ホテルだろうが車の中だろうが、コンピュータとインターネットの利
用ができなくてはモバイルではない。その際に必要なのが通信回線
と電源の確保だ。今回は外出先でこれらを確保できるためのグッズ
を紹介しよう。
Illust : Karasawa Nawoki

[

▼

携帯電話とPHSだけ
では通信できない
こともある

]

内部には極端に弱くなる。それを補うの
がNTT パーソナルのホームアンテナとア
ステルのパワーアンテナだ。これらは本
来自宅やオフィスの電波が届いている窓
際に設置して、通常は電波が届かないそ

本誌読者のノートPC ユーザーなら、

の内部までPHS の電波を中継するもの

社内や自宅でインターネットしているの

だ。ところが、これらは電池で14 時間

は当たり前。携帯電話やPHS と通信カ

〜 24 時間も待ち受けができる。その利

ードを使ってモバイルコンピューティング

点を生かして持ち歩き、たとえばファミ

を実践している方も多いだろう。しかし、

リーレストランに入る前に車のダッシュ

携帯電話もエリア外への出張ではその威

ボードに置いておく。実際に試したとこ

力は発揮できない。ホテルではアナログ

ろ、20 メートル程度は電波を中継して

モデムのお世話になるかもしれない。ま

くれる（状況によるが）ので、レストラ

たPHS ではファミリーレストランに入っ

ンの中でもPHS が使えるというわけだ。

ただけで電波が届かなくなってしまう。

このほか、出張先のホテルの窓際に置い

車で移動する時間が長い営業職や地方

てメールをチェックしたり、訪問先の会

出張などでは、ノートPC のバッテリー

社の窓際に置いてインターネットを使っ

の持ちも気になる。

たデモを行うといった使い方もできる。

いくら立派なノートPC を持っていて

宿泊先のホテルがPHS が入らないな

も、電源と通信回線がなければ宝の持ち

ら、アナログ回線を使うことになる。携

腐れだ。そこで今回は、モバイル道の実

帯電話を使ってもいいが、わざわざ遅く

践として、電源と通信回線を確保する

て高い回線を使う必要はない。ホテルの

ために役立つグッズを紹介する。

アナログ回線を使うときに注意しなけれ

PHS の場合、携帯電話よりも地下鉄
構内などには強いのだが、店舗や建物の

ばならないのが、そのホテルの交換機だ。
家庭やオフィスと違って大きな電流が流

ホームアンテナHA-2S
NTT パーソナル
●
NTT パーソナルの PHS 用電波中継器。
見通しのよいところなら20 メートル程度
は中継してくれる。店頭販売はしておら
ず、レンタルとなる。
問い合わせ 0120-898956
URL http://www.nttphs.co.jp/

パワーアンテナPX-11
アステル
●
アステルの PHS 用電波中継装置で、や
はり最 大 20 メートル程 度 中 継 できる。
こちらも販売ではなく無料レンタルして
くれる。
問い合わせ 0120-050-017
URL http://www.astel.co.jp/
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れていて、モデムを壊してしまうことがあるか

IrDA 1.0 規格の赤外線ポートがあればいい。

テリーでは心許ない。そんなときに用意した

らだ。これをチェックするためには、モデムプ

電話機のIrDA ポートは正面のテレホンカード

いのが、シガーライターソケットで使えるDC

ロテクターが便利だ。これを使えば過電流が

挿入口と正面下部の2 箇所にあるので、ノー

アダプターだ（ちなみに普段使っているACア

流れていないかなどの危険が一発でわかる。長

トPC の向きも自由がきく。通信速度は従来

ダプターというのは、本当はAC-DCアダプタ

期の宿泊で、しかも近くにパソコンショップ

のISDN 公衆電話と同じ64Kbps で、電話料

ーで、交流から直流に変換する。この場合は

がない場合、初日にモデムが壊れたら、それ

金ももちろん通常の公衆電話と同じだ。6 月

元が直流だからDC-DC アダプター、略して

以後一切通信ができないということもあり得

下旬には、東京都内に300 台程度設置され

DCアダプターだ）
。シガーライターソケットか

る。100 円ライター程度の大きさで価格も

るということで、まだまだお目にかかる機会は

ら電源をとって100Vに変換するインバーター

3000 円弱なので、転ばぬ先の杖、という感

少ないかもしれない。しかし、赤外線ポート

もあるが、それらは20000 円近くする。たし

じで持っていきたい。

を持ったウィンドウズ95 のノートPC なら、

かに100V が取り出せれば使い勝手はいいが、

TA カードもケーブルもいらないのだから、ぜ

携帯できる電子機器のほとんどはACアダプタ

ひ活用してほしい。なお、実際の使用に際し

ーで動作するのだから、100Vが必要なことは

ては、赤外線ポートのドライバーなど、いく

そうはないはずだ。下の写真のマルチDCアダ

つかのファイルと設定が必要だ。必要なファ

プターは、取り出す電圧電流を1.5V/500mA

イルと設定方法、通信の仕方などはNTTの公

から12V1500mAまで1.5V刻みで設定するこ

衆電話のホームページに掲載されているので、

とができる。ノートPCのACアダプターは15V

一度のぞいてみてほしい。必要なファイルも

から 1 6 V で 2 A （ 2 0 0 0 m A ） から 2 . 5 A

[

▼

PC カードTA 不要の
ISDN 公衆電話が
現れた

]

外出先での大量のデータの送受信では、
ISDN公衆電話を使えば速く安くすむ。だが、

ここからダウンロードできる。

それには高価なTA のPC カードが必要だ。と
ころが、TA カードを必要としないISDN 公衆
電話が現れた。
「赤外線通信インターフェー
ス付きISDN公衆電話」
、通称「赤目グレ電」
がそれだ。
赤目グレ電は赤外線（IrDA）ポートと、そ
れを使ったTAを電話機自体に備えている。そ
のため、ノートPC側にはTAカードがいらず、

[

▼

（2500mA）というものが多いのだが、バッテ
リーは9.6Vから12V程度だから、動作に問題

]

シガーライターソケットで
使えるマルチDCアダプター
は超便利

はない。もちろんコネクターのプラスとマイナ
スの極性も反転できるし、機器に接続する側
のコネクターも大小10 個近くそろっているの
で、ノートPC だけではなくヘッドフォンステ
レオやゲームボーイに使うこともできる。ただ

前述したような営業職や出張で1 日の多く

し、ノートPCの場合、純正のACアダプター

を車で過ごすときには、ノートPCの内蔵バッ

以外を使って故障した場合には保証の対象外

マルチDC アダプター
NTT の公衆電話のページには、赤目グレ電に必要なフ
ァイルや設定方法がある。
URL http://www.payphone.tokyo.ntt.co.jp/

タペックス（電気堂）
実勢価格： 3000 円
●
車のシガーライターソケットからDC 電源を取り出すアダプ
ター。電圧/電流、機器接続側ジャックの大きさと極性が
変えられる。電圧やジャックの数などによって他にも種類
があるので、適当なものを選ぼう。

「 赤 目 グレ電 」 なら T A カードもケーブルもなしで
64Kbps 通信ができる。

モデムプロテクターChecky PX-CHK01
プラネックスコミュニケーションズ
実勢価格： 2900 円
●
ホテルなどのモジュラージャックに流れる電流量を検知して過電
流によるモデムの破損を防ぐ。100 円ライターをひとまわり大
きくした程度の大きさだ。
URL http://www.planex.co.jp/

携帯電話用電源アダプター
でんちDE フルチャージ＋カーアダプター
多摩電子工業
実勢価格： 3800 円
●
携帯電話のバッテリー代わりに乾電池（006p）を使うためのア
ダプターとカー電源を利用するためのアダプターのセット。乾電
池アダプター単体でも販売している実勢価格 2000 円程度）
。
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になることが多いので、それだけは覚悟してお

ないし、それほどかさばらないので、初めて宿

が、それだけではない。RJ-11 コネクターの

こう。

泊するところにはぜひ持っていこう。

オスとメスが2個ずつ付いているのだ。そのた

もう1 つ車載ネタにいこう。下の携帯電話
アダプターがそれだ。これを接続しておけば、
電話機のバッテリーを使わなくてすむだけでな
く、充電することもできる。また同梱の電池
アダプターを使えば、006P-9V電池を電源と
することもできる。思いがけなく携帯電話の

[

▼

め、壁のモジュラーコンセントへ直接接続す

]

モジュラー延長コードは
オス・メスを選ばないものを

ることはもちろん、ケーブルが壁に据え付けの
場合でも接続できる。逆にモデムカードのケ
ーブルがオスでもメスでも接続できる。別の変
換アダプターなしにこれ1つでどんな状況にも
対応できるところがメリットだ。

バッテリーが切れたときにいいだろう。この乾

さてホテルについて電源は確保できた。モ

最後のオマケとして、通信回線と電源に直

電池アダプターは単体でも2000 円程度で販

デムプロテクターで交換機の安全も確認でき

接関係はないのだが、ケーブルや電源コード

売している。車載電源と携帯電話アダプター、

た。ではモデムをつないで……、というとき

をまとめるのに役立つグッズを紹介しよう。下

携帯電話の乾電池アダプターは日常持ち歩く

に壁や電話機のモジュラーコンセントがノート

にあるベロクロテープがそれだ。これらは写真

ものでもない。だが、車の電圧とシガーライ

PC のモデムに届かない、では困る。ノート

のようにAC アダプターのコードをまとめるの

ターソケットの形状さえ合えば海外でも使う

PC を床に置いてでもつながればなんとか電子

にとても重宝する。幅の細いものならヘッド

ことができるのがメリットだ。

メールくらいは受信できるかもしれないが、こ

フォンのコードやモジュラーケーブルなどにも

電源グッズもう1つ。ホテルなどでは電源コ

れでは快適にインターネットとはいかない。こ

使える。写真のものはパソコンショップで購

ンセントが少なかったりデスクから遠かったり

んなときにはモジュラー延長ケーブルを使えば

入したものだが、手芸店に行けば1 メートル

する場合が多い。そんなときのために、電源

いいというの は、本誌読者なら当然わかるこ

単位でもっと安く手に入れることができるだ

延長タップを持っていくと便利だ。またコン

とだろう。とはいえ、
「生」のモジュラーとキ

ろう。ノートPCまわりの小物はこれでまとめ

セントに差す突起が本体に付いているACアダ

ャラメルのようなアダプターでは情けない。そ

たうえでポーチなどに入れれば、日常の持ち

プターの場合、ほかのコンセントが邪魔で差

こで登場するのが下の写真のような携帯に便

運びが楽になるぞ。

さらないものがある。こんなときはアタッチメ

利なモジュラー延長ケーブルだ。これらのいい

ントコードを使いたい。どちらも高いものでは

ところは携帯しやすい形にあるのはもちろんだ

AC アダプター用
アタッチメント電源コード
オーディオテクニカ
実勢価格： 1000 円
●
「ツメ」が本体に生えているAC アダプターはコンセント
に差しにくい。そんなときに使う 20cm ほどの短い延
長コード。これがけっこう役に立ってくれるのだ。
問い合わせ 042-739-9161
URL http://www.audio-technica.co.jp/

電源タップ
実勢価格： 700 円〜 2000 円
●
家庭で使っているのと同じ電源タップだが、モバイル用
には1 メートルから3 メートル程度、2 口か3 口でいい
だろう。価格はコンセントの口数と長さで変わる。

モジュラー延長セット
携帯型テレホンコードTL-W3
実勢価格： 2000 円
ソニー
●
携帯に便利なペン型のモジュラー延長コードのセット
で、接続先のコネクターがオスでもメスでもOK。最長
で80cm までしか延びないのは、ちょっと短い感じだ。
問い合わせ 03-5448-3311

結束バンド・ベロクロテープ
●
いずれも長さ20cm ほのもので、写真のようにAC アダ
プターと電源コードをまとめることができる。下の2 点
は5 本程度で600 円から800 円程度。手芸店なら1
メートル300 円ほどで購入することもできる。

モジュラー延長セット
巻取りモジュラーコードHC-T220
実勢価格 1500 円
日本ビクター
●
モジュラーのコネクター部分までケースに収まる名刺入
れサイズのモジュラー延長セット。最大 2 メートルまで
延ばせるので、実用的だ。接続するコネクターはオスで
もメスでも問題ない。
問い合わせ 03-5684-9311
URL http://www.victor.co.jp/
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各キャリアの携帯電話に対応！
電話帳はPCで管理する
月号のモバイル道のこのコーナーで、NTT
ドコモが発売している携帯電話のメモリーに
ある電話帳データをPC に転送して編集できるキ
ットを紹介した。しかしこれは同キャリアのNEC
製の携帯電話にしか対応していなかった。便利な
ソフトなので「他社製の携帯電話や他のキャリア
のものにも対応してくれれば」と思っていたら、う
まい具合に他社から発売されたので、通常のこの
コーナーを拡大して紹介しよう。
の便利はキットは（株）ネオテクノの製
品 で対 応 機 種 （OS）はウィンドウズ
95 と NT だ。
、パッケージにはソフトの CDROM、携帯電話と PC を接続するケーブル、
それにマニュアルが入 っている。ケーブルの
PCへの接続はRS-232Cポートを使う。携帯
電話側のコネクターは余計な切り欠きなどのな
い汎用のものだ。現在販売が続けられている
機種ならまず問題なく接続できるだろう。対
応機種はパッケージに表示されているが、目安
は、NTT ドコモの 201 以降の機種で、他キ
ャリアの製品についても同時期以降ならほとん
どをサポートしているようだ。ネオテクノのホ
ームページには新たに動作確認された機種もホ
ームページされているので、まずはこちらで確
認するのがいいだろう。
帯電話とPC を接続してモバイルエディタ
を起動したら、使用機種を設定する。ほと

5

こ

携

んどの場合は、自動
設定で認識するが、
もし自動認識できな
いときは手動で行え
ばいい。これが済ん
だら、あとは携帯電
話の電話帳データを
読み込んで好きなよ
うに編集すればいい。
携帯電話を買い換え
たときにはそのままデ
ータを移行できるわ
けだ。逆にPC にあ
（株）ネオテクノのホームページにはモバイル
る電 話 帳 データを
エディタの紹介だけでなく、対応機種の一覧
が掲載されている。
CSV 形式のファイ
URL http://www.neo.ne..jp/neo/
ルに変換すれば新た
に読み込ませることもできる。携帯電話を新規で
購入したときなどはこれが便利だ。
た個人で使うには少々高価なキットだが、オ
フィスで使うなら高いものではない。モバイ
ルエディタを1 台のPC にインストールして同じデ
ータを複数の携帯電話に読み込ませることもでき
る（ソフトは1 クライアント版なので複数のPC に
インストールしてはいけない）
。得意先の顧客デー
タや課員の緊急連絡先などのデータを共有するの
に使えるだろう。携帯電話の機種を選ばないから
こそできるワザだ。

ま

CSV 形式の表データも項目を選んで読み込むことが
できるので、応用範囲は広い。

携帯電話の設定画面。ほとんどの機種は自動で認
識するが、もしものときのために手動設定モードも
ある。

モバイルエディタの電話帳データエディット画面。こ
れは携帯電話から読み込んだデータを加工してある。
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