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1. ご使用上の注意 

1.1.  本商品を取り扱う前に必ずお読みください。 

ここでは、注意を守っていただけない場合、けがや物的損害が起こることがある注

意事項をまとめてありますので、よくお読みください。なお、この本には、本商品に

関連したパソコンシステム全般に関する注意事項についても重複して記載していま

す。お読みになったあとは、いつでも参照できるところに保管してください。 

この本では、商品を安全にお使いいただくために、次のマークを使用して説明して

います。 

◆注意事項を守っていただけない場合、どの程度の影響があるかを表しています。 

警告
 

人が死亡または重傷を負う可能性が想定されることを示

します。 

注意
 

人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的傷

害のみの発生が想定されることを示します。 

 

◆注意事項を守っていただけない場合、発生が予想される障害または事故の内容を表

しています。 

 

注意を促すマークです。マークの中や近くに、想定される傷害や事故

の内容を表しています。 

 

危険事項を示すマークです。マークの中や近くに、してはいけない事

項の内容を表しています。 

 

しなければならない事項を示すマークです。マークの中や近くに、し

なければならない事項の内容を表しています。 

 

 

 

 

 

 故障したままの使用はしない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上カバーは絶対にはずさない 

煙が出ている・変なにおいがするなどの異常状態のまま使用した

り、故障状態で使用すると、火災・感電の原因となります。 

すぐに電源プラグを抜いてください。 電源プラグをコンセントから抜く 

煙が出た場合は出なくなるのを確認し、販売店に修理を依頼して

ください。 

お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。 すぐ修理依頼を 

警告 
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 本商品に衝撃を与えない 

 

 

 

 

 

 雷が鳴り出したら、電源プラグには触れない 

 

 

 

 

 

 本商品の上に水の入った容器を置かない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 電源コードの取り扱いは大切に 

 

 

 

 

 

 

電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本商品の下敷き

にならないようにしてください。コードに傷がついて、火災・感

電の原因となります。 

コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず重いも

のをのせてしまうことがあります。 

禁止 

内部の点検・調製・修理は販売店にご相談ください。 

 
内部の点検・修理は販売店へ 

万一、本商品を落としたり、きょう体を破損した場合は、本体の

電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そ

のまま使用すると火災・感電の原因となります。 電源プラグをコンセントから抜く 

雷が鳴り出したら電源プラグには絶対に触れないでください。感

電の原因となります。 
接触禁止 

本商品の上カバーは絶対にはずさないでください。 

内部には電圧の高い部分がありますので、感電の原因となりま

す。 
分解禁止 感電注意 

本商品の上に水などの入った容器または小さな金属物を置かな

いでください。 

こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。 

万一、本商品の内部に水などが入った場合は、本体の電源プラグ

をコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用

すると火災・感電の原因となります。 

水物禁止 

電源プラグをコンセントから抜く 
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水のかかるところには置かない 

 

 

 

 

 

 不安定なところには置かない 

 

 

 

 

 

 表示以外の電圧で使用しない 

 

 

 

 

 

 本商品を改造しない 

 

 

 

 

 

 

 

電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじっ

たり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破

損して、火災・感電の原因となります。 

水場では使用しないでください。また、本商品の内部に水など

が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。火災・感電の

原因となります。 

電源コードが傷んだら販売店へ交換依頼を 

電源コードの加工禁止 

電源コードが傷んだら（芯線の露出・断線等）販売店に交換を

ご依頼下さい。 

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。 

水場禁止 

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないで

ください。 

落ちたり、倒れかけたりしてけがの原因となります。 

表示された電源電圧（交流１００ボルト）以外の電圧で使用しな

いでください。火災・感電の原因となります。 

本商品を改造しないでください。火災・感電の原因となります。

不安定な設置禁止 

100 ボルト以外使用禁止 

改造禁止 
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 次のようなところは故障・事故の原因 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次のようなことはけがの原因 

 

 

 

 

 

 

電源コード・電源プラグについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●油調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所

に置かないでください。 

 火災・感電の原因となることがあります。 

●屋外や、湿気やほこりの多い場所に置かないでください。 

 火災・感電の原因となることがあります。 

●車載用など移動用途には使用できません。 

 故障の原因となることがあります。 

禁止 

●本商品の上に重いものを置かないでください。バランスが崩れ

て倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。 

●本商品にのらないでください。倒れたり、こわれたりしてけが

の原因となることがあります。 
落下して危険 

電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被覆が溶

けて、火災・感電の原因となることがあります。 
禁止 

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでくださ

い。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
電源コードを引っ張らない 

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因

となることがあります。 
濡れた手は危険 
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お手入れについて 

 

 

 

 

電源プラグは奥までしっかりと差し込んでください。しっかり

と差し込まれていないと、火災・感電の原因となることがあり

ます。 しっかり差し込んで抜けかかり禁止 

移動させる場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、機

器間の接続線をはずしたことを確認の上、行ってください。接

続したまま移動させるとコードに傷が付き、火災・感電の原因

となることがあります。 
移動するときは接続線をはずしてから 

お手入れの際は、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜

いてください。詳細は次ページ「お手入れについて」をご覧くだ

さい。 

長期間、本機をご使用にならないときは安全のため必ず電源プラ

グをコンセントから抜いてください。 
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無線 LAN 商品としての注意事項 
・本機の内部を改造して運用することは法律で禁止されています。 

電波に関する注意 
● 本商品には、2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システムが内蔵されています。  

本商品は、2.4GHz帯域を使用する無線設備であり、

移動体識別装置の帯域が回避できます。変調方式

としてDS- SS 方式を採用しており、与干渉距離は

40m です。 

● 本商品は、日本国における電波法施行規則第6 条第4 項第4 号「小電力データ通信

システムの無線局」を満足した無線設備であり、日本国における端末設備等規則第

36 条「電波を使用する自営電気通信端末設備」を満足した端末設備です。分解や

改造などを行っての運用は違法であり、処罰の対象になりますので、絶対に行なわ

ないでください。 

● 本商品の電波出力は、社団法人電波産業会が策定した「電波防護標準規格（ RCR STD- 

38 ）」に基づく基準値を遥かに下回っています。しかしながら、本商品の通常のご

使用に際しては、万が一でも人体に影響を及ぼさないよう、人体との直接的な接触

を最小限にした使い方をお勧めします。 

● 本商品の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場

の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線

局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。 

1. 本商品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線

局が運用されていないことを確認してください。 

2. 万一、本商品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生し

た場合には、速やかに使用周波数帯域を変更するかまたは電波の発射を停止し

てください。 

3. その他、本商品から移動体識別用特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が

発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、ＮＥＣ パソコンインフ

ォメーションセンターまでご相談ください。 

NEC パソコンインフォメーションセンター 

（フリーダイヤル）0120- 95- 0001  

● 自動ドアや火災報知機等、自動制御機器の周辺では、本商品は使用しないでくださ

い。自動制御機器の電子回路に影響を与え、誤動作の原因となる恐れがあります。 

● 一般の電話機やテレビ、ラジオ、その他無線を使用する機器などをお使いになって

いる近くで本商品を使用すると、それらの機器に影響を与えることがあります（本

商品の電源を入/ 切することで影響の原因になっているかどうか判別できます）。こ

の場合、次のような方法で電波干渉を取り除くようにしてください。 

２．４ＤＳ４  
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1. 本商品と影響を受けている装置の距離を離してください。 

2. 影響を受けている装置が使用しているコンセントと別の電気系統のコンセン

トから、本商品の電力を供給してください。 

3. 経験のある電話機やテレビ、ラジオの技術者にご相談ください。 

● トラック無線（CB 無線）やアマチュア無線などを違法に改造した無線機から影響

を受ける場合には、影響を受ける場所・時間を特定し、ご使用場所の管轄の電波管

理局へ申し入れてください。詳しくは、ご使用場所管轄の電波管理局へお問い合わ

せください。 

● 他の無線機器から影響を受ける場合には、使用周波数帯域を変更するなど、混信回

避のための処置を行ってください。さらに前記処置を行っても影響が軽減されない

ときは、ＮＥＣ パソコンインフォメーションセンターまでご相談ください。 

● 電子レンジなど、本商品と同じ周波数帯域を使用する産業・科学・医療用機器から

影響を受ける場合には、使用周波数帯域を変更する、干渉オプションをセッティン

グするなど、混信回避のための処置を行ってください。さらに前記処置を行っても

影響が軽減されないときは、ＮＥＣ パソコンインフォメーションセンターまでご

相談ください。 

● 本商品は、電波の特性上、設置場所によって通信距離や通信容量が異なります。 

● 本商品は、ネットワークネーム（SSID ）を設定することにより、無線ネットワー

クでの不正アクセスを防止できます。 

● 本商品は、暗号キーを設定することにより、無線区間での漏洩・傍受を防止できま

す。 

● 本商品は、日本国における端末設備等規則第36 条「電波を使用する自営電気通信

端末設備」を満足した端末設備です。本商品は、MAC アドレスに用いたJATE フィ

ルタリング機能を持ちます。 

 

技術基準等適合認定について 

本商品は、電気通信事業法第５０ 条第１ 項の規定に基づく技術基準等適合認定を受

けています。認証番号は以下の通りです。 

認証番号 Ｄ００ －１０５７ＪＰ 

 

 

 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協会（ＶＣＣＩ）の基準に基づくクラ

スＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、

この装置がラジオやテレビジョン受信機に接近して使用されると、受信障害を引き起こ

すことがあります。 
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2. 添付品の確認 

2.1. 添付品 

梱包内容を確認してください。 

  

1 

プロセッサー・モジュール 

2 

電源 

 

 
3 

壁取り付け用マウント・プレート 

4 

ＡＣコードとＦＧ線付２極平行プラグ 

  

5 

カバープレート 

6 

無線 LAN(11Mbps)カード E/EW 

  
7 

スロット・プロテクター・カード 

8 

ＣＤ-ＲＯＭ 

  

9 

スタートアップガイド（本書） 

10 

お客様登録カード 

  

11 

保証書 

12 

ソフトウェア使用許諾書 

 
 13 

注意書きシール 

14 

固定ネジ（３コ） 

  15 

ネジストッパー（３コ） 

16 

タイラップ（４本） 

 



 11

3. 商品の登録 

3.1. お客様登録申込書 

お客様へのサポートおよびサービスを充実させるためにお客様登録をお願い致します。

ご登録いただきますとＮＥＣのパソコン関連総合サイト「１２１ｗａｒｅ．ｃｏｍ」お

よびダイレクトメールにて、ご登録いただいた商品に関するバージョンアップ情報やサ

ービス、お買い得情報などお客様1 人 1 人にあわせた最新情報がご覧いただけます。是

非ご登録のうえ、便利で役立つ「１２１ｗａｒｅ．ｃｏｍ」をご利用ください。 

 

3.2. 商品の登録情報の確認 

インストール作業に入る前に、インストールするコンポーネントについて、

下記の情報を控えておいてください。 

 

■  PK-WL005 の製造番号とＭＡＣアドレス 

 

製造番号と MAC アドレスの記載については「各部名称と機能」を参照してく

ださい。 

 

この番号は、お客様登録申込書に記入する必要があります。 
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4. ハードウェア仕様 
 

■インターフェース（有線） 10Base-T、100Base-Tx 

●コネクタ  RJ45メスソケット 

■インターフェース（無線） 無線LAN カードE（PK-WL006 ） 

●データ転送速度 11M/5.5M/2M/1M （bps ）［自動切替］ 

●準拠規格  ARIB STD- T66 （高度化小電力データ通信シス 

テム規格） 

IEEE802.11b （無線ＬＡＮ 標準プロトコル） 

●伝送方式  DS- SS 方式（IEEE802.11 準拠） 

●伝送距離  屋内50m ／屋外100m （最大）［見通し］ 

屋内25m ／屋外50m （11Mbps 時）［見通し］ 

注）伝送距離は周囲条件によって異なります 

●使用無線チャネル 1 ～11ch ［自動設定］ 

●RF 周波数帯域 2.4GHz 帯域（2400MHz ～2483.5MHz ） 

■電気的特性 

●電圧と周波数  AC100～240V  （50～60Hz ） 

●消費電力  20W 

■温湿度条件   温度：0 ～40 ℃ 

湿度：20 ～80 ％（結露しないこと） 

■外形寸法   約260 (D) mm ×約185 (W) mm ×約50 (H)mm  

■質量    約 1750g 
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4.1. 各部名称と機能 

 

記号 名称 機能 

ａ RS232C コネクタ 未使用 

ｂ Ether コネクタ Ether ケーブルを接続します。（10/100Base-T） 

ｃ 無線 LAN コネクタ A  PK-WL006 を接続します。 

ｄ 無線 LAN コネクタ B  PK-WL006 を接続します。 

どちらでも実装できま

す。両方での使用も可能。 

ｅ AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀ コネクタ 付属のAC アダプタを挿入します。 

ｆ リセット スイッチ アクセスポイントがリセットされます 

ｇ リロード スイッチ アクセスポイントのステータスが“New”となります。 

ｈ 電源 LED 
本体に電源が投入され動作可能状態となると緑色に点

灯します。 

ｉ 有線 LAN LED  
有線 LAN のデータ送信または受信がある時に点滅しま

す。 

ｊ 無線 LAN LED A  
無線 LAN カードが実装されている場合、データの送信

または受信がある時に点滅します。 

ｋ 無線 LAN LED B  
無線 LAN カードが実装されている場合、データの送信

または受信がある時に点滅します。 

ｌ ＭＡＣアドレス 
本商品の有線側ＭＡＣアドレスです。無線側ＭＡＣア

ドレスは無線ＬＡＮカード裏面に記載されています。 

ｍ 製造番号 本商品の製造番号です。 
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5. PK-WL005 の導入フロー 
 

本商品を導入する際の手順を示しております。このフローにしたがって設定

してください。 

 

概要の確認                １５ページ参照 

  

管理端末のセットアップ          １７ページ参照 

  

アクセスポイント E の設置          ２３ページ参照 

  

アクセスポイント E の設定          ２８ページ参照 

  

トラブルシューティング          ３９ページ参照 
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6. 概要 

6.1. 無線ＬＡＮネットワークの概要 

 

この章では、無線ＬＡＮネットワークを構築するためにネットワーク例につ

いて記述しています。 

無線ＬＡＮネットワークシステムは、次のような構成のタイプに識別するこ

とができます。 

■ 基本的なインフラストラクチャー 

― スタンドアローンの構成 

― イーサネット・ネットワークへの無線アクセス 

■ 高度なインフラストラクチャー 

― 複数チャンネル構成 

 

6.1.1. 基本的なインフラストラクチャー 

スタンドアローンの構成 

図６－１において、無線ＬＡＮアクセスポイント E は中継基地局のよう

に機能し、同じ無線セル内の無線クライアント同士においてデータ通信

の中継を行ないます。 

これは小規模な無線ＬＡＮインフラストラクチャーを構築する最も手軽

な方法です。この構成は、有線ＬＡＮインフラストラクチャーのない場

所（例えば展示会）などの環境に対して理想的です。 

 

図６－１ スタンドアローンの構成 

 

このネットワークに接続する装置はすべて、同一のネットワーク名で設

定されなければなりません。無線端末は無線ＬＡＮアクセスポイントの

通信可能な領域（セル）内にある限りインフラストラクチャーとの通信
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が可能です。 

 

有線ＬＡＮネットワークへの接続 

図６－２のように複数の無線ＬＡＮアクセスポイントを有線ＬＡＮネッ

トワークに接続することにより次のことができます。 

■ セル内で移動が可能となります。 

■ また複数のセルを同一ネットワーク名で構成した場合、セルを移動し

て使用（ローミング）することができ、どこからでもインフラストラ

クチャーへの接続可能とします。 

 

図６－２ 無線からイーサネットへのアクセス構成 

 

このセル内の、ネットワークに接続したいすべての無線端末は、無線Ｌ

ＡＮアクセスポイントと同一のネットワーク名で設定されなければなり

ません。また、複数のセルを構成する無線ＬＡＮアクセスポイントのネ

ットワーク名をすべて統一しておくと、無線端末はこのセル内で移動し

て使用することができます。 

6.1.2. 高度なインフラストラクチャー 

 

複数チャンネル構成 

複数の無線ＬＡＮアクセスポイントでセルを構成する場合、無線ＬＡＮ

アクセスポイントは、それぞれ異なった周波数のチャンネルを使用しま

す。無線端末はこれらのセル間を移動するとき、自動的に周波数チャン

ネルを切り替えることができます。隣接する複数の無線ＬＡＮアクセス

ポイントに異なる周波数のチャンネルを割り当てることによって、無線

性能を最適にすることができます。複数の周波数の構成は以下のような

環境において有効です。 

■ 多数の無線端末を高密度に収容する場合。 
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■ 電波の衝突により無線ネットワークの速度低下が発生する場合。 

 

図６－３ ２チャンネル構成 

 

図６－３の構成の中で 

■ 異なる周波数の無線ＬＡＮアクセスポイントを隣接させる構成によ

って、それぞれの無線セルに個別の伝送媒体ができ、互いに独立して

通信を行なうことができます。 

■ 図６－３の構成が単一チャンネルのシステムを表わす時は、端末 1と

端末 2の両方が同じ伝送媒体を分け合います。近隣セルの無線ＬＡＮ

アクセスポイントと端末 2が既に通信していることを感知した時、端

末 1は、無線ＬＡＮアクセスポイントとの通信を延期する必要があり

ます。どのようなローミング環境のケースでも、すべての無線ＬＡＮ

アクセスポイントに同一のネットワーク名を設定した複数チャンネ

ルの構成としなければなりません。隣接するセルにおいて、好ましい

チャンネル分離間隔は最低 15MHz（3 チャンネル）です。利用可能な

チャンネルの数は国により異なりますが、これはネットワーク内で最

大４つの異なるチャンネルを適用することができることを意味して

います。可能な範囲で最大のチャンネル分離をした２チャンネルを適

用すると、チャンネル間のクロストーク量を減少させて、最小のチャ

ンネル分離のネットワークに対し、顕著な性能の向上が得られます。 
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7. 管理端末のセットアップ 
アクセスポイントの管理（設定、無線/有線通信状態モニタリング）は管理

端末で管理します。管理端末には本商品付属のソフトウェア：ＡＰマネージ

ャーをインストールする必要があります。また、このソフトウェアとは別に 

無線ＬＡＮネットワークの電波状態や通信品質を一元管理することができ

る本商品付属のソフトウェア：Ｒａｄｉｏ Ｍｏｎｉｔｏｒがあります。 

（※このＲａｄｉｏ Ｍｏｎｉｔｏｒは必ずしもインストールする必要は

ありません。お客様の必要に応じて、ご使用ください。尚、概要、インスト

ール方法、使用方法等については、本製品添付のＣＤ－ＲＯＭの¥PK-WL005 

¥Manuals の“Radio Monitor ユーザーズマニュアル.pdf”をご参照ください。） 

 

管理端末は有線ＬＡＮ上の同じＩＰサブネット内に設置します。無線ＬＡＮ

側への設置も可能ですが、この場合、無線管理端末とアクセスポイントの間

の無線インターフェース設定が常に整合されている必要がありますので注

意してください。 

 

管理端末の設定に、次の必要条件を満足するデスクトップまたは携帯型のコ

ンピュータを使用することができます： 

■ 80486 または、それより高速のプロセッサ 

■ 4 MB 以上のディスク空き容量 

■ 8 MB メモリー （16 MB または、それ以上を推奨します） 

■ Microsoft Windows  2000 、NT4.0、Me、98se、98 

■ 次のいずれかを経由した LAN へのアクセス 

― PK-WL006x ｼﾘｰｽﾞ（無線 LAN カード E ｼﾘｰｽﾞ） 

─ PK-WL009（無線 LAN USB ﾎﾞｯｸｽ E） 

― 有線イーサネット・カード 

■ Windows sockets (winsock)のインターフェースを与える TCP/IP プロ

トコルの装備 

 

ゲートウェイまたはルータによって分離され、ＬＡＮが複数のサブネットで

成り立つ場合、管理端末はアクセスポイントと同じサブネット上になければ

ならないことに注意してください。 

 

ご購入時（デフォルト状態）のアクセスポイントをインストールする場合、

アクセスポイントの IP アドレスはすべて同じ値となっているため複数台同

時に接続しての設定はできません。１台づつ電源を投入する、または１台づ

つ有線または無線で接続し、設定する必要があります。 
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有線と無線の管理端末 

■ ご購入時（デフォルト状態）のアクセスポイントを設定する場合は、

有線ＬＡＮ管理端末で設定してください。通常は有線側に管理端末を

設置し中央から集中管理することをお勧めします。 

 

（ＨＵＢを使用しない場合はクロスケーブルを使用してください。） 

 

■ 無線ＬＡＮカードを実装したノートＰＣなどを管理端末に使用する

と、移動しての無線ＬＡＮアクセスポイントの設定、およびモニタリ

ングが可能となり、問題解決を現場で行なうことができます。 

 

 

無線接続管理端末については、下記を考慮しなければなりません: 

■ 管理端末は、無線エリア内で使用する必要があります。 
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■ 無線接続が確立している必要があります。 

状況に応じて最適なツールを選べるように、有線接続端末と無線接続端

末を組み合わせた複数の管理端末を割り当てる事もできます。 

 

7.1. ＡＰマネージャのインストール 

ＡＰマネージャー・ソフトウェアのインストールは、以下のように進めてく

ださい: 

 

1. LAN 管理端末として指定した端末に、付属のソフトウェア CD-ROM を挿入

してください。 

 

2. 以下のステップで進んでください。 

■ 「スタート」－「ファイル名を指定して実行」で「参照」をクリッ 

  クして CD-ROM ドライブの¥PK-WL005¥Utilities¥AP Manager 

¥Setup.exe を選択する。又はキーボード入力で“CD-ROM ドライブ 

名:¥PK-WL005¥Utilities¥AP Manager¥Setup.exe”を指定し実行し 

ます。 

 

3. スクリーンに表示される手順でインストールを進めてください。特に指

定しないでインストールを行なうと「スタート」―「プログラム」―

「ORiNOCO」にインストールされます。 

 

注意；以前にインストールされたＡＰマネージャー・プログラムのバージョ

ンはプログラムのディレクトリへ保存された他のファイルに影響せず

に自動的に更新されます。プログラム・フォルダの中に前のバージョ

ンで作成したアクセスポイントの設定ファイルのバックアップファイ

ルは削除も上書きもされません。 

 

7.2. TCP/IP プロトコル設定の確認 

ＡＰマネージャー・プログラムはアクセスポイントと通信するために、

TCP/IP プロトコルを必要とします。初めてアクセスポイントをセットアップ

する時、管理端末の TCP/IP の設定を確認する必要があります。 

■ ネットワーク中のネットワークオペレーティングシステムがTCP/IPプロ

トコルを使用していない場合は、管理端末上にそれをインストールし、

各 LAN 管理端末にユーザー定義の IP アドレスを割り当てる必要がありま

す。 

■ ネットワークオペレーティングシステムがTCP/IPプロトコルを使用して
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いる時は、その端末は既に割り当てられた IP アドレスを持っています。

これはユーザー定義された値、あるいは例えば DHCP サーバに割り当てら

れた値です。この IP アドレスを修正する必要はありません。 

 

TCP/IP プロトコルが適切にインストールされているかどうかを確認するた

めに、以下のように進めてください: 

 

1. Windows タスクバーの「スタート」ボタンをクリックしてください。 

2. 「設定」を選択し、「コントロール パネル」をクリックしてください。 

3. 「コントロール パネル」 ウィンドウの中の「ネットワーク」アイコン

をダブルクリックしてください。 

4. ネットワークコンポーネントのリストに、アクセスポイントとの通信に

使用するネットワーク・インターフェース(例えば有線ＬＡＮカードア

ダプタまたは無線ＬＡＮ「ORiNOCO」アダプタ)用の TCP/IP プロトコル

が含まれていることを確認してください。 

■ もし含まれていれば、「キャンセル」ボタンを使ってすべてのウィン

ドウを閉じ、「設定方法」から続けてください。 

■ もし含まれていなければ、以下のように進めてください。 

 

a. 「追加」ボタンをクリックしてください。 

b. コンポーネントのリストから、「プロトコル」を選択して、「追加」

ボタンをクリックしてください。 

c. 表示されたリストから「TCP/IP プロトコル」を選んでください。

ほとんどのネットワーク環境では、Microsoft TCP/IP プロトコル

がうまく作動します。その代わりのものを選ぶ場合には、ネット

ワークオペレーティングシステムと一致するTCP/IPプロトコルを

選択してください。 

d. ＩＰアドレスを設定してください。ＩＰアドレスは固定ＩＰアド

レスを指定するか、ＤＨＣＰサーバがある場合は「自動的に取得

する」を選択することができます。 

e. ＩＰアドレスを指定する場合は、IP アドレス欄に 153.69.254.xxx

といった形式のユーザー定義の値を入力してください。ここで xxx

は 1～253 の範囲で任意の数値にすることができます。複数の LAN

管理端末を使用する構成の場合、各端末に異なった値が割り振ら

れている事を確かめてください。 

f. サブネットマスク欄の中には、255.255.255.0 の値を入力してくだ

さい。 

g. 内容を確認してよろしければ「ＯＫ」をクリックしてください。 

5. 必要に応じてコンピュータを再起動してください。 
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7.3. 最新版ＡＰマネージャの入手 

 

ＡＰマネージャは必要に応じてバージョンアップを行っております。弊社ホ

ームページで掲載しておりますので参照してください。また、本商品を以前

に購入された方も最新の AP・マネージャにバージョンアップすることをお勧

めいたします。 

参照ページ 

121ware.com のホームページ（NEC パーソナル商品総合情報サイト） 

http://121ware.com/ 

NEC インフロンティアの無線ＬＡＮ商品についてのホームページ 

http://www.necinfrontia.co.jp/products/wlan/jp/index.html 

 

7.4. ＡＰマネージャのアップデート 

ホームページから最新のＡＰマネージャをダウンロードした場合は、ファイ

ルを解凍（自己解凍形式）し、任意のフォルダに保存してから行ってくださ

い。 

「スタート」－「ファイル名を指定して実行」から “Setup.exe”を指定し

て実行してください。 

① 「スタート」－「ファイル名を指定して実行」から“CD-ROM ドライ

ブ名: ¥PK-WL005¥Utilities¥AP Manager¥Setup.exe”または、“保存

したフォルダ内の Setup.exe”を実行してください。 

② アップデートが始まり、最新のＡＰマネージャのコピーを行ないま

す。しばらくするとアップデートが終了します。 

③ アップデートが終了したら、「スタート」－「プログラム」－「ＯＲ

ｉＮＯＣＯ」からＡＰマネージャを実行し、ＡＰマネージャの画面

から「Ｈｅｌｐ」－「Ａｂｏｕｔ」でＡＰマネージャのバージョン

を確認してください。 

2002 年 4 月現在の最新バージョン：Version2.06 

（AP Manager. 1. 2.06 と表示されます。） 
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8. アクセスポイントＥの設置 

8.1. 設置条件 

注意
 

無線ＬＡＮアクセスポイントＥを設置する際には、下記の条件を満足してい

ることを確認してください。 
 

a. １００Ｖが安定供給されているＡＣコンセントがある。 

b. ＡＣアダプタを容易に無線ＬＡＮアクセスポイントＥユニットから外

せる場所である。 

c. 無線ＬＡＮアクセスポイントＥを他の物で覆って空気の流れを止めて

はいけません。極端に気温、湿度が高い場所、振動、埃が有る場所に

は設置しないでください。 

 

8.2. アクセスポイント設置場所 

無線ＬＡＮアクセスポイント Eは、付属のネジとプラグを使用して壁に設置

します。設置場所は無線 LAN を実装した無線クライアントを見通せる高いと

ころに設置することをお勧めします。 
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電波の遮蔽となるもの 

また、本商品は無線の周波数に２．４ＧＨｚ帯を使用しております。この周

波数は他の機器でも使用されています。これらが常時アクセスポイントの近

くにあると電波がぶつかり合うため無線ＬＡＮネットワーク全体の通信速

度を劣化させる原因となります。 

これらの機器とはできるだけ離して設置してください。 

 

＜２．４ＧＨｚ帯を使用している機器＞ 

・無線LAN（FH） 

・電子レンジ 

・Bluetooth 

・医療機器 

 

8.3. アクセスポイントＥの設置 

 

壁取り付け用マウント・プレートと電源の取り付け  

l ＡＣコードと電源を接続し（この時は、まだＡＣプラグをコン         

セントに挿入しません）、ＡＣコードの入り口が図のように左側に向

け、電源をマウント・プレートの真ん中の窪みに納めます。 

素材  バリア効果  使用例  

木 低い パーティション  

プラスタ 低い 内装の壁  

化学的素材  低い パーティション  

ガラス 低い 窓 

水（人間）  中程度  

ブロック 中程度 内装の壁  

コンクリート 強い 床、外壁  

金属 非常に強い  机、金属製パーティション、コンクリート構造材 
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l タイラップを使用しマウント・プレート上の小さな穴に通し、ＡＣ         

コードを固定します。 

 

プロセッサー・モジュールのマウント 

l 電源のＤＣケーブルをプロセッサー・ユニットに取り付けます。 

l LED の位置が右下になるように、プロセッサー・ユニットをマウ      

ント・プレートに取り付けます。マウント・プレートにある４つのツ

メをプロセッサー・ユニットの窪みにはめ込みます。 

l プロセッサー・ユニットを押し込み、きちんと取り付けられているこ

とを確認します。 

 

ネットワーク・インターフェースの接続 

l プロセッサー・モジュールに無線 LAN(11Mbps)カード E/EW を挿入しま

す。 
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l 無線ＬＡＮアクセスポイントEに無線LAN(11Mbps)カードE/EWを１枚

挿入する場合はプロセッサー・モジュールのカードスロット Aまたは

Bのいずれかに挿入します。 

 

l 無線ＬＡＮアクセスポイントEに無線LAN(11Mbps)カードE/EWを２枚

挿入する場合はプロセッサー・モジュールのカードスロット Aと Bに

それぞれに挿入します。片方の無線 LAN(11Mbps)カード E/EW に拡張ア

ンテナ（PK-WL008）を取り付けます。拡張アンテナの実装はアクセス

ポイント Eから１メートル以上離したところに実装してください。 

 

 

l Ethernet ケーブルを Ethernet の 10/100Base-T と接続します。 

l （オプション）ストラップを使用しマウント・プレート上の小さな    

穴に通し Ethernet ケーブルを固定します。 

 

 

1 メートル以上 
拡張アンテナ 
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カバーの取り付け 

l ＬＥＤの位置が右下になるように、無線ＬＡＮアクセスポイント Eの

カバーを取り付けます。カバー下部内側のラッチ（留め金）が、プロ

セッサー・ユニットの下部（図の１部を参照）に引っかかるようにし

ます。 

l カバー上部内側のラッチ（留め金）が、プロセッサー・ユニットの上

部にくるようにします。 

l ユニットがしっかりと固定されていることを確認し、ユニットの電源

をいれます。次の「無線ＬＡＮアクセスポイント Eに電源を投入する」

を参照してください。 

 

無線ＬＡＮアクセスポイント Eに電源を投入する 

無線ＬＡＮアクセスポイント Eの電源は 100-240V AC の電圧に対応し        

ています。 

無線ＬＡＮアクセスポイント E の電源を入れると、診断を開始します。         

約 60 秒の自己診断の後にブリッジとして機能します。 

診断終了の後、LED は下記のようになります。 

 

各ＬＥＤの働きについて 

LAN の LED は、ネットワークの活動（パケットの出入り）が行なわれている時に点滅

します。活動が行なわれていないときにはLED は点灯しません。 

 

電源投入の後、２分経過してもＬＥＤが正しく点灯しない、ブリッジと

して正常に機能しないときには、「トラブルシューティング」を参照し

てください。 
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9. アクセスポイントＥ設定 
管理端末より以下のように各種設定を行ないます。 

・ IPアドレス/サブネットマスク/デフォルトルータIDの設定 

・ 無線インターフェース（Network Name,Channel,Security） 

・ ＳＮＭＰ設定（パスワード） 

・ アクセスコントロールの設定(無線端末の接続制限) 

・ 有線系障害回避設定（Link Integrity ） 

・ 有線インターフェースの設定 

 

 本書（無線ＬＡＮアクセスポイントＥ スタートアップガイド）では一般

オフィスなどへの導入に際しての基本的な設定方法を記述しております。詳

細については添付 CD-ROM のユーザーズマニュアルを参照してください。 

 

  最初に無線ＬＡＮアクセスポイントE の電源を入れたときにこれらの値は、

表に示した値になっています。 

    

無線ＬＡＮアクセスポイント E 識別子 

   IP アドレス    153.69.254.2541  

   読み取りパスワード   “public” 

   読み書きパスワード   “public” 

IEEE802.11 無線ＬＡＮインターフェース 

   ＲＦチャネル           2.4ＧＨ 2,400ＭＨz～2,483.5ＭＨz(無線 LAN カード） 

   ネットワーク名（Network Name） 

   無線セルＩＤ    IEEE802.11PC カードの MAC アドレス 

   メディア予約（Medium Reservation） 無効 

   転送速度（Transmit Rate）  自動転送速度選択 

(11Mbps,5.5Mbps,2Mbps,1Mbps 

auto fall back) 

1. IPネットワークで使用する場合、このIPアドレスを組織のアドレス範囲にあわせてユニークなIP

アドレスに変更してください。 
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9.1. 設定準備 

 

アクセスポイントの設定を行なう前に以下の項目を用意してください。 

① アクセスポイントのＩＰアドレス 

② 無線クライアントのMACアドレス一覧 

アクセスポイントへの接続を許可するすべての無線クライアントのＭＡＣ

アドレスを登録します。 

③ アクセスポイントのチャネル設計 

アクセスポイントを複数使用し、かつ隣接して設置する場合は、アクセスポ

イントのチャネル設計を行った上で設定する必要があります。 

 

チャネル設計について 

２台以上のアクセスポイントを使用するとき、いくつかのチャンネルを使用

することを推奨します。 

隣接するアクセスポイントのチャンネルを変えることにより、隣接のエリア

間の干渉を軽減します。 

Ø ２つのアクセスポイントが隣接する場合。 

なるべくチャンネルを離して利用します。例 １ｃｈと１１ｃｈなど 

Ø ３つ以上のアクセスポイントが隣接する場合。 

アクセスポイント同士が１００メートル以内で隣接している場合は、お

互いのチャネルを変えて設定します。チャネルは互いに３ｃｈ以上離し

て設定することをお勧めいたします。 

例） 

３台のアクセスポイントの場合 ＝ 1ch、4ch、7ch 

４台のアクセスポイントの場合 ＝ 1ch、4ch、7ch、10ch 

無線端末が別のエリアに移動しても、ネットワークＩＤなどのパラメー

タが同じであれば自動的に通信するアクセスポイントを切り替えます。 

 

9.2. 設定 

 

アクセスポイントに接続するためには、以下のように進めて下さい: 

l AP Manager 起動 

Windows メニューの「スタート」－「プログラム」－「ORiNOCO」－

「AP Manager」から AP Manager を起動する。 

 

AP Manager のメニュー画面で次のことを確認する。 

a. Access Point List 画面に接続しているアクセスポイント１台
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が表示されること。表示されていない場合は、「Access Point」

－「Refresh Access Point List」を行って再度 List を確認す

る。これでも表示されない場合はアクセスポイントの電源、

Ether Cable の接続確認を行なう。 

b. IP Address の頭に マークが表示され、Status が“New”で有

ることを確認する。 

 
この表示と異なる場合はアクセスポイントの Reload ボタンを

数秒間押してから、「Access Point」－「Refresh Access Point 

List」を行って再度 List を確認する。 

 
 

l IP アドレス設定（初期設定時のみ） 

アクセスポイントを選択（表示されているアクセスポイントの IP ア

ドレスをクリック）して、「Access Point」－「Edit Access Point」

を選択する。 

Reload ボタン

を押すと Power 

LED がオレン

ジ色になる 
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「Read Write Password」入力画面が表示されるのでパスワード（デ

フォルトは「public」（小文字））を入力し OK をクリック。 

 

「Change IP」画面が表示されるのでアクセスポイントに設定する

IP Address を入力し OK をクリック。初期設定時は、ＤＨＣＰサー

バからＩＰアドレスを取得する場合も一時的なＩＰアドレスを入力

してください。 

 

もう一度「Read Write Password」入力画面が表示されるので、パス

ワード（デフォルトは「public」（小文字））を入力して OK をクリッ

クすると、設定画面「Edit Access Point Configuration」が表示さ

れる。 

 

l 無線インターフェース設定 

「Wireless Interfaces」タブをクリックして以下の設定を行ってく

ださい。 

この画面では、無線ＬＡＮカードＥ/ＥＷが実装されているスロット

が表示される。例えば、PC Card Slot B に無線ＬＡＮカードＥ／Ｅ

Ｗが実装されている場合は下図となる。 
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a. Network Name 設定 

「Network Name」欄にネットワーク識別名を入力してください。

ネットワーク名は「a～z」、「A～Z」そして「0～9」の範囲の 1

から 32 文字までの任意の英数字の文字列です。ネットワーク

名は接続する無線端末すべてが同じ値に設定されている必要

があります。 

アクセスポイントが複数設置され、無線端末がアクセスポイン

トを移動（ローミング）して使用する場合は、アクセスポイン

トの「Network Name」はすべて同じ値を設定する必要がありま

す。「Network Name」が他のアクセスポイントと異なる場合は

ローミングができません。 

 

「Wireless Interfaces」タブ内の「Advanced」をクリックし、以

下の設定を行ってください。 

 

b. チャネル設定 
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使用するチャネルを１～１１の範囲で設定してください。 

 

c. Distance Between APｓ設定 

無線端末のローミング感度の設定です。アクセスポイントが１

つの場合は「Large」を選択してください。アクセスポイント

が複数の場合はアクセスポイントの設置密度により設定値を

決めてください。 

 

「Large」；アクセスポイント１台で使用される場合は、本設定でご使用くだ

さい。同一ﾌﾛｱで複数台のアクセスポイントを使用され、アクセスポイント

と他のアクセスポイントとの距離が、３０ｍ以上で使用される場合は、本設

定でご使用ください。 

「Medium」；同一ﾌﾛｱで複数台のアクセスポイントを使用され、アクセスポイ

ントと他のアクセスポイントとの距離が、約２０ｍで使用される場合は、本

設定でご使用ください。 

「Small」 ；同一ﾌﾛｱで複数台のアクセスポイントを使用され、アクセスポ

イントと他のアクセスポイントとの距離が、約１５ｍで使用される場合は、

本設定でご使用ください。 

「Minicell」；同一ﾌﾛｱで複数台のアクセスポイントを使用され、アクセスポ

イントと他のアクセスポイントとの距離が、約１０ｍで使用される場合は、

本設定でご使用ください。 

「Microcell」；同一ﾌﾛｱで複数台のアクセスポイントを使用され、アクセス

ポイントと他のアクセスポイントとの距離が、約５ｍで使用される場合は、

本設定でご使用ください。 

 

「Multicast Rate」；Multicast/Broadcast 通信は、より信頼性の高い通信

が求められるため、「Distance Between Aps」の設定に応じて、通信速度を

選択する必要があります。低速通信の方が、より信頼性の高い通信が可能で

す 

 

「Wireless Interfaces」タブ内の「Security」をクリックし、以

下の設定を行ってください。 
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d. Security 設定 

「Enable Encryption」をチェックし、無線の暗号化キー設定

をしてください。暗号化のキーは最大４つまで設定でき、１２

８bit または６４bit で設定できます。６４bit で設定する場合

は英数半角５桁、１２８bit は英数半角１３桁で任意の値を入

力します。 

暗号化キーはすべての無線端末で同一の値（キー配列も同一）

に設定される必要があります。 

さらにセキュリティを高めるために「Closed Wireless System」

をチェックしてください。これをチェックすると無線端末はネ

ットワーク名（SSID）が同一でない限りアクセスポイントへ接

続することができません。（無線端末からネットワーク名のス

キャンが実行できなくなります。また、ネットワーク名が「ANY」

や「（空白）」の無線端末の簡易接続も不可能となります。 

 

l IP 設定 

「Access Point IP」タブをクリックして以下の設定を行ってくださ

い。 
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IP アドレスなどを割り当てます。「Specify an IP Address」をチェ

ックしてアクセスポイントの IP Address、Subnet Mask、Default 

Router IP を設定してください。 

 

l SNMP 設定 

「SNMP」タブをクリックして以下の設定を行ってください。 

 

APマネージャでアクセスポイントの設定およびモニタリングを行な

う時のパスワードを設定します。 

  Read Password・・・・・・モニタリング時のパスワード 

Read/Write Password・・・設定時のパスワード 

また、アクセスポイントが複数ある場合はアクセスポイントの識別

名称を任意の値で入力します。「System Name」で設定した値は AP マ

ネージャのトップ画面でアクセスポイントリストの「AP Name」で表

示され、識別するのに便利です。 

 

l Bridge 設定 

指定されたプロトコルのフィルタリングを行ないます。これにより、

不要なパケットによるトラヒックの増加を防止し、ネットワーク性

能を最適化します。「Bridge」設定についてはアクセスポイント・ユ

ーザーズマニュアルを参照してください。 

 

l Access Control 設定 

「Access Control」タブをクリックして以下の設定を行ってくださ

い。 
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無線端末の接続制限を行なうために無線端末の MAC アドレスを登録

します。「AP Authentication」をクリックし、「Add」ボタンをクリ

ックして無線端末（無線 LAN カード）の MAC アドレスを登録します。

すべての端末のＭＡＣアドレスを登録後、「Save Files」で MAC アド

レスのリストをファイルに保存することをお勧めします。保存した

ファイルは別のアクセスポイントにおいて「Import Files」により

同じリストを設定することができます。 

 

l Link Integrity 設定 

Link Integrity は有線系 LAN の障害を回避することができます。ア

クセスポイントは有線 LAN の指定した端末をモニタし、有線 LAN の

切断などの障害により応答がないときに、そのアクセスポイントに

接続している無線端末をほかのアクセスポイントへローミングさせ

ます。 

「Link Integrity」タブをクリックして以下の設定を行ってくださ

い。 
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「Enable Link Integrity」をチェックし、「Poll Target IP Address」

にアクセスポイントが稼動しているときに必ず電源さ投入され、か

つ同じ有線ネットワークに接続されている端末（IP を持つ HUB、ル

ータやサーバなど）の IP アドレスを設定してください。 

IP アドレスは３つまで設定できます。 

 

※ Link Integrity を設定した場合、アクセスポイントを電源投入

してから無線 LAN 稼動状態（ビーコン送出開始）になるまで数分

かかることがあります。 

 

l Ethernet Interfaces 設定 

「Ethernet Interfaces」タブをクリックして以下の設定を行ってく

ださい。 

 
アクセスポイントの有線 LAN 接続先の端末（HUB や端末など）の有

線インターフェースの仕様に合わせて通信スピードや全/半二重の

設定をします。 
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l 設定終了 

以上の設定を行なった後は、「Edit Access Point Configuration」

（TOP 画面）で OK をクリックしてください。 

 
その後、各種確認ウィンドウが表示されるのですべて「OK」または

「はい」をクリックしていくとアクセスポイントが設定を反映して

リブートします。 

 

↓ 

 

↓ 

 

↓ 
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l 設定確認 

設定終了後、アクセスポイントがリブートして正常に立ち上がるこ

とを確認します。（４つの LED がオレンジ、赤、緑で点滅を繰り返し

最後に POW LED が緑になる） 

再度、AP Manager で設定が正しく反映されているか確認してくださ

い。 

 

l 動作確認 

アクセスポイントが正常に動作することを確認する。 

a. 管理端末からアクセスポイントに PING を行ない、応答がある

ことを確認する。PING は「スタート」－「プログラム」－「ア

クセサリ」の「MS-DOS プロンプト」あるいは「コマンド プロ

ンプト」で実行できます。 

 

b. 許可した無線端末がアクセスポイントに接続できることを確

認する。 

確認方法 

・ 無線端末の Client Manager の Link Test で確認。 

・ AP Manager の「Monitor」-「Link Test」で確認 

c. 許可した無線端末がサーバや管理端末等に PING を行ない接続

できていることを確認する。 

 

l 設定情報のセーブ 

以上の動作確認がすべて OK であれば、アクセスポイントの設定情報

をファイルにセーブして保存しておくことをお勧めいたします。 
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保存方法は「Access Point」-「Download Config File」で任意のフ

ァイル名で保存を行ないます。 
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10. トラブルシューティング 
 

環境設定のミスマッチを解決するためには、無線 LAN アクセスポイント E 

と含まれているすべての無線 LAN 管理端末両方の環境設定パラメータ設定を、

比較する必要があります。 

構成要素障害を判別するためには、無線 LAN デバイスの LED アクティビテ

ィーをチェックします。「LED エラー一覧」でチェックしてください。 

対処が必要な場合の設定については、アクセスポイント・ユーザーズ・マ

ニュアル（ＣＤ－ＲＯＭ内）を参照してください。 
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無線ＬＡＮアクセスポイント E で通常のブリッジング要求への応答が停止    

していているようであれば、ユーザーズ・ガイドを参照して、アクセスポイ

ントのリセットや強制リロードを行ってください。 
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