SoundStation ® IP 6000 クイックスタートガイド

部品一覧
Polycom SoundStation® IP 6000 を お
買い上げいただきありがとうござ
います。SoundStation IP 6000 は、IP
ネットワークを介した高品質な音
声会議を実現する会議電話です。
SoundStation IP 6000 のパッケージに
はこれらの製品が含まれています。
含まれていない製品がある場合は
SoundStation IP 6000 の販売店にお問
い合わせください。

SoundStation IP 6000

クイックスター
トガイド

ネットワークケーブル

オプションの付属品

電源インターフェイスケーブル
電源アダプタ
( 国により電源ケーブルは異
なるので表示していません )

SoundStation® IP 6000 クイックスタートガイド

外付けマイク

設置
SoundStation IP 6000 を設置するには、 ネットワークケーブルの一方の端を
SoundStation IP 6000 コンソールの底面 にあるネットワークポートに差し込
み、もう一方の端を PoE 対応のデータポートに差し込みます。

外付けマイク
外付けマイク ( オプションの付属品 ) を図のように接続します。

オプションの付属品の接続
ネットワークケーブル

国により電源ケーブルは異
なるので表示していません
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起動
SoundStation IP 6000 は ネ ッ ト ワ ー ク
に接続されるとパワーオーバーイー
サネット (PoE) により自動的に電源が
入り、ネットワーク設定が開始されま
す。この処理が終了すると、右の図に
示す待機画面が表示されます。
詳細については、SoundStation IP 6000
ユーザガイド』を参照してください。
このガイドは以下の URL からオンラ
インで入手できます。

SoundStation® IP 6000 クイックスタートガイド

http://support.polycom.com/voice

待機画面

保証、著作権、安全に関する通知
限定保証 Polycom はエンドユーザ ( 顧客 ) に対し、Polycom または正規販売
店から製品を購入した日付より 1 年間、通常の使用およびサービスに
おいて本製品およびその材料に欠陥がないことを保証します。
Polycom はここで明示された保証に基づき、Polycom の選択と負担によ
り、欠陥製品または一部を修理し、欠陥製品と交換するのに相当す
る製品または一部を顧客に発送する義務があります。いずれの選択
も提供できない場合、Polycom は独自の裁量により、欠陥製品の購入
金額を顧客に支払うものとします。交換される製品はすべて Polycom
の所有となります。製品あるいは部品の交換には新品または再生部
品が使用されます。Polycom は、交換または修理した製品や部品につ
いて、発送日より 90 日間または最初の保証期間の残存期間のいず
れか長い方の期間保証します。
Polycom に製品を返却する場合は、適切に梱包して運賃前払いで安全
に返送する必要があり、保険付きまたは荷物の追跡が可能な方法で
発送することを推奨します。Polycom は、返却した製品を受領するま
での過程で生じた損失や損害に対する責任は負いません。修理また
は交換する製品は Polycom が欠陥製品を受け取ってから 30 日の期間
内に Polycom の負担で顧客に発送されます。製品の損害に対するリス
クは、顧客の手元に届くまで Polycom が保持します。
免責事項。テストおよび検査の結果、製品の欠陥または故障が次の
理由である場合、Polycom は上記の保証の制限に基づく責任を負わな
いものとします。
• Polycom のインストール、操作、保守の説明に従わなかった場合
• 不正に製品を変更または改変した場合
• 製品を通じて不正に専用線通信サービスへアクセスした場合
• 顧客および顧客の管理下にある個人の不正使用、悪用、過失行為、
削除を行った場合
• サードパーティによる行為、天災、事故、火事、落雷、変電、停
電、その他の被害にあった場合
保証の例外事項。Polycom の製品で上記に規定された保証が実施されな
かった場合、顧客は保証の不履行について Polycom に製品の修理、交
換、購入金額の払い戻しを請求することができます。法律の及ぶ限
り、上記の保証および救済は限定的であり、明示または暗示された
その他の保証、用語、条件において、商品性の保証や条件、特定の
目的に対する適合性、満足のゆく品質、保証内容との一致、無侵害
性に代わるものとし、すべては明示的に放棄するものとします。
Polycom は、製品の販売、インストール、保守、利用に関する法的責任
を他者に負わせたり、委任したりすることはありません。
サービス規約。製品に適用されるサービス規約の詳細については、
Polycom 正規販売店にお問い合わせください。
ソフトウェアサポート。Polycom では、以下の条件がすべて満たされる
場合に、製品で動作するソフトウェアのサポートを提供します。
• 製品が保証期間中であり、Polycom サービス契約の適用対象である。
• 製品が Polycom 承認パートナーのプラットフォームで動作している。
• 製品のソフトウェアが最新またはその 1 つ前のメジャーバージョ

ンである ( ソフトウェアバージョンは “x.y.z” の形式で表し、最初の 2
つの数字がメジャーバージョンを示します)。
• 製品のソフトウェアに、アップデート ( マイナーリリース/バグ修
正 ) が提供される 90 日間のソフトウェア保証が付いている。サポー
トを継続して受けるには、もっとも経済的な方法として保守契約の
購入をお勧めします。
ソフトウェアサポートのご依頼は、製品を購入した Polycom 販売店に
ご連絡ください。
限定責任法律の及ぶ限り、Polycom および供給者に対して契約や
(過失を含む) 不法行為、あらゆる偶発的、必然的、間接的、特殊ま
たは懲罰的損害賠償金、収益または利益の損失、取引上の損失、情
報またはデータの損失、販売に生起または関連したその他の経済的
損失、製品のインストール、保守、利用、パフォーマンス、故障ま
たは障害において責任を負わないものとします。これは、Polycom お
よび正規販売店が以上のような損害の可能性について報告を受け
ていたとしても、Polycom の裁量により、修理、交換、購入金額の払
い戻しをする責任を限定できることになります。損害への責任に対
する免責条項は、この中で明記されたいかなる救済手段が本来の目
的を達成できなかったとしても、何ら影響を与えるものではありま
せん。
免責事項。ある国、州、地域では適用された保証の除外または制
限、消費者に供給された特定の製品における偶発的、必然的な損害
に対する制限、人身障害に対する責任の制限を許可しないところが
あります。よって、上記の制限または排除が限定されることがあり
ます。適用された保証すべてが排除されない場合は、適用可能な明
記された保証の期間に限定されます。これにより、地域の法律に応
じて特定の法的権利が付与されます。
準拠法。この限定保証および責任の限定は、米国カリフォルニア州お
よび米国の法律に準拠します。ただし、国際私法の原則は排除されま
す。国際物品売買条約に関する国連条約灯は、この限定保証および責
任の限定に適用されないものとします。国際および汎米著作権条約に
基づき無断複写・転載を禁じます。Polycom, Inc の書面による同意なしに、
本書の内容の全体または一部を複写、複製、送信、他言語に翻訳、ま
たは他形式に変換することは、その形式または方法を問わず、これを
禁じます。ユーザまたはその依頼を受けた第三者が、製品の識別情
報、著作権表示、その他の通知を削除することは禁じられています。
Polycom、そのロゴデザイン、および SoundStation は米国およびその他の国
における Polycom, Inc. の商標です。
著作権。国際および汎米著作権条約に基づき無断複写・転載を禁じ
ます。Polycom, Inc の書面による同意なしに、本書の内容の全体または
一部を複写、複製、送信、他言語に翻訳、または他形式に変換する
ことは、その形式または方法を問わず、これを禁じます。
Polycom® およびそのロゴデザインは登録商標であり、Polycom SoundStation IP
6000 は米国およびその他の国における Polycom, Inc. の商標です。
ユーザまたはその依頼を受けた第三者が、製品の識別情報、著作権
表示、その他の通知を削除することは禁じられています。

安全規制情報。この機器は、FCC 規制の第 15 部に準拠しています。
操作は、以下の 2 条件に従います。
(1) この機器は有害な干渉を起こさない。(2) この機器は好ましくな
い操作による干渉を含むすべての干渉に対応する必要がある。
メモ : この装置は、FCC 規則の第 15 部に準拠してテストされ、クラ
ス B デジタル機器制限に適合していることが確認されています。こ
れらの制限は、住宅に設置する際に有害な電波障害から適切に保護
することを目的としています。この装置は、無線周波数帯域のエネ
ルギーを発生、利用するものであり、これを放射する可能性もあり
ます。取扱説明書の指示に従って設置および利用しない場合、無線
通信に有害な電波障害を引き起こすおそれがあります。ただし、特
定の設置方法において電波障害が発生しないという保証はありま
せん。この装置の電源のオン/オフを切り替えることにより、この
装置がラジオやテレビの受信に有害な電波障害をもたらしている
と判断される場合、ユーザは電波障害を是正するために次の対策を
講じてください。
1. 受信アンテナの向きまたは位置を変えます。
2. この装置と受信機の距離を離します。
3. 受信機が接続されているものとは、別系統のコンセントにこの装
置を接続します。
4. 販売代理店または熟練のラジオ/テレビ技術者に相談します。

動作時の周囲条件: 動作温度: +32 ～ 104°F (0 ～ 40°C)、相対湿度:
20% ～ 85%、結露なし、保管温度: -22 ～ +131°F (-30 ～ +55°C)。
設置は、配線に関するあらゆる国内の関連規定に従って行う必要が
あります。
L’Installation doit être exécutée conformément à tous les règlements nationaux applicable au
ﬁlage électrique.
この装置を接続するコンセントは、装置の近くにあり、常に使用で
きる状態になっている必要があります。
La prise électrique à laquelle l’appareil est branché doit être installée près de l’équipement et doit
toujours être facilement accessible.
このクラス [B] デジタル機器はカナダ ICES -003 に準拠しています。
Cet appareil numérique de la classe [B] sera conforme à la norme NMB-003 du Canada.
感電を防止するために、安全超低電圧 (SELV) 回路を電話網電圧 (TNV)
回路に接続しないでください。LAN ポートには SELV 回路が、WAN ポー
トには TNV 回路が内蔵されています。一部の LAN ポートおよび WAN
ポートでは RJ-45 コネクタが使用されています。ケーブルを接続する
ときは注意してください。
この製品は定格 48Vdc、0.375A です。外部電源を使用する場合は、LPS
出力、定格 48V、最小 0.375A と表示された電源装置を使用してくださ
い。
Australia: 警告 —主電源に障害が発生した場合、この機器は動作しま
せん。

お問い合わせ先

http://www.polycom.com

Polycom 正規販売店にお問い合わせください。

Polycom, Inc. 6001 America Center Dr, San Jose, CA 95002 USA

1725-15641-002 Rev.D

