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はじめに
　『A

エーターム

termWG1800HP（KP）』は、有線 LANに接続して IEEE802.11ac、
IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b 対 応 の
無線 LANのアクセスポイントとして使用することができます。
ご利用いただける無線LAN端末（子機）の最新情報は、サポートページ（*下記）
を確認してください。

●●本文中では、本商品をそれぞれ次のように呼びます。
本商品の名称 本文中で使用している名前

AtermWG1800HP WG1800HP（KP）
または無線 LANアクセスポイント（親機）

●●本書ではご案内していない、本商品のサポート情報を掲載しています。● ●
● （2014年 10月現在）

● サポートページ　http://www.aterm.jp/kddi/1800kp/

•●Aterm は、日本電気株式会社の登録商標です。
•●らくらく無線スタート、らくらくQR スタートは、NECプラットフォームズ株式会社の登録
商標です。
•●Windows、Windows●Vista® は、米国Microsoft●Corporation の米国およびその他の
国における登録商標または商標です。
•●Windows●Vista●はオペレーティングシステムです。
•●Mac、Mac●OS、OS●X、AirMac、Safari は、米国および他の国々で登録された Apple●
Inc. の商標です。
•● Internet● Explorer は、米国Microsoft●Corporation の米国およびその他の国における
商標または登録商標です。
•●ニンテンドー DSは、任天堂の登録商標です。
•●Bluetooth は、Bluetooth●SIG,●Inc. の登録商標です。
•●Oracle と Java は、Oracle●Corporation およびその子会社、関連会社の米国およびそ
の他の国における登録商標です。
•●「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
•●その他、各会社名、各製品名およびサービス名などは各社の商標または登録商標です。

©●NEC●Platforms,●Ltd.●2014
NECプラットフォームズ株式会社の許可なく複製・改版、および複製物を配布することはで
きません。
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安全にお使いいただくために必ず 
お読みください

本書には、あなたや他の人々への危険や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお
使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。	 	
その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお
読みください。

本書中のマーク説明
	警　告 ：		人が死亡する、または重傷を負う可能性

が想定される内容を示しています。

	注　意 ：		人が軽傷を負う可能性が想定される内
容、および物的損害のみの発生が想定さ
れる内容を示しています。

	お願い ：		本商品の本来の性能を発揮できなかった
り、機能停止をまねく内容を示しています。

図記号の説明
■	警告・注意を促す記号

一般注意
●

発火注意
●

感電注意
●

破裂注意

■	行為を禁止する記号

一般禁止

●

分解禁止

●

水ぬれ禁止

●

ぬれ手禁止

●

風呂等での
使用禁止

●

火気禁止

■	行為を指示する記号

一般指示

●

電源プラグをコンセントから抜け

 警　告
電源

	● AC100Vの家庭用電源以外では使用しないでください。火災、
感電の原因となります。	 	
差し込み口が2つ以上ある壁の電源コンセントに他の電気製
品のACアダプタを差し込む場合は、合計の電流値が電源コン
セントの最大値を超えないように注意してください。火災、感
電、故障の原因となります。
	● 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲
げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでくださ
い。火災、感電の原因となります。	 	
また、重いものをのせたり、加熱したりすると電源コードが破
損し、火災、感電の原因となります。
	● ACアダプタは、たこ足配線にしないでください。たこ足配線
にするとテーブルタップなどが過熱、劣化し、火災の原因とな
ります。 3



 警　告
	● ACアダプタは、必ず本商品に添付のものをお使いください。
また、本商品のACアダプタは、他の製品に使用しないでくだ
さい。感電、故障の原因となります。
	● ACアダプタにものをのせたり布を掛けたりしないでください。
過熱し、ケースや電源コードの被覆が溶けて火災、感電の原因
となります。
	● ACアダプタは日本国内AC100V（50/60Hz）の電源専用で
す。他の電源で使用すると火災、感電、故障の原因となります。
	● ACアダプタは風通しの悪い狭い場所（収納棚や本棚の後ろな
ど）に設置しないでください。過熱し、火災や破損の原因とな
ることがあります。また、ACアダプタは、電源コンセントの近
くに設置し、容易に抜き差し可能な状態でご使用ください。
	● ACアダプタ本体が宙吊りにならないように設置してください。
電源プラグと電源コンセント間に隙間が発生し、ほこりによる
火災が発生する可能性があります。

こんなときは

	● 万一、煙が出ている、変なにおいがするなどの異常状態のまま
使用すると、火災、感電の原因となります。すぐに本商品のAC
アダプタをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを
確認してから、別途示す修理受付先またはお問い合わせ先に修
理をご依頼ください。お客さまによる修理は危険ですから絶対
におやめください。
	● 本商品を水や海水につけたり、ぬらさないでください。万一内
部に水が入ったり、ぬらした場合は、すぐに本商品のACアダ
プタをコンセントから抜いて別途示す修理受付先またはお問い
合わせ先にご連絡ください。	 	
そのまま使用すると、火災、感電、故障の原因となることがあ
ります。
	● 本商品の通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなど
の異物を差し込んだり、落としたりしないでください。万一、異
物が入った場合は、すぐに本商品のACアダプタをコンセント
から抜いて別途示す修理受付先またはお問い合わせ先にご連
絡ください。	 	
そのまま使用すると、火災、感電、故障の原因となることがあ
ります。特にお子様のいるご家庭では、ご注意ください。
	● 電源コードが傷んだ状態（芯線の露出・断線など）のまま使用
すると火災、感電の原因となります。すぐに本商品のACアダ
プタをコンセントから抜いて、別途示す修理受付先またはお問
い合わせ先に修理をご依頼ください。
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安全にお使いいただくために必ずお読みください

 警　告
	● 万一、本商品を落としたり破損した場合は、すぐに本商品のAC
アダプタをコンセントから抜いて、別途示す修理受付先または
お問い合わせ先にご連絡ください。そのまま使用すると、火災、
感電の原因となることがあります。

禁止事項

	● 本商品は家庭用の通信機器として設計されております。人命に
直接関わる医療機器や、極めて高い信頼性を要求されるシステ
ム（幹線通信機器や電算機システムなど）では使用しないでく
ださい。社会的に大きな混乱が発生する恐れがあります。
	● 本商品を分解・改造しないでください。火災、感電、故障の原
因となります。

	● ぬれた手で本商品を操作したり、接続したりしないでください。
感電の原因となります。
	● 本商品の内部や周囲でエアダスターやダストスプレーなど、可
燃性ガスを使用したスプレーを使用しないでください。引火に
よる爆発、火災の原因となります。

その他のご注意

	● 航空機内や病院内などの無線機器の使用を禁止された区域で
は、本商品の電源を切ってください。電子機器や医療機器に影
響を与え、事故の原因となります。
	● 本商品は、高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器や心
臓ペースメーカなどの近くに設置したり、近くで使用したりしな
いでください。電子機器や心臓ペースメーカなどが誤動作する
などの原因となることがあります。	 	
また、医用電気機器の近くや病院内など、使用を制限された場
所では使用しないでください。
	● 本商品を医療機器や高い安全性が要求される用途では使用し
ないでください。	 	
人が死亡または重傷を負う可能性があり、社会的に大きな混乱
が発生する恐れがあります。
	● 本商品のそばに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水の
入った容器、または小さな金属類を置かないでください。こぼ
れたり中に入った場合、火災、感電、故障の原因となることが
あります。
	● 風呂場や加湿器のそばなど、湿度の高いところでは設置および
使用はしないでください。火災、感電、故障の原因となること
があります。 5



 注　意
設置場所

	● 直射日光の当たるところや、ストーブ、ヒータなどの発熱器の
そばなど、温度の高いところに置かないでください。内部の温
度が上がり、火災の原因となることがあります。
	● 温度変化の激しい場所（クーラーや暖房機のそばなど）に置か
ないでください。本商品の内部に結露が発生し、火災、感電、
故障の原因となります。
	● 調理台のそばなど油飛びや湯気が当たるような場所、ほこりの
多い場所に置かないでください。火災、感電、故障の原因とな
ることがあります。
	● ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かな
いでください。	 	
また、本商品の上に重いものを置かないでください。バランス
がくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。
	● 本商品の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内
部に熱がこもり、火災（※）の原因となることがあります。次のよ
うな使いかたはしないでください。
•	収納棚や本棚、箱などの風通しの悪い狭い場所に押し込む
•	じゅうたんや布団の上に置く
•	テーブルクロスなどを掛ける
	● 本商品を重ね置きしないでください。重ね置きすると内部に熱
がこもり、火災（※）の原因となることがあります。また、必ず添
付のスタンドを使用して、本商品の周囲に十分なスペースを確
保してください。

※●●周囲の状況やトラッキングによる火災の可能性がありますので、十分な注
意をお願いします。
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安全にお使いいただくために必ずお読みください

 注　意
電源

	● 本商品の電源プラグはコンセントに確実に差し込んでくださ
い。抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。	 	
電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災、感電の原因と
なることがあります。
	● 本商品の電源プラグとコンセントの間のほこりは、定期的（半
年に１回程度）に取り除いてください。火災の原因となること
があります。
	● 本商品のお手入れをする際は、安全のため必ずACアダプタを
コンセントから抜いてください。感電の原因となることがありま
す。
	● 移動させる場合は、本商品のACアダプタをコンセントから抜
き、外部の接続線を外したことを確認のうえ、おこなってくださ
い。コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。
	● 長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず本商品のAC
アダプタをコンセントから抜いてください。

禁止事項

	● 本商品に乗らないでください。特に小さいお子様のいるご家庭
ではご注意ください。壊れてけがの原因となることがあります。
	● 雷が鳴りだしたら、電源コードに触れたり周辺機器を接続した
りしないでください。落雷による感電の原因となります。
	● 取扱説明書などにしたがって接続してください。間違えると接
続機器や回線設備が故障することがあります。

その他のご注意

	● 使用中は本商品が熱くなることがありますが、手で触れること
ができる温度であれば故障ではありません。ただし、長時間触
れたまま使用しないでください。低温やけどになることがあり
ます。
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 お願い
設置場所

	● 本商品を安全に正しくお使いいただくために、次のようなとこ
ろへの設置は避けてください。
•	振動が多い場所
•	気化した薬品が充満した場所や、薬品に触れる場所
•	電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びている場所や電磁
波が発生している場所（電子レンジ、スピーカ、テレビ、ラジ
オ、蛍光灯、電気こたつ、インバータエアコン、電磁調理器
など）
•	高周波雑音を発生する高周波ミシン、電気溶接機などが近く
にある場所

	● 本商品をコードレス電話機やテレビ、ラジオなどの近くで使用
すると、コードレス電話機の通話にノイズが入ったり、テレビ画
面が乱れるなど受信障害の原因となることがあります。このよ
うな場合は、お互いを数m以上離してお使いください。
	● 無線 LANアクセスポイント（親機）と無線 LAN端末（子機）
の距離が近すぎるとデータ通信でエラーが発生する場合があ
ります。このような場合は、お互いを1m以上離してお使いく
ださい。
	● 本商品を壁掛けで使用する場合、同じ場所に長期間設置する
と、壁紙が変色（色あせ）する場合があります。

禁止事項

	● 落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因とな
ることがあります。
	● 製氷倉庫など特に温度が下がるところに置かないでください。
本商品が正常に動作しないことがあります。
	● 本商品を移動するときは、接続コードを取り外してください。		
故障の原因となることがあります。
	● 動作中に接続コード類が外れたり、接続が不安定になると誤動
作の原因となります。動作中は、コネクタの接続部には触れな
いでください。
	● 本商品の電源を切ったあと、すぐに電源を入れ直さないでくだ
さい。10秒以上の間隔をあけてから電源を入れてください。す
ぐに電源を入れると電源が入らなくなることがあります。
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安全にお使いいただくために必ずお読みください

 お願い
日ごろの手入れ

	● ベンジン、シンナー、アルコールなどでふかないでください。		
本商品の変色や変形の原因となることがあります。汚れがひど
いときは、薄い中性洗剤をつけた布をよくしぼって汚れをふき
取り、やわらかい布でからぶきしてください。	 	
ただし、コネクタ部分は、よくしぼった場合でもぬれた布では
絶対にふかないでください。
	● 水滴がついている場合は、乾いた布でふき取ってください。

無線 LAN に関するご注意

	● 無線 LANの規格値は、本商品と同等の構成を持った機器との
通信をおこなったときの理論上の最大値であり、実際のデータ
転送速度を示すものではありません。
	● 本商品は他社製品との相互接続性を保証しておりません。
	● 無線 LANの伝送距離や伝送速度は壁や家具・什器などの周辺
環境により大きく変動します。
	● 5.2GHz、5.3GHz 帯域の屋外での使用は、電波法により禁
止されています。

USB ポートに関するご注意

	● USBポートに接続したUSBデバイス内のファイルにアクセス
している最中に、USBデバイスやパソコンを本商品から外した
り、本商品の電源を切ったりすると、アクセス中のデータが壊
れる場合がありますので、ご注意ください。

その他のご注意

	● 通信中に本商品の電源が切れたり、本商品を取り外したりする
と、通信ができなくなり、データが壊れることがあります。
	● 本商品プラスチック部品の一部が、光の具合によってはキズの
ように見える場合があります。	 	
プラスチック製品の製造過程で生じることがありますが、構造
上および機能上は問題ありません。
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無線 LAN製品ご使用におけるセキュリティに関するご注意
　無線 LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパ
ソコン等と無線 LANアクセスポイント（親機）間で情報のやり取りを行
うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN接続が可能であるという利
点があります。	 	
　その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁等）を越えてすべての
場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下の
ような問題が発生する可能性があります。

●	通信内容を盗み見られる
悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、
IDやパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報
メールの内容
等の通信内容を盗み見られる可能性があります。

●	不正に侵入される
悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、
個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩）
特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし）
傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん）
コンピュータウィルス等を流しデータやシステムを破壊する（破壊）
等の行為をされてしまう可能性があります。

　本来、無線 LAN製品は、セキュリティに関する仕組みを持っています
ので、その設定を行って製品を使用することで、上記問題が発生する可能
性は少なくなります。

　セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した上
で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、
製品を使用することをお奨めします。

　セキュリティ対策をほどこさず、あるいは、無線 LANの仕様上やむを
えない事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、当社はこ
れによって生じた損害に対する責任は一切負いかねますのであらかじめご
了承ください。

　なお、無線 LANをより安全にお使いいただくために、無線 LANアク
セスポイント（親機）の暗号化キー、PINコードは定期的に変更すること
をお奨めします。

※	装置初期状態では無線暗号化が設定されており、盗聴・不正侵入の危険
を減らしております。無線暗号化なしの設定は上記のリスクが増大しま
すので、おやめください。	 	
セキュリティ対策についてはP3-5 を参照してください。
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安全にお使いいただくために必ずお読みください

ワイヤレス機器の使用上の注意
■電波に関する注意事項

●●本商品は、技術基準適合証明を受けています。
●●本商品は、IEEE802.11ac、IEEE802.11n（5GHz）および IEEE802.11a 通信利用時は
5GHz 帯域の電波を使用しております。5.2GHz、5.3GHz 帯域の電波の屋外での使用は電波法
により禁じられています。
●●5GHz 帯で使用するチャネルは 36,40,44,48ch（W52）と 52,56,60,64ch（W53）と
100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140ch（W56）です。親機としては、
従来の IEEE802.11a で使用の34,38,42,46ch（J52）の装置と IEEE802.11a モードでの
通信はできません。

・●W52●（5.2GHz 帯 /36,40,44,48ch）、
● W53●（5.3GHz 帯 /52,56,60,64ch）、
● ●W56●（5.6GHz 帯 /100,104,108,112,116,120,124,128,132,
136,140ch）が利用できます。

● ●5GHz 帯で接続する子機は、以下の表示があるものを推奨します。

・●W52●（5.2GHz 帯 /36,40,44,48ch）
・●W53●（5.3GHz 帯 /52,56,60,64ch）
・●●W56●（5.6GHz 帯 /100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140ch）
●●W53（52/56/60/64ch）またはW56（100/104/108/112/116/120/124/128/132/●
136/140ch）を選択した場合は、法令により次のような制限事項があります。

● ・●●各チャネルの通信開始前に、1分間のレーダー波検出を行いますので、その間は通信を行えませ
ん。

● ・●●通信中にレーダー波を検出した場合は、自動的にチャネルを変更しますので、通信が中断される
ことがあります。

●●本商品は2.4GHz 帯域の電波を使用しており、この周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・
医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用
構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略
す）が運用されています。
●●2.4GHz 帯使用のBluetooth 機器との通信はできません。
●● IEEE802.11n（2.4GHz）、IEEE802.11g、IEEE802.11b 通信利用時は、2.4GHz 全帯域を
使用する無線設備であり、移動体識別装置の帯域が回避可能です。変調方式としてDS-SS方式お
よび、OFDM方式を採用しており、与干渉距離は40mです。

2.4● :●2.4GHz 帯を使用する無線設備を示す
DS/OF●:●DS-SS方式およびOFDM方式を示す
4● :●想定される干渉距離が40m以下であることを示す
■■■● :●●全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可

能であることを意味する

（1）●●本商品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
（2）●●万一、本商品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本商品の使用●

チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）
してください。

（3）●●その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、別途示すお問い合わせ
先にお問い合わせください。
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1 はじめにお読みください
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1-1 WG1800HP（KP）でできること

本商品は、有線 LANに接続して IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、
IEEE802.11g、IEEE802.11b 対応の無線 LANのアクセスポイントとして使用する
ことができます。	

ブロードバンド
接続事業者

WG1800HP（KP）ブロードバンド
モデム／回線終端装置

LANポート×4

LANポート

STB
WG1800HP
（KC）

WG1800HP
（KC）

パソコンと
接続する

ゲーム機

パソコン

パソコン

（*P2-10）

●		ご利用いただける無線 LAN端末（子機）についての最新情報は、サポートページ
（*P1）を確認してください。
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1-2 各部の名前とはたらき

前面／側面（表）図

POW
ER

ACTI
VE

2.4GH
z

5GHz

TV

CON
VERT

ER

① POWERランプ（電源）

② ACTIVE ランプ（通信状態表示）

③ 2.4GHz ランプ
　（2.4GHz モード無線通信状態表示）

④ 5GHz ランプ
　（5GHz モード無線通信状態表示）

⑤ TV ランプ（TV モード通信状態）

⑥ CONVERTER ランプ

ECO ボタン
らくらくスタートボタン

【ランプ表示】
ランプの種類 ランプの色（つきかた） 状態

①		POWERランプ	 	
（電源）	 	

緑（点灯） 電源が入っているとき

緑（点滅） らくらく無線スタートで設定をしているとき

緑（遅い点滅） ECOモード中

緑橙（点滅） WPSで無線設定中

橙（点灯）● ●
（※ 1）

ファームウェアをバージョンアップしているとき

らくらく無線スタートの設定が完了したとき

WPSで無線設定が完了したとき

USBポートに接続したデバイスにデータを書き
込んでいるとき

橙（点滅） らくらく無線スタートで設定をしているとき

赤（点灯） らくらく無線スタートの設定が失敗したとき

赤（点滅） 初期化準備状態

WPSで無線設定が失敗したとき

消灯 電源が入っていないとき

②		ACTIVE ランプ	 	
（通信状態表示）	 	
（※ 2）	 	

橙（点灯） ブリッジモードのとき

橙（点滅） ブリッジモードで IP アドレスを競合検出したと
き
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ランプの種類 ランプの色（つきかた） 状態
③		2.4GHz ランプ	 	
（2.4GHz モード	 	
無線通信状態表示）	 	
（※ 2）	 	

緑（点灯） 2.4GHz モードで通信可能なとき

緑（速い点滅） 2.4GHz モードでデータ送受信しているとき

消灯 無線 LANを使用していないとき

④		5GHz ランプ	 	
（5GHzモード無線	 	
通信状態表示）	 	
（※ 2）	 	

緑（点灯） 5GHz モードで通信可能なとき

緑（速い点滅） 5GHz モードでデータ送受信しているとき

赤（点滅） 5GHz モードでW53、W56 を設定した場合、
またはされている状態で電源を入れた場合に、干
渉する電波（レーダー波）がないか検出している
とき

消灯 無線 LANを使用していないとき

⑤		TVランプ	 	
（TVモード通信状態）	
（※2）	 	

緑（点灯） TVモードを「使用する」に設定しているとき

5GHz モードかつ拡張モードでWG1800HP
（KC）、WR9500N（KC）、またはWL300NE-
AGとリンクが確立しているとき

赤（点滅） 5GHz モードでW53、W56 を設定した場合、
または設定されている状態で電源を入れた場合
に、干渉する電波（レーダー波）がないか検出し
ているとき

消灯 TVモードを「使用する」に設定していない状態（初
期値）で、5GHz モードかつ拡張モードで
WG1800HP（KC）、WR9500N（KC）、また
はWL300NE-AGとリンクが確立していないとき

⑥		CONVERTERランプ 消灯 無線 LANアクセスポイント（親機）として動作
しているとき

（※1）		ファームウェアまたは設定情報を自動的に書き換えている場合も、POWER	ランプが橙点
灯しますので、絶対に電源を切らないでください。故障の原因となります。

（※2）	 ECOモード起動中は消灯します。

【設定ボタン】

名　称 説　明
ECOボタン ECOモードに設定するときに使用します。

らくらくスタート	 	
ボタン

らくらく無線スタートで設定するときに使用します。

WPSで無線 LAN設定するときに使用します。
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1-2　各部の名前とはたらき

背面図／側面（裏）図

①LANポート
 （LANインタフェース）

②WANポート
 （WANインタフェース）

③ACアダプタ接続コネクタ

④USBポート

⑤LANランプ

⑥WANランプ

※「BR」側のままご使用ください。
　出荷時（「BR」）の状態から
変更されると、無線LANアクセ
スポイント（親機）として使用
できません。出荷時のままご使
用ください。

〈背面〉

⑦RESETスイッチ

〈側面（裏）〉

名　称 説　明
① 	LANポート	 	
（LANインタフェース）

パソコンまたはゲーム機などと接続します。

②		WANポート	 	
（WANインタフェース）

ブロードバンドモデム／回線終端装置と接続します。

③		ACアダプタ接続コネクタ WG1800HP用 ACアダプタを接続します。

④		USBポート USBデバイスを接続するためのポートです。

⑤		LANランプ	 	
（※ 1）

緑（点灯） LANポートのリンクが確立しているとき

緑（点滅） LANポートがデータ送受信しているとき

消灯 LANポートのリンクが確立していないとき

⑥		WANランプ	 	
（※ 1）

緑（点灯） WANポートのリンクが確立しているとき

緑（点滅） WANポートがデータ送受信しているとき

消灯 WANポートのリンクが確立していないとき

⑦		RESETスイッチ 初期化するときに使用します。

（※1）		ECOモード起動中は消灯します。
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1-3
あらかじめ確認してください 

（パソコンをご利用の場合）
パソコンなどの接続機器の確認
お使いのパソコンがWG1800HP（KP）をご利用になれる環境になっているか順番に
確認してください。

•	 LANポート（E
イ ー サ ネ ッ ト

THERNETポート）を装備していること（本商品の LANポートに
有線で接続する場合）
お使いのパソコンに LANポートがない場合は、本商品の設置をはじめる前に、
1000BASE-T ／ 100BASE-TX ／ 10BASE-T または 10BASE-Te 対応の
LANボードまたは LANカードを取り付けておいてください。
•	パソコンのネットワークの設定を確認すること（*P1-7）
•	WWWブラウザの設定が「ダイヤルしない」になっていること（*P1-9）
•	ファイアウォールなど、すべてのソフトが停止してあること
本商品設定の前に、ファイアウォール、ウィルスチェックなど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おこなっ
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、通信が正常におこな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、ウィルスチェックなど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。

WWWブラウザのバージョンを確認する
WG1800HP（KP）は、以下のWWWブラウザで設定できます。	 	
	 （2014年 10月現在）
＜設定できるWWWブラウザ＞
■		Windows	8.1 の場合	 	
Internet	Explorer	11.0

■		Windows	8 の場合	 	
Internet	Explorer	10.0

■		Windows	7 の場合	 	
Internet	Explorer	8.0/9.0

■		Windows	Vista の場合	 	
Internet	Explorer	7.0/8.0/9.0

■		OS	X	v10.7/10.8（Mac）の場合	 	
Safari	6.0	 	
Safari	5.0（v10.7 のみ）

■		Mac	OS	X	v10.6 の場合	 	
Safari	4.0/5.0
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1-3　あらかじめ確認してください	（パソコンをご利用の場合）

パソコンのネットワークの確認（有線接続の場合）
パソコンのネットワークの設定が、Windowsの場合は「IPアドレスを自動的に取得す
る」、Mac	OSの場合は「DHCPサーバを参照」になっていることを確認してください。

Windows	8.1/8/7およびWindows	Vista の場合

1 「Windows」キーを押しながら「X」キーを押し、表示された一覧から
［コントロールパネル］をクリックする
※ ●Windows●7/Windows●Vista の場合は、［スタート］（Windowsのロゴボタン）
−［コントロールパネル］をクリックします。

2 ［ネットワークとインターネット］−［ネットワークと共有センター］を
クリックし、［アダプターの設定の変更］をクリックする
※ ●Windows●Vista の場合は、［ネットワークとインターネット］−［ネットワーク
と共有センター］をクリックし、［タスク］欄の［ネットワーク接続の管理］をクリッ
クします。

3 ［イーサネット接続］（または［イーサネット］または［ローカルエリア
接続］）を右クリックし、［プロパティ］をクリックする

4 ［ユーザーアカウント制御］画面が表示された場合は、［はい］または［続
行］をクリックする

5 ［インターネット	 プロトコル	 バー	
ジョン4（TCP/IPv4）］を選択し、［プ
ロパティ］をクリックする

（画面はWindows●8 の例です。）

6 ［IPアドレスを自動的に取得する］と［DNSサーバーのアドレスを自
動的に取得する］を選択する

7 ［OK］をクリックする

8 ［閉じる］または［OK］をクリックする
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●●Windows●8.1/8/7およびWindows●Vista の設定により表示内容が異なる場合がありま
す。
●●ここでは、Windows●8.1/8/7の通常表示モード（カテゴリの表示）、Windows●Vista
の通常表示モード（コントロールパネルホーム）を前提に記述しています。
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1-3　あらかじめ確認してください	（パソコンをご利用の場合）

WWWブラウザの設定確認
WWWブラウザ（Internet	Explorer など）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」に変更します。
以下は、Windows	8 で Internet	Explorer	10.0 をご利用の場合の設定方法の一例で
す。お客さまの使用環境（プロバイダやソフトウェアなど）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。
①	Internet	Explorer を起動する。

● ● ●※Windows●8.1/8の場合は、［スタート］画面の［デスクトップ］上で起動してください。
②	［ツール］の［インターネットオプション］を選択する。
③	［接続］タブをクリックする。
④	ダイヤルアップの設定の欄で、［ダイヤルしない］を選択する。

● ● ●※●グレーアウトしている場合、または［ダイヤルしない］が表示されていない場合は、
⑤へお進みください。

④

⑤

③

⑤	［LANの設定］をクリックする。
⑥		［設定を自動的に検出する］、［自動構成スクリプトを使用する］、［LANにプロキ
シサーバーを使用する］の	 	を外して［OK］をクリックする。

● ● ●プロバイダからプロキシの設定指示があった場合は、したがってください。

⑥

⑦	［OK］をクリックする。

●●プロバイダ専用のCD-ROMやパソコンにプリインストールされているサインアッププログラム
（プロバイダへの申し込みソフト）は、ダイヤルアップ接続（アナログモデムやターミナルアダプ
タの接続）専用のものがあります。その場合、本商品に LAN接続されたパソコンからは実行でき
ません。また、専用の接続ソフトが必要なプロバイダにはルータ接続できない場合があります。プ
ログラムの使用方法など、詳細につきましてはプロバイダやパソコンメーカーにご確認ください。 1-9



JavaScript の設定を確認する
ＷＷＷブラウザ（クイック設定Web）で設定をおこなうには、JavaScript の設定を
有効にする必要があります。
※●●WWWブラウザの設定でセキュリティを高く設定した場合、本商品の管理者パスワードの
設定ができないことがあります。設定ができない場合は、JavaScript の設定を有効にし
てください。

Windowsで Internet	Explorer をご利用の場合

以下は、Windows	8 で Internet	Explorer	10.0 を使用している場合の例です。	 	
なお、Windows	8.1/7 およびWindows	Vista で設定する場合も、下記と同様の手
順で設定できます。

1 「Windows」キーを押しながら「X」キーを押し、表示された一覧から
［コントロールパネル］をクリックする
※ ●Windows●7/Windows●Vista の場合は、［スタート］（Windowsのロゴボタン）
−［コントロールパネル］をクリックします。

2 ［ネットワークとインターネット］−［インターネットオプション］を
クリックする
※ ●Windows●Vista の場合は、［クラシック表示］（または［クラシック表示に切り
替える］）−［インターネットオプション］をクリックします。

3 ［セキュリティ］タブをクリックし、［信頼済みサイト］をクリックす
る

4 ［サイト］をクリックする

5 ［このゾーンのサイトにはすべてサー
バーの確認（https:）を必要とする］
のチェックを外す
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1-3　あらかじめ確認してください	（パソコンをご利用の場合）

6 ［このWebサイトをゾーンに追加す
る］に下記例のように本商品の IPア
ドレスを入力し、［追加］をクリック
して、［閉じる］をクリックする
例：●本商品の IP アドレスが「192.168.●
0.210」の場合● ●
→●●「http://192.168.0.210/」と入力
する

※●本商品の IP アドレスは、本商品が接続し
ているネットワークのアドレス体系
（*P5-13）を使用して、末尾を「210」にし
たアドレスです。● ●
例：●P5-13で確認したアドレスが「192.●
168.0.3」の場合● ●
→●●「http://192.168.0.210/」と入
力する

※●本商品の IP アドレスを変更した場合は、
設定したIPアドレスを入力してください。

7 ［レベルのカスタマイズ］をクリックする

8 画面をスクロールし、［アクティブ	
スクリプト］と［ファイルのダウン
ロード］を［有効にする］に変更し、
［OK］をクリックする
※●●「このゾーンの設定を変更しますか？」の
画面が表示された場合は、［はい］（また
は［はい］−［適用］）をクリックしてく
ださい。

9 ［OK］をクリックする
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Mac	OSまたはOS	Xで Safari をご利用の場合

以下は、Mac	OS	X	v10.8 を使用している場合の例です。
※Safari のバージョンにより、手順が異なる場合があります。

1 Safari を起動する

2 メニューバーの［Safari］−［環境設定］をクリックする

3 ［セキュリティ］をクリックする

4 ［JavaScript を有効にする］に	 	
チェックを入れる

5 クローズボタンをクリックする
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2 設置・接続
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2-1 設置する

本商品は、前後左右5cm、上5cm以内に、パソコンや壁などのものがない場所に設
置してください。	 	
壁掛けの場合は壁掛け面を除きます。

5cm

5cm

5cm

5cm

5cm

	警　告
ACアダプタを接続および設置する際は、以下のことにご注意ください。
●		ACアダプタは、必ず本商品に添付のものをお使
いください。また、本商品のACアダプタは、他
の製品に使用しないでください。

●	風通しの悪い場所に設置しないでください。
●		ACアダプタにものをのせたり布を掛けたりしな
いでください。

●		ACアダプタ本体が宙吊りにならないように設置
してください。

●	たこ足配線にしないでください。

	注　意
●		狭い場所や壁などに近づけて設置しないでください。内部に熱がこもり、破損したり
火災の原因となることがあります。

●		本商品の上にものを置いたり、重ね置きはしないでください。
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2-1　設置する

縦置きの場合

1 スタンドを本体底面に差し込む
スタンドの平らな面が本体側面（表）になるようにして、スタンドの凸部を本体下
部のスタンド用取り付け穴に差し込みます。
「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

2 本体を立てる

図のように、スタンド裏面のロック解除ボタン（2箇所）を押しながら、取り外してく
ださい。

 スタンドを外す場合は
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横置きの場合

1 スタンドを本体上部に差し込む
スタンドの平らな面が本体側面（表）になるようにして、スタンドの凸部を本体上
部のスタンド用取り付け穴に差し込みます。
「カチッ」という音がするまで差し込んでください。

2 本体を横置きする

図のように、スタンド裏面のロック解除ボタン（2箇所）を押しながら、取り外してく
ださい。

 スタンドを外す場合は
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2-1　設置する

壁掛けの場合

壁掛け用ネジ（2本）はお客さまでご用意
ください。 5.3mm

5.7mm3
.1
m
m

2.3mm16mm

＜壁掛け用ネジ推奨サイズ＞

 

1 スタンドを本体上部に差し込む
「横置きの場合」（*P2-4）の手順1を参照してください。

2 本体を取り付ける位置を決め、壁
掛け用のネジを取り付ける

手順 1 で取り付け
たスタンドのネジ穴
がくる位置へネジ止
めしてください。

3 本体をネジに引っ掛ける
本体に取り付けたスタンドのネジ穴を、ネジに引っ掛けます。

本体ネジ穴 引っ掛ける

裏から見た図
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4 本体下部にあるネジ穴から、ネジを取り付ける

表からネジ締め

表から見た図

図のように、本体下部のネジを外したあと、本体を上側へ引き上げて、取り外してくだ
さい。取り外すときは、本体の両側を持ってください。

 壁から取り外す場合は
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2-1　設置する

	注　意
	⁃ 大きな衝撃や振動などが加わる場所には設置しないでください。また、垂直面以外の
壁や天井などには設置しないでください。振動などで落下し、故障、けがの原因とな
ります。

	⁃ べニヤ板などのやわらかい壁には設置しないでください。確実に固定できる場所に設
置してください。ネジが外れ落下し、故障、けがの原因となります。

	⁃ 壁掛け設置されている状態で、本商品にケーブルを接続したり、スイッチの操作など
をおこなう際には、必ず本商品を手で支えながらおこなってください。落下すると、
故障、けがの原因となります。

	⁃ 本商品を落とさないでください。落下によって故障の原因となったり、そのまま使用
すると火災、感電の原因となることがあります。万一、本商品を落としたり破損した
場合は、すぐに本商品のACアダプタをコンセントから抜いて、別途示す修理受付先
またはお問い合わせ先にご連絡ください。

	⁃ 通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと、内部に熱がこもり、火災の原因
となることがあります。

●●本商品を壁掛けで使用する場合、同じ場所に長期間設置すると、壁紙が変色（色あせ）す
る場合があります。
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接続する

ブロードバンドモデム／回線終端装置と接続する

1 ブロードバンドモデム／回線終端装置の電源を切る

2 WG1800HP（KP）のWANポートと、ブロードバンドモデム／回
線終端装置の LANポートを LANケーブルで接続する

WANポート

ブロードバンドモデム／
回線終端装置

LANポート

LANケーブル

3 ブロードバンドモデム／回線終端装置の電源を入れる

4 ACアダプタのプラグをWG1800HP（KP）に取り付ける
※●●ACアダプタは必ず本商品に添付のものをお使いください。また、本商品のACア
ダプタは他の製品に使用しないでください。

5 ACアダプタを電源コンセントに接続する

ブロードバンドモデム／
回線終端装置へ

2-2
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2-2　接続する

6 WG1800HP（KP）のPOWERランプが緑点灯する

POWER

ACTIVE

2.4GHz

5GHz

TV

CONVERTER

POWERランプ

＜前面＞

7 WG1800HP（KP）のWANポートのWANランプが緑点灯する

WANランプ

＜背面＞
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パソコンなどと接続する
WG1800HP（KP）に有線でパソコンなどを接続する場合は、以下の手順で接続します。
※●●WG1800HP（KP）に無線でパソコンなどを接続する場合は、「4　無線 LAN端末（子機）
を接続する」（*P4-1）を参照してください。

1 WG1800HP（KP）の電源をいったん切る
ACアダプタを電源コンセントから抜いてください。

2 パソコンの電源を切る

3 WG1800HP（KP）の LANポートと、パソコンなどの LANポート
を LANケーブルで接続する

LANポート

ブロードバンドモデム／
回線終端装置へ

LANケーブル

パソコンなど

LANポート

4 WG1800HP（KP）の電源を入れる
ACアダプタを電源コンセントに接続してください。

5 パソコンの電源を入れる

6 WG1800HP（KP）の LANポートの LANランプが緑点灯する

LANランプ

＜背面＞
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3 設定する
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3-1
クイック設定 Web で設定をおこなう
には

WG1800HP（KP）の設定はクイック設定Webでおこないます。（本商品のさまざま
な機能については、「機能詳細ガイド」（*下記）で詳しく説明しています。）
クイック設定Webで設定をおこなうには、あらかじめWG1800HP（KP）とパソコ
ンとの通信ができる状態にしておく必要があります。
無線 LAN端末（子機）から設定をおこなう場合は、「4　無線 LAN端末（子機）を接
続する」（*P4-1）を参照して、WG1800HP（KP）との無線設定が完了してから設定し
てください。

「機能詳細ガイド」は、下記ホームページより参照してください。
http://www.aterm.jp/function/wg1800hp_kp/● ● （2014年 10月現在）

 機能詳細ガイドについて

●●クイック設定Webが利用できるWWWブラウザについては、「設定できるWWWブラウザ」
（*P1-6）を参照してください。
●●説明に使用している画面表示は一例です。お使いのWWWブラウザやお使いのOSによっ
て異なります。
●●クイック設定Webの画面のデザインは変更になることがあります。

●●クイック設定Webが表示されない場合は、「トラブルシューティング」を参照してください。
（*P5-4）
●●クイック設定Webで設定を変更した場合は、画面右下の［設定］をクリックすると有効に
なります。● ●
装置に設定値を保存する場合は、画面左上の［保存］を必ずクリックしてください。● ●
「保存」をクリックしないで電源を落とした場合には、設定値が失われますのでご注意くだ
さい。
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3-1　クイック設定Webで設定をおこなうには

クイック設定Webの起動のしかた
クイック設定Webで設定をおこなう場合は、次の手順で起動します。
※●●事前に、WG1800HP（KP）とパソコンの電源が入っていることと、WG1800HP
（KP）とパソコンが有線または無線で接続されていることを確認してください。
①●●WG1800HP（KP）が接続しているネットワーク体系を確認して（*P5-13）控
えておく
控え欄

②●WWWブラウザを起動する
③●●アドレス欄にWG1800HP（KP）の IPアドレスを入力後、［Enter］キーを押してクイッ
ク設定Webを開く

● ※●本商品の IPアドレスは、①で確認したアドレスの末尾を「210」にしたアドレスです。
● 　例：●①で確認したアドレスが「192.168.0.3」の場合● ●

→「http://192.168.0.210/」と入力する
● ※ ●IP アドレスの競合などにより、本商品の IPアドレスを変更した場合は、設定した IP

アドレスを入力してください。
● 　例：●本商品の IP●アドレスを「192.168.0.100」に設定している場合● ●

→「http://192.168.0.100/」と入力する
④●●右の画面が表示された場合は、下記の手順で管理者パ
スワードを設定する

● ●※●●この画面は管理者パスワードが未設定の場合に表示
されます。

● ［1］●●画面にしたがって管理者パスワード（任意の文字列）
を決めて、下の控え欄に記入する
管理者パスワード控え欄

● ● ※●管理者パスワードは、WG1800HP（KP）を設定する場合に必要となりますので、
控えておいてください。忘れた場合は設定画面を開くことができませんので、初期化
したあとにすべての設定がやり直すことになります。

● ［2］●●上記で控えた管理者パスワードを画面に入力し、［設定］をクリックする
● ● ※●●「パスワード」を入力する前に「入力した文字を表示する」にチェックを入れると、

入力文字が確認できます。
● ● ※●●一度設定すると、次回からこの画面は出なくなります。
● ● ※●●「管理者専用設定」で「管理者専用認証スルー機能」の「使用する」にチェックを入

れると、この画面を表示している端末のMACアドレスを管理者専用のMACアドレ
スとしてWG1800HP（KP）に登録します。登録した端末では、クイック設定
Web起動時にユーザー名・管理者パスワード入力を省略することができます。
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⑤●●「ユーザー名」（上段）に「admin」を、「パスワード」（下段）に④で控えた管理者
パスワードを入力し、［OK］をクリックする

● ※ユーザー名は、すべて半角小文字で入力してください。

（画面はWindows●8の例です。）
⑥●クイック設定Webが表示される

●●ACTIVE ランプが橙点滅している場合は、WG1800HP（KP）の IPアドレスが他の機器
と競合しています。● ●
「トラブルシューティング」の「ACTIVE ランプが橙点滅している」（*P5-5）を参照して本商
品の IPアドレスを変更してください。

ポップアップヘルプについて
クイック設定Webを開くと、各項目に のポップアップヘルプがあります。
このボタンをクリックすると、各設定項目の内容や、入力条件（文字数など）が表示さ
れます。

ポップアップヘルプ
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無線のセキュリティ対策をする

WG1800HP（KP）は、他の無線 LANパソコンからWG1800HP（KP）や自分の
パソコンに不正アクセスされないようにする機能として、ESS-ID ステルス機能、無線
暗号化機能、MACアドレスセキュリティ機能、ネットワーク分離機能を搭載しています。
無線 LAN端末（子機）が複数台ある場合は、それぞれの無線 LAN端末（子機）につ
いてセキュリティの設定をおこなう必要があります。	 	
必要に応じてセキュリティの設定をおこなってください。

ノートパソコン

無線LAN端末
（子機）

・暗号化※

・ESS-IDステルス機能
   
・MACアドレスフィルタリング機能

・ネットワーク分離機能

・ネットワーク名
（SSID）設定
・暗号化設定

WG1800HP（KP）

※●●本商品は、工場出荷状態でオーナーSSID
／ゲストSSIDのネットワークにAESの
暗号化が設定されています。● ●
設定内容（初期値）は、本商品側面のラベ
ルを参照してください。

（*P3-8）

（*P3-10）

（*P3-7）

（*P3-8）

● ●無線 LAN端末（子機）による無線通信をおこなう場合は、無線LAN内のセキュリティ
対策をおこなうことをお勧めします。無線LAN内のセキュリティ対策をおこなわない状
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。●
無線ネットワーク内に入り込まれると、パソコンのデータに不正にアクセスされたり、
あなたになりすましてブロードバンド回線を使用し、インターネット上で違法行為など
おこなわれる危険性があります。（*P10）

  セキュリティ対策をおこなうことの重要性について
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本商品には 3つのネットワーク「オーナー SSID」「ゲスト SSID」「WEP専用
SSID」があり、それぞれに異なる設定（セキュリティ）をおこなうことができます。
また、これらのSSIDは同時に動作しているため、AESを利用可能な無線 LAN端
末（子機）と、ニンテンドーDSなどWEPのみが利用可能な子機が共存可能です。
通常は、「オーナーSSID」に接続してください。

●	オーナーSSID
	 初期値：		「aterm-xxxxxx-g」（2.4GHz モードの場合）	 	

「aterm-xxxxxx-a」（5GHzモードの場合）
● ● →●本商品側面のラベル「ネットワーク名（SSID）」の上段に記載されています。
	 暗号化方式としてTKIP/AESが利用可能。（初期値はAES）
	 	AESが設定されている場合、2.4GHz モードでは IEEE802.11n、5GHzモードで
は IEEE802.11ac による高速通信が利用可能。

●	ゲストSSID
	 初期値：		「aterm-xxxxxx-gx」（2.4GHz モードの場合）		

「aterm-xxxxxx-ax」（5GHzモードの場合）
● ● →●本商品側面のラベル「ネットワーク名（SSID）」の下段に記載されています。
	 暗号化方式としてTKIP/AESが利用可能。（初期値はAES）
	 	AESが設定されている場合、2.4GHz モードでは IEEE802.11n、5GHzモードで
は IEEE802.11ac による高速通信が利用可能。

	 	初期値では、無線機能が無効に設定されています。接続する場合は、クイック設定
Webの「Wi-Fi（無線 LAN）設定」−［Wi-Fi 詳細設定］で無線機能を有効に設定す
る必要があります。（無線機能の有効時間を指定することもできます。）

●	WEP専用SSID
	 初期値：		「aterm-xxxxxx-gw」（2.4GHz モードのみ）
● ● →●ゲストSSIDの末尾2桁を「gw」にしたものになります。
	 暗号化方式としてWEPが利用可能。（128bitWEP固定）
	 	通常は、IEEE802.11b のみに対応している無線 LAN端末（子機）（ニンテンドー
DSなど）から、らくらく無線スタートで接続してください。

● ※●●WEP専用SSIDに手動で接続する場合は、クイック設定Webの「Wi-Fi（無線 LAN）設定」−
［Wi-Fi 詳細設定］で、暗号化キーを確認して控えておいてください。

● ※●●本商品のWEPの暗号化（セキュリティ）については、下記を参考にしてください。
● ● ・●WEPはOpen●System認証を使用しています。
● ● ・●キーは自動的に提供されません。また、初期値のキーインデックスは「1」です。
● ● ・●IEEE802.1Xは使用していません。
● ● ・●●桁数が26桁の場合は、英数字を16進数に読み替えてください。●●

読み替え方法：
英数字 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
16進数 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 61 62 63 64 65 66
読み替え例：0123456789abc●→●30313233343536373839616263

  マルチ SSID について
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3-2　無線のセキュリティ対策をする

暗号化
無線LANアクセスポイント（親機）で使用している暗号化キー（任意の文字列）と同
じキーを登録した無線 LAN端末（子機）のみ無線通信できるようになる機能です。こ
れにより、送受信される無線データを暗号化して保護するので、第三者からの傍受や盗
聴から守ります。

＜暗号化方式について＞
	●WEP（Wired	Equivalent	Privacy）
IEEE802.11で定められた暗号化方式。
	●TKIP（Temporal	Key	Integrity	Protocol）
Wi-Fi●Alliance のセキュリティプロトコル（WPA/WPA2）に採用の暗号化方式。
パケットごとに暗号化キー（WEP）を変更する機能やメッセージごとに改ざんを防
ぐ機能があるため、WEPよりさらに強固なガードを実現します。
	●AES（Advanced	Encryption	Standard）
米国商務省標準技術局（NIST）が選定した次世代の暗号化方式。● ●
TKIP よりさらに強固な暗号化をおこなうことができます。

●●暗号化の設定は、必ず無線 LANアクセスポイント（親機）と無線 LAN端末（子機）で同
じ設定にしてください。
●●複数の無線 LAN端末（子機）を使用する場合、すべての無線 LAN端末（子機）に無線
LANアクセスポイント（親機）と同じ暗号化キーを設定してください。
●●本商品を初期化した場合は、無線設定内容が工場出荷状態に戻ります。
●●1 つのネットワークで使用できる暗号化方式は 1つです。混在はできません。また、
AES、TKIP の暗号化方式をご利用になるには、対応した無線 LAN端末（子機）が必要で
す。
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ESS-ID ステルス機能（SSIDの隠蔽）
無線LAN機器が、通信するお互いを識別する IDとしてネットワーク名（SSIDとも呼
びます）があります。このネットワーク名（SSID）が一致しないと無線通信ができません。	
一般にネットワーク名（SSID）は検索することができますが、この機能を設定すると、
ネットワークの参照に応答しないようにすることができます。	 	
これにより、あらかじめWG1800HP（KP）のネットワーク名（SSID）を知ってい
る無線 LAN端末（子機）以外からの接続を制限することができます。詳細は、「機能詳
細ガイド」（*P3-2）を参照してください。
※●本商品独自の機能です。Aterm以外の無線 LAN端末（子機）では、接続できない場合が
あります。

MACアドレスフィルタリング機能
MACアドレスが登録された無線 LAN端末（子機）とのみデータ通信できるようにす
る機能です。これにより、MACアドレスが登録されていない無線 LAN端末（子機）
から LANやインターネットへ接続されるのを防ぐことができます。	 	
詳細は、「機能詳細ガイド」（*P3-2）を参照してください。
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3-2　無線のセキュリティ対策をする

本商品でMACアドレスによる接続制限（MACアドレスフィルタリング）をおこ
なう場合、WG1800HP（KC）/WR9500N（KC）/WL300NE/WL54SEの
無線クライアントモードによって次のように設定してください。
※●●無線 LAN端末（子機）の無線のMACアドレスは、下記を確認してください。
＜WG1800HP（KC）の場合＞
クイック設定Webの「情報」−［現在の状態］にある［MACアドレス（Wi-Fi）］。
＜WR9500N（KC）の場合＞
ご利用の無線周波数（5GHz/2.4GHz）によらず、WR9500N（KC）側面
のラベルに記載されている「無線（2.4G）」のMACアドレス。

※●●WG1800HP（KC）/WR9500N（KC）がWi-Fi 高速中継機モード（無線LAN
中継機モード）の場合は、MACアドレスによる接続制限はご使用になれません。

＜WG1800HP（KC）/WR9500N（KC）/WL300NE/WL54SEの無線クラ
イアントモードが標準モードまたは拡張モードの場合＞
無線 LAN端末（子機）の無線のMACアドレスを登録することで、無線接続する
他の無線 LAN端末（子機）を制限できます。
＜WG1800HP（KC）/WR9500N（KC）/WL300NE/WL54SEの無線クラ
イアントモードがMACクローンモードの場合＞
無線 LAN端末（子機）の無線のMACアドレスと無線 LAN端末（子機）に接続し
ているパソコンなどの端末のMACアドレスをすべて登録してください。
→●●WG1800HP（KC）/WR9500N（KC）/WL300NE/WL54SEでは接続され
ている複数の端末のうち、最初にアクセスのあった端末のMACアドレスを記憶し、
他の端末からのアクセス時はMACアドレスを最初の端末のものに変換します。● ●
このため、MACアドレスフィルタに未登録の端末が最初にアクセスすると、
WG1800HP（KC）/WR9500N（KC）/WL300NE/WL54SEに接続して
いるすべての端末が無線接続できなくなります。（WG1800HP（KC）/
WR9500N（KC）/WL300NE/WL54SEの電源を入れたときにMACアド
レスを登録された端末が接続されていない場合も、無線接続できなくなります。）●
なお、MACアドレスフィルタに登録済みの端末が最初にアクセスすると、MAC
アドレスフィルタに未登録の端末でも無線接続できてしまいます。

  WG1800HP（KC）/WR9500N（KC）/WL300NE/WL54SE を使用している場合

本商品でMACアドレスによる接続制限（MACアドレスフィルタリング）をおこ
なう場合、WL54TEのクローンモードによって次のように設定してください。
※WL54TEは、最新のファームウェアに更新してご利用ください。
＜WL54TEのクローンモードが「WL54TE」の場合＞
WL54TEに記載されている無線のMACアドレスを登録することで、無線接続す
る他の無線 LAN端末（子機）を制限できます。
＜WL54TEのクローンモードが「PC」の場合＞
WL54TEに記載されている無線のMACアドレスとWL54TEに接続しているパ
ソコンなどの端末のMACアドレスをすべて登録してください。
→●●WL54TEでは接続されている複数の端末のうち、最初にアクセスのあった端末
のMACアドレスを記憶し、他の端末からのアクセス時はMACアドレスを最初
の端末のものに変換します。● ●
このため、MACアドレスフィルタに未登録の端末が最初にアクセスすると、
WL54TEに接続しているすべての端末が無線接続できなくなります。● ●
（WL54TE の電源を入れたときにMACアドレスを登録された端末が接続され
ていない場合も、無線接続できなくなります。）なお、MACアドレスフィルタ
に登録済みの端末が最初にアクセスすると、MACアドレスフィルタに未登録の
端末でも無線接続できてしまいます。

  WL54TE を使用している場合
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ネットワーク分離機能
マルチSSID（*P3-6）のそれぞれのネットワーク（オーナーSSID／ゲストSSID／
WEP専用SSID）に接続した無線 LAN端末（子機）や、有線で接続されたパソコンへ
のアクセスを制限し、WG1800HP（KP）に接続した他のネットワークから分離する
ことができます。なお、WAN側が分離されることはありません。
（初期値：オーナーSSIDは「使用しない」、ゲストSSID／WEP専用SSID（※）は「使
用する」）（※）WEP専用SSIDは、「使用する」から設定変更できません。●
詳細は、「機能詳細ガイド」（*P3-2）を参照してください。

＜ゲストSSIDを「使用する」に設定した場合の例＞

INTERNET

クイック設定Web 有線 LAN オーナー SSID で無
線接続している無線
LAN端末（子機）

ゲスト SSID で
無線接続

「使用する」に設定したネットワークに接続した無線 LAN端末（子機）では、以下の制
限があります。
・	クイック設定Webに接続できない。
・	無線 LANアクセスポイント（親機）に有線で接続された端末に接続できない。
・		無線 LANアクセスポイント（親機）に他のネットワーク名（SSID）で無線接続され
た端末に接続できない。
※●インターネットや同一のネットワークに無線接続された端末との通信は可能です。

●●オーナーSSID、ゲストSSID の場合は、制限を解除することができます。いったん有線
で無線 LANアクセスポイント（親機）とパソコンを接続してクイック設定Webを表示し、
「Wi-Fi（無線 LAN）設定」−［Wi-Fi 詳細設定］の［対象ネットワークを選択］でネットワー
クを選択して、［Wi-Fi 機能設定］の［ネットワーク分離機能］で［使用する］のチェック
を外してください。
●●さらにセキュリティを高めたい場合は、同一のネットワークに無線接続された端末との通
信を制限することができます。クイック設定Webの「Wi-Fi（無線 LAN）設定」−［Wi-Fi
詳細設定］の［対象ネットワークを選択］でネットワークを選択し、［Wi-Fi機能設定］の［SSID
内分離（セパレータ）］で［使用する］にチェックしてください。3-10



USB ポートのご利用について

WG1800HP（KP）の USB ポートでは、接続した USB デバイスのファイルを、
WG1800HP（KP）の LAN側に接続した複数のパソコン（5台まで）で共有したり、
WAN側からWWWブラウザを使用して表示・操作することができます。また、USB
カメラを接続して、WAN側からWWWブラウザで画像を表示することもできます。

USBデバイスを取り付けるとき
USBデバイスを取り付ける場合は、下記のことにご注意ください。
・必ず装置本体を押さえて取り付けてください。
・コネクタ部分に手を触れないようにしてください。
・コネクタの向きに注意して、無理に押し込まないようにしてください。

●●USBポートで使用できるUSBデバイスは、下記のみとなります。（2014年 10月現在）
•●マスストレージクラスのUSBデバイス● ●
→●フォーマット形式は「FAT32」または「FAT16」。● ●
（「FAT32」の場合、1つのファイルの最大容量は4GBまでです。）

•●UVC（USB●Video●Class）規格のバージョン1.0aまたは1.1に対応したUSBカメラ

●●規格外のUSBデバイスを接続した場合、装置破損の恐れがありますので、ご注意ください。
なお、動作確認済みのUSBデバイス情報は、サポートページ（*P1）を確認してください。
（動作確認済みのUSBデバイス以外は、サポート対象外となります。また、USBハブは
ご利用できませんのでご注意ください。）
●●USBポートは過電流監視機能を搭載していますので、本商品から給電される電流が過電流
（500mA以上）となった場合、自動的に給電を遮断します。● ●
復旧させるには、USBポートからUSBデバイスを取り外したあと、本商品に接続したパ
ソコンからクイック設定Webで状態を復帰させます。
●●ECOモードの設定パターンを「設定1」（初期値）または「設定2」に設定した場合は（*P3-26）、
以下のことにご注意ください。
•●ECOモード起動中は、USBポートは停止されます。
•●USBポートをご利用中にECOモードを起動しないようにしてください。（進行中のファ
イル操作が失敗します。）● ●
また、ECOモードの起動時刻を設定してある場合（*P3-28）、起動時刻になると、自動的に
USBポートは停止されます。
●●USBポートに接続したUSBデバイス内のファイルへアクセス中に、USBデバイスやパ
ソコンを本商品から外したり、本商品の電源を切ったりすると、アクセス中のデータが壊
れる場合がありますので、ご注意ください。

3-3
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アクセス方法
パソコンからUSBデバイス内のファイルへは、次の手順でアクセスします。	 	
ここではWindows	8 の場合を主な例に説明します。
※●●WWWブラウザでアクセスしたい場合は、「USBファイルHTTP公開機能（ブラウザファ
イル共有機能）」（*P3-17）を参照してください。

1 「Windows」キーを押しながら「X」キーを押し、表示された一覧から
［ファイル名を指定して実行］をクリックする
※●●Windows●7/Windows●Vista の場合は、［スタート］（Windowsのロゴボタン）
−［すべてのプログラム］−［アクセサリ］−［ファイル名を指定して実行］を
クリックします。

2 ［名前］の欄に、「¥¥ATERM-」と
WG1800HP（KP） の WAN 側
MACアドレス下 6桁（「：」除く）
を入力し、［OK］をクリックする
入力例：
本商品のWAN側MACアドレスが
「00：12：34：56：78：90」の場合
¥¥ATERM-567890

※●●本商品のWAN側MACアドレスは、本
商品側面のラベルに記載しています。

WAN 側 MAC アドレス
の下 6 桁（「：」は除い
てください。）

WG1800HP（KP）

※●●「ATERM-XXXXXX」（XXXXXXは本商品のWAN側MACアドレス下6桁）は、
コンピュータ名になります。● ●
コンピュータ名は、クイック設定Webの「詳細設定」−［USBストレージ設定］
で変更可能です。

※●●ユーザー名とパスワードによるアクセス制限をかけている場合は（*P3-13）、設定し
たユーザー名とパスワードを入力して、［OK］をクリックしてください。● ●
（P3-14の● ! ●参照）
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3-3　USBポートのご利用について

3 USBデバイス名が表示されるので、
ダブルクリックする

4 USBデバイス内のファイルが表示される

アクセス権限を設定する
WG1800HP（KP）の LAN側に接続したパソコンからUSBデバイス内のファイル
へアクセスする際、ユーザー名・パスワード入力によるアクセス制限をかけたり、読み
取り専用に設定するなどのアクセス権限を設定することができます。	 	
設定はクイック設定Webでおこないます。

1 クイック設定Webを起動する（*P3-3）

2 「詳細設定」−［USBストレージ設定］を選択する

3 ［ファイル共有機能設定（ネットワー
クコンピュータ用）］の［ユーザー認
証］で［使用する］にチェックを入
れる

4 ［ユーザー名］でユーザー名を入力する
※20文字以内の任意の半角英数字を入力します。

ユーザー名メモ欄
（ユーザー名はこちらに控えておいてください。）

5 ［パスワード］でパスワードを入力する
※64文字以内の任意の半角英数字を入力します。

パスワードメモ欄
（パスワードはこちらに控えておいてください。）
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6 ［アクセス権限］で、権限を選択する
※●●読み取り専用に設定する場合は［READ●ONLY（読み取り専用）］、読み取り・書
き込みどちらもおこなえるように設定する場合は［FULL●ACCESS（読み書き可
能）］を選択します。

7 ［設定］をクリックする

8 ［保存］をクリックする

9 クイック設定Webを閉じる

上記手順でアクセス権限を設定したあと、
USBデバイス内のファイルにアクセスし
た場合は、右の画面が表示されます。
「ユーザー名」・「パスワード」にP3-13の手順4、
5で設定した値を入力して、［OK］をクリッ
クします。
※●●ユーザー名・パスワードを忘れてしまっ
た場合は、上記の手順で設定し直してく
ださい。

（画面はWindows●8 の例です。）
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3-3　USBポートのご利用について

メディアサーバ機能を利用してコンテンツを視聴する
WG1800HP（KP）のUSBポートに接続したUSBメモリや外付けハードディスク
に保存されたコンテンツを、WG1800HP（KP）の LAN側に接続したDLNA対応機
器で視聴することができます。

【利用例】

パソコン

WG1800HP（KP）

USBメモリ

LANケーブル
（または無線LAN）

DLNA対応機器（TVなど）

LANケーブル
（または無線LAN）

設定方法

1 WG1800HP（KP）のUSBポートにUSBメモリや外付けハードディ
スクを接続する

2 WG1800HP（KP） の LAN 側 に 接 続 し た パ ソ コ ン か ら、
WG1800HP（KP）のUSBポートにアクセスする（*P3-12）

3 メディアサーバ用のフォルダ「contents」に、視聴したいコンテンツ
を保存する
メディアサーバ用のフォルダ「contents」は、USBメモリや外付けハードディス
ク内に自動生成されています。

4 WG1800HP（KP）の LAN側に接続したDLNA対応機器でコンテ
ンツを視聴する
コンテンツの視聴方法は、DLNA対応機器の取扱説明書などを参照してください。
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●●保存できるコンテンツの数は、1,000件までとなります。
●●メディアサーバ機能使用中でも、ファームウェアの自動バージョンアップ機能により本商
品が再起動する場合があります。
●●コンテンツ視聴中にUSBメモリや外付けハードディスク内のファイルサーバへファイル
などのアップロードを同時にした場合、視聴映像が乱れる場合があります。

●●本商品のメディアサーバ機能が「使用しない」に設定されていると、DLNA対応機器でコ
ンテンツを視聴することができません。（工場出荷状態では「使用する」に設定されていま
す。）クイック設定Webの「基本設定」−［基本設定］−［メディアサーバ設定］で、［メ
ディアサーバ機能］を［使用する］に設定してください。
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3-3　USBポートのご利用について

USBファイルHTTP公開機能（ブラウザファイル共有機能）
WG1800HP（KP）に接続したUSBデバイス内のファイルをWWWブラウザで表示・
操作することができます。設定はクイック設定Webでおこないます。

設定方法

1 クイック設定Webを起動する（*P3-3）

2 「詳細設定」−［USBストレージ設定］を選択する

3 ［ファイル共有機能設定（ブラウザ
用）］の［ブラウザファイル共有機能］
で［使用する］にチェックを入れる

4 ［アカウント］でアカウント種別を選
択する
※●●セキュリティを高めたい場合は、「専用ア
カウント」を選択し、［ユーザー名］［パ
スワード］を設定してください。● ●
（64文字以内で半角英数字、-（ハイフン）、
_（アンダースコア）が入力できます。）

5 ［アクセスポート番号］でポート番号を設定する
※初期値は「15789」です。

6 ［設定］をクリックする

7 ［保存］をクリックする

8 クイック設定Webを閉じる
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アクセス方法
「ブラウザファイル共有機能」を設定後（*P3-17）、WG1800HP（KP）に接続した
USBデバイス内のファイルをWWWブラウザで表示・操作する場合は、次の手順でア
クセスします。
＜WAN側からアクセスする場合＞

1 パソコンなどを起動する

2 WWWブラウザのアドレス欄に、WG1800HP（KP）のWAN側に
接続したホームゲートウェイのWAN側 IPアドレスとアクセスポート
番号（初期値は「15789」）を「：」（コロン）で区切って入力し、［Enter］
キーを押す
例●：●http://XXX.XXX.XXX.XXX:15789

WAN側 IPアドレス アクセスポート番号
●●●本商品のWAN側に接続したブロードバンドルータなど（UPnP機能：有効）の
WAN側 IPアドレスは、クイック設定Webの「情報」−［現在の状態］にある［イ
ンターネット経由のアクセス］の［USBストレージ画面］に記載のアドレスにな
ります。

●●●アクセスポート番号は、P3-17の手順5で設定した番号です。（初期値：15789）●
「15789」（初期値）から変更した場合は、設定したアクセスポート番号を入力し
てください。

3 「ユーザー名」と「パスワード」を入力し、［OK］をクリックする
●●●「ユーザー名」と「パスワード」は、P3-17の手順4で設定した内容によって異なりま
す。● ●
→ ●P3-17の手順4で［アカウント］を初期値のまま［クイック設定Web用管理者
（admin）と共通アカウント］に設定した場合は、クイック設定Webを起動す
る際のユーザー名とパスワードを入力してください。（*P3-3）

● → ●P3-17の手順4で［アカウント］を［専用アカウント］にしてユーザー名とパスワー
ドを設定した場合は、設定したユーザー名とパスワードを入力してください。
（*P3-17）

4 「USBストレージ」画面が表示されるので、「ファイル／フォルダ一覧」
からファイルをクリックしてアクセスする
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3-3　USBポートのご利用について

＜ LAN側からアクセスする場合＞

1 パソコンなどを起動する

2 WWWブラウザのアドレス欄に、「192.168.0.210」とアクセスポー
ト番号（初期値は「15789」）を「：」（コロン）で区切って入力し、［Enter］
キーを押す
例●：●http://192.168.0.210:15789

アクセスポート番号
●●●アクセスポート番号は、P3-17の手順5で設定した番号です。（初期値：15789）
「15789」（初期値）から変更した場合は、設定したアクセスポート番号を入力し
てください。

3 「ユーザー名」と「パスワード」を入力し、［OK］をクリックする
●●●「ユーザー名」と「パスワード」は、P3-17の手順4で設定した内容によって異なりま
す。

● → ●P3-17の手順4で［アカウント］を初期値のまま［クイック設定Web用管理者
（admin）と共通アカウント］に設定した場合は、クイック設定Webを起動す
る際のユーザー名とパスワードを入力してください。（*P3-3）

● → ●P3-17の手順4で［アカウント］を［専用アカウント］にしてユーザー名とパスワー
ドを設定した場合は、設定したユーザー名とパスワードを入力してください。
（*P3-17）

4 「USBストレージ」画面が表示されるので、「ファイル／フォルダ一覧」
からファイルをクリックしてアクセスする
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WWWブラウザで表示されたファイルの操作について
ここではWindows	8 で Interent	Explorer	10の場合を例に説明します。
ファイル単位での操作になります。
＜ファイルのアップロード＞

1 「アップロードファイル」の［参照］をクリックする

2 アップロードするファイルを指定し、［開く］をクリックする

3 ［追加］をクリックする
アップロードが完了したファイルは「ファイル／フォルダ一覧」に表示されます。

●●アップロードするファイル容量が大きい場合、ファイルのアップロードが完了するまで時
間がかかる場合があります。複数のファイルをアップロードする場合には、1つめのファ
イルのアップロードが完了するまで、次のファイルのアップロードはおこなわないでくだ
さい。正常にアップロードできない場合があります。

＜ファイルのダウンロード＞

1 「ファイル／フォルダ一覧」に表示されているファイル名をクリックす
る

2 ［保存］の右側にある をクリックし
て、［名前をつけて保存］を選択する

3 保存場所を指定して［保存］をクリックする

＜ファイルの削除＞

1 「ファイル／フォルダ一覧」で削除するファイル名の［削除］をクリッ
クする

2 ［OK］をクリックする
ファイルの削除が完了し、「ファイル／フォルダ一覧」からも表示が消去されます。

USBデバイスにアクセス開始時、または
操作中に右の画面が表示された場合、USB
デバイスへのアクセスに失敗しています。
画面の内容を確認のうえ、再度操作をして
ください。
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3-3　USBポートのご利用について

●●ご利用時の環境によって、ダウンロード／アップロード時にファイル名が変更される場合
があります。
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USBカメラ機能
WG1800HP（KP）のUSBポートに接続したUSBカメラの画像をWWWブラウザ
で表示することができます。設定はクイック設定Webでおこないます。

設定方法

1 クイック設定Webを起動する（*P3-3）

2 「詳細設定」−［USBカメラ設定］を選択する

3 ［USB カメラ機能］の［使用する］
にチェックを入れる

4 ［アカウント］でアカウント種別を選
択する
※●●セキュリティを高めたい場合は、「専用ア
カウント」を選択し、［ユーザー名］［パ
スワード］を設定してください。● ●
（64文字以内で半角英数字、-（ハイフン）、
_（アンダースコア）が入力できます。）

5 ［アクセスポート番号］でポート番号を設定する
※初期値は「15790」です。

6 ［設定］をクリックする

7 ［保存］をクリックする

8 クイック設定Webを閉じる
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3-3　USBポートのご利用について

アクセス方法
「USBカメラ機能」を設定後（*P3-22）、WG1800HP（KP）に接続したUSBカメラ
の画像をWWWブラウザで表示する場合は、次の手順でアクセスします。
＜WAN側からアクセスする場合＞

1 パソコンなどを起動する

2 WWWブラウザのアドレス欄に、WG1800HP（KP）のWAN側に
接続したホームゲートウェイのWAN側 IPアドレスとアクセスポート
番号（初期値は「15790」）を「：」（コロン）で区切って入力し、［Enter］
キーを押す
例●：●http://XXX.XXX.XXX.XXX:15790

WAN側 IPアドレス アクセスポート番号
●●●本商品のWAN側に接続したブロードバンドルータなど（UPnP機能：有効）の
WAN側 IPアドレスは、クイック設定Webの「情報」−［現在の状態］にある［イ
ンターネット経由のアクセス］の［USBカメラ画面］に記載のアドレスになります。

●●●アクセスポート番号は、P3-22の手順5で設定した番号です。（初期値：15790）●
「15790」（初期値）から変更した場合は、設定したアクセスポート番号を入力し
てください。

3 「ユーザー名」と「パスワード」を入力し、［OK］をクリックする
●●●「ユーザー名」と「パスワード」は、P3-22の手順4で設定した内容によって異なりま
す。

● → ●P3-22の手順4で［アカウント］を初期値のまま［クイック設定Web用管理者
（admin）と共通アカウント］に設定した場合は、クイック設定Webを起動す
る際のユーザー名とパスワードを入力してください。（*P3-3）

● → ●P3-22の手順4で［アカウント］を［専用アカウント］にしてユーザー名とパスワー
ドを設定した場合は、設定したユーザー名とパスワードを入力してください。
（*P3-22）

4 「USBカメラ」画面で、［表示開始］をクリックして表示する
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＜ LAN側からアクセスする場合＞

1 パソコンなどを起動する

2 WWWブラウザのアドレス欄に、「192.168.0.210」とアクセスポー
ト番号（初期値は「15790」）を「：」（コロン）で区切って入力し、［Enter］
キーを押す
例●：●http://192.168.0.210:15790

WAN側 IPアドレス アクセスポート番号
●●●アクセスポート番号は、P3-22の手順5で設定した番号です。（初期値：15790）
「15790」（初期値）から変更した場合は、設定したアクセスポート番号を入力し
てください。

3 「ユーザー名」と「パスワード」を入力し、［OK］をクリックする
●●●「ユーザー名」と「パスワード」は、P3-22の手順4で設定した内容によって異なりま
す。
● → ●P3-22の手順4で［アカウント］を初期値のまま［クイック設定Web用管理者
（admin）と共通アカウント］に設定した場合は、クイック設定Webを起動す
る際のユーザー名とパスワードを入力してください。（*P3-3）

● → ●P3-22の手順4で［アカウント］を［専用アカウント］にしてユーザー名とパスワー
ドを設定した場合は、設定したユーザー名とパスワードを入力してください。
（*P3-22）

4 「USBカメラ」画面で、［表示開始］をクリックして表示する
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3-3　USBポートのご利用について

USBデバイスを取り外すとき
USBデバイスを取り外す場合は、必ず下記の手順でUSBデバイスの停止をおこなっ
てから取り外してください。	 	
USBデバイスの停止はクイック設定Webでおこないます。

1 クイック設定Webを起動する（*P3-3）

2 「情報」−［USBデバイス情報］を選択する

3 ［最新状態に更新］をクリックする

4 停止したいUSBデバイスの［停止
／復帰］で、［停止］をクリックする

5 ［OK］をクリックする

6 ［OK］をクリックする

7 USBデバイスを取り外す
※必ず装置本体を押さえて取り外してください。
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3-4 ECO モードにする

ECOモードでは、一部の機能を制限することで消費電力を抑えることができます。	 	
ECOモードを起動するには、WG1800HP（KP）側面のECOボタンを使用します。

ECOモードでの制限内容（ECO設定パターン）
ECOモードには下記の設定パターンがあります。工場出荷状態では、「設定1」に設定
されています。変更する場合は、クイック設定Webの「ECOモード設定」−［ECOモー
ド設定］の［ECO設定パターン］で設定変更してください。
※変更の際、通信がいったん切断される場合があります。

なお、下記のいずれの場合も、ECOモード起動時はPOWERランプ以外の前面・背面
のランプが消灯します。

ECO設定パターン 説明 有線 LAN 無線 LAN USBポート

設定1
（初期値）

LANポートの通信速度が100Mbps
で動作します。
（WANポートの通信速度は変わりま
せん。）
無線LAN通信、USBポートは利用
できません。

100Mbps 停止 停止

設定2

LANポートの通信速度が100Mbps
で動作します。
（WANポートの通信速度は変わりま
せん。）
無線 LAN 通信は通信速度が最大
86.7Mbpsになります。
USBポートは利用できません。

100Mbps
最大

86.7Mbps
（※）

停止

設定3

LANポートの通信速度が100Mbps
で動作します。
（WANポートの通信速度は変わりま
せん。）
無線 LAN 通信は通信速度が最大
86.7Mbpsになります。
USBポートがご利用になれます。

100Mbps
最大

86.7Mbps
（※）

動作

（※）無線機能が「使用する」に設定されている必要があります。

3-4
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3-4　ECOモードにする

ECOモードを起動する
WG1800HP（KP）の ECOボタンを5秒以上押します。
（停止する場合は、再度、ECOボタンを5秒以上押してください。通常モードに戻りま
す。） POWER

ACTIVE

2.4GHz

5GHz

TV

CONVERTER ECOボタン

誤ってらくらくスタートボタンを押さないようご注意ください。
らくらくスタートボタンを押すと、らくらく無線スタートが起動してしまい、POWER
ランプが緑点滅したあと10秒間赤点灯します。その後、POWERランプが緑点灯に戻
りますので、ECOモードを正しく起動してください。

 

ECOモード中のランプ状態
POWERランプがゆっくり緑点滅し、他のランプはすべて消灯します。
（背面のWANランプ、LANランプも消灯します。）

〈背面〉

消灯

〈前面〉

POWER

ACTIVE

2.4GHz

5GHz

TV

CONVERTER

POWERランプが
ゆっくり緑点滅

消灯
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●●ECOモードを起動すると、LANポートの通信速度が変わるため、リンクが一時的に切断
されます。通信中の場合はご注意ください。
●●ECOボタンは、工場出荷状態で有効（ECOモードを起動できる状態）になっています。
ECOボタンを無効にする場合は、クイック設定Webの「ECOモード設定」−［ECOモー
ド設定］で［ECO機能］を［使用しない］に設定してください。
●●あらかじめ起動／停止時刻を設定すれば、自動的にECOモードを起動／停止することがで
きます。設定方法は下記のとおりです。

● ※●●設定する場合は、クイック設定Webの「メンテナンス」−［時刻設定］にある［自動
時刻設定機能］を初期値のまま［自動設定］にして、インターネットに接続可能な環境
でご利用ください。

①●クイック設定Webを起動する（*P3-3）
②●●「ECOモード設定」−［ECOモード設定］を選択
する

③●●［ECO機能］で［通常ECO］（初期値）を選択する
④●●［ECO設定パターン］を選択する（*P3-26）
⑤●●［省電力型イーサネット（EEE）機能］を使用する
場合は［使用する］にチェックを入れる

⑥●●［タイマ動作］の［使用する］にチェックを入れる
⑦●●ECOモードの起動／停止時刻を設定する
● ●（画面は、午前2時から午前5時まで ECOモード
にする場合の例です。）

⑧●●［設定］をクリックする
⑨●●［OK］をクリックする
⑩●●［OK］をクリックする
⑪●●［保存］をクリックする

●●らくらく無線スタート設定時に誤ってECOボタンを押してしまうと、ECOモードが起動
し、無線LAN通信が利用できなくなってしまう場合がありますのでご注意ください。（ECO
モード起動中は、POWERランプのみゆっくり緑点滅し、他の前面・背面のランプは消灯
します。）その場合は、再度 ECOボタンを5秒以上押して、ECOモードを停止させてく
ださい。（本商品の電源をいったん切って入れ直しても通常モードに戻すことができます。）
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3-4　ECOモードにする

オート ECOモード機能
WG1800HP（KP）では、ある特定の機能について、その使用状況に応じて自動的に
ECOモードを起動／解除することができます。
この機能を使用するには、クイック設定Webの「ECOモード設定」−［ECOモード
設定］にある［ECO機能］で、［オートECO］を選択し、［設定］−［保存］をクリッ
クしてください。
なお、2014 年 10 月現在では、無線 LAN 接続の使用状況に応じた「無線オート
ECOモード」にのみ対応しています。

＜無線オートECOモード＞
無線 LAN端末（子機）からの無線接続が一定時間（約240秒）以上ない場合、自動
的に無線オートEC0モードが起動し、無線回路の一部が停止されます。
※● ●LANポートおよびWANポートの通信速度やUSBポートの動作、ランプ状態に変更はありません。

この機能は、起動中、無線 LAN端末（子機）から無線接続された場合に、自動的に通
常モードに戻ります。
なお、この機能は、2.4GHz 帯、5GHz帯で独立して起動します。
このため、2.4GHz 帯、5GHz帯どちらも起動中に2.4GHz 帯の無線 LAN端末（子機）
が無線接続された場合、2.4GHz 帯のみ通常モードに戻り、5GHz 帯は無線オート
ECOモードのまま動作します。

オートECOモード
の種類 説明 有線 LAN 無線 LAN USBポート

無線オートECO	
モード

無線回路の一部が停止されます。
LANポートおよびWANポートの
通信速度、USBポートの動作、ラ
ンプの状態に変更はありません。
2.4GHz 帯、5GHz 帯で独立して
起動します。

通常どおり 無線回路の
一部が停止 動作

●●無線オート ECOモード起動中に無線 LAN端末（子機）から無線 LAN接続する場合、無
線回路の一部が停止しているため、無線 LAN接続しにくい場合があります。その場合は、
いったん本商品に近い場所で無線 LAN接続してください。
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3-5
スマートフォン・タブレット端末から 
QR コード表示機能を利用して接続する

スマートフォンやタブレット端末の場合、専用アプリ「AtermらくらくQRスタート」
をご利用いただくと、設定用のQRコードを読み取るだけで、本商品へ簡単に無線
LAN接続することができます。
本商品では、その際に必要な設定用のQRコードを、クイック設定Webから表示する
ことができます。（クイック設定Webで無線設定内容を変更した場合も、変更した内容
のQRコードを表示できます。）
下記の手順で、設定用QRコードを表示し、スマートフォン・タブレット端末から無線
LAN接続してください。

設定用QRコードを表示する

1 QRコードを表示したいパソコンで、クイック設定Web を起動する
（*P3-3）
※●パソコンは、本商品に接続してインターネット通信ができている状態でご使用く
ださい。

2 画面左のメニューにある［設定用
QRコードを表示］をクリックする
設定用QRコードを作成するWebサイトに
リンクします。

3 画面にしたがって、設定用QRコードを作成・表示する

3-5
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3-5　スマートフォン・タブレット端末からQRコード表示機能を利用して接続する

スマートフォン・タブレット端末から無線 LAN接続する

4 スマートフォン・タブレット端末で、専用アプリ「Aterm らくらく
QRスタート」を起動する
※●●専用アプリ「AtermらくらくQRスタート」は、下記URLからダウンロードし
てください。　http://qr.aterm.jp

※●起動後、しばらくすると、カメラビューが表示されます。

5 カメラビュー画面で、手順3で表示された設定用QRコードを読み取
る
※●●カメラビュー内の読み取り範囲内にQRコードを表示させてください。自動的に
QRコードを読み取ります。

6 無線 LAN設定内容が表示されたら、［設定適用］をタップ（またはク	
リック）する
※●●本商品とご利用の端末両方が2.4GHz ／ 5GHz に対応している場合は、優先的に
5GHz に接続します。（5GHz を利用できない場合は、2.4GHz に接続します。）

以上で、無線 LAN接続の設定は終了です。
（iOS端末の場合は、以降画面にしたがって設定を進めてください。）
なお、詳細は「AtermらくらくQRスタート」のWebサイト（http://qr.aterm.jp）
を参照してください。（2014年 10月現在）

●●●専用アプリ「AtermらくらくQRスタート」は、インターネット接続（3G通信や LTE通
信など）機能、およびカメラ機能に対応しているスマートフォン・タブレット端末でご利
用いただけます。利用可能な端末の最新情報は、「AtermらくらくQRスタート」のWeb
サイト（上記）でご確認ください。
●●本アプリは無料です。ただし、インターネット接続（3G通信や LTE通信など）のパケッ
ト通信料はお客さまご負担となります。
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4 無線 LAN端末（子機）を	
接続する
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4-1
無線 LAN 端末（子機）からの通信
を確立する

無線 LAN端末（子機）から本商品に無線 LAN接続するには、以下のような手順でおこ
ないます。なお、（※1）〜（※8）については、P4-4 を参照してください。

Atermシリーズの無線 LAN端末（子機）の場合
※Atermシリーズ以外の無線 LAN端末（子機）の場合は、P4-3 へお進みください。

WG1800HP（KC）/WR9500N（KC）/WL300NE-AG/WL300NE/WL300NC/
WL300NC-G/WL900U/WL450NU-AG/WL300NU-GS/WL300NU-AG/
WL300NU-G/WL130NC/WL54SC/WL54SC2/WL54GC/WL54AG/

WL54SU/WL54SU2/WL54GU/WL54TU/WL54SE/WL54SE2/WL54TE

（※1）（※2）（※3）（※4）（※5）

無線 LAN端末（子機）からのインターネット接続を確認します。

設定方法を確認し、
無線LAN端末（子
機）側の設定をお
こないます。

らくらく無線スタートで設定してください。
本商品のらくらくスタートボタンを押して設定します。
設定方法など詳細については、無線 LAN端末（子機）に添付の取扱説明
書などを参照してください。

POWER

ACTIVE

2.4GHz

5GHz

TV

CONVERTER

らくらくスタート
ボタン
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4-1　無線 LAN端末（子機）からの通信を確立する

Atermシリーズ以外の無線 LAN端末（子機）

Atermシリーズ以外の無線 LAN端末
（子機）

無線 LAN内蔵パソコン

無線 LAN端末（子機）側に添付の専
用ドライバとユーティリティをインス
トールしてください。

無線 LAN端末（子機）を使用するパソコンのOSを確認します。

Windows	8.1/8/7/XP（SP3）、Windows	Vista	
およびMac	OS	X	v10.5/v10.6の場合 左記以外のOSの場合

無線 LAN端末
（子機）の設定
にあわせて無線
LANアクセス
ポイント（親機）
側の設定をおこ
ないます。

WG1800HP（KP）にMACアドレスフィルタリングの設定
をおこなっている場合は、無線 LAN端末（子機）の情報を登
録しておいてください。「MACアドレスフィルタリング機能」
（*P3-8）（※6）

無線 LAN端末（子機）が、WG1800HP（KP）と同じ無線動
作モード、暗号化モードをサポートしていない場合は、クイッ
ク設定WebでWG1800HP（KP）の設定を変更してください。
WG1800HP（KP）の初期値
暗号化モード●：オーナーSSID／ゲストSSIDの場合はAES
● ● WEP専用SSIDの場合はWEP（128bit）
暗号化キー● ：13桁英数

設定方法を確認
し、無線 LAN
端末（子機）側
の設定をおこな
います。

サポートページ（*P1）を参照して、
らくらく無線スタート EXで設定し
てください。（※8）

無線 LAN端末（子機）
側に添付の専用ユー
ティリティで設定して
ください。

WG1800HP（KP）の設定にあわせてネットワーク名（SSID）、暗号化の設定を
おこなってください。（※7）

無線 LAN端末（子機）からのインターネット接続を確認します。

4-3



※1● ●WG1800HP（KC）/WL900U は、IEEE802.11ac、IEEE802.11n、
IEEE802.11a、IEEE802.11gおよびIEEE802.11bで本商品に接続できます。

※2● ●WR9500N（KC）/WL450NU-AG/WL300NU-AG/WL300NC/WL300NE-
AG/WL300NEは、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11gおよび
IEEE802.11b で本商品に接続できます。

※3● ●WL130NC/WL300NC-G/WL300NU-G/WL300NU-GSは、IEEE802.11n、
IEEE802.11g、および IEEE802.11bでのみ本商品に接続できます。

※4● ●WL54SU/WL54SU2/WL54SC/WL54SC2/WL54SE/WL54SE2 は、
IEEE802.11a、IEEE802.11gおよびIEEE802.11bでのみ本商品に接続できます。

※5● ●WL54GC/WL54AG/WL54GU/WL54TU/WL54TEは、IEEE802.11gお
よび IEEE802.11b でのみ本商品に接続できます。

※6● ●すでにインターネット接続が可能な場合、MACアドレスフィルタリングの設定
をしていただくことをお勧めします。

※7● ●本商品の工場出荷時のネットワーク名（SSID）、暗号化の設定は本商品側面の
ラベルに記載されています。

※8● ●Windows●8.1/8/7/XP（SP3）またはWindows●Vista のワイヤレスネット
ワーク接続で設定することもできます。（*P4-5）

※●本商品は IEEE802.11a モードにおいてW52帯、W53帯、W56帯に対応してい
ます。従来の J52帯を使用する無線 LAN端末（子機）とは通信できません。以下の
相互接続一覧表を参照のうえ、ご注意ください。● ●
Atermシリーズ無線LAN端末（子機）のバージョンアップ対応機種などの最新情報は、
サポートページ（*P1）を確認してください。

従来の IEEE802.11a
（J52）対応無線 LAN
端末（子機）
WL54AG/WL54TU/
WL54TE

WL54SC/WL54SU/
WL54SE

WG1800HP（KC）/●
WR9500N（KC）/●
WL300NE-AG/●
WL300NE/
WL300NC/●
WL900U/●
WL450NU-AG/●
WL300NU-AG/●
WL54SC2/
WL54SU2/
WL54SE2

J52 W52/W53 W52/W53/W56

本商品
WG1800HP
（KP）

W52
W53
W56

× ○ ◎

◎：●W52 帯（5150-5250MHz）、W53 帯（5250-5350MHz）、W56 帯
（5470-5725MHz）を使用して、最大19チャネルから選択が可能です。

○：●W52帯（5150-5250MHz）、W53帯（5250-5350MHz）を使用して、最
大8チャネルから選択が可能です。

×：利用不可。

●●本商品に接続できる無線LAN端末（子機）はサポートページ（*P1）を確認してください。
●●WL300NCは、Windows●8.1（32bit 版）に対応しておりません。● ●
Windows●8.1（32bit 版）をご利用の場合は、WG1800HP（KC）、WR9500N（KC）
またはWL900Uをご利用ください。4-4



4-1　無線 LAN端末（子機）からの通信を確立する

無線 LAN内蔵パソコンから接続する
無線LAN内蔵パソコンからWG1800HP（KP）に無線接続する場合は、無線 LAN
内蔵パソコンの機種やOSによって設定方法は異なりますので、無線 LAN内蔵パソコ
ンの取扱説明書などを参照して設定してください。	 	
ここでは、下記の場合を例に説明しています。

	●Windows	8.1/8/7またはWindows	Vista のワイヤレスネットワーク接続で設
定する場合	 	
①設定する
Windows	8.1 の場合（*P4-6）
Windows	8 の場合（*P4-10）
Windows	7 の場合（*P4-16）
Windows	Vista の場合（*P4-23）
②WG1800HP（KP）との通信状態を確認するには（*P4-29）

※ ●Windows●8.1/8/7/XP（SP3）、Windows●Vista およびMac●OS●X● v10.5/
v10.6 の場合は、らくらく無線スタートEXで設定することができます。● ●
詳細は、サポートページ（*P1）を参照してください。

●●設定に利用するユーティリティや設定方法は、パソコンや OSによって異なります。
（Windows●8.1/8/7およびWindows●Vista の場合でも専用のユーティリティを使用す
る場合があります。）設定方法の詳細については、パソコンなどのメーカーにお問い合わせ
ください。
●●パソコンに内蔵されている無線モジュールのタイプにより本商品の無線動作モードを変更
する必要があります。クイック設定Webで変更します。
●●IEEE802.11a（J52のみ）対応無線 LAN内蔵パソコンでは使用する周波数帯／チャネ
ルが異なるため、IEEE802.11a での通信はご利用になれません。IEEE802.11g+b
（+11n）での通信モード（2.4GHz モード）でご利用ください。
●●2005年 5月以降のNEC製の個人向けパソコン（LaVie）では、あらかじめらくらく無
線スタート EXが収録されている場合があります。その場合はパソコンの取扱説明書など
を参照してインストールしたあと、らくらく無線スタートEXで設定してください。

4-5



Windows	8.1 の場合
無線LAN内蔵パソコンの無線（ワイヤレス）機能を有効にしてから、下記の手順で設
定してください。

1 ［スタート］画面で［デスクトップ］を選択する

2 通知領域（タスクトレイ）に表示されているネットワークアイコンを
クリックする

3 接続するWG1800HP（KP）のネッ
トワーク名（SSID）をクリックする

※●●工場出荷時のネットワーク名（SSID）は、本商品側面のラベルに記載されています。

WG1800HP
（KP）

工場出荷時のネットワーク名
（SSID）と暗号化キー

※●●接続する本商品のネットワーク名（SSID）が表示されない場合は、「手動で設定
する場合」（*P4-8）へ進みます。
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4-1　無線 LAN端末（子機）からの通信を確立する

4 ［接続］をクリックする

上の画面が表示された場合は、一度接
続した際に保存されていたネットワー
ク設定を削除する必要があります。
［ネットワークの削除］をクリックして
ください。その後、手順3から接続し
直してください。

5 右の画面が表示された場合は、
WG1800HP（KP）の暗号化キー
を入力して、［次へ］をクリックする
※●工場出荷時の暗号化キーは、本商品側面
のラベルに記載されています。（*P4-6）

上の画面が表示された場合は、［はい］
をクリックしてください。

以上でWG1800HP（KP）との無線設定は完了です。

本商品との通信状態は、「WG1800HP（KP）との通信状態を確認するには」
（*P4-29）で確認してください。

4-7



⁃手動で設定する場合

1 通知領域（タスクトレイ）に表示さ
れているネットワークアイコンを右
クリックし、［ネットワークと共有セ
ンターを開く］−［新しい接続また
はネットワークのセットアップ］を
クリックする

2 ［ワイヤレスネットワークに手動で接
続します］を選択し、［次へ］をクリッ
クする

3 表示される画面に合わせて設定をお
こなう
※●工場出荷時のネットワーク名（SSID）と
暗号化キーは、本商品側面のラベルに記
載されています。（*P4-6）
①●●［ネットワーク名］でWG1800HP（KP）
のネットワーク名（SSID）を入力する

②●●［セキュリティの種類］で［WPA2- パー
ソナル］を選択する

③●●［暗号化の種類］で［AES］と表示される
④●●［セキュリティ●キー］にWG1800HP（KP）の暗号化キーを入力する
● ※●●●暗号化キーは半角で、8〜63桁の英数記号、または64桁の16進数で入力します。
● ※●●暗号化キーに使用できる文字は次のとおりです。
● ●●【8〜 63桁の場合】英数記号（0〜9、a〜 z、A〜 Z、下記の記号）

! % ) - ; @ ^ ｜

※●●「\」（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）
⑤●●WG1800HP（KP）で ESS-ID ステルス機能（SSIDの隠蔽）を設定している場
合は、［ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する］に
チェックを入れる

⑥●●［次へ］をクリックする
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4-1　無線 LAN端末（子機）からの通信を確立する

4 ［接続の設定を変更します］をクリッ
クする

5 ［セキュリティ］タブをクリックして
設定内容を確認する
※●●［パスワードの文字を表示する］にチェック
を入れると、パスワードが確認できます。

6 ［OK］をクリックする

7 ［閉じる］をクリックする

以上でWG1800HP（KP）との無線設定は完了です。

本商品との通信状態は、「WG1800HP（KP）との通信状態を確認するには」
（*P4-29）で確認してください。
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Windows	8 の場合
無線LAN内蔵パソコンの無線（ワイヤレス）機能を有効にしてから、下記の手順で設
定してください。

1 ［スタート］画面で［デスクトップ］を選択する

2 通知領域（タスクトレイ）に表示されているネットワークアイコンを
クリックする

3 接続するWG1800HP（KP）のネッ
トワーク名（SSID）にカーソルを合
わせ、セキュリティについての表示を
確認する

・	 	セキュリティが設定されている場合	 	
（「WPA2-PSK」など）
	 →	＜WG1800HP（KP）に暗号化が設定

されている場合＞（*P4-11）へ
・	 	「セキュリティで保護されていない」と表示
されている場合

	 →	＜WG1800HP（KP）に暗号化が設定
されていない場合＞（*P4-12）へ

※●●工場出荷時のネットワーク名（SSID）は、本商品側面のラベルに記載されています。

WG1800HP
（KP）

工場出荷時のネットワーク名
（SSID）と暗号化キー

※●●接続する本商品のネットワーク名（SSID）が表示されない場合は、「手動で設定
する場合」（*P4-13）へ進みます。
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4-1　無線 LAN端末（子機）からの通信を確立する

＜WG1800HP（KP）に暗号化が設定されている場合＞

4 接続するWG1800HP（KP）のネッ
トワーク名（SSID）をクリックする

5 ［接続］をクリックする
※●●接続に失敗した場合は、［キャンセル］を
クリックし、下記の手順で、一度接続し
た際に保存されていたネットワーク設定
を削除してください。

● ①●●通知領域（タスクトレイ）に表示され
ているネットワークアイコンをクリッ
クする

● ②●●接続するネットワーク名（SSID) を右
クリックして［この接続を削除する］
をクリックする

上記の手順が完了したら、手順1（*P4-10）
から接続し直してください。

6 WG1800HP（KP）の暗号化キー
を入力して、［次へ］をクリックする
※ ●PC の共有についての選択画面が表示さ
れた場合は、「はい、共有をオンにしてデ
バイスに接続します」をクリックしてく
ださい。
※●工場出荷時の暗号化キーは、本商品側面
のラベルに記載されています。（*P4-10）

以上でWG1800HP（KP）との無線設定は完了です。

本商品との通信状態は、「WG1800HP（KP）との通信状態を確認するには」
（*P4-29）で確認してください。 4-11



＜WG1800HP（KP）に暗号化が設定されていない場合＞

4 接続するWG1800HP（KP）のネッ
トワーク名（SSID）をクリックする

5 ［接続］をクリックする

以上でWG1800HP（KP）との無線設定は完了です。

本商品との通信状態は、「WG1800HP（KP）との通信状態を確認するには」
（*P4-29）で確認してください。
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4-1　無線 LAN端末（子機）からの通信を確立する

⁃手動で設定する場合

1 通知領域（タスクトレイ）に表示さ
れているネットワークアイコンを右
クリックし、［ネットワークと共有セ
ンターを開く］−［新しい接続また
はネットワークのセットアップ］を
クリックする

2 ［ワイヤレスネットワークに手動で接
続します］を選択し、［次へ］をクリッ
クする

3 表示される画面に合わせて設定をお
こなう
※●工場出荷時のネットワーク名（SSID）と
暗号化キーは、本商品側面のラベルに記
載されています。（*P4-10）
①●●［ネットワーク名］でWG1800HP（KP）
のネットワーク名（SSID）を入力する

②●●［セキュリティの種類］で［WPA- パーソ
ナル］または［WPA2- パーソナル］を
選択する

③●●［暗号化の種類］で［TKIP］または［AES］
を選択する

④●●［セキュリティ●キー］にWG1800HP（KP）の暗号化キーを入力する
● ※●●●暗号化キーは半角で、8〜63桁の英数記号、または64桁の16進数で入力します。
● ※●●暗号化キーに使用できる文字は次のとおりです。
● ●●【8〜 63桁の場合】英数記号（0〜9、a〜 z、A〜 Z、下記の記号）

! % ) - ; @ ^ ｜

※●●「\」（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）
⑤●●WG1800HP（KP）で ESS-ID ステルス機能（SSIDの隠蔽）を設定している場
合は、［ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する］に
チェックを入れる

⑥●●［次へ］をクリックする
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4 ［接続の設定を変更します］をクリッ
クする

上の画面が表示された場合は、［キャン
セル］をクリックし、下記の手順で、
一度接続した際に保存されていたネッ
トワーク設定を削除してください。
①●●通知領域（タスクトレイ）に表示さ
れているネットワークアイコンをク
リックする

②●●接続するネットワーク名（SSID) を
右クリックして［この接続を削除す
る］をクリックする

上記の手順が完了したら、P4-13の手順1
から接続し直してください。

5 ［セキュリティ］タブをクリックして
設定内容を確認する
※●●［パスワードの文字を表示する］にチェック
を入れると、パスワードが確認できます。

6 ［OK］をクリックする
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4-1　無線 LAN端末（子機）からの通信を確立する

7 ［閉じる］をクリックする

以上でWG1800HP（KP）との無線設定は完了です。

本商品との通信状態は、「WG1800HP（KP）との通信状態を確認するには」
（*P4-29）で確認してください。
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Windows	7 の場合
無線LAN内蔵パソコンの無線（ワイヤレス）機能を有効にしてから、下記の手順で設
定してください。

1 通知領域（タスクトレイ）に表示されているネットワークアイコンを
クリックする
※●●［スタート］（Windowsのロゴボタン）−［コントロールパネル］−［ネットワー
クとインターネット］−［ネットワークと共有センター］−［ネットワークに接続］
をクリックする方法もあります。

2 接続するWG1800HP（KP）のネッ
トワーク名（SSID）にカーソルを合
わせ、「セキュリティの種類」の表示
を確認する

・		セキュリティが設定されている場合
（「WPA2-PSK」など）
	 →	＜WG1800HP（KP）に暗号化が設定
されている場合＞（*P4-17）へ

・		「セキュリティの設定が無効」と表示されて
いる場合
	 →	＜WG1800HP（KP）に暗号化が設定
されていない場合＞（*P4-18）へ

※●工場出荷時のネットワーク名（SSID）は、
本商品側面のラベルに記載されています。

WG1800HP
（KP）

工場出荷時のネットワーク名
（SSID）と暗号化キー

※●●接続する本商品のネットワーク名（SSID）が表示されない場合は、［ネットワー
クと共有センターを開く］−［新しい接続またはネットワークのセットアップ］
をクリックして「手動で設定する場合」（*P4-19）の手順2へ進みます。
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4-1　無線 LAN端末（子機）からの通信を確立する

＜WG1800HP（KP）に暗号化が設定されている場合＞

3 接続するWG1800HP（KP）のネッ
トワーク名（SSID）をクリックする

4 ［接続］をクリックする
※●●接続に失敗した場合は、［閉じる］または
［キャンセル］をクリックし、下記の手順で、
一度接続した際に保存されていたネット
ワーク設定を削除してください。

①●●［ネットワークと共有センターを開く］−
［ワイヤレスネットワークの管理］をクリッ
クする

②●●接続するネットワーク名（SSID）を選択
して右クリックし、［ネットワークの削除］
をクリックする

③●［はい］をクリックする
④●●［ワイヤレスネットワークの管理］の画面を
閉じる

● ●上記の手順が完了したら、手順1（*P4-16）
から接続し直してください。
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5 WG1800HP（KP）の暗号化キーを
入力して、［OK］をクリックする
※●●工場出荷時の暗号化キーは、本商品側面の
ラベルに記載されています。（*P4-16）

以上でWG1800HP（KP）との無線設定は完了です。

本商品との通信状態は、「WG1800HP（KP）との通信状態を確認するには」
（*P4-29）で確認してください。

＜WG1800HP（KP）に暗号化が設定されていない場合＞

3 接続するWG1800HP（KP）のネッ
トワーク名（SSID）をクリックする
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4-1　無線 LAN端末（子機）からの通信を確立する

4 ［接続］をクリックする

以上でWG1800HP（KP）との無線設定は完了です。

本商品との通信状態は、「WG1800HP（KP）との通信状態を確認するには」
（*P4-29）で確認してください。

⁃手動で設定する場合

1 通知領域（タスクトレイ）に表示されているネットワークアイコンを
クリックし、［ネットワークと共有センターを開く］−［新しい接続ま
たはネットワークのセットアップ］をクリックする
※●●［スタート］（Windowsのロゴボタン）−［コントロールパネル］−［ネットワー
クとインターネット］−［ネットワークと共有センター］−［新しい接続またはネッ
トワークのセットアップ］をクリックする方法もあります。

2 ［ワイヤレスネットワークに手動で接
続します］を選択し、［次へ］をクリッ
クする
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3 表示される画面に合わせて設定をおこ
なう
※●工場出荷時のネットワーク名（SSID）と暗
号化キーは、本商品側面のラベルに記載さ
れています。（*P4-16）
①●●［ネットワーク名］でWG1800HP（KP）
のネットワーク名（SSID）を入力する
②●●［セキュリティの種類］で［WPA- パーソ
ナル］または［WPA2- パーソナル］を選
択する
③●［暗号化の種類］で［TKIP］または［AES］を選択する
④●［セキュリティキー］にWG1800HP（KP）の暗号化キーを入力する
※●●暗号化キーは半角で、8〜63桁の英数記号、または64桁の16進数で入力します。
※●暗号化キーに使用できる文字は次のとおりです。
　【8〜63桁の場合】英数記号（0〜9、a〜 z、A〜 Z、下記の記号）

! % ) - ; @ ^ ｜

※●●「\」（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）
⑤●●WG1800HP（KP）で ESS-ID ステルス機能（SSIDの隠蔽）を設定している場
合は、［ネットワークがブロードキャストをおこなっていない場合でも接続する］
にチェックを入れる

⑥●［次へ］をクリックする
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4-1　無線 LAN端末（子機）からの通信を確立する

4 ［接続の設定を変更します］をクリッ
クする

上の画面が表示された場合は、［キャン
セル］をクリックし、下記の手順で、
一度接続した際に保存されていたネッ
トワーク設定を削除してください。
①●●［ネットワークと共有センターを開
く］−［ワイヤレスネットワークの
管理］をクリックする

②●●接続するネットワーク名（SSID）を
選択して右クリックし、［ネットワー
クの削除］をクリックする

③●［はい］をクリックする
④●●［ワイヤレスネットワークの管理］の
画面を閉じる

上記の手順が完了したら、P4-19の手順1
から接続し直してください。

5 ［セキュリティ］タブをクリックして
設定内容を確認する
※●●［パスワードの文字を表示する］にチェック
を入れると、パスワードが確認できます。

6 ［OK］をクリックする
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7 ［閉じる］をクリックする

以上でWG1800HP（KP）との無線設定は完了です。

本商品との通信状態は、「WG1800HP（KP）との通信状態を確認するには」	
（P4-29）で確認してください。
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4-1　無線 LAN端末（子機）からの通信を確立する

Windows	Vista の場合
無線LAN内蔵パソコンの無線（ワイヤレス）機能を有効にしてから、下記の手順で設
定してください。

1 ［スタート］（Windowsのロゴボタン）ー［ネットワーク］ー［ネット
ワークと共有センター］ー［ネットワークに接続］をクリックする
※●通知領域（タスクトレイ）に表示されているネットワークアイコンを右クリック
して、［ネットワークに接続］をクリックする方法もあります。

2 接続するWG1800HP（KP）のネッ
トワーク名（SSID）をクリックし、
セキュリティの設定についての表示を
確認する
・	 	「セキュリティの設定が有効なネットワー
ク」と表示されている場合

	 →	＜WG1800HP（KP）に暗号化が設定
されている場合＞（*P4-24）へ

・	 	「セキュリティの設定が有効でないネット
ワーク」と表示されている場合

	 →	＜WG1800HP（KP）に暗号化が設定されていない場合＞（*P4-25）へ
※●工場出荷時のネットワーク名（SSID）は、本商品側面のラベルに記載されています。

WG1800HP
（KP）

工場出荷時のネットワーク名
（SSID）と暗号化キー

※●●接続する本商品のネットワーク名（SSID）が表示されない場合は、［接続またはネッ
トワークをセットアップします］をクリックして「手動で設定する場合」（*P4-26）
の手順2へ進みます。
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＜WG1800HP（KP）に暗号化が設定されている場合＞

3 ［接続］をクリックする
※●●接続に失敗した場合は、［閉じる］をクリッ
クし、下記の手順で、一度接続した際に保
存されていたネットワーク設定を削除して
ください。
①●●［ネットワークと共有センター］−［ワ
イヤレスネットワークの管理］をクリッ
クする

②●●接続するネットワーク名（SSID）を選
択して右クリックし、［ネットワークの削
除］をクリックする
③●［OK］をクリックする
④●●［ワイヤレスネットワークの管理］の画面を閉じる
上記の手順が完了したら、手順1（*P4-23）から接続し直してください。

4 WG1800HP（KP）の暗号化キーを
入力して、［接続］をクリックする
※●●「パスワードの文字を確認する」にチェック
を入れると、入力文字が表示できます。

※●工場出荷時の暗号化キーは、本商品側面の
ラベルに記載されています。（*P4-23）

「アクセスポイントの構成ボタンを押して
ください」と表示された場合は、画面内
の「代わりに、ネットワークキーまたは
パスフレーズを入力する必要があります」
をクリックしてください。

 

5 ［閉じる］をクリックする

以上でWG1800HP（KP）との無線設定は完了です。

本商品との通信状態は、「WG1800HP（KP）との通信状態を確認するには」
（*P4-29）で確認してください。
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4-1　無線 LAN端末（子機）からの通信を確立する

＜WG1800HP（KP）に暗号化が設定されていない場合＞

3 ［接続］をクリックする

4 ［接続します］をクリックする

5 ［閉じる］をクリックする

以上でWG1800HP（KP）との無線設定は完了です。

本商品との通信状態は、「WG1800HP（KP）との通信状態を確認するには」
（*P4-29）で確認してください。
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⁃手動で設定する場合

1 ［スタート］（Windowsのロゴボタン）ー［ネットワーク］ー［ネット
ワークと共有センター］ー［接続またはネットワークのセットアップ］
をクリックする
※●●通知領域（タスクトレイ）に表示されているネットワークアイコンを右クリック
して、［ネットワークと共有センター］ー［接続またはネットワークのセットアップ］
をクリックする方法もあります。

2 ［ワイヤレスネットワークに手動で接
続します］を選択し、［次へ］をクリッ
クする

3 表示される画面に合わせて設定をおこ
なう
※●工場出荷時のネットワーク名（SSID）と暗
号化キーは、本商品側面のラベルに記載さ
れています。（*P4-23）
①●●［ネットワーク名］でWG1800HP（KP）
のネットワーク名（SSID）を入力する
②●●［セキュリティの種類］で［WPA- パーソナル］
または［WPA2- パーソナル］を選択する
③●●［暗号化の種類］で［TKIP］または［AES］
を選択する

④●●［セキュリティキーまたはパスフレーズ］にWG1800HP（KP）の暗号化キーを
入力する
● ※●●［パスフレーズ文字を表示する］にチェックを入れると、入力文字が表示できます。
● ※●●暗号化キーは半角で、8〜63桁の英数記号、または64桁の16進数で入力します。
● ※●●暗号化キーに使用できる文字は次のとおりです。
　　【8〜63桁の場合】英数記号（0〜9、a〜 z、A〜 Z、下記の記号）

! % ) - ; @ ^ ｜

※●●「\」（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）
⑤●●WG1800HP（KP）で ESS-ID ステルス機能（SSIDの隠蔽）を設定している場
合は、［ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する］に
チェックを入れる

⑥●［次へ］をクリックする
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4-1　無線 LAN端末（子機）からの通信を確立する

4 ［接続の設定を変更します］をクリッ
クする

上の画面が表示された場合は、［キャン
セル］をクリックし、下記の手順で、
一度接続した際に保存されていたネッ
トワーク設定を削除してください。
①●●［ネットワークと共有センターを開
く］−［ワイヤレスネットワークの
管理］をクリックする

②●●接続するネットワーク名（SSID）を
選択して右クリックし、［ネットワー
クの削除］をクリックする

③●［はい］をクリックする
④●●［ワイヤレスネットワークの管理］の
画面を閉じる

上記の手順が完了したら、P4-26の手順1
から接続し直してください。

5 ［セキュリティ］タブをクリックして
設定内容を確認する
※●●［パスワードの文字を表示する］にチェック
を入れると、パスワードが表示できます。

6 ［OK］をクリックする
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7 ［接続します］をクリックする

以上でWG1800HP（KP）との無線設定は完了です。

本商品との通信状態は、「WG1800HP（KP）との通信状態を確認するには」	
（P4-29）で確認してください。
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4-1　無線 LAN端末（子機）からの通信を確立する

WG1800HP（KP）との通信状態を確認するには
次の手順で通信状態を確認できます。

1 通知領域（タスクトレイ）に表示されているネットワークアイコンを
右クリックし、［ネットワークと共有センターを開く］をクリック
※ ●Windows●7 の場合は、通知領域（タスクトレイ）に表示されているネットワー
クアイコンをクリックし、［ネットワークと共有センターを開く］をクリックしま
す。
※ ●Windows●Vista の場合は、［スタート］（Windowsのロゴボタン）−［ネットワー
ク］−［ネットワークと共有センター］をクリックします。

2 ［Wi-Fi］をクリックする
※ ●Windows●7 の場合は、［ワイヤレスネッ
トワーク接続］をクリックします。
※ ●Windows●Vista の場合は、「状態の表示」
をクリックします。

（画面はWindows●8 の例です。）

3 無線設定が正しくおこなわれているこ
とを確認する
・● ●［状態］が「有効」になっていること
・● ●［速度］が表示されていること● ●
（表示される速度は、接続する無線動作モー
ドによって異なります。）

（画面はWindows●8 の例です。）

4 ［閉じる］をクリックする
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5 お困りのときには
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5-1 トラブルシューティング

トラブルが起きたときや疑問点があるときは、まずこちらを参照してください。該当項
目がない場合や、対処をしても問題が解決しない場合は、WG1800HP（KP）を初期
化し、はじめから設定し直してみてください。ただし、初期化をおこなうと本商品のす
べての設定が工場出荷状態に戻りますのでご注意ください。なお、初期化をおこなう前
に現在の設定内容を保存しておくことができます。（*P5-15）

設置に関するトラブル

症　状 原因と対策

電源を
入れた
とき

POWERランプが
緑点灯しない

POWER

ACTIVE

2.4GHz

5GHz

TV

CONVERTER

電源が入っていません。
●●ACアダプタが外れている
●→ACアダプタを電源コンセントに差し込んでください。

●●ACアダプタがパソコンの電源に連動したコンセントに差し
込まれている
●→電源はパソコンの電源などに連動したコンセントではな
く、壁などの電源コンセントに直接接続してください。パ
ソコンの電源が切れるとWG1800HP（KP）に供給さ
れている電源も切れてしまいます。

●●ACアダプタが破損していないか確認してください。破損し
ている場合はすぐにACアダプタをコンセントから外して別
途示すお問い合わせ先にご相談ください。
●●●WG1800HP（KP）の電源を切ったあと、すぐに電源を入
れ直さないでください。10秒以上の間隔をあけてから電源
を入れてください。すぐに電源を入れると電源が入らないこ
とがあります。

WANランプが緑点灯しない ●●ブロードバンドモデム／回線終端装置の電源が入っていない
●→ブロードバンドモデム／回線終端装置の電源を入れて、正し
く回線のリンクが確立できていることを確認してください。

●●WG1800HP（KP）のWANポートがブロードバンドモデ
ムまたは回線終端装置に LANケーブルで正しく接続されて
いるか確認してください。● ●
WANポートにカチッと音がするまで差し込み、ケーブルを
軽く引いて、ロックがかかっていることを確認してください。●
ケーブルによってはあまり強く差し込んだり、強く引っ張る
と、接触不良や断線の原因となることがあります。
●●ECOモードを起動している
●→ECOモード起動中は、POWERランプのみゆっくり緑点
滅し、他の前面・背面のランプは消灯します。● ●
ECOモードを停止する場合は、ECOボタンを5秒以上
押してください。

●●LANケーブルの規格が正しいか確認してください。
接続に使用しているケーブルが「LANケーブル（カテゴリ
−5eストレート）」であることを確認してください。
●●WG1800HP（KP）のWANポートとWG1800HP（KP）
の LANポートを添付の LANケーブルで接続してみる。
背面のWANランプが点灯する場合
WG1800HP（KP）は、問題ありません。
ブロードバンドモデム／回線終端装置の故障が考えら
れます。

緑点灯しない場合
WG1800HP（KP）を初期化してみてください。
それでも解決しない場合はWG1800HP（KP）の故
障が考えられます。別途示す修理受付先またはお問い
合わせ先へお問い合わせください。
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5-1　トラブルシューティング

症　状 原因と対策
使用可能状態において突然「IP
アドレス 192.168.0.XXX
は、ハードウェアのアドレス
が .... と競合していることが検
出されました。」というアドレ
ス競合に関するエラーが表示
された

●●［OK］をクリックして次の手順で IPアドレスを取り直して
ください。なお、このエラーが表示された場合、他のパソコ
ンで同様のエラーが表示されることがあります。その場合は
エラー表示されたすべてのパソコンで下記の手順をおこなっ
て IPアドレスを再取得してください。

＜ IPアドレスの再取得＞
＜Windows●8.1/8/7およびWindows●Vista の場合＞
①●●「Windows」キーを押しながら「X」キーを押し、表示され
た一覧から［コマンドプロンプト（管理者）］をクリックする
※●●Windows●7/Windows●Vista の場合は、［スタート］
（Windowsのロゴボタン）−［すべてのプログラム］−［ア
クセサリ］−［コマンドプロンプト］を右クリックし、［管
理者として実行］をクリックします。

②●●［ユーザーアカウント制御］画面が表示された場合は、［はい］
または［続行］をクリックする

③●●「ipconfig●/release」と入力して［Enter］キーを押し、IP
アドレスを解放する

④●●「ipconfig● /renew」と入力して［Enter］キーを押し、IP
アドレスを取り直す

⑤●●IPv4 アドレスが「192.168.0.XXX」になることを確認す
る（XXXは 1を除く任意の数字）

＜Mac●OS●X またはOS●Xの場合＞
以下はOS●X●v10.8 の場合の例です。
①●●アップルメニューの［システム環境設定］を開き、［ネットワー
ク］アイコンを選択する

②●●［Ethernet］を選択する●●
（本商品に無線で接続している場合は［Wi-Fi］を選択する）
③●［詳細］をクリックする
④●［TCP/IP］タブをクリックする
⑤●［DHCPリースを更新］をクリックする
⑥●●IPv4 アドレスが「192.168.0.XXX」になることを確認す
る（XXXは 1を除く任意の数字）

⑦●［OK］をクリックする
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症　状 原因と対策
クイック設定Web が表示さ
れない

●●プロキシの設定をしていませんか
●→プロキシの設定をしている場合、受付が拒否されます。●
Internet●Explorerの場合以下の設定をおこなってください。
①●●［ツール］−［インターネットオプション］−［接続］
−［LANの設定］の順にクリックする

②●●［LANにプロキシサーバーを使用する］の［詳細設定］
をクリックして、例外に本商品の IPアドレスを入れる
※●本商品の IPアドレスは、本商品が接続しているネッ
トワークのアドレス体系（*P5-13）を使用して、末尾
を「210」にしたアドレスです。
　例：●P5-13で確認したアドレスが「192.168.0.3」の

場合● ●
→「192.168.0.210」と入力する

●●お使いのパソコンにプロキシが設定されていたり、ファイア
ウォール、ウィルスチェックなどのソフトがインストールさ
れている場合に、設定ができなかったり、通信が正常におこ
なえない場合があります。（*P1-6）
●●無線接続してクイック設定Webを表示させる場合、ゲスト
SSIDまたはWEP専用SSID（*P3-6）に無線接続していると、
工場出荷状態でネットワーク分離機能（*P3-10）が設定されて
いるため、クイック設定Webは表示できません。その場合は、
いったん有線でWG1800HP（KP）とパソコンを接続して、
クイック設定Webを表示してください。設定が終わったら、
再度無線接続してください。
●●JavaScript が無効に設定されている
●→WWWブラウザの設定で JavaScript を有効に設定して
ください。（*P1-10）

●●パソコンの設定で「IP アドレスを自動的に取得する」もし
くは「DHCPサーバを参照」になっていることを確認して
ください。● ●
パソコンの IP アドレスが自動的に設定されるためには、パ
ソコンよりもWG1800HP（KP）の方が先に起動されて
装置内部の処理が完了している必要があります。下記のどち
らかの方法で確認してください。● ●
a.●●パソコンの電源を切り、再度パソコンの電源を入れる
b.●●＜ IP アドレスの再取得＞（*P5-3）を参照して、IPアドレ
スを取り直す

●●Windows●8 の Internet●Explorer10でクイック設定Web
を起動する際、［このサイトではプライベートネットワーク
へアクセスできません］の画面（下記）が表示された場合は、
［アクセスを有効にする］をクリックしてください。
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5-1　トラブルシューティング

症　状 原因と対策
WWWブラウザでWG1800HP
（KP）にアクセスすると、ユー
ザー名と管理者パスワードを要
求される

●●「ユーザー名」（上段）には、「admin」を入力してください。
「 パ ス ワ ー ド 」（ 下 段 ） に は、WWW ブ ラ ウ ザ で
WG1800HP（KP）に最初にアクセスした際に、登録した
パスワードを入力してください。

管理者パスワードを忘れてし
まった

●●WG1800HP（KP）を初期化してください。この場合、設
定した値はすべて工場出荷の状態に戻ってしまいます。
（*P5-15）●
ただし、クイック設定Webの「メンテナンス」−［設定値
の保存＆復元］で以前の設定値をファイルに保存してあると
簡単に復元させることができます。設定変更する場合は設定
値を保存しておくことをお勧めします。

ACTIVE ランプが橙点滅して
いる

●●WG1800HP（KP）の IP アドレスが他の機器と競合して
います。その場合は、下記の対処をおこなってください。
①●●●競合している他の機器の電源を切る
②●●WG1800HP（KP）からACアダプタを抜き、10秒以
上たったらWG1800HP（KP）に ACアダプタを接続
する

③クイック設定Webを起動する（*P3-3）
④●●「基本設定」−［基本設定］画面で、下記のように設定する
● ・●●［IP アドレス自動補正機能］：［使用する］のチェックを

外す
● ・●［IP アドレス／ネットマスク（ビット指定）］：

「IPアドレス」
●→Ｐ 3-3 の①で確認したアドレスの末尾を
「210」以外の値に変更して入力（XXXは
「210」以外の任意の値）
例：●●Ｐ 3-3 の①で確認したアドレスが
「192.168.0.3」の場合● ●
「192.168.0.XXX」（XXXは「210」
以外の任意の値）

「ネットマスク（ビット指定）」
●→「24」（「255.255.255.0」形式のネット
マスクの場合）

⑤●［設定］をクリックし、［保存］をクリックする
⑥●競合している他の機器の電源を入れる

ACTIVE ランプが消灯してい
る

●●ECOモードを起動している
●→ECOモード起動中は、POWERランプのみゆっくり緑点
滅し、他の前面・背面のランプは消灯します。● ●
ECOモードを停止する場合は、ECOボタンを5秒以上
押してください。
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症　状 原因と対策
ブラウザからの応答がなく
なってしまった

●●クイック設定Web では、［設定］をクリックすると設定値
は即時有効となりますので、「Wi-Fi（無線 LAN）設定」−
［Wi-Fi 詳細設定］の変更後、［設定］をクリックするとブラ
ウザからの応答がなくなる場合があります。● ●
その場合は、いったんクイック設定Webを終了させて、以
下の操作をおこなってください。

● ・● ●有線接続している場合は、LANケーブルを抜き、約10
秒待ってから差し直してください。

● ・● ●無線接続している場合は、本商品と無線 LAN端末（子機）
との無線設定をし直して、接続を確立させてください。

その後、再度クイック設定Webを起動し（*P3-3）、［保存］
をクリックしてください。
（WG1800HP（KP）の IPアドレスを変更した場合は、再
度クイック設定Webを起動する際、変更した IP アドレス
を入力してください。）
なお、［保存］をクリックせず、WG1800HP（KP）の電
源をOFF したり、再起動したりすると、設定値が失われま
すのでご注意ください。

WG1800HP（KP）のバー
ジョンを確認したい

クイック設定Webで確認することができます。
「情報」−［現在の状態］の［ファームウェアバージョン］で
確認します。

WG1800HP（KP）が正常
に動作しないが、原因がわか
らない

●●設定に誤りがある場合があります。
※●●どうしても動作しない場合は、初期化して最初から設定し直
してください。（*P5-15）

USBポートが利用できない ●●ECOモード起動中は、ECO設定パターンによってはUSB
ポートが利用できなくなる場合があります。● ●
USBポートをご利用になる場合は、ECOボタンを5秒以
上押して、ECOモードを停止し、他の ECO設定パターン
を選択してください。（*P3-26）
●●USB ポートは過電流監視機能を搭載していますので、
WG1800HP（KP）から給電される電流が過電流（500mA
以上）となった場合、自動的に給電を遮断します。復旧させ
るには、USBポートからUSBデバイスを取り外したあと、
WG1800HP（KP）に接続したパソコンからクイック設定
Webで状態を復帰させます。
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5-1　トラブルシューティング

通信に関するトラブル

症　状 原因と対策

通信できない ●●ご使用の無線のネットワーク内で使用できる無線 LAN端末（子
機）は10台以下をお勧めします。
●●WG1800HP（KP）の設定が正しくおこなわれていることを
確認してください。（*P3-2）

ダイヤルアップ接続の●
ウィンドウが開いてくる

●●WWWブラウザやメールソフトの設定が、LAN接続の設定に
なっていない。
●→LAN接続の設定になっているかどうかを確認してください。●
（*P1-9）
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無線 LANに関するトラブル

症　状 原因と対策

らくらく無線スタート／
らくらく無線スタートEX
が成功しない

●●WG1800HP（KP）の電源がONになっていることを確認する
●→OFFになっていたらONにしてください。

WG1800HP（KP）の無線LANモードが、無線LAN端末（子
機）の通信可能なモードに対応していることを確認してください。
●●WG1800HP（KP）のらくらくスタートボタンを長く押しす
ぎている
●→らくらくスタートボタンは、POWERランプが緑点滅状態に
なったらいったん放します。手順にしたがって、もう一度ら
くらく無線スタートをおこなってください。

●●WG1800HP（KP）の ECOボタンを押してしまった
●→誤って ECOボタンを押してしまうと、ECOモードが起動し、
無線 LAN通信が利用できなくなってしまう場合があります。●
（ECOモード起動中は、POWERランプのみゆっくり緑点滅
し、他の前面・背面のランプは消灯します。）●●
ECOモードを停止する場合は、再度ECOボタンを5秒以上
押してください。

●●ドライバが正しく入っていない
●→ご利用の無線 LAN端末（子機）の取扱説明書などを参照し
てください。

●●らくらく無線スタートEXが正しくインストールされていない
●→サポートページ（*P1）から最新の「らくらく無線スタート
EX」をダウンロードして、インストールしてください。

●●WG1800HP（KP）の暗号化が解除されている
●→本商品の暗号化設定をおこなってください。

●●WG1800HP（KP）のMACアドレスフィルタリングの設定
がいっぱいになっている
●→本商品のMACアドレスフィルタリングの設定がいっぱいに
なっている場合は、らくらく無線スタートの設定ができませ
ん。設定を確認してください。（*P3-8）

●●使用するネットワークにDHCPサーバとなる機器が存在しない
●→DHCPサーバとなる機器を設置してください。

●●パソコンでファイアウォール、ウィルスチェックなどが動作し
ている
●→設定の前にファイアウォール、ウィルスチェックなどのソフ
トはいったん停止してください。設定が完了したらもう一度
必要な設定をおこなってください。

●●パソコンに設定された固定 IP アドレスがWG1800HP（KP）
のネットワーク体系とあっていない
●→パソコンの設定で「IPアドレスを自動的に取得する」もしく
は「DHCPサーバを参照」になっていることを確認してくだ
さい。（*P1-7）

●●古いバージョンのドライバやユーティリティがインストールさ
れている
●→古いバージョンのドライバやユーティリティをアンインス
トールしてから、サポートページ（*P1）からダウンロードし
た最新のソフトウェアを使用して、ドライバやユーティリティ
をインストールしてください。

●●無線 LAN端末（子機）の他にネットワークデバイス（LANボー
ドなど）が動作している
●→LAN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てから、らくらく無線
スタート／らくらく無線スタート EXで設定をおこなってく
ださい。
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5-1　トラブルシューティング

症　状 原因と対策
らくらく無線スタート／
らくらく無線スタートEX
が成功しない
（つづき）

●●らくらく無線スタートEXの場合、無線 LAN端末（子機）専用
の設定ユーティリティなどが動作している
●→無線 LAN端末（子機）専用の設定ユーティリティはいった
ん停止してください。

●●WG1800HP（KP）と無線 LAN端末（子機）で使用可能な暗
号化モードや暗号強度が一致していない
●→本商品に無線 LAN端末（子機）で使用可能な暗号化モード
や暗号強度を設定してください。● ●
AESに対応していない無線LAN端末（子機）を利用する場合、
本商品の設定を変更する必要があります。

●●どうしても設定できない場合は、手動で設定してください。● ●
Windows●8.1/8/7およびWindows●Vista の場合は、「無線
LAN内蔵パソコンから接続する」（*P4-5）で設定してください。

WG1800HP（KP） に
接続できない

●●WG1800HP（KP）の電源が入っているか、確認してください。
●●WG1800HP（KP）との距離が離れすぎていないか、確認し
てください。
●●無線 LAN端末（子機）のランプのつき方を確認してください。
●●ネットワーク名（SSID）があっているか確認してください。●
WG1800HP（KP）に合わせて設定してください。
※●●工場出荷時のネットワーク名（SSID）は、本商品側面のラベ
ルに記載されています。

WG1800HP
（KP）

●●近くに隣接する無線チャネルを使っている場合は、無線チャネ
ルを確認して、別のチャネルに変更してください。
●→Wi-Fi 高速中継機モードでご使用の場合は、チャネル変更は
できません。その場合、再起動することで、オートチャネル
機能により状態が改善することがあります。

●●暗号化キーの設定がWG1800HP（KP）と無線 LAN端末（子
機）とで一致しているかを確認してください。
●●暗号化設定（暗号化方式、強度、暗号化キー）があっているこ
とを確認してください。● ●
暗号化キーは、大文字、小文字の区別がありますので、注意し
て入力してください。また、パソコンや無線 LANカードによっ
ては暗号強度、暗号化キーの呼び方が異なる場合がありますの
でご注意ください。
（例）●●暗号強度● ●

WEP64bit → 40bit● ●
WEP128bit → 104bit● ●
暗号化キー● ●
Windows●XPのワイヤレスネットワークでは「ネットワークキー」
Macintosh の AirMac では「パスワード」
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症　状 原因と対策
WG1800HP（KP） に
接続できない
（つづき）

●●通信モードがあっているか、確認してください。
本商品との通信は「インフラストラクチャ通信」で使用します。
※●●通信モードは、Atermシリーズの無線 LAN端末（子機）の
場合、サテライトマネージャのアイコンを右クリックし、「プ
ロパティ」を選択して、「ネットワーク一覧」で「ネットワー
ク名（SSID）」をクリックし、「設定」をクリックして確認し
ます。

●●お使いのパソコンにプロキシが設定されていたり、ファイア●
ウォール、ウィルスチェックなどのソフトがインストールされ
ている場合に、設定ができなかったり通信が正常におこなえな
い場合があります。
●→ファイアウォールなどの動きによって本商品との通信に必要
なポートが止められてしまっている場合があります。● ●
その場合には、次の手順で設定を確認してください。

①●ファイアウォールソフト側で本商品との通信に必要なポート
をあける● ●
（アドレス：192.168.0.＊、TCPポート番号：23/53/75/80、
UDPポート番号：69/161）
②●①で改善しない場合は、ファイアウォールソフトを停止また
はアンインストールする

●●「らくらく無線スタート／らくらく無線スタートEXが成功しな
い」（*P5-8）も参照してください。
●●ECOモード中である
●→ECOモードを起動中は、ECO設定パターンによっては無線
LAN通信が利用できなくなる場合があります。（ECOモード
中は、POWERランプのみゆっくり緑点滅し、他の前面・背
面のランプは消灯します。）● ●
無線 LAN通信をご利用になる場合は、ECOボタンを5秒以
上押して、ECOモードを停止するか、他のECO設定パター
ンを選択してください。（*P3-26）

●●コードレス電話機や電子レンジなどの電波を放射する装置との
距離が近すぎると通信速度が低下したり、データ通信が切れる
場合があります。お互いを数m以上離してお使いください。
●●無線 LAN対応のプリンタから無線接続したい
プリンタの無線機能を有効（ON）にしてから、本商品のネット
ワーク名（SS1D）・暗号化キーをプリンタに設定してください。
設定方法は、プリンタの取扱説明書などを参照してください。
なお、WPSに対応している場合は、WPS機能を使って無線設
定してください。WPS機能については、「機能詳細ガイド」（*P3-2）
を参照してください。

WG1800HP（KP） と
無線 LAN端末（子機）間
の電波状態が悪い

●●電波の届く範囲まで無線 LAN 端末（子機）を移動したり、
WG1800HP（KP）や無線 LAN端末（子機）の向きを変えた
りして電波状態を確認してください。

ゲスト SSID が見つから
ない

●●ゲストSSID は、初期値で無効に設定されています。クイック
設定Webの「Wi-Fi（無線 LAN）設定」−［Wi-Fi 詳細設定］
で無線機能を［使用する（常時）］または［使用する（時間指定）］
に設定してから、接続してください。● ●
また、IEEE802.11b に対応している無線 LAN端末（子機）
によっては、ゲストSSID をサーチできない場合があります。
この場合、ネットワーク名（SSID）を直接設定することにより、
接続可能となります。
例）● ＜ゲストSSIDの初期値＞
● ● ● ●本商品側面のラベル「ネットワーク名（SSID）」の下段

に初期値が記載されています。
● ● ● 2.4GHz：aterm-xxxxxx-gx
● ● ● 5GHz　：aterm-xxxxxx-ax
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5-1　トラブルシューティング

症　状 原因と対策
接続する無線動作モード
のネットワーク名（SSID）
を忘れてしまった

●●LAN ポートに有線で接続したパソコンから、クイック設定
Webの「情報」−［現在の状態］で確認してください。
●●Atermシリーズの無線 LAN端末（子機）の場合は、サテライ
トマネージャのアイコンを右クリックし、「プロパティ」の「ネッ
トワーク一覧」で［スキャン］をクリックしてWG1800HP（KP）
を検索してください。ネットワーク名（SSID）でWG1800HP
（KP）を識別できます。
●●WG1800HP（KP）側面のRESETスイッチによる初期化（工
場出荷状態に戻す）をしてください。（*P5-16）●
工場出荷時のネットワーク名（SSID）は、本商品側面のラベル
に記載されています。

工場出荷時のネット
ワーク名（SSID）と
暗号化キー

側面のラベル「ネットワーク名（SSID）」には、上段にオーナー
SSID、下段にゲストSSIDの無線設定内容（SSID、暗号化モード、
暗号化キー）が表示されています。なお、ゲストSSID に接続す
るには、無線機能を有効に設定する必要があります。

WG1800HP
（KP）

接続する無線動作モード
の暗号化設定の暗号化
キーを忘れてしまった

●●LAN ポートに有線で接続したパソコンから、クイック設定
Webの「Wi-Fi（無線 LAN）設定」−［Wi-Fi 詳細設定］で設
定を確認してください。
●●WG1800HP（KP）側面のRESETスイッチによる初期化（工
場出荷状態に戻す）をしてください。（*P5-16）●
出荷時のネットワーク名（SSID）の設定は本商品側面のラベル
に記載されています。（*上記）

無線状態が良好なのに、
通信できない

●●＜ IPアドレスの再取得＞（*P5-3）を参照して、IPアドレスが取
得できるか確認してください。
●●固定 IPアドレスでお使いの場合は、WG1800HP（KP）と無
線 LAN端末（子機）に接続しているパソコンのネットワーク体
系を一致させてください。● ●
（例：本商品が192.168.0.210のとき、無線 LAN端末（子機）
は192.168.0.X）
●●他の LANカードまたは、LANボードの機能を停止させてくだ
さい。
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症　状 原因と対策
無線状態が良好なのに、
速度が出ない

●●近くに隣接する無線チャネルを使っている人がいる、または
「チャネル状況」には表示されないデジタルコードレス電話機、
ワイヤレスマウス、ワイヤレスキーボード、Bluetooth などの
電波を放射する装置で電波干渉がある。
●→Atermシリーズの無線 LAN端末（子機）の場合は、サテラ
イトマネージャ［プロパティ］−［状態］の「チャネル状況」
で使用しているチャネルを確認し、クイック設定Webで使
用する無線チャネルの番号を変更してください。
●→クイック設定Web を起動して「Wi-Fi（無線 LAN）設定」
−［Wi-Fi 詳細設定］の［Wi-Fi 機能設定］の［オートチャネ
ルセレクト機能］で［使用する］のチェックを外し、［使用チャ
ネル］の番号を変更します。● ●
設定値の目安として、他の無線機器が使用しているチャネル
から4チャネル以上ずらすようにしてください。
●→Wi-Fi 高速中継機モードでご使用の場合は、チャネル変更は
できません。その場合、再起動することでオートチャネル機
能により状態が改善することがあります。

●●WG1800HP（KP）と無線 LAN端末（子機）が近すぎる
●→1m以上離してください。

AVサーバなどのストリー
ミングをしていると画像
が乱れたり音が飛ぶ

●●無線状態が悪い（WG1800HP（KP）との距離が離れすぎて
いる）
●→電波状態が良好となるところに移動してください。

●●電波干渉がある
●→チャネルを確認して、別のチャネルに変更してください。（*
上記）

●●Atermシリーズの無線 LAN端末（子機）の場合は、サテライ
トマネージャのストリーミングモードを「ON」にする。
●●AVサーバのレートを低品質に下げてご利用ください。

TVランプが点灯しない ●●TV モ ードを「使用する」に設定していない状態で、
WG1800HP（KC）と5GHz モードかつ拡張モードでリンク
が確立していない
●→クイック設定Webの「Wi-Fi（無線 LAN）設定」−［Wi-Fi
詳細設定］の［TVモード］で［使用する］にチェックを入
れるか、WG1800HP（KC）と5GHz でかつ拡張モードで
無線接続してください。

TVの画像が途切れる ●●TVを見るための十分なスループットが得られていない
●→本商品と無線 LAN端末（子機）を近づけてみてください。
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5-1　トラブルシューティング

WG1800HP（KP）が接続しているネットワークのアドレス体系を確認する
WG1800HP（KP）が接続しているネットワークのアドレス体系は、下記の手順で確
認します。

Windows	8.1/8/7/Windows	Vista の場合

1 「Windows」キーを押しながら「X」キーを押し、表示された一覧から
［コマンドプロンプト］をクリックする
※●●Windows●7/Windows●Vista の場合は、［スタート］（Windowsのロゴボタン）
−［すべてのプログラム］−［アクセサリ］−［コマンドプロンプト］をクリッ
クします。

2 「ipconfig	/all」と入力して、［Enter］キーを押す

3 表示された IPv4アドレスを確認する
（画面例では「192.168.0.3」）

控え欄

（画面はWindows●8 の例です。）
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Mac	OS	X またはOS	Xの場合

1 アップルメニューの［システム環境設定］を開き、［ネットワーク］ア
イコンを選択する

2 ［Ethernet］を選択する
※●●本商品に無線で接続している場合は［Wi-Fi］（または［AirMac］）を選択して［詳
細］をクリックし、［TCP/IP］タブをクリックします。

3 表示された IPアドレス（または IPv4
アドレス）を確認する
（画面例では「192.168.0.3」）

控え欄

（画面は、OS●X（v10.8）の例です。
上記 OS 以外をご利用の場合は、
ご利用のOSマニュアルを参照し
てください。）

5-14



初期化する

初期化とは、WG1800HP（KP）に設定した内容を消去して工場出荷状態に戻すこと
をいいます。WG1800HP（KP）がうまく動作しない場合や今までとは異なった使い
かたをする場合は、WG1800HP（KP）を初期化してはじめから設定し直すことをお
勧めします。	 	
初期化には、以下の方法があります。ご利用しやすい方法でおこなってください。

クイック設定Webで初期化する（*下記）	
RESETスイッチで初期化する（*P5-16）

初期化しても、お客さまがバージョンアップしたWG1800HP（KP）のファームウェ
アはそのままです。

クイック設定Webで初期化する

1 クイック設定Webを起動する（*P3-3）

2 「メンテナンス」−［設定値の初期化］を選択する

3 ［設定値の初期化］をクリックする

4 ［OK］をクリックする
本商品が再起動します。

5 ［OK］をクリックする

以上で初期化は完了です。

5-2
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RESETスイッチで初期化する

1 WG1800HP（KP）のPOWERランプが緑点灯していることを確認する
電源を入れた直後の場合は、POWERランプが緑点灯したあと40秒程度待ってか
ら次の手順に進んでください。

2 RESETスイッチを細い棒状のもの（電気を通さない材質のもの、つまよ
うじの先など）で押し続け、POWERランプが赤点滅をはじめたら放す
POWERランプが赤点滅するまで約6秒〜10秒かかります。

POWER

ACTIVE

2.4GHz

5GHz

TV

CONVERTER

POWERランプ赤点滅

RESETスイッチ

3 WG1800HP（KP）からACアダプタのプラグ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み、1分ほど待つ
※●本商品の前面ランプが一斉に緑点滅したあと、POWERランプが緑点灯したら初
期化が完了します。

以上で初期化は完了です。

●●本商品の設定を初期化した場合、管理者パスワードの設定もクリアされパケットフィルタ
などの設定も初期値に戻りますので、初期化後に必ず再設定してください。
●●本商品は工場出荷時に、ネットワーク名（SSID）、暗号化キーが設定されています。初期
化するとネットワーク名（SSID）、暗号化キーの設定も工場出荷時の設定（本商品側面の
ラベルに記載）になります。工場出荷時の暗号化設定を変更して使用している場合は、初
期化する前にクイック設定Webの［メンテナンス］−［設定値の保存＆復元］にて現在の
設定内容を保存し、初期化後に同設定画面にて復元することをお勧めします。5-16
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6-1 製品仕様

WG1800HP（KP）仕様

項　目 諸元および機能

WAN
インタ
フェース

物理
インタフェース

8ピンモジュラージャック
（RJ-45）×1ポート

インタフェース WANポート
1000BASE-T/100BASE-TX/
10BASE-Te●＊ 1

Auto●MDI/MDI-X 対応

伝送速度 1000Mbps/100Mbps/10Mbps
＊1

全二重 /半二重 全二重 /半二重

LAN
インタ
フェース

物理
インタフェース

8ピンモジュラージャック
（RJ-45）×4ポート

スイッチングHUB
× 4ポート

インタフェース 1000BASE-T/100BASE-TX/●
10BASE-Te ＊ 1

Auto●MDI/MDI-X 対応

伝送速度 1000Mbps/100Mbps/10Mbps
＊ 1

全二重 /半二重 全二重 /半二重

USB
インタ
フェース

物理
インタフェース

USB2.0 × 1ポート
USB●Bus●Power 対応

High●Speed（480Mbps）
Full●Speed（12Mbps）
Low●Speed（1.5Mbps）

無線LAN
インタ
フェース

IEEE802.11ac 周波数帯域 /●
チャネル

［W52］
5.2GHz 帯（5,150-5,250MHz）：
36/40/44/48ch
※屋内限定

［W53］
5.3GHz 帯（5,250-5,350MHz）：
52/56/60/64ch
※屋内限定

［W56］
5.6GHz 帯（5,470-5,725MHz）：
100/104/108/112/116/120/124/
128/132/136/140ch

伝送方式 OFDM（直交周波数分割多重）方式 /
搬送波数［HT20］56、［HT40］114、
［HT80］242
MIMO（空間多重）方式

伝送速度＊2 ●最大 1300Mbps（HT80の場合）＊3
（自動フォールバック）
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6-1　製品仕様

項　目 諸元および機能
無線LAN
インタ
フェース

IEEE802.11n 周波数帯域 /
チャネル

2.4GHz 帯（2,400-2,484MHz）：●
1〜 13ch

［W52］5.2GHz 帯●
（5,150-5,250MHz）：36/40/44/48ch
※屋内限定

［W53］5.3GHz 帯●
（5,250-5,350MHz）：52/56/60/64ch
※屋内限定

［W56］5.6GHz 帯●
（5,470-5,725MHz）：
100/104/108/112/116/120/124/●
128/132/136/140ch

伝送方式 OFDM（直交周波数分割多重）方式 /
搬送波数［HT20］56、［HT40］114
MIMO（空間多重）方式

伝送速度＊2 2.4GHz 帯●
　最大450Mbps（HT40の場合）＊4
5.2GHz 帯（W52）
5.3GHz 帯（W53）
5.6GHz 帯（W56）
　最大450Mbps●（HT40●の場合）＊4
（自動フォールバック）

IEEE802.11a 周波数帯域 /
チャネル

［W52］5.2GHz 帯●
（5,150-5,250MHz）：36/40/44/48ch
※屋内限定
［W53］5.3GHz 帯●
（5,250-5,350MHz）：52/56/60/64ch
※屋内限定
［W56］5.6GHz 帯
（5,470-5,725MHz）：
100/104/108/112/116/120/124/●
128/132/136/140ch

伝送方式 OFDM（直交周波数分割多重）方式 /
搬送波数52

伝送速度＊2 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps
（自動フォールバック）

IEEE802.11g 周波数帯域 /
チャネル

2.4GHz 帯（2,400-2,484MHz）：
1〜13ch

伝送方式 OFDM（直交周波数分割多重）方式 /
搬送波数52

伝送速度＊2 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps
（自動フォールバック）

IEEE802.11b 周波数帯域 /
チャネル

2.4GHz 帯（2,400-2,484MHz）：
1〜13ch

伝送方式 DS-SS（スペクトラム直接拡散）方式
伝送速度＊2 11/5.5/2/1Mbps

（自動フォールバック）
アンテナ 2.4GHz●：送信3×受信3

5GHz●：送信3×受信3
（内蔵アンテナ）
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項　目 諸元および機能
無線LAN
インタ
フェース

セキュリティ SSID、MACアドレスフィルタリング、ネットワーク分離機能、
WEP（128bit）、WPA-PSK（AES）、WPA2-PSK（AES）
WPA/WPA2-PSK（TKIP）、WPA/WPA2-PSK（AES）
※ ●WEPはWEP専用SSIDのみサポート
※ ●IEEE802.11ac、IEEE802.11n ではWPA-PSK（AES）、
WPA2-PSK（AES）のみの対応

ヒューマ
ンインタ
フェース

状
態
表
示
ラ
ン
プ

POWER 電源通電時点灯
ACTIVE 無線 LANアクセスポイント（親機）モード時ネット通信状態

表示＊5
2.4GHz 2.4GHz モード無線通信状態表示＊5
5GHz 5GHz モード無線通信状態表示＊5
TV TVモード通信状態表示＊5
CONVERTER 無線 LANアクセスポイント（親機）状態表示
WAN リンク確立状態表示＊5
LAN1〜4 リンク確立状態表示＊5

スイッチ ECOボタン×1
らくらくスタートボタン×1
RESETスイッチ×1

動作保証環境 温度0〜40℃　湿度10〜90％ 結露しないこと
外形寸法 約33（W）×111（D）×170（H）mm 突起部除く
電源 AC100V± 10%　50/60Hz ACアダプタ使用
消費電力 17W（最大）
質量（本体のみ） 約0.4kg ACアダプタを除く
VCCI VCCI クラスB

＊1：● 本商品を快適にご利用いただくには、1000BASE-T、1000Mbps もしくは100BASE-
TX、100Mbps の方式での接続を推奨します。

＊2：● 規格による理論上の速度であり、ご利用環境や接続機器などにより実際のデータ通信速度は
異なります。

＊3：● ご利用環境によっては、HT80/HT40/HT20モードが自動で切り替わるため、クワッドチャ
ネルを ｢使用する｣ に設定しても、HT20などで接続する場合があります。

＊4：● ご利用環境によっては、HT40/HT20モードが自動で切り替わるため、デュアルチャネル
を「使用する」に設定しても、HT20で接続される場合があります。

＊5：● ECOモード起動中は消灯します。
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●	本商品で使用しているソフトウェアについて
本商品で使用しているソフトウェアのライセンス条文は、「機能詳細ガイド」を参照してく
ださい。

●	電波障害自主規制について
この装置は、クラス B情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的
としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信
障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

●	輸出する際の注意事項
本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり外国の規格などには準拠しておりま
せん。本製品を日本国外で使用された場合、弊社はいっさい責任を負いません。また、
弊社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポートなどは行っておりません。
本製品の輸出（非居住者への役務提供等を含む）に際しては、外国為替及び外国貿易法等、
関連する輸出管理法等をご確認の上、必要な手続きをお取りください。● ●
ご不明な場合、または輸出許可等申請手続きにあたり資料等が必要な場合には、別途示
すお問い合わせ先にご相談ください。

●	ご注意
（1）● ●本書の内容の一部または全部を無断転載･無断複写することは禁止されています。
（2）● ●本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
（3）● ●本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り･

記載もれなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
（4）● ●本商品の故障・誤動作・天災・不具合あるいは停電などの外部要因によって通信な

どの機会を逸したために生じた損害などの純粋経済損失につきましては、当社は
いっさいその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

（5）● ●セキュリティ対策をほどこさず、あるいは、無線 LAN の仕様上やむをえない事情
によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、当社は、これによって生じた損
害に対する責任はいっさい負いかねますのであらかじめご了承ください。

（6）● ●せっかくの機能も不適切な扱いや不測の事態（例えば落雷や漏電など）により故障
してしまっては能力を発揮できません。取扱説明書をよくお読みになり、記載され
ている注意事項を必ずお守りください。
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