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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    

この章では、128DE-TA に接続したアナログ機器を使用する場合に必要な事項について説明します。ISDN 回線が提供するいろいろな機能・サービスに対応しています。十分に活用していただくために、この章の内容をお読みください。  



3.1 アナログポートについて 

 

3333----2222 

3.1 3.1 3.1 3.1 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についてについてについてについて    

 128DE-TA のアナログポートは、アナログ機器を 3 台まで接続できます。このうちのTEL1/TEL2ポートは切替式のため、接続したアナログ機器を同時に使用することはできません。一方が使用している状態では、もう一方は回線から切り離された無音状態になり、発信や着信が行なえません。 TEL3 ポートは、３台までアナログ機器をブランチ接続することが可能になります。ただし、同時に使用できるのは１台のみです。TEL1/2 ポートは、合わせて3 台までの接続となります。  
����    Point    ・接続できるアナログ通信機器はトーン（プッシュ）式に限られます。パルス式の通信機器は接続しないでください。     
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3.2 3.2 3.2 3.2 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ををを使用使用使用使用したしたしたした設定方法設定方法設定方法設定方法     128DE-TA のアナログポートは、「設定ユーティリティ」，「TEL コマンド」，「ATコマンド」により、いろいろな機能の設定を行なうことができます。 ここでは、アナログポートの設定を付属の「128DE-TA設定ユーティリティ」にてご説明します。 「128DE-TA 設定ユーティリティ」は、WindowsXP/2000/Me/98 で動作し、画面上でクリック・キーインするだけで簡単にポートの設定やダイヤル番号の登録が行なえます。  
����    Point    ・「128DE-TA 設定ユーティリティ」は、128DE-TA とパソコン間を RS-232C ケーブルおよび USB ケーブルで接続し、設定が行なえます。 ・128DE-TA をパソコンと接続して、電源スイッチを ON にしてから開始してください。 ・通常は設定ユ-ティリティを使いますが、RS-232CポートやUSB ポートのターミナルモード（パソコン通信）から、AT コマンドなどを使用して設定することも可能です。  
����    参参参参    照照照照    ・「128DE-TA 設定ユーティリティ」のインストールは、「「「「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」「」「」「」「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」」」」をご参照ください。 ・「TEL コマンド」，「AT コマンド」の設定方法は、「「「「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」」」」をご参照ください。    



3.2 設定ユーティリティを使用した設定方法 
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3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1 接続接続接続接続ポーポーポーポートトトトのののの設定設定設定設定    

 「128DE-TA 設定ユーティリティ」のアイコンをダブルクリックすると、｢ポート選択画面が開きます。128DE-TA が接続されているポート番号を選択して接続ボタンを押します。  操作方法は以下のようになります。  ①「「「「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」」」」のアイコンをダブルクリックします。「接続ポート設定」のポート選択でパソコンと接続された COMCOMCOMCOM ポートポートポートポートを選択し、「「「「接接接接続続続続」」」」をクリックします。  
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②「「「「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」」」」でアナログポートの各機能を設定します。 ● ポート毎や共通の設定→③③③③「「「「アナログアナログアナログアナログ設定設定設定設定」」」」へ ● 着信制御、なりわけ、迷惑電話の設定  →｢｢｢｢3.2.4 3.2.4 3.2.4 3.2.4 着信制御着信制御着信制御着信制御｣｣｣｣のののの設定方法設定方法設定方法設定方法へ ● 短縮ダイヤルの番号登録  →｢｢｢｢3.2.5 3.2.5 3.2.5 3.2.5 短縮番号設定短縮番号設定短縮番号設定短縮番号設定｣｣｣｣のののの設定方法設定方法設定方法設定方法へ  
 ③「「「「アナログアナログアナログアナログ設定設定設定設定」」」」で行ないたい項目をクリックします。 ● TEL ポート毎の設定    →｢｢｢｢3.2.2 TEL1/TEL2/TEL33.2.2 TEL1/TEL2/TEL33.2.2 TEL1/TEL2/TEL33.2.2 TEL1/TEL2/TEL3 ポートポートポートポート毎毎毎毎のののの設定方法設定方法設定方法設定方法｣｣｣｣へ    ● TEL ポート共通の設定    →｢｢｢｢3.2.3 3.2.3 3.2.3 3.2.3 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共通共通共通共通のののの設定方法設定方法設定方法設定方法｣｣｣｣へ        
 ●各設定画面で変更したい項目に入力後、「「「「登録登録登録登録」」」」をクリックして設定します。 

  
  



3.2 設定ユーティリティを使用した設定方法 
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3.2.23.2.23.2.23.2.2「「「「TETETETEL1/TEL2/TEL3L1/TEL2/TEL3L1/TEL2/TEL3L1/TEL2/TEL3」」」」ポートポートポートポート毎毎毎毎のののの設定方法設定方法設定方法設定方法    

 アナログポートの TEL ポート毎に以下の設定が行なえます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

①①①①自己自己自己自己アドレスアドレスアドレスアドレス    契約者回線番号やダイヤルイン番号を登録します。相手先から契約者回線番号か、ダイヤルイン番号に発信された場合、あらかじめ設定を行なった通信機器だけに着信します。また電話番号に続けて「*」で区切り、サブアドレスの入力も行なえます。 「ダイヤルインサービス」を利用するためには、ＮＴＴとのご契約が必要になります。 ● ダイヤルイン番号を入力した場合→③③③③グローバルグローバルグローバルグローバル着着着着信信信信へへへへ        ・契約者回線番号やダイヤルイン番号は市外局番から入力してください。 ・NTT の「INS ボイスワープ」,「INS なりわけサービス」,「迷惑電話おことわりサービス」などのスティミュラス手順を使用するサービスに対応しています。スティミュラス手順を使用するサービスをご利用の場合、各 TEL ポートの自己アドレスに契約者回線番号の設定を行なってください。 

⑦⑦⑦⑦
 

⑧⑧⑧⑧
 

⑥⑥⑥⑥ ①①①① 
②②②② ③③③③ ④④④④ ⑤⑤⑤⑤ ⑨⑨⑨⑨ ⑫⑫⑫⑫ 

⑩⑩⑩⑩ ⑪⑪⑪⑪ 
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● サブアドレスについて    サブアドレスは、それぞれの通信機器において任意の番号を設定することができます。このサブアドレスの機能を用いて、発信側から「契約者回線番号」＋「*」＋「サブアドレス」をダイヤルすることで、そのサブアドレスに対応する特定の端末だけに着信させることができます。この機能は、ISDN などサブアドレスを指定して発信できる回線からの発信に限って使用できます。通常の電話回線から特定の端末を指定したい場合は、「ダイヤルインサービス」や「ｉ・ナンバーサービス」をご利用ください。  
②②②②着信転送着信転送着信転送着信転送    かかってきた電話を自動的に他の番号に転送する場合に設定します。「利用する」を選択し、転送先電話番号を市外局番から入力します。転送時に転送トーキ（転送時に発信者に流れるメッセージ）／転送元トーキ（転送時に着信先に流れるメッセージ）を送出するかどうかを指定することができます。 「着信転送」を利用するためには、ＮＴＴとのご契約が必要になります。 
 

③③③③グローバルグローバルグローバルグローバル着信着信着信着信    契約者回線番号へかかってきた電話を着信するかしないかを選択します。ダイヤルイン番号を設定して、グローバル着信を「着信しない」に設定すると、ダイヤルイン番号でのみ着信するようになります。他のポートにダイヤルイン番号を設定せず、グローバル着信を「着信する」と設定すれば、１つのダイヤルイン番号のみで２つの電話番号を使い分けることができるようになります。  ダイヤルインダイヤルインダイヤルインダイヤルイン番号番号番号番号でででで着信着信着信着信    契約者回線番号契約者回線番号契約者回線番号契約者回線番号でででで着信着信着信着信    自己自己自己自己アドレスアドレスアドレスアドレス    番号一致 番号不一致 グローバル着信許可 グローバル着信拒否 設定設定設定設定したしたしたしたポートポートポートポート    ○ × ○ × 非設定非設定非設定非設定ポートポートポートポート    ○ ○ 
 

    



3.2 設定ユーティリティを使用した設定方法 
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④④④④サブアドレスサブアドレスサブアドレスサブアドレスなしなしなしなし着信着信着信着信    サブアドレス番号を設定することで、相手先が ISDN などのサブアドレスを指定して発信できる回線である場合には、ダイヤルイン契約を行なわなくても TELポートを呼び分けることが可能になります。 「サブアドレスなし着信」を「着信しない」に設定しておくと、サブアドレスを指定してかかってきた電話以外では着信しなくなります。  サブアドレスサブアドレスサブアドレスサブアドレスありありありあり着信着信着信着信    サブアドレスサブアドレスサブアドレスサブアドレスなしなしなしなし着信着信着信着信    自己自己自己自己サブアドレスサブアドレスサブアドレスサブアドレス    サブアドレス 一致 サブアドレス 不一致 グローバル着信許可(サブアドレスなし着信許可) グローバル着信拒否(サブアドレスなし着信拒否) 設定設定設定設定したしたしたしたポートポートポートポート    ○ × ○ × 非設定非設定非設定非設定ポートポートポートポート    × ○  
⑤⑤⑤⑤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    FAX やモデムなどを接続した場合、「音声モード」では正常に通信できない場合があります。この場合は「3.1kHz オーディオモード」に設定してください。                  
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⑥⑥⑥⑥ナンバーナンバーナンバーナンバー・・・・ディスプレイディスプレイディスプレイディスプレイ／／／／キャッチホンキャッチホンキャッチホンキャッチホン・・・・ディスプレイディスプレイディスプレイディスプレイ    電話をかけてきた相手の電話番号や通話中に着信のあった電話番号を、接続したアナログ機器に表示させるための設定を行ないます。 ナンバー・ディスプレイ対応機器を利用する場合は、「「「「ナンバーナンバーナンバーナンバー・・・・ディスプレイディスプレイディスプレイディスプレイ対応機器対応機器対応機器対応機器をををを使用使用使用使用するするするする」」」」を、キャッチホン・ディスプレイ対応機器を利用する場合は、「「「「キャッチホンキャッチホンキャッチホンキャッチホン・・・・ディスプレイディスプレイディスプレイディスプレイ対応機器対応機器対応機器対応機器をををを使用使用使用使用するするするする」」」」を、どちらにも対応していない機器を接続する場合は、「「「「対応機器対応機器対応機器対応機器をををを使用使用使用使用しないしないしないしない」」」」を選択してください。 「ナンバー・ディスプレイ」や「キャッチホン・ディスプレイ」の機能を利用するためには、NTT とのご契約が必要になります。  ・番号表示を行なうためにはナンバー・ディスプレイやキャッチホン・ディスプレイに対応したアナログ機器の接続が必要です。非対応機器を接続して「ナンバー・ディスプレイ機器を使用する」や「キャッチホン・ディスプレイ機器を使用する」の設定を行なった場合には、正常に動作を行ないません。 ・ナンバー・ディスプレイの設定で TEL1 ポートと TEL2 ポートは同時に設定することができません。  
����    Point     ・ナンバー・ディスプレイ/キャッチホン・ディスプレイの機能を利用するポートには、遅延着信遅延着信遅延着信遅延着信のののの設定設定設定設定を行わないでください。 ・ナンバー・ディスプレイ/キャッチホン・ディスプレイの機能を接続する場合、ブランチ接続はできません。  
⑦⑦⑦⑦内線呼出音内線呼出音内線呼出音内線呼出音    外線からの着信と区別するため、内線からの着信音を変更することができます。      
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⑧⑧⑧⑧コールウェイティングコールウェイティングコールウェイティングコールウェイティング    NTT コールウェイティングは、通信中に別の電話の着信を受けられるようになるサービスです。擬似コールウェイティングは、NTT と契約をしない場合でもコールウェイティング機能を実現します。但し、擬似コールウェイティングは通話中の電話以外に回線を使用している場合には使用できません。 通話中の着信があると、「ツー、ツー」という音で着信が知らされ、電話機のフックを短く押すか、またはフラッシュ(キャッチ)ボタンで、通話相手を切り替えることができます。  
⑨⑨⑨⑨ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル発信時間発信時間発信時間発信時間    アナログ機器からのダイヤル完了後に発信するまでの時間（秒）を設定します。設定した秒数より早く発信を行ないたい場合は、ダイヤル後「＃」「＃」「＃」「＃」を１回付加してください。 
 

⑩⑩⑩⑩ｉｉｉｉ・・・・ナンバーナンバーナンバーナンバー    ダイヤルインより安い料金で１つの追加番号を利用できるようになるのが「ｉ・ナンバーサービス」です。契約者回線番号で着信するか、追加番号で着信するか、両方の番号で着信するかを指定します。 「ｉ・ナンバーサービス」を利用するためには、NTT とのご契約が必要になります。  ・「ｉ・ナンバーサービス」と「ダイヤルインサービス」を同時には契約できません。 ・「ｉ・ナンバー」をご利用の場合、③グローバル着信の設定は無効となります。 
 ● 「ｉ・ナンバーサービス」の初期値は、以下の通りです。 ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬポートポートポートポート    発着信電話番号発着信電話番号発着信電話番号発着信電話番号    ＴＥＬ１ポート    「契約者回線番号」で発着信します    ＴＥＬ２ポート    ＴＥＬ３ポート    「追加番号」で発着信します    ※上記初期値は、NTTの推奨になります。 
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⑪⑪⑪⑪発信者番号通知発信者番号通知発信者番号通知発信者番号通知    発信する時に、発信者番号（契約者回線番号、ダイヤルイン番号やｉ・ナンバーの追加番号）を相手側に通知するかどうかを選択します。NTTとの契約内容および 128DE-TA の設定により以下のように動作します。  ｉｉｉｉ・・・・ナンバーナンバーナンバーナンバー未契約未契約未契約未契約のののの場合場合場合場合    ｉｉｉｉ・・・・ナンバーナンバーナンバーナンバー契約契約契約契約およびおよびおよびおよびｉｉｉｉ・・・・ナンバーナンバーナンバーナンバー有効設定有効設定有効設定有効設定のののの場合場合場合場合                網契約網契約網契約網契約                128DE128DE128DE128DE----TATATATA    のののの設定設定設定設定    通常通知通常通知通常通知通常通知    ((((通話通話通話通話ごとごとごとごと非通知非通知非通知非通知))))    ((((呼毎通知許可呼毎通知許可呼毎通知許可呼毎通知許可））））    通常非通知通常非通知通常非通知通常非通知    ((((回線回線回線回線ごとごとごとごと非通知非通知非通知非通知))))    ((((呼毎通呼毎通呼毎通呼毎通知拒否知拒否知拒否知拒否))))    通常通知通常通知通常通知通常通知    ((((通話通話通話通話ごとごとごとごと非通知非通知非通知非通知))))    ((((呼毎通知拒否呼毎通知拒否呼毎通知拒否呼毎通知拒否))))    通常非通知通常非通知通常非通知通常非通知    ((((回線回線回線回線ごとごとごとごと非通知非通知非通知非通知))))    ((((呼毎通知拒否呼毎通知拒否呼毎通知拒否呼毎通知拒否))))    通 知通 知通 知通 知 ししししないないないない    通知しません 契約者契約者契約者契約者回線番回線番回線番回線番号号号号 をををを 通通通通知知知知    契約者回線番号を通知します 自己自己自己自己アアアアド レ スド レ スド レ スド レ スをををを通知通知通知通知    自己アドレスとして設定した番号を通知します ｉ・ナンバーで設定した番号を通知します ※１  
発発発発信信信信者者者者番番番番号号号号通通通通知知知知指指指指定定定定    網契約網契約網契約網契約にににに従従従従うううう     通知しません  通知しません ※１ 自己アドレスが設定してある場合は、自己アドレスが優先して通知され ます。 

 

����    Point ・ダイヤル時に「184」「186」を付加することで発信者番号通知を行なうかどうかを指定することができます。この場合、上記設定上記設定上記設定上記設定にににに関関関関わらずわらずわらずわらずダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル操操操操作作作作がががが最優先最優先最優先最優先されますされますされますされます。。。。（番号を付加した１回の発信のみ）      
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 「「「「常時通知拒否常時通知拒否常時通知拒否常時通知拒否」」」」でご使用の場合は以下の動作になります。 ・「ナンバーリクエスト」を契約した相手先へ電話をかけることはできません。 ・「184」「186」のダイヤル操作はできません。 
                             網契約網契約網契約網契約        ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル操作操作操作操作    通常通知通常通知通常通知通常通知    ((((呼毎通知許可呼毎通知許可呼毎通知許可呼毎通知許可））））    通常非通知通常非通知通常非通知通常非通知    ((((呼毎通知拒否呼毎通知拒否呼毎通知拒否呼毎通知拒否))))    常時通知拒否常時通知拒否常時通知拒否常時通知拒否    ｢｢｢｢１８４１８４１８４１８４｣｣｣｣++++相手先番号相手先番号相手先番号相手先番号    通知しません ｢｢｢｢１８６１８６１８６１８６｣｣｣｣++++相手先番号相手先番号相手先番号相手先番号    自己アドレスとして設定した番号を通知します ダイヤル操作はできません     
⑫⑫⑫⑫切断信号切断信号切断信号切断信号    128DE-TA のアナログポートは、相手先からの切断による通信終了時に極性を反転させることで、端末に切断を通知するように設定することが可能です。一部の留守番電話等のアナログ機器では、この切断信号を認識して動作を行ないます。こうした機器をご使用になる場合には、切断信号を送出するよう設定してください。 
 

 ● 設定入力後、「「「「登録登録登録登録」」」」をクリックすることで、設定内容が更新されます。     
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3.2.3 3.2.3 3.2.3 3.2.3 「「「「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共通共通共通共通」」」」のののの設定方法設定方法設定方法設定方法     アナログポート設定で TEL ポート「「「「共通共通共通共通」」」」の項目を設定します。 
����    参参参参    照照照照    ・「「「「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共通共通共通共通」」」」画面の表示は、「「「「3.23.23.23.2 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ををを使用使用使用使用したしたしたした設定方法設定方法設定方法設定方法」」」」をご参照ください。 

 

 

●●●●遅延回数遅延回数遅延回数遅延回数    「着信制御設定」の「着信順位」で「遅延」を設定した場合の遅延回数（「標準」に設定した他のポートが何回鳴った後で着信するか）を設定します。 
 

●●●●呼出音周波数呼出音周波数呼出音周波数呼出音周波数    電話呼出音の周波数を設定します。設定可能範囲は 16Hz～30Hz です。着信時に接続したアナログ機器が正常に鳴動しない場合に変更してください。 
 

●●●●ｉｉｉｉ・・・・ナンバーナンバーナンバーナンバー    NTT「ｉ・ナンバーサービス」をご契約の場合は、「「「「使用使用使用使用するするするする」」」」を選択してください。  ●設定入力後、「「「「登録登録登録登録」」」」をクリックすることで、設定内容が更新されます。 
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3.2.4 3.2.4 3.2.4 3.2.4 「「「「着信制御着信制御着信制御着信制御」」」」のののの設定方法設定方法設定方法設定方法     この「着信制御設定」の機能は、ＮＴＴ「ナンバー・ディスプレイ」を契約することにより、発信者電話番号の情報を利用して、擬似的になりわけや迷惑電話おことわりの設定ができます。 「電話番号別１，２」では発信者番号別に着信動作を設定することが可能です。「標準」では、発信者番号が不明な着信、番号別に動作を指定しない着信に対する動作を設定します。 NTT の「INS なりわけサービス」、「迷惑電話おことわりサービス」の設定は、図図図図１１１１で行ないます。 
����    参参参参    照照照照    ・「着信制御設定」画面の表示は、「「「「3.23.23.23.2 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ををを使用使用使用使用したしたしたした設定方法設定方法設定方法設定方法」」」」をご参照ください。  ①シリアルポートで接続されたパソコンで「128DE-TA 設定ユーティリティ」を開き、「「「「着信制御設定着信制御設定着信制御設定着信制御設定」」」」の「「「「標準標準標準標準」」」」をクリックしますと、図図図図１１１１が表示されます。  ②シリアルポートで接続されたパソコンで「128DE-TA 設定ユーティリティ」を開き、「「「「着信制御設定着信制御設定着信制御設定着信制御設定」」」」の「「「「電話番号別電話番号別電話番号別電話番号別１１１１，，，，２２２２設定設定設定設定」」」」をクリックしますと、図図図図２２２２が表示されます。  
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■ 図図図図１１１１：「：「：「：「着信制御着信制御着信制御着信制御    標準設定標準設定標準設定標準設定」」」」    

����    参参参参    照照照照    ・「着信制御設定」画面の表示は、「「「「3.23.23.23.2 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ををを使用使用使用使用したしたしたした設設設設定方法定方法定方法定方法」」」」をご参照ください。  

 
●●●●標準標準標準標準のののの設定設定設定設定（（（（電話番号別電話番号別電話番号別電話番号別にににに未登録未登録未登録未登録））））    「着信制御 標準設定」では、図図図図２２２２：「：「：「：「電話番号別電話番号別電話番号別電話番号別１１１１，，，，２２２２設定設定設定設定」」」」で未登録な電話番号で着信した場合の着信動作を設定します。  ・かかってきた電話が、“ナンバー・ディスプレイ未契約”の場合や“公衆”,“サービス競合”,“サービス提供不可”で非通知の着信をした場合は、「「「「標準標準標準標準のののの設定設定設定設定((((電電電電話番号別話番号別話番号別話番号別にににに未登録未登録未登録未登録))))」」」」が適用されます。  
●●●●電話番号電話番号電話番号電話番号なしなしなしなし着信着信着信着信    着信した電話番号が“ユーザ拒否”で非通知な場合の着信動作を「「「「電話番号電話番号電話番号電話番号なしなしなしなし着信着信着信着信」」」」で設定します。  
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●●●●着信順位着信順位着信順位着信順位    複数の電話が接続されている場合に着信する順位を設定できます。設定可能な着信順位は以下の４つです。 優先優先優先優先：：：：「優先」を選択する場合、設定されたポートにのみ着信が行なわ     れ、他のポートには着信しません。  このポートが通話中に場合は他ポートに着信します。 標準標準標準標準：：：：他ポートに「優先」ポートが存在しないか、話中である場合に     着信します。 遅延遅延遅延遅延：：：：「標準」ポートが着信し、設定された遅延回数だけ呼び出された後で     着信します。 拒否拒否拒否拒否：：：：「拒否」を選択する場合、着信を受け付けません。  ・着信できる機器がない場合、発信者には話中音が流れます。  
●●●●擬似擬似擬似擬似なりわけなりわけなりわけなりわけ鳴動音鳴動音鳴動音鳴動音    着信時に設定された電話番号ごとに呼び出しの鳴動音を設定できます。呼び出しの鳴動音はパターンを選択することができます。 着信した電話番号ごとに鳴り分けを行なうため、NTT との「「「「ナンバーナンバーナンバーナンバー・・・・ディスプディスプディスプディスプレイレイレイレイ」」」」のご契約が必要になります。  設定可能な鳴動音は以下の３つです。 ・リーン・リーン ・リーーン・リーーン ・リーンリン・リーンリン  
●●●●なりわけなりわけなりわけなりわけ    鳴り分けさせたい電話番号を登録しておくと、着信時に発信者の電話番号によって着信音を設定できます。 NTT の「INS なりわけサービス」をご利用の場合は、「「「「NTTNTTNTTNTT なりわけなりわけなりわけなりわけ」」」」を選択し、「「「「鳴動音鳴動音鳴動音鳴動音」」」」の選択が行なえます。 128DE-TA で登録した電話番号でなりわけをご利用の場合は、「「「「擬似擬似擬似擬似なりわなりわなりわなりわけけけけ」」」」を選択し、鳴動音の設定は図図図図２２２２：「：「：「：「電話番号別電話番号別電話番号別電話番号別１１１１，，，，２２２２設定設定設定設定」」」」の「「「「なりわなりわなりわなりわけけけけ設定設定設定設定    鳴動音鳴動音鳴動音鳴動音」」」」で設定できます。 
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●●●●迷惑電話迷惑電話迷惑電話迷惑電話おことわりおことわりおことわりおことわり    着信したくない電話番号を登録しておくと、着信時に発信者の電話番号によって着信拒否を設定できます。 「擬似迷惑電話おことわり」を利用するためには、NTT の「「「「ナンバーナンバーナンバーナンバー・・・・ディスプディスプディスプディスプレイサービスレイサービスレイサービスレイサービス」」」」のご契約が必要になります。  ・NTT「迷惑電話おことわりサービス」をご利用の場合は、NTTとご契約いただき、「「「「NTTNTTNTTNTT 迷惑電話迷惑電話迷惑電話迷惑電話おことわりおことわりおことわりおことわり」」」」を選択してください。 ・この「「「「擬似迷惑電話擬似迷惑電話擬似迷惑電話擬似迷惑電話おことわりおことわりおことわりおことわり」」」」は、図図図図１１１１：：：：着信制御「「「「標準標準標準標準のののの設定設定設定設定」」」」，，，，「「「「電電電電話番号話番号話番号話番号なしなしなしなし着信着信着信着信」」」」と図図図図２２２２：：：：着信制御「「「「電話番号別電話番号別電話番号別電話番号別１１１１，，，，２２２２設定設定設定設定」」」」の「「「「電話電話電話電話番号番号番号番号」」」」で設定した着信順位の方法による迷惑電話の拒否を行ないます。 ・発信者番号を通知してこない迷惑電話を拒否する場合には、NTT の「「「「迷惑迷惑迷惑迷惑電話電話電話電話おことわりおことわりおことわりおことわりサービスサービスサービスサービス」」」」をご利用ください。  
����    Point    ・「擬似迷惑電話おことわり」で拒否の設定をした場合は、電話機の鳴動音はなりません。またかけてきた相手には話中音が流れ、電話料金は発生しません。  
����    参参参参    照照照照    ・かかってきた電話番号が非通知の場合は、発信者の情報により、図図図図１１１１：：：：着信制御「「「「標準標準標準標準のののの設定設定設定設定」」」」か「「「「電話番号電話番号電話番号電話番号なしなしなしなし着信着信着信着信」」」」の設定で着信拒否を行ないます。詳しくは、図図図図１１１１：「：「：「：「着信制御着信制御着信制御着信制御    標準設定標準設定標準設定標準設定」」」」をご参照ください。 ・迷惑電話を着信した TEL ポートで切断後、1 分以内に「「「「１４４２１４４２１４４２１４４２」」」」をダイヤルすることで、図図図図２２２２：「：「：「：「電話番号別電話番号別電話番号別電話番号別１１１１，，，，２２２２設定設定設定設定」」」」の空いている No.に自動で拒否設定を行なうことができます。詳しくは、「「「「3.3.6 3.3.6 3.3.6 3.3.6 擬似迷惑電話擬似迷惑電話擬似迷惑電話擬似迷惑電話おことわおことわおことわおことわりのりのりのりの設定方法設定方法設定方法設定方法」」」」をご参照ください。    
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■■■■図図図図２２２２：「：「：「：「電話番号別電話番号別電話番号別電話番号別１１１１，，，，２２２２設定設定設定設定」」」」    ・「着信制御 電話番号別１設定」は、No.No.No.No.００００００００～～～～０９０９０９０９を設定できます。 ・「着信制御 電話番号別２設定」は、No.No.No.No.１０１０１０１０～～～～１９１９１９１９を設定できます。  
����    参参参参    照照照照    ・「着信制御設定」画面の表示は、「「「「3.23.23.23.2 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ををを使用使用使用使用したしたしたした設定方法設定方法設定方法設定方法」」」」をご参照ください。  

 
●●●●電話番号電話番号電話番号電話番号    発信元のダイヤル番号を「「「「電話番号電話番号電話番号電話番号」」」」に２０２０２０２０件件件件まで登録することができます。  ・電話番号に続けて、「*」＋「サブアドレス」を登録することもできます。 ・電話番号電話番号電話番号電話番号を登録していない相手からの着信は、図図図図１１１１：：：：「「「「標準標準標準標準のののの設定設定設定設定((((電電電電話番号別話番号別話番号別話番号別にににに未登録未登録未登録未登録))))」」」」が適用されます。  
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●●●●着信順位着信順位着信順位着信順位    かかってきた電話番号に応じて、TEL ポート毎に着信する順位を設定できます。  優先優先優先優先：：：：「優先」を選択する場合、設定されたポートにのみ着信が行なわ     れ、他のポートには着信しません。     このポートが通話中に場合は他ポートに着信します。 標準標準標準標準：：：：他ポートに「優先」ポートが存在しないか、話中である場合に着                 信します。 遅延遅延遅延遅延：：：：「標準」ポートが着信し、設定された遅延回数だけ呼び出された     後で着信します。 拒否拒否拒否拒否：：：：「拒否」を選択する場合、着信を受け付けません。  
●●●●擬似擬似擬似擬似なりわけなりわけなりわけなりわけ鳴動音鳴動音鳴動音鳴動音    「「「「電話番号電話番号電話番号電話番号」」」」で設定された相手からの着信によって、呼び出しの鳴動音を変えることができます。呼び出しの鳴動音はパターンを選択することができます。設定可能な鳴動音は以下の３つです。 ・リーン・リーン ・リーーン・リーーン ・リーンリン・リーンリン  ●設定入力後、「「「「登録登録登録登録」」」」をクリックすることで、設定内容が更新されます。    



3.2 設定ユーティリティを使用した設定方法 

 

3333----20202020 

3.2.5 3.2.5 3.2.5 3.2.5 「「「「短縮番号短縮番号短縮番号短縮番号」」」」のののの設定設定設定設定方法方法方法方法     通信相手先の電話番号を２０件まで短縮番号として登録することができます。接続されたアナログ機器から登録番号をダイヤルすることで、発信を行なうことができます。電話番号に続けて、「*」＋「サブアドレス」を登録することもできます。 
����    参参参参    照照照照    

    ・「短縮番号設定」画面の表示は、「3.23.23.23.2 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ををを使用使用使用使用したしたしたした設設設設定方法定方法定方法定方法」」」」をご参照ください。 
 

 ●設定入力後、「「「「登録登録登録登録」」」」をクリックすることで、設定内容が更新されます。    



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 

 

3333----21212121 

第第第第    

３３３３    

章章章章    

3.3 3.3 3.3 3.3 操作方法操作方法操作方法操作方法     
3.3.1 3.3.1 3.3.1 3.3.1 外線通話外線通話外線通話外線通話・・・・保留保留保留保留のののの使用方法使用方法使用方法使用方法     本機に接続したアナログ機器で、通常のアナログ回線と同様に通信を行なうことができます。ISDN の 2 つの B チャネルをそれぞれ使用して同時に２つの通話・通信が可能です。 乾電池バックアップ機能により停電時でも TEL3 ポートに接続したアナログ機器から通信を行なうことができます。 
 

●●●●外線通話外線通話外線通話外線通話のののの方法方法方法方法    

 電話電話電話電話をかけるをかけるをかけるをかける    ①受話器をとる  発信音が聞こえます。 ②相手先の電話番号をダイヤルします。  呼出音が聞こえ、相手が受話器をとると通話できます。  
����    Point ・接続できるアナログ通信機器はトーン（プッシュ）式に限られます。パルス式のアナログ通信機器は接続しないでください。 ・ISDN 回線などのサブアドレスを指定して発信できる回線に限り、「相手先電話番号」＋「*」＋「サブアドレス」をダイヤルすることで、そのサブアドレスに対応する特定の端末だけに着信させることができます。 ・ダイヤル番号を押した後、発信するまでの秒数を設定することができます。設定された秒数より早く発信を行ないたい場合は、ダイヤル番号を入力後、「＃」「＃」「＃」「＃」をダイヤルしてください。即時発信が行なわれます。 
����    参参参参    照照照照    ・ダイヤル発信時間の設定は、「「「「3.2.23.2.23.2.23.2.2「「「「TEL1/TEL2/TEL3TEL1/TEL2/TEL3TEL1/TEL2/TEL3TEL1/TEL2/TEL3」」」」ポートポートポートポート毎毎毎毎のののの設定方法設定方法設定方法設定方法」」」」で行なえます。  



3.3 操作方法 

 

3333----22222222 

電話電話電話電話をををを受受受受けるけるけるける    ①電話がかかってくると、呼び出し音が鳴ります。  かけられた電話番号を受けるように設定されている電話機が鳴動します。 ②受話器をとると通話できます。  
����    参参参参    照照照照    ・「サブアドレス」「ダイヤルイン」「グローバル着信」「着信順位」「なりわけ」「迷惑電話おことわり」「ｉ・ナンバー」などの設定は、「「「「3.23.23.23.2 設定設定設定設定ユーティユーティユーティユーティリティリティリティリティをををを使用使用使用使用したしたしたした設定方法設定方法設定方法設定方法」」」」で行なえます。 
 

●●●●保留保留保留保留のののの方法方法方法方法    通話中の外線を一旦保留にし、同じアナログポートから保留解除することができます。保留中は、外線電話の相手には保留音が流れます。  
≪≪≪≪    保留保留保留保留のののの操作方法操作方法操作方法操作方法    ≫≫≫≫    

    ①外線電話との通話中に電話機のフッキングフッキングフッキングフッキングに続けて「＊「＊「＊「＊００００」」」」を行なうことで、通話は保留状態となり相手には保留音が流れます。このとき、自分の受話器を下ろしても外線の相手は切断されず、保留のままです。 ②同じアナログポートから、オフフックすると、保留状態は解除され再び外線通話に接続されます。 ③別のアナログポートから保留解除を行なう場合は、「＊「＊「＊「＊００００」」」」により外線保留を解除することができます。  
����    Point 

 ・保留できる外線通話は１つのみです。 ・保留状態のまま 3 分以上経過した場合は、保留中の外線通話は自動的に切断されます。     
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3333----23232323 

第第第第    

３３３３    

章章章章    

3.3.2 3.3.2 3.3.2 3.3.2 コールウェイティングコールウェイティングコールウェイティングコールウェイティ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     コールウェイティング機能は、加入電話におけるキャッチホンのように、通信中に別の相手からの着信があった場合に、通信中の相手を保留にし、別の相手からの着信に応答できる機能です。 128DE-TA の TEL1 ポート、TEL2 ポート、TEL3 ポートに接続されたアナログ機器で、コールウェイティング機能がご利用いただけます。 コールウェイティング機能を利用するためには、NTT とのご契約が必要となります。  ・この機能が利用できるのは ISDN 回線に限られますが、通信相手は通常の電話回線でも可能です。 ・128DE-TA にモデムや FAX を接続して使用する場合は、モデムや FAX を接続したアナログポートのコールウェイティング機能を、「使用しない」に設定してください。 ・通話料は保留中もかかり、電話をかけた方のご負担になります。  
≪≪≪≪    コールウェイティングコールウェイティングコールウェイティングコールウェイティングのののの操作方法操作方法操作方法操作方法    ≫≫≫≫    

    ①アナログポートに接続した電話で通話中に、別の相手から電話がかかってくると、「ププ、ププ」という音で着信を知らせます。 ②電話機のフックを短く押すか、またはフラッシュ（キャッチ）ボタンを一度押すと、通信中の相手を保留状態にして、別の相手からの着信に応答することができます。 ③再度、電話機のフックを短く押すか、またはフラッシュ（キャッチ）ボタンを押すと、また元の相手との通信に戻ることができます。     
●●●●擬似擬似擬似擬似コールウェイティングコールウェイティングコールウェイティングコールウェイティング機能機能機能機能    この機能は、NTT と契約する必要がありません。 他のアナログポート、またはデジタルポートを使用しているときは、この機能は使用できません。保留にした相手側では、「プー、プー、プー」という保留音が流れます。  
 



3.3 操作方法 

 

3333----24242424 

≪≪≪≪    擬似擬似擬似擬似コールウェイティングコールウェイティングコールウェイティングコールウェイティングのののの操作方法操作方法操作方法操作方法    ≫≫≫≫    

    擬似コールウェイティングの操作方法は、通常のコールウェイティングと同様です。   コールウェイティングコールウェイティングコールウェイティングコールウェイティング機能機能機能機能ののののパターンパターンパターンパターン例例例例    
Ｚ ＢＡ ＺＡ 通話中保留中 通話中Ｚ ＢＡ 通話中 保留中

ＢＢさんから電話がかかってくる。
フラッシュボタンまたは軽くフックを押す。

※Ｚさんがお客様ご自身です。
フラッシュボタンまたは軽くフックを押す。 フラッシュボタンまたは軽くフックを押す。着信  
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3333----25252525 

第第第第    

３３３３    

章章章章    

3.3.3 3.3.3 3.3.3 3.3.3 通信中転送通信中転送通信中転送通信中転送のののの使用方法使用方法使用方法使用方法     通信中転送は、現在行なっている通信を第三者に転送できる機能です。 転送を行なうことができるのは、現在の通信において着信側のときのみで、発信側のときは行なえません。 通信中転送機能を利用するためには、NTT とのご契約が必要となります。  
≪≪≪≪    通信中転送通信中転送通信中転送通信中転送のののの操作方法操作方法操作方法操作方法    ≫≫≫≫    

    ①相手 A と通話中に、電話機のフックを短く押します。 ②相手 A は保留状態となり、自分は発信可能状態の 2 次発信音(プープープー)になります。 ③転送先 B の番号をダイヤルします。 ④転送先 B が受話器をとると、自分と転送先 B と通話できます。 ⑤このとき、Z がフッキングを行ない、切り替え音(プププ)がなっている間にオンフックをすると、A と B が通話中となります。  通話中転送通話中転送通話中転送通話中転送ののののパターンパターンパターンパターン例例例例 

Ｚ ＢＡ ＺＡ 通話中保留中 通話中 ＢＢさんに電話をかける。フッキング＋オンフック

※Ｚさんがお客様ご自身です。

ＢＡ 通話中
発信ＺＡ 着信Ａさんから電話がかかってくる。



3.3 操作方法 

 

3333----26262626 

3.3.4 3.3.4 3.3.4 3.3.4 三者通話三者通話三者通話三者通話のののの使用方法使用方法使用方法使用方法     三者通話は、通話中に第三者を呼び出し、三者間で通話できる機能です。 この機能には、通信中の相手と保留中の相手を切り替えて通信する切替モードと、三者が同時に通話するミキシングモードの 2 つがあります。 三者通話機能を利用するためには、NTT とのご契約が必要となります。  
≪≪≪≪    三者通話三者通話三者通話三者通話のののの操作方法操作方法操作方法操作方法    ≫≫≫≫    

    ①相手 A と通話中に、電話機のフックを短く押します。 ②相手 A は保留状態となり、自分は第 2 発信音（プープープー）になります。 ③第三者 B の番号をダイヤルします。 ④第三者 B が受話器をとることにより、自分と第三者 B が通話することができます。 ⑤電話機をフックを短く押することにより、通話する相手をAとB で切り換えることができます（（（（切替切替切替切替モードモードモードモード））））。 ⑥このときフックを短く押し、切り替え音の後（プププ…）、再度フックを短く押す（ダブルフッキング）と、三者で同時に通話することができます（（（（ミキシングミキシングミキシングミキシングモードモードモードモード））））。 ⑦相手 A か B のどちらかが受話器を置いた場合は、残った相手との通常の通話状態になります。  
����    Point ・ミキシングモードから切り換えモードには、戻ることができません。 ・通話保留中でも、発信者の方の料金は加算され続けます。 ・三者通話中および保留中は、かけた方に通話料金がかかります。     
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3333----27272727 

第第第第    

３３３３    

章章章章    

三者通話三者通話三者通話三者通話ののののパターンパターンパターンパターン例例例例    
Ｚ ＢＡ ＺＡ 通話中保留中 通話中Ｚ ＢＡ 通話中 保留中

Ｂ ダブルフッキング※Ｚさんがお客様ご自身です。
フラッシュボタンまたは軽くフックを押す。 Ｂさんに電話をかける。

Ｚ ＢＡ 通話中 通話中通話中フラッシュボタンまたは軽くフックを押す。 三者通話ダブルフッキング
発信     

  



3.3 操作方法 

 

3333----28282828 

3.3.5 3.3.5 3.3.5 3.3.5 短縮番号短縮番号短縮番号短縮番号のののの使用方法使用方法使用方法使用方法     128DE-TA では、通信相手先の電話番号 20 件分を短縮番号に設定、記憶することができます。この短縮番号は、自動的にメモリに記憶されます。128DE-TA の電源を OFF にしても消えてしまうことはありません。 登録された短縮番号は、アナログポートに接続した通信機器からの発信やパソコンに接続した DATA ポート／USB ポートのターミナルモード(パソコン通信)から ATD コマンドでダイヤルする場合に使用することができます。     
≪≪≪≪    アナログアナログアナログアナログ機器機器機器機器からからからから短縮番号短縮番号短縮番号短縮番号によるによるによるによる発信方法発信方法発信方法発信方法    ≫≫≫≫     ①アナログポートに接続した電話機のプッシュボタンで「＃」「＃」「＃」「＃」に続き、短縮番号短縮番号短縮番号短縮番号（00～19 までの番号）を押します。（01～09 までの番号の最初の”0”は入力しなくても発信可能です。） ②登録された短縮番号に発信されます。  
����    Point ・「＃」「＃」「＃」「＃」＋短縮番号短縮番号短縮番号短縮番号（00～19 までの番号）を押した後、発信するまでの秒数を設定することができます。設定された秒数より早く発信を行ないたい場合は、「＃」「＃」「＃」「＃」＋短縮番号短縮番号短縮番号短縮番号（00～19 までの番号）を入力後、「＃」「＃」「＃」「＃」をダイヤルしてください。即時発信が行なわれます。 

  
����    参参参参    照照照照    ・「短縮番号」の電話番号の登録は、「「「「3.2.5 3.2.5 3.2.5 3.2.5 短縮番号短縮番号短縮番号短縮番号のののの設定方法設定方法設定方法設定方法」」」」をご参照ください。 ・ダイヤル発信時間の設定は、「「「「3.2.23.2.23.2.23.2.2「「「「TEL1/TEL2/TEL3TEL1/TEL2/TEL3TEL1/TEL2/TEL3TEL1/TEL2/TEL3」」」」ポートポートポートポート毎毎毎毎のののの設定方法設定方法設定方法設定方法」」」」で行なえます。 ・パソコンに接続した DATA ポート／USB ポートを使用した、ATD コマンドでダイヤルする場合は、「「「「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」」」」をご参照ください。   
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3333----29292929 

第第第第    

３３３３    

章章章章    

3.3.63.3.63.3.63.3.6    擬似迷惑電話擬似迷惑電話擬似迷惑電話擬似迷惑電話おことわりのおことわりのおことわりのおことわりの設定方法設定方法設定方法設定方法     着信したくない電話番号をあらかじめ着信制御リストに登録しておくことにより、発信者の電話番号によって着信拒否を行なえます。 ご利用に当たっては、NTTの「「「「ナンバーナンバーナンバーナンバー・・・・ディスプレイサービスディスプレイサービスディスプレイサービスディスプレイサービス」」」」のご契約が必要になります。     
≪≪≪≪    迷惑電話迷惑電話迷惑電話迷惑電話をををを電話番号別電話番号別電話番号別電話番号別リストリストリストリストにににに登録登録登録登録するするするする方法方法方法方法    ≫≫≫≫    

    ・この操作は、128DE-TA のアナログポートに接続した電話機から行ないます。 ・「「「「１４４２１４４２１４４２１４４２」」」」をダイヤルすると、「「「「3.2.4 3.2.4 3.2.4 3.2.4 着信制御設定着信制御設定着信制御設定着信制御設定    図図図図２２２２電話番号別電話番号別電話番号別電話番号別１１１１，，，，２２２２」」」」を下から検索し、空いている場所に迷惑電話を拒否する設定を行ないます。 ・「「「「１４４２１４４２１４４２１４４２」」」」の操作は、誤登録防止のため直前の通話から１分以内のみ有効になります。 ・この操作は、迷惑電話の通話を行なったポートからのみ有効になります。（TEL1 ポートで迷惑電話の通話を行なった後、TEL2 ポートで拒否登録を行なうことはできません。また TEL2 ポートで迷惑電話の通話を行なった後、TEL1 ポートで拒否登録を行なうこともできません） 
 

����    Point ・「「「「擬似迷惑電話擬似迷惑電話擬似迷惑電話擬似迷惑電話おことわりおことわりおことわりおことわり」」」」をご利用の場合、かかってきた電話番号が非通知の場合は着信を拒否することはできません。  
����    参参参参    照照照照    ・「「「「擬似迷惑電話擬似迷惑電話擬似迷惑電話擬似迷惑電話おことわりおことわりおことわりおことわり」」」」機能をご利用の場合は、図図図図１１１１：「：「：「：「着信制御着信制御着信制御着信制御    標標標標準設定準設定準設定準設定」」」」で「「「「擬似迷惑擬似迷惑擬似迷惑擬似迷惑電話電話電話電話おことわりおことわりおことわりおことわり」」」」を選択してください。      



3.3 操作方法 

 

3333----30303030 

≪≪≪≪    迷惑電話迷惑電話迷惑電話迷惑電話のののの電話番号一括削除電話番号一括削除電話番号一括削除電話番号一括削除    ≫≫≫≫    

    ・「「「「１４４９１４４９１４４９１４４９」」」」をダイヤルすると、着信制御リストの全範囲を検索し、全ポートの拒否の登録になっているリストを一括削除します。 
����    参参参参    照照照照    ・「128DE-TA 設定ユーティリティ」を使用した擬似迷惑電話おことわりの設定は、「「「「3.2.4 3.2.4 3.2.4 3.2.4 着信制御着信制御着信制御着信制御のののの設定方法設定方法設定方法設定方法」」」」で行なえます。  

    

3.3.7 3.3.7 3.3.7 3.3.7 そのそのそのその他他他他のののの NTTNTTNTTNTT サービスサービスサービスサービス機能機能機能機能     128DE-TA は、スティミュラスプロトコル手順をサポートしています。転送先電話番号の登録や転送トーキ、転送元案内トーキなどの「INS ボイスワープサービス」、「INS なりわけサービス」や「迷惑電話おことわりサービス」などの設定を行なうことができます。  INS ボイスワープサービスは、フレックスホンの着信転送と異なり、無条件転送、無応答転送、話中時転送の 3 種類の機能を持った転送サービスです。 このサービスは、転送サービスの開始／停止や転送先電話番号の登録、無応答時の転送の起動時間の設定などを NTT 局に登録して転送を行ないます。 
����    Point ・「INS ボイスワープサービス」、「INS なりわけサービス」や「迷惑電話おことわりサービス」などを利用するためには、NTT とのご契約が必要になります。 ・「INS ボイスワープ」、「ナンバーリクエスト」、「INS なりわけ」、「迷惑電話おことわり」など、スティミュラスプロトコル手順を用いるサービスの設定入力時は、ガイダンスで指示された入力番号に続けて「＃」「＃」「＃」「＃」の入力を行なってください。 
����    参参参参    照照照照    ・スティミュラスプロトコル手順を利用したサービスを使用する場合、

TEL ポートに自己アドレスを設定する必要があります。詳しくは、「「「「3.2.23.2.23.2.23.2.2「「「「TEL1/TEL2/TEL3TEL1/TEL2/TEL3TEL1/TEL2/TEL3TEL1/TEL2/TEL3」」」」ポートポートポートポート毎毎毎毎のののの設定方法設定方法設定方法設定方法」」」」をご参照ください。  



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 

 

3333----31313131 

第第第第    

３３３３    

章章章章    

 
3.3.8 3.3.8 3.3.8 3.3.8 内線通話内線通話内線通話内線通話・・・・転送転送転送転送のののの使用方法使用方法使用方法使用方法     TEL1 ポートと TEL3 ポート、または TEL2 ポートと TEL3 ポートに接続したアナログ機器間で通話を行なうことができます。  
●●●●内線通話内線通話内線通話内線通話のののの方法方法方法方法    

 ①受話器をとり、発信音を確認します TEL1／TEL2 または TEL3 に接続された電話機から、相手先内線番号をダイヤルします。                         内線番号内線番号内線番号内線番号     ・TEL1 ポート：1  ・TEL2 ポート：2  ・TEL3 ポート：3       ②相手先内線番号をダイヤルします 呼出音が聞こえ、相手が出ると通話できます。番号入力後、設定された発信時間経過まで待つか、入力後即時発信をしたい場合には、番号に続き「＃」「＃」「＃」「＃」と入力してください。（内線番号 1 への発信ならば入力は「「「「１１１１」」」」＋「＃」「＃」「＃」「＃」となります） ③相手先アナログポートの電話機の呼び出し音が鳴り、受話器を取ると内線通話が可能となります。  内線通話内線通話内線通話内線通話ののののパターンパターンパターンパターン例例例例    
ＴＥＬ１「３」ＴＥＬ３ 内線通話不可
ＴＥＬ２

「２」「１」
    



3.3 操作方法 

 

3333----32323232 

����    Point ・TEL1 ポート／TEL2 ポート間では内線通話は行なえません。相手の内線番号をダイヤルすると、話中音となります。TEL1／TEL2 ポートから内線通話が行なえるのは、TEL3 ポートに対してのみです。 ・TEL1 ポートが外線または内線使用中には TEL2 ポートは使用できず、受話器を上げても無音となります。また TEL2 ポートが外線または内線使用中には TEL1 ポートは使用できず、受話器を上げても無音となります。 ・内線通話中は、外線からの着信は受け付けられません。     
●●●●外線通話外線通話外線通話外線通話をををを他他他他のののの内線内線内線内線にににに転送転送転送転送するするするする    

 通話中の外線を他のアナログポートに接続された電話に転送することができます。内線転送中は、外線電話には保留音が流れます。  
≪≪≪≪    内線転送内線転送内線転送内線転送のののの操作方法操作方法操作方法操作方法    ≫≫≫≫     ①外線電話との通話中に電話機のフックを短く押し、続けて相手の内線番号をダイヤルします。外線通話は保留状態となります。                         内線番号内線番号内線番号内線番号     ・TEL1 ポート：1  ・TEL2 ポート：2  ・TEL3 ポート：3  ②内線した相手が出たら外線の転送を伝え、受話器を置きます。 ・内線呼び出し中に転送を中止する場合は、電話機のフックを短く押します。 ・自分が受話器を置いた場合は、外線電話が転送されます。       



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 

 

3333----33333333 

第第第第    

３３３３    

章章章章    

����    Point ・TEL1 ポート／TEL2 ポート間では内線転送は行なえません。ダイヤルをしても話中音となります。 ・TEL1 ポートが使用中、TEL2 ポートは使用できません。また、TEL2 ポートが使用中、TEL1 ポートは使用できません。 ・内線通話中は外線からの着信は受け付けられません。 ・外線保留が 3 分間を経過すると、自動的に切断されます。    



3.4 アナログ機器の接続例 

 

3333----34343434 

3.4 3.4 3.4 3.4 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例接続例接続例接続例    

 ここでは、128DE-TA へのアナログ機器の接続と設定の方法について、具体的な接続例に基づいて説明します。行ないたい設定に近い例を参考にして設定を行なってください。  
3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.4.1 電話機電話機電話機電話機 1111 台台台台のみをのみをのみをのみを接続接続接続接続するするするする    電話機を１台だけ接続して使用する場合について説明します。 接続するポートは、乾電池によるバックアップ動作が可能な TEL3 ポートに接続します。 TEL1TEL3TEL2USBDATAS/TLINEFG

111122223333 444455556666 777788889999 ****0000#### [TEL3ﾎﾟｰﾄ]
 

����    Point ・電話機電話機電話機電話機をををを接続接続接続接続していないしていないしていないしていない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をををを着信拒否着信拒否着信拒否着信拒否にににに設定設定設定設定しますしますしますします。。。。       128DE-TA では３つのアナログポートが装備されていますが、話中で    着信できない場合でも、電話機が接続されていない他のアナログポート    が呼び出された状態となってしまいます。この場合、相手先にはビジー    トーン（話中音）でなく、呼び出し音が返されたままつながらない状態と    なってしまいます。電話機の接続されていないポートを着信拒否に設定    することにより、ビジートーンが相手に返されるようになります。   



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 

 

3333----35353535 

第第第第    

３３３３    

章章章章    

≪≪≪≪    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でのでのでのでの設定設定設定設定    ≫≫≫≫    

    「着信制御 標準設定」の画面で、TEL1/TEL2 に「「「「拒否拒否拒否拒否」」」」を選択、TEL3 に「「「「標標標標準準準準」」」」が選択されているのを確認し、「「「「登録登録登録登録」」」」をクリックします。  

 
����    参参参参    照照照照    「着信制御 標準設定」画面の表示は、「「「「3.2.4 3.2.4 3.2.4 3.2.4 着信制御着信制御着信制御着信制御のののの設定方法設定方法設定方法設定方法」」」」をご参照ください。    



3.4 アナログ機器の接続例 

 

3333----36363636 

3.4.2 3.4.2 3.4.2 3.4.2 アナログアナログアナログアナログ機器機器機器機器２２２２台台台台をををを接続接続接続接続してしてしてして使使使使いいいい分分分分けるけるけるける     
●●●●別別別別のののの電話番号電話番号電話番号電話番号でででで使使使使いいいい分分分分けるけるけるける     TEL1TEL3TEL2USBDATAS/TLINEFG 111122223333 444455556666 777788889999 ****0000#### [TEL3ﾎﾟｰﾄ]i・ﾅﾝﾊﾞｰの追加番号で着信する

[TEL1ﾎﾟｰﾄ]契約者回線番号で着信する
  

����    Point ・「ｉ「ｉ「ｉ「ｉ・・・・ナンバーナンバーナンバーナンバー」」」」をををを利利利利用用用用してしてしてして別別別別のののの電話番号電話番号電話番号電話番号でででで着信着信着信着信できるようにできるようにできるようにできるように設定設定設定設定しますしますしますします。。。。      ２つの別の電話番号を利用できる NTT のサービス「ｉ・ナンバー」を申し込    み、一方の機器は契約者回線番号で、他方は追加番号で着信するよう    に設定します。       こうした別電話番号での呼び分けは「ダイヤルイン」でも実現できます    が、アナログ機器が２台の場合は利用料金が安い「ｉ・ナンバー」での設    定が有効です。 「ｉ・ナンバー」をご利用の場合、NTT とのご契約が必要になります。 ・２２２２台台台台のののの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はははは、「、「、「、「TEL1TEL1TEL1TEL1 ポートポートポートポート＋＋＋＋TETETETEL3L3L3L3 ポートポートポートポート」」」」またまたまたまたはははは「「「「TEL2TEL2TEL2TEL2 ポートポートポートポート＋＋＋＋TEL3TEL3TEL3TEL3 ポートポートポートポート」」」」をををを利用利用利用利用しますしますしますします。。。。       128DE-TA の TEL1 ポートと TEL2 ポートは切り替え式になっていますの    で、同時に使用することができません。同時に使用する２台の機器を接    続する場合は、１台を TEL3 ポートに接続するようにします。  



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 

 

3333----37373737 

第第第第    

３３３３    

章章章章    

≪≪≪≪    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でのでのでのでの設定設定設定設定    ≫≫≫≫     ①「TEL1 ポート設定」画面において、「ｉ・ナンバー」－「「「「契約者回線番号契約者回線番号契約者回線番号契約者回線番号でででで発発発発着信着信着信着信するするするする」」」」が選択されていることを確認し、「「「「登録登録登録登録」」」」をクリックします。 

 「TEL3 ポート設定」画面において、「ｉ・ナンバー」－「「「「追加番号追加番号追加番号追加番号でででで発着信発着信発着信発着信するするするする」」」」が選択されていることを確認し、「「「「登録登録登録登録」」」」をクリックします。 



3.4 アナログ機器の接続例 

 

3333----38383838 

����    参参参参    照照照照    ・「TEL1/3ポート設定」画面の表示は、「「「「3.2 3.2 3.2 3.2 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ををを使用使用使用使用したしたしたした設定方法設定方法設定方法設定方法」」」」をご参照ください。  
●●●●着信着信着信着信するするするする順番順番順番順番などでなどでなどでなどで区別区別区別区別するするするする    TEL1TEL3TEL2USBDATAS/TLINEFG

111122223333 444455556666 777788889999 ****0000####
[TEL3ﾎﾟｰﾄ]先に着信
[TEL1ﾎﾟｰﾄ]電話の呼出音が5回分遅れて着信

111122223333 444455556666 777788889999 ****0000####    
����    Point 同一電話番号同一電話番号同一電話番号同一電話番号でででで着信着信着信着信をををを行行行行ないますがないますがないますがないますが、、、、どちらかどちらかどちらかどちらか一方一方一方一方をををを他方他方他方他方よりよりよりより先先先先にににに着信着信着信着信ささささせたりせたりせたりせたり、、、、他方他方他方他方がががが話中話中話中話中のののの時時時時だけだけだけだけ着信着信着信着信するなどのするなどのするなどのするなどの設定設定設定設定によりによりによりにより、、、、２２２２台台台台のののの機器機器機器機器をををを使使使使いいいい分分分分けることができますけることができますけることができますけることができます。。。。             



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 

 

3333----39393939 

第第第第    

３３３３    

章章章章    

TEL3TEL3TEL3TEL3 ポートポートポートポートをををを先先先先にににに着信着信着信着信させるさせるさせるさせる        「着信制御 標準設定」の画面で、TEL1 に「「「「遅延遅延遅延遅延」」」」、TEL2 に「「「「拒否拒否拒否拒否」」」」を選択し、TEL3 に「「「「標準標準標準標準」」」」が選択されているのを確認し、「「「「登録登録登録登録」」」」をクリックします。 この設定により、TEL3 ポートが先に着信し、呼び出し音が５回鳴ってから、TEL1 ポートが着信するようになります。  

  
����    参参参参    照照照照    「着信制御 標準設定」画面の表示は、「「「「3.2.4 3.2.4 3.2.4 3.2.4 着信制御着信制御着信制御着信制御のののの設定方法設定方法設定方法設定方法」」」」をご参照ください。    



3.4 アナログ機器の接続例 

 

3333----40404040 

TEL3TEL3TEL3TEL3 ポートポートポートポート通話中通話中通話中通話中のみのみのみのみ TEL1TEL1TEL1TEL1 ポートポートポートポートをををを着信着信着信着信させるさせるさせるさせる     「着信制御 標準設定」の画面で、TEL1 に「「「「標準標準標準標準」」」」が選択されているのを確認し、TEL2 に「「「「拒否拒否拒否拒否」」」」、TEL3 に「「「「優先優先優先優先」」」」を選択し、「「「「登録登録登録登録」」」」をクリックします。 この設定により、通常は TEL3 ポートだけが着信し、TEL3 ポートが通信中で着信できない場合のみ TEL1 ポートに着信するようになります。  

  
����    参参参参    照照照照    ・「着信制御 標準設定」画面の表示は、「「「「3.2.4 3.2.4 3.2.4 3.2.4 着信制御着信制御着信制御着信制御のののの設定方法設定方法設定方法設定方法」」」」をご参照ください。    



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 

 

3333----41414141 

第第第第    

３３３３    

章章章章    

3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 アナログアナログアナログアナログ機器機器機器機器３３３３台台台台をををを接続接続接続接続してしてしてして使使使使いいいい分分分分けるけるけるける     
●●●●別別別別のののの電話番号電話番号電話番号電話番号でででで使使使使いいいい分分分分けるけるけるける    TEL1TEL3TEL2USBDATAS/TLINEFG

111122223333 444455556666 777788889999 ****0000####
[TEL3ﾎﾟｰﾄ]ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ番号２:011-111-3333
[TEL2ﾎﾟｰﾄ]ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ番号１:011-111-2222
[TEL1ﾎﾟｰﾄ]契約者回線番号:011-111-1111

111122223333 444455556666 777788889999 ****0000####   
����    Point ・「「「「ダイヤルインダイヤルインダイヤルインダイヤルイン番号番号番号番号」」」」をををを利用利用利用利用してそれぞれしてそれぞれしてそれぞれしてそれぞれ別別別別のののの電話番号電話番号電話番号電話番号でででで着信着信着信着信できできできできるようにるようにるようにるように設定設定設定設定しますしますしますします。。。。    ３つ以上の電話番号を使い分ける場合は、NTT のサービス「ダイヤルインサービス」を申し込みます。 NTT より 2 つのダイヤルイン番号を取得し、グローバル着信の設定と組み合わせることにより３台のアナログ機器を別の電話番号で呼び分けることができます。 ・「「「「ダイヤルインダイヤルインダイヤルインダイヤルイン」」」」をごをごをごをご利用利用利用利用のののの場合場合場合場合、、、、NTTNTTNTTNTT とのごとのごとのごとのご契約契約契約契約がががが必要必要必要必要になりますになりますになりますになります。。。。           



3.4 アナログ機器の接続例 

 

3333----42424242 

≪≪≪≪    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でのでのでのでの設定設定設定設定    ≫≫≫≫     ①「TEL1 ポート設定」の画面で、「自己アドレス」に「「「「契約者回線番号契約者回線番号契約者回線番号契約者回線番号」」」」を入力します。「グローバル着信」－「「「「着信着信着信着信するするするする」」」」となっていることを確認し、「「「「登録登録登録登録」」」」をクリックします。 

②「TEL2 ポート設定」の画面で、「自己アドレス」に１つ目の「「「「ダイヤルインダイヤルインダイヤルインダイヤルイン番番番番号号号号」」」」を入力 します。次に「グローバル着信」－「「「「着信着信着信着信しないしないしないしない」」」」を選択し、「「「「登登登登録録録録」」」」をクリックします。 



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 

 

3333----43434343 

第第第第    

３３３３    

章章章章    

③「TEL3 ポート設定」の画面で、「自己アドレス」に２つ目の「「「「ダイヤルインダイヤルインダイヤルインダイヤルイン番番番番号号号号」」」」を入力 します。次に「グローバル着信」－「「「「着信着信着信着信しないしないしないしない」」」」を選択し、「「「「登登登登録録録録」」」」をクリックします。                 
����    参参参参    照照照照    「TEL1/2/3 ポート設定」画面の表示は、「「「「3.2 3.2 3.2 3.2 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ををを使用使用使用使用したしたしたした設定方法設定方法設定方法設定方法」」」」をご参照ください。    



3.4 アナログ機器の接続例 

 

3333----44444444 

●●●●着信着信着信着信するするするする順番順番順番順番などでなどでなどでなどで区別区別区別区別するするするする    基本的に TEL3 ポートで着信を行ない、TEL3 ポートが話中の場合は、まずTEL1 ポートが着信し、呼び出し音が 5 回鳴ってから、TEL2 ポートが着信する設定にします。 
 TEL1TEL3TEL2USBDATAS/TLINEFG

111122223333 444455556666 777788889999 ****0000####
[TEL3ﾎﾟｰﾄ]先に着信
[TEL2ﾎﾟｰﾄ]TEL1に5回遅れて着信
[TEL1ﾎﾟｰﾄ]TEL3話中に着信

111122223333 444455556666 777788889999 ****0000####
111122223333 444455556666 777788889999 ****0000####

      
����    Point ・同一電話番号同一電話番号同一電話番号同一電話番号でででで着信着信着信着信をををを行行行行ないますがないますがないますがないますが、、、、あるあるあるある機器機器機器機器をををを他他他他よりもよりもよりもよりも先先先先にににに着信着信着信着信させたさせたさせたさせたりりりり、、、、他機器他機器他機器他機器がががが話中話中話中話中のののの時時時時だけだけだけだけ着信着信着信着信するなどのするなどのするなどのするなどの設定設定設定設定によりによりによりにより、、、、３３３３台台台台のののの機器機器機器機器をををを使使使使いいいい分分分分けることができますけることができますけることができますけることができます。。。。      「着信制御」機能で「優先」に設定された機器が存在する場合、その機器   が話中の場合のみ他機器に着信が行なわれますが、128DE-TA の TEL1   ポートと TEL2 ポートは切り替え式のため一方で通話をしているときは他方   での着信は行なえません。   「優先」設定を行なう場合は TEL3 ポートに接続した機器であれば、話中で   も他の２台で着信を行なうことができ、機器が有効に活用できます。 ・「「「「ダイヤルインダイヤルインダイヤルインダイヤルイン」」」」をごをごをごをご利用利用利用利用のののの場合場合場合場合、、、、NTTNTTNTTNTT とのごとのごとのごとのご契約契約契約契約がががが必要必要必要必要になりますになりますになりますになります。。。。       



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 

 

3333----45454545 
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≪≪≪≪    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でのでのでのでの設定設定設定設定    ≫≫≫≫     「着信制御 電話番号別設定」の画面で、TEL1 に「「「「標準標準標準標準」」」」が選択されているのを確認し、TEL2に「「「「遅延遅延遅延遅延」」」」、TEL3 に「「「「優先優先優先優先」」」」を選択し、「「「「登録登録登録登録」」」」をクリックします。  

  
����    参参参参    照照照照    ・「着信制御 標準設定」画面の表示は、「「「「3.2.4 3.2.4 3.2.4 3.2.4 着信制御着信制御着信制御着信制御のののの設定方法設定方法設定方法設定方法」」」」をご参照ください。       


