
SPA100 シリーズ電話アダプタの設定 インター
ネット設定 

目標
 

インターネット設定はデバイスがインターネットにどのように接続されるかインターネット
接続の設定を助け。 インターネット設定の設定はまた ISP 効率的な接続の確認を提供する
ようにおよびモニタ インターネット アクティビティが助けるようにします。 インターネッ
トに SPA100 シリーズを接続できる 3 つの接続の種類があります: DHCP、静的な IP およ
び PPPoE。 デフォルトで、SPA100 シリーズは DHCP によって接続します。
 
この資料の目標は SPA100 シリーズ電話アダプタのインターネット設定を行う方法を示す
ことです。
  

適当なデバイス
 

• SPA100 シリーズ
  

[Software Version]
 

• v1.1.0
  

インターネット設定設定
 

ステップ 1. 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 セッ
トアップ > 基本的なセットアップ > インターネット設定を選択し。 Settings ページ インタ
ーネットは開きます:
 



  
DHCP （自動コンフィギュレーション）設定
 

 
ステップ 1： 接続タイプ ドロップダウン リストから、設定を- ISP がダイナミックIPアド
レスを提供する場合 DHCP 『Automatic』 を選択 して下さい。
 
呼び出します。 最大伝送ユニット （MTU） フィールドでは、ネットワーク 伝達のための
最も大きいプロトコル データ ユニットを（バイトで）可能な限り入力して下さい。 有効値
は次のとおりです:
 

• 自動— Analog Telephone Adapter （ATA）が適切な値を選択するようにするこのオプシ
ョンを選択して下さい。
 
• 手動—値を入力するこのオプションを選択して下さい。 範囲は 576 から 1500 バイトか
らです。



ステップ 3. （オプションの）は Host Name フィールドで ATA の名前を入力します。 デフ
ォルト値はデバイスの型番です。
 
ステップ 4. （オプションの）は Domain Name フィールドで ISP によって規定 される ドメ
イン名を入力します。 さもなければ、フィールドは空白を残して下さい。
 
DNSサーバ順序フィールドのステップ 5. （オプションの）は、デバイスがインターネット
接続をチェックする順序を選択します。 有効値は次のとおりです:
 

• 手動—デバイスは適切な手動インターネット 設定をチェックします。 
 
• DHCP -手動—デバイスはユーザによって接続上の問題があれば DHCP 接続をそれチェッ
クします手動インターネット 設定をまずチェックし。
 
• 手動- DHCP —デバイスはユーザによって手動インターネット 設定をまずチェックし、
接続上の問題の場合には以降は DHCP 接続をチェックします。 
 

ステップ 6. （オプションの）はプライマリ DNS フィールドで DHCP クライアントが使用
するプライマリ DNS を入力します。
 
ステップ 7. （オプションの）はセカンダリ DNS フィールドで DHCP クライアントが使用
するセカンダリ DNS を入力します。
 
ステップ 8.設定を保存するために『SUBMIT』 をクリック して下さい。
  

静的な IP 設定
 

ステップ 1： 接続タイプ ドロップダウン リストから、ISP が静的IP アドレスを提供する場
合静的な IP を選択して下さい。
 



 

 



呼び出します。 ISP によってアカウントに割り当てられたインターネット IP address フィ
ールドでは、IP アドレスを入力して下さい。
 
ステップ 3 サブネット マスク フィールドでは、ISP によってアカウントに割り当てられた
サブネット マスクを入力して下さい。
 
ステップ 4 Default Gateway フィールドでは、ISP によって提供されるゲートウェイ IPアド
レスを入力して下さい。
 
ステップ 5 最大伝送ユニット （MTU） フィールドでは、ネットワーク 伝達のための最も
大きいプロトコル データ ユニットを（バイトで）可能な限り入力して下さい。 有効値は次
のとおりです:
 

• 自動— Analog Telephone Adapter （ATA）が適切な値を選択するようにするこのオプシ
ョンを選択して下さい。
 
• 手動—値を入力するこのオプションを選択して下さい。 範囲は 576 から 1500 バイトか
らです。
 

ステップ 6. （オプションの）は Host Name フィールドで ATA の名前を入力します。 デフ
ォルト値はデバイスの型番です。
 
ステップ 7. （オプションの）は Domain Name フィールドで ISP によって規定 される ドメ
イン名を入力します。 さもなければ、フィールドは空白を残して下さい。
 
DNSサーバ順序フィールドのステップ 8. （オプションの）は、デバイスがインターネット
接続をチェックする順序を選択します。 有効値は次のとおりです:
 

• 手動—デバイスは適切な手動インターネット 設定をチェックします。 
 
• DHCP -手動—デバイスはユーザによって接続上の問題があれば DHCP 接続をそれチェッ
クします maual インターネット 設定をまずチェックし。
 
• 手動- DHCP —デバイスはユーザによって手動インターネット 設定をまずチェックし、
接続上の問題の場合には以降は DHCP 接続をチェックします。 
 

ステップ 9. （オプションの）はプライマリ DNS フィールドで DHCP クライアントが使用
するプライマリ DNS を入力します。
 
ステップ 10. （オプションの）はセカンダリ DNS フィールドで DHCP クライアントが使用
するセカンダリ DNS を入力します。
 
ステップ 11.設定を保存するために『SUBMIT』 をクリック して下さい。
  

PPPoE （DSL サービス）設定
 

ステップ 1： 接続タイプ ドロップダウン リストから、ISP が DSL に基づき、接続のために
Point-to-Point Protocol over Ethernet（PPPoE）を使用したら PPPoE を選択して下さい。
 



 
呼び出します。 Username フィールドでは、PPPoE 接続を通して ISP ネットワークにログ
イン するのに使用するユーザネームを入力して下さい。
 
ステップ 3 Password フィールドでは、PPPoE 接続を通して ISP ネットワークにログイン
するのに使用するパスワードを入力して下さい。
 
ステップ 4 サービス名フィールドでは、ISP によって提供されるサービスの名前を入力して
下さい。
 
ステップ 5. （オプションの）は接続応答 On Demandオプション・ボタンをクリックします
。 接続応答 On Demand フィールドでは、最大アイドル時間（不活動期間）に入って下さ
いそのあとでインターネット接続は切断されています。 最大アイドル時間 範囲は 1 から
9999 分からです。 デフォルト値は 5 分です。 他では ATA にインターネットに不明確に接
続されてほしい場合キープ アライブ Radio ボタンをクリックして下さい。
 
ステップ 6 最大伝送ユニット （MTU） フィールドでは、ネットワーク 伝達のための最も
大きいプロトコル データ ユニットを（バイトで）可能な限り入力して下さい。 有効値は次
のとおりです:
 

• 自動— Analog Telephone Adapter （ATA）が適切な値を選択するようにするこのオプシ
ョンを選択して下さい。
 
• 手動—値を入力するこのオプションを選択して下さい。 範囲は 576 から 1500 バイトか
らです。
 

ステップ 7. （オプションの）は Host Name フィールドで ATA の名前を入力します。 デフ
ォルト値はデバイスの型番です。
 



ステップ 8. （オプションの）は Domain Name フィールドで ISP によって規定 される ドメ
イン名を入力します。 さもなければ、フィールドは空白を残して下さい。
 
DNSサーバ順序フィールドのステップ 9. （オプションの）は、デバイスがインターネット
接続をチェックする順序を選択します。 有効値は次のとおりです:
 

• 手動—デバイスは適切な手動インターネット 設定をチェックします。 
 
• DHCP -手動—デバイスはユーザによって接続上の問題があれば DHCP 接続をそれチェッ
クします手動インターネット 設定をまずチェックし。
 
• 手動- DHCP —デバイスはユーザによって手動インターネット 設定をまずチェックし、
接続上の問題の場合には以降は DHCP 接続をチェックします。 
 

ステップ 10. （オプションの）はプライマリ DNS フィールドで DHCP クライアントが使用
するプライマリ DNS を入力します。
 
ステップ 11. （オプションの）はセカンダリ DNS フィールドで DHCP クライアントが使用
するセカンダリ DNS を入力します。
 
ステップ 12： [Submit] をクリックして、設定を保存します。
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