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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。
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今月のプロバイダーニュース

丸紅がマンション向け
接続サービスを開始

NTT東西が地域IP 網をはじめとした
光ファイバーを解放へ
NTT 東日本とNTT 西日本は5 月 15 日、

18,824 円となり、従来までの各収容局を自

丸紅、三菱地所、東京建物は5 月 10 日、

地域 IP 網をはじめとした光ファイバーを解放

社で接続する場合よりも安価に設定されてい

共同で新会社「つなぐネットコミュニケーシ

すると発表した。地域 IP 網は都道府県内の

る。この地域IP 網の解放により、プロバイダ

ョンズ」を設立すると発表した。新会社は、

収容局をIP でつなぐネットワークで、これま

ーはNTT の地域 IP 網を使ってサービス提供

3 社が管理する約 14 万戸のマンションを対象

ではNTT 東西が提供するフレッツサービスの

地域を拡大することが可能となる。

にインターネット接続サービスを提供する。

みで使われてきた。従来、プロバイダーが、

また同時に東西 NTT は、収容局とユーザ

同社のサービスの特徴は、マンションへ引く

ADSL 接続サービスを提供する場合、バック

ーを結ぶ「加入者光ファイバ」と収容局と中

バックボーンとそこから入居者宅までの接続

ボーンをフレッツ・ ADSL に接続するか、自

継局を結ぶ「中継光ファイバ」を正式サービ

方法を問わないことにある。光ファイバーや

社でNTT の各収容局まで結ぶという2 つの方

スにするとともに、値下げも行うと発表した。

ADSL、FWA にHomePNA それにイーサネ

法があった。しかし、今回解放された地域IP

これにより、プロバイダーはこの回線を利用

ットなどからマンションの入居者数や周囲の

網を利用することにより、自社でバックボー

して光ファイバーによる接続サービスが提供

状況によって同社が選定する仕組みだ。料金

ンを引かなくても各収容局を結ぶことができ

できるようになる。

は月額 2,000 円から3,900 円、高速接続を

る。月額利用料金は、100Mbps は649,204
円、24Mbps は877,840 円、1.5Mbps は

Hi-HOがブロードバンド
重視の料金コースを設定

6,000 円程度で提供するとしている。

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

www.tsunagunet.com

OCNが東京めたりっく
通信のADSL回線を提供

JustNet が ADSL
接続サービスを開始

Panasonic Hi-HO は5 月16 日に、接続サ

OCN は4 月 27 日に、ADSL 接続サービス

JustNet は6 月上旬に、イー・アクセスの

ービスの料金コースを改定した。個人向け接

「OCN ADSL アクセス」に東京めたりっく通

ADSL 回線を利用した「コミとくADSL コー

続コース「固定料金コース」
（月額1,800 円、

信の回線を利用した「metallic.プラン」を

ス」を開始する。通信速度は最大で下り

利用時間無制限）がフレッツ・ ADSL に対

追加した。初期費用は32,000 円程度。月額

1.5Mbps ／上り512kbps。提供地域はイ

応して「Hi-HO 無制限コース」と改名。ま

料金はADSL と電話を共有する場合5,700 円

ー・アクセスと同じく東京、名古屋、大阪を

た、ADSL 接続サービス「まとめてADSL コ

（タイプ1）、ADSL 専用の場合は7,600 円

中心としたエリア。レンタルされるモデムは

ース」
（月額 5,800 円から）は、ダイアルア

（タイプ2）となる。通信速度は最大で下り

USB タイプとルータータイプとなる。月額料

ップの利用も可能となった。ほか、法人向け

1.6Mbps ／上り288kbps。レンタルされる

金はADSL と電話を共有した場合 5,800 円、

接続サービス「アドバンスコース」（月額

モデムはルータータイプのみとなり、提供地

ADSL 専用の場合 7,700 円。初期費用は、

5,000 円）と「インターネット・オフィス・

域は東京都内の118 局。OCN のアクセスポ

ADSL 回線の種類やレンタルされるモデムに

サービス」（月額 10,000 円）がフレッツ・

イントも利用可能だ。このほか、ホームペー

よって20,500 円から34,800 円までとなって

ADSL に対応した。

ジスペース10MB、ウェブメールサービスな

いる。

home.hi-ho.ne.jp

どが付加される。なお、6 月末までのキャン

www.justnet.ne.jp

ペーン期間中の申し込みについては、初期費
Panasonic Hi-HO ADSL 接続サービス一覧
コース名

月額料金

ADSL 回線

既存AP ※ 1

Hi-HO
無制限コース

1,800 円

フレッツ

○

www.ocn.ne.jp

フレッツ・
ADSLコース

1,500 円

フレッツ

×

OCN .metallic 料金表

まとめて
ADSLコース※ 2

5,800 円
イー・アクセス
から

※ 1 既存アクセスポイントへの接続の可否
※ 2 回線料金を含む
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○

JustNet ADSL 料金表

用が29,000 円に値下げされる。

コース名

コース名

初期費用 月額料金 モデムタイプ 電話との共有

コミとく
21,300円 5,800 円
ADSL1コース

初期費用

月額料金

metallic.プラン
（タイプ 1） 32,000 円

5,700 円

metallic.プラン
（タイプ 2） 32,000 円

7,600 円

○

コミとく
34,800円 5,800 円 ルーター
ADSL1コース

○

コミとく
20,500円 7,700 円
ADSL2コース

×

USB

コミとく
34,000円 7,700 円 ルーター
ADSL2コース
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livedoorが大阪を中心に
アクセスポイントを増設
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ASAHIネットのフレッツ・ISDN
接続がIPアドレス固定に対応

www.livedoor.com

www.asahi-net.or.jp

livedoor は5 月 1 日に、アクセスポイントの増設を行った。増設さ

ASAHI ネットは、フレッツ・ ISDN 接続へのIP アドレス固定サー

れたアクセスポイントは大阪を中心とした48 か所。今回の増設は大

ビスを4 月25 日に開始した。割り当てられるIP アドレスは1 個で、固

阪メディアポートとの提携で実現したもので、これによりアクセスポ

定IP アドレスの利用料金は初期費用3,000 円、月額3,000 円となる。

イントは全国で200 地域となる。なお、livedoor では今後もアクセス

サービス開始時の対象地域は神奈川県のみだが、6 月以降は順次拡

ポイントを全国に増設するとしている。

大する予定だ。
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グローバルメディアオンラインが
シリコンバレーの最新ニュースを配信
www.gmo.co.jp

PROVIDER

D
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BIGLOBEがADSL接続
サービスを全国展開へ
www.biglobe.ne.jp

グローバルメディアオンラインは4 月 16 日、シリコンバレーの最新

BIGLOBE は7 月より、電力系の通信事業者と提携してADSL 接

ニュースをメールで配信するサービス『GOM Silicon Valley Express』

続サービスを全国展開する。提携したのは北海道総合通信、東北イ

を開始した。配信されるメールには、ニュースサイト『internet wrire』

ンテリジェント、北陸通信ネットワーク、中国通信ネットワーク、四

を日本語に翻訳したものや、著名人のコラムが掲載される。なお、登

国情報通信ネットワーク。通信速度は下り1.5Mbps（月額 5,800 円

録料金や購読料金はかからない。

から）と256kbps（月額 4,980 円から）の2 つのコースを用意した。
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スピードネットが無線による
接続サービスを開始

PROVIDER

D

WAVE

InfoSphere がフレッツ・ADSLの
対応地域を拡大

www.speednet.co.jp

www.sphere.ad.jp

スピードネットは5 月 25 日に、無線による接続サービスを開始し

InfoSphere は、4 月下旬から5 月上旬にかけてフレッツ・ ADSL

た。開始当初のサービスエリアはさいたま市（浦和、大宮、与野）

の対応地域の拡大を行った。4 月 24 日には愛知と大阪、4 月 26 日に

の一部で、初期費用は12,900 円、月額利用料金は4,350 円。通信

は福島県、群馬県、栃木県、茨城県、長野県、新潟県、5 月 8 日には

速度は最大で1.5Mbps となる。また、夏からは最高 10Mbps の光フ

石川県、岐阜県、奈良県、岡山県、山口県、福岡県がそれぞれ追加さ

ァイバーによる接続も開始する予定だ（料金未定）
。

れた。これにより20 都府県がフレッツ・ ADSL の提供地域となった。

PROVIDER

D

WAVE

NTT東西がISDNの
定額制通信サービスを開始

PROVIDER

D
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IIJが法人向けにフレッツ・ADSL
対応サービスを開始

www.ntt-east.co.jp

www.iij.ad.jp

NTT 西日本と東日本は5 月 1 日に、ISDN 接続の定額制通信サー

IIJ は5 月より、法人向け接続サービスにフレッツ・ ADSL に対応

ビス「ISDN 接続サービス」を開始した。初期費用は1,000 円、利用

した「IIJ DSL/F サービス」を開始した。最大 16 個の固定 IP アドレ

料金は月額 2,500 円で通信速度は64kbps。サービスを利用するに

スを提供し、初期費用は30,000 円、利用料金は月額39,800 円から。

は、対応したプロバイダーとの契約が必要となる。また、プロバイダ

提供地域は東京と大阪を中心とした8 都府県で、順次拡大する予定

ーの対応地域はフレッツ・ ISDN とは異なり収容局単位となる。

だ。IIJ では、SOHO など小規模事業者の獲得を狙う。
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メディアエクスチェンジが
東京IXの相互接続回線を増強
www.mex.ad.jp
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ドコモ AOL が年間契約割引と
学生割引を開始
www.jp.aol.com

メディアエクスチェンジは5 月末までに、東京に設置されているIX

ドコモAOL は5 月 15 日に、時間無制限のダイアルアップ接続「使

（Internet Exchange）の接続回線を増強する。JPNAP と大阪の

い放題プラン」の各種割引プランを開始した。年間契約を結ぶと1 割

Global Crossing を新 たに接 続 し、 JPIX と NSPIXP2 の接 続 を

引になる「年割」と、学生の利用料金が半額になる「学割」とがあ

2Gbps に増設する。これにより接続回線の合計は6Gbps となる。ま

る。また同時に、
「12 時間プラン」
（月額 1,480 円）が新設され、従

た今後は、地方ネットワークの拠点となるIX の開設も予定している。

来 1 分 8 円だった超過料金が1 分 5 円に値下げされた。
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