電話回線制御ユニット（ＴＫ－１６６０Ａ／ＡＶ）設定例
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■１ 概要
シリアルインターフェースオプションを取り付けると、一般的なパソコンから、設定の参照変更が可能です。
・ＲＳ－２３２Ｃインターフェースを使用する場合
ＣＮ１０に、オプション（ＲＳ－２３２Ｃ９ＰＤ）を接続し、ストレートケーブルでパソコンに接続して下さい。
ＲＳ－２３２Ｃ９ＰＤに実装してあるコネクタは、Ｄ－ＳＵＢ９Ｐプラグです。
・ＵＳＢインターフェースを使用する場合
ＣＮ１０に、オプション（ＵＴ－５２００Ｄ）を接続し、ケーブルでパソコンに接続して下さい。
ＵＴ－５２００Ｄに実装してあるコネクタは、ＵＳＢミニＡＢソケットです。
設定例では、フリーソフト「Ｔｅｒａ Ｔｅｒｍ」を使用して、設定を行っていきます。
設定の詳細はリファレンスマニュアルを参照して下さい。
■２ フリーソフト「Ｔｅｒａ Ｔｅｒｍ」の設定
・
「設定」メニューの「シリアルポート」を開き、ポート以外を図２－１のようにし、
「ＯＫ」をクリックします。
※ポートは、ご使用のパソコンと本製品が接続されているポートを指定して下さい。
・
「設定」メニューの「端末」を開き、
「改行コード」の「受信」を図２－２のようにし、
「ＯＫ」をクリックします。
・
「ＡＴ」を入力し、
「Ｅｎｔｅｒ」を押下し、
「ＯＫ」が返ってくれば、準備完了です。
（図２－３を参照）
※ポートを開いた直後は、
「ＥＲＲＯＲ」が返ることがありますので、
「ＯＫ」が返るまで「ＡＴ」を入力し、
「Ｅｎｔｅｒ」を押下して下さい。

図２－１ シリアルポート設定

図２－２ 端末の設定

図２－３ 動作確認
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■３ 設定の保存
「ＡＴ＆Ｗ」を入力し、
「Ｅｎｔｅｒ」を押下します。
※設定の保存を行わないと、電源を切ると、変更した設定は失われます。
■４ 出荷時設定に戻す
「ＡＴ＆Ｆ」を入力し、
「Ｅｎｔｅｒ」を押下します。
※以降の設定例では、コマンドの後の「Ｅｎｔｅｒ」押下を省略していますので、コマンド入力後に「Ｅｎｔｅｒ」を押下して下さい。
※以降の設定例では、出荷時設定を元にしています。
■５ 自動着信設定
◇呼出信号を３回検知すると、自動着信動作を行うようにする場合
「ＡＴＳ０＝３」
◇自動着信動作を行わないようにする場合
「ＡＴＳ０＝０」
■６ 音声データのアップロード（ＡＶのみ）
ウェーブファイルを、指定した音声メモリー番号（０～９９）にアップロードします。
※ウェーブファイル（．ｗａｖ）は、非圧縮ＰＣＭ、８ＫＨｚサンプリング、８ビット／１６ビット、モノラルのものをご用意下さい。
ご使用になるパソコンによって、録音や変換方法が異なるため、パソコンのヘルプ等を利用してご用意下さい。
※本装置は、デフォルト設定の場合、自動発着信時に音声メモリー№０を自動再生します。
◇音声メモリー№０に、
「Ｔｅｓｔ．ｗａｖ」ファイルの内容を保存する場合
「ＡＴ＃ＶＴＭ＝０」コマンドを入力し、
「ＣＯＮＮＥＣＴ」が返って来たのを確認後、
「ファイル」メニューの「ファイル送信」を開き、ウェーブファイルの選択とバイナリにチェックを入れ、
「開く」をクリックします。
（図６－１を参照）
「ＯＫ」が返ってくれば、アップロード完了です。
（図６－２を参照）
◇音声メモリー№０のデータを消去する場合
「ＡＴ＃ＶＭＣ＝０」
◇音声メモリー№０～№９９のデータを全て消去する場合
「ＡＴ＃ＶＭＣ＝ＡＬＬ」
※消去時間は、データの大きさによって変わり、１秒～最長１６０秒かかりますので、消去中に電源が落ちないようにご配慮下さい。
消去が完了すると、
「＜ＤＬＥ＞＜ＥＴＸ＞」
（１６進数で、１０Ｈ ０３Ｈ）を返しますが、画面には表示されませんので、ご留意下さい。
消去中に、音声関係のコマンドを送ると、
「ＥＲＲＯＲ」を返します。
図６－１ ファイル送信
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図６－２ アップロード完了時の表示

■７ 併設電話機のオフフックで通話の引き継ぎを行う設定
◇本装置が応答中に、併設電話機をオフフックし、併設電話機で通話を引き継ぐ場合
「ＡＴ＃ＶＬＴ１」
◇本装置が応答中は、併設電話機を切り離す場合
「ＡＴ＃ＶＬＴ０」
■８ プッシュボタン操作で音声再生を行う設定（ＡＶのみ）
自動応答中に、プッシュボタン式電話機のプッシュボタン操作で、予めアップロードした音声の再生を行います。
※「ＡＴ＃ＶＬＴ２」を設定すると、併設電話機からのプッシュボタン操作で音声の再生ができます。
◇「１」～「８」をプッシュすると、ＣＮ３の№２～№９がＯＮであれば音声メモリー№１を、ＯＦＦであれば音声メモリー№２を再生する場合
「ＡＴ！ＳＦ０－７＝１０」
「ＡＴ！Ｘ０－７＝１」
「ＡＴ！Ｙ０－７＝２１」
「ＡＴ！Ｚ０－７＝４１＋」
「ＡＴ！ＳＥ０－７＝１」
「ＡＴ＆Ｚ１＝０１」
「ＡＴ！Ｇ１＝１８」
「ＡＴ＆Ｚ２１＝０２」
「ＡＴ！Ｇ２１＝１８」
「ＡＴ＆Ｚ４１＝１」 ・・・ （ＣＮ３の№２のＯＮ／ＯＦＦ状態で再生するプッシュボタン操作を変更できます。例：＃１１）
「ＡＴ＆Ｚ４２＝２」 ・・・ （ＣＮ３の№３のＯＮ／ＯＦＦ状態で再生するプッシュボタン操作を変更できます。例：＃１２）
「ＡＴ＆Ｚ４３＝３」 ・・・ （ＣＮ３の№４のＯＮ／ＯＦＦ状態で再生するプッシュボタン操作を変更できます。例：＃１３）
「ＡＴ＆Ｚ４４＝４」 ・・・ （ＣＮ３の№５のＯＮ／ＯＦＦ状態で再生するプッシュボタン操作を変更できます。例：＃１４）
「ＡＴ＆Ｚ４５＝５」 ・・・ （ＣＮ３の№６のＯＮ／ＯＦＦ状態で再生するプッシュボタン操作を変更できます。例：＃１５）
「ＡＴ＆Ｚ４６＝６」 ・・・ （ＣＮ３の№７のＯＮ／ＯＦＦ状態で再生するプッシュボタン操作を変更できます。例：＃１６）
「ＡＴ＆Ｚ４７＝７」 ・・・ （ＣＮ３の№８のＯＮ／ＯＦＦ状態で再生するプッシュボタン操作を変更できます。例：＃１７）
「ＡＴ＆Ｚ４８＝８」 ・・・ （ＣＮ３の№９のＯＮ／ＯＦＦ状態で再生するプッシュボタン操作を変更できます。例：＃１８）
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◇「１」～「９」
、
「０」
、
「＊」
、
「＃」をプッシュすると、音声メモリー№１～№１２を再生する場合
「ＡＴ！ＳＦ０－１１＝１０」
「ＡＴ！Ｘ０－１１＝１＋」
「ＡＴ！Ｙ０－１１＝１＋」
「ＡＴ！Ｚ０－１１＝４１＋」
「ＡＴ！ＳＥ０－１１＝１」
「ＡＴ＆Ｚ１＝０１」
「ＡＴ＆Ｚ２＝０２」
「ＡＴ＆Ｚ３＝０３」
「ＡＴ＆Ｚ４＝０４」
「ＡＴ＆Ｚ５＝０５」
「ＡＴ＆Ｚ６＝０６」
「ＡＴ＆Ｚ７＝０７」
「ＡＴ＆Ｚ８＝０８」
「ＡＴ＆Ｚ９＝０９」
「ＡＴ＆Ｚ１０＝１０」
「ＡＴ＆Ｚ１１＝１１」
「ＡＴ＆Ｚ１２＝１２」
「ＡＴ！Ｇ１－１２＝１８」
「ＡＴ＆Ｚ４１＝１」
「ＡＴ＆Ｚ４２＝２」
「ＡＴ＆Ｚ４３＝３」
「ＡＴ＆Ｚ４４＝４」
「ＡＴ＆Ｚ４５＝５」
「ＡＴ＆Ｚ４６＝６」
「ＡＴ＆Ｚ４７＝７」
「ＡＴ＆Ｚ４８＝８」
「ＡＴ＆Ｚ４９＝９」
「ＡＴ＆Ｚ５０＝０」
「ＡＴ＆Ｚ５１＝＊」
「ＡＴ＆Ｚ５２＝＃」
※再生中に、現在の再生を中止し、他の音声を再生したいときは、
「ＡＴ！ＶＣ１」を設定します。
デフォルトは「ＡＴ！ＶＣ０」で、現在の再生が終わってから、次の再生を行います。
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■９ プッシュボタン操作でＯＮ／ＯＦＦを行う設定
自動応答中に、プッシュボタン式電話機のプッシュボタン操作で、ＯＮ／ＯＦＦを行います。
・オプションのリレーボード（ＴＫ－９６１０ＢＴ）を接続すると、８回路リレーのＯＮ／ＯＦＦができます。
（図９－１を参照）
・オプションのリレーボード（ＴＫ－９６１０ＢＳＩ）２枚を接続すると、１６回路リレーのＯＮ／ＯＦＦができます。
（図９－２を参照）
◇オプションのリレーボード（ＴＫ－９６１０ＢＴ）を、ＣＮ１２に接続して使用する場合
「ＡＴ！ＶＦ２＝３」
※設定の保存を行った後、本装置の電源を切った状態で接続して下さい。
◇オプションのリレーボード（ＴＫ－９６１０ＢＳＩ）を、ＣＮ１２に接続して使用する場合
「ＡＴ！ＶＦ２＝８」
※設定の保存を行った後、本装置の電源を切った状態で接続して下さい。
◇ＴＫ－９６１０ＢＴのＯ１～Ｏ８接点を、
「１＊」～「８＊」をプッシュするとＯＮ、
「１＃」～「８＃」をプッシュするとＯＦＦする場合
「ＡＴ！ＳＦ３２－３９＝８」
「ＡＴ！Ｘ３２－３９＝１＋」
「ＡＴ！Ｙ３２－３９＝２１＋」
「ＡＴ！ＳＥ３２－３９＝１」
「ＡＴ＆Ｚ１＝１＊」
「ＡＴ＆Ｚ２＝２＊」
「ＡＴ＆Ｚ３＝３＊」
「ＡＴ＆Ｚ４＝４＊」
「ＡＴ＆Ｚ５＝５＊」
「ＡＴ＆Ｚ６＝６＊」
「ＡＴ＆Ｚ７＝７＊」
「ＡＴ＆Ｚ８＝８＊」
「ＡＴ＆Ｚ２１＝１＃」
「ＡＴ＆Ｚ２２＝２＃」
「ＡＴ＆Ｚ２３＝３＃」
「ＡＴ＆Ｚ２４＝４＃」
「ＡＴ＆Ｚ２５＝５＃」
「ＡＴ＆Ｚ２６＝６＃」
「ＡＴ＆Ｚ２７＝７＃」
「ＡＴ＆Ｚ２８＝８＃」
◇２枚のＴＫ－９６１０ＢＳＩを使用し、プッシュしている間、プッシュボタンに対応する接点をＯＮする場合
「ＡＴ！ＳＦ６４－７５＝６」
「ＡＴ！ＳＥ６４－７５＝１」
「ＡＴ！ＳＢ６４－７５＝１＋」
※「１」～「８」のプッシュボタンで１枚目のＯ１～Ｏ８接点をＯＮします。
「９」
、
「０」
、
「＊」
、
「＃」のプッシュボタンで２枚目のＯ１～Ｏ４接点をＯＮします。
◇ＴＫ－９６１０ＢＴのＯ１～Ｏ４接点を、プッシュボタンに対応するバイナリコード（表９－１を参照）でＯＮ／ＯＦＦし、
Ｏ５接点を、何れかのボタンをプッシュしている間、ＯＮする場合
「ＡＴ！ＳＦ３２＝１」
「ＡＴ！ＳＦ３３＝２」
「ＡＴ！ＳＦ３４＝３」
「ＡＴ！ＳＦ３５＝４」
「ＡＴ！ＳＦ３６＝５」
「ＡＴ！ＳＥ３２－３６＝１」
※Ｏ１～Ｏ４接点は、最後にプッシュしたボタンに対応するバイナリコードを保持します。
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表９－１ プッシュボタンとＯ１～Ｏ４の関係
プッシュボタン
Ｏ１
Ｏ２
Ｏ３

Ｏ４

プッシュボタン

Ｏ１

Ｏ２

Ｏ３

Ｏ４

Ｄ

ＯＦＦ

ＯＦＦ

ＯＦＦ

ＯＦＦ

８

ＯＦＦ

ＯＦＦ

ＯＦＦ

ＯＮ

１

ＯＮ

ＯＦＦ

ＯＦＦ

ＯＦＦ

９

ＯＮ

ＯＦＦ

ＯＦＦ

ＯＮ

２

ＯＦＦ

ＯＮ

ＯＦＦ

ＯＦＦ

０

ＯＦＦ

ＯＮ

ＯＦＦ

ＯＮ

３

ＯＮ

ＯＮ

ＯＦＦ

ＯＦＦ

＊

ＯＮ

ＯＮ

ＯＦＦ

ＯＮ

４

ＯＦＦ

ＯＦＦ

ＯＮ

ＯＦＦ

＃

ＯＦＦ

ＯＦＦ

ＯＮ

ＯＮ

５

ＯＮ

ＯＦＦ

ＯＮ

ＯＦＦ

Ａ

ＯＮ

ＯＦＦ

ＯＮ

ＯＮ

６

ＯＦＦ

ＯＮ

ＯＮ

ＯＦＦ

Ｂ

ＯＦＦ

ＯＮ

ＯＮ

ＯＮ

７

ＯＮ

ＯＮ

ＯＮ

ＯＦＦ

Ｃ

ＯＮ

ＯＮ

ＯＮ

ＯＮ

図９－１ ＴＫ－９６１０ＢＴとの組み合わせ写真

図９－２ ＴＫ－９６１０ＢＳＩとの組み合わせ写真
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■１０ 各種動作状態の接点出力
本装置の動作状態の変化で、ＯＮ／ＯＦＦを行います。
・オプションのリレーボード（ＴＫ－９６１０ＢＴ）を接続すると、８回路リレーのＯＮ／ＯＦＦができます。
（図９－１を参照）
・オプションのリレーボード（ＴＫ－９６１０ＢＳＩ）２枚を接続すると、１６回路リレーのＯＮ／ＯＦＦができます。
（図９－２を参照）
◇オプションのリレーボード（ＴＫ－９６１０ＢＴ）を、ＣＮ１２に接続して使用する場合
「ＡＴ！ＶＦ２＝３」
※設定の保存を行った後、本装置の電源を切った状態で接続して下さい。
◇オプションのリレーボード（ＴＫ－９６１０ＢＳＩ）を、ＣＮ１２に接続して使用する場合
「ＡＴ！ＶＦ２＝８」
※設定の保存を行った後、本装置の電源を切った状態で接続して下さい。
◇ＴＫ－９６１０ＢＴのＯ１～Ｏ８接点を、以下の動作状態の変化でＯＮ／ＯＦＦする場合
Ｏ１：ラインフック状態（選択番号８８）
Ｏ２：電話端末フック状態（選択番号８６）
Ｏ３：呼出信号検知オフディレイ（選択番号１０９）
Ｏ４：通話可能状態（選択番号８３）
Ｏ５：着信／着信先応答検知状態（選択番号８５）
Ｏ６：暗証番号一致状態（選択番号１００）
Ｏ７：携帯端末フック状態（選択番号８７）
Ｏ８：グループ通報制御状態（選択番号９９）
「ＡＴ！Ｄ３２＝８８」
「ＡＴ！Ｄ３３＝８６」
「ＡＴ！Ｄ３４＝１０９」
「ＡＴ！Ｄ３５＝８３」
「ＡＴ！Ｄ３６＝８５」
「ＡＴ！Ｄ３７＝１００」
「ＡＴ！Ｄ３８＝８７」
「ＡＴ！Ｄ３９＝９９」
◇ＴＫ－９６１０ＢＳＩの２枚目のＯ１～Ｏ８接点を、以下の動作状態の変化でＯＮ／ＯＦＦする場合
Ｏ１：ラインフック状態（選択番号８８）
Ｏ２：電話端末フック状態（選択番号８６）
Ｏ３：呼出信号検知オフディレイ（選択番号１０９）
Ｏ４：通話可能状態（選択番号８３）
Ｏ５：着信／着信先応答検知状態（選択番号８５）
Ｏ６：暗証番号一致状態（選択番号１００）
Ｏ７：携帯端末フック状態（選択番号８７）
Ｏ８：グループ通報制御状態（選択番号９９）
「ＡＴ！Ｄ７２＝８８」
「ＡＴ！Ｄ７３＝８６」
「ＡＴ！Ｄ７４＝１０９」
「ＡＴ！Ｄ７５＝８３」
「ＡＴ！Ｄ７６＝８５」
「ＡＴ！Ｄ７７＝１００」
「ＡＴ！Ｄ７８＝８７」
「ＡＴ！Ｄ７９＝９９」
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■１１ 併設電話機からの自動呼び出し
併設電話機をオフフックするだけで、予め登録した電話番号の自動ダイヤルを行います。
ダイヤル先応答後は、併設電話機で通話ができます。
◇「０８２７２４００８１」の電話番号で自動呼び出しを行う場合
「ＡＴ＆Ｚ０＝０８２７２４００８１」
「ＡＴ＊ＧＡ８６＝０」
「ＡＴ＃ＶＬＴ２」
「ＡＴ！ＶＥ３」
◇応答メッセージ付きで、
「０８２７２４１４４４」の電話番号で自動呼び出しを行う場合（ＡＶのみ）
予め音声メモリー№１に、
「呼び出していますのでしばらくお待ちください」のメッセージをアップロードします。
「ＡＴ＆Ｚ０＝０８２７２４１４４４」
「ＡＴ＆Ｚ１１＝０１」
「ＡＴ！Ｇ１１＝１８」
「ＡＴ＊ＧＡ８６＝０，２５５，１１」
「ＡＴ＃ＶＬＴ２」
「ＡＴ！ＶＥ３」
■１２ プッシュボタン操作で受話出力や送話入力の切り換えを行う設定
自動応答中、集音や威嚇を行う場合に、プッシュボタン式電話機のプッシュボタン操作で、
送話入力（ＡＦＩＮ）と受話出力（ＡＦＯＵＴ）の切り換えを行います。
◇「１」をプッシュすると送話入力（ＡＦＩＮ）
、
「２」をプッシュすると受話出力（ＡＦＯＵＴ）に切り換える場合
「ＡＴ！ＳＦ４０－４１＝７」
「ＡＴ！ＳＢ４０－４１＝１＋」
「ＡＴ！ＳＥ４０－４１＝１」
※回線接続時と、
「１」や「２」以外をプッシュすると、送話入力（ＡＦＩＮ）と受話出力（ＡＦＯＵＴ）は、両方ミュートになります。
※集音にコンデンサマイクを使用したいときは、
「ＡＴ！Ｊ２」を設定します。
デフォルトは「ＡＴ！Ｊ０」で、ライン入力になっています。
■１３ ２４Ｖ回線で使用されるときの設定
通常、２線式アナログ電話回線は４８Ｖですが、内線交換機（ＰＢＸ）に接続して使用されると、２４Ｖの場合があります。
本装置のデフォルト設定は４８Ｖ回線用にしてあり、２４Ｖ回線で使用することができません。
※ファームウエアバージョン１．５４から対応しています。
（２０１４年９月１８日以後の出荷分）
以前のバージョンでは、設定は変更できますが、２４Ｖ回線用にはなりません。
◇ファームウエアバージョンを確認する場合
「ＡＴＩ３」
◇回線電圧を確認する場合
「ＡＴＩ１９」
◇２４Ｖ回線で使用する場合
「ＡＴＳ５０＝１６０」
◇４８Ｖ回線で使用する場合
「ＡＴＳ５０＝２１９」
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