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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

ークの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 

 Wireless Distribute 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 

 

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-WL014－B）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-WL014-B)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。 

 

図 1-2 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端末はすべて、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が

可能となります。 

 

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、

無線端末はこれらのセル間を移動して使用することができます。 
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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。 

 

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。 
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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）

可能な範囲でチャンネルの間隔を離した構成を適用すると、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。 

 

1.5. Wireless Distribution System を使用したインフラス

トラクチャー 

アクセスポイント(PK-WL014-B)はアクセスポイント同士を無線接続することができま

す。このため有線 LAN(Ethernet)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 1-5 のように２台の(PK-WL014-B) “ＡＰ－ａ”と“ＡＰ－ｂ”を Wireless  

Distribution System(ＷＤＳ)で接続することにより有線 LAN のケーブル配線なしで“ａ

エリア”の端末を“ｂエリア”の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 1-5 ＷＤＳを使用したインフラストラクチャー 
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チェーン型 

ＷＤＳを使用して PK-WL014-B 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＞ 

ＷＤＳによるチェーン型接続をおこなった場合、３個以上の PK-WL014-B を接続す

ると全体のスループットは多少低下します。 

 

図 1-6 ＷＤＳ（チェーン型接続） 

スター型 

ＷＤＳを使用して PK-WL014-B 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 PK-WL014-B に複数個の PK-WL014-B を接続した場合、最小スループットは

各接続台数分の１となります。 

 

各 WDS リンクは PK-WL014-B の論理 WDS ポートにマップされます。WDS ポートは、標準の

無線インターフェイスのように動作せず、Ethernet ポートに似た動作をします。BSS ポー

トで、アクセスポイントは、関連性とフレームにより学習します。WDS ポートまたは 

Ethernet ポートでは、アクセスポイントは、フレームのみから学習します。WDS を設定す

るときは、以下のことに事項に留意してください。  

WDS リンクは通信帯域幅をクライアントと共有します。したがって、アクセスポイントの
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セルの最高データ転送速度が 11 Mbps であっても、 WDS リンクが有効なときは、 クライ

アントのスループットは、減少します。 

WDS テーブルにパートナーの MAC アドレスが設定されていない場合は、WDS ポートは無効

状態のままとなります。 

単独の PK-WL014-B の 各 WDS ポートには、固有のパートナー MAC アドレスがなければな

りません。PK-WL014-B の WDS ポートリストに同じ MAC アドレスを 2 回入力しないでくだ

さい。 

相互に通信を行うには、WDS のメンバーである各アクセスポイントは同じチャンネルの設

定をする必要があります。 

WDS のメンバーである各アクセスポイントは同じ WEP 暗号化の設定をする必要があります。

WDS は 802.1x を使用しません。したがって、WDS リンクを暗号化する場合は、（WEP 暗号

化のみまたは混成モードで）、WEP 暗号化を使用するように、各アクセスポイントを設定す

るする必要があります。 また、各アクセスポイントは同じ暗号キーを所有する必要があり

ます。「セキュリティ」を参照してください。 

ネットワークがスパニングツリーをサポートしていない場合は、PK-WL014-B デバイス間の

ネットワークループを引き起こさないよう注意してください。例えば、（スパニングツリー

が無効になっている場合）、同じ Ethernet ネットワークに接続されている２つのアクセス

ポイント間に WDS リンクを作ると、ネットワークループが生じます。 

 

 

図 1-7 ＷＤＳ（スター型接続） 
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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、ブラウザ（インターネットエク

スプローラなど）と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に添付されたCD-ROMを参照し

て下さい。) 

■ ScanTool (本機添付の CD-ROM を参照して下さい。) 

 

2.2. LAN 管理端末の割り当て 

必要条件 

管理端末の設定に、次の条件を満足する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 XP または Windows NT4.0 

■ Internet Explorer5.0 以上、又は NetScape7 以上 

 

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) 

 

ScanTool またはブラウザによる管理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) 
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― 有線イーサネット・カード 

■ 無線ＬＡＮアクセスポイント 

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

 

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

クのモニタリングをブラウザにより管理できます。 

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ます。 

■ 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：ScanTool、ブラウザ 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：ScanTool、ブラウザ 

 

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。 

■ 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、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。 
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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。 

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

うための調査には適していません。 

ただし、有線接続の管理端末は、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、クライアントマネージャも使用可能です。 

 

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 

■ ブラウザ 

― 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。 
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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、PK-WL006x ｼﾘｰｽﾞまたは PK-WL009 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。 

■ 「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。 
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ScanTool 

ScanTool 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 

ScanTool のインストール 

ScanTool・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。 

■ 「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-WL014－B」-「Software」-「ScanTool」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 

「ScanTool.exe」を選択して予め作成しておいたフォルダに移動してください。 

（例）C:¥Program Files¥PK-WL-014-B¥ScanTool など 
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TCP/IP プロトコル設定の確認 

ScanTool・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」を選択してください。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択する場合には、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。 
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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。 

 

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。 

■ 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。 
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無線管理端末 

無線管理端末では、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。 

 

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。 
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VLAN(ヴァーチャルエリアネットワーク) 

※PK-WL014 では VLAN 機能はサポートしておりません、設定は行わな

いで下さい。 

 

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」

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（クライアントマネージャ）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。 
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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： 

■ インフラストラクチャー・ネットワーク 

■ ＷＤＳを使用したインフラストラクチャー・ネットワーク 

 

3.2. インフラストラクチャー・ネットワークの設定 

基本的な設定 

図3-1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 3-1 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を設置します。 
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2. ScanTool で各アクセスポイントの IP アドレスを設定します。 

3. ブラウザを起動し、ブラウザのアドレス欄に直接アクセスポイントの IP アドレ

スを入力して設定画面を開きます。 

4. 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。 

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。 

■ 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 169.254．

128.132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(169.254．

128.132)を変更しなければなりません。 

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. ScanTool を起動してください。 

2. リストからアクセスポイントを選択し「Change」をクリックしてください。 

 

図 3-2 ScanTool 
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3. IP アドレスやサブネットマスク、ゲートウェイ IP アドレスを入力し、パスワ

ード欄に“public”と入力して OK をクリックしてください。 

（図 3-3 を参照してください。） 

 

図 3-3 ScanTool の設定画面 

 

4. アクセスポイントはリブートします。しばらくするとアクセスポイントは IP

アドレスを反映して立ち上がりますので、次のステップの設定を行ってくだ

さい。 

 

図 3-4 ScanTool（IP アドレス設定後） 
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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。 

1. ブラウザを起動し、アドレス欄にアクセスポイントの IP アドレスを入力し、

Enter キーを押します。（ 例：http://192.168.1.17/ ） 

2. ネットワークパスワードの入力画面が出たら、ユーザー名欄には何も入力せ

ず、パスワード欄に“public”と入力して OK をクリックしてください。 

 

図 3-5 パスワード画面 
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3. 「Configure」―「Interface」タブの「Wireless 」タブを選択してください。

（図 3-6 を参照してください） 

 

図 3-6 「Interface」タブの「Wireless」タブ 

 

4. 「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
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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｡ 

5. 「Frequency Channel」欄で使用するチャンネルを設定してください。 

「Configure」―「Security」タブの「Encryption」タブ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、ＷＥＰ６４bit または、１２８

bit で設定できます。 

Encryption を設定する場合は、６４bit で設定する場合は ASCII で英数半角５文字、HEX で

英数半角(0～F)１０桁、１２８bit は ASCII で英数半角１３文字、HEX で英数半角(0～F)２

６桁で設定してください。 

 

図 3-7 暗号化設定画面 
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6. 「Configure」―「Network」タブの「IP Configuration」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。 

 

図 3-8 IP アドレス設定画面 
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7. 「Configure」―「Management」― ｢Passwords｣タブでアクセスポイントの

ScanTool 用のパスワードを設定します。 

＜注意＞このパスワードを設定した後は、デフォルトのパスワード“public”

は使用できなくなり、その後の設定変更時に必要となりますので忘

れないようにしてください。 

 

図 3-9 SNMP 設定画面 

 

8. 「Configure」―「Management」― ｢Passwords｣タブを開いてブラウザによる

アクセスポイントのモニタおよび設定用のネットワークパスワードを設定し

ます。 

＜注意＞このパスワードを設定した後は、デフォルトのパスワード“public”

は使用できなくなり、その後のモニタおよび設定変更時に必要とな

りますので忘れないようにしてください。 

 

9. 「Configure」―「Security」―｢MAC Access｣または「RADIUS」―「RADIUS Auth」

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、６項の「無

線ネットワークへの接続認証によるセキュリティ」を参照してください。 
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10. 「Configure」画面で設定終了後に、「Commands」－「Reboot」タブを開いて

必要に応じてリブートまでの時間（秒数）を入力し「Reboot」をクリックし

てアクセスポイントをリブートします。アクセスポイントはこのリブートを

行うことにより設定値を反映します。 

 

図 3-11 リブート 

 

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

ル作成をお勧めします。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。 

■ アクセスポイントを元の設定に置き換えなければならないとき（例えば、修

理の後）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、TFTPサーバソフトを使用します。（本

製品添付の CD-ROM に入っています。）TFTP サーバソフトを管理端末にインストー

ルしてください。 
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3.3. TFTP サーバのインストール 

1. TFTP サーバをインストールし、起動してください。 

インストール方法 

 

本製品添付の CD-ROM の ｢ PK-WL014-B ｣ － ｢ Software ｣ － ｢ TFTP Server ｣ －

｢OEM-TFTP-Server.EXE｣を起動してください。 

TFTP Sever のインストールが開始されます。 

 

上記画面が表示されたら、｢Next｣をクリックして次に進み、本ソフトの使用許諾

に同意しインストールを進めてください。 
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上記画面が表示されればインストール終了です、｢Finish｣をクリックしてくださ

い、画面が Windows に戻ります。 

 

インストールが終了すると TFTP Sever が起動します。 

ここで TFTP－Sever の設定変更を行います。 

 

File－Configure をクリックしてください。 
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次に｢Securty｣のタブをクリックし、｢Transmit and Receive files｣ 

にラジオボタンを設定し｢OK｣をクリックしてください。 

以上で TFTP Sever の設定は終了です。 

 

2. ブラウザでアクセスポイントにログインしてください。 
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3. 「Commands」－「Upload」タブを開き、TFTP サーバがインストールされてい

る端末の IP アドレスと保存するファイル名を入力した後、File Type は

“Config”を選択し、File Operation は“Upload”を選択して OK をクリック

してください。 

 

図 3-12 アップロード設定画面 

 

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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3.4. ＷＤＳを使用したインフラストラクチャー・ネットワ

ークの設定 

図 3-13 のようなＷＤＳを使用したインフラストラクチャーの設定について、ここでは

アクセスポイント同士を接続（ＷＤＳ）する設定のみを説明します。ＷＤＳ接続以外の

設定は前項と同様です。 

 

図 3-13 WDS を使用したインフラストラクチャー 

 

ＷＤＳを行う場合は最低２台以上の PK-WL014-B が必要です。 

ＷＤＳを行うための設定項目 

 無線インタフェースの設定。 

・ Network Name 

・ Frequency Channel 

 Wireless Distribution System の設定 

 スパニングツリーの設定 
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設定 

無線インタフェースの設定 

「Configure」－｢Interface｣－｢Wireless｣で無線インタフェースの設定を行いま

す。 

 

 

図 3-14 無線インタフェース設定画面 
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・ 「Network Name」の設定：接続するアクセスポイント同士、同じ値を設定し

ます。（半角３２文字以内） 

・ 「Frequency Channel」の設定：接続するアクセスポイント同士、同じチャン

ネルを設定します。 

 

Wireless Distribution System の設定 

「Configure」－「Interface」－「Wireless 」の「Wireless Distribution System」

欄に接続する相手の PK-WL014-B の無線のＭＡＣアドレスを入力し、“Enable”に

します。１つのアクセスポイントから最大６台のアクセスポイントに接続するこ

とができます。 

MAC アドレスの登録は相互に設定されなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-15 WDS 設定例 

 

スパニングツリーの設定 

「Configure」－「Bridge」の「Spanning Tree」で設定します。 

「Enable Spanning Tree Protocol」にチェックを付けます。ネットワーク構成上、

ループを起こす危険が無い場合も Enable に設定します。 

スパニングツリーはその他の設定を行わなくても自動的にルートが構成されます。 

設定の詳細については、７項を参照してください。 

 

 

 

 

PK-WL014-B 

AP-a 

PK-WL014-B 

AP-b 

無線 LAN 

MAC ｱﾄﾞﾚｽ＝aaaaaaaaaaaa 

無線 LAN 

MAC ｱﾄﾞﾚｽ＝bbbbbbbbbbbb 

bbbbbbbbbbbb；Enable 

を設定 

aaaaaaaaaaaa；Enable 

を設定 
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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

用される方、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。 

■ ブラウザ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でき

ます。 

＜注意＞ 

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

タルサポートするＰＫ－ＷＬ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。 
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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。 

無線の接続状態； 

■ 良好；無線の電波レベルが高く、ノイズの影響を受けていない非常に良い状

態です。  

■ 正常；無線の電波レベルが高く、ノイズの影響を受けておらず良い状態です。 

■ 不安定（低シグナル）；電波レベルが低い（アクセスポイントからの距離が遠

い）、もしくは、ノイズの影響を多少受けています。１１Ｍｂｐｓのスピード

を保てない可能性があります。 

■ 非常に弱い；電波レベルが低い（アクセスポイントからの距離が遠い）、もし

くは、ノイズの影響を多少受けています。１１Ｍｂｐｓのスピードでの通信

ができません。 

■ ネットワークの範囲外；アクセスポイントの電波が受信できない場所にいる

か、アクセスポイントの電源がオフになっています。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 

② 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 

③ チャンネル；使用しているチャンネル番号 

④ 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
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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 

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

Ｆ１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。 
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図 4-2 リンクテスト ウィンドウ 

このダイアログボックスは“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、悪化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、この値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。 
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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

ます。良好な環境では 11Mb／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。そ

れぞれ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 

測定を一時停止し、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。 
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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。 

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、無効の設定ができます。 

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。 
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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。 

 

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ＬＡ

Ｎ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

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
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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. ブラウザによるモニタ 

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。 

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が可

能です。 

 

起動方法 

① ブラウザを起動します。 

② ブラウザのアドレス欄にターゲットのアクセスポイントのＩＰアドレスを直接入

力します。（ 例： http://192.168.2.20/ ） 

ネットワークパスワードの入力画面が出たら、ユーザー名欄には何も入力せず、

パスワード欄に設定したパスワード（設定前のデフォルト値は“public”）を入力

して OK をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

③ 「Status」ボタンをクリックしてください。 

 

図 4-4 ステータス ウィンドウ 

Status タブ 

IP Address、Name, Location, Contact は「Configure」－「System」タブに登録され

ている情報を表示します。 

UpTime は最後に電源をＯｆｆ/Ｏｎしたとき、リセットをしたとき、またはリブート

したときからの継続時間を示します。 

Object ID は、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。 

お使いの端末のキーボードでＡＬＴキーを押しながらプリントボタンをクリックす

ると画面がクリップボードにコピーされますので、ドキュメント類に貼り付けて

e-mail などに添付することができます。 

System Status はもっとも重要な表示で、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はハードウェアのバージ

ョンを示します。 

弊社に技術的な問い合わせをされる際は、この欄の情報もあわせてご通知いただけま

すようお願いいたします。 
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Link Test 

「Monitor」―「Link Test」タブを開いてください。「Explore」をクリックして「リ

フレッシュ」： をクリックすると（数回リフレッシュしないと表示されない場合が

あります）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 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、MAC Address 欄は無線ＬＡＮ

クライアントのＭＡＣアドレスを示します。Station Name 欄の左側にあるラジオボ

タンで、リンクテストを実行するパートナーを選択し、「Link Test」をクリックして

ください。図 4-6 に示すリンクテスト ウィンドウが表示されます。 
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図 4-6 リンクテスト ウィンドウ 

表示を更新するために「リフレッシュ」： 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。バーの色で通

信状態を示します。SNR の表示で緑色は良好な受信状態、黄色は正常な範囲、赤色は

余裕のない状態または不安定な状態を示します。 
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リモート状態監視 

「Monitor」―「Interfaces」タブを開いてください。ＳＮＭＰデータが表示されま

す。（図 4-7 参照） 

 

図 4-7 リモート状態監視 

本画面でパケットをモニタします。画面上でモニタを行うインタフェースをプルダウ

ンメニューから指定します。「In Errors」や「Out Errors」のエラーが多発している

場合は５項の「パフォーマンスの最適化」を参照して対処を行います。 
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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(7.3 項参照)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。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。 

■ 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。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。 

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）
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で必要のないプロトコルを無線で飛ばさないことができます。 

■ 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。 

一般的に無線ＬＡＮクライアントでは使用しませんので、必要が無い場合はフィルタ

リングを行い、より実データの効率を上げます。 

プロトコルフィルタリングの実際 

診断のために、「Interfaces」 タブで統計情報をとってください。 

① ブラウザで、設定するアクセスポイントにログインし、Monitor ボタンをクリッ

クしてください。 

② Monitor メニューで「Monitor」－「Interface」タブを開いてください。 

③ 「リフレッシュ」ボタンでインタフェースの統計情報を更新してください。 

④ Out Octets と Out Errors の数値を比較してください。 

■ Out Errors の Out Octets に対する割合が少ない場合（数％）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 Errors の Out Octets に対する割合が高い場合（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。 

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を調査します。 

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 ブラウザを起動してください。 

④ 設定するアクセスポイントにログインしてください。 

⑤ 「Configure」－「Filtering」タブを開いて「Ethernet Protocol」を選択し、
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Filter Table を表示してください。 

 

図 5-1 Ethernet プロトコルフィルタ設定画面 
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⑥ Filter Table の「Edit」をクリックし,Bridge Filter ウィンドウで選択するプ

ロトコルを「Enable」、それ以外を「Disable」として「OK」をクリックします。 

 

図 5-2  Ethernet プロトコルフィルタ設定画面 詳細 

⑦ 必要なプロトコルが Filter Table にない場合は、add ボタンをクリックしプロ

トコル番号とプロトコル名を入力してください。Status は Enable、Disable ま

たは Delete を選択して下さい。入力完了後に OK ボタンをクリックしてくださ

い。 

⑧ Filter Operation で allow または Deny を選択した後に OK ボタンをクリックし

ます。Filter Operation を「allow」とした場合、前項で「Enable」としたプロ

トコルのみが有効となります。Filter Operation を「Deny」とした場合、前項

で「Enable」としたプロトコルのみが無効となります。設定後は必ずリブート

してください。 

⑨ 以上の手順を繰り返し、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。 
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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、

無線ＬＡＮクライアント及びアクセスポイ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、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項を参照下さい。 

■ 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） 

 

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
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渉しあうことを避ける方式です。 

ＲＴＳ／ＣＴＳ制御は、図 5-3 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。Ｒ

ＴＳ／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を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 5-3 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ＬＡＮ

クライアントどうしは無線が届かない状態のことを言います。 

図 5-3 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、ＲＴＳ／ＣＴＳ
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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Ｌ

ＡＮ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 では、アクセスポイントの設定を参照し、自動設定します。 

 

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 5-4 参照） 

 

図 5-4 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 5-5 参照） 
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図 5-5 CTS 要求 

 

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

で一般的なオフィスでは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 ブラウザを起動して、隠れ端末の問題があると思うアクセスポイントにログイン

し、Edit ボタンをクリックします。 

② 「Configure」－「Interface」タブの「Wireless」タブを選択します。 

③ RTS/CTS Medium Reservation 欄に２３４７以下の設定値を入力します。２３４７

を入力した場合は Disable となります。 

④ Threshold フィールドに０～２３４７までの値を入力します。 

デフォルトでは、２３４７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。 



 58 

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。 

⑤ OK ボタンをクリックします。 

⑥ 設定後は必ずリブートを行ってください。 

 

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 5-6 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 5-6 ２チャンネルの利用 
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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 5-7 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。 

 

図 5-7 マルチチャンネルで使用 

チャンネル設定方法 

① ブラウザで設定するアクセスポイントを選択します。 

② 「Configure」－「Interface」タブの「Wireless」タブを選択します。 

③ 「Frequency Channel」の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。 

④ OK をクリックします。 

⑤ 設定後は必ずリブートしてください。 
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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ＬＡ

Ｎ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５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ＬＡＮ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、Ｈ

ｅｌｐ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 

トラフィックが多いオフィス、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。本無線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Ｌ

ＡＮ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（SSID）によるセキュリティ（３項を参照） 

- 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 

 ＷＥＰ６４または１２８ビット（従来の暗号化） 

 ＩＥＥＥ８０２．１Ｘ（２００３年２月現在） 

- 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 

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（MAC Authentication） 

- Radius サーバによる認証機能（Radius Authentication） 

 

（１） アクセスポイントによる認証機能（MAC 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１０００件です。 
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図 6-1 アクセスコントロール画面 

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。 

 

MAC Authentication の設定 

1. ブラウザを起動します。 

2. 「Configure」－「Security」タブの「MAC Access」タブで設定します。 

3. [Enable MAC Access Control]のチェックボックスをチェックし、[Operation 

Type]で Passthru を選択します。 

4. ｢MAC Access Control Table｣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 

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理

しやすくなります。 
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（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 6-2 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

書を参照してください。 
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1. 「Configure」－「RADIUS」タブの「RADIUS Auth」タブで設定します。 

 

図 6-3 Radius サーバによるアクセスコントロール画面 

 

2. [Enable Praimary RASIUS Authentication Server]をチェックし Enable にし

設定を行います。 

3. バックアップの設定をする場合[Enable Back-up RADIUS Authentication 

Server] をチェックし Enable にし設定をおこないます。 

4. [Authentication Lifetime]（15 分(900)-12 時間(43200)：Default=15 分）；

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。」 

 

5. MAC Address Format Type を選択します。フォーマットタイプはは RADIUS サ

ーバーにリストされている MAC アドレスの フォーマットに一致している必要

があります。 
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・ Dash delimited (ダッシュで区切る): xx-yy-zz-aa-bb-cc のように、デ

ィジットの各ペアの間にダッシュがあります。 

・ Colon delimited (コロンで区切る):xx:yy:zz:aa:bb:cc のように、ディ

ジットの各ペアの間にコロンがあります。 

・ Single dash delimited (単一のコロンで区切る):xxyyzz-aabbcc のよう

に、６番目と７番目のディジットの間にダッシュがあります。 

・ No delimiters (区切り文字無し):xxyyzzaabbcc のように、16 進数のペ

ア間に文字やスペースがありません。 

 

6. [Server Addressing Format RADIUS] サーバーを IP アドレスまたは名前で識

別するようにします。 

7. [Server Name/IP Address]の右側のフィールドにサーバーの IP アドレスまた

は名前を入力します。 

8. [Destination Port]（1812、または、1645：Default=1812）；Radius サーバ側

で使用しているポートと同じポート番号を指定します。 

9. [Shared Secret]；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）と同じ設定をします。[Confirm Shared Secret]に確認のためパスワー

ドを再度入力します。 

10. [Backup(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ダリサーバとします。 

11. [Enable RADIUS MAC Access Control]をチェックし Enable にし OK をクリッ

クします。 

＜注意＞ 

([Enable RADIUS MAC Access Control]は設定前にチェックを付けるとエラー

になります。) 

＜注意 2＞ 

「RADIUS Acct」の｢Enable Backup RADIUS Authentication Server｣の設定お

よび｢Link Integrity｣の設定を行う場合は先に｢Link Integrity｣の設定を行

って下さい。又、｢Enable Backup RADIUS Authentication Server｣の設定後

は絶対に｢Link Integrity｣のタブをクリックしないで下さい、万が一クリッ

クしてしまった場合は、初期化(工場出荷時状態Ｐ９３をご参照下さい)に戻

して下さい。 

12. Radius サーバの設定 

Radius サーバへ設定する内容 
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・ Radius サーバに直接アクセスするアクセスポイントの定義ファイルへの

設定 

Radius サーバを使用するアクセスポイントの IP アドレスとパスワード

（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。 

 

 

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 WEP64bit と拡張した 128bitRC4 による無線データの暗号

化を提供します。また、最新の IEEE802.1X に準拠した暗号化もサポートしています。 

暗号化の設定 

1. ブラウザを起動します。 

2. 「Configure」－「Security」タブの「Encryption」タブをクリックします。 

「Enable Encryption」を“Enable”にし、「Encryption Key」を“６４bit”

または” １２８bit”のどちらかで入力します。 

暗号化のキーは最大４つまで設定でき、１２８bit または６４bit で設定

できます。６４bit で設定する場合は ASCII で英数半角５文字、HEX で英

数半角(0～F)１０桁、１２８bit は ASCII で英数半角１３文字、HEX で英

数半角(0～F)２６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。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。 

 

図 6-4 暗号化設定画面 
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a. 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「Security」タブの「802.1X」で設定します。 

・“None” 従来のＷＥＰ６４bitまたは１２８bitを使用した暗号化。 

・“802.1X” 2003年2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“64Bits”

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(「Encryption」で設定します)、

１２８bit または６４bit で設定できます。６４bit で設定する場合は英

数半角５桁、１２８bitは英数半角１３桁で任意の値を「Encryption Key1

～4」にそれぞれ入力します。 

暗号化キーはすべての無線端末で同一の値（キー配列も同一）に設定さ

れる必要があります。 

「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“64Bits”

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。 

 

3. 設定後は「ＯＫ」をクリックしてください。 
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6.4. Enable Closed 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。 
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「ANY 接続」「ネットワーク名スキャン」禁止機能の設定 

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

 

 

図 6-5 Closed System 設定画面 
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6.5. 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。 

 

6.6. 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。パスワードはデフォルトのまま使用せずに、必ず変

更して使用してください。 

(1) Read、Read/Write Password の設定 

パスワードはプロトコルごとに設定します。 

 ＳＮＭＰパスワード 

「ScanTool」で設定する場合に使用するパスワード 

「Configure」－「Management」－「Passwords」タブで設定します。 

SNMP Read Password（1～64 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。 

SNMP Read/Write Password（1～64 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設定

します。 

 ＨＴＴＰパスワード 

ブラウザで設定、あるいはモニタを行う場合のパスワード 

「Configure」－「Management」－「Passwords」タブで設定します。 

HTTP Password（1～64 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。 
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図 6-7 SNMP、HTTP 画面 

 

(2) IP Access Table 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

す。 

 

＜注意＞ 

管理 IP アクセステーブルは帯域内管理アクセスをアクセステーブルで指定され

た IP アドレスまたは IP アドレスの範囲に限定します。この機能はシリアルポ

ートからの CLI 管理を除き、すべての管理オプション（SNMP、HTTP、及び CLI） 

に適用されますこのテーブルを設定するには、Add (追加) をクリックし、以下の

パラメータを設定してください。  

 

IP Address：管理ステーション用の IP アドレスを入力します。 

IP Mask (IP マスク):既に入力した IP アドレスに基づいて、フィルタの役を果

たすマスクを入力し、アクセスを制限します。 
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IP マスク 255.255.255.255 は IP アドレスによって定義されている単一のステ

ーションにアクセスポイントを設定する許可を与えます。AP-600 は他の IP アド

レスからのコマンドを無視します。それにひきかえ、IP マスク 255.255.255.0 は 

IP アドレスの最初の３つのオクテットを共有するかぎりにおいて、どんなデバイ

スに対しても AP-600 の設定を許可します。例えば、255.255.255.0 のサブネッ

トマスクを持つ IP アドレスの 10.20.30.1 を入力したとします。この場合，ど

んな IP アドレスでも、10.20.30.1 から 10.20.30.254 までの IP アドレスを所

有するかぎりにおいて、AP600 の管理インターフェイスにアクセスできます。 

Comment：このパラメータはオプションで、ステーション名のようなコメントを入

力します。 

エントリを編集または削除するには、Edit をクリックし、情報を編集するか、

Status から Enable、Disable または Delete を選択します。 

 

図 6-10  IP Access Table 
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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ポ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 

・ 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. ブラウザを起動し、アクセスポイントにログインします。 

2.  「Configure」－「Interfaces」タブを開きます。 

3. [Wireless]をクリックします。 

4. 「Frequency  Channel」のプルダウンメニューから、使用するチャンネル/

周波数を選択します。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、ローミングして使用する場合も、
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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（Enable Interference Robustness） 

Enable 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 
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-> 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. 「Enable Interference Robustness」のチェックボ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

以前のバージョンの場合、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 以降のものにアップデート頂

くことを推奨します。 

 

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ないことを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。 

1. 「RTS/CTS Medium Reservation」の設定ボックスに値を入力します。値はス

レッショルド値で、0-2347 を入力します。デフォルトの 2347 はディセーブ

ルとなります。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

以前のバージョンの場合、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 以降のものにアップデート頂

くことを推奨します。 

 

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ド）を設定します。 

設定方法 

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

応じて「Large」（Default）、「Medium」、「Small」、「Minicell」、「Microcell」

のいずれかのチェックボックスをチェックします。 
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2. 「Multicast Rate」；「1Mbps」、「2Mbps」、「5.5Mbps」、「11Mbps」のいずれか

のチェックボ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」に設定した場合：「1Mbps」、「2Mbps」、「5.5Mbps」、「11Mbps」の設

定が可能 

「Minicell」に設定した場合：「1Mbps」、「2Mbps」、「5.5Mbps」、「11Mbps」の

設定が可能 

「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、２０ｍ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。 

 

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
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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） ブリッジ、フィルタリング パラメータの設定（Bridge、Filtering） 

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） 

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.  [Filtering]－ [Protocol Filtering]をｸﾘｯｸし、ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞするインターフ

エィスを設定します。 

2. ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞするﾌﾟﾛﾄｺﾙを選択します。ﾘｽﾄｱｯﾌﾟされている以外のプロトコルを追

加する場合は、「FilterTable」の「Add」でプロトコルネームとプロトコル番

号（４桁）を入力します。 
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TCP/UDP ポート 

ポートベースでフィルタすることにより、AP-600 経由で TCP/UDP プロトコルを

選択的にブロックし、ワイヤレスユーザーのネットワーックサービスへのアク

セスを制御できます。Telnet や FTP のようなサービスおよび NETBIOS や HTTP

のようなトラフィックへのアクセスをブロックするために、ユーザーはプロト

コル名、ポート番号、ポートの種類 (TCP、UDP、または TCP/UDP)、及びフィル

タリング・インターフェイス（ワイヤレスのみ、Ethernet のみ、すべてのイン

ターフェイス、またはインターフェイスなし）を指定します。  

TCU/UDP ポートフィルタテーブルの PortNumber の設定範囲 Web 管理画面では 

0～65535 になっておりますが正しくは 1～65535 の範囲です。 

＜注意＞ 

「Enable TCP/UDP Port Filtering」のチェックを変更すると、エラーウィンド

ウが表示される場合があります、エラーが発生した場合は、IE のツールーイン

ターネットオプションー詳細設定ースクリプトデバックを使用しないにチェッ

クをし、F5 で画面の更新を行って下さい。 

 

図 7-2 プロトコルフィルタリング 
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a. 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. [Static MAC]をｸﾘｯｸします。 

2. フィルタリングする端末の MAC ｱﾄﾞﾚｽを入力します 

 

 

図 7-3 MAC アドレスフィルタリング 
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b. 通信経路の最適化（Spanning Tree） 

スパニングツリーとは、ネットワークの耐障害性を高めるために、複数の通信

経路を構成する冗長度の有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が形成された場合に、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。スパニングツリーは各設定を行わなくて

も「Spanning Tree Status」を Enable にするだけで自動的にルートを構築しま

す。ルートを指定する場合はブリッジやポートに優先度をつけてルートを構築

します。また、ネットワークを構成するアクセスポイントやケーブルの状態（障

害など）が発生した時点でルートの再構築を行います。 

 

 

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、「Spanning Tree Protocol」のﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽを Enable

にします。 

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。ﾌﾞﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲｵﾘﾃｨは、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」（600-4000：Default=2000）；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」（100-1000：Default=200）；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」（400-3000：Default=1500）；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. 「Status」：アクセスポイントが構築した状態を表示します。適したﾙｰﾄにな

っているかをここで確認します。 

・ Disabled・・・・・ｲﾝﾀﾌｪｰｽが無効になっています。 
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・ Forwarding・・・・ｲﾝﾀﾌｪｰｽが有効であり、ﾊﾟｹｯﾄをﾌﾞﾘｯｼﾞします。 

・ Blocking・・・・・ｲﾝﾀﾌｪｰｽは有効ですが、ﾙｰﾌﾟ防止のためﾊﾟｹｯﾄをﾌﾞ

ﾘｯｼﾞせず、ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ経路となります。別ﾙｰﾄに障害

などが発生した場合に Forwarding 状態となりま

す。 

 

c. 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。ﾃﾞﾌｫﾙﾄ値は０で Disable ととなっています。 

2. 「 Address Threshold」：全てのｲ ﾝ ﾀ ﾌ ｪ ｰ ｽ上において同じｱ ﾄ ﾞ ﾚ ｽの

Multicast/Broadcast 通信ﾄﾗﾌｨｯｸを制限します。 

3. 「Ethernet Threshold」：Ethernet 側の Multicast/Broadcast 通信ﾄﾗﾌｨｯｸを

制限します。 

4. 「Wireless Threshold」：Wireless 側の 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 

d. 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。 
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設定方法 

[Advanced]をクリックし、「Enable Proxy ARP」チェックボックを 

チェックします。 

 

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」チェックボックスをチェックし、フィルタリ

ングする IP ｱﾄﾞﾚｽとサブ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、サブネットマスク=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 パケットをフィルタリ

ングします。 
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インストラ BSS 

一定の PK-WL014-B に関連した無線クライアントはネットワーク・インフラストラクチャの

基本サービスセット (BSS) を形成します。デフォルトでは、同じ BSS 内の無線クライア

ントはお互いに通信できます。しかし、不正な通信を防止するためおよび周波数帯域幅を

保持するために、無線ホットスポットのようなサービスの管理者は同じ PK-WL014-B に接続

している無線クライアント間のトラフィックをブロックする場合があります。このブロッ

ク機能により、BSS 内の無線クライアントがトラフィックを交換することを防止すること

ができます。  

一般に、この機能は一般公衆がアクセスできる無線ホットスポットで有効にされています

が、企業 LAN の管理者は無線クランアント間の通信を制限することにより無線の帯域幅を

節約するために、この機能を利用しています。例えば、この機能はピアツーピアのファイ

ル共有または無線ネットワーク上でのゲームを防止します。 

イントラ BSS トラフィックをブロックするには、Intra BSS Traffic Operation を Block に

設定します。  

イントラ BSS トラフィックを可能にするには、Intra BSS Traffic Operation を Passthru 

に設定します。  

 

図 7-8 インストラ BSS 
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パケット転送 

パケット転送機能により、同一の PK-WL014-B に接続している無線クライアントによって

生じたトラフィックを単一の MAC アドレスに転送できます。この転送機能により、

PK-WL014-B に負担をかけることなしにワイヤレストラフィックがフィルタされ、宛先の制

限またはトラフィックのファイアウォールへの直接転送により、セキュリティがさらに強

化されます。特定のポート (Ethernet または WDS) へ転送でき、ブリッジの学習プロセス

および選択した MAC アドレス用の転送用テーブルエントリにより最適のポートを判断でき

るようになります。  

トラフィックがリダイレクトされるゲートウェイは Ethernet ネットワーク のノードでなければなりま

せん。そのノードを無線クライアントにすべきではありません。 

 

図 7-9 パケット転送 
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（３） アクセスポイントの IP アドレス設定（Access Point IP Address） 

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

スを取得）。 

設定方法 

1. [Network]―「IP Configuration」タブをクリックします。 

2. 「IP Address Assignment Type」で“Static”を選択し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. 「Subnet Mask」（Default=255.255.0.0）：サブネットマスクを入力します。 

4. 「Default Router IP」（Default=0.0.0.0）：デ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 7-10 IP アドレス 
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（４） SNMP 設定（SNMP） 

｢Management｣-｢Password｣で SNMP（Simple Network Management Protocol）の設定

を行います。 

1. 「Read Password」；SNMP でのモニタを行う場合のﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを設定します。 

2. 「Read/Write Password」；SNMP での設定を行う場合のﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを設定します。 

3. 「IP Access Table Entries」；アクセスポイントの設定などのアクセスを許

可する端末を指定します。 

 

 

図 7-11 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（工場出荷時の設定）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 
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1. TFTP サーバが必要となります。バックアップを保存する管理端末に TFTP サーバ

がインストールされていることを確認し、起動状態にする。 

2. 「Commands」－「Upload」タブで TFTP サーバ（管理端末）の IP アドレスと保存

するファイル名、「File Type」＝“Config”、「File Operation」＝“Upload”を

設定します。 

3. 「ＯＫ」をクリックします。正常に設定されていれば管理端末に設定ファイルが

保存されます。 

 

図 7-12 設定内容の保存 
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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. TFTP サーバが必要となります。バックアップが保存された管理端末に TFTP サー

バがインストールされていることを確認し、起動状態にする。 

2. 「Commands」－「Download」タブで TFTP サーバ（管理端末）の IP アドレスと

保存されているファイル名、「File Type」＝“Config”、「File Operation」＝

“Download&Reboot”を設定します。 

＜注意＞必ず“Download&Reboot”に設定して下さい。 

3. 「ＯＫ」をクリックします。正常に設定されていれば管理端末から設定ファイ

ルが書き込まれます 

 

 

図 7-13 保存確認 
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7.5. 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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7.6. ヘルプリンク 
ヘルプを使用する場合は添付 CD-ROM の「PK-WL014－B」-「Help」-｢Japanese｣もしく

は｢English｣を予め作成しておいたフォルダに移動してください。 

（例）C:¥Program Files¥PK-WL-014-B¥Help など 

移動してから「Commands」－「Help Link」を開き Help Link ボックスに保存した場所

のアドレスを入力します。 

(例)c:/Program Files/PK-WL-014-B/Help/Japanese/index.htm 

 

 

＜注意＞ 

万が一表示されない場合は保存した場所の index.htm を直接クリックしてください。 
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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 

Item Default Value My system Value 

System name ORiNOCO AP-600   

IP Address Type dynamic   

IP Address 169.254.128.132   

Subnet Mask 255.255.0.0   

Gateway IP Address 169.254.128.133   

TFTP Server IP Address 169.254.128.133   

Image File Name FILE NAME   

Read Password public   

Read/Write Password public   

Telenet Password public   

HTTP Password public   

Network Name My Wireless Network A   

Medium Reservation 2347(off)   
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9. アクセスポイントの再設定 

（初期化） 
 初期化はアクセスポイントを工場出荷状態に戻します。 

(ファームウェアは消去されません) 

初期化実行時の注意： 

a.初期化実行後、無線インタフェースからのアクセスができません。 

b.初期化実行後、アクセスポイントの再設定をおこなう場合、 PK-WL014-B を有線で接続し

ている管理端末の TCP/IP 設定にある IP アドレスはアドレスを指定して 169．254．128．***

に設定してください。（***の部分は 132 以外で設定してください、“132”は 初期化後の

PK-WL014-B が使用しています） 

 

 

 

 

 

 

 

 

169 . 254 . 128 . 10 

255 . 255 . 255 .  0 

・ 
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● Web から初期化をおこなう場合は、「Commands」－｢Reset｣の｢Reset to Factory Default｣

ボタンをクリックしてください。 

 

クリックすると別ウィンドウが開きます、初期化を実行するならば｢OK｣をクリックしてく

ださい。初期化が開始されますので、Web 画面は閉じてもかまいません。 

 

● 本体ボタンから初期化をおこなう場合は、下図の位置にあるリロードボタンをボール

ペン等の先の細い物(カバーを外さないで実行する場合は針金のような細い物)で 10 秒間押

し続けてください、10 秒経過してからボタンを離すと初期化が開始されます。 

 

 

 



 97 

初期化は、本体側面の電源(POW)LED、有線リンク LED、が点灯し、ScanTool の Rescan ボタンを

クリックして有線アクティブ LED が反応し、ScanTool でアクセスポイントが表示されれば完了です。

（初期化はすぐには完了しません、1 分半から 5 分程かかる場合があります、又、もし５分程待って

も初期化した PK-WL014-B が表示されない場合は、有線で接続している管理端末の TCP/IP 設

定にある IP アドレスが 169．254．128．***に設定してあるか確認してください。 

 

初期化が完了すれば上図のように表示されます。 

ここで、ご利用環境に適した設定 IP 等を変更してください、一度設定変更を行いリブート

を実行した後は、管理端末の TCP/IP 設定にある IP アドレスを 169．254．128．***にして

おく必要はありませんので変更してもかまいません。 

 

（強制リロード） 
 強制リロードは、アクセスポイントのファームウェアを消去します。(再設定する

場合はファームウェアを書き込む必要があります。) 

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. 強制リロード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ドは行えませ

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。 
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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 

ScanTool およびソフトウェア：（例）「OR_AP600.bin」、TFTP サーバのインス

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とシリア

ルポートで接続されている必要があります。 

(1) 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 から入手できま

す。 

 ｢PK-WL014-B｣－｢Software｣－｢Firmware｣に保存されています。 

・OR_AP600.bin （ファイルのタイムスタンプ＝2003/02/13 18:35） 

(2) 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。 

(3) TFTP サーバの準備 

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バーを取ってください。 

(2) 「Reset」と「Reload」ボタンを確認してください。 

これらのボタンはボールペンなどの先のとがったもので押してください。 

Reset ボタンを押して、全 LED がオレンジ色点灯を開始し、次に有線 LAN 以

外が赤点灯・・・となればリセット動作しています。 

(3) リセット動作させたら、Reload ボタンを約 20 秒以上 PowerLED がオレンジ

色に変化するまで押しつづけます。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。 

(4) 電源 LED がオレンジで点灯した状態で強制リロード開始となります。 
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ステップ 3-設定およびアップロードファイル 

(1) ScanTool 起動 

(2) ScanTool のリストにアクセスポイントが表示されることを確認し、

「Change」をクリックします。 

(3) 仮の IP アドレスとサブネットマスク、デフォルトゲートウェイアドレス、

パスワードに“public”を入力し「OK」をクリックします。アクセスポイン

トはリブート後、工場出荷時設定となります。 

(4) ScanTool を再度使用して初期設定から設定を行ってください。 

 

 

 

・強制ファームウェア消去からのファームウェアインストールの詳細方法 

ScanToolを起動し強制リロードしようとしているPK-WL014-Bが見えることを確認してくだ

さい。（見えない状態になっている場合は間違いなく有線 LAN で TFTP サーバーソフトが入

っている PC に接続されているか確認してから強制リロードを実行してください。） 
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本体リセットを押してからリロードボタンを約20秒間（PowerLEDがオレンジに変わるまで）

押し続けて下さい。 

強制リロードが完了すると電源 LED が赤点灯、その他は消灯した状態になります。 

ScanTool で RESCAN を実行すると下図のように表示されます。 

 

強制リロード完了 

アクセスポイントを選択して設定画面を表示します。 

 

初期状態ではチェックボタンが Dynamic になっているので Static に変更し、IP 

Address,Subnet Mask,Gateway IP Address を入力してパスワードを入力し OK をクリックし

てください。 
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クリックすると 

 

が表示されますので、OK をクリックしてください。 

PK-WL014-B 本体にリブートがかかります、しばらくしてから ScanTool で RESCAN を実行す

ると 

 

このように設定値が反映されます。 

ここまで設定が終ったら ScanTool はそのままで TFTP Server を起動してください。 

 

起動したら File の Configure をクリックして TFTP Server Configuration を開いて 

ファームウェアのある場所を指定しファイルを表示させてください。 
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次に scanTool で先ほど設定した、PK-WL014-B の設定画面を表示させて 

TFTP Server IP Address に TFTP Server のインストールされたＰＣのアドレスを入力し 

Image File Name にインストールするファームウェア名を入力、パスワードを入力して OK

をクリックしてください。 
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Ok をクリックすると 

 

が表示されるので OK をクリックしてください。 

これで TFTP Server からのダウンロードが開始されます。 

 

ダウンロードが開始されると TFTP Server 上に進行状況が％で表示されます。 
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終了すると 

 

ダウンロードしたファイルのサイズが表示されます。失敗した場合、ファイルサイズが合

わないか、０バイト表示のままになっている場合があります。この場合は IP アドレス、フ

ァイル名等をもう一度確認し、再度ダウンロードを実行してください。 

正しくダウンロードが実行された場合、AP 本体にリブートがかかりしばらくしてから電源

LED が緑点灯、有線リンク LED が緑点灯の状態になります、この状態でしばらくしてから

ScanTool で Rescan を実行すると 

 

System Description にファームウェアのバージョンが表示されます。 

これでダウンロードは完了です。 
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完了したら、PK-WL014-B に必要なセットアップを実行してください。 

 

ファームインストール後、以下のセットアップ・ウィザードが表示されますので、｢EXIT｣

をクリックしてください。 
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