースのPC: http://mywifiextまたはhttp://mywifiext.local
- Mac、iOSデバイス、およびLinuxデバイス: http://mywifiext.local
- Androidデバイス: http://<エクステンダーのIPアドレス> (たとえば、http://192.168.1.3)

エクステンダーのIPアドレスの検索方法の詳細については、エクステンダーのIPアドレスを検
索する（51ページ）を参照してください。

ログイン画面が表示されます。

3. 管理者のユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン]ボタンをクリックします。
[ステータス]ページが表示されます。

4. ブラウザーにメニューアイコン が表示されている場合はクリックします。
エクステンダーメニューが表示されます。

5. [詳細設定] > [機器の接続 (WPS)]の順に選択します。
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[機器の接続 (WPS)] ページが表示されます。

6. [プッシュボタン (推奨)]ラジオボタンが選択されたままにします。
7. [WPS]ボタンをクリックします。

2分以内に、エクステンダーがPCや無線LAN子機を無線LANネットワークへ追加しようとします。

8. 2分以内に、PCまたは無線LAN子機のWPSボタンを押すかクリックします。
9. 無線LAN子機がエクステンダーの無線LANネットワークに接続していることを確認するには、[設定]

> [接続デバイス]の順に選択します。
無線LAN子機が画面に表示されます。

PIN方式
PIN方式を使用してワイヤレスクライアントをエクステンダーの無線LANネットワークに接続するには、
接続しようとしているワイヤレスクライアントのPINを知っておく必要があります。
PCや無線LAN子機をエクステンダーの無線LANネットワークに接続します。
1. エクステンダーのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザーを起動しま

す。
2. エクステンダーにログインします。

• One WiFi Name機能を有効にしていない場合は、ブラウザーのアドレス欄に
「www.mywifiext.net」と入力します。

• One WiFi Name機能を有効にしている場合は、次のURLのいずれかを入力します。

- WindowsベースのPC: http://mywifiextまたはhttp://mywifiext.local
- Mac、iOSデバイス、およびLinuxデバイス: http://mywifiext.local
- Androidデバイス: http://<エクステンダーのIPアドレス> (たとえば、http://192.168.1.3)

エクステンダーのIPアドレスの検索方法の詳細については、エクステンダーのIPアドレスを検
索する（51ページ）を参照してください。

ログイン画面が表示されます。

3. 管理者のユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン]ボタンをクリックします。
[ステータス]ページが表示されます。

4. ブラウザーにメニューアイコン が表示されている場合はクリックします。
エクステンダーメニューが表示されます。

5. [詳細設定] > [機器の接続 (WPS)]の順に選択します。
[機器の接続 (WPS)] ページが表示されます。

6. [PIN番号]ラジオボタンを選択します。
ページの表示が変更されます。

7. 欄に無線LAN子機のPINを入力します。
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8. [次へ]ボタンをクリックします。
4分間の間エクステンダーがPCや無線LAN子機を見つけようとします。

9. 4分以内に、無線LAN子機でWPSソフトウェアを使用して無線LANネットワークに接続します。
10. 無線LAN子機がエクステンダーの無線LANネットワークに接続していることを確認するには、[設定]

> [接続デバイス]の順に選択します。
無線LAN子機が画面に表示されます。

PCや無線LAN子機へのアクセスの拒否
アクセス制御は、エクステンダーの無線LANネットワークに簡単に接続できるよう、デフォルトでは無効
になっています。
特定のPCや無線LAN子機のネットワークアクセスをMACアドレスに基づいて拒否することができます。
ネットワーク機器にはそれぞれMACアドレスが割り当てられています。12文字の固有の物理アドレスで、
16進文字の0～9、a～f、A～Fのみで構成され、各文字はコロンで区切られています(00:09:AB:CD:EF:01な
ど)。通常、MACアドレスは無線LAN子機のラベルに記載されています。このラベルを確認できない場合
は、PCのネットワーク設定ユーティリティーを使ってMACアドレスを表示することができます。[接続デ
バイス]ページでもMACアドレスを確認できます (接続されている機器の表示（23ページ）を参照)。
ワイヤレスアクセス制御を使用してアクセスを拒否します。
1. エクステンダーのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザーを起動しま

す。
2. エクステンダーにログインします。

• One WiFi Name機能を有効にしていない場合は、ブラウザーのアドレス欄に
「www.mywifiext.net」と入力します。

• One WiFi Name機能を有効にしている場合は、次のURLのいずれかを入力します。

- WindowsベースのPC: http://mywifiextまたはhttp://mywifiext.local
- Mac、iOSデバイス、およびLinuxデバイス: http://mywifiext.local
- Androidデバイス: http://<エクステンダーのIPアドレス> (たとえば、http://192.168.1.3)

エクステンダーのIPアドレスの検索方法の詳細については、エクステンダーのIPアドレスを検
索する（51ページ）を参照してください。

ログイン画面が表示されます。

3. 管理者のユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン]ボタンをクリックします。
[ステータス]ページが表示されます。

4. ブラウザーにメニューアイコン が表示されている場合はクリックします。
エクステンダーメニューが表示されます。

5. [設定] > [接続デバイス]の順に選択します。
[接続デバイス]ページが表示されます。

6. [ワイヤレスデバイス]セクションの [アクセス制御を有効にする]チェックボックスを選択します。
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[ワイヤレスデバイス]の表に、エクステンダーに接続されている無線LAN子機の名前とMACアドレス
が表示されます。

7. 無線LAN子機の [拒否]チェックボックスを選択します。
8. [保存]ボタンをクリックします。

設定が保存され、その無線LAN子機はエクステンダーの無線LANネットワークに接続できなくなりま
す。

スケジュールアクセスの設定
1日の中で一定の時間、すべてのユーザーのアクセスを制御することができます。アクセススケジュール
を設定して、エクステンダーによる無線LAN親機への無線/有線接続を設定時間に基づいて阻止します。
スケジュールアクセスを設定します。
1. エクステンダーのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザーを起動しま

す。
2. エクステンダーにログインします。

• One WiFi Name機能を有効にしていない場合は、ブラウザーのアドレス欄に
「www.mywifiext.net」と入力します。

• One WiFi Name機能を有効にしている場合は、次のURLのいずれかを入力します。

- WindowsベースのPC: http://mywifiextまたはhttp://mywifiext.local
- Mac、iOSデバイス、およびLinuxデバイス: http://mywifiext.local
- Androidデバイス: http://<エクステンダーのIPアドレス> (たとえば、http://192.168.1.3)

エクステンダーのIPアドレスの検索方法の詳細については、エクステンダーのIPアドレスを検
索する（51ページ）を参照してください。

ログイン画面が表示されます。

3. 管理者のユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン]ボタンをクリックします。
[ステータス]ページが表示されます。

4. ブラウザーにメニューアイコン が表示されている場合はクリックします。
エクステンダーメニューが表示されます。

5. [詳細設定] > [スケジュールアクセス]の順に選択します。
[スケジュールアクセス]ページが表示されます。

6. [スケジュールアクセスをオンにする]ラジオボタンを選択します。
ページの表示が変更されます。

7. [日]メニューと[時間]メニューで、エクステンダーによる無線LAN親機への無線/有線接続を無効にす
る日時を選択します。
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8. [時間を追加]ボタンをクリックすると、指定した時間が [スケジュール]の表に追加されます。
9. [保存]ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

エクステンダーのデバイス名の変更
デフォルトのデバイス名は、エクステンダーの型番です。
エクステンダーのデバイス名を変更します。
1. エクステンダーのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザーを起動しま

す。
2. エクステンダーにログインします。

• One WiFi Name機能を有効にしていない場合は、ブラウザーのアドレス欄に
「www.mywifiext.net」と入力します。

• One WiFi Name機能を有効にしている場合は、次のURLのいずれかを入力します。

- WindowsベースのPC: http://mywifiextまたはhttp://mywifiext.local
- Mac、iOSデバイス、およびLinuxデバイス: http://mywifiext.local
- Androidデバイス: http://<エクステンダーのIPアドレス> (たとえば、http://192.168.1.3)

エクステンダーのIPアドレスの検索方法の詳細については、エクステンダーのIPアドレスを検
索する（51ページ）を参照してください。

ログイン画面が表示されます。

3. 管理者のユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン]ボタンをクリックします。
[ステータス]ページが表示されます。

4. ブラウザーにメニューアイコン が表示されている場合はクリックします。
エクステンダーメニューが表示されます。

5. [設定] > [ワイヤレス]の順に選択します。
[ワイヤレス]ページが表示されます。

6. 下にスクロールし、[IPアドレス]の見出しをクリックします。
ページが展開されます。

7. [デバイス名]の欄に名前を入力します。
8. [保存]ボタンをクリックします。

設定が保存されます。
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静的IPアドレスを使用するためのエクステンダーの設定
エクステンダーは動的IPアドレスを使用するようにあらかじめ設定されています。ほとんどのホームネッ
トワークではこれが適切な設定です。
静的IPアドレスを使用するようにエクステンダーを設定します。
1. エクステンダーのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザーを起動しま

す。
2. エクステンダーにログインします。

• One WiFi Name機能を有効にしていない場合は、ブラウザーのアドレス欄に
「www.mywifiext.net」と入力します。

• One WiFi Name機能を有効にしている場合は、次のURLのいずれかを入力します。

- WindowsベースのPC: http://mywifiextまたはhttp://mywifiext.local
- Mac、iOSデバイス、およびLinuxデバイス: http://mywifiext.local
- Androidデバイス: http://<エクステンダーのIPアドレス> (たとえば、http://192.168.1.3)

エクステンダーのIPアドレスの検索方法の詳細については、エクステンダーのIPアドレスを検
索する（51ページ）を参照してください。

ログイン画面が表示されます。

3. 管理者のユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン]ボタンをクリックします。
[ステータス]ページが表示されます。

4. ブラウザーにメニューアイコン が表示されている場合はクリックします。
エクステンダーメニューが表示されます。

5. [設定] > [ワイヤレス]の順に選択します。
[ワイヤレス]ページが表示されます。

6. 下にスクロールし、[IPアドレス]の見出しをクリックします。
ページが展開されます。
デフォルトでは、[ルーターからIPアドレスを動的に取得]ラジオボタンが選択されています。

7. [静的IPアドレスを使用]ラジオボタンを選択します。
8. IPネットワークとIPアドレスを指定する欄に入力します。
9. [保存]ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

エクステンダーネットワークの設定
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エクステンダーと連動するように高度なMAC設定で無線LAN
親機を設定する

無線LAN親機で、無線LANMACフィルター、無線LANアクセス制御、またはアクセス制御リスト (ACL) を
有効にした場合、無線LAN子機がエクステンダー経由で無線LAN親機に接続すると、無線LAN親機に表示
される無線LAN子機のMACアドレスは、別のMACアドレスに変換されます。
無線LAN親機のMACフィルター (ワイヤレスアクセス制御、ACL) が有効な場合、無線LAN子機はエクステ
ンダーに接続しますが、エクステンダーからIPアドレスを取得することができないため、インターネット
に接続できません。
無線LAN子機がエクステンダーからIPアドレスを受信してインターネットにアクセスできるようにするに
は、変換後のMACアドレスを無線LAN親機に指定する必要があります。
変換後のMACアドレスを無線LAN親機に追加して、エクステンダーのIPアドレスを予約します。
1. 無線LAN親機にログインし、MACフィルター (ワイヤレスアクセス制御、ACL) を無効にします。

無線LAN親機のMACフィルター、ワイヤレスアクセス制御、ACLを無効にする方法については、お使
いの無線LAN親機のマニュアルを参照してください。

2. エクステンダーの電源をオンにして、すべての無線LAN子機をエクステンダーに接続します。
3. ルーターリンクLEDが点灯したままであることを確認します。
4. エクステンダーにログインします。

a. エクステンダーのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザーを起動
します。

b. エクステンダーにログインします。

• One WiFi Name機能を有効にしていない場合は、ブラウザーのアドレス欄に
「www.mywifiext.net」と入力します。

• One WiFi Name機能を有効にしている場合は、次のURLのいずれかを入力します。

- WindowsベースPC: http://mywifiextまたはhttp://mywifiext.local
- Mac、iOSデバイス、およびLinuxデバイス: http://mywifiext.local
- Androidデバイス: http://<エクステンダーのIPアドレス> (たとえば、http://192.168.1.3)
ログイン画面が表示されます。

c. 管理者のユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン]ボタンをクリックします。
[ステータス]ページが表示されます。

5. [設定] > [接続デバイス]の順に選択します。
［接続デバイス］のページに、エクステンダーネットワークに接続されているPCや無線LAN子機の
MACアドレスとバーチャルMACアドレスが表示されます。

6. 無線LAN親機で、エクステンダーのバーチャルMACアドレスと、エクステンダーネットワークに接続
されているすべてのバーチャルMACアドレスを、無線LAN親機のMACフィルターの表に追加します。

エクステンダーネットワークの設定
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特定のIPアドレスをエクステンダー用に予約するには、エクステンダーの2.4GHzま
たは5 GHzネットワーク用に表示される最初の仮想MACアドレスを、無線LAN親機
のIP予約テーブルに指定する必要があります(エクステンダーの2.4GHzおよび5GHz
ネットワーク用に表示される最初の仮想MACアドレスは同じです)。

注

7. 無線LAN親機のMACフィルター (ワイヤレスアクセス制御、ACL) を有効にします。

エクステンダーネットワークの設定
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4エクステンダーのメンテナンスとモニタリ
ング

この章には次の内容が含まれます。
• エクステンダーログインのユーザー名とパスワードの変更
• パスワード保護のオン/オフの切り替え
• ユーザー名とパスワードの復元
• 夏時間に合わせた自動調整
• エクステンダー内の時刻の手動設定
• エクステンダー設定のバックアップと管理
• エクステンダーを工場出荷時の初期設定に戻す
• エクステンダーファームウェアの更新
• リモートからのエクステンダーの再起動
• LEDのオン/オフの切り替え
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エクステンダーログインのユーザー名とパスワードの変更
エクステンダーにログインするために使用する管理者のユーザー名とパスワードを変更することができま
す。
エクステンダーのログインユーザー名とパスワードを変更します。
1. エクステンダーのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザーを起動しま

す。
2. エクステンダーにログインします。

• One WiFi Name機能を有効にしていない場合は、ブラウザーのアドレス欄に
「www.mywifiext.net」と入力します。

• One WiFi Name機能を有効にしている場合は、次のURLのいずれかを入力します。

- WindowsベースのPC: http://mywifiextまたはhttp://mywifiext.local
- Mac、iOSデバイス、およびLinuxデバイス: http://mywifiext.local
- Androidデバイス: http://<エクステンダーのIPアドレス> (たとえば、http://192.168.1.3)

エクステンダーのIPアドレスの検索方法の詳細については、エクステンダーのIPアドレスを検
索する（51ページ）を参照してください。

ログイン画面が表示されます。

3. 管理者のユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン]ボタンをクリックします。
[ステータス]ページが表示されます。

4. ブラウザーにメニューアイコン が表示されている場合はクリックします。
エクステンダーメニューが表示されます。

5. [設定] > [パスワード]の順に選択します。
[パスワード]ページが表示されます。

6. 管理者のユーザー名を変更するには、[新しいユーザー名]欄に新しいユーザー名を入力します。
管理者のユーザー名には、名前またはメールアドレスを指定できます。

7. 管理者のパスワードを変更するには、[新しいパスワード]欄と [パスワードの確認]欄に新しいパス
ワードを入力します。

8. 質問を選択して回答を入力します。
9. [保存]ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

パスワード保護のオン/オフの切り替え
ネットワークの安全性を確保するため、パスワード保護はオンのままにしておくことを推奨します。パス
ワード保護のオン/オフは切り替えることができます。

エクステンダーのメンテナンスとモニタリング
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パスワード保護のオン/オフを切り替えます。
1. エクステンダーのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザーを起動しま

す。
2. エクステンダーにログインします。

• One WiFi Name機能を有効にしていない場合は、ブラウザーのアドレス欄に
「www.mywifiext.net」と入力します。

• One WiFi Name機能を有効にしている場合は、次のURLのいずれかを入力します。

- WindowsベースのPC: http://mywifiextまたはhttp://mywifiext.local
- Mac、iOSデバイス、およびLinuxデバイス: http://mywifiext.local
- Androidデバイス: http://<エクステンダーのIPアドレス> (たとえば、http://192.168.1.3)

エクステンダーのIPアドレスの検索方法の詳細については、エクステンダーのIPアドレスを検
索する（51ページ）を参照してください。

ログイン画面が表示されます。

3. 管理者のユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン]ボタンをクリックします。
[ステータス]ページが表示されます。

4. ブラウザーにメニューアイコン が表示されている場合はクリックします。
エクステンダーメニューが表示されます。

5. [設定] > [パスワード]の順に選択します。
[パスワード設定]ページが表示されます。

6. [パスワードオフ]または [パスワードオン]のラジオボタンを選択します。
7. [保存]ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

ユーザー名とパスワードの復元
パスワード復元を設定していれば、エクステンダーへのアクセスに使用するパスワードが分からなくなっ
たときに復元できます。
エクステンダーにアクセスするために使用するパスワードを復元します。
1. エクステンダーのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザーを起動しま

す。
2. エクステンダーにログインします。

• One WiFi Name機能を有効にしていない場合は、ブラウザーのアドレス欄に
「www.mywifiext.net」と入力します。

• One WiFi Name機能を有効にしている場合は、次のURLのいずれかを入力します。

エクステンダーのメンテナンスとモニタリング
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- WindowsベースのPC: http://mywifiextまたはhttp://mywifiext.local
- Mac、iOSデバイス、およびLinuxデバイス: http://mywifiext.local
- Androidデバイス: http://<エクステンダーのIPアドレス> (たとえば、http://192.168.1.3)

エクステンダーのIPアドレスの検索方法の詳細については、エクステンダーのIPアドレスを検
索する（51ページ）を参照してください。

ログイン画面が表示されます。

3. [ユーザー名とパスワードのヘルプ]リンクをクリックします。
セキュリティの質問への回答を求めるページが表示されます。
セキュリティの質問の回答を忘れた場合は、エクステンダーを工場出荷時の設定に戻し、ログイン認
証情報を設定し直してください。エクステンダーを工場出荷時の初期設定に戻す（43ページ）を参照
してください。

4. セキュリティの質問に対する保存済みの回答を入力します。
5. [次へ]ボタンをクリックします。

管理者のユーザー名とパスワードが表示されます。

6. [戻る]ボタンをクリックします。
ログイン画面が表示されます。

7. エクステンダーにログインします。

夏時間に合わせた自動調整
夏時間に合わせて自動的に調整されるようにエクステンダーを設定します。
1. エクステンダーのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザーを起動しま

す。
2. エクステンダーにログインします。

• One WiFi Name機能を有効にしていない場合は、ブラウザーのアドレス欄に
「www.mywifiext.net」と入力します。

• One WiFi Name機能を有効にしている場合は、次のURLのいずれかを入力します。

- WindowsベースのPC: http://mywifiextまたはhttp://mywifiext.local
- Mac、iOSデバイス、およびLinuxデバイス: http://mywifiext.local
- Androidデバイス: http://<エクステンダーのIPアドレス> (たとえば、http://192.168.1.3)

エクステンダーのIPアドレスの検索方法の詳細については、エクステンダーのIPアドレスを検
索する（51ページ）を参照してください。

ログイン画面が表示されます。

3. 管理者のユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン]ボタンをクリックします。
[ステータス]ページが表示されます。

エクステンダーのメンテナンスとモニタリング
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4. ブラウザーにメニューアイコン が表示されている場合はクリックします。
エクステンダーメニューが表示されます。

5. [詳細設定] > [スケジュールアクセス]の順に選択します。
[スケジュールアクセス]ページが表示されます。

6. [夏時間に自動調整する]チェックボックスを選択します。
7. [保存]ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

エクステンダー内の時刻の手動設定
アクセススケジュールをオンにすると、エクステンダー時計を設定できるようになります。エクステン
ダー時計でWiFiアクセススケジュールを正確に実行させます。
エクステンダー内の時刻を手動で設定します。
1. エクステンダーのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザーを起動しま

す。
2. エクステンダーにログインします。

• One WiFi Name機能を有効にしていない場合は、ブラウザーのアドレス欄に
「www.mywifiext.net」と入力します。

• One WiFi Name機能を有効にしている場合は、次のURLのいずれかを入力します。

- WindowsベースのPC: http://mywifiextまたはhttp://mywifiext.local
- Mac、iOSデバイス、およびLinuxデバイス: http://mywifiext.local
- Androidデバイス: http://<エクステンダーのIPアドレス> (たとえば、http://192.168.1.3)

エクステンダーのIPアドレスの検索方法の詳細については、エクステンダーのIPアドレスを検
索する（51ページ）を参照してください。

ログイン画面が表示されます。

3. 管理者のユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン]ボタンをクリックします。
[ステータス]ページが表示されます。

4. ブラウザーにメニューアイコン が表示されている場合はクリックします。
エクステンダーメニューが表示されます。

5. [詳細設定] > [スケジュールアクセス]の順に選択します。
[スケジュールアクセス]ページが表示されます。

6. [エクステンダー時計]のセクションで、[手動]ラジオボタンを選択します。
7. 時間を指定するには、すべての欄に入力するか、[時計を同期]ボタンをクリックして、エクステンダー

内の時間と使用しているPCやモバイルデバイスの時間を同期させます。
8. [保存]ボタンをクリックします。

エクステンダーのメンテナンスとモニタリング
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設定が保存されます。

エクステンダー設定のバックアップと管理
初期設定後、エクステンダーが正常に動作したら、エクステンダーの設定をバックアップしておくことを
推奨しています。エクステンダーの設定をバックアップした後でその設定を変更したが、新しい設定が気
に入らない場合、エクステンダーの設定をバックアップした設定に戻すことができます。

設定のバックアップ
エクステンダーの設定ファイルをバックアップすることができます。
エクステンダーの設定をバックアップします。
1. エクステンダーのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザーを起動しま

す。
2. エクステンダーにログインします。

• One WiFi Name機能を有効にしていない場合は、ブラウザーのアドレス欄に
「www.mywifiext.net」と入力します。

• One WiFi Name機能を有効にしている場合は、次のURLのいずれかを入力します。

- WindowsベースのPC: http://mywifiextまたはhttp://mywifiext.local
- Mac、iOSデバイス、およびLinuxデバイス: http://mywifiext.local
- Androidデバイス: http://<エクステンダーのIPアドレス> (たとえば、http://192.168.1.3)

エクステンダーのIPアドレスの検索方法の詳細については、エクステンダーのIPアドレスを検
索する（51ページ）を参照してください。

ログイン画面が表示されます。

3. 管理者のユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン]ボタンをクリックします。
[ステータス]ページが表示されます。

4. ブラウザーにメニューアイコン が表示されている場合はクリックします。
エクステンダーメニューが表示されます。

5. [設定] > [その他]の順に選択します。
[その他の設定]ページが表示されます。

6. [バックアップ]ボタンをクリックします。
ブラウザーにより、エクステンダーから設定ファイルが抽出されます。バックアップファイルで使用
される拡張子は、.cfgです。

7. ブラウザーでダウンロードしたファイルの自動保存を設定していない場合は、ファイルの保存先を指
定します。

8. [OK]ボタンをクリックします。
エクステンダーの設定ファイルが保存されます。

エクステンダーのメンテナンスとモニタリング
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設定の復元
エクステンダーの設定を、保存してある設定ファイルに復元できます。
エクステンダーの設定を復元します。
1. エクステンダーのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザーを起動しま

す。
2. エクステンダーにログインします。

• One WiFi Name機能を有効にしていない場合は、ブラウザーのアドレス欄に
「www.mywifiext.net」と入力します。

• One WiFi Name機能を有効にしている場合は、次のURLのいずれかを入力します。

- WindowsベースのPC: http://mywifiextまたはhttp://mywifiext.local
- Mac、iOSデバイス、およびLinuxデバイス: http://mywifiext.local
- Androidデバイス: http://<エクステンダーのIPアドレス> (たとえば、http://192.168.1.3)

エクステンダーのIPアドレスの検索方法の詳細については、エクステンダーのIPアドレスを検
索する（51ページ）を参照してください。

ログイン画面が表示されます。

3. 管理者のユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン]ボタンをクリックします。
[ステータス]ページが表示されます。

4. ブラウザーにメニューアイコン が表示されている場合はクリックします。
エクステンダーメニューが表示されます。

5. [設定] > [その他]の順に選択します。
[その他の設定]ページが表示されます。

6. [参照]ボタンをクリックします。
7. 保存してあるバックアップファイルを見つけて選択します。

バックアップファイルは、拡張子.cfgを使用します。

注意:
[復元]ボタンをクリックした後は、再起動が完了するまで、エクステン
ダーをオンラインにしたり、電源をオフにしたりするなどのエクステン
ダーの操作や、PCのシャットダウン操作は一切行わないでください。

8. [復元]ボタンをクリックします。
確認画面が表示されます。

9. 実行を確定します。
エクステンダーの設定が復元され、エクステンダーが再起動されます。この処理には1分ほどかかり
ます。

エクステンダーのメンテナンスとモニタリング
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エクステンダーを工場出荷時の初期設定に戻す
状況によっては(たとえば、エクステンダーの設定に加えた変更の状況が分からなくなった場合)、設定を
消去してエクステンダーを工場出荷時の初期設定にリセットすることもできます。
エクステンダーを工場出荷時の初期設定にリセットする場合は、背面のリセットボタンを使用するか、エ
クステンダーにログインしてリセットできます。

リセットボタンの使用

注意:
この処理を実行すると、エクステンダーで設定した内容がすべて消去されます。

リセットボタンを使用してエクステンダーを工場出荷時の初期設定にします。
1. ペンやペーパークリップの先などを使って、電源LEDがオレンジ色に点滅するまでエクステンダーの

リセットボタンを10秒以上押し続けます。
2. ボタンを離します。

注意:
この間、エクステンダーをオンラインにしたり、電源を切ったり、PC
の電源を落としたりしないでください。また、エクステンダーが再度点
滅を始めるまで、何も操作をしないでください。

エクステンダーがリセットされ、再起動されます。この処理には1分ほどかかります。

エクステンダーにログインして工場出荷時の設定にリセットする

注意:
この処理を実行すると、エクステンダーで設定した内容がすべて消去されます。

エクステンダーにログインして、エクステンダーの工場出荷時の設定にリセットします。
1. エクステンダーのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザーを起動しま

す。
2. エクステンダーにログインします。

• One WiFi Name機能を有効にしていない場合は、ブラウザーのアドレス欄に
「www.mywifiext.net」と入力します。

• One WiFi Name機能を有効にしている場合は、次のURLのいずれかを入力します。

エクステンダーのメンテナンスとモニタリング
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- WindowsベースのPC: http://mywifiextまたはhttp://mywifiext.local
- Mac、iOSデバイス、およびLinuxデバイス: http://mywifiext.local
- Androidデバイス: http://<エクステンダーのIPアドレス> (たとえば、http://192.168.1.3)

エクステンダーのIPアドレスの検索方法の詳細については、エクステンダーのIPアドレスを検
索する（51ページ）を参照してください。

ログイン画面が表示されます。

3. 管理者のユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン]ボタンをクリックします。
[ステータス]ページが表示されます。

4. ブラウザーにメニューアイコン が表示されている場合はクリックします。
エクステンダーメニューが表示されます。

5. [設定] > [その他]の順に選択します。
[その他の設定]ページが表示されます。

注意:
[リセット]ボタンをクリックした後は、再起動が完了するまで、エクス
テンダーをオンラインにしたり、電源をオフにしたりするなどのエクス
テンダーの操作や、PCのシャットダウン操作は一切行わないでくださ
い。

6. [リセット]ボタンをクリックします。
確認画面が表示されます。

7. 実行を確定します。
エクステンダーが工場出荷時の設定に戻り、再起動されます。この処理には1分ほどかかります。

エクステンダーファームウェアの更新
エクステンダーにログインして新しいファームウェアが使用可能かどうかを確認することや、特定のファー
ムウェアのバージョンをエクステンダーに手動でロードすることができます。

新しいファームウェアの確認とエクステンダーのアップデート
事前に[ファームウェアのアップグレード]ページで設定を変更していない限り、エクステンダーはログイ
ン時に新しいファームウェアを自動的に確認します。
新しいファームウェアを手動で確認して、入手可能な場合はファームウェアをアップデートしま
す。
1. エクステンダーのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザーを起動しま

す。
2. エクステンダーにログインします。

エクステンダーのメンテナンスとモニタリング
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• One WiFi Name機能を有効にしていない場合は、ブラウザーのアドレス欄に
「www.mywifiext.net」と入力します。

• One WiFi Name機能を有効にしている場合は、次のURLのいずれかを入力します。

- WindowsベースのPC: http://mywifiextまたはhttp://mywifiext.local
- Mac、iOSデバイス、およびLinuxデバイス: http://mywifiext.local
- Androidデバイス: http://<エクステンダーのIPアドレス> (たとえば、http://192.168.1.3)

エクステンダーのIPアドレスの検索方法の詳細については、エクステンダーのIPアドレスを検
索する（51ページ）を参照してください。

ログイン画面が表示されます。

3. 管理者のユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン]ボタンをクリックします。
[ステータス]ページが表示されます。

4. ブラウザーにメニューアイコン が表示されている場合はクリックします。
エクステンダーメニューが表示されます。

5. [ファームウェア更新]を選択します。
[ファームウェア更新]ページが表示されます。

6. [アップデートの確認]ボタンをクリックします。
7. 新しいファームウェアが利用可能な場合は、画面の指示に従ってファームウェアを更新します。

ファームウェアのファイルが圧縮されている場合は解凍してください。ファーム
ウェア更新の処理には2分ほどかかります。

注

手動によるエクステンダーへのファームウェアのアップロード
特定のファームウェアバージョンをアップロードする場合は、次の手順に従います。
ファームウェアファイルをエクステンダーに手動でアップロードします。
1. エクステンダーのファームウェアファイルをNETGEAR Download Centerからダウンロードして、デ

スクトップに保存し、必要に応じて解凍します。

正しいファームウェアファイルでは、.imgの拡張子が使用されています。注

2. エクステンダーのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザーを起動しま
す。

3. エクステンダーにログインします。
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• One WiFi Name機能を有効にしていない場合は、ブラウザーのアドレス欄に
「www.mywifiext.net」と入力します。

• One WiFi Name機能を有効にしている場合は、次のURLのいずれかを入力します。

- WindowsベースのPC: http://mywifiextまたはhttp://mywifiext.local
- Mac、iOSデバイス、およびLinuxデバイス: http://mywifiext.local
- Androidデバイス: http://<エクステンダーのIPアドレス> (たとえば、http://192.168.1.3)

エクステンダーのIPアドレスの検索方法の詳細については、エクステンダーのIPアドレスを検
索する（51ページ）を参照してください。

ログイン画面が表示されます。

4. 管理者のユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン]ボタンをクリックします。
[ステータス]ページが表示されます。

5. ブラウザーにメニューアイコン が表示されている場合はクリックします。
エクステンダーメニューが表示されます。

6. [ファームウェア更新]を選択します。
[ファームウェア更新]ページが表示されます。

7. [参照]ボタンをクリックします。
8. 新しいファームウェアファイルを見つけて選択します。

ファームウェアファイルの名前には拡張子.imgが付いています。

9. [アップロード]ボタンをクリックします。

注意:
[アップロード]ボタンをクリックした後は、再起動が完了するまで、エ
クステンダーをオンラインにしたり、電源をオフにしたりするなどのエ
クステンダーの操作や、PCのシャットダウン操作は一切行わないでく
ださい。

ファームウェアのアップデートが開始され、エクステンダーが再起動されます。ファームウェア更新
の処理には2分ほどかかります。

リモートからのエクステンダーの再起動
管理画面にログインしてエクステンダーを再起動することができます。エクステンダーが再起動すると、
その無線LANネットワークに接続されているすべてのPCと無線LAN子機が自動的に切断されます。

エクステンダーのメンテナンスとモニタリング
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リモートからエクステンダーを再起動します。
1. エクステンダーのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザーを起動しま

す。
2. エクステンダーにログインします。

• One WiFi Name機能を有効にしていない場合は、ブラウザーのアドレス欄に
「www.mywifiext.net」と入力します。

• One WiFi Name機能を有効にしている場合は、次のURLのいずれかを入力します。

- WindowsベースのPC: http://mywifiextまたはhttp://mywifiext.local
- Mac、iOSデバイス、およびLinuxデバイス: http://mywifiext.local
- Androidデバイス: http://<エクステンダーのIPアドレス> (たとえば、http://192.168.1.3)

エクステンダーのIPアドレスの検索方法の詳細については、エクステンダーのIPアドレスを検
索する（51ページ）を参照してください。

ログイン画面が表示されます。

3. 管理者のユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン]ボタンをクリックします。
[ステータス]ページが表示されます。

4. ブラウザーにメニューアイコン が表示されている場合はクリックします。
エクステンダーメニューが表示されます。

5. [設定] > [その他]の順に選択します。
[その他の設定]ページが表示されます。

6. [再起動]ボタンをクリックし、[はい]ボタンをクリックして確定します。
エクステンダーが再起動します。これには約2分かかります。

LEDのオン/オフの切り替え
LEDをオフにしても、電源LEDはオンのままになります。
LEDのオン/オフを切り替えます。
1. エクステンダーのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザーを起動しま

す。
2. エクステンダーにログインします。

• One WiFi Name機能を有効にしていない場合は、ブラウザーのアドレス欄に
「www.mywifiext.net」と入力します。

• One WiFi Name機能を有効にしている場合は、次のURLのいずれかを入力します。
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- WindowsベースのPC: http://mywifiextまたはhttp://mywifiext.local
- Mac、iOSデバイス、およびLinuxデバイス: http://mywifiext.local
- Androidデバイス: http://<エクステンダーのIPアドレス> (たとえば、http://192.168.1.3)

エクステンダーのIPアドレスの検索方法の詳細については、エクステンダーのIPアドレスを検
索する（51ページ）を参照してください。

ログイン画面が表示されます。

3. 管理者のユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン]ボタンをクリックします。
[ステータス]ページが表示されます。

4. ブラウザーにメニューアイコン が表示されている場合はクリックします。
エクステンダーメニューが表示されます。

5. [詳細設定] > [LEDオン/オフ]の順に選択します。
[LEDオン/オフ]のページが表示されます。

6. LEDをオンにするには、[オン]ラジオボタンを選択します。
LEDをオフにするには、[オフ]ラジオボタンを選択します。

7. [保存]ボタンをクリックします。
設定が保存されます。
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5FAQとトラブルシューティング

この章では次の内容について説明しています。
• FAQ
• エクステンダーのIPアドレスを検索する
• エクステンダーに接続できない
• 無線LANネットワークに接続できずエラーメッセージが表示される
• Mywifiext.netにアクセスできない

49



FAQ
このセクションでは、エクステンダーをご使用中によくある質問への回答を示します。
正しいパスワードを入力したのですが、NETGEARgenie(エクステンダー管理者ページ)によりネットワー
クのパスワード(パスフレーズ)やセキュリティキーの入力が繰り返し求められます。どうすればよいです
か?
エクステンダーが無線LAN親機やアクセスポイントの範囲の境界線上に配置されている可能性がありま
す。信号の強さを改善するには、エクステンダーを無線LAN親機の近くに移動し、ルーターリンクLEDが
白またはオレンジに点灯していることを確認します。
LEDは次のように点灯します。

• 白点灯: 接続状態は良好です。
• オレンジ点灯: 接続状態は普通です。
• 赤点灯: 接続状態が悪いです。
• 消灯: 接続がありません。
WEPセキュリティを使用している場合は、適切な欄にネットワークのパスワードを入力していることを確
認してください。
使用している無線LAN親機のセキュリティはWEPです。エクステンダーに間違ったパスワード (セキュリ
ティキー)を入力してしまい、エクステンダーに接続できません。どうすればよいですか?
エクステンダーは、WEPパスワードが正しいかどうかを確認することはできません。間違ったパスワード
を入力した場合、無線LAN対応のPCまたはモバイルデバイスは、エクステンダーからIPアドレスを取得で
きません。IPアドレスを取得し直すために、エクステンダーを工場出荷時のデフォルト設定にリセットす
る必要があります。
無線LAN親機やアクセスポイントに有線で接続した場合、エクステンダーをエクステンダーモードで設定
することはできますか？
いいえ。エクステンダーモードの場合、エクステンダーは無線LAN親機やアクセスポイントに無線で接続
するように設計されています。エクステンダーがアクセスポイントモードの場合は、無線LAN親機やアク
セスポイントに有線で接続することができます。アクセスポイントモードの詳細については、アクセスポ
イントモードでのエクステンダーの使用（15ページ）を参照してください。
NETGEAR_EXTに接続してブラウザーを起動しましたが、Webブラウザーのセットアップ画面が表示され
ません。どうすればよいですか?
次のトラブルシューティングを試してください。

• クライアントリンクLEDが白色で、使用しているIPアドレスが有効であることを確認します。
• Webブラウザーを再起動し、アドレス欄に「www.mywifiext.net」と入力します。管理者のユーザー

名とパスワードを入力し、[ログイン]ボタンをクリックします。
• エクステンダーをアクセスポイントとして設定する場合は、有線接続ではなく、無線LAN接続を使用

してPCまたは無線LAN子機をエクステンダーに接続していることを確認してください。
• PCがDHCPを使用するよう設定されていることを確認します (ほとんどのPCはそのように設定されて

います)。
管理者ユーザー名アドレスとパスワードを忘れてしまいました。どうすればよいですか?
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ログインウィンドウで、[ユーザー名とパスワードのヘルプ]リンクをクリックし、初期設定時に設定した
セキュリティの質問に回答してください。詳細については、ユーザー名とパスワードの復元（38ページ）
を参照してください。
工場出荷時の設定を復元します。
1. ペンまたはペーパークリップなどの尖ったものを使用して、電源LEDがオレンジ色に点滅するまで、

エクステンダーのリセットボタンを10秒以上押し続けます。
2. リセットボタンを離して、エクステンダーが再起動するまで待ちます。

エクステンダーがリセットされ、工場出荷時の初期設定に戻ります。

エクステンダーのIPアドレスを検索する
エクステンダーと無線LAN親機が同じ無線LANネットワーク名 (SSID) を使用していて、Androidデバイス
を使用してエクステンダーにログインする場合は、エクステンダーのIPアドレスを使用する必要がありま
す。
無線LAN親機にログインすると、エクステンダーのIPアドレスを検索することができます。NETGEARの無
線LAN親機を所有している場合は、次の手順を使用して、エクステンダーのIPアドレスを検索します。
NETGEARの無線LAN親機ではない場合は、その無線LAN親機のマニュアルを参照してください。

次の手順がお使いのNETGEAR無線LAN親機に適用されないことがあります。詳しく
は、お使いのNETGEAR無線LAN親機のユーザーマニュアルを参照してください。

注

無線LAN親機にログインして、エクステンダーのIPアドレスを検索します。
1. 無線LAN親機のネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザーを開きます。
2. 「http://www.routerlogin.net」と入力します。

ログインウィンドウが開きます。

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。
ユーザー名はadminです。パスワードは、最初のログイン時に指定したものです。ユーザー名とパス
ワードは、大文字と小文字が区別されます。
管理者ページの基本ホームページが表示されます。

4. [接続デバイス]を選択します。
ルーターに接続されているデバイスのリストが表示されます。

5. 該当するエクステンダーをリストから探し、エクステンダーのIPアドレスを控えます。

エクステンダーに接続できない
エクステンダーに接続できない場合は、何が接続を妨げているか確認してください。
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• www.mywifiext.netにアクセスできない場合は、Mywifiext.netにアクセスできない（52ページ）を
参照してください。

• ユーザー名またはパスワードを忘れた場合は、[ユーザー名とパスワードのヘルプ]リンクをクリック
します。詳細については、FAQ（50ページ）を参照してください。

• ブラウザーにエラーページが表示される場合は、ブラウザーのアドレス欄に「http://」を含めて
「http://www.mywifiext.net」と入力してください。

• 設定済みのエクステンダーに無線LANで接続できなくなってしまった場合は、クライアントリンクLED
が消灯しているか確認します。

• 無線接続が機能しない場合は、LANケーブルを使ってPCをエクステンダーに接続することができま
す。

無線LANネットワークに接続できずエラーメッセージが表示
される

無線LANネットワークに接続するには、そのネットワークを選択できるようにネットワーク名 (SSIDとも
呼ばれます)を知っている必要があります。ネットワークがセキュリティで保護されている場合は、パス
フレーズまたはキーを知っている必要があります。選択したネットワークにエクステンダーが接続されな
い場合は、以下のいずれかの問題が発生している可能性があります。

• 正しくないネットワーク名、パスフレーズ、またはキーを入力した可能性があります。かんたん設定
(かんたん設定によるインストールの実行（19ページ）を参照)を使用して、無線LANネットワークを
選択し、パスフレーズまたはキーをもう一度入力します。パスフレーズまたはキーは、大文字と小文
字が区別されます。たとえば、「PASSWORD25」は「Password25」や「password25」と異なる値
として認識されます。

• エクステンダーが無線LANネットワークを検出できない場合は、無線LANネットワークが動作中かど
うかを確認します。無線LAN親機の電源がオンになっていることを確認します。可能な場合は、エク
ステンダーを無線LAN親機の近くに移動します。

• エクステンダーのルーターリンクLEDが赤色の場合は、無線LAN親機とエクステンダー間の無線LAN
接続が弱い状態です。エクステンダーと無線LAN親機間の見通しが良いと、最適な接続を確立できま
す。エクステンダーと無線LAN親機の間に物理的な障害物がないか確認し、また、エクステンダーを
無線LAN親機の近くに移動してみてください。

かんたん設定を使用していて、エクステンダーが無線LAN親機に接続できない、インターネットに接続さ
れない、または無線LAN親機からIPアドレスを取得できない場合は、エクステンダーが設定されていない
というメッセージがかんたん設定に表示されます。
かんたん設定を再度実行するには、[はい]ボタンをクリックします。エクステンダーを手動で設定するに
は、[手動で設定する]ボタンをクリックします。

Mywifiext.netにアクセスできない
エクステンダーを設定するためにwww.mywifiext.netにアクセスしようとすると、エクステンダーの無線
LANネットワークに接続されていないというエラーメッセージが表示されることがあります。このWebサ
イトは、通常のインターネットWebサイトではありません。これは、エクステンダーWeb管理者ページに
ログインし、エクステンダーの設定を表示するために使用されるローカルWebアドレスです。

FAQとトラブルシューティング
52

Nighthawk X6トライバンドメッシュWiFiエクステンダー

http://www.mywifiext.net/
http://www.mywifiext.net/


www.mywifiext.net にアクセスするには、PCまたはモバイルデバイスが、エクステンダーのネットワー
クに接続されている必要があります。
www.mywifiext.net に接続するには、次のトラブルシューティングのヒントを試してください。

• エクステンダーを設定するために初めてwww.mywifiext.net にアクセスする場合は、製品に同梱、
またはwww.jp.netgear.com/support/ からダウンロード可能なインストールガイドを参照して、指
示に従ってください。

• PCまたはモバイルデバイスをエクステンダーのネットワークに接続した後、エクステンダーのクライ
アントリンクLEDが白色に点灯していることを確認します。
クライアントリンクLEDが点灯していない場合は、PCまたはモバイルデバイスの無線LAN接続マネー
ジャーを開いて、デバイスがエクステンダーのネットワークに接続されていることを確認します。

• Webブラウザーを起動して、エクステンダーのデフォルトのIPアドレス192.168.1.250を入力します。
このIPアドレスが機能しない場合は、エクステンダーのIPアドレスが変更されている可能性がありま
す。無線LAN親機にログインして、エクステンダーのIPアドレスを表示することができます。詳細に
ついては、エクステンダーのIPアドレスを検索する（51ページ）を参照してください。

• エクステンダーと無線LAN親機が同じワイヤレスネットワーク名 (SSID) を使用している場合は、
http://<エクステンダーのIPアドレス> (たとえば、http://192.168.1.3) を入力します。
エクステンダーのIPアドレスの検索方法の詳細については、エクステンダーのIPアドレスを検索する
（51ページ）を参照してください。

• Webブラウザーのキャッシュと閲覧履歴をクリアして、もう一度試してください。
詳細については、Webブラウザーのヘルプコンテンツを参照してください。

• 別のWebブラウザーを使用してみてください。
• PCに静的IPアドレスを割り当てます。

ネットワーク設定を変更する前に、現在のデフォルトゲートウェイ (Windows) または無線LAN親機
(MAC)アドレスを控えます。IPアドレス192.168.1.249とサブネットマスク255.255.255.0を使用し
ます。
詳細は、PCのマニュアルを参照してください。
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6補足情報

この付録には次の内容が含まれます。
• 工場出荷時の初期設定
• 技術仕様および環境仕様

54



工場出荷時の初期設定
エクステンダーを工場出荷時の初期設定にリセットする場合は、背面のリセットボタンを使用するか、ロ
グインして画面に表示される[リセット]ボタンをクリックします。詳細については、エクステンダーを工
場出荷時の初期設定に戻す（43ページ）を参照してください。
次の表に、工場出荷時の初期設定を示します。

表2 :工場出荷時の初期設定

初期設定機能

有効かんたん設定

有効無線LAN通信

NETGEAR_EXTワイヤレスネットワーク名 (SSID)

無効セキュリティ

自動1転送速度

地域によって異なる国/地域

802.11a/b/g/n/ac動作モード

最大400 Mbpsデータレート (2.4 GHz帯)

デフォルトで無効です
(有効にした場合、最大データレートは866.7 Mbps)

データレート低 (5 GHz帯)

デフォルトで無効です
(有効にした場合、最大データレートは866.7 Mbps)

データレート高 (5 GHz帯)

サーバーとクライアントは有効になっていますDHCP

1
最大無線LAN信号速度(IEEE規格802.11)。実際の処理能力は異なります。ネットワーク状況、作業環境(ネットワークトラ
フィック量、建材、構造、ネットワークオーバーヘッドなど)が実際のデータ処理速度に影響します。
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技術仕様および環境仕様
次の表に、技術仕様および環境仕様を示します。

表3 :技術仕様

技術仕様

データとルーティングプロトコル: TCP/IP、DHCPサーバーとクライアント、
DNSリレー

ネットワークプロトコルと規
格への適合

• サイズ: 19.94× 15.42× 5.44 cm
• 重量: 0.53 kg

ハードウェア仕様

• 動作保証温度: 0℃～40℃
• 動作保証湿度:最大90%、結露なきこと

環境

• ローカル: 10/100/1000 Mbps LANポート×2
• 802.11ac/n/a/g/bおよび802.11k

インターフェイス
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