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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。電源アダプターと

対応していない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 

 本機の落下や衝撃は避けてください。内部基盤が破損する可能性があります。 

 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。発火や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避けてください。 

 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、水で薄めた中性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。 

 風通しの悪い場所や事故が起きるような場所に本機を設置しないでください。本機を取り扱う

際は、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 概要 

Fanvil X5 IP電話は企業向けユーザーの生産性を向上させる高性能 DSS Key-mapping LCDが搭載さ

れたオフィス用電話機です。 

 

DSS Key-mapping LCD は、モジュールの拡張せずに生産性をダイナミックに高めます。8 個の DSS

キーは、回線・DSS・BLFとして機能し、LCDディスプレイと連動して最大 40の DSSキーを表示しま

す。また、各ユーザーで DSS キーの設定やカスタマイズが可能です。緑、赤、黄色の LEDが、それ

ぞれの DSSキーの状態を示し、ディスプレイに表示されていないページでイベントがある場合、DSS

イベントボタンが通知します。複数あるページ間の切り替えをスムーズに行うために、ページ用の

ショートカット機能もご用意しました。X5はプリンターなどのデバイスを社内共有しているオフィ

スや企業のスーパーバイザーの業務を合理的に行うことができます。 

 

Fanvilの C62/C66企業用 IPフォンから展開された X5はハイエンドで費用対効果の高い企業向け IP

フォンです。X5は Fanvilの C シリーズのハンドセットとヘッドセットの HD音声、全二重スピーカ

ーフォンモード、PoE、高速ギガバイトのイーサネット、QoS、伝送の安全性、オートプロビジョニ

ングなど、業務に必要な機能を継承しています。 

 

X5は業務を円滑に行うための法人ユーザー向けの機器です。従来の DSSキーラベルを改善し、使い

やすい設計になりました。X5の高性能 DSS Key-mapping LCDはディスプレイ上で DSSキーの設定が

容易にできます。一方で、高性能な DSSキーと液晶画面で、モジュールを拡張しスペースとコスト

を抑えています。 

 

この取扱説明書は本機の詳細の機能の説明をいたしますが、最新のソフトウエアの情報が更新され

ていない場合もあります。X5 の最新版のマニュアルは Fanvil のサイトからダウンロードし、ご質

問は日本代理店の株式会社ソフツーまでご連絡ください。 
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3 設置方法 

3.1 PoE、電源アダプターの使い方 

X5、（以下、X5を「本機」と表記します。）は外部電源アダプター又は 802.3af Class 2 Power over 

Ethernet (PoE)に対応する切り替え（PoEサポートは X5G にも対応します。）の二つの電源供給モー

ドに対応しています。 

 

PoE 電源は壁面のコンセントを使用せずに電源供給ができるため、省スペースでコンセントの増設

が不要です。PoE スイッチで、データ伝送をしながら一本のイーサネットケーブルで機器への電源

供給ができます。通常の電話線から電源供給を受ける PSTN 電話と同様に UPSシステムを PoEスイッ

チにつなげることで、停電の際も本電話機も使用することができます。 

 

PoE 装置がないユーザーのために、従来型の電源アダプターもご利用になれます。機器に PoE スイ

ッチと電源アダプターが接続されている場合、優先的に電源アダプターが電源供給に使われ、PoE

スイッチは停電の際に使われます。 

 

電源アダプターは Fanvilの製品をご使用ください。PoE スイッチは本機が正常に作動する仕様の製

品をご使用ください。 
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3.2 机と壁への設置の方法 

本機は机上型、又は壁掛け型として設置することができます。机上型としてご使用の場合、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図をご覧ください。 

 

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,ヘッドセット、及びハンドセットは以下の図のように接続して

下さい。 

 

図 4 本機への接続方法 

注意！X5 と X5G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ト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。 

 

① ソフトメニューボタン：4 つのボタンはスクリーン上で表示されるソフトメニューに対応して

います。 

② 電話帳：「電話帳」ボタンを選択し、電話帳の短縮ダイヤルとして使用できます。 
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③ 通話履歴：「通話履歴」ボタンを選択し、通話履歴を閲覧する短縮ダイヤルとして使用できます。 

④ リダイヤル：「リダイヤル」ボタンを選択すると、最後にかけた相手へ発信できます。 

⑤ ナビゲーションキー：上下のナビゲーターキーでスクリーン上のカーソルを動かし、リストを

閲覧することができます。設定や入力画面では左右のナビゲーターキーで、オプションを選択

やカーソルを左右に動かすことができます。 

⑥ テンキー：通常のテンキーの機能の他、以下の機能があります。 

 「＃」：長押しで電話機をロックします。（初期設定では 123で解除ができます。） 

⑦ DSSキー 

⑧ ページ切り替え：DSS LCDページを切り替えることができます。 

⑨ 「Pn」キー（ページジャンプ）：「Pn」キーと数字を入力して閲覧したい DSS LCDの１から５ペ

ージを開くことができます。 

 「Pn」：長押しで DSS LCD設定のページが開きます。 

⑩ ハンズフリースピーカー：ハンズフリースピーカーのオーディオチャンネルを起動します。 

⑪ 音量（－）：待ち受け状態で、着信音と着信音設定画面で音量を下げることができます。また、

通話中も音量調節画面で音量の調節ができます。 

⑫ 消音：通話中にマイクを消音にすることができます。 

⑬ 音量（＋）：待ち受け状態で、着信音と着信音設定画面で音量を上げることができます。通話中

も音量調節画面で音量の調節ができます。 

 

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するか、ダイヤルをしてか

らハンドセットを持ち上げください。スピーカー又はヘッドセットが起動中にハンドセットへ切り

替える場合は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、ハンズフリースピーカ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スピーカ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、ハンドセットの使用中にハンズフリースピーカーボタンを選択

してください。 
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 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、DSS キーを選択してヘッドセットを起動してください。

ハンドセットとハンズフリースピーカーと同様、ヘッドセットを起動する前でも後でもダイヤルで

きます。 

 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。ハンドセットを使用しない場合はスピーカ

ー又はヘッドセットで通話ができます。 

 

4.3 表示画面 

 

 

 

図 6は待ち受画面の例です。①部分は本機のステータスと情報、又はデータの閲覧と編集のための

情報を示しています。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。 

 

図 6で示すデフォルトの待ち受け画面ではボイスメッセージ、不在着信、自動応答、着信拒否、電

話機のロック、ネットワークの接続状況を表示します。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Ⅰ アイコンの表記の表記をご覧ください。 

 

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、リストや項目を快速で確認できます。 

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 

ステータス画面に表示される IP アドレスをブラウザのアドレスバーに入力し、Fanvil の Web 設定

画面から管理や操作ができます。IP アドレスはソフトメニューボタンの「設定」を選択し、「ステ

ータス」、又はナビゲーターキーの下向きの矢印で確認できます。 

 

 

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、アドレスバーに本機の IPアドレスを入力するとログイン画面が開きます。 

 

 

図 9 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設定画面をご参照ください。 
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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。 

 

5.1 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。（ソフトメニューボタンの

「設定」を選択し、ユーザー設定→詳細設定→ネットワーク→ネットワーク設定） 

注意！「WAN に接続されていません」を示すアイコン がディスプレイの中央で点滅する場合、

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。 
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5.2 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、待ち受け画面上のソフトメニューボタンの「設定」を選択し、「ユーザー設定」

→「詳細設定」→「アカウント」→「SIP1」/「SIP2」/「SIP3」/「SIP4」/「SIP5」/「SIP6」→「基

本設定」より行ってください。 

注意！回線設定の変更には PIN コードの入力が必要です。（初期設定では PIN コードが 123 と設定

されています。） 

パラメーターとスクリーンを以下に示します。 

 

 

図 10 SIPプロキシサーバーアドレスの設定 
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図 11 SIPプロキシサーバーポートの設定 

 

図 12 ユーザー名の設定 

 

図 13 認証ユーザー名の設定 

 

図 14 認証パスワードの設定 
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図 15 表示名の設定 

 

図 16 アウトバンドプロキシの有効／無効 

 

 

図 17 SIP回線の有効／無効 

 

「OK」または「Save」を選択して設定内容を保存してください。 

オプション設定を行う場合は、Web設定画面または「詳細設定」より設定してください。 
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図 18 回線オプションの詳細設

 

図 19 IP領域の設定 

 

図 20 未登録ダイヤルの設定 

 

図 21 非通知表示方式の設定 

 

図 22 DTMFモードの設定 

 

図 23 STUNの使用 有効／無効 
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図 24 ローカルポートの設定 

 

図 25 着信音の設定 

 

図 26 MWI番号の設定 

 

図 27 ピックアップ ナンバーの設定 

 

図 28 パーク ナンバーの設定 
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図 29 ジョイン コール ナンバーの設定 

図 30 不在着信の有効／無効 

 

図 31 機能の同期 有効／無効 

 

図 32 SCAの有効／無効

注意！STUN/アウトバウンドプロキシの有効化のみ本機で設定できます。STUN／アウトバウンドプ

ロキシサーバーアドレスの変更は Web 設定画面上で行ってください。（参照： 8.12 Line／SIP 

8.15 Line／基本設定) 
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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 

本機は 6回線の利用が可能です。すべての回線の設定が完了すると、どの回線でも受発信が可能に

なります。ユーザーがデフォルトの回線の設定をした場合、デフォルト回線として発信される回線

が画面の左上に表示されます。デフォルト回線の有効と無効の設定はソフトメニューの「設定」選

択し、「機能」→「デフォルト回線」または Web設定画面（電話機の設定/機能/一般設定）で設定し

てください。デフォルト回線の変更は、ナビゲーションキーの左右のボタンで操作ができます。 

 

  

 

 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 電話帳の使い方) 

 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 

 

 番号をダイヤルしてから発信 

電話番号を入力後、ハンドセットを上げると発信します。スピーカーやヘッドセットで通話する場

合は、電話番号入力後にハンスフリーススピーカーボタン又はヘッドセットボタンを押して発信し

て下さい。 

DSS キーで設定されている特定の回線を選んで発信する場合は特定の回線ボタンを選択すると発信

します。 

図 33 デフォルト回線 
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図 34 音声デバイス起動前にダイヤル 

 

 通話チャンネル起動後にダイヤル  

従来のように、ハンドセットを上げるか、ハンズフリースピーカーやヘッドセット、または回線キ

ーを選択して番号をダイヤルしてください。ダイヤル後、「発信」ボタンまたは「OK」ボタンで発信

してください。一定時間経過すると、「発信」ボタンや「OK」ボタンを選択しなくても自動でダイヤ

ルされた番号へ発信します。 

 

  

 

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「Line」→

「ダイヤルプラン」→「基本設定」に進み、「#キーで発信する」で設定してください。 

図 35 通話デバイス起動後にダイヤル 
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 通話の取り消し 

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

択してオーディオチャンネルを閉じることにより取り消すことができます。 

 

 

図 36 遠隔者への発信 

 

 電話の受信 

電話の受信の際、以下のように表示されます。 

 

 

図 37 着信画面 

ハンドセットを上げて通話するか、ハンズフリースピーカーボタンを選択、または、「OK」/「応答」

ボタンを選択して通話ができます。着信を転送する場合、「転送」ボタンを選択してください。また、

着信を拒否する場合は「拒否」を選択してください。 
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 通話 

通話中、以下のようにディスプレイが表示されます。 

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。 

 

① 使用中の回線：使用中の回線を表示 

② 通話先：登録名、若しくは電話番号の表示 

③ 通話時間：通話時間の表示 

④ ディスプレイのページ：ディスプレイの総ページ数と表示中のページを示します。上下のナビ

ゲーターボタンでページの切り替えができます。 

 

 保留／再開 

「保留」ボタンを選択して保留、「再開」ボタンで通話の再開ができます。 

 

 

図 39 保留画面 

 

図 38 通話モード画面 
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 通話の終了 

通話の切断はハンドセットを戻すか、ハンズフリースピーカーボタンを押して通話を切断すること

ができます。 

 

注意！保留の解除は「再開」ボタンを選択してください。ハンドセットを電話機に戻す、またはハ

ンズフリースピーカーボタンを選択しても保留の解除はできません。 

6.1.1 二回線同時の発信方法 

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、使用中の回線または、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、ハンドセットから着信を示す音が聞こえます。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。 

 

 

図 40 通話中の着信画面 

 

 他の回線での発信 

二回線目での発信は「会議」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。また、設定済みの DSSキー（BLF/スピードダイヤル）から選択した番号へ

の通話もできます。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。 
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「保留」／「再開」ボタンの選択で通話の切り替えができます。 

 通話の終了 

ハンドセットを下して通話を切断するか、「切断」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ます。 

6.1.2 三者通話（電話会議）の開始と解除の方法 

「会議」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「解除」を選択し

て三者通話を解除し、回線を分けることができます。 

 

 三者通話の開始と終了方法 

① 会議をする相手①との通話の回線を確立します。 

② ソフトメニューの「会議」を選択します。 

③ 会議をする相手②へ呼び出します。 

④ 相手②と回線が確立し、「会議」を選択します。 

⑤ 3者間通話として電話会議が開始されます。 

⑥ 会議の終了はソフトメニューボタンの「解除」を選択すると、一方は保留音が流れ、他方と通

話ができます。通話する回線の選択は電話機の上下ボタンで回線を切り替えることができます。 

 

図 41 切り替え画面 



 
<文档标题> 

 

32 

 

 

図 42 三者通話 

6.1.3 電話転送 

電話を転送するには、2つの方法があります。 

 

 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. 通話中の状態で、「転送」を選択します。これまで通話していた相手は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. 転送先が電話に出たら対応をし、「転送」を選択し、発信者を転送先へ繋ぎます。 

 

 ブラインド転送 

発信者転送先へ直接電話を転送させます。 

1. 着信を受け、「転送」ボタンを選択し、転送先の番号をダイヤルし呼び出してください。 

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た後、「転送」ボタンをもう一度選択してから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。 

補足：詳細の転送設定方法は 8.14 Line／ダイヤルプランをご覧ください。 

 

6.2 電話帳の使い方 

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、電話をかけることができます。デ

フォルトの待ち受け画面または通話画面で「名簿」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、通話履歴を
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インポートすることができます。 

 

図 43 電話帳画面 

注意！本機一台で最大 500 件までの登録ができます。 

 

図 44 未登録の電話帳 

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。ナビゲーターキーの長押しで早くスクロールすることができます。「OK」ボタンを押し

て、登録先の情報を確認することもできます。 

 

図 45 電話帳の閲覧 
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6.2.1 連絡先の追加／編集／削除 

待ち受け画面上の「名簿」を選択し、電話帳を開き「連絡先」→「追加」を選択して連絡先の追加

の画面を開き、以下の項目の連絡先内容を追加することができます。 

 氏名…連絡先氏名 

 電話…電話番号 

 電話 2…携帯電話番号 

 電話 3…その他の電話番号 

 着信音設定…その他の電話番号 

 信音設定…上記番号から着信した際の着信音 

 

図 46 新しい連絡先の追加 

「機能」の中の「編集」を選択して、連絡先の編集ができます。 

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、「機能」の中の「削除」ボタ

ンを選択し、「Yes」ボタンで実行します。 

 

6.2.2 連絡先グループの追加／編集／削除 

待ち受け画面より「名簿」を選択し、電話帳を開きます。「グループ」を選択して連絡先のグループ

を開きます。 

 

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。 

 「機能」の中の「追加」ボタンを選択し、グループの追加 

 「機能」の中の「削除」ボタンを選択し、グループの削除 

 「編集」ボタンを選択し、グループの編集 

 

初めてグループを作成する場合は待ち受け画面上より「名簿」→「電話帳」→「グル―プ」→「追
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加」を選択し、グループ名を入力し、「保存」を選択してください。 

 

6.2.3 連絡先グループ内の閲覧／追加／削除 

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

 

図 48 グループ内の連絡先の閲覧 

連絡先グループを閲覧中、「追加」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。「選択」ボタンで✓（追加）または×（削除）した後、[OK]／「保存」ボタンを

選択して保存してください。 

図 47 グループリスト 
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図 49 グループ内の連絡先の選択（追加／削除） 

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ができます。また、携帯電話の電話帳

を Fanvilクラウド電話帳に同期するアプリを提供する予定です。 

 

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「X5 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、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」を選択してください。 

 

図 50 クラウド電話帳のリスト 

6.3.1 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」／「選択」ボタンを選択し、クラウド電話帳を開くと、

ダウンロードが開始します。ダウンロードに失敗した場合、警告メッセージが表示されます。 
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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

話帳内の電話番号を発信する際と同様の操作で発信できます。 

 

図 51 クラウド電話帳のダウンロード 

 

図 52 クラウド電話帳の連絡先閲覧 

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「履歴」または 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、氏名と電話番号が表示されます。「OK」ボタンを選択して、詳細情

報、「発信」ボタンで発信、「機能」→「電話帳に追加する」を選択して通話履歴から電話帳へ保存

することができます。 

 

「削除」ボタンを選択し、通話履歴を削除、「クリア」ボタンを選択してすべての履歴を削除できま

す。 



 
<文档标题> 

 

38 

 

 

Figure 1 – 図 53 通話履歴 

左右のナビゲーターボタンを選択して、通話履歴をフィルターできます。 

 

 - 不在着信履歴 

 - 着信履歴 

 - 発信履歴 

 

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 53 通話履歴 

図 54 通話履歴のフィルター 
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図 55 新規ボイスメッセージの表示 

 

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「発信」ボタンでメッセージの再生ができます。 

 

デフォルトの待ち受けモードの状態で、 

 DSS LCDの中の「MWI」ボタンを選択し、ボイスメッセージ設定画面を開きます。 

 上下のナビゲーションキーで設定する回線を選んでください。 

 「編集」ボタンでボイスメッセージを有効にし、ボイスメッセージの番号を入力後、「保存」ボ

タンで設定を保存してください。 

 

図 56 ボイスメッセージ画面 
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図 57 ボイスメッセージ番号の設定 

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。 

 

着信拒否の設定は、デフォルトの待ち受け画面上で 

 

 「DND」ボタンを選択し、すべての回線を有効にすることができます。設定が有効になると、デ

ィスプレイ上に と表示されます。 

 「DND」ボタンをもう一度選択すると、すべての回線で DNDの設定が無効になり、ディスプレイ

上の のアイコンが消えます。 

 

 

 

図 58 すべての回線で着信拒否を有効にする 

 

特定の回線のみで着信拒否をする場合、DND設定画面で着信拒否の設定ができます。 

 ソフトボタンの「設定」を選択して、「機能」を選択してください。 

 「機能」の中にある「DND」を選択してください。 

 左右のナビゲーターキーで「Mode」を「回線」に設定し、特定の回線の DND機能の有効の設定

を保存してください。 
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  のアイコンと DNDの設定をした回線番号がディスプレイ上に表示されます。 

 

 

図 59 回線上の着信拒否 

 

 

図 60 回線１の着信拒否 

6.7 自動応答 

回線ごとに着信（割り込み通話を除く）の自動応答設定をすることができます。 

 

デフォルト画面より、以下のステップで各回線の自動応答、自動応答が起動するまでの時間を設定

することができます。 

 

 ソフトメニューボタンの「設定」から「機能」を選択してください。 

 「機能」の中の「自動応答」を選択してください。 

 自動応答の設定をする回線を選んでください。 

 左右のナビゲーターボタンで「自動応答」を有効にし、自動応答が起動するまでの時間を設定

してください。設定後「保存」ボタンを選択し、保存してください。 

 初期設定では自動応答が起動するまでの時間は 5秒です。 
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図 62 回線１の自動応答の有効化 

 

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。また、回線ごとに着信転送先の電話番号を設定で

きます。 

着信転送には 3つの方法があります。 

 無条件着信転送 – すべての着信を設定した番号へ転送します。 

 通話中の着信転送 – 通話中に着信した場合、設定した番号へ転送します。 

 無応答時の着信転送 – 一定時間が過ぎても応答しない場合、設定した番号へ着信が転送され

ます。 

デフォルトの待ち受け画面で着信転送の設定をする場合、 

 ソフトボタンの「設定」から、「機能」を選択してください。 

 「機能」の中の「着信転送」を選択してください。 

 上下のナビゲーターキーで「着信転送」の設定をする回線を選び、「OK」ボタンまたは「選択」

ボタンを押してください。 

 上下のナビゲーターキーで転送の種類を選び、「OK」または「選択」ボタンを押してください。 

図 61 回線１の自動応答設定 
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 左右のナビゲーターキーを用いて、着信転送を有効にしてください。 

 「有効」を選んだ場合、「Tel」に転送先の番号を入力し、「保存」または「OK」ボタンで設定し

た内容を保存してください。 

 

 

図 63 着信転送する回線の選択 
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図 64 転送タイプの選択 

 

図 65 転送の開始と転送先番号の選定 

 

図 66 着信転送されるまでの応答時間の設定 

6.9 DSS LCD 設定 

 

8個の DSSキーが LCDディスプレイに表示され、回線／DSS／BLF機能を最大で 5ページまで表示し、

合計 40個の DSSキーとして対応します。 

DSS LCDのページを「削除」／「追加」する場合に用いる「Pn」キーを長押しし、DSSキーの設定が

できます。また、DSSキーを長押しして各 DSSキーの変更ができます。 
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図 67 DSS LCDページ設定画面 

 

以下の項目を DSSキーに設定することができます。 

 

 メモリーキー 

 スピードダイヤル／インターコム／BLF／プレゼンス／コールパーク／転送 

 回線 

 キーイベント 

 MWI／DND／保留／転送／電話帳／リダイヤル／受電／全回線の転送 

 DTMF 

 URL 

 BLF リストキー 

 マルチキャスト 

 

BLF／インターコム／スピードダイヤル番号は電話帳に保存した内容に対応しています。DSS LCDは

内線番号ではなく、登録した名前で表示されます。（この機能は 1.2.101.1009以降のソフトウエア

バージョンで作動します。）また、メモリーキー／回線／URL／マルチキャストの設定の際、各 DSS

キーにタイトル名を設定することができます。 

 

注意！タイトル名設定は全角で 10 文字まで入力できます。 

 

設定の詳細については 8.26 ファンクションキー／ファンクションキーと表 14 DSS キーランプ

の表示についてをご覧ください。 
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Figure 2 –図 68 DSS LCD 画面の設定 図 68 DSS LCD画面の設定 
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7 電話機の設定 

7.1 音量の設定 

デフォルトの待ち受け画面上で、 

 ソフトボタン「設定」から「ユーザー設定」→「基本設定」→「音声の音量」を選択してくだ

さい。 

 「音声の音量」には「ハンドセットの音量」、「スピーカーの音量」、及び「ヘッドセットの音量」、

があり、左右のナビゲーターキーで各項目の音量の調節ができます。 

 各項目の音量の調整後「OK」または「保存」ボタンで保存してください。 

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、 

 ソフトボタン「設定」から「ユーザー設定」→「基本設定」→「着信音設定」を選択してくだ

さい。 

 「着信音設定」には「着信音の音量」及び「着信音の種類」があります。 

 「着信音の音量」の項目の中には「ヘッドセットの音量」及び「スピーカーの音量」があ

り、左右のナビゲーターキーで音量を調節して「OK」で保存してください。 

 「着信音の種類」を選択し、左右のナビゲーターキーで着信音の種類を選び「OK」で保存

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上で、 

 ソフトボタン「設定」から「ユーザー設定」→「基本設定」→「画面の設定」→「コントラス

ト」を選択してください。 

 左右のナビゲーターキーで明るさを調節し、「OK」または「保存」で保存してください。 

7.4 日付と時刻の設定 

デフォルトの待ち受け画面で、 

 ソフトボタン「設定」から「ユーザー設定」→「基本設定」→「日時」を選択してください。 

 上下のナビゲーターキーで日時のパラメーターを設定し「OK」または「保存」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 

Mode 自動設定／手動設定 

自動設定:SNTP プロトコル経由で時刻をシンク

します。デフォルトでは有効。 

手動設定:手動で時刻を設定します。 

SNTPサーバー SNTPサーバーアドレス 

タイムゾーン タイムゾーンの選択 

12時間表示 12時間表示で時刻が表示されます。 

サマータイム サマータイムの有効と無効 

フォーマット 以下から表示形式の選択ができます。 

 1 JAN, MON 

 1 January, Monday 

 JAN 1, MON 

 January 1, Monday 

 MON 1 JAN 

 Monday 1 January 

 MON JAN 1 

 Monday January 1 

 DD MM YY 

 DD MM YYYY 

 MM DD YY 

 MM DD YYYY 

 YY-MM-DD 

 YYYY-MM-DD 

日付（手動設定のみ） 日時を以下の形式で設定 

yyyy/mm/dd 

時刻（手動設定のみ） 現在の時刻を以下の形式で設定 

hh:mm:ss. Hh=00~23, mm=00~59, ss=00~59 
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7.5 電話機の再起動 

デフォルトの待ち受け画面上で、 

 ソフトボタン「設定」から「システムのリブート」を選び「OK」または「選択」ボタンを選択

すると、「リブートしますか？」のメッセージが表示されます。 

 「Yes」のボタンでリブートを実行、「No」のボタンでリブートをせずに終了します。 

 

7.6 工場出荷時の設定に戻す 

デフォルトの待ち受け画面上で、 

 ソフトボタン「設定」から「ユーザー設定」→「詳細設定」を選択し、PIN コードを入力して

ください。（デフォルトの PINコードは１２３です。） 

 「既定値に戻す」を選択すると「工場出荷時の設定にリセットします。実行しますか？」のメ

ッセージが表示され、「Yes」または「OK」ボタンで実行、「No」で工場出荷時の設定にリセッ

トせずに終了します。 
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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プロフィールの設定は本機の 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。 

 

8.2 Web Call 

本機からの受発信だけではなく、Web 設定画面上からの受発信で本機に触れることなく操作するこ

とができ、ヘッドセットを使用するユーザーに適しています。 

 

Web画面上からの発信方法は三通りあります。 

 Web設定画面左側の電話帳の項目より「連絡先」のタブを開き電話番号をクリックして発信 

 Web設定画面左側の「通話履歴」より通話情報の表にある番号をクリックして発信 

 Web 設定画面上のタイトルの部分にある「ダイヤル」ボタンよりダイヤル画面を開き、電話番

号を入力し「OK」ボタンをクリックして発信 

また、Web画面上の「応答」ボタンで受信、「切断」ボタンで通話を終了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 69 インターネット通話の操作 

 

 

 

図 70 インターネット通話、電話番号の入力と回線の選択 
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8.3 システム／情報 

Web 設定画面左側の項目の「システム」の中の「情報」タブで確認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 

 

ネットワークステータスのサマリー： 

 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 

 

SIPアカウントステータスのサマリー： 

 SIPユーザー 

 SIPアカウントの状況（登録済み／無効／試行中／タイムアウト） 

8.4 システム／アカウント 

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、権限の割り振り、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、初期化を Web設定画面で操作でき

ます。 

8.6 システム／アップグレード 

クラウドサーバーを利用して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。 
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8.7 システム／自動設定 

システム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“X5 Administration Guide”でご確認ください。 

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、解決をサポート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。 

8.9 ネットワーク／基本 

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 

本機のパフォーマンス向上させるために、システム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“X5 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。9.1 VPNの項目で詳細についてご確認く

ださい。 

8.12 Line／SIP 

Web画面上左側の「Line」の「SIP」のタブを選択してください。プルダウンメニューの下向き矢印

をクリックして SIP1～SIP6 から設定を行う回線を選び、各回線の設定を行ってください。 

 

表 2 Web上での回線設定 

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 Web 設定画面で再読み

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 コールリクエストの際に表示される名称を入力

します。 
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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 IPまたは SIPプロキシサーバーの 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

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します。 

詳細設定 

無条件着信転送 設定した時間内に電話に出られない場合の転送

先を設定します。 

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電話番号 電話に出られない場合の転送先の番号の設定を

します。 

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 

ホットラインへ発信開始 ハンドセットを上げる、ハンズフリースピーカ
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ーもしくはヘッドセットを起動し、電話回線が

開いている状態で自動ダイヤルとして作動する

ホットライン設定を行います。 

ホットライン番号 ホットライン番号の設定をします。 

ホットラインへ発信開始 自動でホットラインにダイヤルするまでの時間

を設定します。 

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。 

ボイスメッセージ受信表示 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。 

ボイスメッセージの番号 ボイスメッセージ取得の番号を設定します。 

ボイスメッセージ受信表示の周期 ボイスメッセージ受信表示の周期を設定しま

す。 

DND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 割り込み通話を示すステータス コード 182を返

します。 

非通知表示方式 非通知着信の設定をします。 

登録せずにダイヤル 電話番号を登録せずにプロキシで発信します。 

ユーザーエージェント ユーザーエージェントの設定。初期設定ではモ

デル名とソフトウエアバージョンになっていま

す。 

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

をします。 

着信音のタイプ 回線の着信音設定をします。 

電話会議のタイプ 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して電

話会議の設定ができます。 
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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 通話転送が起動するまでの時間を設定をしま

す。 

連絡先パラメーターの追加 RFC284 ごとの連絡先パラメーターの追加設定を

します。 

不在着信履歴を記録する 設定を有効にすると不在着信を着信履歴に記録

を残します。 

シングルコーディック応答 設定を有効にすると受信リクエストにシングル

コーディックが応答します。 

無条件着信転送を有効にするコード 無条件着信転送を有効にするコードの設定がさ

れている場合、本機でこのセクションの機能を

対応することができませんが、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、

無条件着信転送を有効にするコードが無効にな

るための番号をダイヤルして、本機からサーバ

ーに無条件着信転送を有効にするコードを送信

します。 

着信拒否（DND）を有効にする サーバーに無条件着信転送を有効にするコード

をダイヤルして設定します。 

着信拒否（DND）を無効にする サーバーに無条件着信転送を有効にするコード

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 サーバーにフ無条件着信転送を有効にするコー

ドをダイヤルして設定します。 

無条件の着信転送を無効にする サーバーに無条件着信転送を有効にするコード

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 サーバーに無条件着信転送を有効にするコード

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 サーバーに無条件着信転送を有効にするコード

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 サーバーに無条件着信転送を有効にするコード

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 サーバーに無条件着信転送を有効にするコード

をダイヤルして設定します。 
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非通知着信拒否を有効にする サーバーに無条件着信転送を有効にするコード

をダイヤルして設定します。 

非通知着信拒否を無効にする サーバーに無条件着信転送を有効にするコード

をダイヤルして設定します。 

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

設定をします。“X5 Administration Guide”で

詳細をご確認ください。 

有効期限の設定 SIP の有効期限の設定をします。 

VPNの使用 VPN を利用する際はチェックを入れます。 

STUNの使用 NAT を超える際、STUN サーバーを利用する場合

にチェックを入れます。 

URIに変換 全角文字を%hh 16進表記に変換します。 

DTMFタイプ 回線を使うために DTMFコードを設定します。 

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

て SIP情報モードを設定します。 

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

線を設定します。 

SIPバージョン SIP のバージョンを設定します。 

発信者番号通知の表示 発信者番号通知の表示を設定します。 

Strict Proxyを有効にする ルーティングの設定を有効にします。サーバー

からパケットを受信する際、フィールド経由の

アドレスではなく、IPアドレスを使用します。 

ユーザー（電話機）を有効にする SIP メッセージのユーザー（電話機）を設定しま

す。 

SCAを有効にする SCA（Shared Call Appearance）の有効／無効の

設定をします。 

BLFリストを有効にする BLF リストの有効／無効の設定をします。 

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

定します。 

Keep Aliveのタイプ ダミーUDPまたは SIPオプションパケットの NAT

ピンホールを使うために回線の設定をします。 

Keep Aliveの周期 アライブパケット送信の間隔の設定をします。 

時間の同期 サーバー経由で時刻を同期します。 
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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て通話終了

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します。 

自動 TCP TCP プロトコルを用いて 1500 バイト以上の SIP

メッセージの転送の有用性を保証します。 

機能の同期を有効にする サーバーを通じて機能を同期します。 

GRUUを有効にする グローバルにルーテンング可能なユーザーエー

ジェント（GRUU）をサポートします。 

BLFサーバー BLF 電話の通常のアプリケーションから登録し

たパッケージを指定したサーバーに受信するこ

とができます。 

登録したパッケージがサーバーでサポートされ

ない場合は BLFサーバー欄に入力してください。

指定したサーバーと登録したパッケージを受信

するサーバーが切り離されます。 

BLFリスト番号 BLFリストはグループのステータスを一つの BLF

キーでモニターすることが可能になります。複

数の BLFリストにも対応しています。 

SIP暗号化 SIP 伝送の暗号化の設定をします。 

SIP暗号化キー SIP 暗号化のパスの設定をします。 

RTP暗号化 RTP 伝送の暗号化の設定をします。 

RTP暗号化キー RTP 暗号化のパスの設定をします。 

 

8.13 Line／ダイヤルピア 

ダイヤルピアの使用方法について、以下の表をご確認ください。 

 



 
<文档标题> 

 

59 

 

表 3 ダイヤルピアの使用方法について 

パラメーター 解説 

電話番号 完全一致と前方一致の二種類のマッチング方法

があります。完全一致では、電話番号の全桁が

入力されてからコールエンドポイントを確定し

ます。 

前方一致では、電話番号の一部を入力し、末尾

に「T」を入力し電話番号の検索をします。最大

30桁の入力が可能です。 

注：以下の二つの記号が使用されます。 

 x --ダイヤルされたすべての桁のマッチング 

 [ ] --特定の範囲の番号のマッチングに使用されます。一つの範囲、カンマで区切られた複数の

範囲の番号、または不連続の番号のリストのマッチングに使用されます。 

発信先 発信先の IPアドレスの設定 

ポート シグナルポートの設定。デフォルトでは 5060に

設定されています。 

エイリアス エイリアスはオプションとして設定ができま

す。エイリアスの表示名の変更と削除ができま

す。 

Note: There are four types of aliases.注：4つのタイプのエイリアスがあります。 

 all: xxx – XXXは電話番号に差し替えられます。 

 add: xxx –XXXは電話番号の前にダイヤルされます。 

 del –電話番号に付随する特殊文字は削除されます。 

 rep: xxx –XXXは特定の特殊文字を置換します。 

サフィックス 

 

サフィックスはオプションとして、電話番号の

末尾に特定の特殊文字を追加します。 

数字の削除 オプションで削除する特殊文字数を設定しま

す。たとえば、3と設定した場合、電話番号の始

めの 3桁を削除します。 

 

エイリアスの使用方法 

この機能は簡単にダイヤルするためのルール設定です。オプションで複数のダイヤルルールの設定が

できます。以下に例を示します。 
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例１：全文対象置換（Global Substitution） 

短縮機能のようなダイヤル方法です。例えば、図71のように設定した場合、「32」とダイヤルすると、

「833333」に置換され発信します。「322」とダイヤルした場合、「322」と発信されるのではなく、

「8333332」と発信されます。置換のルールはすべてのダイヤルに反映されます。 

 

 

図 71 全文対象置換の設定  

 

例2：ローカルでの置換 

国際電話を使用する際、国番号のダイヤルが必要になります。例えば北京へ電話する場合、国番号で

ある010を市外局番の前にダイヤルが必要です。図72の様に「１」を国番号である「010」とエイリア

ス設定した場合、1-6-221-31213とダイヤルすると010-6-221-31213とダイヤルされます。 

 

 

図 72 ローカルでの置換設定  
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例3：プレフィックスの追加 

プレフィックスの追加を設定すると、ダイヤルした番号の前に自動でプレフィックスが追加された番

号にダイヤルされます。図73の様に「007」をプレフィックスの追加として設定をした場合、「9312」

とダイヤルすると「0079312」と発信されます。 

 

 

図 73 プレフィックス追加の設定  

 

例4：サフィックスの追加 

サフィックスの追加を図74の様に設定すると、ダイヤルした番号にサフィックス番号が追加され、発

信します。「138」で開始した番号の末尾に「0088」が追加されるように設定した場合、「1383322」と

ダイヤルすると「13833220088」と発信されます。 

 

 

図 74 サフィックス追加の設定  
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例5：削除 

ダイヤルされた番号がプリフィックス番号で終わる場合、プレフィックス番号を自動で削除して発信

されます。図75の様に数字の削除（オプション）に「１」と入力し、一桁の削除設定をした場合、「98322」

と発信すると、本機は「8322」と発信されます。 

 

.  

図 75 削除の設定  

 

8.14 Line／ダイヤルプラン 

 

図 76 Line／ダイヤルプランの設定  

 

本機では図 76に示す項目の設定をすることができます。 
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 「＃」を選択して発信：番号をダイヤル後、「＃」を選択してサーバーへ発信します。 

 ダイヤル番号の桁数を固定：発信番号の桁数を固定し発信します。 

 数秒後に発信：設定した秒数が経過してから電話番号がサーバーへ発信されます。 

 「＃」を選択してブラインド転送：転送先の番号をダイヤル後「＃」を選択してブラインド転

送を行います。 

 ハンドセットを戻してブラインド転送：転送先の番号を発信した後、ハンドセットを置いて、

ブラインド転送を行います。 

 ハンドセットを戻して保留転送：転送先の相手が電話に出てからハンドセットを置いて、保留

転送を行います。 

 ハンドセットを置いて電話会議中に転送：三者通話中にハンドセットを置くと、継続して残り

の 2者が通話できます。 

 DSSキーを選択してブラインド転送：転送画面で、DSSキーを選択してブラインド転送をするこ

とができます。 

8.15 Line／基本設定 

グローバル設定は以下の表を参照してください。 

表 4 Web上での基本設定 

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のサイクル 設定に失敗した際の SIP REGISTRATION 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 

バインド周期 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証明ファイル SIP伝送の暗号化を使用するためのTLS証明ファ

イルのアップロードまたは削除 
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8.16 電話機の設定／機能 

電話機の設定 

表 5 Web上での電話機設定 

パラメーター 解説 

DND（着信拒否）有効 DND の設定 

DND を有効にすると、すべての受信が着信拒否と

なり、自動で通話が切断されます。 

発信禁止 発信禁止を有効にすると、発信ができなくなり

ます。 

割り込み通話を有効にする 有効にすると通話中に受信した電話を受けるこ

とができます。初期設定では有効に設定されて

います。 

割り込み着信トーンを有効にする 割り込み着信トーンを無効にすると、通話中に

着信があっても着信トーンが鳴りません。 

回線状況の確認 通話接続を有効にした場合： 

ダイヤルした回線が使用中である場合、SIPサー

バーが定期的に回線状況を確認します。 

ダイヤルした回線がアイドル状態の場合： 

サーバーからリダイヤルをするかどうかのメッ

セージを発信します。 

プレダイヤルの有効 プレダイヤルを無効にすると、番号の入力の後、

自動で音声デバイスが起動します。 

プレダイヤルを有効にすると、音声デバイスの

起動をせずに番号の入力ができます。 

DTMFを隠す DFMFモードを隠す設定。 

ヘッドセットの自動起動 ヘッドセットの自動起動が有効の場合、ヘッド

セットを電話機に接続し、「応答」キーまたは回

線キーの選択でヘッドセットが自動起動し、応

答できます。 

ヘッドセットからの着信音 ヘッドセットからの着信音を選択すると、ヘッ

ドセットから呼び出し音が鳴ります。 

インターコムを有効にする インターコムを有効にすると、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
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本機は呼び出しを受信します。 

インターコムの消音を有効にする インターフォンで呼び出しをする際、消音モー

ドを有効にします。 

インターコムのトーンを有効にする インターコムを受信すると、インターコムのト

ーンが鳴ります。 

インターコムの割り込みを有効にする の割り込みを設定すると、通話中でもインター

コムを自動応答します。インターフォンに応答

中の場合は二番目に受信したインターフォンは

拒否されます。 

緊急連絡先 緊急電話番号の設定。キーボードがロックされ

ていても、緊急連絡先に電話をかけることがで

きます。 

パスワードダイヤルを有効にする パスワードダイヤルを有効化し、パスワードの

プレフィックスが付いた番号でダイヤルした場

合、N番号に続くプレフィックスのパスワード部

分は「＊」と表示されます。（N 番号とはパスワ

ードの桁数です。）例えば、パスワードのプレフ

ィックスを 3 と設定し、パスワードの長さを 2

と設定した場合、34567と入力すると、ディスプ

レイ上には 3**67と表示されます。 

暗号化する番号の桁数 暗号化する番号の桁数の設定 

パスワードダイヤルのプレフィックス パスワードコール番号のプレィックスを設定 

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

諾する設定。注意！この機能は本機の管理とし

て使われます。詳細は「X5 Administration 

Guide」を参照してください。 

Push XML Server 電話機が要求を受けた場合、特定のサーバーか

ら送信された電話に関する内容をディスプレイ

に表示するかどうかを決定します。 

IP通話を許可する 有効にした場合、IPアドレスで発信できます。 

複数回線を有効にする 最大で 10回線の発信の有効、最大で 2回線まで

の無効の設定ができます。 

デフォルト回線を有効にする 有効にした場合、SIP１ではなく、発信するデフ

ォルト SIP回線を割り振ることができます。 
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回線の自動切り替えを有効にする 利用できる SIP 回線をデフォルト回線として利

用することができます。 

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 

通話中の DTMFトーンの再生 通話中に番号を押した場合、DTMF トーンが鳴り

ます。初期設定では有効。 

ダイヤル時の DTMFトーンの再生 ダイヤルの際、DTMF トーンがなります。初期設

定では有効。 

 

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“X5 

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。 

 

「Add」ボタンを選択して編集テキストボックスに番号を入力し、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、削除したい番号をチェックボックスで選択し、「Delete」

ボタンで削除できます。 

 

8.17 電話機の設定／オーディオ 

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 

第一コーデック 第一優先の DSPコーデック： 

codec:G.711A/U,G.722,G.723,G.729,G.726-32, 

ILBC,AMR,AMR-WB 

第二コーデック 第二優先の DSPコーデック： 

G.711A/U,G.722,G.723,G.729,G.726-32, 

ILBC,AMR,AMR-WB,NONE 
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第三コーデック 第三優先の DSPコーデック： 

G.711A/U,G.722,G.723,G.729,G.726-32 , 

ILBC,AMR,AMR-WB,NONE 

第四コーデック 第四優先の DSPコーデック： 

G.711A/U,G.722,G.723,G.729,G.726-32 , 

ILBC,AMR,AMR-WB,NONE 

第五コーデック 第五優先の DSPコーデック： 

G.711A/U,G.722,G.723,G.729,G.726-32, 

ILBC,AMR,AMR-WB,NONE 

第六コーデック 第六優先の DSPコーデック： 

G.711A/U,G.722,G.723,G.729,G.726-32, 

ILBC,AMR,AMR-WB,NONE 

オンフックタイム ハンドセットを下した時の最短の反応時間の設

定。デフォルトでは 200msに設定されています。 

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。 

ハンドセットの音量 1～9 の値でハンドセットのボリュームを設定で

きます。 

ヘッドセットの音量 1～9 の値でヘッドセットの音量の調節ができま

す。 

ヘッドセットの着信音量 1～9 の値でヘッドセットの着信の調節ができま

す。 

スピーカーフォンの音量 1～9 の値でスピーカーフォンの音量調節ができ

ます。 

スピーカーフォンの着信音量 1～9 の値で、スピーカーフォンの着信音の設定

ができます。 

G.729AB のペイロードの長さ G729プレイロードの長さの設定。 

G.723.1 ビットレート 5.3kb/s または 6.3kb/sが利用できます。 

G.722 タイムスタンプ 160/20msまたは 320/20msが利用できます。 

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。 

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
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セラーで帯域幅を保存します。 

MWIトーンを有効にする 新しいメッセージを受信すると MWI トーンが流

れます。 

 

8.18 電話機の設定／MCAST 

この機能はマルチキャストグループへブロードキャストコールをすることができます。SIP シグナ

ルを使わずに予め設定されたマルチキャストアドレスへリアルタイムトランスポートプロトコル

（RTP）ストリームを送信するためのマルチキャスト DSSキーを設定することができます。また、SIP

シグナルを使わずにマルチキャストリストのアドレスから RTPストリームへ受信する設定ができま

す。最大で 10件のアドレスを設定することができます。 

表 7 Web 上の MCASTのパラメーター設定 

パラメーター 解説 

優先順位 1 から 10 までの通話の優先順位をつけることが

できます。1 が最も優先順位が高く 10 が最も優

先順位が低い値です。 

ページプライオリティーを有効にする 通話中の場合、着信ページが優先されます。 

サーバー名 マルチキャストサーバー名のリスト 

ホスト：ポート マルチキャストサーバーのマルチキャスト IPア

ドレスとポートのリスト 

8.19 電話機の設定／時間と日付 

時刻設定について 

表 8 Web上での日付／時間の設定 

パラメーター 解説 

ネットワークサーバー設定 

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

DHCP経由で時間を同期する 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。 
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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 

日付のフォーマット 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 

開始の時間 サマータイム開始の時間 

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 

終了の時間 サマータイム終了の時間 

終了の分 サマータイム終了の分 

8.20 電話機の設定／詳細 

電話機の詳細設定は Web画面の「電話機の設定」の中の「詳細」のタブで設定してください。 

 画面設定 

 コントラスト 

 バックライトの点灯時間 

 LCDメニューのパスワード設定 

デフォルトの状態でパスワードは「123」に設定されています。 

 キーボードロック設定 

 待ち受け表示名の設定 

本機が待ち受け状態の際、ディスプレイの左上に最大で 16文字で待ち受け表示名を設定できます。

デフォルトでは「VOIP PHONE」と設定されています。 

8.21 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。連絡先は氏名、電話番号でソートし

て閲覧ができます。 
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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。 

 

連絡先を編集する場合、「編集」ボタンをクリックし、「連絡先を編集」のボックス内で編集ができ

ます。編集後は「OK」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「削除」ボタンを選択

してください。 

 

連絡先をブラックリストへ追加する場合、追加したい連絡先のチェックボックスをクリックして「ブ

ラックリストへ追加」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。 

8.22 電話帳／クラウド電話帳 

クラウド電話帳 

最大で 8つのクラウド電話帳の設定ができます。各クラウド電話帳は XTML電話帳が格納されている

URLを設定する必要があります。その URLは HTTP/HTTPSまたは FTPプロトコルに基づいており、認

証が必要な場合と不要な場合があります。認証が必要な場合はユーザーネームとパスワードの設定

が必要になります。 

 

クラウド電話帳の設定には以下の情報の入力が必要です。 

 クラウド電話帳名（必須） 

 クラウド電話帳の URL（必須） 

 認証ユーザー名（オプション） 

 認証パスワード（オプション） 

 

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設定に関しては、「X5 Administration 

Guide」を参照してください。 

 

LDAP設定 

クラウド電話帳は LDAPプロトコルを通して LDAPサーバーからコンタクトリストを表示します。 

LDAPサーバー情報及び検索ベースの設定後クラウド電話帳の利用が可能になります。LDAPサーバー

が認証を求めてくる場合、ユーザーネームとパスワードを入力してください。 

 

LDAP電話帳の設定には、以下の情報の設定が必要です。 

 ディスプレイ名（必須） 

 サーバーアドレス（必須） 
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 サーバーポート（必須） 

 検索ベース（必須） 

 認証ユーザー名（オプション） 

 パスワード（オプション） 

 

注意！LDAP電話帳の作成及び LDAP電話帳サーバーの設定に関しては「X5 Administration Guide」

を参照してください。 

8.23 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登録を解除しない限り、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、電話番号のプレフィックスを登録し、同じプレフィッ

クスの番号すべてを着信拒否することもできます。 

8.24 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やインポートができます。 

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。 

 

操作画面上で連絡先グループの追加、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。 

8.25 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、通話時間、または回線ごとに並び替えて

通話履歴の閲覧することができます。 

 

コール履歴は電話帳やブラックリストに保存することができます。 

 

コール履歴の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。 

8.26 ファンクションキー／ファンクションキー 

40個までの DSSキーを設定することができます。サイト上で DSSキーの設定とカスタマイズができ

ます。以下の表は「タイプ」列のパラメーターの機能について解説します。 
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表 9 Web上での DSS キーの設定 

パラメーター 解説 

メモリーキー BLF: 内線番号を登録し、登録した番号の状態

（待ち受け状態、受信中、通話中）を示します。 

（補足）ピックアップ番号を入力して各 BLF キ

ーのピックアップが正常に作動するか確認して

ください。 

Presence：プレゼンスではユーザーがオンライ

ンであるか確認することができます。 

（補足）同じ番号で BLF とプレゼンスの登録す

ることはできません。 

スピードダイヤル：同じ番号に電話をかける頻

度が高い場合、スピードダイヤルを設定するこ

とができます。 

インターコム：オペレーターまたは受付担当者

が呼び出しに対し、迅速にオフィス環境で幅広

く利用できる機能です。 

Line 回線キーの設定をすると回線キーを選択して電

話を掛ける事ができます。 

キーイベント キーイベントの選択で、MWI、着信拒否（DND）、

Release、Headset、保留などのショートカット

として始動することができます。 

DTMF 発信やダイヤルした番号の変更ができます。 

URL 設定した URLを起動することができます。 

マルチキャスト マルチキャストアドレスとオーディオコーディ

ックの設定ができます。キーの選択で、マルチ

キャストを開始します。 

8.27 ファンクションキー／ソフトキー 

スクリーン上のソフトキーの表示をカスタマイズすることができます。 
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図 77 ソフトキーの設定 
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9 詳細機能 

9.1 VPN 

VPN はサーバーネットワークへ本機を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

はレイヤー2の伝送プロトコル（L2TP）とオープン VPN 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（終了）の設定をしてください。 

 

9.1.1 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のみをサポ

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「ネットワーク」→「VPN」を選択してくだ

さい。VPNモードでは「VPN を有効にする」の項目の、「L2TP」を選択して 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」を選択すると本機は 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 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 が設定されると本機が起動するたびに自動で VPN に接続します。VPN がすぐに成立しない

場合、電話機の再起動をして VPN接続が成立するか確かめてください。 

 

9.1.2 オープン VPN 

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 Configuration file: client.ovpn 

CA Root Certification:  ca.crt 

Client Certification:  client.crt 

Client Key:     client.key 
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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を有効にする」を選択して、VPN Mode の「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、ユーザーが無効の設定をしない限り、リブート後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 

電話機お待ち受け画面より「設定」→「ステータス」を選択して以下の情報を取得することができ

ます。 

 Mode 

 IPアドレス 

 ソフトウエアバージョン 

 その他… 

「その他」を選択し、詳細の情報を取得することができます。 

 

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 

Fanvilは本機の性能を高めるために新しいソフトウエアバージョンを常に提供しています。本機は

自動で新しいソフトウエアバージョンを Fanvilのクラウドから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、最新のソフトウエアバージョンへのアップグレードのア

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電話機

の待ち受け画面より「設定」→「ソフトウエア更新」より実行してください。 

 

10.3 本機のリブート 

電話機の待ち受け画面より「設定」→「システムのリブート」で本機の再起動の操作を実行できま

す。実行する場合は「Yes」を選択してください。または、電源プラグを抜くことでもリブートでき

ます。 

 

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。 
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工場出荷時の設定に戻す場合、電話機の待ち受け画面より「設定」→「ユーザー設定」→「詳細設

定」を選択し、パスワードを入力してください。詳細設定の中の「既定値に戻す」を選択し、「Yes」

を選択すると工場出荷時の設定に戻すことができます。 

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「ネットアークパケットの取り込

み」の項目にある「スタート」ボタン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の販売店へご相談ください。 

10.6 POSTモードの起動とファームウエアの修復 

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 MODE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。 

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．テルネットの接続が確立したら、「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。 
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10.7 一般的なトラブルケース 

表 10 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 1. 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。本機のスペックに対応している Fanvilの電源アダプター

または PoEスイッチで給電されているか確認してください。 

2. 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、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。 

1. 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。 

2. 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

スが取得できない場合、IPアドレスの表示画面で「IP取得中…」

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。 

3. 正しくネットワークに接続している場合、回線設定をご確認く

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」を参照し、Fanvilの販

売店（日本総代理店：株式会社ソフツー）にご相談ください。 

ハンドセットのオーディオ

の不具合 

1. 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。 

2. ネットワークの帯域幅と遅れが原因で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 1. 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

合は日本総代理店：株式会社ソフツーへご相談ください。 

2. 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 アイコンの表記 

表 11 キーパッドのアイコン 

 電話帳 

 リダイヤル 

 通話履歴 

 ハンズフリー（HF）スピーカー 

 電話機にロックをかける：「＃」キーを長押し 

 マイクの消音（通話中） 

 ボリュームを下げる 

 ボリュームを上げる 

表 12 ステータスとして表示されるアイコン 

 発信 

 受信 

 保留 

 ネットワークに接続されていません。 

 キーパッドにロックをかける 

 
不在着信履歴 

 ショートメッセージサービス 

 新規留守番電話あり 

 着信拒否設定中 

 自動応答設定中 

 着信転送設定中 

 ハンズフリー（HF）モード 

 ハンズフォン（HP）モード 

 ハンドセット（HP）モード 

 マイク消音 

 英数字混合の入力 

 小文字の入力 

 大文字の入力 

 数字入力 
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付録 Ⅱ キーパットからの文字入力 

 

表 13 キーパットから入力可能な文字 

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 

＊ ＊#(space)@,.:/?<>[]%! &$~+- 

# #  

 
小文字の

アルファ

ベット 

1 + - * % / | @ ! : 

2 a b c 

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 

＊ ＊#(space)@,.:/?<>[]%! &$~+- 

# #  
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大文字の

アルファ

ベット 

1 + - * % / | @ ! : 

2 A B C 

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 WZYX 

0 (space) 

＊ ＊#(space)@,.:/?<>[]%! &$~+- 

# #  

 
英数字混

合の入力 

 

1 1 + - * % / | @ ! : 

2 2 a b c A B C 

3 3 d e f D E F 

4 4 g h I G H I 

5 5 j k l J K L 

6 6 m n o M N O 

7 7 p q r s P Q R S 

8 8 t u v T U V 

9 9 w z y x W Z Y X 

0 (space) 

＊ ＊#(space)@,.:/?<>[]%! &$~+- 

# #  
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付録 Ⅲ 回線ランプの定義 

表 14 DSSキーランプの表示について 

タイプ ランプの表示 回線の状況 

ラインキー 消灯 回線無効 

 緑の点灯 回線使用可能（設定済み） 

 緑の点滅 ダイヤル中／呼び出し中 

 黄色の点滅 回線設定中 

 赤の点滅 回線エラー（設定が失敗） 

 赤の点灯 回線使用中（通話中） 

 黄色の点滅 保留中 

BLF 緑の点灯 待機中 

 赤の点灯 通話中 

 赤の点滅 BLF に登録した番号をダイヤル中 

 消灯 BLF に登録した番号使用不可 

DND 赤の点灯 着信拒否設定中 

 消灯 着信拒否無効 

MWI 緑の点灯 新規留守番電話あり 

 消灯 新規留守番電話なし 

 

表 15 ENBの表示について 

ランプの表示 回線の状況 

消灯 DSS LCDの他のページでのイベントはありません。 

緑の点滅 
LCD以外のページでの MWI や着信などのイベントはあ

りません。 

黄色の点滅 回線の設定中、または通話の保留中 

赤の点滅 回線エラー（設定の失敗） 

（*ENB：イベント通知ボタン） 


