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1. 無線ＬＡＮネットワークの概要 

1.1. 概要 

この章では、無線ＬＡＮネットワークシステムを構築するために役立つ多くのネットワ

ーク例について記述します。無線ＬＡＮネットワークシステムは、ネットワーク全体に

わたって装置の設置場所を変えながらも接続性を保つモーバイルオフィスを実現しま

す。 

無線ＬＡＮネットワークシステムとは移動可能な無線ＬＡＮを使用するネットワーク

です。無線ＬＡＮネットワークシステムはネットワーク全体の大きさや無線ＬＡＮのア

クセスポイント及び無線ＬＡＮクライアントに設定されたセグメントの制限の範囲内

で、そのネットワーク内を自由に動き回れます。無線システムはその大きさやＬＡＮへ

の要求条件によって次のような構成のタイプに識別することができます。 

■ 独立型のネットワーク 

■ 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 

― 移行型の構成 

 

1.2. ピアツーピアグループ 

ピアツーピアグループとは、図 1-1 に示すように、無線ＬＡＮアクセスポイント

（PK-WL005 または PK-WL007）を使用せずに端末間だけで通信するグループです。ピア

ツーピアグループ内の全ての機器をピアツーピア・モードに設定して使用します。端末

は「ピアツーピア（ワークグループ）」で通信します。例えば、Microsoft 社のネットワ

ーク機能を使用してディスクやプリンタを共有します。 
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図 1-1 ピアツーピアグループ 

 

ピアツーピアグループは通常、次のような小規模のネットワークで使用されます。 

■ 全ての無線端末がワークグループに参加して、例えば Microsoft 社のネットワーク

機能のディスク共有オプションまたは共用プリンタを使用する場合。 

■ ピアツーピアグループは展示会や、商用訪問またはサイト外の場所において、無線

ネットワークを構築するのに迅速で、容易な方法です。 

 

1.3. 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 1-2 において、無線ＬＡＮアクセスポイント（PK-WL005 または PK-WL007）は中継

基地局のように機能し、同じ無線セル内のあるコンピュータと別のコンピュータとの

間のデータ通信を行います。 

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迅速で最も容易

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設置が許されない一

時的な設置（例えば展示会）といった環境に対して理想的です。 
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図 1-2 スタンドアローンの構成 

 

このネットワークに接続したい設置された装置はすべて、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

域内にある限りインフラストラクチャーとの通信が可能です。 

 

有線ＬＡＮネットワークへの接続 

図1-3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。 
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図 1-3 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ＬＡＮ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。 

 

1.4. 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。 

■ 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。 
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図 1-4 ２チャンネル構成 

 

図 1-4 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うことができ

ます。 

■ 図 1-4 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。（推奨される

チャンネル配置に関しては表 5-1 および表 5-2 を参照してください）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。複数チャンネルのネットワークを構成するた

めには、「周波数チャンネル管理」を参照してください。 
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2. 管理端末のセットアップ 

2.1. 概要 

本無線 LAN インフラストラクチャーは管理端末で管理します。通常、管理端末は本無線

LAN ネットワークの設定、管理および監視を行うネットワーク管理者が使用するコンピ

ュータです。どのようにネットワークを管理したいかにより、好きなだけの数の管理端

末を割り当てる事ができます。 

LAN 管理端末はネットワークを設定し、監視するために、ユーティリティーソフトウェ

アを使用します。 

下記プログラムはユーティリティーソフトウェアに含まれています: 

■ クライアントマネージャ (PK-WL006x又はPK-WL009ﾌｫﾙﾀﾞの下のUtilityﾌｫﾙﾀﾞ) 

■ ＡＰマネージャー (PK-WL005 又は PK-WL007 ﾌｫﾙﾀﾞの下の Utilities ﾌｫﾙﾀﾞ) 

また、このユーティリティー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ユーティリティーソフトウェア：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。） 

2.2. LAN 管理端末の割り当て 

必要条件 

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  98、98se、Me、2000 または Windows NT4.0 

 

クライアント・マネージャにはさらに次のものが必要です： 

■ 次のいずれかを装着した上記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 

─ PK-WL006x ｼﾘｰｽﾞ (無線 LAN ｶｰﾄﾞ E ｼﾘｰｽﾞ) 

─ PK-WL009 (無線 LAN USB ﾎﾞｯｸｽ E) 

 



 10

ＡＰマネージャーには以下のものが必要です： 

■ 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 ｶｰﾄﾞ 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 

■ 無線ＬＡＮアクセスポイント(PK-WL005 または PK-WL007) 

■ Windows sockets (winsock)のインタフェースを与える TCP/IP ﾌﾟﾛﾄｺﾙの装備 

 

ピアツーピアグループの管理 

ピアツーピアグループはアクセスポイントを経由しないで直接、相互に通信している

何台かの端末から成り立っています。 

ピアツーピアグループは管理ツールを必要としません。それ以上の情報については、

PK-WL006 のガイドを参照してください。 

 

インフラストラクチャー・ネットワークの管理 

インフラストラクチャー・ネットワークでは、アクセスポイントの設定と、ネットワ

ークのモニタリングのために、ＡＰマネージャーをインストールした管理端末を使用

します。 

PK-WL006x ｼﾘｰｽﾞを取り付けた移動可能な端末と最も近くにあるアクセスポイントと

の間の接続のモニタリングにクライアントマネージャ使用することができます。 

 

有線または無線の選択 

まず初めにどのようにネットワークを管理するかを決めなければなりません。 

■ 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うことができます。 

使用ツール：ＡＰマネージャー および クライアントマネージャ 

■ 有線ＬＡＮ管理端末のように、有線側の中央に管理端末を設置することができ

ます。 

使用ツール：ＡＰマネージャー 

 

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。 



 11

■ 無線接続が確立している必要があります。何らかの原因で無線接続が不可能に

なった場合は管理できなくなります。 

 

もちろん、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。 

 

有線管理端末 

有線接続の管理端末はＡＰマネージャーの使用により、有線バックボーンを通してア

クセスポイントを設定し監視することを可能にします。 

 

設定 

有線接続の管理端末は有線バックボーンを経由してすべての無線ＬＡＮアクセスポ

イントにアクセスします。アクセスポイントはそれぞれのユニークな IP アドレスに

よって識別されます。 

 

ゲートウエイまたはルータによって分離されて、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。 

一旦、無線ＬＡＮアクセスポイントが設定され、それらの IP アドレスが登録されれ

ば、どの端末も使用することができます。アクセスポイントの設定についての詳細に

関しては、「設定方法」を参照してください。 

 

モニタリング 

有線接続の管理端末は、端末、アクセスポイントあるいはアンテナの配置の最適化を

行うための調査にはむいていません。 

ただし、有線接続の管理端末は、ＡＰマネージャーによるモニタリングを遠隔で実行

できます。 

 

無線管理端末 

無線接続の管理端末を使用する時、ＡＰマネージャーと同様にクライアントマネージ

ャも使用可能です。 
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モニタリング 

インフラストラクチャー・ネットワークを監視するのに次のツールが使用できます： 

■ クライアントマネージャ 

― PC カードの自己診断 

― 測定データのロギング 

― サイト監視 

― リンク試験 

■ ＡＰマネージャー 

― システム情報 

― 遠隔リンク試験 

― 遠隔統計 

ネットワークの監視についての詳細に関しては、4 章「無線ＬＡＮネットワークのモ

ニタリング」を参照してください。 

 

2.3. ユーティリティーソフトウェアのインストール 

クライアントマネージャ 

クライアントマネージャは無線端末上だけで動作する自己診断ツールです。クライア

ント・マネージャー・プログラムを実行することができる LAN 管理端末をセットアッ

プするためには、その端末は PK-WL006x ｼﾘｰｽﾞまたは PK-WL009 を装備していなければ

なりません。 

 

クライアントマネージャのインストール 

クライアント・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. 管理端末に、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。 

■ Windows タスクバーの「スタート」ボタンをクリックし「ファイル名を指定して

実行」を選択してください。 

■ 「ファイル名を指定して実行」ウィンドウの「参照」ボタンをクリックしてく

ださい。 
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■ 「ファイルの参照」ウィンドウの「マイ コンピュータ」を選択して「開く」ボ

タンをクリックしてください。CD-ROM プレーヤーのドライブを選択して「開く」

ボタンをクリックし、次に「PK-WL006x ｼﾘｰｽﾞ」の場合、「PK-WL006x」-「Utility」

-「Client Manager」のフォルダを選択して「開く」ボタンをクリックしてくだ

さい。また、「PK-WL009」の場合、「PK-WL009」-「Utility」-「Client Manager」

のフォルダを選択して「開く」ボタンをクリックしてください。 

次にファイル「setup.exe」を選択して「開く」ボタンをクリックしてください。 

■ 「ファイル名を指定して実行」ウィンドウの「ＯＫ」ボタンをクリックしてく

ださい。 

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クライアント・マネージャー・プログラムのバージ

ョンは自動的に更新されます。 

 

ＡＰマネージャー 

ＡＰマネージャーは無線接続端末および有線接続端末の両方にインストールするこ

とができます。プログラムをインストールするために、次のもので構成された端末を

選択する必要があります: 

■ インタフェース・カード(NIC) 

― PK-WL006x ｼﾘｰｽﾞまたは PK-WL009（無線接続端末用） 

― 有線ＬＡＮインタフェース・カード 

■ TCP/IP プロトコル 

 

ＡＰマネージャーのインストール 

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。 

■ Windows タスクバーの「スタート」ボタンをクリックし「ファイル名を指定して

実行」を選択してください。 
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■ 「ファイル名を指定して実行」ウィンドウの「参照」ボタンをクリックしてく

ださい。 

■ 「ファイルの参照」ウィンドウの「マイ コンピュータ」を選択して「開く」ボ

タンをクリックしてください。CD-ROM のドライブ名を選択して「開く」ボタン

をクリックし、次に「PK-WL005」の場合、「PK-WL005」-「Utilities」-「AP Manager」

のフォルダを選択して「開く」ボタンをクリックしてください。また、

「PK-WL007」の場合、「PK-WL007」-「Utilities」-「AP Manager」のフォルダ

を選択して「開く」ボタンをクリックしてください。次に、ファイル「setup.exe」

を選択して「開く」ボタンをクリックしてください。 

■ 「ファイル名を指定して実行」ウィンドウの「ＯＫ」ボタンをクリックしてく

ださい。 

 

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ク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。 

 

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
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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フェース(例えば有線ＬＡＮカードアダプタまたは無線ＬＡ

Ｎ「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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2.4. 設定方法 

有線管理端末 

有線管理端末の使用では、次の方法でアクセスポイントの設定ができます： 

■ 図 2-1 に示されるようにハブを経由して、管理端末をアクセスポイントに接続

して設定（机上設定）。 

 

図 2-1 ケーブルによる直接有線接続 

 

■ 図 2-2 に示されるように設置されたアクセスポイントをリモートで設定。 
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図 2-2 ネットワークによる有線接続 

 

図 2-2 に示されるように、管理端末は有線バックボーンを経由してアクセスポイント

の A およびB の両方にアクセスします。 

■ これらのアクセスポイントは管理端末と同じサブネット上にある必要がありま

す。アクセスポイントはそれらの MAC アドレスによって識別することができま

す。(すなわち、管理端末とアクセスポイントの間にルータがない状態です。) 

■ アクセスポイントはユニークな IP アドレス値を割り当てる必要があります。し

たがって、工場出荷時設定状態の同じ値のＩＰアドレスのアクセスポイントを

同時に接続することはできません。 

 

工場出荷時設定状態のアクセスポイントをインストールする場合、図 2-1 に示される

ような方法で一台ずつ設定する必要があります。 

 

無線管理端末 

無線管理端末では、ＡＰマネージャーをクライアントマネージャと組み合わせて使用

することができます。 
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図 2-3 直接的接続を経由した無線アクセス 

 

無線管理端末を使用して、アクセスポイントの設定をすることが可能です: 

■ 図 2-3 に示されるように、１対１無線接続の直接的な接続手段で設定する。 

■ 図2-4に示されるように、別のアクセスポイントと１対１の無線接続を行ない、

バックボーンを経由して目標とするアクセスポイントへアクセスする間接的な

接続手段で設定する。 

 

注意；有線接続のネットワークで、その接続を確立するためにケーブルがすべて適切

に接続されていることを確認することが必要なのと同様に、本無線ネットワー

クでは以下の確認が必要です。 

― 管理端末が設定するアクセスポイントの通信可能な領域内にあること。および 

― 無線インタフェース設定がアクセスポイントのパラメータ値と一致している

こと。 
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図 2-4 間接的接続を経由した無線アクセス 

 

図 2-4 に描かれた方法の場合は、LAN 管理端末の無線ネットワークインタフェースの

設定は、アクセスポイントの B の設定と一致していなければなりません。 

■ 複数の工場出荷時設定状態のアクセスポイントを連続して設定する時、図 2-3

に描かれた方法で行います。 

■ 既存のネットワークに新しいアクセスポイントを加える時、あるいは設定する

アクセスポイントの無線による通信の可能な領域内に無線管理端末がない場合、

図 2-4 に描かれた方法が有効です。 

 

アクセスポイントは、それぞれユニークな IP アドレスに設定する必要があります。 

 

2.5. ユーティリティーソフトウェアのアンインストール 

LAN 管理端末からユーティリティーソフトウェアを削除したい場合は、Windows の「ア

プリケーションの追加と削除」から行います。 

 

ユーティリティーソフトウェアの削除は、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「アプリケーションの追加と削除」
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アイコンをダブルクリックしてください。 

 

4. 削除したいユーティリティーソフトウェアの「マネージャ」プログラムを選択し、

「追加と削除」ボタンをクリックしてください。 

 

「アプリケーションの追加と削除」機能によりプログラムファイルだけが削除されま

す。プログラムファイルのディレクトリにログファイルを保存した場合、そのファイ

ルは削除されません。 

 

2.6. 最新版ユーティリティーソフトウェアの入手 

クライアントマネージャおよび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。ＮＥＣインフロンティアのホームページを参照してください。 

 

http://www.necinfrontia.co.jp/products/wlan/jp/index.html 
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3. 基本設定 

3.1. 概要 

この章では以下の無線ネットワークをどのように設定するかが述べられています： 

■ ピアツーピアグループ 

■ インフラストラクチャー・ネットワーク 

 

3.2. ピアツーピアグループ 

ピアツーピアグループはアクセスポイントを経由せず、直接的に相互に通信している何

台かの無線端末から成り立っています。（図 3-1 を参照してください） 

ピアツーピアグループを構築するためには、下記を行ってください: 

■ すべての端末をピアツーピアグループに接続させてください。 

■ すべての端末に同じネットワーク名を使用させてください。 

■ すべての端末に同一の暗号鍵を使用させてください。 

 

ピアツーピアグループに関しての詳細情報については、PK-WL006x ｼﾘｰｽﾞまたは、

PK-WL009 のスタートアップガイドを参照してください。 

 

図 3-1 ピアツーピアグループ 

 

3.3. インフラストラクチャー・ネットワーク 

アクセスポイントおよび無線端末を使用して多様なネットワークが構成できます。 

高度な構成の設定を行う場合はは７章の「ネットワーク拡張設定」を参照してくださ

い。 
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インフラストラクチャー・ネットワークの構成 

基本的な設定 

図３－２のようなネットワークを構成するための４ステップからなる設定方法を説

明します。 

 

図 3-2 基本的なネットワーク 

 

ネットワークに無線端末を接続するために、各端末をアクセスポイントと同じネット

ワーク名に設定しなければなりません。 

無線端末を設定するためには、PK-WL006x ｼﾘｰｽﾞまたは PK-WL009 のスタートアップガ

イドを参照してください。 

 

アクセスポイントの設置と設定をするためには、次のステップを実行してください: 

1. アクセスポイントのハードウェア１を設置します。 

2. ＡＰマネージャー・プログラムでアクセスポイントに接続します。 

3. ネットワーク名を入力して、アクセスポイントへの設定を保存します。 

4. 新しい設定のバックアップファイルの作成を推奨します。 

 

配置したいアクセスポイントのそれぞれに 2～4 のステップを繰り返してください。 

 

ステップ１ ― アクセスポイントの設置 

アクセスポイントのハードウェアの設置方法については、その機器に添付されたス
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タートアップガイドを参照してください。 

ステップ２ ― アクセスポイントへの接続 

以下の方法でアクセスポイントに接続します。 

■ ネットワークが BOOTP または DHCP のサーバを含んでいる場合、IP アドレスは自

動的に割り当てられます。（BOOTP/DHCP に関しての、より詳細な情報については

「BOOTP と DHCP」を参照してください。） 

■ IP アドレスが自動的に割り当てられない状況では、IP アドレスは

153.69.254.254 となっています。最初の設定でこの工場設定の IP アドレス

(153.69.254.254)を変更しなければなりません。 

■ 工場出荷状態からの設定の時は、DHPC サーバなどから自動的にＩＰアドレスを

設定する場合でも、ＡＰマネージャでアクセスポイントへ接続するときに一時

的なＩＰアドレス（同じサブネットアドレスの任意の値）を設定する必要があ

ります。工場出荷状態のアクセスポイントに接続する場合は、ＡＰマネージャ

の設定画面の前に一時的なＩＰアドレスを入力する必要があります。 

 

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: 

1. ＡＰマネージャープログラムをスタートしてください。 

 

2. リストからアクセスポイントを選択するか、またはアクセスポイントの IP ア

ドレスを IP アドレス入力欄（ 「Connect to:」 ）に入力してください 

（図 3-3 を参照してください。） 

■ 工場出荷状態は のようなアイコンで表示されます。 

■ このリストは、管理端末と同じ IP サブネットに置かれたアクセスポイント

をすべて表示します。（「設定の修正」も参照してください。） 
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図 3-3 ＡＰマネージャーのメインウィンドウ 

 

3. 「編集」ボタンをクリックしてください。 

■ 選択するアクセスポイントが工場出荷時設定の場合は、一時的な IP アドレ

スを入力するウィンドウが表示されますのでＩＰを入力します。 

 

4. Ｒｅａｄ／Ｗｒｉｔｅパスワードを入力して、「ＯＫ」をクリックしてくださ

い。(デフォルト・パスワードは「public」です。) 

■ 設定を変更するためのパラメーター・タブのあるウィンドウが表示されます。

（図 3-4 を参照してください。） 

■ アクセスポイントがネットワークで見つからない場合、および設定が読まれ

なかった場合、あるいは間違ったパスワードが入力された場合、「無効のパ

スワード」というメッセージが現われます。ＡＰマネージャーのメインウィ

ンドウに戻り、再実行してください。 

 

 

ステップ３ ― ネットワーク名の入力と設定の保存 

ネットワークを設置する場合、ネットワークインタフェースのデフォルト・セッテ

ィングを修正することをお勧めします。アクセスポイントはその工場設定値でも動

作できますが、ユニークな値にパラメータを変更することによりセキュリティを確

保することができます。 
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1. 「Wireless Interface」タブを選択してください。（図 3-4 を参照してくださ

い） 

2. PK-WL005 の場合、無線ＬＡＮカードが実装されているのスロット（A あるい

は B）を選んでください。 

 

図 3-4 ＡＰマネージャー「Wireless Interface」タブ 

 

3. 「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」から「z」、「A」から「Z」そして「0」から「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、ネットワーク

に属する無線端末にサービスするすべてのネットワークインタフェースに対

して同じにしなければなりません。ネットワーク名は、近隣のネットワーク

に属するアクセスポイントとこのアクセスポイントを区別します｡ 

4. 「Network Name」の「Advanced」をクリックし、使用するチャネルを設定し

てください。 

5. 「Network Name」の「Security」をクリ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、ＷＥＰ４０ビットまたは、

１２８ビットで設定できます。４０ビットで設定する場合は英数半角５桁、
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１２８ビットの場合は英数半角１３桁で任意の値を入力します。 

6. 「Access Point IP」タブでアクセスポイントのＩＰアドレス、サブネットマ

スクなどを設定します。 

7. 「ＳＮＭＰ」タブでアクセスポイントのパスワードを設定します。 

8. 「Access Control」タブの「AP Authentication」または「RADIUS Server」

を設定します。 

設定方法の詳細または他の高度な設定については、７章の「ネットワーク拡

張設定」を参照してください。 

9. パラメータ変更を終了後、メインウィンドウ（図 3-3）で「ＯＫ」をクリック

してください。 

 

注意；アクセスポイントへの設定を保存（「ＯＫ」ボタンのクリックによる）する

と、アクセスポイントは自動的にリブートします。 

 

これで、アクセスポイントの基本的な設定が完了します。 

 

ステップ４ ― 設定のバックアップの作成 

アクセスポイントの設定を変更する場合はいつでも、設定のバックアップファイル

を作成するようにお勧めします。以下のような状況でアクセスポイントの設定を素

早く復活させるために、このバックアップを使用することができます: 

■ アクセスポイントが使用不能になった場合。 

■ （例えば、修理の後で）アクセスポイントの元の設定に置き換えなければなら

ないときに、その設定を再現したい場合。 

■ 「アクセスポイントの初期化」に書かれた強制リロードを実行する必要がある

場合。 

 

バックアップファイルを作成するためには、以下のように進めてください: 

1. ＡＰマネージャーをスタートしてください。 

2. バックアップを作成したいアクセスポイントを選択してください。 

3. アクセスポイント・メニューから、「Download Config File」を選択してくだ

さい。 

4. ファイル名を入力し、保存してください。 

5. ファイル名、およびアクセスポイントが設置される位置を記録してください。 

 

他のアクセスポイントを設置し設定するためには「ステップ１ ― アクセスポイン

トの設置」に戻って参照してください。 
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4. 無線ＬＡＮネットワークのモニタリング 

4.1. 概要 

無線ＬＡＮネットワークはオフィスの席または会議などダイナミックに場所を変えた

環境でも通常の席と同じようにネットワークを参照，または活用しながら業務を遂行す

るモーバイルビジネスマン必須のネットワークであるという便利さの反面、ケーブルの

様に均一の信号ではありません。使用する場所によってまた、場合によっては時間によ

っても通信状態が変化します。弊社の無線ＬＡＮシステムは無線ＬＡＮクライアントを

使用する皆様、そしてネットワークを管理運用されるネットワークマネージャの方の双

方からモニタリングし適切な処置ができ、オフィスで便利に安定してご利用できるよう

以下２種類のツールを用意しています。 

 

■ クライアントマネージャによる無線ＬＡＮクライアントでのモニタ 

オンサイトで詳細のモニタができますので、環境を実際に目で見ながら適切な判断

が可能です。 

■ ＡＰマネージャによるリモートでのモニタ 

ネットワーク管理者の席からモニタできるようリモートでモニタリングできること

が特徴です。必要なモニタすべき無線ＬＡＮクライアントを選択してモニタが出来

ます。また、ＡＰマネージャは有線で接続されているＰＣでも、無線で接続されて

いるＰＣでも一般的なＴＣＰ／ＩＰプロトコルで使用できます。 

 

＜注意＞ 

本無線ＬＡＮは国際標準の IEE802.11b に準拠し更に、国際的な相互接続認証団体で

ある WECA（Wireless Ethernet Connectivity Alliance）の認証を受け他社の無線Ｌ

ＡＮと相互接続できる Wi-Fi マークを取得しておりますが、このモニタなど管理運用

ツールの相互利用については国際的な標準化がなく、各社独自にツールを用意してい

ます。したがって他社無線ＬＡＮに関しては本ツールで調査，モニタすることはでき

ません。オフィスの無線ＬＡＮネットワークをトータルでサポートする当社ＰＫ－Ｗ

Ｌシリーズ無線ＬＡＮをご使用ください。 

 

4.2. クライアントマネージャによるモニタ 

主要な機能としてリンクテスト，サイトモニタ，測定データのロギングがあります。 

クライアントマネージャを使うには 

① クライアントマネージャは Windows が始まるとき自動的にスタートし Windows のタ
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スクバーにアイコンで登録されます。もしプログラムがスタートしていなかったら； 

■ スタートボタンからプログラムを選択しクライアントマネージャをインストー

ルしたプログラムグループを選択して、クライアントマネージャを起動します。 

② タスクバーのクライアント・マネージャーアイコン  をクリックしメインウ

ィンドウを開きます。（メインウィンドウは図 4-1 を参照） 

 

図 4-1 クライアントマネージャのメインウィンドウ 

 

メインメニューではキーとなる情報を表示しています。 

① ネットワーク名；接続している無線ＬＡＮネットワークの名称を表示します。 

ピアツーピアの場合はピアツーピアのワークグループ名を表示します。 

② 無線の接続状態； 

■ 良好； 

■ 正常； 

■ 不安定（低シグナル）； 

■ 非常に弱い 

■ ネットワークの範囲外； 

無線状態については、同時にグラフィックでも表示をします。参照下さい 

③ アクセスポイント名；接続しているアクセスポイントの名称 

④ チャンネル；使用しているチャンネル番号 

⑤ 暗号化；暗号を使用しているかどうか（オンの場合使用中） 

もし、ネットワークを接続できなかった場合、この画面は以下の表示となります。 

■ ワイヤレスネットワークドライバがありません通信は不可能です。 

無線ＬＡＮクライアントの中でドライバーが活性化されていません。（例；無線

ＬＡＮカードが実装されていないなど）無線ＬＡＮカードの実装または、設定

が正しいか確認してください。 

■ ネットワークの範囲外 
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使用している無線ＬＡＮクライアントは接続しようとしているネットワークの

サポート領域外にいます。 

■ ネットワークを検索中 

指定されたネットワーク名を検索中です。 

１分待っても検索できない場合は、指定されたネットワーク名の無線ＬＡＮネ

ットワークが見つからないことを意味します。 

もし、無線ＬＡＮネットワークに問題がある場合は、ＨｅｌｐボタンまたはＦ

１キーを押しトラブルシュートのヒントを参照ください。 

 

リンクテストウィンドウ 

リンクテストを使用して詳細の診断ができます。 

診断は屋内の無線環境で対象にする無線ＬＡＮクライアントと直接接続するアクセ

スポイントまたは、ピアツーピア接続の無線ＬＡＮクライアントをパートナーとして

診断を実行します。診断を実行するにはクライアントマネージャのメインメニューか

ら拡張を選択しプルダウンメニューでリンクテストを選択します。（図 4-2 参照） 

リンクテストのボックスの上段に以下の内容が表示されています。 

■ 無線チャンネル；使用しているチャンネル番号を表示します。 

■ 使用している無線ＬＡＮクライアントの名称を表示します。 

■ テストパートナーの名称を表示します。 

■ 通信状態を表示します。 

 

図 4-2 リンクテストウィンドウ 
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このダイアロゴボックスは“テスト結果”，“テスト履歴“、及び”ログの設定“のペ

ージがあります。 

テスト結果；リンクテストでの測定結果を表示します。 

テスト履歴；リンクテストで測定した通信状態をグラフィックで表示しますので、 

      無線状態の変化がわかりやすい表示になります。 

例えば、壁の横など無線状態がよくなったり、低下したりというような場所でのアク

セスポイントを更に設置すべきかどうか、または、現在のアクセスポイントの位置を

変更するかどうか判定に役立ちます。 

ログセッティング；テスト結果のログをとることを設定し、将来の判定に利用で

きます。 

テスト結果タブ 

① ＳＮＲ 

重要な値であり、これが大きいほど安定して通信ができます。 

また、ＳＮＲは信号レベルとノイズレベルの差でこの値が大きいほど受信がしや

すくなります。低い信号レベルはテストパートナーの無線が届きにくいことを示

し、距離が離れているか、またはパートナーとの間に無線がとおり難い環境が存

在しています。（鉄、コンクリート製の壁などが直接無線を阻害しているか、また

は通路などにより、無線のレベルが低下しています。） 

また、ノイズレベルが大きいときは、パートナーとの間にノイズ源が存在してい

ることを示し、パートナー側の値とテストを実行している無線ＬＡＮクライアン

トの値を比較し、位置を変えながら実行するとノイズ源を特定しやすくなります。 

そして、ノイズ源を無くすことにより、より快適な無線通信が可能になります。 

② 受信メッセージ 

これも、テストを実行する無線ＬＡＮクライアントとテストパートナー間の無線

パスを決定する重要な情報です。 

リンクテストの実行中は無線ＬＡＮクライアントとテストパートナー間でメッセ

ージの交換を行っています。テストパートナーは受信したことを示すレスポンス

を返します。全メッセージ欄の送信の値と受信の値を比較し 

― リンクの状態が良好または正常の場合、送信と受信の値は同じで紛失は０に

近い値になります。 

― リンクの状態が不安定の場合は、紛失は送信または、受信の１～３％ 

― 紛失が５％以上の場合、パフォーマンスの低下の原因になっている可能性が

あります。 

通常、ＳＮＲの値が低いときロストする電文が増え紛失の値が増加します。 

このステーション欄及びパートナー欄下部に異なる通信速度の受信メッセージ数

を表示しています。速度は 11Mb／s，5.5Mb／s，2 Mb／s，1 Mb／s の４種類あり
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ます。良好な環境では 11 Mb／s が標準的な速度ですが再送データがロストした場

合は次の再々送では速度を遅くして送信します。再々送の原因としてはＳＮＲが

低い，コリジョンの頻発，またはパートナーが遠すぎるときが考えられます。夫々

の速度の中で最も大きな値を示す速度が一番使われている通信速度です。ＳＮＲ

が高くて 11Mb／s 未満の速度が多い場合は無線ＬＡＮディバイスの密集が考えら

れます。更に詳細を知るにはこのウィンドウの以下のボタンをクリックすると更

に詳細がわかります。 

③ アドバイス 

現在のリンク状況に関連する情報及びパフォーマンスを向上するヒントを提供し

ます 

④ 一時停止 

測定を１事停止し、画面上で夫々の数値を確認し検討することが可能になります。 

⑤ リセット 

現在まで計数した値をクリアし０から再スタートできます。 

通信品質を阻害すると思えるものを取り除いた場合との比較をするのに役立ちま

す。 

例；電子レンジを止めて測定する等 

⑥ ヘルプ 

リンクテストに関する情報を表示します。 

 

テスト履歴タブ 

このタブを使用することにより、線グラフでテスト結果を知ることが出来ます。 

また、表示する項目の選択もまた、履歴表示する時間の単位もプルダウンメニュー

から選択できます。 

例えば、ＳＮＲを選択し１時間を選択した場合はテストを開始した後でかつ画面を

見たときから最新の１時間分のＳＮＲ遷移を見ることが出来ます。 

したがって、２４時間で設定しておけば、時々ネットワークのレスポンスが遅くな

るなどの事象のときに、ノイズの１日の変動を確認することなどが出来ます。 

 

ログ設定タブ 

リンクテストの測定結果をログファイルとして記録できます。この機能を使用する

ことにより更に詳しくリンク状況について、調査ができます。測定データは通常の

インターバルで自動的にまたは手動でログを取得します。 
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サイトモニタウィンドウ 

このウィンドウではテストを実行する無線ＬＡＮクライアントとこのクライアント

から無線通信可能な全アクセスポイントの間の通信状態についてモニタできます。 

この機能は、屋内のローミング環境を主に調べる目的で用意したものです。 

無線ネットワーク環境でのローミングの実力をできる限り見えるようにしたもので

す。これは、無線ＬＡＮクライアントから直接無線で通信ができる全アクセスポイン

トを対象に、無線のレベルを示すことにより現在の位置と隣接するローミング可能な

アクセスポイントを表示していますので、位置を移動しながらこのウィンドウをモニ

タするとどの場所で、どのアクセスポイントとつながるべきかが解ります。また、本

ウィンドウは無線ＬＡＮに影響を与えるノイズ源についても調査を出来ます。 

この機能は、クライアントマネージャのメインウィンドウの拡張メニューからプルダ

ウンでサイトモニタを選択することで起動できます。サイトモニタには以下のタブが

あります。 

① サイトモニタタブ；無線ＬＡＮネットワークの性能をモニタ可能です。 

② 選択タブ；隣接するエリアのアクセスポイントを選択してモニタすることを可能

とします。 

③ ログの設定タブ；サイトモニタのログを有効、無効の設定が出来ます。 

④ ＡＰ名タブ；テストを実行している無線ＬＡＮクライアントで使用したいアクセ

スポイント名をつけることが出来ます。これにより、Ｔｅｓｔ中に各アクセスポ

イントを見分けるのに最適なネーミングが可能になります。 

（注意；この名前は、登録をした無線ＬＡＮクライアントのサイトモニタだけで

有効です。） 

本モニタは対アクセスポイントについて有効で、ピアツーピアの環境では動作しませ

ん。 

 

サイトモニタタブ 

本タブを選択すると図 4-3 に示す画面が現われます。 
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図 4-3 サイトモニタタブ 

 

本タブの上の部分にネットワーク名欄があり、現在接続のネットワーク名（SSID）

が表示されます。 

表の部分では、夫々プルダウンメニューで表示項目を選択できます。 

一般的なサイトサーベイでは、ＡＰ名，ＳＮＲ，チャンネルの表示を選択し無線Ｌ

ＡＮでカバーするエリアを歩きまわり、全てのエリアで良好、または正常なＳＮＲ

のアクセスポイントがモニタ上に見えることを確認してください。 

 

選択タブ 

本タブでは、現在つながっているアクセスポイントとは別のアクセスポイントを選

択することが出来ます。これは隣接するエリアのアクセスポイントを選択し、もし

も現在使用中のアクセスポイントがなんらかの原因により通信できなくなった場合

に隣接するアクセスポイントでバックアップが可能かどうかを確認するのに役立ち

ます。 

テストを実行するパートナーをこのタブで選択後、サイトモニタで詳細のテストを

実行できます。 

 

注意；この選択タブで確認可能なアクセスポイントはネットワーク名が無線ＬＡＮ

クライアントと同じものに限られます。 

別のネットワーク名を持つアクセスポイントを調査するには無線ＬＡＮク

ライアントのネットワーク名を変更する必要があります。 

また、無線ＬＡＮクライアントのネットワーク名で“ＡＮＹ”を指定し接続
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先を指定しない方法がありますが、この際接続されるのは、無線ＬＡＮ起動

後ＩＥＥＥ８０２．１１ｂの規定に沿って接続先無線ＬＡＮをスキャンし最

初に検出したネットワークに接続します。 

 

ログ設定タブ 

サイトモニタテストの測定結果をログファイルとして記録できます。この機能を使

用することにより更に詳しくリンク状況について、調査ができます。測定データは

通常のインターバルで自動的にまたは手動でログを取得します。 

 

ＡＰ名タブ 

クライアントマネージャ内固有でのアクセスポイントの名称をＭＡＣアドレスに対

応して定義できます。通常名称をつけるときは論理的な名称か物理的に設置場所を

示す名称をつけますが、アクセスポイント固有の名称が論理的につけられていた場

合、サイトサーベイをする方にとっては解り難い場合があります。 

このとき、このＡＰ名タブで調査をする無線ＬＡＮクライアントで物理的な場所を

意味する名称をつけると、更に効率よくサイトサーベイが可能になります。 

 

4.3. ＡＰマネージャによるモニタ 

アクセスポイントのブリッジ機能に関するＳＮＭＰ情報のモニタリング及びリモート

での無線ＬＡＮに関するテスト測定ができます。 

本ツールは、ＬＡＮのアドミニセンターのようなネットワークコントロール部門で集中

管理できるように用意したツールです。 

本ツールはシステムインフォメーション，リモートリンクテスト，及びリモートでの情

報表示を可能にします。 

＜注意＞ＳＮＭＰのタリー情報については、Ｈｅｌｐを参照下さい。 

 

起動方法 

① ＡＰマネージャを起動します。 

② ターゲットのアクセスポイントをカーソル、またはメインメニュー下の Connect 

to 欄でＩＰアドレスを直接入力して選択します。 

このとき、表示または、選択できるのは同じサブネットを持ったアクセスポイ

ントになります。 

③ Monitor ボタンをクリックしてください。 

④ モニタモードの画面を図 4-4 に示します。 
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図 4-4 モニタモード ウィンドウ 

 

System タブ 

Name, Location, Contact は SNMP タブに登録されている情報を表示します。 

UpTime は最後に電源のＯｆｆ/Ｏｎしたときから、リセットをしたときから、又は

自動的にリブートしたときからの継続時間を示します。 

Service と Object ID は本機器をお使いいただいている皆様には特に意味はありま

せん、何らかの技術サポートが必要になった際に弊社担当窓口へこの欄で表示され

ている数値をご連絡いただけますようお願いします。 

なお、プリントボタンをクリックいただくと印字できます。 

また、ＡＬＴキーを押しながらプリントボタンをクリックすると画面がコピーされ

ますので、ｅｍａｉｌなどに添付できます。 

Description はもっとも大事な表示で、アクセスポイントの社内品名，動作中のソ

フトウェアバージョン、シリアルナンバー、末尾のＶＸ．ｘはＨＷのバージョンを

示します。 

弊社に技術問いあわせを行われる際は、この欄の情報もあわせていただけます様お

願いします。 

 

Link Test ボタン 

システム情報の下の部分に Link Test ボタンがりますのでクリックしてください。

指定したアクセスポイントに接続している無線ＬＡＮクライアントの一覧が表示さ

れます。（図 4-5 参照） 
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図 4-5 リンクテストウィンドウ 

Station Name 欄は無線ＬＡＮクライアント名を示し、Address 欄は無線ＬＡＮクラ

イアントのＭＡＣアドレスを示します。この何れかを使用して、リンクテストを実

行するパートナーを選択してください。 

リンクテストは自動的に実行され図 4-6 に示す画面が現われます。 

 

図 4-6 リモートリンクテスト ウィンドウ 
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Interface 欄はアクセスポイントに実装している無線ＬＡＮカードがどちらのカー

ドスロットに接続されているかを示しています。２；PC カードスロット A、３；PC

カードスロット B 

最新のスキャンを行うには Explore ボタンをクリックしてください。 

重要な情報は SNR でこれにより、パートナーとのリンク状態を知ることができます。

バーの色とコメントで通信状態を示します。 

Excellent；良好，Good；正常 Marginal；不安定 Poor；領域外 

No Connection；未接続 

Detail ボタンをクリックすると、詳細の信号レベルノイズレベルの表示を行います。

SNR は信号レベルとノイズレベルの差ですので、ＳＮＲが低い場合は信号レベルが

低いかノイズレベルが高い場合になります。 

この場合は Advice 欄をクリックし、調査をしてください。 

 

リモート状態監視(Remote Statistics)  

このメニューはＳＮＭＰデータを表示します。（図 4-7 参照） 

 

図 4-7 リモート状態監視 

Remote タブの画面でパケットをモニタします。エラーが多発している場合は「パフ

ォーマンスの最適化」を参照し対処を行う。 

 

System Intervals 

モニタリングする間隔を指定します。（図 4-8 参照） 

この設定は２種類の値を設定できます。１つはリンクテストに使用するポーリング

インターバルで、他方は SNMP 情報を取得するインターバルです。 
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それぞれオンラインでモニタリングしているときは、最小の値（リンクテスト１秒，

ＳＮＭＰ１秒）でモニタしたほうが、調査はし易いのですが、バックグラウンドで

リンクテストをする場合なるべく、クライアントに影響を与えないため、長い値に

すべきです。（１５秒）また、ＳＮＭＰについてもバックグランウドで表示する場合、

及び遅い回線（例えば電話回線）でリモート接続する場合は遅くするべきです。（最

長５分） 

 

図 4-8 インターバル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39

5. パフォーマンスの最適化 

5.1. 概要 

ＬＡＮ環境のパフォーマンスは様々な要因の組合せによって決まります。最適化にあた

っては以下の事項を解析，検討をするツールをご利用下さい。 

■ トラブル発生時の切り分け 

■ ＬＡＮパフォーマンスが予想よりも低い場合 

＜注意＞ 

万一調整が成功しなかった場合に元の環境に戻すことが可能な様に、事前にアクセス

ポイントのコンフィグレーションデータのバックアップを作成してください。 

 

5.2. 余剰トラフィックの除去 

ネットワーク上の転送データは主に以下の２種類のタイプにわけることが出来ます。 

■ 実データ 

ネットワークステーション間のファイル転送、または e-Mail などのデータコミュ

ニケーションを実データと呼びます。通常ペイロードと呼ばれるこの実データは

コリジョンの発生，ケーブル接続の不完全，無線の受信レベルが低いこと等を原

因とする再送メッセージを多く含みます。“ＡＰマネージャ”のリモートタブ内の

モニタリング・モードで実データをユニキャストパケットとして表示しますので、

確認下さい。 

■ ネットワーク オ－バヘッド データ（以下 NW オーバヘッドと呼ぶ） 

データの流れをコントロールするネットワークサービスのデータ交換を言います。 

このオーバヘッドデータは通常トラフィックロードと呼ばれ、これはプロトコル

とブロードキャストメッセージをそしてコンフィグレーションの不一致によるエ

ラーメッセージを含みます。“ＡＰマネージャ”のリモートタブ内のモニタリン

グ・モードではネットワークオーバヘッドデータをノンユニキャストパケットと

して表示します。NW オーバヘッドは１つのネットワークサービスといえますが、

必要以上のＮＷオーバヘッドの比率は無線ＬＡＮのパフォーマンスに影響を与え

る可能性があります。理由は、限られたネットワークのパフォーマンスを実デー

タとＮＷオーバヘッドデータで共有しているので、ＮＷオーバヘッドが増えると

実データは影響を受け、結果パフォーマンスの低下と見えます。したがって。余

分なＮＷオーバヘッドを無くすと、無線ＬＡＮネットワークのパフォーマンスを

改善できます。 

ＡＰマネージャで次のオプションを選択することで、ＮＷオーバヘッドを軽減で
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きます。 

■ プロトコルフィルタリング； 無線ＬＡＮ間（アクセスポイントークライアント

間）で必要のないプロトコルを無線で飛ばさないことが出来ます。 

■ 有線接続の最適化； これにより、余分な再送データを軽減できます。 

■ 無線接続の最適化； 無線上のデータロスト、衝突を減らし、再送を軽減します。 

 

プロトコルフィルタリング 

いくつかのネットワークプロトコルは大量のブロードキャストを全ネットワークク

ライアントに出します。 

大抵の無線ＬＡＮクライアントで使用しませんので、必要が無かったらフィルタリ

ングすることにより、より実データの率を上げ効率を上げます。 

プロトコルフィルタリングの実際 

診断のために、Remote Statistics タブで統計情報をとってください。 

① ＡＰマネージャを起動し、設定するアクセスポイントを選択し、Monitor ボタン

をクリックして下さい。 

② Monitor メニューで Remote Statistics を選択してください。 

③ Remote タブを選択し、インタフェースの統計情報を表示してください。④Out 

collisions と Bridge out packet の数値を比較してください。 

■ Out collision が Bridge out packet の割合が少ない（数％）の場合は、無

線は良好に動作しており、プロトコロルフィルタリングの必要性はありませ

ん 

■ Out collision が Bridge out packet の割合が高い場合（数十％以上）は、

無線が混雑していることを意味します。 

この場合、プロトコルフィルタリングが効果を発揮する可能性があります。 

④ Unicast packets out と Non-Unicast packet out の数値比較 

■ Non-Unicast packet out が Unicast packet に対して、比較的多い場合ネッ

トワークは大きなトラフィックを生じる可能性があります。 

必ずしもプロトコルがこの大きなトラフィックを引き起こすとは限りません

がプロトコルフィルタリングを試す価値があります。 

▲注意；このフィルタリングにあたっては、どのプロトコルがネットワーク内に使

用されているかを識別し、かつ利用しているネットワーク OS のオペレー

ションに影響させず実行する高度なネットワークの知識を必要とします。 

 

フィルタリングネットワークプロトコル 

ネットワークプロトコルがネットワークに悪影響を及ぼしていると想定できた場合、

以下の手順で不必要な、または不必要と思うプロトコルをフィルタリングしてくだ
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さい。 

① 無線ＬＡＮを使用するネットワーク端末とサービスのタイプ調査 

② 利用するネットワークサービスとサーバがどのプロトコルを使っているかをネ

ットワークＯＳのドキュメントで調査をしてください。 

③ ＡＰマネージャを起動してください。 

④ 設定するアクセスポイントを選択してください。 

⑤ Bridge タブを選択し、プロトコルフィルタインフォメーションを表示してくだ

さい。 

⑥ 右上のプロトコルフィルタリングセクションの Edit をクリックしプロトコル

ウィンドウを開いてください。（図 5-1 参照） 

 

図 5-1 プロトコルフィルタリング 

⑦ フィルタリングする全てのプロトコルを選択してください。 

⑧ (オプション)リストにない場合は、Custom ボタンをクリックしプロトコルを入

力してください。 

⑨ 入力が完了したら、OK ボタンをクリックし Bridge タブへ戻ります。 

選択した全てのプロトコルとカスタムプロトコルはプロトコルフィルタリング

フィールドに登録されています。 

⑩ OK をクリックし、変更をセーブしＡＰマネージャのメインウィンドウに戻りま

す。 
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⑪ ステップ４コンフィグレーションのバックアップで述べたバックアップファイ

ルをダウンロードします。 

プロンプト表示により、バックアップファイル名を入力します。 

このとき、オリジナルのバックアッファイルと違う名前を選択してください。 

上書きをすると、以前のバックアッファイルに上書きされ，以前の状態に戻せ

ない危険があります。 

６．３．１．１からの手順を繰り返し、以前の問題を解決したかどうかを確認

ください。もし、解決しない場合は以下の手順へ進んでください 

■ 有線ＬＡＮ接続の最適化 

■ 無線ＬＡＮ接続の最適化 

 

有線ＬＡＮ接続を最適化 

有線ＬＡＮのケーブリングまたはコネクタ接続の不完全性が原因でパフォーマンス

の低下を招く場合があります。このような問題は以下の状況のいずれかに該当しま

す。 

■ 劣化ケーブルの使用または、コネクタの劣化 

■ １セグメント内の距離が長すぎる場合 

通常このような場合以下の状況が生じます。 

■ システムが全く動かない 

■ 大量のコネクションフォールトエラーメッセージの発生。 

これらのメッセージはＬＡＮのパフォーマンスを奪い、ネットワークの速度の低下

を招きます。 

 

ケーブリングの確認 

ケーブリングシステムでの問題は、ＡＰマネージャのモニタモードのリモートタブ

で診断できます。プルダウンメニューから Interface1 :Ethernet を選択し, 

statistics for the Ethernet interface を表示します。 

① In error と Bridge in packets の数値を確認し、In error が Bridge in packets 

の割合が高い場合（数十％以上）は、ケーブリングの問題の可能性があります 

２．Out errors と Bridge in packets の割合が高い場合（数十％以上）はケ

ーブリング問題の可能性があります。 

② Out carrier sense errors が Bridge out packets 割合が高い場合（数十％以

上）か Out carrier sense errors の増加が著しい場合、有線ＬＡＮ上の過負

荷かケーブリングの不完全さを意味します。 

③ また、複数のアクセスポイントでこの状況を確認した場合は、有線ＬＡＮのケ

ーブル，コネクタによる問題か、またはハブ，ブリッジまたはルータ等お使い
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のネットワークセグメントに接続している機器の問題の可能性もあります。 

トラブルシュート 

以下の手順でケーブリングエラーのトラブルシュートをします。解決のために注意

深く、すべてのコネクタを確認してください。 

■ アクセスポイントの確認 

■ ブリッジ､ルータ、そして ハブの確認 

■ 有線の端末及び接続したケーブリングシステムの確認 

もし、１０ベース２（ＢＮＣケーブル）を利用している場合は終端が両端にはいっ

ているかも確認してください。 

 

ＬＡＮセグメントの配線長の確認 

配線長が長すぎて、ネットワークの問題を引き起こす場合もあります。 

この様な場合コリジョンが頻発します。 

LAN セグメントの状況はＡＰマネージャのモニタモードのリモートタブで調査でき

ます。 

■ Bytes in の数値が１秒間に 600,000Bytes 以上増加する場合はｹｰﾌﾞﾘﾝｸﾞ長の

問題の可能性があります。 

この場合は、ネットワークコンサルタントにご相談いただくか、セグメント長を調

整してください。 

＜ご注意＞ 

セグメント分割をする場合、無線ＬＡＮのローミング機能を使用するディバイス

は同一セグメントにインプリしてください、セグメントを越えて，またはルータ

を超えてのローミングはできません。 

 

無線接続の最適化 

無線ＬＡＮクライアントとアクセスポイント間のリンククオリティが Poor の場合、

クライアント及びアクセスポピントは通信パケットをロストする可能性があります。

またこのロストにより再送が行われ、結果トラフィックが増加しネットワークとし

てのパフォーマンスを低下させる可能性があります。 

（注意；無線区間は IEEE802.11b に準拠した、無線特有の再送訂正を行いますので、

TCP レベルの再送訂正は無線特有の再送訂正で訂正できなかったときに実行

されます。したがって、本状況では無線区間のトラフィックが急激に増え、

無線利用端末のレスポンスが遅いという症状に見えます。） 

無線回線上でパケットロストを生じたときは、送信元は受信先からの応答を待ち、

送信元が応答を受信できない場合送信パケットのロストとみなし再送を行います。

このとき、受信先で同一パケットを受信したときは送信元と同期が外れたとみなし、
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受信済みの全パケットを廃棄して送信元に最初から再送信することをリクエストし

ます。したがって、無線の届き難い場所で大きなファイル転送を実行すると、同じ

アクセスポイント配下のクライアントのレスポンスが遅くなります。 

■ 無線の届き難い場所に新たにアクセスポイントを設置する。 

■ 同じアクセスポイント配下の無線クライアントどうしがお互いの無線が届き

難い場合、一方が無線通信を実行中であることを他方は認識できず無線通信

を開始する場合があります。（これを隠れ端末と呼びます） 

このときは、後述する RTS／ＣＴＳ制御をご利用ください。 

▲このような事態を未然に防止するため、弊社で行っているサイトサーベイ

のご利用をお勧めします。 

リンククオリティの診断 

本診断はオンサイトまたはリモートで実行できます。 

■ オンサイトについては４章を参照下さい。 

■ リモートで実行する場合は以下の診断手段をご利用ください。 

－ リモートリンクテスト 

－ IEEE インフォメーション 

－ リモート統計情報（Remote Statistics タブ） 

 

リモートリンクテスト 

ＡＰマネージャの Remote タブを選択し、リモートリンクテスト ウィンドウのダイ

ナミック表示を見てください。（詳細は４章を参照ください。）ポイントは Signal to 

noise ratio(以下 SNR と呼ぶ) で無線通信の信号とアクセスポイントまたは、無線

クライアントの周りに無線ＬＡＮで使用している電波の周波数近傍のノイズとの差

を意味しています。 

信号レベルが強いがノイズレベルが大きい場合、または信号レベルが弱く普通のノ

イズレベルと接近している場合ＳＮＲは小さい値を示します。ＳＮＲの値が大きく

なるよう、アクセスポイントの位置を調整するか、別売りのアンテナを使用して指

向性を利用した改善を図るか、ノイズ源から離れて無線ＬＡＮクライアントをご使

用ください。 

 

I ＥＥＥインフォメーション 

ＡＰマネージャのモニタモードの IEEE802.11 タブを選択してください。 

重要なポイントは以下の３点です。 

① Retry Count; 最初の送信中にロストしたフレーム数を現します。（これはコリ

ジョンによっても生じます）通常Transmitted Fragment Count の数％以下です。 

② Multiple Retry Count; リトライの通信でロストしたフレーム数を現します。
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通常 Retry count の数％以下です。 

③ Failed Count; 再送タイムアウト（リトライ回数オーバ）に達した回数を現し

ます。Multiple Retry Count の割合が高い場合（数十％以上）であれば、問題

がある可能性があります。調査を行ってください。 

 

リモート統計情報 

ＡＰマネージャのモニタモードで Remote タブを選択し、プルダウンメニューからイ

ンタフェースの一方を選択して無線ＬＡＮネットワークインタフェースの

Statistics を表示してください。 

① in errors が Bridge in packet の割合が高い場合（数十％以上）は無線回線

が非常に混んでいることを意味します。 

② Out errors が Bridge out packet の割合が高い場合（数十％以上）は１台以上

の無線ＬＡＮクライアントが無線の届き難い場所で接続している可能性があり

ます。 

③ Out collision が Bridge out packet の割合が高い場合（数十％以上）は、無

線回線が非常に混んでいることを示し、多くの無線ＬＡＮクライアントが同時

に通信をすることにより、無線回線上でコリジョンを起こしている可能性があ

ります 

本項で述べる解決策で解決できない場合は 

■ プロコルフィルタリング 

■ 有線接続の最適化 

■ 高容量ネットワーク設計 

を参照ください 

 

ＲＴＳ／ＣＴＳによる制御 

当社無線ＬＡＮシステムはＩＥＥＥ８０２．１１ｂに準拠し同一エリア内の同一チ

ャンネルを使用する無線ＬＡＮ機器が無線ＬＡＮを使用中は衝突を避けるため無線

の電波を出さず通信の終了を待って通信を開始します。これは、ＣＳＭＡ／ＣＡ

（Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance protocol という通信方式

で、２台以上の無線ＬＡＮ機器が同じエリアで同時に通信をするときに、お互いに

干渉をしあうことを避ける方式です。 

ＲＴＳ／ＣＴＳ制御は、図 5-2 の様にお互いに離れていて相手が通信中かどうか解

らない場合でも、衝突を避けるため通信の予約でコントロールする方式です。この

メカニズムを使用すると大きな通信エリアでも、効率的な無線ＬＡＮ通信が出来ま

す。ＲＴＳ／ＣＴＳ制御はアクセスポイント１台あたりの通信エリアが広い場合，

または、無線レベルが低く不安定なところで無線ＬＡＮクライアントが使用されそ
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のためにコリジョンが多発している場合に有効です。 

しかし、予約型ですので予約した通信が終了しないと、他の通信ができないことか

ら、無線回線上の隙間が生じ本方式使わない場合に比べて若干全体の最高速度は落

ちます。したがって使用しない場合と使用した場合の何れが得策か検討の上判断す

る必要があります 

 

図 5-2 隠れ端末 

隠れ端末の問題 

隠れ端末とは２台の無線ＬＡＮクライアントがアクセスポイントをはさみ離れて設

置している場合で、アクセスポイントまではお互いに通信ができる状況で無線ＬＡ

Ｎクライアント通しは無線が届かない状態のことを言います。 

図 5-2 の例ではＡとＢの無線ＬＡＮクライアントがそうなります。 

ＡはＢにとっての隠れ端末で、ＢはＡにとっての隠れ端末です。Ａがアクセスポイ

ントと無線通信を始めると、Ｂはアクセスポイントの無線は認識できますが、Ａの

無線は認識できません。したがって、Ａが無線電波を出している最中にＢが無線通

信を開始する恐れがあり、その場合アクセスポイントは同時にＡとＢから無線通信

を受けることになります。このとき同じ周波数の無線であるために混信し正常に受

信できませんので、両方のメッセージを失うことになります。このようなとき、Ｒ

ＴＳ／ＣＴＳ制御はアクセスポイントが夫々の無線ＬＡＮクライアントの送信をコ

ントロールすることで、一方が送信中他の機器が送信をさせないことで効果を発揮

します。無線ＬＡＮクライアントのコンフィグレーションでＲＴＳ／ＣＴＳ制御を

有効にします。該当する無線ＬＡＮクライアントのクライアントマネージャの

Add/Edit configuration profile で Advance タブを選択し RTS/CTS Medium 

Reservation を選択します。本製品添付の CD-ROM(ID:536-930001-A) では、アクセス

ポイントの設定を参照し、自動設定します。 
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RTS ／CTS 制御のメカニズム 

無線ＬＡＮクライアントＡは送信したいとき、送信電文長情報を含むＲＴＳコマン

ドをアクセスポイントに送信します。（図 5-3 参照） 

 

図 5-3 RTS 要求 

 

アクセスポイントはＲＴＳを受信後、無線回線を他の無線クライアントが使用して

いないことを確認してＣＴＳレスポンスを出します。 

ＣＴＳレスポンスは他の端末に無線通信が予約されていることを通知し予約された

送信が完了するまで通信を待つように指示します。また、同時に無線ＬＡＮクライ

アントＡに予約を受け付けたことを応答します。（図 5-4 参照） 

 

図 5-4 CTS 要求 
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ＲＴＳ／ＣＴＳ制御の詳細 

全ての通信にいちいちＲＴＳ／ＣＴＳ制御をするとそのコントロールのためのオー

バヘッドが非常に大きく、全体のパフォーマンスを低下させます。 

長い電文がこの隠れ端末の影響により再送になることは問題ですが、短い電文が影

響を受けもし再送になったとしても、全体に対する影響はほとんど無視できます。

そこで、スレシホールドを決めてあるスレシホールド以上の電文についてＲＴＳ／

ＣＴＳ制御を行うことを一般的なオフィスではお勧めします。 

この場合、スレシホールド判定が必要ですので無線ＬＡＮクライアントが送信を行

うときにその送信電文長をアクセスポイントがチェックし、スレシホールド以上の

場合アクセスポイントがＲＴＳを送信します。そして送信をする無線ＬＡＮステー

ションがＣＴＳを送信します。 

 

ＲＴＳ／ＣＴＳ制御の設定 

① ＡＰマネージャを起動して、隠れ端末の問題があると思うアクセスポイントを

選択し、Edit ボタンをクリックします。 

② Wireless Interface タブを選択します。 

③ 隠れ端末を含むソケットを選択します。 

④ Advance ボタンをクリックします。 

⑤ RTS/CTS Medium Reservation のチェックボックスをクリックします。 

⑥ Threshold フィールドに０~２，３４７までの値を入力します。 

デフォルトでは、２，３４７に設定されていますが、ＲＴＳ／ＣＴＳ制御は無

効になっています。ＲＴＳ／ＣＴＳ制御を使用する場合一般的には５００を設

定することを推奨します。もちろん、ネットワーク環境に依存しますのでネッ

トワーク管理者の方の判断により、環境に合わせた設定値を選択ください。 

アクセスポイントは設定されたスレシホールドを超える長さの全ての電文に対

してＲＴＳ／ＣＴＳプロトコルで通信をします。 

スレシホールド以下の長さの電文は通常のＣＳＭＡ／ＣＡプロトコルに基づい

て通信を行います。 

⑦ OK ボタンをクリックして Interface タブに戻ります。 

⑧ OK ボタンをクリックし新しいコンフィグを保存し、ＡＰマネージャのメインメ

ニューに戻ります。 

⑨ 次に今作成したコンフィグのバックアップを作成します。 

 

周波数チャンネルのマネージメント 

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。利用できる周波数チャンネルは各国の法律に沿って利用してくだ
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さい。（日本での規定は、後述します。） 

 

２つのチャンネルでの利用 

２つのチャンネルを利用したチャンネルの利用例を、図 5-5 を用いて説明します。

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。（このときは、なるべくチャンネルを離して利用します。例 1ch

と 11ch など）無線ＬＡＮクライアント１はチャンネルＡを使って、無線ＬＡＮクラ

イアントＢの通信の影響は全く受けず、アクセスポイントと通信をします。もし、

無線ＬＡＮクライアント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。これを

ローミングと呼びます。 

 

図 5-5 ２チャンネルの利用 

マルチチャンネルでの利用 

３つ以上のチャンネルを使用して無線ＬＡＮ環境を構築することも出来ます。 

広いオフィスでの運用は、こちらの方が一般的です。図 5-6 では３つのチャンネル

を利用したシステムの構築例を記述しています。 

例としては ch1、ch5、ch11 を使用しています。 
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図 5-6 マルチチャンネルで使用 

 

チャンネル設定方法 

① ＡＰマネージャで設定するアクセスポイントを選択し、Edit ボタンをクリック

します。 

② Wireless Interface タブを選択します。 

③ 設定するソケットを選択します。 

④ Advance ボタンをクリックします。プルダウンボックスからチャンネルを選択

します。 

選択にあたっては、表 5-1，表 5-2 を参照いただき隣接するエリアの影響を軽減

するチャンネル設計を考慮してください。 

尚、当社ではこのエリア設計についてもサービスをしておりますので担当する

営業窓口にご相談ください。 

⑤ OK をクリックして Wireless Interface タブに戻ります。 

⑥ 必要がある場合、次のアクセスポイントを選択してチャンネル設定を繰り返し

ます。 

⑦ OK をクリックして新しい設定をセーブし、ＡＰマネージャのメインウィンドウ

に戻ります。 

⑧ バックアップファイルを作成します。 

⑨ アクセスポイントコンフィグレーションのアップデートをします。 

⑩ 引き続き、他のアクセスポイントの設定を繰り返します。 
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表 5-1 

 

表 5-2 

 

 

リンクインテグリティ（通信回線の保全） 

アクセスポントに接続している有線のイーサネットにケーブル断線,ネットワーク

構成機器のトラブルなどで停止したとき配下の無線ＬＡＮクライアントは現在接続

しているアクセスポイントに接続したままになります。このようなときでも、無線

ＬＡＮクライアントを有効に使用するにはバックアップのアクセスポイントが用意

されている場合、または、隣接するアクセスポイントに自動的に切り替える機能が

必要になります。この機能を実現するためにリンクインテグリティで有線回線の正

常性をチェックします。チェックは最大３箇所のネットワークＩＰアドレスとの接

続状態についてチェックできます。有線ＬＡＮでは、設備投資などで実現がなかな

か難しいのですが無線の特徴を現した機能ですのでご利用することをお勧めします。

（アクセスポイントに接続したイーサケーブルが断線を起こしたときに、無線ＬＡ

Ｎクライアントが自動的に接続可能な隣接するアクセスポイントに接続し直しま

す）更に詳細は、Ｈｅｌｐファイルを参照ください。 

 

より高容量の無線ＬＡＮネットワークを構成するために 

トラフィクが多いオフィス，大きな容量のファイル転送をするオフィスではより高

い容量の無線ネットワークが望まれます。当社の無線ＬＡＮシステムはこれを、ア

クセスポイントの設置密度を３段階で設定する及びロードバランス機能を使用する

ことでより高容量のネットワークを実現できます。 
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アクセスポイントの設置密度を設定する 

デフォルトでは、Low density に設定されなるべく広い通信エリアをカバーしよう

としています。しかし、オフィスによっては、たくさんの無線ＬＡＮクライアント

があり同時に使用するためアクセスポイント１台の性能に依存して無線ＬＡＮクラ

イアントのネットワークレスポンスが遅い場合があります。 

このときは、アクセスポイントを増やし、１台あたりのエリアを狭めることで無線

ＬＡＮクライアントからの負荷を軽減します。設定は、Large, Medium, small の３

種類です。選択の目安はＨｅｌｐファイルを参照ください。Medium, Small にする

ほど無線ＬＡＮクライアントはより活発にローミングをします。 

 

ロードバランス 

１つの無線エリアの中で、１台の無線ＬＡＮクライアントが大量のデータ通信を実

行中、すぐ隣の無線ＬＡＮエリアが全く通信をしていなかったとしても、同じエリ

ア内のほかの無線ＬＡＮクライアントは影響を受けネットワークからのレスポンス

が遅くなります。このような問題を解決するのがロードバランス機能です。本機能

を使用することにより、近傍に設置したアクセスポイント間の負荷をバランスよく

使い、全体的なネットワークのパフォーマンスを向上することが出来ます。この機

能をご使用になる場合はアクセスポイントの設置密度を Medium,または Small でご

使用ください。 
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6. セキュリティ 

6.1. 概要 

本製品には、５つのセキュリティ機能を持っております。 

- ネットワーク名（SS-ID）によるセキュリティ（３章を参照） 

- 無線ネットワークへの接続認証によるセキュリティ 

- 無線データの暗号化によるセキュリティ（ 

- ANY 接続（ネットワーク名‘ANY’の無線端末による接続）拒否によるセキュリティ 

- ネットワーク名のスキャン不可によるセキュリティ 

- IEEE802.1x を使用したセキュリティ 

また、アクセスポイント設定のパスワードによるセキュリティ機能をサポートしていま

す。 

本製品のセキュリティ機能とネットワークオペレーティングシステムのセキュリティ

機能（ネットワーク接続時のユーザー名／パスワードによる認証）、および、オペレー

ティングシステムのセキュリティ機能（アクセス権やデータの暗号化など）と併せるこ

とで、よりセキュリティレベルの高いネットワークシステムを構築することを推奨しま

す。ネットワークオペレーティングシステムのセキュリティ機能、および、オペレーテ

ィングシステムのセキュリティ機能については、ご使用の製品のマニュアルなどを参照

してください。 

 

6.2. 無線ネットワークへの接続認証によるセキュリティ

（Access Control ） 

本製品は、２つの認証機能を持っております。 

- アクセスポイントによる認証機能（ＡＰ Authentication） 

- Radius サーバによる認証機能（Radius Server） 

 

（１） アクセスポイントによる認証機能（ＡＰ Authentication ） 

本機能は、アクセスポイントに接続される無線端末の MAC アドレス（無線 LAN カ

ードや無線 LAN USB ボックスなどの MAC アドレス）を事前にアクセスポイントに

登録しておくことで、登録されていない無線端末からの接続を拒否する機能です。

登録できる MAC アドレス数は、アクセスポイント E,アクセスポイント S の場合、

４９７です。 
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図 6-1 アクセスコントロールタブ 

 

注意；複数のアクセスポイントを使用し、無線端末がローミングして使用する場

合、接続する全てのアクセスポイントにその無線端末の MAC アドレスを登

録しておく必要があります。 

 

ＡＰ Authentication の設定 

1. ＡＰ マネージャを起動し、アクセスポイントを選択します。 

2. [Edit]ボタンをクリックし、パスワードを入力します。 

3. [Access Control]タブを選択し、 

[ＡＰ Authentication]をクリックします。 

4. ｢Setup Access Control｣画面（右図）で、 

・ [Add]：MAC アドレスを新規に追加します 

・ [Edit]：登録済みの MAC アドレスを編集します 

・ [Delete]：登録済みの MAC アドレスを削除します 

・ [Delete All]：全ての登録済みの MAC アドレスを削除します 

・ [Import File]：設定済みの MAC ｱﾄﾞﾚｽﾃｰﾌﾞﾙをファイルからｲﾝﾎﾟｰﾄします 

・ [Save File]：現在の設定内容をファイルに保存します 

5. 追加[Add]、編集[Edit]で、登録する MAC アドレスと追加、編集します。

[Comment]に端末名やユーザー名を入力し、MAC アドレスと関連付けると管

Access Control Table 
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理しやすくなります。 

 

図 6-2 MAC アドレス入力 

 

6. [Import File],[Save File]では、対象のファイル名を選択、または、入力

します。 

 

図 6-3 MAC アドレスによるアクセスコントロール 

 

（２） Radius サーバによる認証機能（Radius Server ） 

本機能は、アクセスポイントに接続される無線端末を Radius サーバで認証するも

ので、アクセスポイントとは別に Radius サーバが必要です。 

 

図 6-4 Radius サーバ 

Radius サーバによる認証機能の設定 

Radius サーバの設定方法は、購入された Radius サーバのマニュアルなどの説明



 56

書を参照してください。 

1. [RADIUS Server]タブをクリックします。 

 

図 6-5 Radius サーバによるアクセスコントロール 

 

2. [Enable RADIUS Access Control]をチェックします。 

3. [Authentication Lifetime]（15 分-12 時間：Default=2 時間）；認証保持時

間。設定した時間中、対象の無線端末からのアクセスがないとき、自動的に

登録を削除される時間を設定します。 

4. [Authentication Password]；アクセスポイントが Radius サーバへ直接アク

セスする際のパスワード（共通鍵）。Radius サーバ側で設定されたパスワー

ド（32 文字まで）と同じ設定します。 

5. [IP Address]：Radius サーバの IP ｱﾄﾞﾚｽを設定します。 

6. [Authentication Port]（1812、または、1645：Default=1812）；Radius サ

ーバ側で使用しているﾎﾟｰﾄと同じﾎﾟｰﾄ番号を指定します。 

7. [Secondary Server(Option)]：Primary Server が不在の時、ここで指定し

た Radius サーバの認証サーバをｾｶﾝﾀﾞﾘｰサーバｰとします。 

8. Radius サーバの設定 

Radius サーバへ設定する内容 

・ Radius サーバに直接アクセスするアクセスポイントを定義ファイルへ設

定 

Radius サーバを使用するアクセスポイントの IP ｱﾄﾞﾚｽとパスワード（共通

鍵；３２文字まで設定）を‘Server Station File’に設定します。 

・ 認証する無線端末を定義ファイルへ設定 

認証する無線端末の MAC アドレスとパスワードを‘Users File’に設定し

ます。 
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6.3. 無線データの暗号化によるセキュリティ（Wireless 

Data Encryption） 

本製品は、IEEE802.11 準拠の WEP40bit と拡張した 128bitRC4 による無線データの暗号

化を提供します。 

暗号化の設定 

1. ＡＰ マネージャを起動し、アクセスポイントを選択します。 

2. [Edit]ボタンをクリックし、パスワードを入力します。 

3. [Wireless Interface]タブをクリックします。 

4. [Security]をクリックし、｢Wireless Security Setup｣画面を開く。 

5. 「Enable Encryption」をチェックします。 

6. 「Encryption Key」；暗号化に使用する鍵（共通鍵）の値を設定します。異なる

４つの鍵まで設定が可能です。 

・ WEP40bit を使用する（無線データを 40bit 長の鍵で暗号化）場合 

数字とｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄからなる５桁の文字（例：SECU1）、または、‘0x’の後に１６

進数で１０桁（例：0xABCD1234FE）を入力します。 

・ 128bitRC4 を使用する（無線データを 104bit 長の鍵で暗号化）場合 

数字とｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄからなる１３桁（例：SECURE1234567）、または、‘0x’の後に

１６進数で２６桁（例：0xABCD1234567890EFABCD123456）を入力します。 

7. 「Encrypt Data Transmissions Using」；送信データの暗号化に使用する鍵番号

（Key 1-4）を選択します。 

 

図 6-6 暗号化設定 
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6.4. ANY 接続拒否、および、ネットワーク名のスキャン不

可によるセキュリティ（Closed Wireless System） 

IEEE802.11 規格には、誰でも簡単に接続できることを目的に、「ANY 接続」と「ネット

ワーク名スキャン」機能がありますが、ネットワークの脆弱性が問題となります。本製

品では、この問題を解決するために上記機能を禁止する機能を独自機能として提供して

います。本機能を使用しますと、IEEE802.11 規格に準拠した他社の製品が接続できなく

なる可能性があります。 

 

「ANY 接続」「ネットワーク名スキャン」禁止機能の設定 

1. 「Wireless Security Setup」で[Closed Wireless System]をﾁｪｯｸします。 

 

図 6-7 暗号化設定２ 

 

6.5. Deny non-encrypted Data  

無線データの暗号化プロトコルとして、２つあります。 

- 暗号化された無線データのみ送受信します。 

- 暗号化されたもの、されないものを両方送受信します。 

(1) Enable Encryption & Deny non-encrypted Data（チェックボックスをチェック：

Default）暗号化された無線データのみ受信し、設定された暗号鍵で暗号化して

送信します。 
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(2) Enable Encryption & Allow non-encrypted Data（チェックボックスをチェッ

クしない） 

暗号化されない無線データも受信でき、そのデータを送信した無線端末に送信

するときのみ、暗号化せずに送信します。 

この場合、ブロードキャストやマルチキャスト通信は、暗号化せずに送信され

ます。 

 

6.6. IEEE802.1x によるセキュリティ 

IEEE 802.1X 対応 RADIUS サーバと IEEE802.1x を対応したパソコン（WindowsXP）とを組

み合わせることで，無線 LAN 端末の認証機能および暗号キーの自動生成・切り替えを実

現し強力なセキュリティにすることが可能です。 

 

サポートされているプロトコル 

・ EAP-TLS 

・ EAP-MD5 

 

Radius サーバによる認証機能の設定 

Radius サーバの設定方法は、購入された Radius サーバのマニュアルなどの説明書

を参照してください。また無線端末の設定については、IEEE802.1x をサポートして

いる OS（WindowsXP など）のマニュアルなどを参照してください。 

① 「Access Control」タブの「802.1x Authentication」をクリックします。 

 

図 6-8 アクセスコントロールタブ 
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② 「Enable 802.1x」をチェックします。 

 
図 6-9 IEEE802.1x によるアクセスコントロール 

③ 暗号化に使用するキー長を「 64bit」または「128bit」のどちらかを選択します。 

④ 暗号化キーの値はアクセスポイントが自動生成し、無線端末に配布します。こ

のキーの値はアクセスポイントが定期的に変更を行います。この変更周期の時

間を「Encryption Key Lifetime」で選択します。 

⑤ RADIUS サーバへの再認証間隔を「Authentication Lifetime」で選択します。 

⑥ RADIUS サーバの認証時に使用するパスワード（ユーザパスワード）を

「Authentication Password」に入力します。 

⑦ RADIUS サーバ指定は IP アドレスで行います。主 RADIUS サーバの IP アドレスを

「Primary Server」の「IP Address」に入力し、「Authentication Port」に使

用するポート（RADIUS サーバが使用するポート）を選択します。 

⑧ バックアップの RADIUS サーバがある場合、「Secondary Server」に IP アドレス

とポートを設定します。 

⑨ 802.1x Authentication Setup の画面ですべての項目を入力または選択した後、

OK をクリックします。 

⑩ 802.1x を Enable にすると、「Wireless Interface」の「Security」での暗号化

設定画面の「Dynamic WEP Key Encryption Enabled」が自動的にチャックされ

ます。802.1xモードではEncryption Keyは自動的に生成されるため、Encryption 

Key の入力は不要です。802.1x をサポートしていない無線端末が混在する場合

は、「Enable Static WEP Key Encryption」をチェックし、「Encryption Key の
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１」（混在して使用する場合、通常WEPはキー１のみとなる）にキーを入力する。 

 

図 6-10 暗号化設定 

 

6.7. セキュリティ向上の施策 

無線ネットワークのセキュリティレベルを更に高いものにするためには、以下のことを

推奨します。 

- 定期的に使用する暗号鍵を変更します。 

- アクセスポイントが送信時に使用する暗号鍵と、無線端末が送信時に使用する暗号

鍵を別のものを使用します。 

- 暗号鍵を書いた紙などは捨ててください。 

 

6.8. アクセスポイントの設定時のセキュリティ 

アクセスポイントの設定は、管理者が行ない、誰でもが設定できないようパスワードな

どによるセキュリティが必要です。 

 

(1) Read 、Read/Write Password の設定 

Read Password（2-31 文字の英数字：Default = public）；アクセスポイントの状

態をモニタするためのパスワードを設定します。 

Read/Write Password（2-31 文字の英数字：Default = public）；アクセスポイン

トの状態モニタと設定内容の編集を行うためのパスワードを背呈します。 

1. [SNMP]タブをクリックします。 
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2. 「Read Password」、「Read/Write Password」；数字またはｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄで２～３１

文字を設定できます。 

 

図 6-11 SNMP タブ 

 

(2) Trap Host Alert の設定 

本機能を使用することで、 

- アクセスポイントが、誰かにリセット/リロードされたこと 

- 設定を不正に変更しようとしたこと（パスワード不一致） 

- 有線 LAN 側の障害、および、障害復旧 

を指定した Trap Host へｱﾗｰﾄ通知することができます。 

設定方法 

1. 「Trap Host IP Address」；上記ｱﾗｰﾄを通知するﾎｽﾄの IP ｱﾄﾞﾚｽを設定します。 

2. 「Trap Host Password」；上記ｱﾗｰﾄを通知するﾎｽﾄの SNMP パスワードを設定し

ます。 

 

(3) SNMP IP Access List の設定 

アクセスポイントへのアクセス（状態のモニタと設定）を許可する端末を指定し

ます。Default では、全ての端末からアクセスできる設定になっています。 

設定方法 

1. 「Add」：リストへの端末追加、「Delete」：リストからの削除、「Edit」：編集、

で設定を行います。 

2. 「IP Address」、「IP Mask」；アクセスを許可する端末の IP ｱﾄﾞﾚｽを指定しま
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す。 

例：IP Address=‘192.168.0.200’、IP Mask=‘255.255.255.254’を設定し

た場合、192.168.0.200～192.168.0.201 の IP ｱﾄﾞﾚｽを持つ端末からのアクセ

スを許可します。 

3. 「Interface」（1-3,X）；「IP Address」、「IP Mask」で指定した IP ｱﾄﾞﾚｽを持

つ端末が、アクセスポイントのどのインタフェースを使ってアクセスするか

を規定します。 

１；Ethernet、2；Wireless A、3；Wireless B（PK-WL005 のみ）、X；1-3 の

インタフェースのどれか 

注意；無線端末からアクセスする場合は、Interface=X を指定してください。 

 

図 6-12 Input SNMP Access List 
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7. ネットワーク拡張設定 

7.1. 概要 

無線 LAN ネットワークの拡張設定について述べる。 

- ネットワーク拡張設定パラメータ 

- 設定内容の編集と保存 

- 設定内容の復元 

- ２ﾎﾟｰﾄ無線インタフェースの設定 

- IP ｱﾄﾞﾚｽとサブネットについて 

 

7.2. ネットワーク拡張設定パラメータ 

本編では、以下の機能と設定方法について述べる。 

- 無線 LAN インタフェースの Advanced 設定（Wireless Advanced Setup） 

・ 使用するチャンネル設定（Channel/Frequency） 

・ 電波干渉対応設定（Interference Robustness） 

・ RTS/CTS による通信予約設定（RTS/CTS Medium Reservation） 

・ アクセスポイント間のﾛｰﾐﾝｸﾞｽﾚｯｼｮﾙﾄﾞ設定（Distance Between APs） 

- Bridge パラメータの設定（Bridge） 

- アクセスポイントの IP ｱﾄﾞﾚｽ設定（Access Point IP Address） 

- SNMP パラメータ設定（SNMP） 

Default 設定でも使用できますが、より性能・信頼性の高い無線通信を行うために、こ

れらのパラメータを設定することを推奨します。 

 

（１） 無線 LAN インタフェースの Advanced 設定（Wireless Advanced Setup ） 

a. 使用するチャンネルの設定 

複数のアクセスポイントを使用する無線ネットワークを構築する場合、各アクセ

スポイントが使用するチャンネル（周波数）を個々に設定することで、性能・信

頼性を向上させることができます。 

設定方法 

1. ＡＰ マネージャを起動し、アクセスポイントを選択します。 

2. [Edit]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸし、ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを入力します。 

3. [Wireless Interface]ﾀﾌﾞをｸﾘｯｸします。 

4. [Advanced]をｸﾘｯｸし、｢Wireless Advanced Setup｣画面を開きます。 
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5. 「Channel Frequency」のﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸし、使用するﾁｬﾝﾈﾙ/周波数を設

定します。無線端末が使用するﾁｬﾝﾈﾙは、自動的にここで設定したﾁｬﾝﾈﾙで通

信を行います。また、ﾛｰﾐﾝｸﾞして使用する場合も、同様に自動的にﾁｬﾝﾈﾙを切

り替えて通信を行います。 

 

図 7-1 Wireless Advanced セットアップ 

 

b. 電波干渉対応設定（Interference Robustness ） 

Interference Robustness は、ノイズ（電子レンジなど）による電波干渉により、

通信の切断などのトラブルを未然に防止する機能です。使用しているチャンネル

内でノイズによる電波干渉が発生した場合（S/N 比が劣化）、通信パケットの分割

通信（ﾌﾗｸﾞﾒﾝﾄ）、および、使用する通信速度のﾌｫｰﾙﾊﾞｯｸ（11Mbps -> 5.5Mbps -> 2Mbps 

-> 1Mbps）を行ない、通信品質のよい通信方法に切り替えて通信を継続します。 

設定方法 

1. 「Interference Robustness」のﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽをﾁｪｯｸします。 

注意；無線端末で使用している PK-WL006,009 ﾄﾞﾗｲﾊﾞｿﾌﾄｳｪｱが Version7.08 より以

前のﾊﾞｰｼﾞｮﾝの場合、無線端末側も同様の設定が必要です。PK-WL006,009 ﾄﾞ

ﾗｲﾊﾞｿﾌﾄｳｪｱを Version7.08以降のものにｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄしますことを推奨します。 

 

c. RTS/CTS による通信予約設定（RTS/CTS Medium Reservation ） 

RTS/CTS Medium Reservation は、アクセスポイントと無線端末間の電波状態が低
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い「不安定（低シグナル）、非常に弱い」状態で使用されている場合、電波衝突に

よる性能劣化が発生しやすくなります。無線 LAN は、CSMA/CA（Carrier Sense 

Multiple Access / Collision Avoidance）方式（通信を開始する際、他の無線端

末が、チャンネルを使用しているが確認してから通信を行う方式）を使用し、電

波衝突が発生しにくくなっていますが、隠れ端末（無線端末 A が送信した電波を、

無線端末 B が確認できない位置にある場合、無線端末 B にとって無線端末 A が隠

れ端末となる）が存在する場合、隠れ端末が通信中にも関わらず通信を開始して

しまい、電波衝突が発生することがあります。RTS/CTS Medium Reservation を使

用することで、そのような状態の場合、通信開始時に通信予約を行ない、電波衝

突を事前に防止することができます。 

設定方法 

1. 「RTS/CTS Medium Reservation」のﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽをﾁｪｯｸします。 

「Threshold」（0-2347：Default=2347）；本機能を動作されるﾊﾟｹｯﾄ長のｽﾚｯｼｮ

ﾙﾄﾞ値を設定します。通常は、500-1000 の値を設定することをお勧めします。 

 

注意；無線端末で使用している PK-WL006,009 ﾄﾞﾗｲﾊﾞｿﾌﾄｳｪｱが Version7.08 より以

前のﾊﾞｰｼﾞｮﾝの場合、無線端末側も同様の設定が必要です。PK-WL006,009 ﾄﾞ

ﾗｲﾊﾞｿﾌﾄｳｪｱを Version7.08 以降のものにｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄすることを推奨します。 

 

d. アクセスポイント間のﾛｰﾐﾝｸﾞｽﾚｯｼｮﾙﾄﾞ設定（Distance Between APs ） 

本機能は、複数のアクセスポイント間をローミングして使用する際、ローミング

するタイミング（電波状態のｽﾚｯｼｮﾙﾄﾞ）を設定します。 

設定方法 

1. 「Distance Between Aps」；アクセスポイント間の距離に応じて「Large」

（Default）、「Medium」、「Small」のいずれかのﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽをﾁｪｯｸします。 

2. 「Multicast Rate」；「1Mbps」、「2Mbps」、「5.5Mbps」、「11Mbps」のいずれかの

ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽをﾁｪｯｸします。 

「Distance Between Aps」と「Multicast Rate」の関係は、 

「Large」に設定した場合：「1Mbps」、「2Mbps」の設定が可能 

「Medium」に設定した場合：「1Mbps」、「2Mbps」、「5.5Mbps」の設定が可能 

「Small」「Minicell」「Microcell」に設定した場合：「1Mbps」、「2Mbps」、

「5.5Mbps」、「11Mbps」の設定が可能です。 

「Distance Between Aps」 

「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
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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。 

 

e. ﾊﾟﾜｰﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ・ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定（DTIM ） 

ﾊﾟﾜｰﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ機能を使用している無線端末に対して、ｽﾘｰﾌﾟﾓｰﾄﾞから Wake Up させ

るﾀｲﾐﾝｸﾞを規定するパラメータです。Wake Up させる信号は、アクセスポイント

が定期的に送信するﾋﾞｰｺﾝ信号に含めて送信され、本パラメータで、‘５’を設定

した場合、送信されるﾋﾞｰｺﾝ信号の５回に１回の割合で Wake Up 信号が送信され、

無線端末はｽﾘｰﾌﾟﾓｰﾄﾞから Wake Up します。本設定値を大きくすると、ｽﾘｰﾌﾟ時間

が長くなり、より低消費電力での動作が可能ですが、パケットをロストする確率

が高くなります。通常は１～１０を設定することを推奨します。 

 

（２） ﾌﾞﾘｯｼﾞﾊﾟﾗﾒｰﾀの設定（Bridge ） 

不要な通信や冗長な通信を防ぎ、無線ネットワークの性能を最適化するものであり、

以下の機能がある。 

- 不要なプロトコルのフィルタリング（Protocol Filtering） 

- 不要な端末のフィルタリング（MAC Filtering） 

- 通信経路の最適化（Spanning Tree） 

- Multicast/Broadcast 通信制限（Storm Threshold） 

- Proxy ARP, Multicast/Broadcast Filtering（Advanced Bridge） 
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a. 不要なプロトコルのフィルタリング（Protocol Filtering ） 

指定されたプロトコルのフィルタリングを行います。これにより、不要なパケッ

トによるﾄﾗﾌｨｯｸの増加を防止し、ネットワーク性能を最適化します。 

設定方法 

1. [Protocol Filtering]をｸﾘｯｸし、ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞするﾌﾟﾛﾄｺﾙを設定する場合は「Deny」

ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽをﾁｪｯｸして「Edit」をｸﾘｯｸします。ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞしないﾌﾟﾛﾄｺﾙを設定す

る場合は「Bridge」ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸをﾁｪｯｸします。 

2. ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞするﾌﾟﾛﾄｺﾙを選択（ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽをﾁｪｯｸ）します。右図にﾘｽﾄｱｯﾌﾟされ

ている以外のﾌﾟﾛﾄｺﾙを選択する場合は、「Custom Protocol」の「Edit」をｸﾘｯ

ｸし、「Add」でﾌﾟﾛﾄｺﾙ番号（４桁）を入力、「Delete」で削除します。 

 

図 7-2 プロトコルフィルタリング 

 

b. 不要な端末のフィルタリング（MAC Filtering ） 

指定された MAC アドレスを持つ端末をフィルタリングし、不要端末からのパケッ

トによるﾄﾗﾌｨｯｸ増加を防ぎ、ネットワーク性能を最適化します。 

設定方法 

1. [MAC Filtering]をｸﾘｯｸし、ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞする MAC ｱﾄﾞﾚｽを設定する場合は「Deny」

ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽをﾁｪｯｸして「Edit」をｸﾘｯｸします。ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞしない MAC ｱﾄﾞﾚｽを設

定する場合は「Bridge」ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸをﾁｪｯｸします。 

2. 追加する場合は「Add」をｸﾘｯｸし、指定する MAC ｱﾄﾞﾚｽを入力します。 

設定例；‘001122334457’=この MAC ｱﾄﾞﾚｽを持つ端末だけ、 ‘00112233xxxx’
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=‘001122330000’～‘00112233FFFF’の MAC ｱﾄﾞﾚｽに該当する端末に対して

ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ動作を規定します。 

 

図 7-3 MAC アドレスフィルタリング 

 

c. 通信経路の最適化（Spanning Tree ） 

ｽﾊﾟﾆﾝｸﾞﾂﾘｰは、ネットワークの耐障害性を高めるために、複数の通信経路を構成

するネットワークにおいて、Ethernet では禁止されているネットワークのループ

を形成される恐れがあり、その際の通信パケットのループ現象を防ぐためのプロ

トコルです。 

 

図 7-4 スパニングツリー 
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図 7-5 ネットワークの構成例 

設定方法 

1. [Spanning Tree]をｸﾘｯｸし、「Enable Spanning Tree」のﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽをﾁｪｯｸしま

す。 

2. 「Bridge Priority」（0-65535：Default=32768）；ﾌﾞﾘｯｼﾞのﾌﾟﾗｲｵﾘﾃｨ値を設定

します。ﾌﾞﾘｯｼﾞﾌﾞﾗｲｵﾘﾃｨは、通常動作状態（ﾙｰﾄﾌﾞﾘｯｼﾞ）にする場合の優先順

位を設定するためのものです。数が小さいほど優先度は高くなります。 

3. 「Max Age」（6-40：Default=20）；ﾙｰﾄﾌﾞﾘｯｼﾞから定期的に送信される BPDU が

来なくなったと認識するまでの時間を設定します。設定した時間が過ぎても

BPDU を受信できなかった場合、すべてのﾌﾞﾘｯｼﾞはｽﾊﾟﾆﾝｸﾞﾂﾘｰの再構築を開始

します。 

4. 「Hello Time」（1-10：Default=2）；ﾙｰﾄﾌﾞﾘｯｼﾞが BPDU を送信する時間間隔を

設定します。大きい値に設定するとﾙｰﾄﾌﾞﾘｯｼﾞの異常の検出に時間がかかりま

す。また、小さい値に設定すると無駄なﾄﾗﾌｨｯｸが増え、ﾈｯﾄﾜｰｸの効率低下に

つながります。 

5. 「Forward Delay」（4-30：Default=15）；ﾄﾎﾟﾛｼﾞの変更後、ﾌﾞﾘｯｼﾞの該当ﾎﾟｰﾄ

が Listening -> Learning 状態、Learning -> Forwarding 状態に移行するま

でのそれぞれの時間間隔を設定します。 

6. 「Priority」（0-255：Default=128）；ﾎﾟｰﾄを同じﾈｯﾄﾜｰｸに接続した場合に、

どのﾎﾟｰﾄを動作状態（ﾙｰﾄﾎﾟｰﾄ）にするかの優先順位を設定するためのもので

す。数が小さいほど優先度は高くなります。同じ数のﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｲｵﾘﾃｨが設定さ

れた場合は、ﾎﾟｰﾄ番号の小さい方（MAC ｱﾄﾞﾚｽの数値が小さい方）が優先され

ます。 

7. 「Path Cost」（0-65535：Default=100）；ﾎﾟｰﾄからﾙｰﾄﾌﾞﾘｯｼﾞへのﾙｰﾄｺｽﾄです。

数が小さいほど優先度が高くなります。 

8. 「Interface 1」：Ethernet Port の Priorityと Path Cost を設定します。 

9. 「Interface 2」：Wireless Port A の Priorityと Path Cost を設定します。 
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10. 「Interface 3」：Wireless Port B（PK-WL005 のみ）の Priority と Path Cost

を設定します。 

 

d. Multicast/Broadcast 通信制限（Storm Threshold ） 

本機能は、各インタフェース（有線 LAN, 無線 LAN）における Multicast/Broadcast

通信ﾄﾗﾌｨｯｸ制限を設定します。 

設定方法 

1. [Storm Threshold]をｸﾘｯｸし、ｲﾝﾀﾌｪｰｽ毎に制限値（ﾊﾟｹｯﾄ数/秒）を設定しま

す。 

2. 「 Address Threshold 」（ 4-250 ： Preset=30 ）： 全 て の ｲ ﾝ ﾀ ﾌ ｪ ｰ ｽ 上 の

Multicast/Broadcast 通信ﾄﾗﾌｨｯｸを制限します。 

3. 「 Interface 1 Threshold 」（ 1-9999 ： Preset=60 ）： Ethernet 側 の

Multicast/Broadcast 通信ﾄﾗﾌｨｯｸを制限します。 

4. 「 Interface 2 Threshold 」（ 1-9999 ： Preset=60 ）： Wireless A 側 の

Multicast/Broadcast 通信ﾄﾗﾌｨｯｸを制限します。 

5. 「Interface 3 Threshold」（1-9999：Preset=60）：Wireless B 側（PK-WL005

のみ）の Multicast/Broadcast 通信ﾄﾗﾌｨｯｸを制限します。 

 

図 7-6 ストームスレッショルド 

 

e. Proxy ARP, Multicast/Broadcast Filtering （Advanced Bridge ） 

Proxy ARP 機能は、有線・無線ネットワーク上に流れる ARP パケットをアクセス

ポイント内で Cache することで、不要な ARP パケットのネットワークへの流出を

防ぎます。 

設定方法 

1. [Advanced Bridge]をｸﾘｯｸし、「Enable Proxy ARP Function」ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽをﾁｪｯ

ｸします。 
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図 7-7 アドバンスドブリッジフィルタリング 

 

IP/ARPフィルタリング機能は、指定したIPｱﾄﾞﾚｽとサブネットマスクに対するARP

パケットをフィルタリングします。 

設定方法 

1. 「Enable IP/ARP Filtering」ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽをﾁｪｯｸし、ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞする IP ｱﾄﾞﾚｽと

ｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸを設定します。 

設定例；IP ｱﾄ ﾞ ﾚ ｽ =192.168.0.1、ｻﾌﾞ ﾈ ｯ ﾄ ﾏ ｽ ｸ =255.255.255.0 の場合、

‘192.168.0.0’～‘192.168.0.255’の IP ｱﾄﾞﾚｽに対する ARP ﾊﾟｹｯﾄをﾌｨﾙﾀﾘﾝ

ｸﾞします。 

 

Broadcast Filtering 機能は、指定したパケットをフィルタリングします。 

設定方法 

1. ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞするﾊﾟｹｯﾄの種類のﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽをﾁｪｯｸします。 

「Ethernet to Wireless」：有線ﾈｯﾄﾜｰｸ -> 無線ﾈｯﾄﾜｰｸでﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞします。 

「Wireless to Ethernet」：無線ﾈｯﾄﾜｰｸ -> 有線ﾈｯﾄﾜｰｸでﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞします。 

 

（３） アクセスポイントの IP ｱﾄﾞﾚｽ設定（Access Point IP Address ） 

アクセスポイントに固有の IP ｱﾄﾞﾚｽを設定します（ Default：自動的に IP ｱﾄﾞﾚｽを取

得）。 

設定方法 

1. [Access Point IP Address]ﾀﾌﾞをｸﾘｯｸします。 

2. 「 Specify on IP Address 」 ﾁ ｪ ｯ ｸ ﾎ ﾞ ｯ ｸ ｽを ﾁ ｪ ｯ ｸし、「Access Point IP 」
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（Default=153.69.254.254）：他の端末が使用していない固有の IP ｱﾄﾞﾚｽを設定

します。 

3. 「Access Point Subnet Mask」（Default=255.255.0.0）：ｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸを入力しま

す。または、[Select]をｸﾘｯｸして、ﾘｽﾄｱｯﾌﾟされた値を選択して設定します。 

4. 「Default Router IP」（Default=0.0.0.0）：ﾃﾞﾌｫﾙﾄのﾙｰﾀの IP ｱﾄﾞﾚｽを設定しま

す。 

5. 「Default TTL」（Default=64）：TTL の値を 0-256 値で設定します。 

 

図 7-8 IP アドレス 

 

（４） SNMP 設定（SNMP ） 

SNMP（Simple Network Management Protocol）の設定を行います。 

1. 「Read Password」；「アクセスポイント設定時のセキュリティ」を参照ください。 

2. 「Write Password」；「アクセスポイント設定時のセキュリティ」を参照くださ

い。 

3. 「System Contact」；無線ﾈｯﾄﾜｰｸ管理者などの問合せ先を設定します。 

4. 「System Name」；無線ﾈｯﾄﾜｰｸの名前を設定します。 

5. 「System Location」；アクセスポイントの設置場所を設定します。 

6. 「Trap Host IP Address」；「アクセスポイント設定時のセキュリティ」を参照

ください。 

7. 「SNMP IP Access List」；「アクセスポイント設定時のセキュリティ」を参照く

ださい。 
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図 7-9 SNMP 

 

7.3. 設定内容の編集と保存 

無線 LAN アクセスポントの設定を変更するためには、 

・ アクセスポイントの IP ｱﾄﾞﾚｽ 

・ アクセスポイントの Read/Write Password 

が必要です。 

万が一、忘れてしまった場合には、全て Default 設定（工場設定）にする必要がありま

す。 

 

設定内容の保存（バックアップファイルの作成） 

設定が完了したら、設定内容を保存してください。 

アクセスポイントの設定内容を復元する場合、簡単に復元することが可能です。 

保存の方法 

1. 「ＡＰ マネージャ」のﾒｲﾝ画面で対象のアクセスポイントを選択し、「Access 

Point」ﾒﾆｭｰﾊﾞｰの「Download Config File」をｸﾘｯｸし、Read/Write ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを入

力してください。 

2. 「名前を付けて保存」画面で「ﾌｧｲﾙ名」を入力し、「OK」を押してください。 
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図 7-10 設定内容の保存 

 

7.4. 設定内容の復元 

設定内容の復元方法について説明します。復元を行うためには、前章で説明した「設定

内容の保存」を行ない、バックアップファイルが必要です。 

復元の方法 

1. 「ＡＰ マネージャ」のﾒｲﾝ画面で対象のアクセスポイントを選択し、「Access 

Point」ﾒﾆｭｰﾊﾞｰの「Upload Config File」をｸﾘｯｸし、Read/Write ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを入力

してください。 

2. 「ﾌｧｲﾙを開く」画面で対象のアクセスポイントのﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾌｧｲﾙを選択し、「OK」

を押してください。 

3. 復元する対象のアクセスポイントの IP ｱﾄﾞﾚｽを確認画面が表示され、IP ｱﾄﾞﾚｽ

が対象のアクセスポイントであれば‘はい’、違っていれば‘いいえ’を押して

ください。 

4. ‘はい’を選択した場合、対象のアクセスポイントの設定内容復元作業が開始

され、その後、アクセスポイントは再起動され、復元作業が完了します。 

 

図 7-11 保存確認 
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7.5. ２ポート無線インタフェース（PK-WL005）の設定 

PK-WL005 は、無線インタフェース（PC ｶｰﾄﾞｽﾛｯﾄ）が２ﾎﾟｰﾄあり、PK-WL005 を購入いた

だいた時点では、１ﾎﾟｰﾄ空いている状態になっています。空いている PC ｶｰﾄﾞｽﾛｯﾄに

PK-WL006 無線 LANカードEを挿入し、PK-WL008拡張アンテナをご使用いただくことで、

無線インタフェースが２ﾎﾟｰﾄになります。 

「ＡＰ マネージャ」を起動し、該当のアクセスポイントを選択し、「Edit」をクリック

すると、図 7-12 のように PC Card Slot A と B が表示されますので、新しく挿入したカ

ードスロットの設定を行ってください。 

 

図 7-12 2 ポート無線インタフェース設定 

 

7.6. IP アドレスとサブネットについて 

複数のアクセスポイント間を移動しながら通信するローミング機能を実現するために

は、アクセスポイントを同一サブネット上に接続する必要があります。また、アクセス

ポイントを管理する端末（「ＡＰ マネージャ」がインストールされた端末）も、同一サ

ブネット上に接続されている必要があります。 

 

アクセスポイントの管理は、TCP/IP ﾌﾟﾛﾄｺﾙを使用しているため、BOOTP,DHCP によって

アクセスポイントの IP ｱﾄﾞﾚｽを自動取得する場合は、BOOTP,DHCP サーバに該当のアクセ
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スポイントに割り当てる IP ｱﾄﾞﾚｽを静的 IP ｱﾄﾞﾚｽで行うこと（アクセスポイントの MAC

アドレスを BOOTP,DHCP サーバへ登録し、割り当てる IP ｱﾄﾞﾚｽとのﾏｯﾋﾟﾝｸﾞが必要）をお

勧めします。 

これは、アクセスポイントを再起動する度に IP ｱﾄﾞﾚｽが変化してしまうことで、アクセ

スポイントの管理が正常に行われない可能性があるからです。 
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8. 工場出荷時設定 
アクセスポイントは工場出荷時にオペレーティングシステムがインストールされてい

ます。 

最初にアクセスポイントの電源を入れたときの設定は表 8-1 の値となっています。 

 

表 8-1 出荷時設定 
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9. アクセスポイントの初期化（強制リロード） 
強制リロードは、アクセスポイントの設定を出荷時状態にすることを可能にします。 

たとえば： 

■ アクセスポイントが、システムに反応しない。 

■ ＩＰアドレス、Read／Write パスワード、アクセスポイントとの通信を防止する

他のパラメータなどのユニークな識別子を忘れた。 

■ ＩＰアドレス、Read／Write パスワード、アクセスポイントとの通信を防止する

他のパラメータなどのユニークな識別子の入力ミス。 

このようなときに強制リロードを行ない、アクセスポイントの再設定を行います。 

 

強制リロードを実行時の注意 ： 

a. 強制ﾘﾛｰﾄﾞを実行時無線ｲﾝﾀﾌｪｰｽからのｱｸｾｽができません。 

b. 同じﾈｯﾄﾜｰｸにある複数のアクセスポイントの同時強制ﾘﾛｰﾄﾞは行えません。 

強制リロードされたアクセスポイントは、ソフトウェアを書き込む必要があります。 

 

強制リロードの実行 

強制リロード手順は、3 つのステップから成っています： 

ステップ 1  準備 

アクセスポイントの設定位置確認 

はしごなどが必要な場合があります。 

管理端末 

ＡＰマネージャのインストールされた管理端末を用意してください。管理端末

は有線ＬＡＮ側に接続されている必要があります。 

(1) 設定バックアップファイル(*.cnf)の確認 

アクセスポイントの設定をﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟしてある場合は、ﾌｧｲﾙ(*.cnf)を用意し

てください 

(2) アクセスポイントのソフトウェアの確認 

アクセスポイントに書き込むソフトウェアを用意してください。 

ソフトウェアはアクセスポイントに添付されている CD-ROM または NEC イン

フロンティアのホームページから入手できます。 

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

ソフトウェアはＡＰマネージャをインストールすると 

 c:¥Program files¥ORiNOCO¥AP Manager 

というﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ内にｺﾋﾟｰされます。 

・ PK-WL005 の場合 ＝ wpnt＊＊＊.bin 
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・ PK-WL007 の場合 ＝ ap05383.bin 

(3) ＩＰアドレスを確認 

アクセスポイントに設定するＩＰアドレスを用意してください。 

 

ステップ 2  強制リロードのセット  

(1) アクセスポイントのｶﾊﾞｰを取ってください。PK-WL007 の場合は不要。 

(2) 「Reset」と「Reload」ﾎﾞﾀﾝを確認してください。 

 

図 9-1 「Reset」と「Reload」ボタン 

これらのﾎﾞﾀﾝはﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝなどの先のとがったもので押してください。 

(3) Reset ﾎﾞﾀﾝを押し、5 秒待ってください。 

(4) 5 秒の後に、Reload ボタンを 30 秒以上押しつづけます。押しつづけている

途中は LED が色や場所を変えて点滅します。 

(5) 電源 LED がｵﾚﾝｼﾞで点灯した状態で強制ﾘﾛｰﾄﾞ状態となります。 

 

ステップ 3- 設定およびアップロードファイル 

(1) ＡＰマネージャで強制リロード状態を確認してください。 

ﾘﾛｰﾄﾞ状態の場合は、ＡＰマネージャの表示が「Forced Reload」となります。 
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図 9-2 ＡＰマネージャ 

(2) 強制ﾘﾛｰﾄﾞ状態のアクセスポイントを選んでください。 

(3) ｺﾝﾌｨｸﾞﾚｰｼｮﾝを始めるために、Access Point ﾒﾆｭｰから Upload Software を選

び、手順に従ってｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞしてください。 

(4) すべての設定を行うか、ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟしてあるﾌｧｲﾙを選択し、「Upload」ﾎﾞﾀﾝを

ｸﾘｯｸします。アクセスポイントはﾘﾌﾞｰﾄ後ｿﾌﾄｳｪｱと設定が反映され動作を開

始します。 

(5) 設定内容のﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ・ｺﾋﾟｰを作ってください。 
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