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第第第第１１１１章章章章    ごごごご使用使用使用使用になるになるになるになる前前前前にににに    

この章では、128DE-TA についての基本的な事項や設置方法および設定ユーティリティのインストール方法について説明しています。ご使用の前に必ずお読みください。 



1.1 128DE-TA の特長 
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1.1 1.1 1.1 1.1 128DE128DE128DE128DE----TATATATA のののの特長特長特長特長     
●●●●ＭＰＭＰＭＰＭＰ128kbps128kbps128kbps128kbps 通信通信通信通信    Ｂチャネル２本を同時に使用することで 128kbps の高速データ通信が可能となる MP（Multilink PPP）通信モードをサポートしています。  
●●●●BACPBACPBACPBACP／／／／BAPBAPBAPBAP によるによるによるによる BODBODBODBOD 通信通信通信通信    128kbps 通信時にアナログポートに接続した電話機の発着信や、データポートでの通信の回線使用率に応じてＢチャネルの本数を自動的に増減させるBOD 機能を搭載しています。標準プロトコル BACP/BAP に準拠してＢチャネル本数の変更を行なえば、一層無駄のない通信が可能です。 前面パネルの MODE スイッチを使って必要な時だけ 128kbps にワンタッチで切り替えることも可能です。  
●●●●PIAFS PIAFS PIAFS PIAFS 64Kbps/64Kbps/64Kbps/64Kbps/32Kbps32Kbps32Kbps32Kbps 通信通信通信通信    PHS による 64Kbps/32Kbps の高速データ通信「PIAFS」をサポートしていますので、PHS モバイル端末等とのデータ通信が行なえます。  PIAFS ：PHS Internet Access Forum Standard  
●●●●同期同期同期同期 64Kbps64Kbps64Kbps64Kbps 通信通信通信通信    ISDN 網による同期 64kbps での高速なデータ通信を非同期／同期変換機能により実現し、快適で経済的なインターネットアクセスが可能です。  
●●●●非同期非同期非同期非同期 57.6kbps57.6kbps57.6kbps57.6kbps 通信通信通信通信    ISDN 非同期データ通信でも 57.6kbps までサポートしておりますので、通信モードを選ばず、高速快適な通信が可能です。    
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●●●●Ｓ／ＴＳ／ＴＳ／ＴＳ／Ｔ点点点点インタフェースインタフェースインタフェースインタフェース搭載搭載搭載搭載    デジタル電話機やターミナルアダプタなどの ISDN デジタル機器を接続することができ、拡張性に優れています。また、給電を行なっていますので、局給電動作の機器も使用可能です。さらに、終端抵抗を内蔵しており、面倒な終端抵抗工事も不要です。（給電時は局給電動作の機器は使用できません。）  
●●●●ＤＳＵＤＳＵＤＳＵＤＳＵ内蔵内蔵内蔵内蔵    DSU（回線終端装置）を内蔵していますので、室内のモジュラーコンセントに接続するだけで ISDN の配線が完了します。別途 DSU を購入したりレンタルしたりする必要もなく、経済的に ISDN の利用が開始できます。また、ディップスイッチの切り替えにより DSU 機能を切り離すこともできますので、外部の DSU と接続して使用することも可能です。  
●●●●アナログアナログアナログアナログ 3333 ポートポートポートポートをををを搭載搭載搭載搭載    電話、FAX やモデムを接続して有効に活用できます。INS ネット 64 では、1 契約で 2 回線分の通信（インターネット＆電話／インターネット＆FAX／電話＆FAX）を同時に使用できます。 （TEL1、TEL2 の同時使用はできません。）  
●●●●停電停電停電停電バックアップバックアップバックアップバックアップ機能機能機能機能    乾電池を内蔵することにより、停電時でもアナログポートに接続した電話による通話やデータポートからの通信を行なうことができます。  
●●●●USBUSBUSBUSB ポートポートポートポート搭載搭載搭載搭載    パソコンと周辺機器のインタフェースである USB（Universal Serial Bus）を搭載しています。USB ポートの高速 12Mbps 接続により、RS-232C ポートの速度に制約されることなく、ISDN ならではの高速接続が体感できます。     
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●●●●ATATATAT コマンドコマンドコマンドコマンドによるによるによるによる自動自動自動自動ボーレートボーレートボーレートボーレート検出機能検出機能検出機能検出機能    AT コマンドにより、接続したパソコンの通信速度などを自動的に検出しますので、設定が簡単に行なえます。  
●●●●充実充実充実充実したしたしたした先進機能先進機能先進機能先進機能    NTT INS ネット 64 に対応して、同期 64k、同期 128k(MP,BACP／BCP)、非同期 57.6／38.4／19.2／9.6k、PIAFS の各通信方式をサポートしています。また、常時接続回線としてはデジタル専用線 64／128k、OCN エコノミーに対応しております。  
●●●●内線通話機能内線通話機能内線通話機能内線通話機能    アナログポートに接続された機器で、互いに通話ができます。 さらに、この機能を利用して、外線電話を他方のアナログポートの電話機に転送することができます。  
●●●●優先着信優先着信優先着信優先着信／／／／先行先行先行先行・・・・遅延着信遅延着信遅延着信遅延着信    １つのアナログポートに接続した電話だけを鳴らすように設定したり、始めに１つの電話が鳴ってから遅れて他の電話が鳴るように設定することができます。  
●●●●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機能設定機能設定機能設定機能    アナログポートに接続した機器からダイヤルイン番号やフレックスホン等の各種設定を行なうことができます。  
●●●●OCNOCNOCNOCN エコノミーエコノミーエコノミーエコノミー・・・・高速高速高速高速デジタルデジタルデジタルデジタル専用線対応専用線対応専用線対応専用線対応    ディップスイッチによるモード切り替えにより、OCN エコノミー、高速デジタル専用線 64Kbps/128Kbps（I インタフェース）、デジタルアクセス 64・128 に接続できます。   
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1.2 1.2 1.2 1.2 梱包内容梱包内容梱包内容梱包内容    

 128DE‐TA には、次の品物が梱包されています。開封時に梱包内容をお確かめください。 
●●●●梱包物梱包物梱包物梱包物     

   ①128DE-TA 本体   （１台） ②スタンド    （１個） ③RS-232C ケーブル   （１本：9pin-9pin、１ｍ） ④USB ケーブル   （１本：２ｍ） ⑤U 点モジュラーケーブル  （１本：３ｍ） ⑥128DE-TA 設定ユーティリティ&ドライバ CD （１枚） ⑦取扱説明書（本書）   （１冊）   



1.3 本体各部の名称と働き 
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1.3 1.3 1.3 1.3 本体各部本体各部本体各部本体各部のののの名称名称名称名称とととと働働働働きききき     
●●●●本体正面図本体正面図本体正面図本体正面図     
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①①①①MODEMODEMODEMODE            MP モードでの通信時に 64kbps（1B チャネル）／128kbps（2B チ ャネル）の切替えを行ないます。    ②②②②POWERPOWERPOWERPOWER  緑緑緑緑：電源が入っているときに点灯します。 赤赤赤赤：内蔵乾電池で動作しているときに点灯します。    電池残量が少なくなると点滅に変わります。  ③③③③DDDD      緑緑緑緑：回線交換モードで D チャネルにデータが流れているときに     点滅します。    ④④④④BBBB１１１１  緑緑緑緑：回線交換モードで B1 チャネルを使用しているときに点灯、     データが流れているときは点滅します。  橙橙橙橙：専用線モード・OCNエコノミーモードで B1 チャネルを使用     しているとき点灯します。  ⑤⑤⑤⑤BBBB２２２２  緑緑緑緑：回線交換モードで B2 チャネルを使用しているときに点灯、 データが流れているときは点滅します。  橙橙橙橙：専用線モード・OCNエコノミーモードで B２チャネルを使用     しているとき点灯します。  ⑥⑥⑥⑥TEL TEL TEL TEL  緑緑緑緑：アナログポートに接続したアナログ機器で通信中に点灯しま す。    ⑦⑦⑦⑦ERERERER   緑緑緑緑：RS-232C ポートに接続した機器が通信可能なときに点灯、 データが流れているときは点滅します。   ⑧⑧⑧⑧USBUSBUSBUSB 緑緑緑緑：USB ポートに機器が接続されているときに点灯、データが    流れているときは点滅します。    ●電源投入直後の 128DE-TA 起動中は全 LED が緑色に点灯します。 
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●●●●本体後面図本体後面図本体後面図本体後面図    
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①①①①TEL1TEL1TEL1TEL1    アナログ通信機器を接続します。TEL2 ポートと切替式のためTEL2 ポートでアナログ通信中は使用できません。停電時は使用できません。      ②②②②TEL2TEL2TEL2TEL2    アナログ通信機器を接続します。TEL1 ポートと切替式のためTEL1 ポートでアナログ通信中は使用できません。停電時は使用できません。 
    （TEL1／TEL2 ポートには合わせて 3台までのアナログ機器のブランチ接続が行なえます。）   ③③③③TEL3TEL3TEL3TEL3 アナログ通信機器を接続します。アナログ機器は最大 3台まで接続することができます。停電時はバックアップ用乾電池によりアナログ機器の使用が行なえます。   ④④④④UUUUSBSBSBSB    付属の USBケーブルでパソコンの USB ポートと接続します。      ⑤⑤⑤⑤DATADATADATADATA 付属の RS-232C ケーブルでパソコンの RS-232C ポートと接続します。      ⑥⑥⑥⑥SSSS／／／／TTTT    他の ISDN 機器を最大７台まで接続することができます。または「DSU 使用」スイッチを切り替えることにより、外部の DSU と接続することができます。      ⑦⑦⑦⑦LINELINELINELINE    付属のU点モジュラーケーブルでモジュラーローゼットと接続します。      ⑧⑧⑧⑧FGFGFGFG  FG ケーブル で 電源コ ン セ ン ト付近の ア ー ス 端子に 接              続します。      ⑨⑨⑨⑨電源電源電源電源ｽｲｯﾁｽｲｯﾁｽｲｯﾁｽｲｯﾁ    電源の ON／OFF を切り替えます。      ⑩⑩⑩⑩電源電源電源電源ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙ AC100V, 50／60Hzのコンセントに接続します。   
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●●●●本体側面図本体側面図本体側面図本体側面図      
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①①①①電池電池電池電池ボックスボックスボックスボックス    停電時のバックアップ用の乾電池を入れます。停電中でも TEL3 ポートに接続したアナログ機器が使用可能になります。  ・単３アルカリ乾電池「LR6（C）」を 6 本を収納し、停電時に連続して待受け時約 1 時間 30 分、通話時約 1 時間 15 分のバックアップができます。（動作可能時間は使用する乾電池のメーカーや使用条件によって異なりますのでご注意ください。） ・停電時、乾電池で動作している場合は、TEL1、TEL2 ポート、DATA ポート、USB ポート及び S／T 点に接続された局給電動作の機器は使用できません。  
 警告警告警告警告・・・・注意注意注意注意：：：：              ・乾電池は＋－の正しい方向でお入れください。誤まった方向で乾電池を入れると、火災や故障の原因となります。 ・乾電池は新しく購入した十分に電池残量のある単三型アルカリ乾電池（LR-6）をご使用ください。異なる種類の電池（マンガン電池など）や残量の少ない古い電池を使用すると、電池の液漏れや破裂の恐れがあります。  ②②②②ディップスイッチディップスイッチディップスイッチディップスイッチ    No.1,2 ON で終端抵抗あり、OFF で終端抵抗なしです。 No.3～6  ON で内蔵 DSU 使用、OFF で DSU 機能切り離しです。 No.7 Windows98のUSBポート使用はONで、WindowsXP／Me／2000の USB ポート使用は OFF で使用します。 No.8 常に ON でご使用ください。 No.9,10 専用線モード（64k／128k）／OCN エコノミーモード／回線交換モードの切替を行ないます。 

����    参参参参    照照照照    ・詳しくは、「「「「付録付録付録付録」「」「」「」「EEEE....ディップスイディップスイディップスイディップスイッチッチッチッチのののの設定設定設定設定」」」」をご参照ください。  ③③③③銘板銘板銘板銘板     



1.4 準備 
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1.4 1.4 1.4 1.4 準備準備準備準備     
●●●●ISDNISDNISDNISDN 回線回線回線回線をををを準備準備準備準備するするするする    128DE-TA は INS ネット 64 などの ISDN 網を使用して通信を行ないます。ISDN 回線をまだ引いていない場合は、以下を参考に NTT 等にお申し込みください。 詳しくは NTT窓口などにご相談ください。  ごごごご確認項目確認項目確認項目確認項目        確認項目確認項目確認項目確認項目    選択項目選択項目選択項目選択項目    インターフェイス形態及びレイヤ１起動種別    「P-MP 常時」または「P-MP 呼毎」    発信者番号通知サービス    「通常通知（通話ごと非通知）」 ※ 通常非通知（回線ごと非通知）を選択した場合は、  一部サービスが受けられない場合があります。    ユーザー間情報通知    「着信許可」    通信中着信通知サービス    「許可」         通信機器通信機器通信機器通信機器        通信機器通信機器通信機器通信機器のののの名称名称名称名称    128DE-TA    メーカーメーカーメーカーメーカー名名名名    株式会社日成電機製作所    認定番号認定番号認定番号認定番号    ＣＤ99-1223JP L 99-1295    DSUDSUDSUDSU    DSU 内蔵型 TA         
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配線工事配線工事配線工事配線工事などなどなどなど    ・工事内容工事内容工事内容工事内容    INS ネット 64 の導入には、次のような各工事が必要です。NTT に委託するか（NTT 工事）、自分で行なうか（お客様工事）を選択します。 ※ ご自分での工事が可能かどうかは、屋内配線の状況によっても異なります。 工事方法については、お申し込み時に NTT 窓口でご相談の上、決定してください。なお、ご自分での工事にあたっては、お客様の責任において実施していただくことになりますので、ご了承ください。  ・・・・屋内配線工事屋内配線工事屋内配線工事屋内配線工事    屋内のローゼット（電話線引き込み口）から DSU までの配線を行なう工事です。ローゼットがモジュラージャック式になっていれば基本的にご自分で工事することが可能です。  ※  屋内のコネクタ形状の異なる場合は、NTT 窓口にご相談ください。  ・・・・DSUDSUDSUDSU 取付工事取付工事取付工事取付工事    DSU の設置と配線を行なう工事です。128DE-TA には DSU が内蔵されており、室内のモジュラーローゼットに接続するだけで使用できますので、申し込みの必要はありません。  ・・・・TATATATA 取付工事取付工事取付工事取付工事    DSU からターミナルアダプタのような機器を接続するコネクタまでの配線です。128DE-TA には DSU が内蔵されていますので、申し込みの必要はありません。  ・構内交換機構内交換機構内交換機構内交換機    ビジネスホン,ホームテレホンおよび PBX(構内回線機)に接続する場合は  電気的条件が異なる可能性がございます。128DE-TA を構内回線にてご利用の場合、構内回線の電気的仕様をご確認の上、接続を行なってください。構内回線についての詳細は、ご利用メーカ様にお問い合わせください。  ・内蔵内蔵内蔵内蔵コンデンサコンデンサコンデンサコンデンサ    室内モジュラーローゼットのジャック部分の末尾に”C”が付いた型番（例えば、MJ-2C など）が表記されている場合は、モジュラージャックがコンデンサ内蔵タイプのものであることを示しています。この場合は DSU の接続にあたってコンデンサの取り外しが必要となりますので、NTT窓口にご相談ください。 
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●●●●プロバイダプロバイダプロバイダプロバイダとのとのとのとの契約契約契約契約    インターネットに接続するためにはプロバイダとの契約が必要です。ISDN 対応アクセスポイントを持つプロバイダにお申し込みください。  
●●●●必要必要必要必要ななななハードウェアハードウェアハードウェアハードウェア    ・パソコン ・本機  RSRSRSRS----232C232C232C232C でででで接続接続接続接続のののの場合場合場合場合    ・RS-232C ケーブル（本機に付属）  USBUSBUSBUSB でででで接続接続接続接続のののの場合場合場合場合         ・USB ケーブル（本機に付属）  
●●●●必要必要必要必要ななななソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェア    ・Windows98, Windows2000, WidowsMe, WindowsXp のオペレーティングシステム ・WWW ブラウザなどのインターネットアプリケーション ・設定ユーティリティ（本製品に付属）     
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1.5 1.5 1.5 1.5 設定設定設定設定ユーティリティユーティリティユーティリティユーティリティのののの準備準備準備準備    

 128DE-TA に付属の設定ユーティリティのインストールとアンインストールの方法を説明します。  
●●●●インストールインストールインストールインストール方法方法方法方法    ①本製品に付属している「128DE-TA 設定ユーティリティ」ディスクをパソコンのフロッピーディスクドライブに入れてください。 ②「スタート」ボタンをクリックし、「ファイル名を指定して実行」を選択します。 ③ダイアログボックスで「「「「AAAA::::\\\\SETUPSETUPSETUPSETUP」」」」と入力し、「「「「OKOKOKOK」」」」ボタンを押します。（A:などのドライブ名はお使いのＣＤドライブ名に合わせてください。）           ④「128DE-TA 設定ユーティリティ」のセットアップ手順を案内する InstallShieldウィザードを表示します。  

  ⑤セットアッププログラムへ「ようこそ」の画面が表示されます。内容をお読みの



1.5 設定ユーティリティの準備 
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上、「「「「次次次次へへへへ」」」」をクリックしてください。  

  ⑥インストール先をたずねるダイアログボックスが表示されますので、インストールを行ないたい場所を設定し、「「「「次次次次へへへへ」」」」をクリックしてください。  

      ⑦「128DE-TA 設定ユーティリティ」のインストールが行なわれます。しばらくお
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待ちください。  ⑧インストールが終了すると、「128DE-TA 設定ユーティリティ」グループが作成され、「「「「128DE128DE128DE128DE----TATATATA 設定設定設定設定ユーティリティユーティリティユーティリティユーティリティ」」」」のアイコンが表示されます。  
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●●●●アンインストールアンインストールアンインストールアンインストール方法方法方法方法    

 

128DE-TAの設定ユーティリティを削除したい場合は、以下のように行ないます。 
 ①「スタート」ボタンをクリックし、「設定」－「コントロールパネル」を起動します。  ②「コントロールパネル」－「「「「アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーションのののの追加追加追加追加とととと削除削除削除削除」」」」をダブルクリックします。                           
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③「「「「インストールインストールインストールインストールとととと削除削除削除削除」」」」タブ内の「「「「128DE128DE128DE128DE----TATATATA 設定設定設定設定ユーティリティユーティリティユーティリティユーティリティ」」」」を選択し、「「「「変更変更変更変更////削除削除削除削除」」」」をクリックします。  

  ④「ファイル削除の確認」－「「「「はいはいはいはい」」」」をクリックします。  
  ⑤「コンピュータからプログラムを削除」の画面で、「128DE-TA 設定ユーティリティ」の削除を終了します。「アンインストールが完了しました」を確認後、「「「「OKOKOKOK」」」」をクリックしてください。   



1.6 機器の接続 
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1.6 1.6 1.6 1.6 機器機器機器機器のののの接続接続接続接続     

  
●●●●パソコンパソコンパソコンパソコンののののデジタルポートデジタルポートデジタルポートデジタルポートへのへのへのへの接続接続接続接続    

����    参参参参    照照照照 ・詳しくは、「「「「第第第第 2222 章章章章    デジタルポートデジタルポートデジタルポートデジタルポート接続接続接続接続によるによるによるによる使用使用使用使用」」」」をご参照ください。  USB ポートの接続時には高速デジタル専用線、OCN エコノミーへの接続は行なえません。DATA ポートでの接続でご使用ください。     
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●●●●アナログアナログアナログアナログ機器機器機器機器のののの接続接続接続接続    接続できるアナログ機器はトーン（プッシュ）式に限られます。パルス式のアナログ機器は接続しないでください。 アナログポートには、6 極 2 芯のモジュラーケーブルで接続できるアナログ機器を接続してください。また、（財）電気通信端末審査協会の適合認定を取得しているアナログ機器を接続してください。 128DE-TA のアナログポートにモデムを接続する場合は、モデムのダイヤル方法をトーン（プッシュ）式に設定してください。パルス式では発信できません。また、モデムを接続したアナログポートでは、コールウェイティング機能を利用しない設定にしておいてください。  
����参参参参    照照照照 ・詳しくは、「「「「第第第第３３３３章章章章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のののの使使使使いいいい方方方方」「」「」「」「3.3.2 3.3.2 3.3.2 3.3.2 コールウェイティコールウェイティコールウェイティコールウェイティングングングング機能機能機能機能のののの使用方法使用方法使用方法使用方法」」」」をご参照ください。  
●●●●UUUU 点点点点へのへのへのへの接続接続接続接続    室内モジュラーローゼットのジャック部分の末尾に”C”が付いた型番（例えばMJ-2C など）が表記されている場合は、モジュラージャックがコンデンサ内蔵タイプのものであることを示しています。この場合は DSU の接続にあたってコンデンサの取り外しが必要となりますので、NTT窓口などにご相談ください。             
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●●●●SSSS／／／／TTTT 点点点点へのへのへのへの接続接続接続接続    S／T 点にデジタル通信機器を１台のみ接続する場合は、｢終端抵抗あり｣で使用してください。このとき、S／T点から接続する機器までのケーブルの長さは 10m以内としてください。 S／T点にデジタル通信機器を2台以上接続する場合や10mを越えるケーブルを使用する場合は、｢終端抵抗なし｣で使用してください。このとき、最遠端のモジュラーローゼットに、終端抵抗が必要になります。 終端抵抗の接続・切り離しの操作は、ディップスイッチの No.1,2 で行ないます。 No.1No.1No.1No.1～～～～2222    ：ON 終端抵抗を使用する。 No.1No.1No.1No.1～～～～2222    ：OFF 終端抵抗を使用しない。（終端抵抗を切り離す） 128DE-TA の電源が入っていないときは、S／T 点に接続されているデジタル通信機器は使用できません。また停電モード時に S／T 点に接続した局給電動作機器は使用できません。  
●●●●外部外部外部外部 DSUDSUDSUDSU とのとのとのとの接続接続接続接続    内蔵の DSU を切り離し、S／T点で外部 DSU に接続して単体のターミナルアダプタとして使用することができます。DSU の切り離しは、本体側面の電池ボックス内のディップスイッチの No.3～6 で行ないます。 No.No.No.No.3333～～～～6666    ：ON 内蔵 DSU を使用する。 No.No.No.No.3333～～～～6666    ：OFF 内蔵 DSU を使用しない。（DSU を切り離す） 外部 DSU と接続する場合は、後面の S／T点インタフェースと外部 DSU の S／T点端子（通常｢TE｣｢TERMINAL｣などと表示）とを 8 ピン（RJ-45）モジュラーケーブルで接続してください。 
����    参参参参    照照照照    ・詳しくは、「「「「付録付録付録付録 EEEE....ディップスイッチディップスイッチディップスイッチディップスイッチのののの設定設定設定設定」」」」をご参照ください。  
●●●●電源電源電源電源コンセントコンセントコンセントコンセントへのへのへのへの接続接続接続接続    128DE-TA の電源コードを AC100V（50Hz／60Hz）の電源コンセントに接続してください。 128DE-TA の電源 ON／OFF は、本体後面の電源スイッチで行ないます。 また、FG端子を付属の FGケーブルで電源コンセント付近のアース端子に接続してください。 
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 警告警告警告警告：：：：             ・電源電圧は AC100V±10V（50Hz／60Hz）でお使いください。この範囲を超える電圧での使用は、本装置の破壊や発火の原因ともなりますので、絶対に避けてください。 ・電源コードを傷つけたり、破損したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり束ねたりしないでください。また、重量物を載せたり、加熱したりしないでください。電源コードが破損し、火災や感電の原因となります。  
 注意注意注意注意：：：：   ・濡れた手で電源コードの抜き差しをしないでください。感電の原因になります。 ・電源のタコ足配線はおやめください。故障、感電、発火の原因になります。 ・電源コードは電源コンセントに、きちんと奥まで差し込んでください。差し込み方が不十分だと、ショートや発火の原因になります。 ・B1,B2 ランプが赤点滅を繰り返すときは、ただちに電源を切ってください。 ・接続を始める前に必ず 128DE-TA やパソコンの電源をオフにしてから作業してください。電源を入れたまま作業すると、機器の破損もしくは故障の原因になります。 ・ケーブル類の接続／取り外しを行なう際は、128DE-TA 及びパソコン本体の電源を切ってから行なってください。故障や誤動作の原因となる場合があります。 ・128DE-TA後面の TEL1、TEL2、TEL3、S／T、USB、RS-232C、LINE の各ポートおよび FG には指や異物を挿入しないでください。感電や故障の原因になります。 ・ケーブル類は屋内のみで配線してください。雷などによる故障の原因となりますので、屋外にわたる配線は行なわないでください。 ・ディップスイッチの切り換えは、必ず 128DE-TA の電源を OFF にし、後面のLINE（U 点）、S／T 点モジュラーケーブルをはずして行なってください。 ・ディップスイッチは、正しい設定状態でご使用ください。不適切な設定での使用は故障の原因になります。  
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1.7 1.7 1.7 1.7 動作動作動作動作のののの確認確認確認確認    

 接続が完了したら、本体後面の電源スイッチをオンにして、通信を行なう前にランプの点灯状態を確認してください。最初にすべてのランプが点灯した後で、POWER ランプと接続状態に応じて以下のランプが点灯します。 ERERERER ：DATA ポートで接続され、パソコンが通信可能な状態にある時、                         緑色点灯 USBUSBUSBUSB ：パソコンと USB ポートで接続し、パソコン起動状態で緑色に点灯  
����    参参参参    照照照照 ・詳しくは、「「「「1.3 1.3 1.3 1.3 本体各部本体各部本体各部本体各部のののの名称名称名称名称とととと働働働働きききき」」」」をご参照ください。  
●●●●POWERPOWERPOWERPOWER ランプランプランプランプがががが点灯点灯点灯点灯しないしないしないしない場合場合場合場合    ・電源コードがコンセントに正しく接続されていることを確認してください。 ・電源コードやコンセントに電源が来ていることを確認してください。 ・停電等でバックアップ用電池で駆動している場合は赤点灯、電池駆動時に電池残量が少なくなってきた場合は赤点滅となります。   
●●●●B1B1B1B1、、、、B2B2B2B2 ランプランプランプランプがががが赤点滅赤点滅赤点滅赤点滅するするするする場合場合場合場合    内蔵内蔵内蔵内蔵 DSUDSUDSUDSU 使用時使用時使用時使用時    ・U点ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。 ・電池ボックス内のディップスイッチの No.3～6 が ON になっていることを確認してください。 ・S／T点に他の ISDN 機器を接続していない場合は、電池ボックス内のディップスイッチの No.1,2 が ON になっていること、他の ISDN 機器を接続している場合は OFF になっていることを確認してください。      
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内蔵内蔵内蔵内蔵 DSUDSUDSUDSU 非使用時非使用時非使用時非使用時    ・S／T点ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。 ・電池ボックス内のディップスイッチの No.3～6 が OFF になっていることを確認してください。 ・S／T点ケーブルで結ばれている ISDN 機器のうち DSU より一番遠い機器の終端抵抗スイッチが ON になっていることを確認してください。  
●●●●USBUSBUSBUSB ランプランプランプランプがががが点灯点灯点灯点灯しないしないしないしない場合場合場合場合    ・USBケーブルが正しく接続されていることを確認してください。 ・USB ドライバのインストールが正常に行なわれていることを確認してください。 ・ドライバソフトウェアを組み込んだ際に接続した USB ポートに接続していること、またパソコンに電源が入っていることを確認してください。   



1.8 ご利用方法への案内 
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1.8 1.8 1.8 1.8 ごごごご利用方法利用方法利用方法利用方法へのへのへのへの案内案内案内案内     DATADATADATADATA／／／／USBUSBUSBUSB でででで接続接続接続接続するするするする場合場合場合場合       第２章デジタルポート接続による使用  TEL1TEL3TEL2USBDATAS/TLINEFGパソコン  
概要概要概要概要 1 台のパソコンで TA 機能によるインターネットに接続を行ないます。DATA（RS－232C）ポートの他に、USB ポートも搭載しており、誰でも簡単に高速 12Mbps 接続できます。さらにMP,PIAFS,OCNエコノミ－を始めとする高速デジタル専用線等の多彩な通信モードに対応しています。

    

    アナログアナログアナログアナログ機器機器機器機器をををを接続接続接続接続するするするする場合場合場合場合          第３章アナログポートによる使い方  
アナログ機器  

概要概要概要概要 128DE-TAにアナログ機器を接続する場合の設定、操作について説明します。NTTの付加サービスであるフレックスホン,ナンバーディスプレイ,ｉ･ナンバー,キャッチホンディスプレイなどに対応しています。また 128DE-TAで擬似的に鳴り分けや迷惑電話お断りなどを行なえます。
    

    

    


