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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、本
商品をおつなぎになる光回線のISPまでお問
い合わせください。

箱の中身をチェックしよう
□ 本体（WH822N（UZ）） □ 電話機コード
□ LANケーブル
（2m／1本）
（2m／1本）
（モジュラーケーブル） コネクタ ：大

• 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です。
Windows Vistaは、オペレーティングシステムです。
Mac、Mac OS、AirMac 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。
「プレイステーション」および「PSP」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登
録商標です。また、「PSP®「プレイステーション・ポータブル」」は同社の商品です。©Sony Computer Entertainment Inc.
Wii・ニンテンドーDS・ディーエス/DSは、任天堂の登録商標または商標です。
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。

□ ACアダプタ
（黒）

ケーブル：青色

コネクタ ：小
ケーブル：黒色

※添付のACアダプタと電源コードは、必ず一
体で使用し、他のACアダプタや電源コード
を組み合わせて使用しないでください。ま
た、添付のACアダプタや電源コードは、他
の製品に使用しないでください。火災、感
電、故障の原因となります。
※電源コードは、ACアダプタに奥まで確実に
差し込んでお使いください。

コネクタ

コネクタ

© NEC AccessTechnica,Ltd. 2013

お問い合わせ先

□つなぎかたガイド
（本書） □ ご利用ガイド
（別冊）

お問い合わせにつきましては、本商品をおつなぎになる光回線のインターネットサービスプロバイ
ダ（ISP）までお問い合わせください。

電話機について

WH822Nサポートページのご案内

●アナログ回線に対応した電話機を用意してく
ださい。
G4規格搭載のFAXなど、ISDN回線専用機器
はご利用いただけません。

http://www.aterm.jp/bb-support/822n/
※商品の仕様や「機能詳細ガイド」などを掲載しています。サービス内容についてはサービスプロバイダのホームページをご覧ください。

1

接続して電源を入れよう

1

●ACR/LCR機能※1や携帯通話設定機能 ※2をご ※1 ACR/LCR機能とは、あらかじめ登録された電話会社
を指定して市外局番へ発信する機能です。本機能を
利用いただけません。事前に、電話機の当該
利用されていると、市外局番へ発信できないことが
機能を解除してください。
あります。
ACR/LCRアダプタをご使用の場合は、アダ ※2 携帯通話設定機能とは、あらかじめ登録された電話会
プタをお取り外しいただくか電源をお切りく
社を指定して携帯電話へ発信する機能です。本機能を
利用されていると、携帯電話へ発信できないことがあ
ださい。当該機能の解除方法につきまして
ります。
は、電話機の取扱説明書をご覧いただくか、
メーカーへお問い合わせください。

本商品、パソコンとも電源を切った状態で接続してください。
下の図を参照して 1 〜 4 までの手順を行ってください。

光回線に接続する

LANケーブル
※お客さまでご用意ください。パソコンに添付されて
いることもあります。

インターネット回線がLANタイプの場合
本商品の「WAN」ポートとインターネット用モジュラーコンセントを、本商品に添付の
LANケーブル
（青色）
で接続する

2

無線LANをご利用の場合は、 STEP 2 完了後裏面
および
「ご利用ガイド」
（別冊）
を参照して無線LANの設
定を行ってから、STEP 3 へお進みください。

2

添付のLANケーブル（青色）
パソコン

2

インターネット用
モジュラーコンセント

パソコンを接続する
本商品、パソコンとも電源を切った状態で接続してください。

インターネット回線がVDSLタイプの場合
本商品の「WAN」ポートとＶDSLモデムの「LAN」ポートを、本商品に添付のLANケー
ブル
（青色）
で接続する

本商品の「LAN1〜LAN4」と表示されている
ポート
（灰色）
にLANケーブルを差し込む

1

パソコンのLANポート（ETHERNETポート）に
LANケーブルを差し込む
本 商 品 を 接 続 するには 、パソコンに
L A N ポ ート（ E T H E R N E T ポ ート）
［1000BASE-T/100BASE-TX/
10BASE-T］が必要です。LANポート
が装 備されていない 場 合は、市 販 の
LANカード／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
ルを行っておいてください。

添付のLANケーブル（青色）
LAN

電話用
モジュラーコンセント

PHONE

LANケーブル
※お客さまでご用意ください。
パソコンに添付されていることもあります。

LINE

3

LANボード

4

VDSLモデム

3

ランプ状態を確認する
WANポート状態表示LED、
LANポート状態表示LED、
POWERランプを確認して
ください。

本商品とパソコンの電源を入れる
※電源は、手順 1 〜 2 の接続がすべて完了したあとに入れてください。
※本商品の電源を入れると自動的に設定が行われますので、完了するまで5分ほどお待ちください。
STEP 2 の手順が終わるまでの間は、本商品の電源は切らないでください。
※電源投入後、

＜本商品の背面＞

LANポート
状態表示LED

左のランプ状態にならない場合は、
下記を参照してください。

緑点灯

※解決しない場合は、「ご利用ガイド」
（別冊）の「トラブ
ルシューティング」を参照してください。

WANポート
状態表示LED

3

緑点灯

ACアダプタおよび電源コードは、必ず本商品に添付のものを使用してください。
商品故障・発煙・発火の恐れがありますので、他の商品のものは使用しないでください。
また、本商品に添付のACアダプタおよび電源コードは、他の製品には使用しないでください。

※通信の状態により点滅
する場合があります。

POWERランプ

LANカード

緑点灯
電源コンセント
ACアダプタ

WANポート状態
表示LEDが緑点
灯しない

手順 1 を参照して正しく接
続してください。
または、VDSLモデムの電源
を入れてください。

LANポート状態
表示LEDが緑点
灯しない

手順 2 を参照して正しく接
続してください。
または、パソコンの電源を
入れてください。

POWERランプ
が緑点灯しない

電源が入っていません。
手順 3 を参照して正しく
接続してください。

STEP 2 の手順が終わるまでの間は、本商品の電源は切らないでください。

2

5分ほどお待ちください。

ランプ状態を確認しよう
らくらくネットスタートとは
本商品が適切な設定環境を自動的にダウンロードし、
電話サービスを利用可能とする機能です。

電源を入れてPOWERランプが緑点灯したあと、

本商品が「らくらくネットスタート」により自動的に電話サービスを設定いたします。
POWERランプ

緑点灯

ステータスランプ

緑点灯

光電話ランプ

緑点灯

電話1ランプ

緑点灯

電話2ランプ

緑点灯

その他の状態
ステータスランプ赤点灯、光電話ランプ消灯の場合など

インターネットランプ 緑点灯

本商品をおつなぎになる光回線のISPまで
お問い合わせください。

※通信の状態により点滅する場合
があります。

3

インターネットに接続しよう
1

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。

Webブラウザ（Internet Explorerなど）を起動する
インターネットに接続できない場合は、「ご利用ガイド」（別冊）の
「あらかじめ確認してください」の「パソコンのネットワークの確認」
「WWWブラウザの設定確認」を参照してください。それでも接続でき
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。

4

光電話の確認をしよう
番号ポータビリティとは

2

ホームページを開く
〈例〉 http://www.aterm.jp/bb-support/822n/
さらに詳細な機能をご使用になりたい場合は、WH822N
サポートページに公開されている「機能詳細ガイド」を参
照してください。

STEP 4 はNTT電話番号を継続利用
（番号ポータビリティ）を申し込みされた
方、申し込みされていない方で手順が違
いますのでご確認ください。

現在ご利用のNTT電話番号を、光電話でも継続して利用できる制度です。

番号ポータビリティ
を申し込みされてい
ないお客さま
番号ポータビリティ
を申し込みされた
お客さま

ここまでで設定完了です。
※継続利用されないNTT電話番号をお持ちの
お客さまは、お客さまご自身で加入電話の休
止、または解約手続きを行ってください。

NTT電話番号切替日を確認して
ください。
切替作業日時メモ欄
月
日
時から

時まで

本日の設定はここまでになります。

5
1

インターネットランプが緑点灯
していることを確認します。
※通信の状態により点滅する場合があ
ります。

インターネット
ランプ

光電話を開通しよう
本商品と電話機を接続する
本商品の「電話1」「電話2」と表示され
ているポート（黒色）と電話機を、本商品
に添付の電話機コード（黒色）で接続する

STEP 5 へお進み

電話機

ください。
本商品の電話ポートに接続できる電話機は
それぞれ1台です。

STEP 5 はNTT
電話番号切替日に
実施してください。

2

添付の
電話機コード（黒色）

光電話の発着信ができることを確認する
光電話の発着信ができない場合は、「ご利用ガイド」（別冊）の「トラブルシューティング」を
参照してください。

以上で設定は完了です。無線LANをご利用の場合、裏面をご覧ください。

無線LANをご利用になる場合
無線LANをご利用になるには、本商品の無線LAN設定内容（工場出荷時は本商品側面に記載）を無線LAN端末（子機）側に適用する必要があります。
設定方法は、接続する無線LAN端末（子機）によって異なりますので、以下で設定方法を確認してください。
なお、WH822N（UZ）は「らくらく無線スタート

」に対応しています。

※らくらく無線スタートとは、本商品のらくらくスタートボタンの操作で無線LANの接続設定（SSID・暗号化キーなどの設定）
を簡単に行える機能です。

接続する無線LAN端末（子機）がらくらく無線スタートに対応していれば、らくらく無線スタートで設定することができます。

お持ちの無線LAN端末（子機）は、
どれですか？

無線LAN端末（子機）に添付の取扱説明書を参照して、らくらく無線スタートで設定してくだ
さい。

無線LAN端末（子機）がない場合は
別途、家電量販店またはオンラインショップ
にてご購入ください。

らくらく
スタートボタン

※らくらく無線スタートに対応している無線LAN
端末（子機）
をお勧めします。

Atermシリーズ無線LAN端末（子機）
他、ニンテンドーDS、Wii、
PSP®「プレイステーション・ポータブル」など

無線LAN内蔵パソコン以外
ニンテンドーDS／Wii／
PSP®「プレイステーション・ポータブル」
など（らくらく無線スタート対応機器）

無線LAN端末（子機）に添付の取扱説明書など
を参照して、本商品側面に記載されている無線
LAN設定内容を無線LAN端末（子機）側に設定
してください。

対応
している

ネットワーク名（SSID）
マルチSSID機能により、本商品には2つのネットワーク名（SSID）があります。
セカンダリSSIDには「-W」が付いています。
プライマリSSID WARPSTAR-XXXXXX （初期値：AES）
セカンダリSSID WARPSTAR-XXXXXX-W （初期値：128bitWEP）

らくらく無線スタートに
対応していますか？

NEC製
Atermシリーズ
無線LAN端末（子機）

●AESに対応していない無線LAN端末（子機）
（ニンテンドーDSなど）は、セカンダリSSID
に接続してください。

※ラベルは一例です。

暗号化キー

「らくらく無線スタート
」対応／非対応につ
いては、WH822Nサポートページにてご確認
ください。

暗号化キーは、パスフレーズ、ネットワークキー、パスワードとも呼ばれています。
初期値は、半角英数13桁（0〜9、A〜Fを使用）に設定されています。

対応
していない

●アルファベットの大文字（ABCDEF）
と小文字（abcdef）は区別されます。
（大文字は、シフトキーを押しながら入力します。）

●無線LAN端末（子機）がAESまたはWEP（128bit）
に対応していない場合や暗号化
キーを英数で設定できない場合は、本商品の設定が必要です。下記の方法で本商品
の設定を行ってください。

●「B」
（ビー）
と「8」
（ハチ）
を間違えないようご注意ください。なお「O」
（オー）は使用し
ていません。

①パソコンを有線で接続する。
（ STEP

●暗号化方式がWEPの場合は、下記を参考に設定してください。
・WEPではOpenSystem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、
キーインデックスは「1」
となります。
・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。

NEC製以外の
無線LAN端末（子機）

1 参照）

②クイック設定Webを起動する。
（「ご利用ガイド」
（別冊）参照）
③「無線LAN設定」
−
「無線LAN設定」の［暗号化］
で設定を変更する。

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 41 42 43 44 45 46
読み替え例：0123456789ABC → 30313233343536373839414243

下記以外のOSをお使いの場合またはらくらく無線ス
タートEXがご利用できない※場合

「ワイヤレスネットワーク接続」、
「AirMac対応のパソコンから接続」で設定してください。
→「ご利用ガイド」
（別冊）を参照

※無線設定を無線LAN内蔵パソコンの専用ユーティリティで行っている場合は、
らくらく無線スタートEXで設定できません。らくらく無線スタートEXをご利用
になる場合は、パソコンの専用ユーティリティを停止する必要があります。停止
方法はパソコンの取扱説明書をご覧ください。

らくらく無線スタートEXで設定してください。
→WH822Nサポートページを参照

Mac OS X v10.5/v10.6 をご利用の場合

無線LAN内蔵パソコン

Windows 8/7/XP（SP2/SP3）または Windows
Vista をご利用の場合

下記にてらくらく無線スタートEXで設定してください。

らくらく無線スタートEXのインストール/設定方法

最新のらくらく無線スタートEXはWH822Nサポートページよりダウンロードできます。

らくらく無線スタートEXをインストールする
パソコンの電源を入れ、ワイヤレスランプが点灯するなどパソ

あらかじめWH822Nサポートページから、
らくらく無線スター

コンのワイヤレス機能が使用でき、Windows 8/7/XPまたは

トEXをダウンロードして、ハードディスクの任意の場所に保存

Windows Vista のワイヤレスネットワーク設定から無線設定

する

ができる状態になっていることを確認する。
※無線設定を無線LAN内蔵パソコンや無線LAN端末（子機）の専用
ユーティリティで行っている場合は、
らくらく無線スタートEXで設定

保存しておいたファイルをダブルクリックする

できません。専用ユーティリティの停止方法などパソコンのワイヤレ

クリック

ス機能の使い方については、ご使用になっているパソコンや無線
LAN端末
（子機）の取扱説明書をご覧ください。

クリック

インストールが完了し、
「らくらく無線スタートEX」が起動
します。

［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
Windowsを起動する

※画面が表示されずにタスクトレイのセキュリティアイコンが点滅した

Administrator
（権限のあるアカウント）
でログオンしてください。

場合は、
セキュリティアイコンをクリックしてください。ユーザーアカ

以降、画面にしたがってインストールする

ウント制御の画面が表示されます。

らくらく無線スタートEXで無線設定をする

1

次の画面が表示されたら、らくらくスタートボタンを長押し（約6秒）
して、
POWERランプが緑点滅になったらボタンを放す

2

※らくらくスタートボタンは、1分以内に押してください。
※らくらく無線スタートEXでの設定中は他の無線接続はいったん切断されます。
※音声ガイドでも設定の説明をしています。パソコンの音量を調整してご利用ください。

しばらく待ってPOWERランプが橙点滅に変わったら、
らくらくスタートボタンを
長押し
（約6秒）
して、POWERランプが橙点灯になったらボタンを放す
無線設定が完了すると、下記の状態になります。

※らくらくスタートボタンは、30秒以内に押してください。

無線LAN内蔵パソコン

らくらくスタートボタン

POWERランプ

無線LAN内蔵パソコン

親

機

らくらくスタートボタン

次の画面が表示されます。
1長押し

次の画面が表示されます。

2緑点滅

2橙点灯

3放す

3放す

※接続環境により、その
他のランプ状態は異な
ります。

上の画面が表示されない場合は
Windows 8 の場合は、
［スタート］画面で［ら
くらく無線スタート EX］をクリックし、［ユー
ザーアカウント制御］画面で［はい］をクリック
します。
Windows 7/XP または 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］
−［らくらく無線ス
タート EX］をクリックします。

パソコン表示と親機のPOWERランプの片方しか上記の状
態になっていない場合は、他の親機または子機と設定を行
おうとしている場合があります。
無線LAN内蔵パソコンで［キャンセル］をクリックし、親
機の電源を入れ直して手順1から設定をし直してください。

失敗した場合は、POWERランプが約10秒間赤点灯
し ま す 。 「 ご 利 用 ガ イド」
（別冊）−「トラブル
シューティング」を確認後、この手順から設定し直
してください。

約10秒間橙点灯することを確認し
ます。
※POWERランプは約10秒間橙点
灯したあと、緑点灯に戻ります。

無線接続ができないときは

失敗した場合は、POWERランプが約10秒間赤点灯
し ま す 。 「 ご 利 用 ガ イド」
（別冊）−「トラブル
シューティング」を確認後、手順1から設定し直し
てください。

POWERランプが赤点灯して設定に失敗した場
合や無線接続できない場合は、「ご利用ガイ
ド」
（別冊）−「トラブルシューティング」を
確認後、手順１から設定し直してください。

以 上で無線設定は完了です。

ご利用上の注意

本商品の初期化

本商品のステータスランプが赤点滅しているときは、電源は絶対に切らないでください。
本商品は、自動的に最新のファームウェ
ステータスランプ アが適用される機能を搭載しています。
（ファームウェアとは、本商品を動かす
ソフトウェアのことです。）
ステータスランプが赤点滅しているとき
は、本商品のファームウェアまたは設定
情報を書き換えている状態ですので、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。
ステータスランプが赤点滅中に電源を
切ったことにより生じた故障は有償修理
の対象となります。

初期化とは、本商品に設定した内容を消去して初期状態（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、初期状態（工場出荷時の状態）に戻りますのでご注意ください。
本商品の初期化スイッチを使って初期化を行います
1 電源を入れた状態で本商品
の初期化スイッチを5秒程度
押し続ける
初期化スイッチは、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
してください。

初期化スイッチ

機

POWERランプ

POWERランプ
橙点滅

1長押し

親

POWERランプ
緑点灯

2 POWERランプ、ステータスランプ、
光電話ランプ、インターネットランプ、
AIRランプが緑点灯したら、初期化ス
POWERランプ
イッチを放す
ステータスランプ
ステータスランプが緑点滅したら初期化は
光電話ランプ
完了です。
VDSLモデムに接続している場合は、
「らくらくネットスタート」により自動
設定が行われます。
5分ほど待ったあと、
「STEP 2 ラン
プ状態を確認しよう」でランプの状態
を確認してください。

インターネットランプ
AIRランプ

