SR-5200VOIP2 〜ファームアップについて〜 Ver. 2.06(O)
このたびは、弊社ダウンロードサービスをご利用いただきまして、まことにありがとうございます。
ダウンロードしていただきましたファームウェアを使用して、SR-5200VoIP2をファームアップしていただ
きますと、次の設定項目が追加および変更されます。

■ 追加および変更される設定項目
各設定項目について詳しくは、本書2ページ以降をご覧ください。
設定メニュー
電話設定

設定画面

設定項目

設定内容

電話回線の設定

電話回線鳴り分け判別

SIP

SIPサーバ接続設定

鳴り分け判別※1

P3

簡易サーバ

簡易中継サーバ設定

鳴動時間

P4

リコール試行時間

P4

TELポート内線設定

発信設定(SIPサーバ)

P5

発信設定(Peer to Peer)

P5

電話回線へ自動迂回

P5

発信設定(SIPサーバ)

P6

位置情報※2

発信設定(Peer to Peer)

P6

電話回線へ自動迂回

P6

メール通知転送設定

着信通知メールを使用

P7

(子機内線詳細情報設定)

SMTP認証アカウント

P7

登録の追加

SMTP認証パスワード

P7

子機番号(名前)

P8

MACアドレス

P8

自動検出された端末

P8

設置場所

P9

登録済み端末

情報表示
※1

P2

接続

子機内線設定

システム設定

参照ページ
※1

位置通知※3

簡易サーバ情報

P8

位置情報通知設定

自動プレゼンス切替

P9

ホストアドレス

P9

子機内線情報表示

P10

簡易中継サーバ機能を有効にすると、表示される項目です。

※2 中継サーバに登録しているFOMA端末の状態(位置/自動プレゼンス)を表示するために必要な設定です。
※3 無線アクセスポイントごとに設置場所や自動プレゼンスを設定します。ホストアドレスには、中継サー
バのIPアドレスを設定します。

■ 位置情報機能について
¡プレゼンス切替に対応する子機端末はFOMA端末だけで、VP-43は対応していません。
¡プレゼンス状態や設置場所情報の更新には、10分ほど掛かる場合があります。
¡プレゼンスや設置場所情報は、｢FOMA端末のプレゼンス表示｣および｢中継サーバの簡易サーバ情報画面｣で
確認できます。
¡位置情報を確認できるのは、中継サーバに登録している内線子機だけです。

本書では、｢FOMA® N900iL｣を｢FOMA端末｣と表記させていただいておりますので、あらかじめご了承
ください。
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｢接続｣画面
IP電話の接続方法および電話回線についての設定画面です。

｢電話設定｣ ➔ ｢接続｣

■ 電話回線の設定
ご使用の一般加入電話回線についての設定です。

※説明には、簡易中継サーバ機能が有効なときの設定画面を使用しています。

電話回線鳴り分け判別 ……
簡易中継サーバON

本製品の[LINE]ポートに接続する回線に着信したときの呼出音を設定
します。

(出荷時の設定：外線)

※本製品に接続したアナログ電話機(TEL1/2)とIP多機能電話機に有効
な設定です。
◎外線

：着信時に外線呼出音を使用します。

◎内線

：着信時に内線呼出音を使用します。

◎通知番号で判別 ：着信時に外線呼出音を使用するのは、｢通知番号の
先頭が0｣、｢番号非通知｣、｢番号桁数が8桁以上｣
のいずれかの場合です。
※それ以外の場合は内線呼出音を使用します。
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｢SIP｣画面
本製品のSIP機能についての設定画面です。

｢電話設定｣ ➔ ｢SIP｣

■ SIPサーバ接続設定
簡易中継サーバON

簡易中継サーバ機能を有効にすると、表示される設定項目です。

※上図は、IP電話の接続方法を｢OCNドットフォン オフィス｣または｢.Phone IP Centrex｣に選択した場合の設定例です。

鳴り分け判別 ………………

選択したSIPサーバに着信したときの呼出音を選択します。
(出荷時の設定：外線)
※本製品に接続したアナログ電話機(TEL1/2)とIP多機能電話機に有効
な設定です。
◎外線

：着信時に外線呼出音を使用します。

◎内線

：着信時に内線呼出音を使用します。

◎通知番号で判別 ：着信時に外線呼出音を使用するのは、｢通知番号の
先頭が0｣、｢番号非通知｣、｢番号桁数が8桁以上｣
のいずれかの場合です。
※それ以外の場合は内線呼出音を使用します。
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｢簡易サーバ｣画面
本製品の簡易中継サーバ機能についての設定画面です。

｢電話設定｣ ➔ ｢簡易サーバ｣

■ 簡易中継サーバ設定

K
q
K
w
※上図は、設定例です。

q転送切り戻り時間 ………

内線電話からの転送に失敗したとき、元の通話に戻すまでの時間です。
設定時間内に転送先が応答できなかったときは、切り戻りをします。
設定できる範囲は、｢0〜99(秒)｣です。

(出荷時の設定：20)

※｢0｣を設定した場合は、切り戻りをしません。
[鳴動時間]

転送を切り戻したときに設定時間が経過すると、通話を切断します。
設定できる範囲は、｢0〜99(秒)｣です。

(出荷時の設定：30)

※｢0｣を設定した場合は、通話を切断しません。
wパークリコール時間 ……

通話をパーク保留したとき、保留を忘れたり応答できなかった場合、
転送元の電話機にリコール(再呼出)するまでの時間です。
設定時間内にパーク応答できなかったときは、転送元に着信します。
設定できる範囲は、｢0〜600(秒)｣です。

(出荷時の設定：180)

※｢0｣を設定した場合はリコール(再呼出)せずに、パーク応答するか、
保留中の相手側が切断するまで保留状態を維持します。
[リコール試行時間]

リコール開始から転送元に着信できるまで試行する時間です。
設定できる範囲は、｢0〜99(分)｣です。

(出荷時の設定：0)

※｢0｣を設定した場合は、通話を切断しません。
【設定時間内に着信した場合】
転送元に着信後は、リコール試行時間が経過した時点ですべて切断し
ます。
※転送元に着信後に応答せず着信をキャンセルした場合は、約1分半経
過すると、保留を解除して通話を切断します。
【設定時間内に着信できなかった場合】
保留を解除して通話を切断します。
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｢簡易サーバ｣画面
｢電話設定｣ ➔ ｢簡易サーバ｣

■ TELポート内線設定

内線で簡易中継サーバ(親機)に接続されたIP電話を呼び出すとき設定します。

q
K

w
K

e
K

※[発信設定]欄は｢SIP｣画面で電話番号(アカウント)を登録すると、｢登録番号(電話番号)｣の表示になります。

q発信設定(SIPサーバ) …

商用IP電話接続業者への接続先を、｢SIP｣画面にある[SIPサーバ接続設
定]項目に登録している場合、[現在の登録]欄に表示された登録番号(1
〜20)、または[発信しない]を選択します。

(出荷時の設定：1)

該当するTELポートに接続された電話機から、その番号に登録された
SIPサーバに発信します。
w発信設定(Peer to Peer)

Peer to Peerへの接続先を、｢SIP｣画面にある[Peer to Peer設定]項
目に登録している場合、[現在の登録]欄に表示された登録番号(1〜20)、
または[発信しない]を選択します。

(出荷時の設定：1)

該当するTELポートに接続された電話機から、その番号に登録された
[SIP URI]で発信します。
e電話回線へ自動迂回 ……

本製品の電話回線自動迂回機能を設定します。

(出荷時の設定：する)

｢する｣に設定すると、SIPサーバに発信して通話できない場合に一般加
入電話回線へ自動迂回します。
※話中の場合は迂回しません。
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｢簡易サーバ｣画面
｢電話設定｣ ➔ ｢簡易サーバ｣

■ 子機内線設定

K
q
K
w
K
e

※｢SIP｣画面で電話番号(アカウント)を登録すると、[発信設定]欄に｢登録番号(電話番号)｣と表示されます。

q発信設定(SIPサーバ) …

商用IP電話接続業者への接続先を、｢SIP｣画面→[SIPサーバ接続設定]
項目に登録している場合、[現在の登録]欄に表示された登録番号(1〜
20)、または[発信しない]を設定します。

(出荷時の設定：1)

子機側に接続された電話機から、その番号に登録されたSIPサーバに発
信します。
w発信設定(Peer to Peer)

Peer to Peerの接続に使用する自分の[SIP URI]を、｢SIP｣画面→
[Peer to Peer設定]項目に登録している場合、[現在の登録]欄に表示さ
れた登録番号(1〜20)、または[発信しない]を設定します。
(出荷時の設定：1)
子機側に接続された電話機から、その番号に登録された[SIP URI]で発
信します。

e電話回線へ自動迂回 ……

本製品の電話回線自動迂回機能を設定します。

(出荷時の設定：する)

｢する｣に設定すると、SIPサーバに発信して通話できない場合に一般加
入電話回線へ自動迂回します。
※話中の場合は迂回しません。
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｢簡易サーバ｣画面
｢電話設定｣ ➔ ｢簡易サーバ｣ ➔ ｢子機内線詳細情報設定｣

■ メール通知転送設定

q
K

K
w
K
e
※[子機内線設定]項目→[現在の登録]項目の〈詳細〉をクリックすると、表示される画面です。

q 着信通知メールを使用 …

FOMA端末が圏外、またはFOMA端末の電源を切っているなどで着信
できない場合、転送先メールアドレスに｢発信者番号｣などを通知する
機能です。

w SMTP認証アカウント …

(出荷時の設定：しない)

送信メールサーバ(SMTP)を使用するときのユーザーID、またはメール
アカウントを入力します。
入力は、任意の半角英数字127文字以内です。

e SMTP認証パスワード …

送信メールサーバ(SMTP)を使用するときのパスワード、またはメール
パスワードを任意の半角英数字31文字以内で入力します。
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｢位置情報｣画面
位置情報を利用するために無線IP電話を登録する画面です。

｢電話設定｣ ➔ ｢位置情報｣

■ 登録の追加
子機の位置情報を利用するためにMACアドレスを登録します。

※｢システム設定｣メニュー→｢位置通知｣画面で、無線アクセスポイントについて設定が必要です。

q
K

w
K
e
K

q子機番号(名前) …………

本製品に登録した子機から位置情報を利用したい無線IP電話を選択し
ます。

wMACアドレス …………

[子機番号(名前)]欄(q)で選択した子機のMACアドレスを入力します。
MACアドレスは、半角英数字で12桁(16進数)を入力します。
〈登録〉をクリックすると、入力したMACアドレスが[登録済み端末]項
目に登録されます。
次のように入力すると、同じMACアドレスとして処理します。
(入力例：00-90-C7-99-00-02、0090C7990002)
※FOMA端末のMACアドレス確認方法については、｢FOMA N900iL
取扱説明書｣をご覧ください。

e自動検出された端末 ……

本製品に登録した子機を検出すると、一覧に表示します。
右欄に表示された〈登録〉をクリックすると、検出された子機を[登録済
み端末]項目に登録できます。
※本製品と無線IP電話の経路上にルータなどが存在する場合、正しい
MACアドレスは表示されません。

｢電話設定｣ ➔ ｢位置情報｣

■ 登録済み端末
[登録の追加]項目で登録した内容を表示します。

〈削除〉………………………

Ver. 2.06(O)

クリックすると、ボタンの左欄に表示された内容を削除します。
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｢位置通知｣画面
本製品の設置場所と情報通知するための設定画面です。

｢システム設定｣ ➔ ｢位置通知｣

■ 位置情報通知設定
本製品に登録したFOMA端末の情報を取得するための設定です。

※｢電話設定｣メニューの｢位置情報｣画面で、FOMA端末ごとにMACアドレスの登録が必要です。

q
K
e
K

w
K

q設置場所 …………………

本製品を設置している場所について、任意の半角63文字(全角31文字)
以内で設定します。
｢情報表示｣メニュー→｢簡易サーバ情報｣画面で、FOMA端末が接続し
ている無線アクセスポイントとして表示されます。

w自動プレゼンス切替 ……

本製品を設置している場所での在席状況を設定します。
(出荷時の設定：使用しない)
※FOMA端末側が｢オンライン｣のとき、｢設置場所｣を設定した無線ア
クセスポイントの圏内に移動すると、プレゼンスを切り替えます。

eホストアドレス …………

位置情報機能対応の弊社製無線ルータや弊社製無線アクセスポイントの
IPアドレスを入力します。

位置情報機能を利用すると

営業部

本製品の位置情報機能により、FOMA
端末が接続している無線アクセスポイン
ト情報(状況)を表示できます。

q 自分
w ICOM2

文字

選択

FOMA端末

食堂(食事中)

営業部
q 自分
w ICOM2

オンライン
食事中

機能

文字
FOMA端末

オンライン
会議中

選択

機能

会議室(会議中)

移動

弊社製アクセスポイント
192.168.63.100

SR-5200VoIP2
192.168.63.14
内線番号
4000
(ICOM2)

内線番号
4000
(ICOM2)

端末の移動を通知

弊社製アクセスポイント
192.168.63.25

端末の移動を通知

システム室(取込中)
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｢簡易サーバ情報｣画面
簡易中継サーバ機能について表示する画面です。

｢情報表示｣ ➔ ｢簡易サーバ情報｣

■ 子機内線情報表示

簡易中継サーバを使用時、子機ごとにIPアドレスとプレゼンスを表示します。
※プレゼンス状態や設置場所情報の更新には10分ほど掛かる場合があります。

q
K

w
K

e
K

r
K

t
K

※上記は、位置情報機能による表示例です。

q 名前 ………………………

｢電話設定｣メニュー →｢簡易サーバ｣画面の[子機内線設定]項目に登録さ
れた名前を表示します。

w 内線番号 …………………

｢電話設定｣メニュー →｢簡易サーバ｣画面の[子機内線設定]項目に登録さ
れた内線番号を表示します。

e アドレス …………………

登録されているSIPサーバに接続しているとき、使用しているIPアドレ
スを表示します。

r プレゼンス ………………

子機端末の在席状況を表示します。

t 位置 ………………………

接続している無線アクセスポイント(設置場所)を表示します。
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