
SPA100 シリーズの地方の音声 パラメータの設
定 種々様々な設定 

目標
 

この資料の目標は SPA 100 シリーズの地方の音声 設定の雑多なパラメータを設定する方法
を示すことです。
  

適当なデバイス
 

• SPA100 シリーズ アダプタ
  

[Software Version]
 

• 1.3.1 （003）
  

地方の音声の設定 いろいろ な パラメータ
 

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:
 

 
ステップ 2. Miscellaneous セクションにスクロールして下さい。
 



 
ステップ 3 FXS ポート インピーダンスでドロップダウン リストは FXS ポートの電気イン
ピーダンスを設定 しました。 Foreign Exchange Station （FXS） インターフェイスは電話
に直接接続されますまたはファクシミリおよび提供は、電圧およびダイヤルトーン鳴ります
。 次のオプションがあります。
 

• 600 
• 900 
• 600+2.16uF 
• 900+2.16uF 
• 270+750||150nF 
• 220+850||120nF 
• 220+820||115nF 
• 200+600||100nF
 

ステップ 4. FXS ポート 利得量 フィールドの dB で利得量を、それ 3 つの小数点以下に書き
立てることができます入力して下さい。 入力 価値管理 マイクロフォンの感覚。 範囲は
6.000 から -12.000 です。 それは -3 としてデフォルトで設定 されます。
 
ステップ 5. FXS ポート出力ゲイン フィールドの dB で出力ゲインを、それ 3 つの小数点以
下に書き立てることができます入力して下さい。 出力 値はアクティブにされたとき拡声器
の感覚を制御します。 範囲は 6.000 から -12.000 です。 それは -3 としてデフォルトで設定
されます。
 
ステップ 6.水平な DTMF 再生レベル フィールドの dBm でローカル DTMF 再生を、それ 1
つの小数点以下に書き立てることができます入力して下さい。 それは -16.0 としてデフォ
ルトで設定 されます。 電話のキーを押すと DTMF （デュアルトーン マルチ周波数）は電
話へ場合生成します、各々の押されたキー生成します特定の周波数の 2 つのトーンをです
 
ステップ 7. DTMF 再生長フィールドのミリ秒にローカル DTMF 再生期間に入って下さい。
 
ステップ 8.水平な DTMF ねじれフィールドの dBmin で DTMF 再生ねじれを入力して下さ
い。
 
ステップ 9.検出 ABCD ドロップダウン リストからの DTMF ABCD のローカル検知を有効
にするために『Yes』 を選択 して下さい。
 
ステップ 10.再生 ABCD ドロップダウン リストからの OOB DTMF ABCD のローカル再生
を有効に するために『Yes』 を選択 して下さい。
 
ステップ 11.発信者 ID 方式 ドロップダウン リストからコールに適用することを望む発信者
ID 方式を選択して下さい。 次のオプションを使用できます。
 

• ベルコア（N.Amer、中国） — CID、CIDCW および VMWI。 FSK は後最初リング
（ETSI FSK が後最初リング 送信 した同じ送信 しました） （極性の反転か DTAS 無し
）。 



 
• DTMF （フィンランド、スウェーデン） — CID だけ。 DTMF は極性の反転送信 しまし
た（および DTAS 無しの後で）および前に最初リング。 
 
• DTMF （デンマーク） — CID だけ。 DTMF は極性の反転および DTAS 無しで最初リン
グの前に送信 しません でした。 
 
• ETSI DTMF — CID だけ。 DTMF は DTAS 送信 しました（および極性の反転無しの後で
）および前に最初リング。 
 
• PRS との ETSI DTMF — CID だけ。 DTMF は極性の反転および DTAS の後でおよび前
に最初リング 送信 しました。 
 
• ring — CID だけの後の ETSI DTMF。 DTMF は後最初リング 送信 しました（極性の反転
か DTAS 無し）。 
 
• ETSI FSK — CID、CIDCW および VMWI。 FSK は DTAS 送信 しました（極性の反転無
しの後で）および前に最初リング。 CIDCW のための DTAS の後の CPE からの ACK のた
めの待機。 
 
• PRS （UK）との ETSI FSK — CID、CIDCW および VMWI。 FSK は極性の反転および
DTAS の後でおよび前に最初リング 送信 されます。 CIDCW のための DTAS の後の CPE
からの ACK のための待機。 極性の反転は機器がフックにあるときだけ適用されます。
 
• PRS との DTMF （デンマーク） — CID だけ。 DTMF は極性の反転送信 しました（およ
び DTAS 無しの後で）および前に最初リング。
 

注: デフォルトはベルコア（N.Amer、中国）です。
 
ステップ 12： FXS ポート電源制限ドロップダウン リストから、フィールドの値を選択し
て下さい。 選択は 1 から 8.からです。 デフォルトは 3 です。
 
ステップ 13： 発信者 ID FSK ドロップダウン リストからコールに適用することを望む発信
者 ID FSK 規格を選択して下さい。 デフォルトは鐘 202 です。
 
ステップ 14： 機能 呼び出し 方式 ドロップダウン リストからの機能 呼び出しのために使用
するために望む方式を選択して下さい。 オプションはデフォルトまたはスウェーデン デフ
ォルトです。 デフォルトはデフォルトです。
 
ステップ 15： 設定変更を保存するために『SUBMIT』 をクリック して下さい。
 


	SPA100 シリーズの地方の音声 パラメータの設定 種々様々な設定
	目標
	適当なデバイス
	[Software Version]
	地方の音声の設定 いろいろ な パラメータ


