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■ADSLモデム(BritePort Router 8100C)の設定・・・8

<ADSL モデム本体画面>

■ADSLモデム(ASUS6600EV)の設定・・・・・・・・・11    ■ADSLモデム(AtermDR200シリーズ)の設定・・・・・15

※AtermDR202C/CE、204C、205Cのモデムをお使いの場

合はAtermDR200シリーズのADSLモデム設定をご覧くだ

さい。

モデム本体の設定は下記画面から、該当するページを

ご参照ください。

■ADSLモデム(AtermDR30F/CE)の設定・・・・・・・13

(AtermDR207Cモデム前面)
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      　　ルータタイプADSLモデム

　パソコンの設定

　Windows 98/Me

　ここでは、ルータタイプのADSLモデムを使用する場合のWindows

98/Meの設定を紹介します。

(1) [スタート]メニューから[設定]→[コントロールパネル]を選

択し、[コントロールパネル]内の[ネットワーク]アイコンをダブル

クリックします。

(2) [ネットワーク]画面が表示されたら、

[TCP/IP->(お客様のLANカードの名前)]

という項目を選択し、[プロパティ]ボタンをクリックします。

（例では[TCP/IP->Intel(R) PRO/100+ Management Adapter])

(3) [TCP/IPのプロパティ]画面で、[IPアドレスを自動的に取得]

を選択します。

(4) 次に[WINS設定]タブをクリックし、[WINSの解決をしない]を

選択します。

(5) 次に[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]欄にゲートウェイが指定されている場合は、す

べて削除します。
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(6) 次に[DNS設定]タブをクリックし、[DNSを使わない]を選択し

て[OK]ボタンをクリックします。

(7) 手順(2)の画面に戻りますので、[OK]ボタンをクリックします。

(8) [システム設定の変更]画面が表示されるので、ADSLモデムの

電源が入っていることを確認し、[はい]ボタンをクリックしてパソ

コンを再起動します。

(9) パソコンの再起動後、[コントロールパネル]内の[インターネッ

トオプション(またはインターネット)]アイコンをダブルクリック

します。

　以下は、お使いのInternet Explorerのバージョンにより画面が

異なりますので、各バージョンごとに以下の手順の作業を行いま

す。

・Internet Explorer 5以降の場合 ..... 手順(10)へ

・Internet Explorer 4の場合 ..... 手順(11)へ

Internet Explorer 5以降の場合

(10) [インターネットのプロパティ]画面で[接続]タブをクリック

し、[ダイヤルしない]を選択して[OK]ボタンをクリックします。

　次に、ADSLモデム本体の設定に移りますので、BritePort 8100C

の場合は8ページ、6600EVの場合は11ページ、AtermDR30F/CEの

場合は13ページ、AtermDR200シリーズの場合は15ページへお進み

ください。

Internet Explorer 4の場合

(11) [インターネットプロパティ]画面で[接続]タブをクリックし、

[LANを使用してインターネットに接続]を選択し、[OK]ボタンをク

リックします。

　次に、ADSLモデム本体の設定に移りますので、BritePort 8100C

の場合は8ページ、6600EVの場合は11ページ、AtermDR30F/CEの

場合は13ページ、AtermDR200シリーズの場合は15ページへお進み

ください。
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　ここでは、ルータタイプのADSLモデムを使用する場合のWindows

2000の設定を紹介します。

　以下の作業にはAdministrator権限が必要です。Administrator

権限を持ったアカウントでログオンし、作業を行ってください。

(1) [スタート]メニューから[設定]→[ネットワークとダイヤル

アップ接続]を選択します。

(2) [ローカルエリア接続]アイコンを右クリックし、表示された

メニューの中から[プロパティ]を選択します。

(3) [インターネットプロトコル(TCP/IP)]を選択し、[プロパティ]

ボタンをクリックします。

　Windows 2000 (4) [インターネットプロトコル(TCP/IP)のプロパティ]画面で[IP

アドレスを自動的に取得する]と[DNSサーバーのアドレスを自動的

に取得する]をそれぞれ選択し、[詳細設定...]ボタンをクリックし

ます。

(5) [TCP/IP詳細設定]画面内の[デフォルトゲートウェイ]欄にゲー

トウェイが指定されている場合は、すべて削除します。
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(6) 次に[DNS]タブをクリックし、[DNSサーバー アドレス(使用順)]

欄にDNSサーバーアドレスが指定されている場合は、すべて削除し

ます。

(7) 次に[WINS]タブをクリックし、[WINSアドレス (使用順)]欄に

WINSアドレスが指定されている場合は、すべて削除します。

(8) [TCP/IP詳細設定]画面と[インターネットプロトコル(TCP/IP)

のプロパティ]画面、[ローカルエリア接続のプロパティ]画面で[OK]

ボタンをクリックします。

(9) [システム設定の変更]画面が表示されますので、ADSLモデム

の電源が入っていることを確認し、[はい]ボタンをクリックしてパ

ソコンを再起動します。

(10) パソコンの再起動後、[スタート]メニューから[設定]→[コン

トロールパネル]を選択し、[コントロールパネル]内の[インター

ネットオプション]をダブルクリックします。

(11) [インターネットのプロパティ]画面で[接続]タブをクリッ

クし、[ダイヤルアップの設定]の中の[ダイヤルしない]を選択し

て[OK]ボタンをクリックします。

　

　次に、ADSLモデム本体の設定に移りますので、BritePort 8100C

の場合は8ページ、6600EVの場合は11ページ、AtermDR30F/CEの

場合は13ページ、AtermDR200シリーズの場合は15ページへお進み

ください。

0570032032への接続（デフォルト）
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  ここでは、ルータタイプのADSLモデムを使用する場合のWindows

XPの設定を紹介します。

(1) [スタート]メニューから[コントロールパネル]を選択し、[コ

ントロールパネル]内の[ネットワークとインターネット接続]をク

リックします。

(2) [ネットワークとインターネット接続]内の[ネットワーク接

続]をクリックします。

(3) [ローカルエリア接続]アイコンを右クリックし、表示された

メニューの中から[プロパティ]を選択します。

(4) [インターネットプロトコル(TCP/IP)]を選択し、[プロパティ]

ボタンをクリックします。

　Windows XP

(5) [インターネットプロトコル(TCP/IP)のプロパティ]画面で[IP

アドレスを自動的に取得する]と[DNSサーバーのアドレスを自動的

に取得する]をそれぞれ選択し、[OK]ボタンをクリックします。

(6) 手順(4)の画面に戻りますので、[OK]ボタンをクリックします。

　次に、ADSLモデム本体の設定に移りますので、BritePort 8100C

の場合は8ページ、6600EVの場合は11ページ、AtermDR30F/CEの

場合は13ページ、AtermDR200シリーズの場合は15ページへお進み

ください。
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　ここでは、ルータタイプのADSLモデムを使用する場合のMac OS

8.x/9.xの設定を紹介します。

(1) [アップル]メニューから[コントロールパネル]→[TCP/IP]を

選択します。

(2) [経由先]には一覧の中から[Ethernet]を選択し、[設定方法]に

は一覧の中から[DHCPサーバを参照]を選択し、画面を閉じます。

(3) ADSLモデムの電源が入っていることを確認してから、パソ

コンを再起動します。

　

  ここでは、ルータタイプのADSLモデムを使用する場合のMac OS

X の設定を紹介します。

(1) [アップル]メニューから[システム環境設定]を選択するか、

Dock内の[System Preferences]アイコンをクリックします。

(2) [システム環境設定]内の[ネットワーク]アイコンをクリック

します。

(3) (画面上部の)設定には一覧の中から[内蔵Ethernet]を選択し、

(画面中央の)設定には一覧の中から[DHCPサーバを参照]を選択し

ます。

(4) [保存]ボタンをクリックした後、画面を閉じます。

　

　Mac OS 8.x/9.x 　Mac OS X

　次に、ADSLモデム本体の設定に移りますので、BritePort 8100C

の場合は8ページ、6600EVの場合は11ページ、AtermDR30F/CEの

場合は13ページ、AtermDR200シリーズの場合は15ページへお進み

ください。

　次に、ADSLモデム本体の設定に移りますので、BritePort 8100C

の場合は8ページ、6600EVの場合は11ページ、AtermDR30F/CEの

場合は13ページ、AtermDR200シリーズの場合は15ページへお進み

ください。
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  以下の設定を行うには、お使いのブラウザソフトがプロキシ

サーバーを使用しない設定になっている必要があります。「付録」

の1ページ以降を参照し、プロキシサーバーを使用しない設定に

なっていることを確認した後に作業を行ってください。

  なお、ADSLモデムの設定後は従来どおりプロキシサーバーをご利

用いただけますので、以前の設定に戻してください。

(1) お使いのブラウザソフトを起動してアドレス欄に、

http://192.168.1.1/

と入力し、[Enter]キーを押します。

(2) 次のような設定画面が表示されるので、画面左にある[設定]

にマウスのポインタを移動し、表示されるメニューの[基本]を選

択します。

(3) [ネットワークパスワードの入力]画面が表示されるので、

[ユーザー名]欄に[user]を、[パスワード]欄に[8100C]を入力して

[OK]ボタンをクリックします。

　　ADSLモデム(BritePort Router 8100C)の設定
(4) ユーザー認証が正しく行われると、次のような[DSL設定]画

面が表示されます。この画面で、[VPI]が[0]に、[VCI]が[32]に、[動

作モード]が[PPPoA Routed]に、[DSLモード]が[multi]になってい

ることを確認して[次へ]ボタンをクリックします。

( 5 )  [PPP 設定]画面では、[送信ユーザーID]欄に[ログイン

ID@mitene.or.jp]を、[送信パスワード]欄に[ログインパスワード]

を入力します。[認証方法]は[CHAP]、[カプセル化方法]は[LLC]を選

択し、[オートDNS有効]が選択されていることを確認して[次へ]ボ

タンをクリックします。
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(6) [LAN 設定]画面では、[LAN IP アドレス(Ethernet)]に

[192.168.1.1]が入力され、[LAN DHCPサーバー有効]が選択されて

いることを確認して[次へ]ボタンをクリックします。

(7) [LAN DHCPサーバー設定]画面では、[DHCP先頭IPアドレス

(Ethernet)]が[192.168.1.100]に、[DHCP 後尾IP アドレス

(Ethernet)]が[192.168.1.131]に、[DHCP サブネットマスク

(Ethernet)]が[255.255.255.0]になっていることを確認し、[DHCP

リース期間(Ethernet)<時間>]を[1000]に変更して[次へ]ボタン

をクリックします。

(8) 入力した設定内容が画面上に表示されますので、設定に間違

いないことを確認します。

(9) [完了]ボタンをクリックすると、次の画面になるので、[はい]

ボタンをクリックします。

(10) [BritePortを再起動します...]というメッセージが表示さ

れるので、[OK]ボタンをクリックします。
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(11) [BritePort 8100Cを更新しています...]というメッセージ

が表示された後、次のような画面が表示されるので、[OK]ボタンを

クリックします。

(12) [ウィンドウは、表示中のWebページにより閉じられようと

しています...]と表示されるので、[はい]ボタンをクリックしま

す。

　以上でADSLモデムの設定は完了です。ブラウザソフトを起動し

てホームページなどが参照できることを確認してください。
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  以下の設定を行うには、お使いのブラウザソフトがプロキシ

サーバーを使用しない設定になっている必要があります。「付録」

の1ページ以降を参照し、プロキシサーバーを使用しない設定に

なっていることを確認した後に作業を行ってください。

  なお、ADSLモデムの設定後は従来どおりプロキシサーバーをご利

用いただけますので、以前の設定に戻してください。

(1) お使いのブラウザソフトを起動してアドレス欄に、

http://192.168.100.1/

と入力し、[Enter]キーを押すと、次のようが画面が表示されるの

で、[Enter]の文字をクリックします。

(2) [ネットワークパスワードの入力]画面が表示されるので、

[ユーザー名]に[adsl]を、[パスワード]に[adsl1234]を入力し、

[OK]ボタンをクリックします。

(3) ユーザ認証が正しく行われると、次のようなページが表示さ

れます。

　　ADSLモデム(ASUS 6600EV)の設定
(4) 画面左にある[Quick Setup Wizard]をクリックし、[Channel]

をクリックします。

[Action Item]を[MODIFY]に変更し、[Channel No]が[1]に、 [VPI]

が[0]に、[VCI]が[32]に、[Service Type]が[PPPoA Routed]になっ

ていることを確認して[Submit]ボタンをクリックします。

(5) 次の画面では、[User Name]欄に[ログインID@mitene.or.jp]

を、[Password]欄と[Confirm Password]欄に[ログインパスワード]

を入力し、[Authentication Mode]は[AUTO]を、[Encapsulation

Mode]は[LLC]を、[Get IP Address from]は[Service Provider]

をそれぞれ選択してください。また[Function]は[NAT]と[Auto

Discovery DNS From PPP]にチェックが入っていることを確認し

て[Submit]ボタンをクリックします。
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(6) 次の画面が表示されるので、[OK]ボタンをクリックします。

(7)設定保存完了の画面が表示され、

Saving the new configuration.... Done

と表示されていれば正常です。

(8) 設定を反映させるためにモデムをリセットしますので、画面

左の[Reset Modem]をクリックし、[Yes]ボタンをクリックします。

(10) 再起動後にトップ画面が表示されます。以上でADSLモデム

の設定は完了です。ブラウザソフトを起動してホームページなど

が参照できることを確認してください。

(9) 再起動中を示す画面が表示されますが、この画面が表示され

ている間は電源を切ったり、再起動を行わないでください。
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　以下の設定を行うには、お使いのブラウザソフトがプロキシサー

バーを使用しない設定になっている必要があります。「付録」の1

ページ以降を参照し、プロキシサーバーを使用しない設定になって

いることを確認した後に作業を行ってください。

  なお、ADSLモデムの設定後は従来どおりプロキシサーバーをご利

用いただけますので、以前の設定に戻してください。

(1) お使いのブラウザソフトを起動してアドレス欄に、

http://192.168.0.1/

と入力し、[Enter]キーを押します。

(2) [ネットワークパスワードの入力]画面が表示されるので、[ユー

ザー名]欄に[config]と入力し、[パスワード]欄は空白のまま、[OK]

ボタンをクリックします。

　　ADSLモデム(AtermDR30F/CE)の設定

(5) [設定をただちに反映する。]を選択し、左下の[実行]ボタンを

クリックします。

(6) [設定をセーブする]ボタンをクリックします。

4) [VPI/VCI]欄に[0][32]を、[PCR]欄に[11]を入力します。[カプセ

ル化]欄は[LLC]を選択します。

　[ログイン名]欄に[ログインID@mitene.or.jp]を、[パスワード]

欄に[ログインパスワード]を入力します。[認証方式]欄は[自動]を

選択し、[DNSアドレス設定]欄の[自動取得]のチェックを入れた後、

画面右上の[設定]ボタンをクリックします。

(3) ADSLモデムへのログインが成功すると、次のような設定画面

が表示されるので、画面左にある[PPPoA インタフェース]をクリッ

クします。
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(7) 画面左側にある[設定(保守)]項目内の[リブート]をクリック

します。

(8) [装置を再起動する]ボタンをクリックし、ADSLモデムを再起

動します。ADSLモデムのランプが点滅するので、ブラウザソフトを

終了して点滅が止まるまで待ちます。

　以上でADSLモデムの設定は完了です。ブラウザソフトを起動し

てホームページなどが参照できることを確認してください。
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(4) [クイック設定ウィザード(設定中)]画面が表示され、30秒ほ

ど待つと、下のように、[設定が完了しました]と表示されるので、

[OK]ボタンをクリックします。[ウィンドウは、表示中のWebページ

によって...]と表示されるので、[はい]をクリックします。

　ADSLモデム(AtermDR200シリーズ)の設定
(3) [クイック設定ウィザード]画面で、[設定パターン]欄の中の[設

定e]を選択します。[接続先名]には適当な接続名(例:mitene -adsl

など)を入力し、[ユーザー名]には[ログインID@mitene.or.jp]、[パ

スワード]欄には[ログインパスワード]を入力し、[設定]をクリック

します。

(2) [管理者パスワードの初期設定]画面が表示されるので、[パス

ワード]欄と[パスワード再入力]に適当なパスワード(ログインパス

ワードやメールパスワードとは異なります)を入力してください。

なお、ここで入力するパスワードはADSLモデムの設定画面を表示

する際に必要になりますので、忘れないようにメモをとるなどして

ください。

  パスワードを入力しましたら、[設定]ボタンをクリックします。

　以下の設定を行うには、お使いのブラウザソフトがプロキシサー

バーを使用しない設定になっている必要があります。「付録」1ペー

ジ以降を参照し、プロキシサーバーを使用しない設定になっている

ことを確認した後に作業を行ってください。

  なお、ADSLモデムの設定後は、従来どおりプロキシサーバーをご

利用いただけますので、以前の設定に戻してください。

　ここでは、AtermDR207Cの設定を紹介しています。

AtermDR202C/CE、204C、205Cの場合も設定方法は同じです。

(1) お使いのブラウザソフトを起動してアドレス欄に、

http://192.168.0.1/

■初期設定を行う場合

(5) 以上でADSLモデムの設定は完了です。本体前面の[POWER]ラ

ンプ、[LAN]ランプ、[LINE]ランプ、[PPP]ランプが点灯していること

を確認した後にブラウザソフトを起動して、ホームページなどが参

照できることを確認してください。

と入力し、[Enter]キーを押します。
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ADSLモデム(AtermDR200シリーズ)
■設定確認設定確認設定確認設定確認設定確認・・・・・変更を行う場合変更を行う場合変更を行う場合変更を行う場合変更を行う場合

　ここでは、AtermDR207Cを使用し設定確認・変更を行う場合
をWindowsXPの設定画面で紹介しています。

(1) (1) (1) (1) (1) お使いのブラウザソフトを起動してアドレス欄に、

(1) (1) (1) (1) (1) [クイック設定Web]画面の左側にある[基本設定]の（選択して
ください）をクリックしプルダウンメニューを表示します。

(2) (2) (2) (2) (2) プルダウンメニューの[基本設定]をクリックし、基本設定画
面が表示されたら[動作モード]が[PPPoA]となっていることを確
認してください。
（mitene・ADSLはPPPoAモードで動作します。他モードでは動作
しません。）

(3) (3) (3) (3) (3) プルダウンメニューの[接続先の選択設定]をクリックし、接
続先の選択設定画面を表示します。お客様の設定された接続先に
なっているか確認してください。

　基本設定

(2) (2) (2) (2) (2) モデムの設定を行うためのユーザ認証画面が表示されるので
[ユーザ名]欄には画面の指示とおり[admin]と入力し[パスワード]
欄にはADSLモデムの管理者パスワード※を入力してください。
 パスワードを入力しましたら、[OK]ボタンをクリックします。
※[管理者パスワード]については15ページの（2）をご覧くださ
い。

(3) (3) (3) (3) (3) ユーザ認証が完了し、正常にログインできるとADSLモデムの
[クイック設定Web]画面が表示されます。

http://192.168.0.1/

と入力し、[Enter]キーを押します。
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(4) (4) (4) (4) (4) プルダウンメニューの[ADSLモデム設定]をクリックし、
ADSLモデム設定画面を表示します。[カプセル化方式]は[LLC(LLC
Encapsulation)]、[送受信用PVCの VCI値]は[32]、[送受信用PVC
の VPI値]は[0]、[ラインモード※]は[自動モード]になっている
かを確認してください。
※DR207Cのみの機能です。

(5) (5) (5) (5) (5) プルダウンメニューの[接続先の設定]をクリックすると、接
続先設定画面が表示されます。

※画面内の【PPPキープアライブ】[LCP ECHO リトライ送信感間
隔 (秒)]、【拡張設定】[PING応答機能]はDR207Cのみの機能で
す。

(6)(6)(6)(6)(6)[設定]ボタンクリック後 [登録内容を更新しました.....]と
表示されるので、[登録]ボタンをクリックしてください。

(7) (7) (7) (7) (7) [....再起動します。よろしいですか。]と表示されるので、
[OK]ボタンをクリックします。

(8) (8) (8) (8) (8) [DIRECTSTARを再起動中です。......]と表示されるので、
[OK]ボタンをクリックします。

(1) (1) (1) (1) (1) トップページ左側にある[メンテナンス]の（選択してく
ださい）をクリックし、プルダウンメニューを表示します。

　メンテナンス

(9) (9) (9) (9) (9) [クイック設定Web]画面ウィンドウの[×]ボタンをクリック
して終了です。

変更を行った場合は、[設定]ボタンをクリックし、（6）へ進んでく
ださい。

以下の項目は画面に表示されている初期値になっているか確認し
ます。変更がなければ、ウィンドウの[×]ボタンをクリックして終
了です。

[ユーザ名]欄は[ログインID@mitene.or.jp]
[パスワード]欄は[ログインパスワード]
を入力してください。
※mitene・ADSLに接続するためのユーザ名、パスワードなどは弊
社から送付しているアカウント通知書をご覧ください。

[接続先の設定]欄には
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(1)本商品から電源ジャックを取りはずします。

( 2 ) 1 0 秒ほど待ってから、初期化スイッチを押しながら電源

ジャックを差し込みます。

※工場出荷時の設定に戻す場合、画面が表示しない場合は下記の

　手順で行うことができます。

いったん初期化を行うとそれまでに設定した値はすべて消去さ

れ、工事出荷状態に戻りますので、ご注意ください。

　設定初期化について

<設定値の初期化>

＊初期化スイッチは先の尖った物で押してください。

(POWERランプ以外のすべてのランプが点滅するまで押し続けてくだ

さい）

<管理者パスワードを忘れた場合>

初期化設定後、「管理者パスワードの初期設定」画面が表示され

るので、パスワードを設定してください。

(2) プルダウンメニューから[管理者パスワードの変更]をクリッ

クし、管理者パスワードの入力画面を表示します。現在使用して

いる管理者パスワードの変更が可能です。変更を行った場合は

[設定]ボタンをクリックしてください。

(6)再起動しましたら、再度初期設定を行ってください。

(4) [...工場出荷時の状態にもどします。よろしいですか]と表

示されましたら、[OK]ボタンをクリックします。

(5) [DIRECTSTARを再起動中です。.....]と表示されるので、

[OK]ボタンをクリックしてください。

(3) 工場出荷時の設定に戻す場合、[メンテナンス]のプルダウン

メニューから[設定値の初期化]を選択し、表示された画面内の

[工事出荷時設定に戻すボタン]をクリックします。

LINEランプ

PPPランプ

LANランプ

DATAランプ

POWERランプ

LINEランプが点滅を開始したら、初期化は完了です。

初期化スイッチ

電源ジャック
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　 プロキシサーバーの設定変更

  ルータタイプのADSLモデムの設定を行う場合、プロキシサー

バーを使用しない設定にする必要があります。以下に、ブラウザ

ソフトごとの設定変更方法を説明します。

  なお、設定が終了した後は、従来どおりプロキシサーバーを使

用することができます。

　 Windows

  インターネットエクスプローラ5.0以降

   (Internet Explorer 5.0以降)

(1) [スタート]メニューから[設定]→[コントロールパネル]を選

択し、[インターネットオプション]をダブルクリックします。

(2) [接続]タブをクリックし、[LANの設定]をクリックします。

(3) [設定を自動的に検出する]と[プロキシサーバーを使用する]

にチェックが入っている場合は、チェックをはずし、[OK]をクリッ

クします。手順(2)の画面に戻ったら、[OK]をクリックします。

(1) Outlook Expressを起動し、[ツール]メニューから[アカウン

ト]を選択します。

(2) [メール]タブをクリックし、設定内容を確認したいアカウン

トを選択した後、[プロパティ]ボタンをクリックします。

(3) [接続]タブをクリックし、[このアカウントには、次の接続を

使用する]にチェックが入っている場合は、チェックをはずして

[OK]ボタンをクリックします。

(4) インターネットアカウントの画面に戻ったら、[閉じる]ボタン

をクリックします。

　以上で接続先の確認・変更は完了です。

                 付      録

　 メールソフトの設定の確認

　Outlook Expressなどダイヤルアップ先を独自に設定できるメー

ルソフトをご利用の場合で、ADSL経由でメールの送受信を行うに

は、接続先の確認が必要になります。

　以下に、Outlook Express 5での設定を確認する手順を紹介し

ます。

　なお、メールを受信する際の接続先として、ADSL以外の(現在指

定している)接続先をそのまま利用する場合は、以下の作業は必要

ございません。

  Outlook Express 5での確認例
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   インターネットエクスプローラ4.0

   (Internet Explorer 4.0)

(1) [スタート]メニューから[設定]→[コントロールパネル]を選

択し、[インターネットオプション]をダブルクリックします。

(2) [接続]タブをクリックし、[プロキシサーバーを使用してイン

ターネットにアクセス]にチェックが入っている場合はチェックを

はずして[OK]をクリックします。

   ネットスケープコミュニケーター4.7

   (Netscape Communicator 4.7)

(1) Netscape Communicatorを起動し、[編集]メニューから[設定]

を選択します。

(2) 画面左側の[カテゴリ]で[詳細]の中の[プロキシ]を選択しま

す。

(3) [インターネットに直接接続する]を選択して[OK]をクリック

します。

(3) [インターネットに直接接続する]を選択して[OK]をクリック

します。

   ネットスケープ6/7

   (Netscape 6/7)

Netscape 6と7では、項目の位置が若干異なりますが、同じ手順

で設定できます。

（画像はNetscape 7のものです）

(1) Netscape を起動し、[編集]メニューから[設定]を選択しま

す。

(2) 画面左側の[カテゴリ]で[詳細]の中の[プロキシ]を選択しま

す。
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  　Mac OS 8.x/9.x

  Internet Explorer 5.0

(1) インターネットエクスプローラを起動し、[編集]メニューか

ら[初期設定]を選択します。

(2) 画面左側で[ネットワーク]の中の[プロキシ]を選択し、[Web

プロキシ]にチェックが入っている場合はチェックをはずします。

また、[Webプロキシと同じサーバーをすべてに使用する]にチェッ

クが入っている場合もチェックをはずし、[OK]ボタンをクリックし

ます。

(1) [スタート]メニューから[コントロールパネル]を選択しま

す。

(2) [ネットワークとインターネット接続]をクリックし、[イン

ターネットオプション]をクリックします。

(3) [接続]タブをクリックし、[LANの設定]をクリックします。

(4) [設定を自動的に検出する]にチェックが入っている場合は

チェックをはずします。[LANにプロキシサーバーを使用する...]

にチェックが入っている場合もチェックをはずし、[OK]ボタンを

クリックします。

(5) 手順(3)の画面に戻ったら、[OK]ボタンをクリックします。

  Windows XP
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