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1 はじめに 

 

1.1 はじめに 

本マニュアルは NW 機器集中管理ソフトウェア(FSW-CONFIG-2)の Version2.3.0.0 以降に基づいて作成さ

れています。 

ソフトウェアのバージョンは予告なく変更される事がありますので、ご使用になるソフトウェアのバージョン

にご注意ください。 

 

1.2 動作環境 

本ソフトウェアは下記のように Windows PC 上で動作させることを前提としています。 

 

言語 日本語 

OS Microsoft® Windows® 10/8.1/7、 32/64bit 版 

フレームワーク Microsoft .NET Framework 4.5 必須 

Web ブラウザ Microsoft Internet Explorer® 11 推奨 

対応機種(CPU) 
上記 OS が稼動するパーソナルコンピュータ(インテル® 

Core™ 2 Duo 以上または同等の性能を持つプロセッサ) 

メモリ 2G 以上必須、4G 以上推奨 

ディスプレイ 1024×768 以上必須 

ハードディスク 
占有ディスク容量 10MB（データベース、ログファイルで使

用するデータ領域は別途必要） 

マウス/キーボード 上記 OS で使用可能なマウス /キーボード 

インターネット環境 ライセンス登録、最新バージョン情報取得時に必須 

ネットワーク 1Gbps 対応 NIC 推奨、有線必須 

 

本ソフトウェアはブリッジモード(アクセスポイントモード)で一括設定・監視することができます。 

ルーターモードで動作しません。 

また、本ソフトウェアは同一ネットワーク内のみで一括設定・監視を行います。複数のネットワークにまたが

る場合は、ネットワーク毎に設定・監視が必要です。 

 

1.3 注意事項 

本マニュアルの記載内容は、改訂等により予告なく変更される場合があります。 

本マニュアルに記載された内容のご使用に関して、第三者が所有する知的財産権その他の権利侵害や損害発生

に対し、当社は責任を保証するものではありません。 

本マニュアルに記載の内容を弊社に無断で転載または複製することを禁止します。 
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2 導入の流れ 

2.1 適用範囲 

本説明書は、FSW-CONFIG-2 ソフトウェアを使用して弊社無線 AP 製品 AE1021、AE1021PE、AE1031、

AE1031PE、AE1041、AE1041PE、AE1051、AE1051PE 、AE1050PE シリーズの導入について

説明したものです。 

AP の導入は、以下の流れでおこないます。 

1. FSW-CONFIG-2 の起動「3 章」 

2. IP アドレスの設定「5 章」 

3. マスターAP の設定「6 章」「7 章」 

4. マスターAP の設定値を他の複数台 AP へ導入「7 章」 

5. 管理設定「8 章」「9 章」 

以降、本説明書では上記の順番に沿って導入方法について説明していきます。 

FSW-CONFIG-2 において、以下の製品はそれぞれ同一機種として扱います。本書では左欄の名称を用いて説

明します。 

 

 

本書での呼称 適用機種 

AE1021 AE1021、AE1021PE 

AE1031 AE1031、AE1031PE 

AE1041/51 AE1041、AE1041PE、AE1051、AE1051PE、AE1050PE 

 

 

なお、本ソフトウェアは AP 以外にも同一ネットワーク内に設置された FXC5200/FXC5200PE シリーズの

IP アドレス一括設定、GUI での個別設定変更操作、AE3301 及び AE5301 の簡易死活監視をすることがで

きます。 

IP アドレスの一括設定については「5.1 IP アドレスの一括設定」を、個別設定動作については「7.1 マスター

AP への個別設定」を、簡易死活監視については「8.4 監視の開始／停止」から参照できますが、事前に「6 グ

ループと機器の登録」が必要です。 
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3 インストールと起動 

3.1 インストール／アンインストール 

本ソフトウェアはレジストリを使用しません。 

ダウンロードしたソフトウェア(zip ファイル)を任意のフォルダに解凍して下さい。 

展開したフォルダより「fswconfig2.exe」のショートカットをデスクトップフォルダ、スタートアップグルー

プ等へ作成し、以降そのショートカットを起動するようにしていただくことをお勧めします。 

アンインストール時にはフォルダごと削除して下さい。 

 

3.2 起動／ログイン／終了 

解凍したフォルダ内にあるファイル「fswconfig2.exe」を起動してください。 

 

FSW-CONFIG-2 は、ネットワークデバイスへアクセスするため管理者権限を必要とします。起動時「この不

明な発行元からのアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」と表示されますので「はい」をク

リックしてください。 

 

初回起動時にはライセンス登録の画面が表示されます。ライセンスキーをお持ちの場合はライセンス登録を、

ライセンスキーをお持ちでない場合はトライアル版のライセンス登録を行ってください。 

 

初回起動時は、本ソフトウェア内で使用される、起動設定ファイルを読み込むため、以下の画面が表示されま

すが問題ありません。OK をクリックすると設定ファイルが生成されます。 

  

 

本ソフトウェア起動時の最初の画面は、以下のようにログイン画面が表示されます。 

ユーザ ID「admin」、パスワード「admin」 

と入力し、ログインボタンをクリックするとメイン画面が表示されます。 

 

 「ユーザ ID」、「パスワード」は、メニューのツール→オプション→ログイン設定で変更可能です。 
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ログイン時、データベースが作成されていない場合、以下の画面が表示されますのではい(Y)をクリックして 

新規作成してください。 

※既存のデータベース（ファイル名「database.mdb」）を利用・参照する場合は、いいえ(N)をクリックして 

指定してください。 

  

 

ログイン後、以下のメイン画面が表示されます。 

 

メイン画面右上の×ボタンをクリックする、またはメニューのファイル→終了をクリックすると、本ソフトウ

ェアを終了します。 

 

終了時にはデータが変更された場合は、管理データの保存を確認するダイアログが表示されます。データ保存

の確認時にいいえを選択すると、作成したデータは保存されずにソフトウェアを終了します。 
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※その後、終了を確認するダイアログが表示されます。終了の確認時にいいえを選択すると、終了をキャンセ

ルします。 
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4 ライセンス登録 

 

本章ではソフトウェアの初回起動時に行うライセンス登録について手順を説明します。 

すでにライセンス登録をされている場合、本章はスキップしてください。 

 

4.1 ライセンスの選択 

ソフトウェア起動時にライセンス未登録の場合、以下の画面が表示されます。 

 

ライセンスキーをお持ちでライセンス登録を行う場合は、はい(Y)ボタンをクリックし、製品版のライセンス登

録を行います。ライセンスキーをお持ちでない場合にはいいえ(N)ボタンをクリックするとトライアル版として

ライセンス登録を行います。 

キャンセルボタンをクリックするとソフトウェアが終了します。 

 

 

 

4.2 製品版のライセンス登録 

以下のようにライセンス登録画面が表示されるので、弊社から購入した「ライセンスキー」および、「お名前」、

「メールアドレス」を入力し、ライセンス登録／更新ボタンをクリックします。 
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インターネットアクセスの確認メッセージが表示されます。 

 

 

OK ボタンをクリックするとライセンス登録が行われます。ライセンス登録が正常に終了すると以下のメッセ

ージが表示されます。 

 

 

ライセンスキーの登録に失敗すると以下のメッセージが表示されます。 

 

 

登録したライセンス情報は、メニューのヘルプ→アプリケーション情報をクリックして確認できます。 

 

バージョンアップなどで FSW-CONFIG-2 を同一 PC 上の別のフォルダへセットアップしてご使用の場合、

【情報】ポップアップ「ライセンスファイルの検出に失敗しました(-1)。」の画面でキャンセルをクリックし

て FSW-CONFIG-2 を終了してから、ライセンスファイルを、起動する「fswconfig2.exe」と同じフォルダ

へ配置してください。ライセンスファイルは、「license_」ではじまるファイル名です。 

 

【ご注意】 

FSW-CONFIG-2 はパソコン 1 台毎にライセンス認証しています。 

認証された PC からソフトウェアを削除して他の PC で同一ライセンスを登録しても動作致しません。 

お使いのパソコンの故障や入替えの場合は再度ライセンス発行が必要になります。 

この場合は弊社サポートセンターまでお問い合わせください。 
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4.3 トライアル版のライセンス登録 

以下のようにライセンス登録画面が表示されるので、「お名前」、「メールアドレス」を入力し、ライセンス

登録／更新ボタンをクリックします。 

 

 

 

インターネットアクセスの確認メッセージが表示されます。 

 

 

OK ボタンをクリックするとライセンス登録が行われます。ライセンス登録が正常に終了すると以下のメッセ

ージが表示されます。 

 

 

登録したライセンス情報は、メニューのヘルプ→アプリケーション情報をクリックして確認できます。 

 

トライアル版のライセンス登録は 1 台の PC につき 1 回のみ可能です。ライセンス登録を行った日から 60

日間ご使用いただけます。 

トライアル版では機器登録は 3 台までとなっています。 
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5 機器の初期設定 

 

本章では機器の IP アドレス設定を行う手順を説明します。 

 

5.1 IP アドレスの一括設定 

弊社無線製品の初期 IP アドレスは、192.168.1.253 として工場出荷設定されています。 

本機能では一度に最大 100 台までの無線 AP の IP アドレスを一括設定します。 

IP アドレスは初期設定画面で IP アドレス範囲を指定して割り当てる方法と、MAC アドレスを指定して IP アド

レスを割り当てる方法があります。 

 

本設定は、FSW-CONFIG-2 を起動している PC と対象の無線 AP 機器が同一ネットワーク上で動作している

ことを前提としています。 

例として以下のようなネットワーク環境となります。 

 

 

 

2 つ以上の IP インターフェースがある場合は FSW-CONFIG-2 を接続しているもの以外無効にしてくださ

い。IP 自動割り付けの際に割り付けに失敗します。 

192.168.1.1～192.168.1.254 の IP アドレスに作業用 PC とスイッチ以外は接続しないようにしてくだ

さい。(初期 IP アドレスが 192.168.1.1 の FXC52xx シリーズは混在可能です。) 

一括で IP アドレスを付与する無線 AP の IP アドレスは、すべて工場出荷時の「192.168.1.253」に設定さ

れている必要があります。 

 AE10xx シリーズの別ラインナップを同一ネットワークに混在させることは出来ません。 

 (AE1041 と AE1051、AE1050PE は混在が可能です。) 

1 回に初期設定可能な AP の最大数は 100 台までとなります。100 台以上の場合は複数回に分けて設定を

行ってください。 
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ツール→初期設定をクリックし、初期設定画面を起動します。 

 

 

 

「初期設定」画面では、「作業 PC ネットワーク設定」、「機器属性」、「作業利用禁止ホストアドレス指定」、

「IP アドレス設定方法」などを指定します。 

 

 

 

 

 

「初期設定」機能の詳細は「5.2 初期設定機能の詳細」を、「MAC アドレス指定」の操作方法については、

「5.2.3.2 MAC アドレス指定」を参照してください。 

1) 
スイッチ、無線 AP と
同一のネットワーク
に接続された NIC を
選択します 

2) 
クリックして一時的に作業
用 PC の IP アドレスを設定
します 
(作業終了時は、下の元の設
定に戻すで戻します) 

3) 
対象の無線 AP 製品名を
選択します 

5) 
設定したい IP アドレス
の範囲を指定します 

6) 
192.168.1.0/24 ネット
ワーク内で他で使用されて
いる IP アドレスがあれば指
定します(未使用の場合、空
欄で構いません) 

作業用 PC アドレスを
除く[本画面]の値を初
期設定値に戻します 

7)割り当て開始で IP アドレス設定を開始します 

4) 
「IP アドレス指定」か
「MAC アドレス指定」
かを選択します 
(ここでは IPアドレス指
定の場合の操作を説明
しています) 
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2)の 192.168.1.252 に設定のボタンをクリックすると以下メッセージが表示されますので、OK をクリック

してください。 

 

 

設定の入力が完了したら、7)の割り当て開始をクリックします。 

 

「確認／警告」画面が表示されますので 

 

OK をクリックします。 

 

ログ出力画面を起動していない場合には、IP アドレス割り当て処理の進捗状況のログを表示する為にログ出力

画面が自動起動します。 

 

 

ログから割り当てる IP アドレスが間違っていないか確認してください。 

 

OK ボタンをクリックすると、確認のメッセージボックスが表示されます。 
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OK ボタンをクリックすると IP アドレス割り当て処理が始まります。 

 

IP アドレス割り当て時には、一時的に 192.168.1.0/24 ネットワーク内で連番の IP アドレスを付与したのち、

指定した[IP アドレス指定]範囲に設定されます。) 

この作業用 IP アドレスを使用しても問題ないかログから確認します。 

 

割り当て処理の進捗状況のログがログ出力画面に表示されます。 

割り当て処理が完了すると、「〇台の機器へ、自動割り当てが終了しました」とメッセージが表示されます。 

 

 

 

「ログ出力」画面で割り当てた IP アドレスと MAC アドレスの一覧の表示と、下記のような画面表示で IP アド

レス付与が完了したことを示します。 

 

「初期設定」画面の元の設定に戻すをクリックし、作業用 PC のネットワークインターフェースの設定を戻し、 

閉じるボタンをクリックして終了します。 
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5.2 初期設定機能の詳細 

「初期設定」機能画面について、補足事項、その他機能について説明しています。 

 

5.2.1 作業 PC のネットワーク設定 

FSW-CONFIG-2 は AP の初期 IP である 192.168.1.253 から、一度 192.168.1.xxx に変更したのち、

お客様が割り当てたい IP アドレスへ変更を行います。 

 

作業に使用する PC の「ネットワークインターフェース」をプルダウンメニューから指定したのち、 

192.168.1.252 に設定をクリックすると、作業用 PC の IP アドレスを 192.168.1.252、デフォルトゲ

ートウェイを 192.168.1.254、サブネットマスクを 255.255.255.0 に自動設定します。 

 

機器にお客様が割り当てたい IP アドレスの設定が完了したのち、元の設定に戻すをクリックすると、 

お客様が「初期設定」を行う前に設定していたネットワークアドレスに戻ります。 

ボタン   をクリックすると現在のネットワーク設定を再読み込みします。 

  

5.2.2 機器属性 

FSW-CONFIG-2 で設定したい AP の製品名をプルダウンメニューから選びます。 

 

製品名は必ず指定が必要です。 

 

同一ネットワークに複数の製品ラインナップ(AE10xx シリーズの別ラインナップ)を混在させることは 

出来ません。(AE1041 と AE1051 は混在が可能です。) 

弊社 L2SW である、FXC52xx シリーズは初期 IP アドレスが 192.168.1.1 のため、混在が可能で、 

IP アドレスも本「初期設定」画面から設定が可能ですが、その場合は「5.2.4 作業利用禁止ホストアドレ

ス指定」で「1」を入力し、192.168.1.1 を一時付与アドレスから外してください。 
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5.2.3 IP アドレス設定方法 

対象 AP への IP アドレスの割り当て方法を「IP アドレス指定」または「MAC アドレス指定」のいずれかか

ら指定します。 

 

5.2.3.1 IP アドレス指定 

割り当てる IP アドレスの範囲を指定し、検出した AP に対して IP アドレスを割り振る場合に使用しま

す。この場合 IP アドレス固定、DNS アドレス固定の設定になる為、サブネットマスク、ゲートウェイ、

DNS アドレスを指定する必要があります。 

 

割り当てた IP アドレスと MAC アドレスの一覧は割り当て処理の終了時に表示されます。 

 

本初期設定はサブネットマスクが/24(255.255.255.0)のみを想定して開発されています。 

 ネットマスクが変わる場合はマスクに合わせて第 3 オクテットを変更しながら設定してください。 

 DHCP に設定したい場合、一度すべての機器に IP アドレスを割り振った後、本書「7 マスターAP

の設定と機器全体への反映」の操作を行ってください。
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5.2.3.2 MAC アドレス指定 

割り当て対象の AP の MAC アドレスを指定して、IP アドレスを割り振る場合に使用します。 

テキストボックス右の…ボタンをクリックすると、ファイルを選択するダイアログが開きますので、 

このあとで説明する設定ファイルを選択します。 

 

 

選択した設定ファイルが表示されます。 

 

「割り当て」ボタンをクリックし、MAC アドレスに対応した割り当て IP アドレスが付与されます。 

 

5.2.3.3 MAC アドレス指定の設定ファイル書式 

「ツール」-「初期設定」-[IP アドレス設定方法]で[MAC アドレス指定]を選択したときに指定するファ

イルフォーマットについて、以下のような MAC アドレス、IP アドレスが記述されたファイルを用意し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・先頭の文字が‘#’の行はコメントとみなされます。 

・各項目はカンマ(‘,’)で区切ってください。 

・設定ファイルのファイル形式は S-JIS または UTF-８のみ使用可能です。 

・ファイル名、拡張子についてのルールはありません。 

#この行はコメントです 

#No.    MAC                 IP            MASK           GW           PDNS          SDNS        NOTE 

01, 00:17:2E:9A:AF:C7, 192.168.100.50, 255.255.255.0, 192.168.1.254, 192.168.1.1, 192.168.1.1, メモ 1 

02, 00:17:2E:9A:B1:4A, 192.168.100.51, 255.255.255.0, 192.168.1.254, 192.168.1.1, 192.168.1.1, メモ 2 

03, 00:17:2E:9A:B0:00, 192.168.100.52, 255.255.255.0, 192.168.1.254, 192.168.1.1, 192.168.1.1, メモ 3 

04, 00:17:2E:9A:AF:F1, 192.168.100.53, 255.255.255.0, 192.168.1.254, 192.168.1.1, 192.168.1.1, メモ 4 

05, 00:17:2E:9A:B2:61, 192.168.100.54, 255.255.255.0, 192.168.1.254, 192.168.1.1, 192.168.1.1, メモ 5 

06, 00:17:2E:9A:B1:D1, 192.168.100.55, 255.255.255.0, 192.168.1.254, 192.168.1.1, 192.168.1.1, メモ 6 

07, 00:17:2E:9A:B0:39, 192.168.100.56, 255.255.255.0, 192.168.1.254, 192.168.1.1, 192.168.1.1, メモ 7 

08, 00:17:2E:9A:B2:2B, 192.168.100.57, 255.255.255.0, 192.168.1.254, 192.168.1.1, 192.168.1.1, メモ 8 

09, 00:17:2E:9A:AF:F7, 192.168.100.58, 255.255.255.0, 192.168.1.254, 192.168.1.1, 192.168.1.1, メモ 9 

10, 00:17:2E:9A:AA:B4, 192.168.100.59, 255.255.255.0, 192.168.1.254, 192.168.1.1, 192.168.1.1, メモ 0 

11, 00:17:2E:9A:B4:D7, 192.168.100.60, 255.255.255.0, 192.168.1.254, 192.168.1.1, 192.168.1.1, メモ 1 

12, 00:17:2E:9A:AD:BA, 192.168.100.61, 255.255.255.0, 192.168.1.254, 192.168.1.1, 192.168.1.1, メモ 2 

13, 00:17:2E:9A:AA:93, 192.168.100.62, 255.255.255.0, 192.168.1.254, 192.168.1.1, 192.168.1.1, メモ 3 

14, 00:17:2E:9A:B1:E9, 192.168.100.63, 255.255.255.0, 192.168.1.254, 192.168.1.1, 192.168.1.1, メモ 4 

15, 00:17:2E:9A:AA:78, 192.168.100.64, 255.255.255.0, 192.168.1.254, 192.168.1.1, 192.168.1.1, メモ 5 

16, 00:17:2E:9A:AF:D3, 192.168.100.65, 255.255.255.0, 192.168.1.254, 192.168.1.1, 192.168.1.1, メモ 6 

17, 00:17:2E:9A:B0:8A, 192.168.100.66, 255.255.255.0, 192.168.1.254, 192.168.1.1, 192.168.1.1, メモ 7 

18, 00:17:2E:9A:B0:48, 192.168.100.67, 255.255.255.0, 192.168.1.254, 192.168.1.1, 192.168.1.1, メモ 8 

19, 00:17:2E:9A:B0:42, 192.168.100.68, 255.255.255.0, 192.168.1.254, 192.168.1.1, 192.168.1.1, メモ 9 

20, 00:17:2E:9A:B1:C2, 192.168.100.69, 255.255.255.0, 192.168.1.254, 192.168.1.1, 192.168.1.1, メモ 0 
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設定ファイルに記述する各項目と記述ルールについて説明します。 

項目 説明 

No. 
数値を指定します。数値以外の文字は禁止です。この値は設定には反映されませ

んので、数値であれば値は問いません 

MAC 
AP 製品の LAN I/F の MAC アドレスを指定します MAC アドレスの取得は

（Appendix を参照してください） 

IP IP アドレスを指定します(IPv4 形式) 

MASK サブネットマスクを指定します(IPv4 形式) 

GW ゲートウェイアドレスを指定します(IPv4 形式) 

PDNS プライマリ DNS アドレスを指定します(IPv4 形式) 

SDNS セカンダリ DNS アドレスを指定します(IPv4 形式) 

NOTE メモを記載します。この値は設定には反映されません。省略可能です。 

 

5.2.4 作業利用禁止ホストアドレス指定 

作業に使用するスイッチが IP アドレスを持っている場合に、そのアドレスを使用しないように利用禁止ホス

トアドレスの指定を行います。 

FSW-CONFIG-2 は AP の IP アドレスを一度 192.168.1.xxx に変更したのち、お客様が割り当てたい IP

アドレスへ変更を行います。暫定的に設定する 192.168.1.xxx のアドレス内で使用したくないアドレスを

指定します。 

 

 

この例では「192.168.1.1～192.168.1.10」の IP アドレスは初期設定の作業中に使用されません。 

 

IP アドレスの第 4 オクテットのみを記載します。 
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5.2.5 割り当て開始・初期化 

割り当て開始をクリックすると「初期設定」に入力した内容でネットワーク上の AP へ設定を行います。 

初期化をクリックすると「初期設定」の内容が入力変更前の情報に戻ります。 

 

確認のメッセージボックスが表示されます。 

 

 

ログ出力画面を起動していない場合には、IP アドレス割り当て処理の進捗状況のログを表示する為にログ 

出力画面が自動起動します。 

 

ログから割り当てる IP アドレスが間違っていないか確認します。 

 

OK ボタンをクリックすると、確認のメッセージボックスが表示されます。 

 

IP アドレス割り当て時には、一時的に作業用 IP アドレスを使用します。この作業用 IP アドレスを使用して

も問題ないかログから確認します。対象機器によっては作業用 IP を必要としない為、このメッセージは表示

されません。 
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OK ボタンをクリックすると IP アドレス割り当て処理が始まります。 

 

割り当て処理の進捗状況のログがログ出力画面に表示されます。 

割り当て処理が完了すると、「n 台の機器へ、自動割り当てが終了しました」とメッセージが表示されます。 

 

 

ログ出力に、割り当てた IP アドレスと MAC アドレスの一覧が表示されます。 
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6 グループと機器の登録 

 

本章では FSW-CONFIG-2 でグループ登録を行い、機器をグループ内に登録する手順を説明します。 

 

6.1 設定無線 AP のグループ作成 

管理する機器(IP アドレスを付与した無線 AP)を登録する為にグループを作成する前に「グループ」を作成し、 

作成したグループに「機器登録」を行う必要があります。 

グループを作成するには、メニューのグループ(G)→グループ情報追加をクリックします。 

 

 

グループ情報画面が表示されますので、「グループ名：」の欄に任意グループ名を入力し、「アイコン」を 

選択して下さい。 

 

 

OK をクリックします。 

これでグループの登録は完了です。 

 



20 

 

 

6.2 グループへの機器一括登録 

作成したグループに所属する機器を一括登録します。 

 

左ビューから作成したグループ名を選択します。グループの選択状態はステータスバーの左下に表示されます。 

 

 

選択グループにグループ名が表示されている状態で、メニューの機器→機器自動検出をクリックします。 

 

 

「自動検出」画面が表示されますので「ネットワークインターフェース」設定を確認し、「アドレス範囲指定」

を設定、検出開始をクリックします。 

機器は自動検出も可能です。詳細については「10 機器自動検出」の項を参照してください。 
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自動的に AP をサーチすると検出された AP が一覧に表示されますので、登録したい AP がチェックで選択 

されていることを確認後、機器登録をクリックし、閉じるをクリックします。 

 

メイン画面右側の機器リストに AP が登録されていることを確認してください。 

 

 画面ツールバーの「製品」フィルタをかけると表示が絞り込まれます。 

 

6.3 グループへの機器個別登録 

作成したグループに所属する機器を手動で登録します。 

 

左ビューから作成したグループ名を選択します。グループの選択状態はステータスバーの左下に表示されます。 

 

 

選択グループにグループ名がされている状態で、メニューの機器→機器情報追加をクリックします。 

 



22 

 

 

機器情報画面が表示されますので、「製品名」を選択し、「機器属性」と「管理情報」に管理する機器の情報

を入力、適用ボタンをクリックすると入力した情報が登録されます。 

 

登録情報は「IP アドレス」以外は空欄でもエラーにはなりません。 

 

これで、メイン画面右側の機器リストに、先ほど登録した機器情報が表示されます。 

 

このようにグループとグループに属する機器を登録して機器の管理を行います。 

 

機器情報の編集や、機器リストに表示する表示項目についてなどの細かい説明は他の章で行います。 
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7 マスターAP の設定と機器全体への反映 

 

本章では、設置したすべての無線 AP の設定を同一にする手順を説明します。 

はじめにマスターとなる無線 AP の設定を行います。設定方法は各無線 AP の機種によって異なりますが、 

設定画面は FSW-CONFIG-2 から起動することが可能です。 

 

 

 

7.1 マスターAP への個別設定 

任意の AP をマスターAP として選び、メイン画面のメインビューの設定変更したい AP の行をクリックして 

選択してからツール→個別設定変更をクリックします。 

 

 

 

ブラウザ(Internet Explorer)で選択中 AP のログイン画面が起動します。 

登録されているユーザ ID とパスワードでログインします。 

AP の設定を変更し、適用してください。 
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画面は AE1031 のものです。 

 

(このとき、動作モード、IP アドレス、ログイン ID、パスワード、ポート番号を変更してしまうと、以降、

FSW-CONFIG-2 側からアクセスできなくなります。この場合、「7.3 無線 AP のログイン ID、パスワード、

ポート番号の変更」の操作にしたがってログイン ID、パスワード、ポート番号を変更します。) 

 

 

 本ソフトウェアはブリッジモード(アクセスポイントモード)のみで使用することを想定しています。 

ルーターモードでは動作しませんので、モード変更はしないでください。 
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7.2 マスターAP の設定値を他の複数台 AP へ導入 

マスターAP の設定値を他の複数台の AP へ一括コピーする操作について説明します。 

メイン画面右側の機器リストで、一括設定元となる機器(マスターAP)を選択し、メニューのツール→一括設定

変更をクリックします。 

 

 

一括設定画面の構成は、左から「コピーしない設定項目」の選択リスト、「設定元機器」の表示、「設定先機

器選択リスト」となっています。 

 

 

左ビューから設定コピーしたくない項目にチェックを入れ、コピーしたい項目はチェックを外してください。 

「IP アドレス」はチェック状態にしてコピーしないでください。 
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設定する項目が決定したら一括設定開始をクリックします。 

 

FSW-CONFIG-2 では「一括設定」で AE1021 の AP 内のポート番号、ユーザ ID、パスワードの変更

を追跡できません。ログインパスワードを変更すると「個別設定」機能でアクセス出来なくなりますので、

「7.3 無線 AP のログイン ID、パスワード、ポート番号の変更」(データベースのみの更新)の操作を行う

必要があります。 

AE1021 以外の機種ではマスターAP のみ「7.3 無線 AP のログイン ID、パスワード、ポート番号の変

更」の操作にしたがってログイン ID、パスワード、ポート番号を変更してから「一括設定」を行う必要が

あります。 

 

7.2.1 コピーしない設定項目 

LAN の IP アドレスや無線 LAN の暗号化キー、パスワード設定など、機器毎に別の値で管理したい項目につ

いてはチェックを ON にします。設定ファイルのコピーが可能な設定項目でコピーしない設定項目に無い項

目についてはコピーされます。 

 

7.2.2 設定先機器選択 

設定先機器選択リストには、グループ選択されているグループに所属する機器を全て表示します。このリス

ト内から設定のコピーを行いたい機器を選択してください。 

 

7.2.3 一括設定開始 

一括設定開始ボタンをクリックすると、一括設定処理が始まります。 

ログ出力画面を起動していない場合には、一括設定処理の進捗状況のログを表示する為にログ出力画面が自

動起動します。 

 

 

 

 

一括設定画面のステータスバーにも一括設定処理の進捗状況を表示します。 
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一括設定が完了すると「一括設定が終了しました」とメッセージを表示します。 

 

 

一括設定処理の途中で通信エラー等、何らかのエラーが発生した場合にはエラーメッセージが表示され、そ

の後処理終了のメッセージを表示します。 

 

 

エラーで終了した場合でも、LAN 設定関連の「コピーしない設定項目」がチェック ON(IP アドレスやゲ

ートウェイ等のコピーが行われていない事)の場合、再度の一括設定開始が可能です。 

 

 

7.2.4 一括設定取得 

AE1031 以降の製品では「一括設定取得ボタン」をクリックすると、選択した機器の設定情報をファイルと

して取得することが可能です。このファイルは「個別設定」で適用することが可能です。 
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7.3 無線 AP のログイン ID、パスワード、ポート番号の変更 

グループに登録された各無線 AP の IP アドレス、AP へのログイン ID、パスワード、ポート番号を変更するこ

とができます。 

IP アドレス以外は複数選択して一括で変更することも可能です。 

メイン画面右側の機器リストで、変更したい AP の行をクリックして選択してからメニューの機器→機器情報

編集をクリックします。複数の AP を選択し、一括で変更します。 

 

機器情報画面が表示されますので、管理情報のログイン ID、パスワード、ポート番号の複数またはいずれかを

変更したい設定値に変更し、適用をクリックします。 

 

 

 

「はい」をクリックすると AP 側と FSW-CONFIG-2 内部データベースを変更します。 
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「いいえ」をクリックすると FSW-CONFIG-2 の内部データベースのみを変更します。 

 

AE1021 のポート番号、ユーザ ID、パスワードを「一括設定」や本「個別設定変更」で変更した場合は、

いいえを選択して FSW-CONFIG-2 のデータベースへ反映させる必要があります。 

 

設定を一切変更したくない場合はキャンセルをクリックしてください。 

 

はいを選択して AP 本体側を変更した場合、以下のメッセージ表示で設定完了となります。 
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8 機器の管理と監視 

 

本章では、登録した AP の管理と簡易監視方法を説明します。 

 

8.1 無線 AP の IP アドレスを変更する 

一度設定した IP アドレスを変更しなければならなくなった場合は 1 台ずつ操作します。 

 

メイン画面右側の機器リストで、変更したい AP の行をクリックし、選択してからメニューの機器→機器情報

編集をクリックします(複数の選択はできません)。 

 

 

「機器属性」の「IP アドレス」を変更したい値に変更します。 

 

適用をクリックします。 

 

はいをクリックすると AP 側と FSW-CONFIG-2 内部データベースを変更します。 

いいえをクリックすると FSW-CONFIG-2 の内部データベースのみを変更します。 

変更したくない場合はキャンセルをクリックしてください。 

個別設定変更で IP アドレスを変更した場合は、いいえを選択して FSW-CONFIG-2 のデータベースへ反映 

させる必要があります。 
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8.2 ファームウェアアップデート 

複数の AP のファームウェアを一括でアップデートすることができる機能です。 

アップデートするファームウェアファイルは弊社ホームページより事前にダウンロードしてください。 

 

メイン画面右側の機器リストで、メニューのツール→ファームアップデートをクリックします。 

 

 

ファームアップデート画面の構成は、イメージファイルの選択、「アップデート対象機器選択」リストとなっ

ています。 
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「製品名」をクリックして対象 AP の製品名を選択します。 

AP 一覧より、アップデートしたくない AP はチェックを外してください。 

 

バージョン取得をクリックするとファームウェアバージョンを取得し、画面に表示します。 

「FMUP1001」のような表示の場合、取得に失敗したことを示します。 

 

「ファームウェアファイル」の右端の ... ボタンをクリックし、ファームウェアファイルを指定します。 

 

 

ファイル選択ダイアログで、ファームアップデートに使用するイメージファイルを選択します。 

 

 

選択したイメージファイルが表示されます。 

 

 

ファームアップデート開始をクリックすると確認のメッセージボックスが表示されます。

 

OK ボタンをクリックするとファームアップデート処理が始まります。 
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ログ出力画面を起動していない場合には、ファームアップデート処理の進捗状況のログを表示する為にログ出

力画面が自動起動します。 

 

 

ファームアップデート画面のステータスバーにもファームアップデート処理の進捗状況を表示します。 

最初の 1 台目をアップデート中は処理時間の計測中となります。 

 

 

2 台目以降は残り時間の目安を表示します。 

 

 

ファームアップデートが完了すると「ファームアップデートが終了しました」とメッセージを表示します。 

  

※ファームアップデートが完了するまで時間のかかる製品については、右側のメッセージが表示されます。 

 

ファームアップデート処理の途中で通信エラー等、何らかのエラーが発生した場合にはエラーメッセージが表

示され、その後処理終了のメッセージを表示します。 
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※エラーで終了した場合、対象の機器の電源を入れなおして再度のファームアップデートが可能です。 

 

 

8.3 機器監視の条件設定 

監視対象の機器に対して監視条件の設定を行います。 

 

監視条件の設定を行うには、監視対象の機器を選択し、メニューの機器→機器情報編集をクリック、または監

視対象の機器をダブルクリックします。

。 

 

 

 

選択した機器の機器情報画面が表示されるので、「監視設定」に各状態の監視周期、警告時リトライ回数、タ

イムアウト等を入力し、適用ボタンをクリックすると入力した情報が登録されます。 

 

 

 

設定値については運用しているネットワーク環境に合わせて下さい。 

各設定項目の値と監視動作についての細かい説明は他の章で行います。 
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8.4 監視の開始／停止 

本ソフトウェア起動時は、監視は停止状態となっています。監視の状態はメニューバー右上に「停止中」と表

示されます。 

 

 

メニューの死活監視→開始をクリックすると監視が開始されます。監視の状態が「停止中」から「監視中」に

変化し、文字が点滅します。 

 

 

メニューの死活監視→停止をクリックすると監視が停止します。監視の状態が「監視中」から「停止中」に変

化します。 
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8.5 監視状態の確認 

機器の監視状態はメイン画面の「グループリスト」「機器リスト」「監視状態」、ログ出力画面のログ表示か

ら確認できます。 

実際に監視中の機器の LAN ケーブルを切断して、メイン画面の表示状態が、「正常」→「警告」→「異常」と

変化し、LAN ケーブルを接続し、「異常」→「正常」と変化する事を確認してください。 

メイン画面の表示状態は各状態によって以下のように変化します。 

 

正常時は機器リストの項目「状態」が「正常」、背景色が「緑」となります。 

  

 

警告時は機器リストの項目「状態」が「警告」、背景色が「オレンジ」となります。グループリストと監視状

態の文字色も「オレンジ」となります。 

 

 

異常時は機器リストの項目「状態」が「異常」、背景色が「赤」となります。グループリストと監視状態の文

字色も「赤」となります。 
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8.6 SSID 管理 

複数の AP の SSID 名、認証方式、パスワードを一括で適用・管理することができる機能です。 

※ 本機能は、「AE1031」、「AE1041/51」でのみ使用可能な機能です。他製品では利用できません。 

 

メイン画面右側の機器リストで、メニューのツール→SSID 設定をクリックします。 

 

 

SSID 設定の画面構成は、SSID 情報を変更できる AE1031 または AE1041/51 がリストで表示されます。 

 

 

「製品名」をクリックして対象 AP の製品名を選択します。 

SSID 情報の「更新／取得」したくない AP はチェックを外してください。 

 

 

   「MAC アドレス」は必ず機器から取得した情報を使用してください。FSW-CONFIG の画面上で空欄で

あったり、正確な情報ではない場合は、SSID 情報を読むことは可能ですが、SSID 設定ができません。

MAC アドレスを再度正常に表示させる場合は、「10 機器自動検出」で機器情報を更新してください。 
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SSID 情報の一括設定は以下の流れで行います。 

1） 「取得開始」ボタンをクリックして AP 内の SSID 情報の設定を CSV ファイルとして読み出します。 

CSV ファイルは 1 つの AP が 1 行に定義されたものです。例えば 100 台の AP の場合、100 行の設

定情報として読み出します。 

2） 読み出した CSV ファイルで SSID 名、認証方式、パスワードを設定したい内容に編集・保存します。 

（テキストエディタや Excel などで編集できます。カンマ(「,」)区切りである必要があります） 

3） 「設定開始」ボタンをクリックして編集した CSV ファイルを指定し、AP へ適用します。 

 

8.6.1 SSID 情報取得 

AP の SSID 情報を設定する前に必ず一回はこの操作を行ってください。 

選択された全 AP の SSID 情報を CSV ファイルとして読み出します 

 

1） SSID 情報を取得する AP をリストで選択します。 

2） 取得開始をクリックすると、SSID 情報取得が開始されます。 

3） SSID 情報の取得が成功すると、以下の画面が表示されますので、保存するファイル名と場所を指定して

保存をクリックしてください。 

 

 

4） 以下の画面が表示され、完了します。 

 

 



39 

 

 

8.6.2 CSV フォーマット 

AP の SSID 情報を設定する CSV ファイルの書式について説明します。 

 

SSID 情報設定ファイル 項目説明(1/2) 

桁 ヘッダ 名称 説明 

1 product 製品名 対象製品を指定します（AE1041/AE1051、AE1031） 

通常は書き換えないようにしてください 

2 ip IP アドレス 本項目は無視されますが、削除はしないようにしてください 

3 ether addr MAC アドレス 対象製品の MAC アドレスを指定します。通常は書き換えないよう

にしてください。本機能の以降の設定値は、この MAC アドレスに

一致したものに対してのみ適用されます。また、この MAC アドレ

スは FSW-CONFIG2 のデータベースに格納されている値であり、

実際のハードウェアから読み取ったのではありません。 

4 2.4G 

SSID-1 

2.4

GHz

帯 

SSID1 定義可否 (1 か 0)SSID の定義を変更するか否かを指定（1=有効、0=無効）

0 の場合、以降、「認証キー」までの設定は無視 

5 enable 有効無効 (1 か 0)SSID の動作を有効にするか否かを指定（1=有効、0=無効） 

6 authmode 認証種別 (WPA2PSK,WPAPSK,WPA12PSK,WPA2EAP,WPA12EAP,

WEP,OPEN) 

上の 7 種類のいずれかの認証種別を指定。WEP、OPEN にはしな

いようにしてください 

7 name SSID 名 SSID 名を指定（1 文字～32 文字までの ASCII 文字：コード 21

～7F） 

8 wpapsk 認証キー WPAPSK キーを指定します（8 文字以上の ASCII 文字：コード

21～7F） 

9 2.4G 

SSID-2 

SSID2 定義可否 「2.4GHz SSID-1～wpapsk」までの説明と同等 

10 enable 有効無効 

11 authmode 認証種別 

12 name SSID 名 

13 wpapsk 認証キー 

14 2.4G 

SSID-3 

SSID3 定義可否 「2.4GHz SSID-1～wpapsk」までの説明と同等 

15 enable 有効無効 

16 authmode 認証種別 

17 name SSID 名 

18 wpapsk 認証キー 

19 2.4G 

SSID-4 

SSID4 定義可否 「2.4GHz SSID-1～wpapsk」までの説明と同等 

20 enable 有効無効 

21 authmode 認証種別 

22 name SSID 名 

23 wpapsk 認証キー 

24 5G SSID-1 5 

GHz

帯 

SSID1 定義可否 「2.4GHz SSID-1～wpapsk」までの説明と同等 

※ AE1031 では無効 25 enable 有効無効 

26 authmode 認証種別 

27 name SSID 名 

28 wpapsk 認証キー 

29 5G SSID-2 SSID2 定義可否 「2.4GHz SSID-1～wpapsk」までの説明と同等 

※ AE1031 では無効 30 enable 有効無効 

31 authmode 認証種別 

32 name SSID 名 

33 wpapsk 認証キー 
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SSID 情報設定ファイル 項目説明(2/2) 

桁 ヘッダ 名称 説明 

34 5G SSID-3  SSID3 定義可否 「2.4GHz SSID-1～wpapsk」までの説明と同等 

※ AE1031 では無効 35 enable 有効無効 

36 authmode 認証種別 

37 name SSID 名 

38 wpapsk 認証キー 

39 5G SSID-4 SSID4 定義可否 「2.4GHz SSID-1～wpapsk」までの説明と同等 

※ AE1031 では無効 40 enable 有効無効 

41 authmode 認証種別 

42 name SSID 名 

43 wpapsk 認証キー 

以降の項目はコメント行です。設定時には無視されます。 

44(24) alias 製品名 「個別設定」で設定した機器属性-「機器名」 

45(25) location 場所 「個別設定」で設定した管理情報-「場所」 

46(26) remark 備考 「個別設定」で設定した管理情報-「備考」 

47(27) adminu

ser 

管理者 「個別設定」で設定した管理情報-「管理者」 

※桁の（）内は、AE1031  

 

 

・先頭の文字が「;」(セミコロン)の行はコメントとみなされます。 

・各項目は、テキストファイルでカンマ(「,」)で区切るか、Microsoft(R) Excel で CSV 保存してください。 

※ SSID 名、WPA/PSK キーの文字列にはカンマを含めることが可能です。 

   Excel でそのまま入力していただくか、テキストエディタで編集する場合以下の仕様に従ってください。 

 - 桁内にカンマが含まれる場合、桁全体をダブルクォーテーションで括る。 

   (例：aaa, bbb, "c,cc", ddd) 

 - 桁内にダブルクォーテーションが含まれる場合、桁全体をダブルクォーテーションで括り、さらに桁内の

ダブルクォーテーション文字は 2 文字にする。 

   (例：aa, bbb, "cc""c", ddd) 

・設定ファイルのファイル形式は S-JIS またはユニコード(UTF-16)のみ使用可能です。 

・ファイル名、拡張子についてのルールはありません。 

・定義項番以降の列（AE1031 では、24 列目以降、AE1041/51 では、44 列目以降）は、無視されます。

注釈、メモ等を記載することが可能です。 

 

※ その他の設定（SSID の表示を見えなくするステルス設定や、ACL、WEP キー、RADIUS 設定など）は、

本機能では設定できません。「個別設定」、「一括設定」で設定してください。 

※ 明確な理由がない限り、認証方式を OPEN、WEP の設定はしないでください。脆弱性があります。 

※ 工場出荷設定の SSID 名、認証キーは、SSID1 に定義されていますが、その設定を変更したあと、戻す場

合には「工場出荷設定」に戻す以外ありません。本機能で初期設定を保存しておくことをお勧めします。

（「工場出荷設定」機能は FSW-CONFIG2 にはありません）。 

※ 同一の SSID 名について 

AE1041/51 では、2.4GHz 帯 SSID と、5GHz 帯 SSID とを同一 SSID 名、認証方式、パスワードに

することでバンドステアリング機能が有効になります。 
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プッシュボタンによる WPS 機能はデフォルトで、2.4GHz 帯の SSID-1 にのみ有効ですが、SSID-1 で 

バンドステアリング機能を有効にすることで 2.4GHz 帯と 5GHz 帯の双方で接続が可能となります。

（2.4GHz で接続後、5GHz 帯へ自動的に移行することで 5G 接続となります。） 

ただし、2.4GHz または 5GHz の同一バンド帯で同一名の SSID にした場合、接続が不安定になる恐れが

ありますので設定しないでください。 

 

 

8.6.3 SSID 情報設定 

選択された AP の SSID 情報を CSV ファイルの内容に基づいて設定します。 

 

1） SSID 情報を設定する機種を、リスト内から選択します。 

2） 設定開始をクリックすると、SSID 情報が記載された CSV ファイルの選択ダイアログが表示されますの

で、「8.6.2 CSV フォーマット」で編集した CSV ファイルを選択してください。 

 

 

3） 開くをクリックすると、下記ダイアログが表示されます。 

 

 

4） OK をクリックすると、SSID 設定が開始されます。 

 

１）で指定した AP で、かつ、CSV ファイルに記載された MAC アドレスの AP に対しのみ 

設定されます 
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5） 下記ダイアログが表示され、SSID 設定が完了したことをしめします。 

 

※ 処理結果詳細は「ログ画面」も確認してください。 

 

 

8.6.3.1 SSID 設定 エラーメッセージ 

SSID 情報の設定の際、以下のエラーメッセージが表示された場合は、設定項目を修正して、再度、 

「設定開始」をクリックしてください。 

 

 

 

エラーメッセージ エラー内容 

項目数を満たしていません. 項目数は AE1031 で 27 列、AE1041/51 で 43 列以上必要です。

列の数をチェックし直してください。 

製品名が異なります 製品機種（AE1031、AE1041/AE1051）が間違っています。 

MAC アドレス書式が不正です MAC アドレスの書式が異なっています。 

00:00:00:00:00:00 の形式である必要があります。 

認証種別が不正です 認証種別は、WPA2PSK, WPAPSK, WPA12PSK, WPA2EAP, 

WPA12EAP, WEP, OPEN のいずれかである必要があります。 

SSID 名が空欄です SSID 名が定義されていません。 

WPA/PSK キーが不正です WPA/PSK キーが 8 文字未満、または空白の場合に表示されます。 

8 文字以上の英数字か記号(半角文字)を設定してください。 

有効な台数が 1 つもありません CSV ファイル内に有効な行が一行もありませんでした。 

最低 1 行(1 台)でも設定する必要があります。 

SSID 名の文字数が長すぎます SSID の文字列が 32 文字を越えています。 

予期せぬエラーが発生しました 

（別のプロセスで使用されてい

るため、プロセスはファイル xxx

にアクセスできません） 

「Microsoft(R) Excel」などで、CSV ファイルを開いている場合に

表示されます。その場合、Excel を一旦閉じるか、CSV ファイルを

閉じてください 
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9 メール通知・スケジュール機能 

 

メール通知機能は、監視している機器の状態が異常になる、または正常になった時にメールを送信する機能で

す。メール通知機能を使用する為に、通知先の設定と機器の通知設定を行います。また、通知先の設定毎に時

間単位で通知の有効、無効を切り替える事が可能です。 

 

9.1 通知先の設定 

メニューのツール→通知設定をクリックすると、通知先設定の設定画面が起動します。 

 

 

左下の通知先追加ボタンをクリックして、新しい通知先を追加します。 

 

この時、障害発生時と復帰時のメールタイトルと本文は自動で入力されます。 
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メールの送信サーバ(SMTP サーバ)の設定とポート番号、暗号化(STARTTLS)の有無、送信元、送信先アドレ

スを入力し、適用ボタンをクリックします。※SSL(ポート番号 465)は非対応です。 

送信先アドレスはカンマ区切りで複数アドレスの指定が可能です。 

 

メールのタイトルと本文には以下の変数が使用可能です。※FSW-CONFIG-2 に登録された情報です。 

変数名称 説明 

$DTIME 日時を表示(YYYY/MM/DD hh:mm:ss) 

$GRPNAME グループ名称 

$PRDNAME 製品名称 

$DEVNAME 機器名称 

$DEVIP IP アドレス 

$DEVMAC MAC アドレス 

$DEVANAME 管理者 

$DEVLOC 設置場所 

$DEVLID ログイン ID 

$DEVLPW ログインパスワード 

$DEVNOTE 備考 

 

また、テスト送信ボタンをクリックして、入力したアドレスに正しくメール送信が行われるか確認が可能です。 
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9.2 スケジュール設定 

時間単位でメール通知の有効、無効切り替えを行う場合、スケジュール設定ボタンをクリックし、スケジュー

ル設定を表示します。 

 

 

スケジュール設定のデフォルト状態は、全ての曜日と時間で通知有効となっています。 

 

All ボタンをクリックする事で、対応する行と列のチェック状態を切り替える事が可能です。 

設定後 OK ボタンをクリックすると、設定が反映され画面が閉じます。 
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9.3 機器の通知設定 

次に、通知対象の機器を選択し、メニューの機器→機器情報編集をクリック、または通知対象の機器をダブル

クリックします。

。 

 

 

選択した機器の機器情報画面が表示されるので、「通知設定」の ON／OFF を ON にし、通知先名称を選択し、

適用ボタンをクリックすると、入力した通知設定が登録されます。 

 

 

通知設定が正しく行われると、機器一覧の通知が ON になります。 
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10 機器自動検出 

 

機器自動検出は、同一ネットワークアドレス上の対応する機器を検出する機能です。 

10.1 機器自動検出 

メニューの機器→機器自動検出をクリックすると、機器自動検出画面が起動します。 

 

 

検出範囲の指定を行い、検出開始ボタンを押下します。 
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指定された範囲に対して機器のサーチを行い、対応する機器の場合リストに表示します。検出中はステータス

バーに進捗状況を表示します。検出停止ボタンをクリックすると、処理を中断します。 

 

 

検出処理が終了すると、メッセージボックスで通知されます。 

 

 

機器登録ボタンクリックで、検出リスト内の選択した機器を選択中のグループに新規登録します。 
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メニューの機器情報追加を行った時と同じように、メイン画面の機器リストに新しく機器が追加されます。 

 

 

 

なお、選択グループ内で既に登録されている機器と同一の MAC アドレスを検出した場合、以下のメッセージ

が表示されます。 

 

既に登録されている機器情報を更新する場合ははいを、更新せず新規登録する場合はいいえを、 

処理を中止する場合はキャンセルをクリックしてください。 
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11 アプリケーション情報 

 

アプリケーション情報は、本ソフトウェアの情報確認、ライセンス登録画面の呼び出し、および本ソフトウェ

アの最新バージョンの確認を行う画面です。 

 

11.1 アプリケーション情報 

メニューのヘルプ→アプリケーション情報をクリックすると、アプリケーション情報画面が起動します。 

 

 

アプリケーション情報画面は以下のような構成となります。 
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11.2 ソフトウェアバージョンの確認 

最新バーションの確認ボタンをクリックするとインターネットアクセスの確認メッセージが表示されます。 

 

 

OK ボタンをクリックすると最新バージョンの確認が行われます。 
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12 ライセンスの有効期限／更新 

 

トライアル版の使用時には、メイン画面右下のステータスバー内にライセンスの有効期限が表示されます。ラ

イセンスキー登録済みの製品版には有効期限の制限はありません。 

 

有効期限が 1 ヶ月以上ある場合には、「黒」色で表示されます。 

 

 

有効期限 30 日以下の場合には、「オレンジ」色で表示されます。 

 

 

有効期限 7 日以下の場合には、「赤」色で表示されます。 

 

 

トライアル版の有効期限が切れると以下の画面が表示され、ソフトウェアが終了します。 

 

 

トライアル版の有効期限が切れる前にライセンスキーのご購入と登録を行うと、製品版として有効期限無しで

ご利用頂けます。 
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13 Appendix 

13.1 設定情報のデータ管理 

「6.1 設定無線 AP のグループ作成」で登録した AP 一覧を Microsoft Excel へインポートする方法について

説明します。 

「Excel」を起動します。 

 

 

「データ」-「Access データベース」を選択します。 

fswconfig2.exe の存在するフォルダ内にある「database.mdb」を選択します。 
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「テーブルの選択」で「deviceinfo」を選択して「OK」をクリックします、

 

 

「テーブル」と「新規ワークシート」を選択し「OK」をクリックします。 

 

 

以上で Excel ワークシートへのインポートが完了しました。 

 

MAC アドレス列と IP アドレス列をコピーし、ほかの列を加えて編集し、「5.2.3.2 MAC アドレス指定」で指

定する設定ファイルを作成することができます。編集後、「名前を付けて保存」で「ファイルの種類」を「CSV」

を選択して保存します。 
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14 トラブルシューティング 

14.1 画面が表示されない 

起動時、画面が表示されない。 

＜対応＞ 

マルチディスプレイを使用している環境で起きる可能性があります。 

タスクバーに FSW-CONFIG-2 のアイコンが表示されている場合、右クリックし、メニューから「ウィンドウ

を閉じる」を選択して終了後 FSW-CONFIG-2.exe の存在するフォルダ内のファイル「appdata.config」を

削除してから起動してみてください 

 

14.2 「初期設定」機能で、IP アドレスが付与に失敗する 

IP アドレスの付与に失敗した場合、以下のことを確認してみてください 

＜対応＞ 

● ケーブル抜き差しによるネットワークブルの断線がないようにしてください 

● AP の IP アドレスが工場出荷設定値「192.168.1.253」になっているか確認してください。AP のリセッ

トボタン機能で初期化することが可能です（無効になっていない場合） 

● お使いの作業 PC のウィルスチェックソフトウェアやファイアウォール設定をみなおしてください 

 

14.3 ライセンス取得済みなのに起動すると「ライセンス未登録」と表示されて起動できない 

お使いの PC を変更したときや、OS（Windows）を再インストールされるとライセンスが無効となります。

ライセンスをいったん無効化し、再度登録を行う必要があります。 

弊社サポートセンターまで別途お問い合わせください。 

 

14.4 複数の AE10xx ラインナップをどうしても FSW-CONFIG-2 で初期設定したい 

マニュアル中では設定不能の記載がありますが、下記手順であれば、複数のラインナップを FSW-CONFIG-2

で設定可能です。 

5．機器の初期設定には下記のいくつかの制限があるため、実施の際は充分にご注意ください。 

 

● AE1021、AE1031、AE1041/51 の 3 ラインナップは同時に設定出来ないため、1 ラインナップごと

に設定する必要があります。(複数回同様のセットアップが必要です。) 

● 複数のラインナップを設置した場合は 1 ラインナップのみネットワークへ接続し、他のラインナップの AP

は全て電源をオフにするかネットワークケーブルを外してください。1 台でも他のラインナップがあると、

一括設定が失敗します。1 ラインナップの設定完了後、2 ラインナップ目の全台の電源を入れるかネットワ

ークケーブルを接続し、FSW-CONFIG-2 で同様に設定します。1 ラインナップ目で割り当てた IP アドレ

スは使用しないでください。また、1 ラインナップ目に初期 IP アドレス(192.168.1.253)の機器が無い

ようにしてください。 
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