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news.
サイバーハプリッシング・ジャパン

今月は28 のプロバイダーが誕生。既存の有名プロバイダーは、回線増強、値下げなど、サービスを強化してい
る。昨年始まった凸版印刷のモール実験「サイバーパブリッシング・ジャパン」は、基礎実験を終え、より現実
的なビジネス利用の研究へ向けてステップアップを図った。海外ではリアルオーディオに続くマルチメディアツー
ルが続々と発表されている。インターネットのコンテンツへの影響が楽しみだ。

富士通は「InfoWeb」の端末型ダイアル

既存プロバイダー情報

アップIPの価格を10月26日から加入料3,000
円、月額4時間まで2,000円、追加料金は1分

ベッコアメ回線増強へ
料金引き下げるプロバイダー相次ぐ

専用線型IP接続サービスのうち、128Kbps

10円に値下げする。そのほか法人料金も引き

の月額利用料金を32 万円に改定すること

下げ、ISDNの同期通信にも対応する。

になった。また、専用線の複数契約による

インターネットフューチャーが運営する

10パーセント割引も開始。さらにインター

IFNETは、Architec&Artsとの回線速度を
従来の128Kbpsから256Kbpsにアップした。

ベッコアメ・インターネットは10月から

ネットKDD との回線速度を1.5Mbps にア

IIJ との回線速度を従来の768Kbps から

ップ、千葉と松江に新たにアクセスポイン

●問い合わせ

1.5Mbpsに引き上げ、回線パフォーマンス

トを開設した。

・ベッコアメ・インターネット
TEL 03-5610-7900

の強化を図った。11月からはスプリントリ

グローバルオンラインは10月から北米に

ンクとの接続も予定しており、引き続き回

アクセスポイントを開設した。さらに、現

線強化を図っていく方針。また、アクセス

在ほかのプロバイダーに加盟しているユー

TEL 098-864-0062

ザーを対象とした乗り換えキャンペーン

・東京インターネット

「おひっこしキャンペーン」を開催、乗り換

TEL 03-3341-6301

ポイントも宇都宮に新設した。
沖縄富士通エンジニアリングが運営して
いるInfoRyukyuがダイアルアップIPサービ

えユーザーは加入料5,000円が無料となる。

スを始める。料金は初期費用5,000円、月

C&CmeshはダイアルアップIP接続サー

額は個人の場合5 時間まで2,000 円、法人

ビスの料金を値下げする。従来1分20円だ

の場合10時間まで5,000円。追加料金は1

った料金を11 月 1 日から1 分 10 円にする。

分10円。アクセスポイントは那覇。

また、専用線接続サービスも15パーセント

東京インターネットは11月より、現行の

から17パーセント引き下げる。
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・InfoRyukyu

・グローバルオンラインジャパン
TEL 03-5330-9380
・富士通
TEL 0120-735-222
・インターネットフューチャー
TEL 03-5680-1011
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額利用料はアナログ98,000円から1.5Mbps

新規プロバイダー情報

の1,200,000円までとなっている。
東京都多摩市にプロバイダーが登場す

プロバイダー大幅増加！
新規参入の勢い全く衰えず

開始した。ダイアルアップ接続のみのサー

る。サービス名は「kabinet」。初期費用

ビスで、料金は入会金 4,000 円、年会費

7,000円、1か月12時間までの使用で2,700

15,000円。アクセスポイントは当初は大阪。

円。3 か月 45 時間までの使用で4,500 円。
半年100時間までの使用で13,500円。有効

在日外国人を対象に接続サービスを提供
していたインターネットアクセスセンターが

10月から開始のプロバイダー

期限付きのチケット制で、どの時点でも追
加申込みが可能。アクセスポイントは多摩
市。Architec&Artsに64Kbpsで接続。

日本人向けにもサービスをすでに開始。イ
ンフォスフィアに接続している。料金は入

富士ソフトは「The Fsi Network」を開

愛媛県今治市で「KID'S & LION」が開

会金5,000円、月定額5,000円。専用線サ

始。アクセスポイントは全国14都市。ウィ

始。愛媛県ネットワーク研究協議会が運

ービスも行っている。アクセスポイントは

ンドウズ95発売前日まではキャンペーン期

営。今までにない料金体系が特徴で、加入

東京。

間で入会金なし、3か月7,500円。

料20,000円、月額使用料は無料。専用線

名古屋市のベストミックスコンサルティ

不動産会社のエム・シー・コーポレーシ

ングも「日本インフォサイト」を開始。価

ョンがプロバイダーサービス「M ・C イン

の料 金 は 6 4 K b p s が 5 0 , 0 0 0 円 、 月 額
150,000円。

格 はダイアルアップの初 期 費 用 が法 人

ターネットサービス」を開始した。ダイア

広島市のアーバンエコロジーも、接続サ

20,000円、個人10,000円。月額基本料は

ルアップは入会金 5,000 円、月定額 5,000

ービス「アーバンインターネット」を開始

法人が10,000 円、個人が5,000 円または

円で提供する。アクセスポイントは東京。

する。料金はダイアルアップが入会金5,000

200分まで2,000円。20時間以上は毎分10

同社はホームページ上で不動産情報なども

円、月定額3,000円。専用線もサポート。

円となる。専用線は初期費用100,000 円、

掲載している。

月額100,000 円。アクセスポイントは名古
屋。InfoWebに64Kbpsで接続している。

メディアマウンテンも10月から開始する。

アラカルトは「ING インターネット」を

ダイアルアップ接 続 の料 金 は初 期 費 用

開始した。特徴はダイアルアップサービス

10,000 円、年定額で男性が24,000 円、女

高速情報通信システムは9 月 20 日から

に「ベーシックサービス」「エクセレントサ

性12,000円。開始から1年間は、入会金が

「HITSインターネットサービス」の申込み

ービス」
「プライベートラインサービス」と

無料。専用線料金は初期費用が256Kbps

受付を開始した。SPINに192Kbpsで接続

3 つの選択肢があること。それぞれ初期費

以下 50,000 円、384Kbps 以上 80,000 円。

している。専用線接続のみで、初期費用

用は9,000円、15,000円、18,000円、月定

月額はアナログ50,000 円から1.5Mbps

50,000 円、月額は64Kbps が350,000 円か

額は1,500 円、3,000 円、15,000 円となっ

300,000円までとなっている。

ら128Kbps で545,000 円。アクセスポイン

ている。「ベーシック」「エクセレント」は

インターネットコミュニケーションサービ

トは大阪、長岡、名古屋、東京、横浜。

1回線に当てられるモデムの数が違う。「プ

スは「キャンパスネット」の運営を開始。

ライベートライン」は回線貸切サービス。

「草の根プロバイダー」と自称する同サービ

始。初期費用がUUCP接続は3,000円、ダ

専用線の料金は初期費用50,000 円、月額

ス。 料 金 はダイアルアップが初 期 費 用

イアルアップIP 接続は5,000 円。月額8 時

はアナログが 1 2 8 , 0 0 0 円 、 6 4 K b p s が

10,000円、月定額1,800円。回線貸し切り

間まで1,600円、追加料金は3分10円。高

198,000円。アクセスポイントは大阪。

のダイアルアップが加入料20,000円、月定

9 月28 日には新潟でSKJ がサービスを開

セコム山陰も10月から「San-inNetイン

速情報通信システムに接続している。
インターネットカフェ「サーフスケープ」

ターネットサービス」を開始。アクセスポ

額10,000円。専用線のサービスもある。
ガルフインターネットサービスは接続サ

を9月末にオープンしたスキャンテクノロジ

イントは松江。東京インターネットに接続。

ービス「GulfNet」を開始。アクセスポイ

ーは、同時に接続サービスも開始した。入

ダイアルアップIP 接続は初期費用が個人

ントは大阪市と大阪府美原町に開設され

会金なしで年会費10,000円。ニュースサー

10,000 円、法人 30,000 円。月額は個人

た。端末型ダイアルアップIPは初期費用な

バーはない。NISと128Kbpsで接続。

3,000円、法人12,000円で付加金なし。専

し、半年定額10,000 円。専用線は初期費

今までBBSを運営していたガリバーネッ

用線の料金は初期費用が256Kbps 以下で

用 50,000 円、月額料金 80,000 円。mesh

トが、インターネットへの接続サービスを

50,000 円、384Kbps 以上が80,000 円。月

と64Kbpsで接続。
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マイティウイングスは「CYBORG」を開

ビス「interZoneインターネット接続サービ

始。アクセスポイントは東京、川崎。ダイ

ス」を開始する。同サービスは各メーカー

アルアップ料金は個人が初期費用 10,000

とタイアップしてモデムやTAに使用権をバ

円、月定額3,500円。法人が初期費15,000

ンドル、「インターネットトライアルチケッ

円、月定額7,000 円。専用線64Kbps が初

トキャンペーン」として実施する。チケッ

期費用30,000円、月額88,000円。

トを利用すると応募者は40 日間無料でイ

神 戸 市 の海 事 興 業 は接 続 サービス
「MARINnet」を開始。アクセスポイント
は神戸。料金はダイアルアップ接続は固定

ンターネットに接続できる。問い合わせは
FAXか電子メールでのみ扱うとのこと。
インターネット体験ゾーン「OZ CITY」

制で初期費用27,000円、月定額4,000円。

を9 月にオープンしたエスコットが、11 月

Provider

TEL 06-311-1141
・セコム山陰・インターネット
サービスセンター
TEL 0852-23-9157
・kabinet
TEL 0423-72-3961
・愛媛ネットワーク研究協議会
TEL 0898-25-2060
・アーバンエコロジー・アーバン
インターネット事業部

従量制の場合入会金22,000円、付加料金

に接続サービスを開始する予定。接続は同

TEL 082-224-1231

は1 分 10 円。専用線は個人で初期費用

社が提供する通信ソフトを使う。アクセス

・メディアマウンテン

40,000 円、月額40,000 円。法人が初期費

ポイントは東京。

用80,000円、月額140,000円。C&Cmesh
に128Kbpsで接続。
住友金属システム開発は「SUN-IP」を

システムインテリジェントは「CATNET」

TEL 03-3499-3498
・インターネット

を開始する。ダイアルアップは「エコノミ

コミュニケーションサービス

ー」「エグゼクティブ」と2クラスあり、モ

TEL 03-5498-6155
・ガルフインターネットサービス

開始する。料金は端末型ダイアルアップIP

デム1 台あたりの回線数で区別している。

接続の個人が初期費用 5 , 0 0 0 円、法人

料金はエコノミークラスで初期費用10,300

TEL 06-911-0421

10,000円。利用料は5時間まで3,000円、5

円、年定額18,450円。エグゼクティブクラ

・マイティウイングス・

時間以上は1 分10 円。定額制、専用線サ

スで初期費用25,750円。アクセスポイント

インターネット事業部

ービスもある。

は東京。InfoWebと64Kbpsで接続。

TEL 03-3356-5710

リンケージは「バオバブ」を開始。初期
費用20,000円。月額3,000円。アクセスポ

ダイイチニッケンコーポレーションは
「ゴリラ」を開始。初期費用15,000円、
年定額15,000円。アクセスポイント東京。

イントは高知。
インターネットカフェ「The New's」は
「ASK NET」を開始。入会金 10,000円。
月定額3,500 円。年内は入会金が8,000 円
とのこと。アクセスポイントは東京と大宮。

●問い合わせ先
・インターネットアクセスセンター
TEL 03-5561-0416
・ベストミックスコンサルタント
TEL 052-931-9187
・高速情報通信システム

11月から開始のプロバイダー

TEL 03-5296-0025
・SKJ

アオイソフトウェアは「Aoi-net」を開始
する。 料 金 はダイアルアップが入 会 金
30,000円、月定額5,000円。専用線サービ
スもある。アクセスポイントは当初は大阪。
東京インターネットと64Kbpsで接続。
インターネット浜松も11月から開始。ア
クセスポイントは浜松。ダイアルアップの
料金は初期費用10,000 円、年定額24,000

TEL 025-231-2317
・サーフスケープ
TEL 03-5411-2889
・ガリバー・インターネット事業部
TEL 06-454-3678
・富士ソフト
TEL 0467-43-8019
・エム・シー・コーポレーション
TEL 03-5467-3711

円。専用線サービスもある。
interZone.Ltdが11月30日から接続サー

・海事興業
TEL 078-593-8880
・住友金属システム開発
TEL 06-229-6166
・ASK NET
TEL 03-5827-8133
・リンケージ
TEL 0888-24-0575
・アオイソフトウェア
TEL 06-941-8477
・システムインテリジェント
TEL 03-5640-5687
・インターネット浜松
TEL 053-476-3200
・エスコット
TEL 03-3423-7400
・interZone.Ltd
FAX 03-3440-7192
・ダイイチニッケイコーポレーション
̀TEL 03-3555-2041

・アラカルト
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■

■

凸版印刷のサーバー第 2 期へ
現実的ビジネス実験へ移行

米 RSA 社のセキュリティ技術
BUG が世界初の輸入に成功

etc

■

富士通が WWW 検索サービス
「Infonavigator」開始

凸版印刷㈱は、昨年12 月よりインター

コンピュータ・情報関連のベンチャー企

富士通は、国内のWWWサーバーが発信

ネット上でモールを形成する実験「CYBER

業であるビー・ユー・ジーは、米国RSAデ

している情 報 をすばやく検 索 できる

PUBLISHING JAPAN」を慶應義塾大学

ータセキュリティ社から同社のネットワー

「WWWサーバー情報・検索サービスInfon-

と共同で実施しているが、基礎実験として

クセキュリティ技術（ソフトウェア開発キ

a v i g a t o r 」 の運 用 を無 償 で開 始 した。

位置づけていた第 1 期を終了し、9 月から

ット）「BSAFE」と「TIPEM」の輸入に

Infonavigatorを呼び出し、思いついた言葉

第2期として、より本格的な運用実験をス

成功した。RSA 社のセキュリティ技術は、

をキーワードとして入力するだけで、該当

タートした。第2期では、通信販売の決済

インターネットを利用した電子商取引で事

する情報を持つWWWサーバーが検索・リ

におけるセキュリティシステムや、ショッピ

実上の世界標準となっているが、これまで

ストアップされるもので、その中から見た

ングの楽しさを感じさせるインターフェイ

米国政府の暗号技術輸出規制により輸入

いサーバーを自由に呼び出せる。また、

スデザイン、E-Zine（電子雑誌）における

が困難で、日本国内では使用できなかった。

AND/OR検索や、ビジネス、ショッピング

速報体制の確立、記事データベースの確立

しかし、世界でも初めて同社が技術輸入に

など16のカテゴリー別分類による検索もで

などを重点課題とし、現実的なビジネスを

成功した。これにより、同社では今後、こ

きる。現在、約 300 種類の国内 WWW サ

視野に入れた研究を行っていく。参加団体

れらの暗号技術を用いた独自のソフトウェ

ーバーが検索対象となっているが、将来的

は、昨年12月の開始時点では6社1大学だ

ア開発を自由に行えることになった。

には、世界のサーバーも対象とする予定。

ったが、第2 期では今後の予定も含めて約

問い合わせ●RSAプロジェクト

問い合わせ●富士通（株）アウトソーシング

30 の団体（企業および大学）に増えてい

TEL 011-807-6631

事業部

る。実験期間は来年5月までの予定。

電子メール●rsaproj@bug.co.jp

電子メール●navi-staff@web.ad.jp

jhttp://www.toppan.co.jp/

jhttp://www.bug.co.jp/

jhttp://infonavi.infoweb.or.jp/

■

ネットは18局あり、これらの合計会員数は

■

パソコンネット会員数370 万人
5.5 ％が インターネット接続
ニューメディア開発協会は、このほど、

298 万9,000 人と全体の81 ％に達した。な
かでもPC-VAN、ニフティサーブはそれぞ

TEL 03-3730-3125

情報通信政策研究会
第 1 回の提言を発表
日本の情報通信政策のあり方について、

平成7年度の「全国パソコンネット局実態

れ約110 万人となり、両ネットで全ネット

自由な立場から研究と提言活動を行おうと

調査」の結果をまとめた。それによると、

会員数の60 ％近くを占める。また、Peo-

発足した情報通信政策研究会（事務局:国

パソコンネット局数は全国で2,617 局とな

pleとASAHIネットは連携により41万人と

際大学GLOCOM）が、10 月12 日、第1 回

り前年（2,4161局）から約200局のプラス。

なり前年比で倍増、アスキーネットも10万

目の提言を発表した。まず、過去の電気通

のべ会員数は368 万9,000 人となり、前年

人を超えた。

信規制のマイナス面を教訓とし、料金認可

（259万7,000人）に比べ、約110万人増と

一方、インターネットとの接続は「すで

行政を撤廃して競争の実効性を高めるべき

大幅に上昇した。また、5.5 ％のパソコン

に接続している」が5.5％、「1年以内に接

だとしているほか、通信網の接続問題に関

ネット局がすでにインターネットと接続し

続」が4.1 ％、「将来接続予定」が34.1 ％

して公平な立場のレフェリー機関が必要と

ていることもわかった。

となり、今後さらに接続が加速されると予

している。通信事業参入や新サービス開始

この調査は、同協会が電子ネットワーク

想している。同時に通信速度の高速化も顕

の認可についても基準が不明確であり、ル

協議会の協力を得て、平成3年度からアン

著で、前年調査では2400bps 対応局が

ールの透明化と公開を、さらに電気通信の

ケートにより毎年実施しているもの。5 回

40.5％、9600bps以上対応局が47.9％とほ

審議は独立した中立機関による意思決定機

目となる今回は平成7年6月末時点で調査

ぼ並んでいたが、今回調査では2400bpsが

構の採用を望むという内容。同研究会では

を実施し、801局から有効回答が得られた。

25.6 ％であるのに対し、9600bps 以上は

こうした問題についてインターネットで討論

その結果に前回までの調査に基づく推定を

64.9％へと急激に増加した。

加えてのべ会員数を368万9,000人と算出。
このうち、会員数が1万人を超える大規模
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問い合わせ●（財）ニューメディア開発協会
TEL 03-3457-0671

する「ネチズン・フォーラム」を開設した。
問い合わせ●電子メール（日本語）
INFO-NETIZEN-J@glocom.ac.jp
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■

PC-VANからWWWサーバー接続
NECがゲートウェイ開始

■

野村総研のモール
「電活クラブ」開設

■

IIJ と住友商事が新会社
アジアで国際回線接続提供

NEC は、パソコン通信サービス「PC-

野村総合研究所は、WWW によるショ

IIJ と住友商事は、10 月 9 日、インター

VAN」上で、「WWW ゲートウェイサービ

ッピングモールサービス「電活クラブ」を

ネットの新会社を設立する覚書に調印し

ス」を開始した。P C - V A N 上から直接

開始した。利用者は、あらかじめオンライ

た。 新会社の名称は、「アジアインターネ

W W W サーバーに接続するサービスで、

ンで会員登録し、発行されたIDとクレジッ

ットホールディング（略称：A-Bone）で、

TCP/IP で利用するインターネット環境ソ

トカード番号を入力するだけで商品の注文

アジアでハブ機能をもつインターネットの

フトは不要。全国のアクセスポイントから、

ができる。出店企業はデパート、専門店な

幹線網を運営する。11 月中旬に設立し、

PC-VANの通信料金のみで利用できる。

どで、総商品点数は11 月時点で2000 〜

年内にも運用を開始する予定。

同サービスを利用するには、PC-VAN専

3000品目。ショッピングのほか、インター

同社は、「アジア各国のインターネット接

用 通 信 ソフト「 P C - V A N ナビゲーター

ネットの初心者を対象とした「使えるサー

続事業者に対して、自社で国際回線を調

Ver.1.40」（ウインドウズ用、無料）と、

バーのURL集」や、ネットサーファーの体

達するより安価で通信効率がよく、信頼性

専用 WWWブラウザー「PC-VAN Mosaic

験談「ネットサーファーレポート」、情報交

の高い国際回線接続サービスを提供するこ

Ver1.0」（1,000 円）が必要になる。また、

換の場「くちこみ広場」のコーナーも設け

とができる」としている。本社は東京。

これにあわせてPC-VAN のサービスを紹介

た。今後、消費者参加型のマーケティング

社長には、IIJ の鈴木幸一社長が就任す

するホームページも開設した。

実験も予定している。

ることになった。

問い合わせ●NEC PC-VAN事務局

問い合わせ●（株）野村総合研究所 サイバー

問い合わせ●（株）インターネットイニシアテ

TEL 03-3454-6909

ビジネスプロジェクト TEL 045-333-8100

ィブ T E L 5 2 7 6 - 6 2 4 0 ／ 住 友 商 事 （ 株 ）

電子メール●NEC98881@pcvan.or.jp

電子メール●t-kanamori@nri.co.jp

TEL3296-7321

jhttp://www.meshnet.or.jp/pcvan/

jhttp://ec.nri.co.jp/clclub/

■

■

ヒューマンキャピタル研が
学生向け求人情報サービス

プッシュホンを利用した
電子メールサービス開始

■

東京メトロポリタン TV が
ホームページサービス提供

人事部門支援事業のヒューマンキャピタ

ブロードバンド・コミュニケーションズ

11月1日に開局する東京6局目の民放テ

ル研究所は、WWW を利用した新卒者向

は、インターネットにプッシュホンを連動

レビ局、東京メトロポリタンテレビジョン

け企業求人情報サービス「登龍門」を12

させて電子メールの送受信を行う「インタ

（MXTV、14 チャンネル）のホームページ

月1日から開設する。既存の求人情報誌会

ーネット・プッシュメールサービス」を開

「 Inter Met（ Inter-Metropolitan Net-

社のWWWによるサービスに比べ、掲載費

始した。電話機のプッシュボタンを操作す

work）」がオープンした。内容は、番組紹

用を年間3万円と低くして、中小・ベンチ

ることで、英数カナ記号による文書を作成

介や会社案内などMXTV に関連した情報

ャー企業でも参画しやすくしたのが特徴。

して指定アドレスへ送信することができる

を提供する「MX インフォメーション」の

また、利用する学生にとっては、勤務地、

サービスで、受信時には、音声朗読やFAX

ページと、視聴者やスポンサーとの相互コ

職種などの希望条件を入力することで、条

出力によりメールの内容を確認する。また、

ミュニケーションを目指す「インターメッ

件に該当する会社を検索してリストアップ

受話器からの声をそのまま音声メールとし

ト」のページから構成される。このうち、

できる「お見合い検索機能」を備えている

て送受信したり、FAXからの文書をFAXメ

インターメットでは、放送とのリンクも図

ため、会社の知名度や規模の大小にとらわ

ールとして送受信することもできる。

り、放送内容をインターネットで紹介して

れることなく会社を見つけられ、その場で

メールボックスの容量は2Mバイトで、最

世界の人々の意見を収集、それを放送に反

資料を請求することができる。来年3 月ま

大30通のメールを保存でき、ほかのメール

映させる。

でに3,000社、2年以内に1万社の掲載を予

アドレスへの転送もできる。利用料金は月

問い合わせ●東京メトロポリタンテレビジョン

定している。

額700円。

問い合わせ●
（株）
ヒューマンキャピタル研究所

問い合わせ●（有）ブロードバンド・コミュニケ

電子メール●mxtv14ch@po.iijnet.or.jp

営業部 TEL03-5449-3533 FAX03-5449-3535

ーションズ

jhttp://14ch-mxtv.tokyo-teleport.co.jp/

（株）
営業局

TEL 03-5442-4942
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■

■

富士通「teleparc」で
東京モーターショー情報

日本を紹介するホームページ
海外広報協会が「JIN」開設

etc

■

アーティストの作品発表の場
「横浜田園共和国」スタート

富 士 通 は、 オンラインマガジン

日本を海外に紹介することを目的とした

「teleparc」の試行サービスを7月から開始

ホームページ「Japan Information Network

ターネットプロジェクト「横浜田園共和国」

アーティストの創作活動を支援するイン

しているが、このほど第31回東京モーター

（JIN）」が、外務省の委託を受けた海外広

がスタートした。参加したアーティストが、

ショーの特別メニュー「MORTOWEB（モ

報協会により開設された。イベント情報、

それぞれのホームページで作品やメッセー

ーターウェッブ）
」をスタートした。話題の

地域情報、統計情報、日本情報ナビゲー

ジを発信できる環境を提供していくもので、

新車をレポートする「リアルタイム新車情

ターの4コーナーで構成され、イベント情報

インディーズレコードやネットワーク電子出

報」や、「速報、コンセプトカーインプレ

では、日本国内で行われる各種イベントや、

版などのビジネスもサポートしていく。

ッション」などの情報をアップするほか、

海外で行われる日本関係のイベント情報を

問い合わせ●
（株）
エム・シーエスネットワーク

クルマの新しい楽しみ方を追求する「モー

提供する。また、統計情報では国勢、経

事業部 TEL 045-911-3041
jhttp://www.aaamart.co.jp/YOKOHAMA/

ターフリーク円卓会議」、コンパニオンに会

済・労働など11 分野の最新統計情報を提

えるページなどを設けている。また、フラ

供、地域情報では全国各地の地域情報サ

ンクフルトモーターショーのレポートも掲載

ーバーを紹介する。さらに、日本情報ナビ

する。

ゲーターでは、政府関係、文化・観光など

問い合わせ●富士通（株）

の各種サーバーを紹介し、リンクポイント

teleparcプロジェクト TEL 03-3730-9841

を提供している。

電子メール●

問い合わせ●
（社）
海外広報協会 JIネットワーク

marketing@teleparc.infoweb.or.jp

事業部 TEL 03-3263-5041

jhttp://teleparc.infoweb.or.jp/

jhttp://jin.jcic.or.jp/

■

■

低料金サーバー構築サービス
ハートコンピュータが開始
ハートコンピュータは、米国のインター

ニフティがコンピュサーブなど
国際回線使用料を値下げ
ニフティは、同社が提携している米国の

■

コーヨー 21が通販代行サービス
WWW でカタログを請求
通販情報誌「通販大百科」を発行する

ネットプロバイダーのランミンズ社と提携

パソコン通信サービス「コンピュサーブ」

コーヨー21は、WWWを利用した商品販売

して、初期費用500ドル（約5万円）とい

と「インフォキュー」へ 接続するための国

とカタログ請求の代行サービスを開始した。

う低料金でWWW、FTPなどのサーバーを

際回線料金を値下げした。これはインター

同社のホームページに、通販各社のカタロ

構築できるインターネットサービスを開始

ネットの普及など国際回線料の低廉化傾向

グ情報を掲載した「通販大百科」コーナー

した。ネットワークリソースの廉価な米国

に対応したもの。コンピュサーブへの接続

を設けて、必要なカタログの請求や、商品

本土にサーバーを置くことで低料金を実現

は、FENICS-ROAD 2,3,4,5経由の場合、

の注文ができるようににしたもので、これ

しており、利用法にも制限を設けていない

旧料金では35 円／分だったが、新料金は

らのレスポンスデータは各通販会社ごとに

ので、WWWのサービスを再販することも

20 円／分に、ニフティ国際専用線・東京

分類、整理され配信される。カタログ40

可能。料金はドル建てで、初期費用のほ

通信の場合、20 円／分だったのが10 円／

誌、商品 150 〜 200 品目を掲載しており、

か、月300ドルでオリジナルドメインネーム

分へとそれぞれ値下げした。これに伴い、

セキュリティ考慮によりクレジットカード

と、50M バイトのディスクスペース、メー

ニフティ国際線／CompuPass 共通アクセ

の使用も可能となっている。料金は、基本

ルの自動転送サービス、無制限ダイアルア

スポイントは12月末で廃止する。

料が10 万円、商品ページ作成料が15,000

ップPPP使用権を利用できる。

また、インフォキューへの接続は40円／

円、掲載料が月額1,000円、代行手数料は

分だったのが、新料金では10円／分と大幅

販売価格の10％になっている。

TEL 03-3861-9160

な値下げとなった。

問い合わせ●（株）
コーヨー21デジタルメディア

電子メール●inet@hart.co.jp

問い合わせ●ニフティ
（株）メンバーサービス部

部 TEL 03-5800-0621

jhttp://www.hartc.com/

TEL 03-5471-5806

jhttp://www.nisiq.net/〜koyo21/

問い合わせ●ハートコンピュータ（株）
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■

■

忍術紹介の WWW サーバー
上野市観光協会がオープン

NTTインターコミュニケーション'95
ネットワークの中のミュージアム開催

■

インターネットドルフィン
スタートイベントを実施

忍術、忍法を紹介するWWW サーバー

ISDNを使ったライブなど、ネットワーク

アイジーエスは、WWWサーバー「イン

「NINJA」が三重県上野市観光協会により

を使ったパフォーマンスや作品展示を複数

ターネットドルフィン」を開設、横浜市の

開設された。同市は伊賀忍術の発祥地で

のアーチストが繰り広げる「on the Web−

地図からレジャー・観光名所や宿泊施設、

あるため、忍者の総本山としての立場から、

ネットワークの中のミュージアム」が、11

飲食店の情報が手に入るサービスを開始し

イメージだけでなく、メンタルな部分や合

月 1 日から19 日まで、NTT の主催で開催

た。観光案内画面から地図上をクリック

理的な考え方など忍術を正しく理解しても

される。インターネットにアクセスして鑑賞

し、より詳細な地図を表示させて目的地に

らい、現代社会で利用してもらうことを狙

できるほか、以下の会場でも体験できる。

たどりつくしくみ。移動ボタンで駅や道路

いに、世界に向けインターネットで情報発

●NTT/ICCギャラリー（入場料無料）

をたどっていったり、文字による検索も可

信することにした。日本語と英語に対応し

東京都港区南麻布1-6-15アーバンネット

能。続いて12 月15 日から通信販売コーナ

ており、内容は忍者三法（九字法、呼吸法、

麻布ビル NTT開発センター1階 11時〜20時

ーを開設する。

健体法）、忍者ライフ
（MENTAL、TECH-

●スパイラル（入場料無料）

N I Q U E 、 W E A P O N 、C O S T U M E 、

東京都港区南青山5-6-23 11時〜20時

スタートイベントを実施している。アクセ

HOUSETRIC、FOODS、MEDICAL）、

●P3 art environment（入場料500円）

スしてプレゼントに応募すれば、抽選で、

伊賀忍者隠れ里・忍ジャーズダンス、伊賀

東京都新宿区四谷4-34東中寺地下13時˜ 18時

海外旅行やホテルの宿泊券などが当たる。

上野プロフィールという構成。

jhttp//www.ntticc.or.jo/ic95/

問い合わせ●

問い合わせ●三重県上野市観光協会

案内●TEL 03-3288-1125

TEL 0595-21-4111

電子メール●query@ntticc.or.jp

（株）アイジーエス TEL 045-451-5815
電子メール●interdolphin@igs.co.jp
jhttp://www.igs.co.jp/

jhttp://www.sphere.ad.jp/ninja/

■

現在、インターネットドルフィンでは、

キヤノンが 10 月 20 日から
インタラクティブアート展

■

ダイナラブジャパンから
ISDN 用 TA モデムの新製品

■

Win95対応のWWW用翻訳ソフト
PENSEE for Internet発売

キヤノンのアートラボは、10月20日から

ダイナラブジャパンは、ISDN 対応のタ

沖ソフトウェア㈱は、WWW 上の情報

4 月30 日までWWWでインタラクティブア

ーミナルアダプターとアナログモデムの両機

を、パソコン上で英語から日本語に機械翻

ート展「モレキュラークリニック1.0」を開催

能を備えた「DynaSurf（ダイナサーフ）

訳するソフト「PENSEE for Internet（パ

する。これはニューヨーク在住のアーチスト

2864I」を10月31より発売する。標準価格

ンセ・フォー・インターネット）」を、11月

三上晴子氏との共同プロジェクト。

は125,000円。ターミナルアダプターとして

15 日発売する。今年 5 月に、企業向けに

は、38.4Kbpsと同期64Kbps/128Kbps

SUNワークステーションで動作するソフト

ートラボのホームページに3次元CGによる

をサポート。モデムとしては28.8Kbps対応

を発売しているが、これはそのパーソナル

バーチャル空間を設定。入り口付近に多数

で、クラス2規格対応のFAXモデムとして

向け製品。Windows95、およびWindows-

のモレキュラー（球体分子）から成る生物

も利用できる。ECP/EPP を用いたパラレ

NTで動作し、価格は9,800円。ネットスケ

のクモが存在し、ユーザーはその分子の1つ

ルインターフェイスによる接続にも対応。

ープ、エアーモザイク、一太郎のジャスト

を選んでダウンロードする。分子をパソコ

新製品の発売を記念して、Windows 用

ビューなどあらゆるWWW ブラウザーと連

ン上で養育すると、さまざまな変化が起こ

のインターネット接続環境であるInternet-

動して動作し、WWW上のレイアウトを保

り、また、その分子を再びホームページに

DynaSpan バンドル版を11 万5,000 円の特

ったまま日本語を表示。日本語画面からほ

この企画は、まず、インターネットのア

アップロードするというもの。

別価格で1,000セット販売する。

かのリンク先へ飛ぶこともできる。

問い合わせ●キヤノン（株）社会文化支援セン

問い合わせ●ダイナラブ・ジャパン（株）

問い合わせ●沖ソフトウェア（株）

ター アートラボ事務局 TEL 03-5411-3611

TEL 03-5453-8307

TEL 03-5970-9952

jhttp://sc̲web.cnds.canon.co.jp/

電子メール●dynasurf@dynalav.co.jp

jhttp://www.okisoft.co.jp/

molecular̲clinic/artlab̲bionet/

jhttp://www.dynalab.co.jp/
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■

■

インテグラン FAX モデム
28.8Kbps カード型など

日本IBMセキュリティ機能強化した
インターネットソフト発売

■

etc

電話機能付きサウンドカード
クリエィティブメディア から

インテグランは、FAX モデムの新製品3

日本アイ・ビー・エムは、セキュリティ

機種を発売した。このうち、カード型FAX

機能を強化したインターネット関連ソフト

モデムは米国メガヘルツ社製で、28.8Kbps

「インターネット・コネクション・セキュア」4製

にFAXモデムと電話管理システムをドッキ

（45,800 円： PC98、DOS/V 用）と

品を発表、12月から順次出荷を開始する。

ングさせたテレフォニーサウンドカード

14.4Kbps（34,800 円：Mac 用）の2 機種

新 製 品 のうち、 W W W ブラウザー

があり、移動体通信機能はMNPクラス10

「 WebExplorer（ OS/2 Warp版 ） V1.1」

に対応している。

パソコン周辺機器のクリエーティブメデ
ィアは、サウンドカード「Sound Blaster16」

「Phone Blaster for DOS/V」を発売した。
Sound Blaster16のオーディオ機能のほか、

（5,700円）は、セキュア・ハイパーテキス

28800bpsのデータ通信、14400bpsのFAX

また、ボックス型のFAXモデム「スポー

ト転送プロトコル（S-HTTP）と、セキュ

通信、ボイスメール、留守番電話などの機

ツスター」（32,800 円：マッキントッシュ

ア・ソケット・レイヤーSSL プロトコルを

能を付加したもので、このカード1 枚で、

用）は、米国 US ロボティックス社製で、

新たに採用してセキュリティ機能を強化し

モデム、FAX、電話が持つほとんどの機能

通信速度は28800bps。この発売にともな

た。このほか、
「サーバー
（AIX 版）V1.1」

をパソコンで活用することができる。

い、すでに発売しているウインドウズ用同

（ 728,900円 ）、「 同 OS/2 Warp版 」

モデムの価格を旧価格（39,800 円）から

（437,300円）、
「ネットワーク・ゲートウェイ

ある。電話回線コード、電話アダプターケ

32,800円へと引き下げた。このほか、メガ

（AIX版）V2.1」
（1,552,400円）を発売する。

ーブル、 マイクロフォン、 スピーカー、

また、ボイスメールやFAXの転送機能も

ヘルツ社製「PCMCIA ETHERNETアダプ

問い合わせ●日本アイ・ビー・エム（株）

Super Voiceソフトがバンドルされており、

ター」（29,800円）も発売した。

TEL 03-5563-4300

価格は36,800円。

問い合わせ●インテグラン
（株）データ・コミュニ

jhttp://www.ibm.com/

問い合わせ●クリエーティブメディア（株）

ケーション事業部 TEL 03-5482-6009

■

TEL 03-3256-5577

■

セイコーとロータスが提携
PDA に「cc:Mail モービル」

コンパック「プレサリオ」に
インターネット接続機能

■

通信機能を強化した「Aptiva」
日本 IBM が 5 モデルを発売

セイコー電子工業はこのほど、同社の携

コンパックは、インターネットに簡単に

日本アイ・ビー・エムは、マルチメデ

帯情報端末（PDA）
「Brain Pad」で作動す

接続できる「Internet Ready」機能を標準

ィアやネットワークの機能を強化したパソ

る電子メールソフト「cc:Mailモービル for

装備したホームユーザー向けパソコン「プ

コン「Aptiva」シリーズの新製品5 モデル

Brain Pad」をロータスと共同で開発し、相

レサリオ」シリーズ3タイプを発売した。一

を発売した。デスクトップ型2 モデル、ミ

互に販売協力していくことで合意した。ロ

体型、ミニタワー、デスクトップの3タイプ

ニタワー型2モデル、一体型1モデルの計5

ータスのパソコン用電子メールソフト日本

で、CPUはいずれもペンティアムを搭載し

モデル。いずれも高品質のサウンドと高速

語 「 cc:Mailモービル DOS版 」 を Brain

たほか、FAXモデムを内蔵している。

データ通信を可能にする「IBM Mwave DS

Pad に搭載するもので、これにより、オフ

インターネット接続機能としては、接続

プロセッサー」を標準搭載している。

ィスの外からでもデジタル携帯電話などを

ソフト「Trumpet」とWWW ブラウザー

通信機能としては、28800bps のデータ

使った電子メールやFAXなどのコミュケーシ

「Netscape Navigator」をプレインストール

通信や、14400bpsFAX通信、留守番電話

ョン通信をPDA端末で行えるようになる。

しているほか、出荷時点でアスキーとプロ

の各機能を活用できる。また、一体型を除

操作はメニューコマンドによる対話型処

バイダー契約を締結しているため、付属の

いてペンティアムプロセッサーを採用し、高

理を採用しているため、複雑なコマンドを

アカウントとパスワードにより3時間の無料

速処理を可能とした。Windows95 の無料

覚える必要がなく、表示されメニューから

接続が可能。また、Windows95 対応の無

アップグレードにも対応している。価格は

自分の実行したい操作を選択するだけで通

料アップグレードもできる。価格はオープ

オープンプライス。

信できる。

ンプライス。

問い合わせ●日本アイ・ビー・エム㈱ダイヤル

問い合わせ●セイコー電子工業（株）

問い合わせ●コンパック
（株）

IBM TEL 0120-041992

情報システム営業部 TEL 043-211-1297

プレサリオサポートセンターTEL 0120-099589

jhttp://www.ibm.com/
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NetNews

Newsgroup: news. internet.

News on the NetNews
プロバイダー情報満載
fj.net.providers

サブジェクトが付いた記事群。文字通り、2

も決定しているので、ふたたび盛り上がるこ

つのOS を比較した議論が繰り広げられた。

とだろう。

投稿者にはやはりMacintoshユーザーが多く、

プロバイダー情報を交換するためのニュー
スグループ、「fj.net.providers」が新設され
た。このニュースグループの登場を待ち望ん
でいた購読者も多数いたらしく、すぐに多数
の情報が寄せられた。「茨城県内のプロバイ
ダーを探しているが、何か情報はないか」「モ
デム同士のつながり具合が悪いが、原因はな

Windows マシンのユーザーから見たWIN95

ペンパル募集！

論とは違った視点が得られる。比較の内容と

fj.personal-ads.penpals

しては、ネットワーク関連の機能比較が多く
文通相手を募るためのニュースグループが

見られた。

新設された。まだ投稿数は少ないが、「イン

Netscape2.0 ベータ版情報

ターネットを使うようになったが、メールをや

fj.net.infosystems.www.browsers

りとりする相手がいない」という人にとって
は最適なニュースグループと言える。10月11

にかないか」などの素朴な疑問や、特定のプ
ロバイダーに対する批判なども投稿された。
プロバイダー選びの参考になりそうな情報が
満載されている。

24 時間テレビへの不満
fj.rec.tv

10月初旬にリリースされたNetscape2.0ベ

日現在、投稿者のほとんどは外国人である。

ータ版に関する情報が多数投稿された。リリ

海外在住の人と文通したい人にとっても利用

ース直後ということで投稿者もパワーユーザ

価値がある。なお、fj.personal-ads.* の新設

ーが多く、UNIX上での動作に関する投稿が

にあたって、「 fj.personal-ads.* の歩き方」と

多かった。おもに日本語表示についてのノウ

いう利用にあたっての注意事項が書かれた記

ハウを中心に紹介されている。

事も投稿された。利用する際には参考にする
とよいだろう。

テレビに関しての素朴な疑問や、番組に関
する情報交換を行っていることが多いニュー

ヤクルトの優勝で盛り上がった
fj.rec.sports.baseball

fj.soc.human-rights、okinawa.misc

スグループ。10月に入ってから、日本テレビ
の24時間テレビ「愛は地球を救う」に対す
る批判が投稿され、議論が起こった。身体障
害者をテーマとしたドラマについて、「ドラマ
仕立てにして、美談にして見ていられない」
という内容の記事が投稿され、それに賛同す
る記事がいくつか投稿された。さらに議論は
「いまの民放は面白くない」という方向に向
かい、最近のテレビ番組作りの姿勢などにま

沖縄の女子小学生暴行事件に関する議論

野球に関する話題で楽しむニュースグルー
プ。10月前半には、ヤクルトスワローズが優

沖縄で米兵3人が女子小学生を暴行すると

勝したことで、ヤクルトファンからの投稿が

いう事件に関しての記事が、fjおよびokinawa

相次いだ。「おめでとう」という言葉が飛び

というニュースグループに多数投稿された。

かい、日本シリーズへの期待などが語られて

議論はアメリカに対する批判から始まったが、

いる。また、パシフィックリーグの順位確定

しばらくして日本政府への批判も論点になっ

などについてさまざまな意見も寄せられた。本

た。事件についてのホームページやメーリン

誌が発売されるころには日本シリーズの勝敗

グリストを告知する記事も見られた。

で話が及んだ。
新しく作られたニュースグループ

MAC VS WIN95
fj.sys.mac

編集部の調べによると、9月中旬から10月初旬にかけて新設されたニュースグループは以下の
とおり。ニュースグループの説明は、ネットニュース上の投票によって決められた憲章に基づい

Windows95関連の話題は、fj.windows.ms

ています。

だけで話されているわけではない。Macintosh
関連の情報交換が活発なfj.sys.macでも、
「95」に関する話題が多く見られた。毎月投
稿数が多く、活発に利用されているこのニュ
ースグループ。その中でも特に、数の多さで

fj.net.provider

プロバイダーに関する議論

fj.personal-ads.penpals

文通相手を求める人のための公開募集欄

fj.personal-ads.friends

友人を求める人のための公開募集欄

fj.personal-ads.misc

非営利の個人広告欄

目立っていたのが「MAC VS WIN95」という
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