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接続して電源を入れよう3
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Aterm WD600シリーズ つなぎかたガイド(EC) 第2版

本書では子機（WL54AG）に対して、WD600シリーズ本体を親機と呼びます。子機用の無線LANカードは別途ご用意ください。

お問い合わせの前には、「イー・アクセス登録番号」をご用意のうえ「確認シート」をご記入ください。この情報をもとに内容をお伺いいたします。 
「確認シート」は添付の「お使いになる前に」に入っています。

●Aterm（エーターム）インフォメーションセンター　イー・アクセス担当窓口

●ホームページ ： http://aterm.cplaza.ne.jp/rental/eaccess/（2004年1月現在）

■ナビダイヤルおよび携帯電話用電話番号への電話料金はお客様のご負担となります。
■ IP電話の設定およびご利用に関するお問い合わせは、ご契約のプロバイダまたは、IP電話接続事業者のお問い合わせ先にご連絡ください。
■パソコンの設置や操作方法などについては、パソコンのサポートセンターなどにお問い合わせください。回線接続の条件などを満たしていない場合
や、モデムのご契約およびご解約については、プロバイダにお問い合わせください。

お問い合わせ受付時間
午前9時～午後6時（月～金曜日）・午前9時～午後5時（土曜日）
（日・祝日、年末年始、当社の休日はお休みさせていただきます）

ナビダイヤル 0570 - 011112
携帯電話用電話番号 04 - 7181 - 0684

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
ありましたらお問い合わせください。インフォメーションサービス
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□ETHERNETケーブル
（コネクタ：大）

□縦置きスタンド □スプリッタ

※形状が異なる
　場合があります。

□つなぎかたガイド(本書)
□お使いになる前に（別冊）
□無線LANご利用ガイド（別冊） 
□ IP電話使いかたガイド
□CD-ROM（ユーティリティ集）

□ADSL回線ケーブル
（コネクタ：小）

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週間以内に別途添付されている問い合わせ窓口までご連絡ください。

□ACアダプタ□ 本体 ACアダプタは、他の装置の物を使用していませんか？
装置故障、発煙、発火の恐れがありますので、必ず添付のACアダプタを
使用してください。

本商品の電源コードをたこ足配線にしていませんか？
たこ足配線はしないでください。

テレビや電子レンジの近くに置いていませんか？
通信に影響が出ることがあります。テレビや電子レンジの近くには置かな
いでください。

スプリッタ

縦置きスタンドを取り付ける1

2
アース線を接続する3

パソコンを接続する6
ADSL回線に接続する4

電話機を接続する5

電話機を接続する5

＜本商品の背面＞

アース線は添付されていませ
ん。別途ご準備願います。

ADSL回線ポート

ETHERNETポート

電話機

電話機

ADSL
回線ケーブル
（添付品）

MODEM LINE

PHONE

ACアダプタを接続する8

パソコン

（大）

（小）

ETHERNETケーブル
（添付品）

極性切替スイッチ

電話回線ポート

電話機ポート

IP電話をご利用になる場合 IP電話をご利用にならない場合

無線LANを利用する場合は、 
無線LANカードを取り付ける

7 電源ジャックを
接続する

本商品の電源ジャックを取
り外した状態で無線LANカー
ドを取り付けてください。

1

2

3

本商品側面にある拡張カー
ドスロットカバーを開ける

無線LANカードを拡張カー
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

1

3

2

短いケーブル
（スプリッタ添付品）

スプリッタの青印（MODEM）と本商品の
青印（ADSL回線ポート）を接続する

スプリッタのLINEとADSL回線を接続する

スプリッタの黄色印（PHONE）と本商品
の黄色印（電話回線ポート）を接続する

ADSL回線に接続する4
スプリッタの青印（MODEM）と本商品の青
印（ADSL回線ポート）を接続する

スプリッタのLINEとADSL回線を接続する

スプリッタの黄色印（PHONE）
と電話機を接続する

パソコン、本商品ともに電源を切っ
た状態で取り付けてください。

スプリッタ

ADSL
回線ケーブル
（添付品）

MODEM LINE

PHONE

（小）

短いケーブル
（スプリッタ添付品）

IP電話と加入電話（NTT等）をそれ
ぞれ別の電話機で使い分ける場合の
接続方法は、「機能詳細ガイド」の「IP
電話の使い方」を参照してください。
※緊急通報（110、118、119など）
はIP電話ではご利用になれません。

モジュラーケーブル（電話機に添付の
電話回線ケーブル（RJ-11）などを別
途ご準備願います。）

POWERランプが緑点灯します。

※パソコンにLANポートが必要です。

モジュラーケーブル（電話機に添付の電話回線ケー
ブル（RJ-11）などを別途ご準備願います。）

 4 「パソコン側での準備」

POWERランプ

ADSLランプ

ETHERNETポート
状態表示LED

パソコンの電源を入れ本商品前面のPOWER
ランプとADSLランプ、背面のETHERNET
ポート状態表示LEDが点灯していることを確
認してください。
ランプの状態が違う場合は、「お使いになる
前に」（別冊）のトラブルシューティングを
参照してください。

接続した電源コー
ドはフックにかけ
てご使用ください。フック

加入電話（NTT等）の極性が反転しています。この状態では、電話機によっては着信
音が鳴らない場合や、以下のサービスなどが正常に動作しない場合があります。

VoIPランプの確認および
極性切替スイッチの切り替
えは、必ずIP電話設定をす
る前に行ってください。いっ
たんIP電話設定をすると、
加入電話（NTT等）回線の
極性が反転していても、
PPPランプの点灯と同時
にVoIPランプの赤点滅が
停止します。

VoIPランプが赤点滅している場合は

　●ナンバー・ディスプレイ　　　　　　●ネーム・ディスプレイ
　●マジックボックス　　　　　　　　　●モデムダイヤルイン

その場合は、本商品背面の極性切替スイッチを逆に切り替えてください。
スイッチ切り替え後、VoIPランプが消灯していることを確認してください。

パ ソ コ ン 側 で の 準 備

らくらくウィザ ード を イン スト ー ル す る

LANポートの準備
子機（WL54AG）から無線で接続する場合は、CardBus（カードバス）準拠のPCカードスロットがパソコンに装備されていること
を確認してください。
ETHERNETインタフェースを搭載したパソコンの場合、LANカードおよびLANボード機能を停止させないと子機のドライバが正しく
インストールできない場合があります。LANカードおよびLANボード機能を停止させてから、らくらくウィザードで設定してください。
ETHERNETポートに接続する場合は、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、取り付けとOSに対するドライバのインストールを行ってください。

パソコンのネットワークの確認
本商品を設定する際は、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「お使いになる前に」（別冊）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。

ファイアウォールソフトの停止
本商品設定の前に、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。停止しない（起動したままでいる）と本商品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。）

ＷＷＷブラウザの設定
ＷＷＷブラウザ（Internet Explorer等）をLAN設定（ダイヤルしない）にしておいてください。またJavaScript®を有効にする設定にしておい
てください。

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。

設 定 方 法 を 選 ぶ
パソコン側の準備ができたら、本商品の設定方法を選択します。本商品に有線で接続するか、無線で接続するかを以下で選択して、それぞれの設定方法で設定をしてください。

（ご契約のプロバイダから設定方法の指示がある場合はそれに従ってください。）

本商品の初期導入時の基本設定をするユーティリティです。
無線LANカードなど子機を接続する場合のドライバをインストールをしたり、インター
ネット接続のための設定が簡単にできます。

本商品の初期導入時の基本設定をするユーティリティです。
無線LANカードなど子機を接続する場合のドライバをインストールをしたり、インター
ネット接続のための設定が簡単にできます。

子機（WL54AG）の場合は、以下のOSでご利用になれます。
・Windows® XP/2000 Professional/Me（日本語版）

接続方法を選択してください

らくらくウィザードで設定します

本商品（親機）のETHERNETポートとパソコンをETHERNETケーブルで接続して設定する

有 線 で 接 続 す る 無 線 で 接 続 す る

らくらくウィザード

無線LAN内蔵パソコンまたは無線LANカードの取扱説
明書を参照して、親機との接続確認を行ってください。

本商品（親機）の工場出荷時のネットワーク名（ESS-ID）は
WARPSTAR-XXXXXX（XXXXXXは親機の側面に記載され
ているMACアドレスの下6桁）です。詳しくは添付の「無線
LANご利用ガイド」をご覧ください。

クイック設定Webで設定します
WWWブラウザ（Internet Explorer等）を起動し、
アドレスにhttp://web.setup/と入力して

クイック設定Webのページを開く
※本商品のIPアドレスを入力して開くこともできます

（工場出荷時は192.168.0.1です）

例：http://192.168.0.1/

裏面「クイック設定Webをご使用になるには」

6 へお進みください

本商品を設定するためのユーティリティ「らくらくウィザード」をパソコンにインストールします。

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

メニュー画面が表示されます。

［WARPSTARのセットアップの開始］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。

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

［はい］をクリックする

インストールが開始されます。

［すべて］を選択し、［次へ］をクリックする

［はい］をクリックする

［次へ］をクリックする ［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

READMEをよく読み、［README］画面
を閉じる

インストールが完了し、らくらくウィザードが起動
します。

［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

メニュー画面の［終了］をクリックする

ここではWindows® XPのパソコンに子機（WL54AG）を接続してご使用になる場合を例に説明しています。

無線LAN内蔵パソコンまたは他社製の無線LANカード
から、無線LAN接続して設定する場合

子機（WL54AG）から無線LAN接続して設定
する場合

1 3 4 5 6

7 8 11 12
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裏面へつづく



7 8インターネットに接続しよう IP電話の確認をしよう

らくらくウィザードで設定する5

インターネット接続設定をしよう6

［次へ］をクリックする

WARPSTARの接続方法の確認STEP1.

ドライバのインストールや接続確認STEP2.

こんなときには
次の画面に 　が表示されたときは、親機と
の通信が確立できていません。「お使いに
なる前に」の「トラブルシューティング」ー「子
機に関するトラブル」を参照してください。

ドライバをアンインストール（削除）したいときは
CD-ROMのメニュー画面から［ドライバのアンイン
ストール］をクリックして、画面に従ってアンインストー
ルしてください。

子機を取り付ける
パソコンのPCカードスロット
に子機を取り付けます。コネク
タの向きに注意して、しっかり
と奥まで差し込んでください。

※ 手順5までは子機（WL54AG）をパソコンのカードスロットに取り付けないでください。

※ らくらくウィザードを起動すると音声ガイドが流れます。

［インストール時の設定］の［Step2 
ドライバのインストールや接続確認］
をクリックする

［ワイヤレスLAN（カード）で接続］
を選択し、[次へ］をクリックする

［実行］をクリックする

［実行］をクリックする

設定内容を確認し、［登録］をク
リックする

子機の設定のみ変更する場合は、この画面は
表示されません。手順11に進みます。

親機に管理者パスワードを登録していない場合や、
子機のみ設定する場合は表示されません。手順
11に進みます

接続する親機のネットワーク名をク
リックし、[次へ］をクリックする

［WL54AG］を選択して［次へ］を
クリックする

次の画面が表示されたら、子機
（WL54AG）をパソコンに取り付
ける

ドライバが自動的にインストールされます。

[設定終了］をクリックする らくらくウィザード画面に戻り、
Step2が○になることを確認する

以下の操作でPCカードを取り外せる状態にしてか
ら取り外してください。

タスクトレイのPCカードアイコンをクリックします

［NEC Aterm WL54AG（PA-WL/54AG）Wireless 
Network Adapterを安全に取り外します］をクリック
します

［NEC Aterm WL54AG（PA-WL/54AG）Wireless 
Network Adapterを安全に取り外すことができます］
が表示されたら■をクリックして画面を閉じます

子機（WL54AG）を取り外します

あとで子機（WL54AG）を取り外すときは

工場出荷時のネットワーク名（ESS-ID）は、「WARPSTAR-
XXXXXX」（XXXXXXは、親機の側面に記載されている
MACアドレスの下6桁）です。親機のネットワーク名が表
示されない場合は、親機の拡張カードスロットカバーを開
け、無線LANカードのPWRランプとACTランプが同時に
点滅していることを確認して［新規登録］を選択し、手順8
の画面で［ネットワーク名（ESS-ID）］の欄に直接ネットワー
ク名を入力してください

※複数の親機がある場合は、ネットワーク名
も複数表示されます。

子機（WL54AG）の場合

1

6

10 11 12

7

1 2 3

2 3 4 5

子機(WL54AG)

次の画面で、親機の設定に合わせて無線LANカードの設定をして、［次へ］をクリックする

8 親機に暗号化の設定がされていない場合は［親
機の設定も同時に切り替える］を選択して、
親機も同時に無線動作モードや暗号化の設定
ができます。

次の画面が表示された場合は、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

9
1
2

3

4

ここではWindows® XPのパソコンに子機（WL54AG）を接続してご使用になる場合を例に説明しています。
親機のETHERNETポートに接続する場合などは6へお進みください。

らくらくウィザードを起動する
※ 4 でらくらくウィザードをインス
トールした直後は自動的に起動さ
れています。

WARPSTARのインターネット接続基本設定STEP3.
「インストール時の設定」の［Step3 WARPSTARのインターネット接続基本設定］を
クリックするとクイック設定Webが起動する1

6 へお進みください

［インストール時の設定］の［Step1 WARPSTARの接続方法の確認］をクリックし、接続方法を確
認する
WARPSTARの接続方法が表示されます。

ここでは3 で、すでに接続が完了しているので［Step2 ドライバのインストールや接続確認］に進みます。

※添付CD-ROMの音声ガイドでは本書（つなぎかたガイド）などを総称して取扱説明書と説明している場合があります。

［設定する機器］
親機も同時に設定を行う場合は「親機の設定も同
時に切り替える」を選択します。

［ネットワーク名（ESS-ID）］
使用するネットワークの名称を入力します。
手順7で使用するネットワーク名をそのまま使用
する場合はそのままにしておきます。

［無線動作モード］
親機も同時に設定を行う場合は、ネットワーク内
で使用する無線モードを「802 .11g+b」
「802.11g」「802.11a」から選択します。

［チャネル番号］
親機も同時に設定を行う場合は、親機がネットワー
ク内で使用するチャネルを選択します。

［通信モード］
「アクセスポイント通信」を選択します。

［暗号化キー］
暗号化の設定を行います。
暗号化の設定は、あとから行うこともできます。 

・親機の設定も同時に切り替える場合
［暗号化モード］で暗号化の方法を選択して、設定
したい［暗号強度］、［暗号化キー］などを入力し
ます。
・子機の設定のみ変更する場合
親機に設定している暗号化モードや暗号化キーな
どと同じ内容を［暗号化モード］、［暗号化キー］な
どに入力します。

無線LANご利用ガイド

管理者パスワードを入力し、 
［設定］をクリックする1

セキュリティの設定を入力する
［管理者パスワード］にパスワードを入力します。パス

ワードには任意の半角英数字64文字まで入力できます。

管理者パスワードは、あとで本商品を設定する際に
必要となりますので控えておいてください。

　管理者パスワード控え：

※管理者パスワードを忘れてしまった場合は、本商品を
初期化して、はじめから設定をやり直してください。

（ 7 の「本商品の初期化」を参照してください。）

クイック設定Webでは、IP電話をさらに快適にご利用になるための設定ができます。設定方法は、「機能
詳細ガイド」の「IP電話の使い方」をご参照ください。（サービス利用に対しての必須項目ではありません。）

IP電話の設定には、ご契約いただいたIP電話接続事業者（プロバイダ

等）発行のIP電話に関する情報が必要です。あらかじめ、IP電話に関

する情報がお手元に届いているかご確認のうえ、設定してください。

IP電話に関する情報がまだ届いていないときは、あとから設定します。

※ IP電話の契約方法によっては、IP電話開通日がADSLの開通日と異なる場合があります。

※ご不明な場合は、ご契約いただいたIP電話接続事業者（プロバイダ等）へお問い合わせください。

※設定を間違えた場合は、本商品を初期化して設定をはじめからやり直してください。  7 「本商品の初期化」へ
ＷＷＷブラウザのWeb画面で、本商品（親機）のすべての設

定ができます。Macintoshパソコンなどからご使用になる場

合は、必ずクイック設定Webで設定してください。

ＷＷＷブラウザのWeb画面で、本商品（親機）のすべての設

定ができます。Macintoshパソコンなどからご使用になる場

合は、必ずクイック設定Webで設定してください。

クイック設定Web
-以下のWWWブラウザでご使用になれます-
Windows® XP/2000 Professional/Me/98SE/98の場合

■Microsoft® Internet Explorer Ver.5.5以上に対応　■Netscape® Ver.6.1以上に対応
Mac OS X/9.x/8.6の場合

■Microsoft® Internet Explorer Ver.5.0以上に対応　■Netscape® Ver.6.01以上に対応

IP電話の設定

3

 8 「再度IP電話の設定をする場合は」へ

設定パターンと接続先の設定をし、
［設定］をクリックする2

［設定パターン］を選択する
設定1（初期値）のままお使いください。

［接続先の設定］をする
IP電話接続事業者（プロバイダ等）の資料に従って設定してください。
●接続先名： 接続先がわかるようにプロバイダの名称を任意

に入力します。入力した名称が接続先の名称と
して本商品に登録されます。

●ユーザー名： ご契約のプロバイダの資料に従って「認証ID」
（ログインID・ユーザーID）を入力します。

 ※プロバイダによってはIDのあとに、＠ドメイン名を
入れる必要があります。

●パスワード： ご契約のプロバイダの資料に従ってパスワード
を入力します。

IP電話の設定をIP電話接続事業者（プロバイダ等）
の資料に従って入力し、［設定］をクリックする
［拡張設定］
お客様がお住まいの地域の市外局番を設定すると、IP電
話をかけるときに市外局番のダイヤルなしで市内通話
をご利用いただけます。
※「市外局番」に間違った番号を設定すると、正しい発信
ができなくなります。

※お客様の市外局番が変更となるときは、設定変更が必
ず必要となります。

※IP電話をご利用にならない場合や、あとから設定する場合は、そのまま［設定］をクリックします。

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。
外部のホームページを開く例）ホームページ http://aterm.cplaza.ne.jp/rental/eaccess/21

PPPランプ

WWWブラウザ（Internet Explorer等）を
起動する

本商品の初期化

1 本商品前面の
INITスイッチ
を5秒以上押し
続ける

2 3POWERランプが緑点滅するこ
とを確認してINITスイッチを離す
工場出荷状態に戻す準備ができています。
初期化を中止したいときはINITスイッチを2
秒以上押します。ランプが緑点滅から緑点灯
になり初期化を中止します。

本商品の電源ジャックをいっ
たん取り外したあと、10
秒ほど待ってから再び差し
込む
POWERランプ以外のすべてのランプ
が緑点滅したあと、ADSLランプが点
滅を開始したら初期化が完了します。

INITスイッチ POWERランプ

本商品前面のINITスイッチを使って初期化します

初期化とは、本商品に設定した内容を消去して工場出荷時の状態に戻すことをいいます。
本商品がうまく動作しない場合や今までとは違う回線に接続し直す場合は、本商品を初期化して初めから設定し直す
ことをお勧めします。
いったん初期化すると、それまでに設定した値はすべて消去され、工場出荷状態に戻りますのでご注意ください。

PPPランプが点灯していることを確認してからインターネットに接続してください。
PPPランプが点滅しているときは、本商品を初期化してから再度設定を行ってください。

また、PPPランプが点滅しているときは、IDまたはパスワードの誤りが考えられます。
プロバイダにお問い合わせください。

（無線接続の場合　　5 から　有線接続の場合　　6から）

●無線通信を行う場合は、暗号化などのセキュリティの設定をすることをお勧めします。 
詳しくは「無線LANご利用ガイド」を参照してください。

POWERランプ

ADSLランプ

VoIPランプ

1

2

3

4

再度IP電話の設定をする場合は

WWWブラウザ（Internet Explorer等）を起動し、アドレスにhttp://web.setup/sip.htmlと入力して、クイック設定Webのページを開く。

ユーザー名に「admin」と入力して、パスワードに 6で設定した管理者パスワードを入力する。

6 の 3の画面が表示されます。以降は 6 の 3を参照して設定してください。

入力が完了したら、［設定］をクリックする

IP電話をご利用になる場合はVoIPランプが緑点灯していることを確認してください。
VoIPランプが緑点灯している場合は、IP電話がご利用いただけます。
「IP電話使いかたガイド」（別冊）、およびプロバイダ、またはIP電話接続事業者から送付された「IP電話ご利用の手引き」などをよく読み、通話の確認をしてください。

VoIPランプが緑点灯の状態でない場合は、IP電話のご利用ができません。サービス契約・登録設定をご確認ください。
VoIPランプが赤点灯・消灯の場合は、6 の 3で設定した値が正しくないか、何も設定されていないことが考えられますので、サービス契約をご確認のうえ、
再度IP電話の設定をしてください。 下記「再度IP電話の設定をする場合は」へ

あとから無線LANをご利用になるには あとから、無線LANサービスを追加することができます。

親機装着用の無線LANカードは、別途レンタルすることができます。詳細はご契約のプロバイダにお問い合わせください。
※親機に装着できるのはAterm WL54AGのみです。無線LANカードの取り付けは 3の 2「無線LANを利用する場合は、無
線LANカードを取り付ける」をご参照ください。設定につきましては、4「設定する前に準備をしよう」をご参照ください。
子機用の無線LANカードは、別途ご用意ください。子機として使える機器については、ホームページ
（http://aterm.cplaza.ne.jp/rental/eaccess/）にてご確認ください。
Aterm以外の子機をご利用になる場合は、それぞれの説明書を参照のうえ、ドライバのインストールと無線の設定を行っ
てください。

本商品

無線LANカード

※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。

無線セキュリティ対策のため、親機に装着する無線LANカードは無線LANを使用する時だけ装着してください。

●本商品のマニュアルは次の通りです。 
ご使用の目的にあわせてお読みください。

■WWWブラウザの設定確認のしかた
WWWブラウザ（Internet Explorer等）の設定を「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。

右記はWindows® XP/2000 Professional/Me/98SE/98
でInternet Explorer6.0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（プロバイダやソフトウェア等）によっ
ても変わりますので詳細はプロバイダやソフトウェアメーカー
にお問い合わせください。

お使いになる前に（別冊）
本商品をお使いいただく前にあらかじめ確認していただきたい
注意事項、トラブルシューティングを記載しています。

IP電話の使いかたガイド（別冊）
IP電話のご利用方法について記載しています。

機能詳細ガイド
本商品の様々な機能については、「機能詳細ガイド」で詳しく説明しています。
「機能詳細ガイド」は、ホームページに掲載しています。下記のURLからご覧
ください。

無線LANご利用ガイド（別冊）
無線LANをご利用になる場合のセキュリティ対策などについて記載しています。

http://aterm.cplaza.ne.jp/manual/e/600ref/

マニュアルの見かたクイック設定Webをご使用になるには
●クイック設定Webをお使いになるときは、WWWブラウザの設定でJavaScript®が有効になっていることが必要です。

6 の設定中にエラー画面が出た場合は、「お使いになる前に」（別冊）の「トラブルシューティング」をご覧のうえ、
JavaScript®の設定を確認してください。

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、添
付の「無線LANご利用ガイド」（別冊）を参照してください。
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2

3

4

5

6

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。
※プロバイダからプロキシの設定指示があった場合は、従ってください。


