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1 故障かな？と思ったら… 

現在のモデムのランプ状態と症状をご確認の上、それぞれの原因と対処方法をご参照く

ださい。 

 

電話共用タイプでご契約の方   

はい    

音声通話は正常である  （  p.4 a b 参照） 

  い

い

え 
はい いいえ  

ADSLモデムの前面ランプは正常である 

正常状態：POWER・緑、ADSL・緑、PPP・緑、LAN・緑、 

ALARM・消灯（p.9 2-1 参照） 

  

  いいえ   

  POWERランプが点灯しない  （  p.4 c 参照） 

  いいえ はい  

  ALARMランプが赤く点滅している  （  p.5 d 参照） 

  いいえ はい  

  ADSLランプが点灯しない・点滅を繰り返す 

※通信中は、不規則に点滅します。 
 
はい 

（  p.5 e 参照） 

  いいえ   

  LANランプが点灯しない 

※通信中は、不規則に点滅します。 はい 
（  p.6 f 参照） 

  いいえ   

  
PPPランプが点灯しない 

はい 
（  p.6 g 参照） 

  いいえ   

  
その他のモデム前面ランプ異常 

 

はい 

お問い合わせ窓口にご相

談ください 

  

は

い 

   

WebブラウザにてADSLモデム管理メニューが表示できない 

(p.10 2-2 参照) 

 

はい 
（  p.6 h 参照） 

  い

い

え 
   

インターネットに接続できましたか？ 
 

いいえ 
（  p.7 i 参照） 
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a. 音声通話時にノイズが入る 

原因 対処方法 

正しく配線されていません。 ● 複数のモジュラージャックにそれぞれ電話機をつけて使おう

とするとノイズが入ることがあります。電話機のご使用はス

プリッタを通して接続された一台のみとしてください。 

● 電話回線上に分配器がある場合、分配器の手前にスプリッタ

を取り付けてください。分配器具は取り付けたスプリッタの

[PHONE] 側に取り付けるようにしてください。宅内配線につ

いてご不明な場合は、配線工事業者にお問い合わせください。 

● 電話回線上にホームテレホン、インターホン、セキュリティ

装置、ガス検針装置、CS・BS放送関連装置が設置されていな

いか確認してください。それぞれの機器については、それぞ

れの機器の設置業者にお問い合わせください。 

● 電話機とADSLモデムはなるべく離して設置してください。 

● タコ足配線はノイズの原因となる場合があります。パソコン

およびモデムと電話機は、別の電源コンセントに接続してく

ださい。 

b. 電話を使用しているときだけ ADSL 通信ができる 

原因 対処方法 

電話回線上にACR(LCR)アダプタがあり

ます。 

● 建物内や宅内の配線をご確認の上、ACR(LCR)アダプタの有無

を確認してください。宅内配線について不明な場合、配線施

工業者にお問い合わせください。 

● 集合住宅の場合、建物の管理組合、管理会社にご相談くださ

い。 

電話回線上に、その他通信に影響を与え

る機器があります。 

● 電話回線上にホームテレホン、インターホン、セキュリティ

装置、ガス検針装置、CS・BS放送関連装置が設置されていな

いか確認してください。それぞれの機器については、それぞ

れの機器の設置業者にお問い合わせください。 

c. POWER ランプが点灯しない 

原因 対処方法 

ADSLモデムに電源が供給されていませ

ん。 

● ACアダプタがADSLモデムに接続されていることを確認してくだ

さい。 

● ACアダプタが電源コンセントに確実に接続されていることを

確認してください。 

● 電源コンセントに電源がきている(通電している)ことを確認

してください。 

● 本製品付属のACアダプタであることを確認してください。 
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d. ALARM ランプが継続的に点滅または点灯する 

原因 対処方法 

機器の故障が考えられます。 ● 電源の入れ直しを行っても、症状が変わらない場合は、お問

い合わせ窓口までご相談ください。なお、電源を入れたとき

にはALARMランプが一時的に点灯します。 

e. ADSL ランプが点灯しない・点滅を繰り返す 

原因 対処方法 

電話局側のADSL信号を検出できません。 

モジュラーケーブルにノイズが加わりやす 

くなっています。 

● 電話回線がADSLモデムの「LINE」に確実に接続されていること

を確認してください。 

● スプリッタが正しく接続されていることを確認してください。 

● スプリッタがADSLサービスをご契約された電話回線に接続され

ていることを確認してください。 

● 複数のモジュラージャックがある場合、他のモジュラージャッ

クに接続されている機器を全て取り外してください。 

● スプリッタを経由せず、モジュラージャックとADSLモデムを直

接接続し、状況に変化があるか確認してください。 

● 電話回線上にホームテレホン、インターホン、セキュリティ

装置、ガス検針装置、CS・BS放送関連装置が設置されていな

いか確認してください。それぞれの機器については、それぞ

れの機器の設置業者にお問い合わせください。 

● モジュラーケーブルに、ADSLモデムの電源ケーブル、パソコ

ンの電源ケーブル等の電線がからまないようにしてくださ

い。 

● 本製品付属のものより長いモジュラーケーブルは使用しな

いでください。 

● NTT収容局からお客様宅までの電話回線の環境（電話回線の 

線路長が長い、ISDNなどの干渉を受けている等）がADSLに適

していないと、速度が低下したり、ADSLサービスをご利用い

ただけない場合がございます。 
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f. LAN ランプが点灯しない 

原因 対処方法 

LANケーブルの接続先を認識できません。 ● LANケーブルがADSLモデムの「LAN」に正しく接続されているこ

とを確認してください。 

● パソコンとADSLモデムを直結する場合、LANケーブルは本製品

に付属しているものをお使いください。 

● お使いのパソコンの電源が入っていること、正しくLANのドラ

イバが導入され、使用可能な状況になっていること、パソコ

ンとLANケーブルの接続に誤りがないことを確認してくださ

い。 

● Ethernet HUB を用いて接続する場合、カスケードポート

(UPLINKポート)とADSLモデムからのLANケーブルを接続して

ください。 

● 上記いずれも問題なければ、確認のため、パソコンもしくは

Ethernet HUBのインタフェース設定を10Mbps半二重モード固

定にして状況に変化が無いか確認してください。 

g. PPP ランプが点灯しない 

原因 対処方法 

インターネットにアクセスしていません。 ● 通常設定の場合、インターネットにアクセスしていない状態

ではPPPランプが点灯しません。お使いのパソコンでWebブラ

ウザを起動し、インターネット上のホームページを表示して

ください。 

h. Web ブラウザにて ADSL モデム管理メニューが表示できない 

原因 対処方法 

パソコンに適切なIPアドレスが割り当

てられていません。 

● 「かんたんガイド」の「ADSLモデムとパソコンの接続を確認」

を参照し、パソコンのIPアドレスを確認してください。 

Webブラウザの設定に誤りがあります。 ● お使いのWebブラウザがプロキシを使用しない設定になって

いることを確認してください。 

● お使いのWebブラウザがJavaScriptを使用する設定になって

いることを確認してください。 

● お使いのWebブラウザのインターネット一時ファイル（キャッ

シュ）のクリアを行ってください。 

ADSLモデムが起動中(セルフテスト中)

です。 

● ADSLモデムの起動を確認（前面ランプのPOWER, LAN, ADSL が

全て緑点灯）してから、再度アクセスしてください。 
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i. インターネットにアクセスできない 

原因 対処方法 

これまでにチェックした項目が全て正

常か、もう一度確認してください。 

● ACアダプタを電源コンセントから抜き、もう一度差し込んで、

ADSLモデムの電源をON/OFFしてください。 

● 本体前面のADSLランプが点灯していることを確認してくださ

い。(p.8 2-1 参照) 

● 本体前面のLANランプが点灯していることを確認してくださ

い。(p.8 2-1 参照) 

● ADSLモデムの「機器設定・ログ」画面で、ADSL回線状態が「通

信中」となっていることを確認してください。(p.10 2-3 参

照) 

● PPPの状態が「確立」となっていることを確認してください。

(p.10 2-3 参照) 

ブロードバンドルータをお使いの場合、

設置方法を間違えていると、インターネ

ットにアクセスできなくなる場合があ

ります。 

● ブロードバンドルータの設置方法を確認してください。 

● ADSLモデムとパソコンを直結してインターネット接続できる

か、確認してください。 

パソコンの動作が不安定になっている

可能性があります。 

● パソコンを再起動してください。 

接続先のサーバやその途中の経路、イン

ターネットプロバイダなどで障害が発

生している場合があります。 

● ホームページのアドレスが正確に入力されているか確認して

ください。 

● メンテナンス中などにより、一時的に特定のホームページが

表示できない場合があります。時間帯をずらして、アクセス

してみてください。 

● 他のページを表示してみてください。 

● ご利用のプロバイダにお問い合わせください。 
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2 モデムの管理操作 

2-1 前面ランプの見方 

前面図 

 
 

① POWER ランプ 

 緑色に点灯：通電中 

② ADSL ランプ 

 緑色に点灯：ADSL リンクアップ時 

緑色に点滅：トレーニング中や、ADSL リンクアップ後データが流れている時 

③ PPP ランプ 

 緑色に点灯：PPP リンクアップ時 

赤色に点滅：リンク確立中 

橙色に点滅：認証実行中 

橙色に点灯：IP アドレスの獲得に失敗 

④ LAN ランプ 

 緑色に点灯：LAN リンクアップ時 

緑色に点滅：データが流れている時 

⑤ ALARM ランプ 

赤色に点滅または点灯(継続的)：起動時 

 

① 

② 
③ 

⑤ 
④ 
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2-2 管理メニューを表示する 

① Web ブラウザを起動してください。 

② Web ブラウザのアドレス欄に下記のアドレスを入力し、Enter キーを押してください。 

http://192.168.1.1 

ネットワークパスワードの入力ダイアログボックスが表示されます。 

 
③ 次のユーザ名およびパスワードを入力し、ＯＫをクリックしてください。 

ユーザ名 root 

パスワード root 

 

④ MegaBit Gear 管理メニューが表示されます。 

 

メニューフレーム 操作フレーム 
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2-3 機器状態・ログを見る 

通信が途切れた時など、障害の有無を参照することができます。 

また、ログ内容により機器状態の変化を知ることができます。 

 

① 2-1.の手順に従って、モデム管理メニューを開いてください。 

② 左側のメニューフレームから、「機器状態・ログ」をクリックしてください。 

画面が表示されます。 

③ この画面の「ADSL 回線状態」で、現在の ADSL 回線の接続速度を確認できます。 
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3 環境確認シート 

弊社お問い合わせ窓口にお問い合わせいただく際には、あらかじめ以下の環境確認シートにご

記入下さい。 

 
●ADSL サービスお客様宅内環境設定シート 

■お客様情報 

●ご氏名 ●ユーザID 

 

●回線種別 

 1. 電話共用タイプ 2. ADSL専用回線タイプ 

●ADSL回線の電話番号 

 

■発生している症状について( p.3 にてあらかじめ対処方法をご確認ください) 

●現在の症状 

1. ADSLモデムの管理メニューが表示できない 

2. インターネット接続ができない 

3. 接続できるが頻繁に切断する 

4. 突然接続できなくなった 

5. 速度が遅い 

6. その他 

 

●現在の症状を詳しく書いてください 

 

 

 

 

●いつから発生しましたか？ 

１．サービス開始直後 ２．２週間以内 ３．２週間～１ヶ月前 ４．１ヶ月以上前 

●発生時、何か宅内外で環境の変化がありましたか？ 

宅内配線を変更した（具体的に）・近くに落雷があった等具体的にご記入ください 
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■ADSLモデムの状況 

●モデムのLED状態 

 POWER 1. 緑色に点灯 ２．消灯 

 ADSL 1. 緑色に点灯 ２．緑色に点滅   ３．消灯 

 PPP 1. 緑色に点灯 ２．橙または赤点滅 ３．消灯 

 LAN 1. 緑色に点灯 ２．緑色に点滅   ３．消灯 

 ALARM 1. 消灯    ２．赤点滅または継続的に赤点灯 

●モデムの状態について、その他お気付きの点がありましたらお書きください。 

 

 

 

 

 

 

■パソコン環境 

●コンピュータ環境 

1.メーカー製 メーカー名(               )型番(                    )  2.自作機 

●ご利用OS 

1.Windows® XP  2. Windows® 2000  3.Windows® Me 4. Windows® NT 
5.Windows® 98SE(Second Edition)  6.Windows® 98  7.Windows® 95 
8.MacOS(Ver.        )  9.その他(          ) 

●インターネット関連ソフトウェア 

a.ウィルス対策ソフト(商品名:                                        ) 

b.ファイヤウォールソフト(商品名:                                    ) 

c.インターネット表示高速化ソフト(商品名:                            ) 

●周辺機器の有無 

1.なし        2.あり(機器名等:                                      ) 

■LAN環境 

●ご利用のLANアダプタ名 ●ハブまたはブロードバンドルータを利用して複数台のパソコン

を接続されていますか？ 

1.1台のみ            2.複数台を接続(  )台 

●ハブ、ブロードバンドルータ(BR)、無線 LAN の使用 

1.なし      2.あり(種類: ハブ・BR・無線LAN)  製品名(                       ) 
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■ご自宅・周辺環境 

●住居形態 

1.一軒家(  )階建  2.集合住宅(アパート・マンション・公団住宅)(    )階 

●周辺環境(ご自宅のお近くにある該当するもの全てに○をつけてください) 

1.鉄道  2.高速・高架道路  3.大きな河川・湖  4.高圧送電線  5.電波塔・アンテナ 

6.放送局  7.工場  8.空港  9.自衛隊・米軍基地  10.その他(                   ) 

●宅内環境(本体設置周辺の電源を利用している状況を確認してください) 

a.モデムの1m以内にノイズ源がある 

(冷蔵庫、電子レンジ、TV、ステレオなど) 
はい・いいえ 

b.モデムをパソコンの上に載せている はい・いいえ 

c.モデムの電源をタコ足配線でとっている はい・いいえ 

d.モデムの周囲に電源タップがある はい・いいえ 

e.その他 

 

■電話回線状況 

●モジュラージャック個数(電話機のさしこみ口)  (    )個 

※複数ある場合、全てのモジュラージャックで接続を確認してください。 

 他のモジュラージャックに通信機器などは接続しないでください。 

●PBX交換器(ホームテレホン、ビジネスホンなど)  あり・なし 

●FAX専用機  あり・なし 

●電話回線を併用するサービスの有無 

(以下の中で現在宅内にあるものすべてに○をつけてください) 

1. テレホンアダプタ(KDDI、日本テレコムなど) 

2. ドアホン(インターホンと電話機が電話回線を共有) 

3. ホームセキュリティ(セコムなど) 

4. ガス警報機・検針器   

5. 火災報知器 

6. CATV、CS放送(SKY PerfecTV!など) 

7. その他(                                             ) 

●宅内配線図 

ご自宅の配線の長さをご記入ください。(単位: メートル) 

 
＊実際にお送りするものとは、形状が多少異なる場合がございます。 

 



 



 



 


