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このたびは、 FV-A シリーズ用コントロールエディタソフト
FVA ControlEditor （エフブイエーコントロールエディタ）をお
買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本ソフトの優れた機能をご理解頂き、末永
くご愛用頂くためにもこのマニュア
ルをよくお読み下さい。

目次
1
2
3
4
5
6
7
8

概要
特長
FV-Ａシリーズ用コントロールデータ作成手順
動作環境
適用コントローラ（ FV-A シリーズ）
適用ＣＦカード
適用音声データ （ＷＡＶＥファイル）
ソフトウェアとキーコード（ＫＥＹ
ＣＯＤＥ）の入手

2
2
3
3
3
4
4
5

ソフトウェアの入手
KEY CODEの入手

9

ソフトのインストール

6

インストール /アンインストール

10
11
12
13

ソフトの初回起動 （使用許諾契約の同意とユー ザー情報登録）
ＫＥＹ ＣＯＤＥ入力
エディタ画面 （編集画面）の説明
詳細設定

7
7
8
9

システム設定
ＬＥＤ表示灯の点灯点滅パターン設定
ブザー鳴動パターン設定
Voice データ登録

14

コントロールデータの編集

11

ＬＥＤ表示灯出力 /ブザー出力 /音声データ出力 /外部出力

15
16
17
18

テス ト機能
コントロールデータ作成
コントロールデータのＣＦカードへコピー
印刷
■参考資料 画面表示と FV-A シリーズの入力端子 （アドレス）対応表

VoiceNavi 三共電子株式会社
〒389-1102 長野県長野市豊野町大倉３５００－１７
TEL 026-257-6210 FAX 026-217-2893
E-mail:info@voicenavi.co.jp
URLhttp://www.voicenavi.co.jp

-1-

13
14
15
15
16

VoiceNavi Assit

FVA ControlEditor

1．概要
本ソフトは <音声メッセージ >付警報表示盤専用コントローラ FV-A シリーズのコ
ントロールデータを作成するソフトです。
Windows パソコン上で、各入力端子毎に LED 出力の点灯・点滅パターンの選
択、点灯 ・点滅時間の入力、ブザー鳴動パターンの選択、鳴動時間の入力、音
声メッセージの登録をすることにより
FV-A シリーズのコントロールデータを手
軽に作成できます。
FVA ControlEditor とUSB カードアダプタ

2．特長
■プログラム知識不要。
PC 画面上で、入力端子 （アドレス）で LED 出力の点灯・
点
滅パターンの選択 、時間入力、ブザ ー鳴動パターンの選
択時間の入力、音声メッセージの登録で FV-A シリーズ
のコントロールデータが作成できます

■音声データはテキストデータや録音で作成ＯＫ
別売の＜テキスト入力＞アナウンサーソフト
VoiceNavi Announcer やお手持ちのパソコン録音、
スタジオ録音などで作成した音声データが登録でき
ます

■LED 点灯・
点滅パターン登録
パターン登録画面で点灯 ・点滅間隔時間を変えて、 3 パタ
ーン事前設定できます。
間隔時間は 0.1 秒単位で設定できます。

■LED 表示灯出力
無灯、点灯と点滅 3 パターンの計 5 パターンから選択
し、時間入力で OK。

■ブザー鳴動パターン登録
パターン登録画面で鳴動・ 停止間隔時間を変えて 3 パタ
ーン事前設定できます。
間隔時間は 0.1 秒単位で設定できます。

■ブザー出力
停止、連続と点滅 3 パターンの計 5 パターンから選択
し、時間入力で OK。

■音声データ事前登録
音声データ登録画面で最大 255 までの音声データ (WAVE
ファイル )を事前登録できます。
試聴、フォルダ一括、ファイル単位の個別登録ができま
す。

■音声出力
事前登録した音声データから入力端子 （アドレス ）毎に
最大4 データまでの組立再生、 5 回までのリピー ト回数
を設定できます。

■ドキュメント印刷
パターン登録などの事前登録データ、コントロールデータ
などを印刷できます。

■テスト機能
テストボタン ON でPC画面上の LED ランプ、ブザー該
当のテス トマークが点灯 ・点滅します。音声データは
PC のオーディオ機能で再生します。

■無償 WEB 配布
WEB 上からダウンロードしてご使用できます。

■オプション
別売の＜テキスト入力＞アナウンサーソフト
VoiceNavi Announcer（ボイスナビアナウンサー）で
音声データ（WAVE ファイル）が手軽に作成できます。
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3．FV-Ａシリーズ用コントロールデータ作成手順
Windows パソコン上で、各入力端子毎に LED 出力の点灯・点滅
パターンの選択、点灯 ・点滅時間の入力、ブザー鳴動パターン
の選択、鳴動時間の入力 、音声メッセージの登録をすることに
より FV-A シリーズのコントロールデータを手軽に作成できま
す。
■LED 表示灯点滅パターン設定
詳細設定画面上で LED 表示灯の点滅間隔を変えて 3 パターン設定で
きます。
■ブザー鳴動パターン設定
詳細設定画面上でブ ザーの断続間隔を変えて 3 パターン設定できま
す。
■音声データの事前登録
詳細設定画面上で音声データ（ WAVE ファイル）を最大 255 まで事前登
録できます。 音声データはお手持ちのパソコンでマイク録音、スタジオ
録音や別売の<テキスト入力 >アナウンサーソフト VoiceNavi Announcer
（ボイスナビアナウンサー ）などで作成します。
■各入力端子毎にコントロールデータの入力

エディタ画面上で、各入力端子 （アドレス ）毎に、LED 点灯点滅
パターンの選択と時間入力、ブザー鳴動パターンの選択 ・時間
入力、音声データの選 択と最大 4 データまでの組立再生、 5 回
までのリピー ト回数設定を行います。
■簡易テスト

画面上の LED、ブザー、音声のマークが点灯点滅します。
また音声データはパソコンのオーディオ機能を使用して再生出
力します。
■コントロールデータの作成
データファイル名、保存フォルダ名など所定事項を入力して、コントロ
ールデータを作成します。
■ＣＦカードへのコピー
ＵＳＢカードアダプタ経由で作成したコントロールデータと音声データ
（WAVE ファイル ）をＣＦカードにコピーします。
■コントロールモードの設定

FV-A シリーズ上 の DIP SW で使用用途に合ったコントロールモ
ードを設定します。

4．動作環境
パソコン
メモリ
ハードディスク
適用カードアダプタ

下記 OS 搭載に Windows マシン WindowsXP/2000
256MB以上
登録する音声データ（ WAVE ファイル）の空き容量は必要
PC カードタイプまたは USB 接続タイプ
FV-A シリーズ 「コンパクトフラシュ用」

5．適用コントローラ
本ソフトで作成したコントロールデータは下記のコントローラで使用することができます。
適用コントローラ

FV-A シリーズ （または当社が認める製品）
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6．適用ＣＦカード
FV-A シリーズで使用できる CF カードは次の通りです。
【指定 CF カード】

(注)下記または当社が指定する CFカード

音声データの登録時間

カード容量
32MB
64MB
128MB
256MB

22.05KHz 16Bit時

44.1KHz 16Bit 時

約 11 分
約 22 分
約 44 分
約 88 分

約5分
約 11 分
約 22 分
約 44 分

IO データ機器

IO データ

CFS-32M(HI)
CFS-64M(HI)
CFS-128M(HI)
-

CFS-iV32
CFS-iV64
CFS-iV128
CFS-iV256

（注）上記以外で動作検証したメモリカードのメーカー・型式はホームページ上に掲載していきます｡
<テキスト入力 >アナウンサーソフト VoiceNavi Announcer で作成できる音声データ (WAVEファイル )は22.05KHzタイプです。
(注)指定メーカー･型式以外のカードは動作保証外になります｡
なお、カード本体の不良に関しては

、当社では保証・対応していません。カードメーカーへ返

却･修理願います。

【CF カードに関するトラブル】
CF カードと機器との不適合 （カードが認識できない

）などは主にカード内のカードコントロール

LSI に起因しています｡

CF カードの大量購入する場合 、必ず、動作確認の上、ご購入下さい。
■カードの脱着

必ず、電源 OFF 状態でカードの脱着を行って下さい

■デジカメで使用したカードの場合

【フォーマット】

Windows パソコンで「フォーマット」処理をします｡

7．適用音声データ（
ＷＡＶＥファイル）
本ソフト並びに FV-A シリーズで使用できる音声データ Ｗ
（ ＡＶＥファイル）は次の通りです。
【適用ファイル名形式
】 8.3 形式
（アルファベット英数字
8 文字表示）
〔例〕12345678.wav
〔注〕ロングネームのファイル名はご使用できません。

aaaaa123.wav

-、（）、｛｝などが入ったファイル名は使用できません。

【1 ファイル容量制限 】 64MB未満
【推奨サンプリングモード】
44.1KHz 16Bit/8Bit Mono または 22.05KHz 16Bit/8Bit Mono （注）ステレオデータ不可
【FV-A シリーズでは再生でき ない WAVE ファイル】
●主に出所不明な WAVE ファイル
（注）拡張子は .wavですが、実際は違うファイル。パソコン上では再生しています。

●ヘッダー情報は一般的ではない WAVE ファイル
（注）一部に録音ソフトで作成した場合、ヘッダー情報が一般的
でない場合、FV-A上では再生できません。
この場合、WindowsOS 附属の「サウンドレコーダ」で読込み、保存すると使用できる場合があります｡

●ファイル名が上記の適用ファイル名形式ではない場合
（注）エディタ上では再生してしまう場合がある。

【＜テキスト入力アナウンサーソフト＞ Ｖｏｉ
ｃｅＮａｖｉＡｎｎｏｕｎｃｅｒ】
Excel 上でテキストデータ入力で
音声データ（
ＷＡＶＥファイル）を作成できます
テキス ト入力アナウンサーソフト 「VoiceNavi Announcer」 （ボイスナビ
アナウンサー ）は表計算ソフト Excel 上で最大 255 メッセージまでのテキ
スト入力、試聴、 WAVE ファイル保存の一連の業務ができる Excel 用のア
ドオンソフトです。
テキストデータから音声に変換する エンジンに沖電気製の
「SMARTTALK」を採用し ています。
本ソフトを使用することにより、手軽に
試聴しながら テキスト入力による
音声データ(WAVE ファイル )作成できます 。
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8．ソフトウェアとキーコード（ＫＥＹ ＣＯＤＥ）
の入手
当社のホームページ www.voicenavi.co.jp からダウンロードします｡
本ソフトを使用する場合、 KEY CODE が必要ですので、オンラインユーザー登録して
ださい。
■ソフトウェアの入手
ダウンロード版
無償

CD-ROM 版

有償

バンドル版

KEY CODE を事前に入手してく

下記のホームページからダウンロードし、フリー
・シェアウェアま たは市販の解凍ソフト
で解凍して下さい。
［ホームページ］ www.voicenavi.co.jp
インターネット環境がない場合は CD-ROM 版をご購入下さい。
パック版 (CD-ROM＋カードアダプタ )も用意しています｡
弊社で販売している他のソフト CD にもバンドルします。
ソフトＣＤ、バンドル時期についてはホームページで発表します。

■KEY CODE の入手
KEY CODE 入力しませんとフル機能が使用できません｡
オンラインユーザー登録後、 E-mail で KEY CODE を送付します。
インターネットの場合
インタネット環境のない場合

www.voicenavi.co.jp¦サポート｜ユーザー登録｜
下記事項を記載の上、 FAX 026-268-3105 送付して ください。 FAX で送付します。
（記載事項）
製品型式 FVA ProgramEditor 会社名、氏名、住所、 TEL FAX
（注）平日の場合 当日または翌日 土日祝日の場合 月曜日 当社休業日の場合 翌日

9．ソフトのインストール
ダウンロードした場合は、圧 縮ファイルを解凍後、 setup ボタンをクリックしてインストールします｡
CD-ROM 版の場合は、CD-ROM 内の setup ボタンをクリックしてインストールします。
■インストール
XP/2000 の場合、アドミニストレーター権限がある方がインストールして
下さい。

パソコン上の他のプログラムを全て ,終了します。
「Setup」プログラムをクリックしてください。

左記の画面が表示されます。

ディレクトリを変更する場合は、ディレクトリ変更ボタンで変更してインスト
ールして下さい。
変更がない場合、 ¦ Program Files ¦ VoiceNavi Assit ¦ FVA Control Editor 1J
¦内にインストールします。
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また｜スタート｜プログラム｜メニュー内にショートカット
VoiceNavi Assist
を作成します。
ショートカット
VoiceNavi Assist 内に FVA ConrolEditor のショートカットを作
成します。

［ソフトの収納先］
インストールしたソフトは
れます

Program 内の VoiceNavi Assist フォルダに収納さ

フォルダ VoiceNavi Assit 内に左記のフォルダーができます。

フォルダ FVA ConrolEditor 内に左記の実行ファイルやフォルダが収納され
ます。
fvaconrol.exe
本ソフト （実行ファイル）
CardData フォルダ
作成したコントロールデータの保存場所
Temp フォルダ
一時データ保存場所
（注）
CardData内のコントールデータファイルや
WAVE ファイルは CF カードにコ
ピーしますので、ショートカットを作成し、
My Documents などに置 くと便利
です。
■アンインストール
｜スタート｜設定｜コントロールパネル｜アプリケーションプログラムの追加
・削除｜本ソフトを指定し、削除して下
さい。
(注) プログラム内 CardData（コントロールデータファイル
）などはバックアップ後、別に削除して下さい。
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10．ソフトの初回起動 （使用許諾契約の同意とユーザー情報登録 ）
初回のソフト起動時に、使用許諾契約の同意、次にユーザー情報を行います。
■使用許諾契約
使用許諾契約画面が表示されます。
内容を確認の上、同意します。

■ユーザー情報登録
ユーザー情報登録画面が表示されます。
入力項目を正し くご記入ください。
(注)
本登録事項は著作権保護のために、本ソフ トで作成したコントロールデー
タファイル .fva に記録されます。

終了ボタン ON で（初期）エディタ画面を表示します。
■エディタ 画面 （初回画面）
左記の画面は KEY CODE 入力されていない場合です。

11．KEY CODE 入力
事前に、ホームページ上でユーザー登録して、 KEY CODE を受領して下さい。
｜詳細設定｜ユーザー情報/KEY CODE｜画面で KEY CODE を入力します｡
【KEY CODE 入手先】
www.voicenavi.co.jp ¦ サポート｜ユーザー登録｜

入力しますと左記の画面になります｡
正規版としてご使用できます｡
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12．エディタ画面（
編集画面）の説明
■エディタ画面（
編集画面）

■メニューボタン
メニューボタンで各機能を選択できます。

ボタン

ボタン名
新規作成

内容
コントロールデータを新規作成 します。

ファイル読込

作成したコントロールデータを読み込みできます。
（注）ファイル保存はコントロールデータ作成で行います。

コントロールデータ作成

本画面上で所定データを入力してコントロールデータを作
成します。

テス ト開始

簡易テストができます。

印刷

本画面上で各種情報の印刷ができます。

詳細設定

本画面上で Voice データ登録、 LED 点灯点滅パターン設
定、ブザー鳴動パターン設定、システム設定を行います。

バージョン情報

バージョン情報を記載していま

編集画面を閉じる

本ソフトを終了します。

-8-

す。

VoiceNavi Assit

FVA ControlEditor

13．詳細設定
コントロールデータの編集を行う前に、詳細設定画面で下記データを設定します。
システム設定
使用するコントローラの型式を設定します。
この設定で、画面上で入力できる入力端子 （アドレス ）数が設定されます。
作成するコントロールデータファイル名や保存先のフォルダー名を設定でき
ます。
ＬＥＤ点灯点滅パターン設定
点滅パターンを時間設定して 3 パターン設定できます。
エディタ画面上では、設定した
3 パターン以外に無灯、点灯 （連続）を加え、 5
パターンから選択できます。
ブザー鳴動パターン設定
鳴動パターンを時間設定して 3 パターン設定できます。
エディタ画面上では、設定した
3 パターン以外に停止、鳴動 （連続）を加え、 5
パターンから選択できます
Voice データ登録
使用したい音声データ (WAVE ファイル )を事前登録します。
エディタ画面上では、事前登録した音声データから選択します。
音声データはエディタ画面上では何回でも使用できます。

■システム設定
使用するコントローラの型式や作成するコントロールデータファイル
名、保管場所を設定します。
●使用機種
機種により登録できる入力端子が変わります。
●コントロールデータファイル名、保管場所
実際のコントロールデータ作成時に変更できます。

■ＬＥＤ表示灯の点滅パターン設定
LED 表示灯の点滅パターンを設定します。
無灯、点灯 （連続）はエディタ画面上で選択できます。
［テス ト機能］
プレビューの□欄をチェックしますと、画面上の
灯点滅します。

LED ランプ表示が点

（注）
テスト機能の LED ランプ表示の点灯点滅はパソコン本体の機能に依存しています。実際
の場合、FV-Aシリーズと接続する LED表示灯により若干、点灯点滅スピードが異なる場
合もあります。

■ブザー鳴動（
断続）パターン設定
ブザー鳴動（断続）パターンを設定します。
停止、連続はエディタ画面上で選択できます。
［テス ト機能］
プレビューの□欄をチェックしますと、画面上の
灯点滅します。

LED ランプ表示が点

（注）
テスト機能の LED ランプ表示の点灯点滅はパソコン本体の機能に依存しています。実際
の場合、FV-A シリーズと接続するブザーにより若干、鳴動スピードが異なる場合もあり
ます。
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■Voice データ登録（
事前登録）
本画面で音声データ (WAVE ファイル )を事前登録します。
ここで登録した音声データ (WAVE ファイル )はエディタ画面で何回でも
使用することができます。
【
登録上のご注意】
同一ファイル名を重複して登録できません。
【
登録できるWAVE ファイル名】
8.3 形式 アルファベット英数字のファイル名
(注) － （ ） ｛ ｝なども不可
【
登録可能 WAVE ファイル数】 255max.
【サンプリングモード】
サンプリングモード
44.1KHz 16Bit/8Bit mono
22.05KHz 16Bit/8Bit mono

●フォルダ一括登録とファイル単位個別登録
音声データ(WAVE ファイル )はフォルダー単位の一括登録またはファ
イル単位の個別登録、できます。
左図はファイル選択ボタンで、音声データ
(WAVE ファイル )の収納され
ているフォルダを指定し、フォルダ
内の WAVE ファイルを選択して登
録します。
登録した音声データ ( WAVE ファイル )を、移動、削除できます。
また個別試聴、全試聴ができます。

ファイル選択

フォルダ選択
上へ移動
下へ移動
試聴
全試聴
削除
全削除

指定したフォルダ内の音声データ (WAVE ファイル )をファイル単位で個別登録し
ます。シフトキーなど使用して複数ファイルを選択できます。
ファイル全てを選択した場合は一括登録できます。
指定したフォルダ内の音声データ (WAVE ファイル )を一括で登録します。
移動する場合、上下の矢印をクリックします。
削除する場合は 、削除ボタンをクリックします。
再生したい WAVE ファイルをクリックし、試聴ボタンをクリックします。
指定した No.を再生出力します。
No.1 から順番に再生出力します。
指定した No.の音声データ(WAVE ファイル )を削除します。
全ての音声データ(WAVE ファイル )を削除します。
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14．コントロールデータの編集
詳細設定画面でパターン設定 、音声データの登録後、本エディタ画面上で入力端子
力してコントロールデータを作成します。
ご注意

(アドレス )毎に、データを選択 入
・

FV-A シリーズ上の警報表示盤用途のコントロールモードは、本エディタ上で設定
灯、ブザーなどのデータを見ません。
FV-A シリ ーズのコントロールモード内容をご確認下さい。

●LED 表示灯 ブザー、音声データ等のデータ入力
入力端子( IN No.)に該当する LED 表示灯 ブザー、音声データ等のデータを入力します。
（注）LED(LED 表示灯)、EX(外部連動出力)の接続できる数は使用するコントーラの仕様によります。

【IN】
下記の信号入力形式を選択します。
指定無し/レベル /ワンシ ョット

（注）本データは記録用です。

コントロールには関係ありません。

【LED 表示灯出力】
LED 表示灯の点灯点滅パターン を設定します。

時間入力します。
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【ブザー出力】
ブザー鳴動パターンを選択し、時間入力します。
（注）音声データ出力する場合、停止に設定して下さい。

時間入力します。

【音声データ出力】
詳細設定画面上で事前登録した音声データを選択して登録できます。
（注）
Ｔ IME（時間）は入力できません。
音声データ（ WAVEファイル）が有する時間を表示します。
プログラム登録をした場合、合計時間を表示します。

【プログラム登録】
●組立再生
最大 4 データまでの組立再生ができます。
（例） ビー・ビー＋ A1 号機＋材料セッ ト＋異常発生
●リピート回数
最大 5 回まで選択できます。 （組立再生の場合は全体で）
（注）
Ｔ IME（時間）は入力できません。
組立再生の合計時間、リピート回数分の自動計算表示です。

【ＥＸ 出力】
本出力機能の有無・内容はコントローラの仕様によります。
（注）原則として 「無」に設定してご使用下さい
型式
FV-820-A
FV-830-A
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【項目の説明】
No.
入力端子 No.

FVA ControlEditor

IN01 ～
08/16

IN

信号入力形式

TYPE

LED

接続した
ＬＥＤ 表示灯の制御

○
TYPE

BUZZER

接続した
ブザーの制御

TIME
○
TYPE

VOICE

音声データの制御

TIME
○

Ｒ
1-4
EX

予備外部出力

1-4

入力端子 No.
詳細設定―システム設定 -使用機種で選択した機種により、表示数は
変わります。
使用機種
入力端子 No.
FV-820-A
IN01-08
FV-830-A
IN01-16
その他
IN01-32
信号入力形式を選択します。
指定無し/レベル /ワンシ ョット
（注）本データは記録用です。
テス ト機能用 ランプ点灯点滅
下記のタイプを選択します。
無灯 点灯 滅Ａ 滅Ｂ 滅Ｃ
時間を入力します。
テス ト機能用 ブザー鳴動をランプ点灯点滅形式で表示します。
下記のタイプを選択します。
停止、鳴動、鳴Ａ 鳴Ｂ 鳴Ｃ
時間を入力します。
テス ト機能用 音声出力をランプ点灯形式で表示します。
オーディオ機能を有するパソコンの場合、実際にスピーカー出力しま
す。
リピート回数を選択します
１回～ 5 回 (注)下記の組立再生が有る場合、全体をリピートします
音声データ(WAVE ファイル )を選択登録します。
最大 4 データまでの組立再生出力ができます。
外部出力を有する使用機種の場合 、出力の有無を設定できます。
（注）外部出力の内容・有無は使用する機種を仕様をご確認下さい。

15．テスト機能
テス ト機能により、本画面上で擬似テストをすることができます。
本テス ト機能を利用して、エディタ内容を確認
・修正できます。
（ご注意）
本テストによる LED 点滅パターン、ブザー鳴動パターン、音声データの音質
る場合があります。またＦＶ－Ａシリーズ上でも同様です。

・音色はパソコンの機能によって多少異な

テス ト開始ボタンＯＮで、 ＩＮ０１から順番にテストします。
（一括テス ト）
個別テストは 下記方法で該当する入力端子 (アドレス )をテストできます。
1.テストしたい IN No.の LED のテス トマーク をマウスでクリックする。
2.テストしたい IN No.をマウスでクリック後、テスト開始ボタン
ON
実行中のテス ト中の IN 入力の行は青色で表示します。
LED、ブザーは設定したパターン ・時間で点灯点滅します。
Voice は点灯します。
音声データはパソコンのオーディオ機能により再生出力します。

（ご注意）
本テストによる LED 点滅パターン、ブザー鳴動パターン、音声データの音
質・音色はパソコンの機能によって多少異なる場合があります。またＦＶ
－A シリーズ上でも同様です。
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16．コントロールデータ作成
エディタ画面でデータ入力し、テストが終了しましたら、コント
ロールデータ作成画面に所定事項を入力し、コントロ
ール
データを作成します。
作成したコントロールデータは
¦ Program Files ¦ VoiceNavi Assist ¦ FVA ControlEditor¦ CardData ¦ 作成フォルダ名 ｜内
にコントロールデータファイル
.fva を作成後、WAVE ファイル .wav を収納先から複写します。

【コントロールデータ作成画面】
（注）＊は必須入力事項です。
コントロールデータファイル名
8.3 形式 アルファベット
英数字
（例） abc_001.fva
（注） -( ) [ ]等不可

作成フォルダ名
全角 14 文字まで
（例）警報表示盤 工場 A

コントロールデータは ¦ Program Files ¦ VoiceNavi Assist ¦FVA
ControlEditorl ¦ CardData ¦作成フォルダ名｜内に作成されます。

作成フォルダ名｜内にコントロールデータファイル
WAVE ファイル .wav を収納先から複写します。
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17．コントロールデータのＣＦカードへコピー
作成した ¦ Program Files ¦ VoiceNavi Assist ¦FVA ControlEditorl ¦ CardData ¦作成フォルダ名｜内のコントロールデータ
（fva ファイルと wav ファイル）を市販の USB カードアダプタ等を使用して
CF カードにコピーします。

（注）

●USBカードアダプタのアクセス LED が点滅終了後、2-3 秒経過後に CFカードを脱着して下さい。
アクセス LEDが点滅終了しても、実際はデータをコピー途中です。コピー途中で
CF カードを脱着すると CF カードは破損します。
●フォルダ 毎コピーしますと、 FV-Aシリーズ上ではコントロールデータを認識できません。
●CardData のショートカーットを

My Document 内に作成しますと便利です。

18．印刷
カードデータ作成後、本画面の印刷ボタンで印刷できます。
左記の情報を印刷できます。
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■参考資料
●画面表示とFV-A シリーズの入力端子（
アドレス）
対応表
使用機種
Editor 上の IN No.
その他
FV-830-A
FV-820-A
アドレス
IN01
IN02
IN03
IN04
IN05
IN06
IN07
IN08
IN09
IN10
IN11
IN12
IN13
IN14
IN15
IN16
IN17
IN18
IN19
IN20
IN21
IN22
IN23
IN24
IN25
IN26
IN27
IN28
IN29
IN30
IN31
IN32
（注）その他は、特殊仕様用です。

VoiceNavi 三共電子株式会社
〒389-1102 長野県長野市豊野町大倉３５００－１７
TEL 026-257-6210 FAX 026-217-2893
E-mail:info@voicenavi.co.jp
URLhttp://www.voicenavi.co.jp
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FV-A シリーズ
接点端子
アドレス
1
01H
2
02H
3
03H
4
04H
5
05H
6
06H
7
07H
8
08H
9
09H
10
0aH
11
0bH
12
0cH
13
0dH
14
0eH
15
0fH
16
10H
17
11H
18
12H
19
13H
20
14H
21
15H
22
16H
23
17H
24
18H
25
19H
26
1aH
27
1bH
28
1cH
29
1dH
30
1eH
31
1fH
32
20H

