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製品個装箱には以下の製品と重要な書類関係を梱包しておりますので、最初に確認して下さい。 

1． メディアコンバータ装置本体     1 台 

2． 電源アダプタ      1 台 

3． 取扱説明書      1 部 

4． 製品保証書(シリアルナンバーと無償保証期限が記載されています) 1 部 

※取扱説明書と製品保証書は大切に保管して下さい。 

 
 
 

下記の点に注意してご利用下さい。 

・メディアコンバータの重ね置きをしないで下さい。 

・メディアコンバータの取付で本体全体を包み込むような取付はご遠慮下さい。 

・メディアコンバータを設置する際、本体に加工を施す改造は行わないで下さい。 

・メディアコンバータに強い衝撃を与えないで下さい。 
 ・メディアコンバータの放熱スリットの隙間に金属物や異物を入れないで下さい。 

 ・メディアコンバータの放熱スリットを塞がないで下さい。 

 ・以下場所での使用はしないで下さい。 

   水などの液体がかかる恐れのある場所・湿気が多い場所 

   埃の多い場所 

   直射日光のあたる場所 

   結露するような場所 

   仕様の環境条件を満たさない高温・低温の場所 

 ・レーザ光源を直視すると失明の危険性があります。 

 ・電源アダプタで電源供給する場合は、同梱の電源アダプタをご使用下さい。 

 ・ターミナルブロックへハーネスを差し込む場合は、ターミナルブロックを取外してから行って 

下さい。 

  その時、電源ラインのブレーカ回路を遮断して電気が流れない状態で行って下さい。 

・ターミナルブロックへ DC 電源供給を行う場合は、仕様の電圧値を守って下さい。 

 ・ターミナルブロックへDC電源供給を行う場合は、プラス側とマイナス側の極性を間違わ 

ないで下さい。 

・電源ハーネスの被覆を約 7mm 剥ぎ取り口出しして下さい。導体露出部がターミナル 

ブロックからはみ出した状態では感電の恐れがあります。 
 
 

 

 
 
 

メディアコンバータ装置本体の表示 LED を図 1 と下表に示します。 

 
図 1. WAC-2012BTFC(SM-zz)の前面 

LED 表示 色 詳細説明 

PWR 緑 DC ジャック部 電源供給時に点灯します 

PW T1 緑 ターミナルブロック部 TB1 に電源供給時に点灯します。 

PW T2 緑 ターミナルブロック部 TB2 に電源供給時に点灯します。 

TP Link/ACT 緑 TP ポート リンク確立時に点灯します。データ送受信時に点滅します。 

Speed 緑 
TP ポート 100Mbps で動作時に点灯します。10Mbps で動作時は消灯し

ます。 

FDX 緑 
TP ポート全二重で動作時に点灯します。半二重でコリジョン発生時に点滅

します。 

F/O Link/ACT 緑 FO ポート リンク確立時に点灯します。データ送受信時に点滅します。 

PWR/Port Fault 
緑 

橙 

TP ポート/FO ポートのリンクが確立しない時に(橙)が点灯します。 

(DIP スイッチ Pin5 と Pin6 が ON の時) 

電源供給が DC ジャック/TB1/TB2 のうち 1 個使用時に(橙)が点滅します。 

電源供給が DC ジャック/TB1/TB2 のうち 2 個使用時に(緑)が点灯します。 

 
 
 

ターミナルブロック図のピンアサインを図 2 と下表に示します。 

 
 
 
 
 
 
 
 

適合ハーネスサイズ：AWG12～AWG28 

ターミナルブロックの締め付けトルク：50N・cm 

お使いになる前に  (同封物の確認) 

使用上のご注意 

LED 表示 / 装置本体の前面 

ターミナルブロック部 

 
 図 2.ターミナルブロック部 

※定格：16(V)/0.5(A) 
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メディアコンバータ装置本体の DIP スイッチ設定を図 3 と下表に示します。 

 
図 3．WAC-2012BTFC(SM-zz)の DIP スイッチ 

 

ピン 1、ピン 2、ピン 3 の組合せにより、5 種類の TP ポートの設定が可能となります。 

 

ピン番号 設定内容 OＦＦ ON 

1 TP ポート オートネゴシエーションの有効・無効設定 有効 無効 

2 TP ポート 伝送速度(10Mbps/100Mbps)固定設定 100Mbps 10Mbps 

3 TP ポート Duplex 設定 全二重 半二重 

4 リンクアラーム機能の有効・無効設定 無効 有効 

5 リザーブ（未使用） 常時 OFF 設定 

6 リザーブ（未使用） 常時 OFF 設定 

7 パススルーモードの有効・無効設定 無効 有効 

8 
FO ポート Fault アラームの有効・無効設定 

(ターミナルブロック部 Fault 端子から接点出力) 
無効 有効 

9 
TP ポート Fault アラームの有効・無効設定 

(ターミナルブロック部 Fault 端子から接点出力) 
無効 有効 

 

※ 出荷時、全てのピンは、OFF です。 

※ DIP スイッチの設定変更は、電源 OFF->ON により有効になります。 

 
 
 

メディアコンバータ装置本体は、リンクアラーム機能をサポートしています。 

リンクアラーム機能は、TP ポートと FO ポートのいずれかがリンクダウンした時に通信経路に障害があ

ることを警告するために他のポートを強制的にリンクダウンさせる機能です。 

○リンクアラーム機能を有効(DIP スイッチ Pin 4：ON)とした場合 

・自局の TP ポートがリンクダウン時 

 対向の TP ポートがリンクダウンします。(但し、対向の FO Link LED は点灯したままです。) 

・自局の FO ポート(対向の FO ポート)がリンクダウン時 

 自局の TP ポートおよび対向の TP ポートがリンクダウンします。 

・対向の TP ポートがリンクダウン時 

 自局の TP ポートがリンクダウンします。(但し、自局の FO Link LED は点灯したままです。) 

※1：リンクアラーム機能を有効時は、自局および対向の TP ポート、FO ポートが正常にリンクアップ

時に TP Link LED、FO Link LED が点灯します。 

※2：リンクアラーム機能をご使用の際は、対向のメディアコンバータのリンクアラーム機能を有効とし

て下さい。 

※3：リンクアラーム機能をご利用する場合は、対向装置は同一機種を使用して下さい。他機種と

の組合せでリンクアラーム機能を使用した場合は、正常に動作しないことがあります。 

○リンクアラーム機能を無効(DIP スイッチ Pin4：OFF)の場合 

TP ポートと FO ポートの LED 表示は個別のリンクスタータスとなります。 

 
 
 

メディアコンバータ装置本体は、Fault アラーム機能をサポートしています。 

Fault アラーム機能は、TP ポートあるいは FO ポートがリンクダウンした時にターミナルブロック部中央

にあるターミナルブロックの端子(Fault 表示部)を使ってリンクダウンを知らせる機能です。 

※DIP スイッチ Pin8/Pin9 で FO ポート、TP ポートそれぞれ個別に Fault アラーム機能を設定する

ことができます。 

アプリケーション例を以下に示します。 

 
 
 
 
 
 
 
 

TP ポートの設定 

DIP スイッチ ピン番号 

ピン 1 ピン 2 ピン 3 

OFF ON OFF ON OFF ON 

オートネゴシエーション ✔  ✔  ✔  

100M/Full 固定モード  ✔ ✔  ✔  

100M/Half 固定モード  ✔ ✔   ✔ 

10M/Full 固定モード  ✔  ✔ ✔  

10M/Half 固定モード  ✔  ✔  ✔ 

DIP スイッチ設定 リンクアラーム機能 

Fault アラーム機能 

 

TP ポートあるいは FO ポートが 

リンクダウンした時は、クローズとなります。 
A 接点 

(正常時：オープン/異常時：クローズ) 

端子定格：DC16V/0.5A 
適 合 ケ ー ブ ル サ イ ズ ：
AWG12~AWG28 



ワイドレーティング ファストイーサネットメディアコンバータ 取扱説明書 

                                                                                                          (WAC-2012BTFC(SM-zz)) 

2020 年 五版 No.：GUI-OMCOCT16-0029B  :  ページ : 3/3 

 

 

日本テレガートナー株式会社 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町 22-14 N.E.S ビル 7 階 TEL 03-6455-3210 

 
 
 

   準拠規格 IEEE802.3IEEE802.3u 

ポート数 F/O ポート(100BASE-FX)  1 ポート 

 TP ポート(10/100BASE-TX) 1 ポート 

LED 表示 PWR、PW T1、PW T2、TP Link/ACT、Speed、FDX、 

 F/O Link/ACT、PWR/Port Fault 

電源入力方法 ターミナルブロック(2 入力 DC12V~DC48V) 

 DC ジャック (DC12V)、 

Fault 端子の定格/種類 16(V)/0.5(A)、A 接点(正常時：オープン/異常時：クローズ) 

装置の設置方法 平置き、DIN レール、壁掛け 

消費電力 2.5W＠12V 以下 

性能保証温度 -20℃ ～ 60℃ 

性能保証湿度 5% ～ 90%(結露がないこと) 

外観寸法 35mm(W)×93mm(D)×108.7mm(H) (突起部含まず) 

F/O ポート 

適合コネクタ SC 光コネクタ/JIS C5973 F04 型 

 PC 研磨(WAC-2012BTFC) 

 UPC または SPC 研磨(WAC-2012BTFC(SM-zz)) 

必要心線数 2 芯 

光学特性 

    
 

TP ポート 

   適合ケーブル カテゴリ 5eUTP/STP ケーブル(AWG24 相当) 

   適合コネクタ RJ-45 コネクタ 

   伝送距離 100m 

   MDI/MDIX 機能      有 

 
 

  TP ポート 

    適合ケーブル      Cat.5e 及び Cat.6 以上 UTP/STP ケーブル 

    適合コネクタ      RJ45 コネクタ 

    伝送距離      100m (AWG24 相当の UTP/STP ケーブル使用時) 

 オート MDI/MDIX 機能 有 

 
 

 
 
 
 

○DIN レール取付 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

○壁面取付 

・側面を使っての壁面取付 

 
 
 
 
 
 
 

・背面を使っての壁面取付 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

概略仕様 

型名 適合ケーブル 発光/受光波長 
発光レベル 

範囲 

最小受光 

レベル 

リンク 

バジェット 

伝送 

距離 

WAC-2012BTFC 
石英系 GI タイプ 

マルチモード 
1310nm 

-20dBm～

-14dBm 
-31dBm 11dB 2km 

WAC-2012BTFC 

(SM30) 
石英系 

シングルモード 
1310nm 

-15dBm～

-8dBm  
-34dBm 19dB 30km 

WAC-2012BTFC 

(SM50) 

石英系 

シングルモード 
1310nm 

-5dBm～

0dBm 
-35dBm 30dB 50km 

WAC-2012BTFC 

(SM80) 

石英系 

シングルモード 
1310nm 

0dBm～

5dBm 
-36dBm 36dB 80km 

 

設置方法 

 
  

メディアコンバータ背面にあるク

リップを下げて下さい 

DIN レールにメディアコンバータ

をひっかけて下さい 

メディアコンバータが DIN レール上に 

固定されれば、クリップを上げて下さい。 

 
 

クリップ 

 

電源アダプタ接続箇所 

 

電源アダプタ 


