
形K5D-0800＋インターネット接続契約
プロバイダ「ビジネスmoperaテレメトリ」組合せ

での設定

形K5D-0800

＋ ビジネスmoperaテレメトリ
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マニュアル（簡易版）
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１．形K5D-0800とパソコンを接続する

RS232Cｸﾛｽｹｰﾌﾞﾙ
を準備してください。

２．FOMA/DoPa対応自動通報装置 形K5D設定ツール
（K5D-0800専用）を起動

画面の指示に従って準備をし、「次へ」
のボタンを押してください。

形K5D-0800＋「ビジネスmoperaテレメトリ」組合せでの設定①

付属ＣＤより
FOMA/DoPa対応自動通報
装置 形K5D設定ツール
（K5D-0800専用）
をインストールしてください。
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３．PPP接続設定、メール送信設定
ご契約内容をご確認の上、 印の部分を入力ください。

①ｸﾘｯｸ

②ﾁｪｯｸ

③ｸﾘｯｸ

④ *99***1#を入力

⑤入力 初期値でOKです。

形K5D-0800＋「ビジネスmoperaテレメトリ」組合せでの設定②

⑥mail.mopera.ne.jpを入力

⑥ドメインは
@mopera.ne.jpアドレス
は実在するアドレスをお
勧めします。
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４．FOMAアダプタとパソコンを接続する

RS232Cｽﾄﾚｰﾄｹｰﾌﾞﾙ

５．形K5D-0800設定補助ツール（FOMA）を起動

※形K5D-0800の
メンテナンススイッチをOFF
にしてください。

※電源ケーブル

形K5D-0800＋「ビジネスmoperaテレメトリ」組合せでの設定③

設定ボタンをクリックしてください。以上で設定は完了です。
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マニュアル（詳細版）
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はじめに

この設定マニュアルでは、自動通報装置 形K5D-0800-S/形K5D-0800（以下、両者を総称して
K5D とする）を、NTTドコモ様のサービス「ビジネスmoperaテレメトリ」（2011年１月31日サービス開
始）において、メール送信が可能となるまでの最低限の設定を指示するものです。

K5D の全機能を使いこなすには、自動通報装置をご利用の際は、形K5D-0800-S 自動通報装置
ユーザーズマニュアル（カタログ番号SGSA-720A）を参照してください。
形K5D-0800 をご利用の場合も、上記ユーザーズマニュアルを参照してください。本体ハードウェア
仕様、配線、設置方法等は形K5D-0800-S に準じます。
ユーザーズマニュアルは、当社Web サイトからダウンロードしてください。

http://www.fa.omron.co.jp/product/download/family/1472/manual.html

※ I-Webメンバーズへの会員登録（無償）が必要となります。

ビジネスmoperaテレメトリに関しては、NTTドコモ様のWebサイトを参照してください。
http://www.docomo.biz/html/service/telemetry/

＜注意＞
ビジネスmopera テレメトリサービスにおいては、形K5D-0800-S/形K5D-0800 双方ともに、コマンド
メール機能を用いることはできません。
コマンドメール機能を利用する場合、形K5D-0800-S とmoperaU のプロバイダ契約の組合せに限ら
れます。
なお、ビジネスmoperaテレメトリとmoperaU はNTTドコモ様のそれぞれ異なるサービスです。

http://www.fa.omron.co.jp/product/download/family/1472/manual.html
http://www.docomo.biz/html/service/telemetry/
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設定準備

１．１． NTTドコモ様との契約の確認
以下のサービスの契約が必要となります。契約方法に関しては、NTTドコモの法人営業部に確認し
てください。
１．１．１． FOMAユビキタスプラン

http://www.docomo.biz/html/rate/plan/plan_um.html

１．１．２． ビジネスmoperaテレメトリ

１．２． ハードウェアの準備
１．２．１． 形K5D-0800-S/形K5D-0800（以下、合わせてK5D と称します）

・本自動通報装置です。
・FOMA 回線接続機器用の電源ケーブル、およびFOMA 回線接続機器接続用のRS-232Cケー

ブル（クロスケーブル）が付属されています。

１．２．２． FOMA UM02-KO 専用アダプタセット（NTTドコモ様／製造元 日立国際電気様）
・FOMA 回線接続機器です。以下、回線接続機器と称します。
・NTTドコモ様とFOMA ユビキタスプランの契約時に、NTTドコモ様から購入してください。
・K5D から電源供給する場合、ACアダプタは不要です。

１．２．３． パソコン（Windows XP/2000）
・「形K5D 統合設定ツール」をインストールし、K5D および回線接続機器の設定に用います。
・RS-232Cポートが必要となります。RS-232Cポートが無いパソコンの場合、USB/RS-232C変換

ケーブルなどを利用してください。

http://www.docomo.biz/html/rate/plan/plan_um.html
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１．２．４． RS-232Cケーブル（クロスケーブル）
・設定時に、パソコンとK5D の接続に用います。
・市販品を購入してください。K5D 付属のRS-232C ケーブル（ストレートケーブル）とは配線が異

なります。
・自作する場合は、ユーザーズマニュアルの配線図を参照してください。

１．３． パソコンソフトウェアの準備
・「形K5D 統合設定ツール（K5D-0800-S共用）」（Ver.2.01A）を当社Web サイトからダウンロード

のうえ、パソコンにインストールしてください。
http://www.fa.omron.co.jp/product/tool/family/1472/k5d/index.html

※ I-Webメンバーズへの会員登録（無償）が必要となります。

・形K5D-0800 でも利用できます。

http://www.fa.omron.co.jp/product/tool/family/1472/k5d/index.html


10

形K5D 統合設定ツールによる設定

K5D および回線接続機器を机上で設定し、動作確認したうえで現場に設置することをお勧めします。

２．１． インストール（ユーザーズマニュアル P36～37 参照）
・Web サイトからダウンロードしたK5Dst201A.EXE をダブルクリックすると、以下の３個のファイ

ルに展開します。
k5dツール.CAB
SETUP.LST
setup.exe
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形K5D 統合設定ツールのインストール

・setup.exe をダブルクリックして実行してください。操作は、メッセージに従ってください。
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FOMA ユビキタスモジュールの設定

２．２． 回線接続機の設定（ユーザーズマニュアル P19～20、P69～73 参照）
２．２．１． 回線接続機器のディップスイッチ設定

・K5D と接続する場合は、必ず以下のように設定してください。

ディップスイッチ（キャップ内）

※ 設置方法などは、「FOMA ユビキタスモジュール（FOMA® UM02-KO） 専用アダプタセット 取扱
説明書」（NTTドコモ様からご提供）を参照してください。

SW1 OFF

SW2 ON

SW3 ON

通信速度

9600bps

SW5 ON

LED表示設定

RS-232C側データ送受信

保守用 常時ON

SW4 ON

SW6 ON
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回線接続機器とパソコンの接続

２．２．２． 回線接続機器とパソコンの接続
・K5D 付属のRS-232Cケーブル（ストレートケーブル）を用いて、回線接続機器とパソコンを接続

します。
・市販のRS-232Cケーブル（ストレートケーブル）を用いることもできます。

２．２．３． 回線接続装置への電源供給
・K5D 付属の電源ケーブルを用いて、回線接続機器とK5D を接続することで、K5D から回線接

続機器に電源を供給します。このとき、K5D のメンテナンススイッチをOFF にしてください。
・回線接続機器専用のACアダプタを用いることもできます。
・電源が供給されると、回線接続機器の電源LED が緑色点灯します。

２．２．４． 形K5D 統合設定ツールの起動
・パソコンの形K5D 統合設定ツールを起動し、メインメニューを表示させてください。

RS232Cｽﾄﾚｰﾄｹｰﾌﾞﾙ

※形K5D-0800の
メンテナンススイッチをOFF
にしてください。

※電源ケーブル
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形K5D統合設定ツールの起動

次ページ
メインメニュー

２．２．４． 形K5D 統合設定ツールの起動
・パソコンの形K5D 統合設定ツールを起動し、メインメニューを表示させてください。
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・メインメニューの「FOMA 設定」→「FOMA アダプタ設定」をクリックし、メッセージに従い操作し、
「FOMA アダプタ」メインメニュー画面を開きます。
メインメニュー

「FOMA アダプタ」メインメニュー

ポート番号は、実際に回線接続機器との接続に
用いている番号を選択してください。
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・「FOMA アダプタ」メインメニューの接続先名（APN） を、“mopera.net” から“mopera.ne.jp” に変
更してください。他の設定項目はデフォルトのままでかまいません。

・「設定」をクリックすると、FOMA アダプタ、すなわち回線接続機器の設定を行います。
・設定に成功すれば、「設定完了」のメッセージが表示されます。FOMAアダプタとの接続に失敗

すると、「通信異常」のメッセージが表示されます。
・「設定終了」で、メインメニューに戻ります。

“mopera.net” → “mopera.ne.jp”
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形K5D本体の設定

２．３． K5D 本体の設定（ユーザーズマニュアル P41～67 参照）
２．３．１． K5D 本体とパソコンの接続

・市販のRS-232Cケーブル（クロスケーブル）を用いて、K5D 本体とパソコンを接続します。
※ 付属のRS-232Cケーブル（ストレートケーブル）は、設定用には使えません。

２．３．２． K5D への電源供給
・K5D に電源を投入してください。
・K5D のメンテナンススイッチをON にしてください。

２．３．４． 形K5D 統合設定ツールの起動
・パソコンの形K5D 統合設定ツールを起動し、メインメニューを表示させてください。

※ 設定データをダウンロードする段階で、K5D との接続を確立させてもかまいません。
その場合、「非接続」をクリックして次に進んでください。

次ページ
メインメニュー

ポート番号は、実際にK5D との接続に
用いている番号を選択してください。

RS232Cｸﾛｽｹｰﾌﾞﾙ
を準備してください。

付属ＣＤより
FOMA/DoPa対応自動通報
装置 形K5D設定ツール
（K5D-0800専用）
をインストールしてください。
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２．３．５． 「設定」の開始
新規に設定データを作成する場合と、「DoPa」や「moperaU」 で利用していた設定データを流用
することができます。

① 新規作成の場合
(1) 「ファイル」→「新規作成」→「moperaU 接続」 を選択してください。

この時点で、デフォルト値が設定されます。
(2) 「設定」をクリックして次へ進んでください。

※ ビジネスmoperaテレメトリ、moperaU、mopera はそれぞれ異なるサービスです。
moperaU のデフォルト値は、ビジネスmoperaテレメトリの設定値として流用し易いというだけです。

メインメニュー

(1)

(2)
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② 使用中の「DoPa」、「moperaU」 の設定データを流用する場合
正常動作しているK5D 本体から設定データ読込み、修正して設定することができます。
念のため、読込んだ設定データはバックアップとしてCSVファイルに保存してください。
(1) 「実機読込」をクリックし、K5D から設定データを読込みます。
(2) 「ファイル」→「名前をつけて保存」にて、読込んだ設定データをCSVファイルに保存します。
(3) 「設定」をクリックして次へ進んでください。

メインメニュー

(1)

(2)

(3)
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２．３．６． 接続先選択
「一般インターネットサービスプロバイダ」を選択し、次へ進んでください。
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２．３．７． PPP接続先設定
(1) 「接続先電話番号」の「プライマリ（必須）」には”*99***1#”と入力してください。

FOMA アダプタ設定が完了した時点のメッセージに従います。
(2) 「PPPユーザ情報」の「ユーザ名」「ユーザパスワード」は空白としてください。
(3) 「DNS IPアドレス」は、「プライマリ」「セカンダリ」共にmoperaU と同じデータとなります。

デフォルトの”220.159.212.200”／”220.159.212.201”のままにしてください。

(1)

(2)

(3)
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２．３．８． メール送受信設定①
(1) 「SMTPサーバ名」は、”mail.mopera.net” から”mail.mopera.ne.jp”に変更してください。

(2) 「自局メールアドレス」は、任意の文字列をメールアドレスとして用いることができます。
※ 送信先の携帯電話やパソコンのセキュリティ設定によっては、実際に存在するメールアド

レスでないと着信を拒否される場合があります。必要に応じて、携帯電話、パソコン側の
セキュリティ設定のレベルを下げたり、K5D 側自局メールアドレスを変更してください。

(1)

(2)
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２．３．９． メール送受信設定②
ビジネスmoperaテレメトリにおいては、全ての項目を空白としてください。

(1)

(2)

２．３．１０．端末設定／各種通報設定／接点入力設定／出力設定
従来の設定方法と変更はありません。
設定完了後、K5D本体への書込み処理をしたうえで、動作確認をしてください。
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