テクニック

最近のTAやダイアルアップルーターは高機 能化が進む一方だ。しかし、搭載されている数多くの機 能を思うように
使いこなすのは難しい。そこで、TAやISDN ダイアルアップルーターを便利に効果的に活用するちょっとしたコツを
お教えしよう。もちろん、ちょっとマニアックなネタも織りまぜて……。
梅垣まさひろ

裏ワザ
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配線で悩んでいるなら無線で即解決だ！
「電話回線は1 階だけどパソコン

の近くに置けるので、電話線を延ば

は2 階に置きたい」
、
「マンションだ

す必要がない。離れた場所のパソコ

から壁に穴を開けられない」
、
「床を

ンにワイヤレス子機を接続するだけ

伝わる配線が汚らしくてイヤだ」と

で、無線を使って64Kbps のインタ

いった人におすすめするのが無線機

ーネット接続ができる。また、子機

能 を搭 載 したワイヤレス T A だ。

には電話機を1 台つなげられるので、

NEC の「AtermIW50 ワイヤレスセ

電話もワイヤレス化できる

ット」なら、TA の親機を電話回線

というメリットもある。

裏ワザ
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「でかけるボタン」で
電話を転送せよ！
NEC の新しいAterm シリーズに
は、本体前面に「でかけるボタン」
が搭載された。このボタンを押すと

■主なワイヤレスTA

ボタン自身が赤く光り、着信転送

NEC Aterm IW50 ワイヤレスセット 61,800 円
NTT i ・トレンビ- W-1000P
80,000 円、
ワイヤレスパソコンアダプター
25,000 円

がセットされる。転送先として、外
出時に持ち歩いている携帯電話や外
出先の電話番号などをあらかじめ設
定しておけば、その番号に電話が転
送される。従来のTA では、着信転

裏ワザ
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送の設定にユーティリティーソフト
を使う必要があるなど面倒なケース

300円のiナンバーで専用電話番号ゲット！

にポンと押すだけだ。デジタル機器

従来もISDN ではダイヤルインサ

このサービスは、i ナンバー対応の

が苦手な家族でもこの機能なら難な

ービス（1 番号につき月額 900 円）

TA を用意すれば利用できる。最近

く使いこなせるはずだ。大事な電話

を利用すれば追加の電話番号が使

発売されたTA ならば、ファームウ

を逃さないし、携帯電話の番号を

えたが、NTT の新しいサービス「i

ェアをアップデートすればほぼ全機

教えずに済むという点もポイントだ。

ナンバー」では月額 300 円とグッと

種 i ナンバーに対応する。

お得な価格で追加番号が利用でき

今の電話番号
（契約者回線番号）
○○○○--○○○○

るようになった。ただし、低料金の
サービスなのでi ナンバーでは追加で
きる番号は1 つだけだ。電話番号が

ISDN
(INSネット64)

DSU内蔵
TA

2 つになれば、電話とファックスで
別の番号を利用したり、夫婦それ
ぞれで専用の番号を持ったりできる。

284
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2つめの電話番号
（新たに利用できるもう1つの電話番号）
○○○○--××××
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4

メール着信通知で手間ヒマ＆課金を節約せよ！

インターネット接続を快適に管理せよ！
ウィンドウズ標準のダイアルアッ

レイのアイコンから複数の接続先を

ールが届くとTA の「MSG ランプ」

プ接続には、複数の接続先を使い

選択したり、テレホーダイ時間にな

が点滅する。BIGLOBE との契約が

分けたり、課金を管理したりする機

ると自動的に接続したりと、ダイア

必要だが、月額 300 円の固定料金

能がなくて不便だ。そこで、インタ

ルアップ接続の環境が格段に向上す

と通知料（月額 60 円、31 通以上

ーネット接続をきめ細かく管理でき

る。また、通信料金や通話料金も

は2 円/通を加算）と低価格だ。1

るソフトを使ってみよう。たとえば、

一目で分かるので、使い過ぎ防止の

日に何度も新着メールが届いてない

接続管理ソフトの定番「RWATCH/

効果もある。

ていないと寂しい。そこで、ぜひ利

かをチェックして無駄足を運んでい

RCONNECT」を使えば、タスクト

用したいのが「メール着信通知機

る人には特におすすめのサービスだ。

■ RWATCH

メールが届いているかどうかが気
になってプロバイダーに接続してみ
たが、新着メールは無かったという
ことが案外とある。ちょっとムダな
時間と電話代を使ってしまった感じ
がするし、せっかく新着メールをチ
ェックしたのに1 通もメールが届い

Aterm シリーズではBIGLOBE にメ

入手先： Jump tech.ed.gifu-u.ac.jp/~ngt/
作者：永津貴大氏
CD-ROM 収録先： A Win → Rwatch

能」だ。この機能を利用すれば、

■メール着信通知機 能のある主なTA& ルーター
NEC Aterm シリーズ
富士通 Netvehicle
NTT-ME MN128-SOHO SL11
YAMAHA rta50i
NEC Comstarz ルーター

BIGLOBE 対応
Infoweb 対応
POP 方式
POP 方式
POP 方式

※ POP 方式ではプロバイダーに電話をかけるため、課金の節約効果はあまりない。

裏ワザ
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ファームウェアのアップデートで新機能をゲット！
illustration: NANKIN

裏ワザ
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TA やルーターを買ってきたままの

i ナンバーへの対応やUSB 機能の強

状態でずっと使っているとしたらも

化など、魅力的な新機能が追加さ

ったいない。なぜなら、かなり古い

れるケースも多い。現在使っている

機種であっても、メーカーでは可能

TA のメーカーのウェブサイトで新バ

な限り最新機能をサポートするため

ージョンのファームウェアがアップ

にファームウェアのアップデートを

ロードされていないかを確認してみ

行っているからだ。最新のファーム

よう。ファームウェアのアップデー

ウェアは、バグの修正だけではなく、

トは決して難しくない。

■メーカーのウェブサイト一覧

ウィンドウズ98 SEでTAを共有せよ！

NEC Aterm シリーズ
Jump

ウィンドウズ98 Second Edition
では、1 台のモデムやTA を使って
LAN で接続されたパソコンすべてが

「インターネットツール」の順に選択
して追加インストールをしよう。

aterm.cplaza.ne.jp

NTT-ME MN128 シリーズ
Jump

www.bug.co.jp/mn128

OMRON MT128S-D/U、他
Jump

www.omron.co.jp/ped-j/

同時にインターネットにアクセスで

アレクソン ALEX-TD603、他

きる「インターネット接続共有」の

サン電子 TS128JX3、他

機能がサポートされた。この機能を
使うには、コントロールパネルの
「アプリケーションの追加と削除」
から、「W i n d o w s ファイル」→

Jump

Jump

www.alexon.co.jp
www.sun-denshi.co.jp

ヤマハ RT シリーズ
Jump

www.rtpro.yamaha.co.jp

富士通 Netvehicle シリーズ
Jump

www.fujitsu.co.jp/hypertext/Products/telcom/NV/

NEC コムスターズルーター
Jump

ccsd.biglobe.ne.jp/comstarz/

古河電工 MUCHO シリーズ
Jump

www.furukawa.co.jp/network/mucho/mucho.html
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ダイヤルインサービスを
使わずにファックスを切り替えよ！

8

ダイヤルインサービスを使わない

ください」というようなメッセージ

でファックスと電話を切り替えるに

を入れておき、簡易 FAX 切替モー

は、
「ALEX-TD603」の「アナログ

ドに設定すればよい。電話一体型の

ポート指定呼出機能」が便利だ。

家庭用ファックスにはよくある切り

このTA には留守番電話応答機能が

替え機能だが、TA が対応したこと

あるので、あらかじめ「電話の方は

によって2 回線あるISDN をより効

1 を、ファックスの方は0 を押して

果的に利用できる。

■ ALEX-TD603 の設定例 （電話機操作、内容）
4*914
1*654
1*62
1*630
1*640

応答メッセージを録音
応答メッセージを選択
すべてのアナログポートを選択
簡易 FAX 切替モードにセット
選択ダイアル待ち時間 10 秒

裏ワザ
1通0.4円の遊遊メールを使いこなせ！

9

Aterm シリーズには、
「UUI メー

ないと送信できないが、遊遊メール

ル」と「遊遊メールEX」の2 つの

EX ではNTT ドコモのキャラメール

メールソフトが付属している。どち

やポケベルにメッセージを送れるほ

らも半角100 文字程度までという制

か、インターネットメールとしても

限付きだが、1 通わずか0.4 円でメ

送信できる。BIGLOBE のID と月

ールが送信できる。UUI メールの場

額 200 円の利用料が必要となるが、

合は受信相手もAterm シリーズを

短いメッセージを送信するのに経済

利用してい

的な方法だ。

裏ワザ
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タダで使えるISDN機能を活用せよ！
ISDN には加入時に申し込むだけ

やPHS 網からはサブアドレスで着信

で無料で利用できる付加機能がいく

する機器を指定できる機能がある。

つかある。例えば、Aterm で利用す

相手が限定されるものの、ダイアル

るUUI（ユーザー間情報通知サービ

インの代わりにサブアドレスでファ

ス）は月額料金が無料（使用料は

ックスを自動的に識別させるという

1 通につき0.4 円かかる）だが、設

方法もある。これらのサービスは無

定が着信許可になっていなければな

料だが、申し込みが必要なものもあ

らない。また、忘れがちなのがサブ

るので注意してほしい。

アドレス通知サービスだ。ISDN 網
サブアドレスなし

電話

電話

TA
ファックス

286
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TA
ISDN網

03-1234-5678

ファックス
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内線転送を使いこなせ！

ダイヤルインやi ナンバーを契約し

てまちまちなので、転送方法をメモ

ていても、受話器をとったら相手が

して電話の側に置いておくといいだ

ファックスだったり、通話中に電話

ろう。例えば、Aterm シリーズなら

機を替えたかったりすることが結構

電話をフッキングし、
「プププ」と

ある。つい忘れがちだが、TA やル

いう音が聞こえたら「＃＊」に続い

ーターには内線通話や内線転送の機

て内線番号（アナログポートの番

能が付いている。方法は機器によっ

号）を押すだけで転送できる。

裏ワザ
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■内線転送 の操作方法 （F はフッキングを表す）
Aterm シリーズ
MN128 シリーズ
INS メイトV8
TD603
RTA50i
MUCHO-E
NetVehicle-fx3

F → #* →内線番号
F→ 0
F → **0
F →内線番号
F → * →内線番号
F→ 2
F → *0#

BODは手動切り替えがグッド！

インターネットのデータ流量が増

より、むしろボタン1 つで手動で回

えてきたら自動的に2B 接続（128

線幅を変更できる手動のBOD のほ

Kbps）になり、データが減ってく

うが便利だ。ファイルなどをダウン

ると1B（64Kbps）に戻る「スル

ロードする時だけ、手動で2B 接続

ープットBOD」はISDN ならではの

にするといったユーザー主導の使い

機能だ。しかし、スループットBOD

分けができるからだ。また、Aterm

はうまく設定しないと電話料金が無

シリーズをUSB で接続している場

駄になってしまうため大抵の人は積

合は、パソコンから切り替えられる

極的に使っていないのではないだろ

「Aterm フレックスBOD for USB」

うか。このような自動切り替え機能

が利用できる。

■マニュアル BOD ボタン搭載の主な機種
アレクソン TD503 α、TD603
SUNTAC TS128JX III
NEC Aterm IR450

裏ワザ
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PIAFSを使ってリモートアクセスせよ！

裏ワザ
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通話中着信通知でリソースBODが生きる！

TA でサポートされているPIAFS

ズ98 では、サーバーとなるマシンに

機能はいったい何に使うのだろうか、

しかアクセスできないが、ウィンド

と思っている人はいないだろうか。

ウズNT サーバーなら、そのネットワ

TA でインターネットに接続する際

ークのドメインへのログインが可能

に、わざわざPIAFS で接続する人

だ。外出先からPHS とPIAFS 通信

はいない。では何に使うかというと、

カードを使い、自宅やオフィスの

リモートアクセスの着信用に使うと

PC にアクセスできるのはなかなか便

リソースBOD とは、2B（128

「通話中着信通知サービス」が有効

いうのが正解だ。ウィンドウズ98 で

利だ。なお、ルーターを使えばもっ

Kbps）の高速インターネット接続

になっていないのが原因だ。通話中

はダイアルアップサーバーとして、

と簡単にリモートアクセスサーバー

を利用しているときに、電話をかけ

着信通知サービスは、ISDN の申し

ウィンドウズNT4.0 の場合はRAS

が構築できるが、NT ドメインへロ

たい場合やかかってきた場合に自動

込み時に指定できる無料のオプショ

として設定すればよい。ウィンドウ

グオンできないといった制約がある。

的に回線を明け渡す機能だ。この

ンだが、別途申し込むときは工事費

機能がうまく働かず、電話をかける

（1,000 円）が必要になる。ISDN

時には問題がないのだが、かかって

申し込みの際には「通話中着信通

くる場合に話し中になってしまうと

知サービス」を必ず指定しよう。

PHS

公衆回線

いう人はいないだろうか。これは、
TA
ノートPC
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「#」で速攻ダイアルせよ！

シリアルポートを延長せよ！

SUNTAC の「TS128JX Ⅲ」は、
シリアルポートを最大で100 メート
ルまで伸ばせる「のびるTA」だ。
これには ESP（Extension Serial
Port）というサン電子独自のポート
が付いており、4 芯の普通の電話線
で延長できる。延長した先に接続す
る付 属 の E S P アダプターには、

「ダイアル桁間タイマー」という
のをご存じだろうか？

USB ポートとシリアルポート、アナ
ログポートがあり、パソコンや電話
を接続できる仕組みだ。無線 TA は
便利だけれどもやや割高感があるが、
TS128JX Ⅲは39,800 円（税別）
と安い。無線を使うまでもないが延
長は必要というケースでは、選択肢

これは、電

ため、このような機能が搭載されて
いるわけだ。逆の言い方をすれば、

話機で番号をダイアルした後、この

ダイアルした後このタイマーの設定

タイマーで設定した時間が経過した

時間だけ必ず発信が待たされる。そ

らTA がダイアルを終えたと判定し、

の待ち時間が惜しいときは、電話番

発信するためのもので、通常は3 秒

号の最後に「#」を押してみよう。

ほどに設定されている。電話番号が

するとこのタイマーの設定にかかわ

何桁であるかがTA にはわからない

らずすぐに発信する。

■通常

に入るだろう。

0312345678 ……（3 秒待ち）……発信

■電話番号の最後に #を付加
0312345678# …即発信！

裏ワザ
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落雷対 策を忘れるな！

今年の8 月 24 日の夜、首都圏は

障をかなり防ぐことができる。もう

激しい雷雨に見舞われ、テレビでは

1 つの対策は、効果は未知数だが

2 万回以上の落雷があったと報道さ

「電話線雷ガード」などのTA を雷

れた。テレビアンテナに落雷してテ

から保護するアイテムを併用するこ

レビが火を噴き、火災になるケース

とだ。ただし、雷から完全に機器を

もあったそうだ。当然、TA やルー

守るのは無理なので、激しい雷雨が

ターなどもこの落雷の影響で故障が

接近してきたらコンセントと電話線

相次いだ。万一に備えて落雷対策

を外してしまうのが一番確実な方法

は改めて見直しておく必要があるだ

だ。電話が使えなくなるが、故障し

ろう。まず大切なのは、必ずアース

てしまうよりはマシだ。

をとることだ。これで落雷による故

■株式会社ノア「電話線雷ガード」
Jump www2.shizuokanet.ne.jp/usr/noatek/

裏ワザ
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通信費の使い過ぎを防止せよ！
インターネットにアクセスしたい
ときにすぐ接続できるのがダイアル
アップルーターの売りだが、その快
適さがアダとなってついつい使い過
ぎてしまうことが多い。そこで、ル
ーターの「自動接続制限」機能を
有効に使おう。たとえば、NTT-ME
の「MN128-SOHO SL11」では、
料金による制限や接続回数の制限、
最大接続時間などを設定することで

288

INTERNET magazine 1999/11

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
©1994-2007 Impress R&D

無駄な接続を防げる。上手に設定
して使い過ぎを防ごう。
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リモコンソフトでルーターの接続を管理せよ！
ダイアルアップルーターは、イン

を使えば、手動での接続や切断は

ターネットを利用するときに自動的

もちろん、通信料金の管理やテレホ

にダイヤルアップを行いプロバイダ

ーダイの時間帯は常時接続するとい

ーに接続するので、面倒な操作がな

ったことが簡単に操作できる。ほか

い。しかし、手動で接続や切断を

に、ヤマハの「RT シリーズ」に対

したい場合には、ブラウザーから操

応の「RtCon」や富士通の「Net

作しなければならず、逆に面倒だ。

Vehicle」に対応の「VehicleCon」
、

そんなときに利用したいのが、ルー

NEC の「コムスターズルーター」に

ターをコントロールするソフトだ。

対応した「CrCon」がある。ダイ

「MN128-SOHO シリーズ」に対応
したフリーソフトウェア「MnCon」

裏ワザ
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アルアップルーターユーザーにはお
すすめのソフトだ。

会社と自宅のネットワークを一発で切り替えろ！

■ MnCon

「スワップ2 号」は、ウィンドウズ

入手先： Jump genesissoft.com/software/
作者：おおにしゆきお氏

95/98 のTCP/IP の設定をボタン1
つで変更できるユーティリティーソ

が、いちいち入力し直す手間を省い
てくれる便利なソフトだ。
さらに、
「スワップ2 号アドオンパ

フトだ。ノートPC を持ち歩いて、

ッケージ」を利用すると、ウィンド

会社では指定された固定 IP アドレ

ウズの起動時にどのネットワークに

スを使い、家ではルーターのDHCP

接続するかをメニューから選択でき

を使うといった風に、複数のネット

る。どちらもシェアウェアで、スワ

ワーク環境を切り替えて使う必要の

ップ2 号は800 円、アドオンパッケ

あるユーザーに便利なソフトだ。設

ージは500 円となっている。

定の変更後は再起動が必要だ

裏ワザ
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PHSにメールの着信を通知せよ！
「MN128-SOHO SL11」の「PHS

同様のことができる。他の方法でメ

メール送信機能」と「メール着信

ールをPHS メールやインターネット

通知機能」を使うと、メールが届

メールで転送することもできるが、

いたことをPHS にメールとして送信

PHS ではメールの受信に料金がかか

できる。また、「Aterm シリーズ」

るので、この通知機能を使ったほう

ではBIGLOBE に対応の「メール着

がお得だ。

信通知サービス」を利用すれば

裏ワザ
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syslogでアクセスを徹底管理せよ！
最近はどのメーカーのダイアルア

ーザーの名前、電話番号、接続時

ップルーターでも「syslog 機能」

間、また機種によってはアナログポ

をサポートするようになってきた。

ートの発着信記録など、通信に関

syslog とは、ネットワークに対応し

するあらゆる情報が記録されている。

た機器やソフトウェアの動作ログを

UNIX がなくても、syslog 機能をウ

管理する機構のことで、UNIX 系の

ィンドウズ 9 5 / 9 8 で利 用 できる

OS では大抵サポートされている。 「KZSYSLOG」といったソフトもあ
ルーターがsyslog に出力する情報

るので、ログをとって無駄な接続や

は、インターネットへの接続時間や

通信料金の解析などをしてみてはど

料金、リモートアクセスしてきたユ

うだろう。

■ KZSYSLOG
入手先： Jump www.gin.or.jp/users/bato/kzsyslog/
作者：高田和俊氏
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ルーターのデータ圧縮機能を活用せよ！
RADIUSを使って認証せよ！

話題になることが少ないので知ら

だが、データ圧縮が効くプロバイダ

に限りがあるし、パスワードなどの変

ない人も多いかもしれないが、多く

ーは少なくない。圧縮機能をサポー

更をユーザーにさせるのは面倒だ。サ

のダイアルアップルーターには

トしているルーターならばその設定

ーバーOS が提供する認証を利用す

「STAC LZS 圧縮機能」が搭載され

をオンしてみよう。実感できるほど

ることで、パスワードの管理を一元

ている。接続先も同じ圧縮方式を

の違いが出ないかもしれないが、せ

化でき、セキュリティー上も好ましい。

サポートしていないと有効にはなら

っかく使える圧縮機能を遊ばせてお

やウィンドウズNT サーバーなどと

もし、ダイアルアップルーターをオフ

ないのでプロバイダー側の機材次第

くのはもったいない。

RADIUS 対応のルーターを使うと、

ィスなどでリモートアクセスサーバー

RADIUS（Remote Authentication Dial In User Service）は、ユー
ザーがダイアルアップ接続する際に、
認 証 を行 うためのサービスだ。
RADIUS サーバーを仕込んだUNIX

リモートアクセス時のユーザー認証

として利用するのなら、RADIUS を

をルーターではなくサーバー側で行

利用するのがおすすめだ。

うことができる。ルーターに設定で
きるユーザー名やパスワードには数

裏ワザ
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無線ルーターで高速ワイヤレス環境を構築せよ！
無線LAN のアクセスポイント機能

バイルが実現できる。現在のところ、

とルーターとを一体にした無線ルー

低価格のものは下の2 機種のみだ

ターが発売され始めた。TA などを

が、無線LAN をサポートしたアップ

接続すればインターネットにもアク

ルの「iBook」がまもなく発売にな

セスできるため、LAN もインターネ

ることを考ると、今後はさらに低価

ットも無線で構築できるようになっ

格で高速な無線 LAN 製品が普及す

た。無線 LAN を使えば、家庭内モ

ることは間違いない。

裏ワザ
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■無線 LAN 搭載ルーター
メルコ WLAR-PCM2
アイコム SR-1WL

98,000 円
99,800 円

ルーターからファックスを送れ！
TA を使ってファックスが送受信

般のファックスソフトやパソコン通

できるソフト「 R V S - C O M 」 が

信ソフトがイーサネット接続のダイ

「RVS-COM 2000」へとバージョン

アルアップルーターだけで利用でき

アップした。今回のバージョンでは、

る。RVS-COM 2000 は、ダイアル

NTT-ME のダイアルアップルーター

アップルーターでファックスソフト

「MN128-SOHO SL11」を使って
イーサネット接続でファックスを送
受信できるようになった。さらに、
「モデムエミュレーション機能」も
搭載された。この機能を使えば、一

290
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TAをダイアルアップルーターに変身させよ！
マイクロ総 合 研 究 所 の「 N e t

ップルーターにアップグレードでき

Genesis Dual」
（25,800 円税込）は、

る。また、アナログモデム用のリモー

シリアルポートに手持ちのモデムや

トアクセスサーバーとしても利用が

TA などを接続して使うルーターだ。

可能だ。既存のTA を有効に活用し

ダイアルアップルーターでインタ

えば、「Diablo」が使用するUDP

ブラウザーを使った設定ができない

たい人におすすめする。なお、モデ

ーネットに接続していると、うまく

ポートは、116、118、6112 なの

ため、セットアップにはウィンドウズ

ムを内蔵した「NetGenesis Plus」

動作しないゲームやツール類がある。

で、これらのポートだけ決まったIP

これらをうまく動作させるには、そ

へのアドレス変換を行なうようにル

のゲームが使用しているTCP/UDP

ーターを設定する。最近では大抵の

のポート番号を確認して、そのポー

メーカーがウェブサイトで細かな設

トだけはLAN 側のIP アドレスを固

定方法を紹介しているので、それを

定するように設定すればいい。たと

参考にしてみよう。

95/98 などが必ず必要といった制限

（22,800 円税別）も新たに発売さ

はあるが、すでにTA を持っている人

れた。

はそれを有効に活用してダイアルア

ルーターでネットワークゲームをプレイせよ！

■ MN128-SOHO SL11 の場合
[詳細設定]→[ルータ設定]→[IP]→[オプション] で次のように設定する
ip nat 1 192.168.0.2/udp/116 ipcp
ip nat 2 192.168.0.2/udp/118 ipcp
ip nat 3 192.168.0.2/udp/6112 ipcp
ip nat 4 */*/* ipcp

■ RTA50i の場合
nat use on
nat masquerade on
nat masquerade static 1 192.168.0.2 udp 116
nat masquerade static 2 192.168.0.2 udp 118
nat masquerade static 3 192.168.0.2 udp 6112

裏ワザ
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ネットミーティングをルーターで使え！

会社のRASにつなげない！

会社のRAS がウィンドウズNT サ

ロソフトの暗号化パスワードを扱え

ーバーなら、ダイアルアップルータ

ないために、接続できないという問

ネットミーティングをダイアルア

法だが解決策はある。それは、多く

ーで接続できない可能性がある。そ

題が起きる。これを解決するには、

ップルーターでNAT を利用して使う

のルーターが持っているTA の機能

の主な原因は、NT サーバーがデフ

NT サーバー側で「クリアテキストを

場合、音声が出ないなどいくつかの

を使うのだ。つまり、シリアルポー

ォルトでは暗号化パスワードしか認

含む任意の認証を許可する」に設

制限がある。残念ながらこの問題

トに接続してTA として利用すれば

めないように設定してあるためだ。

定する必要がある。それができない

は、ルーターを使用しているかぎり

この問題は当然ながら発生しない。

ダイアルアップルーターではマイク

場合はTA を使うしかない。

解決策がない。というのは、ゲーム

なお、
「NetVehicle-H30」の最新

の例のように、ポート番号がわかれ

ファームウェアではウィンドウズの

ばこのようなアプリケーションの場

仮想ダイアルアップアダプターを使

合は問題が解決できるのだが、ネッ

った「仮想 TA 機能」がサポートさ

トミーティングではつながってから

れる予定で、これを使えばネットミ

でないとこのポート番号が分からな

ーティングのすべての機能が使える

いからだ。

ようになるはずだ。

ただし、スマートとはいえない方

■ TA機 能を搭 載 の主なルーター
NTT-ME
NEC
古河電工
テレコムデバイス
YAMAHA
富士通

MN128-SOHO シリーズ
AtermIR450
MUCHO-E
NetCruz
RTA50i
NetVehicle-H30（新バージョンから仮想 TA をサポート）
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