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このたびは、DAP-P2 をお買い上げいただきまことにありがとうございます。
本製品を正しくご使用いただくため、ご使用の前に必ず本書を熟読していただき注意事項は必ずお守りください。

ご注意

本書に記載されている情報や仕様等は、2018 年 10 月現在のもので予告なしに変更されることがあります。これに対しダイ
ヤトレンド株式会社は一切の責任を負いません。また、本書の内容の全部及び一部はダイヤトレンド株式会社の許可なく、
いかなる方法いかなる形でも複製、複写、転写することは一切禁止されています。本製品（ソフトウェアを含む）は日本国
内仕様であり、ダイヤトレンド株式会社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。本製品の仕様及
び本書の運用を理由とする結果の影響については、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。Diatrend はダイヤト
レンド株式会社の登録商標です。その他の記載された社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。



2

注意 この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害
のみが発生する可能性が想定される」内容です。

警告 この表示の欄は「死亡または重傷等を負う可能性が
想定される」内容です。

煙が出たり、変なにおいがするときは

電源を抜く
火災の原因になります。お買い上げ販売店または弊社に
修理を依頼してください。

パソコンや周辺機器の指示する

警告、注意を厳守する
動作不良の原因になります。

危険 この表示の欄は「死亡または重傷等を負う危険が
切迫して生じることが想定される」内容です。

安全に関するご注意

お使いになる人や他の人への危害・財産への損害を未然に防止する
ため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
ご使用の際は必ずお守りください。

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し説明
　しています。

このような絵表示は、気をつけていただ
きたい「注意喚起」の内容です。

このような絵表示は、してはいけない
「禁止」の内容です。

このような絵表示は、必ず実行していた
だく「強制」の内容です。

※正しく安全にセットアップを行っていただくため「第 2 章　
スタートアップ」をよくお読みください。

本製品専用の AC アダプタ /PoE アダ

プタ以外を使用しない
故障の原因になります。本製品同梱の専用のものをお使
いください。

本体を水等に浸したり、濡れた手で

触れたりしない
感電のおそれがあります。

分解、改造、直接半田付けしない

発熱・発火・破裂のおそれがあります。

強い衝撃を与えない

本製品に重いものを載せない

本製品は精密電子機器ですので故障の原因になります。

本製品は精密電子機器ですので故障の原因になります。

　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
無線機器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）を越えて全ての
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。

　本来、無線カードや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 製品のセキュ
リティに関する設定を行って製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、製品を使用することをお奨めします。

　   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注意事項 第１版

●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取られる可能性があります。
●不正に侵入される
　　悪意のある第三者が、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）
　　　　コンピュータウイルス等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。

無線 LAN製品ご使用におけるセキュリティに関するご注意

取り付け、取り外し時は電源を切って

から行う
感電や故障の原因になります。

通信中に抜き差しをしない

エラー等が発生し機械の誤作動につながるおそれがあり
ます。



3

■目次
第１章　　概要
1.1      はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

1.2      特長 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

1.3      パッケージ内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

1.4      仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

1.5      外形図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

第２章　　スタートアップ
2.1      準備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

2.2      設置に関する警告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

2.3      本体の接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

2.4      アース線の接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14

2.5      本体の設置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14

第３章　　基本システム設定
3.1      初期設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

3.2      システム要件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18

3.3      Web ブラウザからのログイン方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19

第４章　　設定
4.1      システム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

4.1.1　  基本設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

4.1.2　  TCP/IP 設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

4.1.3　  時刻設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24

4.1.4　  RADIUS 設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24

4.1.5　  ファイアウォール設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25

4.2      ワイヤレス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27

4.2.1　  基本設定（ワイヤレスベーシック設定） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27

4.2.2　  プロファイル設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29

4.3      アドバンスド設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32

4.3.1　  詳細設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32

4.3.2　  トラフィックシェービング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33

4.3.3　  アクセスコントロール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33

4.3.4　  WDS 設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34

4.4      管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35

4.4.1　  パスワード設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35

4.4.2　  ファームウェア更新 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35

4.4.3　  設定ツール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36

4.4.4　  証明書設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36

4.4.5　  リモート設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37

4.4.6　  SNMP 設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37

4.5      機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39

4.5.1　  システムログ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39

4.5.2　  Ping ウォッチドッグ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39

4.5.3　  Ping テスト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40

第５章　　ステータス
5.1      インフォメーション ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42

5.2      接続リスト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43

5.3      パケット統計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43

5.4      ARP テーブル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44

5.5      ブリッジテーブル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44

第６章　　トラブルシューティング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45

付録　　　アンテナ放射パターン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47



4

第１章　　概要
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1.3・・・・・・パッケージ内容

1.1・・・・・・はじめに

1.2・・・・・・特長

DAP-P2 は産業環境下でも接続信頼性の高い、機能豊かな産業用無線 LAN アダプタです。
パッシブ PoE 機能に対応し、DC パワーサプライを設置しにくい場所にも LAN ケーブル 1 本で簡単に導入できます。
アクセスポイント、ワイヤレスクライアント、ブリッジリピーター、AP リピーターの 4 つのモードを切り替えることで
柔軟なネットワーク構成を構築できます。
IEEE802.11n 無線 LAN 規格に準拠し、規格値で最大 300Mbps の高速データ通信に対応しています。さらに、2 × 2 MIMO
技術により従来の DAP-P1 よりも通信の安定性が向上されています。

ご使用の前に、下記に記載された項目が梱包されているか、また製品の状態を確認してください。

万一不足がございましたら、お買い上げ販売店または弊社までご連絡ください。
シリアル No. は背面シールに記載しております。

（注 1）専用 PoE アダプタ及び AC アダプタは DAP-P2 専用です。他の機器に使用しないでください。
（注 2）  指定のアンテナ以外はご使用できません。
　　　 指定のアンテナ以外のご使用は電波法違反となります。また、電波法は日本国内のみ取得しています。

（※ 1）DAP-P2 同士の通信で付属のアンテナを使用、802.11n HT20 MCS0 の設定の場合の最長通信距離です。
　　　 通信距離はご使用の環境により大きく変化するため保証値ではありません。

（※ 2）付属の専用 PoE アダプタのみ対応しています。
　　　 専用 PoE アダプタを使用する場合は、最長 50m まで PoE 接続可能です。

● Windows 10/8.1/8/7/Vista に対応
● IEEE802.11b/g/n 無線 LAN 規格に準拠 （電波周波数：2.4GHz）
● IEEE802.3u 規格に準拠
●最大 300Mbps の高速通信をサポート
● 2 × 2 MIMO 技術対応
●最長 2km までの長距離通信をサポート （※ 1）
●アクセスポイントモード、ワイヤレスクライアントモード
　ブリッジリピーターモード、AP リピーターモードをサポート
●パッシブ PoE （24V） による電源供給 （※ 2）
● IP55 の保護構造により耐環境性に優れる
● 64/128/152bitWEP、WPA、WPA2、WPA&WPA2、WPA-PSK、
　WPA2-PSK、WPA-PSK&WPA2-PSK の無線 LAN セキュリティ規格及び
　IEEE802.1X 認証に対応
● Web ブラウザによる簡単設定
●ネットワーク管理のための SNMP MIB-II をサポート
● Auto MDI/MDI-X 機能に対応
●スパニングツリー （STP） 及び IGMP スヌーピングプロトコルをサポート
●ポール取り付け、壁掛け取り付け可能

● DAP-P2    1 台
●専用 PoE アダプタ /AC アダプタ  1 セット（注 1）
●標準アンテナ    2 個（注 2）
●ポール取り付けリング   2 個
●フェライトコア　　　   1 個
●アース線 （Y/G）　　　　　　　　　　　　　 1 本
● DAP-P2 クイックセッティング　　　 1 枚
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1.4・・・・・・仕様

（注 2） 指定のアンテナ以外はご使用できません。
　　　指定のアンテナ以外のご使用は電波法違反となります。また、電波法は日本国内のみ取得
　　　 しています。

（※ 2）付属の専用 PoE アダプタのみ対応しています。
　　　 専用 PoE アダプタを使用する場合は、最長 50m まで PoE 接続可能です。

（※ 3）アンテナの放射パターン図面については本マニュアルの「付録　アンテナ放射パターン」　
　　　 をご参照ください。

プロトコル Telnet、 FTP、 SNMP、 WEB UI

ネットワーク
ワイヤレス IEEE802.11b/g/n
イーサネット IEEE802.3u

ポート数 1 ポート
コネクタ RJ-45
電波周波数 2.4GHz
伝送速度 10/100Mbps

データレート（MAX）
IEEE802.11n 300Mbps
IEEE802.11g 54Mbps 自動フォールバック
IEEE802.11b 11Mbps 自動フォールバック

診断 LED

Hi / Mid / LOW
アクセスポイント：常時 Hi
ワイヤレスクライアント：WLAN 信号強度表示

WLAN 無線 LAN 接続状態表示
LAN 有線 LAN 接続状態表示
Power 電源状態表示

アンテナ（注 2）（※ 3） 標準アンテナ 5dBi 無指向性アンテナ
ユーティリティソフトウェア 設定ユーティリティ （Web ブラウザからアクセス）

対応 Web ブラウザ
Internet Explorer 11.0 以上
Google Chrome 全バージョン、 Firefox

セキュリティ
WEP、 WPA、 WPA2、 WPA&WPA2、 WPA-PSK
WPA2-PSK、 WPA-PSK&WPA2-PSK、 IEEE802.1X 認証

対応 OS Windows 10/8.1/8/7/Vista
MTBF 62,618 時間
電源 DC24V、AC アダプタ AC100 ～ 240V （※ 2）
消費電力 12W

認証規格

Telec、FCC 15B/C、EN300328 V181
EN301489 -1/-17、EN55022/24、EN60950
EN61000-4-2、EN61000-4-3、EN61000-4-4
EN61000-4-5、EN61000-4-6、EN61000-4-11

取付方法 ポール取り付け、 壁掛け取り付け
動作温度 -20 ～ 70℃
保存温度 -40 ～ 70℃
動作湿度 10 ～ 95％ RH、 結露なきこと
保存湿度 10 ～ 95％ RH、 結露なきこと
保護構造 IP55

受信感度

802.11b -91dBm @1Mbps：-85dBm @11Mbps
802.11g -89dBm @6Mbps：-70dBm @54Mbps
802.11n HT20 -83dBm @MCS0/8：-65dBm @MCS7/15
802.11n HT40 -80dBm @MCS0/8：-62dBm @MCS7/15

質量
本体：520g、 専用 PoE アダプタ：25g、AC アダプタ：300g
標準アンテナ：35g、ポール取り付けリング：35g
フェライトコア：35g、アース線 （Y/G）：15g

表 1.1　仕様
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1.5・・・・・・外形図

（※）付属アンテナ取り付け時の寸法についてはホームページの外形図をご参照ください。

単位：mm

図 1.2　外形図（正面）

図 1.1　外形図（上面）
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単位：mm

図 1.3　外形図（側面）
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第２章　　スタートアップ
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2.1・・・・・・準備

2.2・・・・・・設置に関する警告

DAP-P2 は日本の電波法における「小電力データ通信システムの無線局の無線設備」として技術基準適合証明を受けてい
るため、無線免許は必要ありません。
また、DAP-P2 は日本国内の電波法により認定を受けたものであるため海外では使用できません。
DAP-P2 を分解及び改造する、本体に貼ってある証明ラベルを剥がす等の行為を行うと法律で罰せられることがあります。

１．安全を確保し、DAP-P2 を適切に設定するために、この安全に関する警告をお読みください。
２．初めて DAP-P2 を設定する場合、安全のため非常時に対応できる方の協力を得てください。
３．安全上及び正常な動作のために、電力線や電話線から離して設置してください。
４．DAP-P2 を安全に設置するために、設置の前に「2.2　設置に関する警告」をお読みください。
５．DAP-P2 動作中はなるべく DAP-P2 の周辺には立たないようにしてください。伝送時に強い磁界が発生します。

１．DAP-P2 を正しく設置するため、この設置に関する警告をお読みください。
２．DAP-P2 を設置する際、次のことに注意してください。

３．DAP-P2 周辺に避雷器を設置することで、雷による故障が軽減される可能性があります。
　　雷による故障は保証できません。
４．DAP-P2 への電力供給には付属の AC アダプタ + 専用 PoE アダプタの組み合わせのみ対応しています。
　　他のものを使用すると故障するおそれがあります。
５．標準アンテナを取り付ける際は必ず電源を切った状態で行ってください。
６．DAP-P2 は 2.4GHz 帯の無線電波を使用するため電子レンジ等の産業・科学・医療用機器の他、移動体識別用の  
　　構内無線局及び特定小電力無線局等に対して電波干渉を起こすおそれがあります。
　　万一 DAP-P2 を使用した際に電波干渉が生じた場合、DAP-P2 の使用周波数を変更するか電波の発射を停止した
　　上で、干渉が起こらないようパーティションで区切る等の処置を行ってください。
７．DAP-P2 を設置する場合は、電気溶接機等の強いノイズを発生させる機器の近辺に設置しないでください。
８．DAP-P2 下部にあるカバーを外し、アース端子のねじに付属のアース線を接続することで電磁ノイズに関する問
　　題の解決ができることがあります。

　　●高い場所等に設置する場合に金属製のはしごを使用しないでください。
　　●雨の日や風の強い日には設置しないでください。
　　●絶縁性の靴や手袋を使用し、長袖のシャツ又はジャケットを着用して設置してください。

本製品を正しくご使用いただくためには無線及びネットワークについての詳しい知識が必要です。
無線及びネットワーク設定に詳しい管理者がセットアップを行ってください。

この章では DAP-P2 を使用する前に必要な製品情報と安全上の注意点を記載しています。

製品に関する注意

安全に関する警告

設定に関する注意
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2.3      本体の接続

１．DAP-P2の下部には脱着式のカバーが付いています。ロックネジを緩めてからカバーをスライドさせて外してください。

３．カバーを元に戻し、ロックネジを締めてカバーを固定してください。

２．RJ-45 ポートに LAN ケーブルを接続してください。

（※）LAN ケーブルは付属していません。下記の LAN ケーブルをご用意ください。
　　・カテゴリ 5e 以上
　　・ストレートケーブルまたはクロスケーブル

スライド
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５．手順 2 で DAP-P2 に接続した LAN ケーブルを専用 PoE アダプタの PoE ポートに接続してください。
　　（※）接続ポートを間違えないでください。システムが故障する原因になります。
　　（※）DAP-P2 と専用 PoE アダプタ間のケーブル長は 50m 以下でご使用ください。

４．専用 PoE アダプタに付属の電源コードを接続してください。

※接続ポートを間違えない

　でください。システムが

　故障する原因になります。

DAP-P2 側

「PoE」
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引続き以下の手順でアンテナを取り付けてください。

（※）コネクタジョイントを緩めずにアンテナを曲げたり、回したりしないでください。アンテナに損傷を与える可能性
　　  があります。

（※）アンテナを外した状態で DAP-P2 に電源を供給しないでください。DAP-P2 が故障する恐れがあります。
（※）アンテナは同仕様の物を必ず 2 個それぞれの R-SMA コネクタに接続してください。仕様の異なるアンテナを 1 本ず
　　  つ取り付けることや、アンテナを一方だけ取り付けることはしないでください。

６．DAP-P2 の上部にはアンテナを接続するための 2 つの R-SMA アンテナコネクタがあります。
　　保護用の黒のゴムキャップを外して R-SMA コネクタにアンテナを接続してください。

７．コネクタジョイントを時計回りに締めてアンテナを固定します。アンテナを調整するには、コネクタジョイントを反
　　時計回りに緩めてからアンテナを希望の位置に調整します。

R-SMAコネクタ
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2.4      アース線の接続

１．DAP-P2 の下部にあるカバーを取り外しアース端子のねじを外します。

DAP-P2 にはアース端子およびアース線が付属しています。電磁ノイズが発生する環境においては適切なアース接続を行
うことで問題を解決できる場合があります。

２．付属のアース線を端子にねじ止めしてください。

（※）取り付け可能ポールサイズ：直径 40 ～ 63mm

2.5      本体の設置

１．ポール取り付け金具が 2 個同梱されています。DAP-P2 背面の取り付け穴にポール取り付けリングで取り付けます。
２．ポールに DAP-P2 を取り付け、ドライバーでポール取り付けリングを締め込み固定します。

DAP-P2 は以下の方法で取り付けることができます。

●ポール取り付け

●ポール取り付け
●壁掛け取り付け
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１．DAP-P2 の背面の穴に合わせてねじを取り付けてください。取り付け用のねじは付属しておりません。推奨ねじは　
　　M3 のねじになります。

●壁掛け取り付け

（※）取り付け穴の寸法についてはホームページの外形図をご参照ください。

より強固に設置されたい方にはオプションで DAP-P2 専用壁掛け取り付け金具（別売り）をご用意しております。
（※）詳細についてはホームページをご参照ください。
　　  → https://www.diatrend.com/network/dap-p2/index.htm#dap-p2_option2
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第３章　　基本システム設定
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3.1      初期設定

表 3.1　初期設定

項目 設定値

ユーザー名 admin

パスワード admin

デバイス名 apXXXXXX（X はイーサネット MAC アドレスの下 6 桁）

ネットワークモード ブリッジ

スパニングツリー （STP） 有効

IP アドレス割当 固定 IP アドレス

IP アドレス 192.168.1.1

サブネットマスク 255.255.255.0

デフォルトゲートウェイ 0.0.0.0

DNS1 0.0.0.0

DNS2 0.0.0.0

ワイヤレスモード アクセスポイント

無線 LAN 規格 802.11b/g/n

SSID Wireless

ブロードキャスト SSID 有効

チャネルモード 20MHz 

チャネル 2437MHz （6）

データレート 自動

出力電力 18dBm 

ワイヤレスセパレーター 無効

WMM サポート 有効

IGMP スヌーピング 有効

ネットワーク認証 オープン

データ暗号化 None（なし）

DOS 攻撃防止機能 無効

A-MPDU 有効

A-MSDU 無効

Short GI 有効

RTS しきい値 2347

フラグメントしきい値 2346

ビーコン間隔 60

DTIM 間隔 1

プリアンブルタイプ 自動

通信距離設定 1000m

トラフィックシェーピング 無効

アクセスコントロール 無効
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3.2      システム要件

DAP-P2 の設定を行う前に以下のセッティングを行ってください。

１．DAP-P2 と専用 PoE アダプタ（PoE ポート）を LAN ケーブルで接続してください。
２．DAP-P2 に接続された専用 PoE アダプタ（LAN ポート）とパソコンを LAN ケーブルで接続してください。
３．専用 PoE アダプタに付属 AC アダプタを取り付けて電源を供給してください。
　　注意：専用 PoE アダプタの PoE ポートには DAP-P2 以外を接続しないでください。システムが破壊されるおそれ
　　　　　があります。

４．パソコンの IP アドレスを DAP-P2 の IP アドレス（初期設定値：192.168.1.1）と異なる IP アドレス（192.168.1.X）　
　　に設定してください。（X に 0、1、255 は使用できません。）
５．Web ブラウザを起動してください。
　　（※）対応 Web ブラウザは、Internet Explorer 11.0 以上、Google Chrome 全バージョン、 Firefox です。

（※）LAN ケーブルは付属していません。下記の LAN ケーブルをご用意ください。
　　・カテゴリ 5e 以上
　　・ストレートケーブルまたはクロスケーブル

付属ACアダプタ

専用PoEアダプタ

DAP-P2

LANケーブル LANケーブル

パソコン
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3.3      Web ブラウザからのログイン方法

１．Web ブラウザを起動し、アドレスバーに DAP-P2 の IP アドレス（初期値：192.168.1.1）を入力してください。

２．設定ユーティリティが起動しますので、ユーザー名（初期値：admin）とパスワード（初期値：admin）を入力し、「ロ
　　グイン」をクリックしてください。ログインするとインフォメーション画面が表示されます。

 注意：ユーザー名とパスワードは大文字と小文字が区別されます。また、パスワードの文字数は 19 文字以内で設定し　
　　　 てください。
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第４章　　設定
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●デバイス設定

○デバイス名
　「0 ～ 9」、「A ～ Z」、「a ～ z」、「-」を用いて半角 15 文字以内でデバイス名を設定します。

4.1      システム

デバイスの基本的なパラメータ設定を行います。「システム」-「基本設定」から設定します。

4.1.1　  基本設定

「システム」-「TCP/IP 設定」で DAP-P2 のネットワークモード、IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェ
イなどのネットワーク設定を行います。ネットワーク設定は DAP-P2 のネットワークモードにより設定内容が異なります。
それぞれのモードに応じて設定してください。

4.1.2　  TCP/IP 設定
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 ■ブリッジモード　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

● IP アドレス割当
　DAP-P2 の IP アドレスの割り当ては以下の２つの設定方法があります。

○ DHCP クライアント
　 DHCP サーバーがネットワーク内にある場合にこの項目を選択すると、IP アドレス、サブネットマスク、デフォル
　トゲートウェイ、DNS サーバーが自動で割り当てられます。
◯ 固定 IP アドレス
　 IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNS サーバーを手動で設定します。IP アドレスはネッ   
    トワーク内で競合しない IP アドレスを設定してください。

（※） IP アドレスを変更すると DAP-P2 が再起動を行うため、新しい IP アドレスにアクセスできるようになるまで多少
　　 時間がかかることがあります。

（※） DHCP クライアントとして設定した際に有効な DHCP サーバーから IP アドレスを取得できない場合は、デフォル
　　トの固定 IP アドレスが割り当てられます。

〇ネットワークモード
　ネットワークモードを「ブリッジ」、「ルーター」から指定します。ブリッジモードでは DAP-P2 に設定する IP アド
　レスは 1 つで、その他のパラメータ設定も簡単に行えます。
　ルーターモードでは DAP-P2 に WAN 側 /LAN 側二つの IP を設定する必要があります。これらは同一のネットワーク
　IP を割り当てることはできません。また、ルーターモードでご使用いただく際には他のネットワーク機器の設定や
　接続構成にお気を付けください。
〇スパニングツリー （STP）
　スパニングツリープロトコル （STP） は、ネットワークのループを防止しながらパスの冗長性を実現する管理プロト
　コルです。STP はアクセスポイント間のアクティブなパスを一つだけ使用できるようにしますが、その経路が障害
　によって接続できなくなった場合のバックアップとして冗長経路を設定することができます。
〇 STP フォワードディレイ
　リスニングおよびラーニング状態で経過する時間です。デフォルト設定は「1 秒」です。時間が短いほど STP によ
　る経路の切り替えを早く行えますが、DAP-P2 にかかる負荷も大きくなります。
〇 802.1Q　VLAN
　ネットワークが VLAN を使用している場合に使用可能です。VLAN ID はプロファイル （SSID） ごとに割り当てること
　が可能で、各 SSID を使用するクライアントデバイスは、割り当てられた VLAN に属します。VLAN 上のユーザーが
　DAP-P2 の管理画面にアクセスできるようにするためには、そのデバイスの属するネットワーク VLAN ID と同じもの
　を DAP-P2 の管理 VLAN ID に割り当てる必要があります。
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● WAN 設定
　 WAN 側のネットワークアドレスに関する設定を行います。ルーターモードでは LAN 側と WAN 側それぞれ IP 設定を行
　います。アクセスポイントモード時は LAN 側が無線側、WAN 側が有線側を表します。IP アドレスの設定方法には固定
　IP アドレス、DHCP クライアント、PPPoE の 3 つがあります。インターネットに接続する場合はプロバイダから提供
　された WAN IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを設定する必要があります。

● LAN 設定

〇固定 IP アドレス
　IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNS サーバーを手動で設定します。IP アドレスはネッ
　トワーク内で競合しない IP アドレスを設定してください。
〇 DHCP クライアント
　DHCP サーバーがネットワーク内にある場合、この項目を選択すると、IP アドレス、サブネットマスク、デフォルト
　ゲートウェイ、DNS サーバーが自動で割り当てられます。
〇 PPPoE
　ユーザー名、パスワード、サービス名、コネクトモード、アイドルタイムを設定します。

○ IP アドレス
　DAP-P2 の LAN 側 IP アドレスを設定します。
○サブネットマスク
　DAP-P2 のサブネットマスクを設定します。
○ DHCP サーバー
　DHCP サーバーを有効にすると DAP-P2 の LAN 側に接続されたクライアントに自動的に IP アドレスを割り振ること
　ができます。この機能はネットワークモードが「ルーターモード」の場合のみ使用可能です。
　DHCP サーバーが無効の場合、クライアントは手動で IP アドレス、サブネットマスクを設定する必要があります。
　この場合、各クライアントにはネットワーク内で競合しない IP アドレスを割り当ててください。
○ DHCP IP アドレス割当範囲
　DHCP サーバーを有効にする場合、クライアントに割り当てる IP アドレスの範囲を設定します。設定 IP アドレスは
　DAP-P2 の LAN 側 IP アドレスと同じネットワーク範囲で設定してください。
○リース期限
　15 ～ 44640 分の範囲で DHCP によって割り当てる IP アドレスのリース期限を設定してください。
○ DHCP リレー有効
　DHCP リレーはクライアントとサーバーがそれぞれ同じ物理サブネット上にない場合に DHCP 要求と応答を転送する
　ために使用されます。有効にする場合チェックを入れてください。
○ DHCP サーバー IP
　リレーする DHCP サーバーの IP アドレスを入力します。

 ■ルーターモード　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

注意： ルーターモードに変更後、LAN 側の IP アドレスの初期値は「192.168.0.99」になります。
　　　ルーターモードに変更する際は IP アドレスを「192.168.0.X」以外に設定してください。
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● RADIUS サーバー認証

●現在時刻
　現在の時刻を年、月、日、時、分、秒で表示します。
●タイムゾーン選択
　タイムゾーンをドロップダウンリストから選択してください。
● NTP クライアント有効
　NTP サーバーをドロップダウンリストから選択するか、「サーバー IP 指定」に利用可能な NTP サーバーの IP アドレ
　スを入力してください。

○ IP アドレス
　RADIUS サーバーの IP アドレスを入力します。
○認証ポート
　RADIUS サーバーの認証ポート番号を入力します。
○共有シークレット
　DAP-P2 と RADIUS の認証時に、31 文字以内で設定された暗号キーを使用します。
○グローバルキー更新
　このオプションにチェックを入れると指定した時間間隔でグローバルキーを更新します。

RADIUS（Remote Authentication Dial-In User Service リモート認証ダイヤルインユーザーサービス）はリモートユーザーの
認証やアカウンティングのためのサーバーで、認証、承認、課金情報、監査等の機能を提供することで、ネットワークの
中心的な役割を果たしています。共有できる全てのリモートサーバーは中央のデータベースにあるユーザープロファイル
を保持することを許可されています。「システム」-「RADIUS 設定」で RADIUS を設定します。

4.1.4　  RADIUS 設定

DAP-P2 は NTP に準拠しており、インターネット時刻と同期させることができます。「システム」-「時刻設定」で設定します。
NTP サーバーを利用した時刻設定を使用する場合は、あらかじめ「NTP クライアント有効」にチェックを入れてください。

4.1.3　  時刻設定
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●ファイアウォールフィルタリング
　ファイアウォールフィルタリング有効にチェックを入れることで使用が可能です。送信元 / 宛先 MAC フィルタリング、
　送信元 / 宛先 IP フィルタリング、送信元 / 宛先ポートフィルタリングを使用できます。
　○フィルタタイプ
　　MAC フィルタ （MAC アドレス） ・IP フィルタ （IP アドレス） ・ポートフィルタ （ポート番号） を選択可能です。
　○ポリシー
　　破棄のみ選択可能です。
　○プロトコル
　　TCP、UDP、TCP+UDP を選択可能です。
　○方向
　　送信元か宛先を選択してください。
●ポートフォワーディング
　NAT によるアドレス変換ケーブルを手動で設定できます。（静的マスカレード）
　ローカルネットワーク上の WEB サーバーやメールサーバー等のサーバーへ WAN 側からアクセスを行う場合にこの設
　定が必要です。「ポートフォワーディング有効」にチェックを入れてサーバーの IP アドレスとプロトコル （TCP/UDP/　
　TCP+UDP）、ポート範囲を設定し、「追加」を押すとリストに追加されます。

ファイアウォールは、2 つのネットワーク間のアクセス制御ポリシーを適用するシステムのことで、信頼できないネット
ワークから信頼できるネットワークを機械的に保護します。
DAP-P2 にはファイアウォールフィルタリング、ポートフォワーディング、DMZ の機能があります。これらの機能はルー
ターモードでのみ使用できます。

4.1.5　  ファイアウォール設定
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● DMZ 設定
　DMZ ホストを登録することによりローカルのプライベートネットワークと WEB サーバーのような外部へ公開する必要
　のあるネットワークを分離することができます。「DMZ有効」にチェックを入れてDMZホストに指定するサーバーやネッ
　トワーク機器の IP アドレスを設定してください。
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4.2      ワイヤレス

無線に関する項目の設定を行います。

4.2.1　  基本設定（ワイヤレスベーシック設定）

●ワイヤレス LAN インタフェース無効
　このオプションにチェックを入れると、DAP-P2 のワイヤレスモジュールの動作が停止します。
●ワイヤレスモード
　DAP-P2 では次のモードが使用可能です。
　◯アクセスポイント
　　DAP-P2 は無線親機として、他のワイヤレスデバイスからの接続を受信します。
　◯ワイヤレスクライアント
　　無線子機（ステーションまたはコンバーター）としてアクセスポイント等、その周囲にあるワイヤレスネットワーク
　　に 接続します。
　◯ブリッジリピーター
　　DAP-P2 はリモート MAC アドレスを設定することで、無線リピーターとして別の DAP-P2 とのワイヤレス接続を確
　　立させることができます。詳細な設定については本マニュアルの「4.3.4　WDS 設定」を参照してください。
　◯ AP リピーター
　　アクセスポイントとブリッジリピーターの両方の機能を持ちます。DAP-P2 は無線リピーターとして機能しながら他
　　のワイヤレスデバイスへ接続サービスを提供します。
　　注意：AP リピーターとして使用する場合 DAP-P2 はアクセスポイントとブリッジリピーターにそれぞれリソースが
　　分割されます。そのため AP リピーターモードの DAP-P2 を複数台つなげた場合、処理速度の低下によって十分な通
　　信速度が出ない恐れがありますのでご注意ください。
● SSID
　SSID はワイヤレスネットワーク内の全ての関連したデバイスの間で共有される識別子になります。接続するデバイス
　は全て同一の SSID に設定してください。SSID は大文字と小文字が区別されます。32 文字以内で設定してください。
●ブロードキャスト SSID
　有効にすると SSID を公開してほかの無線 LAN デバイスから検索が可能にあります。どのデバイスからも見つけること
　ができるため、潜在的なリスクのある無線環境にアクセスポイントモードで設置する場合、ネットワーク名を隠すこと
　も必要になります。ブロードキャスト SSID を無効にすることで、ステーションは DAP-P2 を見つけることができなく
　なるため、悪意のあるステーションからの不正な接続を回避することができます。
●無線 LAN 規格
　通信規格を 802.11b/g および 802.11b/g/n、802.11n Only から選択可能です。ドロップダウンリストから適切なモードを
　選択してください。
●チャネルモード
　20MHz、40MHz の 2 つのモードから選択します。40MHz の場合はデータ伝送効率が優れていますが、より多くのバン
　ド幅を使用するため干渉の起こる可能性が高くなります。
●チャネル
　各国ごとに異なる利用可能帯域にチャネルを合わせてください。日本国内では 2412MHz から 2472MHz まで 5MHz ごと
　に 13 チャネル使用可能です。
　注意：DAP-P2 では最低でも 20MHz のバンド幅を使用します。
●拡張チャネル
　40MHz の拡張チャネル使用時、20MHz の帯域しか使用できない機器と通信する場合に 40MHz の帯域の上限から　20MHz
　を使用するか下限から 20MHz を使用するか選択できます。チャネル上限またはチャネル下限を選択してください。
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●データレート
　通常は「自動」にしておきます。「自動」の場合、利用できる最大の速度が自動的に設定されます。速度を求めないよ
　うな場合は、低い伝送速度に設定することもできます。
● HT プロテクト
　HT （High Throughput）プロテクトを有効にすると、MAC メカニズムによる HT 伝送を保護します。無線機器には HT に
　対応しているものと対応していないものがあり、これらの機器が混在する環境において HT 伝送の効率をあげることが
　できます。
●出力電力
　信号を伝送する送信電力を指定します。強くすると電波の到達範囲が広がりますが、それに応じて消費電力も上がりま
　す。また、電波の到達範囲が広いと通信の傍受などのリスクが高まり、ほかの無線 LAN 機器に対して電波干渉を起こ
　す恐れもあります。DAP-P2 では 1 ～ 18dBm の範囲で調整可能です。
● MAC クローン有効
　DAP-P2 が本来持つ MAC アドレスとは異なる MAC アドレスのクローンを設定します。手動または自動の選択が可能で
　す。ワイヤレスクライアントモードかつブリッジモード時のみ使用可能です。
●サイト情報
　DAP-P2 をワイヤレスクライアントモードで使用する場合に周辺の利用可能なアクセスポイントに関する情報をスキャ
　ンして表示します。「サイト情報」をクリックするとポップアップ画面が表示されますので、一覧の中から接続するア
　クセスポイントを選択してください。
　◯ AP 選択
　　同一の SSID をもつアクセスポイントが複数台ある場合に、接続するアクセスポイントを固定したい場合にはこちら
　　を選択します。SSID と同時に選択したアクセスポイントの MAC アドレスが AP MAC 固定に設定されます。
　◯ SSID 選択：SSID のみを選択します。同一の SSID を持つ複数台のアクセスポイントを切り替えて接続したい場合に
　　はこちらを選択します。
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無線プロファイルの設定を行います。

「ワイヤレス」-「プロファイル設定」から VAP プロファイルの設定を行います。

4.2.2　  プロファイル設定

 ■アクセスポイントモード　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「プロファイル名」をクリックすると詳細なプロファイル設定画面が開きます。

プロファイル設定画面では AP プロファイルに関連するバーチャルアクセスポイント（VAP）の設定を行います。
各 VAP はネットワーク番号や SSID（Service Set Identifier）により識別されます。DAP-P2 では最大 8 個までの VAP を定義し、
有効にすることができます。
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●基本設定

・プロファイル名
　VAP プロファイル名を設定します。
・SSID
　SSID を設定します。設定については本マニュアルの「4.2.1　基本設定（ワイヤレスベーシック設定）」をご参照くだ
さい。
・ブロードキャスト SSID
　有効 / 無効を切り替えます。設定については本マニュアルの「4.2.1　基本設定（ワイヤレスベーシック設定）」をご
参照ください。
・ワイヤレスセパレーター
　「有効」を選択するとワイヤレスクライアント同士の通信を防ぐことができます。不特定多数のワイヤレスクライア
　ントが同一の SSID を使用する場合などにネットワークのセキュリティを強化します。
・WMM サポート
　WMM（Wi-Fi Multimedia）は IEEE802.11e のサブセットとしてビデオや音声データのようなストリーミングデータに
　高い優先度を与えて通信を制御する規格です。WMM を有効にするには無線クライアントも WMM をサポートしてい
　る必要があります。
・IGMP スヌーピング
　IGMP スヌーピングは IGMP ネットワークトラフィックを受信するプロセスのことです。IGMP スヌーピング「有効」
　を選択すると、アクセスポイントはそのポートがどのマルチキャストグループのメンバーであるかを識別するために
　IGMPメンバーシップレポートを作成します。これにより、どこのポートにどのメンバーがいるか認識可能となります。
・最大ステーション台数
　チェックを入れ「有効」にすると 1 ～ 32 台の範囲でクライアントの接続台数を管理できます。無効にすると最大 
　128 台までクライアントの接続が可能ですが、ネットワークのトラフィック増大やパフォーマンスの低下を招く恐れ
　があります。
・RSSI 下限
　接続されているステーションの RSSI が設定値を下回った場合に接続を切断する機能です。

●セキュリティ設定

　・オープン
　　セキュリティチェックを行わず、どのデバイスからもネットワークに接続可能です。
　・共有キー
　　無線認証を行うための暗号化データとキーが必要です。
　　（※）ブリッジリピーターモードと AP リピーターモードを使用する場合には利用できません。
　・レガシー 802.1X
　　IEEE の Port-based Network Access Control に準拠しており、有線ネットワークと無線ネットワークにアクセスする
　　権利が与えられます。ユーザー ID とパソコンの ID を使用し、ダイナミックキーや集中認証により、ワイヤレスネッ
　　トワークのセキュリティリスクを最小限に抑えます。IEEE802.1X を提供するには少なくとも１つの EAP タイプが
　　RADIUS サーバーやアクセスポイント、ワイヤレスクライアントに対応している必要があります。
　・WPA-RADIUS
　　この認証方法では、特定の RADIUS サーバーでユーザーによって与えられた許可書（ユーザーネームやパスワード、
　　その他）を使用可能になります。これは大規模なエンタープライズネットワークと共通の方法を採用しています。
　・WPA2-RADIUS
　　WPA の新しいバージョンで、WPA2 に対応したクライアントのみ使用可能です。この項目を選択する場合、AES
　　暗号と RADIUS サーバーが必要です。
　・WPA & WPA2-RADIUS
　　クライアントに WPA（TKIP）または WPA2（AES）のオプションを割り当てます。この項目を選択する場合、デー
　　タの暗号化タイプを TKIP ＋ AES にし、RADIUS サーバーを置く必要があります。
　・WPA-PSK
　　特定の認証サーバーを必要としない簡易 WPA モードです。WPA 事前共有キーとも呼ばれ、いずれかの WLAN ノー
　　ドにキーを事前に入力する必要があり、中規模から大規模なエンタープライズネットワークやレジデンシャルネッ
　　トワークと共通の方法を採用しています。
　・WPA2-PSK
　　WPA の新しいバージョンで WPA2 に対応したクライアントのみ使用可能です。この項目を選択する場合、データ
　　の暗号化には AES を用います。任意のパスフレーズを指定してください。
　・WPA-PSK & WPA2-PSK
　　クライアントに WPA（TKIP）または WPA2（AES）暗号化のオプションを割り当てます。この項目を選択する場合、
　　データの暗号化には TKIP+AES を用います。任意のパスフレーズを指定してください。

○ネットワーク認証
　DAP-P2 では次の認証方法が使用可能です。
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○データ暗号化
　DAP-P2 では次の暗号化方法が使用可能です。

　・None
　　認証タイプがオープンシステムの場合に使用可能です。
　・64bits WEP
　　10 桁の 16 進数の数字で構成されています。
　・128bits WEP
　　26 桁の 16 進数の数字で構成されています。
　・152bits WEP
　　32 桁の 16 進数の数字で構成されています。
　・TKIP
　　"Temporal Key Integrity Protocol" の略で、動的暗号化の一種です。WPA-PSK 等と併用されます。
　・AES
　　"Advanced Encryption Standard" の略で、WPA2-PSK や WPA、WPA2 等と併用されます。
　・TKIP + AES
　　TKIP を使用する下位互換のデバイスを考慮しています。

注意：ネットワーク接続にはセキュリティを設定することを強くおすすめします。DAP-P2 に設定する暗号データ、キー
　　  を他のワイヤレスデバイスと同じ設定にするとそのワイヤレスデバイスと通信可能です。

○ WEP パスフレーズ
　任意のパスフレーズを入力し、「キー自動生成」をクリックすると WEP の暗号化キーを自動的に生成できます。

「ワイヤレス」-「プロファイル設定」からステータスプロファイルの設定を行います。

 ■ワイヤレスクライアントモード　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・ネットワーク認証
　本設定については本マニュアルの「4.2.2　プロファイル設定　アクセスポイントモード」をご参照ください。
・データ暗号化
　本設定については本マニュアルの「4.2.2　プロファイル設定　アクセスポイントモード」をご参照ください。
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4.3      アドバンスド設定

「ワイヤレス」-「アドバンスド設定」から無線 LAN に関する詳細な設定を行います。

4.3.1　  詳細設定

・DOS 攻撃防止機能
　アクセスポイントに対する DOS 攻撃からネットワークを防御する機能です。
・A-MPDU/A-MSDU
　ワイヤレスクライアントモード以外のモードで有効にした場合、アクセスポイントのデータレートを大幅に強化しま
　す。ただし、アクセスポイントに接続されるクライアントが A-MPDU/A-MSDU に対応していない場合は無効にして
　ください。
・Short GI
　802.11n で通信を行う際に、ガードインターバルを短くすることで、より良いデータレートを得ることができます。
　Short GI 機能に対応していない機器が混在する場合は無効にしてください。
・RTS しきい値
　DAP-P2 は特定の受信クライアントに RTS（Request to Send）フレームを送信し、データを送信可能状態であるかを
　確認します。RTS を受信後、そのクライアントが送信を開始する権利を認めるために CTS（送信クリア）フレーム
　で応答します。設定範囲は 256 ～ 2347 バイトです。低すぎると、ネットワークパフォーマンスが低下することがあ
　ります。通常はデフォルトのままにしておくことをお勧めします。
・フラグメントしきい値
　データが複数のパケットに分割される前のバイトの最大サイズを指定します。値を小さくすると、ネットワークパフ
　ォーマンスが低下することがあります。通常はデフォルトのままにしておくことをお勧めします。設定範囲は、256
　～ 2346 バイトです。
・ビーコン間隔
　ビーコンパケットをブロードキャストする周期を 20 ～ 1000 ミリ秒の間で指定します。
・DTIM 間隔
　DTIM （Delivery Traffic Indication Message）はデータパケットに含まれています。これにより無線通信の効率が上がり
　ます。デフォルトでは 1 です。1 ～ 255 の間で設定してください。
・プリアンブルタイプ
　無線通信の同期用の信号の種類を選択可能です。「ロング」と「自動」があります。
　「自動」を選択すると無線環境に応じて伝送速度を早くできるショートプリアンブルを使用可能です。
・チャネル保護
　他のワイヤレスネットワークとの衝突を避け、デバイス全ての IEEE802.11g 伝送が上がりますが、ワイヤレスネット
　ワークのパフォーマンスが下がる恐れがあります。CTS to self と比較すると、RTS-CTS の伝送量がより低くなります。
・通信距離設定
　長距離での通信時にデータの再送信を行う可能性を減少させます。2 つのノードの距離を指定することで、自動的に
　ACK タイムアウトの値を適切な値に調整します。
・SSID 分離
　VAP を複数設定した場合に各 VAP に接続しているクライアント同士の通信を無効にすることができます。



33

「トラフィックシェーピング有効」にチェックを入れることで、送受信のトラフィックを指定、管理することができます。
これはルーターモードでのみ使用可能です。

4.3.2　  トラフィックシェーピング

注意：アドバンスド設定やトラフィックシェーピングについては、実際のノード間の距離のパラメータを調整する「通
　　　信距離設定」以外はデフォルト設定のままにしておくことを強くお勧めします。変更するとワイヤレスネットワー
　　　クに悪影響を与える可能性があります。

アクセスコントロールは DAP-P2 にアクセスするワイヤレスクライアントに権限を求め、更なるセキュリティメカニズム
が提供されます。この機能はアクセスポイント機能で使用可能です。

「ワイヤレス」-「アクセスコントロール」から設定を行います。

4.3.3　  アクセスコントロール

・プロファイル選択
　機能を適用するプロファイルを選択します。
・アクセスコントロールモード
　「アクセス許可」を選択した場合、アクセスコントロールリストに記載された MAC アドレスを持つワイヤレスクラ
　イアントのみアクセスポイントに接続できます。「アクセス拒否」を選択した場合、そのリストに記載された MAC ア
　ドレスを持つワイヤレスクライアントは DAP-P2 に接続できなくなります。
・MAC アドレス
　アクセスコントロールリストに追加したいクライアントの MAC アドレスを入力し、「適用」をクリックするとリス
　トの最下部に追加されます。

（※）MAC アドレスは 2 桁ずつ「：( コロン )」で区切って半角英数字で入力してください。大文字・小文字どちらでも
　　 構いません。
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WDS を使用することで、無線でワイヤレスデバイス同士を接続してネットワークを拡張することができます。設定は「ワ
イヤレス」-「WDS 設定」で行います。適切な範囲内で、無線で接続したい他のアクセスポイントの MAC アドレスを入
力して「適用」をクリックし、設定を保存してください。

4.3.4　  WDS 設定

・ローカル MAC アドレス
　自機の MAC アドレスです。
・リモート AP  MAC アドレス 1 ～ 4
　接続先の DAP-P2 の MAC アドレスを入力します。接続先の DAP-P2 でも同様に MAC アドレスの設定が必要です。

（※） MAC アドレスは 2 桁ずつ「：( コロン )」で区切って半角英数字で入力してください。大文字・小文字どちらでも構
　　 いません。

（※） 「リモート AP MAC アドレス」には AP リピーターモードまたはブリッジリピーターモードに設定した DAP-P2 の　
　　 MAC アドレスを設定してください。

注意：DAP-P2 を AP リピーターモードで設定した場合「リモート AP MAC アドレス」にアクセスポイントに接続してい
　　　るワイヤレスクライアントの MAC アドレスを登録すると、WDS による接続とアクセスポイント―クライアントに
　　　よる接続とが重複してそのクライアントと通信ができなくなります。
注意：WDS 設定はブリッジリピーター /AP リピーターモードで使用可能です。
　　　WDS 設定を使用する場合、セキュリティ設定はオープンまたは WPA-PSK/WPA2-PSK のみ有効です。
注意：WDS 設定を用いて DAP-P2 を構成する場合、接続回路にループが発生する構成はサポートしていません。
注意：DAP-P1 との WDS 接続はサポートしておりません。
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4.4      管理

4.4.1　  パスワード設定

現在のパスワード：現在のパスワードを入力します。
新しいパスワード：新しいパスワードを入力します。
パスワードの確認：確認のため、新しいパスワードを再度入力してください。

「管理」タブ -「ファームウェア更新」から DAP-P2 のファームウェアの更新が可能です。
（※）最新版ファームウェアはダイヤトレンドホームページからダウンロードしてください。
　　  → www.diatrend.com/download/driver.htm

4.4.2　  ファームウェア更新

１．「参照」をクリックして、更新するファームウェアファイルを選択してください。
２．「アップグレード」をクリックするとファームウェアの更新を開始します。
３．しばらくするとシステムが再起動し、更新が完了します。

注意：ファームウェアの更新は DAP-P2 と有線接続されたパソコンから行ってください。
　　　更新中は電源を切らないでください。システムが故障するおそれがあります。

「管理」-「パスワード設定」から DAP-P2 の管理用パスワード （ログインパスワード） の設定を行います。

注意：パスワードは大文字・小文字が区別されます。また、19 文字を超えて設定することはできません。
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万一の不慮の事態に備え、設定情報のバックアップを保存しておくことを強くおすすめします。DAP-P2 が故障した場合
でもバックアップした重要なファイルを復元可能です。ローカルまたはリモートのパソコンの「管理」-「設定ツール」
から操作します。

4.4.3　  設定ツール

●設定ファイル保存
　「保存」をクリックするとダイアログボックスが表示されます。保存すると「.cfg」という拡張子の設定ファイルがロー
　カルのパソコンに保存されます。

●デバイス再起動
　DAP-P2 を再起動させることができます。「再起動」をクリックすると確認画面が表示され、「OK」をクリックすると再
　起動します。再起動には数分かかることがあります。

●工場出荷時の値に初期化
　「リセット」をクリックすると現在の設定が破棄されて再起動し、パラメータが初期値に戻ります。

●設定ファイル読込
　「参照」をクリックするとファイルを選択するメニューが表示され、復元したい「.cfg」という拡張子の設定ファイルを
　選択します。「アップロード」をクリックするとファイルを読み込み、自動的に再起動します。

ユーザー証明書のインポート / 削除を行います。
ワイヤレスクライアントモードで EAP-TLS を使用するとき、RADIUS サーバーは信頼できるユーザー証明書を要求します。
サーバーは指定された認証局によって発行された全ての証明書を信頼することができます。

4.4.4　  証明書設定



37

デフォルトでは Telnet、FTP、SSH でのリモート管理オプションが有効になっています。他の機能を使用する際は対象の
項目にチェックを入れ適用をクリックしてください。

4.4.5　  リモート設定

DAP-P2 はリモート管理を行いやすいように SNMP をサポートしています。以下の項目に該当する SNMP パラメータを設
定し、MIB ファイルを入手してください。

4.4.6　  SNMP 設定
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　・プロトコルバージョン
　　SNMP バージョンは SNMP マネージャと同じ値を設定してださい。DAP-P2 は SNMP V2/V3 をサポートしています。
　・サーバーポート
　　必要に応じてサーバーポートを変更してください。リモート管理サービスで使用するポートと同じポートを使用す
　　る必要があります。
　・GET コミュニティ
　　マネジメントステーションからの Get リクエスト、GetNext リクエストを受信する際のパスワードを指定します。
　　デフォルト設定は「public」になっており、全てのリクエストを受け付けます。
　・SET コミュニティ
　　マネジメントステーションからの Set リクエストを受信する際のパスワードを指定します。デフォルト設定は
　　「private」です。
　・トラップ送信先
　　SNMP トラップを送信するステーションの IP アドレスを設定します。
　・トラップコミュニティ
　　SNMP トラップがマネージャに送信される際のパスワードを入力します。デフォルト設定は「public」になっており、
　　全てのリクエストを受け付けます
　・ロケーション
　　任意の名称を入力できます。

● SNMPv3 ユーザープロファイル設定
　SNMP プロトコルバージョン 3 の場合、「SNMPv3 ユーザープロファイル設定」をクリックすることで SNMPv3 ユーザー
　の詳細を設定できます。「SNMPv3 Admin/ ユーザー有効」にチェックを入れるとその設定ができるようになります。
　・ユーザー名
　　SNMPv3 の管理者またはユーザー名を設定します。SNMP コマンドでこのユーザー名が使用され、DAP-P2 にアク
　セスできます。
　・パスワード
　　SNMPv3 の管理者またはパスワードを設定します。SNMP コマンドでこのパスワードが使用され、DAP-P2 にアク
　セスできます。
　・パスワードの確認
　　入力したパスワードを再度入力してください。
　・アクセスタイプ
　　「Read Only」または「Read/Write」から選択してください。
　・認証プロトコル
　　認証アルゴリズムを設定します。SHA 認証は MD5 より強力ですが、時間が長くなります。
　・プライバシープロトコル
　　SNMP と通信する際の暗号化メソッドを指定します。「なし」と「DES」から選択します。
　　なし：暗号化を行いません。
　　DES：標準的なデータの暗号方法です。64bit のデータブロックと 58bit の鍵が適用されます。
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●リモートログの有効
　リモート Syslog サーバーへの警報を有効にします。

● IP アドレス
　リモートサーバーの IP アドレスを指定します。

●認証ポート
　リモートサーバーのポート番号を指定します。

4.5      機能

システムログは DAP-P2 で発生したイベントや接続履歴、システム再起動等を記録します。「機能」-「システムログ」か
ら設定を行います。

指定した IP アドレスに Ping を送信し、接続状態のチェックを行います。
設定した回数の Ping に失敗した場合、Ping ウォッチドッグによりデバイスを再起動します。

4.5.1　  システムログ

4.5.2　  Ping ウォッチドッグ

● Ping ウォッチドッグ有効
　チェックを入れると Ping ウォッチドッグを有効にします。
● Ping 送信先
　指定した IP アドレスに Ping を送信します。
● Ping 送信間隔
　指定した間隔で Ping を送信します。
●スタートアップ遅延
　再起動後、DAP-P2 の初期化が完了する前に再び再起動しないよう、スタートアップ遅延時間を指定します。
●再起動までの失敗回数
　Ping 送信の結果、タイムアウトパケットを受信した回数が指定回数に達すると、自動的にデバイスが再起動されます。
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Ping を使ったネットワークの通信テストを行います。

4.5.3　  Ping テスト

● Ping 送信先
　送信先の IP アドレスを指定します。スタートをクリックするとテストを行います。

● Ping 結果
　結果が出力されます。
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第５章　　ステータス
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この章では DAP-P2 の現在の状態や設定値の確認方法を記載しています。

5.1      インフォメーション

「ステータス」-「インフォメーション」に DAP-P2 の基本情報が表示されます。「リフレッシュ」をクリックすると最新
の情報に更新されます。
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5.2      接続リスト

「ステータス」-「接続状況」で、接続されているワイヤレスクライアントの情報を確認できます。「リフレッシュ」をクリッ
クすると最新の接続状況が表示されます。

5.3      パケット統計

「ステータス」-「パケット統計」でイーサネットポートと無線 LAN の送受信パケット数を確認できます。「リフレッシュ」
をクリックすると最新の統計値が表示されます。

●ポーリング間隔
　任意の更新間隔を入力し、「設定」をクリックすると設定が反映され、指定した間隔で表示が自動更新されます。「停止」
　をクリックすると自動更新が停止します。
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5.4      ARP テーブル

5.5      ブリッジテーブル

「ステータス」-「ARP テーブル」に現在の ARP テーブルが表示されます。「リフレッシュ」をクリックすると最新のテー
ブルに更新されます。

「ステータス」-「ブリッジテーブル」に現在のブリッジテーブルが表示されます。「リフレッシュ」をクリックすると最
新のテーブルに更新されます。
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第６章　　トラブルシューティング
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この章では DAP-P2 での基本的な問題解決のため手順を記載しています。

「管理」タブ -「設定ツール」で設定ファイルの保存や、あらかじめ作成されているバックアップファイル
からの復元が可能です。
設定については、本マニュアルの「4.4.3　設定ツール」をご参照ください。

現在の設定値をバックアップ / 復元したい。Q3．

A3．

以下のことをご確認ください。

上記項目を確認しても Web ブラウザの設定ユーティリティにログインできない場合は、DAP-P2 のリセット
スイッチからパラメータを工場出荷値に初期化してください。初期化については、本ページの Q2 をご参照
ください。

①正しく電源が供給されているか確認してください。
②正しくケーブルが接続されているか確認してください。
③パソコンおよび DAP-P2 に設定されている IP アドレスを確認してください。
④ Firefox 等、他の Web ブラウザでログインできるか確認してください。

Web ブラウザから設定ユーティリティにアクセスできない。Q4．

A4．

DAP-P2 の MAC アドレスを確認したい。Q1．

A1．

①本体シールから確認する
　DAP-P2 背面に MAC アドレスを記載したシールが貼られています。

「管理」タブ -「設定ツール」から工場出荷値に初期化できます。
設定については、本マニュアルの「4.4.3　設定ツール」をご参照ください。
また、リセットスイッチからもパラメータを工場出荷値に初期化できます。リセットスイッチは DAP-P2 下
部のカバー内にあります。DAP-P2 の電源が入った状態でリセットスイッチを 5 秒以上長押ししてください。

② Web ブラウザから確認する
　DAP-P2 の IP アドレスを入力し、設定ユーティリティにログインしてください。「ステータス」タブ -「イ
　ンフォメーション」画面に MAC アドレスが表示されています。

MAC アドレスとは個々のネットワークデバイスを見分けるためのものです。MAC アドレスを確認するには
２つの方法があります。

DAP-P2 の設定を初期値に戻したい。Q2．

A2．

Internet Explorer をご使用の場合、「互換表示」に切り替えてご利用ください。

Web ブラウザで設定ユーティリティが一部表示されない（表示がおかしい）。Q5．

A5．

リセットスイッチ

互換表示ボタン
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付録　　アンテナ放射パターン



48

10

0

10

0

-10

-20

-30

-10

-20

-30

-40

H _PLANE
2.45GHz0

30

300

330

270 90

60

120

150

180

210

240

90

10

0

10

0

-10

-20

-30

-10

-20

-30

-40

E _PLANE
2.45GHz0

30

300

330

270

60

120

150

180

210

240

■標準アンテナ

（注 1）標準アンテナは無指向性のため、全横方向からの放射パターンは同じです。  

①

②

DAP-P2 標準アンテナの放射パターンについてです。

図面①,②　標準アンテナ放射パターン

②標準アンテナを真上から見る場合①標準アンテナを真横から見る場合（注 1）
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〒 530-0011 大阪市北区大深町 3-1 グランフロント大阪タワー B 28F

ダイヤトレンド株式会社

商品購入に関するお問い合わせ   　   大阪（06）7777-9339
　　　　　　　　　　　　　　　      東京（03）4589-8002
技術に関するお問い合わせ　　　      大阪（06）7777-9444
　　　　　　　　　　　　　　　      東京（03）4589-8001
e-mail　info@diatrend.co.jp

■アフターサービスについて

■アフターサービス
　お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、保証規定の内容に基づき修理

致します。修理の際は、お買い上げ販売店または直接弊社にお問い合わせください。
　
　本製品の故障またはその使用を理由とする結果の影響については、いかなる責任も

負いかねますのでご了承ください。

■保証規定
①保証期間は弊社から出荷して 12 ヶ月とします。
②保証期間内に正常なご使用状態で万一故障した場合には、無償で修理致します。
③保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。
　（1）シリアル番号の確認ができない場合
　（2）取り扱い上　の誤りによる故障及び損傷
　（3）お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
　（4）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧等による
　　　故障及び損傷
④次のような場合、有償でも修理できない場合があります。
　（1）修理価格が高額になる場合
　（2）不当な改造や修理による故障及び損傷
　（3）マニュアルに記載されていない方法で使用された場合
⑤弊社はいかなる場合もお客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害及び第三

者からお客様に対してなされた損害賠償請求に基づく損害について一切責任を
負いません。

⑥本保証内容は、日本国内においてのみ有効です。
　本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サー

ビス及び技術サポートは行っておりません。海外への持ち出しに関しましては
お客様の責任において法令に従い実施されるものと致します。

　本製品は外国為替及び外国貿易法の「リスト規制品」に該当しません。日本国外
への持ち出しの際も、国連武器禁輸国・地域（輸出令別表第３の２の地域）を除き、
輸出許可申請は必要ありません。

　本製品はキャッチオール規制の対象である輸出貿易管理令別表第 1 の 16 項に該
当します。キャッチオール規制で定められている要件に該当する場合は輸出許
可が必要です。

【安全保障貿易管理関連について】
経済産業省 安全保障貿易管理（http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html） 
財団法人 安全保障貿易情報センター（http://www.cistec.or.jp/）

注意：電波法は日本国内のみ取得しています。
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