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■設定手順 

ご入会ありがとうございます。 

本書は、「K ブロードフォン」の設定を行うためのガイドです。 

 

以下の手順で設定することをお勧め致します。 

 

KCN 加入と同時に「K ブロードフォン」加入の場合のみ、はじめにパソコンの設定(KCN-Net 設定ガ

イドを参照)をしてください。 

 

手順(「AtermBR500V」の場合) 

① パソコン、VoIP TA(AtermBR500V)、電話機の接続    2 ページ 

② VoIP TA(AtermBR500V)の設定      6 ページ 

③ IP 電話の設定        9 ページ 
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Kブロード１、光１００メガ
■IP電話を使用する場合の接続方法（第2電話方式）
既設電話とは、別の電話機でIP電話を使用する場合

LANケーブル

LANケーブル

電話線

IP電話用
電話機

モジュラージャック

一般回線用
電話機

電話線

既設電話

パソコン

端末装置のEthernetポートの名称は
機器によって「Ethernet」、
「10/100Base-T」、「LAN」などと記載
されています。

LAN1

使用不可

端末装置の中には２つのEthernetのコネク
タ（接続口）が付いている機種があります。
その場合、必ず「LAN1」のコネクタにLANケ
ーブルを接続するようにしてください。
「LAN2」のコネクタではインターネット及びIP
電話は使用できません。

端末装置（PON、ケーブルモデム）

LAN2

Ethernet

端末装置との接続について
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Kブロード１、光１００メガ
■IP電話を使用する場合の接続方法（第1電話方式）
既設電話とIP電話を同じ電話機で使用する場合

電話線

モジュラジャック
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LANケーブル

LANケーブル
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電話機

パソコン

端末装置のEthernetポートの名称は
機器によって「Ethernet」、
「10/100Base-T」、「LAN」などと記載
されています。

LAN1

使用不可

端末装置の中には２つのEthernetのコネク
タ（接続口）が付いている機種があります。
その場合、必ず「LAN1」のコネクタにLANケ
ーブルを接続するようにしてください。
「LAN2」のコネクタではインターネット及びIP
電話は使用できません。

端末装置（PON、ケーブルモデム）

LAN2

Ethernet

端末装置との接続について
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Kブロード160、光300メガ、光１G
■IP電話を使用する場合の接続方法（第2電話方式）
既設電話とは、別の電話機でIP電話を使用する場合

LANケーブル
電話線

IP電話用
電話機

モジュラージャック

一般回線用
電話機

電話線

既設電話

パソコン

1000BASE-T対応スイッチングハブ

LANケーブル
※
LANケーブル

※
LANケーブル

※　エンハンスド・カテゴリ5以上のLANケーブル
　　　を使用してください。
　　　(「1000BASE-T対応」とあるもの)
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Kブロード160、光300メガ、光１G
■IP電話を使用する場合の接続方法（第1電話方式）
既設電話とIP電話を同じ電話機で使用する場合
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LANケーブル

※
LANケーブル

パソコン

1000BASE-T対応スイッチングハブ

電話線

電話線

電話機

モジュラジャック

LANケーブル
※
LANケーブル

※　エンハンスド・カテゴリ5以上のLANケーブル
　　　を使用してください。
　　　(「1000BASE-T対応」とあるもの)
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1．
ブラウザ(Internet Explorer, Netscapeなど)を起動して、アドレスのところに以下のURLを入力し、Enter
キーを押下していただくと、下記の画面が表示されます。

http://web.setup または http://192.168.0.1
注　「http://」はなくてもかまいません

2．
『管理者パスワードの初期設定』の画面が表示されたら、パスワードを入力し、パスワードを設定します。パスワード再入力
欄に入力後、【設定】ボタンをクリックします。
このパスワードは「AtermBR500V」を設定するためのものですのでKCNから指定するものではありません。一旦、設定後に
本パスワードをご不明になられてもKCNでは把握しておりませんのでご注意ください(万が一、忘れそうであれば弊社から
お客様にお知らせしている「あなたのID(ユーザー名)」のパスワードをご利用いただいても結構です)。

■「AtermBR500V」設定方法

「AtermBR500V」のPOWERのランプが緑色点灯していることをご確認ください。
パソコンの電源を入れて、起動してください。
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3．
『クイック設定ウィザード(接続設定)』の画面が表示されたら、【設定パターン】の中より【設定1】を選択し、【設定】をクリックし
ます。

4．
『クイック設定ウィザード(設定中)』の画面が表示されます。
終了するまで、30秒程お待ちください。
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5．
『設定が完了しました。』と表示されますので、【OK】をクリックします。

6．
『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。』と表示されます。
【はい(Y)】をクリックすると、ブラウザが閉じます。

POW
ER

W
AN

PPP

DATA

VoIP

7．
「AtermBR500V」のPOWER、WANのランプが点灯しましたら、IP電話の設定を行ってください。
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■「AtermBR500V」 IP電話の設定方法

1．
インターネットに接続した状態で、ブラウザのアドレス欄に次のＵＲＬを入力します。

URL http://www.kcn.jp/support/voip/

2．
『IP電話の設定』のページに転送されます。
次の項目を入力します。
【ユーザーID】・・・弊社からお客様にお知らせしている「あなたのID（ユーザー名）」
下記では#####としています。
【パスワード】・・・弊社からお客様にお知らせしている「あなたのID（ユーザー名）」のパスワード

「AtermBR500V」のIP電話設定を行う前に、インターネットに接続するための設定、確認を行ってください。

あなたのID（ユーザー名）及びパスワードは、KCN-Net登録
ご案内（薄紫色の用紙）をご覧下さい。

入力しましたら、【送信】をクリックします。
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3．
『ネットワークパスワードの入力』の画面が表示されます。
次の項目に入力します。
【ユーザー名(U)】・・・admin
【パスワード(P)】・・・ルータ管理用に設定したパスワード
入力しましたら、【OK】をクリックします。

注意 JAVAの設定をOFFにしている場合
自動的に設定できませんので、『IP電話設定』
の画面で【設定】をクリックします。

4．
『SIPダウンロード完了』の画面が表示されます。
ルータのVoIPランプが緑色に点灯すればIP電話を
使用できます。ブラウザを閉じてください。

以上で「AtermBR500V」 IP電話の設定方法は終
了です。
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電話のかけ方と使用上の注意
■IP電話から発信する場合（モデムのＶoＩＰランプは緑色です。）
「AtermBR500V」の電源が入っていることを確認してください。
（停電等によりルータの電源が入っていない場合は発着信できません。）

「AtermBR500V」のPOWER、WAN、VoIPのランプが緑色で点灯していることを確認
します。

ダイヤル後「プ、プ、プ、プ」のような音がし、その後呼び出し音がします。
電話機のACR（LCR）機能を設定している場合、IP電話が利用できません。電話機の
説明書に従って解除してください。
（ACR（LCR）機能を解除しなくても電話がかかる場合がありますが、その場合電話機
が自動的にＡＣＲ（ＬＣＲ）機能を働かせて電話をかけている状態です。ＩＰ電話網で
の発信にはなっておりませんのでご注意ください。）

IP電話で通話中、「AtermBR500V」のVoIPランプは緑色で点滅します。

第2電話として使用する場合（今までの電話機とは別にして使用する）

●ＩＰ電話にかける場合
通常通り受話器を上げて「050」よりダイヤルしてください。

●市内の一般電話にかける場合
市外局番からダイヤルしてください。

●市外の一般電話にかける場合
通常通り市外局番からダイヤルしてください。

●「110」、「119」へかける場合
IP電話から発信できません。今までお使いの電話機（一般回線）より発信してください。

●「0120」、「0570」、「0990」等の特別番号へかける場合
IP電話からは発信できません。今までお使いの電話機（一般回線）より発信してください。

■一般回線から発信する場合
今までお使いの電話機（一般回線）で今までどおりご利用ください。（通話料はご利用の電話会社より請求
されます。）

■使い方ガイド
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電話のかけ方と使用上の注意
■IP電話から発信する場合
「AtermBR500V」の電源が入っていることを確認してください。
（停電等によりモデムの電源が入っていない場合は、一般回線からの発信となり、通話
料はご利用の電話会社より請求されます。）

「AtermBR500V」のPOWER、WAN、VoIPのランプが緑色で点灯していることを確認しま
す。

ダイヤル後「プ、プ、プ、プ」と音がし、その後呼び出し音がします。

電話機のACR（LCR）機能を設定している場合、IP電話が利用できません。電話機の説
明書に従って解除してください。
（ACR（LCR）機能を解除しなくても電話がかかる場合がありますが、その場合電話機が
自動的にＡＣＲ（ＬＣＲ）機能を働かせて電話をかけている状態です。ＩＰ電話網での発
信にはなっておりませんのでご注意ください。）

IP電話で通話中、「AtermBR500V」のVoIPランプは緑色で点滅します。

今までの電話機と兼用して使用する場合

●ＩＰ電話にかける場合
通常通り受話器を上げて「050」よりダイヤルしてください。

●市内の一般電話にかける場合
市外局番からダイヤルしてください。

●市外の一般電話にかける場合
通常通り市外局番からダイヤルしてください。

●「110」、「119」へかける場合
一般回線での発信となりますが、通常通りダイヤルしてください。

●「0120」、「0570」、「0990」等の特別番号へかける場合
IP電話からは発信できません。一般回線からの発信となりますので、「0009」を付けてダイヤルして
ください。

■一般回線から発信する場合
ダイヤルする際に「0009」を付けてダイヤルしてください。今までどおり、通話料はご利用の電話会社より請
求されます。
ダイヤル後「カチッ」のような音がし、その後呼び出し音がします。
一般回線で通話中、「AtermBR500V」のVoIPランプは橙色で点滅します。
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Aさん
Bさん
IP電話

Cさん

通話中

発信

BさんのIP電話番号に発信 → 話中音が聞こえます
Bさんの一般電話番号に発信 → 呼び出し中の音が聞こえます

IP電話番号への着信 → 着信はわかりません
一般電話番号に着信 → 通話中着信音（「ププ・・・・・ププ・・・・・」）が聞こえます

※Aさん、Cさんの電話の種類(IP電話か一般電話)は関係ありません

Aさん
Bさん

一般電話

Cさん

通話中

発信

BさんのIP電話番号に発信 → 話中音が聞こえます
Bさんの一般電話番号に発信 → 話中音が聞こえます

IP電話番号への着信 → 着信はわかりません
一般電話番号に着信 → 着信はわかりません

※Aさん、Cさんの電話の種類(IP電話か一般電話)は関係ありません

1．
AさんとBさん(IP電話番号に電話)が通話中の場合の動作について

2．
AさんとBさん(一般電話番号に電話)が通話中の場合の動作について

■「AtermBR500V」を利用している場合の通話中の着信について

■「AtermBR500V」　VoIPランプ状態

VoIPランプの状態

緑点灯

緑点滅

赤点灯

橙点灯

橙点滅

説 明

IP電話を使用できます。

IP電話を使用中です。(約0.5秒間隔)

IP電話を使用できません。

「情報」- 「電話の状態と状態の変更」で［IP電話利用停止］が設
定されています。

加入電話(NTT等)で電話を使用中です。(約0.5秒間隔)

消灯 IP電話が設定されていません

PO
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DATA
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■「AtermBR500V」に関するお問い合わせ

インフォメーションサービス
メーカーへのお問い合わせは下記の通りです。

お問い合わせ前に、ルータに添付の冊子「AtermBR500V お使いになる前に」内「確認シート」をご記入ください。

この情報を元に内容をお伺いします。

Atermインフォメーションセンター

ナビダイヤル 0570-047110
お問い合わせ受付時間
午前9時～午後6時（月～金曜日）
午前9時～午後5時（土曜日）
（日・祝日、年末年始はお休みさせていただきます）
※上記番号をご利用いただけない場合は
   04-7185-8412(有料)をご利用ください。

「AtermBR500V」　サポート情報ページ
URL：http://www.aterm.jp/bb-support/500v/

機能詳細ガイド
URL：http://www.aterm.jp/function/500ref/ev/
※サポート情報ページ、機能詳細ガイドのURLは 2010年9月現在のものです。
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1．
インターネットに接続した状態で、ブラウザ
（InternetExplorer,Netscape等）より次のURLに接続
します。

2．
『ログイン』の画面が表示されます。
次の項目に入力します。

【電話番号】・・・050で始まるIP電話用電話番号
※「-（ハイフン）」なしの11桁の数字を半角文字で
入力してください。
例） 05012345678
【パスワード】・・・登録ご案内記載のIDパスワード
※半角文字で入力してください。
入力しましたら、【ログイン】をクリックします。
※入力を間違えるとエラー画面が表示されます。

※『エラー』画面
電話番号、パスワードを間違えて入力す
ると『エラー』の画面が表示されます。
【確認】をクリックすると項目2『ログイン』
の画面に戻りますので、もう一度登録ご
案内を確認し、ログインしてください。

https://cams.bai.ne.jp/voip/user/KCN

「s」が必要です 「KCN」は大文字

■通話料金の確認方法
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3．
正しくログイン認証が行われると
通話明細が表示されます。
確認が終わりましたら、
【ログアウト】をクリックします。

4．
『ログアウト』の画面が表示されます。
【確認】をクリックします。

項目2『ログイン』の画面に戻ります。

終了する場合は、右上の【×】をクリック
してください。

※『タイムアウト』画面
通話料金の確認画面にログイン後一定時間
操作を行わない場合、タイムアウトになります。
料金の確認が終わっていない場合は再度、
項目1からやり直してください。

※パスワード変更について
【パスワード変更】からパスワードの変更が可能です。変更後のパスワードはKCN側でわかりませんの
で、ご自身で管理して頂きますようお願いいたします。
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