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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。

X PROVIDER WAVE
今月のプロバイダーニュース

ワイヤレスインターネットサービスによる
無線インターネット接続が本格化
正式サービス開始時の2001 年春には、東

円と工事費（集合住宅 8,000 円、一戸建て

資する、
「ワイヤレスインターネットサービス」

京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の500 か

13,000 円程度）が必要。利用料金は、回線

は、2001 年春から無線によるインターネット

所に親機を設置。その後は利用希望者の多

利用料金とプロバイダー料金を含めて月額

接続サービス「ウィズネット」の本格サービ

い地域を中心にエリアを拡大する。アクセス

3,900 円前後を予定しており、CATV インタ

スを開始する（NTT-ME が出資する「ワイヤ

ポイントから半径 400 メートルがサービスエ

ーネットやADSL、フレッツ・ ISDN よりも

レスインターネット」とは別の会社）
。

リアのめやすとなり、1 つの親機に200 人程

低い価格となっている。

コーラルとグローバルホールディングスが出

それに先立ち、12 月からは文京区、新宿

度のユーザーの利用を見込んでいる。親機は

通信速度は、親機までは光ファイバーケー

区、大田区、杉並区、横浜市青葉区の一部

おもにマンションなどの屋上に設置されるた

ブルをひいて1.5Mbps となり、ユーザー数に

のマンションで無料試験サービスを行ってい

め、マンションの管理組合などとの設置の交

応じて増強をするとのこと。親機からユーザ

る。無料試験サービスが提供されるのは、親

渉が進めば、さらなるエリアの拡大が期待で

ーまでは、最大 1Mbps となる。

機（アクセスポイント）を設置したマンショ

きる。

ンのみとなり、周囲での試験は行っていない。

www.wis.ne.jp

ウィズネットの初期費用には入会金25,000

InfoSphere、無線での
専用線接続を開始

Panasonic Hi-HO、ADSLサービスの開始と
電話代込みのプランの追加
Hi-HO は、イー・アクセスによるADSL 接

額 200 円、制限時間 1 時間）が12 月 16 日

I n f o S p h e r e は、 企 業 向 けサービス

続サービスと、電話代込みなどの料金プラン

から、
「携帯電話専用コース」
（月額 500 円、

「InfoSphere 専用IP 接続サービス」の1 つと

を12 月 16 日より追加した。

無制限）が1 月 16 日からそれぞれ提供され

して、アクセスラインにNTT コミュニケーシ

る。
「携帯電話専用コース」を利用できるの

ョンズの無線接続サービス「Arcstar エアア

は、イー・アクセスの回線を利用する。通信

は新規加入者のみで、au のPacketOne、

クセス」を用いた「InfoSphereIP-T1/Air」

速度は最大下り640kbps、上り320kbps。

DoCoMo のDoPa とクイックモバイルから接

を12 月 8 日より開始した。夜間深夜は通信

月額料金は回線使用料金込みで、電話と共

続できる。なお、ISDN やアナログ回線から

速度を落としたり、品目を1.5Mbps に限る

用の場合6,500 円、回線専用の場合は8,200

の接続はできない。

ことにより、ほかの1.5Mbps の専用線接続

円。1 月31 日までは早期加入キャンペーンで

home.hi-ho.ne.jp

よりも利用料金が安く設定されているのが特

ADSL 接続サービス「まとめてADSL」で

初期費用が安くなる。ADSL モデムはUSB 接
続タイプとルーター接続タイプが用意される。
なお、NTT 西日本とNTT 東日本が提供する
フレッツ・ ADSL についても対応するとして

徴。当初は東京のみの提供となり、需要を見
ADSL の料金表
回線形態

初期費用

6,500 円

32,000 円

USB

6,500 円

18,000 円

初期費用は入会金50,000 円と工事費、利

ルータータイプ

8,200 円

32,000 円

用料金は月額 248,000 円で、最大通信速度

USB

8,200 円

18,000 円

は、2 時から21 時は1.5Mbps であるが、21

電話共用

回線専用

とめてTEL1 コース」
（月額 300 円、制限時
間 1 時間）と「まとめてTEL10 コース」
（月
額2,350 円、10 時間まで）が追加される。ど

続のため、光ファイバーケーブルと違い敷設

ルータータイプ

いる。
また、電話代込みのプランについては、
「ま

てほかの地域にも広げるとしている。無線接

モデムの種類 月額基本料金

に多額の工事費用と時間はかからない。

時から2 時のあいだは上り1.5Mbps 下り
電話代込みの料金表

192kbps となる。なお、Arcstar エアアクセ

ちらも超過課金は1 分 9 円。なお、従来から

コース名

ある「まとめてTEL コース」
（月額 1,200 円、

まとめてTEL1

300 円

1 時間

9 円/分

いない。割り当てられるIP アドレス数は、

制限時間 4 時間）は、
「まとめてTEL4 コー

まとめてTEL4

1,200 円

4 時間

9 円/分

JPNIC の基準を満たせば制限はない。

ス」となる。さらに、
「ちょこっとプラン」
（月

まとめてTEL10

2,350 円

10 時間

9 円/分
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月額料金

制限時間

超過料金

スの品目にある45Mbps の接続は用意されて

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

www.sphere.ad.jp

2001.02

PROVIDER

PROVIDER

WAVE

N

WAVE

D

九州電力、電力線を用いた
接続試験を開始
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@nifty、
インターネット電話サービスを開始

www.kyuden.co.jp

www.nifty.com

九州電力は、電力線を利用した接続サービスの試験を12 月より開

@nifty は、インターネットでつながれたパソコン同士で話ができる

始した。対象は福岡市の300 戸程度。接続先となるQTNet から電柱

「ビットアリーナ」を開始した。利用するにはウィンドウズ版の専用

までは光ケーブルを使い、そこから各家庭までは電力線を利用して接

ソフトのインストールが必要。利用料金は無料で、電話をかける前に

続する。通信速度は最大で3Mbps。試験期間中に電気製品への影

広告が表示される。また、ポイントを貯めて懸賞への応募も可能。利

響などを調査して事業化を決めるとしている。

用にあたり@nifty への入会は必要ない。
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リムネット、
ADSL早期予約キャンペーン
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ドリームネット、
ポイントサービスを開始

www.rim.or.jp

www.dream.com

リムネットは、ADSL 先行予約キャンペーンを1 月 31 日まで実施

ドリームネットはNTT-PC との業務提携により、ポイントサービス

する。初期費用がUSB モデムの場合 3,000 円が9,800 円に、ルータ

「Dream Bit Parade」を開始した。Dream Bit Parade の登録時に、

ータイプの場合 40,000 円が35,000 円にそれぞれ値引きされる。ま

自分のプロフィールを入力することによって、趣味や関心に合わせた

た、リムネットはトウィックスと1 月 1 日に合併し社名を「インター

メールが送られ、アンケートの回答や資料請求を行うとポイントがた

ドットネット」と変更する。ドメインの移行などについては未定。

まり、現金に換えることができる。
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文化放送ブレーンが
プロバイダーを開始
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NTTコミュニケーションズ、
電話とメールの統合サービスを開始

www.365.ne.jp

www.ntt.com

文化放送ブレーンは、プロバイダー「365@ プロバイダ」を開始し

NTT コミュニケーションズは、電話とメールの統合サービス「e コ

た。月額 1,380 円で使い放題。また、日経新聞の記事が検索できる

ールサービス」を開始する。月額 300 円。060 で始まる電話番号や

「日経テレコン21」が利用できる「365@ 日経テレコン21 コース」も

メールアドレスが提供される。メールを音声で確認することができる。

オプション（月額 400 円）で用意されている。アクセスポイントは

また来年には、メールを音声に変換して電話へ送ったり、電話からメ

XAXON INTERNET を利用して全国に145 か所用意されている。

ールを送るサービスも始まる。
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KDDI、
国際IP-VPNサービスの提供を開始
www.kddi.com
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ライブドア、フレッツ・ISDNの
試験サービスを開始
www.livedoor.com

KDDI は、世界中の複数の拠点を国際 IP 網で接続する「国際 IP-

ライブドアは、フレッツ・ISDN での接続試験サービスを開始した。

VPN サービス」を開始する。従来は、世界中の複数の拠点ごとをATM

サービスエリアは東京のみ。無料プロバイダーのため、フレッツ・

やフレームリレーを使いメッシュで結んでいたが、IP-VPN サービスを

ISDN 利用料金の月額 4,500 円のみでインターネットへの常時接続が

使えば国際 IP 網へ接続するだけで同じネットワークが構築できる。各

利用できる。接続ソフトはウィンドウズ版のみで、マッキントッシュ

拠点から国際 IP 網へはATM などに加えSDSL での接続も提供する。

版については今後リリースするとしている。
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WebONEが
フレッツ・ISDNタイプ2に対応
www.webone.ne.jp
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NTT-ME、インターナップと
コンテンツデリバリーサービスを提供
www.ntt-me.co.jp

WebONE は、フレッツ・ ISDN タイプ2 の提供を12 月 4 日より開

NTT-ME は米国インターナップとコンテンツ配信を行う合弁会社

始した。フレッツ・ ISDN タイプ2 は、NTT の地域 IP 網を利用せず、

を設立する。合弁会社はストリーミングデータを安定した通信速度と

プロバイダーが電話局へ専用線をひいてサービスを行うもので、月額

遅延をなくして送るために、目的地までもっとも早く到達するルート

2,900 円となる。対応地域は北海道江別市の江別地区と野幌地区と

に迂回させて、コンテンツ業者から利用者までの配信を円滑化させ

なっており大麻地区は近いうちに対応するとしている。

る。サービス開始は2001 年の夏を予定している。
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