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●マニュアル内の表記について
本マニュアル内では製品の名称を本製品と表記します。区別が必要な場合は製品型番で表記します。

●記載の会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

■本書の目的
本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、本製品を正し
くお使いいただくための手引きです。必要なときにいつでもご覧いただくために、
大切に保管していただきますようお願いいたします。

■ご注意
・ 本製品の故障・誤作動・不具合・通信不良、停電・落雷などの外的要因、第3
者による妨害行為などの要因によって、通信機会を逃したために生じた損害
などの純粋経済損失につきましては、当社は一切その責任を負いかねます。

・ 通信内容や保持情報の漏洩、改竄、破壊などによる経済的・精神的損害につき
ましては、当社は一切その責任を負いかねます。

・ ハードウェア、ソフトウェア、外観に関しては、将来予告なく変更されること
があります。

・ 本製品内部のソフトウェア（ファームウェア）更新ファイル公開を通じた修正
や機能追加は、お客様サービスの一環として随時提供しているものです。内容
や提供時期に関しての保証は一切ありません。

・輸送費、設定、調整、設置工事などは、お客様負担となります。
・ 本製品は日本国内仕様であるため、別途定める保証規定は日本国内でのみ有
効です。

■著作権等
・ 本書に関する著作権は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社へ独占
的に帰属します。プラネックスコミュニケーションズ株式会社が事前に承諾し
ている場合を除き、形態及び手段を問わず、本書の記載内容の一部、または全
部を転載または複製することを禁じます。

・ 本書の作成にあたっては細心の注意を払っておりますが、本書の記述に誤りや欠
落があった場合もプラネックスコミュニケーションズ株式会社はいかなる責任
も負わないものとします。

・ 本書の記述に関する、不明な点や誤りなどお気づきの点がございましたら、弊
社までご連絡ください。

・本書および記載内容は、将来予告なく変更されることがあります。
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本製品のマニュアルには、本製品をパソコンで利用する際のドラ
イバ/ユーティリティのインストール方法や設定方法、お問い合わ
せ先などを記載しています。ご使用前に必ずお読みください。

■本マニュアルの表記について
本マニュアルの中で使用される表記について説明します。

●注意:

本製品の取り扱いや設定について注意するべき事項です。この注
意事項に従わなかった場合、製品やシステムに損傷を与える場合
があります。ご注意ください。

●ワンポイント:

本製品を取り扱うにあたっての補足事項です。

関連のあるページを記しています。

■アクセスポイントに接続するまでの流れ
本製品を使用して、アクセスポイントに接続するまでの流れは下
記のようになります。

本製品と付属品の確認をします
第1章を参照してください。
→10ページへ

本マニュアルの読み進めかた
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パソコンにドライバとユーティリティをインストールします
本製品のドライバと無線LANの設定に使用するユーティリ
ティをインストールします。インストール方法はOSによっ
て異なります。お使いのOSに該当するページをお読みくだ
さい。
WindowsXPをご利用の場合
→12ページへ

Windows2000をご利用の場合
→36ページへ

WindowsMeをご利用の場合
→58ページへ

Winodws98SEをご利用の場合
→78ページへ

アクセスポイントに接続します
ユーティリティを使用してご利用になる無線LANに接続す
るための設定をおこないます。
→98ページへ



この章では、本製品の対応機種や対応OSの確認、付属品や各部
の名称など、お使いになる前に確認していただきたいことを説明
します。

■対応機種および対応OS

本製品の対応機種および対応OSは以下のようになっています。

対応機種
・CardBusスロットを装備したPC/AT互換機

対応OS
・Windows XP
・Windows 2000
・Windows Me
・Windows 98SecondEdition

■梱包内容の確認

・GW-NS54SG
・マニュアル/ドライバ/ユーティリティCD-ROM
・らくらく！かんたん設定ガイド
・安全に関する説明書
・保証書

●注意
付属品が足りない場合や、マニュアルに乱丁・落丁があった場合などは
弊社テクニカルサポートにご連絡ください。

1.お使いになる前に
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■各部の名称とはたらき

ここでは、各部の名称とLEDの機能について説明します。

表面図とLEDの表示
本製品には、パソコンに接続するためのPCカードインタフェース
（CardBus）コネクタとデータを送受信するためのアンテナ部、ス
テータスを表示するLED部があります。

【LED表示】
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1.ドライバとユーティリティのインストール

■インストールの準備
インストールを始める前に、次のものを準備してください。

1.GW-NS54SG本体
2.マニュアル/ドライバ/ユーティリティCD-ROM

■ユーティリティのインストール

●注意
・ここでは、まだ本製品をコンピュータに接続しないでください。ユー
ティリティのインストール後、本製品をコンピュータに接続します。
・インストールを始める前にご使用中のアプリケーションはすべて終了
してください。
・インストールをおこなう場合は「コンピュータの管理者」権限を持つ、
ユーザ名でログインしてください。

1.本製品のマニュアル/ドライバ/ユーティリティCD-ROMをコン
ピュータのCD-ROMドライブに挿入します。

12

2.WindowsXPをご使用の場合



2.「スタート」→「ファイル名を指定して実行」をクリックします。

3.「ファイル名を指定して実行」画面が表示されます。「名前」欄に
「E:¥setup.exe」（CD-ROMドライブがEドライブの場合）と入力
し「OK」をクリックします。
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4.ユーティリティのインストーラが起動します。「次へ」をクリッ
クします。

5.インストール先のフォルダを選択する画面が表示されます。
「次へ」をクリックします。

●ワンポイント
インストール先のフォルダを変更する場合は「参照」をクリックし、イン
ストール先のフォルダを指定します。
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6.「プログラムフォルダの選択」が表示されます。「次へ」をクリッ
クします。

●ワンポイント
インストール先のフォルダを変更する場合は「プロイグラム フォルダ」欄
のフォルダ名「BROAD LANNER WAVE」を変更します。

7.ユーティリティのインストールがはじまります。
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●注意
インストール中にインストールの続行を確認する画面が表示される場合
があります。この場合は「続行」をクリックします。

●ワンポイント
本製品は弊社にて動作検証をおこなっております。インストールを続行
してください。

8.「InstallShieldウィザードの完了」画面が表示されます。「はい、
今すぐコンピュータを再起動します。」を選び「完了」をクリック
します。
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●注意:
「完了」をクリックするとコンピュータが自動的に再起動します。他のプ
ログラムを起動している場合、「完了」をクリックする前にすべて終了し
てください。

9.コンピュータが再起動したことを確認後、コンピュータのCD-
ROMドライブから本製品付属のマニュアル/ドライバ/ユーティ
リティCD-ROMを取り出します。

10.以上でユーティリティのインストールは完了です。
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■ドライバのインストール

●注意:
ユーティリティのインストール後、コンピュータが再起動したのを確認
してから本製品をコンピュータに接続してください。

11.本製品をコンピュータのPCカードスロットに接続します。

12.「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」が表示されま
す。
「ソフトウェアを自動的にインストールする（推奨）」をチェック
し、「次へ」をクリックします。
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13.ドライバが自動的に検出されインストールがはじまります。
インストール中に「ロゴテストに合格していません」というメッ
セージが表示されますが、「続行」をクリックします。

●ワンポイント
このメッセージはMicrosoftによるハードウェア互換試験（WHQL）を取
得していない場合に表示されます。ドライバをインストールしてもシス
テムに問題を発生させることはありません。インストールを続行してく
ださい。

14.「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」が表示されま
す。「完了」をクリックし画面を終了します。以上でドライバの
インストールは完了です。
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2.インストールの確認

1.「スタート」→「マイコンピュータ」を右クリックし、「プロ
パティ」をクリックします。
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2.「システムのプロパティ」が表示されます。「ハードウェア」タブを
クリックし、デバイスマネージャ中の「デバイスマネージャ」を
クリックします。

3.「デバイスマネージャ」が表示されます。「ネットワークアダプ
タ」アイコンをクリックします。ネットワークアダプタの下に
「PLANEX GW-NS54SG 54Mbps Wireless LAN Card」の表示
を確認します。
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●注意
ネットワークアダプタの下に「PLANEX GW-NS54SG 54Mbps
Wireless LAN Card」が表示されない、またはアイコンに「！」や「？」の
マークが表示されるときはドライバのインストールが正常に終了してい
ません。ドライバを一旦削除してから再度インストールしてください。

4.ウィンドウ右上の「x」をクリックし、開いているウィンドウを
すべて閉じます。
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3.コンピュータのネットワーク設定

1.「スタート」→「コントロールパネル」をクリックします。



2.「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。

3.「ネットワーク接続」をクリックします。
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4.「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックし、「プロパティ」
をクリックします。
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5.「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」画面が表示されま
す。表示されているリストから「インターネットプロトコル
（TCP/IP）」を選択し、「プロパティ」をクリックします。
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6.ブロードバンドルータやDHCPサーバなどによるIPアドレスの
自動割当をおこなっている無線LANに接続する場合は、「IPア
ドレスを自動的に取得する」を選択します。

●注意
TCP/IPプロトコルでネットワークを構築するためには、コンピュータ
（ネットワークアダプタ）ごとに個別のIPアドレスを設定する必要があり
ます。IPアドレスの自動取得がお客様のネットワーク環境でサポートさ
れていないときは、「次のIPアドレスを使う」をチェックし、付与された
固有のIPアドレスとサブネットマスクを入力してください。デフォルト
ゲートウェイ、DNSサーバのアドレスはお客様の環境にあわせた数値を
設定してください。

7.IPアドレスの設定後、「OK」をクリックして「インターネット
プロトコル（TCP/IP）のプロパティ」を閉じます。
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8.「OK」をクリックし「ワイヤレスネットワーク接続のプロパ
ティ」を閉じます。

9.以上でネットワークの設定は完了です。

→「第6章　ユーティリティの設定方法」へお進みください。
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4.ハードウェアの取り外し

1.通常デスクトップ右下に表示される「ハードウェアの安全な取
り外し」アイコンをクリックします。

2.「PLANEX GW-NS54SG 54Mbps Wireless LAN Cardを安全に
取り外します」をクリックします。

3.「ハードウェアの取り外し」メッセージが表示されたことを確認
してから本製品を取り外します。
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5.ドライバとユーティリティの削除

●注意
・ドライバとユーティリティの削除を始める前に、ご使用中のアプリ
ケーションはすべて終了してください。

・ドライバの削除をおこなう場合は、コンピュータに本製品を接続した
状態でおこなってください。

■ユーティリティの終了

デスクトップ右下に表示されている本製品のユーティリティのア
イコンを右クリックして終了を選択します。

■ドライバの削除

1.「スタート」→「マイコンピュータ」を右クリックし、「プロパ
ティ」をクリックします。
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2.「システムのプロパティ」が表示されます。「ハードウェア」タブ
をクリックし、デバイスマネージャ中の「デバイスマネージャ」
をクリックします。

3.「ネットワークアダプタ」アイコンをクリックします。ネットワー
クアダプタの中から「PLANEX GW-NS54SG 54Mbps Wireless
LAN Card」を選択します。
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4.「操作」欄から「削除」をクリックします。

5.「デバイスの削除の確認」が表示されます。「OK」をクリックし
ます

6.本製品をコンピュータから取り外します。

7.以上でドライバの削除は完了です。続いてユーティリティの削
除をおこないます。
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■ユーティリティの削除

8.表示されているウィンドウがある場合はすべて閉じます。

9.「スタート」→「すべてのプログラム」→「BROAD LANNER
WAVE」→「Uninstall GW-NS54SGユーティリティ」をクリッ
クします。

10.「ファイル削除の確認」が表示されます。「OK」をクリックしま
す。
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11.「メンテナンスの完了」が表示されます。「完了」をクリックし
ます。

12.以上でドライバとユーティリティの削除は完了です。
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ここではWindows 2000の初期設定状態を例に説明します。
Windows 2000の設定により、表示内容が異なる場合があります。

1.ドライバとユーティリティのインストール

■インストールの準備
インストールを始める前に、次のものを準備してください。

1.GW-NS54SG本体
2.マニュアル/ドライバ/ユーティリティCD-ROM

■ユーティリティのインストール

●注意
・ここでは、まだ本製品をコンピュータに接続しないでください。ユー
ティリティのインストール後、本製品をコンピュータに接続します。
・インストールを始める前にご使用中のアプリケーションはすべて終了
してください。
・インストールをおこなう場合は「Administrator」または「Administrator」
権限を持つユーザ名でログインしてください。

36

3.Windows 2000をご使用の場合



1.本製品のマニュアル/ドライバ/ユーティリティCD-ROMをコン
ピュータのCD-ROMドライブに挿入します。

2.「スタート」→「ファイル名を指定して実行」をクリックします。
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3.「ファイル名を指定して実行」が表示されます。「名前」欄に
「E:¥setup.exe」（CD-ROMドライブがEドライブの場合）と入力
し「OK」をクリックします。

4.ユーティリティのインストーラが起動します。「次へ」をクリッ
クします。
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5.インストール先のフォルダを選択する画面が表示されます。
「次へ」をクリックします。

●ワンポイント
インストール先のフォルダを変更する場合は「参照」をクリックし、イン
ストール先のフォルダを指定します。

6.「プログラムフォルダの選択」が表示されます。「次へ」をクリッ
クします。
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●ワンポイント
インストール先のフォルダを変更する場合は「プロイグラム フォルダ」欄
のフォルダ名「BROAD LANNER WAVE」を変更します。

7.ユーティリティのインストールがはじまります。
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8.「デジタル署名が見つかりませんでした」画面が表示されます。
「はい」をクリックします。

●ワンポイント
本製品は弊社にて動作検証をおこなっております。インストールを続行
してください。

8.「InstallShieldウィザードの完了」が表示されます。「はい、今
すぐコンピュータを再起動します。」を選び「完了」をクリックし
ます。
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●注意:
「完了」をクリックするとコンピュータが自動的に再起動します。他のプ
ログラムを起動している場合、「完了」をクリックする前にすべて終了し
てください。

9.コンピュータが再起動したことを確認後、コンピュータのCD-
ROMドライブから本製品付属のマニュアル/ドライバ/ユーティ
リティCD-ROMを取り出します。

10.以上でユーティリティのインストールは完了です。
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■ドライバのインストール

●注意
ユーティリティのインストール後、コンピュータが再起動したのを確認
してから本製品をコンピュータに接続してください。

11.本製品をコンピュータのPCカードスロットに接続します。

12.ドライバが自動的に検出されインストールがはじまります。
インストール中に「デジタル署名がみつかりません。」というメッ
セージが表示されますが、「はい」をクリックします。
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●ワンポイント
このメッセージはMicrosoftによるハードウェア互換試験（WHQL）を取
得していないときに表示されます。ドライバをインストールしてもシス
テムに問題を発生させることはありません。インストールを続行してく
ださい。

13.以上でドライバのインストールは完了です。
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2.インストールの確認

1.デスクトップの「マイコンピュータ」アイコンを右クリックし
「プロパティ」をクリックします。

2.「システムのプロパティ」が表示されます。「ハードウェア」タブ
をクリックし、デバイスマネージャ中の「デバイスマネージャ」
をクリックします。
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3.「デバイスマネージャ」が表示されます。「ネットワークアダプ
タ」アイコンをクリックします。ネットワークアダプタの下に
「PLANEX GW-NS54SG 54Mbps Wireless LAN Card」の表示
を確認します。

●注意
ネットワークアダプタの下に「PLANEX GW-NS54SG 54Mbps
Wireless LAN Card」が表示されない、またはアイコンに「！」や「？」の
マークが表示されるときはドライバのインストールが正常に終了してい
ません。ドライバを一旦削除してから再度インストールしてください。

：「第2章　5.ドライバとユーティリティの削除」
：「第7章　付録A 故障かなと思ったときは」

4.ウィンドウ右上の「x」をクリックし、開いているウィンドウを
すべて閉じます。
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3.コンピュータのネットワーク設定

1.デスクトップに表示されている「マイネットワーク」アイコンを
右クリックし「プロパティ」をクリックします。

2.「ネットワークとダイヤルアップ接続」が表示されます。「ロー
カルエリア接続」アイコンを右クリックし、「プロパティ」をク
リックします。
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●ワンポイント
コンピュータに複数のネットワーク機器が接続されているとき、“ロー
カルエリア接続”の末尾に番号が追加されます。

3.「ローカルエリア接続 のプロパティ」が表示されます。リスト
から「インターネットプロトコル（TCP/IP）」を選択し、「プロパ
ティ」をクリックします。
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4.ブロードバンドルータやDHCPサーバなどによるIPアドレスの
自動割当をおこなっている無線LANに接続するときは、「IPア
ドレスを自動的に取得する」を選択します。

●注意
TCP/IPプロトコルでネットワークを構築するためには、コンピュータ
（ネットワークアダプタ）ごとに個別のIPアドレスを設定する必要があり
ます。IPアドレスの自動取得がお客様のネットワーク環境でサポートさ
れていないときは、「次のIPアドレスを使う」をチェックし、付与された
固有のIPアドレスとサブネットマスクを入力してください。デフォルト
ゲートウェイ、DNSサーバのアドレスはお客様の環境にあわせた数値を
設定してください。

5.IPアドレスの設定後、「OK」をクリックして「インターネット
プロトコル（TCP/IP）のプロパティ」を閉じます。
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6.「OK」をクリックして「ローカルエリア接続のプロパティ」画面を
閉じます。

7.以上でネットワークの設定は完了です。

→「第6章　ユーティリティの設定方法」へお進みください。
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4.ハードウェアの取り外し

1.通常デスクトップ右下に表示される「ハードウェアの安全な取
り外し」アイコンをクリックします。

2.「PLANEX GW-NS54SG 54Mbps Wireless LAN Cardを安全
に取り外します」をクリックします。

3.「ハードウェアの取り外し」が表示されます。「OK」をクリック
し本製品を取り外します。
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5.ドライバとユーティリティの削除

●注意
・ドライバとユーティリティの削除を始める前に、ご使用中のアプリケー
ションはすべて終了してください。
・ドライバの削除は、コンピュータに本製品を接続した状態でおこなって
ください。

■ユーティリティの終了

デスクトップ右下に表示されている本製品のユーティリティのア
イコンを右クリックして終了を選択します。

■ドライバの削除

1.デスクトップの「マイコンピュータ」アイコンを右クリックし
「プロパティ」をクリックします。
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2.「システムのプロパティ」が表示されます。「ハードウェア」タブ
をクリックし、デバイスマネージャ中の「デバイスマネージャ」を
クリックします。
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3.「デバイスマネージャ」が表示されます。「ネットワークアダプタ」
アイコンをクリックします。ネットワークアダプタの下に
「PLANEX GW-NS54SG 54Mbps Wireless LAN Card」をクリッ
クします。

4.メニューの「操作」から「削除」をクリックします。
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5.「デバイスの削除の確認」が表示されます。「OK」をクリックし
ます

6.本製品をコンピュータから取り外します。

7.以上でドライバの削除は完了です。続いてユーティリティの削
除をおこないます。
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■ユーティリティの削除

8.表示されているウィンドウがある場合はすべて閉じます。

9.「スタート」→「BROAD LANNER WAVE」→「Uninstall GW-
NS54SGユーティリティ」をクリックします。

10.「ファイル削除の確認」が表示されます。「OK」をクリックす
ると削除が始まります。

56



11.「メンテナンスの完了」が表示されます。「完了」をクリックし
ます。

12.以上でユーティリティの削除は完了です。
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1.ドライバとユーティリティのインストール

■インストールの準備
インストールを始める前に、次のものを準備してください。

1.GW-NS54SG本体
2.マニュアル/ドライバ/ユーティリティCD-ROM

■ユーティリティのインストール

●注意
・ここでは、まだ本製品をコンピュータに接続しないでください。ユー
ティリティのインストール後、本製品をコンピュータに接続します。
・インストールを始める前にご使用中のアプリケーションはすべて終了
してください。

1.本製品のマニュアル/ドライバ/ユーティリティCD-ROMをコン
ピュータのCD-ROMドライブに挿入します。

4.Windows Meをご使用の場合
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2.「スタート」→「ファイル名を指定して実行」をクリックします。

3.「ファイル名を指定して実行」が表示されます。「名前」欄に
「E:¥setup.exe」（CD-ROMドライブがEドライブの場合）と入力
し「OK」をクリックします。
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4.ユーティリティのインストーラが起動します。「次へ」をクリッ
クします。

5.「インストール先の選択」が表示されます。「次へ」をクリックし
ます。

●ワンポイント
インストール先のフォルダを変更するときは「参照」をクリックし、イン
ストール先のフォルダを指定します。
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6.「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。「次
へ」をクリックします。

●ワンポイント
インストール先のフォルダを変更するときは「プログラム フォルダ」欄
のフォルダ名「BROAD LANNER WAVE」を変更します。

7.ユーティリティのインストールがはじまります。
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8.「InstallShieldウィザードの完了」が表示されます。「はい、今す
ぐコンピュータを再起動します。」を選択び、「完了」をクリック
します。

●注意
「完了」をクリックするとコンピュータが自動的に再起動します。他のプ
ログラムを起動しているとき、「完了」をクリックする前にすべて終了し
てください。

9.以上でユーティリティのインストールは完了です。
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■ドライバのインストール

●注意
ユーティリティのインストール後、コンピュータが再起動したのを確認
してから本製品をコンピュータに接続してください。

10.本製品をコンピュータのPCカードスロットに接続します。

11.自動的にドライバ/ユーティリティCD-ROMからドライバが
インストールされます。

12.「システム設定の変更」が表示されます。「はい」をクリックし
てコンピュータを再起動します。
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13.CD-ROMドライブからマニュアル/ドライバ/ユーティリティ
CD-ROMを取り出します。以上でドライバとユーティリティの
インストールは完了です。
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2.インストールの確認

1.デスクトップの「マイコンピュータ」アイコンを右クリックし
「プロパティ」をクリックします。

2.「システムのプロパティ」が表示されます。「デバイスマネー
ジャ」タブをクリックします。
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3.「デバイスマネージャ」が表示されます。「ネットワークアダプ
タ」アイコンをクリックします。ネットワークアダプタの下に
「PLANEX GW-NS54SG 54Mbps Wireless LAN Card」の表示
を確認します。

●注意
「ネットワークアダプタ」の下に「PLANEX GW-NS54SG 54Mbps
Wireless LAN Card」が表示されない、またはアイコンに「！」や「？」の
マークが表示されるときはドライバのインストールが正常に終了してい
ません。ドライバを一旦削除してから再度インストールしてください。

4.ウィンドウ右上の「x」をクリックし、開いているウィンドウを
すべて閉じます。
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3.コンピュータのネットワーク設定

1.デスクトップに表示されている「マイネットワーク」アイコンを
右クリックし「プロパティ」をクリックします。

2.「ネットワーク」が表示されます。「ネットワークの設定」タブ内
の「現在のネットワークコンポーネント」から「TCP/IP PLANEX
GW-NS54SG 54Mbps Wireless LAN Card」をクリックし「プロ
パティ」をクリックします。
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3.「TCIP/IPのプロパティ」が表示されます。「IPアドレス」タブを
選択します。すでにブロードバンドルータやDHCPサーバなど
によるIPアドレスの自動割当をおこなっている無線LANに接続
する場合は、「IPアドレスを自動的に取得」を選択します。

●注意
TCP/IPプロトコルでネットワークを構築するためには、コンピュータ
（ネットワークアダプタ）ごとに個別のIPアドレスを設定する必要があり
ます。IPアドレスの自動取得がお客様のネットワーク環境でサポートさ
れていないときは、「IPアドレスを指定」をチェックし、付与された固有
のIPアドレスとサブネットマスクを入力してください。デフォルトゲー
トウェイ、DNSサーバのアドレスはお客様の環境にあわせた数値を設定
してください。

4.IPアドレスの設定後、「OK」をクリックして「TCP/IPのプロパ
ティ」画面を閉じます。

5.「OK」をクリックして「ネットワーク」を閉じます。
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●注意
ネットワークの設定を変更したとき、「システム設定の変更」が表示され
ます。「はい」をクリックしてコンピュータを再起動してください。

6.以上でネットワークの設定は完了です。

→「第6章　ユーティリティの設定方法」へお進みください。
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4.ハードウェアの取り外し

1.通常デスクトップ右下に表示される「ハードウェアの安全な取
り外し」アイコンをクリックします。

2.「PLANEX GW-NS54SG 54Mbps Wireless LAN Cardの停止」
をクリックします。

3.「ハードウェアの取り外し」が表示されます。「OK」をクリック
し本製品を取り外します。
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5.ドライバとユーティリティの削除

●注意
・ドライバとユーティリティの削除を始める前に、ご使用中のアプリケ
ーションはすべて終了してください。
・ドライバの削除は、コンピュータに本製品を接続した状態でおこなっ
てください。

■ユーティリティの終了

デスクトップ右下に表示されている本製品のユーティリティのア
イコンを右クリックして終了を選択します。

■ドライバの削除

1.デスクトップの「マイコンピュータ」アイコンを右クリックし
「プロパティ」をクリックします。

71



2.「システムのプロパティ」画面が表示されます。「デバイスマ
ネージャ」タブをクリックします。

3.「デバイスマネージャ」が表示されます。「ネットワークアダプ
タ」アイコンをクリックします。ネットワークアダプタの下か
ら「PLANEX GW-NS54SG 54Mbps Wireless LAN Card」を選
択します。
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4.「操作」欄から「削除」をクリックします。

5.「デバイスの削除の確認」が表示されます。「OK」をクリックし
ます
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6.「システム設定の変更」が表示されます。「はい」をクリックし、
コンピュータを再起動します。

7.以上でドライバの削除は完了です。続いてユーティリティの削
除をおこないます。
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■ユーティリティの削除

8.本製品をコンピュータから取り外します。

9.「スタート」→「BROAD LANNER WAVE」→「Uninstall GW-
NS54SGユーティリティ」をクリックします。

10.「ファイル削除の確認」が表示されます。「OK」をクリックす
ると削除が始まります。

75



11.「メンテナンスの完了」が表示されます。「はい、今すぐコン
ピュータを再起動します。」をチェックし「完了」をクリックしま
す。

12.以上でユーティリティの削除は完了です。
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1.ドライバとユーティリティのインストール

■インストールの準備
インストールを始める前に、次のものを準備してください。

1.GW-NS54SG本体
2.マニュアル/ドライバ/ユーティリティCD-ROM

■ユーティリティのインストール

●注意
・ここでは、まだ本製品をコンピュータに接続しないでください。ユー
ティリティのインストール後、本製品をコンピュータに接続します。
・インストールを始める前に、ご使用中のアプリケーションはすべて終
了してください。

1.本製品のマニュアル/ドライバ/ユーティリティCD-ROMをコン
ピュータのCD-ROMドライブに挿入します。

5.Windows 98SEをご使用の場合
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2.「スタート」→「ファイル名を指定して実行」をクリックします。

3.「ファイル名を指定して実行」が表示されます。「名前」欄に
「E:¥setup.exe」（CD-ROMドライブがEドライブの場合）と入力
し「OK」をクリックします。
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4.ユーティリティのインストーラが起動します。「次へ」をクリッ
クします。

5.「インストール先の選択」が表示されます。「次へ」をクリック
します。

●ワンポイント
インストール先のフォルダを変更するときは「参照」をクリックし、イン
ストール先のフォルダを指定します。
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6.「プログラムフォルダの選択」が表示されます。「次へ」をクリッ
クします。

●ワンポイント
インストール先のフォルダを変更するときは「プロイグラム フォルダ」
欄のフォルダ名「BROAD LANNER WAVE」を変更します。

7.ユーティリティのインストールがはじまります。



8.「InstallShieldウィザードの完了」が表示されます。「はい、今す
ぐコンピュータを再起動します。」を選び「完了」をクリックしま
す。

●注意
「完了」をクリックするとコンピュータが自動的に再起動します。他のプ
ログラムを起動しているとき、「完了」をクリックする前にすべて終了し
てください。

9.以上でユーティリティのインストールは完了です。
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■ドライバのインストール

●注意
「ユーティリティのインストール後、コンピュータが再起動したのを確
認してから本製品をコンピュータに接続してください。

10.本製品をコンピュータのPCカードスロットに接続します。

11.自動的にドライバのインストールが開始されます。通常、デ
スクトップ右下に表示されているタスクトレイにアイコンが表
示されたらドライバのインストールは完了です。
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12.CD-ROMドライブからマニュアル/ドライバ/ユーティリティ
CD-ROMを取り出します。以上でドライバとユーティリティの
インストールは完了です。
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2.インストールの確認

1.デスクトップの「マイコンピュータ」アイコンを右クリックし
「プロパティ」をクリックします。

2.「システムのプロパティ」が表示されます。「デバイスマネージャ」
タブをクリックします。
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3.「デバイスマネージャ」が表示されます。「ネットワークアダプ
タ」アイコンをクリックします。ネットワークアダプタの下に
「PLANEX GW-NS54SG 54Mbps Wireless LAN Card」の表示
を確認します。

●注意
「ネットワークアダプタ」の下に「PLANEX GW-NS54SG 54Mbps
Wireless LAN Card」が表示されない、またはアイコンに「！」や「？」の
マークが表示されるときはドライバのインストールが正常に終了してい
ません。ドライバを一旦削除してから再度インストールしてください。

4.ウィンドウ右上の「x」をクリックし、開いているウィンドウを
すべて閉じます。
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3.コンピュータのネットワーク設定

1.デスクトップに表示されている「ネットワークコンピュータ」ア
イコンを右クリックし「プロパティ」をクリックします。
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2.「ネットワーク」が表示されます。「ネットワークの設定」タブ内
の「現在のネットワークコンポーネント」から「TCP/IP PLANEX
GW-NS54SG 54Mbps Wireless LAN Card」をクリックし「プロパ
ティ」をクリックします。
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3.「TCIP/IPのプロパティ」画面が表示されます。「IPアドレス」タ
ブを選択します。すでにブロードバンドルータやDHCPサーバ
などによるIPアドレスの自動割当をおこなっている無線LANに
接続する場合は、「IPアドレスを自動的に取得」を選択します。

●注意
TCP/IPプロトコルでネットワークを構築するためには、コンピュータ
（ネットワークアダプタ）ごとに個別のIPアドレスを設定する必要があり
ます。IPアドレスの自動取得がお客様のネットワーク環境でサポートさ
れていない場合は、「IPアドレスを指定」をチェックし、付与された固有
のIPアドレスとサブネットマスクを入力してください。デフォルトゲー
トウェイ、DNSサーバのアドレスはお客様の環境にあわせた数値を設定
してください。

4.IPアドレスの設定後、「OK」をクリックして「TCP/IPのプロパ
ティ」を閉じます。

5.「OK」をクリックして「ネットワーク」を閉じます。
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●注意
ネットワークの設定を変更したとき、「システム設定の変更」画面が表
示されます。「はい」をクリックし、コンピュータを再起動してくださ
い。

6.以上でネットワークの設定は完了です。

→「第6章　ユーティリティの設定方法」へお進みください。
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4.ハードウェアの取り外し

1.通常デスクトップ右下に表示される「ハードウェアの安全な取
り外し」アイコンをクリックします。

2.「PLANEX GW-NS54SG 54Mbps Wireless LAN Cardの停止」
をクリックします。

3.「ハードウェアの取り外し」が表示されます。「OK」をクリック
し本製品を取り外します。
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5.ドライバとユーティリティの削除

●注意
・ドライバとユーティリティの削除を始める前に、ご使用中のアプリケー
ションはすべて終了してください。
・ドライバの削除をおこなうときは、コンピュータに本製品を接続した
状態でおこなってください。

■ユーティリティの終了

デスクトップ右下に表示されている本製品のユーティリティのア
イコンを右クリックして終了を選択します。

■ドライバの削除
1.デスクトップの「マイコンピュータ」アイコンを右クリックし
「プロパティ」をクリックします。
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2.「システムのプロパティ」画面が表示されます。「デバイスマネー
ジャ」タブをクリックします。

3.「デバイスマネージャ」画面が表示されます。「ネットワークア
ダプタ」アイコンをクリックします。ネットワークアダプタの
下に「PLANEX GW-NS54SG 54Mbps Wireless LAN Card」を
選択し「削除」をクリックします。
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5.「デバイスの削除の確認」が表示されます。「OK」をクリックし
ます

6.「システム設定の変更」が表示されます。「はい」をクリックし、
コンピュータを再起動します。

7.以上でドライバの削除は完了です。続いてユーティリティの削
除をおこないます。
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■ユーティリティの削除

8.本製品をコンピュータから取り外します。

9.「スタート」→「BROAD LANNER WAVE」→「Uninstall GW-
NS54SGユーティリティ」をクリックします。
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10.「ファイル削除の確認」が表示されます。「OK」をクリックす
ると削除が始まります。

11.「メンテナンスの完了」が表示されます。「完了」をクリックし
ます。

12.以上でユーティリティの削除は完了です。
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ここでは、ユーティリティの各設定方法について説明します。本
ユーティリティでは、無線LANに接続するために必要な「SSID」、
「暗号化」「通信モード」などの設定をおこないます。

●注意
無線LANに接続する、すべてのコンピュータでこの設定をおこなっ
てください。

1.Windows XPでユーティリティを使用する場合

本製品はWindowsXPのワイヤレス・ゼロコンフィグレーションに
対応しています。WindowsXP上で本製品付属の設定ユーティリテ
ィを使用するときは以下の手順でおこないます。

1.「スタート」→「接続」→「ワイヤレスネットワーク接続」をクリッ
クします。

6.ユーティリティの設定方法
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2.「ワイヤレスネットワーク接続の状態」が表示されます。「プロ
パティ」をクリックします。

●ワンポイント
他の無線機器との接続が確立していないときは、「ワイヤレスネット
ワークへの接続」が表示されます。このときは「詳細設定」をクリック
します。
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3.「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」が表示されます。
「ワイヤレスネットワーク接続」タブをクリックします。

4.「Windowsを使ってワイヤレスネットワークの設定を構成する」
のチェックボックスをオフにし、「OK」をクリックします。
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5.Windowsを再起動します。以上の変更でWindows XPで本ユー
ティリティを使用できます。

●ワンポイント
Windows標準の設定メニューを使用するときは「Windowsを使ってワイ
ヤレスネットワークの設定を構成する」のチェックボックスをオンにし
ます。
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2.簡単設定

1.正常に本製品が接続されているとき、本ユーティリティは自動
的にタスクトレイに常駐します。アイコンをダブルクリックし
てユーティリティを表示します。

●ワンポイント
タスクトレイにアイコンが表示されないときは以下の方法でユーティリ
ティを起動します。ユーティリティの起動はお使いのOSによって異な
ります。

●WindowsXPの場合
「スタート」→「すべてのプログラム」→「BROAD LANNER
WAVE」→「GW-NS54SGユーティリティ」をクリックします。
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●Windows2000/Me/98SEの場合
「スタート」→「すべてのプログラム」→「BROAD LANNER WAVE」
→「GW-NS54SGユーティリティ」をクリックします。

2.「利用可能なネットワーク」欄に現在接続可能な無線ネットワー
クの一覧が表示されます。「更新」をクリックし、一覧の更新をお
こないます。
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3.「利用可能なネットワーク」欄から接続する無線ネットワーク
を選択し、「接続」をクリックします。
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4.「ワイヤレスネットワークのプロパティ」が表示されます。
「OK」をクリックします。
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●注意
・無線ネットワークに暗号化が設定されているときは、「ワイヤレスネッ
トワークのプロパティ」の「WEP設定」欄が表示されます。無線ネット
ワークと同様の暗号化を設定してください。

・接続する無線ネットワークがアドホックモードで構築されているとき
は「アドホックモードで接続する」のチェックを確認します。
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6.本ユーティリティの画面が表示されます。「優先的に接続する
ネットワーク」欄に選択したネットワークのSSIDが表示されて
いることを確認し、「適用」をクリックします。

7.「オプション」タブをクリックします。「ネットワーク接続タイ
プ」から「インフラストラクチャとアドホック」または「インフラ
ストラクチャのみ」を選択します。

8.「OK」をクリックします。

9.以上で設定は終了です。
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3.アドホックモードで接続する

ここでは、コンピュータ同士でワイヤレスネットワークを構築す
るアドホックモードについて説明します。

●ワンポイント
アドホックモードとは各無線端末がアクセスポイントを介さずに相互に
直接通信するネットワークタイプです。アクセスポイントを介さないた
め無線LAN機器同士によるネットワークしか構築できません。

1.正常に本製品が接続されているとき、本ユーティリティは自動
的にタスクトレイに常駐します。アイコンをダブルクリックし
てユーティリティを表示します。
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●ワンポイント
タスクトレイにアイコンが表示されないときは以下の方法でユーティリ
ティを起動します。ユーティリティの起動はお使いのOSによって異な
ります。

●WindowsXPの場合
「スタート」→「すべてのプログラム」→「BROAD LANNER WAVE」
→「GW-NS54SGユーティリティ」をクリックします。

●Windows2000/Me/98SEの場合
「スタート」→「すべてのプログラム」→「BROAD LANNER WAVE」
→「GW-NS54SGユーティリティ」をクリックします。
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2.「利用可能なネットワーク」欄に現在接続可能な無線LANの一
覧が表示されます。「更新」をクリックし、一覧の更新をおこな
います。

3.「優先的に接続するネットワーク」欄から「追加」をクリックしま
す。

●ワンポイント
すでにアドホックモードによるネットワークを構築されているときは、
「利用可能なネットワーク」欄から接続するアドホックのネットワークを
選択し、「接続」をクリックします。
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4.「ワイヤレスネットワーク名（SSID）」欄にSSIDを入力します。

●注意
無線ネットワークに暗号化が設定されているときは、「ワイヤレスネット
ワークのプロパティ」の「WEP設定」欄が表示されます。無線ネットワー
クと同様の暗号化を設定してください。

5.「アドホックモードで接続する」のチェックをオンにします。
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6.「OK」をクリックします。

7.本ユーティリティの設定画面が表示されます。「優先的に接続
するネットワーク」欄に設定したSSIDの表示を確認します。
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8.「オプション」タブをクリックします。「ネットワーク接続タイ
プ」から「インフラストラクチャとアドホック」または「アドホッ
クのみ」を選択します。

9.「OK」をクリックします。

10.以上で設定は終了です。
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4.ユーティリティの操作

■ユーティリティを起動する

以下の方法でユーティリティを起動します。ユーティリティの起
動はお使いのOSによって異なります。

●WindowsXPの場合
「スタート」→「すべてのプログラム」→「BROAD LANNER WAVE」
→「GW-NS54SGユーティリティ」をクリックします。

●Windows2000/Me/98SEの場合
「スタート」→「すべてのプログラム」→「BROAD LANNER WAVE」
→「GW-NS54SGユーティリティ」をクリックします。
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■ユーティリティを表示する

本ユーティリティは起動後、自動的にタスクトレイに常駐します。
ユーティリティを表示するときは、アイコンをダブルクリックし
ます。

■ユーティリティを閉じる

本ユーティリティを閉じるときは以下の方法で画面を閉じます。
この状態ではユーティリティは表示されませんが起動はしています。

●変更した設定を適用して閉じる
→「OK」をクリックします。

●変更した設定を適用しないで閉じる
→①画面右上の「×」をクリックします。
②「キャンセル」をクリックします。
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■ユーティリティを終了する

本ユーティリティを終了するときは、タスクトレイに表示される
アイコンを右クリックし「終了」をクリックします。

■簡易ステータスを表示する

簡易ステータスを表示するときは、タスクトレイに表示されるア
イコンを右クリックし「簡易ステータスの表示」をクリックします。
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5.暗号化の設定

暗号化は無線ネットワークで通信をおこなう際に、転送データを
暗号化する機能です。暗号化を設定することにより、より高いセ
キュリティを使用した無線ネットワークを構築できます。

●注意
暗号化をおこなうときは、アクセスポイントとコンピュータ両方に同じ
暗号化を設定する必要があります。

■WEP暗号化を設定する

ここではWEP暗号化の設定方法を説明します。

●注意
本マニュアルでの設定内容は1例です。実際にはご利用になる無線ネッ
トワークに合わせた設定をおこなってください。
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●ワンポイント
各項目の詳しい説明は「6－6 各項目の説明」を参照してください。

：「6－6 各項目の説明」

1.【認証タイプ】から「オープンシステム」または「シェアードキー」
を選択します。

2.【暗号化】から「WEP」を選択します。

3.【キー長】から使用するキーサイズとキーフォーマットを選択
します。
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●ワンポイント
WEPキーには以下の決まりがあります。

4.【デフォルトキー】からWEP暗号化に使用するキーを選択します。

5.「OK」をクリックし、表示しているユーティリティを終了しま
す。
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■WPAを設定する

本ユーティリティはWPAに対応しています。ここでは認証に
RADIUSサーバを必要としないWPA-PSKの設定方法について説
明します。

●注意
本マニュアルでの設定内容は1例です。実際にはご利用になる無線ネッ
トワークに合わせた設定をおこなってください。

●ワンポイント
各項目の詳しい説明は「6－6 各項目の説明」を参照してください。

1.【認証タイプ】から「WPA-PSK」を選択します。

2.【暗号化】から「TKIP」または「AES」を選択します。

3.「認証設定」をクリックします。
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4.「拡張セキュリティ設定」画面が表示されます。「PSK（事前共
有キー）」に暗号化キーを入力します。入力範囲は8-63文字の半
角英数か64桁の16進数になります。

5.「OK」をクリックし、表示しているユーティリティを終了しま
す。
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6.各項目の説明

■設定タブ

「利用可能なネットワーク」
本ユーティリティで検索されたネットワークの一覧が表示されます。

「更新」
利用可能なネットワークの再検索をおこないます。

「接続」
「利用可能なネットワーク」一覧から選択したネットワークへ接続
します。

「プロファイルグループコントロール」
設定情報をプロファイルグループとして管理します。複数のプロ
ファイルを登録することで、無線LANの設定をかんたんに切り替
えることができます。

「追加」
現在の設定にグループ名を付けて登録するときにクリックしま
す。

「名前編集」
グループ名を編集するときにクリックします。

「削除」
プロファイルグループを削除するときにクリックします。

「適用」
プロファイルグループを変更するときにクリックします。
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「優先的に接続するネットワーク」
「優先的に接続するネットワーク」一覧が表示されます。一番上か
ら優先順位が高くなります。

「追加」
接続設定を新規に作成するときにクリックします。

「削除」
「優先的に接続するネットワーク」一覧から削除するときにクリッ
クします。

「プロパティ」
選択した接続設定のWEP設定を変更するときにクリックします。

「優先的に接続するネットワーク」一覧から、選択したネットワー
クの優先順位を変更するときにクリックします。

「優先的に接続するネットワーク」一覧内の任意のネットワークにの
み接続する場合に使用します。接続するネットワークを選択し
をクリックすることで選択したネットワークにのみ接続します。
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■ワイヤレスネットワークプロパティ

「ワイヤレスネットワークネーム（SSID）」
接続するネットワークのSSIDを入力します。

「認証タイプ」
認証方法をオープンシステム/シェアードキー/WPA/WPA-PSKか
ら選択します。

「暗号化」
認証タイプでオープンシステム/シェアードキーを選択したとき
は無効/WEPを選択します。暗号化にWEPを使用するときには
802.1x認証を使用できます。
認証タイプでWPA/WPA-PSKを選択したときはTKIP/AESを選択
します。
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「キー長」
WEPに設定するキー長を選択します。本製品は64/128/152bitに
対応し、入力形式は16進数または文字列が選択できます。

「手動キー作成」
キー長で設定したサイズと入力形式でWEPキーを入力します。

「デフォルトキー」
キー1～キー4に設定したWEPキーから暗号化に使用するキーを
選択します。

「802.1x認証有効」
802.1x認証を使用するときにチェックします。チェックボックス
がオンのとき、「認証設定」がクリック可能になります。認証タイ
プ「WEP」のときは任意に選択できます。認証タイプ「WPA」
「WPA-PSK」のときは必ず認証設定をおこなう必要があります。

「認証設定」
クリックすると「拡張セキュリティ設定」が表示されます。
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■拡張セキュリティ設定

「ワイヤレスネットワークプロパティ」の「認証設定」をクリックする
と表示します。認証タイプで「WPA」「WPA-PSK」選択するか、
WEP有効時に802.1x認証を有効にしたとき、認証設定が必要にな
ります。

「PSK（事前共有キー）」
ネットワーク認証でWPA-PSKを選択したときに入力します。入
力範囲は8-63文字の半角英数か64桁の16進数になります。

「EAP-タイプ」
ネットワーク認証に使用するEAPをTLS/PEAPから選択します。
PEAPを選択したときのEAP-タイプはMD5になります。
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「ユーザ認証」
TLSを選択したとき、ユーザ認証に使用する証明書をプルダウン
メニューから選択します。

「サーバ認証を有効にする」
サーバ認証を有効にするとき、チェックボックスをオンにします。

「ユーザ名」
EAP-タイプでPEAPを選択したときに使用するユーザ名を入力し
ます。

「パスワード」
EAP-タイプでPEAPを選択したときに使用するパスワードを入力
します。「パスワードの入力確認」にも同一のパスワードを確認の
ため入力します。

「認証CAリスト」
認証に使用するRADIUSサーバのIPアドレスを入力します。「追
加」をクリックすると、「認証サーバの追加」が表示されます。
RADIUSサーバのIPアドレスを入力します。IPアドレスを選択し
「削除」をクリックするとサーバをリストから削除します。
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■ステータス

本ユーティリティの「ステータス」タブをクリックすると表示しま
す。本製品の接続状態を表示します。

「ステータス」
本製品の現在の状況を表示します。

「SSID」
現在接続しているネットワークのSSIDを表示します。

「BSSID」
現在接続しているネットワークのBSSIDを表示します。

「ネットワークタイプ」
現在接続しているネットワークの通信モードを表示します。

「WEPステータス」
現在接続しているネットワークのWEP状況を表示します。

「転送速度」
現在の転送速度を表示します。
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「電波状態」
現在の電波状態を表示します。

■オプション

本ユーティリティの「オプション」タブをクリックすると表示しま
す。本製品の詳細な設定をおこないます。

「オートランチャーをスタートアップに登録する」
本ユーティリティをスタートアップに登録するときはチェックし
ます。

「簡易ステータスの表示位置を保存する」
簡易ステータスを表示する位置情報を保存するときはチェックし
ます。

「簡易ステータスを自動的に隠す」
簡易ステータスを自動的に隠すときはチェックします。

「簡易ステータスを常に手前に表示する」
簡易ステータスを常に手前に表示するときはチェックします。
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「電波をOFFにする」
本製品の電波を使用しないときはチェックします。

「優先的でないネットワークに自動的に接続する」
「優先的に接続するネットワーク」以外のネットワークに自動的に
接続するときはチェックします。

「ネットワーク接続タイプ」
接続するネットワークタイプを「インフラストラクチャとアドホ
ック」「インフラストラクチャのみ」「アドホックのみ」から選択し
ます。

「チャンネル」
アドホックモード使用時のチャンネルを設定します。

「パワーセーブモード」
本製品の省電力機能を「無効」「最大」「パフォーマンス優先」から選
択します。

「送信出力」
電波の送信出力を「100%」「50%」「25%」「12.5%」「最低」から選択
します。

「Super G」
Super G機能の「有効」「無効」を選択します。

「通信周波数」
通信モードを「802.11b-2.4GHz」「802.11b/g-2.4GHz」から選択し
ます。

「アドホックモードで使用する通信周波数」
アドホックモード設定時の通信周波数を表示します。
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■情報

本ユーティリティの「情報」タブをクリックすると表示します。本製
品のドライバやユーティリティのバージョンなどを表示します。

「ユーティリティバージョン」
本ユーティリティのバージョンが表示されます。

「ドライババージョン」
本製品のドライババージョンが表示されます。
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Q：付属品が足りない時は？

A：ご購入先にお問い合わせいただくか弊社テクニカルサポート
までお問い合わせください。

Q：PC-9821/9801シリーズで利用できますか？

A：対応機種はPC/AT互換機だけです。PC-980シリーズでは利用で
きません。

Q：Macintoshで利用できますか？

A：対応機種がPC/AT互換機のみ及び0Sも対応外となっている為
に利用できません。
対応OSはWindowsだけです。Macintoshシリーズでは利用
できません。

Q：コンピュータに取り付けたが自動的に認識がかからない時は？

A：取り付けたスロットに奥まできちんと挿し込まれているか確認
してください。または、本製品を一旦コンピュータから取り外
してから挿し込み直してみてください。更に、ご利用されてい
るコンピュータのPCカードスロットのドライバが正常に動い
ているか確認してください。こちらの確認方法については、ご
利用のコンピュータのマニュアルをご覧いただくかコンピュー
タメーカまでお問い合わせください。

付
録A.故障かなと思ったときは
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Q：ドライバの読み込み途中にWindowsのCDの挿入を求められ
た時は？

A：ご利用のコンピュータにWindowsのCDが付属していると
きには、そのCDを本製品のドライバCDと入れ替えて読み
込み作業を先に進めてみてください。逆にWindowsのCD
が付属していないときには、読み込み先の指定の欄にc：
¥windows¥options¥cabsあるいはc：¥windows¥sys-
temと入力して先に進めてみてください。
また、WindowsのCDが付属していない場合には、ご利用の
コンピュータのマニュアルをご覧いただくかコンピュータメ
ーカにお問い合わせいただき、WindowsのCDの代替の読み
込み先がどこになるか確認してください。

Q：ドライバの読み込み時に「バージョンの競合」のメッセージが
表示された時は？

A：これは本製品のセットアップ時に必要なファイルの新しいバ
ージョンのものが、取り付けるコンピュータに存在している
場合に表示されます。こちらはそのまま「はい」（「OK」）を押
して先に進めてください。

Q：自動的に認識できたがデバイスマネージャ上で「！」や「？」等
のエラー表示となっている時は？

A：ドライバのセットアップを途中で止めてしまったりすると表示
される場合があります。本マニュアル内のドライバの削除手順
に従って一旦セットアップしたものを削除した上で、改めて最
初からセットアップ作業をやり直してみてください。また、ご
利用のコンピュータのIRQ等のリソースに空きがないために表
示される場合もあります。この場合には、利用されていない周
辺機器等のドライバを削除していただくかコンピュータに標準
で搭載されている機能の中で、利用されていない機能を無効設
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定にしていただく事で、リソースに空きを作ってから改めてセ
ットアップをやり直してみてください。ドライバの削除方法や
機能の無効設定等については、各周辺機器メーカーやコンピ
ュータメーカへお問い合わせください。

Q：セットアップの確認等も問題無いのにPOWER LEDが点灯し
ない時は？

A：取り付けたスロットに奥まできちんと挿し込まれているか確
認してください。また、本製品を一旦コンピュータから取り
外してから挿し込み直してみてください。更に、ご利用のコ
ンピュータのPCカードスロットのドライバが正常に動いてい
るか確認してください。こちらの確認方法については、ご利
用のコンピュータのマニュアルをご覧いただくかコンピュー
タメーカまでお問い合わせください。

Q：確認作業上では何も問題無い様だが通信ができない時は？

A：単純に電波を受信できていない可能性が考えられますので、
本製品を取り付けたコンピュータの物理的な向きや設置場所
の変更や無線ルータ（アクセスポイント）側も同様に物理的な
向きや設置場所の変更をしてみてください。更に無線ルータ
（アクセスポイント）のチャンネル変更をしてみてください。
また、ネットワークの設定に誤りがあるか、信号を受け取れ
ていない事も考えられますので、「第4章ネットワーク設定と
確認について」の欄をご覧ください。

Q：ネットワークの設定等はあっているのに通信ができない時は？

A：一旦コンピュータの電源を落としてから本製品を取り外し
た状態で、コンピュータを改めて電源を入れていただいて
起動が完了してから本製品を挿入し直してください。
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Q：WEP設定をしたら通信できなくなってしまった時は？

A：親機にあたる無線ルータ（アクセスポイント）側にWEP設定を
おこなった時点で通信ができなくなっている場合には、無線
アクセスポイント側の設定は反映できたかたちになります。
本製品のユーティリティソフトでの設定値が間違っていない
か、きちんと反映されているか等を確認してください。また、
無線ルータ（アクセスポイント）側への設定の際に入力値を
7777777777の様な単純な設定値にしていただいて動作を試
してみてください。

Q：通信はできているが通信距離が短い時は？

A：無線LAN製品は、ご利用される周辺環境の状況によって通信
状態が左右されやすいかたちとなっています。まずは、周辺
に無線通信の障害になりそうな電子機器や遮蔽物等があれ
ば、無線LAN機器自体や障害になりそうな機器等の設置場所
の調整をおこなってください。また、無線LAN製品側の設定
で、チャンネルを変更していただいたり通信速度を段階的に
下げていただく事によって、通信距離が改善される場合もあ
ります。

Q：MACアドレスの確認方法は？

A：本製品裏面のNode ID欄に記載されている値が、本製品の
MACアドレスになります。
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この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございま

す。弊社では製品をお買い上げいただいたお客様にユーザー登録を

お願いしております。ユーザー登録を行っていただいたお客様には

新製品情報、バージョンアップ情報、キャンペーン情報等さまざま

な情報を提供させていただきます。また、製品の故障等でユーザー

サポートをお受けになるにはお客様のユーザー登録が必要とな

ります。ぜひユーザー登録を行ってくださいますようお願いいた

します。

ユーザー登録は下記弊社インターネットホームページ上で受け

付けております。ユーザー登録を行って戴いたお客様の中から毎

月抽選でプレゼントを差し上げております。

http://www.planex.co.jp/user/

ユーザー登録について
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■弊社製品の追加購入
弊社製品のご購入は、販売店様またはPLANEX Directまで。
ケーブル1本からレイヤ3スイッチまで、お客様が探しているものが見つかります。

〈PLANEX Direct〉
http://direct.planex.co.jp/

■製品に関するお問い合わせ
製品購入前のご相談や、ご質問は弊社専任アドバイザーにお任せください。
ネットワーク導入やシステム構築・拡張など、お客様のお手伝いをいたします。

〈ご質問/お見積もりフォーム〉
http://www.planex.co.jp/lan.shtml

■技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ
製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。
豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。

〈お問い合わせフォーム〉
http://www.planex.co.jp/support/techform/
受付：24時間
〈電話〉
フリーダイヤル：0120-415977
受付：月～金曜日、10～12時、13～17時
＊祝祭日および弊社指定の休業日を除く
〈FAX〉
ファクス番号：03-5614-1018
受付：24時間

◇お問い合わせ前のお願い
サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。
お客様のご協力お願いいたします。
・弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
・ご利用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名（Windows XP/Meなど）
・ご利用のネットワークの環境（回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名な
ど）
・ご質問内容（現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳
細を書きとめてください）

■その他
その他のお問い合わせ先は、弊社ホームページからお確かめください。

プラネックスコミュニケーションズ
http://www.planex.co.jp/

弊社へのお問い合わせ
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