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章章章章    

第第第第４４４４章章章章    リファレンスリファレンスリファレンスリファレンス    

128DE-TA では、ＡＴコマンドやＳレジスタという非同期端末用の制御コマンドによって設定を行なうことができます。 これらは、通信ソフトの初期化文字列として入力しておく ことで設定を行なったり、通信ソフトのターミナルモードからキー入力して動作を指示したり、設定を行なったりすることができます。またアナログポートに接続した電話機からＴＥＬコマンドを使用した設定を行なうこともできます。 ここでは、ＡＴコマンド、ＴＥＬコマンド、リザルトコード、Ｓレジスタ、＄I レジスタ、切断理由を表にまとめてあります。 



4.1 コマンドについて 

 

4444----2222 

4.1 4.1 4.1 4.1 コマンドコマンドコマンドコマンドについてについてについてについて    

 128DE-TA への動作の指示や設定を行なう命令として、パソコンを使用した「AT コマンド」やアナログポートに接続した電話機から「TEL コマンド」を使用し、設定が行なえます。 
 

4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.1.1 コマンドリファレンスコマンドリファレンスコマンドリファレンスコマンドリファレンス    

 ｢｢｢｢４４４４.1.3 .1.3 .1.3 .1.3 リファレンスリファレンスリファレンスリファレンス一覧一覧一覧一覧｣｣｣｣の「AT コマンド」に記入されている項目を設定できます。 
 ・●印のついたコマンドは、AT&Wn コマンドでメモリに保存することができます。 ・☆印は、AT コマンドを入力した時点で、メモリに書き込まれます。 ・�印は、工場出荷時の値です。  

●●●●ATATATAT コマンドコマンドコマンドコマンド    AT コマンドは、”AT”で始まる文字列で表され、”AT”の後に続く文字列で、コマンドの機能を認識します。 AT コマンドは、通信ソフトのコマンドライン上からキー入力します。 誤って入力した場合は、BS（バックスペース）キーで訂正ができます。ただし、”AT”の文字は取り消すことができません。  Ａ Ｔ コマンド CR LF  ← 最大 252 文字 →  CR：キャリッジリターン LF：ラインフィード（省略可）     
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≪≪≪≪    ATATATAT コマンドコマンドコマンドコマンドのののの入力方法入力方法入力方法入力方法    ≫≫≫≫  
• キー入力はすべて半角英数字による入力を表わしています。 
• はリターンキーの入力を表わしています。 
• 実際にパソコンからコマンドを入力する場合の入力例は、枠で囲って表記しています。太字はユーザーからの入力箇所、それ以外は 128DE-TA から送信されて画面に表示される部分を表わしています。 
 

●●●●＄＄＄＄IIII レジスタレジスタレジスタレジスタ    ＄Iレジスタには、128DE-TAの動作を規定する設定値を保存しておくことができます。 DATA ポートから設定を行なう場合は AT$In=mAT$In=mAT$In=mAT$In=m で設定を行ないます。  n ：設定を行ないたいレジスタの番号 m ：設定する値 「TELコマンド」の欄に記入されている項目はTEL1 ポートに接続した電話機のプッシュボタンからの入力で設定を行なうことができます。  
����    Point    

≪≪≪≪    ATATATAT コマンドコマンドコマンドコマンド使用時使用時使用時使用時のののの注意事項注意事項注意事項注意事項    ≫≫≫≫    

    ・｢AT｣は、大文字と小文字の組み合わせ（At または aT）は使用できません。大文字または小文字のみ（AT または at）を使用してください。また、｢AT｣は半角を使用してください。全角文字は使用できません。 ・AT コマンド列中のブランク文字(スペース)は使用できません。   

            AT         OKOKOKOK    



4.1 コマンドについて 

 

4444----4444 

4444....1.2 1.2 1.2 1.2 アナログポートアナログポートアナログポートアナログポートからのからのからのからの設定設定設定設定とととと確認確認確認確認    

 アナログポートの TEL1 ポートに接続した電話機からトーン信号（プッシュボタン式電話のピポパ音）によって設定を行なうことができます。  ｢｢｢｢4.1.3 4.1.3 4.1.3 4.1.3 リファレンスリファレンスリファレンスリファレンス一覧一覧一覧一覧｣｣｣｣の「TEL コマンド」に記入されている項目を設定できます。  「「「「TELTELTELTEL コマンドコマンドコマンドコマンド」」」」のののの設定設定設定設定    
    ①TEL1 ポートに接続した電話機の受話器を上げて、フックを押して、ダイヤルトーンが短いツーツー音に変わることを確認します。 ②この状態で次のコマンドモードを選択します。 「＊「＊「＊「＊１１１１」」」」    アナログアナログアナログアナログ機能設定機能設定機能設定機能設定    「＊「＊「＊「＊３３３３」」」」    短縮設定短縮設定短縮設定短縮設定    「＊「＊「＊「＊５５５５」」」」    着信制御設定着信制御設定着信制御設定着信制御設定 ③アナログ設定の TELTELTELTEL コマンドコマンドコマンドコマンドをプッシュすることにより設定を行なうことができます。 ・正しいコマンド番号を入力した場合は「ピピッ」という音が受話器から流れますので、次の設定コマンド番号に進みます。 ・コマンド番号が間違っていたり、正しく受取れなかった場合は「ブー」という音が受話器から流れますので、もう一度正しく入力し直してください。 ④１項目分の入力が終わると「ピピピピッ」という音が受話器から流れ、設定完了を知らせます。 
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「「「「TELTELTELTEL コマンドコマンドコマンドコマンド」」」」のののの確認確認確認確認    ①TEL1 ポートに接続した電話機の受話器を上げて、フックを押して、ダイヤルトーンが短いツーツー音に変わることを確認します。 ②この状態で次のコマンドモードを選択します。 「＊「＊「＊「＊２２２２」」」」    アナログアナログアナログアナログ機能設定機能設定機能設定機能設定    「＊「＊「＊「＊４４４４」」」」    短縮設定短縮設定短縮設定短縮設定    「＊「＊「＊「＊６６６６」」」」    着信制御設定着信制御設定着信制御設定着信制御設定 ③アナログ設定コマンド番号をプッシュすることにより確認を行なう設定項目を指定することができます。 ・正しいコマンド番号を入力した場合は「ピピッ」という音が受話器から流れますので、次の設定コマンド番号に進みます。 ・コマンド番号が間違っていたり、正しく受取れなかった場合は「ブー」という音が受話器から流れますので、もう一度正しく入力し直してください。 ④１項目分の入力が終わると、指定した設定内容が受話器より音声アナウ     ンスで流れます。  
����    Point    ・アナログポートに接続した電話機からの設定及び確認は TEL1 ポートのみ有効です。TEL2 ポート、TEL3 ポートからは実行できません。 ・アナログポートでの通話中や外線保留中、DATA ポートや USB ポートによる通信中は TEL1 ポートからの設定および確認は行なえません。 ・アナログポートからの設定入力の間隔が 20 秒以上空くと、設定モードは中断され、それまでの入力は無効となります。  
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4.1.3 4.1.3 4.1.3 4.1.3 リファレンスリファレンスリファレンスリファレンス一覧一覧一覧一覧    

 コマンドリファレンスの一覧表を下記に示します。  
●●●●ATATATAT コマンドコマンドコマンドコマンド一覧一覧一覧一覧    

 

 

 

ATｺﾏﾝﾄﾞ TELｺﾏﾝﾄﾞ 機    能 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ 内    容++++++++++++ エスケープモードへ移りますこのコマンドには"AT"および(ﾘﾀｰﾝ)を付加しませんA/A/A/A/ 直前のコマンドを繰り返しますこのコマンドには"AT"および(ﾘﾀｰﾝ)を付加しませんＡＡＡＡ 手動で着信します相手と接続されるとリザルトコードを返しますDxxxDxxxDxxxDxxx ダイヤル発信します xxx= 相手先のダイヤル番号  0～9,# サブアドレス番号は*の後に入力しますS=n 登録した短縮ダイヤル番号  n=0～19:登録した番号 L 最後にダイヤルした番号に再ダイヤルします(ﾘﾀﾞｲﾔﾙ)● EnEnEnEn エコーバックの有無の指定 n=0 エコーバックしません
� 1 エコーバックしますE?E?E?E? エコーバックの有無の表示   HHHH 回線の切断   IIII 製品コードの表示

 OOOO オンラインモードへ復帰● QnQnQnQn リザルトコードの有無の指定 �n=0 リザルトコードあり 1 リザルトコードなしQ?Q?Q?Q? リザルトコードの有無の表示● VnVnVnVn リザルトコードの形式の指定 n=0 数字で表示します � 1 文字で表示しますV?V?V?V? リザルトコードの形式の表示● XnXnXnXn リザルトコードの表記内容の n=0 基本リザルトコード形式指定 1 拡張リザルトコード１2 拡張リザルトコード２3 拡張リザルトコード３
� 4 拡張リザルトコード４5 拡張リザルトコード５X?X?X?X? リザルトコードの表記内容の形式表示*「5.2 リザルトコード」 ZnZnZnZn 現在設定値の初期化 n=0 メモリ0の内容に初期化します 1 メモリ1の内容に初期化します● &Bn&Bn&Bn&Bn BACP/BAP使用・不使用 n=0 BACP/BAPを使用しませんの設定 � 1 BACP/BAPを使用します&B?&B?&B?&B? BODモードの設定値の表示● &Cn&Cn&Cn&Cn CD信号制御の設定 n=0 CDを常時ONにします
� 1 回線接続中はONにします&C?&C?&C?&C? CD信号制御の設定値の表示● &Dn&Dn&Dn&Dn ER信号制御の設定 n=0 ERを無視します1 エスケープモードへ移行します
� 2 回線を切断します3 回線を切断し、初期化します&D?&D?&D?&D? ER信号制御の設定値の表示● &En&En&En&En リザルトコードの速度表示 �n=0 回線速度を表示しますの選択 1 端末速度を表示します&E?&E?&E?&E? リザルトコードの速度表示の設定値の表示
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 ATｺﾏﾝﾄﾞ TELｺﾏﾝﾄﾞ 機    能 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ 内    容&F&F&F&F Ｓレジスタ（現在設定値）の内容を工場出荷時に戻します● &Kn&Kn&Kn&Kn 128DE-TA-パソコン端末間の n=0 フロー制御しませんフロー制御の設定 � 3 RTS/CTS ハードフロー制御4 Xon/Xoff ソフトフロー制御&K?&K?&K?&K? フロー制御の設定値の表示● &Pn&Pn&Pn&Pn PIAFS発信時の通信速度 �n=0 32kで発信します1 64kで発信します2 PIAFS Version2.1● &Qn&Qn&Qn&Qn 発信時の通信モードの設定 n=0 非同期モードで発信します
� 1 同期モードで発信します2 MPモードで発信します3 PIAFSモードで発信します&Q?&Q?&Q?&Q? 発信,着信モードの設定値の表示● &Sn&Sn&Sn&Sn DR(DSR)信号制御の設定 �n=0 常時ONにします1 回線接続中はONにします&S?&S?&S?&S? DR(DSR)信号制御の設定値の表示&Tn&Tn&Tn&Tn 128DE-TAのテスト動作の実行 n=0 自己機能テスト1 ラインテスト2 メモリテスト&V&V&V&V 全Ｓレジスタの内容の表示  &Wn&Wn&Wn&Wn 現在設定値のメモリへの保存 n=0 メモリ0へ保存します 1 メモリ1へ保存します☆ &Yn&Yn&Yn&Yn 電源投入時、リセット時に使用 �n=0 メモリ0を使用しますメモリの選択 1 メモリ1を使用します&Y?&Y?&Y?&Y?☆ &Zr=xxx&Zr=xxx&Zr=xxx&Zr=xxx *3-r-*3-r-*3-r-*3-r- 相手先ダイヤル番号の短縮 xxx= 相手先のダイヤル番号xxx-#xxx-#xxx-#xxx-# ダイヤル番号への登録 *0～9 サブアドレスは*の後に入力します     r=0～19:短縮ダイヤル番号 (アナログポートから「r」の値を設定時は”０１”のように2桁&Zr?&Zr?&Zr?&Zr? 登録されている短縮ダイヤル で入力します)番号の表示\R\R\R\R 最終着信発番号表示 最後に着信した電話番号を表示します\Sn\Sn\Sn\Sn 現在の設定状態の表示 n=0 短縮ダイヤル番号を一覧表示します1 ポート毎に設定された番号登録(*サブアドレス)、    着信転送の値を表示、グローバル着信規制    アナログポート(音声／3.1kHzモード)、    コールウェイティング、サブアドレシスなし着信、着信制御リストを表示、発信者番号、内線呼出音、ｉ・ナンバー着信ポートの設定を表示します8 着信制御リスト00～09の設定を表示します9 着信制御リスト10～19の設定を表示します● %An%An%An%An BODによるチャネル追加の n=0 送信／受信のどちらかがしきい有無と評価方法 値以上になった場合に追加1 送信データ量がしきい値以上になった場合に追加2 受信データ量がしきい値以上になった場合に追加
� 3 チャネルの追加を行ないません%A?%A?%A?%A? チャネル追加の有無と評価方向設定値の表示● %Cn%Cn%Cn%Cn MP接続時の初期接続 �n=0 2チャネルチャネル数 1 1チャネル%C?%C?%C?%C? 初期接続チャネル数の表示● %Dn%Dn%Dn%Dn BODによるチャネル削除の n=0 送信／受信のどちらかがしきい有無と評価方法 値未満になった場合に削除1 送信データ量がしきい値未満になった場合に削除2 受信データ量がしきい値未満になった場合に削除
� 3 チャネルの削除を行ないません%D?%D?%D?%D? チャネル削除の有無と評価方向設定値の表示%In%In%In%In ROM(ﾌｧｰﾑｳｪｱ)情報の表示 n=0 ROMのチェックサムを表示します     1 ROMのチェックサムを計算し、結果をOKかERRORで表示します2 ROMのバージョンを表示します%M%M%M%M MACアドレスの表示● %Un%Un%Un%Un リソースBODの使用 n=0 割当てを行ないません1 発信時のみ割り当てます2 着信時のみ割り当てます
� 3 発信時、着信時とも割り当てます%U?%U?%U?%U? リソースBODの設定値の表示
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ATｺﾏﾝﾄﾞ TELｺﾏﾝﾄﾞ 機    能 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ 内    容%Z%Z%Z%Z スーパーリセットの実行☆ $Bn=m$Bn=m$Bn=m$Bn=m *1-41-*1-41-*1-41-*1-41- 発信者番号通知指定 m=0 通知しませんn-mn-mn-mn-m n=1:TEL1ポート 1 契約者回線番号を通知しますn=2:TEL2ポート （INS64網より通知）n=3:TEL3ポート 2 設定値を通知しますn=4:DATAポート （自己ｱﾄﾞﾚｽ+自己ｻﾌﾞｱﾄﾞﾚｽ）n=5:USBポート � 3 網契約にしたがう$Bn?$Bn?$Bn?$Bn? 発信者番号通知設定値の表示☆ $Cn=xxx$Cn=xxx$Cn=xxx$Cn=xxx *1-11-n-*1-11-n-*1-11-n-*1-11-n- 自己アドレスの設定 xxx= 契約者回線番号またはダイヤルイン番号xxx-#xxx-#xxx-#xxx-# n=1:TEL1ポート *0～9 サブアドレスは*の後に入力しますn=2:TEL2ポートn=3:TEL3ポートn=4:DATAポートn=5:USBポート$Cn?$Cn?$Cn?$Cn? 自己アドレスの設定番号の表示☆ $Dn=m$Dn=m$Dn=m$Dn=m *1-43*1-43*1-43*1-43 ﾅﾝﾊﾞｰ・ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ/ｷｬｯﾁﾎﾝ・ﾃﾞｨ �m=0 ナンバー･ディスプレイ対応機器を使用しません-n-m-n-m-n-m-n-m ｽﾌﾟﾚｲ機器の使用 1 ナンバー･ディスプレイ対応機器を使用しますn=1:TEL1ポート 2 キャッチホン･ディスプレイ対応機器を使用しますn=2:TEL2ポートn=3:TEL3ポート$Dn?$Dn?$Dn?$Dn? *2-43-n*2-43-n*2-43-n*2-43-n ﾅﾝﾊﾞｰ・ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ/ｷｬｯﾁﾎﾝ・ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ機器使用設定値の表示☆ $Fn=m$Fn=m$Fn=m$Fn=m *1-21-*1-21-*1-21-*1-21- 着信転送の設定 �m=0 着信転送しませんn-mn-mn-mn-m n=1:TEL1ポート 1 着信転送しますn=2:TEL2ポートn=3:TEL3ポートn=4:DATAポートn=5:USBポート$Fn?$Fn?$Fn?$Fn? 着信転送の設定値の表示☆ $Gn=xxx$Gn=xxx$Gn=xxx$Gn=xxx *1-22-n-*1-22-n-*1-22-n-*1-22-n- 着信転送 xxx= 登録する着信転送先の電話番号xxx-#xxx-#xxx-#xxx-#  着信転送先の設定 0～9n=1:TEL1ポートn=2:TEL2ポート  n=3:TEL3ポートn=4:DATAポートn=5:USBポート$Gn?$Gn?$Gn?$Gn? 転送先番号の表示☆ $Hn=m$Hn=m$Hn=m$Hn=m *1-23-*1-23-*1-23-*1-23- 着信転送 �m=0 転送ﾄｰｷなし／ 転送元ﾄｰｷなしn-mn-mn-mn-m  転送トーキ／転送元トーキ 1 転送ﾄｰｷなし／ 転送元ﾄｰｷありの設定 2 転送ﾄｰｷあり／ 転送元ﾄｰｷなしn=1:TEL1ポート 3 転送ﾄｰｷあり／ 転送元ﾄｰｷありn=2:TEL2ポートn=3:TEL3ポート$Hn?$Hn?$Hn?$Hn? トーキの設定表示☆ $Kn=m$Kn=m$Kn=m$Kn=m *1-24-*1-24-*1-24-*1-24- コールウェイティングの設定 �m=0 コールウェイティングを利用しませんn-mn-mn-mn-m n=1:TEL1ポート 1 コールウェイティングを利用しますn=2:TEL2ポート 2 擬似コールウェイティングを利用しますn=3:TEL3ポート$Kn?$Kn?$Kn?$Kn? コールウェイティングの設定値の表示☆ $Ln=m$Ln=m$Ln=m$Ln=m *1-51-*1-51-*1-51-*1-51- アナログポートのモード設定 �m=0 音声モードに設定しますn-mn-mn-mn-m n=1:TEL1ポート 1 3.1kHzオーディオモードに設定しますn=2:TEL2ポート  n=3:TEL3ポート$Ln?$Ln?$Ln?$Ln? アナログポートの音声/3.1KHzオーディオモードの設定値☆ $Mn=m$Mn=m$Mn=m$Mn=m *1-31-*1-31-*1-31-*1-31- サブアドレスでのグローバル m=0 グローバル着信を拒否しますn-mn-mn-mn-m 着信の設定  （サブアドレスなし着信拒否）n=1:TEL1ポート � 1 グローバル着信を許可しますn=2:TEL2ポート （サブアドレスなし着信許可）n=3:TEL3ポートn=4:DATAポートn=5:USBポート$Mn?$Mn?$Mn?$Mn? サブアドレスでのグローバル着信の設定値の表示
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 ATｺﾏﾝﾄﾞ TELｺﾏﾝﾄﾞ 機    能 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ 内    容☆ $Nn=m$Nn=m$Nn=m$Nn=m *1-32-*1-32-*1-32-*1-32- ダイヤルインでのグローバル m=0 グローバル着信を拒否しますn-mn-mn-mn-m 着信の設定 � 1 グローバル着信を許可しますn=1:TEL1ポートn=2:TEL2ポートn=3:TEL3ポートn=4:DATAポートn=5:USBポート$Nn?$Nn?$Nn?$Nn? ダイヤルイン番号でのグローバル着信の設定値を表示$R$R$R$R 直前の通信での回線切断理由、料金の表示● $Sn$Sn$Sn$Sn 非同期発信時の回線速度の �n=0 端末速度と同速度で発信します設定 1 回線速度9600bpsで発信します2 回線速度19200bpsで発信します3 回線速度38400bpsで発信します4 回線速度57600bpsで発信します$S?$S?$S?$S? 非同期発信時の回線速度の確認☆ $Tn=m$Tn=m$Tn=m$Tn=m *1-61-*1-61-*1-61-*1-61- 送話音量 �m=0 0dbn-mn-mn-mn-m n=1:TEL1ポート 1 -3dbn=2:TEL2ポート 2 -6dbn=3:TEL3ポート 3 -9db4 -12db☆ $Un=m$Un=m$Un=m$Un=m *1-62-*1-62-*1-62-*1-62- 受話音量 m=0 0dbn-mn-mn-mn-m n=1:TEL1ポート 1 -3dbn=2:TEL2ポート 2 -6dbn=3:TEL3ポート � 3 -9db4 -12db☆ $Wn=m$Wn=m$Wn=m$Wn=m *1-58-*1-58-*1-58-*1-58- 内線呼び出し音の変更 m=0 リーン・リーンn-mn-mn-mn-m n=1:TEL1ポート 1 リーーン・リーーンn=2:TEL2ポート � 2 リーンリン・リーンリンn=3:TEL3ポート☆ $Xn=m$Xn=m$Xn=m$Xn=m *1-64-*1-64-*1-64-*1-64- 切断信号の送出 �m=0 切断信号を送出しないn-mn-mn-mn-m n=1:TEL1ポート 1 切断信号を送出するn=2:TEL2ポートn=3:TEL3ポート☆ @Ar=xxx@Ar=xxx@Ar=xxx@Ar=xxx *5-r-1-*5-r-1-*5-r-1-*5-r-1- 電話番号 xxx= 着信制御の電話番号を設定しますxxx-#xxx-#xxx-#xxx-# r=0-19（登録番号の設定） *0～9 サブアドレス番号は*の後に入力します(アナログポートから「r」の値を設定および確認時は”０１”のように2桁で入力します)@Ar?@Ar?@Ar?@Ar? *6-r-1*6-r-1*6-r-1*6-r-1 着信制御リストの電話番号設定値の表示☆ @Br:n=m@Br:n=m@Br:n=m@Br:n=m *5-r-2-*5-r-2-*5-r-2-*5-r-2- 着信動作指定 m=0 優先着信n-mn-mn-mn-m r=0-19（登録番号の指定） � 1 標準着信98：匿名, 99：標準 2 遅延着信n=1:TEL1ポート 3 拒否n=2:TEL2ポート (アナログポートから「r」の値を設定および確認時はn=3:TEL3ポート ”０１”のように2桁で入力します)n=4:DATAポートn=5:USBポート@Br:n?@Br:n?@Br:n?@Br:n? *6-r-2-n*6-r-2-n*6-r-2-n*6-r-2-n ポート着信動作指定設定値の表示☆ @Cn@Cn@Cn@Cn *1-33-n*1-33-n*1-33-n*1-33-n 迷惑電話お断りサービス選択 �n=0 NTT迷惑電話おことわりサービス1 擬似迷惑電話おことわり機能☆ @Dn@Dn@Dn@Dn ｢｢｢｢1442144214421442｣｣｣｣ 擬似迷惑電話お断り番号登録 着信制御リストの後ろから電話番号が空の項目を(迷惑電話との n=1:TEL1ポート 検索して、自動的に全ポート着信拒否の設定します通話後１分以 n=2:TEL2ポート (番号非通知着信は登録できません)内に着信した n=3:TEL3ポート電話機からダ n=4:DATAポートイヤル) n=5:USBポート☆ @E@E@E@E ｢｢｢｢1449144914491449｣｣｣｣ 擬似迷惑電話お断り番号 全ての迷惑電話登録を削除します一括削除 (全ポート着信拒否の登録は迷惑電話登録とみなし削除)☆ @Fn@Fn@Fn@Fn *1-34-n*1-34-n*1-34-n*1-34-n なりわけサービス �n=0 NTTなりわけサービス1 擬似なりわけ機能@F?@F?@F?@F? *2-34*2-34*2-34*2-34 なりわけの設定の表示@Gn@Gn@Gn@Gn *1-35-n*1-35-n*1-35-n*1-35-n NTTなりわけ鳴動音 n=0 リーン・リーン1 リーーン・リーーン
� 2 リーンリン・リーンリン@G?@G?@G?@G? *2-35*2-35*2-35*2-35 NTTなりわけ鳴動音の設定値の表示
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ATｺﾏﾝﾄﾞ TELｺﾏﾝﾄﾞ 機能 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ 内    容☆ @Hr=n@Hr=n@Hr=n@Hr=n *5-r-3-n*5-r-3-n*5-r-3-n*5-r-3-n 擬似なりわけ鳴動音 �n=0 リーン・リーンr=0-19（登録番号の指定） 1 リーーン・リーーン98：匿名, 99：標準 2 リーンリン・リーンリン@H?@H?@H?@H? *6-r-3*6-r-3*6-r-3*6-r-3 擬似なりわけ鳴動音の (アナログポートから「r」の値を設定および確認時は設定値の表示 ”０１”のように2桁で入力します)☆ @In@In@In@In *1-37-n*1-37-n*1-37-n*1-37-n i・ナンバー n=0 利用しない
� 1 使用する@In?@In?@In?@In? *2-37*2-37*2-37*2-37 i・ナンバーの設定値の表示☆ @Jn=m@Jn=m@Jn=m@Jn=m *1-38-*1-38-*1-38-*1-38- i・ナンバー着信ポート m=0 契約者回線番号で発信/どちらでも着信n-mn-mn-mn-m n=1:TEL1ポート 1 契約者着信番号で発着信n=2:TEL2ポート 2 追加番号で発着信n=3:TEL3ポート （初期値：TEL1 m=1/TEL2 m=2/TEL3 m=2/n=4:DATAポート DATA m=0/USB m=0/PNA m=0）n=5:USBポート@Jn?@Jn?@Jn?@Jn? *2-38*2-38*2-38*2-38 i・ナンバー着信ポート設定値の表示*1-81-XXX*1-81-XXX*1-81-XXX*1-81-XXX LAN側IPアドレス XXX：128DE-PNAのLAN側IPアドレス(設定例：*1-81-192*168*1*1#)*1-82-XXX*1-82-XXX*1-82-XXX*1-82-XXX LAN側サブネットマスク XXX：128DE-PNAのLAN側サブネットマスク(設定例：*1-82-255*255*255*0#)● $In=m$In=m$In=m$In=m ＄Ｉレジスタの設定$In?$In?$In?$In? ＄Ｉレジスタの内容  ● $I10$I10$I10$I10 相手先ダイヤル番号とサブ � 0 表示しないアドレスの自動表示の設定 1 表示する● $I11$I11$I11$I11 *1-52-*1-52-*1-52-*1-52- TEL1ポートのダイヤル発信時間 3～15 初期値51-m1-m1-m1-m （秒） (アナログポートからの設定時”０５”のように3桁● $I12$I12$I12$I12 *1-52-*1-52-*1-52-*1-52- TEL2ポートのダイヤル発信時間 で入力します)2-m2-m2-m2-m （秒）● $I13$I13$I13$I13 *1-52-*1-52-*1-52-*1-52- TEL3ポートのダイヤル発信時間3-m3-m3-m3-m （秒）● $I18$I18$I18$I18 回線切断理由の自動表示を設定 � 0 表示しない1 表示する● $I19$I19$I19$I19 料金情報の自動表示を設定 � 0 表示しない1 表示する● $I20$I20$I20$I20 *1-36-m*1-36-m*1-36-m*1-36-m 先行／遅延着信の遅延回数 0～9 初期値5（回）● $I21$I21$I21$I21 *1-53-*1-53-*1-53-*1-53- TEL1ポートのHLCの設定 0～127 初期値01-m1-m1-m1-m (アナログポートからの設定時”００１”のように3桁● $I22$I22$I22$I22 *1-53-*1-53-*1-53-*1-53- TEL2ポートのHLCの設定 で入力します)2-m2-m2-m2-m● $I23$I23$I23$I23 *1-53-*1-53-*1-53-*1-53- TEL3ポートのHLCの設定3-m3-m3-m3-m● $I24$I24$I24$I24 *1-53-*1-53-*1-53-*1-53- DATAポートのHLCの設定4-m4-m4-m4-m● $I25$I25$I25$I25 *1-53-*1-53-*1-53-*1-53- USBポートのHLCの設定5-m5-m5-m5-m● $I29$I29$I29$I29 *1-44-m*1-44-m*1-44-m*1-44-m 鳴動周波数の設定 16～30 初期値20● $I40$I40$I40$I40 ｽﾙｰﾌﾟｯﾄBODによるﾁｬﾝﾈﾙ追加 1～255 初期値10時の回線使用率算出のための評価時間（単位：1秒）● $I41$I41$I41$I41 1～255 6 ｽﾙｰﾌﾟｯﾄBODによるﾁｬﾝﾈﾙ追加状態の最小保持時間（単位：5秒）● $I42$I42$I42$I42 0～100 60 ｽﾙｰﾌﾟｯﾄBODによるﾁｬﾝﾈﾙ追加の基準となるしきい値(約4.8kbps) （回線利用率）の設定（単位：%）● $I43$I43$I43$I43 1～255 10 ｽﾙｰﾌﾟｯﾄBODによるﾁｬﾝﾈﾙ削除時の回線使用率算出のための評価時間（単位：1秒）● $I44$I44$I44$I44 1～255 6 ｽﾙｰﾌﾟｯﾄBODによるﾁｬﾝﾈﾙ削除状態の最小保持時間（単位：5秒）● $I45$I45$I45$I45 0～100 10 ｽﾙｰﾌﾟｯﾄBODによるﾁｬﾝﾈﾙ削除の基準となるしきい値(約0.8kbps) （回線利用率）の設定（単位：%）● $I46$I46$I46$I46 0～7 7(=1+2+4) 着信側で接続した場合のBAPﾘｸｴｽﾄへの対処方法自動応答時は自らのBOD設定条件に従い拒否／受入れ自動応答時、追加要求:1,ｺｰﾙﾊﾞｯｸ要求:2,削除要求:4拒否はいずれも0● $I47$I47$I47$I47 0～7 7(=1+2+4) 発信側で接続した場合のBAPﾘｸｴｽﾄへの対処方法自動応答時は自らのBOD設定条件に従い拒否／受入れ自動応答時、追加要求:1,ｺｰﾙﾊﾞｯｸ要求:2,削除要求:4拒否はいずれも0$I88$I88$I88$I88 0～127 0 ISDN回線の切断理由
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●●●●HLCHLCHLCHLC（（（（高位高位高位高位レイヤレイヤレイヤレイヤ整合性整合性整合性整合性））））のののの設定設定設定設定    

AT$I21AT$I21AT$I21AT$I21～～～～26262626 で始まる HLC の設定について説明します。 通常は、初期値の 0（HLC なし送出）でお使いください。 TEL1、TEL2、 TEL3、DATA ポートに接続されたパソコンやアナログ通信機器に HLC を設定すると、発信時に HLC をつけて発信を行ないます。 HLC コードを下記に示します。   コード 種別 0 HLC なし送出 1 電話 4 G2/G3 ファクシミリ 33 G4 ファクシミリ 36 ミックスモード 49 テレテックス 50 ビデオテックス 53 テレックス 56 メッセージ処理システム 65 OSI アプリケーション 
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4.1.4 S4.1.4 S4.1.4 S4.1.4 S レジスタレジスタレジスタレジスタ    

 Sレジスタには、128DE-TAの動作を規定する設定値を保存しておくことができます。  S レジスタは ATSn=mATSn=mATSn=mATSn=m で設定を行ないます。 n ：設定を行ないたいレジスタの番号 m ：設定する値 
 S レジスタ設定一覧表を下記に示します。 ●印のついたコマンドは、AT&Wn コマンドでメモリに保存することができます。 
 

 

 

レジスタ 範  囲 初期値 内    容● S0S0S0S0 0～15 0 自動着信時のベル音(RING)の回数を設定します自動着信しない場合は、0を設定しますS1S1S1S1 0～255 0 ベル音(RING)の回数を計測して表示します● S2S2S2S2 0～127 43 エスケープコードのキャラクタを設定しますS3S3S3S3 0～127 13 キャリッジリターン(CR)コードのキャラクタコードを設定しますS4S4S4S4 0～127 10 ラインフィールド(LF)コードのキャラクタコードを設定しますS5S5S5S5 0～127 8 バックスペース(BS)コードのキャラクタコードを設定します● S7S7S7S7 1～50 50 発信時の相手応答待ち時間● S12S12S12S12 0～255 50 エスケープコードガード待ち時間(0.02秒単位)を設定します● S25S25S25S25 0～255 5 ER信号の状態変化確定時間(0.01秒単位)を設定します設定された時間内は、ER信号のON/OFF変化を無視します● S30S30S30S30 0～255 0 無通信回線切断タイマ(分)を設定します回線接続中に送受信データがない場合、この時間設定を経過すると回線を切断します無効にする場合は、0に設定しますS32S32S32S32 0～127 17 XONキャラクタコードを設定しますS33S33S33S33 0～127 19 XOFFキャラクタコードを設定します



第４章 リファレンス 

 

4444----13131313 

第第第第    

４４４４    

章章章章    

4.1.5 4.1.5 4.1.5 4.1.5 ＡＴＡＴＡＴＡＴコマンドコマンドコマンドコマンド設定例設定例設定例設定例    

 ご使用の通信ソフトなどで、ＡＴコマンドを直接設定する必要がある場合は、以下の例を参考にしてください。  回線速度   ＡＴコマンド RS-232C 端末速度 9.6k 非同期 AT&K3&Q0$S1AT&K3&Q0$S1AT&K3&Q0$S1AT&K3&Q0$S1 9600bps 19.2k  非同期 AT&K3&Q0$S2AT&K3&Q0$S2AT&K3&Q0$S2AT&K3&Q0$S2 19200bps 38.4k  非同期 AT&K3&Q0$S3AT&K3&Q0$S3AT&K3&Q0$S3AT&K3&Q0$S3 38400bps 57.6k  非同期 AT&K3&Q0$S4AT&K3&Q0$S4AT&K3&Q0$S4AT&K3&Q0$S4 57600bps 64k  同期 AT&K3&Q1AT&K3&Q1AT&K3&Q1AT&K3&Q1 115200 または 57600bps 128k  同期  MP AT&K3&Q2AT&K3&Q2AT&K3&Q2AT&K3&Q2 230400 または 115200bps 32k PIAFS AT&K3&Q3AT&K3&Q3AT&K3&Q3AT&K3&Q3&P0&P0&P0&P0 38400 または 57600bps 64k PIAFS (Ver.2.0) AT&K3&Q3AT&K3&Q3AT&K3&Q3AT&K3&Q3&P1&P1&P1&P1    115200 または 57600bps 64k PIAFS (Ver.2.1) AT&K3&Q3AT&K3&Q3AT&K3&Q3AT&K3&Q3&P2&P2&P2&P2    115200 または 57600bps 
 

����    Point    

        
≪≪≪≪    フローフローフローフロー制御制御制御制御のののの設定時設定時設定時設定時のののの注意事項注意事項注意事項注意事項    ≫≫≫≫        ・フロー制御方式の設定は、ハードウェアフロー制御(RTS/CTS)を選択してください。 
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4.2 4.2 4.2 4.2 リザルトコードリザルトコードリザルトコードリザルトコード    

 AT コマンドの実行結果として、128DE-TA からパソコンに返されるのが、リザルトコードです。ユーザーや通信ソフトは、リザルトコードによって通信結果や状況を知ることができます。 リザルトコードの表示形式は文字／数字の２通りがあり、ATVnコマンドで選択することができます。 英語表示の場合 （ATV1ATV1ATV1ATV1）  
CR LF リザルトコード CR LF  数字表示の場合 （ATV0ATV0ATV0ATV0）  リザルトコード CR  リザルトコード一覧表を下記に示します。 
 

  

数字 文字 意味0 OKOKOKOK コマンドの正常実行1 CONNECTCONNECTCONNECTCONNECT 接続完了2 RINGRINGRINGRING 呼出信号の検出3 NO CARRIERNO CARRIERNO CARRIERNO CARRIER 回線切断4 ERRORERRORERRORERROR コマンドエラー6 NO DIALTONENO DIALTONENO DIALTONENO DIALTONE 回線接続不可7 BUSYBUSYBUSYBUSY 相手話中、回線使用中8 NO ANSWERNO ANSWERNO ANSWERNO ANSWER 通信相手不在12 CONNECT 9600CONNECT 9600CONNECT 9600CONNECT 9600 9600bps接続16 CONNECT 19200CONNECT 19200CONNECT 19200CONNECT 19200 19200bps接続17 CONNECT 38400CONNECT 38400CONNECT 38400CONNECT 38400 38400bps接続18 CONNECT 57600CONNECT 57600CONNECT 57600CONNECT 57600 57600bps接続19 CONNECT 115200CONNECT 115200CONNECT 115200CONNECT 115200 115200bps接続20 CONNECT 64000CONNECT 64000CONNECT 64000CONNECT 64000 64000bps接続22 CONNECT 230400CONNECT 230400CONNECT 230400CONNECT 230400 230400bps接続23 CONNECT 32000CONNECT 32000CONNECT 32000CONNECT 32000 32000bps接続24 DELAYEDDELAYEDDELAYEDDELAYED リダイヤル待機中
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リザルトコードを表記する内容形式は、ATXn コマンドで指定することができます。 リザルトコードの表記内容の形式を下記に示します。  

  

数字 文字 基本 拡張1 拡張2 拡張3 拡張4 拡張50 OKOKOKOK ○ ○ ○ ○ ○ ○1 CONNECTCONNECTCONNECTCONNECT ○ × × × × ×2 RINGRINGRINGRING ○ ○ ○ ○ ○ ○3 NO CARRIERNO CARRIERNO CARRIERNO CARRIER ○ ○ ○ ○ ○ ○4 ERRORERRORERRORERROR ○ ○ ○ ○ ○ ○6 NO DIALTONENO DIALTONENO DIALTONENO DIALTONE ○ ○ ○ ○ ○ ○7 BUSYBUSYBUSYBUSY ○ ○ ○ ○ ○ ○8 NO ANSWERNO ANSWERNO ANSWERNO ANSWER ○ ○ ○ ○ ○ ○12 CONNECT 9600CONNECT 9600CONNECT 9600CONNECT 9600 × ○ ○ ○ ○ ×16 CONNECT 19200CONNECT 19200CONNECT 19200CONNECT 19200 × ○ ○ ○ ○ ×17 CONNECT 38400CONNECT 38400CONNECT 38400CONNECT 38400 × ○ ○ ○ ○ ×18 CONNECT 57600CONNECT 57600CONNECT 57600CONNECT 57600 × ○ ○ ○ ○ ×19 CONNECT 115200CONNECT 115200CONNECT 115200CONNECT 115200 × ○ ○ ○ ○ ×20 CONNECT 64000CONNECT 64000CONNECT 64000CONNECT 64000 × ○ ○ ○ ○ ×22 CONNECT 230400CONNECT 230400CONNECT 230400CONNECT 230400 × ○ ○ ○ ○ ×23 CONNECT 32000CONNECT 32000CONNECT 32000CONNECT 32000 × ○ ○ ○ ○ ×24 DELAYEDDELAYEDDELAYEDDELAYED ○ ○ ○ ○ ○ ○



4.3 切断理由 
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4.3 4.3 4.3 4.3 切断理由切断理由切断理由切断理由    

 通信中に ISDN 網から切断された場合、切断理由が ISDN 網から通知されます。 この切断理由は、AT$Rコマンドで表示することができます。 このとき、画面には切断理由、料金(円)の順に表示されます。 理由は番号で表示されますので、下記に示す切断理由一覧表をご参照ください。  

 

AT$Rの表示番号 切断理由正常クラス1111 欠番2222 指定中継網へのルートなし3333 相手へのルートなし6666 チャンネル利用不可7777 呼が設定済みのチャンネルへの着呼16161616 正常切断17171717 着ユーザビジー18181818 着ユーザレスポンスなし19191919 着ユーザ呼出中／応答なし21212121 通信拒否22222222 相手加入者端末番号変更26262626 選択されなかったユーザの切断復旧27272727 相手端末故障中28282828 無効番号フォーマット29292929 ファシリティ拒否30303030 状態問い合わせの応答リソース使用不可クラス31313131 その他の正常クラス34343434 利用可回線／チャンネルなし38383838 網障害41414141 一時的障害42424242 交換機輻輳43434343 アクセス情報廃棄44444444 要求回線／チャンネル利用不可47474747 その他のリリース使用不可クラスサービス提供不可クラス49494949 ＱＯＳ利用不可50505050 要求ファシリティ未契約57575757 伝達能力不許可58585858 現在利用不可伝達能力63636363 その他のサービスまたはオプションの利用不可クラス
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AT$Rの表示番号 切断理由サービス未提供クラス65656565 未提供伝達能力指定66666666 未提供チャンネル種別指定69696969 未提供ファシリティ要求70707070 制限デジタル情報伝達能力79797979 その他のサービスまたはオプションの未提供クラス無効メッセージクラス81818181 無効呼番号使用82828282 無効チャンネル番号使用83838383 指定された中継呼識別番号未使用84848484 中継呼識別番号使用中85858585 中継呼なし86868686 指定中継呼切断復旧済み87878787 ユーザはＣＵＧメンバではない88888888 端末属性不一致91919191 無効中継網選択95959595 その他の無効メッセージクラス手順誤りクラス96969696 必須情報要素不足97979797 メッセージ種別未定義または未提供98989898 呼状態とメッセージ不一致またはメッセージ種別未定義99999999 情報要素未定義100100100100 情報要素内容無効101101101101 呼状態とメッセージ不一致102102102102 タイマ満了による回復111111111111 その他の手順誤りクラスインターワーキングクラス127127127127 その他のインターワーキングクラス


