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2009年7月AD-200NEバージョンアップ手順書
お客様のご利用環境にあったバージョンアップ手順を下図のフローにそって、選択してください

■ファームウェアVersion 1.25よりファームウェア更新を自動的に行う機能が追加されております。
最新の状態でご利用いただくために、自動的にファームウェア更新する設定へ変更を行っていただくことをお勧めいたします。
※設定方法については取扱説明書をご参照願います。

＜ファームウェアVersion.1.01をお使いのお客様>
下図のフロー中の「電話機のハンドセットを取り上げた時に、「ピーピーピーピー」という音が「ツー」の前に聞こえるか？」から
はじめてください。

お客様のご利用環境に合ったバージョンアップ手順を下図のフローにそって、選択してください。

START

自動バージョンアップ機能の設定を既におこ
なっており、ファームウェア更新種別が「自動
更新」または「即時更新」「定時更新」に設定さ
れている。

いいえ

はい

自動的にバージョンアップが行われます。

ファームウェアの更新種別の設定内容を確認する
場合は、手順Dの６項から９項にてご確認いただけ
ます。

手順Ａ →Ｐ.２へ
電話機からバージョンアップする

電話機のハンドセットを取り上げた時に、
「ピーピーピーピー」という音が「ツー」の前に
聞こえるか? 

はい

いいえ

手順Ｂ →Ｐ.３へ
Web設定画面からバージョンアップする
～初期設定からのバージョンアップ～

手順Ｃ →Ｐ.７へ
Web設定画面からバージョンアップする
～バージョンアップお知らせ機能での

バージョンアップ～

AD-200NE本体に接続されたパソコンから
ブラウザのURL欄に「http://ntt.setup/」と入
力すると、以下のような初期設定画面が表
示されるか

はい

いいえ

手順A～Cの他に、ホームページからファー
ムウェアをダウンロードしてバージョンアップ
する方法もあります。

→手順D（P.11へ）
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◆手順Ａ◆ 「電話機からバージョンアップする」

【注意】：ファームウェア更新中は、ひかり電話がご利用いただけません。
バージョンアップが完了するまで、絶対に電源を切らないでください。
故障の原因となります。

電話機の電話回線ダイヤル種別を「DP」でお使いの
場合は、「PB」に変更してください。電話機の電話回線
ダイヤル種別の変更方法は、電話機の取扱説明書を
ご覧ください。

1． AD-200NE に接続された電話機のハンド
セットを取りあげ「ピーピーピーピー」という音が
「ツー」の前に聞こえることを確認する

【操作説明・留意事項】

2． 電話機のダイヤルボタンを「＊＊＊11」
とダイヤルする

3． 「ププッププッ・・・」という音が聞こえたら、ハ
ンドセットをもどす

以上でバージョンアップは終了です。

バージョンアップ中は、本体の「アラーム」ランプと
「INIT」ランプが赤点灯します。

バージョンアップ中は、自動的に２回再起動します。
約5分程度でバージョンアップが完了し、その後
通常のランプ表示に戻ります。

手順1で電話機の電話回線ダイヤル種別を変更した
場合は、元の設定に戻してください。

バージョンアップ中は
「アラーム」ランプおよび
「INIT」ランプが赤点灯

完了後は「CONFIG」
ランプが緑点灯
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◆手順B◆ 「Web設定画面からバージョンアップする」
～初期設定からのバージョンアップ～

パソコンとAD-200NEのLANポートがLANケーブルで
接続されていることを確認し、Webブラウザの
URL欄に「http://ntt.setup/」を入力します。

1． Web設定画面に接続する。 【操作説明・留意事項】

2． 管理者パスワード設定をする

3． Web設定画面へログインする。
[ntt.setupへ接続]が表示されます。
[ユーザー名]に「user」と入力し、[パスワード]
に初期設定時に設定したWeb設定ログインパ
スワードを入力し、[OK]をクリックします。

「管理者パスワードの初期設定」画面が表示され
ます。セキュリティ確保のために管理者パスワー
ドを設定してください。
「パスワード」及び「パスワードの確認」を入力後、
［設定］をクリックしてください。

【注意】
管理者パスワードは忘れないようにメモ等して
安全な場所に保管しておくことをお勧めします。

【注意】：ファームウェア更新中は、ひかり電話がご利用いただけません。
バージョンアップが完了するまで絶対に電源を切らないでください。
故障の原因となります。

4．ファームウェアバージョンを確認する

①

②

「メンテナンス」から「ファームウェア更新」を選
択します。

← クリック
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◆手順B◆ 「Web設定画面からバージョンアップする」
～初期設定からのバージョンアップ～

5．ファームウェア更新確認をする

[更新確認]をクリックすると、ファームウェア最新
情報を取得中の画面が表示され、更新確認が
行われます。

【操作説明・留意事項】

↓①バージョンを確認

← ②「更新確認」をクリック

「更新されたファームウェアが公開されています。
最新ファームウェアに更新する場合は[ファーム
ウェア更新]をクリックしてください。」というメッセー
ジが表示されますので、[ファームウェア更新]を
クリックします。

← ③クリック

現在のファームウェアバージョン欄に「3.09」と表示
されていれば、AD200NEは最新のファームウェア
に更新されています。

それ以外が表示されている場合は、［更新確認］を
クリックします。

↓

↓
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◆手順B◆ 「Web設定画面からバージョンアップする」
～初期設定からのバージョンアップ～

【操作説明・留意事項】

ファームウェア更新中は左図のような画面が表示
されます。

ファームウェア更新が完了するとファームウェア更新
完了ダイアログが表示されます。本体のＣｏｎｆｉｇラン
プが緑に点灯していることを確認し、「ＯＫ」をクリック
すると、トップページが表示されます。

↓

↓

今回のバージョンアップでは、自動的に再起動を2回
します。そのため、バージョンアップ完了まで約5分程
度かかります。
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◆手順B◆ 「Web設定画面からバージョンアップする」
～初期設定からのバージョンアップ～

6．ファームウェアバージョンを確認する

トップ画面左上の「ファームウェアバージョン」に最新
バージョン（「3.09」）と表示されていれば、AD200NE
は最新のファームウェアに更新されています。

左記の画面が表示されていない場合は、手順Cにお
進みください。

← バージョン情報を確認

以上でバージョンアップは終了です。
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◆手順C◆ 「Web設定画面からバージョンアップする」
～バージョンアップお知らせ機能でのバージョンアップ～

1．Web設定画面に接続する

【操作説明・留意事項】

パソコンとAD-200NEのLANポートがLAN
ケーブルで接続されていることを確認し、
WebブラウザのURL欄に「http://ntt.setup/」
を入力します。

2．Web設定画面へログインする

[ntt.setupに接続]が表示されます。
[ユーザー名]に「user」と入力し、[パスワード]に初期
設定時に設定した管理者パスワードを入力し、[OK]
をクリックします。

3．「ファームウェア更新」画面を開く

「メンテナンス」から「ファームウェア更新」を選
択します。

【注意】：ファームウェア更新中は、ひかり電話がご利用いただけません。
バージョンアップが完了するまで絶対に電源を切らないでください。
故障の原因となります。

← クリック
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◆手順C◆ 「Web設定画面からバージョンアップする」
～バージョンアップお知らせ機能でのバージョンアップ～

4．ファームウェア更新確認をする

[更新確認]をクリックすると、ファームウェア最新
情報を取得中の画面が表示され、更新確認が
行われます。

【操作説明・留意事項】

↓①バージョンを確認

← ②「更新確認」をクリック

「更新されたファームウェアが公開されています。
最新ファームウェアに更新する場合は[ファーム
ウェア更新]をクリックしてください。」というメッセー
ジが表示されますので、[ファームウェア更新]を
クリックします。

←③クリック

現在のファームウェアバージョン欄に「3.09」と表示
されていれば、AD200NEは最新のファームウェア
に更新されています。

それ以外が表示されている場合は、［更新確認］を
クリックします。

↓

↓
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◆手順C◆ 「Web設定画面からバージョンアップする」
～バージョンアップお知らせ機能でのバージョンアップ～

【操作説明・留意事項】

ファームウェア更新中は左図のような画面が表示
されます。

ファームウェア更新が完了するとファームウェア更新
完了ダイアログが表示されます。本体のＣｏｎｆｉｇラン
プが緑に点灯していることを確認し、「ＯＫ」をクリック
すると、トップページが表示されます。

↓

↓

今回のバージョンアップでは、自動的に再起動を2回
します。そのため、バージョンアップ完了まで約5分程
度かかります。
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◆手順C◆ 「Web設定画面からバージョンアップする」
～バージョンアップお知らせ機能でのバージョンアップ～

【操作説明・留意事項】
5．ファームウェアバージョンを確認する

← バージョン情報を確認

トップ画面左上の「ファームウェアバージョン」に最新
バージョン（「3.09」）と表示されていれば、AD200NE
は最新のファームウェアに更新されています。

左記の画面が表示されていない場合は、手順Dにお
進みください。
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◆手順D◆ Web設定画面からバージョンアップする
～ダウンロードしたファームウェアでバージョンアップ～

【操作説明・留意事項】

1．Web設定画面に接続する

パソコンとAD-200NEのLANポートがLANケーブ
ルで接続されていることを確認し、Webブラウザ
のURL欄に「http://ntt.setup/」を入力します。

2．Web設定画面へログインする

[ntt.setupに接続]が表示されます。
[ユーザー名]に「user」と入力し、[パスワード]に
初期設定時に設定した管理者パスワードを入力
し、[OK]をクリックします。

3．ファームウェアバージョンを確認する

← クリック

← バージョンを確認

◆パソコンからのバージョンアップ方法手順
１．ファームウェアバージョンを確認する（項目１～３）
２．ホームページよりファイルをダウンロードする（項目４～５）
３．ファームを更新する（項目６～１１）

【注意】：
・ファームウェア更新中は、ひかり電話がご利用いただけません。
・バージョンアップが完了するまで絶対に電源を切らないでください。故障の原因となります。

現在のファームウェアバージョン欄に「3.09」と
表示されていれば、AD200NEは最新のファーム
ウェアに更新されています。

それ以外が表示されている場合は、4項以降の
手順に従い、バージョンアップ作業を行ってください。
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◆手順Ｄ◆ Web設定画面からバージョンアップする
～ダウンロードしたファームウェアでバージョンアップ～

開いたページの「ダウンロードファイル」にある
「ファームウェア Version 2.30」と記載された
ファームウェアをダウンロードします。

ファームウェア Version 2.30へのファームウェア更新
を実施していただきますと、自動的に最新のファーム
ウェアVersion 3.09に更新されます。
ファームウェア Version 3.09をダウンロードしていただ
いても、バージョンアップエラーとなりますのでダウン
ロードしないでください。

↓ 右クリック

← クリック

パソコン上の保存先（任意のフォルダ等）を選択
（①）し、「保存」ボタン（②）をクリックしてください。

4．ホームページにアクセスする

【AD-200NEバージョンアップ用ホームページ】
http://www.ntt-
west.co.jp/kiki/download/flets/ad200ne
/index.html

パソコンとCTUのLANポートがLANケーブルで接
続されていることを確認し、200SEのバージョン
アップ情報を掲載しているホームページを開きま
す。

5．ファイルをダウンロードする

「ダウンロードファイル」欄の
「ファームウェアVersion 2.30」のリンクを右クリックし、
「対象をファイルに保存」をクリックします。

①

②

-
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◆手順Ｄ◆ Web設定画面からバージョンアップする
～ダウンロードしたファームウェアでバージョンアップ～

6．Web設定画面に接続する

パソコンとAD-200NEのLANポートがLAN
ケーブルで接続されていることを確認し、
WebブラウザのURL欄に「http://ntt.setup/」
を入力します。

7．Web設定画面へログインする

8．「ファームウェアの更新」画面を開く

[ntt.setupに接続]が表示されます。
[ユーザー名]に「user」と入力し、[パスワード]に初期設
定時に設定した管理者パスワードを入力し、[OK]をク
リックします。

「メンテナンス」から「ファームウェアの更新」を
選択します。

← クリック
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◆手順Ｄ◆ Web設定画面からバージョンアップする
～ダウンロードしたファームウェアでバージョンアップ～

↓③クリック

-

9．ファームウェアを更新する

「ファームウェア更新」画面にて［参照］をクリックし
ます。

↓ クリック

ダイアログが表示されますので、［OK］をクリッ
クします。

↓

↓

↓

情報機器ナビゲーションからダウンロードした
ファームウェアVersion 2.30を選択し、ファイル名を
確認後、［更新］をクリックします。

↑
① ダウンロードしたファイルを選択

↓ ②ファイル名を確認

-

↑ 選択したファイルを確認
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◆手順Ｄ◆ Web設定画面からバージョンアップする
～ダウンロードしたファームウェアでバージョンアップ～

10．ファームウェア更新中画面を確認する

バージョンアップ中は、左図のような画面が表示
されます。

バージョンアップ完了後、本体のConfigランプ、
VoIPランプが緑に点灯していることを確認し、「OK」
をクリックすると、トップページが表示されます。

トップ画面左上の「ファームウェアバージョン」に
最新バージョン（「3.09」）と表示されていれば、
AD200NEは最新のファームウェアに更新されてい
ます。

最新バージョン以外が表示されている場合は正常に
ファームウェア更新されていません。手順Dから、再
度ファームウェアの更新を行ってください。

今回のバージョンアップでは、自動的に再起動を2回
します。そのため、バージョンアップ完了まで約5分程
度かかります。

11．ファームウェアバージョンを確認する

← バージョン情報を確認

以上でバージョンアップは終了です。


