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1 安全上のご注意 

本機を正しくお使いいただくために以下の内容についてお読みください。 

 

 同梱している電源アダプターご利用ください。同梱の電源アダプター以外をご利用なった場合、

故障や動作不良、ノイズの原因となります。 

 同梱している外部電源（電源アダプター）をご使用になる前に、電圧をご確認ください。違っ

た電圧をお使いになると、火災や故障の原因になります。 

 電源コードは丁寧にお使いください。電源コードやプラグが正常に機能しない場合は、ご使用

を中止して下さい。火災や感電の危険性があります。 

 電話機を落下させたり、衝撃を与えたりしないでください。故障の原因になります。 

 この電話機は室内用です。直射日光が当たる場所に設置しないでください。また本機をカーペ

ットやクッションの上にも設置しないでください。故障の原因になります。 

 高温や氷点下の場所、また湿気の多い場所への設置は控えてください。 

 本機を濡らさないでください。 

 本機を分解しないでください。技術者以外の方が内部に触れると故障の原因になります。必要

な場合は販売元にご相談ください。火災、感電、故障の原因になります。 

 汚れを取る際は強い薬品などはお使いにならないでください。必要であればやわらかい布を用

いて、水で薄めた洗剤などでふき取ってください。 

 落雷が起きた場合は電源プラグに触れないでください。感電の原因になります。 

 風通しの悪いところに本機を設置しないでください。事故が起きるような場所に設置しないで

ください。本機を使用する前に、事故につながるような配線や設置をしないように気を付けてくだ

さい。 
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2 概説 

X3 はオフィスやご自宅でご利用されている従来型のアナログ電話機に置き換わる新しいインター

ネット世代の電話機です。従来の一般加入電話網と比較すると、IP電話は複雑ではありますが、よ

り高機能な通信方法です。X3 では一般の方が専門的な知識が無くてもご利用頂けるシンプルなイン

ターフェースをご用意しました。 

 

X3 は二回線に対応。各回線にそれぞれ IP 電話サービスを設定することができます。ユーザーは受

信と発信をどちらの回線からも使用することができます。X3は一回線、二回線の両方で二つの着信

を受けることにも対応しています。二回線同時に着信があった場合、三者通話も可能であり、個別

に対応することもできます。 

 

次世代の電話機である X3 は従来の電話機の機能のほかに複数のユーザーへの対応ができます。X3

は 5人までのユーザー登録ができます。各ユーザーアカウントは独立した設定、電話帳、通話履歴

などの管理ができます。ユーザー間の切換えはとても簡単にできます。各ユーザーのコード（PIN）

を設定することにより、本機へのセキュリティーの強化も可能です。 

 

新しく開発された X3の電話帳機能は使い勝手の良さが特徴です。グループ設定、閲覧のしやすさ、

クラウド機能が付いた電話帳など、多彩な機能を搭載しています。また、X3はコンピューターやス

マートフォンと同様に OS のアップグレードが容易にできます。X3 は次世代電話機として、常に進

化し改善を続けていきます。 

 

X3は進化した次世代電話機としてデザインされたコンセプトのもとに開発されているので、ユーザ

ーマニュアルが必要ないほど簡単に使用することができますが、すべての機能について理解された

い方のために、このマニュアルは作成されました。新しいソフトウエアバージョンにアップデート

された場合は X3 ソフトウエアバージョンのヘルプガイドをご参照ください。Fanvil のサイトから

もマニュアルはダウンロードできます。ご質問などがありましたら、Fanvilの代理店へご連絡くだ

さい。 



 
<文档标题> 

 

11 

 

3 取り付け 

 3.1 PoE、電源アダプターの使い方 

X3(以下、X3 を「本機」と表記します)には、AC アダプターによるものと、PoE(802.3af Class1 で

規定されている Power over Eternet方式)によるものと、二種類の電源供給方法があります。(PoE

は X3Pのみ対応。) 

 

PoE電源は省スペースで、消費電力も抑えることができます。PoEを使用することにより、本機はデ

ータ通信をするイーサネットケーブルを活用し、従来型の PSTN電話機のように、イーサネットケー

ブルからの電源で作動します。 

 

PoE 対応機器をお持ちでない場合は従来型の電源アダプターをご利用できます。本機が PoE スイッ

チと電源アダプターへ同時に接続されている場合、電源アダプターが優先的に使われ、PoE 電源は

停電などの際のバックアップとして使われます。 

 

Fanvil純正電源アダプターをご利用いただき、本機にあったスペックの PoEをご利用ください。 
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 3.2 机と壁への設置の方法 

本機は机上型または壁かけ型として設置することができます。 

机上型としてご利用の場合、以下の設置方法をご覧ください。 

 

 

図 1 机上への設置方法 

 

壁への設置方法については以下の方法をご覧ください。 

 

 

図 2 壁へ設置する場合のハンドセットの置き方 
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図 3 壁への設置方法 

 

電源アダプター、ネットワーク、PC、ハンドセット、及びヘッドセットは以下の図のように接続し

てください。 

 

 

図 4 本機への接続方法 

注意！X3P モデルでは電源アダプターはオプションです。 
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4 基本的な電話機の使い方 

 4.1 ボタン 

 

 

図 5 キーパッドの名称と機能 

 

上記の図はキーパッドの配置について示しています。それぞれのキーごとに機能が違いますので、

使い方と各ボタンの機能について上図を参照してください。 

 

ボタンによる操作には 1.5 秒程度の長押しが必要になる場合があります。 

 ソフトメニューボタン：4 つのボタンはディスプレイ上で表示されるソフトメニューに対応し

ています。 

 テンキー：12個のテンキーは通常の電話を掛ける際と同じ機能ですが、長押しをすることによ

って別の操作ができます。 
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 1 キー：長押しでボイスメッセージにつながります。（参照：6.5 ボイスメッセージ） 

 3 キー：長押しでヘルプ機能が起動します。（参照：4.3 表示画面） 

 0 キー：ユーザー設定を起動します。（参照：9.1 ユーザー設定） 

 #キー：長押しで電話機のロックがかかります。（参照：9.2 PINコードによるアクセス制

限の設定） 

 上下ボタン：上下ボタンを押すことで選択中の項目を移動できます。 

 ラインキー：ラインキーでラインの選択、長押しで設定をすることができます。 

 リダイヤル／長押しで発信履歴：「リダイヤル」を選択して最後にかけた電話番号にダイヤルす

ることができます。長押しするとコール履歴を閲覧するショートカットになります。 

 ハンズフリースピーカー／ヘッドセット：ハンズフリーもしくはスピーカーフォンの切り替え

ができます。また、長押しで、スピーカーとヘッドセットの切り替えができます。（参照：4.2 ハ

ンドセット、ハンズフリースピーカー及びヘッドセットの使い方） 

 ボリュームを下げる／左ボタン：待ち受け、着信中に着信音調整画面で音量を下げることがで

きます。また、このボタンでそのほかの設定や入力画面、カーソルを左の方向に動かすことができ

ます。 

 ミュート（消音）：通話中にこのボタンで消音することができます。 

 ボリュームを上げる／右ボタン：待ち受け、着信中に着信音調整画面で音量を上げることがで

きます。また、このボタンでそのほかの設定や入力画面、カーソルを右の方向に動かすことができ

ます。 

 

 4.2 ハンドセット、ハンズフリースピーカー及びヘッドセットの使い方 

 ハンドセットの使い方 

ハンドセットを使用する場合、ハンドセットを持ち上げてからダイヤルをするか、ダイヤルをして

からハンドセットを持ち上げてください。スピーカーまたはヘッドセットが起動中にハンドセット

へ切り替える場合、ハンドセットを持ち上げてください。 

 ハンズフリースピーカーの使い方 

ハンズフリースピーカーを使用する場合、ハンズフリーボタンを選択してからダイヤルをするか、

ダイヤルをしてからハンズフリーボタンを選択してください。ハンドセットからスピーカーに切り

替える場合、ハンドセットが起動中にハンズフリーボタンを選択してください。 

 ヘッドセットの使い方 

デフォルトでヘッドセットを使用する際、ハンズフリーボタンを長押ししてヘッドセット機能を起

動してください。ハンドセット、ハンズフリースピーカーと同様に、ダイヤルはヘッドセットを起

動する前でも後でもご使用できます。 

デフォルトの音声機能の設定からヘッドセットが先に起動するように変更をすることができます。
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（参照：8.15 電話機／音声） 

 スピーカーとヘッドセットの切り替え 

スピーカーとヘッドセットの切り替えをする場合、ハンズフリーボタンを長押ししてください。 

 回線ボタンの使い方 

ラインキーで指定した回線で通話することができます。ハンドセットを持ち上げるとハンドセット

で通話になり、ハンドセットを持ち上げない場合はスピーカーまたはヘッドセットで通話ができま

す。 

 4.3 表示画面 

 

 

 

 

図 6．は電話機のデフォルトの待ち受け画面表示の例です。①部分は本機のステータスと情報、ま

たはデータの閲覧と編集のための情報を表示しています。②部分は本機の操作やステータスの変更

をするためのソフトウエアメニューボタン（以下、ソフトボタンと表記）です。 

 

デフォルトの待ち受け画面はデフォルトの回線とボイスメッセージ、不在着信、自動応答、着信拒

否(DND)、ロック機能、ネットワークへの接続状況の使用可能な機能の設定内容を示します。ハンド

セットの上げ下げでデフォルト画面に戻ることができます。 

 

アイコンの表記の詳細は付録Ⅱ アイコンの表記をご覧いただくか、電話機の 3 キーまたはソフト

ボタンの ヘルプを長押しすることによってアイコンを表示することができます。 

 

画面に表示しきれない長さの記載がある場合、スクロールバーでリストや複数の行にわたる内容を

確認できます。ナビゲーターキーの長押しで、リストや項目を早いスピードで確認できます。 

図 6 画面のレイアウト／待ち受けの初期画面 
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 4.4 Web設定画面 

WEBブラウザ（Internet Explorer など）上で電話機の IPアドレスを入力することにより電話機の

管理や操作ができます。電話機本機の IP アドレスはソフトメニューボタン 「information」を

選択、または、2 のキーを長押しして取得して下さい。 

 

 

図 8 本機の IPアドレスの取得 

図 7 縦のスクロールバー 
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Webブラウザを起動し、本機の IPアドレスを入力し、Web設定ページを開きます。 

 

 

図 9 Web設定画面のログインページ 

 

Web 設定画面のログインページにユーザー名とパスワードを入力してください。デフォルトのユー

ザーネームとパスワードは両方とも「admin」になっています。Web設定画面のご利用方法の詳細は

8. Web設定画面を参照してください。 
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5 セットアップ 

電話の発信と着信の設定をするために、本機にネットワーク設定と 1回線以上の IP 電話回線が設定

されている必要があります。 

 

本機が初めて起動する際、設定ウィザードが開始します。VoIP技術の上級ユーザーは本機を Web設

定画面上、もしくは複数台の機器の操作をするための自動管理システムで設定することができます。 

 

 5.1 設定ウィザード 

設定ウィザードは本機が初めて起動されたときに自動的に始まります。設定ウィザードから待ち受

け画面に戻したい場合はソフトメニューの 「戻る」を選択してください。再度、設定ウィザー

ドを起動する場合は、待ち受け画面の 「設定」を選択し、 「設定ウィザード」を起動して

ください。 

 

設定ウィザードでは、ソフトメニューの 「ヘルプ」を選択して各設定とアイコンを表示するこ

とができます。 

 

デフォルトから設定をカスタマイズする場合、 「編集」を選択して、画面の設定画面に進むか、

「次へ」を選択して次に進んでください。 

 

設定画面で複数個所のを設定する場合、上下のボタンで設定できます。設定を完了する場合は 

「OK」で保存してください。 

 

「次へ」ボタン、 「前へ」ボタンで、設定画面を進めたり、戻すことができます。 
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ステップ 1．言語の設定 

デフォルトではは英語の表記になっています。 「編集」を選択して言語を変更することができ

ます。 「OK」で変更した言語を保存してください。 

注意！1．1ｘは英語のみのサポートになっています。ソフトウエアバージョンの更新をすると、他

言語の設定ができます。 

 

表示言語の設定後、 「次へ」を選択して次の設定ができます。 

 

 

図 10 設定ウィザード／言語の設定 

 

ステップ 2．ネットワークの設定 

DHCP、固定 IP、及び PPPoEの 3種類のネットワーク接続方法があります。 「編集」を選択して、

接続に必要な情報を入力し、接続方法を変更し 「OK」ボタンで保存することができます。保存

ができたら、 「次へ」を選択して、次の設定に進むか、 「前へ」を選択して必要な項目の

設定ができます。 

 

 

図 11 設定ウィザード／ネットワークの設定 

 

ステップ 3．Line1のサービス設定 

ここでは、ウィザードが Line1の IP電話の設定を行います。電話事業者、プライベートサーバー、

以下で説明する手動の設定方法の 3つの方法があります。 
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図 12 設定ウィザード／Line1の設定 

 

 電話事業者 

「電話事業者」オプションは電話事業者から提供されるユーザー名、電話番号、及びアカウント PIN

コードを入力するだけで、回線の設定ができます。本機が電話事業者のサーバーに接続し、認証し

ます。認証されると、アカウントが使用できます。 

 

 

図 13 電話事業者による Line1の設定 

 

 

図 14 電話事業者の選択 
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図 15 認証ユーザー名の入力 

 

 

図 16 認証パスワードの入力 

 

注意！「電話事業者」オプションは 1.1xでは試験的に行っています。アップデートを行って、最

新のプロバイダー情報を取得してください。 

 

 プライベートサーバー 

新しい電話事業者の情報は最新のプロバイダーリストに反映されていないことがあります。「プライ

ベートサーバー」オプションを選択し、サーバーのアドレス、ユーザー名、及びパスワードを入力

して設定をすることができます。設定後は「電話事業者」オプションでの手順で設定を行うことが

できます。 

 

 

図 17 プライベートサーバー経由の Line1の設定 
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図 18 プライベートサーバーアドレスの入力 

 

 

図 19 ユーザーアカウントと電話番号の入力 

 

 

図 20 アカウントパスワードの入力 

 

 手動設定 

手動で回線の各パラメーターを設定する手順について説明します（参照：5.3 回線の設定）。通常

の IP電話サービスでは、サーバーアドレス、アカウントユーザー名、及びパスワードが必要になり

ます。その他のパラメーターの設定の変更には Authentication Name、表示名、サーバーポート、

ドメインと Realm、及びアウトバウンドプロキシ、など、「詳細」を選択して変更をすることができ

ます。 
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図 21 手動設定の選択 

設定の終了後、 「OK」を選択して保存し、次の設定に進んでください。 

 

ステップ 4．ユーザーPINコードの設定 

このステップでは、ユーザーPINコードでセキュリティーの設定ができます。（参照：9.2 PINコ

ードによるアクセス制限の設定） 

 

制限の設定が不要の場合、このステップを省略、または、PINコードを未入力のままにしてくださ

い。本機へのログインなしでユーザーアカウントまたは回線の設定ができます。 

 

図 22 設定ウィザード／ユーザーPINコードの設定 

ステップ 5．設定の保存 

これで本機のすべての基本設定が終了です。設定した内容を保存するか、必要であれば前画面に戻

って設定の変更ができます。 

 

図 23 設定ウィザード／終了 
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 5.2 ネットワーク設定 

本機は IPネットワーク接続を通して作動します。従来型の電話システムのような有線の回線スイッ

チの技術ではなく、IP 機器は IP アドレス経由でネットワークやデータの交換をパケット通信で行

うことができます。 

 

本機を有効にするには、ネットワークパラメーターの設定が必要です。ネットワークパラメーター

の設定には待ち受け画面よりネットワーク設定画面で行ってください。（ソフトメニュー 「設

定」→ 「電話機の設定」→ 「ネットワーク設定」） 

注意！「ネットワークに接続されていません」のアイコン がディスプレイ上で点滅する場合、

ネットワークケーブルが本機のネットワークポートに正しく接続されていないことを表します。本

機がケーブル、ネットワークスイッチ、ルーター、またはモデムに正しく接続されているか確認し

てください。 

 

3通りの IP設定モードと IP アドレスの取得方法 

 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)：DHCP サーバーによるネットワークの自動設定

モードについてです。手動での設定の必要はありません。すべてのパラメーターの設定は DHCPサー

バーで行われ、本機に反映されます。こちらの設定方法をおすすめします。 

 固定 IP設定：このオプションは IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、

及び DNSサーバーの各 IPパラメーターを手動で行うための方法です。オフィスの IT管理者にご確

認ください。 

 PPPoE：このオプションは本機をブロードバンドモデム、またはルーター接続の設定をするユー

ザーによって設定されます。PPPoE の接続を確立するために、電話事業者から割り振られたユーザ

ー名とパスワードを設定する必要があります。 

 

初期状態では本機は DHCPに設定されています。 

 5.3 回線の設定 

電話サービスが正常に作動するように回線は正しく接続してください。モバイル電話の SIMカード

と同様、本機は電話事業者とアカウント情報が登録と認証に使われます。本機の設定が完了すると、

サーバーアドレスとユーザー認証が構成の情報として保存され登録が完了します。 

 

手動での回線設定は、回線設定の画面上のラインキーを長押しするか、待ち受け画面より、メニュ

ーボタンの 「設定」→ 「回線の設定」→ 「回線１設定」／ 「回線２設定」で設

定ができます。 
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注意！ユーザー設定に PIN コードを設定した場合、正しい PINコードを入力して回線設定を行って

ください。 

 

回線を使用する場合「有効」、回線の使用を停止する場合は「無効」を選択してください。 

回線の有効と無効の設定は右向きと左向きの矢印で切り替えてください。 

 

図 24 回線使用の有効と無効 

 

電話事業者から割り振られたパラメーターも設定してください。その他のパラメーターと画面は以

下の図で示しています。 

 

図 25 電話事業者の選択と電話事業者のプロビジョニンング 

（参照：5.1 設定ウィザード／ステップ 3） 

 

 

図 26 SIPプロキシサーバーアドレスの設定 
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図 27 認証ユーザー名の設定 

 

 

図 28 認証パスワードの設定 

 

その他のオプション設定はソフトメニューボタンの 「編集」を選択して設定をしてください。 

 

 

図 29 Lineオプションの詳細 

 

 

図 30 表示名の設定 
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図 31 認証ユーザー名の設定 

 

 

図 32 領域の設定 

 

 

図 33 SIPプロキシサーバーポートの設定 

 

 

図 34 アウトバンドプロキシアドレスの設定 
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図 35 アウトバウンドプロキシポートの設定 

 

 

図 36 STUNの有効と無効 

 

 

図 37 rport有効と無効 

 

注意！ 電話機からは、STUN の有効/無効の変更のみ設定ができます。STUNサーバーアドレスの変

更は本機の Web設定画面で行ってください（参照：8.13 Line／一般設定）。 
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6 電話機の使い方 

 6.1 電話の発信方法 

 デフォルト回線 

本機では二回線を使用できます。二回線の設定が完了していれば、両方の回線で電話の着信と発信

ができます。デフォルト回線が発信時に使用され、画面の左上の部分に現在の回線が表示されます。

デフォルト回線は、上下ボタンナビゲーターで二つの回線の切り替えをすることができます。 

 

図 38 デフォルト回線 

 

 電話番号のダイヤル方法 

 番号を直接入力する。 

 電話番号を電話帳から選択（参照：6.2 電話帳の使用方法） 

 クラウド上の電話帳から電話番号を選択（参照：6.3 クラウド上の電話帳の使用方法） 

 通話履歴から電話番号を選択（参照：6.4 通話履歴） 

 リダイヤル機能を利用 

 

 番号を入力してから発信 

通話をする相手の番号をダイヤルしてください。番号の入力中、電話帳と通話履歴の番号からダイ

ヤル先の候補の番号リストが表示されます。本機は自動で電話帳、通話履歴の番号を検索し、番号

のリストを表示します。このマッチング機能でリストアップされた番号を上下ボタンで選択して通

話をすることができます。電話番号の入力後、ソフトメニューの 「OK」ボタンを選択、もしく

は、ハンドフリーボタンを選択してスピーカーまたはハンドセットから通話が可能です。また、回

線キーを使って希望する回線で発信することもできます。 
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図 39 番号を入力してから発信 

 

 ハンドセットを上げてからの発信方法 

ハンドセットを上げる、もしくはハンズフリーボタンを押してください。その後電話番号をダイヤ

ルし、 「OK」ボタン、またはラインキーで発信してください。一定時間が経過すると、「OK」ボ

タンやラインキーを選択しなくても現在選択中の回線でダイヤルされた番号へ発信します。 

 

 

図 40 ハンドセットを上げてからダイヤル 

 

注意！ダイヤル直後に #⃣キーを選択して発信する場合、Web 設定画面からログインして「電話機の

設定」→「機能」→「一般設定」に進み、「＃キーで発信する」に✓を入れてください。 

 

 通話の取り消し 

呼び出し中、 「Cancel」を選択、もしくはハンドセットを置くか、ハンズフリーボタンを選択

して回線を閉じることにより取り消すことができます。 

 

 

 

 図 41 遠隔者への発信 
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 電話の受信 

電話の着信の際、以下のように表示されます。 

 

 

 

ハンドセットを上げて通話するか、ハンズフリーボタンを選択、または、 「OK」を選択して通

話ができます。受信を拒否する場合は 「Cancel」を選択してください。 

 

 通話 

通話中、以下のようにディスプレイが表示されます。 

 

 

図 43 通話モード画面 

 

 通話デバイス：ハンドセット、スピーカー、またはヘッドセットのうち、通話で使用中の機器

を示します。 

 通信クオリティー：3つのバーで通信クオリティーを表示します。3－良好、2－標準、1－不良、

0－不通 

 通話の相手：登録名、もしくは番号の表示 

 現在の時間：日付と時間の表示 

 使用中の回線：使用中の回線番号の表示 

 通話時間：通話時間の表示 

 

 保留／再開 

「Hold」を選択して保留、 「Resume」で通話の再開ができます。 

図 42 着信画面 
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図 44．保留画面 

 

 通話の終了 

通話の切断はハンドセットをハンドセットに戻すか、ハンズフリーボタンを押して通話を切断する

ことができます。 

 6.1.1 二回線同時の発着信方法 

本機は二回線の同時通話が可能です。一つの回線を使用中に、使用中の回線又は、もう一方の回線

で応答と発信が可能です。 

 

 他の回線での受信 

通話中に着信がある場合、画面上に表示され、通話中に受信した回線と通話することができます。

この場合、スピーカーから着信音は鳴りませんが、ハンドセットに着信を示す音が流れ、赤色 LED

ランプが点滅します。通常の受信と同様、着信拒否の選択をすることもできます。割り込みでの着

信を受けた場合、通話中の相手は自動で保留になります。 

 

 他の回線での発信 

二回線目の回線での発信は 「発信」のボタンを選択してデフォルト回線又は使用したい回線を

選択して発信することができます。別の方法では、電話帳または通話履歴を閲覧し、選択した番号

への通話ができます。この方法で通話をする場合、利用中の回線での通話は自動で保留になります。 

 

 電話の切り替え方法 

電話の切り替えをする際、以下のようにディスプレイに表示されます。 

図 44 保留画面 
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電話の取次ぎをする際、各回線の電波状況が表示されます。通話中の回線を切り替えたい場合、

「hold」を選択します。 

 

 通話の終了  

通話を切断、若しくは、 「終話」を選択し、取次ぎをした回線を切断できます。切断すると、

もう一方の回線の保留に切り替わり、 「再開」を選択して通話を再開することができます。 

 

 6.1.2 三者通話（電話会議）の開始と解除方法 

「三者通話」を選択して三者通話をすることができます。三者通話を終了する場合は 「三

者通話解除」を選択して三者通話を解除することができます。 

 

1. 三者通話を行う一人目をダイヤルし呼び出します。 

2. 一人目が応答後、使用していないもう一方の回線で、二人目へダイヤルし呼び出してください。 

3. 二人目が応答してから 「三者通話」を選択し三者通話が開始されます。 

4. 三者通話を終了する場合は 「三者通話解除」を選択し、三者通話を終了します。 

  

 

 

図 46．電話会 

 6.1.3 通話転送 

電話を転送するには、2つの方法があります。 

図 45 切り替え画面 

図 46 三者通話 
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 保留転送 

保留転送は、転送先へ回線を取り次ぐ場合、転送先が電話に出てから取次ぎを行います。 

 

1. 着信を受け、使用していないもう一つの回線で発信を行い、 「通話転送」を選択し、転送

をします。転送する回線には保留音が流れ、保留の状態になります。 

2. 転送先の電話番号をダイヤルし、発信してください。 

3. 転送先へ回線を繋ぎ応答してから、 「通話転送」を選択し、転送する回線を転送先へ繋ぎ

ます。 

 

 ブラインド転送 

発信者と通話中の状態で 「通話転送」を選択し、転送先の番号をダイヤルします。転送先のダ

イヤルし、呼び出した後は電話を切断し、転送先へ直接電話を転送させます。 

 

1. 着信を受け、 「通話転送」を選択し、転送先の番号をダイヤルしてください。 

2. 着信側には保留音が流れ、転送先では呼び出し音が鳴ります。 

3. 転送先にダイヤルして呼び出した後、ハンドセットを置き、電話を切断してください。 

注意！この方法は着信を転送する方法と同様です。転送先の相手が電話に出れば繋がりますが、転

送先が通話中や、不在拒否をした場合は転送されません。 

 

 電話会議中の転送 

電話会議中に退出する場合、 「通話転送」を選択して残りの二名の回線のみを繋げ、通話を終

了してください。二名が継続して通話をすることができます。 

 

 6.1.4 続状況の確認 

6.1電話の発信方法にあるように、本機が通話モードになっている場合、定期的に遅延、ジッター、

及び不通になった音声の伝送状況を反映させた通話接続状況をディスプレイ上に示します。接続状

況が悪い場合、他の手段で電話を掛けるなどの判断をすることができます。 

 –良好 

 –普通 

 –不安定 

 –不通 



 
<文档标题> 

 

36 

 

 6.2 電話帳の使用方法 

電話帳で連絡先の管理や、登録された連絡先に電話帳から直接ダイヤルをすることができます。デ

フォルトの待ち受け画面または通話画面で 「電話帳」を選択すると電話帳を開くことができま

す。 

 

デフォルトでは電話帳に情報は入っていません。手動で連絡先を電話帳に追加するか、通話履歴や

クラウド上にある電話帳をインポートすることができます。インポートの方法については次のセク

ションで説明いたします。 

 

注意！本機一台で最大 500件まで登録できます。各ユーザーアカウントで制限に違いはありません。 

 

 

図 47 連絡先未登録 

 

電話帳の連絡先はアルファベット順に並べられ、ナビゲーターキーを上下に動かして登録情報を閲

覧できます。ナビゲーターキーを長押して速くスクロールさせる事により、登録先を素早く検索で

きます。選択している連絡先はインジケーターで示されます。編集モードを開いて登録先の情報を

確認することもできます。 

 

 

図 48．電話帳の閲覧 

 

図 48 電話帳の閲覧 
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 6.2.1 連絡先の追加／編集／削除 

「連絡先を新規作成」を選択して連絡先の追加の画面を開き、連絡先を追加することができま

す。 

 

 連絡先の氏名 

 電話番号 1 

 電話番号 2 

 電話番号 3 

 着信音 

 連絡先クループ 

 

 

図 49 連絡先を新規作成 

 

「Edit」を選択して編集ができます。 

 

連絡先を削除する場合、インジケーターを削除する連絡先に合わせて、 「Delete」ボタンを選

択し、 「Yes」を選択して実行します。 

 

 6.2.2 連絡先グループの追加／編集／削除 

電話帳の画面の 「連絡先グループ」を選択して連絡先のグループを開きます。 

初期設定では、連絡先グループのリストの中にダイヤルした連絡先「Recently Dialed Contacts 

(RDC)」が連絡先グループとして情報が自動で蓄積されています。 

注意！RDCは編集や削除ができません。 

 

ユーザーが設定してした連絡先グループはグループ名の編集、連絡先グループ内の連絡先の追加や

削除、連絡先グループの追加や削除ができます。 
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「Add」を選択し、グループを追加 

「Delete」を選択し、グループを削除 

「Edit」を選択し、グループの編集 

 

 

図 50 連絡先グループリスト 

 

 6.2.2 連絡先グループ内の閲覧／追加／削除 

連絡先クループ内で閲覧したい連絡先グループリストを 「OK」で選択して確認できます。 

 

 

図 51 連絡先グループの閲覧 

 

連絡先グループを閲覧する際、 「Select」ボタンを選択し、連絡先グループ管理画面を開き、

連絡先の追加と削除ができます。追加または削除後は、  [OK]で保存してください。 

 

図 52 連絡先グループ内の追加と削除 
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 6.3 クラウド電話帳の使用方法 

クラウドサーバーから電話帳を本機にダウンロードすることにより、連絡先の情報を一つ一つ入力

する手間が省けます。また、個人の携帯電話の電話帳と Fanvilクラウド電話帳と提供予定のアプリ

を同期する際にも便利な機能です。 

注意！クラウド電話帳の作成とクラウド電話帳サーバーの設定は「X3 管理者ガイド」を参照して

ください。 

注意！クラウド電話帳は最新の電話帳の情報を取得するために利用時に毎回一時的にダウンロー

ドされますが、ネットワーク状況により、ダウンロードに数秒かかることがあります。そのため、

頻繁に連絡する電話番号は本機へ直接、保存することをおすすめします。 

クラウド電話帳リストを開くには、電話帳画面の 「クラウド電話帳」を選択、または、待ち受

け画面の 「電話帳」ボタンを長押ししてください。 

 

 

図 53 クラウド電話帳リスト 

 

 6.3.1 クラウド電話帳の設定 

クラウド電話帳には XML電話帳が保存されている URLで 8つまで設定できます。URLは HTTP/HTTPs、

FTP プロトコルの認証または、非認証に基づいています。認証が必要な場合はユーザー名とパスワ

ードの設定が必要です。 

 

クラウド電話帳を設定するために、次の情報を入力してください。 

 電話帳の名前（必須） 

 電話帳の URL（必須） 

 ログインユーザー名（任意） 

 ログインパスワード（任意） 
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図 54 クラウド電話帳の設定 

 

 6.3.2 クラウド電話帳を開く 

クラウド電話帳のディスプレイ内で、 「OK」を選択し、クラウド電話帳を開くと、ダウンロー

ドが開始します。ダウンロードに時間がかかる場合、 「Cancel」を選択すると、ダウンロード

を中止します。ダウンロードに失敗した場合は警告メッセージの指示が表示されます。 

 

クラウド電話帳がダウンロードされると、連絡先リストが表示され、ローカルに保存されている電

話番号に発信する際と同様の操作で発信できます。 「Add to Phonebook」でクラウド上の連絡

先を電話機の電話帳に追加できます。 

 

 

図 55 クラウド電話帳のダウンロード 

 

 

図 56 クラウド電話帳内の連絡先の閲覧 
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 6.4 通話履歴 

最大で 300件の通話履歴が保存でき、ソフトメニューの 「通話履歴」で着信、発信、及び不在

着信履歴を確認できます。 

 

通話履歴には受発信と不在着信、氏名と電話番号、及び通話時間が表示されます。 

 

詳細情報は 「詳細」を選択し、次の画面で 「ダイヤル番号」を選択、または、 「追加」

を選択し、通話履歴番号を保存できます。 

 

「削除」を選択し、通話履歴を削除、 「削除」の長押しで、すべての履歴を削除できます。 

 

 

 

「フィルタ」を選択して通話履歴をフィルタできます。 

 

 -不在着信履歴 

 -着信履歴 

 -発信履歴 

 -すべての履歴 

図 57 通話履歴 
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図 58 通話履歴のフィルタ 

 

 6.5 ボイスメッセージ 

 

ボイスメッセージ機能がサポートされている場合、サーバーにボイスメッセージを受信できます。

ボイスメッセージが保存されると、サーバーから新しいボイスメッセージの通知が待ち受け画面に

表示されます。 

 

 

 

図 59．新規ボイスメッセージの表示 

 

 -Line 1に新しいボイスメッセージがあります 

 -Line 2に新しいボイスメッセージがあります 

 -Line 1と Line 2に新しいボイスメッセージがあります 

 

ボイスメッセージの検索には、ボイスメッセージの番号設定が必要です。ボイスメッセージの番号

設定がされると、ボイスメッセージ画面の 「ボイスメッセージを再生」を選択、または、1 を

長押ししてデフォルト回線のボイスメッセージを検索できます。 

注意！ 「ボイスメッセージを再生」はボイスメッセージが保存されてから表示されます。 

 

 

図 59 新規ボイスメッセージの表示 
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本機がデフォルトの待ち受けモードの場合、 

 「次のページ」を選択し、 「ボイスメッセージを再生」を表示してください。 

 「ボイスメッセージを再生」を選択してメッセージ設定画面を開き、上下のナビゲーター

キーで設定したい回線を選択してください。 

 「編集」を選択し、ボイスメッセージナンバーを編集できます。編集ができたら、 「OK」

を選択して保存してください。 

 

 

 

 

 

図 61 ボイスメッセージのナンバーの設定 

 

 6.6 着信拒否（DND） 

着信拒否(DND)の機能を使い、受信中の電話も含め、回線ごとに着信拒否ができます。 

 

デフォルトの待ち受け画面で Line1と Line2の着信拒否の設定は、 

 ソフトボタンの 「次のページ」を選択し、 「着信拒否(DND)」を表示してください。 

 「着信拒否(DND)」を選択し、画面に Line1と Line2の着信拒否のアイコン を表示して

ください。 

 もう一度 「着信拒否(DND)」を選択すると回線 1と回線 2の着信拒否が解除され、 の表

示が消えます。 

図 60 ボイスメッセージの画面 
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図 62 Line1と Line2 の着信拒否 

 

片方の回線のみを着信拒否にする場合、回線の設定で着信拒否の設定ができます。 

 

 L1 または L2 の回線キーを長押しすると回線の設定画面を表示できます。 

注意！PINコードがある場合は、まず PINコードを入力してから回線の設定をしてください。 

 

 上向きナビゲーターキーを二回押すと、設定画面の下から二番目の選択肢にある「着信拒否」

が表示されます。 

 「選択する」を選択し、着信拒否の設定と解除ができます。設定後、 「OK」を選択し、

変更を保存して下さい。 

 設定した Line1の着信拒否  または Line2の着信拒否  のアイコンが表示されます。 

 

 

図 63 Line1の着信拒否設定 

 

図 64 Line2の着信拒否設定 
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 6.7 自動応答 

キャッチフォン以外の着信に対して自動応答の設定ができます。回線ごとに自動応答の設定ができ

ます。 

 

デフォルト待ち受け画面上で二回線を同時に自動応答の設定をするには、 

1. ソフトボタンの 「次のページ」で 「自動応答」を表示してください。 

2. 「自動応答」を選択すると二回線が自動応答になるアイコン、  が表示されます。 

3. 再度 「自動応答」を選択すると二回線の自動応答の表示  が消えます。 

4. デフォルトでは着信して 5秒経過すると自動応答が起動します。 

 

図 65 二回線の自動応答設定 

一回線のみ自動応答の設定をする場合や応答時間の設定をする場合、回線設定で自動応答の設定が

できます。 

1. L1 または L2 を長押して、回線設定の画面を表示することができます。 

注意！PINコードがある場合は PINコードを入力してから回線設定の編集をしてください。 

 

2. 上向きのナビゲーターキーを一回押すと、設定画面の一番下の選択肢にある「自動応答設定」

が表示されます。 

3. 左右のナビゲーターキーを選択、または、ソフトメニューの 「左」、 「右」の操作で

自動応答オプションを選択できます。選択後、  「OK」で保存してください。 

4. 「Line1の自動応答が有効」、 「Line 2の自動応答が有効」の表示で設定の確認ができます。 

 

図 66 Line1の自動応答設定 
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 6.8 着信転送 

特定の電話番号に着信転送することができます。回線ごとに着信転送先の設定もできます。 

 

転送には 3つの方法があります。 

 無条件着信転送：設定した番号へすべての着信を転送します。 

 通話中の着信転送：通話中の場合、設定した番号への転送ができます。 

 無応答の場合の着信転送：一定時間が過ぎても応答できない場合、設定した番号へ転送されま

す。 

 

デフォルト待ち受け画面で着信転送の設定をする場合、 

1. ソフトボタンの 「次のページ」で 「着信転送」を表示してください。 

2. 上下のナビゲーションボタンで設定したい回線を選択してください。 

3. 「編集」で着信転送の設定をします。 

4. 上下のナビゲーターキーで着信転送のタイプを選択し必要であれば 「編集」で着信転送先

の番号と転送されるまでの待ち時間の設定をしてください。 

5. 上下のナビゲーターキーで設定のパラメーターを確認し、必要な情報を入力してください。設

定が完了したら 「OK」で変更を保存してください。 

 

図 68 着信転送する回線の選択 

 

図 67 Line2の自動応答設定 
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図 69 着信転送設定タイプの選択 

 

 

図 70 着信転送の開始 

 

 

図 71 着信転送先の番号の設定 

 

 

図 72 着信転送されるまでの応答時間の設定 
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7 電話機の設定 

 7.1 音量の設定 

デフォルトの待ち画面上で、 

1. ソフトボタン 「次のページ」で 「設定」を表示します。 

2. 「設定」を選択し、 「電話機の設定」から 「音量調整」を表示してください。 

3. 「音量調整」を選択し、上下のナビゲーターキーで音量を選択し、 「左」または 「右」

で音量を調節してください。 

4. 「OK」で調節した音量を保存します。 

 

 7.2 着信音の選択と着信音設定 

デフォルトの待ち受け画面上で、 

1. ソフトボタンの 「次のページ」で 「設定」を表示します。 

2. 「設定」を選択し、 「電話機の設定」から 「着信音設定」を表示します。 

3. 「着信音設定」を選択し、左右のナビゲーターキーで着信音の種類を選択してください。 

4. 「OK」で設定を保存してください。 

 

 7.3 液晶画面の明るさの調整 

デフォルトの待ち受け画面で、 

1. ソフトボタンの 「次のページ」で 「設定」を表示します。 

2. 「設定」を選択し、 「電話機の設定」から 「画面のコントラスト」を表示します。 

3. 「画面のコントラスト」を選択し、上下のナビゲーターキーで明るさの調整をしてください。 

4. 「OK」で設定を保存してください。 

 

 7.4 日付と時刻の設定 

デフォルトの待ち受け画面で、 

1. ソフトボタンの 「次のページ」で 「設定」を表示します。 

2. 「設定」を選択し、 「電話機の設定」から 「日時設定」を表示します。 

3. 「日時設定」を選択し、上下のナビゲーターキーで日付と時刻の設定をし、 「OK」で保存

してください。 
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表 1 時間設定のパラメーター 

パラメーター 説明 

SNTPを有効にする SNTP プロトコル経由でネットワークの時間を同

期させる。デフォルトでは有効に設定されてい

ます。 

SNTPサーバー SNTPサーバーアドレス 

12時間表示を有効にする 12時間表示で時間が表示されます。 

タイムゾーン タイムゾーンの選択 

表示形式 以下から表示形式の選択ができます。 

 1 JAN, MON 

 1 JAN, Monday 

 JAN 1, MON 

 JAN 1, Monday 

 MON, 1 JAN 

 Monday, 1 JAN 

 MON, JAN 1 

 Monday, JAN 1 

 DD-MM-YY 

 DD-MM-YYYY 

 MM-DD-YY 

 MM-DD-YYYY 

 YY-MM-DD 

 YYYY-MM-DD 

Date Delimiter 区切りの選択 

時間 現在の時間を以下の形式で設定 

hh:mm:ss. Hh=00~23, mm=00~59, ss=00~59 

 7.5 電話機の再起動 

デフォルトの待ち受け画面で下記の操作を行います。 

1. ソフトボタンの 「次のページ」で 「設定」を表示します。 

2. ソフトボタンの 「次のページ」で 「設定」を表示し、 「電話機の再起動」を表

示します。 

3. 「電話機の再起動」を選択すると、「システムが再起動されます！」と表示されます。 

4. 「OK」で実行、または、 「キャンセル」で中止してください。 
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 7.6 出荷時の設定に戻す 

デフォルトの待ち受け画面で、 

1. ソフトボタンの 「次のページ」で 「設定」を表示します。 

2. 「設定」で 「次のページ」を表示し、 「工場出荷時の設定にリセットする」ボタンを

表示します。 

3.  「工場出荷時の設定にリセットする」ボタンを選択すると、「すべてのデータが失われま

す！」と警告が表示されます。 

4. 「OK」ボタンで実行し、または 「キャンセル」で中止してください。 

注意！管理者権限でユーザーPIN コードがある場合、PIN コードを入力してから初期化してくださ

い。 
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8 Web 設定画面 

 8.1 Web設定画面認証とユーザー権限 

本機の設定やユーザー設定は本機の Web設定画面からユーザー名とパスワードでログインして設定

することができます。 

 

管理者とユーザーの二つのタイプのユーザー権限があります（9.1ユーザー設定を参照）。管理者権

限では Web設定画面上ですべての設定ができます。ユーザー特権での設定は制限されています。 

 

表 2 Web 設定画面上での管理者とユーザーのアクセスの範囲 

Web 設定画面 管理者 ユーザー 

システム／情報 ✓ ✓ 

システム／ユーザー設定 ✓ パスワードの入力で変更可能 

システム／設定 ✓ 設定不可 

システム／アップグレード ✓ ✓ 

システム／自動設定 ✓ 設定不可 

システム／ツール ✓ ✓ 

ネットワーク／基本 ✓ ✓ 

ネットワーク／詳細 ✓ 設定不可 

ネットワーク／VPN ✓ OpenVPN認証のアップロード不可 

回線／Line1 ✓ ✓ 

回線／Line2 ✓ ✓ 

回線／一般設定 ✓ STUN設定のみ変更可能 

電話機の設定／機能 ✓ 設定不可 

電話機の設定／オーディオ ✓ ✓ 

電話／時間／日付 ✓ ✓ 

電話帳／連絡先 ✓ ✓ 

電話帳／クラウド電話帳 ✓ ✓ 

電話帳／ブラックリスト ✓ ✓ 

電話帳／詳細 ✓ ✓ 

通話履歴 ✓ ✓ 

ヘルプ ✓ ✓ 



 
<文档标题> 

 

52 

 

本機にログイン中のユーザーアカウントのみサイトへのログインが可能です。他のユーザーが Web

設定画面上で本機にログインすると、「ログイン中のユーザーまたは管理者のみアクセスできま

す！」と表示され、ログイン画面に戻ります。 

 

管理者権限のユーザーがサイトにログインした場合、他のユーザーがログインすると自動的にログ

アウトされ、管理者権限のユーザーのアカウントでのログインを要求されます。「本機のユーザーで

はありません。再ログインしますか？」と表示されます。「継続」を選択するとログアウトされ、ロ

グイン画面に切り替わります。ログアウトしない場合は「戻る」を選択してください。 

 

サイトへのログイン中に他のアカウントに切り替えた場合、「別のユーザーが本機にログインしまし

た。もう一度ログインしてください」と、Web設定画面上にログイン画面が現れます。 

 

 8.2 インターネット通話 

本機からの受発信だけではなく、Web設定画面上からも受発信ができます。 

 

インターネット電話はヘッドセットを利用するユーザーに適しています。Web 設定画面上のタイト

ルの部分にある「ダイヤル」ボタンをクリックするか、電話帳の連絡先をクリックするか、通話履

歴の番号をクリックすることで発信することができます。また、「応答」ボタンをクリックすると受

信できます。通話が終了すると、「切断」ボタンで通話を終了することができます。Web設定画面上

では本機に触れることなく操作することができます。 

 

注意！インターネット通話は１回線目のみ発信ができます。二回線目の発信や着信を取ることはで

きません。 
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図 74 インターネット通話、電話番号の入力と回線の選択 

 

 8.3 システム／インフォメーション 

Web 設定画面上の「システム」メニューの「情報」タブで取得できる本機のシステム情報は以下の

通りです。 

 

 モデル名 

 ハードウエアバージョン 

 ソフトウエアバージョン 

 起動時間：システムの起動開始からの経過時間 

 前回の起動時間：前回のシステムの起動時間とネットワークステータスのサマリー 

 

図 73 インターネット通話の操作 
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また、以下のネットワークステータスのサマリーも参照できます。 

 ネットワーク方式 

 MACアドレス 

 IPアドレス 

 サブネットマスク 

 デフォルトゲートウェイ 

 

 8.4 システム／ユーザー設定 

Web設定画面上で認証パスワードの変更ができます。 

また、管理者権限ユーザーはユーザーアカウントの追加と削除、特権の割り振り、及び新規アカウ

ントのパスワードの設定ができます。 

 

 8.5 システム／設定 

管理者権限ユーザーは本機の設定のエクスポートやインポート、本機の初期化をサイト上で操作で

きます。 

 

 8.6 システム／アップグレード 

クラウドサーバー上でソフトウエアバージョンの自動更新を行うことができます。本機からクラウ

ドサーバーへの接続ができない場合、手動でソフトウエアバージョンのダウンロードやアップグレ

ードができます。 

 

 8.7 システム／自動設定 

IT管理者や電話事業者が多くの機器を同時に管理する場合、自動設定の機能を利用ください。自動

設定の詳細は“X3 Administration Guide”をお読みください。 

 

 8.8 システム／ツール 

「ツール」メニューは電話機に問題が発生した場合、解決の手助けをする機能を提供します。詳細

は 10 トラブルシューティングを参照してください。 
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 8.9 ネットワーク／基本設定 

ネットワークの接続タイプとパラメーターは Web設定画面上で設定することができます。 

 

 8.10 ネットワーク／詳細設定 

本機のパフォーマンス向上させるために、IT管理者はネットワークの詳細設定を行うことができま

す。設定については“X3 Administration Guide”でご確認ください。 

 

 8.11 ネットワーク／VPN 

Web設定画面上で VPN接続の設定をすることができます。9.3VPNの項目で詳細についてご確認くだ

さい。 

 8.12 Line／Line 1・Line 2 

回線の設定は Web設定画面上で設定することができます。 

表 3 Web 設定画面上での管理者とユーザーのアクセスの範囲 

パラメーター 解説 

基本設定 

回線ステータス 最新の回線状況の確認はサイト上で再読み込み

をしてください。 

ユーザー名 本機のアカウントのユーザー名を入力してくだ

さい。 

表示名 コールリクエストがあった際に表示される名称

を入力します。 

認証ユーザー名 サービスアカウントの認証ユーザー名を入力し

てください。 

認証パスワード サービスアカウントの認証パスワードを入力し

てください。 

SIPプロキシサーバーアドレス SIPプロキシサーバーの IPアドレスまたは FQDN

アドレスを入力してください。 

SIPプロキシサーバーポート SIP プロキシサーバーポートを入力してくださ

い。初期設定では 5060になっています。 

アウトバウンドプロキシアドレス 電話事業者から割り振られたアウトバウンドプ
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ロキシサーバーの IP アドレスまたは FQDN アド

レスを入力してください。 

アウトバウンドプロキシポート アウトバウンドプロキシポートの番号を入力し

てください。初期設定では 5060になっています。 

領域 電話事業者から要求がある場合、SIPドメインを

入力して下ください。 

有効にする チェックを付けることで回線のレジストを有効

にします。 

コーデック設定 リスト内のプロキシを追加または削除をしてプ

ロキシとコーデックの有効性を設定 

詳細設定 

無条件着信転送 無条件着信転送は、すべての着信が特定の番号

に転送されます。 

無条件着信転送先の電話番号 無条件着信転送先の電話番号を設定してくださ

い。 

通話中の着信転送 通話時に着信がある場合、設定された電話番号

へ着信転送されます。 

通話中の着信転送先の電話番号 通話時設定された番号へ着信転送されます。 

不在着信時の着信転送 設定した応答時間内に着信した電話に出られな

い場合、着信された電話は着信転送されます。 

不在着信時の転送先番号 電話に出られない場合の着信転送先の番号の設

定 

不在着信時に転送されるまでの時間 電話に出られない場合の転送までの応答時間の

設定 

ホットラインを有効にする ホットラインの設定は、ハンドセットを上げる

か、ハンズフリースピーカー又はヘッドセット

の起動をして、回線が開いている状態でホット

ラインの番号にダイヤルし呼び出してくださ

い。 

ホットライン番号 ホットライン番号の設定 

自動応答を有効にする 自動応答の起動は設定した応答時間以上経過し

た場合起動します。 

自動応答までの時間 電話機が自動応答するまでの時間を設定しま

す。 
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ボイスメッセージの受信表示 サーバーに新規ボイスメッセージが保存された

場合、サーバーから本機にボイスメッセージ受

信のサインが出ます。 

ボイスメッセージ番号 ボイスメッセージの検索の番号を設定する 

ボイスメッセージ受信表示の周期 ボイスメッセージの受信のお知らせ表示の設定 

DND（着信拒否）を有効にする 着信拒否(DND)を有効にすると、有効にした回線

のすべての受信の着信が拒否されます。 

非通知着信を拒否 すべての非通知受信が着信拒否になります。 

割り込み通話に 182で応答 通話中の着信に対しステータス コード 182を返

します。 

非通知表示方式 非通知着信への設定 

表示名の引用符 表示名の表示に引用符をつけるかどうかの設定 

着信音のタイプ 回線の着信音設定 

会議タイプ 電話会議の設定 

ローカル：本機本体で電話会議の設定をすると 2

回線までの遠隔者と通話ができます。 

サーバー：サーバー上の会議室にダイヤルして

電話会議の設定ができます。 

サーバー会議番号 サーバー上で会議電話の設定がされている場

合、会議室のナンバーを設定できます。 

転送タイムアウト 通話転送の起動までの時間の設定 

シングルコーディック応答 設定がされていると、受信リクエストにシング

ルコーディックが起動します。 

無条件着信転送を有効にするコード フィーチャーコードの設定がされている場合、

本機でこのセクションの機能を対応できません

が、サーバーでの対応は可能です。この機能を

有効にするために、各フィーチャーコードが無

効になるための番号をダイヤルして、本機から

サーバーにフィーチャーコードを送信します。 

DND（着信拒否）有効 サーバーにフィーチャーコードをダイヤルして

設定します。 

DND（着信拒否）無効 サーバーにフィーチャーコードをダイヤルして

設定します。 

無条件着信転送を有効にする サーバーにフィーチャーコードをダイヤルして
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設定します。 

無条件の着信転送を無効にする サーバーにフィーチャーコードをダイヤルして

設定します。 

通話中の着信転送を有効にする サーバーにフィーチャーコードをダイヤルして

設定します。 

通話中の着信転送を無効にする サーバーにフィーチャーコードをダイヤルして

設定します。 

不在着信時の転送を有効にする サーバーにフィーチャーコードをダイヤルして

設定します。 

不在着信時の転送を無効にする サーバーにフィーチャーコードをダイヤルして

設定します。 

非通知着信拒否を有効にする サーバーにフィーチャーコードをダイヤルして

設定 

非通知着信拒否を無効にする サーバーにフィーチャーコードをダイヤルして

設定 

特定のサーバータイプ 特定のサーバータイプで回線を連携するための

設定。“X3 Administration Guide”で詳細をご

確認ください。 

レジスタ間隔 SIP の有効期限の設定 

VPNの使用 VPN 経路の設定 

URIに変換 全角文字を%hh 16進表記に変換 

DTMFタイプ 回線を使うために DTMFコードを設定 

DTMF SIP INFOモード 「＊」と「＃」、または「10」と「11」を送信し

て SIP INFOモードを設定 

転送プロトコル SIP送信をするために TCPまたは UDPを使って回

線を設定 

SIPバージョン SIP のバージョンを設定 

DNS SRVを有効にする プロキシサーバー上のサービスリストの FQDNを

解決するための DNS SRV を使うために回線を設

定 

キープアライブのタイプ ダミーUDPまたは SIPオプションパケットの NAT

ピンホール使用のための回線設定 

キープアライブ周期 アライブパケット送信の間隔の設定 

セッションタイマーを有効にする セッションタイマーを再読み込みし、通話終了
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の回線を設定します。タイムアウト期間の後、

新規のコールセッションタイマーの設定をして

いない場合、コールセッションは終了します。 

セッションタイムアウト セッションタイマーのタイムアウト時間の設定 

Rportを有効にする 回線に SIPヘッダーの rportを追加 

PRACKを有効にする 回線に PRACK SIPメッセージのサポートを設定 

認証の保持 認証パラメーターを保持する 

STUNの使用 NAT横断のためのSTUNの使用を回線に設定する。 

SIP暗号化 SIP 伝送の暗号化の設定 

SIP暗号化キー SIP 暗号化のパスを設定する。 

RTP暗号化 RTP 伝送の暗号化の設定 

RTP暗号化キー RTP 暗号化のパスの設定 

 

 8.13 Line／一般設定 

Lineの一般設定 

 

表 4 Web上での Line の一般設定 

パラメーター 解説 

SIP設定 

ローカル SIPポート SIPメッセージのためのSIPローカルポート設定 

登録失敗時の再試行サイクル 設定失敗時の SIP設定の再試行の設定 

STUN設定 

サーバーアドレス STUNサーバーアドレスの設定 

サーバーポート STUNサーバーポートの設定。初期設定では 3471 

バインド期間 NAT ピンホール解放のための STUN バインド期間

の設定 

SIP待ち時間 SIP メッセージを送信する前の STUN バインドの

タイムアウトを設定 

TLS許可ファイル SIP伝送の暗号化を使用するためのTLS許可ファ

イルのアップロードまたは削除 
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 8.14 電話／特徴 

電話機能の設定 

 

通常の設定 

 

表 5 Web上での電話機の設定 

パラメーター 解説 

割り込み通話を有効にする。 割り込み通話を受信するまで数秒の間隔をあけ

る。初期設定では有効。 

#キーで送信する 末尾に #キーをダイヤルして設定を有効にす

る。ダイヤルの際、末尾に #を使う場合はこの

機能を無効にしてください。 

アクティブ URIソース IPの制限 特定の IPアドレスから有効 URIコマンドを有効

化するための設定 

注意！この機能は本機の管理に使用されます。

詳細は“X3 Administration Guide”を参照して

ください。 

インターコムを有効にする インターコムが有効の場合、特定のディレイの

後、SIPヘッダーのアラートインフォの指示で本

機は呼び出しを受信します。 

通話中の DTMFトーン再生 受信の際、TMFトーンがなります。初期設定では

有効。 

ダイヤル時の DTMFトーン再生 発信の際、TMFトーンがなります。初期設定では

有効。 

発信者番号表示優先 発信者番号表示の設定をします。初期設定では

電話帳、遠隔発信者番号（ディスプレイネーム）、

番号（SIP URI）の順で設定されています。 

DND応答コード DND の着信拒否の際の SIP 応答コードを設定す

る。 

通話中応答コード 通話中の SIP応答コードの設定 

拒否応答コード 着信拒否の SIP応答コードの設定 
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アクション URL 

注意！アクション URL 本機が IPPBX システムで送信されるときに使われます。詳細は“X3 

Administration Guide”を参照してください。 

 

発信の制限 

管理者権限では発信番号の制限ができます。この設定では、本機を使用するすべてのユーザーに適

用されます。 

 

編集テキストボックスに番号を入力し、「Add」ボタンを選択して制限する番号を追加できます。制

限する番号をリストから削除する場合は、ドロップボックスから番号を選択し、「Delete」ボタンで

削除できます。 

 8.15 電話／音声 

オーディオ設定の変更 

表 6 Web上でのオーディオ設定 

パラメーター 解説 

標準トーン 呼び出し音、ダイヤルトーン、通話中音、折り

返し着信音の設定 

デフォルトの着信音 着信音の初期設定。番号通知時の着信音の設定

がない場合、初期設定時の着信音が鳴ります。 

ヘッドセット着信音量 1～9 の間でヘッドセットの着信音設定ができま

す。 

ヘッドセット音量 1～9 の間でヘッドセットの音量の設定ができま

す。 

ハンズフリーボタンを押したとき、ヘッドセッ

トでの応答を優先する 

この項目を選択すると、ハンズフリーボタンを

選択した場合、本機はヘッドセット オーディオ

チャンネルが起動します。また、ハンズフリー

ボタンを長押しで、スピーカーフォンモードに

切り替えて本機側で通話することができます。 

スピーカー音量のオフセット ハンズフリースピーカーの音量の設定をしま

す。音量が最大に設定されている場合、ノイズ

やエコーが聞こえることがあります。 

DTMFペイロードタイプ 96～127 の値で DTMF ペイロードタイプの設定が

できます。 
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VADを有効にする 音声区間検出法を有効にした際、ノイズキャン

セラーで帯域幅を保存します。 

 8.16 電話／日付／時刻 

このページで本機の日時設定ができます。 

表 7 Web上での時刻／日付の設定 

パラメーター 説明 

ネットワークタイムサーバー設定 

SNTP経由で時刻を同期する SNTPプロトコルを通して時刻の同期を有効化 

DHCP経由で時刻を同期する DHCPプロトコルを通して時刻の同期を有効化 

プライマリータイムサーバー プライマリータイムサーバーアドレスの設定 

セカンダリータイムサーバー セカンダリータイムサーバーアドレスの設定。

プライマリーサーバーに接続できない場合、本

機はセカンダリータイムサーバーに接続して時

刻を同期します。 

タイムゾーン タイムゾーンの選択 

再同期の周期 タイムサーバーへの再同期 

12時間表示 12時間表示設定 

日付フォーマット 時刻と日付の表示設定 

サマータイム設定 

有効にする サマータイムの有効化 

オフセット サマータイム開始時の時刻のずれ 

開始の月 サマータイム開始の月 

開始の週 サマータイム開始の週 

開始の曜日 サマータイム開始の曜日 

開始の時刻 サマータイム開始の時刻 

開始の分 サマータイム開始の分 

終了の月 サマータイム終了の月 

終了の週 サマータイム終了の週 

終了の曜日 サマータイム終了の曜日 

終了の時刻 サマータイム終了の時刻 

終了の分 サマータイム終了の分 
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 8.17 電話帳／連絡先 

電話帳の連絡先の追加、削除、編集方法についての説明です。連絡先は名氏名、電話番号でソート

して閲覧ができます。 

 

連絡先を追加する場合、追加する連絡先の情報を入力し、「Add」を選択します。右向きの矢印で連

絡先グループを追加、左向きの矢印で削除できます。 

 

連絡先を編集する場合、連絡先のチェックボックスをクリックして、編集ボックス内にコピーしま

す。編集後は「Modify」ボタンを選択して修正します。 

 

連絡先を削除する場合、削除したい連絡先のチェックボックをクリックして「Delete」ボタンまた

は「全削除」ボタンを選択してください。 

選択した連絡先をグループに追加する場合は連絡先リストの末尾のプルダウンのオプションで「Add 

to Group」を選択し、連絡先のチェックボックスにグループに追加したい連絡先を選択して「Add to 

Group」で連絡先を追加してください。 

 

同様にして、複数のユーザーを選択して「Black List」ボタンを選択すると、ブラックリスト一覧

に追加することができます。 

 

 8.18 電話帳／クラウド電話帳 

クラウド電話帳はFTPまたはHTTP/HTTPsプロトコルを通してクラウドサーバーから連絡先リストを

同期することができます。 

 

クラウド電話帳名と URLを設定して、同期することができます。クラウドサーバーが認証を要求す

る場合は、ユーザー名とパスワードを入力してください。 

 

注意！クラウド電話帳の作成とクラウド電話帳のサーバーの設定については“X3 Administration 

Guide”を参照してください。 

 

注意！クラウド電話帳は一時的にダウンロードされます。随時、最新の情報がダウンロードされて

いるかご確認ください。重要な連絡先は本機に直接保存すると、ダウンロードする時間を短縮する

ことができます。 

 



 
<文档标题> 

 

64 

 

 8.19 電話帳／ブラックリスト 

ブラックリストに電話番号を追加するとブラックリストから電話番号を解除しない限り、特定の電

話番号を自動的に着信拒否することができます。 

 

特定の電話番号を追加して着信拒否の設定、電話番号の接頭辞を登録し、同じ接頭辞の番号すべて

を着信拒否することもできます。 

 

 8.20 電話帳／詳細 

使用中の電話帳を xml、csv、又は vcf形式でパソコン上に保存することができます。 

 

xml、csv、又は vcf形式で電話帳をインポートすることができます。 

 

注意！同じ電話帳を複数回インポートすると、同じ内容の複数の電話帳を保存してしまいます。 

 

操作画面上で新規グループの追加、または既存のグループの削除ができます。連絡先グループを削

除しても個別の連絡先を削除したことにはなりません。 

 

 8.21 通話履歴 

操作画面上の通話履歴を時間、発信者番号、連絡先名前、デュレーション、または回線ごと、また、

通話タイプのプルダウンメニューより、「着信」、「発信履歴」、「不在着信履歴」の項目ごとに並び替

えて通話履歴の閲覧することができます。 

 

通話情報は電話帳やブラックリストに保存、また電話番号をクリックして webコールをすることが

できます。 

 

 8.22 ヘルプ／スクリーンメニュー 

スクリーンメニューのタブではスクリーンメニューの構造（付録Ⅰ ディスプレイメニュー系図）

を表記しています。 

 

注意！電話機のディスプレイ上では画面の大きさの都合上、表示ができないので Fanvil のサイト

上でご確認ください。本機がインターネットに接続されていない場合、このページを開いても画面
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には表示されません。 

 8.13 ヘルプ／アイコンの説明 

Web ページ上ですべてのアイコンの閲覧ができます。また、付録Ⅱ アイコンの表記でも確認がで

きます。アイコンをクリックすると、アイコンの説明のページに移動します。もしくは、カテゴリ

ーごとに説明を閲覧することもできます。 
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9 詳細機能 

 9.1 ユーザー設定 

5 名までのユーザーアカウントを本機に登録することができます。複数のユーザーアカウントを設

定することで、ユーザーごとに電話帳、通話履歴、回線アカウントなどを設定することができます。 

 

管理者と、ユーザーの二つのタイプの権限があります。アカウントをユーザー権限で設定した場合、

アクセスに制限のあるアカウントになり、設定の変更ができない項目があります。 

 

ユーザーアカウントはログインをして本機の使用や Web設定画面へアクセスをすることができます。

本機への認証とサイトへの認証は異なります。本機の使用時にユーザーPIN コードを設定している

場合は PIN コードの入力が必要です。ユーザーPIN コードの設定を指定ない場合は、直接使用する

ユーザーのアカウントに切り替えてで電話を使用することができます。各ユーザーはユーザー名と

Webパスワードで Web設定画面を使用することができます。 

 

管理者は本機の Web設定画面の「システム」の「ユーザー設定」のタブでユーザーアカウントの追

加と削除ができます。また、本機の 0 キーを長押しして、ユーザーアカウントの管理をすることも

できます。 

 

2 つ以上のユーザーアカウントを設定している場合、0 キーを長押しし、ユーザーアカウントを選

択し、 「OK」を選択してユーザー設定を切り替えることができます。PIN コードの設定をして

いる場合は PINコードを入力する必要があります。 

 

図 75 ユーザー設定の切り替え 

 

注意！デフォルトでは管理者として本機は出荷されます。デフォルトのユーザー名とパスワードは

「admin」と設定されており、本機の裏のブランド名とモデル名と共に明記しています。ユーザー

PINコードは初期設定では空欄になっています。 
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 9.2 PINコードによるアクセス制限の設定 

複数のユーザーで一台の機器を使用する場合、回線設定、出荷時の設定に戻す場合など、管理者は

本機へのアクセス制限を設定することができます。 

制限を設定した場合、4ケタの PINコードの入力が必要になります。PINコードが設定されている場

合、#キーを長押しして、一時的にロックを掛けることができます。回線の設定、ユーザー設定の

変更、設定ウィザードの起動、または出荷時の設定に戻す（管理者のみ）場合も PINコードの入力

が必要です。 

 

 

図 76 #キーを長押しして本機をロックする 

 

 

図 77 本機のロックの解除 

 

ユーザー設定の編集で、PIN コードの設定と変更ができます。待ち受け状態で「０」キーを長押し

しするとユーザー選定の画面が表示されます。ユーザーを選択し、ソフトメニューボタンの 「編

集」を選択して下さい。「ユーザーPIN コード」の項目で PIN コードの設定と変更ができます。PIN

コードを設定しない場合、「ユーザーPINコード」の設定画面で表示されているコードを削除して保

存してください。この場合、電話機のロック機能も解除されます。 
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 9.3 VPN 

VPN は本機をサーバーネットワークへトンネリング接続する方法です。本機のネットワーク伝送は

VPNサーバーを経由します。 

特に事業者ユーザーは、回線設定を有効にする場合に VPN接続が必要になることがあります。本機

は Layer2 Tunneling Protocol（L2TP）と OpenVPNの二つの VPNモードをサポートしています。 

VPN接続は本機の Web設定画面で開始（または停止）の設定をしてください。 

 9.3.1 L2TP 

注意！本機は暗号化していない基本的な認証と暗号化していないデータトンネリングをサポート

しています。データの暗号化が必要な場合、オープン VPNをご利用ください。 

L2TP接続を確立する場合、Web設定画面にログインして左側の「ネットワーク」から「VPN」のタブ

を選択してください。VPN モードの「VPN を有効にする」と「L2TP」を選択し、Layer 2Tunneling 

Protocol (L2TP) に「L2TP サーバーアドレス」、「認証ユーザー名」、「認証パスワード」を入力し、

「適用」を選択してください。本機が L2TPサーバーへ接続します。 

 

VPN接続が成立している場合、VPNの IPアドレスが仮想プライベートネットワーク（VPN）ステータ

スに表示されます。接続の成立に時間がかかる場合は再読み込みをしてください。 

 

一度 VPN が設定されると起動時に自動で VPN に接続します。VPN の成立に時間がかかる場合は再起

動後 VPN接続が成立するか確認してください。 

 9.3.2 OpenVPN 

OpenVPN接続を成立させるために、OpenVPNホストプロバイダーから以下の認証と設定ファイルを入

手し、以下のように設定してください。 

 

 OpenVPN設定ファイル: client.ovpn 

CAルート証明:   ca.crt 

クライアント証明書:  client.crt 

クライアントキー:  client.key 

 

Web設定画面上の「ネットワーク」→「VPN」の OpenVPN ファイルの選択でファイルをアップロード

してください。VPNモードの「VPNを有効にする」と「Open VPN」を選択し、「適用」を選択すると

OpenVPN接続が有効になります。 

L2TP接続も同様に、ユーザーが手動無効の設定をしない限り、リブート後に自動で接続されます。 
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10 トラブルシューティング 

本機が正常に作動しない場合、以下の方法でリカバー、若しくは、必要な情報を集め販売店へご連

絡ください。 

 

 10.1 システム情報の取得 

待ち受け画面のソフトメニューの 「システム情報」で本機のシステム情報を取得できます。以

下の内容の情報を取得することができます。 

 

モデル名 

ネットワーク方式 

IPアドレス 

MACアドレス 

ハードウエアバージョン 

ソフトウエアバージョン 

システムの起動時間 

前回のシステムの起動時間 

 

 10.2 最新のソフトウエアバージョンへのアップグレード 

本機は Fanvilのクラウドから自動で最新のソフトウエアバージョンを定期的に取得します。新しい

バージョンのソフトウエアがリリースされると、アラートが表示されます。新しいバージョンのソ

フトウエアを手動でダウンロードする場合は 「設定」→ 「ソフトウエア更新」より実行

してください。 

 

 10.3 電話機の再起動 

ソフトメニューの 「設定」→ 「電話機の再起動」で電話機の再起動の操作を実行できま

す。実行する場合は 「はい」を選択してください。または、電源プラグを抜くことでも再起動

できます。 
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 10.4 工場出荷時の設定への戻し方 

工場出荷時の設定に戻すと、ユーザー側で行った設定、データベースなどが削除され、初期化され

ます。 

注意！初期化は管理者権限のユーザーが本機のディスプレイ上もしくは Web設定画面上で実行する

ことができます。 

 

工場出荷時の設定に戻す場合、 「設定」→ 「出荷時の設定に戻す」で実行できます。本

機は再起動し、出荷時の設定に戻ります。 

 

 10.5 ネットワークパケットの保存 

本機の不具合が生じた際、ネットワークパケットの打出しが有効です。パケットの打ち出しをする

場合、Web設定画面にログインをし、「システム」→「ツール」のネットワークパケットの取り込み

「スタート」を選択してください。ポップアップメッセージが表示され、打ち出したファイルを保

存することができます。回線の有効化／無効化や、電話発信など必要な操作を行ってください。操

作の終了時には Web設定画面上の「Stop」ボタンを選択してください。その間のネットワークパケ

ットがファイルに保存されます。ユーザー側でパケット内容を分析するか、Fanvil サポートセンタ

ーへご相談ください。 

 

 10.6 POSTモードの起動とファームウェアの修復 

警告！システムイメージが破損している場合はシステムイメージのアップデートはしないで

ください。 

 

本機のリブートができず POSTモードが起動した場合、ソフトウエアバージョン更新時に電源が落ち

た事が原因でシステムイメージに損傷を受けた可能性があります。その場合は以下のステップでシ

ステムイメージを修復してください。 

 

ステップ 1．Fanvilのサイトから最新のソフトウエアバージョンをダウンロードする。 

 

ステップ 2．PC の FTP サーバーをセットアップし、FTP レポジトリにダウンロードしたソフトウエ

アを保存します。（Windows ユーザーは WFTPD32 または 3CDaemon 等のフリーの FTP サーバーソフト

ウエアをダウンロードすることができます。） 
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ステップ 3．IPアドレス 192.168.10.10を PCに設定します。 

 

ステップ 4．本機のネットワークを PCに接続します。 

 

ステップ 5．PCから本機へ telnetで接続します。telnet 192.168.10.1 

 

ステップ 6．テルネット接続が確立したら、「2」の FTP アップグレードイメージを選択して POSTメ

ンテナンスツールを起動し、イメージアップグレードをするための情報を入力してください。 

 

ステップ 7．アップグレードが終了したら、「4」を選択し電話機の再起動をしてください。 

 

 10.7 一般的なトラブルケース 

 

表 8 トラブルケース 

トラブルケース 解決方法 

リブートできない  本機は外部から電源アダプターまたは PoEスイッチで給電され

ます。Fanvilの電源アダプターまたは、PoEスイッチが本機のスペ

ックに対応しており、本機が給電されているか確認してください。 

 システムイメージにダメージがある場合、「POST MODE」と表示

されます。「10.6 POSTモードの起動とファームウエアの修復」のス

テップを参照してシステムのイメージを復元してください。 

電話事業者の登録ができな

い。 

 本機がネットワークに接続されているか確認してください。イ

ーザーネットケーブルが 「PC」ポートではなく、 「Network」

のポートに接続されているかご確認ください。ケーブルが接続され

ていない場合、 「ネットワークに接続されていません」のアイ

コンがディスプレイの右上で点滅します。 

 IPアドレスが割り振られているか確認してください。IPアドレ

スが取得できていない場合、IP アドレスが「0.0.0.0」と表示され

ます。ネットワーク設定が正しく行われているかご確認ください。 

 ネットワークの接続が正しく行われている場合、回線の設定を

ご確認ください。設定が正しい場合、電話事業者に確認するか、「10.6 

POST モードの起動とファーム ウエアの修復」のステップに従い、

Fanvilのサポートセンターにご相談ください。 
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ハンドセットのオーディオ

の不具合 

 ハンドセット( )がヘッドセット( )のポートではなく、

ハンドセットポートに接続されているかご確認ください。 

 通話モードで、ディスプレイの上部の通話クオリティーの表示

( )をご確認ください。バーが一つか( )、何もない場合( )

はネットワーク伝送に問題があります。ネットワークの帯域幅と遅

れが原因不安定になっている可能性があります。 

ヘッドセットの音声の低下  ヘッドセットには 2系列のケーブルがあります。Fanvilの純正

のケーブルを使用するか、特定のヘッドセットを使用したい場合は

Fanvilにご相談ください。 

 通話モードで、画面の上部にある回線品質の表示( )をご確

認ください。バーが一つか( )、何もない場合( )はネットワ

ーク伝送に問題があります。ネットワークの帯域幅と遅れが原因不

安定になっている可能性があります。 

ハンズフリースピーカーモ

ードで音声が途切れる 

 大きな音量のフィードバックがスピーカーからマイクへ取り込

まれている可能性があります。スピーカーのボリュームを下げると

途切れがなくなります。 
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付録Ⅰ ディスプレイメニュー系図 

 

図 78 ソフトメニュー系図 
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付録Ⅱ アイコンの表記 

表 9 キーパッドのアイコン 

 上向きスクロール／長押し：上向きに速いスクロール／回線の切り替え 

 下向きスクロール／長押し：下向きに速いスクロール／回線の切り替え 

L1 Line1／長押し：Line1の設定 

L2 Line2／長押し：Line2の設定 

 リダイヤル 

 通話履歴 

 ハンズフリー（HF）／長押しでハンズフリーとヘッドセットの切り替え 

 ヘッドセット（HP）／長押しでハンズフリーとヘッドセットの切り替え 

 ボイスメッセージを再生：「1」キー長押し 

 ヘルプ：「3」キー長押し 

 ユーザープロフィール：「0」キー長押し 

 電話金のロック：「＃」キー長押し 

 消音 

 ボリュームを下げる／左に動かす 

 ボリュームを上げる／右に動かす 

 

表 10 ステータス・指示メッセージのアイコン 

L1 Line1を選択中(登録されていません) 

L2 Line2を選択中(登録されていません) 

L1 Line1を選択中(登録完了) 

L2 Line2を選択中(登録完了) 

 ネットワークに接続されていません 

 操作ロック中 

 不在着信履歴 

 Line１に新しいボイスメッセージがあります 

 Line2に新しいボイスメッセージがあります 

 Line1と Line2に新しいボイスメッセージがあります 

 Line1着信拒否 

 Line着信拒否 
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 Line1と Line2を着信拒否に設定中 

 Line1の自動応答が有効 

 Line2の自動応答が有効 

 Line1と Line2自動応答が有効 

 ハンスフリー（HF）モード 

 ヘッドセット（HP）モード 

 ハンドセット（HS）モード 

 消音 

 回線の質：良好 

 回線の質：標準 

 回線の質：不良 

 回線の質：不通 

 警告 

 保存中 

 アップグレード中 

 ダウンロード中 

 操作ロック中 

 

表 11 操作アイコン 

 戻る 

 次のページ 

 はい／OK／受発信 

 いいえ／キャンセル／通話拒否 

 ダイヤル番号（確定前に編集可能） 

 追加／連絡先、グループ、クラウド電話帳などへ追加 

 削除(長押しで全削除) 

 編集 

 選択する／選択済（有効にする／有効） 

 選択解除／未選択（無効にする／無効） 

 詳細 

 バックスペース／長押し：全削除 

 アルファベット小文字 

 アルファベット大文字 
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 数字入力 

 上 

 下 

 右 

 左 

 前画面へ 

 次へ 

 

表 12 電話中に表示されるアイコン 

 保留 

 通話を再開する 

 通話転送 

 発信 

 切断 

 三者通話（電話会議）開始／通話のマージ 

 三者通話（電話会議）終了／通話の分割 

 

表 13 メインメニューのアイコン 

 電話帳（長押しでクラウド電話帳） 

 通話履歴 

 ボイスメッセージ 

 Line１と Line２を着信拒否に設定中 

 自動応答を有効にする 

 着信転送 

 設定 

 システム情報 

 ヘルプ：「3」キー長押し 

 ユーザー設定：「0」を長押し 

 電話機のロック：「#」キー長押し 
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表 14 レベル２のメニュー 

電話帳アイコン 

 連絡先グループ 

 クラウド電話帳＝ を長押し 

通話履歴アイコン 

 フィルタ 

 すべての履歴（着信／発信／不在） 

 発信履歴 

 着信履歴 

 不在着信履歴 

留守番電話アイコン 

 メッセージの再生：1 を長押し 

設定アイコン 

 電話機の設定 

 VIOPアカウント設定 

 設定ウィザード 

 ソフトウエアの更新 

 電話機の再起動 

 工場出荷時の設定にリセットする 

電話設定アイコン 

 ネットワーク設定 

 音量調整 

 着信音設定 

 画面のコントラスト 

 日時の設定 

音量調整のアイコン 

 ハンドセットのボリューム 

 ハンズフリーボリューム 

 ヘッドセットのボリューム 

画面のコントラストのアイコン 

 低コントラスト 

 高コントラスト 

VIOPアカウント設定 

 Line1設定 
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 Line2設定 

設定ウィザードアイコン 

 言語の選択 

 ユーザーPIN コードの選択 
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付録Ⅲ キーパットからの文字入力 

表 15 文字の対応表 

モード 

アイコン 

テキスト

モード 

キー 

ボタン 

対応する文字 

 
数字 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

0 0 

＊ 
＊ . , / + - : _ = 

# # & ! @ ? $ % 

 
小文字の

アルファ

ベット 

1 @ : ; ( ) < > 

2 a b c 
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3 d e f 

4 g h i 

5 j k l 

6 m n o 

7 p q r s 

8 t u v 

9 w x y z 

0 0 

＊ 
. , ＊ / + - : _ = 

# # & ! @ ? $ % 

 

表 16 カーソルの操作 

操作 キー タイプ 

左へ    電話機のボタン 

右へ   電話機のボタン 

バックスペース 

（一文字削除） 

 ソフトメニューボ

タン 

クリア 

すべての文字を消去 

 

（長押し） 

ソフトメニューボ

タン 
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付録Ⅳ 回線ランプの定義 

表 17 回線ランプの表示 

ランプの表示 回線の状況 

消灯 回線無効インアクティブ 

緑点灯 回線使用可能（設定済み） 

緑の点滅 ダイヤル中 

緑／黄色点滅 新規留守番電話あり 

緑／赤点滅 回線エラー（設定が失敗） 

赤点灯 回線使用中（通話中） 

赤点滅 着信中 

黄色点灯 保留中 

黄色点滅 回線設定中 

 


