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・Microsoft、WindowsおよびWindows NTは米国Microsoft Corporationの米国および 

その他の国における登録商標です。 

・その他の社名、商品名はそれぞれの会社の商標または登録商標です。 

・本商品（ソフトウェアを含む）が、外国為替及び外国貿易法の規定により、輸出規 

制品に該当する場合は、海外輸出の際に日本国政府の輸出許可申請等必要な手続き 

をお取り下さい。また、米国再輸出規制等外国政府の規制を受ける場合には、所定 

の手続きを行って下さい。 
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1. ご使用上の注意 

 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、本商品に関連したシステム全般

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。 

  以下、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 
誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

を示します。 

注意 
誤った取り扱いをしたときに、傷害を負う可能性が想定される内容、および物

的損害のみの発生が想定される内容を示します。 

 

◆ 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。 

 

けがを負う可能性が想定される

内容を示します。 
 

水場・湿気の多い場所での使用を禁

止することを示します。 

 

機器を分解することを禁止する

ことを示します。 

 
 

破裂の可能性が想定される内容を

示します。 

 

感電の可能性が想定されること

を示します。 
 

高温による障害の可能性が想定さ

れることを示します。 

 

◆安全に使うための説明は、絵でも表示しています。 

 

禁止 
禁止事項を示します  

アース線を接続する 
アース線を必ず接続するように指示

するものです。 

 

義務行為 
必ず守って頂きたい内容を指示

するものです。  

AC ｺｰﾄﾞのﾌﾟﾗｸﾞを抜く 

AC ｺｰﾄﾞのﾌﾟﾗｸﾞを抜くように指示

するものです。 
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 故障したままの使用はしない 

 

 

 

 

 

 

 

本商品は絶対に分解しない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本商品に衝撃を与えない 

 

 

 

 

 雷が鳴り出したら、AC アダプタには触れない 

 

 

 

 

内部の点検・調製・修理は販売店にご相談ください。 

 
販売店へご相談ください 

万一、本商品を落としたり、きょう体を破損した場合は、AC 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。 AC プラグをコンセントから抜く 

雷が鳴り出したら AC アダプタ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 

本商品は絶対に分解しないでください。 

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 

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 AC プラグを抜いてください。 AC 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。 修理依頼をする 

警告 

すぐ修理依頼をする 
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 本商品の上に水の入った容器を置かない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AC アダプタ／AC コードの取り扱いは大切に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水のかかるところには置かない 

 

 

 

 

AC アダプタ／AC 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 

AC 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。 

販売店へ交換依頼をしてください 

AC コードの加工禁止 

AC 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 

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、AC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 

AC プラグをコンセントから抜く 
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 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 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

AC アダプタ・AC コードについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●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 

AC アダプタ、AC 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 

AC アダプタを抜くときは、AC 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。必ず

プラグを持って抜いてください。 
AC コードを引っ張らない 

濡れた手で AC アダプタ、AC コード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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AC アダプタ、AC コードの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 AC コードの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 

長期間、本商品をご使用にならないときは安全のため必ず AC コ

ードのプラグをコンセントから抜いてください。 

同梱された ACアダプタは入力電圧 AC240V までの安全認定を取得

していますが、AC コードは AC100V 用（日本仕様）です。 
注意 

本商品に接続するACアダプタとACコードは、商品に同梱されてい

るものをご使用下さい。 

同梱された AC アダプタと ACコードは本商品専用で、他の電気機

器では使用できません。 
禁止 
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警告 

 総務省における平成 15 年度の「電波の医用機器等への影響に関する

調査」の結果、無線 LAN 機器から発射される電波が植込み型の医用機

器に及ぼす影響について、特定の心臓ペースメーカーを除き影響のな

いことが報告されており、この影響を受けたペースメーカーも 1 機種の

み・ 大 6cm の距離で影響があったことが報告されています。この影響

を受けたペースメーカーの利用者全員に対しては、総務省より注意喚

起が行われています。 

 

 このように、本商品が植込み型医用機器に与える影響は極めて少ない

ものですが、安全のためのマージンを鑑み、本商品は心臓ペースメーカ

ーなど植込み型医用機器 装着部から 22cm 以上離してご使用下さい。

詳しい内容については、各医療機関・医用機器メーカーにお問い合わ

せ下さい。 

＜参考サイト＞ 

・総務省 

「電波の医用機器等への影響に関する調査結果(平成 17 年 8 月 11 日)」 

http://www.soumu.go.jp/s-news/2005/050811_2.html 

「電波の医用機器等への影響に関する調査結果(平成 16 年 6 月 18 日)」 

http://www.soumu.go.jp/s-news/2004/040618_2.html 

・財団法人 医療機器センター 

「盗難防止装置等による電波の医用機器への影響(平成 16 年 7 月 29 日)」 

http://www.jaame.or.jp/kanren/anzensei/04729203.html 

・ペースメーカー協議会 

http://www.pacemakercom.co.jp/ 

 

 本商品の電波出力は、例えば携帯電話などに比べて遥かに低く抑えら

れているため、医用電気機器や自動制御機器に与える影響は極めて

少ないものですが、使用に際しては各医療機関、医用機器メーカー、自

動制御機器メーカー、及び区域管理者等の指示に従って下さい。特に

医療機関や区域管理者が本商品の使用を禁止した区域では、本商品

の電源は切ってください。詳しい内容については、各医療機関、医用機

器メーカー、自動制御機器メーカー、及び区域管理者等にお問い合わ

せ下さい。 
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警告 

 現在各航空会社では、航空機の飛行状態などに応じて、機内での無線

機器・電子機器などの使用を禁止しており、本商品もその該当機器とな

ります。電子機器に影響を与え、事故の原因となる恐れがありますの

で、使用が禁止されている場合には、本商品の電源を切ってください。 

詳しい内容については、各航空会社にお問い合わせ下さい。 

＜参考サイト＞ 

・国土交通省 航空局 

「航空機内における安全阻害行為等（機内迷惑行為）の防止のための 

改正航空法の施行について(平成 16 年 9 月 15 日)」 

http://www.mlit.go.jp/koku/kinaimeiwaku.htm 

・総務省 

「無線設備規則の一部を改正する省令（平成 17 年総務省令第 93 号） 

                       (平成 17 年 5 月 16 日)」 

http://www.soumu.go.jp/menu_04/pdf/170516_h17so93_02.pdf 

 

 



  

注意 

 本商品には、日本国における無線設備規則第 49 条の 20「小電力デー

タ通信システムの無線局の無線設備」として、2.4GHz帯小電力データ通

信システム及び 2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム、5GHz 帯

小電力データ通信システム－IEEE802.11a 準拠(W52/W53)－が搭載さ

れており、端末設備等規則第 36 条「電波を使用する自営電気通信端末

設備」が搭載されています。本商品の日本国以外への持ち出しやご使

用はできません。  

 2005 年 5 月 16 日の電波法関連省令の改正に伴い、5GHz 帯小電力デ

ータ通信システムは、日本独自に割り当てられていた 4 チャンネルの従

来帯域(J52)から 10MHz 上方にシフトして 8 チャンネルに拡張された国

際標準帯域(W52/W53)を使用することと 

なりました。本商品は、国際標準の「W52/ W53」帯

域を使用する機器に接続することが出来ます。 

＜参考サイト＞ 

・5GHz帯無線 LAN のチャネル変更に関する FAQ(総務省 総合通信基盤局） 

http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/faq/5ghz_wlan.html  

 「W53」帯域を使用する親局(アクセスポイント等)は DFS（レーダーの干

渉波を検出し自動的にチャネルを変更する仕組み）の搭載が義務づけ

られているため、本商品を「W53」帯域で使用するときには、以下の事象

が発生することがあります。 

・レーダー波検出のため、親局起動直後に１分間の電波送出の待機時

間が発生し、その間はこの親局と通信が行えません。 

・通信中に親局がレーダー波を検出した場合、親局の自動チャネル変

更のため、この親局との通信が中断される場合があります。  

 5GHz 帯小電力データ通信システムとして本商品を使用する場合には、

屋内においてのみ送信可能です。 
 

  

IEEE802.11b/g 

IEEE802.11a 

J52 W52 W53 
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注意 

 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システムとして、本商品は2.4GHz帯

高度化小電力データ通信システムとして使用可能な帯域全てを使用す

る無線設備であり、 変調方式として DS-SS 方式およ 

び OFDM方式を採用しています。与干

渉距離は 40m であり、移動体識別装

置の帯域を回避可能です。 

 

 

 

 

 

 2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システムとして本商品が使用する周

波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか工場の製造

ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する

無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュ

ア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。 

１．本商品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及

び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されてい

ないことを確認してください。 

２．万一、本商品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な

電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数

帯域を変更するか又は電波の発射を停止した上、本商品添付

のマニュアルに記載の連絡先にご連絡を頂き、混信回避のた

めの処置等(例えばパーティションの設置など)についてご相談

してください。 

３．その他、本商品から移動体識別用の特定小電力無線局あるい

はアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生し

た場合など何かとお困りのことが起きたときには、下記の担当

窓口までお問い合わせください。 

  

NEC インフロンティア株式会社 

無線 LAN 担当窓口  Mail： wlan@nec-i.jp.nec.com 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 DS/OF 4 
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注意 

 一般の電話機やテレビ・ラジオ・その他無線を使用する機器などをお使

いになっている近くで本商品を使用すると、それらの機器に影響を与え

ることがあります(本商品の電源を入/切することで影響の原因になって

いるかどうか判別出来ます)。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 本商品と影響を受けている装置の距離を離す。 

２ 影響を受けている機器が使用しているコンセントと別の電気系統

のコンセントから、本商品の電力を供給する。 

３ 経験のある電話機・テレビ・ラジオの技術者に相談をする。 

 

 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

所の管轄の総務省 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下さい。 

＜参考サイト＞ 

・総合通信局の管轄地域と所在地（問い合わせ先） 

http://www.tele.soumu.go.jp/j/material/commtab1.htm 

 

 本商品は、電波の特性上、設置場所や環境により、通信距離や通信容

量が異なります。このため、システム導入時や電波干渉物のレイアウト

変更の際には、事前に電波環境調査(サイトサーベイ)を行い、アクセス

ポイントを 適な位置に設置してください。 

   〔サイトサーベイ窓口〕 

    下記 URL より ＮＥＣフィールディング株式会社 に依頼して 

    ください。 

http://www.fielding.co.jp/co/office/index.html 
 

 

 本商品の電波出力は、社団法人電波産業会が策定した「電波防護標

準規格(RCR STD-38)」に基づく基準値を遥かに下回っています。しかし

ながら、本商品の通常のご使用に際しては、万が一でも人体に影響を

及ぼさないよう、人体との直接的な接触を 小限にした使い方をお勧め

します。 
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注意 

 本商品のご使用により、補聴器などにノイズなどを引き起こす可能性が

ありますので、補聴器などを装着されている方は使用前にご確認下さ

い。 

 本商品の分解や改造など絶対に行なわないでください。 

 
 

 

 本商品の設置・取り付け・取り外しをする場合は、必ず、本商品、或いは

本商品を搭載する機器の主電源を切るか、ACアダプタのプラグをACコ

ンセントから抜いてください。電源が投入されたままま設置・取り付け・

取り外しを行うと、本商品の故障、場合によっては感電の原因となりま

す。 

 

 

 本商品を設置・取り付け・取り外す際、指をはさんだり、ぶつけたりしな

いように注意してください。  

 本商品の使用直後は、高温になっていることがあります。このとき、手で

触れると火傷をすることがありますので、注意してください。  

 



  

 社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)より  「無線 LAN のセキュリティに関するガイ

ドライン(改訂版)」が平成 16 年 4 月に公表されております。下記に、このガイドラインに記

載されている「無線 LAN 商品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意」を掲載いた

します。 

 

無線 LAN 商品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意 
 

 無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセ

スポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能

であるという利点があります。 

 その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁等）を越えてすべての場所に届くため、セ

キュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性がありま

す。  

◆通信内容を盗み見られる 

  悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、 

    ・ID やパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報 

    ・メールの内容 

  等の通信内容を盗み見られる可能性があります。 

◆不正に侵入される 

  悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、 

    ・個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩） 

    ・特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし） 

    ・傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん） 

    ・コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊） 

などの行為をされてしまう可能性があります。  

 本来、無線 LAN カードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリ

ティの仕組みを持っていますので、無線 LAN 商品のセキュリティに関する設定を行って商品

を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。 

 セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した上で、お客様自身の

判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、商品を使用することをお奨めします。 
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購入直後の状態においては、セキュリティに関する設定が施されていない無線 LAN 商品が

あります。従って、セキュリティ問題発生の可能性を少なくするために、本商品をご使用になる

前に、必ずセキュリティに関する設定を行ってください。セキュリティの設定などについて、お客

様ご自身で対処できない場合には、下記の担当窓口までお問い合わせ下さい。 

 

NEC インフロンティア株式会社 

無線 LAN 担当窓口  Mail： wlan@nec-i.jp.nec.com 

 

 

<参考サイト> 

・社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA) 

 「無線 LAN のセキュリティに関するガイドライン(改訂版)」 (2004 年 4 月) 

  － TOP ページ(http://www.jeita.or.jp) 

→「日本語サイト(Japanese Site)」 

→ 左縦帯メニュー内「プレスリリース」 

→「■バックナンバー」内の「2004 年のプレスリリース」 

→「『無線 LAN のセキュリティに関するガイドライン』改訂版発行について 

(2004 年 04 月 12 日)」 

・総務省  

「無線 LAN のセキュリティに関するガイドライン 

『安心して無線 LAN を利用するために』」(平成 16 年 4 月 26 日) 

http://www.soumu.go.jp/s-news/2004/040426_3.html 
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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 

アクセスポイント本体 

2 

AC アダプタ／AC コード 

 

 3 

壁取り付け板 

4 

セキュリティカバー(ネジ 2 個付) 

  5 

ネジ（2 個） 

6 

ネジストッパー（2 個） 

  7 

無線ＬＡＮ機器としての 

本商品のご使用上の注意 (小冊子) 

8 

本商品使用上の注意 (ラベル) 

 

 
9 

保証書、ご使用上の注意点 

 

 

 

3. 商品登録情報の確認 
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-WL022A 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「5.2. 各部名称と機能」を参照してく

ださい。 
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4. 商品概要 
本商品は、IEEE802.11a、11b及び11g対応無線LANと、有線LANとの相互接続を

行うブリッジ機能を持ったアクセスポイントです。 

IEEE802.11aの使用周波数帯およびチャンネルに関して、総務省から「電波法施

行規則の一部を改正する省令」が施行されたことに対応したアクセスポイントで

す。改正による新11a規格(８チャンネル、W52/W53)に対応しています。 

 

・ 小型ローコストモデルであり、天井設置、壁掛け設置の他、据え置き設置

も可能です。 

 

・ 有線LANインタフェースは、100BASE-TX／10BASE-Tです。 

 

・ LANケーブルよりDC電源給電が可能なIEEE802.3af準拠の「Power Over  

Ethernet機能」を有しています。 

IEEE802.3afに準拠したHUB（汎用品）と組み合わせて使用することで、AC

アダプタを接続しなくてもPK-WL022Aに電力供給が可能です。 

 

・ IEEE802.1X端末認証に対応しており、認証サーバとの連携で、無線LAN

端末認証機能、暗号鍵の自動生成／配布／更新を行い、より高度なセキ

ュリティを実現しています。 

 

・  無 線 LAN デ ー タ の 暗 号 化 と し て 、 WEP(Wired Equivalent Privacy) 、

WPA(WiFi Protected Access)およびIEEE802.11i(WPA2)に対応していま

す。 

 

・ 無線LANアクセスポイント間を無線で通信接続するリピータ機能と、それ

ぞれの無線LANクライアント端末を同時に通信接続可能なWDS(Wireless 

Distribution System)機能を搭載しています。 

 

・ IEEE802.1Qに準拠したVLANに対応しています。 
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5. 商品仕様 

5.1. ハードウェア仕様 
項 目 仕 様 

型番 PK-WL022A 

準拠規格 国際標準規格：IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11g 

国内標準規格：ARIB STD-T66、ARIB STD-T71、RCR STD-33 

伝送方式 11a：OFDM 方式 

11b：DSSS 方式 

11g：OFDM 方式 

 周波数(GHz) ﾁｬﾝﾈﾙ 通信速度(Mbps) 

11a 5.15-5.35 
8(36,40,44,48, 

  52,56,60,64) 
54/48/36/24/18/12/9/6 

11b 2.400-2.497 14(1～14) 11/5.5/2/1 

11g 2.400-2.484 13(1～13) 54/48/36/24/18/12/9/6 

無線通信部 

アンテナ：ダイバーシチアンテナ 

有線 LAN インタフェース 100BASE-TX(RJ45)または 10BASE-T(RJ45) ×1 

外形寸法 W183×H120×D27 mm (PK-WL022A 本体のみ) 

質量 約 0.3kg (PK-WL022A 本体のみ) 

電源 INPUT ：AC100-240V、 0.36-0.2A、50/60Hz 

OUTPUT：DC+5V、3.0A 

動作環境 動作時 温度：0～40℃、湿度：20～80%（※結露なきこと） 

動作は屋内での使用に限定します。 

ネットワーク管理 SNMP 対応（ORiNOCO MIB、Etherlike MIB、802.11 MIB、Bridge MIB、MIB-Ⅱ） 

TFTP、HTTPS(SSL)サーバ、Syslog、DHCP サーバ・クライアント、 

スパニングツリープロトコル、各種プロトコルのフィルタリング機能、 

Web/Telnet/シリアルポート(RS-232-C)による設定・管理 

－コンフィグレーション設定/－接続する各端末との通信状態監視/ 

 －リモートメンテナンス/－内蔵ソフトウェアのアップグレード 

機能 (1)IEEE802.11a/b/g 規格対応 

     ・11a、11b/g の 2 周波数帯を、それぞれ同時に使用可能 

(2)セキュリティ機能 

 ①接続認証(SSID：Network Name)機能 

  半角英数字 32 文字からなる SSID（Network Name）による無線区間の接続認証 

 ②MAC アドレスフィルタリング機能 

     ・MAC アドレス識別による端末認証 

 ③SSID の隠蔽・ANY 接続拒否機能（Closed System 機能） 

     ・SSID（Network Name）通知停止機能 

     ・ANY 接続拒否機能 

 ④WEP キー 

・IEEE802.11a/g：WEP(RC4-鍵暗号 152/128/64bit)による暗号化 

・IEEE802.11b:WEP(RC4-鍵暗号 128/64bit)による暗号化  

 ⑤IEEE802.1X 対応 

・IEEE802.1X 対応 RADIUS サーバとの組合せによる端末認証 

 ⑥WPA 対応 

 ⑦IEEE802.11i(WPA2)対応 

(3)WDS(Wireless Distribute System)機能 

   PK-WL022A 間を無線で接続(リピータ機能)すると同時に、無線端末とも接続可能な機能 

(4)VLAN 機能          ：IEEE802.1Q に準拠 

(5)Power Over Ethernet 機能  ：IEEE802.3af に準拠 

(6)ローミング機能       ：独自プロトコルのローミング機能 

(7)パワーマネージメント機能  ：IEEE802.11 プロトコルに準拠 
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5.2. 各部の機能と名称 

 

 

 

 

記号 名称 機能 

a AC アダプタコネクタ 付属の AC アダプタを挿入します。  

b Ethernet コネクタ LAN ケーブルを接続します。（10BASE-T/100BASE-TX） 

c RS-232-C 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。 

d リセットスイッチ PK-WL022A がリセットされます。 

e リロードスイッチ 強制リロード時に使用します。 

f 有線リンク LED 有線 LAN がリンクされている時に点灯します。 

g 無線 B アクティブ LED 802.11b/g でデータの送信または受信がある時に点滅します。 

h 無線 A アクティブ LED 802.11a でデータの送信または受信がある時に点滅します。 

i 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。 

j Wireless MAC アドレス 無線 LAN 側の MAC アドレスです。 

k Ethernet MAC アドレス 有線 LAN 側の MAC アドレスです。 

l 製造番号 本商品の製造番号です。 

 ファームウェア誤消去等の原因となるため、「強制リロード」実行時以

外は、電源投入直後もしくはリセットスイッチを押下後、PK-WL022A が

動作可能状態（電源LED緑色点灯）になるまでは絶対にリロードスイッ

チを押さないでください。 
注意 
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5.3. ソフトウェア仕様 

PK-WL022A の管理（設定、無線/有線通信状態モニタリング等）を行う端末には、

次の条件を満足するコンピュータをご使用ください。 

項 目 仕 様 

対象機種 10BASE-T または 100BASE-TX の有線 LAN ポートを搭載し TCP/IP プロトコ

ルを使用して本商品に接続できる AT 互換機 

対象 OS Microsoft®Windows®98 日本語版 

Microsoft®Windows®98 Second Edition 日本語版 

Microsoft®Windows®Millennium Edition 日本語版 

Microsoft®Windows®2000 日本語版 

Microsoft®WindowsNT®4.0(SP5 以上) 日本語版 

Microsoft®Windows®XP 日本語版 

対象ブラウザ Microsoft®Internet Explorer6.0(SP1)以上 

 

 

5.4. ソフトウェア、マニュアルについて 

本商品のソフトウェア、マニュアル類は、全て弊社 Web ページからダウンロードを

お願いします。 

 

参照ページ 

NEC インフロンティア 無線 LAN 商品 Web ページ 

http://www.necinfrontia.co.jp/products/wlan/jp/ 
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6. PK-WL022A の導入フロー 
本商品を導入する際の基本的な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。 

 

７．管理端末のセットアップ          24ページ参照 

  

８．PK-WL022A の設置              31ページ参照 

  

９．PK-WL022A の基本設定         36ページ参照 

  

１０．トラブルシューティング         65ページ参照 

 

 

本書では、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のみを

記載しております。 

より詳細、高度な設定方法については、弊社 Web ページ掲載のマニュアル

「ORiNOCO AP-4000User Guide」(PDF 形式)（以下、本書では「ユーザーガ

イド」と呼びます）を参照してください。 

 

また、Web ページにはヘルプファイル(HTML 形式のユーザーガイド) 

もございますので、あわせて参照してください。 

（ご利用方法は、上記「ユーザーガイド」を参照してください） 
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7. 管理端末のセットアップ 
PK-WL022A の管理（設定、無線/有線通信状態モニタリング等）は任意の管理

端末で行います。管理に使用するソフトウェアは、「ScanTool」および「Internet 

Explorer」Web ブラウザソフトウェアです。 

無線 LAN 端末を管理端末として使用することも可能ですが、この場合、管理端

末と PK-WL022A の間の無線インタフェース設定が常に整合されている(常に接

続状態にある)必要がありますのでご注意ください。 

 

なお、管理端末には「5.3. ソフトウェア仕様」を満足するコンピュータをご使用くだ

さい。 

 

7.1. 管理端末設置上の注意 

PK-WL022A 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 PK-WL022A と同じサブネットに接続されている必

要があります。 

ご購入時（工場出荷時状態）の PK-WL022A を設置する場合、PK-WL022A 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 台ずつ電源を投入する、または 1 台ずつ有線 LAN または無線 LAN で接

続、設定する必要があります。 
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管理端末の設置 

■ ご購入時（工場出荷時状態）の PK-WL022A 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 LAN 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。 

   設定中は、管理端末の有線 LAN ケーブルを抜かないでください。 

   設定が反映されないことがあります。  

 

■ 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PK-WL022Aの設定、およびモニタリングが可能となり、無線LAN上で

問題解決を行うことができます。 

 

 

無線 LAN 上の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 LAN エリア内で使用する必要があります。 

■ 無線 LAN 接続が確立している(接続状態にある)必要があります。 

状況に応じて 適なツールを選べるように、有線 LAN 上、無線 LAN 上それぞれ

に複数の管理端末を割り当てる事もできます。 
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7.2. ScanTool のインストール 

初期設置時に、PK-WL022A の IP アドレスの設定を「ScanTool」を使用して行いま

す。 

 

ScanTool のインストールは、以下のように進めてください。 

 

1. 管理端末として指定したコンピュータに、弊社 Web ページより PK-WL022A ソ

フトウェアをダウンロードしてください。 

2. ダウンロードしたファイルを解凍し、”ScanTool.exe”を実行してください。 

 

7.3. TCP/IP プロトコル設定の確認 

ScanTool は PK-WL022A 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 PK-WL022A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、PK-WL022A 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 アダプタまたは無線 LAN 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。なお、設定にあた

っては、事前に、接続するネットワークの管理者にご相談されることをお勧
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めいたします。 

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 アドレス欄に例えば、192.168.0.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～

254 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、例えば、255.255.255.0 といったユーザ定

義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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7.4. 新版 ScanTool とファームウェアの入手、アップデ

ート 

入手方法 

ScanTool と PK-WL022A の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Webページには常に 新のバージョンを掲載しております。また、

本商品を導入された後も常に 新のScanToolおよびファームウェアにアップデー

トすることをお勧めいたします。 

 

※ファームウェアのアップデートを行った場合は、直後に工場出荷リブートを 

 必ず実施してください。工場出荷リブートの方法は、ユーザーマニュアルを 

 参照してください。 

 

参照ページ 

NEC インフロンティア 無線 LAN 商品 Web ページ 

http://www.necinfrontia.co.jp/products/wlan/jp/ 
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TFTP-Server のインストール 

ファームウェアのアップデート、強制リロードによるファームウェアの再書き込み

等で「TFTP-Server」ソフトウェアが必要となります。弊社 Web ページより

「TFTP-Server」をダウンロードし、 “OEM-TFTP-Server.exe”を実行し、画面の

指示に従って管理端末にインストールしてください。 

 

インストール後、以下の設定を行った上でご使用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)TFTP-Server を起動し、「File」-「Configure」を開く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WindowsXP SP2 にインストールした場合、下記のダイアログが表示されることが

あります。 

「ブロックを解除する」をクリックしてください。 

 
 

<注意> 
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(2)「Security」タブより、「Transmit and Receive files」にチェックを入れる。
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8. PK-WL022A の設置 

8.1. 設置条件 

＜注意＞ 

PK-WL022A 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 PK-WL022A ユニットから外せる場所である。 

c. PK-WL022A を他の物で覆って空気の流れを止めないこと。 

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こと。 

 

8.2. 設置場所 

PK-WL022A 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 端末から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、および 5GHz 帯を使用しており、同じ

周波数帯は他の機器でも使用されています。これらが常時 PK-WL022A 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方式） 

 ・電子レンジ 

 ・Bluetooth 

 ・医療機器 

 ・REID       等 

 

＜5GHz帯を使用している機器＞ 

 ・無線を使用した映像配信装置   等 

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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8.3. 設置方法 

 

(1) 天井、壁への取り付け方法 

壁取り付け板を付属のネジ(2 個)とネジストッパー(2 個)で天井、または壁に固

定します。 

PK-WL022A 背面の穴と壁取り付け板をしっかり固定します。 

PK-WL022A のズレ等を防止するために、L 字金具等で固定することを推奨し

ます。 
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(2) 天井、壁への取り付け時の注意 

（a） ズレ防止取り付け例 

下図のように、L 時金具等で固定することを推奨します。 

 

 

※ 上記はあくまでも取り付けの一例です。 

 

（b） 壁取り付け時の設置方向 

PK-WL022A は、下図のようにコネクタが右側にくるように縦長に設置し

てください。 

 

 
 

※ 上記はあくまでも取り付けの一例です。 
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(3) セキュリティカバーの取り付け 

権限のないPK-WL022Aへのアクセスを防ぐために、本体背面にセキュリティカバ

ーを取り付けることができます。これにより、ケーブル、リセットボタン、リロードボ

タンへのアクセスを制限できます。 

 

全てのコネクタを装着後、セキュリティカバーの差し込み側を、PK-WL022A の背

面パネルの一連のコネクタの左側にある穴に差し込みます。 

セキュリティカバーの右端を、PK-WL022A の背面パネルの RS-232-C ケーブル

用のネジ穴に 2 本のネジを使って固定します。 

 

 

 

※ RS-232-C ケーブルを接続した場合、PK-WL022A にセキュリティカバーを取り

付けることはできません。 

 

 

 

 

PK-WL022A に電源を投入する 

1. PK-WL022A 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. 診断終了後、LED は下記のようになります 

【各 LED の働きについて】 

LED の種類         状態       詳細              

電源         緑点灯      電源正常              

11a 無線ｱｸﾃｨﾌﾞ     緑点滅又は消灯      データ転送により変化  

11b/g 無線ｱｸﾃｨﾌﾞ   緑点滅又は消灯      データ転送により変化  

有線リンク      緑点灯      Ethernet 接続       

＜注意＞ 

電源投入後、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、「10. 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. PK-WL022A の基本設定 
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 

 IPアドレス/サブネットマスク/デフォルトルータ 

 

ブラウザによる設定 

 IPアドレス/サブネットマスク/デフォルトルータ 

 無線インタフェース（SSID(Network Name),Channel,Security） 

 パスワード変更 

 MACアドレス登録(無線LAN端末のMACアドレスによる接続認証) 

 有線LANインタフェース 

 

 本書では一般オフィスなどへの導入にあたっての基本となる設定方法を記述し

ております。さらに詳細についてはユーザーガイドを参照してください。 

 

9.1. 設定準備 

PK-WL022Aの設定を行う前に以下の項目を用意してください。 

1. PK-WL022AのIPアドレス 

2. PK-WL022Aのチャンネル設計 

2台以上のPK-WL022Aを使用し、かつ隣接して設置する場合は、各

PK-WL022Aのチャンネル設計を行う。 

3. 無線LAN端末のMACアドレス一覧 

（※PK-WL022AによるMACアドレス認証を行う場合に必要となります） 

PK-WL022Aへの接続を許可するすべての無線LAN端末のMACアドレス 
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チャンネル設計について 

PK-WL022A を設置する際は、チャンネル設計を元に、必ずサイトサーベイを

依頼してください。（依頼先は、P14 をご参照ください。） 

2 台以上の PK-WL022A を使用するとき、それぞれ別のチャンネル使用を推奨

します。 

隣接する PK-WL022A のチャンネルを変えることにより、隣接エリア間の電波

干渉を軽減します。 

● IEEE802.11b/g の場合 

 2 台の PK-WL022A が隣接する場合。 

できるだけチャンネルを離して利用します。例）1ch と 13ch など 

 3 台以上の PK-WL022A が隣接する場合。 

PK-WL022A 同士を隣接して設置する場合は、お互いのチャンネルを

5ch 以上（推奨）離して設定します。隣接して複数台設置する場合は、

PK-WL022A 間の距離を 20m 以上離し、チャンネルを 2ch 以上離して

設定することをお勧めいたします。 

例） 

3 台の PK-WL022A の場合 ＝ 1ch、7ch、13ch 

4 台の PK-WL022A の場合 ＝ 1ch、5ch、9ch、13ch 

無線端末が別のエリアに移動しても、SSID(Network Name)などのパラ

メータが同じであれば自動的に通信する PK-WL022A を切り替えます。 

上記はあくまでも一例であり、無線動作は環境に依存しますので、必

ずサイトサーベイを行ってください。 

 

※IEEE802.11b/g モードの場合、設定できるチャンネルは 13ch までとなり

ます。 

 

● IEEE802.11a の場合 

隣接チャンネルによる干渉はありません。 

2 台以上の PK-WL022A が隣接する場合、それぞれ異なるチャンネル

を設定してください。 

52、56、60、64ch（W53）は、Auto Channel 設定でのみ使用可能です。 

固定での設定はできませんので、ご注意ください。 

W52/W53 対応(新 8 チャンネル)の無線 LAN 端末のみ接続可能です。

J52(旧 4 チャンネル)の無線 LAN 端末は接続できませんのでご注意く

ださい。 
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9.2. 設定 

9.2.1. 初期設定 

PK-WL022A の初期設定は「ScanTool」で行います。ここでは、PK-WL022A の 

 IP アドレス 

 サブネットマスク 

 デフォルトルータの IP アドレス 

を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

1. 設定を行う PK-WL022A 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。 

2. 起動すると下図の画面が表示され、接続しているPK-WL022A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。PK-WL022A の電源投入直後はリストに表示されないこ

とがありますのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Windows XP Service Pack 2 をインストールした PC にて ScanTool を実

行する場合は、以下の通り PC を設定の上作業を開始してください。 

  【設定方法】 

“コントロールパネル”-“セキュリティセンター”-“Windows ファイアウォール”を起

動し、『例外』タブの『プログラムの追加』から、Scan Tool を例外プログラムとして

設定する。 

<注意> 

【初期設定 IPアドレス】 

  IP アドレスの初期設定値は、「169.254.128.132」(Static)です。 

 『 Factory Default 』を実行後は、DHCP クライアントとなるため、ネットワーク

上に DHCP サーバがない場合、起動から 3～5分後に「169.254.128.132」(Dynamic)

を自動的に割り当てます。 



 39 

3. リストに表示された PK-WL022A 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ので以下の設定を行います。 

・「IP Address Type」の選択 

DHCP などを使用して PK-WL022A 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”を選択します。 

・「IP Address」の設定 

・「Subnet Mask」の設定 

・「Gateway IP Address」の設定 

 

以上の設定が終わりましたら、「Read／Write Password」に“public”（半角

小文字）を入力します。 

       

 

 

 

      

 

 

 

 

 
セキュリティ上、パスワードはすみやかに変更されることを強く推奨い

たします。変更方法は、「9.2.2.7.パスワード設定」を参照してください。 <注意> 
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4. 「OK」をクリックすると PK-WL022A 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。 
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9.2.2. 設定 

9.2.2.1.ブラウザの起動 

1. 管 理 端 末 で Web ブ ラ ウ ザ ソ フ トウ ェ ア を 起 動 し 、 ア ド レ ス 欄 に

PK-WL022A の IP アドレスを直接入力し「Enter」キーを押します。 

例）http://192.168.0.202  （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”(半角小文字)を入力して「OK」

をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
セキュリティ上、パスワードはすみやかに変更されることを強く推奨い

たします。変更方法は、「9.2.2.7.パスワード設定」を参照してください。 <注意> 
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3. 初に次の画面が表示された場合は、画面右下の「Exit」ボタンをクリッ

クして終了させてください。 

 

4. 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

て各設定を行います。 
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9.2.2.2.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 PK-WL022A の管理のための識別名やその他コメントなどを入

力します。 

 

2. 各項への入力後、「OK」をクリックして設定を保存します。 
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3. 以下のような「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、再度設定し直してください。 

また、以下のエラー画面に関しては、後述の設定においても同様に発生

する可能性がありますので、同様の処置をお願いします。 

 

 

＜注意＞ 

PK-WL022A 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」をクリックして変更を保存してから次

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。 
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9.2.2.3.IP アドレスなどのネットワーク設定 

「Network」-「IP Configuration」タブをクリックして、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「9.2.1. 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。 

設定後は「OK」をクリックし、変更を保存してください。 
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9.2.2.4.無線通信モード設定 

「Interfaces」-「Op Mode」タブをクリックして、ご使用になる無線 LAN ネットワー

クにあわせた「Op Mode」の設定を行ってください。 

■ Wireless-A 

  ・“802.11a only”: 

802.11a を使用する場合に設定します。 

 

■ Wireless-B 

  ・“802.11b only”: 

全ての端末が 802.11b のみで構成される場合に設定します。 

  ・“802.11g only”： 

全ての端末が 802.11g のみで構成される場合に設定します。 

  ・“802.11bg”  ： 

802.11b 対応、802.11g 対応の端末が混在している場合に設定しま

す。 

  ・“802.11g-wifi”： 

本モードは選択しないでください。(テスト用モードです) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

※ 端末を 802.11g 方式のみで構成される場合は、 “802.11g only”を設定

することを推奨します。 

“802.11bg”でも 802.11g 対応端末で通信可能ですが、従来の 802.11b 方

式との共存を行う通信モードです。このため、ご使用の環境によっては

オーバヘッドが大きくなり 802.11g 方式の本来の性能を出すことができな

い場合があります。 

また、“802.11bg”の場合、チャンネルの設定範囲は 1～13ch となりま

す。 

 

 
本商品は、802.11a、802.11b/g の 2 周波数帯を同時に使用可能です。 

両周波数帯の電波を使用する場合、双方にそれぞれセキュリティを施すよ

うお願いします。 

また、802.11a、802.11b/g のどちらか一方しかご使用にならない場合、使用

しない周波数帯の無線通信機能を無効にしてご使用ください。 

（具体的な設定の仕方は「9.2.2.5 無線インタフェース設定」の 

「 8.「Wireless Service Status」の設定」をご参照ください。） 

<注意> 
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設定後は「OK」をクリックし、変更を保存してください。 
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9.2.2.5.無線インタフェース設定 

「Interfaces」-「Wireless-A(Wireless-B)」タブをクリックして以下の設定を行って

ください。 

設定後は「OK」をクリックし、変更を保存してください。 
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1. 「SSID(Network Name)」の設定 

「SSID(Network Name)」欄に無線 LAN ネットワーク識別名を入力してく

ださい。SSID 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が入力可能です。SSID は接続する無線

LAN 端 末 す べて が 同 じ 値 に設 定 さ れ て いる 必 要 が あ りま す 。

PK-WL022A が複数台設置され、無線 LAN 端末が各 PK-WL022A の間

を移動（ローミング）して使用する場合、PK-WL022A の SSID はすべて

同じ値を設定する必要があります。SSID が他の PK-WL022A と異なる

場合はローミングができません。 

2. 「Enable Auto Channel Select」の設定 

802.11a にて、36,40,44,48（W52）および 52,56,60,64（W53）の全てのチャ

ンネルを使用する場合は、有効としてください。 

それ以外の場合は、本機能のチェックは外し、サイトサーベイで得られ

た 適なチャンネル（W52 のチャンネルのみ選択可能）を手動で設定し

使用してください。 

本機能により自動チャンネル割当で使用されますと、近接アクセスポイ

ントとの電波干渉が発生する場合があります。また、レーダーとの干渉

があった場合、自動的にリブートしチャンネルが変更されますので、一

時的に通信ができなくなります。 

＜注意＞WDS 機能を設定する場合は本機能を必ず無効にしてくださ

い。 

3. 「Frequency Channel」の設定 

使用する無線チャンネルを、 

802.11a の場合：36,40,44,48（W52） 

802.11b の場合：1～14 

802.11g の場合：1～13 

の範囲で設定できます。 

＜注意＞“802.11bg”ﾓｰﾄﾞでは、1～13 の範囲での設定となります。 

4. 「Transmit Rate」の設定 

PK-WL022A からの送信通信レートの設定を行います。通常は初期値

の「Auto Fallback」（自動通信レート制御）を使用します。 

5. 「DTIM Period」の設定 

通常は初期値の“1”で使用してください。 

6. 「RTS/CTS Medium Reservation」設定 

通常は初期値の”2347“（RTS/CTS 機能 OFF）で使用してください。 



 50 

7. 「Enable Closed System」の設定 

セキュリティをより高めるため、本設定をチェックしてください。本機能に

より、無線 LAN 端末は PK-WL022A に設定された SSID をスキャンするこ

とができません。したがって、あらかじめ SSID を知っている端末だけが

PK-WL022A に接続可能となります。 

また同時に、SSID が「ANY」や「（空白）」に設定された無線 LAN 端末の

接続（ANY 接続）を不可能とします。 

8. 「Wireless Service Status」設定 

無線通信の送出を行うかどうかの設定を行います。無線通信を有効に

する場合は「Resume」を設定してください。802.11a、802.11b/g のどちら

か 一 方 し か 無 線 通 信 を 行 わ な い 場 合 、 使 用 し な い 周 波 数 帯 は

「ShutDown」を設定してください。 

 

 

 

 

 

 本商品は、802.11a、802.11b/g の 2 周波数帯を同時に使用可能です。 

両周波数帯の電波を使用する場合、双方にそれぞれセキュリティを施す

ようお願いします。 

<注意> 



 51 

 

9.2.2.6.有線インタフェース設定 

「Interface」-「Ethernet」タブをクリックして有線 LAN の接続先（スイッチングハ

ブやルータ等）の設定に合わせて「Speed and Transmission Mode」の設定を

行ってください。 

通常は初期値の「auto-speed-auto-duplex」で使用してください。 

設定後は「OK」をクリックし、変更を保存してください。 
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9.2.2.7.パスワード設定 

「Management」-「Passwords」タブをクリックして以下の設定を行ってください。 

設定後は「OK」をクリックし、変更を保存してください。 

 

 

・“SNMP Read Community Password”： 

SNMP を使用して PK-WL022A に読み取りアクセスするためのパスワー

ドとなります。 

・“SNMP Read/Write Community Password”： 

SNMP を使用して PK-WL022A に読み取り、および書き込みアクセスす

るためのパスワードとなります。 

・“SNMPv3 Authentication Password”： 

SNMPv3(セキュア管理)が有効である場合、認証に使用するためのパ

スワードです。 

・“SNMPv3 Privacy Password”： 

SNMPv3(セキュア管理)が有効である場合、SNMP メッセージの暗号化

に使用するためのパスワードです。 
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・“Telnet(CLI) Password”： 

シリアルまたは Telnet 経由で CLI インタフェースを使用するためのパス

ワードです。 

・“HTTP(web) Password”： 

Web ブラウザの HTTP インタフェースを使用するためのパスワードで

す。 

 

 

 

 

 

 
本商品は、802.11a、802.11b/g の 2 周波数帯を同時に使用可能です。 

両周波数帯の電波を使用する場合、双方にそれぞれセキュリティを施すよ

うお願いします。 

また、802.11a、802.11b/g のどちらか一方しかご使用にならない場合、使用

しない周波数帯の無線通信機能を無効にしてご使用ください。 

（具体的な設定の仕方は「9.2.2.5 無線インタフェース設定」の 

「 8.「Wireless Service Status」の設定」をご参照ください。） 

<注意> 
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9.2.2.8.セキュリティ設定 

無線 LAN 端末の接続制限、認証、無線 LAN 上のデータの暗号化設定を行い

ます。 

 

1. セキュリティプロファイルの設定 

「SSID/VLAN/Security」-「SecurityProfile」タブをクリックします。 

基本的にはあらかじめ登録済みの“1”を選択し、「Edit」をクリックし

て必要な更新を行ってください。 

更に複数のプロファイルが必要な場合は「Add」をクリックしてプロファ

イルの追加を行ってください。 
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「SecurityMode」は、以下 7 種類のモードの中から択一もしくは複数選択

できます。 

ただし、“NoneSecure”は“WEP”および“802.1x”以外のモードと組み合わ

せての複数選択はできません。 

 

・“NoneSecure”：各ワイヤレスインターフェースの SSID のみで認証

を行います。暗号化は行われません。本モードでは使

用しないでください。 

 

・“WEP”  ：PK-WL022A と無線端末は同一の固定 WEP キーを使用

してデータを暗号化します。WEP キーは 大 4 つまで

設定でき、802.11a/g：64、128、152bit、802.11b：64、

128bit の固定共有キーを利用できます。(キーの bit 数

は設定した文字数により自動判別)  

・ 64bit：ASCII 半角 5 文字､HEX 半角(0～F)10 桁 

・128bit：ASCII 半角 13 文字､HEX 半角(0～F)26 桁 

・152bit：ASCII 半角 16 文字､HEX 半角(0～F)32 桁 

任意の値を「Encryption Key0～3※」にそれぞれ入力

します。 

暗号化のキーはすべての無線 LAN 端末で同一の値

（キー配列も同一）に設定して共有する必要がありま

す。 

さらに PK-WL021 がデータ送信の際に使用するキー

No.(Key0～3※)を「Encryption Transmit Key」で選択し

ます。 

 

※クライアントによっては、Key1～4 となっている場合

があります。 

          その場合には 0→1、1→2、2→3、3→4 と読み換えて設定

を行ってください。 

 

・“802.1x”：IEEE802.1X を使用して RADIUS サーバと通信し、端末を

認証します。さらに、ユーザごとにダイナミックな WEP

キーを生成して端末に配信します。本モードは別途

IEEE802.1X に対応した RADIUS サーバが必要になり

ます。 



 56 

・“WPA” ：IEEE802.1X を使用して RADIUS サーバと通信し、端末を

認 証 し ま す 。 さ ら に TKIP(Temporal Key Integrity 

Protocol)に基づいてダイナミックな暗号化キーを生成

して各端末に配信します。本モードは別途 IEEE802.1X

に対応した RADIUS サーバが必要になります。 

 

・“WPA-PSK”：PSK(Pre-Shared Key)を使用して端末を認証します。

また、TKIP に基づいてユーザごとにダイナミックな暗

号化キーを生成して各端末に配信します。「PSK Pass 

Phrase」は、ASCII 8～63 文字(推奨 13 文字以上)を設

定します。無線 LAN 端末にも同一の PSK を設定してく

ださい。本モードは IEEE802.1X に対応した RADIUS サ

ーバを導入していないお客様向けです。 

 

・“802.11i”：IEEE802.1X を使用して RADIUS サーバと通信し、端末

を 認 証 し ま す 。 さ ら に AES(Advanced Encryption 

Standard)に基づいてダイナミックな暗号化キーを生成

して各端末に配信します。本モードは別途 IEEE802.1X

に対応した RADIUS サーバが必要になります。 

 

・“802.11i-PSK”：PSK(Pre-Shared Key)を使用して端末を認証します。

また、AES に基づいてユーザごとにダイナミックな暗

号化キーを生成して各端末に配信します。「PSK Pass 

Phrase」は、ASCII 8～63 文字(推奨 13 文字以上)を設

定します。無線 LAN 端末にも同一の PSK を設定してく

ださい。本モードは IEEE802.1X に対応した RADIUS サ

ーバを導入していないお客様向けです。 
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設定後は「OK」をクリックし、変更を保存してください。 

各モードの詳細についてはユーザーガイドを参照してください。 
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2. MAC アドレス登録による無線 LAN 端末の接続制限の設定 

 

本機能は、各 PK-WL022A ごとに直接無線 LAN 端末の MAC アドレス

を登録し、MAC アドレスにより接続を制限します。 

 

「 SSID/VLAN/Security 」 - 「 MAC Access 」 タ ブ を ク リ ッ ク し ま す 。

「Operation Type」を「Passthru」に設定すると、「MAC Access Control 

Table」にリストされている MAC アドレスを持つ無線 LAN 端末の送受信

データのみを有線 LAN にブリッジします。逆に「Block」に設定すると、

「MAC Access Control Table」にリストされている MAC アドレスを持つ

無線 LAN 端末の送受信データをブロックします。 

 

「MAC Access Control Table」には、対象となる無線 LAN 端末の MAC

アドレスを登録します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設定後は「OK」をクリックし、変更を保存してください。 
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3. 各無線インタフェースのセキュリティ設定 

 

Wireless A、Wireless B それぞれのセキュリティ設定を行います。 

「SSID/VLAN/Security」-「Wireless-A（Wireless-B）」タブをクリックします。 

VLAN を構築し、それぞれに異なるセキュリティを設定する場合は、「Enable 

Security Per SSID」にチェックをしてください。 

・ “Accounting Status” 

RADIUS サーバを用いた Accounting 機能を使用する場合に

「Enable」にします。 

別途 RADIUS サーバの設置が必要になります。 

本機能の詳細についてはユーザーガイドを参照してください。 

 

・ “RADIUS MAC Authentication Status” 

RADIUS サーバの認証機能を利用して、無線 LAN 端末の MAC ア

ドレスを用いた接続制限を行う場合に「Enable」にします。 

本機能の詳細についてはユーザーガイドを参照してください。 

 

・ “MAC ACL Status” 

「9.2.2.8 セキュリティ設定」の「2.MAC アドレス登録による無線 LAN

端末の接続制限」で設定した MAC アドレス登録による無線 LAN

端末の接続制限を行う場合に「Enable」にします。 

 

・ “Rekeying Interval” 

802.1x モードで配信される端末ごとのダイナミックな WEP キーを、

一定間隔で自動更新する場合に設定します。 

設定する単位は秒になります。 

 

・ “Security Profile” 

「9.2.2.8 セキュリティ設定」の「1.セキュリティプロファイルの設定」

で設定したセキュリティプロファイルの番号を指定します。 

 

・ “RADIUS MAC Authentication Profile” 

・ “RADIUS EAP Authentication Profile” 

・ “RADIUS Accounting Profile” 

使用する RADIUS 設定プロファイル名を指定します。 
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設定後は「OK」をクリックし、変更を保存してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
本商品は、802.11a、802.11b/g の 2 周波数帯を同時に使用可能です。 

両周波数帯の電波を使用する場合、双方にそれぞれセキュリティを施すよ

うお願いします。 

また、802.11a、802.11b/g のどちらか一方しかご使用にならない場合、使用

しない周波数帯の無線通信機能を無効にしてご使用ください。 

（具体的な設定の仕方は「9.2.2.5 無線インタフェース設定」の 

「 8.「Wireless Service Status」の設定」をご参照ください。） 

<注意> 
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4. RADIUS サーバの設定 

 

「RADIUS Profile」タブをクリックします。 

あらかじめ登録済みのプロファイルを選択し、「Edit」をクリックして必要

な更新を行ってください。 

 

・ MAC Authentication：RADIUS サーバによる MAC アドレス認証用 

・ EAP Authentication：RADIUS サーバによる IEEE802.1x 認証用 

・ Accounting     ：RADIUS サーバによる Accounting 機能用 

・ Management Access ：RADIUS サーバを用いたユーザ ID による 

           PK-WL022A 設定制限機能用 

更に複数のプロファイルが必要な場合は、「Add」をクリックしてプロファ

イルの追加を行ってください。 

 

上記各機能の詳細についてはユーザーガイドを参照してください。また、

ご利用になる RADIUS サーバのマニュアルの参照、設定の確認を行っ

てください。 
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設定後は「OK」をクリックし、変更を保存してください。 
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9.2.3. リブート 

PK-WL022A 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、「Commands」－「Reboot」タブの「Reboot」ボタンをクリックして、必

ずリブートを行ってください。 

 

起動確認 

リブートして正常に立ち上がることを確認します。POW LED が赤点灯→橙

点灯→消灯→赤点滅→橙点灯となり、 後に POW LED が緑の点灯になり

ます。 
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動作確認 

a. 管理端末から PK-WL022A に PING を行ない、応答を確認します。 

 
 

b. Web ブラウザソフトウェアで、PK-WL022A に設定が正しく反映され

ているか内容を確認します。 

c. 無線 LAN 端末が PK-WL022A に接続できることを確認します。 

確認方法 

・ 無線 LAN 端末のユーティリティソフトウェアで、PK-WL022A とリ

ンクしていることを確認。 

・ Web ブラウザソフトウェアで、PK-WL022A 設定画面の「Monitor」

-「Link Test」において無線 LAN 端末がリンクしていることを確

認。 

d. 無線 LAN 端末から別の無線 LAN 端末、有線 LAN 端末に PING を

行ない接続できていることを確認します。 

“ping” ｽﾍﾟｰｽのあとに 

PK-WL022A の IP ｱﾄﾞﾚｽを

入力します。 

“Reply” があれば正常に接続されています 
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10. トラブルシューティング 
環境設定のミスマッチを解決するためには、PK-WL022Aと接続する無線LAN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。 

 

また、PK-WL022Aの動作状態を判別するためには、PK-WL022AのLEDアクティ

ビティーをチェックします。下記「LEDエラー一覧」でチェックしてください。これに

より対処が必要な場合については、ユーザーガイドを参照してください。 

 

LEDエラー一覧 

    
表示 

電源 
11a 

無線 LAN アクティブ 

11b/g 

無線 LAN アクティブ 
Ethernet 

緑色に点灯 
正常動作中 準備中 準備中 

100Mbps で接続 

トラフィック無 

緑色に点滅 

－ 

トラフィック有、また

は無線パケットの送

受信中 

トラフィック有、また

は無線パケットの送

受信中 

100Mbps で接続 

トラフィック有 

黄色に点灯 
－ － － 

10Mbps で接続 

トラフィック無 

黄色に点滅 
－ － － 

10Mbps で接続 

トラフィック有 

橙色に点灯 ブートローダーが

アプリケーションソ

フトウェアをロード

中 

－ － － 

橙色に点滅 再ロード中 － － － 

赤に点灯 電源 ON 自己診断

実行中 
－ － － 

赤に点滅 リブート中 － － － 

 

 

正常動作状態にもかかわらず、有線 LAN、無線 LAN に問わず全く通信ができない場

合、ScanTool もしくは Web ブラウザソフトウェアでの応答が無い場合は、ユーザーガ

イドを参照して、PK-WL022A 本体の初期化や強制リロードを行ってください。 

 

 
 ファームウェア誤消去等の原因となるため、「強制リロード」実行時以

外は、電源投入直後もしくはリセットスイッチを押下後、PK-WL022A が

動作可能状態（電源LED緑色点灯）になるまでは絶対にリロードスイッ

チを押さないでください。 

<注意> 
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PK-WL022A 本体に関する主なトラブル 

現象 原因 対策 
本体電源 LED が点

灯しない。 

 

本体の電源が入っています

か？ 

付属の ACアダプタを電源コンセントに差し

込んでください。 

有線 LAN と接続する有線

LAN ケーブルが正しく接続さ

れていますか？ 

有線 LAN ケーブルを正しく接続してくださ

い。 

本体有線リンク LED

が点灯しない 

 

有線 LAN 接続相手機器

(HUB 等)の電源が入ってい

ますか？ 

有線 LAN 接続相手機器(HUB 等)の電源を

入れてください。 

有線 LAN 上の管理

端末でブラウザ画面

が表示されない。 

IP アドレス、SubnetMask 等

のネットワーク設定は間違っ

ていませんか？ 

IP アドレス、SubnetMask 等のネットワーク

設定を確認してください。 

SSID(Network Name)、IP ア

ドレス、SubnetMask、暗号の

設定は間違っていません

か？ 

SSID(Network Name)、IP アドレス、

SubnetMask、暗号の設定を正しく行ってく

ださい。 

無線 LAN 端末と通信

ができない。 

 

無線 LAN 端末側の無線チャ

ンネル範囲外に設定されて

いませんか？ 

PK-WL022A 側の無線チャンネルを無線

LAN 端末側のチャンネル範囲内に設定し

てください。 

(PK-WL022A のチャンネル範囲は、

802.11a：36,40,44,48,52,56,60,64、802.11b：

1～14、802.11g：1～13 チャンネルです。 

802.11a の無線 LAN 端末は、W52/W53 の

8 チャンネル対応品以外は接続できませ

ん。 

802.11b の無線 LAN 端末で、チャンネル範

囲が 1～11 チャンネルのみに対応の場合

は、PK-WL022A 側の設定チャンネルは、1

～11 チャンネルの範囲内に設定してくださ

い。) 

設 定 が 反 映 さ れ な

い。 

設定後、リブートを実施して

いますか？ 

各種設定後、必ずリブートを実施してから

動作させてください。 

ファームウェアのアッ

プデート後、動作が

おかしい。 

ファームウェアのアップデー

トを実施した後に、工場出荷

リブートを実施しましたか？ 

ファームウェアをアップデートした場合は、

直後に必ず工場出荷リブートを実施してか

ら各種設定を行ってください。 

工場出荷リブートについてはユーザーガイ

ドを参照してください。 
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