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この取扱説明書は、古紙配合率100％の再生紙を使用しています

〈該当機種〉 
WD600シリーズ

接続する
無線LANアクセスポイント（親機）が

「らくらく無線スタート」
非対応機種用

※接続する無線LANアクセスポイント（親
機）がDL180V-CまたはWD700
シリーズの場合は、「らくらく無線スター
ト」対応用の「無線LANつなぎかた
ガイド」（別紙）を参照してください。

Windows®は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。　Netscape®は米国 Netscape Communications Corporation の登録商標です。
Mac、Macintoshは米国その他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の登録商標です。　JavaScript®は米国Sun Microsystems. Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。
その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。 © NEC Corporation 2005、© NEC AccessTechnica,Ltd. 2005

本商品の機能や取り扱い方法などでご不明な点や初期不良、欠品、故障などがありましたら、無線LANアクセスポイント（親機）
側のマニュアルに記載のお問い合わせ先にお問い合わせください。

お問い合わせ先

■WWWブラウザ設定・確認のしかた
WWWブラウザ（Internet Explorer等）の接続設定を「ダイヤルしない」「プロキシサーバーを使用しない」設定
にします。
下記はWindows® XP/2000 Professional/Me/98S/98 でInternet Explorer 6.0をご利用の場合の設
定方法の一例です。お客様の使用環境（ソフトウェア等）によっても変わりますので、詳細はKDDIカスタマーサー
ビスセンターまたはソフトウェアメーカーにお問い合わせください。
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Internet Explorerのアイコンをダブルクリックして、Internet Explorerを起動します。
［ツール］の［インターネットオプション］を選択します。
［接続］タブをクリックします。
ダイヤルアップの設定の欄で、［ダイヤルしない］を選択してください。
［LANの設定］をクリックします。
［LANにプロキシサーバーを使用する］と［設定を自動的に検出する］の 　を外します。

●LANポートの準備
WL54TEのETHERNETポートに接続するには、パソコンにLANポート（ETHERNETポート）［100BASE-
TX/10BASE-T］が必要です。
装備されていない場合は、市販のLANカード／LANボードを購入して、LANポートが使用できるよう設
定しておいてください。

●ファイアウォールなど、すべてのソフトの停止
本商品の設定の前に、ファイアウォール、ウィルスチェック等のソフトはいったん停止してください。インター
ネットに接続できたら、もう一度必要な設定を行ってください。停止しない（起動したままでいる）と無線
LANアクセスポイント（親機）の設定ができなかったり、通信が正常に行えない場合があります。（パソコ
ンによっては、ファイアウォール、ウィルスチェック等のソフトがあらかじめインストールされている場合が
あります。）
停止や設定の方法はソフトによって異なりますので、ソフトまたはパソコンのメーカーにお問い合わせく
ださい。

●パソコンのネットワークの確認
無線LANアクセスポイント（親機）を設定する際は、パソコンのネットワークの設定が「IPアドレスを自動
的に取得する」「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」になっている必要があります。確認の
しかたについては無線LANアクセスポイント（親機）に添付の「お使いになる前に」にある「トラブルシュー
ティング」の「パソコンのネットワークを設定する」を参照してください。

●ＷＷＷブラウザの設定
ＷＷＷブラウザ（Internet Explorer等）の接続設定を「ダイヤルしない」「プロキシサーバーを使用し
ない」設定にしておいてください。（下記参照）また、JavaScript®を「有効にする」設定にしておいて
ください。（無線LANアクセスポイント（親機）に添付の「お使いになる前に」にある「トラブルシューティ
ング」の「JavaScript®の設定を確認する」参照）

操作方法など不明な場合は、各パソコンメーカー等にお問い合わせください。

ご用意いただいた無線LANカード（Aterm WL54AG）を、無線LANアクセスポイント（親機）の拡張カード
スロットへ装着し、WL54TEを無線LAN端末（子機）としてパソコンに接続することで、無線LAN通信を行う
ことができます。
→ 無線LANアクセスポイント（親機）に装着できるのはAterm WL54AGのみです。
本紙では、無線LANの接続方法について説明しています。
→ 無線LANアクセスポイント（親機）側の設定を完了させてから無線LANの設定を行うことをお勧めします。
無線LANアクセスポイント（親機）側の設定については、無線LANアクセスポイント（親機）に添付の「つなぎ
かたガイド」を参照してください。

無線LANアクセスポイント（親機）に装着するWL54AGは、無線LANをはじめる
際の設定の直前に装着してください。
無線LANアクセスポイント（親機）にWL54AGを装着したまま無線セキュリティ
対策を行わず、そのままにしておくと他人から無線ネットワークに入り込まれる可
能性があります。

あとから無線LANをご利用になるには

無線LANアクセスポイント（親機）のACアダプタを取り
外した状態でWL54AGを取り付けてください。
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無線LANアクセスポイント（親機）側面にある拡張カード
スロットカバーを開ける
WL54AGを拡張カードスロットに奥まで確実に入れる
拡張カードスロットカバーを元に戻す
無線LANアクセスポイント（親機）の電源を入れる

●WL54AGの取り付け手順

本紙では無線LANアクセスポイント（親機）に対して、WL54TEを無線LAN端末（子機）と
呼びます。

箱の中身をチェックしよう

□CD-ROM
　（ユーティリティ集）

□WL54AG

本商品が到着したら、すぐに添付品をご確認ください。不足しているものがありましたら、2週間以内に無線LANアクセスポイント（親機）側のマニュアルに記載のお問い合わせ先にご連絡ください。

□壁掛け用ネジ（2本）

□壁掛け用台紙

□横置き用ゴム足（4個）

□ACアダプタ

□WL54TE用
　 縦置きスタンド

□WL54TE 
　無線LAN端末（子機）

□ETHERNETケーブル
　(ストレート)

WL54AG

WL54TE
無線LAN端末（子機）

（パソコンに接続して使用）※

無線LANアクセスポイント（親機）

※　 「無線LANアクセスポ
イント（親機）に接続しよ
う」で指示があるまでは、
無線LAN端末（子機）は
パソコンに接続しないで
ください。
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□WL54TE 取扱説明書（別冊）

□無線LANつなぎかたガイド（2枚）
　 • 「らくらく無線スタート」非対応機種用（本紙）
　 • 「らくらく無線スタート」対応機種用（別紙）

●WL54TEの電源を接続しよう

＜WL54TEの背面＞

ACアダプタを電源コン
セントに接続する

ACアダプタをWL54TE
に接続する

WL54TE用縦置きスタンドを取り付ける1

P0WERランプ

POWERランプが緑点灯することを確認する4
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ACアダプタ

POWERランプが点灯しないときは？
WL54TEにACアダプタが正しく接続されているか確認してください。

横置きまたは、壁掛けで 
ご利用になる場合
WL54TE取扱説明書 P2-2

WL54TEとパソコンの接続は？
　「無線LANアクセスポイント（親機）に接
続しよう」の手順で指示されるまでパソコン
に接続しないでください。
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インターネットに接続しよう3

無線LANアクセスポイント（親機）に接続しよう2

WWWブラウザ（Internet Explorer等）を起動する1 アドレスにURLを指定して、外部ホームページを開く（例：http://www.dion.ne.jp/support/modem/）2
インターネットに接続して接続状態を確認してみましょう。

無線セキュリティ対策について
無線通信を行う場合は、無線LAN内のセキュリティ対策を行うことをお勧めします。無線LAN内のセキュリティがない状態では、離れた場所から、お使いの無線ネットワーク
に入り込まれる危険性があります。無線セキュリティ対策を行う際は、「WL54TE 取扱説明書」を参照してください。
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6 7 [接続設定]をクリックする

●設定を始める前に、無線LANアクセスポイント（親機）の電源が入っていることを確認してください。

WL54TEとパソコンを接続する3

4

［親機＆子機設定］をクリックする10
11
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※装置図およびラベルは一例です。

51

2
ETHERNETポート

ETHERNETケーブル

9 暗号化の設定をする

記入欄

IP電話をご利用の場合でまだIP電話の確認を行って
いない場合は、無線LANアクセスポイント（親機）
に添付の「つなぎかたガイド」の「インターネットに
接続しよう」へお進みいただき、市外局番の設定とIP
電話の確認までを行ってください。
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14 WL54TEのAIRランプが点滅している
ことを確認する

ETHERNETケーブルでWL54TEのETHERNET
ポートと無線LANアクセスポイント（親機）の
ETHERNETポートを接続する

ETHERNET
ポート

ETHERNET
ケーブル

ETHERNET
ポート

[スタート]ー[プログラム]ー[Aterm WARPSTAR
ユーティリティ]ー[Ethernetボックスマネージャ]を
クリックする

デスクトップの［Ethernetボックスマネージャ］
アイコンをダブルクリックしても起動できます。

［親機（アクセスポイント）］から
設定する無線LANアクセスポ
イント（親機）の［ネットワーク
名（SSID）］を選択し、 　をク
リックする

工場出荷時のネットワーク名は、「WARPSTAR-
XXXXXX」です。XXXXXXは無線LANアク
セスポイント（親機）の側面に記載されている
MACアドレスの下6桁です。

［子機（EthernetBOX）］から
設定する［子機のネットワーク名
（SSID）］を選択し、　　をクリッ
クする

※WL54TEのネットワーク名（SSID）
の 初 期 値は、W A R P S T A R -
X X X X X X（ X X X X X X は
WL54TE側面に記載されている
MACアドレスの下6桁）です。

［ネットワーク名（SSID）］に接続する無線LANアクセスポイ
ント（親機）のネットワーク名が表示されていることを確認する

※無線LANアクセスポイント（親機）
の工場出荷時のネットワーク名は、
無線LANアクセスポイント（親機）
の底面に貼ってある「無線LAN
設定ラベル」に記載されています。
ただし、無線LANアクセスポイ
ント（親機）の底面に「無線LAN
設定ラベル」がない場合の工場
出荷時のネットワーク名は、
「WARPSTAR-XXXXXX」
（XXXXXXは無線LANアクセ
スポイント（親機）の側面に記載
されているMACアドレスの下6
桁）です。

［暗号化モード］で暗号化の方法を選択して、それぞれの項目を設定します。
■［暗号化モード］／「WPA-PSK (AES)」（推奨）
※［暗号化モード］のプルダウンメニューに「WPA-PSK（TKIP）」・
「WPA-PSK（AES）」がない場合は、「WEP」を選択してください。

■［暗号化キー］／8～63桁の英数記号または64桁の16進数で入力します。
※無線LANアクセスポイント（親機）底面に「無線LAN設定ラベル」がある場合、
［暗号化モード］で「WPA-PSK（AES）」を選択すると、暗号化キーの欄に
暗号化キーが自動的に表示されますが、消去して入力し直してください。
※暗号化キーに使用できる文字は次の通りです。
・8～63桁の場合：英数記号（0～9、a～z、A～Z、下表の記号）

※「\」（バックスラッシュ）はパソコンの設定に
よっては「¥」と表示されます。

・64桁の場合：16進数（0～9、a～f、A～F）
※入力した暗号化キーは忘れないように下記に記入しておくことをお勧めします。

＜暗号化キーの入力例＞
無線LANアクセスポイント（親機）の側面の主銘板（貼付されているシール）の製造番号など。
（容易に解読されやすいキー［11111111］などはお勧めしません。）

2台以降の無線LAN端末（子機）
を増設するなど、無線LANア
クセスポイント（親機）の設定
を変更しない場合は、無線
LANアクセスポイント（親機）
の暗号化設定にあわせて設定
を行ってください。
［子機のみ設定］をクリックし、
手順12へ進みます。

無線LANアクセスポイント（親機）の管理者
パスワードを入力する画面が表示されたら、
無線LANアクセスポイント（親機）に設定し
た管理者パスワードを入力し、［OK］をクリッ
クする

無線LAN端末（子機）のパスワードを入力する画面
が表示されたら、パスワードを入力し、［OK］をクリッ
クする

※初めて設定する場合や、初期化したあとなど、パスワー
ドの設定をしていない場合は、空欄のまま［OK］をクリッ
クします。

管理者パスワードは無線LANアクセスポイン
ト（親機）に添付の「つなぎかたガイド」な
どを参照して入力してください。

WL54TEと無線LANアクセスポイント
（親機）の接続を取り外し、［OK］をクリッ
クする

※接続後、1分間待ってから手順4へ進んでください。WL54TEが無線
LANアクセスポイント（親機）からIPアドレスを取得します。

WL54TEのAIRランプが消灯していることを確認
する

Ethernetボックスマネージャをインストールする
●無線LAN端末（子機）を設定するためのユーティリティ「Ethernetボックスマネージャ」をパソコンにインストールします。

[はい]をクリックする

インストールが開始されます。

[次へ]をクリックする1

7 8 9

10

11 12

13

3 4 6

2

［READMEの表示］にチェック
が入っている（　 ）ことを確認
し、［完了］をクリックする

READMEをよく読み、
「README」画面を閉じる

インストールが完了します。

次の画面が表示された場合は、
[はい]をクリックする

Windows®を起動する

添付のCD-ROM（ユー
ティリティ集）をCD -
ROMドライブにセット
する

「このCD-ROMについて」
（HTMLファイル）が自動
的に表示されます。

内容を確認し、■ または[閉じる]をクリックする

※CD-ROMのバージョ
ンにより画面デザイ
ンが異なる場合があり
ます。この場合は、画
面の指示に従いユー
ティリティのセット
アップを起動してく
ださい。

「Aterm WARPSTARユー
ティリティ」画面で[次へ]をク
リックする

画面の同意書を読み、同意で
きる場合は[次へ]をクリック
する

5

[WL54TE]を選択し、[次へ]を
クリックする

表示されたインストール先へ
インストールする場合は[次へ]
をクリックする

インストール先を変更する場合は
[参照]をクリックして変更してく
ださい。

次の画面が表示された場合は
[はい]をクリックする

Ethernetボックスマネージャで設定する
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