
SPA112 および SPA122 の地方の音声 パラメー
タの設定縦サービス コード 

目的
 

縦サービス コードは特別な電話 機能を提供する電話番号にダイヤルされる特別なコードで
す。 縦サービス発表コードはユーザがコードを入力するときコールが接続される前にユー
ザが行のレコードを受信することを可能にする特徴です。 スター コードはアクティブにな
ります*コードおよび電話はフックから離れています。 
 
この技術情報の目標は SPA112 または SPA122 の地方の音声 設定の縦サービスパラメータ
を設定する方法を説明することです。 これがコール リダイアルを行うために必要なキーの
ようなショートカットを、調節して有用です。
  

適当なデバイス
 

• SPA112 
• SPA122
  

[Software Version]
 

• 1.3.2 （014）
  

地方の音声 パラメータの縦サービス コード
 

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音声を > 地方選択し。 地方の
ページは開きます:
 



 
 
注: 望ましいコードを設定するために縦サービス アクティベーション コード セクションに
スクロールして下さい。 
 
注: 望ましいコードを設定するために縦サービス発表コード セクションにスクロールして下
さい。
  

縦サービス アクティベーション コード
 



 
ステップ 2.コール リターン Code フィールドで値を入力して下さい。 このコードは最後の
発信者に問い合わせます。 デフォルトは *69 です。
 
ステップ 3.コール リダイアル Code フィールドで値を入力して下さい。 このコードは呼出
される最後の数をリダイアルします。 デフォルトは *07 です。
 
ステップ 4.ブラインド転送 Code フィールドで値を入力して下さい。 このコードは規定 さ
れた 拡張に現在の呼び出しのブラインド転送を始めます。 デフォルトは *98 です。
 
ステップ 5.コールで値を機能します Code フィールド入力して下さい。 このコードは最後
のアウトバウンドコールが使用中のときコールバックを開始します。 デフォルトは *66 で
す。
 
ステップ 6.コール Deact Code フィールドで値を入力して下さい。 このコードはコールバ
ックを取り消します。 デフォルトは *86 です。
 
ステップ 7.コール使用中行為 Code フィールドで値を入力して下さい。 このコードは最後
のアウトバウンドコールが使用中のときコールバックを開始します。 デフォルトは *05 で
す。
 

 
ステップ 8. Cfwd で値をすべての行為 Code フィールド入力して下さい。 このコードは規
定 された内線番号にすべてのコールを転送します。 デフォルトは *72 です。
 



ステップ 9. Cfwd で値を Deact すべての Code フィールド入力して下さい。 このコードは
すべてのコールのコール転送を取り消します。 デフォルトは *73 です。
 
ステップ 10. Cfwd 使用中行為 Code フィールドで値を入力して下さい。 このコードは規定
された内線番号に使用中コールを転送します。 デフォルトは *90 です。
 
ステップ 11. Cfwd 使用中 Deact Code フィールドで値を入力して下さい。 このコードは使
用中コールのコール転送を取り消します。 デフォルトは *91 です。
 
ステップ 12： Cfwd No Ans 行為 Code フィールドで値を入力して下さい。 このコードは規
定 された内線番号に無応答 コールを転送します。 デフォルトは *92 です。
 
ステップ 13： Cfwd No Ans Deact Code フィールドで値を入力して下さい。 このコードは
無応答 コールのコール転送を取り消します。 デフォルトは *93 です。
 

 
ステップ 14： Cfwd 最後行為 Code フィールドで値を入力して下さい。 このコードは規定
された内線番号に最後の受信かアウトバウンドコールを転送します。 デフォルトは *63 で
す。
 
ステップ 15： Cfwd 最後 Deact Code フィールドで値を入力して下さい。 このコードは最
後の受信かアウトバウンドコールのコール転送を取り消します。 デフォルトは *83 です。
 
ステップ 16： ブロック最後行為 Code フィールドで値を入力して下さい。 このコードは最
後のインバウンドコールをブロックします。 デフォルトは *60 です。
 
ステップ 17： ブロック最後 Deact Code フィールドで値を入力して下さい。 このコードは
最後のインバウンドコールのブロッキングを取り消します。 デフォルトは *80 です。
 
ステップ 18： 受諾最後行為 Code フィールドで値を入力して下さい。 このコードは最後の
アウトバウンドコールを受け入れます。 デフォルトは *64 です。
 
ステップ 19： 受諾最後 Deact Code フィールドで値を入力して下さい。 このコードは最後
のアウトバウンドコールを受け入れるためにコードを取り消します。 デフォルトは *84 で
す。
 



 
ステップ 20： CW 行為 Code フィールドで値を入力して下さい。 このコードはすべてのコ
ールのコール ウェイティングを有効に します。 デフォルトは *56 です。
 
ステップ 21： CW Deact Code フィールドで値を入力して下さい。 このコードはすべての
コールのコール ウェイティングを無効に します。 デフォルトは *57 です。
 
ステップ 22： コール行為 Code フィールドごとの CW で値を入力して下さい。 このコー
ドは回復のコール ウェイティングを有効に します。 デフォルトは *71 です。
 
ステップ 23： コール Deact Code フィールドごとの CW で値を入力して下さい。 このコー
ドは回復のコール ウェイティングを無効に します。 デフォルトは *70 です。
 
ステップ 24： ブロック CID 行為 Code フィールドで値を入力して下さい。 このコードは
すべてのアウトバウンドコールの発信者 ID をブロックします。 デフォルトは *67 です。
 
ステップ 25： ブロック CID Dect Code フィールドで値を入力して下さい。 このコードは
すべてのアウトバウンドコールの発信者 ID ブロッキングを取除きます。 デフォルトは *68
です。
 

 
ステップ 26： コール行為 Code フィールドごとのブロック CID で値を入力して下さい。
このコードは次のアウトバウンドコールの発信者 ID ブロッキングを有効に します。 デフ
ォルトは *81 です。
 
ステップ 27： コール Deact Code フィールドごとのブロック CID で値を入力して下さい。



このコードは次のアウトバウンドコールのブロッキングを取除きます。 デフォルトは *82
です。
 
ステップ 28： ブロック ANC 行為 Code フィールドで値を入力して下さい。 このコードは
すべての番号非通知呼び出しをブロックします。 デフォルトは *77 です。
 
ステップ 29： ブロック ANC Deact Code フィールドで値を入力して下さい。 このコード
はすべての番号非通知呼び出しのブロッキングを取除きます。 デフォルトは *87 です。
 
ステップ 30： DND 行為 Code フィールドで値を入力して下さい。 このコードは妨げませ
ん機能を有効に します。 デフォルトは *78 です。
 
ステップ 31： DND Deact Code フィールドで値を入力して下さい。 このコードは妨げませ
ん機能を無効に します。 デフォルトは *79 です。
 

 
ステップ 32： CID 行為 Code フィールドで値を入力して下さい。 このコードは発信者 ID
生成を有効に します。 デフォルトは *65 です。
 
ステップ 33： CID Deact Code フィールドで値を入力して下さい。 このコードは発信者 ID
生成を無効に します。 デフォルトは *85 です。
 
ステップ 34： CWCID 行為 Code フィールドで値を入力して下さい。 このコードはコール
ウェイティングを、発信者 ID 生成 有効に します。 デフォルトは *25 です。
 
ステップ 35： CWCID Deact Code フィールドで値を入力して下さい。 このコードはコー
ル ウェイティングを、発信者 ID 生成 無効に します。 デフォルトは *45 です。
 
ステップ 36： Dist リング行為 Code フィールドで値を入力して下さい。 このコードは
Distinctive Ringing 機能を有効に します。 デフォルトは *26 です。
 
ステップ 37。 Dist リング Deact Code フィールドで値を入力して下さい。 このコードは
Distinctive Ringing 機能を無効に します。 デフォルトは *46 です。
 



 
ステップ 38。 速度ダイヤル行為 Code フィールドで値を入力して下さい。 このコードは速
度ダイヤル番号を割り当てます。 デフォルトは *74 です。
 
ステップ 39。 ページング Code フィールドで値を入力して下さい。 このコードはグループ
でページングのために他のクライアント使用されます。 デフォルトは *96 です。
 
ステップ 40。 セキュアで値をすべてのコール行為 Code フィールド入力して下さい。 この
コードはすべてのアウトバウンドコールをセキュアにします。 デフォルトは *16 です。
 
ステップ 41。 セキュアで値をコール行為 Code フィールド入力しないで下さい。 このコー
ドはすべてのアウトバウンドコールをセキュアにします。 デフォルトは *17 です。
 
ステップ 42。 セキュア 1 つのコール行為 Code フィールドで値を入力して下さい。 このコ
ードは次のアウトバウンドコールをセキュアにします。 デフォルトは *18 です。
 
ステップ 43。 コール Deact セキュア 1 つの Code フィールドで値を入力して下さい。 こ
のコードは次のアウトバウンドコールをセキュアにします。 デフォルトは *19 です。
 

 
ステップ 44。 会議行為 Code フィールドで値を入力して下さい。 このコードが規定 され
る場合、ユーザは電話会議のためのサード パーティにダイヤルする前にそれを入力する必
要があります。 電話会議のためのコードを入力して下さい。
 
ステップ 45。 AttnXfer 行為 Code フィールドで値を入力して下さい。 このコードが規定 さ
れる場合、ユーザはコール転送のためのサード パーティにダイヤルする前にそれを入力す
る必要があります。 コール転送のためのコードを入力して下さい。



ステップ 46。 モデム回線トグル Code フィールドで値を入力して下さい。 このコードはモ
デムに行を切り替えます。 デフォルトは *99 です。
 
ステップ 47。 FAX ライン トグル Code フィールドで値を入力して下さい。 このコードは
ファクシミリに行を切り替えます。 デフォルトは #99 です。
 
ステップ 48。 メディア ループバックコード フィールドで値を入力して下さい。 このコー
ドはメディア ループバックのために使用されます。 デフォルトは *03 です。
 

 
ステップ 49。 参照サービス コード フィールドで値を入力して下さい。 このコードはユー
ザが現在の呼び出しを保留にする使用され、第 2 ダイヤルトーンをとき聞き取っています
。 このコードに 79 文字の最大長があり、別のサービス アクティベーション コードと競合
するべきではありません。 1つ以上の開始するコードはこのフィールドで設定することがで
きます。 例、*98 または *97|*98|*123、先祖など
 
ステップ 50。 機能 ダイヤル サービス コード フィールドで値を入力して下さい。 このコー
ドは最初または第 2 ダイヤルを受信するときする必要があるものがをユーザに与えます。
このコードに 79 文字の最大長があります。 このフィールドは 1つ以上のコードで設定する
ことができます。 Example,*98 か *97|*98|*123、先祖など
 
ステップ 51。 変更を保存するために SUBMIT ボタンをクリックして下さい。
  

 
縦サービス発表コード
 

 
ステップ 2.サービス Annc 基本数 フィールドで値を入力して下さい。 これはサービス発表
に使用する基本数です。 デフォルト設定はブランクです。
 
ステップ 3.サービス Annc 拡張コード フィールドで値を入力して下さい。 これらはサービ
ス発表に使用する拡張コードです。 拡張コードに特定のパターンが続くことができますあ
ります。 例は CWT が含まれています: 00; CWF: 20; FAT: 18; FAF: 08; FBT: 01; FBF: 12;
FNT: 50; FNF: 15。
 

• CWT —コール ウェイティング 機能が有効に なること指定するのに使用しました。
 
• CWF —コール ウェイティング 機能が無効に なること指定するのに使用しました。
 
• FAT — Call forward all 機能が有効に なること指定するのに使用しました。
 
• FAF — Call forward all 機能が無効に なること指定するのに使用しました。
 
• FBT — Call Forward Busy 機能が有効に なること指定するのに使用しました。
 
• FBF — Call Forward Busy 機能が無効に なること指定するのに使用しました。
 
• FNT — Call Forward No Answer 機能が有効に なること指定するのに使用しました。
 



• FNF — Call Forward No Answer 機能が無効に なること指定するのに使用しました。 デ
フォルト設定はブランクです。
 

ステップ 4.変更を保存するために SUBMIT ボタンをクリックして下さい。
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