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128DE-TA の仕様一覧、トラブルシューティングなどを記載しています。  
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ＡＡＡＡ. . . . トラブルシューティングトラブルシューティングトラブルシューティングトラブルシューティング    

 ここでは、128DE-TA をご使用いただくときに、困ったことや製品について説明しています。うまくつながらなかったときの対処や故障かなと思ったときは、まずこのページをお読みください。 
 

■■■■    全般全般全般全般     
    ����    電源電源電源電源スイッチスイッチスイッチスイッチををををＯＮＯＮＯＮＯＮにしてもにしてもにしてもにしても 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。。。。    ・電源コードはコンセントに確実に差し込まれていますか。 ・パソコンのサービスコンセントを使用している場合、パソコンの電源は入っていますか。 ・電源コードが切れていませんか。 ・128DE-TA の電源スイッチは入っていますか。  
    ����    B1,B2B1,B2B1,B2B1,B2 ランプランプランプランプがががが赤色点滅状態赤色点滅状態赤色点滅状態赤色点滅状態でででで通信通信通信通信がががが行行行行なえないなえないなえないなえない。。。。    128DE-TA は回線認識に失敗しています。 UUUU 点接続点接続点接続点接続のののの場合場合場合場合    ・ディップスイッチで DSU 切離し設定になっていると回線が認識できません。内蔵 DSU 接続状態でご使用ください。 ・U 点ケーブルが断線または長すぎることが考えられます。別のケーブルをご使用の場合は、製品添付のケーブルに替えて確認してください。 SSSS／／／／TTTT 点接続点接続点接続点接続のののの場合場合場合場合    ・外付けDSUに接続されている U 点の極性が反転している可能性があります。NTT にお問合せください。 ・ディップスイッチで内蔵 DSU 使用の設定になっていると回線が認識できません。内蔵 DSU 切離した状態でご使用ください。 ・S／T 点ケーブルまたは U 点ケーブルが断線または長すぎることが考えられます。短めのケーブルに替えて確認してください。 ・ディップスイッチで内蔵の終端抵抗使用の設定になっていると機器の故障の原因になります。内蔵の終端抵抗は、切離した状態でご使用ください。  
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    ����    B1,B2 B1,B2 B1,B2 B1,B2 ランプランプランプランプがががが橙色点灯状態橙色点灯状態橙色点灯状態橙色点灯状態でででで通信通信通信通信がががが行行行行なえないなえないなえないなえない。。。。    ・128DE-TA が専用線モードに入っているため、回線交換モードでの通信が行なえません。 ・ディップスイッチの設定を確認してください。No.9,10 は両方とも ON になっていますか。 ・ディップスイッチの設定の変更を行なった場合は、一旦電源を切ってから入れてください。  
    ����    DATADATADATADATA ポートポートポートポート接続時接続時接続時接続時、、、、通信通信通信通信ソフトソフトソフトソフトをををを立立立立ちちちち上上上上げてもげてもげてもげても、、、、ERERERER ランプランプランプランプがががが緑色緑色緑色緑色にににに点点点点        灯灯灯灯しないしないしないしない。。。。    RS-232C ケーブルが確実に差し込まれているか、付属の RS-232C ケーブルを使用しているか、通信ソフトで 128DE-TA が接続されているポートを正しく選択しているかを、ご確認ください。 （一部の通信ソフトでは、実際に接続を行なう動作に入るまで ER 信号を ONにしないものもあります。ATD コマンドを発行するか、｢接続｣をクリックしてみてください。）  
    ����    USBUSBUSBUSB ケーブルケーブルケーブルケーブルをををを接続接続接続接続してもしてもしてもしても、、、、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。。。。    パソコンに USB ドライバが正しく組込まれていますか。 
����    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」「」「」「」「2.2.2.2.1111    USBUSBUSBUSB ポポポポートートートート接続使用時接続使用時接続使用時接続使用時のののの設定設定設定設定」」」」をご参照ください。  
    ����    設定内容設定内容設定内容設定内容がががが元元元元にににに戻戻戻戻ってしまうってしまうってしまうってしまう    ・付属の設定ユーティリティで内容を変更した場合は、必ず「登録」ボタンを押して設定を保存してください。「登録」ボタンを押さない場合、設定内容は保存されません。    
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■■■■    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     
    ����    パソコンパソコンパソコンパソコンののののターミナルモードターミナルモードターミナルモードターミナルモードやややや通信通信通信通信ソフトソフトソフトソフトからからからから｢｢｢｢ATATATAT｣｣｣｣ととととキーボードキーボードキーボードキーボード入力入力入力入力しししし        てもてもてもても、｢、｢、｢、｢OKOKOKOK｣｣｣｣がががが表示表示表示表示されないされないされないされない。。。。    ・POWER ランプは点灯しているか、確認してください。消灯していれば、128DE-TA の電源を入れてください。 ・｢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。 ・通信ソフトの設定は、以下のいずれかになっていますか。これ以外の設定では使用できませんので、通信ソフトの設定を変更してください。 データビット長 パリティビット ストップビット長 8 なし 1 7 奇数 1 7 偶数 1 7 なし 2  ・キーボードから連続的に文字を入力したとき、128DE-TA の ER／USB ランプが点滅するか、確認してください。点灯しない場合は、以下を確認してください。 ①RS-232C ケーブルや USB ケーブルが確実に差し込まれているか。 ②付属の RS-232C ケーブルや USB ケーブルを使用しているか。 ③通信ソフトで 128DE-TA が接続されているポートを正しく選択しているか。  
    ����    発信発信発信発信をををを行行行行なってもなってもなってもなっても、、、、回線回線回線回線がつながらないがつながらないがつながらないがつながらない。。。。(NO CARRIER(NO CARRIER(NO CARRIER(NO CARRIER となるとなるとなるとなる))))    ・接続する前にキーボードから何か入力を行なっていませんか。発信途中にキー入力が行なわれると、回線が切断されてしまいます。 ・通信相手が着信可能な状態であることを確認してください。 ・通信相手が ISDN でのデータ通信が可能な端末であることを確認してください。アナログモデムや G3FAX などとは直接通信できません。 ・相手側が着信可能な回線速度で発信していることを確認してください。着信できない通信速度で発信している場合は、AT$Sn コマンドで着信可能な通信速度に設定してください。  
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    ����    発信発信発信発信をををを行行行行なってもなってもなってもなっても回線回線回線回線がつながらないがつながらないがつながらないがつながらない。。。。（（（（DELAYEDDELAYEDDELAYEDDELAYED となるとなるとなるとなる））））    同じ電話番号には、3 分間に 3 回までしかダイヤルすることができません。しばらく待ってから、再度発信してください。  
    ����    通信中通信中通信中通信中にににに文字化文字化文字化文字化けけけけ、、、、文字文字文字文字こぼれがこぼれがこぼれがこぼれが起起起起きるきるきるきる。。。。    ・データ形式（データ長／パリティ／ストップビット長などの設定）が通信先の設定と合っているか確認してください。 ・AT&K3 でフロー制御をハードフロー制御に設定してください。  
    ����    ダイヤルアップネットワークダイヤルアップネットワークダイヤルアップネットワークダイヤルアップネットワークでででで接続接続接続接続しようとしているがしようとしているがしようとしているがしようとしているが「「「「接続先接続先接続先接続先ののののコンピコンピコンピコンピ        ュータュータュータュータがががが応答応答応答応答しませんしませんしませんしません。」。」。」。」ととととエラーメッセージエラーメッセージエラーメッセージエラーメッセージがががが表示表示表示表示されてされてされてされて接続接続接続接続ができができができができ        ないないないない。。。。    発信を行なっている通信モード（同期／非同期／MP／PIAFS）とアクセスポイントの通信モードは一致していますか。異なる通信モードの設定では接続できません。またアナログモデム用のアクセスポイントには接続できません。  
    ����    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時接続時接続時接続時ののののデータデータデータデータ通信通信通信通信スピードスピードスピードスピードがががが遅遅遅遅いいいい。。。。    ・パソコンの接続ポートの DTE 速度の設定を確認してください。接続しようとする通信速度より高い DTE 速度に設定しておくことをお勧めします。 ・インターネットでは接続先ホストの状況や途中経路の混み具合などにより、大きくスループットが変動します。接続先ホストやプロバイダを変更したり、別な時間に接続してみるなどして再度確認してください。  
    ����    データデータデータデータ通信中通信中通信中通信中にににに電話電話電話電話がががが受受受受けられないけられないけられないけられない。。。。    ・MP128kbps通信では ISDN の B チャネルを 2本ともデータ通信に使用してしまうので、電話などのアナログ通信が行なえなくなります。BOD・BACP／BAP 機能をご使用いただくことでアナログポートへの発着信により、自動的に B チャネル 1本でのデータ通信となり、アナログでの通信が可能になります。 ・BOD・BACP／BAP 設定は、付属の設定ユーティリティーソフトなどで行なえます。      
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    ����    PIAFSPIAFSPIAFSPIAFS でででで発信発信発信発信できないできないできないできない。。。。 ＰＩＡＦＳ６４Ｋで発信する場合、着信先に通信モードを知らせる必要があります。発着信時にＰＩＡＦＳ６４Ｋモードで有る事を示すために”発サブアドレス”を使用します。そこで通信相手に発サブアドレスが通知される様に設定しておく必要があります。   ・ATD186XXXX で発信、通常通知契約等   ・本来の自サブアドレスは通信相手に通知できません。   ・着信については自動判別されます。 
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■■■■    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接続接続接続接続    

 

    ����    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ににに接続接続接続接続したしたしたした通信機器通信機器通信機器通信機器からからからから通信通信通信通信できないできないできないできない。。。。    ・トーン式の通信機器であることを確認してください。 ・モジュラーケーブルが確実に差し込まれていることを確認してください。  
    ����    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にににに接続接続接続接続したしたしたしたモデムモデムモデムモデムからからからから通信通信通信通信できないできないできないできない。。。。    ・モデムの設定で回線の種類をパルスにしていませんか。回線の種類はトーンに設定しないと発信ができません。 ・モデムからのリザルトコードが、「ＮＯ ＤＩＡＬＴＯＮＥ」となる場合は、モデムとTAが正しくモジュラーケーブルで接続されていることを確認した上で、”Ｘ３”コマンドをモデムの設定の中の初期化コマンドに入れてください。モデムがダイヤルトーンを認識できない時に発生したものと考えられますので、ダイヤルトーンを認識せずに発信させるコマンドです。 ・「COM ポートが開けません」と表示される場合は、別のアプリケーションがCOMポートを使っていることが考えられます。そのアプリケーションを終了してください。  
    ����    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にににに接続接続接続接続したしたしたしたＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸからからからから通信通信通信通信でででできないきないきないきない。。。。    接続されているポートの設定を 3.1kHz オーディオモードに変更してみてください。 ・設定ユーティリティの設定は、「「「「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」」」」「「「「3.2.2 TEL13.2.2 TEL13.2.2 TEL13.2.2 TEL1／／／／TEL2TEL2TEL2TEL2／／／／TEL3TEL3TEL3TEL3 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。 ・ATコマンドでの設定は以下のようになります。 

 AT$Ln=1  （n=0:TEL1 ポート／n=1: TEL2 ポート） 電話が接続されている場合は、音声モードに設定してください。 
 AT$Ln=0  （n=0:TEL1 ポート／n=1: TEL2 ポート）  

    ����    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ににに接続接続接続接続したしたしたした電話機電話機電話機電話機やややや FAXFAXFAXFAX 機機機機からのからのからのからの発信発信発信発信はできるがはできるがはできるがはできるが着着着着        信信信信することができないすることができないすることができないすることができない。。。。    TELポート毎に拒否の設定されていないか確認してください。 
����    参参参参    照照照照 ・詳しくは、「「「「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。 
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    ����    TELTELTELTEL1111（（（（またはまたはまたはまたは 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がががが使用使用使用使用できないできないできないできない。。。。接続接続接続接続したしたしたした電電電電        話機話機話機話機のののの受話器受話器受話器受話器をををを上上上上げてもげてもげてもげてもダイヤルトーンダイヤルトーンダイヤルトーンダイヤルトーンがせずがせずがせずがせず無音無音無音無音であるであるであるである。。。。    ・TEL2（または TEL1）ポートが使用中ではありませんか。TEL1 ポートと TEL2ポートは同時には使用できません。一方が使用中の場合、他方は無音となります。 ・乾電池による停電モード動作中では、TEL1・TEL2 ポートは使用できません。   
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B. B. B. B. テストテストテストテスト機能機能機能機能    

 ここでは、128DE-TA の内部機能や回線チェックを行ないます。 
����    Point    テストモード中は、他の通信機器はご使用になれません。 テストモードが終了しましたら、いったん電源を OFF にして再度 ON にしてください。  
ⅠⅠⅠⅠ....    自己機能自己機能自己機能自己機能テストテストテストテスト    

 128DE-TA 内部のデータ通信機能が正常に動作するかを自動的にチェックし、結果を表示します。  
≪≪≪≪    自己機能自己機能自己機能自己機能テストテストテストテストのののの操作方法操作方法操作方法操作方法    ≫≫≫≫    

    通信ソフトやパソコンのターミナルモードから、次のように入力します。  
 ｢OK｣と表示されれば、データ通信機能は正常に動作しています。異常がある場合は、｢ERROR｣と表示されます。  

����    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&T0         OKOKOKOK    
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ⅡⅡⅡⅡ. . . . ラインテストラインテストラインテストラインテスト    

 128DE-TA と ISDN 回線の間で正常に通信が行なえるかをチェックし、結果を表示します。このテストの終了までには、30 秒程度時間がかかる場合もあります。  
≪≪≪≪    ラインテストラインテストラインテストラインテストのののの操作方法操作方法操作方法操作方法    ≫≫≫≫     通信ソフトやパソコンのターミナルモードから、次のように入力します。 

 ｢OK｣と表示されれば、128DE-TA と ISDN 回線の間で正常に通信が行なわれています。異常がある場合は｢ERROR｣と表示されます。  
ⅢⅢⅢⅢ. . . . メモリテストメモリテストメモリテストメモリテスト    

 128DE-TA 内部のメモリのチェックを行ない、結果を表示します。  
≪≪≪≪    メモリテストメモリテストメモリテストメモリテストのののの操作方法操作方法操作方法操作方法    ≫≫≫≫    

    通信ソフトやパソコンのターミナルモードから、次のように入力します。 
 ｢OK｣と表示されればメモリの状態は正常です。異常がある場合は｢ERROR｣と表示されます。 
            AT&T2         OKOKOKOK    

            AT&T1         OKOKOKOK    
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C. C. C. C. 機器仕様一覧機器仕様一覧機器仕様一覧機器仕様一覧    適用回線 INSネット64／高速デジタル専用線（Iｲﾝﾀﾌｪｰｽ）64kbps・128kbps／デジタルアクセス64・128レイヤ１起動種別 呼毎／常時起動交換形態 回線交換使用チャネル BチャネルU点ｲﾝﾀﾌｪｰｽ コネクタ形状 6ピンモジュラージャック伝送方式 ピンポン伝送DSU折り返し ループバック2AS/T点ｲﾝﾀﾌｪｰｽ コネクタ形状 8ピンモジュラージャック給電能力 40V,420mW         （停電時は除く）伝送容量 2B+Dﾃﾞｼﾞﾀﾙ DATA インタフェース RS-232C、9ピンD-sub×1ﾎﾟｰﾄ ﾎﾟｰﾄ DTE速度（bps） 9.6k, 19.2k, 38.4k, 57.6k, 115.2k, 230.4kUSB インタフェース USB B Typeﾎﾟｰﾄ DTE速度（bps） 12M通信フォーマット ITU-T V.110準拠、HDLC呼接続機能 ATコマンド通信速度（bps） 同期：64k／非同期：9.6k,19.2k,38.4k,57.6kＭＰ：128k／PIAFS：32k,64k（PIAFS2.0／2.1）ｱﾅﾛｸﾞ ポート数 3（同時使用は2ポートまで）ﾎﾟｰﾄ インタフェース 2線式アナログ電話インタフェースダイヤル方式 PB信号（DTMF）給電電圧 DC-48V主な機能 ･非同期／同期変換機能･BOD,BACP/BAP機能･DTE速度自動判別　　  　･ｉ･ナンバー･ダイヤルイン　　　　　　  　･サブアドレス･短縮ダイヤル　　　　 　　  ･着信制御･フレックスホン     　　　　   ･グローバル着信選択･内線通話転送      　　     ･擬似コールウェイティング･ナンバー･ディスプレイ   ･キャッチホン･ディスプレイ･スティミュラスプロトコル手順対応テスト機能 自己機能／ライン／メモリ テスト電源 AC100V±10%、50Hz/60Hz消費電力 最大15W外形寸法 (mm)   約53(W)×158(D)×200(H)重量 約 0.8kg        （本体のみ、電池除く）使用条件 温度 5～35℃  湿度 20～80%



D. インタフェース仕様 
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D.D.D.D.    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仕様仕様仕様仕様    

 パソコン側  128DE-TA 側     端子  端子 略号 信号名 説明 ﾌﾚｰﾑ  ﾌﾚｰﾑ FG 保安用アース フレームグランド 1  1 CD(DCD) キャリア検出 通信中であることを示す信号 2  2 RD(RXD) 受信データ パソコンへのデータ信号 3  3 SD(TXD) 送信データ ルータへのデータ信号 4  4 ER(DTR) データ端末レディ パソコンが送受信可能 5  5 SG  信号用アース 信号用グランド 6  6 DR(DSR) データセットレディ ルータが送受信可能 7  7 RS(RTS) 送信要求 ルータへ送信の要求信号 8  8 CS(CTS) 送信可能 パソコンへ送信の許可信号 9  9 CI(RI) 被呼表示 データ通信モードでの着呼信号   128DE-TA の RS-232C 端子のピン番号を下記に示します。  
 



付付付付    録録録録 
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付付付付    

    

録録録録    

E. E. E. E. 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     No.No.No.No.    設設設設                            定定定定                            内内内内                            容容容容    １１１１、、、、２２２２    内蔵の終端抵抗（Ｓ／Ｔ点）の使用／不使用。 1､2 共に ON：使用 （他に終端抵抗がなく、当機器が最遠端にくる場合） 1､2 共に OFF：不使用 （他の接続機器内の終端抵抗を使用する場合）    ３３３３～～～～６６６６    内蔵 DSU の使用／不使用。 3､4､5､6 共に ON：使用 （外部の DSU を使わない場合） 3､4､5､6 共に OFF：不使用 （外部の DSU を使う場合） ７７７７    ON：Windows98 で USB ポートを使用 OFF：WindowsXP,2000,Me で USB ポートを使用 ８８８８    常時 ON でご使用ください。 OFF ではデジタルポートが使用できなくなります。 ９９９９、、、、10101010    回線モード切替え。 下表参照 
 No.9No.9No.9No.9    No.10No.10No.10No.10    回線種別回線種別回線種別回線種別    ON ON INS64 回線交換モード ON OFF 64k 専用線モード OFF ON 128k 専用線モード OFF OFF OCN エコノミーモード 
 

����    Point     

≪≪≪≪    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    ≫≫≫≫  ・スイッチの設定変更は電源 OFF、他機器との接続切り離しの後に行なってください。 ・上記以外のスイッチ設定は、故障の原因となりますので設定しないでください。 ・工場出荷時は全て ON です。  



Ｆ. ISDN 回線申し込みに関する確認項目 
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ＦＦＦＦ. ISDN. ISDN. ISDN. ISDN 回線申回線申回線申回線申しししし込込込込みにみにみにみに関関関関するするするする確認項目確認項目確認項目確認項目    

 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         
 


