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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

NTT東西がFTTHの料金などを総務省に申請、
光・IP通信網サービスは月額5,000円程度

FNJ が3Mbpsの
接続サービスを開始

NTT 東日本とNTT 西日本（以下 NTT 東

る。さらに、局外スプリッターで4 分割され

NTT-ME と大京の合弁会社ファミリーネ

西）は6 月11 日、FTTH に関する料金体系案

てユーザー宅へ接続する仕組みだ。これによ

ット・ジャパン
（FNJ）は7 月1 日に、2.4GHz

などを総務省に申請した。今回申請されたサ

り100Mbps の回線を最大 256 ユーザーで共

帯を用いた無線による3Mbps の接続サービ

ービスは、回線を共有（シェアードアクセス）

有することになる。各プロバイダーは、収容

スを開始する。提供地域は大京が運営する東

することによって安価に設定されているのが

局からユーザー宅までのアクセスラインにNTT

京都港区の「ライオンズマンション南青山グ

特徴。また、この中には7 月から開始が予定

の光ファイバーを利用して接続サービスを提

ランフォート」を中心とした半径 400 メート

されているアクセスラインに光ファイバーを用

供できるようになる。10Mbps のアクセスラ

ル。今後、港区内の2 か所にエリアを拡大す

いたフレッツサービス「光・ IP 通信網サービ

インが月額 3,180 円程度で提供されることか

る予定。初期費用は35,000 円で月額料金は

ス（B フレッツ）
」の料金も含まれている。

ら、B フレッツのサービス料金は月額 5,000

5,280 円、別途工事費が必要になる。また、

今回申請されたサービスは、まず、NTT の

円（アクセスライン3,180 円＋地域 IP 網

首都圏で提供している無線による1Mbps の

収容局に最大 100Mbps で引かれたプロバイ

1,250 円程度＋ NTT 東西の営業経費）程度

接続を12 か所に拡大して、月額 3,980 円

ダーからの I P 網を 8 つの O S U （O p t i c a l

になるものと思われる。

Subscriber Unit）に分割する。そして、局
内スプリッターで8 分割されたのち局外へ出

interQがADSL
接続サービスを開始

（従来 4,980 円）に値下げする。

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

www.cyberhome.ne.jp

アッカがASAHIネットへ
ADSLを提供

interQ は6 月 21 日に、イー・アクセスの

アッカ・ ネットワークスは 6 月 4 日 に、

ISP3社がメールの
ウイルス対策サービス
プロバイダー各社が、相次いで電子メール

ADSL 回線をアクセスラインとした接続サー

ASAHI ネットへのADSL 回線の提供を開始

のウイルスチェックサービスを開始した。シ

ビス「 A D S L / e A c c s e s s オプション」を

した。提供地域はアッカ・ネットワークスと

マンテックの「AntiVirus」を採用したのは

「.com バリューパックプラン」のオプション

同じく東京、大阪、福岡、名古屋などの大

BIGLOBE とKCOM で、BIGLOBE は6 月

に追加した。通信速度は最大で下り1.5M

都市周辺。通信速度は最大で下り 1 . 5 M

20 日より（1 メールボックスあたり月額 300

bps ／上り512kbps。提供地域はイー・ア

bps ／上り512kbps。初期費用はUSB タイ

円、7 月 31 日までは無料）
、KCOM は6 月 1

クセスと同じく東京、大阪、名古屋を中心

プのモデムの場合18,000 円、ルータータイプ

より（開始当初は無料）開始した。一方、

とした地域。初期費用はUSB タイプでは

の場 合 は 2 2 , 0 0 0 円 となる。 月 額 料 金 は

トレンドマイクロの「ウイルスバスター」を採

21,000 円程度、ルータータイプでは35,000

ADSL と電話の共有では5,350 円、ADSL 専

用したのはOCN だ。OCN は7 月より月額

円程度となる。なお、初期費用にはモデムの

用では7,150 円。これに、プランM（月額

200 円で提供（新規にメールアドレスを取得

購入代金も含まれる。利用料金はADSL と

450 円）
、プランA（月額 800 円）
、プランB

する必要がある）
。なお、3 社ともウイルスチ

電話の共用では月額 7,500 円、ADSL 専用

（月額 1,700 円）
、プランS（月額 1,950 円）

ェックは受信メールに対してのみ行うもので、

では9,400 円。

のいずれかの料金を加算する。

www.gmo.co.jp

www.asahi-net.or.jp

電話との共有 モデムタイプ

初期費用

電話と ADSL

USB

21,800 円

7,500 円

ルーター

35,800 円

7,500 円

USB

21,000 円

9,400 円

ルーター

35,000 円

9,400 円

ADSL 専用

416

INTERNET magazine 2001/8

www.biglobe.ne.jp
www.kcom.ne.jp
www.ocn.ne.jp

ASAHI ネットにおけるモデムタイプと
回線タイプ別の ADSL 料金

interQ におけるモデムタイプと
回線タイプ別の ADSL 料金

回線の共有

送信メールに対しては行わない。

月額料金

月額料金※

電話との共有 モデムタイプ

初期費用

電話と ADSL

USB

18,800 円

5,350 円

回線の共有

ルーター

22,800 円

5,350 円

プロバイダー

ADSL 専用

USB

18,800 円

7,150 円

BIGLOBE

ルーター

22,800 円

7,150 円

KCOM

※別途 ASAHIネット基本料金が必要（月額 450 円から）

ウイルスチェックサービス料金表

OCN
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利用料金

開始時期

月額 300 円

6 月 20 日

未定

6月1日

月額 200 円

7月

2001.08
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J-COM@NetHomeが下りの
通信速度を2Mbpsにアップ
www.jcom.co.jp
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SANNETが光・IP通信網接続
サービスに対応
www.sannet.ne.jp

J-COM@NetHome は7 月 1 日から、CATV インターネット接続サ

SANNET は6 月 1 日に、NTT 東西が試験サービスとして提供して

ービスにおける下りの通信速度を最大 2Mbps に増速する。対象とな

いる「光・ IP 通信網接続サービス」に対応した。基本メニューは月

るのは北海道、首都圏、九州エリアの19 局。これは、同社が準備を

額 5,000 円、集合住宅向けは月額 1,800 円となる。法人メニューや

進めているブロードバンド向けコンテンツを快適に提供するためで、利

高スループットメニュー（基本メニューと比べて回線の集約が少ない

用料金（月額6,500 円）と上り速度（最大128kbps）に変更はない。

もの）については別途対応していく。

PROVIDER

D

WAVE

PRINとDIONがAirH"に対応
料金を設定
www.dion.ne.jp

PROVIDER

D

WAVE

ドコモAOLがiモードメール
との連携を強化

www.prin.ne.jp

www.jp.aol.com

PRIN とDION は6 月 1 日に、DDI ポケットのPHS データ通信サー

ドコモAOL とNTT ドコモは6 月 1 日に、AOL メールとi モードメー

ビス「AirH"」の接続に対応した。DION は「ミニコミコース」
（月額

ルの連携サービス「AOLi」を開始した。i モードのユーザーがAOL のメ

1,900 円、無制限）と「ばりばりコース」
（月額 500 円、1 時間まで

ールアドレスを取得することで、i モードとパソコンやPDA などから同

250 円、それ以降 5 円/分）の契約者が利用可能になる。一方の

じメールアドレスでの送受信ができるようになる。また、受信文字数や

PRIN は、1 分あたり5 円の従量課金となる。

受信メールの保存件数や容量の拡張も行う。月額利用料金は100 円。

PROVIDER

WAVE

D

モバイルインターネットサービスが
無線LANによる接続実験を開始
www.miserv.net

PROVIDER

D

WAVE

JustNetがADSL接続サービスの
初期費用を値下げ
www.justnet.ne.jp

モバイルインターネット株式会社は6 月上旬より、渋谷を中心とし

JustNet は6 月 12 日に、アクセスラインにイー・アクセスのADSL

たエリアで無線LAN（IEEE802.11b）による接続実験を開始した。モ

回線を使った接続サービス「コミとくADSL1 コース」と「コミとく

バイルインターネットの無線 LAN 技術は、高速移動中のローミング

ADSL2 コース」の初期費用をそれぞれ値下げした。USB タイプの

技術やユーザー認証に優れており、今後は空港やホテルのロビー、駅

ADSL モデムは18,500 円から16,500 円に、ルータータイプは32,000

構内などの街頭でインターネット接続サービスを提供する。

円から26,000 円にそれぞれ値下げされた。
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WAKWAKがフレッツ・ADSLの
転送量を拡大
www.wakwak.com

PROVIDER

D

WAVE

InfoSphereがフレッツ・ADSLの
提供地域を拡大
www.sphere.ad.jp

WAKWAK は7 月1 日に、フレッツ・ADSL 接続における転送量を

InfoSphere は6 月 19 日に、フレッツ・ ADSL の提供地域を拡大

拡大する。
「ざんまいADSL」
（月額 800 円）は1 か月 1GB から2GB

した。福島、和歌山、佐賀、長崎、大分、熊本、鹿児島が対象。7

へ、
「ざんまいADSL ファイン」
（月額 1,950 円）は5GB から8GB にそ

月中旬には千葉と神奈川が追加される予定。また、ダイアルアップコ

れぞれ拡大する。また、転送量の制限が4GB の「ざんまいADSL フ

ースも含めて6 月 1 日から8 月 31 日に新規入会すると1 か月分の基本

ァイン」
（月額 1,400 円）を新設する。

料金が無料になる（電話代込みのプランは対象外）
。

PROVIDER

WAVE

D

BIGLOBEが個人向けストリーミング
配信サービスを開設
www.biglobe.ne.jp

PROVIDER

D

WAVE

OCNがADSL接続による
専用線サービスを開始
www.ocn.ne.jp

BIGLOBE は5 月25 日に、個人向けのストリーミング配信サービス

OCN は6 月14 日に、アッカ・ネットワークスのADSL 回線を用いた

「My 放送局」を開始した。動画をアップロードするにはビデオ編集ソ

専用線サービス「スーパーOCN DSL アクセス」を開始した。サービ

フト「VideoStudio」が必要。利用料金は月額200 円で、5MB のディ

スメニューは512kbps（月額50,000 円）と1.5Mbps（月額100,000

スクスペースが確保される。最大 310kbps での配信が可能。また、

円）で、
ほかの専用線サービスよりも安価に設定されている（帯域確

動画を見るためにはウィンドウズメディアプレーヤー6.4 以上が必要。

保型）
。なお、
1.5Mbps のコースは9 月からの開始となっている。
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