N e w s W A V E
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。
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今月のプロバイダーニュース

ツ・ ADSL は半額に、ディジタルアクセスは

NTT 西日本と NTT 東日本が
光ファイバーによる接続試験サービスを開始

50 〜 70 パーセントの値引きとなる。
さらに、光・ IP 通信網サービスには、地

NTT 西日本とNTT 東日本は、光ファイバ

つの集合住宅で10 契約以上が見込まれる場

域 IP 網を利用せず、プロバイダーのバックボ

ーによるインターネット接続サービス「光・

合に提供され、NTT 収容局と集合住宅を光

ーンとNTT 収容局を直接に接続するサービス

IP 通信網サービス」の試験提供を開始した。

ファイバーで接続して、集合住宅内はイーサ

も用意されている。通信速度は最大10Mbps。

受け付けは昨年の12 月26 日から始めている。

ネットやHomePNA などで利用者のパソコン

工事費は27,100 円、月額料金は11,000 円

この光・IP 通信網サービスでは、プロバイ

に接続する仕組みだ。そのため、集合住宅メ

となる。しかし2000 年1 月15 日現在、対応

ダーのバックボーンとアクセスラインに光ファ

ニューはほかのメニューに比べ利用料金が安

を予定するプロバイダーは現れていない。

イバーを使うもので、NTT の地域 IP 網を経

くなっている。このサービスでは、プロバイダ

今回の光・ IP 通信網サービスでは、光フ

由して接続する。つまり、フレッツ・ ISDN

ーを切り替えたり、複数のプロバイダーを同

ァイバーとパソコンを、ONU（光加入者終端

やフレッツ・ ADSL のアクセスラインが光フ

時に使ったりすることも可能となる。

末装置）を介して10BASE-T で接続する。

すべてのサービスで同時にインターネット

ONU はNTT からレンタルされ、代金は月額

に接続できるパソコンの数に制限があり、基

料金に含まれる。光ファイバーはインターネ

地域IP 網を経由した接続には、
「基本メニ

本メニューでは2 台まで、高スループットメ

ット接続のみの提供で、電話は別回線が必要

ュー」
（工事費 27,000 円、月額 13,000 円）
、

ニューは4 台まで、集合住宅向けメニューで

となる。試験サービスの提供エリアは東京 23

は1 台のみとなっている。

区の一部と大阪市内の一部となり、東京で

ァイバーになった接続サービスだと言える。通
信速度は最大で10Mbps だ。

「高スループットメニュー」
（工事費 27,000

さらに、学校などの教育機関向けに、3 年

は2000 ユーザー程度、大阪では1500 ユーザ

（工事費 11,900 円、月額 3,800 円）の3 種

間限定で特別料金を適用できるメニューも提

ー程度を想定している。半年におよぶ試験サ

類があり、それぞれ対応するプロバイダーが

供 する。 ここでは、 基 本 メニューが月 額

ービスを経て、今年の夏には本格サービスに

異なる。すべてのメニューでこのほかに契約

3,900 円に、高スループットメニューが月額

移行する。なお、春には最大 100Mbps での
接続サービスの試験提供も始める予定だ。

円、月額 32,000 円）
、
「集合住宅メニュー」

料800 円が必要だ。基本メニューは10Mbps

9,600 円にそれぞれ値下げされる。なお、こ

を最大 256 人、高スループットメニューは最

うした特別料金は「フレッツ・ ADSL」や

大32 人で共有する。集合住宅メニューは、1

「ディジタルアクセス」にも適用され、フレッ

光・IP 通信網サービス対応収容局
東京 23 区

大阪市

www.ntt-east.co.jp
www.ntt-west.co.jp

光・IP 通信網サービス一覧

霞ヶ関、青山、三田、芝、東渋谷、
赤坂、白金、淀橋

サービス名
基本メニュー

27,100 円

13,000 円

256

2

大阪中央、舟場、北浜、芝、東渋谷、
赤坂、白金、淀橋

高スループットメニュー

27,100 円

32,000 円

32

4

集合住宅メニュー

11,900 円

3,800 円

768

1

対応プロバイダー料金表

工事費

東京

月額料金

共有ユーザー数

同時接続数

大阪

基本メニュー

高スループットメニュー

集合住宅メニュー

基本メニュー

高スループットメニュー

集合住宅メニュー

ASAHI ネット www.asahi-net.or.jp

月額5,450 円

月額 9,450 円

月額 1,650 円

月額 5,450 円

月額 9,450 円

月額 1,650 円

リムネット

www.rim.or.jp

月額5,700 円

×

×

月額 5,700 円

×

×

ぷらら

www.plala.or.jp

月額5,450 円

月額 9,450 円

月額 1,650 円

月額 5,450 円

月額 9,450 円

月額 1,650 円

DION

www.dion.ne.jp

2 月始めから

×

×

×

×

×

COMS

www.coms.ne.jp

料金未定

×

×

×

×

×

WAKWAK

www.wakwak.com

料金未定

料金未定

料金未定

料金未定

×

料金未定

DTI

www.dti.ad.jp

料金未定

料金未定

×

×

料金未定

×

interQ

members.interq.or.jp

料金未定

×

×

料金未定

×

×

So-net

www.so-net.ne.jp

料金未定

料金未定

料金未定

×

×

×
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SANNET、インターネット接続と
パソコンをセットで提供
www.sannet.ne.jp
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ドリームネット、個人ページ向けの
バナー広告サービスを開始
www.dream.com

SANNET は、インターネット接続料金とパソコン購入料金がセッ

ドリームネットは、会員獲得のためのバナー広告サービス「Value+」

トになった「インターネット・バリューパック」の提供を開始した。

を開始した。ユーザーはドリームネットが用意したバナー広告を自分

初期費用は5,000 円で、4 種類のパソコンと2 つのSANNET の料金

のホームページに貼り、そこを経由して同プロバイダーに入会した別

プランの組み合わせにより月額 3,980 円から6,680 円までのメニュー

のユーザーがいた場合、ドリームネットの会員には1,500 円、非会員

を提供。期間は3 年間で、終了後もパソコンを返却する必要はない。

には1,000 円が支払われる。
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東京電話とNTT東日本が
市内通話料金を改定
www.ntt-east.co.jp
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NTTがフレッツ・ISDNと
フレッツ・ADSLのサービスを改定

www.ttnet.co.jp

www.ntt-east.co.jp

東京電話とNTT 東日本は市内通話料金を1 月 10 日よりそれぞれ

www.ntt-west.co.jp

東西 NTT がフレッツのサービス体系を改定する。現在は月額 4,500

改定した。東京電話は平日昼間（8 時から19 時）3 分 9 円を8.7 円

円のフレッツ・ISDN を3 月から3,600 円にする一方で、フレッツ・ADSL

に、NTT 東日本は昼間（8 時から23 時）3 分 10 円を9 円に値下げし

には2 月からADSL モデムの買い切り制度を導入する
（価格未定）
。フ

た。一方で、NTT 西日本は値下げを見送り、5 月からNTT 東日本と

レッツ・ADSL の利用者は、これまでレンタルで提供されていたADSL

同様に3 分 8.8 円で市内通話を提供するとしている。

モデムをNTT から購入すれば、4,500 円の月額料金が4,050 円になる。
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イー・アクセス、ADSLの通信速度を
下り1.5Mbpsに高速化
www.eaccess.net
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東京めたりっく通信が
光ファイバー通信の会社を設立
www.metallic.co.jp

イー・アクセスは、2 月 1 日からADSL 接続サービスの通信速度を

東京めたりっく通信は、光ファイバーによる通信を提供する「東京

下りは640kbps から1.5Mbps へ、上りは320kbps から512kbps へ

ふぁいばあ通信」を設立した。東京ふぁいばあ通信は、東京めたりっ

高速化する。現在イー・アクセスは、7 社のプロバイダーに回線を提

く通信が提供するADSL 回線のバックボーンの敷設や集合住宅への

供しており、そのすべてが対象となる。なお、今回の高速化によって

ADSL 接続を光ファイバーで提供する。光ファイバーはおもに自前で

ユーザーはADSL モデムなどの設備を交換する必要はない。

引くが、NTT のダークファイバーの利用も行う。
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九州通信ネットワークが
プロバイダーに参入
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フュージョン・コミュニケーションズが
市外電話サービスを開始

www.qtnet.ne.jp

www.fusioncom.co.jp

九州電話ネットワークは、2 月 1 日よりダイアルアップによるイン

フュージョン・コミュニケーションズは、4 月 1 日より市外電話サ

ターネット接続サービス「九州電話インターネット」を開始する。ア

ービスを開始する。通話にはVoIP 技術を使い、専用のIP 網でNTT

クセスラインに電話割引サービス「九州電話」を使い、九州全県が

の収容局同士を結ぶため、音質の低下や遅延が少なくなる仕組みと

サービス対象となる。月額料金は電話代込みで300 円から4,200 円

なっている。料金は全国一律で3 分 20 円。一般電話から利用でき、

まであり、超過料金は1 分 8 円となる。

事前の申し込みや基本料金はかからない。
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DIONダイアルアップが
電話代込みのプランを追加
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アルファーインターネットが
フレッツ・ISDNを月額300円で提供

www.dion.ne.jp

www.alpha-net.ne.jp

DION ダイアルアップは1 月 17 日に、電話代込みのプラン「マイテ

アルファーインターネットは、1 月 29 日よりフレッツ・ ISDN に対

ィコース」を追加した。最低料金は月額 1,480 円で、3 分 8 円の従量

応したコース「フレッツ・ ISDN コース」を月額 300 円で追加した。

制。従来の電話代込みの「コミコミコース」ロング（月額 4,700 円、

フレッツ・ ISDN コースにはフレッツ・ ISDN 接続のほかに、2 つのメ

制限時間 20 時間、超過料金 1 分/10 円）と比べた場合、1 か月の利

ールアドレスと15MB のウェブスペースが提供される。なお、フレッ

用時間が20 時間を超す場合、マイティコースのほうが安くなる。

ツ・ ISDN 以外のアクセスポイントへの接続はできない。
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