このコーナーは読者の皆さんと編集部を結ぶページで
す。今月は、これまでに編集部にハガキなどでお寄せ
いただいたメッセージをご紹介します。インターネットに
関する楽しいメールやお怒りのメール、なんでも編集部
までお寄せください。

だきました。ボーナスなんて関係ないという方も、この時
期は新製品ラッシュですので、今後の購入の検討材料
にしていただければ幸いです。
（編集部）

1月号特集（冬の新製品）
について
ハードディスクレコーダーを買おうと思っ
ていますが、どれも決め手に欠けて悩ん
でいます。記事を読んで、ネット機能があ

12月号特集（ホームLAN）
について
記事の内容としてはおもしろいが、役に立

るものに魅力を感じてきましたが、それで

つかは別のものが多い。当方の地域では

もまだ決めかねています。

CATV、ADSLなど100年経っても無理と

（東京都 T・Mさん） 言われている。都会では有益な情報誌で
タブレットPCに興味を持っていたのです も、田舎では記事によってはまったく無意
が、高すぎて手を出せそうにありません。 味。今回はホームLANの記事だけのため
なんでこんなに高いのでしょうか。
に買った。これは役に立つ。うちではMac
（富山県 S・Yさん） とWinであるから。 （高知県 H・Kさん）
新しいLinuxのザウルスを買うつもりです。 パソコン購入に合わせてブロードバンド導
もっと詳しい情報が読みたいです。

入をすることにし、本誌を買いました。ホ
（千葉県 S・Kさん） ームLAN、特にCATVについての着目点
ボーナスとは無縁の仕事をしているので、 がかなり詳しく、とても参考になりました。

今月号のような特集は少し悲しい。

自分にとっては専門的すぎて読めないテ
（東京都 M・Sさん） ーマもありました （神奈川県 C・Sさん）
今年、ボーナスが無いので、ICレコーダ
ー（プレゼント対象製品）でいいから本当

に欲しいです。毎日苦しい生活です。
（香川県 T・Aさん）
景気はまだまだ良くありませんが、さすがに年末は量販
店などの活気が違います。冬のボーナスで買いたい製
品についての特集でしたが、やはり貴重なボーナスだけ
に大事に使いたいという意識の強いご意見を多くいた
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ADSLやCATVインターネットの普及で、家庭でイーサネ
ットを使うのはそれほど珍しいことではなくなりました。そ
こに無線LANも加わって、家庭内LANの作り方が多彩
になったこともあり、本誌でもひさびさにLANの構築法を
特集しました。また、紹介したお便りのように、ブロードバ
ンドには縁がないけれども役に立った、というお便りも何
通かいただきました。
（編集部）

記事内容について
情報量は多いが固い印象がする。専門性
は高いがもっと読者にわかりやすく。
（東京都 K・Kさん）
最近、記事が現実的すぎませんか？
（東京都 K・Iさん）
もう少し 1 つのテーマを掘り下げた特集
をやってください。 （埼玉県 K・Uさん）
もっと技術的に深い内容の解説記事を読
みたいです。ADSLの問題の動向も気に
なります。

（大分県 O・Hさん）

専門性の高い技術的な内容については、難しすぎるとい
うご意見と、もっと詳しくやってほしいというご意見を毎号
いただきます。技術情報はなるべく詳しく、しかし文章は
わかりやすくと心がけてはいますが、記事によっては専
門用語ばかりになってしまうこともあります。
「記事が現実
的すぎる」
というご指摘も、インターネットの将来について
考えるような記事が欠けていたかと考えさせられました。
（編集部）

表紙について
表紙がおしゃれな感じに変わりましたね。
（大阪府 T・Tさん）
表紙は変わったけれど、中身はあまり変わ
っていないような気がする。
（埼玉県 Y・Kさん）
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表紙の色が薄すぎでる。目立たなさすぎ
です。

付録「Wiナビ」について

（奈良県 Y・Kさん）

ガラリと変わった本誌の表紙については、これまでも多
くの意見を頂いています。前のほうが良かった、おしゃ
れな感じになった、見つけにくい、目だって良い。以前の
ロゴへの愛着のある方も多い一方で、新しい表紙を評
価してくださる意見も多くありました。
（編集部）

無線スポットを MapFan で探してみたら、
案外家のそばにもありました。
（東京都 N・Yさん）
無線スポットの付録がおもしろかったで
す。東京23区のところが探しにくい。

これから接続します

（東京都 Y・Tさん）
始めて購読させてもらいました。これから、 付録の「Wiナビ」が役に立ちます。P.88の
インターネット接続を申し込もうと思いま 「冬の売れ筋」も役に立ちました。
（神奈川県 K・Iさん）

す。この本を読んですごく役に立ちました。
これからも毎月チェックしようと思いまし
た。

（福岡県 K・Hさん）

フレッツ・ADSLの導入を期に、プロバイ
ダーを変えようと思っています。対応プロ

付録の無線スポットガイド「Wiナビ」
も、スポット数の増加
とともにさらに充実してきました。また、先月号の記事で
も紹 介しました が 、地 図 サイトの「 MapFan Web」
kwww.mapfan.com、iモード端末用の
「iMapFan」で
の検索も可能になりました。こちらもぜひ使ってみてくださ
い。
（編集部）

バイダーはたくさんありますが、料金だけ

本誌でとりあげてほしいテーマ

（北海道 R・Eさん）

（福岡県 K・Hさん）
Office 互換ソフト。たとえば StarSuite、

（東京都 K・Iさん）
マルチカルチャリズムとインターネット
（福岡県 M・Yさん）
ブロードバンドとパソコンの関係について
の特集を希望します。
（神奈川県 K・Iさん）
ブロードバンドの有効な活用法。自宅に
サーバーを立てる方法など。
（宮城県 S・Kさん）
いろんなプロバイダーでIP電話を始める
らしいので、どこがいいのかをくらべてほ
しい。

（北海道 T・Hさん）

使い勝手。

（京都府 Y・Oさん）

も速いサービスについての特集。
（東京都 H・Mさん）
本誌へのご意見、感想などをお寄せください。メール
（im-welove@impress.co.jp）
のほか、66〜67ページの間
にあるアンケート葉書もお使いください。
（編集部）

（東京都 Y・Yさん）

長いことPHSを使い続けてきたが、なんとなくカ

新する日記用のCGIが作れるなと思い、ひさび

メラ付きの携帯電話に興味が出てきたので、思

さにプログラミングまで始めるありさま。Java

い切って乗り換えることにしてみた。機種はauの

アプリもゲームや乗り換え検索用のソフトなど、

A3012CA
（カシオ製）
、カメラも使えるcdma2000

ケータイでも結構面白いことができるのに感心

1x のモデルだ。まず、最初に驚いたのは、いま

しきり。

まで使ってきたDDIポケットのPHSよりも
（自分

もうすっかり楽しいオモチャとして、ここの

にとっては）
通話エリアが狭くなってしまったこと。

ところヒマさえあればケータイをいじって

特に地下鉄の駅では、かなり大きなターミナル駅

いる。と、なにやら編集部内で
「最近、彼

でも電波が入らないことがあるのには少しがっか

女からのメールが来るようになったんじゃ

りした。

ないの？」
と勘ぐられているらしい。もっと

とはいえ、やっぱりカメラやJavaアプリ
（ezplus）

も、わざわざ否定するのは悲しいので、と

は使っていると楽しい。特にデジカメとして、画

りあえずそのままにしているのだけど。

ールで画像を送ると、自動的にホームページを更

ファイル交換について

ていろいろな意見が知りたいです。

りたい。

と言われるかも知れないがかなりおもしろい。メ

（神奈川県 C・Sさん）

12Mより速いADSL、FTTHなどの今より
PCの新機種と、その選ぶポイントについ

ThinkFreeなど。特にMacとの連携を知

像がすぐにメールで送れるのは、
「何をいまさら」

のネットショップ事情

無線LAN、特に802.11aの実際の速度と

で選んでもいいものなのでしょうか。

プロバイダーの選び方についてはこれまでも本誌が何度
も記事にしてきましたが、回線がブロードバンドになって
もやはり選ぶのは難しいもの。本誌巻末ではブロードバ
ンド対応のプロバイダーの料金表を毎月掲載しています
ので、選ぶ際にはぜひ参考にしてください。 （編集部）

売れるホームページの作り方と、いまどき

（編集部・三柳）
カメラにウェブにと最近のケータ
イはヒマつぶしには最適。しかし、
そろそろ初回の料金請求が怖い。
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編集部員が自腹で買った製品や使ったサービスをレビューします。
大金をはたいたからこそ、言いたいことは山ほどある！

［

今

月

の

タ

ー

ゲ

ッ

ト

］

BROAD GATE01
有線ブロードネットワークス
サービス形態：FTTH
通信速度：最大100Mbps
初期費用：18,000円（キャンペーン価格）
月額料金：5,700円
IPアドレス：5個
（固定）
サービスエリア：北海道、宮城県、東京都、
神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵
庫県、広島県、福岡県

専用のページにアクセスして、IPアドレス
や接続スピードを確認している模様。ちょ
っと 後 ろ から 覗 き 込 むと 、画 面 に は
60Mbpsという脅威の数字が。びっくりし
ている間に確認終了。トータルでは工事終
了までに約2時間。
以来、約 1 か月半ほど使用しているが、
スピードについては文句なし。回線が切れ

自腹金額

たりすることもなく、安定性も抜群。料金
はADSLを使っていたときの倍以上（月額

23,700円

5,700円）
だが、この快適さを考えれば安い

（加入月の請求額）

もの。とはいえ、主に使っているのはノー
トパソコン、接続は無線LAN（802.11b）経

ぼーっとテレビを見ていた土曜日の午

宅にやってきました。あらかじめ汚い部屋

由なので、実はあまりこの快適さを体感す

後、突然自宅に有線ブロードネットワーク

をある程度は片付けていたものの、すっか

る機会が少ないままになっている。これで

ス（以下usen）のロゴ入りジャンバーを来

り忘れていてパジャマのままで応対するハ

はいけない。家に PPTP サーバーを立て

た営業マンがやってきた。

メに。慌てて着替えてデジカメも準備。

て、無線は802.11aにして……と、月額料

工事自体は、本当に自宅の目の前の電

「ただいま、インターネットについてのア

柱から光ファイバーを引き込むだけなの

ンケートを取っているのですが……」

金以上にまたムダ使いが多くなりそう。こ
れはこれで実に困ったもんだ。

で、それほど大掛かりなものではない。室

まどろっこしい話は抜き。もしかして光

内への引き込みは、BSやCSのアンテナ

ファイバーですか？

でも使った換気口から。この換気口、この

「はい、この前の道に張り終わりました

ほかにも隣りの部屋へのイーサネットケー

ので、いつでもお申し込みが……」
入ります入ります。いますぐ入ります。

ブルやらADSL用に引いた電話線やらが満

というわけで勢いで契約してしまったusen

載で、傍目にはかなり悲惨な状況。ともあ

の 光 フ ァ イ バ ー サ ー ビ ス「 B R O A D

れ室内に引いた光ファイバーにメディアコ

GATE01」。こちらの都合もあって工事ま

ンバーターを取り付けて工事は完了。

ではやや日数がかかったものの、予定の日

と、工事担当の人がおもむろにノートパ

の午前10時、無事にusenの工事車両が自

ソコンを取り出し、接続チェックを始めた。

ファイバーは換気口から室内へ。しかし他の線もぎっしり
で、もはや換気の役目は果たせそうにない。

待ちに待ったusenの工事車両がついに我が家にもやっ
てきました。夢のFTTH生活までついにあと一歩。

いよいよ工事開始。すでに引っ張られている光ファイバ
ーを、分岐させて家まで引き込む。

すべての工事が終わったところで、担当者が実際に接続
チェック。なんとスピードは60Mbpsオーバー！
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インターネットはウワサの宝庫。気になるウワサは編集部が現場
に出向いて取材します！これぞ現場主義?!

［

今

月

の

ウ

ワ

サ

だADSLの加入者はこれからが本番。特に

］

インターネット電話の効果は大きいようで

配っているモデムを受け取る人は？
ネットに流れるいろんなウワサ、その信
憑性を
（勝手に）確かめるこのコーナー。
今回のウワサはとある掲示板で見かけた

す、Yahoo! BB以外の各社がこぞってイ
ンターネット電話を始めようとしているの

うでしょうか？
ていただいたのは」

この一文。
「最近、Yahoo! BBが街頭でモ

思ったより多いもんですね、と感想を漏

デムをやたらと配っているけど、誰が受け

らすと、土曜日にしては少ないですよとの

取っているんだろう」なるほど。たしかにこ

答えが。そこで、1 時間ほどすぐそばでつ

こ最近、繁華街から近所のコンビニ前ま

き合わせてもらいましたが、夕方で人通り

で、いろいろなところでモデムを配ってい

が多くなってきたこともあり、その間にもモ

るのを目にします。人通りの多い繁華街で

デムを受け取った人がさらに3人。内訳は

はモデムを受け取っている若い人も多く

近所の主婦、パチンコ屋から出てきた隣町

見かけますが、それ以外の場所ではどうな

のおじさん、通りがかった大学生。大学生

のでしょうか。さっそく調べてみました。

以外は、電話が安くなるという点がセール

だいぶ寒くなってきた土曜日の午後。場

も納得できる調査でした。

「朝から5人ですね、モデムを受け取っ

現場に行ってみました！

スポイントになったようです。

所は都内のとある私鉄沿線の駅から少し

都内ではすでにかなりの人がもうADSL

離れたところにあるパチンコ屋の前で、モ

に加入していて、いまさらモデムを配って

デムを配っている2人組を発見。景気はど

も……と思っていましたが、どうしてまだま

都内でもあちこちで見られるYahoo! BBのモデム配布
キャンペーン。電話の安さで受け取る人も多いようだ。

投稿大募集！
―― 皆さんのメールお待ちしてます！

[今月のアンケート]

このコーナーは皆さんからのお便りが大切なコンテンツ

ADSLユーザーはさらに急速に増えていますが、なにかとトラブルの多かった開通までの期間

です。本誌の内容や付録についてのご意見、皆さんの

や、サポート体制はどうなのでしょうか。メールを使ってADSL利用者100人に聞いてみました。

疑問や身の回りでの出来事、編集部に調べてもらいた
いウワサ話などなど、どのようなことでも結構です。

ADSLの導入にあたって、広告などで謳われている

Q スケジュールで開通しましたか？

予定よりも早かった
予定通りに開通した
予定より多少の遅れ
（1週間程度）
が生じた
予定よりかなりの遅れ
（2週間程度）
が生じた
予定より非常に遅かった
（1か月程度）
その他

こんなメールも大歓迎！
（例）
●本誌の内容に物申す！

10人
61人
8人
3人
13人
5人

インターネットマガジンの記事の内容について、みなさん
がお感じになったことを何なりとお寄せください。ご質問
も大歓迎です。
●自腹で斬る！
（製品レポート）
せっかく自腹を切って購入したパソコンやルーター、期待

Q

どおりの活躍をしてくれてますか？ このコーナーでは、皆

ADSLサービスにおけるユーザーサポートについて、あなた
の印象と合致するものをお選びください。
（複数回答可）

さんが自腹を切って購入した製品やサービスについて、
言いたい放題のレポートをご紹介していきます。製品
（サ

ていねいな対応で特に問題はなかった
電話での応対をたらい回しにされた
メールでの連絡に誠意が感じられなかった
プロバイダーとADSL業者のどちらの問題かが明確でなかった
ほとんど連絡がなく、自分で確認しなければならなかった
通信のスピードが予定ほど出なかった
その他

51人
13人
7人
6人
17人
19人
14人

ービス）名を明記のうえで思いのたけをぶつけてください
（1000文字程度）
。紹介させていただいた際はささやか
な御礼をお送りします。
このほか、デジタルカメラで撮影した写真やイラスト、イ
ンターネットに関する身のまわり出来事はどんなことでも
以下のアドレスまで！

7割の人が予定の期間内に開通していますが、サポートに問題はなかったという人は半数。増
え続けるユーザーに、サポート体制をどうやって追いつかせるかが課題となりそうです。

［ im-welove@impress.co.jp ］
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