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WARPSTARWARPSTARWARPSTARWARPSTARシリーズシリーズシリーズシリーズ
ユーティリティ（ユーティリティ（ユーティリティ（ユーティリティ（WindowsWindowsWindowsWindows版）比較ガイド版）比較ガイド版）比較ガイド版）比較ガイド

本資料は、従来(製品添付CD-ROM)のユーティリティとAtermWARPSTARユーティリティ
（Windows版6.21）の比較を示したガイドです。従来のユーティリティから最新ユーティリ
ティにバージョンアップしてお使いになられる場合に、ご利用ください。

目次目次目次目次

１．らくらくアシスタントの基本設定、詳細設定１．らくらくアシスタントの基本設定、詳細設定１．らくらくアシスタントの基本設定、詳細設定１．らくらくアシスタントの基本設定、詳細設定

１．１１．１１．１１．１ メイン画面メイン画面メイン画面メイン画面

１．２１．２１．２１．２ 導入ウィザードとインストール時の設定について導入ウィザードとインストール時の設定について導入ウィザードとインストール時の設定について導入ウィザードとインストール時の設定について

１．３１．３１．３１．３ ベースマネージャとベースマネージャとベースマネージャとベースマネージャとWARPSTARWARPSTARWARPSTARWARPSTARの設定についての設定についての設定についての設定について

２．２．２．２．らくらくアシスタントのその他の設定らくらくアシスタントのその他の設定らくらくアシスタントのその他の設定らくらくアシスタントのその他の設定

２．１２．１２．１２．１ インターネット接続先の設定についてインターネット接続先の設定についてインターネット接続先の設定についてインターネット接続先の設定について

２．２２．２２．２２．２ 設定値のバックアップについて設定値のバックアップについて設定値のバックアップについて設定値のバックアップについて

２．３２．３２．３２．３ サテライトマネージャーの起動についてサテライトマネージャーの起動についてサテライトマネージャーの起動についてサテライトマネージャーの起動について

２．４２．４２．４２．４ 通信情報（通信ログ）について通信情報（通信ログ）について通信情報（通信ログ）について通信情報（通信ログ）について

２．５２．５２．５２．５ オンラインユーザ登録についてオンラインユーザ登録についてオンラインユーザ登録についてオンラインユーザ登録について

２．６２．６２．６２．６ ユーティリティのファイル情報についてユーティリティのファイル情報についてユーティリティのファイル情報についてユーティリティのファイル情報について

２．７２．７２．７２．７ ファームウェアのアップデートについてファームウェアのアップデートについてファームウェアのアップデートについてファームウェアのアップデートについて

２．８２．８２．８２．８ ドライバのアンインストールについてドライバのアンインストールについてドライバのアンインストールについてドライバのアンインストールについて

２．９２．９２．９２．９ オンラインオンラインオンラインオンライン バージョンアップについてバージョンアップについてバージョンアップについてバージョンアップについて

３．らくらくアシスタントの追加機能３．らくらくアシスタントの追加機能３．らくらくアシスタントの追加機能３．らくらくアシスタントの追加機能

　　　　 ３．１３．１３．１３．１ WL11EWL11EWL11EWL11Eとの接続についてとの接続についてとの接続についてとの接続について

３．２３．２３．２３．２ システムの状態についてシステムの状態についてシステムの状態についてシステムの状態について

　　　　 ３．３３．３３．３３．３ ネットワーク診断についてネットワーク診断についてネットワーク診断についてネットワーク診断について

３．４３．４３．４３．４ 拡張拡張拡張拡張(128(128(128(128bit)bit)bit)bit)についてについてについてについて



2
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WB65DSL、WB55TL、WB45RL、WB50T、
WL50T、WL30A、WB20R、WL20R
製品添付製品添付製品添付製品添付CD-ROM同梱のユーティリティ同梱のユーティリティ同梱のユーティリティ同梱のユーティリティ画面

AtermWARPSTARユーティリティユーティリティユーティリティユーティリティ
（（（（Windows版版版版6.21））））画面

各設定の詳細へはボタンをクリックし、
次画面が表示される。

設定項目の内容により分類したメニュー

分類メニューのクリックにより、右側に設定
できる項目が表示される。
項目クリックにより詳細設定の次画面が
表示される。

らくらくアシスタントを起動し、表示されるメイン画面です。

以降、製品添付CD-ROM同梱のユーティリティを“従来ユーティリティ”、 AtermWARPSTAR
ユーティリティ（Windows版6.21）を“新ユーティリティ”と表現します。
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１．２１．２１．２１．２ 導入ウィザードとインストール時の設定について　導入ウィザードとインストール時の設定について　導入ウィザードとインストール時の設定について　導入ウィザードとインストール時の設定について　

最初に設定をおこなうユーティリティです。WARPSTARとパソコンを接続したり、接続のために設定したり
をおこないます。

従来ユーティリティ画面

新ユーティリティ画面

WARPSTAR導入時におこなうウィザード

形式によるユーティリティです。
従来ユーティリティでは「WARPSTAR導入導入導入導入

ウィザードウィザードウィザードウィザード」。
新ユーティリティでは「インストール時の設インストール時の設インストール時の設インストール時の設
定定定定」の[STEP1]、[STEP2]になります。
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１．３１．３１．３１．３ ベースマネージャとベースマネージャとベースマネージャとベースマネージャとWARPSTARWARPSTARWARPSTARWARPSTARの設定について　の設定について　の設定について　の設定について　

WARPSTARの多様な機能を設定します。基本設定、LAN設定、無線LAN設定等をおこないます。

従来ユーティリティ画面

新ユーティリティ画面

メイン画面から「ベースマネージャの起動ベースマネージャの起動ベースマネージャの起動ベースマネージャの起動」
をクリックします。
別ウィンドウでAterm WARPSTAR
ベースマネージャが起動します。

メイン画面の「WARPSTARの設定の設定の設定の設定」をクリ
ックし、[WARPSTARベースの詳細設定ベースの詳細設定ベースの詳細設定ベースの詳細設定]
をクリックします。
別ウィンドウでAterm WARPSTARベース

詳細設定が起動します。

基本設定では
・装置名／動作モード
・管理者パスワード
・時刻設定
・システムログ
・装置の初期化　の設定が共通です。
次ページも参照してください。
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LAN設定の項目について

従来ユーティリティ画面

新ユーティリティ画面

LAN設定では
・IPアドレスアドレスアドレスアドレス/ネットマスクネットマスクネットマスクネットマスク/DNS
・DHCPサーバサーバサーバサーバ
・パケットフィルタパケットフィルタパケットフィルタパケットフィルタ の設定が共通です。
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無線LAN設定の項目について

従来ユーティリティ画面

新ユーティリティ画面

無線LAN設定では

・アクセスポイント設定アクセスポイント設定アクセスポイント設定アクセスポイント設定
・子機の接続制限子機の接続制限子機の接続制限子機の接続制限
・状態表示状態表示状態表示状態表示
・暗号化暗号化暗号化暗号化 の設定が共通です。

新ユーティリティでは、
・WDS(Wireless Distribution System)
　　　　の「収容する機器の登録」の「収容する機器の登録」の「収容する機器の登録」の「収容する機器の登録」
　　　　　　　　AtermWL11E収容可能収容可能収容可能収容可能
・「暗号化キー」での「拡張・「暗号化キー」での「拡張・「暗号化キー」での「拡張・「暗号化キー」での「拡張(128bit)」」」」
　　 128bitWEP対応対応対応対応

の設定が追加されています。
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APプロファイル設定の項目について

従来ユーティリティ画面

従来ユーティリティの「APプロファイル設定プロファイル設定プロファイル設定プロファイル設定」タブの[プロファイルプロファイルプロファイルプロファイル]での設定は
新ユーティリティの「インターネット接続の設定インターネット接続の設定インターネット接続の設定インターネット接続の設定」の[アプリケーションプロファイルの設定アプリケーションプロファイルの設定アプリケーションプロファイルの設定アプリケーションプロファイルの設定]の[詳細設定詳細設定詳細設定詳細設定]
にて設定できます。

新ユーティリティ画面

アプリケーションプロファイルの設定/更新の詳細はヘルプを参照してください。
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従来ユーティリティ画面

新ユーティリティ画面

従来ユーティリティの「NAT機能の使用の機能の使用の機能の使用の機能の使用の

有無有無有無有無」の設定は
新ユーティリティの「WARPSTARの設定の設定の設定の設定」の
[WARPSTARベースの詳細設定ベースの詳細設定ベースの詳細設定ベースの詳細設定]-[LAN
設定設定設定設定]にて設定できます。
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２．１２．１２．１２．１ インターネット接続先の設定について　インターネット接続先の設定について　インターネット接続先の設定について　インターネット接続先の設定について　

インターネットの接続先設定をおこないます。

２．らくらくアシスタントのその他の設定２．らくらくアシスタントのその他の設定２．らくらくアシスタントのその他の設定２．らくらくアシスタントのその他の設定

従来ユーティリティ画面

新ユーティリティ画面

従来ユーティリティの「インターネット接続の設インターネット接続の設インターネット接続の設インターネット接続の設
定ウィザード定ウィザード定ウィザード定ウィザード」および「接続先の詳細設定接続先の詳細設定接続先の詳細設定接続先の詳細設定」
の設定は
新ユーティリティの「インターネット接続の設インターネット接続の設インターネット接続の設インターネット接続の設
定定定定」の[インターネット接続先の新規登録インターネット接続先の新規登録インターネット接続先の新規登録インターネット接続先の新規登録]
および[登録済みインターネット接続先の登録済みインターネット接続先の登録済みインターネット接続先の登録済みインターネット接続先の
詳細設定詳細設定詳細設定詳細設定]
にて設定できます。
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２．２２．２２．２２．２ 設定値のバックアップについて　設定値のバックアップについて　設定値のバックアップについて　設定値のバックアップについて　

設定をおこなった値をバックアップする機能です。

従来ユーティリティ画面

新ユーティリティ画面

従来ユーティリティの「設定値のバックアップ設定値のバックアップ設定値のバックアップ設定値のバックアップ」
の起動は
新ユーティリティの「WARPSTARのメンテナのメンテナのメンテナのメンテナ
ンスンスンスンス」の[設定値の確認・保存・復元設定値の確認・保存・復元設定値の確認・保存・復元設定値の確認・保存・復元]
にて起動できます。

WARPSTARのメンテナンスの詳細はヘルプを参照してください。
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２．３２．３２．３２．３ サテライトマネージャーの起動について　サテライトマネージャーの起動について　サテライトマネージャーの起動について　サテライトマネージャーの起動について　

サテライトマネージャーを起動します。

従来ユーティリティ画面

従来ユーティリティの「サテライトマネージャサテライトマネージャサテライトマネージャサテライトマネージャ
の起動の起動の起動の起動」は
新ユーティリティではらくらくアシスタントからの
起動ではなく
[スタートスタートスタートスタート]-[すべてのプログラムすべてのプログラムすべてのプログラムすべてのプログラム]-
[Aterm WARPSTARユーティリティユーティリティユーティリティユーティリティ]の
[サテライトマネージャサテライトマネージャサテライトマネージャサテライトマネージャ]をクリックして起動

します。

新ユーティリティ画面

サテライトマネージャの詳細はヘルプを参照してください。

WindowsXPでAtermWL11CA/WL11Cを
ご使用の場合は、サテライトマネージャは
ご使用になれません。
代わりに、
WindowsXPのワイヤレスネットワーク

をご使用ください。
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２．４２．４２．４２．４ 通信情報（通信ログ）について　通信情報（通信ログ）について　通信情報（通信ログ）について　通信情報（通信ログ）について　

通信ログを確認します。

従来ユーティリティ画面

従来ユーティリティの「通信情報の表示通信情報の表示通信情報の表示通信情報の表示」に
よる通信ログの表示は
新ユーティリティでは「WARPSTARのメンテのメンテのメンテのメンテ
ナンスナンスナンスナンス」の[通信情報ログの表示通信情報ログの表示通信情報ログの表示通信情報ログの表示]をクリック
して表示します。 新ユーティリティ画面

通信情報ログの詳細はヘルプを参照してください。
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２．５２．５２．５２．５ オンラインユーザ登録について　オンラインユーザ登録について　オンラインユーザ登録について　オンラインユーザ登録について　

ユーザ登録をおこないます。

従来ユーティリティ画面

従来ユーティリティの「オンラインオンラインオンラインオンライン ユーザ登録ユーザ登録ユーザ登録ユーザ登録」

の設定は
新ユーティリティでは「サービス機能サービス機能サービス機能サービス機能」の[オンオンオンオン
ライン・ユーザ登録ライン・ユーザ登録ライン・ユーザ登録ライン・ユーザ登録]および[取得したユーザ取得したユーザ取得したユーザ取得したユーザID
の入力の入力の入力の入力]から設定します。 新ユーティリティ画面

オンラインユーザ登録の詳細はヘルプを参照してください。
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２．６２．６２．６２．６ ユーティリティのファイル情報について　ユーティリティのファイル情報について　ユーティリティのファイル情報について　ユーティリティのファイル情報について　

パソコンにインストールされているユーティリティファイルの情報を確認します。

従来ユーティリティ画面

従来ユーティリティの「ユーティリティのファイルユーティリティのファイルユーティリティのファイルユーティリティのファイル
情報情報情報情報」の表示は
新ユーティリティでは「お使いのお使いのお使いのお使いのPCの設定の設定の設定の設定」
の[ユーティリティのファイルバージョン情報ユーティリティのファイルバージョン情報ユーティリティのファイルバージョン情報ユーティリティのファイルバージョン情報]
から確認します。 新ユーティリティ画面

お使いのPCの設定の詳細はヘルプを参照してください。
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２．７２．７２．７２．７ ファームウェアのアップデートについて　ファームウェアのアップデートについて　ファームウェアのアップデートについて　ファームウェアのアップデートについて　

WARPSTARのファームウェアをアップデートします。

従来ユーティリティ画面

従来ユーティリティの「ファームウエアのアップファームウエアのアップファームウエアのアップファームウエアのアップ
デートデートデートデート」の起動は
新ユーティリティでは「WARPSTARのメンテのメンテのメンテのメンテ
ナンスナンスナンスナンス」の[ファームウェアのバージョンアップファームウェアのバージョンアップファームウェアのバージョンアップファームウェアのバージョンアップ]
から起動します。 新ユーティリティ画面

ファームウエアのバージョンの詳細はヘルプを参照してください。
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２．８２．８２．８２．８ ドライバのアンインストールについて　ドライバのアンインストールについて　ドライバのアンインストールについて　ドライバのアンインストールについて　

パソコンにインストールされているドライバをアンインストールします。

従来ユーティリティ画面

従来ユーティリティの「ドライバのアンインスドライバのアンインスドライバのアンインスドライバのアンインス
トールトールトールトール」の起動は
新ユーティリティでは「お使いのお使いのお使いのお使いのPCの設定の設定の設定の設定」
の[各種ドライバのアンインストール各種ドライバのアンインストール各種ドライバのアンインストール各種ドライバのアンインストール]から

起動します。 新ユーティリティ画面

お使いのPCの設定の詳細はヘルプを参照してください。
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２．９２．９２．９２．９ オンラインオンラインオンラインオンライン バージョンアップについて　バージョンアップについて　バージョンアップについて　バージョンアップについて　

WARPSTARをオンラインでバージョンアップします。

従来ユーティリティ画面

従来ユーティリティの「オンラインオンラインオンラインオンライン バージョンバージョンバージョンバージョン

アップアップアップアップ」の起動は
新ユーティリティでは「サービス機能サービス機能サービス機能サービス機能」の[オンオンオンオン
ラインバージョンアップラインバージョンアップラインバージョンアップラインバージョンアップ]から起動します。

新ユーティリティ画面

サービス機能の詳細はヘルプを参照してください。
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３．１３．１３．１３．１ WL11EWL11EWL11EWL11Eとの接続について　との接続について　との接続について　との接続について　

WDS機器（WL11E）を接続して使用するための登録設定をおこないます。

３．らくらくアシスタントの追加機能３．らくらくアシスタントの追加機能３．らくらくアシスタントの追加機能３．らくらくアシスタントの追加機能

「WARPSTARベースの詳細設定ベースの詳細設定ベースの詳細設定ベースの詳細設定」に
[WDS（（（（Wireless Distribution System））））]
を追加しています、本設定にてWDS機器

の登録ができます。

従来ユーティリティにはなく、新ユーティリティに追加された機能の概要を記載します。従来ユーティリティにはなく、新ユーティリティに追加された機能の概要を記載します。従来ユーティリティにはなく、新ユーティリティに追加された機能の概要を記載します。従来ユーティリティにはなく、新ユーティリティに追加された機能の概要を記載します。
詳細については、ヘルプ等を参考にしてください。　詳細については、ヘルプ等を参考にしてください。　詳細については、ヘルプ等を参考にしてください。　詳細については、ヘルプ等を参考にしてください。　

WDSの詳細はヘルプおよびWDS機器の取扱説明書を参照してください。
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３．２３．２３．２３．２ システムの状態について　システムの状態について　システムの状態について　システムの状態について　

WARPSTARベースとパソコン間の通信状態やWARPSTARのシステムの状態を表示します。

「システムの状態システムの状態システムの状態システムの状態」から参照できます。

システムの状態の詳細はヘルプを参照してください。

３．３３．３３．３３．３ ネットワーク診断について　ネットワーク診断について　ネットワーク診断について　ネットワーク診断について　

WARPSTARが正しく動作しているか診断することができます。

「ネットワーク診断ネットワーク診断ネットワーク診断ネットワーク診断」から参照できます。

ネットワーク診断の詳細はヘルプを参照してください。
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３．４３．４３．４３．４ 拡張拡張拡張拡張(128(128(128(128bit)bit)bit)bit)について　について　について　について　

無線データの暗号化の設定をします。

「暗号化キー暗号化キー暗号化キー暗号化キー」に[拡張拡張拡張拡張(128bit)]
を追加しています、
本設定にて無線データの暗号化が
従来に比べ高セキュリティになりました。

拡張(128bit)の詳細はヘルプを参照してください。

以上です。


