
必ず別紙の｢安全にお使いいただくために｣をお読みになってから作業を始めてください。

ウラに続く

セットアップの手順を確認しましょうStep1

パッケージの内容を確認しましょうStep2

セットアップの手順を確認いただいたら，次のステップに進んでください。

ドライバをインストールし，本製品を取り付けましょうStep3

CD

アプリケーションが何も実行されていないことを確認し，添付のセットアップディスクをCD-ROMドライブに入れます。
すでにセットアップメニューが表示されている場合は②に進んでください。

※ 以降の作業は，Windows XP/2000の場合，管理者（Administrator）権限を持つユーザで実行する必要があります。必要に応じて，管理者権限を持つユーザでログオ
ンし直してください。

クリック クリック

② インストールを開始します

しばらくすると，セットアップメニューが表示されますので，「ドライバのインストール」をクリックします。
セットアップメニューは自動的に終了し，「ELECOMラピッドインストーラー」が起動します。
「インストール開始」ボタンをクリックして，インストールを開始してください。

クリック

しばらく待ってもセットアップメニューが表示されない場合は，次の手順で表示させてください。

<1> マイコンピュータなどで「セットアップディスク」の内容を表示します。
<2> 「menu(.exe)」をダブルクリックすると，セットアップメニューが表示されます。

※セットアップメニューをもう一度表示させたい場合も，
　同様の操作を行ってください。

無線LANアダプタ

インストールガイド
無線LANアダプタ

インストールガイド
LD-WL54G/CB2�IEEE802.11b/g対応 54/11Mbps無線LAN PCカード（32bit カードバス）

このたびは，エレコムの無線LAN“Air@Hawk”シリーズの無線LANアダプタをお買い上げいただき，誠にありがとうございます。
この「インストールガイド：導入編」は，本製品をパソコンに導入するにあたっての手順を説明しています。無線でネットワークに接続する際の設定方
法につきましては，後半の「クイック接続編」をお読みください。

導入作業を始める前に，必ず別紙「安全にお使いいただくために」をお読みになったうえで，正しく導入作業を行ってください。

本製品はまだ取り付けないでください

パッケージの内容を確認しましょう

STEP1
セットアップの手順を確認しましょう

STEP2

添付のCD-ROMをパソコンの
ドライブに入れてください。

この状態では，まだネットワーク接続はできません。
インストールが正常に完了したことを確認したら，引き続き「クイック接続編」を参照し
て無線LANの設定を行ってください。
本製品でネットワークに接続するには，アクセスポイント（またはアクセスポイント内蔵
ルーター）が必要です。

インストールガイド※

詳細機能ガイド（ユーザーズマニュアル）※

導入編
本製品のパソコンへの導入と，ユーティ
リティソフトのインストール方法を説明
します。

設定ユーティリティのレファレンスなどを掲載しています。詳しい使い方を知りた
い場合にお読みください。

ネットワーク設定ガイド※

ホームユースや小規模オフィス向けのネットワーク設定を説明したカラーPDFマニ
ュアルです。必要に応じてご利用ください。

FAQ

「設定がうまくいかない」,「接続できない」などのトラブルを解決するFAQです。

クイック接続編
本製品を使用して，無線でネットワーク
（LAN）に接続するための設定方法を説
明します。

本製品のドライバを
インストールします。

無線LANを設定するための
ユーティリティソフトをイ
ンストールします。

本製品に付属のCD-ROMに入っているコンテンツは，「ELECOM Wireless LAN Adapter セットアップメニュー」
から起動してご覧いただけます。

※ PDFファイルです。閲覧には「Adobe Reader」が必要です。

ドライバをインストールし，本製品を取り付けましょう
STEP3

設定ユーティリティをインストールしましょう
STEP4

OSによっては，インストール後，パソコンを
再起動する必要があります。

製品本体 保証書 トラブルシート インストールガイド
（導入編）

インストールガイド
（クイック接続編）

セットアップ
ディスク

サポートサービスについて/
安全にお使いいただくために

パッケージを開封し，梱包物がすべてそろっていることを確認してください。万が一不足しているものがありましたら，お買い求めの販売店にご連絡く
ださい。

各部の名称とはたらき

添付マニュアルの構成

セットアップディスク

導入編

■ 68ピン・コネクタ
パソコンのカードバス対応PCカードスロットに差し込む側のコネクタです。コネクタに指で触れないように注意してく
ださい。また，差し込む向きを間違えないようにしてください。

■ LED（Power）
PCカードスロットから電源が供給されているときに点滅します。
省電力モードのときは，ゆっくりと点滅します。
そのほか，Actとの組み合わせによって本製品の状態を表します。

■ LED（Act）
無線LANでデータのやり取りをしているときに点滅します。
そのほか，Powerとの組み合わせによって本製品の状態を表します。

PowerとActが同時に点滅� リンクが確立しています。

PowerとActが交互に点灯� リンクが確立されていません。
� 接続先を検索中です。

PowerとActが同時に点滅� リンクは確立していますが，停止状態です。
しているが，ランプが暗い

Powerだけが点滅� 本製品がOSに認識されていません。

① 添付のCD-ROMをドライブに入れます
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クリック

クリック クリック

クリック

クリック クリック

設定ユーティリティをインストールしましょうStep4

クリック

オモテより

クリック

◆ ご使用のOSがWindows XP/2000の場合は，本製品を取り付ける前に必ずCD-ROMを取り出してください。
◆ 本製品はカードバス専用です。取り付けるパソコンのPCカードスロットがカードバスに対応していることを確
認してください。

次の画面が表示されたら，本製品をパソコンのPCカードスロットに取り付けてください。
本製品のコネクタ側をゆっくりとスロットの奥まで差し込み，最後に少し強く押し込んで，しっかりと固定します。
Windows XP/2000の場合は，本製品を取り付ける前にCD-ROMを取り出してください（画面のメッセージも異なります）。

本製品を取り付けたあと，自動的に本製品が認識されるまでは時間がかかりますので，

しばらくお待ちください。

しばらくすると，自動的に本製品が認識され，ドライバのインストールが始まります。
以降の手順は，OSによって異なりますので，ご使用のOSの説明を参照してください。

選択

Windows XPのサービスパック
2（SP2）では，右の画面が表
示されます。「いいえ、今回は
接続しません」を選択して，
「次へ」をクリックします。

「ソフトウェアを自動的にインストールする（推奨）」が選択されてい
ることを確認して，「次へ」をクリックします。

スロットの奥まで
差し込みます。

「③ 本製品を取り付けます」で，CD-
ROMを取り出し忘れた場合，複数のド
ライバが検索されてしまうため，右の画
面が表示されます。ドライバの場所が
OSがインストールされたドライブを指
している方を選択して，確認のうえ「次
へ」をクリックします。

※ OSがインストールされたドライブ
に格納されているドライバは，通
常，一番上に表示されています。

インストールが完了するまで
「OK」はクリックしないでください

④ 本製品のドライバをインストールします

③ 本製品を取り付けます

クリック

選択

クリック

クリック

確認

右の画面が表示されることがあり

ますが，そのまま「続行」ボタン

をクリックします。本製品のドラ

イバは弊社で正常に動作すること

を確認しております。

Windows2000ではこの画面が表示されます。
「はい」をクリックしてインストールを続けて
ください

しばらくすると，〔新しいハード

ウェアの検索ウィザードの完了〕

画面が表示されます。「完了」ボ

タンをクリックします。

表示されている「ELECOM ラピッド

インストーラー」の「OK」ボタンを

クリックし，正常完了を確認すると，

ドライバのインストールは完了です。

ドライバのインストールメッセージがしばらく表示され，自動的に消えます。

表示されている「ELECOM ラピッドインストーラー」の「OK」ボタンをクリックすると，〔再起動確認〕ダイアログが表示されます。

「はい」をクリックすると，自動的にOSが再起動されます。

再起動すると，ドライバのインストールは完了です。

本製品を設定するため，付属の設定ユーティリティ（WLANmon：Wireless LAN Monitor）をインストールします。
ドライバのインストールがまだの場合は，Step3を先に行ってください。

① セットアップディスクをCD-ROMドライブに入れ，セットアップメニューを表示させます。

② セットアップメニューの，「ユーティリティソフトのインストール」をクリックします。
自動的にセットアップが始まります。

③ しばらくすると，「InstallSheildウィザードの完了」の画面が現れますので，「はい，今すぐコンピュータを再起動します」が選択されていること
を確認し，「完了」ボタンをクリックします。

パソコンを再起動すると，設定ユーティリティのインストールは完了です。

・セットアップメニューが表示されない場合は，
Step3の②を参照して表示させてください。

・「InstallSheildウィザードの完了」画面が表示
されるまでには，多少時間がかかります。

ドライバ，ユーティリティのアンインストール方法につきましては，セットアップディスク内の詳細機能ガイド（ユーザ
ーズマニュアル）を参照してください。

これで本製品のインストールはすべて完了です。
続いて「クイック接続編」をお読みいただき，無線LANの設定を行ってください。

無線LANアダプタ <LD-WL54G/CB2>

インストールガイド（導入編）

200５年６月　エレコム株式会社

2005 ELECOM Co., LTD.  All rights reserved.
0506-WLAN-007N



ドライバ，設定ユーティリティのインストールが終わってから作業を始めてください。

ウラに続く

接続手順を確認しましょうStep1

アクセスポイントの設定値を確認しましょうStep2無線LANアダプタ

インストールガイド
無線LANアダプタ

インストールガイド
LD-WL54G/CB2�IEEE802.11b/g対応 54/11Mbps無線LAN PCカード（32bit カードバス）

この「インストールガイド：クイック接続編」は，本製品を使用して無線でネットワーク（LAN）に接続するための手順を説明
しています。本製品のドライバと設定ユーティリティのインストールが終わっていない場合は，「導入編」を参照してインストー
ルが完了してからお読みください。

アクセスポイントの設定値を確認しましょう

STEP1
接続手順を確認しましょう

STEP2

本製品の無線LAN設定をしましょう
STEP3

接続テストをしましょう
STEP4

このステップは，以降の設定に必要です。
必ずSTEP3の前に行ってください。

無線LANには，有線LANにはないSSID，WEPの設定が必要です。作業を始める前に，ご使用になるアクセスポイントの設定値を調べて，下記のメモ
スペースに書き込んでおきます。このステップを省略すると，以降の設定ができませんので，必ずStep3の前にお調べください。

※ WEP以外のセキュリティ機能をご使用の場合は，セットアップディスク内の詳細機能ガイド（ユーザーズマニュアル）を参照してください。

アクセスポイントの設定値をメモしたら，次のステップに進んでください。

クイック接続編

SSID： ご使用になる無線LANのネットワーク名です

インターネット

モデム *
ルーター *

ハブ *

アクセスポイント
（AP）*

本製品を取り付けた
ノートパソコン

* お客様のネットワーク環境によっては，これらの機器のすべて，または一部が
1つの機器に一体化している場合があります。

本製品を使用したインターネットへの接続例

このクイック接続編では，アクセスポイントと本製品との接続方法について説明しています。
アクセスポイントや，ルーターなどのネットワーク機器につきましては，各製品のマニュアルを参照してください。

設定を変更する場合は，以下を参考にしてください。アクセスポイントと
本製品の接続方法について
説明しています。

接続手順を確認いただいたら，次のステップに進んでください。

必ずお読みください

① 下記のメモスペースに書き込んだ設定値は，セキュリティ上大変重要なデータです。第三者に見つからないように大切に保管して

ください。心配な場合は，ここには記入せずに別の用紙に記入してください。

② 設定値は，アクセスポイントとアダプタで同一にする必要があります。

③ お使いのアクセスポイントの設定が不明な場合は，アクセスポイントのマニュアルを参照してください。

④ お使いのアクセスポイントのSSID（ESSID）が「ANY」になっていたり，WEP（セキュリティ）の設定が「なし」になっている

場合は，セキュリティ機能が何も設定されていない状態です。不正アクセスの危険がありますので，継続的な運用の際は，セキュ

リティ設定を有効にしてご使用いただくよう強く推奨します。

<1> 半角英数字で作成してください（32文字以内）。

<2> 大文字と小文字が区別されます。

<3> 空白を含むことはできません。

他人に個人情報が推測されやすい名称は避けましょう。

ご自分が覚えやすく，他と区別がつきやすい名称にしましょう。

例） yatsugatake，tokyolaneed200408

WEPキーの長さ： 64Bit（ビット），128Bit，152Bitのいずれかです

WEPキーの文字種： 半角英数字，16進数のいずれかです

WEPキー番号： キー1～キー4のいずれかです

WEPキーサイズとも呼びます。ビット数が高いほど解読が困難になります。ただし，ご使用になる無線LANのネ

ットワークで同じ設定にする必要があるため，ネットワーク内に128ビットまでしか設定できない無線LANアダ

プタが1つでもある場合は128ビットを使用してください。

他人に推測されやすい名称は不正アクセスの危険があります。

意味の分からない文字列のほうが安全です。

128ビットの例） 6sj82frqvzco5 （半角英数字13文字）

WEPキー： 半角英数字，または16進数（0～9とa～fの文字列）です

SSID

WEPキーの長さ

WEPキーの文字種
WEPキー

WEPキーの例

1つのネットワークで4つまで登録できます。同じ無線LANでは必ず同じキー番号を有効にし，このキー番号に同じ

キーを入力する必要があります。
WEPキー番号

□ 64ビット�□128ビット�□152ビット

□ 半角英数字�� □16進数

□ キー1�□キー2�□キー3�□キー4

<1> WEPキーサイズで設定したビット数に合わせて文字数が決まります。指定した文字数より多くても少な

くてもエラーになります。

� 64ビット� →　半角英数字5文字　または　10文字の16進数

� 128ビット�→　半角英数字13文字　または　26文字の16進数

� 152ビット�→　半角英数字16文字　または　32文字の16進数

<2> 半角英数字では大文字と小文字が区別されます。16進数では大文字と小文字は区別されません。

<3> 空白を含むことはできません。



本製品の無線LAN設定をしましょうStep3

接続テストをしましょうStep4

オモテより

選択
ダブルクリック

選択

クリック

アクセスポイントに

接続された状態

① 選択 ② クリック

確認

① 確認

② 選択

③ WEPキーの長さとWEPキーの文字種を選択

① 選択

② 入力

クリック

②クリック

チェックを外す

① 確認

クリック

付属の設定ユーティリティ（WLANmon：Wireless LAN Monitor）を使用して，SSID，WEPを設定します。
本製品のドライバをインストールしたあとに，本製品を接続した状態で行ってください。
また，アクセスポイント，ルーター，ハブなどのネットワーク機器の電源がすべて入っていることを確認してください。

設定ユーティリティのアイコンをダブルクリ
ックしたとき，設定ユーティリティの画面で
はなく，右の画面（ワイヤレス ネットワーク
接続のプロパティ）が表示されることがあり
ます。

これは，Windows標準のワイヤレスネット
ワーク機能が有効になっている状態です。
本製品ではWindows標準のワイヤレスネッ
トワーク機能は使用しませんので，手順に従
って無効に設定してください。

<1> ワイヤレス ネットワークのタ
ブを選択します。

<2> [Windowsでワイヤレス ネッ
トワークの設定を構成する]の
チェックを外します。

<3>「OK」ボタンをクリックして
画面を閉じます。

WEP以外のセキュリティ機能を使用する場合，高度な機能を使用する場合は，セットアップディ
スク内の「詳細機能ガイド（ユーザーズマニュアル）」をご参照ください。

もし接続できない場合は，お問い合わせの前にFAQをご参照ください

無線LANアダプタ <LD-WL54G/CB2>

インストールガイド（クイック接続編）

200５年６月　エレコム株式会社

2005 ELECOM Co., LTD.  All rights reserved.
0506-WLAN-008N

Step2でメモしたアクセスポイントの設定値を見ながら作業を進めてください。

<1> スタートメニューから，[(すべての)プログラム]→[Air@Hawkシ
リーズ ユーティリティ]→[WLANmon]を選択します。

<4> <ワイヤレスネットワークのプロパティ>画面が表示されますので，[ネッ
トワーク名(SSID)]にSSIDが正しく表示されているかを確認します。�
�
SSIDの設定はこれで完了です。

<3> 設定ユーティリティのメイン画面が表示さ
れます。[利用出来るネットワーク]に，ご
使用のアクセスポイントのSSIDが表示され
ていますので，選択して[構成]ボタンをク
リックしてください。�
�
アクセスポイントの設定によっては，[利用
出来るネットワーク]にアクセスポイントの
SSIDが表示されない場合があります。�
その際は，[優先するネットワーク]の「追
加」ボタンを押して，<4>に進んでくださ
い。

<9> 設定ユーティリティのメイン画面に戻り，[優先するネットワーク]に設定したSSIDが表示されていることを確認し，「適用」ボタンを押しま
す。SSIDのアイコンが変わることを確認したら，「OK」ボタンを押して設定ユーティリティを閉じます。

<2> 画面右下のタスクトレイに設定ユーティリティのアイコンが表示
されますので，ダブルクリックします。

<6> [キーを手入力する]を選択します。

<7> [使用するWEPキー]にStep2でメモした[WEPキー番号]を選択
し，選択したキー番号の欄にWEPキーを入力します。

<8> 設定値を確認し，「OK」ボタンをクリックします。�
これでWEPの設定は完了です。

<5> 続けてWEPの設定を行います。�
�
[認証方式]に[オープンシステム]が選択されているこ
とを確認し，[暗号化]に[WEP]を選択します。�
[キーの長さ]には，Step2でメモした「WEPキーの
長さ」と「WEPキーの文字種」の組み合わせを選択
します。

アイコンが表示されない場合は，アダプタが正しく接
続されているかを確認してください。

※ これ以降，「yatsugatake」というSSIDを持つ
アクセスポイントに接続する例を示します。�
設定値は次のとおりです。�
�
・WEPキーの長さ� 128ビット�
・WEPキーの文字種�半角英数字�
・WEPキー番号� キー1�
・WEPキー� 6sj82frqvzco5

※ <3>で[優先するネットワーク]の追加ボタンをクリックしてこの画面が
表示された場合は，ここでSSIDを手動で入力してください。

※ <3>で選択したアクセスポイントにWEPが設定してある場合は，[暗号化]に[WEP]が自動的に選択されます。

最後にインターネットに接続できるか確認してみましょう。
セットアップメニューが表示されていない場合は，セットアップディスクをCD-ROMドライブに入れてください。
セットアップメニューのELECOMのロゴをクリックし，弊社のホームページが表示されれば，正しく接続できています。

設定完了!!

設定ユーティリティが表示されない場合
Windows標準のワイヤレス ネットワーク機能を無効にする手順


