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住宅情報誌ではわからない住まい選びの疑問を解消

インターネット対応住宅の
ここが知りたい

梅垣まさひろ＋山崎潤一郎＋佐々木俊尚

いまやインターネットは電気・ガス・水道・電話と同じ。それなのに住宅を買うときにはあまり説明されていないの
が現実だ。せっかく買ったマンションで光ファイバーが使えなかったり、管理組合との交渉で苦労したりと、住
宅のブロードバンド化は一筋縄ではいかない。そんなときに役に立つ30の疑問にいますぐ明快回答！
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110

ブロードバンドでこれだけ使えるようになった！
ルーター／NAT
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テレビ会議B
192.168.1.31

WAN

ルータ

【徹底検証】テレビ会議システム
の実力
編集部＋栢野正典＋増田真樹

従来からあるテレビ会議システムはISDNを使うものが主流。しかし、通信費用がかさむわりに、その品質はい
まひとつ。しかし、ブロードバンドによって実用になるシステムとして蘇った。さらに、戦争の勃発やSARSの流
行で出張も安全とはいえなくなったいま
「これなら使える！」
と納得できるテレビ会議システムを紹介する。
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カード1枚でつながる無線LANスポット情報

Wiナビ（ワイナビ）
［特別付録2］

2003年、インターネットはこうなっている！
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http://internet.impress.co.jp/
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