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---   3   ---   

140301-14 

第１章 接続に必要な環境とパラメータの設定 
 

1-1 ダイアルアップＩＰ接続に必要な機器とソフトウエアの点検 

 
1-1-1 接続端末(コンピュータ等） 

 接続端末を用意します。接続端末とは、Macintoshまたは、Windows等のＯＳを搭載

するパーソナルコンピュータ (以下パソコンと呼ぶ)、またはインターネット接続のできる

ワープロ・家庭用ゲーム機・テレビなどです。 

 

1-1-2 通信装置 

 東国インターネットでは、ＮＴＴ等の電話会社の通信回線を通じて、インターネットの

ダイヤルアップＩＰ接続の一般的な通信手段である、Point-To-Point Protocol (PPP)

に基づいて通信を行うため、通信端末に接続できるモデム、またはターミナルアダプ

タ(TA)等が必要です。現在市販されているパソコンには通信装置を内蔵している機種

もあります。内蔵されていない場合、別途ご用意いただく必要があります。ご使用にな

る電話回線がアナログ回線（電話回線）の場合、非同期56Kbps以下の接続に対応し

たモデムをご用意下さい。またデジタル回線（INSネット64回線Bチャネル）をご使用の

場合、同期64Kに対応したものをご用意下さい。 

 

1-1-3 PPP接続用ソフトウエア 

 Windowsには、必要なドライバ・ソフトウエアはすべて入っています。 

 

1-1-4 その他 

 この他にインターネットを活用するために、ＷＷＷ閲覧用ブラウザ（Netscape、

Microsoft Internet Explorerなど）、メール閲覧用ソフト（Microsoft Outlook Express、

Postpetなど）等のソフトをご用意下さい。設定方法・使用方法につきましては、各ソフ

トの付属マニュアルまたは、メーカーに直接お問い合わせ下さい。 
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１－２ PPP接続のためのパラメータの設定 
ダイヤルアップＩＰ接続基本設定 

ログイン関連（オーセンティケーション関連） 

 接続アカウント及び接続パスワードについては、別紙「登録完了証」をご参照下さ

い。 

 

お客様のマシンのＩＰアドレス サーバから受け取ります
お客様のマシンのホスト名 任意
デフォルトゲートウェイ 特に設定する必要はありません
接続タイプ ＰＰＰ
ドメイン名 tohgoku.or.jp
DNS（ドメインネーム）サーバ 211.4.206.10

211.4.206.12
メールサーバー mail.tohgoku.or.jp
ＳＭＴＰ(送信)サーバ mail.tohgoku.or.jp
ＰＯＰ３(受信)サーバ mail.tohgoku.or.jp
ＷＷＷサーバ www.tohgoku.or.jp

通信設定関連
データビット 8ビット
ストップビット 1ビット
パリティ なし
フロー制御 ハードウエアフロー(RTS･CTS)
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２－１ 標準的な設定方法 
 インターネットの接続には、ＴＣＰ／ＩＰという通信手段を必要とします。さらに電話回

線や、ISDN回線で接続するにはＰＰＰ（Point to Point Protocol）という手段も必要で

す。Ｗｉｎｄｏｗｓ Meには、ＰＰＰが標準で用意されております。ここでは東国インター

ネットに接続するための手順をご説明いたします。 

 まず、別紙「ダイヤルアップＩＰ接続アカウント登録完了証」と「アクセスポイント一覧

表」をお手元にご用意下さい。「アクセスポイント一覧表」で、接続先アクセスポイント

（以下ＡＰといいます）を選択します（例えば前橋市から接続される場合ＡＰは前橋ＡＰ

を選択します。それ以外を選択する場合、電話会社に支払う通信料が割高となってし

まいますので注意しましょう）。 

第２章 インターネット接続のための設定例 

２－２ 新しい接続ウィザードによる設定方法 

『インターネットに接続する』を選択して『次へ』の

ボタンをクリックしてください。 

『接続を手動でセットアップする』を選択して

『次へ』のボタンをクリックしてください。 

左の画面が表示されたら、『次へ』のボタンをク

リックしてください。 

『スタートメニュー』 から  

『すべてのプログラム』=＞『アクセサリ』=＞『通信』=

＞『新しい接続ウィザード』 

を選択してください。 

『ダイヤルアップモデムを使用して接続する』を

選択して『次へ』のボタンをクリックしてくださ

い。 

クリックして下さい。 

クリックして下さい。 

クリックして下さい。 
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ISPの名前を入力します。任意の名前を付けてく

ださい。ここでは『東国インターネット』と入力して

あります。 

『次へ』のボタンをクリックしてください。 

アクセスポイントの電話番号を入力してください。 

電話番番号は別紙アクセスポイント一覧を参照してくだ

さい。 

半角になっていることを確認してください。（画面は前橋

の電話番号が入力しています。 

入力が終わったら『次へ』のボタンをクリックしてくださ

い。 

利用状況に応じてどちらかを選択してください。他

人に無断利用されない為には自分のみの選択を推

奨します。 

入力が終わったら『次へ』のボタンをクリックしてくだ

さい。 

『ユーザー名』…別紙「登録完了証」に記載されてい

る『接続アカウント』を入力してください。 

 

『パスワード  』…「登録完了証」に記載されている

『接続パスワード』を入力してください。 

入力が終わったら『次へ』のボタンをクリックしてくだ

さい。 

『完了』ボタンをクリックしてください。新しく『東国

インターネット』のアイコンが作成されています。 

 



---   7   ---   

140301-14 

『スタート』メニュー 『接続』より、接続アイコン『東国イン

ターネット』（任意の名前を使用した場合はその名前の

アイコンになります）を選択してください。 

『プロパティ』ボタンをクリックして下さい。 

インターネットプロトコル(TCP/IP) 

『プロパティ』ボタンをクリックして下さい。 

『Windowsログオンドメインを含め

る』のチェックがはずれていること

を確認して下さい 

『セキュリティで保護されてい

ないパスワードを許可する』が

選択されていることを確認して

ください。 

『詳細設定』タブをクリックして下さい 

『ネットワーク』タブをクリックして下さい 

『セキュリティ』タブをクリッ

クして下さい 

『オプション』タブ

をクリックして下さ

い 

すべて確認できたら『OK』ボタンをクリックして下さい。 

『東国インターネットへ接続』画面へ戻ります。 

『IPアドレスを自動的に取得する』、『DNSサーバーの

アドレスを自動的に取得する』にチェックをしてくださ

い。(推奨） 

『次のDNSサーバーのアドレスを使う』を選んだ場合

は優先DNSサーバーに、『211.4.206.10』を入力しま

す。 入力が終わったら『OK』ボタンを押して下さい。 
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『スタート』メニュー 『接続』より、接続アイコン『東国イン

ターネット』（任意の名前を使用した場合はその名前の

アイコンになります）を選択してください。 

設定を確認してすべて問題がなければ、『OK』をクリックしてください。 

『東国インターネットへ接続』画面へ戻ったら、『ダイヤル』ボタンをクリックして下

さい。インターネットへの接続が開始されます。 

『ダイヤル情報』ボタ

ンをクリックします 

<補足> 

ISDN 回線の場合は『トーン』になります。 

アナログ回線には「トーン」と「パルス」という種類があります。 

 

※トーンはいわゆるプッシュ回線になりますが、電話機によってはパルスでもトーンのように使用できるも

のもありますので詳しくはNTTでご確認ください 

『編 集』ボ タ ン を ク

リックしてください 

アクセスポイントへの接続が行われ、ユーザー名と

パスワードを認証します。認証が確認されると、接続

が許可されます。 

接続されると画面右下

のボックスにコンピュー

タが並んだアイコンが表

示されます。 

この状態でブラウザ

などをご利用頂けます。 

 

接続を終了する時は、切断ボタンをクリックします。 このアイコンをダブルクリックすると右の画面が表示されます。 

お使いの電話回線の種類を確認して下さい。 
国名／地域及び市外局番などを確認します。 
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３－１ メールアカウントの設定 
 ここでは、電子メールまたはＥ－Ｍａｉｌなどと呼ばれているメールの設定を解説いた

します。メールを利用するためのソフトにはいろいろな種類がありますが、その中で

もっとも一般的なMicrosoft Outlook Express 6 を例に解説していきます。 

 Outlook Expressを起動します。メニューバーの「ツール」から「アカウント」を選択しま

す。ウィンドウの右側にある追加ボタンをクリックし、メールを選択します。 

メールの設定を行う、インターネット接続ウィザードが起動します。 

任意の名前を入力します。 

 

ここに入力した文字列が、メールを送信

した時に送信者のメールアドレスに付加

されます。 

 

入力が終わったら『次へ』ボタンを押して

下さい。 

別紙登録完了証に記載されている、メール

アドレスを入力します。 

 

例） office@tohgoku.or.jp 
 

※このとき、文字を入力するモードが半角の小

文字になっていることを確認しましょう。全角ま

たは大文字では設定がうまく行かない場合があ

ります。 

入力が終わったら『次へ』ボタンを押して下

さい。 

受信メールサーバーの種類が「POP3」に

なっていることを確認します。 

 

受信メールサーバー 

mail.tohgoku.or.jp 

送信メールサーバー 

mail.tohgoku.or.jp 

 

入力が終わったら『次へ』ボタンを押して下

さい。 

第３章  メールの設定 
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別紙登録完了証に記載されている、

メールアカウントとパスワードを入力しま

す。 
 

※パスワードはセキュリティ上、入力しても

「＊」で表示されます。間違わないよう注意し

てください。また、パスワードを入力しない場

合、受信時に毎回パスワードを入力する必

要があります。 

入力が終わったら『次へ』ボタンを押して

下さい。 

これで設定が完了しました。 

 

『完了』ボタンを押して下さい。 
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