
概要

特長

イーサネット・DCE装置

◆ 本装置は、伝送装置と端末装置間に設置し、端末側の１０Ｂａｓｅ－Ｔまたは
１００Ｂａｓｅ－ＴＸのイーサネット信号を伝送装置側の１．５Ｍｂｐｓまたは６４ｋｂｐｓ
（何れかご指定による）のインタフェースに変換する装置です。

ODN-329C-DCH／ODN-329C-1.5M

◆ 通信回線コストの削減
既設の伝送装置の空き回線を使用してLANデータを伝送することで通信回線コストの削減が可能
です。

◆ 警報転送機能（リンクパススルー機能）
（設定により、警報転送機能を無しとすることも可能です。）
本警報転送を使用することで、高価なルータを使用せずに、レイヤー２ＳＷの冗長機能である
スパニングツリー、リンクアグリゲージョンにより回線冗長機能が使用できます。
・対向装置のEthernet入力信号断で自装置側Ethernet出力信号を停止可能です。
・伝送路インタフェースのＡＩＳ信号受信、または受信信号断により、自装置および対向装置の各

Ethernet出力信号を停止可能です。
◆ 試験機能

装置前面から、リモートループ＋自己診断試験が可能です。対向装置にリモートループバックを実
施し、試験信号を送受信することにより、簡易な回線品質の確認が可能です。

イーサネット・ＤＣＥ装置使用時のシステム構成図
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主な仕様

機 能

ODN-329 イーサネット・ＤＣＥ装置

◆ 変換機能
送信側ではEthernet（10/100BASE-TX）入力信号をG.703の1.5Mbps又は64kbpの出力信号に
変換 し、 受信側では送信側と逆の動作によりG.703入力信号をEthernet出力信号に変換します。

◆ 同期方式
1.5Mbpsでは網同期（回線からクロック抽出）、自走モード（試験時または対向時）の何れかを選択
可能です。64kbpsでは64kbps＋8kbpsバイポーラ信号の網同期クロック入力に同期して動作します。

◆ 警報接点（接点容量：50mA DC50V以下。接点出力端子：6P差込み端子。）

◆ LED表示

KA0403142E

接点名称 出力数 出力条件 

SYS ALM 1a 装置故障､電源故障､電源入力断 

LINE ALM 1a 伝送路ｲﾝﾀﾌｪｰｽ入力異常 

ETHER ALM 1a ｲｰｻﾈｯﾄ･ｲﾝﾀﾌｪｰｽ入力断

分 類 名 称 色 機 能 

SYS PWR 緑 電源投入時に点灯 

SYS FAIL 赤 装置故障時に点灯 

装置 

SYS ALM 赤 警報検出時に点灯 

LINE SY 赤 伝送路入力信号異常時に点灯 伝送路側 

LINE RMT 赤 対向装置の伝送路入力信号異常時に点灯 

Ether LINK 赤 ｲｰｻﾈｯﾄ入力信号異常時に点灯ｲｰｻﾈｯﾄ側

Ether RMT 赤 対向装置のｲｰｻﾈｯﾄ入力信号異常時に点灯 

TEST RMT 橙 ﾘﾓｰﾄﾃｽﾄ実行時（被制御側）に点灯

TEST OK 緑 ﾘﾓｰﾄﾃｽﾄ結果良好時に点灯

テスト

TEST 橙 ﾘﾓｰﾄﾃｽﾄ実行時（制御側）に点灯

項 目 仕 様 備 考 

供給電源 AC100V±10% (3P ﾌﾟﾗｸﾞ付電源ｹｰﾌﾞﾙ 2.5m にて接続) 

DC-48V±10%、DC-24V±10% (M4 ﾈｼﾞ止め端子､3P)

AC､DC の何れか 

ご指定による 

消費電力 50W 以下(交流電源入力時:50VA 以下) － 

外形寸法 卓上形:50mm(H)×210mm(W)×190mm(D) 突起物を除く 構 造 

質量 5kg 以下 － 

周囲温度 性能保証：0℃～40℃､動作保証：-5℃～45℃ － 環境 

条件 相対湿度 性能保証：40%～85% ､動作保証：20%～90% 結露無きこと 

通信方式 10Base-T / 100Base-Tx － 

接続認識 ｵｰﾄﾈｺﾞｼｴｰｼｮﾝ / 固定接続(100M 全 2 重､

100M 半 2 重､10M 全 2 重､10M 半 2 重)

ﾃﾞｰﾀﾌｫｰﾏｯﾄ IEEE802.3 準拠 

ｲｰｻﾈｯﾄ

コネクタ 8 ﾋﾟﾝﾓｼﾞｭﾗｰｺﾈｸﾀ (RJ-45) 

適用規格 JT-G.703/I.431-a 準拠 

－ 

ｲﾝﾀﾌｪｰｽ速度 [1.5M 版]1.544Mbps  [64k 版]64kbps 何れかご指定による 

ﾌﾚｰﾑ方式 [1.5M版]12MF､新24MF､旧24MF 

[64k 版]64kbps ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形式 

－ 

伝送路 

コネクタ [1.5M 版]D-Sub ｺﾈｸﾀ (D-Sub9 ﾋﾟﾝ) 

[64k 版] D-Sub ｺﾈｸﾀ (D-Sub9 ﾋﾟﾝ) 

64k 版は 64kbps＋ 

8kbps ｸﾛｯｸ端子含む 

◎仕様及び外観は改良のため
予告なく変更されることがあります。！ 安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の
前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

お問い合せ

新製品の最新情報をホームページで提供しています。 https://www.ooi.co.jp E-mail :  hanki@ooi.co.jp

製品コード
ODN-329-1.5M(DC)：1NPL30002
ODN-329-1.5M(AC)：1NPL30003
ODN-329-DCH(DC)：1NPL30004
ODN-329-DCH(AC)：1NPL30005

本 社 〒222-0011 横浜市港北区菊名7-3-16 TEL：045-433-3051 FAX：045-401-2194 

北海道支社 〒060-0041 札幌市中央区大通東4-4-18 FJ-1st.BLD 2F TEL：011-222-7395 FAX：011-271-1560 

東北支社 〒981-0811 仙台市青葉区一番町4-1-1仙台セントラルビル4F TEL：022-209-5901 FAX：022-209-5951 

中部支社 〒466-0064 名古屋市昭和区鶴舞2-4-17名伸ビル TEL：052-882-4651 FAX：052-882-4652 

大阪支社 〒564-0063 吹田市江坂町 1-21-39土泰第1ビル203号 TEL：06-6388-6001 FAX：06-6388-6502 

広島支社 〒730-0036 広島市中区袋町5-5マキデザインビル4F TEL：082-241-8680 FAX：082-241-8283 

九州支社 〒810-0001 福岡市中央区天神4-8-25ニッコービル6F TEL：092-731-2201 FAX：092-731-2238 


