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サポート

製品をお選びいただきありがとうございます。

サポートサイト より製品をご登録いただくと、

本製品のハードウェア保証およびテクニカルサポートサービスの有効化、 コミュ

ニティへの参加などが可能になります。

製品保証を有効にするには、製品ご購入後 日以内のオンライン登録が必要になります。詳

細は、次の をご参照ください：

商標

、 、および のロゴは の商標です。その他の商標

またはロゴは参照目的のためにのみ使用されています。

コンプライアンス

適合宣言書などの法規制遵守情報については、次の をご参照ください：

適合性宣言–比吸収率（ ）：本製品は身体から 以上離れた位置で使用してくださ

い。

本製品は屋外でご使用になれません。屋外にあるデバイスを本製品に接続する場合は、安全

および保証に関する情報をご確認ください：  

 

https://jp.netgear.com/supportinfo/
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はじめに
 

 

 

この製品は、定期的に新しいファームウェアを確認し、適切なアップデートをダウンロード

します。または、新しいファームウェアを手動で確認してダウンロードすることもできます。

お使いの製品の機能や動作が本書に記載されているものと一致しない場合は、ファームウェ

アをアップデートする必要があります。

この章では、 の機能概要と、設定方法とインターネットへの接続方法について説明し

ます。この章では、次のトピックについて説明します。 

 を設定します

 を紹介します

 インターネットに接続します

 バッテリーを充電します

 カードを交換してください

 ホーム画面

 セキュリティ資格情報

 スマートフォンおよびタブレット向け モバイルアプリ

 テザリングを使用して に接続します

• 設定をカスタマイズします 
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のセットアップ
をセットアップするには：

1. 金色の端子を下に向けて、 カードをスロットに差し込みます。

2. カードがしっかりと装着されていることを確認します。

3. バッテリーを挿入します。

4. 背面カバーを取り付けます。

5. 背面カバーをしっかりと閉じます。
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6. 本体の電源ボタンを押して、 の電源をオンにします。

の液晶画面

以下の図のとおり、 本体には液晶画面、アイコン、ボタン、および ポートがあ

ります。

図 のボタンとコネクター

には、マイクロ 充電ケーブルが付属しています。

図 ケーブル

電源ボタンの利用方法

電源 ウェイクボタン ステータス

ポート液晶画面
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電源ボタンを使用して、 の電源オン オフ、また液晶画面に表示する情報を選択します。

 をオンにします：電源ボタンを ～ 秒間押し続けます

 をオフにします：電源ボタンを ～ 秒間押し続けます

 信号とデバイス画面を起動します：電源ボタンを一回押します。

 画面を切り替えます：電源ボタンを一回押します。

 工場出荷時の状態に初期化します：デバイスのリセット中 の画面が表示されるまで電源

ボタンを約 秒間押し続けます。

 プロバイダーの設定をリストから選択し、デフォルトとして設定します：工場出荷状態から

の初回起動時、 の設定が必要ですと表示されます。電源ボタンでセットアップを行う

には、電源ボタンを 回押します。 リストが液晶画面に表示されたら、電源ボタンを押

して を選択します。アイテムを選択した後、電源ボタンを長押しして決定します。

スリープモード

無線 子機が 分以上接続しない場合、デバイスは自動的にスリープモードに入り、電力

を節約します。

スリープモード中は、 機能は無効になっています。

電源ボタンを押してディスプレイの電源を入れ、スリープモードを終了します。

機能が有効になり、無線 子機は に再接続できます。

ネットワーク接続の回復に必要な時間は、環境、設定などによって異なります。

ステータス

本体の は、次のステータスを示します。

 青低速点滅： の準備ができました。

 青点滅（ 回）： がデータを転送しています。

 オレンジ低速点滅： がネットワークに未接続か、スタンバイモードです。

インターネットに接続します
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をオンにすると、エリア内のモバイルネットワークに自動的に接続されます。無線

子機をを の に接続して、インターネットにアクセスします。

インターネットに接続するには：

1. 電源ボタンを押して放すと、 がオンになります。

2. 無線 子機で、 ネットワーク接続マネージャーを開きます。

3. 名とパスワードを使用して、無線 子機を に接続します。

注意：実際の ネットワーク名は、図の例とは異なります。

ゲスト が有効の場合は、もう一度電源ボタンを押してゲスト の資格情報を表示し

ます。
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バッテリーの充電

工場出荷時では、電池寿命を延ばすためにバッテリーは部分的に充電されています。

バッテリーを充電するには：

1. ケーブルを に接続します。

2. ケーブルのもう一方の端を などの ポートまたは 充電器に接続します。

カードの交換
カードを交換するには：

 本体背面のカバーの角を持ち上げて取り外します。

 バッテリーを取り外します。

 カードを引き出します。
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 交換用の カードを挿入します。

 バッテリーを挿入します。

 背面カバーを取り付けます。
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ホーム画面
ホーム画面のアイコンを使用して、 のステータスの表示、 設定の構成、データ

使用量の詳細の表示、システムアラートの表示などができます。

図 液晶画面

表 アイコン

アイコン 説明

モバイルネットワーク信号の強度を示します。

ネットワークに接続済みです。

、 、またはデュアルキャリアネットワークに接続済みです。

 ネットワークに接続済みです。

 ネットワークに接続済みです。

 バッテリーが充電中であることを示します。

 バッテリーが完全に充電されていることを示します。

 未読のアラートがあることを示します。

 

ネットワークステータス

バッテリー残量

情報

未表示のメッセージ

接続済みデバイス

モバイル信号強度
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セキュリティ資格情報

には、次の つのパスワードを設定することができます。

 パスワード：無線 子機を ネットワークに接続します。この文字列はデバイス固有

です。 パスワードは の液晶画面に表示されています。画面に何も表示されていない場

合は、電源ボタンを一回押してください。

デフォルトの パスワードは、バッテリーの下のラベルにも印刷されています。 パ

スワードの変更については、 ページの「 暗号化設定の変更」を参照してください。

 ゲスト パスワード：ゲスト ネットワークが有効になっている場合、ゲストはこ

のパスワードを使用してネットワークにアクセスできます。

 管理者パスワード：管理者として 管理者ページにログインします。特定の機能を使

用したり、 の設定を変更したりするには、管理者としてログインする必要があり

ます。デフォルトの管理者ログインは、 デバイスごとに異なります。バッテリー

の下のラベルを参照してください。管理者ログインパスワードは ～ 文字です。

スマートフォンおよびタブレット向け

アプリ
無料の モバイルアプリをダウンロードして使用すると、スマートフォンまたはタ

ブレットから接続、設定、データ使用状況を確認できます。アプリストアで「

」と検索してください。

すべての設定を管理するには、 の 管理者ページにアクセスしてください。

ブラウザーのアドレスバーに http://mywebui.net/または と入力してく

ださい。

http://mywebui.net/


モバイルルーター 

 

 

 

 16 

 

 

 

テザリング

で接続する代わりに、 ケーブルを使用して をインターネットに接続できます。

注意： ケーブルを使って初めて に接続すると、 のオペレーティングシステム

が新しいデバイスを検出します。

にドライバーをインストールするには：

 の電源がオフになっていることを確認します。

 ケーブルを使用して、 を に接続します。

電源がオフの場合、 の電源は自動的にオンになります。

ドライバーが自動的にインストールされた後、 の 管理者ページにアクセスし

て、 の詳細設定をカスタマイズできます。

の設定をカスタマイズします

をカスタマイズしたり、 管理者ページで設定を変更したりできます。

の 管理者ページにログインするには：

 に接続済みの無線 子機から、 ブラウザーを起動します。

 または と入力します。

管理者ページが表示されます。

 管理者ログインパスワードを入力します。

 

http://mywebui.net/
http://192.168.1.1/
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デフォルトの管理者ログイン情報は、 デバイスごとに異なります。バッテリーの

下のラベルを参照してください。パスワードでは大文字と小文字が区別されます。
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2 

の一般的な使用方法
 

 

 

この章では、 の使用方法について説明します。

 から新しいメッセージを表示します

 管理者ページからメッセージを表示します

 管理者ページからメッセージを削除します

 管理者ページからアラートを表示します

 ブロードバンドネットワーク接続を管理します

 に接続します

 の管理

 セキュリティの管理
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液晶画面で新しいメッセージを表示します
の液晶画面から未読のメッセージを確認できます。

注意：メッセージは液晶画面から表示できますが、削除する場合は の 管理者ペ

ージから削除してください。

ディスプレイからメッセージを表示するには：

 電源ボタンを押して、 を起動します。

 新しいメッセージが画面に表示されるまで、電源ボタンを押し続けます。

 メッセージの長さが複数ページにわたる場合は、電源ボタンを押して放し、メッセージ

の表示を続行します。

 メッセージを選択すると、全文が表示されます。

メモ：管理者としてログインしている場合は、サイドメニューの メッセージ オプション

に未読のネットワークメッセージが表示されます。プロバイダーからの メッセージ

は、 の 管理者ページで表示できます。

 

 



モバイルルーター 

 

 

 

 20 

 

 

 

管理者ページでメッセージを表示します
管理者ページからメッセージを表示するには：

 に接続済みの無線 子機から、 ブラウザーを起動します。

 または と入力します。

管理者ページが表示されます。

 管理者ログインパスワードを入力します。

デフォルトの管理者ログイン情報は、 デバイスごとに異なります。バッテリーの

下のラベルを参照してください。パスワードでは大文字と小文字が区別されます。

ホームページが表示されます。

 ［メッセージ］を選択します

メッセージのリストが表示され、テキストの最初の部分が表示されます。

 メッセージをクリックすると、全文が表示されます。

管理者ページからメッセージを削除しま

す
管理者ページからメッセージを削除するには：

 に接続済みの無線 子機から、 ブラウザーを起動します。

 または と入力します。

管理者ページが表示されます。

 管理者ログインパスワードを入力します。

デフォルトの管理者ログイン情報は、 デバイスごとに異なります。バッテリーの

下のラベルを参照してください。パスワードでは大文字と小文字が区別されます。

ホームページが表示されます。

 

http://mywebui.net/
http://192.168.1.1/
http://mywebui.net/
http://192.168.1.1/
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 メッセージ を選択します

メッセージのリストが表示され、テキストの最初の部分が表示されます。メッセージを選

択し、 削除 ボタンをクリックします。

 メッセージが削除されます。

管理者ページでアラートを表示します
には、ステータスの変更を通知するアラートが表示されます。未処理のアラートがあ

る場合は、そのアラートが画面に表示されます。アラートは、その原因となった問題がアク

ティブである限り保持されます。問題が解決されると、アラートは自動的に削除されます。

管理者ページからアラートを表示するには：

 に接続済みの無線 子機から、 ブラウザーを起動します。

 または と入力します。

管理者ページが表示されます。

 管理者ログインパスワードを入力します。

デフォルトの管理者ログイン情報は、 デバイスごとに異なります。バッテリーの

下のラベルを参照してください。パスワードでは大文字と小文字が区別されます。

各アラートの指示に従って、アラートが表示される原因となった状況に対処します。
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ブロードバンドネットワーク接続の管理
モバイルネットワークのステータスの表示、国内データのオン オフ、国際ローミングのオ

ン オフを切り替えることができます。

管理者ページからモバイルネットワークステータスを表

示します

管理者ページからネットワークステータスを表示するには：

 に接続済みの無線 子機から、 ブラウザーを起動します。

 または と入力します。

管理者ページが表示されます。

 管理者ログインパスワードを入力します。

デフォルトの管理者ログイン情報は、 デバイスごとに異なります。バッテリーの

下のラベルを参照してください。パスワードでは大文字と小文字が区別されます。

ホームページが表示されます。

 設定 バージョン情報 を選択します。

バージョン情報 ページが表示されます

 ネットワークステータス セクションを表示します。

管理者ページから、国内データのオン オフを切り替え

ます

から国内データのオン オフを切り替えるには：

 に接続済みの無線 子機から、 ブラウザーを起動します。

 または と入力します。

管理者ページが表示されます。
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 管理者ログインパスワードを入力します。

デフォルトの管理者ログイン情報は、 デバイスごとに異なります。バッテリーの

下のラベルを参照してください。パスワードでは大文字と小文字が区別されます。

ホームページが表示されます。

 設定 ネットワーク 設定 を選択します。

プリファレンスページが表示されます。

 国内データ ボタンをクリックします。

ページの下部に 適用 ボタンと キャンセル ボタンが表示されます。

 適用 ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

管理者ページから国際ローミングをオンまたはオフにし

ます

国際ローミングをオンにする前に、発生する可能性のあるデータの追加料金を把握しておく

必要があります。

国際ローミングをオンまたはオフにするには、次の手順に従います。

 に接続済みの無線 子機から、 ブラウザーを起動します。

 または と入力します。

管理者ページが表示されます。

 管理者ログインパスワードを入力します。

デフォルトの管理者ログイン情報は、 デバイスごとに異なります。バッテリーの

下のラベルを参照してください。パスワードでは大文字と小文字が区別されます。

ホームページが表示されます。

 設定 ネットワーク 設定 を選択します。

プリファレンスページが表示されます。

 

http://mywebui.net/
http://192.168.1.1/


モバイルルーター 

 

 

 

 24 

 

 

 

 国際ローミング ボタンをクリックします。

ページの下部に 適用 ボタンと キャンセル ボタンが表示されます。

 適用 ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

に接続します
最大 台の無線 子機（スマートフォン、 、タブレット、デジタルカメラ、プリンタ

ー、ゲーム機 、デジタルフォトフレームなど）を同時に に接続できます。メイン

およびゲスト ネットワークの接続設定については、 ページの「ブロードバンド

ネットワーク接続の管理」を参照してください。

無線 子機を、手動で ネットワークに接続します。 対応デバイスの場合は、

方式を使用して、 パスワードを入力せずにデバイスを接続することもできます。

パスワードを入力して接続します

パスワードを入力して接続するには：

 無線 子機で、利用可能な ネットワークのリストを表示します。

 液晶画面に表示される の ネットワークに接続します。

 プロンプトが表示されたら、 の液晶画面に表示されている パスワードを入力しま

す。画面がオフになっている場合は、電源ボタンを一回押して、 を起動します。

管理者ページから 対応デバイスを追加します

管理者ページを使用して、 パスワードなしで 対応デバイスを ネットワ

ークに追加できます。

管理者ページから 対応デバイスを追加するには：

 に接続済みの無線 子機から、 ブラウザーを起動します。

 または と入力します。

管理者ページが表示されます。

http://mywebui.net/
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 管理者ログインパスワードを入力します。

デフォルトの管理者ログイン情報は、 デバイスごとに異なります。バッテリーの

下のラベルを参照してください。パスワードでは大文字と小文字が区別されます。

ホームページが表示されます。

 接続 を選択します。

 メイン ネットワークまたはゲスト ネットワーク（利用可能な場合）の ボ

タンをクリックします。

 使用する 方式のボタンをクリックします。
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• プッシュボタン：接続するデバイスに ボタンがある場合は、 の

ボタンを押し、 分（ 秒）以内にデバイス側の ボタンを押してペアリングし

ます。

• 番号：接続するデバイスに （番号）がある場合は、 番号

ボタンをクリックして、デバイスの を入力します。

と無線 子機が通信し、接続を確立します。

を管理します
の 管理者ページから詳細な の設定をカスタマイズすることができます。

管理者ページでは、次の プロファイルを使用できます。

 （デフォルト）メイン ： 対応子機でメイン を共有できます。

 ： 対応子機でメイン を共有します。

 デュアルバンド ： および 対応子機でメイン を共有できます。

デフォルトでは、メイン のみ が有効になっており、デュアルバンド とゲ

スト は無効です。ビジネスの場所で が許可されていない場合や、 を無効にし

て、テザーモードでのみ を使用したい場合は、 でそのオプションを選択でき

ます。

注意： 設定を変更すると、 に接続済みのすべてのデバイスが切断され、再接続が

必要になる場合があります。

管理者ページから をオンにします

すべてのデバイスが をサポートしている場合は、 を使用してダウン

ロードを高速化します。

の 管理者ページから をオンにするには、次の手順に従います。

 に接続済みの無線 子機から、 ブラウザーを起動します。

 または と入力します。

管理者ページが表示されます。

http://mywebui.net/
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 管理者ログインパスワードを入力します。

デフォルトの管理者ログイン情報は、 デバイスごとに異なります。バッテリーの

下のラベルを参照してください。パスワードでは大文字と小文字が区別されます。

ホームページが表示されます。

 オプション を選択します。

 のみ を選択します。

ページの下部に 適用 ボタンと キャンセル ボタンが表示されます。

 適用 ボタンをクリックします。

この変更を保存するには、デバイスで 接続を再起動する必要があることを示すメッ

セージが表示されます。

 適用 ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

管理者ページからデュアルバンド をオンにします

は、 および のバンドで 信号をブロードキャストできます。

デュアルバンドを有効にすると、全体のスループット速度が低下することがあります。

管理者ページからデュアルバンド をオンにするには：

 に接続済みの無線 子機から、 ブラウザーを起動します。
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 または と入力します。

管理者ページが表示されます。

 管理者ログインパスワードを入力します。

デフォルトの管理者ログイン情報は、 デバイスごとに異なります。バッテリーの

下のラベルを参照してください。パスワードでは大文字と小文字が区別されます。

ホームページが表示されます。

 オプション を選択します。

 デュアルバンド を選択します。

ページの下部に 適用 ボタンと キャンセル ボタンが表示されます。

 適用 ボタンをクリックします。

この変更を保存するには、デバイスで 接続を再起動する必要があることを示すメッ

セージが表示されます。

 適用 ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

管理者ページから 設定を変更します

プロファイルを選択するか、 管理者ページでカスタムプロファイルを作成するに

は：

 に接続済みの無線 子機から、 ブラウザーを起動します。

 または と入力します。

管理者ページが表示されます。

 管理者ログインパスワードを入力します。

デフォルトの管理者ログイン情報は、 デバイスごとに異なります。バッテリーの

下のラベルを参照してください。パスワードでは大文字と小文字が区別されます。

http://mywebui.net/
http://192.168.1.1/
http://mywebui.net/
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 オプション の横にある下矢印をクリックします。

 ネットワークに同時接続可能なデバイス数を変更するには、 最大接続デバイス数 メニュー

で数を選択します。
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 メイン およびゲスト に接続できるデバイスの最大数を変更するには、右矢印

をクリックしてメイン 接続を増やし、ゲスト 接続を減らします。または、左

矢印をクリックしてメイン 接続の最大数を減らし、ゲスト 接続の最大数を増

やします。

注意：矢印の増減は、ゲスト が有効になっている場合にのみ表示されます。

 チャンネルを設定します。

チャネルを 自動 に設定することをお勧めします。 は、最も干渉の少ないチャネ

ルを選択します。

 帯域幅を設定します。

の場合は、 または に設定できます。 の場合は、 ま

たは に設定できます。

 の情報を のホーム画面に表示できるようにするには、 情報表示 チェッ

クボックスを選択したままにします。

 の範囲を設定します。

レンジブースト ラジオボタンを選択すると、 の範囲が拡張されます。この設定

では、標準設定よりも多くのバッテリー電力が使用されます。

 高度な接続設定を指定します。

 スレッショルド： ハンドシェイクプロトコルで使用される最小パケットサイ

ズ（バイト単位）。推奨は「 」を使用することです。データフローが一貫していない

場合は、この値に小さな変更を加えて、問題を軽減することができます。

 フラグメンテーションスレッショルド：パケットの最大許容サイズ（バイト単位）。

パケットがしきい値より大きい場合、複数のパケットで送信されます。これはネット

ワークパフォーマンスに影響を与える可能性があります。この値はできるだけ大きく

してください（最大 ）。
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 適用 ボタンをクリックします。

情報を変更すると、一時的に接続が失われることを知らせるメッセージが表示され

ます。

 ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

管理者ページからゲスト をオン オフします

ゲスト を使用すると、一時的な訪問者はメイン パスワードを共有することなく、

の にアクセスできます。ゲスト は、メイン と同じ帯域（ ま

たは ）を使用することができます。

管理者ページからゲスト を有効にするには：

 に接続済みの無線 子機から、 ブラウザーを起動します。

 または と入力します。

管理者ページが表示されます。

 管理者ログインパスワードを入力します。

デフォルトの管理者ログイン情報は、 デバイスごとに異なります。バッテリーの

下のラベルを参照してください。パスワードでは大文字と小文字が区別されます。

ホームページが表示されます。

 オプション を選択します。

 ゲスト ボタンをクリックします。

 

http://mywebui.net/
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 ページの下部に 適用 ボタンと キャンセル ボタンが表示されます。

 適用 ボタンをクリックします。

この変更を保存するには、デバイスで 接続を再起動する必要があることを示すメッ

セージが表示されます。

 適用 ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

セキュリティの管理

注意： 設定を変更すると、 がリセットされます。 に接続済みのすべての

デバイスは、 がリセットされると切断されます。
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管理者ページから ネットワーク名とパスワードを

変更します

メインとゲストの ネットワーク名は、 ネットワークを識別し、他の 対応デバ

イスに表示されます。

メインとゲストの ネットワーク名とパスワードを変更する手順は同じです。次の設定は

異なります。

 メイン ：セキュリティを強化するために、メイン ネットワーク名とパスワード

が のホーム画面に表示されないようにすることができます。

 ゲスト ：セキュリティを強化するために、ゲスト を有効にするたびにゲスト

パスワードを変更するように指定できます。

の 管理者ページからネットワーク名とパスワードを変更するには：

 に接続済みの無線 子機から、 ブラウザーを起動します。

 または と入力します。

管理者ページが表示されます。

 管理者ログインパスワードを入力します。

デフォルトの管理者ログイン情報は、 デバイスごとに異なります。バッテリーの

下のラベルを参照してください。パスワードでは大文字と小文字が区別されます。

ホームページが表示されます。
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 接続 を選択します。

 

 
 

 メイン またはゲスト ネットワークの 編集 ボタンをクリックします。

 必要に応じて、 名 フィールドと パスワード フィールドを変更します。

 の電源をオンにするたびに新しいゲストパスワードを作成するには、 パスフレー

ズを生成 チェックボックスをオンにします。

ページの下部に 適用 ボタンと キャンセル ボタンが表示されます。
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 適用 ボタンをクリックします。

この変更を保存するには、デバイスで 接続を再起動する必要があることを示すメッ

セージが表示されます。

 適用 ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

接続されたすべてのデバイスは、新しい名前とパスワードで再接続する必要があります。

セキュリティの設定を変更します

セキュリティの詳細については、 ページの「セキュリティ資格情報」を参照してくだ

さい。

メインおよびセカンダリまたはゲスト に使用するセキュリティの種類を変更するには：

 に接続済みの無線 子機から、 ブラウザーを起動します。

 または と入力します。

管理者ページが表示されます。

 管理者ログインパスワードを入力します。

デフォルトの管理者ログイン情報は、 デバイスごとに異なります。バッテリーの

下のラベルを参照してください。パスワードでは大文字と小文字が区別されます。

ホームページが表示されます。
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 接続 を選択します。

 メイン またはゲスト ネットワークの 編集 ボタンをクリックします。
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 メイン またはゲスト の暗号化メニューで、セキュリティオプションを選択し

ます。

 パーソナル ：新しい無線 子機（デフォルト）でサポートされる強力な

セキュリティ。

 ：ほとんどの無線 子機で強力なセキュリティがサポートされていま

す。可能な場合は、 パーソナル を使用してください。

 無し：パスワードを入力せずに誰でも ネットワークにアクセスできます。料金は

お客様が負担します。このオプションは選択しないことをお勧めします。

ページの下部に 適用 ボタンと キャンセル ボタンが表示されます。

 適用 ボタンをクリックします。

この変更を保存するには、デバイスで 接続を再起動する必要があることを示すメッ

セージが表示されます。

 適用 ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

 必要に応じて、新しい パスワードを設定して無線 子機を再接続します。 
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3 

セキュリティの管理
 

 

 

セキュリティの設定については、 ページの「 セキュリティの管理」を参照して

ください。

 管理者ページのログイン設定を変更します

 コンテンツフィルタレベル

 接続されているデバイスを表示、ブロック、またはブロック解除します

 セキュリティを有効にします

 ポート転送を有効にします

 ポートフィルタを有効にします
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管理者ページのログイン設定を変更

します
管理者ページのホスト名やパスワードを変更して、 管理者ページにアクセスする

こともできます。

管理者ページのログイン設定を変更するには：

 に接続済みの無線 子機から、 ブラウザーを起動します。

 または と入力します。

管理者ページが表示されます。

 管理者ログインパスワードを入力します。

デフォルトの管理者ログイン情報は、 デバイスごとに異なります。バッテリーの

下のラベルを参照してください。パスワードでは大文字と小文字が区別されます。

ホームページが表示されます。

 設定 一般 端末 を選択します。 

 

 
 

 管理者ログイン フィールドで、 管理者ページにログインする管理者パスワードを設

定します。

文字以上 文字以内で入力してください。

http://mywebui.net/
http://192.168.1.1/
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 適用 ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

コンテンツフィルタレベル
無料の アカウントを使用して、 にコンテンツフィルタリングレベルを設定

できます。コンテンツフィルターは、保護者による制限とフィッシング保護を提供します。

コンテンツフィルタリングを設定します

コンテンツフィルタリングを有効にするには、 管理者ページにログインし、インターネ

ットに接続する必要があります。

注意：コンテンツフィルタリングは によって実行されます。コンテンツフィルタ

リングを設定または変更するには、ネットワーク接続が必要です。

コンテンツフィルタリングを有効にするには：

 に接続済みの無線 子機から、 ブラウザーを起動します。

 または と入力します。

管理者ページが表示されます。

 管理者ログインパスワードを入力します。

デフォルトの管理者ログイン情報は、 デバイスごとに異なります。バッテリーの

下のラベルを参照してください。パスワードでは大文字と小文字が区別されます。

ホームページが表示されます。

 セキュリティ コンテンツフィルター を選択します。

コンテンツフィルターページが表示されます。

 

http://mywebui.net/
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 コンテンツフィルター ボタンを選択する。

 

 
 

 アカウントを持っていない場合は：

a. サインアップ リンクをクリックします。

b. フィールドに入力して、 アカウントを作成します。

c. ログイン ボタンをクリックします。

 アカウントをすでに持っている場合は、ユーザー名とパスワードを入力します。

 プロンプトが表示されたら、フィルターレベルを選択します。
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 適用 ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

サイトへのアクセスをブロックします

サイトフィルターを使用して、指定した サイトへのアクセスをブロックできます。

また、特定の およびデバイスで無制限のアクセスを許可することもできます。

サイトへのアクセスをブロックするには：

 に接続済みの無線 子機から、 ブラウザーを起動します。

 または と入力します。

管理者ページが表示されます。

 管理者ログインパスワードを入力します。

デフォルトの管理者ログイン情報は、 デバイスごとに異なります。バッテリーの

下のラベルを参照してください。パスワードでは大文字と小文字が区別されます。

ホームページが表示されます。

 セキュリティ コンテンツフィルター ウェブサイトフィルター を選択します。

 フィルタータイプ で 拒否リスト を選択します。

 サイト名 フィールドに サイトを入力し、 ボタンをクリックします。

 特定の またはデバイスを許可するには、名前と アドレスを入力し、 ボタンを

クリックします。

 適用 ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

http://mywebui.net/
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サイトへのアクセスを許可します

サイトフィルターを使用して、インターネット経由でアクセスできる サイトのリ

ストを設定できます。また、特定の やデバイスへの無制限のアクセスを許可することも

できます。

サイトフィルターを設定するには：

 に接続済みの無線 子機から、 ブラウザーを起動します。

 または と入力します。

管理者ページが表示されます。

 管理者ログインパスワードを入力します。

デフォルトの管理者ログイン情報は、 デバイスごとに異なります。バッテリーの

下のラベルを参照してください。パスワードでは大文字と小文字が区別されます。

ホームページが表示されます。

 セキュリティ コンテンツフィルター ウェブサイトフィルター を選択します。

 フィルタータイプ で 許可リスト を選択します。

 サイト名 フィールドに サイトを入力し、 ボタンをクリックします。

 特定の またはデバイスを許可するには、名前と アドレスを入力し、 ボタンを

クリックします。

 適用 ボタンをクリックします。

設定が保存されました。

http://mywebui.net/
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接続済みのデバイスを表示、ブロック、また

はブロック解除します
特定のデバイスから への接続をブロックできます。

管理者ページから接続済みのデバイスを表示します

管理者ページから接続されているデバイスを表示するには：

 に接続済みの無線 子機から、 ブラウザーを起動します。

 または と入力します。

管理者ページが表示されます。

 管理者ログインパスワードを入力します。

デフォルトの管理者ログイン情報は、 デバイスごとに異なります。バッテリーの

下のラベルを参照してください。パスワードでは大文字と小文字が区別されます。

ホームページが表示されます。

 接続 を選択します。

http://mywebui.net/
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ページの 接続端末 セクションには、ネットワークに接続されているデバイスのリスト

が表示されます。無線 子機が認識されない場合は、そのデバイスの ネットワ

ークへの接続をブロックできます。

管理者ページからデバイスをブロックします

デバイスアクセスをブロックするには：

 に接続済みの無線 子機から、 ブラウザーを起動します。

 または と入力します。

管理者ページが表示されます。

 管理者ログインパスワードを入力します。

デフォルトの管理者ログイン情報は、 デバイスごとに異なります。バッテリーの

下のラベルを参照してください。パスワードでは大文字と小文字が区別されます。

メイン およびゲスト ネットワークに接続済みのデバイスのリストが、ホームペ

ージに表示されます。

 接続 を選択します。

 

http://mywebui.net/
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 デバイス名をクリックします。

デバイスの詳細が表示されます。

 端末をブロックする ボタンをクリックします。

 プロンプトが表示されたら、 端末をブロックする ボタンをもう一度クリックします。

デバイスがネットワークからブロックされています。

管理者ページからデバイスのブロックを解除します

管理者ページからデバイスのブロックを解除するには：

 に接続済みの無線 子機から、 ブラウザーを起動します。

 または と入力します。

管理者ページが表示されます。

 管理者ログインパスワードを入力します。

デフォルトの管理者ログイン情報は、 デバイスごとに異なります。バッテリーの

下のラベルを参照してください。パスワードでは大文字と小文字が区別されます。

ホームページが表示されます。

メイン およびゲスト ネットワークに接続済みのデバイスのリストが、ページの

右側の列に表示されます。

 セキュリティ アクセス制御 を選択します。

 フィルターモード メニューから、 ブラックリスト リストを全てブロックする を

選択します。

ブロックされたデバイスのリストが表示されます。

 デバイスの横にある×ボタンをクリックします。

デバイスはネットワークにアクセスできます。
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管理者ページからブロックされているデバイスのリスト

を表示します

管理者ページからブロックされたデバイスのリストを表示するには：

 に接続済みの無線 子機から、 ブラウザーを起動します。

 または と入力します。

管理者ページが表示されます。

 管理者ログインパスワードを入力します。

デフォルトの管理者ログイン情報は、 デバイスごとに異なります。バッテリーの

下のラベルを参照してください。パスワードでは大文字と小文字が区別されます。

ホームページが表示されます。

接続されているデバイスのリストを表示するには、 接続 を選択します。

 セキュリティ アクセス制御 を選択します。

 フィルターモード メニューから、 ブラックリスト リストを全てブロックする を

選択します。

ブロックされたデバイスのリストが表示されます。

セキュリティを有効にします
ネットワーク接続を管理したり メッセージを表示したりする前に入力する必要がある

を設定することで、別のレベルのセキュリティを作成できます。

セキュリティを有効にするには：

 に接続済みの無線 子機から、 ブラウザーを起動します。

 または と入力します。

管理者ページが表示されます。

 

http://mywebui.net/
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http://mywebui.net/
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 管理者ログインパスワードを入力します。

デフォルトの管理者ログイン情報は、 デバイスごとに異なります。バッテリーの

下のラベルを参照してください。パスワードでは大文字と小文字が区別されます。

ホームページが表示されます。

 設定 ネットワーク セキュリティ を選択します。

セキュリティページが表示されます。

 有効化 ボタンをクリックします

 を入力し、 適用 ボタンをクリックします。

誤った を 回入力すると、 はブロックされます。 がブロックされている場合

は、プロバイダーに連絡して 番号を受信し、 のブロックを解除します。

ポート転送を有効にします
がサーバーをホストしている場合は、ポート転送を有効にして、他のユーザーがサーバー

にアクセスできるようにすることができます。ポート転送では、着信トラフィックはプライ

ベート アドレスを使用してネットワーク上の特定のポートおよびデバイスに転送されます。

注意：ポート転送はセキュリティリスクを発生させます。不要な場合は、ポート転送を無効

のままにします。

ポート転送を有効にするには：

 に接続済みの無線 子機から、 ブラウザーを起動します。

 または と入力します。

管理者ページが表示されます。

 管理者ログインパスワードを入力します。

デフォルトの管理者ログイン情報は、 デバイスごとに異なります。バッテリーの

下のラベルを参照してください。パスワードでは大文字と小文字が区別されます。

ホームページが表示されます。
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 設定 ルーター ポート転送 を選択します。

 有効 ボタンを選択します。

ページが調整されます。

 次のポート転送情報を入力します。

 ラベル：わかりやすい名前を入力します。

 ：接続されているデバイスの アドレスを入力します。

 ポート：アプリケーションが使用するポート番号を入力します。

 プロトコル：不明な場合は、 を選択します。

 適用 ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

ポートフィルタを有効にします
インターネットにアクセスできるアプリケーション（ 、 、電子メールサーバなど）

を選択できます。ファイアウォールなどの他のセキュリティ対策と併用すると、ポートフィ

ルタによってネットワークセキュリティを強化できます。

ポートフィルタを有効にするには：

 に接続済みの無線 子機から、 ブラウザーを起動します。
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 または と入力します。

管理者ページが表示されます。

 管理者ログインパスワードを入力します。

デフォルトの管理者ログイン情報は、 デバイスごとに異なります。バッテリーの

下のラベルを参照してください。パスワードでは大文字と小文字が区別されます。

ホームページが表示されます。

 設定 ルーター ポートフィルタ を選択します。

 ポートフィルタ リストから、次のいずれかを選択します。

 ブックリスト：特定のアプリケーションおよびサービスはインターネットにアクセス

できません（ブロックリスト）。

 ホワイトリスト：インターネットへのアクセスが許可されるのは、特定のアプリケー

ションとサービスだけです（許可リスト）。

アクティブにできるリストは、ブロックリストまたは許可リストのいずれか一度に つだ

けです。

 フィルタリングするポートを指定します。

アプリケーションまたはサービスを説明するわかりやすいラベルを入力します。

 使用しているポートを入力します。

 使用している通信プロトコルを入力します。

 適用 ボタンをクリックします。

設定が保存されます。
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4 

のメンテナンス
 

 

 

この章では、次のトピックについて説明します。

 バッテリー持続時間の延長

 の詳細を表示します

 設定をバックアップおよび復元します

 モバイルブロードバンドを設定します

 を有効にします

 オプションを設定します

 ファームウェアとファームウェアをアップデートします
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バッテリー持続時間の延長
デフォルトでは、 はバッテリー寿命を最適化するように設定されています。バッテリ

ーの寿命には、次の要因が影響します。

 画面の明るさ

 スタンバイ時間

 データ使用量

 モバイルブロードバンドの信号強度 受信強度が高いほど、バッテリーの寿命が長くなり

ます 。

 通信範囲

 デュアルバンド （すべてのデバイスが をサポートしている場合、デュア

ルバンド では高速ダウンロードが可能ですが、より多くの電力を使用します）

 ゲスト を有効にすると、より多くの電力が使用されます。

バッテリーの寿命を延ばすには、次のいずれかの方法を使用します。

 設定を調整します。

 表示設定を調整します。

 ではなく、 テザリングを使用します。

設定を調整して、バッテリー寿命を最適化します

ネットワークに接続しているデバイスが常に に近い場合は、 の範囲を短く

します。スタンバイタイマーを短い時間に設定して、いずれかの ネットワークに接続さ

れているデバイスがない場合の待機時間を最小限に抑えてから、スタンバイモードに入りま

す（ 無線がオフになります）。

注意： 設定を変更すると、 に接続済みのすべてのデバイスが切断され、再接続が

必要になる場合があります。

次の オプションを設定して、バッテリー持続時間を最適化できます。
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 表示設定を調整します。 ページの「ディスプレイ設定を調整してバッテリー寿命を延

ばす」を参照してください。

• の範囲を「標準」、「拡張」ではなく「標準」に設定し、 スタンバイを 分に

設定します。 

ディスプレイ設定を調整して、バッテリー持続時間を延長し

ます

画面を暗くして、液晶画面の輝度レベルを下げます。画面タイムアウトを短い時間に設定し

て、 が電源ボタンを押さずに画面が空白になるまで待機する時間を短縮します。

の 管理者ページからのバッテリー持続時間を延ばすためにディスプレイ設定を

調整するには：

 に接続済みの無線 子機から、 ブラウザーを起動します。

 または と入力します。

管理者ページが表示されます。

 管理者ログインパスワードを入力します。

デフォルトの管理者ログイン情報は、 デバイスごとに異なります。バッテリーの

下のラベルを参照してください。パスワードでは大文字と小文字が区別されます。

ホームページが表示されます。

 設定 一般 端末 を選択します。

デバイス設定ページが開きます。

 次のいずれかの設定を調整します。

 画面の明るさ：メニューからディスプレイの輝度レベルを選択します。

 ディスプレイタイムアウト：メニューから短い期間を選択します。

 適用 ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

http://mywebui.net/
http://192.168.1.1/
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の詳細を表示します

モデル番号、ファームウェアバージョン、 など、デバイスの詳細を表示できます。

の 管理者ページからデバイスの詳細を表示するには：

 に接続済みの無線 子機から、 ブラウザーを起動します。

 または と入力します。

管理者ページが表示されます。

 管理者ログインパスワードを入力します。 

デフォルトの管理者ログイン情報は、 デバイスごとに異なります。バッテリーの

下のラベルを参照してください。パスワードでは大文字と小文字が区別されます。

ホームページが表示されます。

 設定 メニューの 端末情報］を選択

http://mywebui.net/
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設定のバックアップおよび復元
の設定をバックアップおよび復元できます。バックアップと復元は、複数のデバイス

で同じ設定を行う場合に便利です。

工場出荷時のデフォルトにリセットする前、または設定を変更する前などに、設定を保存す

ることを推奨します。

管理者ページから設定をバックアップします

管理者ページを使用して設定をバックアップするには：

 に接続済みの無線 子機から、 ブラウザーを起動します。

 または と入力します。

管理者ページが表示されます。

 管理者ログインパスワードを入力します。

デフォルトの管理者ログイン情報は、 デバイスごとに異なります。バッテリーの

下のラベルを参照してください。パスワードでは大文字と小文字が区別されます。

ホームページが表示されます。
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 設定 一般 ソフトウェアとリセット の順に選択します。

 保存 ボタンをクリックして、設定ファイルを保存します。

管理者ページから設定を復元します

設定を復元するには：

 に接続済みの無線 子機から、 ブラウザーを起動します。

 または と入力します。

管理者ページが表示されます。

 管理者ログインパスワードを入力します。

デフォルトの管理者ログイン情報は、 デバイスごとに異なります。バッテリーの

下のラベルを参照してください。パスワードでは大文字と小文字が区別されます。

ホームページが表示されます。
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 設定 一般 ソフトウェアとリセット の順に選択します。

 ファイルを選択 ボタンをクリックします。

 設定ファイルが保存されている場所に移動して選択します。

 インポート ボタンをクリックします。

インポートした設定ファイルで の設定が復元されます。

液晶画面から設定を初期化します

をオンにして開始します。

液晶画面から の設定を初期化するには：

 電源ボタンを 秒以上押し続けます。

が工場出荷時のリセットモードに入り、最初に「シャットダウンしています」と

いうメッセージが表示され、次に「すべての設定を初期化しますか 」というメッセージ

が表示されます。最後に「デバイスのリセット中」というメッセージが表示されるまで、

電源ボタンを押し続けます。

注意：電源ボタンを放すのが早すぎると、 はリセットされずに電源が切れます。
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モバイルブロードバンドを設定します
モバイルブロードバンドを設定して、アクティブネットワーク、接続ステータス、信号強度

などの の詳細を表示できます。また、これらの設定を調整して、ネットワークにアク

セスできるユーザーとアプリケーションを設定することもできます。

パススルーモードを有効にします

のルーター機能を無効にして、接続済みデバイスにモバイルネットワークから アド

レスを直接割り当てるには、 パススルーを使用します。

この変更を行うと、接続されているデバイスは別のドライバー設定を使用して再起動します。

警告：この機能を有効にすると、 は無効になり、 テザリングを使用する必要があり

ます。

注意：この機能は、 コンピュータユーザーが使用できます。 ユーザーの場合は、

デバイスにアクセスできないため、このオプションを有効にしないでください。

パススルーモードを有効にするには：

 に接続済みの無線 子機から、 ブラウザーを起動します。

 または と入力します。

管理者ページが表示されます。

 管理者ログインパスワードを入力します。

デフォルトの管理者ログイン情報は、 デバイスごとに異なります。バッテリーの

下のラベルを参照してください。パスワードでは大文字と小文字が区別されます。

ホームページが表示されます。
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 設定 ルーター 基本 を選択します。

 セクションで、 パススルーモード を有効にします。

 適用 ボタンをクリックします。

パススルーを有効にします

を使用してプライベートネットワークに接続するには、まず 接続（パススルー）を

有効にする必要があります。

パススルーを有効にするには：

 に接続済みの無線 子機から、 ブラウザーを起動します。

 または と入力します。

管理者ページが表示されます。

 

http://mywebui.net/
http://192.168.1.1/
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 管理者ログインパスワードを入力します。

デフォルトの管理者ログイン情報は、 デバイスごとに異なります。バッテリーの

下のラベルを参照してください。パスワードでは大文字と小文字が区別されます。

ホームページが表示されます。

 設定 ルーター 基本 を選択します。

 セクションで、 パススルー を有効にします。

 適用 ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

の詳細を設定します

には、プロバイダーのアクセスポイント名 があらかじめ設定されています。

は をチェックして、確立するネットワーク接続のタイプを決定します。

他のネットワークに接続するために、 名を追加することができます。

に の設定を追加するには：

 に接続済みの無線 子機から、 ブラウザーを起動します。

 または と入力します。

管理者ページが表示されます。

http://mywebui.net/
http://192.168.1.1/
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 管理者ログインパスワードを入力します。

デフォルトの管理者ログイン情報は、 デバイスごとに異なります。バッテリーの

下のラベルを参照してください。パスワードでは大文字と小文字が区別されます。

ホームページが表示されます。

 設定 ネットワーク の順に選択します。

 追加 ボタンをクリックします。

 を入力します。

 ネットワーク認証モードを選択します。

• なし

• 

• 

• または

 認証が必要な場合は、ユーザー名とパスワードを入力します。

 必要に応じて、 ローミングプロトコルを変更します。

• 

• 

• 

注意： ローミングプロトコルは、ローミング中に使用される プロトコルです（た

とえば、移動中でローミングネットワークが をサポートしていない場合）。
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 適用 ボタンをクリックします。

エントリがテーブルに追加されます。

を選択すると、 で使用する特定の を選択できます。

を選択するには：

 に接続済みの無線 子機から、 ブラウザーを起動します。

 または と入力します。

管理者ページが表示されます。

 管理者ログインパスワードを入力します。

デフォルトの管理者ログイン情報は、 デバイスごとに異なります。バッテリーの

下のラベルを参照してください。パスワードでは大文字と小文字が区別されます。

ホームページが表示されます。

 設定 ネットワーク の順に選択します。

 の横にある アクティブ ラジオボタンを選択します。

が選択されます。

 

http://mywebui.net/
http://192.168.1.1/
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既存の を設定から削除できます。

を削除するには：

 に接続済みの無線 子機から、 ブラウザーを起動します。

 または と入力します。

管理者ページが表示されます。

 管理者ログインパスワードを入力します。

デフォルトの管理者ログイン情報は、 デバイスごとに異なります。バッテリーの

下のラベルを参照してください。パスワードでは大文字と小文字が区別されます。

ホームページが表示されます。

 設定 ネットワーク の順に選択します。

 右側の、 ボタンをクリックします。

が削除されます。

を有効にします
（ ）ネットワーク構成では、 は 内のファイアウォールの

外側で動作します。この は、受信したインターネットトラフィックを傍受し、ネットワ

ークの残りの部分を保護する追加の保護層を提供し、すべての受信データを特定の アドレ

スに送信します。

http://mywebui.net/
http://192.168.1.1/
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を有効にして、受信トラフィックをスクリーニングする を指定するには：

 に接続済みの無線 子機から、 ブラウザーを起動します。

 または と入力します。

管理者ページが表示されます。

 管理者ログインパスワードを入力します。

デフォルトの管理者ログイン情報は、 デバイスごとに異なります。バッテリーの

下のラベルを参照してください。パスワードでは大文字と小文字が区別されます。

ホームページが表示されます。

 設定 ルーター 基本 を選択します。

下にスクロールして セクションを表示します。

 を有効にします。

 アドレス フィールドに、すべてのデータを転送する の アドレスを入力し

ます。

が ケーブルを使用して接続されている場合、このアドレスは で

す。 が を使用して接続されている場合、最初の クライアントの アド

レスは通常 です。

 適用 ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

 

http://mywebui.net/
http://192.168.1.1/
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オプションを設定します
の オプションを設定するには：

 に接続済みの無線 子機から、 ブラウザーを起動します。

 または と入力します。

管理者ページが表示されます。

 管理者ログインパスワードを入力します。

デフォルトの管理者ログイン情報は、 デバイスごとに異なります。バッテリーの

下のラベルを参照してください。パスワードでは大文字と小文字が区別されます。

ホームページが表示されます。

 設定 ルーター 基本 を選択します。

 セクションで、適切な詳細を入力します。

サーバーが有効の場合、 サーバーはネットワーク上の各デバイスに アド

レスを自動的に割り当て、その設定情報を管理します。

モード設定では、 サーバーの取得方法を指定します。 自動 オプションボタン

をクリックすると、サーバーはインターネットプロバイダーによって指定された リ

レーを使用します。

http://mywebui.net/
http://192.168.1.1/
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 適用 ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

ファームウェアのアップデート
は、新しいファームウェアまたはファームウェアのアップデートを週に 回自動的に

確認します。更新が利用可能になると、 に警告が表示されます。アラートを受信せず

に手動でアップデートを確認することもできます。

液晶画面からアップデートします

液晶画面のアラートからファームウェアをアップデートするには：

 電源ボタンを押して を起動します。ホーム画面が表示されます。

 「アップデート利用可能」と表示されるまで、電源ボタンを一回ずつ押します。

 電源ボタンを押し続けます。

アップデートプロセスが開始されます。

ダウンロードが完了すると、表示が「ファームウェアアップデート」に変わります。
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 ファームウェアのアップロードが開始されるまで、電源ボタンを押し続けます。

アップデートのインストールが完了すると、 が再起動します。

管理者ページからモバイルインターネット経由でアップ

デートします

のファームウェアをアップデートするために、モバイルインターネット経由でファー

ムウェアをダウンロードします。

管理者ページからファームウェアを更新するには：

 に接続済みの無線 子機から、 ブラウザーを起動します。

 または と入力します。

管理者ページが表示されます。

 管理者ログインパスワードを入力します。

デフォルトの管理者ログイン情報は、 デバイスごとに異なります。バッテリーの

下のラベルを参照してください。パスワードでは大文字と小文字が区別されます。

ホームページが表示されます。

 設定 一般 ソフトウェアとリセット の順に選択します。

 

http://mywebui.net/
http://192.168.1.1/
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 更新の確認 ボタンが表示された場合は、クリックして新しい更新が利用可能かどうかを

確認します。

 アップデートがある場合は、 ダウンロードの開始 ボタンをクリックします。

アップデートがダウンロードされます。

 今すぐ更新 ボタンをクリックして、更新プログラムをインストールします。

アップデートのインストールが完了すると、 が再起動します。 
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5 

よくある質問
 

 

 

この章では、 についてのよくある質問を紹介します。

 デバイスの接続と切断、およびインターネットへのアクセスに関する質問

 管理者ページに関する質問

 一般的な質問
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デバイスの接続と切断、およびインターネッ

トへのアクセスに関する質問
デバイスの接続と切断、およびインターネットへのアクセスに関する質問については、次の

トピックを参照してください。

デバイスを に接続できない場合はどうすればよいです

か？

への接続で問題が発生した場合は、次の方法を試してください。

 の電源を切り、バッテリーを取り外し、 秒間待ってからバッテリーを戻し、

をオンにします。

 を再起動します。

 セキュリティソフトまたはファイアウォールをオフにするか、一時的に無効にします。

 可能な場合は、他の無線 子機を使用して に接続してみます。

インターネットにアクセスできない場合はどうすればよいで

すか？

に接続しているにもかかわらずインターネットに接続できない場合は、次の方法を試

してください。

 の液晶画面の表示ステータスを確認します。

 お住まいの地域でネットワークの通信可能範囲が利用可能であることを確認してください。

 カードがアクティブで、モバイルインターネットサービスが有効になっている

ことを確認します。

 を初期化します。

• と無線 子機を再起動します。 
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モバイルネットワークから切断する方法を教えてください。

国内データと国際ローミングをオフにすると、 とモバイルネットワークの接続が切断

されます。詳細については、 ページの「 管理者ページでオン オフを切り替

えます」を参照してください。

の ネットワークに接続されているデバイスの数

を確認する方法を教えてください。

の液晶画面ホーム画面の ボタンの横に表示される数字は、 ネットワークに

接続済みのユーザー（またはデバイス）の数です。 の 管理者ページでログイン

し、ホームページで 接続されたデバイス ボタンをクリックして、接続されているデバイス

の数を確認します。

「シグナルなし」アイコンが表示された場合はどうすればよ

いですか？

「シグナルなし」アイコン（ ）が表示された場合は、モバイルネットワークの通信可能範

囲内にいることを確認します。

に接続したときに、デバイスが の 管理者ペ

ージにアクセスできないのはなぜですか？

に接続しているときに を使用している場合は、 を使用して

の 管理者ページにアクセスできないことがあります。

その場合は、 アドレス「 」を入力して 管理者ページにアクセスしてくだ

さい。

 

http://mywebui.net/
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が を実行している に接続できない

のはなぜですか

では が特定のルーターから アドレスを取得できないという既

知 の 問 題 が 存 在 し ま す 。 詳 細 お よ び 修 正 に つ い て は 、

を参照するか、 のサポート サイト

にアクセスして、サポート技術情報 を検索します。 

がプロバイダーのネットワークに接続できない場合は

どうすればよいですか？

がプロバイダーのモバイルネットワークに接続されていない場合は、次の方法を試し

てください。

 アカウントがアクティブであることを確認します。 のステータスを確認す

るには、通信事業者に問い合わせてください。

 プリペイド カードを使用している場合は、アカウントの残高があることを確認します。

 それでも が接続されない場合は、 設定を更新または作成する必要があります。

デフォルトの 設定を確認するには：

 に接続済みの無線 子機から、 ブラウザーを起動します。

 または と入力します。

管理者ページが表示されます。

 のパスワードを入力します。

デフォルトの管理者ログイン情報は、 デバイスごとに異なります。バッテリーの

下のラベルを参照してください。パスワードでは大文字と小文字が区別されます。

ホームページが表示されます。

 

http://support.microsoft.com/kb/928233
http://mywebui.net/
http://192.168.1.1/
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 設定 ネットワーク の順に選択します。

 の設定を確認します。

管理者ページに関する質問

管理者ページに関する質問の回答については、次のトピックを参照してください。 

の 管理者ページにアクセスする方法を教えてく

ださい。

の 管理者ページを表示するには：

 に接続済みの無線 子機から、 ブラウザーを起動します。

 または と入力します。

管理者ページが表示されます。

 管理者ログインパスワードを入力します。

デフォルトの管理者ログイン情報は、 デバイスごとに異なります。バッテリーの

下のラベルを参照してください。パスワードでは大文字と小文字が区別されます。

管理者ページが表示されます。

 

http://mywebui.net/
http://192.168.1.1/


モバイルルーター 

 

 

 

 74 

 

 

 

管理者ログインパスワードを忘れた場合はどうすればよいで

すか？

デフォルトの管理者ログイン情報は、 デバイスごとに異なります。バッテリーの下の

ラベルを参照してください。パスワードは大文字と小文字が区別され、AC797 の Web 管理

者ページの URL は または です。

管理者ログインパスワードを変更しても、作成したパスワードを思い出せない場合は、

を工場出荷時のデフォルトにリセットする必要があります。83 ページの「 の

リセット」を参照してください。

一般的な質問
に関する一般的な質問への回答については、次のトピックを参照してください。

バッテリーが充電されないのはなぜですか？

通信可能範囲が低い場所にいる場合、大量のデータを転送している場合、または を高

温の場所に置いたままにしている場合、 の内部温度が を超えることがありま

す。このような状況では、リチウムイオン電池技術の安全上の制限により、バッテリーを充

電することができません。

ケーブルと 電源アダプターがしっかりと接続され、正しく動作していることを確認

します。

デバイスが連続して 日間充電されたままになっている場合、デバイスは自動的にバッテリ

ー寿命モードに入り、バッテリーの寿命が長くなります。この状態の間、デバイスは充電を

停止し、バッテリーレベルを約 まで低下させて維持することができます。次回デバイス

を充電器に接続すると、充電が再開されます。 

信号強度インジケータが常に低いのはなぜですか？

の受信状態が良くありません。空がはっきりと見える場所 たとえば、窓の近く に

移動してみます。

http://192.168.1.1/
http://192.168.1.1/
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ダウンロードまたはアップロード速度が遅いのはなぜです

か？

データ転送速度は、信号の強さや、電気発電機やその他の 無線 子機などの干渉

する無線ソースによって異なります。次の可能性を確認します。

 信号強度とネットワークタイプを確認します（例えば、 は一般に より高速で

す）。

 の電源をオフにしてオンにし、 干渉をチェックして、より良い チャネル

を見つけます。

 帯域を から に変更します。

液晶画面が点灯しない。 の電源がまだオンになってい

るかどうかを確認する方法を教えてください。

バッテリーを節約するために液晶画面がオフになります。 がゆっくりと点滅し続け、

の電源がまだオンになっていることを示します。 を起動するには、電源ボタ

ンを押してすぐに放します。

の アドレスを確認する方法を教えてください。

の アドレスを確認する手順は、オペレーティングシステムによって異なります。お使

いのデバイスで、ここに記載されていないオペレーティングシステムが実行されている場合

は、該当するオペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。

、 、または デバイスの アドレスを

確認します

、 、または デバイスで アドレスを確認するに

は、次の手順に従います。

 コマンドプロンプトウィンドウを開きます。

a. スタート ファイル名を指定して実行
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b. または と入力し、 ボタンをクリックします。

 コマンドプロンプトで「 」と入力し、 キーを押します。

 ネットワーク接続に関連するエントリの アドレスを書き留めます。 アドレス

は、 アドレスの下に表示されるか、類似したものです。 

デバイスで アドレスを検索します

デバイスで アドレスを検索するには：

 チャームバーで、 検索 ボタンをクリックします。

 コマンドプロンプト を選択します。

 コマンドプロンプトで と入力し、 キーを押します。

 ネットワーク接続に関連するエントリの アドレスを書き留めます。 アドレスは

アドレスの下に表示される場合があります。

デバイスで アドレスを検索します

デバイスで アドレスを検索するには：

 アップルメニューから、「システム環境設定」 「ネットワーク」の順に選択します。

 アダプターを選択します。

アドレスが右側のペインに表示されます。

他のオペレーティングシステムを実行しているデバイスの アドレスを検索し

ます

他のオペレーティングシステムを実行しているデバイスで アドレスを検索するには：

 お使いのオペレーティングシステムまたは のユーザーマニュアルを参照してください。
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デバイスの アドレスを確認する方法を教えてください。

次の操作を行う場合は、デバイスの アドレスを知っている必要があります。

 アドレスに基づいた アドレスの割り当て（ 使用時）

 デバイスによる ネットワークへのアクセスの許可または拒否（ フィルタリ

ング）

ヒント：接続されているデバイスのリスト（各デバイスの アドレスを含む）を表示す

るには、 の 管理者ページに移動し、管理者としてログインします。接続された

デバイスのリストがホームページの左側に表示されます。デバイスリンクをクリックすると、

アドレスと アドレスが表示されます。

デバイスの アドレスを検索する手順は、オペレーティングシステムによって異なりま

す。お使いのデバイスで次の手順に記載されていないオペレーティングシステムが実行され

ている場合は、該当するオペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。

、 、または デバイスで アドレスを検索します

、 、または デバイスで アドレスを検索するには：

 コマンドプロンプトウィンドウを開きます。

a. スタート ファイル名を指定して実行

b. または と入力し、 ボタンをクリックします。

 コマンドプロンプトで と入力し、 キーを押します。

 ネットワーク接続に関連するエントリの物理アドレスを書き留めます。

一連の数字と文字として表示されます。これは アダプターの アドレスです。

以降のデバイスで アドレスを検索します

以降のデバイスで アドレスを検索するには：

 チャームバーで、 検索 ボタンをクリックします。

 コマンドプロンプト を選択します。

 コマンドプロンプトで と入力し、 ボタンを押します。
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 ネットワーク接続に関連するエントリの物理アドレスを書き留めます。

一連の数字と文字として表示されます。これはワイヤレスアダプタの アドレスです。

デバイスで アドレスを検索します

デバイスで アドレスを検索するには：

 アップルメニューから、「システム環境設定」 「ネットワーク」の順に選択します。

 ルーティングハードウェアに接続している アダプターを選択します。

 詳細 を選択します

 を選択します。

イーサネット が表示されます。これは アドレスと同じです。 

ネットワーク名がネットワークのリストに表示されない

場合はどうすればよいですか？

対応デバイスから の ネットワークが表示されない場合は、次の方法を試し

てください。

 ネットワークのリストを更新します。

 液晶画面が暗い場合は、 無線がスリープ状態になっている可能性があります。電源

ボタンを押して、 を起動します。

• 帯域設定を確認し、クライアントデバイスとの互換性を高めるために 帯域

の使用を検討します。 
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6 

トラブルシューティング
 

 

 

この章では、 を使用しているときに発生する可能性のある問題のトラブルシューティ

ングについて説明します。

 アラートを表示します

 をリセットします
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アラートを表示します
には、デバイスステータスの変更を通知するアラートが表示されます。 ページの

「 管理者ページでメッセージを表示します」を参照してください。

が取り付けられていません

カードが正しく取り付けられていることを確認します。 の交換については、

ページの「 カードの交換」を参照してください。

エラー を確認してください

プロバイダーの カードが に挿入されていることを確認します。問題が解決

しない場合は、カスタマーサービスにお問い合わせください。 カードが損傷して

いる可能性があり、交換が必要です。

がロックされました

のロックを解除できます。

の 管理者ページから カードのロックを解除するには：

 カードのロックを解除するには、 についてカスタマーサービスにお問い合

わせください。

 に接続済みの無線 子機から、 ブラウザーを起動します。

 または と入力します。

管理者ページが表示されます。

 管理者ログインパスワードを入力します。

デフォルトのパスワードは、 デバイスごとに異なるデフォルトの管理者ログイン

です。バッテリーの下のラベルを参照してください。パスワードでは大文字と小文字が区

別されます。

ホームページが表示されます。

 プロンプトが表示されたら、 を入力します。

http://mywebui.net/
http://192.168.1.1/


モバイルルーター 

 

 

 

 81 

 

 

 

 適用 ボタンをクリックします。 

設定が保存されます。 

温度関連アラート

は、広い温度範囲で動作するように設計されています。（詳細については、 ペー

ジの「 環境仕様 」を参照してください）。 がサポートされている温度範囲外になる

と、自動的にシャットダウンします。

デバイスを温度の適切な場所に移動し、 が高温になっている場合は、周囲が十分に換

気されていて、デバイスの周囲に空気が循環することを確認します。

注意： が動作温度範囲外にある場合、バッテリーは充電されないことがあります。

接続アラート

一部の接続アラートには、解決方法が含まれています。次の表に示す接続に関するその他の

アラートについては、カスタマーサービスにお問い合わせください。

表 接続アラート

アイコン 説明

オペレータによる制限

または の障害

リソースが不足しています

 が見つからないか不明です

 不明な アドレスまたはタイプ

 ユーザー認証に失敗しました

 アクティブ化が によって拒否されました

 サービスオプションはサポートされていません

 サービスオプションが登録されていません
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 サービスオプションが一時的に無効になっています

 通常作動解除

 が許可されていません

 ネットワーク障害

 再有効化が必要です

 機能はサポートされていません

 動作中のセマンティックエラー

 動作における構文エラー

 不明な コンテキスト

 なしの コンテキストがすでに作動しています

 パケットフィルタでのセマンティックエラー

 パケットフィルタの構文エラー

 接続エラー

 無効なトランザクション 値です

 意味的に間違ったメッセージ

 無効な必須情報です

 メッセージタイプが存在しないか実装されていません

 メッセージタイプがプロトコルステートと互換性がありません

 情報要素が存在しないか、実装されていません

 条件付き エラー

 メッセージがプロトコル状態と互換性がありません

 プロトコルエラー、詳細不明

 無効な接続 です

 無効な です
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 無効なフィールドです

 の失敗

 セットアップエラー

 コンテキストなし

 （ 確立最大タイムアウト

 アクティブ最大タイムアウト

 （最大タイムアウトの変更

 非アクティブ最大タイムアウト

 下部レイヤエラー

 複製

 変更

 

の初期化
を工場出荷時の状態にリセットできます。これは、 管理者ページの管理者パス

ワードなどを忘れた場合に便利です。

をリセットすると、すべてのカスタマイズ済みの設定が失われます。これらを保持す

る場合は、リセットを実行する前に保存し、後で復元してください。 ページの「設定のバ

ックアップおよび復元」を参照してください。

注意： をリセットすると、現在接続されているすべてのデバイスにアクセスできなく

なり、 の再起動後に再接続する必要があります。

電源ボタンから を初期化します

をオンにして開始します。

電源ボタンから を初期化するには：
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 電源ボタンを 秒以上押し続けます。

が工場出荷時のリセットモードに入り、最初に「シャットダウンしています」と

いうメッセージが表示され、次に「すべての設定を初期化しますか 」というメッセージ

が表示されます。最後に「デバイスのリセット中」というメッセージが表示されるまで、

電源ボタンを押し続けます。

注意：電源ボタンを放すのが早すぎると、 はリセットされずに電源が切れます。

管理者ページから をリセットします

を工場出荷時の設定にリセットするには：

 に接続済みの無線 子機から、 ブラウザーを起動します。

 または と入力します。

管理者ページが表示されます。

 管理者ログインパスワードを入力します。

デフォルトの管理者ログイン情報は、 デバイスごとに異なります。バッテリーの

下のラベルを参照してください。パスワードでは大文字と小文字が区別されます。

ホームページが表示されます。

 

http://mywebui.net/
http://192.168.1.1/
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 設定 一般 ソフトウェアとリセット の順に選択します。

 リセット ボタンをクリックします。

接続済みのデバイスのインターネットアクセスが切断されることを知らせるメッセージが

表示されます。

 ボタンをクリックします。

が工場出荷時の設定に戻ります。 
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A 

仕様 
 

 

 

この付録では、次のトピックについて説明します。

 バッテリーの仕様

 ディスプレイの仕様

 環境仕様

 機器仕様

 モバイル帯域の仕様

 パッケージの内容

 ポートの仕様

 セキュリティ仕様

• 仕様 
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バッテリーの仕様

バッテリーの仕様：

 充電式なリチウムイオン電池

 最大 時間の連続使用

注意：モバイルネットワークの電波環境や通信量により、連続使用の時間は短くなります。

ディスプレイの仕様

には インチ液晶画面ディスプレイが搭載されています。

環境仕様
表 動作保証温度および保管温度

環境 温度（ ）

動作 （ ）

温度保管温度

機械仕様
表 サイズ

パラメータ 寸法（ ）

重量 （ オンス）（含まず）

バッテリー、 （ ）

（バッテリー装着時）

長さ （ インチ）

幅 （ インチ）

厚み （ インチ）
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モバイル帯域の仕様（日本国内限定）

テクノロジー バンド

パッケージの内容
パッケージには次のものが含まれています。

 

 充電式リチウムイオン電池

 電源アダプター

 ケーブル

 インストールガイド

ポートの仕様
には、 ポートが つあります。

セキュリティ仕様
サポートされているセキュリティ機能：

 コンテンツフィルタリング ペアレンタルコントロール

 ゲスト

 セキュリティ暗号化

 

 パススルー
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 ファイアウォール

 パスワード保護された 管理者ページ

仕様
サポート：

 、 デュアルバンド切替式

 デュアルバンド 、スタンドアロンまたは同時

 複数の ゲスト サポート


