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1
概要
エクステンダーは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
システム要件
エクステンダーの使用方法

注意: このマニュアルの内容の詳細については、サポートサイト
(jp.support.netgear.com)をご覧ください。
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エクステンダーの箱を開ける
製品には、エクステンダー本体と電源アダプターが含まれています。

図 1 : エクステンダーの同梱物

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
LED

説明

電源LED

• 白色ゆっくり点滅：エクステンダーが起動中か、工場出荷時の状態に初期化
中です。
• 白点灯: エクステンダーは正常に起動しています。
• 白色高速点滅：ファームウェアが破損しています。
• 消灯: エクステンダーに電源が入っていません。

ルーターリンク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: 接続状態が良好です。
• オレンジ点灯: 接続状態が普通です。
• 赤点灯: 接続状態が悪いです。
• 消灯: 接続がありません。

2.4 GHz LED

• 白点灯: エクステンダーの 2.4GHz WiFiはオンの状態です。
• 消灯: エクステンダーの 2.4GHz WiFiはオフの状態です。

5 GHz LED

• 白点灯: エクステンダーの 5GHz WiFiはオンの状態です。
• 消灯: エクステンダーの 5GHz WiFiはオフの状態です。

USB LED

• 白点灯: USBデバイスがUSBポートに接続されています。
• 消灯: USBポートにUSBデバイスが未接続です。

LANポート LED
～

WPS LED

• 白点灯: LANポートに有線デバイスが接続済みです。
• 消灯: 有線デバイスがエクステンダーに接続されていません。

• 白点滅: WPS接続中です。
• 白点灯: 拡張ネットワークでWiFiセキュリティ （WPAまたはWPA2）が有効で
す。
• 消灯: WiFiセキュリティが無効です。

概要
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背面
エクステンダーの背面には、ポート、ボタン、 DC電源ジャックがあります。

図 3 : 背面

背面には以下のコンポーネントがあります。
•

リセットボタン: リセットボタンを押すと、エクステンダーがリセットされます。
リセットボタンを7秒以上押すと、電源LEDがオレンジ色に点滅し、エクステンダー
が工場出荷時の設定に戻ります。

•

LANポート: エクステンダーのギガビットLANポートに有線デバイスを接続します。

•

USB 3.0 ポート: エクステンダーに、USBストレージデバイスを接続します。

•

電源ジャック: 電源ケーブルを接続します。

•

電源ボタン: 電源ボタンを押して、エクステンダーに電源を入れます。

概要
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システム要件
エクステンダーを使用するには、次が必要です。
•

2.4GHz または 5Ghz WiFi対応無線LAN親機

•

互換性のある Web ブラウザ:
-

Microsoft Internet Explorer ® 8.0 以降

-

Firefox 2.0 以降

-

Safari 5.1 以降

-

Google Chrome 25.0 以降

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機器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
主な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機器が
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機器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機器が接続できる独自の無線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、無線
LAN親機が実行するネットワーク名（SSID）のブロードキャストなどのタスクを実行
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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はじめに
この章には次の内容が含まれます。
•
•
•
•
•

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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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. エクステンダーを電源コンセントに差し込みます。
3. 電源 LED が白色に点灯するまで待ちます。
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
WiFiネットワークの範囲を拡張するには、エクステンダーを既存のルーターのWiFiに接
続する必要があります。
注意: 無線LAN親機のWiFiセキュリティがWPA/WPA2エンタープライズに設定されている場
合、エクステンダーはルーターに接続できません。ルーターのWiFiセキュリティ設定
を変更する必要があります。
エクステンダーをルーターのWiFiネットワークに接続するには、次のいずれかの方法を
使用します。
•

Nighthawkアプリで接続: Nighthawk アプリが接続方法を案内します。詳細につい
ては、「Nighthawkアプリで接続する（14ページ）」を参照してください。

•

WPSで接続 : ルーターが Wi-Fi Protected Setup (WPS) をサポートしている場合
は、 WPSを使用してエクステンダーをルーターのWiFiに接続します。
詳細については、「WPSを使って接続（15ページ）」を参照してください。
注意: WPSはWEPネットワークセキュリティまたは非表示のSSIDネットワークをサポー
トしていません。無線LAN親機のWiFiネットワークでWEPセキュリティが使用されて
いる、またはSSIDが非表示の場合は、NETGEARインストールアシスタントを使って接
続（17ページ）の手順を参照してください。

はじめに
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•

管理者ページから接続: エクステンダーのWeb管理者ページから、セットアップウィ
ザードをご利用いただけます。 詳細は、NETGEARインストールアシスタントを使っ
て接続（17ページ） を参照してください。

Nighthawkアプリで接続する
Nighthawk アプリに接続するには：
1. モバイルデバイスでNighthawkアプリをダウンロードします。

Nighthawk アプリの詳細については、 Nighthawk-app.com を参照してください。
2. モバイルデバイスで、WiFi接続マネージャーを開き、「NETGEAR_EXT」という名前のエクステン
ダーのネットワークを見つけて接続します。
3. Nighthawkアプリを起動します。
4. 画面の指示に従って、エクステンダーを既存のWiFi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、別の場所に移動します。
WiFi信号が弱い場所と親機との中間付近の場所に置くことをお勧めします。

エクステンダーは、親機の無線LANネットワークの範囲内にある必要があります。
6. エクステンダーの電源を入れます。
7. 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。
8. ルーターリンクLEDが白色に点灯しない場合は、エクステンダーをルーターのより近くに移動さ
せ、もう一度試してください。
ルーターリンクLEDが白色に点灯するまで、エクステンダーをルーターの近い場所でお試しくだ
さい。
9. PCやモバイルデバイスを新しいエクステンダーのWiFiネットワークに再接続します。
2.4Ghz と 5Ghz の拡張WiFi名の例を表示します。
既存の無線LAN親機のWiFi名：

はじめに

•

2.4GHz WiFi

MyWiFiExample

•

5GHz WiFi

MyWiFiExample-5G
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新たに拡張されたWiFi名
•

拡張 2.4GHz WiFi

MyWiFiExample

•

拡張 5GHz WiFi

MyWiFiExample-5G

WPSで接続：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WiFiネット
ワークに接続できます。WPS対応デバイスのWPS機能については、各デバイスにの説明書
をご参照ください。一部の古い装置ではWPSを使用できません。
注意: WPSはWEPネットワークセキュリティまたは非表示のSSIDネットワークをサポート
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かまたは
SSIDが非表示の場合は、NETGEARインストールアシスタントを使って接続（17ページ）
の手順に従ってください。
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. WPS LEDが点滅するまで、エクステンダー本体のWPSボタンを押します。
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WiFiネットワークに接続すると、エクステンダーの WPS 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、ルーターとエクステンダ間の接
続が良好です。ルーターリンク LED が黄色または赤色に点灯した場合は、エクステ
ンダーをルーターの近くに移動して、もう一度試してください。
ルーターリンク LED が白色に点灯している場合は、ルーターとエクステンダー間の
接続が良好です。ルーターリンク LED が黄色または赤色に点灯した場合は、エクス
テンダーをルーターの近くに移動して、もう一度試してください。
注意: 無線LAN親機が 5GHz帯をサポートしていて、エクステンダーがそのバンドに接
続していない場合は、 WPSプロセスを繰り返すことで接続できます。
3. エクステンダーを取り外して、別の場所に移動します。
WiFi信号が弱い場所と親機との中間付近の場所に置くことをお勧めします。

エクステンダーは、親機の無線LANネットワークの範囲内にある必要があります。
はじめに
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4. エクステンダーの電源を入れます。
5. 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。
ルーターリンクLEDが白色に点灯するまで、エクステンダーをルーターの近い場所で
お試しください。
6. ルーターリンクLEDが白色に点灯しない場合は、エクステンダーをルーターのより近
くに移動させ、もう一度試してください。
ルーターリンクLEDが白色に点灯するまで、エクステンダーをルーターの近い場所で
お試しください。
7. 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。
セットアップ後、One WiFi Name機能が有効になり、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。
8. 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、2.4GHzおよび5GHz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2.4GHzワイヤレス設定を使用し
ます。
•

既存の無線LAN親機 2.4GHz WiFiネットワーク名 MyWiFiExample

•

既存の無線LAN親機 5GHz WiFiネットワーク名

MyWiFiExample-5G

•

拡張された 2.4GHz WiFiネットワーク名

MyWiFiExample

•

拡張された 5GHz WiFiネットワーク名

MyWiFiExample

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5GHzワイヤレス設定を使用します。
•

既存の無線LAN親機 2.4GHz WiFiネットワーク名 MyWiFiExample

•

既存の無線LAN親機 5GHz WiFiネットワーク名

MyWiFiExample-5G

•

拡張された 2.4GHz WiFiネットワーク名

MyWiFiExample-5G

•

拡張された 5GHz WiFiネットワーク名

MyWiFiExample-5G

注意: 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。
はじめに
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NETGEARインストールアシスタントを使って接続します
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. WiFi対応のPCまたはモバイルデバイスでWiFi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ネットワークを見つけて接続します。
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WiFi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、別の場所に移動します。
WiFi信号が弱い場所と親機との中間付近の場所に置くことをお勧めします。

6. エクステンダーの電源を入れます。
7. 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。
8. ルーターリンクLEDが白色に点灯しない場合は、エクステンダーをルーターのより近
くに移動させ、もう一度試してください。
ルーターリンクLEDが白色に点灯するまで、エクステンダーをルーターの近い場所で
お試しください。
9. PCやモバイルデバイスを新しいエクステンダーのWiFiネットワークに再接続します。

アクセスポイントモードとして使用する
エクステンダーをワイヤレスアクセスポイントとして使用すると、有線接続を使用して
新しいワイヤレスホットスポットを作成できます。
はじめに
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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. エクステンダーを電源コンセントに差し込みます。
2. 電源 LED がオレンジに点灯してから、白に点灯するまで待ちます。
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。
3. 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。
•

WiFi: PCまたはモバイルデバイスでWiFiの設定を開き、「NETGEAR_EXT」 という
WiFiネットワークに接続します。
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。

•

LAN: LANケーブルをPCとエクステンダーのLANポートに接続します。
注意: 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。

4. Webブラウザーを起動し、www.mywifiext.net に接続します。
NETGEARインストールアシスタントが表示されます。
5. 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。
注意: エクステンダーをモデムやONUに直接接続しないでください。エクステンダー
はルーターとして機能しません。ネットワーク上に DHCP サーバーが存在する場合
は、そのネットワークに接続済みのスイッチングハブにエクステンダーを接続でき
ます。
6. 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。

はじめに
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デバイスをエクステンダーのネットワーク
に接続する
セットアップが完了したら、 WiFi 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ネットワークに接続できます。

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
One WiFi Name機能を有効にした場合、エクステンダーはルーターと同じ WiFi ネット
ワーク名とパスワードを使用します。
エクステンダーのWiFi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. エクステンダーのWiFiネットワーク名を見つけて接続し、WiFi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。One WiFi Name
機能を有効にした場合は、エクステンダーはルーターと同じWiFiネットワーク名と
パスワードを使用します。

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機能については、各デバイスにの説明書をご参照ください。一部
の古い装置ではWPSを使用できません。
WPS接続を使用してエクステンダーに接続します。
1. WPS LEDが白色に点滅するまで、エクステンダーのWPSボタンを押します。
2. 2分以内に、WPS対応デバイスでWPSボタンを押します。
エクステンダーを WPS 対応デバイスに接続すると、 WPS LED が白色に点灯します。

はじめに
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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 PC: http://mywifiext.local/ または http://mywifiext/

-

Mac PCとiOS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>
(例： 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アドレスを確認します（73ページ）を参照してください。

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ルーターに接続したり、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するための簡単な方法です。
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。

はじめに
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•

•

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 PC: http://mywifiext.local/ または http://mywifiext/

-

Mac PCとiOS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>
(例： 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アドレスを確認します（73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の有効または無効
Smart Connectの有効または無効
接続済みデバイスを表示します
WiFi 設定を表示します
WiFi ネットワーク名を変更します
SSID ブロードキャストをオフにします
WiFi機能を有効/無効にします
WiFi 速度を変更します
WPS で無線LAN子機を接続します
子機のアクセス拒否設定
アクセススケジュールを設定します
エクステンダーのデバイス名を変更します
静的 IP アドレスを設定します
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
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One WiFi Nameの有効または無効
One WiFi 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。
One WiFi Name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、One WiFi Name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。
•

ルーター 2.4GHz WiFi ネットワーク名

MyWiFiExample

•

ルーター 5GHz WiFi ネットワーク名

MyWiFiExample-5G

•

拡張 2.4GHz WiFiネットワーク名

MyWiFiExample

•

拡張 5GHz WiFiネットワーク名

MyWiFiExample-5G

注意: 無線LAN親機の2.4GHz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、One WiFi 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。
One WiFi 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機能が有効でない場合は、ブラウザーのアドレスバーに
http://mywifiext.local/ 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 PC: http://mywifiext/ または http://mywifiext.local/

-

Mac コンピュータ、 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>/
(例：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アドレスを確認します（73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。

エクステンダーネットワークの
設定
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[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。
[ワイヤレス設定] ページが表示されます。
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。
初めてOne WiFi Name機能を有効にする場合は、かんたん設定を実行する必要があり
ます。[ステータス] ページに移動し、[かんたん設定] ボタンをクリックして、かん
たん設定を実行します。
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2.4 GHzおよび5 GHz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の有効または無効
Smart Connect 機能では、接続する無線LAN子機にとって最速のWiFi バンドが選択され
ます。Smart Connect 機能を有効にするには、エクステンダーの 2.4 GHz および 5 GHz
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する必要があります。
注意: Oen WiFi Name機能を有効にし、2.4Ghz/5GHzで異なるネットワーク名を使用する
場合、Smart Connectを有効にすることはできません。エクステンダーの2.4GHzと5GHz
のWiFi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のみ、Smart Connect
を有効にできます。
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機能が有効でない場合は、ブラウザーのアドレスバーに
http://mywifiext.local/ と入力します。

エクステンダーネットワークの
設定
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•

•

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 PC: http://mywifiext/ または http://mywifiext.local/

-

Mac コンピュータ、 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>/
(例：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アドレスを確認します（73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。
[ワイヤレス設定] 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。
注意: 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。
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2.4 GHzおよび5 GHz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。

接続済みデバイスを表示します
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。
エクステンダーネットワークの
設定
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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機能が有効でない場合は、ブラウザーのアドレスバーに
http://mywifiext.local/ 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 PC: http://mywifiext/ または http://mywifiext.local/

-

Mac コンピュータ、 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>/
(例：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アドレスを確認します（73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。

WiFi 設定を表示します
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機能が有効でない場合は、ブラウザーのアドレスバーに
http://mywifiext.local/ と入力します。

エクステンダーネットワークの
設定
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•

•

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 PC: http://mywifiext/ または http://mywifiext.local/

-

Mac コンピュータ、 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>/
(例：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アドレスを確認します（73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。
WiFi 設定ページに WiFi 設定が表示されます。

WiFi ネットワーク名を変更します
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機能が有効でない場合は、ブラウザーのアドレスバーに
http://mywifiext.local/ 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 PC: http://mywifiext/ または http://mywifiext.local/

-

Mac PC / iOSデバイス / Linux: http://mywifiext.local/

-

Android デバイス: http://<エクステンダーのIPアドレス>/
(例：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アドレスを確認します（73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。
[ワイヤレス設定] ページが表示されます。
6. 2.4 GHzまたは5 GHz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します
デフォルトでは、エクステンダーはそのワイヤレスシグナルをブロードキャストして、
無線LAN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
て接続できるようにします。SSIDブロードキャストをオフにして非表示の無線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機能が有効でない場合は、ブラウザーのアドレスバーに
http://mywifiext.local/ と入力します。

エクステンダーネットワークの
設定
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•

•

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 PC: http://mywifiext/ または http://mywifiext.local/

-

Mac コンピュータ、 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>/
(例：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アドレスを確認します（73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。
[ワイヤレス設定] ページが表示されます。
6. [2.4GHz/5GHz ネットワーク] 設定で、[ネットワーク名 (SSID) をブロードキャス
トする] チェックボックスをオフにします。
7. [保存] ボタンをクリックします。
設定が保存されます。

WiFi機能を有効/無効にします
エクステンダーの無線LANは、デフォルトでは2.4GHzと5GHzのバンドをブロードキャス
トします。無線LANを無効にすると、ワイヤレスでエクステンダーに接続することがで
きなくなります。
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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機能が有効でない場合は、ブラウザーのアドレスバーに
http://mywifiext.local/ 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 PC: http://mywifiext/ または http://mywifiext.local/

-

Mac コンピュータ、 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>/
(例：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アドレスを確認します（73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。
[ワイヤレス設定] ページが表示されます。
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。
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WiFi 速度を変更します
エクステンダーのバックホールWiFiが2.4GHzで親機に接続している場合、エクステン
ダーの 2.4GHzフロントホールWiFiの速度は親機の2.4GHz WiFiの速度と同じです。エク
ステンダーは 2.4 GHz のWiFi速度を変更できません。
これは、エクステンダーの 5 GHz WiFi の速度にも適用されます。エクステンダーが 5
GHz WiFi でルーターに接続されている場合、エクステンダーの5 GHz フロントホール
の最大WiFi速度もルーターの 2.4 GHz WiFiと同じです。エクステンダーは 5GHz WiFi
速度を変更できません。
次の表では、エクステンダーの 2.4 GHz または 5 GHz のWiFi 速度を、ルーターへの
接続に使用されるエクステンダーバックホール接続に基づいて変更できるかどうかにつ
いても説明します。
表 2 : エクステンダーバックホールおよびフロントホール WiFi 接続
ルーターに接続済みのエ
クステンダーのWiFiバッ
クホールはどれですか？

エクステンダーの 2.4
GHz フロントホールの
WiFi速度は変更できます
か？

エクステンダーの 5 GHz
フロントホールのWiFi 速
度は変更できますか？

2.4GHzと 5GHzの両方

いいえ

いいえ

2.4GHzのみ

いいえ

はい

5GHzのみ

はい

いいえ

接続がありません。

はい

はい

エクステンダーのWiFiの速度を変更します。
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機能が有効でない場合は、ブラウザーのアドレスバーに
http://mywifiext.local/ 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 PC: http://mywifiext/ または http://mywifiext.local/

-

Mac PC / iOSデバイス / Linux: http://mywifiext.local/

-

Android デバイス: http://<エクステンダーのIPアドレス>/
(例：http://192.168.1.3/)
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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アドレスを確認します（73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。
[ワイヤレス設定] ページが表示されます。
6. 2.4GHz / 5GHz WiFi 速度 メニューから速度を選択します。
7. [保存] ボタンをクリックします。
設定が保存されます。

WPS で無線LAN子機を接続します
WPS（WiFi Protected Setup）を使用すると、無線LANネットワークのネットワークキー
やパスワードを入力しなくても、PCやスマートフォンなどの無線LAN子機をエクステン
ダーのネットワークに接続することができます。WPSボタンを使うか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。エクステンダーネット
ワークがオープンになっている場合（無線LANセキュリティが設定されていない場合）、
WPSとの接続はエクステンダーネットワークで自動的にWPA + WPA2無線LANセキュリティ
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、 [WiFi設
定] ページで確認できます（詳細は、 WiFi 設定を表示します（26ページ）を参照して
ください）。

プッシュボタン方式を使用します
プッシュボタン方式を使用して接続する場合は、無線LAN子機に物理的なWPSボタンや画
面に表示されるクリック可能なWPSボタン機能が搭載されている必要があります。
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WPS を使用して WPS 対応デバイスをエクステンダーのWiFi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機能が有効でない場合は、ブラウザーのアドレスバーに
http://mywifiext.local/ 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 PC: http://mywifiext/ または http://mywifiext.local/

-

Mac コンピュータ、 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>/
(例：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アドレスを確認します（73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. [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WiFiネットワークに接続されていることを確認す
るには、 [設定] > [接続デバイス] を選択します。
無線LAN子機が画面に表示されます。

エクステンダーネットワークの
設定

33

ユーザーマニュアル

AX6000 Nighthawk WiFi 6 メッシュエクステンダー

PIN方式を使用します
PIN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に
は、接続しようとしている無線LAN子機の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する
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機能が有効でない場合は、ブラウザーのアドレスバーに
http://mywifiext.local/ 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 PC: http://mywifiext/ または http://mywifiext.local/

-

Mac コンピュータ、 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>/
(例：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アドレスを確認します（73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。
8. [次へ] 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子機を見つけようとします。
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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WiFiネットワークに接続されていることを確認す
るには、 [ 設定 ] > [ 接続デバイス ] を選択します。
無線LAN子機が画面に表示されます。

子機のアクセス拒否設定
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
フォルトでは無効です。
特定のPCや無線LAN子機へ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。
これは、16進文字0–9、a–f、A–Fのみを含む12文字の一意な物理アドレスで、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アドレスを表示できます。また、接続デバイスペー
ジ (接続済みデバイスを表示します（25ページ）) にMACアドレスが表示されている場
合もあります。
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機能が有効でない場合は、ブラウザーのアドレスバーに
http://mywifiext.local/ 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 PC: http://mywifiext/ または http://mywifiext.local/

-

Mac PC / iOSデバイス / Linux: http://mywifiext.local/

-

Android デバイス: http://<エクステンダーのIPアドレス>/
(例：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アドレスを確認します（73ページ）を参照してください。

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。
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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. [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。
［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機器の名
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。

アクセススケジュールを設定します
特定の期間、すべてのユーザーによるアクセスを制御することができます。設定した時
刻に基づいて、エクステンダーのWiFiまたは有線によるルーターへの接続を禁止するア
クセススケジュールを設定できます。
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機能が有効でない場合は、ブラウザーのアドレスバーに
http://mywifiext.local/ 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 PC: http://mywifiext/ または http://mywifiext.local/

-

Mac コンピュータ、 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>/
(例：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アドレスを確認します（73ページ）を参照してください。
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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。
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を変更します
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機能が有効でない場合は、ブラウザーのアドレスバーに
http://mywifiext.local/ と入力します。
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•

•

One WiFi Name機能が有効の場合は、次のURLのいずれかを入力します。
-

Windows PC: http://mywifiext/ または http://mywifiext.local/

-

Mac PC / iOSデバイス / Linux: http://mywifiext.local/

-

Android デバイス http://<エクステンダーのIPアドレス>/
(例：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アドレスを確認します（73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。
[ワイヤレス設定] 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。

静的 IP アドレスを設定します
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。
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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機能が有効でない場合は、ブラウザーのアドレスバーに
http://mywifiext.local/ 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 PC: http://mywifiext/ または http://mywifiext.local/

-

Mac コンピュータ、 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>
(例 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アドレスを確認します（73ページ）を参照してください。

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。
[ワイヤレス設定] 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
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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LAN MAC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機能が有効でない場合は、ブラウザーのアドレスバーに
http://mywifiext.local/ 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 PC: http://mywifiext/ または http://mywifiext.local/

-

Mac コンピュータ、 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>/
(例：http://192.168.1.3/)

エクステンダーネットワークの
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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アドレスと仮想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。
注意: エクステンダーに特定のIPアドレスを予約するには、親機のIP予約表でエクス
テンダーの2.4 GHzまたは5 GHzネットワークに表示される最初の仮想MACアドレスを
指定する必要があります。(エクステンダーの2.4 GHzネットワークと5 GHzネット
ワークに表示される最初の仮想MACアドレスは同じです。)
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監
視
この章には次の内容が含まれます。
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
パスワード復元を設定します
ユーザー名またはパスワードを復元します
サマータイムを設定します
エクステンダーの時計を手動で設定します
設定をバックアップおよび復元します
設定をバックアップします
エクステンダーを初期化します
エクステンダーのファームウェアを更新します
管理者ページからエクステンダーを再起動します
LEDのオン/オフの切り替え
WiFi 範囲を調整します
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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
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。
エクステンダーの管理者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 PC: http://mywifiext/ または http://mywifiext.local/

-

Mac PC / iOSデバイス / Linux: http://mywifiext.local/

-

Android デバイス: http://<エクステンダーのIPアドレス>/
(例：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アドレスを確認します（73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。

エクステンダーのメンテナンス
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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。

パスワード復元を設定します
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。
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 P: http://mywifiext/ または http://mywifiext.local/

-

Mac PC / iOSデバイス / Linux: http://mywifiext.local/

-

Android デバイス: http://<エクステンダーのIPアドレス>/
(例：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アドレスを確認します（73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。

エクステンダーのメンテナンス
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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。

ユーザー名またはパスワードを復元します
エクステンダーへのアクセスに使用するパスワードを変更し、パスワードの復元を設定
した場合は、パスワードを紛失したときにパスワードを復元できます。
エクステンダーへのアクセス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。

•

-

Windows PC: http://mywifiext/ または http://mywifiext.local/

-

Mac PC / iOSデバイス / Linux: http://mywifiext.local/

-

Android デバイス: http://<エクステンダーのIPアドレス>/
(例：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アドレスを確認します（73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への回答を忘れた場合は、エクステンダーの工場出荷時の設定
を復元し、ログイン認証情報を再度設定してください。「エクステンダーを初期化
します（51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。
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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。

サマータイムを設定します
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 PC: http://mywifiext/ または http://mywifiext.local/

-

Mac コンピュータ、 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>/
(例：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アドレスを確認します（73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. [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。

エクステンダーのメンテナンス
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エクステンダーの時計を手動で設定します
アクセススケジュールをオンにした場合は、エクステンダー内の時刻を設定できます。
エクステンダー時計は、WiFiアクセススケジュールが正確であることを確認します。
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 PC: http://mywifiext/ または http://mywifiext.local/

-

Mac PC / iOSデバイス / Linux: http://mywifiext.local/

-

Android デバイス: http://<エクステンダーのIPアドレス>/
(例：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アドレスを確認します（73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. 時刻を指定するには値を入力するか、 [時計の同期] ボタンをクリックして、エクス
テンダーの時刻を使用中のPCまたはモバイルデバイスの時刻に同期します。
8. [保存] ボタンをクリックします。
設定が保存されます。
エクステンダーのメンテナンス
と監視
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設定をバックアップおよび復元します
初期設定後にエクステンダーが正常に動作する場合は、エクステンダーの設定をバック
アップすることをお勧めします。設定をバックアップした後、エクステンダーの設定を
変更したが、新しい設定の内容ではない場合は、エクステンダーの設定をバックアップ
した設定に復元できます。

設定をバックアップします
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 PC: http://mywifiext/ または http://mywifiext.local/

-

Mac コンピュータ、 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>/
(例：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アドレスを確認します（73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。

エクステンダーのメンテナンス
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[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。設定ファイ
ルの拡張子は「.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
と監視
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設定を復元します
エクステンダーを以前保存した設定ファイルで復元できます。
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 PC: http://mywifiext/ または http://mywifiext.local/

-

Mac コンピュータ、 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>/
(例：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アドレスを確認します（73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。
設定ファイルの拡張子は「.cfg」です。
注意: [復元] をクリックした後は、再起動が完了するまで、エクステンダーやPCの電
源を切ったり、エクステンダーの他の操作を行わないでください。
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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します。この処理には1
分ほどかかります。

エクステンダーを初期化します
状況によっては（例えば、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。
エクステンダーの設定を工場出荷時の状態に初期化するには、本体背面のリセットボタ
ンを使用するか、エクステンダーの管理者ページからリセットします。

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: 再起動が完了するまで、エクステンダーやPCの電源を切ったり、エクステン
ダーの他の操作を行わないでください。
エクステンダーがリセットされ、再起動します。この処理には1分ほどかかります。

管理者ページから初期化します
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。

エクステンダーのメンテナンス
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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。

•

-

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>
(例： 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アドレスを確認します（73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
ダーやPCの電源を切ったり、エクステンダーの他の操作を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、再起動します。この処理には1分ほどか
かります。
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エクステンダーのファームウェアを更新し
ます
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。

エクステンダーを自動でアップデートします
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。
•

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 PC: http://mywifiext/ または http://mywifiext.local/

-

Mac PC / iOSデバイス / Linux: http://mywifiext.local/

-

Android デバイス http://<エクステンダーのIPアドレス>/
(例：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アドレスを確認します（73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。

エクステンダーのメンテナンス
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[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。
注意: 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。

エクステンダーを手動でアップデートします
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。
注意: ファームウェアファイルの拡張子は、「.img」です。
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。
•

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 PC: http://mywifiext/ または http://mywifiext.local/

-

Mac PC / iOSデバイス / Linux: http://mywifiext.local/

-

Android デバイス: http://<エクステンダーのIPアドレス>/
(例：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アドレスを確認します（73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。

エクステンダーのメンテナンス
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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拡張子は、「.img」です。
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
ンダーやPCの電源を切ったり、エクステンダーの他の操作を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します。ファー
ムウェア更新の処理には2分ほどかかります。

管理者ページからエクステンダーを再起動
します
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。
管理者ページ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。
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•

•

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 PC: http://mywifiext/ または http://mywifiext.local/

-

Mac PC / iOSデバイス / Linux: http://mywifiext.local/

-

Android デバイス: http://<エクステンダーのIPアドレス>/
(例：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アドレスを確認します（73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。

エクステンダーのメンテナンス
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•

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アドレスを確認します（73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. [オン] または [オフ] ラジオボタンを選択します。
•

LEDをオンにするには、[オン] を選択します。

•

LEDをオフにするには、[オフ] 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。

WiFi 範囲を調整します
拡張されたWiFi ネットワークのエクステンダーの出力電力の割合と範囲を調整できま
す。低出力を選択すると、エクステンダーのWiFiカバレッジが小さくなります。高出力
を選択すると、エクステンダーのWiFiカバレッジが大きくなります
カバレッジエリアを小さくするには、低い出力電力の割合を選択します。カバレッジエ
リアを拡大するには、高い出力電力の割合を選択します。
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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。

•

-

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>
(例： 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アドレスを確認します（73ページ）を参照してください。

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. [ その他のオプション ] > [WiFi カバレッジ ] を選択します。
[WiFi カバレッジ ] ページが表示されます。
6. WiFi 出力電源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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5
エクステンダーに接続されたUSBス
トレージデバイスの共有
この章では、エクステンダーに接続されたUSBストレージドライブにアクセスして設定
する方法について説明します。エクステンダーのUSBポートは、フラッシュドライブや
ハードドライブなどのUSBストレージデバイス、またはプリンターを接続するためにの
み使用できます。PC、USBモデム、CDドライブ、またはDVDドライブをエクステンダーの
USBポートに接続しないでください。
この章には次の内容が含まれます。
•
•
•
•
•
•
•
•
•

USBドライブの要件
エクステンダーへのUSBストレージデバイスの接続
エクステンダーに接続されたストレージデバイスへのWindows PCからのアクセス
WindowsネットワークドライブへのUSBドライブの割り当て
エクステンダーに接続されたストレージデバイスへのMacからのアクセス
USBポートのオン/オフを切り替える
USBストレージドライブへのネットワークフォルダーの追加
USBストレージデバイス上のフォルダーをパスワードで保護
ネットワークまたはデバイス名の変更
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USBドライブの要件
エクステンダーは、一般的なUSBハードディスクに対応します。エクステンダーがサポー
トするUSBデバイスの最新リストについては、http://kbserver.netgear.com/readyshare
を参照してください。
一部のUSBデバイスは、PCにドライバーをインストールする必要があります。このよう
なUSBデバイスは、エクステンダーでは使用できません。
エクステンダーは、次のファイルシステムをサポートします。
•

FAT16

•

FAT32

•

NTFS

•

NTFS (圧縮形式が有効)

•

Ext2

•

Ext3

•

Ext4

•

HFS

•

HFS+

エクステンダーへのUSBストレージデバイス
の接続
ReadySHAREを使用すると、ポートに接続済みのUSBストレージデバイスにアクセスして
共有できます。(専用のドライバーを使用するUSBストレージドライブとは互換性がな
く、使用できません)。
USBドライブを接続します。
1. USBストレージデバイスをエクステンダーのUSBポートに挿入します。
2. USBストレージドライブに電源が付属している場合は、電源を接続します。
USBストレージデバイスをエクステンダーに接続するときは、電源を使用する必要が
あります。
USBストレージデバイスをエクステンダーのUSBポートに接続すると、共有の準備が
できるまで最大2分程かかる場合があります。デフォルトでは、LAN上にあるすべて
のPCからUSBストレージドライブを利用できます。

エクステンダーに接続されたUSB
ストレージデバイスの共有
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エクステンダーに接続されたストレージデ
バイスへのWindows PCからのアクセス
Windows PCからUSBストレージドライブにアクセスします。
1. USBストレージデバイスをエクステンダーのUSBポートに挿入します。
2. USBストレージドライブに電源が付属している場合は、電源を接続します。
USBストレージデバイスをエクステンダーに接続するときは、電源を使用する必要が
あります。
USBストレージデバイスをエクステンダーのUSBポートに接続すると、共有の準備が
できるまで最大2分程かかる場合があります。デフォルトでは、LAN上にあるすべて
のPCからUSBストレージドライブを利用できます。
3. [スタート] > [ファイル名を指定して実行] を選択します。
4. ダイアログボックスに「\\readyshare」と入力します。
5. [OK] ボタンをクリックします。
自動的にウィンドウが開いて、USBストレージドライブ上のファイルとフォルダーが
表示されます。

WindowsネットワークドライブへのUSBドラ
イブの割り当て
USBストレージデバイスをWindowsネットワークドライブに割り当てます。
1. USBストレージデバイスをエクステンダーのUSBポートに挿入します。
2. USBストレージドライブに電源が付属している場合は、電源を接続します。
USBストレージデバイスをエクステンダーに接続するときは、電源を使用する必要が
あります。
USBストレージデバイスをエクステンダーのUSBポートに接続すると、共有の準備が
できるまで最大2分程かかる場合があります。デフォルトでは、LAN上にあるすべて
のPCからUSBストレージドライブを利用できます。
3. [スタート] > [ファイル名を指定して実行] を選択します。
4. ダイアログボックスに「\\readyshare」と入力します。
5. [OK] ボタンをクリックします。
エクステンダーに接続されたUSB
ストレージデバイスの共有
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自動的にウィンドウが開いて、USBストレージドライブが表示されます。
6. USBドライブを右クリックし、[ネットワークドライブを割り当てる] を選択します。
7. 新しいネットワークフォルダーに割り当てるドライブ文字を選択します。
8. [完了] ボタンをクリックします。
指定したドライブ文字にUSBストレージドライブが割り当てられます。
9. 別のユーザーとしてUSBストレージドライブに接続するには、[別の資格情報を使用
して接続する] チェックボックスを選択し、[完了] ボタンをクリックして、以下の操
作を実行します。
a. ユーザー名とパスワードを入力します。
b. [OK] ボタンをクリックします。
指定したドライブ文字にUSBストレージドライブが割り当てられます。

エクステンダーに接続されたストレージデ
バイスへのMacからのアクセス
ネットワーク上のPCまたはモバイルデバイスから、エクステンダーに接続済みのUSBデ
バイスにアクセスできます。
Macからストレージドライブにアクセスします。
1. USBストレージデバイスをエクステンダーのUSBポートに挿入します。
2. USBストレージドライブに電源が付属している場合は、電源を接続します。
USBストレージデバイスをエクステンダーに接続するときは、電源を使用する必要が
あります。
USBストレージデバイスをエクステンダーのUSBポートに接続すると、共有の準備が
できるまで最大2分程かかる場合があります。デフォルトでは、LAN上にあるすべて
のPCからUSBストレージドライブを利用できます。
3. ネットワークに接続されたMacで、[移動] > [サーバーへ接続] を選択します。
4. [サーバーアドレス] に、「smb://readyshare」と入力します。
5. メッセージが表示されたら、[ゲスト] ラジオボタンを選択します。
エクステンダーでアクセス制御を設定し、 Mac PCにネットワークへのアクセスを許
可した場合は、 [登録ユーザー] を選択して、名前に「admin」、パスワードに
エクステンダーに接続されたUSB
ストレージデバイスの共有
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「password」と入力します。アクセス制御に関する詳細は、「接続済みデバイスを
表示します（25ページ）」を参照してください。
6. [接続] ボタンをクリックします。
自動的にウィンドウが開いて、USBストレージドライブ上のファイルとフォルダーが
表示されます。

USBポートのオン/オフを切り替える
デフォルトでは、USBポートがオンになっていますが、エクステンダーにログインして
オン/オフを切り替えることができます。
USBポートのオン/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>
(例： 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アドレスを確認します（73ページ）を参照してください。

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] > [USBポート] の順に選択します。
[USBポート] ページが表示されます。

エクステンダーに接続されたUSB
ストレージデバイスの共有
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6. USBポートをオンにするには、[USBポートオン] ラジオボタンを選択します。
7. USBポートをオフにするには、[USBポートオフ] ラジオボタンを選択します。
8. [保存] ボタンをクリックします。
設定が保存されます。

USBストレージドライブへのネットワーク
フォルダーの追加
エクステンダーの USB ポートに接続されたUSBストレージデバイスにネットワークフォ
ルダを追加できます。
ネットワークフォルダーを追加します。
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>
(例： 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アドレスを確認します（73ページ）を参照してください。

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] > [USBポート] の順に選択します。
エクステンダーに接続されたUSB
ストレージデバイスの共有
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[USBポート] ページが表示されます。
6. [接続デバイス] セクションで、[フォルダーを追加] ボタンをクリックします。
7. USBデバイスのフォルダーを参照して選択します。
8. [保存] ボタンをクリックします。
設定が保存されます。

USBストレージデバイス上のフォルダーをパ
スワードで保護
USBストレージデバイス上のフォルダーへの読み取りまたは書き込みアクセス用のパス
ワードを設定できます。
フォルダーをパスワード保護します。
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>
(例： 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アドレスを確認します（73ページ）を参照してください。

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。

エクステンダーに接続されたUSB
ストレージデバイスの共有
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5. [詳細設定] > [USBポート] の順に選択します。
[USBポート] ページが表示されます。
6. USBデバイスのフォルダーを参照して選択します。
7. 読み取りアクセスをパスワード保護するには、[リードアクセス] メニューで [パス
ワードオン] を選択します。
8. 書き込みアクセスをパスワード保護するには、[ライトアクセス] メニューで [パス
ワードオン] を選択します。
9. [保存] ボタンをクリックします。
設定が保存されます。

ネットワークまたはデバイス名の変更
デフォルトでは、エクステンダーのネットワークとデバイス名はreadyshareです。この
名前は変更することができます。
ネットワークとデバイスの名前を変更します。
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>
(例： 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アドレスを確認します（73ページ）を参照してください。

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。

エクステンダーに接続されたUSB
ストレージデバイスの共有
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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] > [USBポート] の順に選択します。
[USBポート] ページが表示されます。
6. [USBデバイスへのアクセス] 欄に新しい名前を入力します。
7. [アップデート] ボタンをクリックします。
名前が更新されます。
8. [保存] ボタンをクリックします。
設定が保存されます。

エクステンダーに接続されたUSB
ストレージデバイスの共有
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6
メディアサーバーとしてのエクステ
ンダーの使用
この章には次の内容が含まれます。
•

ReadyDLNAメディアサーバーの設定
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ReadyDLNAメディアサーバーの設定
エクステンダーはReadyDLNAメディアサーバー機能をサポートし、Xbox360、Playstation、
などの DLNA/UPnP AV準拠のメディアプレーヤーで映画や写真を表示できます。
メディアサーバー設定を指定します。
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>
(例： 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アドレスを確認します（73ページ）を参照してください。

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] > [USBポート] の順に選択します。
[USBポート] ページが表示されます。

メディアサーバーとしてのエク
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6. 設定を指定します。
•

DLNAメディアサーバーを有効にする：ルーターをメディアサーバーとして有効
にするには、このチェックボックスを選択します。

•

メディアサーバー名: メディアサーバーの名前を変更するには、欄に新しい名前
を入力します。

•

コンテンツのスキャン: 新しいファイルがUSBストレージデバイスに追加されと、
エクステンダーは自動的にメディアファイルをスキャンします。エクステンダー
は、パスワードを使用せずに完全な読み取りアクセスが設定されている共有フォ
ルダーのみをスキャンします。

7. [保存] ボタンをクリックします。
設定が保存されます。

メディアサーバーとしてのエク
ステンダーの使用
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7
FAQ 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アドレスを確認します
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
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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。
管理者ページから正しいパスワードを入力したのですが、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。信号強度を向上させるには、エクステンダーをルーターの近くに移
動し、ルーターリンクLEDが白色に点灯す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LANケーブルで接続した場合、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、製品に同梱、または
http://www.netgear.jp/supportInfo/ 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？

FAQ とトラブルシューティング
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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)。

管理者のユーザー名とパスワードを忘れました。どうすればよいですか？
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
ザー名またはパスワードを復元します（45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アドレスを確認します
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。
ルーターにログインして、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ルーター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ルーターを所有していない場合は、ルーターのマニュア
ルを参照してください。
注意: 次の手順は、NETGEARルーターには適用されません。NETGEARルーターのユーザー
マニュアルを参照してください。

FAQ とトラブルシューティング
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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。初期セットアップ時に設定したパスワードを使用しま
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] の [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。
•

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
（75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てください。詳細については、「FAQ（72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。

•

エクステンダーのセットアップが完了していてもWiFi経由で接続できない場合は、
クライアントリンクLEDが消灯しているかどうかを確認します。

•

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。

FAQ とトラブルシューティング
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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
WiFi ネットワークに接続するには、 WiFi 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。これを選択することができます。ネットワークがセキュリ
ティ保護されている場合は、 WiFi パスワード ( パスフレーズまたはキーとも呼ばれ
ます ) を知っている必要があります。エクステンダーが選択したネットワークに接続
できない場合は、次の原因が考えられます。
•

WiFi ネットワーク名または WiFi パスワードが正しく入力されていない可能性があ
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（20ページ））を
使用して、 WiFiネットワークを選択し、 WiFiパスワードを再入力します。WiFi パ
スワードでは大文字と小文字が区別されます。例えば、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。可能であれば、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 が赤の場合、無線LAN親機とエクステンダー
間の接続状態が良くありません。エクステンダーと無線LAN親機間に壁などの障害物
が少ないほど、最適な接続を確立できます。エクステンダーと無線LAN親機の間に壁
や金属板などの障害物がないか確認し、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] 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。
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。
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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。ルーターにログインして、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アドレスを確認し
ます（73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> (例：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
ドレスを確認します（73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
はルーター (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。
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8
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
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工場出荷時の初期設定
エクステンダーの設定を工場出荷時の状態に初期化するには、本体のリセットボタンを
使用するか、管理者ページにログインして初期化します。詳細については、「エクステ
ンダーを初期化します（51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 3 : 工場出荷時の初期設定
機能

初期設定

かんたん設定

有効

WiFi通信

有効

ワイヤレスネットワーク名 (SSID)

NETGEAR_EXT

セキュリティ

無効

転送速度

自動

国/地域

地域によって異なる

動作モード

802.11a/b/g/n/ac/ax

データレート (2.4 GHz帯)

最大 1147 Mbps

データレート（5 GHz帯）

デフォルトで無効です
（有効の場合、最大速度は4804 Mbps）

DHCP

サーバーとクライアントは有効になっています

1

1

最大WiFi速度 (IEEE 802.11標準)。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 4 : 技術仕様
技術仕様
ネットワークプロトコルと規
格への適合

データおよびルーティングのプロトコル：TCP/IP、DHCPサーバーとクライアン
ト、DNSリレー

ハードウェア仕様

• サイズ：279 x 197 x 106 mm
• 重量：0.86 kg

環境

• 動作温度：0～40℃
• 動作湿度：最大90%、結露なきこと

インターフェイス

• ローカル：ギガビットLANポート × 2
• 802.11ax/ac/n/a/g/bおよび802.11k
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