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CF-B10, CF-F10, CF-S10, CF-N10, CF-J10 シリーズ 

CF-F9, CF-S9, CF-N9, CF-J9, CF-R9 シリーズ 

CF-C1 シリーズ 

(Windows7 32bit/64bit, Windows XP 32bit) 

無線 LAN チェックツール(V1.00L15)操作手順書 
 

公開日 2012/2/23 

 

本書では、上記機種をお使いのお客様が無線 LAN の動作不具合に遭遇した際に、故障の有

無を自己診断するための「無線 LAN チェックツール」(V1.00L15)の操作手順について説明

します。 

なお、本ツールは故障診断を行うもので、無線 LAN アクセスポイントおよびインターネッ

トに自動接続するものではありません。 

 

【対象機種】 

CF-B10AD/B10AW/B10BD/B10BW/B10PW/B10CD/B10CW/B10DD/B10ED/B10EW シリーズ 

CF-B10FD/B10TW/B10UD シリーズ 

CF-F10AW/F10AY シリーズ 

CF-S10AD/S10AE/S10AT/S10AU/S10AW/S10AY/S10BE/S10BV シリーズ 

CF-S10CD/S10CE/S10CT/S10CU/S10CW/S10CY/S10DE/S10DV/S10DY シリーズ 

CF-S10EE/S10ET/S10EW/S10EY/S10FE/S10FV/S10TY シリーズ 

CF-N10AE/N10AT/N10AW/N10AY/N10BV/N10CD/N10CE/N10CW/N10CY シリーズ 

CF-N10DV/N10CT/N10ET/N10EW/N10EY/N10FE/N10FV シリーズ 

CF-J10AY/J10BE/J10BV/J10PT/J10PY/J10QE/J10QY/J10CT/J10DE シリーズ 

CF-J10RY/J10SE/J10SY/J10EE/J10ET/J10EW/J10EY/J10FE/J10TY/J10TW/J10UY シリーズ 

CF-F9JW/F9JX/F9JY/F9KW/F9KY/F9LW/F9LX/F9LY/F9PW シリーズ 

CF-S9JW/S9JX/S9JY/S9YY/S9KV/S9KW/S9KY/S9LV/S9LW/S9LX/S9LY/S9PY シリーズ 

CF-N9JW/N9JX/N9JY/N9KV/N9KW/N9KY/N9LV/N9LW/N9LX/N9LY シリーズ 

CF-J9LV/J9LY/J9NV/J9NY シリーズ 

CF-R9JW/R9KW シリーズ 

CF-C1AD/C1AE/C1AG/C1AT/C1BD/C1BE/C1BG/C1BT シリーズ 
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【ご注意】 

・ 本ツールは対象機種以外では実行しないでください。本ツールを対象機種以外で実

行した場合、誤ったメッセージが表示される(例えば、修理が不要にも関わらず、

修理を促すメッセージが表示される)など、正常動作しません。 

・ 本ツールは BitLocker による保護を有効にしている場合(暗号化中・暗号化解除中

を含む)には使用できません。(Windows 7 のみ) 

・ 本ツールはワイヤレスネットワーク名(SSID)をブロードキャストしている無線 LAN

アクセスポイントの電波圏内で実行してください。(アクセスポイントに接続する

ための設定は必要ありません。) 

・ 本ツールは必ず「管理者」の権限のユーザーでログオンして実行してください。 (ユ

ーザーの切り替え機能を使わずにコンピューターの管理者の権限でログオンして

操作してください。) 

・ 本ツールは診断のためセットアップユーティリティの設定を変更する場合があり

ます。ただし、設定がスーパーバイザーパスワードで保護されている場合は、本ツ

ールによる変更は行いません。 

・ [Windows XP の場合]  

「新しいハードウェアの検索ウィザード」画面が開いている場合、ツールが正常に

動作しないことがあります。「新しいハードウェアの検索ウィザード」画面が開い

ている場合は、あらかじめ「キャンセル」ボタンを押して画面を閉じておいてくだ

さい。 

 

 

【お願い】 

■事前確認 

無線 LAN のチェックのため、事前に下記を実施していただく必要があります。 

・ 無線切り替えスイッチがオフの場合は、オンにしてください。 

・ 有線 LAN ケーブルを外してください。 

・ 無線切り替えユーティリティを使って、WiMAX、ワイヤレス WAN、Bluetooth をオフ

にしてください。 

(搭載されている無線デバイスのみ) 

・ ネットセレクター３が「おまかせモード」の場合は、「おまかせモードを終了する」

をタップして「手動接続モード」にしてください。 

(「ネットセレクター３」インストール済みの場合のみ) 

 

■環境設定 

本ツール実行中、下記の処理が自動的に行われる場合があります。 

・ セットアップユーティリティの「無線切り替えスイッチ」の設定が、"無効"から"

有効"に変更される。 

(CF-C1 シリーズのみ) 

・ セットアップユーティリティの「無線 LAN」または「無線 LAN/WiMAX」の設定が、"

無効"から"有効"に変更される。 

・ 無線切り替えユーティリティの無線LANの設定が、"オフ"から"オン"に変更される。

(WiMAX 搭載モデルでは、同時に WiMAX の設定が"オン"から"オフ"になる場合があ

る。) 

・ 工場出荷時とは異なるバージョンの無線 LAN ドライバをご使用の場合、工場出荷時

のバージョンに戻される。 

・ インテル(R) My WiFi テクノロジー(※)がアンインストールされる。 

(Windows 7 のみ, インストールされている場合のみ) 
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■事後確認 

チェック開始時に本ツールの指示により変更した項目があれば、必要に応じて元に戻し

てください。 

・ 無線切り替えスイッチ(オン/オフ) 

・ 有線 LAN ケーブル(挿入の有無) 

・ 無線切り替えユーティリティの WiMAX、ワイヤレス WAN、Bluetooth 設定 

(オン/オフ, 搭載されている無線デバイスのみ) 

・ ネットセレクター３の設定(おまかせモード/手動接続モード) 

 

下記の設定等は、本ツールによるチェックの際に変更されている場合がありますので、

ご確認ください。 

・ セットアップユーティリティの「無線切り替えスイッチ」の設定 

(CF-C1 シリーズのみ) 

・ セットアップユーティリティの「無線 LAN」または「無線 LAN/WiMAX」の設定 

・ 無線切り替えユーティリティの無線 LAN の設定 

(WiMAX 搭載モデルでは無線 LAN と WiMAX の設定) 

・ 無線 LAN ドライバのバージョン 

・ インテル(R) My WiFi テクノロジー(※)のインストール状態(Windows 7 のみ) 
 
※ [スタート]-[すべてのプログラム]-[インテル PROSet Wireless]-[インテル(R) My 

WiFi テクノロジー」があれば、インテル(R) My WiFi テクノロジーがインストール

されています。 

 

本ツールを実行する際は、以下の事項をお守りください。 

 
 

・ AC アダプター、および充分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてくださ

い。 

・ USB 機器、PC カード等の周辺機器をすべて外してください。 

・ 本ツール以外のアプリケーションソフトはすべて終了してください。 

・ 本ツール実行中に自動でスリープスタンバイや休止状態に入らないようにしてく

ださい。 

・ 本ツール実行中に表示される画面を強制終了(右上の[x]クリック, Ctrl+[C]など)

しないでください。 

・ ウィルス駆除ソフトウェア等が常駐している場合は常駐を解除してください。 

・ 本ツール実行途中に再度本ツールを実行しないでください。 
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1. 無線 LAN チェックツールのダウンロードと展開 

ダウンロードページに掲載されているプログラム（wlancheck_v100l15.exe）をダウンロー

ドした後、対象機種の Windows 上で実行し、作業用フォルダーにファイルを展開します。 

 

(1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。 

(設定等によりプログラムアイコンの形状などは異なります。) 

 

 

(2) 「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。 

 

(3) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい]をクリ

ックしてください。 

 

(4) 展開先フォルダーを設定する画面が表示されます。作業用フォルダーは、プログラム

が自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。（変更する場合は、必

ず、本体のハードディスク上のフォルダーを指定してください） 

展開先フォルダーは標準では「c:\util2\wlanchk」が設定されています。 

[OK]をクリックしてください。 

 

しばらくすると展開が完了し、展開先のフォルダーが開きます。（展開が完了するに

は約 30 秒かかります） 
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2. 無線 LAN チェックツールの実行 

無線 LAN チェックツールは下記の手順で実行してください。 

 

(1) 実行前の準備として、下記を実施してください。 

 無線切り替えスイッチ(ハードウェアスイッチ)がオフの場合はオンにしてくださ

い。 

 有線 LAN ケーブルをはずしてください。 

 無線切り替えユーティリティを使って、WiMAX、ワイヤレス WAN、Bluetooth をオ

フにしてください。(搭載されている無線デバイスのみ) 

 ネットセレクター３が「おまかせモード」の場合は、「おまかせモードを終了する」

をタップして「手動接続モード」にしてください。 

(「ネットセレクター３」インストール済みの場合のみ) 

 

(2) エ ク ス プ ロ ー ラ ー で ツ ー ル 一 式 が 格 納 さ れ た フ ォ ル ダ ー ( 標 準 で は

「c:\util2\wlanchk」)を開き、wlan_check(または wlan_check.vbe)をダブルクリッ

クします。 

 

(3) ユーザーアカウント制御画面(「次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許

可しますか？」)の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。 

 

(4) 下記のような画面(無線 LAN チェックツール実行画面)が表示されます。 

あわせて、実行確認の画面が表示されますので、内容を確認し[はい]をクリックしま

す。 

(実行確認の画面は通常 2回表示されます。) 

 

※無線 LAN チェックツール実行画面中に表示されるメッセージ等は、ツールの動作状

態を表示しているもので、何らかの操作を要するものではありません。 
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(5) 無線 LAN の診断が始まりますので、診断結果が表示されるまでお待ちください。 

診断結果以外のメッセージが表示された場合は、指示に従ってください。 

 

診断完了のメッセージ 

 メッセージ 内容および必要な操作 

1 ［ＯＫ］ 

周囲のアクセスポイントを検出できま

した。 

無線ＬＡＮの動作は問題ありません。 

無線 LAN は正常動作しています。 

2 ［ＮＧ］(Step XXXX) 

<理由> 

修理が必要と思われます。 

Panasonicに修理を依頼してください。

修理が必要と思われる問題が発生しま

したので、修理を依頼してください。 

<理由>は問題の内容を表しています。 

「(Step XXXX)」の内容は問題の内容に

より異なります。 

2-1 <理由>:無線ＬＡＮデバイスが見つかり

ません。 

システム(ハードウェア)が無線 LAN デバイ

スを認識できません。 

2-2 <理由>:デバイスマネージャー上に想定

した無線ＬＡＮデバイスが見つかりま

せん。 

システム(Windows)が無線 LAN デバイスを認

識できません。 

2-3 <理由>:再インストールを実施したにも

関わらず、無線ＬＡＮドライバが正しく

入りません。 

無線 LAN ドライバの異常を検出したため再

インストールを試みましたが、正しくインス

トールできません。 

2-4 <理由>:無線ＬＡＮドライバのエラーが

解消しません。 

無線 LAN ドライバの異常を検出したため復

旧を試みましたが、復旧できません。 

2-5 <理由>:無線ＬＡＮドライバを有効にで

きません。 

無線 LAN ドライバが無効のため有効にしよ

うとしましたが、できません。 

2-6 <理由>:周囲のアクセスポイントが検出

できません。 

周辺に無線 LAN アクセスポイントを検出で

きませんでした。ハードウェアに何らかの異

常がある可能性があります。 

 

※診断完了時に、上記と合わせて、各種設定等の確認または変更を促すメッセージが

表示されますので、内容に従ってください。 

※デスクトップ上に生成される wlan_check(wlan_check.txt)は、修理の際に必要とな

ることがありますので、修理が必要と思われる問題が発生した場合には、削除しな

いでください。 

 

 

診断継続のための操作指示メッセージ 

 メッセージ 内容および必要な操作 

1 無線切り替えスイッチがオフになって

います。 

オンにしてから [OK] を入力してくだ

さい。 

無線切り替えスイッチがオフになって

います。本チェックツールを実行するた

めには、無線切り替えスイッチをオンに

する必要がありますので、指示にしたが

って、オンにした後、[OK]ボタンを押し

て診断処理を続行してください。 
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2 セットアップユーティリティで無線Ｌ

ＡＮが[無効]に設定されていたので[有

効]に設定変更しました。 

設定を反映にするためＰＣを再起動し

ます。 

保存が必要なデータがあれば [OK] を

押す前に保存してください。 

ＰＣが再起動したら本チェックツール

を再度実行してください。 

本チェックツールを実行するためにセ

ットアップユーティリティで無線 LAN

を有効に変更しました。 

[OK]を押してシステムを再起動した後、

再度本チェックツールを実行してくだ

さい。 

3 再スキャンにより無線ＬＡＮドライバ

を入れ直しました。 

念のため、一度ＰＣを再起動します。 

保存が必要なデータがあれば [OK] を

押す前に保存してください。 

ＰＣが再起動したら本チェックツール

を再度実行してください。 

無線 LAN ドライバの状態が異常でした

ので、復旧処理を行いました。 

[OK]を押してシステムを再起動した後、

再度本チェックツールを実行してくだ

さい。 

4 無線ＬＡＮドライバをインストールし

直しました。 

念のため、一度ＰＣを再起動します。 

保存が必要なデータがあれば [OK] を

押す前に保存してください。 

ＰＣが再起動したら本チェックツール

を再度実行してください。 

無線 LAN ドライバが正しくインストー

ルされていませんでしたので、再度イン

ストールしました。 

[OK]を押してシステムを再起動した後、

再度本チェックツールを実行してくだ

さい。 

5 無線ＬＡＮドライバが[無効]に設定さ

れていたので[有効]に設定変更しまし

た。 

念のため、一度ＰＣを再起動します。 

保存が必要なデータがあれば [OK] を

押す前に保存してください。 

ＰＣが再起動したら本チェックツール

を再度実行してください。 

無線 LAN ドライバが無効となっていま

したので有効にしました。 

[OK]を押してシステムを再起動した後、

再度本チェックツールを実行してくだ

さい。 

 

※上記以外のメッセージが表示された場合は、内容にしたがってください。 

また、同一のエラーメッセージ(先頭行が「エラー (Step XXXX)」のメッセージ)が繰

り返し表示される場合は、修理が必要と思われる問題が発生していますので、修理

を依頼してください。 

※エラーメッセージの「エラー (Step XXXX)」の内容は、修理の際にお尋ねすること

がありますので、メモに控えておいてください。 

※デスクトップ上に生成される wlan_check(wlan_check.txt)は、修理の際に必要とな

ることがありますので、修理が必要と思われる問題が発生した場合には、削除しな

いでください。 
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3. 無線 LAN チェックツールのアンインストール 

無線 LAN チェックツール使用後は、システムにコピーしたツール一式(フォルダー, 標準で

は「c:\util2\wlanchk」)を削除します。また、無線 LAN が正常動作していると診断された

場合は、デスクトップ上の wlan_check(wlan_check.txt)もあわせて削除します。 

 

 

以上 


