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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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 上カバーは絶対にはずさない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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。 

● 本製品には、5GHz 帯小電力データ通信システムが内蔵されています。本製品に内

蔵されている無線設備は、5GHz帯域(5.15GHz～5.25 GHz)を使用します。 

● 本製品は、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

わないでください。また、本製品は日本国以外ではご使用になれません。 

● 本製品の電波出力は、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 ）」に基づく基準値を下回っています。 

● 自動ドアや火災報知機等、自動制御機器の周辺では、本製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場合があります。 

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

ている近くで本製品を使用すると、それらの機器に影響を与えることがあります

（本製品の電源を入/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。 

① 本製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、本製品の電力を供給してください。 

③ 電話機やテレビ、ラジオの干渉について経験のある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総合通

信局へ申し入れてください。 

詳しくは、ご使用場所管轄の総合通信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 １２１コンタクトセンターまでご相談ください。 

ＮＥＣ １２１コンタクトセンター 

(フリーコール) 0120-977-121 

● 本製品は、電波の特性上、設置場所によって通信可能な距離または通信容量が変化

します。 

● 本製品は、暗号キーを設定することにより、無線区間での漏洩・傍受を防ぐことが

可能です。また、セキュリティ向上のため、暗号キーを定期的に変更されることを

お勧めします 

● 電波法令により、5GHz無線LAN機能の屋外使用は禁止されています。5GHz無線LAN機

能は屋内のみでご使用ください。 
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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 

802.11a ｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞｷｯﾄ本体 

2 

スタートアップガイド（本書） 

  
3 

ＣＤ-ＲＯＭ 

4 

保証書 

  
5 

お客様登録カード 

6 

ソフトウェア使用許諾書 

 7 

タイラップ（１本） 
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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-WL010-01 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 
 

■インタフェース  68pin CardBus 

■データ転送速度  54M/48M/36M/24M/18M/12M/9M/6M  (bps) 

［自動切替］ 

■準拠規格   ARIB STD-T71  

IEEE802.11a（5GHz無線LAN標準プロトコル） 

■伝送方式   OFDM 方式 

■伝送距離   屋内 15m （54Mbps通信時） 

注）伝送可能距離は周囲条件により変化します 

■使用無線チャネル  34ch(5.17GHz),38ch(5.19GHz),42ch(5.21GHz), 

46ch(5.23GHz) 

■RF周波数帯域  5GHz 帯域（5.15GHz ～5.25GHz ） 

■動作電圧   3.3V 

■消費電流   最大650mA（送信時） 

■温湿度条件  温度：0～40 ℃ 

湿度：20 ～80 ％（結露しないこと） 

■外形寸法   

カード部  約54  (D)×約118 (W)×約10 (H)mm 

 アンテナ部    約105 (D)×約280 (W)×約20 (H)mm 

 アンテナケーブル長 約80mm 

■質量   約70g 
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4.1. 各部名称と機能 
        （表面）                 （裏面） 

 
 

 

 

 

 

 

 

記号 名称 機能 

ａ アンテナ 2 つの角度可動式のアンテナ。（ダイバーシティ） 

ｂ アンテナケーブル 
カードとアンテナを接続しています。破損や故障の原
因となりますので強く折り曲げたり、キズをつけたり
しないよう注意してください。 

ｃ 無線ＬＡＮカード 無線ＬＡＮカード本体。 

ｄ PCｶｰﾄﾞｽﾛｯﾄｲﾝﾀﾌｪｰｽ アクセスポイントのカードスロットに接続します。 

ｅ シリアル番号 本商品の製造番号。 

ｆ MAC アドレス 本商品の無線側 MAC アドレスです。有線側 MAC アドレ
スはアクセスポイント本体に記載されています。 

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

ｅ

ｆ
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5. PK-WL010 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                 １４ページ参照 

  

ユーティリティソフトウェアのインストール１６ページ参照 

  

ファームウェアのアップデート       １９ページ参照 

  

アクセスポイント EXへの取り付け      ２１ページ参照 

  

アクセスポイント EX設定           ２７ページ参照 

  

トラブルシューティング           ４２ページ参照 
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6. 概要 

6.1. 本商品の概要 
 

この章では、本商品で利用できるネットワークの概要と 5GHz 帯無線ＬＡＮの

概要を説明します。 

6.1.1. 基本的なネットワーク構成 

本商品はアクセスポイント EX（PK-WL010）に実装して使用し、5GHz 無線

ＬＡＮカード（別売の 802.11a 無線 LAN カード（PK-WL013）など）を実装

したパソコンと組み合わせて 5GHz 無線ＬＡＮネットワークを構成できま

す。もちろんアクセスポイントの通信エリア（セル）間のローミングも可

能です。 

アクセスポイント EX に 2.4GHz 帯無線ＬＡＮカード（PK-WL006W）を追加

すると従来の 2.4GHz 帯無線ＬＡＮを使用したパソコンとの共存が可能と

なります。（図 6-1 参照） 

 

注意 本商品はアクセスポイント EX 同士を接続する 

「Wireless Distribution System」はサポートされておりません。 

 

 

図 6-1 ネットワーク構成例 

 

5GHz 無線 LAN内蔵 PC 

PK-WL013を実装したPC 

ローミング 

PK-WL013を実装したPC 

2.4GHz 無線 LAN 

を実装した PC 

PK-WL006W も実装している 

アクセスポイント EX 
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6.1.2. 5GHz帯無線ＬＡＮの概要 

本商品は IEEE802.11a に準拠した 5GHz 帯を使用した無線ＬＡＮです。 

■ 屋内での使用 

本商品は電波法令により屋外での使用は禁止されています。 

室内で使用してください。 

■ 使用周波数 

本商品の使用している周波数は 5.15GHz～5.25GHz です。この周波数の

範囲の中で４チャネルの使用が可能です。 

34ch(5.17GHz) 

38ch(5.19GHz) 

42ch(5.21GHz) 

46ch(5.23GHz) 

アクセスポイントを複数設置する場合で、それぞれの電波の届く範囲

（約 100 メートル以内）に設置する場合は、それぞれ異なるチャネルに

設定することをお勧めいたします。それぞれ同一チャネルに設定すると

無線 LAN ネットワークの通信速度が低下する場合があります。 

■ 通信モードと距離 

本商品のサポートしている通信モード（通信速度）は、 

54M/48M/36M/24M/18M/12M/9M/6M（ bps ） 

です。 

この通信モードは電波の品質（信号レベル、ノイズレベル）や通信状態

（通信成功率）に応じて自動的に切り替わります。このため無線 LAN

端末とアクセスポイントの距離が遠くなり、信号レベルが低下するに従

い、通信モードを下げて通信を行います。 

 

電波の品質  高     低 
（信号レベルなど） 

距離 近     遠 
         （目安） 10m    50m   100m 

通信モード  54M 48M  36M  24M  18M  12M  9M  6M 

 

  

 

高     低 
 

近     遠 
10m    50m   100m 

54M 48M  36M  24M  18M  12M  9M  6M 
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7. ユーティリティソフトウェアのインストール 
添付の CD-ROM の「Setup.exe」を起動してアクセスポイントEX の IP アド

レスなどの初期設定を行う「Scantool」ソフトウェアとアップデート用ア

クセスポイント EX ファームウェアのインストールを行います。 

 

7.1. インストール 
1. 無線 LAN アクセスポイント EX の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. 「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：¥ Setup.exe”を選択して実行します。 

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。特にイ

ンストールするディレクトリを指定しないでインストールを行うと

“C:¥Program Files¥ORiNOCO¥AP”に「Scantool」インストールされま

す。また、「アップデート用アクセスポイント EX ファームウェア」も同

ディレクトリにコピーされます。さらに、アクセスポイント EX のファ

ームウェアをバージョンアップするときに必要な TFTP サーバをインス

トールするファイルもコピーされます。既に管理端末に TFTP サーバが

インストールされていなければ、次のステップで TFTP サーバをインス

トールしてください。 

4. 「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、

“C:¥Program Files¥ORiNOCO¥AP¥Xtras¥SolarWinds¥OEM-TFTP-Server.EXE”

を選択して実行します。画面の指示に従ってインストールを行って最後

に「Finish」をクリックすると終了します。インストールした TFTP サ

ーバは「スタート」－「プログラム」－「SolarWinds 2001 Standard 

Edition」－「File Transfer」の「TFTP Server」から実行できます。 

 

7.2. TCP/IP プロトコル設定の確認 
ScanTool 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



 17 

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 192.168.1.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。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 といった形式の値を

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 ScanTool とファームウェアの入手 
 

ScanTool とファームウェア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 ScanTool およびファームウェアにバ

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 

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 
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8. ファームウェアのアップデート 
本商品をアクセスポイント EX に実装して使用する場合はバージョンが

V2.0.0（266）以降のファームウェアである必要があります。以下の手順で

確認およびアップデートを行ってください。 

アクセスポイント EX を新規に設置する場合は、「Scantool」で IP アドレス

などの初期設定を設定しておく必要があります。アクセスポイント EX のマ

ニュアルを参照して初期設定を行ってから以下のステップに進んでくださ

い。 

 

① 現在のアクセスポイント EX ファームウェアバージョンの確認を行いま

す。 

インターネットエクスプローラなどのブラウザでアクセスポイント EX

にログインし、「Status」画面の「System Status」でバージョンの確認

を行い、バージョンが V2.0.0（266）以前のものであれば次のステップ

に進みアップデートを行う。 

 

② TFTP サーバを起動します。TFTP サーバのルートディレクトリは、

“C:¥Program Files¥ORiNOCO¥AP”に設定しておきます。添付の CD-ROM

からインストールした TFTP サーバの場合は、「File」－「Configure」の

「TFTP Root Directory」でルートディレクトリを指定します。 
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③ ブラウザでアクセスポイント EX にログインし、「Commands」画面の

「Download」タブの「TFTP Information」に以下のように入力して「OK」

をクリックします。 

 Server IP Address： TFTP サーバがインストールしてある 

    管理端末の IP アドレスを入力。 

 File Name      ： “ AG_AP2K.BIN ”（半角英数字）と入力する 

 File Type        ： “ Img ”を選択。 

 File Operation   ： “ Download & Reboot ”を選択。 

 

④ 「OK」をクリックすると以下の画面が表示されることがあります。この

場合は「OK」をクリックしてください。 
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⑤ 以下の画面が表示され、アクセスポイント EX は TFTP サーバからファー

ムウェアのダウンロードを開始します。 

 

このとき TFTP サーバの画面を見て、ファームウェアをダウンロードして

いることを確認してください。 

 
⑥ ファームウェアのダウンロードが終了すると以下の画面が表示されます

ので、「Reboot」ボタンをクリックします。クリックするとアクセスポイ

ント EX はリブートを行います（LED が赤やオレンジ色に変化する）。リ

ブートしていることを確認したら以下の画面の×をクリックしてこの画

面を終了してください。 
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⑦ アクセスポイント EX は 1 分少々で立ち上がります（POWER LED がグリー

ン点灯、ETHERNET LED がグリーン点滅）。正常に立ち上がったらファー

ムウェアのアップデートは終了です。再度アクセスポイント EX にログイ

ンして「Status」画面の「System Status」でバージョンの確認を行い、

バージョンが v2.0(266)であることを確認してください。 
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9. アクセスポイント EXへの取り付け 

9.1. アクセスポイント EX への取り付け 
以下の手順で本商品をアクセスポイント EX へ取り付けます。 

① アクセスポイント EX の白いカバーを外します。 

 

② アクセスポイント EX の接続されている有線ケーブルと AC アダプタの

コネクタをアクセスポイント EX 本体から外します。 

③ 本商品のカード側をアクセスポイント EX の「PC CARD A」に挿入しま

す。 
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④ 下図の用に本商品のアンテナ部をアクセスポイントEXのマウントブラ

ケットに取り付けます。「取り付け用ツメ A」をアクセスポイント EX の

マウントブラケットの内側に入れながら（詳細図 A 参照）、「取り付け

用ツメ B」をマウントブラケットの「取り付け穴 E」に差し込んで引っ

掛けます（詳細図 B参照）。この状態で、アンテナ部を下に押しながら

「取り付け用ツメ C」をマウントブラケットの「取り付け穴 D」の穴に

差し込みます（詳細図 C参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

アクセスポイント EXの 

マウントブラケット 

アンテナの 
「取り付け用ツメ A」 

（２箇所） 

アンテナの 
「取り付け用ツメ B」 

（２箇所） 

アンテナの 
「取り付け用ツメ C」 

（２箇所） 

マウントブラケット 
の「取り付け穴 D」 

（２箇所） 

マウントブラケット 
の「取り付け穴 E」 

（２箇所） 

マウントブラケット 
の「取り付け穴 D」 

（２箇所） 

マウントブラケット 
の「取り付け穴 E」 

（２箇所） 
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詳細図 A               詳細図 B 

 

詳細図 C 

 

⑤ すべての取り付け用のツメが正しく差し込まれているか確認します。 

⑥ アクセスポイント EX の接続されていた有線ケーブルと AC アダプタの

コネクタをアクセスポイント EX 本体に差し込み、最後に白いカバーを

アクセスポイント EX 本体に取り付けます。 
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9.2. アクセスポイント EX の設置とアンテナの向き 
本商品の 2つのアンテナは可動式となっております。 

アクセスポイント EX の設定角度により、アンテナの角度を調整します。 

２本のアンテナは常に垂直になるようにします。 

 

＜アクセスポイント EX を壁に取り付ける場合＞ 

 

 

＜アクセスポイント EX を天井に取り付ける場合＞ 

 
 

＜アクセスポイント EX をテーブルなどの上に取り付ける場合＞ 
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10. アクセスポイント EX設定 
802.11a ｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞｷｯﾄ（５GHｚ帯無線 LAN）の設定を行います。 

アクセスポイント EX はブラウザ（インターネットエクスプローラなど）でログ

インし、表示される機能ごとのタブに設定値を入力または選択して設定します。 

１つのタブを設定して次のタブを表示（クリック）する前に必ず「ＯＫ」ボタ

ンをクリックしてください。「ＯＫ」ボタンをクリックせずに次のタブへ移動し

た場合は、設定値が保持されませんので注意してください。 

必要項目をすべて設定した後は、必ず「Commands」ボタンをクリックし、

「Reboot」タブの「Reboot」ボタンをクリックしてアクセスポイント EX をリブ

ートします。アクセスポイント EX はリブート後に設定値が反映されます。 

ブラウザの起動 

1. 管理端末でブラウザ（Microsoft Internet Explorer など）を起動

し、アドレス欄にアクセスポイント EX の IP アドレスを直接入力し

て「Enter」キーを押します。 

例）http://192.168.2.20   

 

 

2. 次にパスワードを入力する画面が表示されます。「ユーザー名」は

“空白”のままで、“パスワード”欄に“public”を入力して「ＯＫ」

をクリックしてください。 

 

＜注意＞ 

セキュリティ上、パスワードはアクセスポイントの設定で変更す

ることを強く推奨いたします。 

 

 

次の画面が表示されますので、画面左の「Configure」ボタンをクリックして。

各設定を行ってください。 

 

10.1. アップデート設定 
2.4GHz帯無線LANを使用している状態から本商品をアップデートした場合は

以下の項目を追加設定します。 

＜追加設定＞ 

① 5GHz帯無線LAN設定 

設定は「Configure」ボタンをクリックし、「Interface」タブの
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「Wireless-A」タブで以下の設定を行います。 

l Network Name（SSID）： 1-32文字（半角英数）で任意の値を 

設定します。 

l Frequency Channel ： 34ch, 38ch, 42ch, 46chの中から選択し 

ます。（前項の「概要」も参照） 

l Transmit Rate   ： 「Auto Fallback」（デフォルト）を選択 

することを強く推奨します。 

l DTIM Period    ：「１」（デフォルト）のままにします。 

l RTS/CTS Medium Reservation 

：RTS/CTS制御を行う場合に1-2346の範囲で

設定します。「2347」（デフォルト）はデ

ィセーブル（無効状態）です。 

 
 

② セキュリティ設定（データの暗号化） 

a：従来のWEPのみを使用してデータの暗号化を行う場合 

「Configure」－「Security」タブの「Encryption」タブにて設

定を行う。 

• 「Enable Encryption(WEP) for SlotA」をチェックする。 

• 「Encryption Key1」～「Encryption Key4」に暗号化キーを

入力する。 

• 「Deny None Encrypted Data」を“Enable”を選択する。

“Disable”を選択した場合は、WEPを使用していない端末の

通信も許可してしまいます。 
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• 「Encryption Key1」～「Encryption Key4」のキーのうち、

どのキーを使用するかを選択します。 

 
 

b：802.1xを使用してデータの暗号化を行う場合 

「Configure」－「Security」タブの「802.1x」タブにて設定を

行う。 

• 「802.1x Security Mode」を「802.1x」または「Mixed」を

選択する。「Mixed」を選択した場合は、従来の暗号化（WEP）

も有効（Encryption Key１のみ）となり802.1xとWEPが共存

した環境でも使用できるようになります。 

• 「Encryption Key Length - Wireless Slot A」で暗号キー

長の「128bits」または「40bits」を選択します。 

• 「Re-keying Interval」でキーの更新間隔時間を設定します。 

• 現在お使いのRADIUSサーバ環境下でご使用になる場合は、

「RADIUS」タブの設定変更は特にありません。 
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10.2. 新規設定 
 

＜アクセスポイント EX の管理上設定＞ 
アクセスポイント EX を管理するために必要な設定を行います。 

・ アクセスポイント EX の識別名や連絡先などの設定 

・ アクセスポイント EX にアクセス（設定、モニタ）するための設

定 

 

1. 「System」タブでアクセスポイント EX の管理のための識別名や連絡

先などを入力します。 
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2. 「Management」タブ内の「Passwords」タブでアクセスポイント EX

へアクセスするためのパスワードを設定します。デフォルト

は”public“です。デフォルト値は変更して使用してください。 

「SMNP」  ：「Scantool」でアクセスするためのパスワード 

「Telnet」  ：「CLI」（ｺﾏﾝﾄﾞﾗｲﾝ）でアクセスするためのパスワード 

「HTTP」  ：ブラウザでアクセスするためのパスワード 

 
 

3. 「Management」タブ内の「IP Access Table」タブでアクセスポイン

ト EX のアクセスを許可する端末を限定します。 
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4. 「Management」タブ内の「Service」タブでアクセスポイント EX へ

のアクセスインターフェース設定を行います。 

 
 

＜有線インタフェース側設定＞ 
アクセスポイント EX の有線側（Ether）の設定を行います。 

・ IP アドレスなどの設定 

・ 有線側のケーブル切断などの障害検出設定 

・ 有線インタフェースのモード設定 
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1. 「Network」タブ内の「IP Configuration」タブでアクセスポイント

EX の IP アドレスやサブネットマスクなどを設定します。 

 

 

2. 「Network」タブ内の「Link Integrity」タブで有線ケーブル切断な

どの障害検出設定を行います。ここで指定する端末（IP アドレス）は

アクセスポイント EX が稼動するときには同一ネットワークに接続さ

れていて、かつ稼動している端末を指定します。有線ケーブル切断な

どが発生して指定した端末からの応答がなくなると、アクセスポイン

ト EX は無線 LAN ネットワークも停止します。 
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3. 「Interface」タブ内の「Ethernet」タブで有線 LAN インタフェース

の通信スピードや通信方式を接続先（スイッチングハブやルータ）に

合わせて設定します。 

 

 

＜無線インタフェース側設定＞ 
アクセスポイント EX の無線側の設定を行います。 

・ IP アドレスなどの設定 

・ 有線側のケーブル切断などの障害検出設定 

・ 有線インタフェースのモード設定 

 

1. 「Interface」タブ内の「Wireless-A」タブで以下の設定を行います。 

l Network Name（SSID）： 1-32文字（半角英数）で任意の値を 

設定します。（無線LAN接続に必須項目） 

l Frequency Channel ： 34ch, 38ch, 42ch, 46chの中から選択し 

ます。（前項の「概要」も参照） 

l Transmit Rate   ： 「Auto Fallback」（デフォルト）を選択 

することを強く推奨します。 

l DTIM Period    ：「１」（デフォルト）のままにします。 

l RTS/CTS Medium Reservation 

：RTS/CTS制御を行う場合に1-2346の範囲で

設定します。「2347」（デフォルト）はデ

ィセーブル（無効状態）です。 
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2. 無線 LAN データの不正盗聴を防ぐために、データを暗号化して送信す

る設定を行います。また、IEEE802.1x 機能を使用するとさらに高いセ

キュリティで無線 LAN ネットワークが構築できます。IEEE802.1x 機能

を使用する場合は別途「IEEE802.1x をサポートした RADIUS サーバ」

が必要となります。 

 

a：従来のWEPのみを使用してデータの暗号化を行う場合 

「Security」タブ内の「Encryption」タブにて設定を行う。 

• 「Enable Encryption(WEP) for SlotA」をチェックする。 

• 「Encryption Key1」～「Encryption Key4」に暗号化キーを

入力する。 

• 「Deny None Encrypted Data」を“Enable”を選択する。

“Disable”を選択した場合は、WEPを使用していない端末の

通信も許可してしまいます。 

• 「Encryption Key1」～「Encryption Key4」のキーのうち、

どのキーを使用するかを選択します。 
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b：802.1xを使用してデータの暗号化を行う場合 

「Configure」－「Security」タブの「802.1x」タブにて設定を

行う。 

• 「802.1x Security Mode」を「802.1x」または「Mixed」を

選択する。「Mixed」を選択した場合は、従来の暗号化（WEP）

も有効（Encryption Key１のみ）となり802.1xとWEPが共存

した環境でも使用できるようになります。 

• 「Encryption Key Length - Wireless Slot A」で暗号キー

長の「128bits」または「40bits」を選択します。 

• 「Re-keying Interval」でキーの更新間隔時間を設定します。 
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「Security」タブ内の「RADIUS」タブにて RADIUS サーバの IP アドレ

スや RADIUS サーバへ認証を行うときのパスワードの設定を行います。 
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＜その他の設定＞ 
必要に応じてその他の設定を行います。詳細については、アクセスポイ

ント EX のユーザーズマニュアルを参照してください。 

・ DHCP サーバの設定 

・ MAC アドレスによる接続制限 

・ ブリッジの設定 

・ トラップの設定 

・ パケットのフィルタの設定 

 

1. 「Network」タブ内の「DHCP」タブで DHCP サーバの設定をします。 

アクセスポイント EX はＤＨＣＰサーバ機能を持っています。アクセス

ポイントの有線側または無線側の端末に IP アドレスを自動的に割り

当てる場合にのみ設定します。貸し出しを行う IP アドレスのスタート

アドレスとエンドアドレス、「Default Router IP Address」、「DNS IP 

Address」を入力し設定します。 

 

 

2. 「Security」タブ内の「MAC Access」タブで接続を許可する無線端末

の MAC アドレスを登録します。「MAC Access Control Table」には接

続を許可する無線端末の MAC アドレス（無線ＬＡＮカードの MAC アド

レス）を登録します。 
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3. 「Bridge」タブ内で「Spanning Tree」と「Storm Threshold」の設定

が行えます。 
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4. 「Alarms」タブ内の「Groups」と「Alarm Host Table」タブ SNMP を

使用したトラップ情報の設定が行えます。 

 

 

5. 「Filtering」タブ内で「Ethernet Protocol」と「Static MAC」、

「Advanced」の設定が行えます。 
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10.3. 設定確認と動作確認 
設定終了後、「Commands」ボタンをクリックし「Reboot」タブの「Reboot」

ボタンをクリックして、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、ブラウザで設定が正しく反映されているか確認してください。 

 

アクセスポイントが正常に動作することを確認します。 

a. 管理端末からアクセスポイントに PING を行い、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。 

・ ブラウザの「Monitor」-「Remote Link Test」で確認 

c. 許可した無線端末からサーバや管理端末等に PING を行い接続

できていることを確認する。 
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11. 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

EX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アクセスポイントEXのLED点灯

状態をチェックします。「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。 

 

LEDエラー一覧 

 

POW Ether PC CARD A PC CARD B 

電源LED 有線LAN LED 無線LAN LED 無線LAN LED 
状態 

緑-点灯 緑-点滅 緑-点滅 緑-点滅 正常動作状態 

橙 － 橙 橙 リブート中 

橙 － － － 

リブート後ずっと
この状態の場合は
FWエラー。強制リロ
ードが必要 

赤 赤 － － セルフテスト中 

－ － 赤 赤 
無線カード異常、ま
たは未サポートカ
ード。 

－ － オフ オフ 無線カード未実装 

注意 リブート中、各ＬＥＤは色を変えながら立ち上げ動作を行います。また、 
   リブート中でも数秒間“正常動作状態”と同じようなＬＥＤの点灯をし 

ますので注意してください。 
 

 

 

無線ＬＡＮアクセスポイントEX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

リセットまたは強制リロードを行ってください。
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