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SPA8000 Analog Telephone Adapter の WAN ポ
ートの静的な IP 設定 

目標
 

静的IP アドレスはインターネットに接続するべき本籍であるためにインターネットサービ
スプロバイダーによってユーザに割り当てられるアドレスです。 静的な IP アドレスは
Voice over Internet Protocol （VoIP）のためにより信頼できます、ホストA 賭博 Webサイト
により信頼できるまたはオンライン ゲームをし、仮想 な プライベート ネットワークを会
社のネットワーク コンピュータ、先祖などからのファイルに安全なアクセスのために使用
するために スタティック IP によって、IP アドレスをブラックリストに載せられて得るかも
しれない、多くのスパムを送信する他の会社で IP を共有しないで下さい。 それに対して、
静的IP アドレスはアドレスが同じ常にであるのでセキュリティリスクになることができま
す。 スタティック IP はデータ マイニング 会社のためによりトラッキングし易いです。 静
的な IP 当たることは動的IP 当たることよりより少なく費用効果が高い です。 単一 IPアド
レス設定はデバイスを設定するために動的IP は置き、アクセス権を得ること困難にするが
とアクセスするために単一既知 IP を提供するのでより容易です。 Wide Area Network
（WAN）は複数の小規模なネットワークで構成されているネットワークです。 最もよく知
られている な WAN はインターネットです。 インターネットへのアクセス権を得るために
、インターネットサービスプロバイダー（ISP）と呼ばれる組織は使用されます。 この技術
情報は SPA8000 の WAN の静的な IP を設定する方法を説明します。
  

適当なデバイス
 

SPA8000
  

[Software Version]
 

6.1.12
  

静的な IP 設定
 

静的な IP 設定は 2 つの方法ですることができます。 1 つは Web コンフィギュレーション
ユーティリティの使用によって行います。 作られるべきアナログ式電話および Interactive
Voice Response （IVR） インターフェイスを通って設定のための他の方式はあります。 こ
れら二つのメソッドは後で説明されます。
  

Web コンフィギュレーションユーティリティによる静的な IP 設定
 

ステップ 1.管理者として Web コンフィギュレーションユーティリティへのログインは > ネ
ットワーク > WAN ステータス『Advanced』 を選択 し。 Status ページ WAN は開きます:
 



 
ステップ 2.接続タイプ ドロップダウン リストから WAN のための静的な IP を選択して下さ
い。
 
ステップ 3.静的な IP フィールドで WAN のための望ましい静的IP アドレスを入力して下さ
い。 この IP アドレスはデバイスの WAN ポートのための本籍として機能します。 静的IP
アドレスは変更しません。
 
ステップ 4.ネットマスク フィールドでサブネット マスクを入力して下さい。 サブネット
マスクはネットワーク アドレスは IP のどの部分であり、どの部分ホスト アドレスはである
か規定 します。
 
ステップ 5. Gateway フィールドでゲートウェイの IP アドレスを入力して下さい。 ゲート
ウェイは電話アダプタと特定のネットワーク間の連絡先を可能にします。
 
ステップ 6.設定を保存するためにすべての変更を『SUBMIT』 をクリック して下さい。
  

アナログ式電話および IVR による静的な IP 設定
 

Interactive Voice Response （IVR） インターフェイスは Web 設定にアクセスするコンピュ
ータにアクセスできないとき SPA8000 の設定を変更する方法です。
 
ステップ 1. SPA8000 のフォンポートの 1 つにアナログ式電話を接続して下さい。
 
ステップ 2.電話のキーパッドの****を、押して下さい。 これは電話の Interactive Voice
Response （IVR） インターフェイスを接続し、始めます。
 
ステップ 3.電話のキーパッドの 101# を、このオプション指示しますインターネット接続設
定に押して下さい。
 
ステップ 4.静的な IP オプションに対応する電話のキーパッドで 1# を入力して下さい。
 
ステップ 5.このオプションを保存するために電話のキーパッドで 1 つを入力して下さい。
 
ステップ 6.電話のキーパッドの 111# を、このオプション指示します静的な IP に押して下
さい。
 
ステップ 7.電話のキーパッドを使用してデバイスに割り当てることを望む IP アドレスを入
力して下さい。
 
注: 小数点のためにドットの代りに開始するを（*） （。）使用して下さい。 次に、例を示
します。 （192*168*0*1）。
 
ステップ 8.このオプションを保存するために phonein のキーパッドで 1 つを電話のキーパ
ッド入力して下さい。
 
ステップ 9.電話のキーパッドの 121# を、このオプション指示しますネットマスク オプシ



ョンに押して下さい。
 
ステップ 10.電話のキーパッドを使用してデバイスに割り当てることを望むネットマスクを
入力して下さい。
 
注: 小数点のためにドットの代りに開始するを（*） （。）使用して下さい。 次に、例を示
します。 （255*255*255*255）。
 
ステップ 11.このオプションを保存するために電話のキーパッドで 1 つを入力して下さい。
 
ステップ 12： 電話のキーパッドの 131# を、このオプション指示します GATEWAY オプシ
ョンに押して下さい。
 
ステップ 13： 電話のキーパッドを使用してデバイスに割り当てることを望むゲートウェイ
を入力して下さい。
 
注: 小数点のためにドットの代りに開始するを（*） （。）使用して下さい。 次に、例を示
します。 （192*168*0*15）。
 
ステップ 14： このオプションを保存するために電話のキーパッドで 1 つを入力して下さい
。
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