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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

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。 

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 

スタートアップガイド（本書） 

  
7 

ＣＤ-ＲＯＭ 

8 

保証書 

  
9 

お客様登録カード 

10 

ソフトウェア使用許諾書 

  11 

ネジストッパー（３コ） 

12 

固定ネジ（３コ） 

 
 13 

シリアル変換コネクタ（１コ） 

14 

タイラップ（３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 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）・・・別売 

●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 ） 

■インターフェース（シリアル） 

 RS232C 2400、・・9600 、データ８ビット 

    ストップ１ビット、制御：なし 

■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 Ether コ ネ ク タ Ether ケーブルを接続します。（10/100Base-T） 

ｂ RS232C コ ネ ク タ 
Microsoft のハイパーターミナルなどを使用したコマ

ンドベースの設定ができます。 

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。 
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-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 

  

管理端末のセットアップ          １８ページ参照 

  

アクセスポイント EX の設置        ２３ページ参照 

  

アクセスポイント EX の設定        ２８ページ参照 

  

トラブルシューティング          ４８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 

■ Wireless Distribution System を使用したインフラストラクチャー 

― チェーン型 

― スター型 

 

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ＥＸ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 
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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

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

クチャーへの接続が可能となります。 

 

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、無線端末はこれらのセル間を移

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
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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。 

 

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。 

 

Wireless Distribution System（WDS）を使用したインフラスト

ラクチャー 

PK-WL010 はアクセスポイント同士を接続することができます。このため
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有線ＬＡＮの配線工事を行わなくても、容易にＬＡＮを構築することが

できます。 

図 6-4 のように２台のアクセスポイント“ＡＰ－ａ”と“ＡＰ－ｂ”を

ＷＤＳで接続することにより有線ＬＡＮのケーブルの配線なしで“ａエ

リア”の端末をローカルエリアネットワークに接続することができます。 

 

図 6-4 ＷＤＳを使用したインフラストラクチャー 

チェーン型 

ＷＤＳを使用してアクセスポイントＥＸをチェーン型に何台でも接続し

て無線エリアを拡張できます。 

＜注意＞ 

アクセスポイントに無線ＬＡＮカードを２枚づつ実装したＷＤＳに

よるチェーン型接続を行っても、３個以上のアクセスポイントＥＸを

接続すると全体のスループットは多少低下します。 

 

図 6-5 ＷＤＳ（チェーン型接続） 
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スター型 

ＷＤＳを使用してアクセスポイントＥＸをスター型に接続し無線エリア

を拡張することができます。このとき１つのアクセスポイントには最大

６個のアクセスポイントが接続できます。 

＜注意＞ 

１つのアクセスポイントＥＸの各 PC カードスロットに複数個のアク

セスポイントＥＸを接続した場合、全体の最小スループットは各接続

台数分の１となります。 

 

図 6-6 ＷＤＳ（スター型接続） 
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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。PK-WL010 を管理するソフトウェアは、CD-ROM 添付の

「Scan Tool」、インタネットエクスプローラなどの「ブラウザ」、Microsoft

のハイパーターミナルなどで行うことができます。 

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。 

PK-WL010 のファームウェアのアップデートや PK-WL010 の設定情報の保存

などを行う場合は TFTP サーバが別途必要となります。ファームウェアのア

ップデートや PK-WL010 の設定情報の保存などを行う場合は、TFTP サーバ

を管理端末またはサーバなどにインストールしてください。 

 

動作確認済みの TFTP サーバ例（フリーソフト） 

  ・TFTPD32 ( http://tftpd32.jounin.net ) 

 

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） 

■ 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 

 

アクセスポイントＥＸの初期設定は「ＳｃａｎＴｏｏｌ」で行います。この

「ＳｃａｎＴｏｏｌ」を使用した初期設定時は、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. ScanTool のインストール 

 

PK-WL010 は、最初に IP アドレスの設定や管理上のアクセスポイントの名前

を「Scan Tool」を使用して設定します。 

 

Scan Tool 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-WL010¥Utility¥Scan Tool¥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-WL010 

¥Utility¥Scan Tool¥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うと「スタート」―「プログラム」―

「ORiNOCO」にインストールされます。 

 

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

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。 
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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 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 

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. ファームウェアのアップデート 

 

２００２年４月現在のアクセスポイントＥＸのファームウェアバージョン

はｖ１．２（１８３）です。このバージョン以前のファームウェアである場

合はバージョンアップすることをお勧めします。 

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。 
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8. アクセスポイントＥＸの設置 

8.1. 設置条件 

注意
 

無線ＬＡＮアクセスポイントＥＸ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ＥＸ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ＥＸ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ＥＸは壁に付属のネジとプラグを使用して設

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ＥＸ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  

1. 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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2. 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 

1. 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。 

2. 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。 

3. 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。 
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 ネットワーク・インターフェースの接続 

1. プロセッサー・モジュールに無線 LAN(11Mbps)カード E ｼﾘｰｽﾞを挿入し

ます。 

2. 無線ＬＡＮアクセスポイントＥＸに無線 LAN(11Mbps)カード E ｼﾘｰｽﾞ

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

に挿入します。 

※ 無線LAN カード１枚のみの実装時は必ずスロットA(Slot A)に実装します。 

 
3. 無線ＬＡＮアクセスポイントＥＸに無線 LAN(11Mbps)カード E ｼﾘｰｽﾞ

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 ｼﾘｰｽﾞ

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ＥＸから１メートル以上離したところに実装して

ください。 

 

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

5. （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 

1. ＬＥＤの位置が右下になるように、無線ＬＡＮアクセスポイントＥＸ

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。 

 

2. 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。 

3. 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ＥＸ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ＥＸに電源を投入する 

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

ています。 

1. 無線ＬＡＮアクセスポイントＥＸの電源を入れると、診断を開始しま

す。 

2. 約 60 秒の自己診断の後にブリッジとして機能します。 

3. 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 は点きません。 

4. 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ＥＸ設定 
管理端末より以下のように各種設定を行います。 

「ScanTool」による初期設定 

l IPアドレス/サブネットマスク/デフォルトルータの設定 

l アクセスポイント名（管理用）の設定 

 

ブラウザによる設定 

l IPアドレス/サブネットマスク/デフォルトルータの設定 

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

l ＳＮＭＰ設定（パスワード） 

l アクセスコントロールの設定(無線端末の接続制限) 

l 有線系障害回避設定（Link Integrity ） 

l 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ＥＸ 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。 

 

9.1. 設定準備 

アクセスポイントの設定を行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
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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 

9.2.1. 初期設定 

アクセスポイントＥＸの初期設定は「ScanTool」で行います。初期設定

では、アクセスポイントＥＸの 

l IP アドレス 

l サブネットマスク 

l ゲートウェイ IP アドレス 

l アクセスポイント名（管理用の名前） 

を設定します。 

 

1. 設定を行うアクセスポイントＥＸと管理端末が接続されていること

を確認してから、管理端末の「ScanTool」を起動してください。

ScanTool は Windows の「スタート」－「プログラム」－「ORiNOCO」

の「ScanTool」から起動します。 

2. 起動すると下図の画面が表示され、接続しているアクセスポイント

はリスト内に表示されます。表示されない場合は「Ｒｅｓｃａｎ」

ボタンを押して画面を更新してください。アクセスポイントＥＸの

電源投入直後はリストに表示されませんので注意してください。 

 

3. リストに表示されたアクセスポイントを選択（クリック）し、

「Change」ボタンをクリックすると下図の画面が表示されます。

「Name」には管理用のアクセスポイントＥＸの名前を任意の値で入
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力します。「IP Address Type」を選択します。ＤＨＣＰなどを使用

してアクセスポイントに自動的にアドレスを割り当てる場合は

“Dynamic”を選択します。個別に割り当てる場合は“Static”を選

択し、「IP Address」と「Subnet Mask」、「Gateway IP Address」を

入力します。「Read／Write Password」に“public”（半角小文字）

を入力します。 

 

＜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。 

 

4. 「ＯＫ」をクリックするとアクセスポイントＥＸはリブートします。

下図のような確認の画面が表示されますので「ＯＫ」をクリックし

てください。 

 

 

5. 以上で初期設定は終了です。次項の設定を行ってください。 

 



 31

9.2.2. 設定 

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  （下図参照） 

 

 

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。 

 
 

3. 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。 
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システム情報設定 

1. 「System」タブをクリックして以下の設定を行ってください 

ここではアクセスポイントＥＸの管理のための識別名や連絡事項な

どを入力します。 
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2. 各項への入力後、「ＯＫ」をクリックします。 

3. 次の画面が表示されますので「ＯＫ」をクリックします。 

 

 

4. 正しい値が入力されると“Successful”という画面が表示されます

ので、「Close」をクリックしてください。このとき「Error」が表示

された場合、設定値の範囲外もしくは矛盾した設定の可能性があり

ますので、再度設定してください。 

 
 

＜注意＞ 

 アクセスポイントの設定は機能ごとにそれぞれの「タブ」で設

定を行います。１つのタブを設定するごとに必ず「ＯＫ」をクリ

ックして“Successful”表示を確認してから次の設定を行ってく

ださい。また、１つの「タブ」内でも「Add」や「Edit」などを

行う場合は新しいウィンドウが表示されます。この場合もその都

度「ＯＫ」をクリックしてください。 

 

ＩＰアドレスなどのネットワークの設定 

「Network」タブをクリックして以下の設定を行ってください 

1. 「IP Address」 設定 

IP アドレスやサブネットマスクなどを設定します。これらは初期

設定で既に設定済であるため、変更が必要な場合に設定してくだ

さい。 
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設定後は「ＯＫ」をクリックし、“Successful”という画面が表示

されることを確認して「Close」をクリックしてください。 

 

 

2. 「DHCP Server」設定 

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。 

はじめに、「IP Pool Table」の「Add」をクリックし、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を入力し範

囲を設定します。「ＯＫ」をクリックし「IP Pool Table」画面を

閉じてから「DHCP Server Status」を“Enable”にして、「Default 

Router IP Address」と「DNS IP Address」を入力します。また、

貸し出し期間（単位：秒）を設定する場合は「Default Lease Time」

と「Maximum Lease Time」を設定します。デフォルト値は１日（８

６４００秒）です。 

設定後は「ＯＫ」をクリックし、“Successful”という画面が表示

されることを確認して「Close」をクリックしてください。 
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3. 「Link Integrity」設定 

アクセスポイントに接続されている有線側の障害検出機能です。

例えばケーブル断線,ネットワーク構成機器のトラブルなどで有

線側の通信ができない場合の障害を検出します。障害を検出する

とアクセスポイントは電波の送出を止め、無線端末に通信不可能

または隣接のアクセスポイントへのローミングを促します。障害

検出は指定した有線側の端末と定期的に接続確認することで検出

します。スタンドアローン構成などの場合は設定しないでくださ

い。 

定期的に接続確認を行う有線側の端末の IP アドレスを「Target IP 

Address」で設定します。次に、「Link Integrity Status」を

“Enable”にします。「Poll Interval」や「Poll Retransmissions」

は接続確認を行う間隔と回数です。デフォルト値は５００ｍS間隔

で５回です。この場合５回とも指定端末からの応答が無い場合は

障害検出と判断します。 

設定後は「ＯＫ」をクリックし、“Successful”という画面が表示

されることを確認して「Close」をクリックしてください。 
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4. 無線インターフェース設定 

「Interfaces」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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無線カードが１枚の場合が「Wireless SlotA」タブのみ、２枚の

場合は「Wireless SlotA」と「Wireless SlotB」の両方を設定し

ます。 

 

5. 「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。 

 

6. 「Frequency Channel」設定 

使用するチャネルを１～１１の範囲で設定してください。 

 

7. 「RTS/CTS Medium Reservation」設定 

無線のトラフィックが低下する環境の場合、設定を行います。通

常はデフォルトの”2347“のままで使用します。詳細はアクセス

ポイントＥＸユーザーズ・ガイドを参照してください。 

 

8. 「Interference Robustness」設定 

無線のトラフィックが低下する環境の場合、設定を行います。通

常はデフォルトの”Disable“のままで使用します。詳細はアクセ

スポイントＥＸユーザーズ・ガイドを参照してください。 

 

9. 「DTIM Period」設定 

デフォルトの“1”で使用してください。 

 

10.「Closed System」設定 

セキュリティを高めるために“Enable”を選択してください。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。 
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11.「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、２０ｍ以上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、１５ｍ以下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 

 

12.「Multicast Rate」設定 

マルチキャストの通信レートを設定します。通常はデフォルトの

２Mbps で使用します。 

ここで、「ＯＫ」をクリックします。確認画面が表示されますので

「ＯＫ」をクリックします。 

次に“Successful”という画面が表示されることを確認して

「Close」をクリックしてください。 

 

13.ＷＤＳ設定 

ＷＤＳを行うには次の項目を設定します。 

・ 接続するアクセスポイントＥＸ同士の「Network Name」を統一

する。 

・ 接続するアクセスポイントＥＸ同士の「Frequency Channel」

を統一する。 

・ 接続するアクセスポイントＥＸの無線カードのＭＡＣアドレ

スを「Wireless Distribution System」の欄に登録します。 

例えば、下記のような構成の場合、 
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l アクセスポイント AにはアクセスポイントB と Cの

無線カードの MAC アドレスを登録する。 

l アクセスポイント B にはアクセスポイント A の無線

カードの MAC アドレスを登録する。 

l アクセスポイント C にはアクセスポイント A の無線

カードの MAC アドレスを登録する。 

・ 「Bridge」－「Spanning Tree」でスパニングツリーを“Enable”

にします。スパニングツリーはデフォルト値でも自動的にルー

ティング・ルートを設定します。ルーティング・ルートを指定

する場合はアクセスポイントの優先度（Bridge Priority）や

ポート優先度（Port Priority）などを設定してください。 

 

14.有線インターフェース設定 

「Interface」タブの「Ethernet」タブをクリックして Ethernet

の接続先（スイッチングハブやルータのポート）の設定に合わせ

て Ethernet インターフェースの設定を行ってください。 
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15.ＳＮＭＰ設定 

「ＳＮＭＰ」タブでＳＮＭＰでのパスワードを設定します。 「Read 

Password」はＳＮＭＰで読み込みだけを許可するパスワードで、

「Read/Write Password」は書き込みを許可するパスワードです。

ここで設定する「Read/Write Password」は ScanTool で設定する

ときに入力するパスワードです。セキュリティ上、必ずデフォル

ト値からの変更を行ってください。 

パスワード設定の確認のため「Confirm」欄にも同じ値を入力して

ください。 
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16.ＩＡＰＰ設定 

ＩＡＰＰは２つ以上のアクセスポイントが設置されている場合、

アクセスポイント間で無線端末の情報を交換し合い、無線端末が

ローミングする際にスムーズに次のアクセスポイントに再接続す

るようにします。通常はデフォルト値のまま使用します。 

 

 

17.Bridge 設定 

「Bridge」タブでは、アクセスポイントが有線と無線間をブリッ

ジするパケットのフィルタなどの設定を行います。詳細について

はアクセスポイントＥＸユーザーズガイドを参照してください。 

 

 

 

 

 

 



 42

18.セキュリティ設定 

「Security」タブで無線端末の接続制限や無線データの暗号化の

設定を行います。 

a. ＭＡＣアドレスによる無線端末の接続制限 

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」に接続を許可する無線端末のＭ

ＡＣアドレス（無線ＬＡＮカードのＭＡＣアドレス）を登録し

ます。 

「MAC Access Control Status」を“Enable”にし、「MAC Access 

Control Operation」を“Allow”にします。 

設定後は「ＯＫ」をクリックし、“Successful”という画面が

表示されることを確認して「Close」をクリックしてください。 

この“MAC Authentication”を有効にすると登録した端末以外

の無線端末は有線側に接続できません。 

 

 

b. RADIUS による無線端末の接続制限 

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。 

設定の詳細についてはアクセスポイントＥＸユーザーズガイ

ドを参照してください。 
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c. 無線データの暗号化設定 

無線データの暗号化設定には３種類のモードがあります。 

モードの設定は「Encryption」タブ内の「802.1X Security Mode」

で設定します。 

・“None” 従来のＷＥＰ４０または１２８bit を使

用した暗号化。 

・“802.1X” 2001 年 12 月現在の 802.1X で規定されて

いる暗号化。802.1X モードを使用する場

合は、別途 802.1X を対応した RADIUS サ

ーバが必要です。 

・“Mixed” 802.1X と WEP が混在している場合に使用

します。 

 

802.1X Security Mode＝“None”の場合 

「Encryption Status」を“Enable”にし、「Key Length」を

“40Bits”または”128Bits”のどちらかを選択します。 

暗号化のキーは最大４つまで設定でき、１２８bit または６

４bit 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「Encryption 

Key1～4」にそれぞれ入力します。 
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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。 

「Deny Non-Encryption Data」を“Enable”にして、さらに

アクセスポイントが使用するキーを「 Encrypt Data 

Transmission Using」で選択します。 

 

802.1X Security Mode＝“802.1X”の場合 

「Wireless Interface」欄のキー設定は必要ありません。 

 

802.1X Security Mode＝“Mixed”の場合 

「Encryption Status」を“Enable”にし、「Key Length」を

“40Bits”または”128Bits”のどちらかを選択します。次に

「Encryption Key１」にのみキーを入力します。従来の WEP

を使用した端末はこのキーを使用して通信します。 

 

設定後は「ＯＫ」をクリックし、“Successful”という画面が

表示されることを確認して「Close」をクリックしてください。 

 

 

 

19.ＨＴＴＰ設定 

「HTTP」タブで HTTP の設定を行います。HTTP を無効（Disable）
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にするとブラウザでの設定ができなくなりますので注意してくだ

さい。 

通常ここでは、パスワードの変更のみを行ってください。パスワ

ードは確認のため「Confirm」欄に同じ値を入力してください。 

ここで設定するパスワードはブラウザでアクセスポイントにログ

インするときのパスワードです。 

設定後は「ＯＫ」をクリックし、“Successful”という画面が表示

されることを確認して「Close」をクリックしてください。 

 

 

 

20.Serial 設定 

アクセスポイントＥＸのシリアルインタフェースの設定を行いま

す。 

「Baud Rate」および「Flow Control」を設定します。特に変更を

要する場合のみ設定を変更してください。 
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21.Telnet 設定 

Telnet の設定を行います。 

特に変更を要する場合のみ設定を変更してください。 

 

 

22.リブート 

アクセスポイントＥＸはリブートを行うことで設定値が反映され

ます。すべての設定が終了したら必ずリブートを行ってください。 

「Commands」－「Reboot」タブの「Reboot」ボタンをクリックす

るとアクセスポイントはリブートします。 

 

 

23.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、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。 
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24.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。 

・ 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 を行ない接

続できていることを確認する。 
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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

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。 

 

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

のリセットや強制リロードを行ってください。
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