
SPA100 シリーズの地方の音声パラメータの設
定 コール プログレス トーン 

目標
 

アナログ式電話 アダプタ（ATA）に ATA でローカルで生成される設定可能なコール プログ
レス トーンがあります。 これらの通知トーンはあなたに戻って受話器を取るとき再生され
ます。 コール プログレス トーンはコールのステータスを中継で送るために特定の調子（リ
ズム/テンポ/音）のある特定のトーン（音）を与えます。 それは情報を中継する単純な方法
です。 トーンが異なる機能を識別するのに使用されています。 一般的な例は音声メールが
あること受話器を通知として取るとき 4 つの短い発信音を聞いています。
 
経過表示トーンはデフォルトで設定されます従って残しある、と同時にそれはそれらを学び
やすいです。 またトーンをカスタマイズできます。 それは新しい携帯 電話を得るとき類似
したにです; テキストメッセージのための着信コールおよび 1 つのためのデフォルト音があ
りますが、それらを同様にカスタマイズするオプションがあります。
 
この資料の目標は SPA100 シリーズ デバイスの地方の音声パラメータのコール プログレス
トーンを設定する方法を示すことです。
  

適当なデバイス
 

• SPA112 
• SPA122
  

[Software Version]
 

• 1.3.1 （003）
  

トーン スクリプトを生成して下さい
 

トーン スクリプトは 2 人の部で分けられます; 調子および周波数。
 

• 調子—総トーン長さ（セグメント: On= 時間、周波数の Off=time）
 
• 周波数— dBm の周波数 @-level
 

たとえば、次のようになります。 350@-19,440@-19;2(.1/.1/1+2);10(*/0/1+2)
 
注: 次にトーン スクリプトは周波数スクリプトおよび調子スクリプトが最初に含まれていま
す。 またトーンその特定のトーンに適用したいと思う必要条件に従って詳しく説明するこ
とができます。
  

地域設定
 

音声を > 適切な地域設定とのシステムをローカライズする地方のページ使用して下さい。
  

リングおよび調子およびトーン スクリプトの定義
 



リングおよびトーン パターンを定義するために、ATA はスクリプトの概念を使用します。
調子スクリプト（CadScripts）の作成についての情報は、周波数スクリプト
（FreqScripts）下記にあり、トーンはスクリプトを書きます（ToneScripts）。
  

CadScript
 

場合の調子パラメータを規定 する 127 文字までのミニ スクリプト。
 
構文： S1[;S2] が、Si=Di （oni、1/offi、1[,oni、2/offi、2[,oni,3/offi、3[,oni、4/offi、4[,oni、
5/offi、5,oni、6/offi,6]]]]]）セクション、oni、j および offi としておよび知られている、j はセ
グメントの秒のオン/オフ期間および i = 1 か 2 であり、j は = 1 つから 6.ディディミアム秒
のセクションの総期間です。 すべての期間は 1 ms 解決を提供する 3 つまでの小数点以下
がある場合があります。 ワイルドカード「*」無限期間を表します。 セクション内のセグメ
ントは順序でされ、総期間がされるまで繰り返されます。
 
例 1： 60(2/4)
 

 
例 2 —特有なリング（短く、短く、短く、長い）: 60(.2/.2,.2/.2,.2/.2,1/4)
 

  
FreqScript
 

127 文字までのミニ スクリプト仕様トーンの周波数および水平なパラメータ。
 
構文： F1 – F6 はカンマが許可される前後に Hz （符号なし整数だけ）の周波数および L1 –
L6 です dBm （1 まで小数点以下と）空白の対応するレベルです（推奨されない）
 
例 1 —コール ウェイティング トーン: 440@-10
 



 
例 2 —発信音: 350@-19,440@-19
 

  
ToneScript
 

 
コール プログレス トーンの周波数、レベルおよび調子パラメータを規定 する 127 文字まで
のミニ スクリプト。 127 文字まで含まれているよろしいです。
 
構文： FreqScript;Z1[;Z2]. セクション Z1 は CadScript の S1 セクションに類似したです但
し例外としては各々のオン/オフ セグメントは周波数コンポーネント パラメータに先行して
います: Z1 = D1(oni,1/offi,1/fi,1[,oni,2/offi,2/fi,2 [,oni,3/
offi,3/fi,3[,oni,4/offi,4/fi,4[,oni,5/offi,5/fi,5[,oni,6/offi,6/fi,6]]]]]）、ところ fi、j =
n1[+n2]+n3[+n4[+n5[+n6]]]]] および 1 < nk="">
 
例 1 —発信音: 350@-19,440@-19;10(*/0/1+2)
 

 
例 2 —スタッタ音: 350@-19,440@-19;2(.1/.1/1+2);10(*/0/1+2)
 



  
地方の音声パラメータのコール プログレス トーン
 

ステップ 1.電話アダプタ設定 ユーティリティへのログインはユーザインターフェイスから
音声を > 地方のタブ選択し。 地方のページはデフォルト設定と開きます。 デフォルトとし
てそれらを残すことができますまたはそれらを変更して下さい。
 

 
ステップ 2.電話番号を入力するためにプロンプト表示する発信音フィールドのためのスク
リプトを入力して下さい。 
 
発信音デフォルト: 350@-19,440@-19;10(*/0/1+2)。
 
ステップ 3.三方コールにダイヤルするとき使用される第 2 発信音フィールドのためのスク
リプトを入力して下さい。
 
第 2 発信音デフォルト: 420@-19,520@-19;10(*/0/1+2)。
 
ステップ 4.アウトサイド ダイヤル トーン フィールドのためのスクリプトを入力して下さい
。 これは発信音へ代替です。 それは内部 拡張に対して外部電話番号を、入力するためにプ
ロンプト表示します。 それはダイヤル プランで見つけられるカンマ文字によって誘発され
ます。
 
外部ダイヤル デフォルト: 420@-16;10(*/0/1)。
 
ステップ 5.コール転送数を入力するためにプロンプト表示する敏速なトーン フィールドの
ためのスクリプトを入力して下さい。
 
トーン default:520@-19,620@-19;10(*/0/1+2) をプロンプト表示して下さい。



ステップ 6. 486 RSC が送信呼び出しのために受け取られるときされるビジートーン フィー
ルドのためのスクリプトを入力して下さい。 
 
ビジートーン デフォルト: 480@-19,620@-19;10(.5/.5/1+2)。
 
ステップ 7.リオーダー トーン フィールドの値を入力して下さい。 これは送信呼び出しが失
敗したら、または遠端が確立されたコールの間にハングアップした後されます。 リオーダ
ー トーンは時発信音またはの代替時間自動的に再生されます。
 
リオーダー トーン デフォルト: 480@-19,620@-19;10(.25/.25/1+2)。
 
ステップ 8.引っ掛け警告トーン フィールドのためのスクリプトを入力して下さい。 これは
発信者が受け台にきちんと受話器を置かなかったらされます。 引っ掛け警告トーンは時リ
オーダー トーン時再生されます。
 
フック警告トーン デフォルトを離れて: 480@-10,620@0;10(.125/.125/1+2)。
 
ステップ 9.遠端が鳴っているとき送信呼び出しの間にされるリング バック トーン フィール
ドのためのスクリプトを入力して下さい。
 
フック警告トーン デフォルトを離れて: 440@-19,480@-19;*(2/4/1+2)。
 
ステップ 10.リングバック 2 トーン フィールドのためのスクリプトを入力して下さい。
ATA はリング バック トーンの代りに被呼加入者が SDP なしで送信への SIP 182 応答と誘
えば要求を答えればこのリングバックトーンを再生します。
 
デフォルト設定: 調子が 1s および 1s ついている以外、リング バック トーンと同じ。
 
リングバック 2 トーン デフォルト: 440@-19,480@-19;*(1/1/1+2)。
 
ステップ 11.最後の入力値は受け入れられたこと知らせる簡潔なトーンである確認トーン フ
ィールドのためのスクリプトを入力して下さい。
 
トーン デフォルトを確認して下さい: 600@-16;1(.25/.25/1)。
 
ステップ 12： SIT1 トーン フィールドのためのスクリプトを入力して下さい。 これは再生
されるリオーダー トーンへ送信通話を作ると同時にエラーが発生するとき代替です。
 
SIT1 トーン デフォルト: 985@-16,1428@-16,1777@
16;20(.380/0/1,.380/0/2,.380/0/3,0/4/0)。
 
ステップ 13： SIT2 トーン フィールドのためのスクリプトを入力して下さい。 これは再生
されるリオーダー トーンへ送信通話を作ると同時にエラーが発生するとき代替です。
 
SIT2 トーン デフォルト: 914@-16,1371@-16,1777@
16;20(.274/0/1,.274/0/2,.380/0/3,0/4/0)。
 
ステップ 14： SIT3 トーン フィールドのためのスクリプトを入力して下さい。 これは再生
されるリオーダー トーンへ送信通話を作ると同時にエラーが発生するとき代替です。
 
SIT3 トーン デフォルト: 914@-16,1371@-16,1777@-
16;20(.380/0/1,.380/0/2,.380/0/3,0/4/0)。
 
ステップ 15： SIT4 トーン フィールドのためのスクリプトを入力して下さい。 これは再生
されるリオーダー トーンへ送信通話を作ると同時にエラーが発生するとき代替です。
 



SIT4 トーン デフォルト: 985@-16,1371@-16,1777@-
16;20(.380/0/1,.274/0/2,.380/0/3,0/4/0)。
 
ステップ 16： MWI 発信音フィールドのためのスクリプトを入力して下さい。 これは発信
音の代わりにメールボックスに聞こえないメッセージがあるときされます。
 
MWI 発信音デフォルト: 350@-19,440@-19;2(.1/.1/1+2);10(*/0/1+2)。
 
ステップ 17： Cfwd 発信音フィールドのためのスクリプトを入力して下さい。 これはすべ
てのコールが転送されるときされます。
 
Cfwd 発信音デフォルト: 350@-19,440@-19;2(.2..2/1+2);10(*/0/1+2)。
 
ステップ 18： ホールディング トーン フィールドのためのスクリプトを入力して下さい。
これはそれらが保留になっていたこと遠端の発信者を知らせます。
 
トーン デフォルトの保持: 600@-19*(.1/.1/1,.1/.1/1,.1/9.5/1)。
 
ステップ 19： 会議トーン フィールドのためのスクリプトを入力して下さい。 これはすべ
てのパーティに電話会議が進行中のときされます。
 
会議トーン デフォルト: 350@-19;20(.1/.1/1,.1/9.7/1)。
 
ステップ 20： セキュア コール示す値トーン フィールドのためのスクリプトを入力して下
さい。 これはモードを保護するためにコールが正常に切り替えられたらされます。 それは
短いののためにだけ（30 秒以下）間遊ぶ必要がありますおよび下げられたレベルで（より
少なくより -19 dBm）そうメッセージ交換と干渉しません。
 
セキュア コール示す値トーン デフォルト: 397@-19,507@-19;15(0/2/0,.2/.1/1,.1/2.1/2)。
 
ステップ 21： 機能が設定されているときされる機能 呼び出しトーン フィールドのための
スクリプトを入力して下さい。
 
呼び出しトーン デフォルトを特色にして下さい: 350@-16;*(.1/.1/1)。
 
ステップ 22： 変更を保存するために SUBMIT ボタンをクリックして下さい。
 

 
このイメージはこの技術情報に説明がある各行でデフォルト値を表示します。
 



 
詳細については、SPA 100 シリーズ電話アダプタ（地方の設定のためのページの 64 開始す
る）のための管理 ガイドの章を参照して下さい第 5。
 

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/csbpvga/spa100-200/admin_guide_SPA100/spa100_ag.pdf
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