
無線LANコントローラー（AWC）簡単セットアップガイド
AT-AR4050S/AT-AR3050S/AT-AR2050V/AT-AR2010V（以下、本製品）をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。

本書は、本製品に搭載されている無線 LAN コントローラー機能 ( 以下、AWC) の自動セットアップ機能を使用し、無線アクセスポイント（以下、
無線 AP）をセットアップする方法を説明します。なお、以下の手順は、本製品と無線 AP が工場出荷時状態であるものとして説明しています。

１．Web GUI へのアクセス ３．自動セットアップ

２．AWC の有効化

無線 AP に接続する際の初期設定

無線 AP に接続する際の初期設定は以下のとおりです。

 SSID  ：AWC-net-1

 セキュリティーキー ：本製品のシリアル番号 16 桁

本製品の本体裏面に貼付されているシリアル番号シールに記載されて
いる、S/N 以降の 16 桁がシリアル番号です。Web GUI の「システム」
→「情報」ページからも確認できます。

※ SSID とセキュリティーキーは必要に応じて変更してください。「無線管理」→「セッ
トアップ」ページのネットワークタブから変更できます。変更後「無線管理」→「監
視 / メンテナンス」ページにて設定適用を実行してください。

設定用 PC

本製品の電源を入れる
→ 約２分後に起動が完了
・vlan1 に IP アドレス 192.168.1.1
  が自動設定される
・Web サーバー機能が有効化

LAN ポートに
設定用 PC を
接続

手順① 手順②

手順④

a

Firefox または Google Chrome を起動し
アドレスバーに https://192.168.1.1
を入力 → Enter キー
※警告が出た場合には FAQ の Q2 を参照

手順③
設定用 PC に IP アドレスを固定設定
IP アドレスの範囲 ：192.168.1.2 ～ 192.168.1.254
サブネットマスク ：255.255.255.0
※設定方法は FAQ の Q1 を参照

手順⑤

ユーザー名：manager
パスワード：friend
を入力して Sign in をクリック

手順①

手順②

メニュー欄の
無線管理 → セットアップ
をクリック

無線 LAN
コントローラー
管理機能を有効に

管理 IP アドレス
「192.168.1.1」を選択

手順③手順③

手順①

手順④

手順②

設定用PC

無線AP

開始ボタンをクリックし、
自動セットアップを開始
※自動セットアップに失敗した場合
　は、少し時間をおいてからもう一
　度お試しください

開始をクリック

進行状況の確認

自動セットアップ完了！

ここをクリックすると
各無線APの
進行状況が確認できる

新しく発見したアクセスポイント
という表示が出たら完了！

「監視ページへ移動」をクリックもしくは
メニュー欄の「無線管理」→「監視 /メンテナンス」
で無線APの状態が確認できる

「状態」が
「Managed」に
なっていればOK

手順③
無線APの起動が完了し、リンクアップ
したことを無線APの LEDで確認
※LEDでの確認方法は FAQのQ3を参照

ポップアップにしたがい
無線APの電源を入れ、
無線APを本製品の
LANポートに接続する
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FAQ
Q1 設定用 PC に IP アドレスを設定するには？

以下の方法で設定してください。

※以下の方法は Windows10 の場合です。OS によって方法が異なりますので、
ご注意ください。

Q2 Web GUI にアクセスする際に警告が出た場合の対処法は？

以下の方法で対処してください。

● Firefox の場合：

● Google Chrome の場合：

Q3 無線 AP の LED での確認方法は？

起動が完了したときの LED は製品によって異なります。
下記を参考に、ご確認ください。

マニュアルバージョン

2018 年 8 月 Rev.A 初校

手順①

手順④

手順②
画面左下にある　　 をクリックし、プログラムを表示

をクリックし、「設定」を開く

手順③

ネットワークと
インターネット
をクリック

イーサネット
をクリック

手順⑤

アダプターのオプションを変更する
をクリック

プロパティを
クリック

手順⑦

手順⑫

手順⑬

手順⑪

手順⑩

OK をクリック

以下を入力
IP アドレス    ：192.168.1.2
サブネットマスク  ：255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ ：192.168.1.1

次の IP アドレスを使う を選択

手順⑧

インターネットプロトコル
バージョン 4（TCP/IPv4）を選択

手順⑨

プロパティ を
クリック

OK をクリックし、設定完了

ローカルエリア接続
をダブルクリック

手順⑥

手順①

手順②
例外を追加 ...
をクリック

詳細 ...　を
クリック

手順③
セキュリティ例外を承認
をクリック

手順①
詳細設定
をクリック

手順②
192.168.1.1 にアクセスする
をクリック

AT-TQ4400e

POWER LED が赤から
緑に点灯したら起動完了

AT-TQ4600/4400/3600/3400/3200

PWR SYS LAN2.4GHz 5GHz

STATUS LED の SYS が
消灯したら起動完了

AT-TQ2450

LAN WIRELESS LANSTATUS

POWER 10M

100M

2.4GHz

5GHzSYSTEM
1000M

STATUS LED の SYSTEM
が消灯したら起動完了

AT-MWS2533AP

POWER LED の点滅が消え
緑に点灯したら起動完了

AT-MWS600AP/1750AP
LED での起動確認不可
電源を入れてから約 1 分で起動完了


