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本機は、外国為替及び外国貿易法に定める規制対象貨物（又は技術）に該当します。本機を日本国外へ持ち出す場合は、同法に
基づく輸出許可等必要な手続きをお取りください。
This product is a Restricted Product (or contains a Restricted Technology) subject to the Japanese Foreign Exchange and
Foreign Trade Law. In case that it is exported or brought out from Japan, you are required to take the necessary procedures,
such as obtaining an export license from the Japanese government, in accordance with the Law.

ホームネットワークステーション

このかんたんガイドに従って、使用しているパソコンの設定、本機の接続設定、インターネットの接続設定を行って
ください。本機の詳しい機能説明については、添付のCD-ROM内の取扱説明書をご覧ください。

かんたんガイド
品番

1. 本体と付属品・添付品を確認する
ご使用いただくまえに、本体と付属品・添付品を確認してください。万一不備な点がありましたら、お手数ですが
お買い上げの販売店までご連絡ください。
□ 本体 ........................................1台

□ ACアダプター ....................................1個
(コード長 約1.8m)

BB-HG2000

2. パソコンを設定する

□ イーサネットケーブル（カテゴリー
5ストレートケーブル）............1本
(ケーブル長 約1m)

本機を使用してインターネットに接続ができるようにパソコンのTCP/IPの設定を行ってく
ださい。下表のOS (オペレーティングシステム) を実装しているWindowsパソコンを準備し
てください。パソコンの設定については、添付のCD-ROM内の「設定ガイド」に詳しく説明
されています。パソコンのCD-ROMドライブにCD-ROMを入れて参照してください。

■ 必要なシステム
項目
□ 壁掛け用ネジ/ワッシャー ....各２個

□ コードクランパー ......................... 1個

□ かんたんガイド (本紙).........1部
□ ご使用の前に／
困ったときには ....................1冊
□ CD-ROM ..............................1枚
(取扱説明書、設定ガイド)
□ 保証書................................... 1式
□ ご愛用者登録のお願い .........1部

ネジサイズ： タッピングネジ
呼び径3.5×18mm

OS

Windows® 98、Windows® Me、Windows® 2000、Windows® XP

インターフェース

10/100Mbpsのネットワークカードが内蔵されていること

メモリー

16MB 以上

プロトコル

TCP/IP プロトコルがインストールされていること

ウェブブラウザ

Internet Explorerバージョン 5.5 以降

Windows 2000の場合

Windows XPの場合
Windows XPはアドミニストレータ権限でログオンする必要があ

Windows 2000はアドミニストレータ権限でログオンする必要が

ります

あります

1

1 「マイ ネットワーク」アイコンを右クリックし、「プロ

スタート

メニューの「マイ コンピュータ」から「マ
イ ネットワーク」を選び、「ネットワーク接続を表示す
る」を選ぶ

パティ」を選ぶ

3 「インターネット プロトコル(TCP/IP)」を選び、

3 「インターネット プロトコル(TCP/IP)」を選び、

4

をクリックする

ボタンをクリックし、「設定」を選び、「コン
トロール パネル」をクリックする

Windows Me/98を使っていて「ネットワーク」アイコンが見
つからない場合は、「すべてのコントロールパネルのオプション
を表示する」をクリックしてください。

3

ネットワークカードに対応したTCP/IPを選び、ネットワー
クダイアログボックスの プロパティ をクリックする

4

IP アドレスタブをクリックし、「IP アドレスを自動的
に取得」を選ぶ

5

ゲートウェイタブをクリックし、インストールされているゲー
トウェイの入力欄に何も入力されていないことを確認する

をクリックする

5 「デフォルト ゲートウェイ」の入力欄に何も入力されて

5 「デフォルト ゲートウェイ」の入力欄に何も入力されて

いないことを確認し、 OK

をクリックする

をクリックする

入力されていた場合は、入力されているIPアドレスを選択し、

入力されていた場合は、入力されているIPアドレスを選択し、

削除 をクリックする。

削除 をクリックする。

6 「IP アドレスを自動的に取得する」を選び、「DNS サーバー

6 「IP アドレスを自動的に取得する」を選び、「DNSサーバー
のアドレスを自動的に取得する」を選び、
する

詳細設定...

スタート

2 「ネットワーク」アイコンをダブルクリックする

プロパティ をクリックする

プロパティ をクリックする

いないことを確認し、 OK

1

「プロパティ」を選ぶ

「プロパティ」を選ぶ

詳細設定...

Windows Me/98の場合

2 「ローカル エリア接続...」アイコンを右クリックし、

2 「ローカル エリア接続」アイコンを右クリックし、

4

Windows パソコン

OK

のアドレスを自動的に取得する」を選び、
する

をクリック

OK

をクリック

入力されていた場合は、入力されているIPアドレスを選択し、
削除 をクリックする。

6

7

7

閉じる

をクリックし、「ローカル エリア接続のプロパ
ティ」のウィンドウを閉じる

DNS 設定タブをクリックし、「DNS を使わない」を選
び、 OK をクリックする

OK

をクリックし、
「ローカル エリア接続のプロパティ」
のウィンドウを閉じる

7

はい をクリックして、パソコンを再起動する

3. 接続して電源を入れる
1.

モデムに接続する

2 WANジャックへ
1 モデムのジャックへ

付属のケーブルは本機とパソコンとの
接続用です。モデムとの接続には、別
途イーサネットケーブル (市販品) が必
要です。

2.
1

パソコンの電源を切る

2

付属のイーサネットケーブルを、本機のLAN1〜
LAN4ジャックのいずれかに差し込む

3

イーサネットケーブルのもう一方を、パソコン
のジャックに差し込む

モデム

1

市販品のイーサネットケーブルを、
モデムのジャックに差し込む

2

イーサネットケーブルのもう一方を、 インターネットへ
本機のWANジャックに差し込む
電話線 (ADSL)、

2 LAN1〜LAN4ジャックへ
3 パソコンのジャックへ

BB-HG2000
イーサネット
ケーブル (市販品)

同軸ケーブル (CATV)、
または光ケーブル
本機は、ルーター機能付きモデムに接続して
使用することはできません。

パソコンに接続する

BB-HG2000
イーサネット
ケーブル (付属品)

1 パソコンの
電源を切る
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3.
1

本機の電源を入れる
アンテナを立てて、ACアダプターのDCプラグを本機の
DC INジャックに差し込み、ACアダプターを電源コン
セントに差し込む

2

3

コードクランパー (付属品) を本機に取り付け、DCプラ
グコードをコードクランパーで固定する

本機のPOWERインジケーターが緑色に点灯していること
と、WANインジケーターおよび接続したLANジャックに
対応したLANインジケーターが緑色に点灯していることを
確認してください。緑色に点灯していなかったら、本機と
パソコンの接続を確認してください。

コードクランパーを
カチッと音がする
まで挿入する

DC INジャックへ

本機に接続しているパソコンの電源を入れる

DCプラグ

POWER
インジケーター
DCプラグコード
WIRELESS
BB-HG2000

電源コンセント
(AC 100V)

LAN1

LAN2

LAN3

LAN4

WAN

POWER

LANインジケーター
WANインジケーター

ACアダプター
コードクランパーに
DCプラグコードを通し、
コードクランパーを確実に閉める

4. インターネット接続の設定をする
1
2

5

保存

をクリックし、 再起動 をクリックする

ネットワークパスワードの入力ダイアログボックスが表示され
ます。

ウェブブラウザ (Internet Explorer) を起動する
ウェブブラウザのアドレスバーに半角で
http://192.168.0.254と入力し、Enterキーを
押す
パスワード設定画面が表示されます。

6

3

新しいユーザー名入力欄に新しいユーザー名を
15桁までの半角英数字で入力する

4

新しいパスワード入力欄に新しいパスワードを
15桁までの半角英数字で入力し、確認のため、
新しいパスワードの再入力欄に再度新しいパス
ワードを入力する

ネットワークパスワードの入力ダイアログボックス
が表示されたら、ユーザー名とパスワード欄に新し
いユーザー名とパスワードを入力し、 OK を
クリックする
トップページが表示されます。

忘れないために、ユーザー名と
パスワードを記載してください。

7

かんたん設定

をクリックする

かんたん設定画面が表示されます。

ユーザー名
パスワード
新しいパスワードの再入力欄に入力する際は、コピー・貼り付け機能を使わないで
ください。
● 大文字、小文字を区別してユーザー名とパスワードを入力してください。
●

8

次へ

パスワード設定画面が表示されなかった場合
• アドレスバーにhttp://192.168.0.254を正しく入力しているか、確認してください。
• 本機に接続されているLANジャックに対応したLANインジケーターが緑色に点灯しているか確認
してください。
• 本機→パソコンの順番で電源を入れたか確認してください。
• パスワード設定画面にアクセスするには、ウェブブラウザのプロキシサーバー設定が必要になる場
合があります。

9
10

表示画面に従って設定を行う
確認画面に表示された設定値を確認して 保存 を
押す

11

設定画面に 再起動 が表示されたら、それを
クリックする

12

1 フレッツ・
ADSL

1 フレッツ・ADSL

を押す

下記の「設定画面の流れ」を参照してください。

設定したユーザー名とパスワードを忘れてしまった場合
CLEAR SETTINGボタンを押して本機の初期化を行ってください。（☞ CD-ROM内の取扱
説明書の「初期化」参照）設定内容が工場出荷時の状態に戻ります。もう一度ユーザー名と
パスワードを設定しなおしてください。

設定画面の流れ

利用しているインターネット接続方法を選んで

パソコンを再起動する

DNSサーバーアドレスを手動
で設定するときは、チェックを
はずしてください。
下の画面が表示されます。

1 フレッツ・
ADSL

4 ADSL接続
(PPPoE)

2 Yahoo!BB
3 J-COM
4 ADSL接続 (PPPoE)
5 CATV接続 (J-COM以外)

3 J-COM

4 ADSL接続
(PPPoE)

2 Yahoo!BB と
5 CATV接続 (J-COM以外)

確認画面 (例：フレッツ・ADSL)

※ 表示内容は設定により異なります。

5. インターネットへ接続する
インターネットに接続するための設定が終わったら、パソコンからインターネット上のウェブ
サイトにアクセスしてください。ウェブサイトが表示されたら、インターネットに接続できた
ことになります。

1

ウェブブラウザを起動する

2

ウェブブラウザのアドレスバーにウェブサイトのアドレス
ウェブサイトが表示されます。

Panasonic Communications Co., Ltd.

• ウェブサイトのアドレスが、ウェブブラウザのアドレスバーに正しく入力しているか、確認してください。
• 本機に接続しているイーサネットジャックに対応したWANインジケーター、およびLANインジケーターが点
灯しているか確認してください。
• モデム→本機→パソコンの順番で電源を入れたか確認してください。

（例 http://panasonic.jp）を入力する

©

■ ウェブサイトが表示されなかった場合（☞ CD-ROM内取扱説明書の「故障かなと思ったとき」参照）

2003

• ウェブサイトにアクセスするには、ウェブブラウザのプロキシサーバー設定が必要になる場合があります。
本機が工場出荷時に設定してある標準の無線設定に関しては、セキュリティ確保のため、機器固有のSSIDと
128bit暗号化キーが設定されています。SSIDと128bit暗号化キーの標準設定値は、本機底面に記載してありま
す。詳細は、CD-ROM内取扱説明書の「無線設定」を参照してください
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