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今月のニュース一覧
今月のニュースの考え方

WAVE UP
LENGTH
！ Archives

WAVE UP! Archives は
「ニュース書庫」
。大
小さまざまなニュースを一覧できるページです。
全体の刺激となることで、そのムーブメント

BitValleyから生まれた新事業！
インターキューとネットエイジが新会社設立
インターキューとネットエイジは1月24日、

をさらに活性化させたいとも述べた。
Jump 01

www.freeml.com

1 月 21 日時点で約 20 万人に利用され、月間

無料メーリングリスト（ＭＬ）サービスを提

約 2000 万通のメール配信を行っている。新

供する新会社フリーエムエルドットコム（株）

会社はＭＬでやり取りされる電子メールに掲

を 2 月上旬をめどに設立すると発表した。

載する広告費で運営し、ユーザーは無料で

新会社は、これまでネットエイジで手がけて

ＭＬの開設や利用などができる。

きた無料ＭＬサービス「FreeML」の運営を

会見に臨んだインターキューの熊谷正寿

スピンアウトさせたもので、出資比率はイン

社長は、新会社の設立に際しては渋谷を中

ターキューが 43.1 ％、ネットエイジが 53.1 ％

心とするインターネットベンチャー企業のコ

となる
（その他 3.8 ％）
。社長にはインターキ

ミュニティー「BitValley」を舞台に話が進ん

ューの広末紀之氏が就任する。 FreeML は

だことを明らかにし、新会社設立がBitValley

新会社の役員の面々。左から、西川潔取締役（ネットエ
イジ代表取締役社長）
、広末紀之代表取締役社長、河野
吉宏技術担当取締役、熊谷正寿取締役（インターキュー
代表取締役社長）

「第5回 AMD Award」授賞式開催

KDD、広域 VoIP の
フィールド実験を開始

www.amd.or.jp

2000 年 2 月 3 日、AMD（社団法人デジタ

KDD と日本シスコシステムズは、CATV 網

ルメディア協会）が主宰する「第 5 回

AMD

を使った広域 VoIP（Voice over IP）のフィー

Award」が開催された。この催しは、国内外

ルド実験を協力して行うことを発表した。最

でこの 1 年間に発表された優秀なデジタル

大200 社のCATV 事業者を募り、モニターも

作品の制作者の功績を讚えるもの。1999 年

最大 2 万人を募集する。実験の期間は2000

度の大賞は、バンダイの「いつでもキャラっ

年 4 月 1 日〜 2001 年 3 月 31 日まで。この実

ぱ！」が受賞した。

ーム

験は、参加モニター側にRGW（Residential
Gateway ：音声信号をIP パケットに変更す
る機器）を置き、CATV 事業者のセンターモ
デムを介してインターネットに接続。インタ

大賞を受賞したバンダイの
「いつでもキャラっぱ！」制作チ

ソフトバンクと世界銀行グループが
途上国への投資で合弁会社を設立

ーネットと電話網の接続には日本シスコシス

ソフトバンクと世界銀行グループの国際

業に投資するばかりでなく、ビジネスプラン

テムズのTGW（Transit Gateway ： IP パケ

金融公社（International Finance Corpora-

の実現に向けた技術的・法制的・経営的サ

ットを音声に変換する機器）を使用する。

tion：IFC）は 2 月 14 日、開発途上国のイン

ポートを提供することで、IT 先進国と途上

www.kdd.co.jp/press00/00-002r1.html

ターネット事業への投資を目的とする合弁

国間の「デジタル・ディバイド」
（デジタルの

会社の設立で合意したことを発表した。

溝）
を埋める役割も果たしていくという。投

新会社「ソフトバンク・エマージング・マ

資総額は5 億ドル以上にのぼると見られ、こ

ーケッツ」
（SBEM）
は米国シリコンバレーで

の内訳にはソフトバンクが設定した中国・ラ

設立され、当初の資本金2億円。出資比率は

米シスコシステムズのポール・ボスコ副社長兼 GM と、
KDD の池田佳和マルチメディアビジネス推進部長
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テンアメリカの一部を対象としたファンド

ソフトバンクが 75 ％、IFC が 25 ％になる。

（IFC も参加）が含まれる。

SBEM は、スタートアップ期のベンチャー企

www.softbank.com/sbem/

IRI と Global Crossing が合弁で
データセンターを設立
www.iri.co.jp/IRI000127-2.PDF
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日本のインターネット利用人口が
前年比128%の1830万人に！
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NECがeBayジャパンに出資、
共同でオークション事業を展開
www.ebayjapan.co.jp（テスト中）

www.accessmedia-int.com

w

auction.fs.biglobe.ne.jp（準備中）

アクセスメディアインターナショナル（AMI）は2 月14 日、世界と

イーベイジャパンと NEC は 2 月 17 日、ネットオークション事

日本のインターネット利用人口に関する調査結果を発表した。それ

業での提携を発表した。イーベイジャパンは３月の正式サービス

によると、日本のインターネット利用人口は1999 年 12 月末時点で

開始に際し、推奨 ISP として BIGLOBE を紹介する。また、３月

1830 万人に達しており、これは世界のネット人口 1 億 9330 万人の

にイーベイに出資することを明らかにした NEC では、 BIGLOBE

9.5 ％を占めている。

ジャパン de eBay を開設し、
イーベイジャパンの PR 活動を行う。
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米AboveNet 社が6月より
日本でもデータセンター事業を開始
www.abovenet.co.jp
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広告スペースのオークション
「cm@uction」がサービスを開始
www.cmauction.com

米 AboveNet Communications 社が日本でのサービス提供に乗り

サイバーコムは、オークション形式で広告スペースの仲介サー

出す。同社の日本法人であるアバブネットジャパンは、東京・日本

ビスを行うサイト「cm@uction」を 2 月 17 日より開始した。入札

橋にデータセンターを開設し、6 月 1 日からサービスを開始すること

の対象はメールマガジンやウェブバナーなどの厳選された登録媒

を発表した。米国内と同様、保守サービスを伴うサーバーのハウジン

体で、同社は取引成立額の 20 ％を徴収する。サイト上では入札対

グとインターネットへの高速接続を一体化したサービスを提供する。

象スペースの検索や入札状況の一覧確認などもできる。
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トランス・コスモスと日テレ、
合弁会社を設立
www.trans-cosmos.co.jp

WAVE

UP!

D

Archives

イーキャリア、現大学4年生向けの
求人情報を無料で掲載

www.ntv.co.jp

www.ecareer.ne.jp

トランス・コスモスと日本テレビ放送網は、3 月 1 日をめどに合弁会

イーキャリアは、ダイヤモンド・ビッグ社と業務提携し、来春卒業

社を設立する。
トランス・コスモスの情報処理アウトソーシングのノウ

予定の大学生向け求人情報を、無料でウェブに掲載するサービスを

ハウを加えることで、日本テレビのインターネット事業をさらに強化し、

行うことを発表した。サービスの提供期間は2000 年 1 月 25 日から3

物品販売を含む EC への本格的参入を目指す。資本金は2 億円で、出

月末までで、1 企業につき1 職種の求人情報を掲載できる。通信情報

資比率は日テレ70％、
トランス・コスモス 20％、讀賣新聞社 10％。

産業を中心に、500 社の掲載を目指す。
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DDI、モバイル・ワイヤレス・
インターネット・フォーラム設立
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ジェトロがハイテク起業家向けに
ビジネス支援プログラムを実施

www.mwif.org

Xwww.jetro.go.jp/maa/incubator/

DDI は2 月3 日、米シスコシステムズ社など、世界各国の通信事業

ジェトロが日本のハイテクベンチャー育成のため、シリコンバ

者、ISP、通信機器メーカー各社と共同でモバイル・ワイヤレス・イ

レーなどの米国各都市のインキュベーターのもとでビジネス支援

ンターネット・フォーラム
（MWIF）を設立することを発表した。移動

を受けられるプログラムを実施する。それに先立ち、説明会を東

体通信向けIP ネットワークの技術的要求条件や、ネットワークアー

京（3 月 21、22 日）と大阪（3 月 23、24 日）で開催する。詳細

キテクチャーなどの世界共通仕様の策定を目指す。

は、TigerGate 運営事務局（TEL ： 03-5294-2466）まで。
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デジタルプリント、DPE 注文を
セブンイレブンで決済可能に
www.digipri.co.jp

WAVE
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D
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フリーウェイ、
コンビニで商品を
受け取れるネット通販開始
www.twotop.co.jp

デジタルプリントは、セブンイレブン・ジャパンと提携し、2 月1 日

フリーウェイは 2 月 10 日より、オンラインで購入した商品の受

よりデジタル画像のDPE 注文がコンビニで決済できるサービスを始め

け取りと支払いを、コンビニエンスストア「サンクス」の約 620 店

た。これにより、全国約 8000 店のセブンイレブンから代金が払い込

舗で行えるサービスを開始した。ユーザーには商品との「引換証」

めるようになる。コンビニで決済する際は、
「払込票Web ページ」のプ

が送付される。このサービスの第一弾として、1 月 31 日〜 2 月 15

リントアウトか、あらかじめ控えた払込票番号を持って行けばよい。

日の間、ウィンドウズ 2000 の予約販売が行われた。
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今月の新製品情報

PRODUCT WAVE Archives

PRODUCT WAVE Archives は、今 月 発
表された製品を網羅する「新製品カタログ」を
目指します。

デジタルカメラを搭載した手書きメール端末

インターネットエクスプ
ローラと一体化する
ホームページ録画ソフト

NTT 移動通信網株式会社は、デジタルカ

電源は単 3 電池 2 本で、連続通信時間は 3 時

メラを搭載したメール端末「キャメッセプチ」

間となっている。なお、メールの送受信には

を発売した。価格は 19,800 円。キャメッセプ

独自のプロトコルが利用されており、キャメ

チは、11 万画素の CMOS センサーを搭載す

ッセプチを利用する

録画ソフト
「NetRecorder6」を発売した。価

るペン入力タイプのメール端末で、背面に携

にはネット・タイムが

格は 6,800 円。ウィンドウズ 95/98、NT4.0、

帯電話を接続するケーブルが収納されてい

運営するプロバイダ

2000に対応し、インターネットエクスプローラ

ザクソン R&D 株式会社は、ホームページ

る。312 ×230ドットのカラー液晶を搭載して

ー「リトルアンジュ」へ

4 以降を必要とする。今回のバージョンでは、

おり、撮影した画像をメールに添付して送信

入会する必要がある。

録画機能をインターネットエクスプローラのプ

できるの が 特 徴 。サイズ は 6 9 × 1 0 9 ×

www.nttdocomo.
co.jp

ラグインとしたため、インターネットエクスプロ

33mm（幅×奥行き×高さ）
で、重さは 170g。

ーラ上からNetRecorder の主な機能を操作
できるようになった。また、録画したホームペ

インターネット機能を強化した音声認識ソフト

ージのウィルスをチェックする「NR ウイルス
チェッカー」機能も搭載している。これは、
トレ

日本電気株式会社は、音声で操作できる

するだけでリンク先を指定できる。また、ペ

ンドマイクロの「ウイルスバスター」で利用さ

ブラウザーとメールソフトを搭載した音声認

ージを自動的にスクロールしながら、音声で

れているウイルスチェックエンジン「VSAPI」

識 ソフト「 S m a r t V o i c e（ V e r 3 . 0 ）i 」と

内容を読み上げる機能を搭載している。メー

を採用しており、ウ

「SmartVoice（Ver3.0）i」からブラウザーとメ

ルソフトは同社製メールソフト
「みんなでメー

イルスパターンファ

ールソフトを除いた「SmartVoice（Ver3.0）

ル」をベースとし

イルは、インターネ

c」を発売した。価格はそれぞれ 16,000 円、

ており、音声によ

ットを使ってでア

7,800 円。従来バージョンから
「SmartVoice

る文章作成のほ

ップデートできる。

（Ver3.0）i」へのバージョンアップは 7,800 円

か、メールの読み

となっている。
「SmartVoice i」に搭載されて
いるブラウザーは、インターネットエクスプロ
ーラをベースとしたもので、表示ページのリ

www.xaxon.co.
jp/nr6/

上げもできる。
www.psinfo.nec.
co.jp/smart/

ンクには番号が割り振られ、番号を音声入力

セットアップが簡単な家庭向けワイヤレスネットワーク製品
株式会社アイ・オー・データ機器は、セット

ネットワークの中にはワイヤレスモデム

アップが簡単なワイヤレス LAN 製品「シンフ

（WN-S/560 )は１台しか設置できない。ワ

ォニー」シリーズを発売する。56Kbpsモデム

イヤレスモデムWN-S/560は、複数のユーザ

を 内 蔵したワイヤレスモ デ ム「 W N -

ーが 1 つの回線で同時にインターネットに接

S/560」
とPC カードスロット用ネットワ

続できる「インターネット接続共有機能」を備

ークカード「PCWN-S」
、PCI バス用ネ

えており、添付の簡単セットアップユーティリ

ットワークカード「WN-S/PCI」の 3 製品。
価格はそれぞれ、39,800 円、22,000 円、

ティーを利用すれば初心者にも簡単にネット
ワークを構築できる。

26,000 円。この製品を利用したワイヤレスネ
ットワークの最大接続台数は 10 台で、対応
OS はウィンドウズ 95/98となっている。なお、
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オールインワン型インターネットサーバー
www.morisawa.co.jp

PRODUCT

WAVE

e

w

s

HDD にビデオ録画できるカード
NEC は、ハードディスクに MPEG2 相当でテレビ番組を録画しな

ットサーバー「TEAM Internet」を発売

「 SmartVision Pro」を 発 売した 。価 格 は

する。価格は 414,000 円から。フィルタ

34,800 円。番組情報が配信される地上波デ

リングソフトに WebSENSE を搭載して

ータ放送サービス「ADAMS-EPG」から無料

いるのが特徴。

でテレビ番組表を取り込むこともできる。
D

Archives

MP3に対応したカーオーディオ
www.kenwood.co.jp

PRODUCT

WAVE

D

Archives

100 Ｍ対応USB用LANアダプター
www.corega.co.jp

ケンウッドは、1DIN サイズのカーオーディオ「919」シリーズを発売

コレガは、10/100Base-TX に対応した

する。注目は、MP3 に対応した CD プレーヤー「D919」
とCDレシー

USB 用 LAN アダプター「corega

バー「Z919」の 2 機種。価格はそれぞれ

FEther USB-TX」を発売した。価格

47,000 円、60,000 円。音楽 CD のほか、

は 5,600 円。本体はブラックのスケ

CD-RにISO9660 形式で記録したMP3フ

ルトンボディーで、通信状態をモニターで

ァイルを再生できる。

きるLED を搭載する。

WAVE

D

Archives

1枚で二役の通信カード

PRODUCT

WAVE

D

Archives

薄型フラットベッド型スキャナー

aterm.cplaza.ne.jp

www.canon.co.jp

NEC は、屋外では携帯電話を利用したデータ通

キヤノンは、カバーに iMac にマッチするブル

信、屋内ではワイヤレス通信機能を搭載した TA や

ーベリー色を採用したフラットベッド型スキャナ

モ デ ム の 親 機 と 通 信 が で き る P C カ ード

ー「CanoScan FB630Ui」を発売した。価格は

「AtermRC35」を 3 月上旬より発売する。価格は

24,800 円。インターフェイスは USB を採用し、ウ

27,800 円。接続できる携帯電話は NTTドコモのデ

ィンドウズとマッキントッシュの両プラットフォー

ジタル携帯電話となっている。

ムに対応する。

PRODUCT
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D
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7,800円の統合オフィスソフト

PRODUCT

WAVE

D

Archives

インターネット環境高速化ソフト

www.lotus.co.jp

www.aisoft.co.jp

ロータスは、
「ロータススーパーオフィス 2000」を

エー・アイ・ソフトは、インターネットを快適

ミレニアム記念企画第一弾として 5 万本限定で

に利用するためのユーティリティーソフト
「ウ

7,800円で発売する。ロータススーパーオフィス2000

ェブワッカー 4」を 3 月 3 日より8,800 円で発

は、表計算ソフト
「ロータス 1-2-3」やワープロソフト

売する。インターネット接続環境の高速化や

「ワードプロ」
、スケジュールソフト
「ロータスオーガナ

ウェブページの先読み機能、バナー広告の自
動カット機能などを備えている。

イザー」など 8 製品をセットにしたビジネスソフト。
PRODUCT

WAVE

E

D

が ら、同 時 に 再 生 も で きる P C I カ ード

PRODUCT

V

www.psinfo.nec.co.jp/inet/bitcast/

モリサワは、メールサーバーやウェブサーバー、DNS サーバー、フ

WAVE

A

Archives

ァイアーウォールを搭載したインターネ

PRODUCT

W

D

Archives

iモード用ホームページ作成ソフト
www.netfarm.ne.jp

PRODUCT

WAVE

D

Archives

Mac/Win間でデータを共有するソフト
www.mvi.co.jp

ネットファーム・コミュニケーションズは、カラー

メディアヴィジョン株式会社は、データ共有

i モード端末にも対応したウィンドウズ用ホームペ

ソフト「MacDrive 98 Ver.3.1 日本語版 with

ージ作成ソフト
「iど〜も！」を 3 月 31 日より発売す

DAVE Ver.2.5J」を 3 月 3 日から発売する。価

る。価格は 3,980 円。i モード対応 HTML Ver.1.0

格は 26,800 円。OS の違いを意識することなく、

と2.0 の両方に対応する。

ウィンドウズとマッキントッシュで簡単にデータ
が共有できるのが特徴となっている。
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X
Z PROVIDER
WAVE LENGTH
WAVE
今月のプロバイダーニュース
今月のニュースの考え方

PROVIDER WAVEでは、プロバイダーの新
サービスや料金改訂、キャンペーンに関するニ
ュースを紹介します。

NTT-MEがマンション向け無線インターネットと
ニュータウン内のFTTHサービス開始を発表
NTT-MEは2 月 1 日より、マンション向けに

提供する。通信速度は最大 10Mbpsで、料金

低価格の定額常時接続を提供するワイヤレス

は月額 5,000 円と格安で高速の接続環境が

インターネットサービスを開始した。同サービ

実現される。また、ニュータウン内の一部マン

スはマンションに専用線を引き込み、各部屋を

ションにも光ファイバーが引き込まれ、各部屋

無線LANで結ぶことにより常時接続環境を提

には電話線を利用するHomePNA で接続す

供する。料金は世帯数やマンションの条件に

る形のサービスも提供する。こちらも料金は月

よって異なるが、50 世帯程度の場合で初期費

額 5,000 円で、最大速度は1Mbpsとなる。

用が25,000円、月額費用が3,900円程度。無

このほかにも、12 月からはADSL 試験サー

線 LANは各部屋のベランダに設置され、屋上

ビスを提供するなど、NTT-MEは高速接続サ

などに設置する親機と2Mbpsで通信する。

ービスを次々に開始している。CATV や ADSL

同じくNTT-MEとNTT-TE 関西は、4 月から

のような高速アクセスラインを提供する技術

兵庫県の阪急日生ニュータウンで光ファイバ

が出揃ってきたものの、いずれも地域限定型

ーを使った広帯域の「光インターネットマルチ

でのサービスになってしまうという問題がある。

メディアサービス」
を開始する。ニュータウン内

NTT-MEはさまざまなアクセスラインを取り揃

にNTT-ME が光ファイバー網を敷設して、分

えることで、状況に応じてこれらの技術を使い

譲一戸建てに直接光ファイバーを引き込む

分けていきたいとしている。

FTTH
（Fiber to the Home）
型のサービスを

www.ntt-me.co.jp

CATV向けのインターネットプロバイダー
「@NetHome」
6月よりサービス開始

ワイヤレスインターネットマンションで用いる無線 LAN。屋
上に親機を設置し、各部屋のベランダに設置した子機と
通信する。

IIJがアクセス管理
サービスを開始

同様のサービスは、関西マルチメディアサー

IIJ は 4 月 1 日より、法人を対象として業務

ームジャパンは2 月2 日、CATVによる高速イ

ビスによる
「ZAQ インターネット」がすでに関

中に閲覧することが不適切なウェブページの

ンターネット接続サービス「@NetHome」を6

西地区の CATV 局 19 社で展開されているほ

アクセスを遮断する「IIJ Web アクセス管理

月より開始すると発表した。当初はジュピター

か、タイタス・コミュニケーションズ、日本シス

サービス」の提供を開始する。初期費用は

テレコム
（J-COM）
傘下の CATV 局 10 社でサ

コシステムズ、伊藤忠テクノサイエンスによ

30,000 円、月額費用は基本料金の 30,000 円

ービスを展開するが、将来的には J-COM 以

る「ALLNET Partnership」には江戸川ケー

と、ユーザー数に応じた利用料金（1 〜 50 ユ

外の CATV 局でのサービスも予定している。

ブルテレビが参加を表明し、7月よりALLNET

ーザーの場合10,000円）
が必要となる。また、

また、正式サービスにさきがけて、3 月からは

ブランドでのサービス開始を予定している。こ

本サービス導入に先立って無料の試験サー

J-COM 福岡で試験サービスが開始される。

れまでは技術力や資金力の豊富な CATV で

ビスを開始する予定となっている。

@NetHome のサービスメニューは未定だが、

なければインターネットサービスは提供できな

同サービスは、IIJ のサーバーを利用する

料金は月額 6,500 円程度、通信速度は「現在

か っ た が、@ N e t H o m e や A L L N E T

アプリケーションサービスとして提供されるた

J-COM で提供しているサービスを下回ること

Partnershipといった新たな動きにより、今後

め、利用する企業はファイアーウォールやプ

はない」
としている。また、@NetHomeはイン

は多くの CATV でインターネットサービスが開

ロキシーサーバーの設定を変更するだけで

ターネット接続サービスだけでなく、大容量コ

始されることが期待できる。

簡単にウェブアクセスの管理が可能となる。

CATV インターネットプロバイダーのアットホ

ンテンツを配信する地域データセンターの構

www.jp.home.com

専用のサーバーを自社で導入する場合に比

築と運 営も行う。これにより、ユーザーは

www.zaq.ne.jp

べて大幅なコストの軽減となる。

CATV の高速回線をさらに快適に使用できる。

www.allnet.ne.jp/partnership/
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セガがドリームキャストの
CATV接続試験を開始

住友 VISAがプロバイダーサービス
「Vp@ssClubネット」
を開始
大手カード会社の住友クレジットサービス

VISA カードまたは住友マスターカードの

セガ・エンタープライゼスは 1 月 31 日、
ド

は 3 月 1 日より、同社の住友 VISA カードの会

所有者であれば誰でも入会が可能で、入会

リームキャストによるCATV インターネット接

員を対象としたインターネット接続サービス

費や年会費は無料となっている。

続の導入試験を、全国の CATV30 社と共同

「Vp@ssClub ネット」を開始する。アクセスポ

Vp@ssClub ではこれまで、カード利用明細

で開始することを発表した。CATV インター

イントは全国の 130 か所以上に設置され、料

の照会や設定内容の変更などが可能となる

ネット対応のシステムは、
ドリームキャスト用

金コースは月額 1,690 円の固定料金制の「ど

「infoV」や、ショッピングモール「V-Mall」をは

の LAN アダプターと専用ブラウザーソフトで

っぷりコース」と、1 分 4 円の完全従量制の

じめとする各種店舗が利用できるショッピン

構成される。ユーザーが CATV インターネッ

「ちょこっとコース」の 2 通りから選択でき、固

グサービス「Vp@ssショッピング」などを提供

トに接続する場合には、
ドリームキャストに内

定制のどっぷりコースの場合でも、1 か月に

してきた。こうしたサービスに加え、今回さら

蔵されているモデムを LAN アダプターに差

1 度も使わなければ課金されないという特徴

に接続サービスを提供することにより、会員増

し替えて、ケーブルモデムにイーサネットケ

がある。申し込みはホームページか専用 CD-

強と利用促進を図っていきたいとしている。

ーブルで接続するだけでよい。

ROM からオンラインサインアップが可能で、

今回の導入試験は、総数約 2000 台のドリ

www.vpass.ne.jp

3 月と4 月はサービス開始キャンペーン期間

ームキャストを全国 30 の CATV 局に無償で

として利用料金が無料となる。

配布するもので、各家庭に設置して実際にサ

同サービスは、住友クレジットサービス

ービスを利用してもらい、正式サービスに向

Vp@ssClub ネットの料金体系

がこれまで提供してきた「Vp@ssClub」の

コース名

どっぷりコース

ちょこっとコース

一環として提供されるもの。Vp@ssClubは

初期費用

なし

なし

1,690 円※

0円

なし

4 円/分

月額基本料金

クレジットカードの各種サービスをインタ

従量課金

ーネットから利用できるサービスで、住友

※1 か月に1 度も利用がなかった場合には課金されない

DDIポケットが
データ通信料を値下げ

C&W IDCが
レンタルサーバーを開始

けたリサーチを行う。今春には正式サービス
を開始し、LAN アダプターなどは CATV 局経
由で販売される予定となっている。
www.sega.co.jp

YOUテレビが4月から
個人向けサービス開始

DDI ポケットは2 月 1 日より、データ通信料

ケーブル・アンド・ワイヤレス IDC（C&W

神奈川県の横浜市と川崎市をサービスエ

金が一律 10 円の値下げとなる料金改定を実

IDC）
は1月17 日より、インターネットサーバー

リアとするCATV の YOU テレビは、4 月より

施した。これまでは一通話ごとに通信料金と

を1 台まるごと利用者にレンタルする
「インタ

個人向けのインターネットサービス「YOUTN」

は別に10 円が加算されていたが、今回の改

ーネット・サーバーレンタルサービス」を開始

を開始する。月額料金は 6,000 円、速度は最

定ではこれを廃止して、距離に応じた通信料

した。初期費用は 50,000 円、月額料金が

大256Kbps で、テレビの多チャンネルサービ

金のみの課金となるように変更された。通信

50,000 円。250MHz の CPU、32M バイトの

ス
（わくわくコース）
とセットで利用した場合の

料金は同一区域内の通信の場合 70 秒 10 円

RAM、4.3G バイトのハードディスクを搭載し

月額料金は 8,300 円となる。サービス提供地

で、14.4Kbps、32Kbps、64Kbps といっ

た Linux マシンを 1 台占有して利用でき、

域は 4 月の段階では鶴見区のみで、順次全

たデータ通信速度による料金の差はない。

WWW、メール、DNSといった各種サービス

エリアに展開する予定となっている。

これにより最低課金単位は20 円から10 円と

についてはブラウザー上から設定が可能とな

なり、メールの確認などの短時間の利用が多

っている。セカンダリーDNS 機能とドメイン名

いユーザーにとっては大幅に料金が安くなる

の維持費用については無料となっている。

可能性が高くなることが予想される。

サーバーは C&W IDC の国際通信センタ

www.ddipocket.co.jp
DDI ポケットのデータ通信料金

旧料金
新料金

料金体系

通信料（1 分）

10 円/70 秒＋ 10 円

20 円

10 円/70 秒

10 円

www.youtv.co.jp

YOUTV サービス概要

ー内に設置されるため、国内と海外に対して

登録料

20,000 円

は合計 1Gbps 以上の高速バックーンに直接

工事費

25,000 円（PC1 台の場合）

月額料金

6,000 円

通信速度

256Kbps（最大）

ホームページ容量

5M バイト

接続される。また、24 時間の有人監視による
障害対応などのサポートも含まれる。
www.cwidc.com
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IIJ4Uが2月1日より月額基本料金を800円に
MP
（128Kbps）
接続の対応も同時に開始
IIJ は 2 月 1 日より、個人向けダイアルアッ

合わせた額）
に据え置かれる。

BIGLOBEが
「デイタイ
ム」
新料金コースを新設
BIGLOBE は 3 月 1 日より、昼間を中心に

プ IP サービス「IIJ4U」の月額基本料金を

この 料 金 改 定と同 時 に、I S D N の M P

1,900 円から800 円に料金改定した。月額基

（128Kbps）
接続の対応も開始する。このMP

とした「デイタイム」料金コースを開始する。

本料金を半額以下に下げることによって、月

オプションの申し込みは、すでに IIJ4U ユー

この料金コースは、個人向け「デイタイム」
コ

額基本料金のみで接続可能な時間を 10 時

ザ ー の 場 合 は 、ユ ー ザ ー サ ポ ート ペ ー

ースと法人向け
「デイタイム」
コースに分かれ、

間から8時間に引き下げる。接続時間が少な

ジ

で行う。料金体系は MP オプション

それぞれ午前 6 時から午後 9 時までの時間を

いユーザーが利用しやすくなるのがねらい。

を申し込まない場合とほぼ同じだが、上限の

定額で利用できる。この時間以外の利用に

8 時間を超える場合の従量課金額は従来の

月額料金が 9,000 円と異なる。

は、1 分あたり10 円の超過料金が課される。

まま1 分あたり5 円と変わらず、上限の月額

利用する主婦や高齢者、および法人を対象

help.iij4u.or.jp

www.biglobe.ne.jp

料金も4,900 円（接続料金と月額基本料金を
個人向け「デイタイム」コース

MP オプションを利用しない新料金体系
初期費用 *

1,900 円

初期費用

なし

月額基本料

800 円

通信料金

1,200 円/月

定額利用可能時間帯

午前 6:00 〜午後 9:00

超過料金 *

10 円/分

8 時間以下
接続料金

0円

8 時間以上 21 時間 40 分まで
（8 時間を超える利用時間分）
21 時間 40 分以上

5 円/分
4,100 円（月額固定）

法人向け「デイタイム」コース

MP オプションを利用した新料金体系
初期費用 *

1,900 円

初期費用

2,000 円から

月額基本料

800 円

基本料

1,000 円/月から

通信料金

1,200 円/月

定額利用可能時間帯

午前 6:00 〜午後 9:00

超過料金 *

10 円/分

8 時間以下
接続料金

0円

累計接続時間が8 時間以上 35 時間 20 分まで**（8 時間を超える利用時間分）
21 時間 40 分以上

5 円/分
8,200 円（月額固定）

* 初期費用は3 月 31 日までキャンペーン期間として無料

* 定額利用可能時間帯以外の利用

** 累計接続時間は、ISDN の「1B 目が接続されていた時間」と「2B 目が接続されていた時間」の合計

@niftyが新会員制度
「C's」
を開始

ドリームネットが会員募集キャンペーンを実施
Librettoが先着1000名に

@nifty は2 月 1 日に新会員制度「C's」
（シーズ）を開始した。このC's 会員になるこ
とで、インターネット決済サービス「iREGi」

ドリームネットは 3 月 1 日より、会員募集キ
ャンペーン「ドコデモインターネット第 3 弾」

0120-744-210

を開始する。このキャンペーンは、
「Libretto

（アイレジ）や有料ウェブコンテンツ、ビジュ

ff 1100V」がパックになったプランと「ポケ

アルコミュニティー「InerPot」
（インターポ

ットmopera」がパックになったプランの会員

ット）を月額料金なしで使えるようになる。

募集を、それぞれ先着 1000 名と先着 5000

今まで@nifty 会員以外のインターネットユー

名を対象に行うもの。条件として、Libretto

ザーは、月額 1,200 円で@nifty のコンテンツ

のパックは月額 4,980 円のプランに 3 年

を時間制限なしに利用できる「オープンコー

間、ポケットmopera のパックは月額 980

ス」会員になることが必須だった。

円のプランに 2 年間加入することとなっ

C's は月額利用料は無料だが、初期登録

●ドコモインターネット受付ダイヤル：

ている。応募は電話かホームペ

料として500 円がかかる（コンテンツの利用

ージで 3 月 1 日朝 10 時よ

には別途利用料金）
。7 月 31 日まではキャン

り受け付け開始。

ペーンとして初期登録料は無料。
www.nifty.com/cs/
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東京電話インターネットが新料金
「ぴったりライト」
を新設
www.dup.ttcn.ne.jp
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Panasonic Hi-HO が
プレゼントキャンペーンを実施
home.hi-ho.ne.jp

TTNet が運営するインターネット接続サービス「東京電話インター

松下電器産業が運営するPanasonic Hi-HOでは、個人の新規入会

ネット」では 2 月 1 日、月額 750 円の新料金コース「ぴったりライト」を

者を対象としたプレゼントキャンペーン「Hi-HO ますますパワーアッ

新設した。基本料金で 5 時間まで利用でき、以降は 5 円/分の従量課

プキャンペーン」を 4 月 15 日まで実施している。入会したコースに応

金。また、同日よりUUNET のアクセスポイント
（国内 85 か所、海外

じて、ポータブル CD プレーヤーまたは MD プレーヤーがそれぞれ 40

1113 か所）
が利用できるローミングサービスも開始された。

人ずつに抽選でプレゼントされる。

PROVIDER

D

WAVE

三井不動産が通信会社と協定締結
オフィスビルで通信会社を選べる
www.mitsuifudosan.co.jp

PROVIDER

D

WAVE

イー・アクセスが 4月より
ADSLサービス開始を発表
www.eaccess.net

三井不動産は 1 月 31 日、主要通信会社 7 グループ 10 社と基本協

イー・アクセスは 2 月 7 日、ADSL による高速データアクセスの試

定を締結し、同社が管理する全国 300 棟のオフィスビルに複数の通

験サービスを4 月より開始することを発表した。個人向けのサービス

信会社の回線を引き込んでいくことを発表した。これにより、同社の

は通信速度が 250K 〜 350Kbps 程度、料金は月額 6,000 円程度を予

オフィスビルのテナントは企業は、自由に通信会社を選択して利用で

定している。サービスエリアは東京の 6 収容局と大阪の 5 収容局で、

きる。

順次開始していく予定となっている。

PROVIDER

D

WAVE

KDDと日本シスコが提携
4月よりCATVのIP電話実験を開始
www.kdd.co.jp

www.cisco.com/jp/

PROVIDER

D
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SANNETがDDIポケットの
64Kbpsデータ通信に対応
www.sannet.ne.jp

KDDと日本シスコシステムズは 1 月 26 日、4 月より開始される

SANNET は 2 月 17 日より、DDI ポケットの PHS による64Kbps 通

CATV を利用した IP 電話サービスのフィールド実験「VIP21」に関し

信（PIAFS2.1）への対応を開始した。PIAFS2.1 対応のアクセスポイ

て協力することで合意したことを発表した。KDD のインターネットサ

ントは、全国どこからでも同じ電話番号となるDDI ポケットの「ポケ

ービス網「NEWEB」
と電話網を、シスコ製の音声メディア変換装置

ットMAL」を採用。通話料金も全国均一で、3 〜 17 時は 1 分 10 円、

を用いて CATV からの IP パケットを音声に変換して接続する。

17 〜 3 時が 1 分 13 円でアクセスが可能となる。

PROVIDER

D

WAVE

大阪メディアポートがJPIXと
NSPIXP2に直接接続

PROVIDER

D

WAVE

JustNetが個人向けホスティング
「Myドメインパック」
を開始

www.omp.ad.jp

www.justnet.ne.jp

大阪メディアポートは 2 月 1 日より、同社のインターネットサービス

JustNet は 1 月 22 日より、個人向けホスティングサービス「Myド

網「WCN」について、東京の NSPIXP2とJPIX にそれぞれ 100Mbps

メインパック」を開始した。初期費用は 10,000 円、月額料金は 3,900

で直接接続を開始した。これまでは大阪で NSPIXP3 や他のプロバ

円で、独自ドメインでのホームページ
（25M バイト、CGI 利用可）
とメ

イダーに接続していたが、東京の IX に直接接続することにより、さら

ールアドレス
（5 つまで）
の運用が可能となる。利用条件は JustNet の

に高速にデータ交換を行うのが狙い。

個人会員で、支払方法はクレジットカードのみとなる。

PROVIDER

WAVE

D

BIGLOBEが電子ショップ開設サー
ビス
「ECショップサービス」
を開始
biz.biglobe.ne.jp

PROVIDER

D

WAVE

So-netとIIJが PIMサービス
「My Folder」
を共同開発
www.so-net.ne.jp/mf/

BIGLOBE は 2 月 7 日より、企業向けの電子ショップ開設を支援す

So-netとIIJ は、スケジュール管理やアドレス帳などの機能が利用

る「EC ショップサービス」を開始した。同サービスは電子ショップ開

できるウェブアプリケーションサービス「My Folder」を共同で開発

設を希望する企業に対して、カタログの作成、データベースの構築、

した。3 月からは So-net の会員向けにモニターサービスとして無料で

顧客管理などを提供するもので、初期費用は50 万円、月額料金は30

提供され、5 月以降は月額 300 円で正式サービスとして開始する予定

万円からとなっている。

となっている。
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R CAMPAIGN WAVE

今月の無料・割引・プレゼント情報

カーポイントが話題の
新車を計6人に！

CAMPAIGN WAVE ではインターネットに関
するオトクな情報を紹介します。

e-P laceが2,000 万円
分の旅行券をプレゼント

インターネットで自動車の販売支援サービ

井上昌巳がベスト
アルバムをプレゼント

インターネットを利用したホテルの予約サ

井上昌巳のデビュー10周年を記念したベ

スを行うカーポイントでは、新車を6台プレゼ

ービスを提供しているe-Placeが、総額 2,000

ストアルバムを読者のなかから抽選で 5人に

ントするキャンペーンを実施している。ホーム

万円分の旅行券をプレゼントする
「宿泊ポイ

プレゼント。応募方法はホームページのメー

ページの応募フォームに必要事項を記入する

ントデビューキャンペーン」
を実施している。本

ルボックスをクリックして、タイトルに「インタ

だけで応募できるが、1車種につき1人 1回限

サービスを利用してホテルの予約をし、合計

ーネットマガジン・ベストアルバムプレゼント

り有効とのことだ。締め切りは 3月 31日。

で 10ポイント
（10泊分）
以上ためた人に抽選

係」
と書くだけ。締め切りは 3月 10日。

で 1万円〜 5万円分の旅行券が当たる。締め

www.carpoint.ne.jp

www.shokoland.com

切りは 3月 31日。
www.e-place.ne.jp

CYBER STATION
が無料モニターを大募集

アルクが語学イベントの
入場券をプレゼント

CYBER STATIONが入会月を含む3か月

インターネットで語学関連情報を発信する

間、CYBER STATIONのすべてのサービス

ア ル ク が、3 月 25 日 と 26 日 に 東 京 で

を無料で使える
「モニター会員」の募集をして

「 Language EXPO 2000 TOKYO」を開 催

いる。さらにモニター期間中にアンケートに答

するのを記念して抽選で 50組 100人に入場

えると旅行券やグルメ券、テレホンカードなど

券をプレゼントする。各種スクールや学習コ

が抽選で 225人にあたる。応募方法はウェブ

ンテンツの紹介とともに、著名人によるアト

から応募フォームの PDFを入手し、必要事項

ラクションも予定している。締め切りは3月 15

を記入した後、ウェブに記載の住所まで郵送

日。

www.alc.co.jp

ゲストのクリス・ペプラー氏

する。締め切りは3月 15日。
www.cyberstation.ne.jp/moniter.htm

ロゴヴィスタが
ミレニアムキャンペーンを実施中
www.logovista.co.jp

アステルが無料で
32Kデータカードをレンタル中！
www.astel.ne.jp
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EVENT WAVE

2月 29日 3月 3日

概要

www.nikkei.co.jp/events/SS/
2月 29日 3月 3日

3月 1日

3月 3日

3月 8日

3月 8日

RETAIL TECH JAPAN

www.nikkei.co.jp/events/RT/
IBM総合フェア2000

bizevent.nikkeibp.co.jp/ibm/
第 2回 MagaWaveProセミナー

www.megawavepro.ne.jp

開催場所

4月 18日 4月 20日

4月 19日 4月 20日

東京ゲームショウ2000春

www.cesa.or.jp/cesa/jpn.html
Linux Conference 2000 Spring

www.sbforums.co.jp/linux/
CiscoWave 2000+Networkers

bizevent.nikkeibp.co.jp/cisco/
Computer Telephony World

4月 19日 4月 21日 Expo/Tokyo2000

www.idgexpo.com/ctw/
4月 20日 4月 23日

海 外

開始日 終了日
2月 29日 3月 2日

名称

主催・問い合わせ先

東京ビッグサイト（東京国際展示場）
東京都江東区有明 3-21-1

主 日本経済新聞社
問 RETAIL TECH JAPAN 事務局
TEL 03-5255-2847 FAX 03-5255-2860

IBMと関連企業が集結し、ネットワークコンピ
ューティングの世界のハード、ソフト、サービ
スをテーマに行う展示会

日本コンベンションセンター（幕張メッセ）
千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1

主 日経 BP 社
日本 IBM
問 IBM総合フェア事務局
TEL 03-5210-7044 FAX 03-5210-7014

衛星イントラネット「MegaWave Pro」に関
するセミナー

東京国際フォーラム ホールD
東京都千代田区丸の内 3-5-1

主 NTT サテライトコミュニケーションズ
問 セミナー事務局
TEL 03-3214-9520

医療の情報化に関するエキスポ＆コンファレンス

東京ファッションタウン（TFT）
東京都江東区有明 3-1

新世代ハードや携帯型ゲーム機、オンラインゲ
ームなどエンターテインメントソフトウェアの展
示会（初日は招待日）

日本コンベンションセンター（幕張メッセ）
千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1

Linux デベロッパーとビジネスユーザーのための
総合コンファレンスと展示会

東京ファッションタウン（TFT）
東京都江東区有明 3-1

主 日本 Linux 協会 ソフトバンクフォーラム
問 ソフトバンクフォーラム
TEL 03-5642-8433 FAX 03-5641-4617

ネットワーク・システムを中心としたインター
ネットソリューションの総合展示会とセミナー

新高輪プリンスホテル
東京都港区高輪 3-13-1

主 日経 BP 社
問 CiscoWave2000+Networkers 事務局
TEL 03-3433-5887

次世代コミュニケーションシステムの紹介とこ
れからのビジネスソリューションを提案する展
示会

東京ビッグサイト（東京国際展示場）
東京都江東区有明 3-21-1

主

主 （社）
コンピュータエンターテインメントソ

東京都江東区有明 3-21-1

示会

IDG ワールドエキスポジャパン
ヘルスケアインフォーメーションワールド
2000事務局
TEL 03-5800-4831 FAX 03-5800-3973
問

フトウェア協会
（CESA）
問 インフォメーションデスク
TEL 03-5512-3154

主

IDG ジャパン
CT World事務局
TEL 03-5800-4831
問

主

東京国際ブックフェア実行委員会
問 リード エグジビション ジャパン
TEL 03-3349-8507 FAX 03-3345-7929

開催場所

電子商取引に関する総合展示会

Jacob K. Javits Center
New York, NY,USA

インターネットに関する総合展示会

Los Angeles Convention Center
Los Angeles,CA,U.S.A.

放送における電子メディアの融合やデジタル技
術などに関する展示会とコンファレンス

Las Vegas Convention Center
Las Vegas, NV, USA

電子商取引をテーマとした情報技術、画像処
理技術の総合展示会

Jacob K. Javits Center
New York,NY,U.S.A.

インターネットセキュリティー関連のセミナー
と展示会

Las Vegas Convention Center
Las Vegas,NV,U.S.A.

Windows World、LINUX Business Expoと同
時開催の、コンピュータに関する総合展示会

McCormick Place
Chicago,IL,U.S.A.

主催・問い合わせ先
主

Advanstar

問

TEL +1-203-882-1300（内線 109）
FAX +1-218-723-9122

www.iec-expo.com
4月 3日

4月 7日

4月 8日 4月 13日

4月 9日 4月 12日

Spring Internet World 2000

events.internet.com/spring2000/
NAB2000

www.nab.org/conventions/
AIIM 2000

www.aiim.org
International Security

4月 13日 4月 16日 Conference EXPO LAS VEGAS

isc.reedexpo.com
COMDEX Spring 2000
4月 17日 4月 20日

5月 7日 5月 12日

www.zdevents.com/comdex/
spring2000/
NetWorld+Interop 2000 Las
Vegas

www.zdevents.com/interop/
lasvegas2000/
E3（Electronic Entertainment

5月 11日 5月 13日 Expo）

www.e3expo.com

E

電子商取引やカスタマーリレーションシップマ
ネジメントなどに関する展示会

概要

The Internet &Electronic
Commerce Conference &
Exposition

V

主 日本経済新聞社
問 SECURITY SHOW事務局
TEL 03-5255-2847 FAX 03-5255-2860

電子出版・マルチメディアフェア 2000 「東京国際ブックフェア」と併催される、最新 東京ビッグサイト（東京国際展示場）
の電子書籍やマルチメディア出版物に関する展

www.reedexpo.co.jp/tibf/

A

東京ビッグサイト（東京国際展示場）
東京都江東区有明 3-21-1

www.idgexpo.com/hiw2000/
3月 31日 4月 2日

W

ネットワークと現実社会のセキュリティについ
ての展示会とセミナー

ヘルスケアインフォメーション

3月 10日 3月 11日 ワールド2000

s

2000 年 3 月〜5 月

名称

SECURITY SHOW2000＋
Network Security

w

EVENT WAVEでは、国内と海外の注目イベ
ント情報を紹介します。

今月の展示会・セミナー情報

開始日 終了日

e

インターネットに関するセミナーと展示会
（展示会は5月 9日から11日まで）

世界最大のコンピュータゲームをはじめとする
エンターテインメントソフトに関する展示会

Las Vegas Convention Center
Las Vegas,NV,U.S.A.

Los Angeles Convention Center
Los Angeles,CA,U.S.A.

主

Penton Media

問

TEL +1-216-696-7000
FAX +1-216-696-0836

主

NAB（全米放送事業者協会）

問

TEL +1-202-429-3922
FAX +1-202-429-4194

主

AIIM International

問

TEL +1-301-587-8202

主

Reed Exhibition Companies

問

TEL +1-203-840-5602
FAX +1-203-840-9816

主

COMDEX/Spring 2000

問

TEL +1-781-433-1500
FAX +1-781-449-1413

主

NetWorld+Interop 2000

問

TEL +1-888-886-4057
+1-781-433-1516
FAX +1-781-449-2674

主

Electronic Entertainment Expo

問

TEL +1-800-315-1133
FAX +1-781-440-0359

※カレンダーの日程はあくまでも予定です。お出かけの際は、問い合わせ先へお確かめください。
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