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TCPの長距離高速通信実験で成功した世界最高速度

Googleニュース日本版の訪問者数

11月15日に東京大学とWIDEプロジェクトの研究者が、日本やカナダ、
米国、オランダとCERN研究所（スイス・ジュネーブ）
の研究者と協力
して、TCPによる高速通信実験を実施した。米国ピッツバーグを起点
にして日本経由でスイスのジュネーブまで世界最長の10ギガビット回
線を構築し、ピッツバーグのSC2004国際会議会場とCERN研究所
の両地点に設置した東京大学が開発した計算機を接続した。このネ
ットワークの全長は約3万1248kmもの超長距離で、1個のTCPスト
リームだけをもちいて通信し、72.21Gbpsものデータ転送速度を実現
した。これは単純計算で1枚のDVDを約5.5秒で送信できる速さだ。

9月1日から開始された
「Googleニュース日本版」への最初の1か月間の
家庭からの訪問者数が103万人だったことが、ネットレイティングスの調
査でわかった。これは米国の313万人に次ぐ水準。さらに、9月の全イ
ンターネット利用者に対する利用率は2.8％で、米国の2.3％を上回っ
た。記事リンクからの流入が一番多かったのは日本経済新聞で、
Googleニュース利用者の13％が訪問した。次いで朝日新聞、日刊ス
ポーツ、デイリースポーツの順番。また、河北新報の9月の全訪問者22.4
万人のうち21％が、ロイターの同15.7万人のうち36％がGoogleニュ
ースからの訪問者で、両サイトのアクセス数を大きく押し上げた。

15

高速列車からの無線LAN接続実験で成功した最高速度
日本テレコムはJR北海道と協力して、JR千歳線の札幌駅から新千歳空
港駅までの一部区間で列車内と沿線地上間を無線LAN
（IEEE802.11g）
で接続するフィールド検証を行った。その結果、時速120km以上での
列車走行時でもウェブサイトの閲覧やIP電話による通話、運転席スペ
ースに設置したカメラからの映像モニタリングなどが快適に実施でき、
実効伝送速度が最大約15Mbpsを記録したと言う。実験室内では時
速500kmの高速移動体でも15Mbps以上の速度を確保する検証を
進めている。飛行機でのインターネット利用が進む中、新幹線や在来
線でのブロードバンド接続サービスも実現にまた一歩近づいた。
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Mbps

万店舗

「楽天市場」の出店数

日本最大のインターネットショッピングモール「楽天市場」の出店数が
10月28日に1万店を突破した。楽天市場は1997年5月にわずか13店
舗でスタートしたので、7年6か月かかって1万店を突破したことになる。
なお、5000店を突破したのは2001年2月だった。単純にこの7年強
の期間で見ると、年間およそ1400店の出店ペースになる。振り返る
と、2002年4月には取扱高に応じて一定割合を課す新料金体系を導
入し、これに対する出店者らの反発から一時出店ペースが鈍化したも
のの、システム投資やマーケティング活動の強化などが奏効し、再び
順調なペースを取り戻した。野球効果でさらに上を目指すが……。
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楽天新球団が誕生しソフトバンクもダイエーホークス買収最終合意へ

勝ち組インターネット企業の「野球進出」
絶大な広告効果はどう活かす

Baseball

マスコミの大方の予想どおりと言ってい

摘する。しかし、株価を見ると、ライブドア

利益が33億2,000万円（同209.2％増）であ

いだろう。新球団設立によるプロ野球への

は参入を表明した6月時点では上昇したも

った。ただいま絶好調というわけである。

新規参入が楽天に軍配があがったのは、

のの、その後は下降を続けている。これに

同社では球団運営は20億円ほどの赤字と

すでに報道のとおりである。これに前後し

ついて同氏は「野球の話題で知名度が上

なるとしながらも、広告効果が120億〜350

て、ソフトバンクのダイエーホークスの買収

がった結果、マスコミにより投資家が買い

億円になると試算している。

話も持ち上がり、執筆時点（2004年11月15

控えるようなネガティブな情報が流れたた

半年前にはインターネットユーザー以外

日）ではそれもほぼ合意に達している。さ

め」と分析。一方、楽天の株価の上昇は

は知らなかったライブドアと楽天というイン

らには、コクドが西部ライオンズの売却を

「知名度が上がった結果、主力のECを中

ターネット企業が、どちらも広告費を大きく

USENに打診するという報道もあり、
「イン

心に利用者が増加し、良好な業績を納め

かけることなく絶大な知名度を得たという

ターネット企業‐球界参入」の構図が一層ク

たため」
と見る。株価に関しては両者の明

意味では、一連のプロ野球参入表明は成

ローズアップされるようになった。インター

暗が分かれるかたちとなった。

功を収めたといえる。だが、今後は知名度
が高まったことでサイトに集まる新規ユー

ネット企業を中心とした野球騒動はまだま

「野球効果」の集客をどう活かすか

だ終わらないようだ。
では、プロ野球はネット界に何をもたらし
たのか？ 少し振り返って考えてみたい。

前述のとおり、ライブドアの訪問者数は
球騒動で大きく増加した。一方の楽天は、

ザーをどのようにビジネスに結び付けてい
くかが鍵となる。
ライブドアは、ブログをはじめとするポー

プロ野球シーズン真最中の2004年6月に

楽天側の発表によれば、球界参入表明以

タルの各種コンテンツに取り込むことを目標

突然明らかにされた近鉄とオリックスの合

前では1日あたり85万だったページビュー

としているが、これが収益に直結すること

併交渉。そして同6月30日にその近鉄買収

が、参入表明後に99万と躍進している。そ

に疑問視する声もある。一方の楽天は事

に名乗りを上げたのがライブドアだった。

して、参入決定直後では150万にも上った

業の好業績を見る限り、野球との相乗効果

同社による近鉄買収は破談になるも、新球

という。もちろん、この数字には「プロ野球

が認められるものの、プロ野球開幕後、こ

団設立によるプロ野球への新規参入の活

参入決定記念セール」の実施分も含まれて

れがどこまで持続するかが正念場である。

路を見出すと、9月には楽天がプロ野球へ

いる。また、楽天が11月11日に発表した第

リアルな事業であるスポーツとバーチャ

の参入を表明した。知名度の低い2社が球

3四半期の連結決算では、売上高が110億

ルなインターネット事業との蜜月は、まだま

界参入を表明したことから、逆に世間の注

7,000 万円（前年同期比 162.8 ％増）、営業

だ不透明だと言えるだろう。

目を集めることとなった。事実、ネットレイテ
ィングスの調査では6月まで200万人程度だ
ったライブドアのサイトの月間訪問者数は、
近鉄買収に名乗りを上げた6月から続々と
増え、8月には513万人を記録したという。

株価で明暗を分けたライブドアと楽天
来期の球界参入はライブドアと競い合っ
た結果、楽天となったが、果たして楽天だ
けが成功を収めたのだろうか？
「今回の騒動でプロ野球は今までにない
ほど盛り上がりを見せている。プロ野球人
気も戻り、球団を得た企業は十分な広告
効果を得られるのではないか」
とJ.P.モル
ガン証券会社シニアアナリストの木村健太
郎氏は分析する。
「一連の報道で楽天、ラ
イブドアの知名度は大きく上昇した。特に
地方での知名度の上昇はめざましい」
と指

楽天ゴールデンイーグルスの入団発表の席で。左からGMのキーナート氏、三木谷社長、田尾監
督、顧問の井上氏。
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Domain
Registration

本人確認の義務づけや書式の規定でトラブルを防止

gTLDドメイン名の登録レジストラ変更処理
統一手続きをICANNが施行
日本語参考情報

ICANN は、
「.com」
「.net」
「.org」
「.biz」

http://www.nic.ad.jp/ja/dom/gtld-policy/transfer.html

て規定している。

いる管理担当者に限ることなども規定して

「.info」などgTLDドメイン名のレジストラ
（登

新ポリシーでは、
トラブルや不正を防止す

録業者）変更に関して2004年7月に発表し

る新しい仕組みとして、レジストラ変更の意

レジストリからの変更要請に対して5日以

ていた新ポリシーを施行した。新ポリシー

思確認では標準書式を使うことや、登録者

内に変更前のレジストラが返答しなかった

は、11 月12日以降に行われるすべての

の本人確認をすることなどを定めている。

場合は変更を承認したものとみなされ、変

gTLDのレジストラ変更に適用される。

本人確認には、電子的な連絡では電子署

更要請を拒否できるのはポリシーで定めら

いる。

これまでは、ドメイン名を登録しているレ

名や電子メールアドレスを使い、郵便などで

れたいくつかの条件に合致する場合のみで

ジストラを変更する場合の手続きが明確で

の連絡ではパスポートや運転免許証などを

あるなど、レジストラの変更がよりスムーズに

なかったため、第三者が不正にレジストラ

使うとしている。

なるようにも定められている。拒否できる条

を変更する問題が生じたり、移行前のレジ

さらに、レジストリとレジストラがドメイン登

ストラが処理を不当に妨げているとの批判

録情報をやりとりするプロトコル「EPP」
を採

ポリシーで定められたいくつかの条件に該

が出たりしていたため、ICANNが2001年か

用している
「.org」
「.biz」
「.info」
などのgTLD

当する登録料金が未払いである場合、初期

ら検討を進めていたものが実現した形だ。

の 場 合 は 、登 録 者 が 正しい 認 証コード

登録から60日以内である場合など9項目が

新ポリシーでは、レジストラ変更に関して

（AuthInfo Code）
を提出して変更要請の

登録者、レジストラ、レジストリ
（ドメイン名デ

真正性を証明することや、連絡担当者をド

ータベース管理者）
がとる手続きを明文化し

メインの登録者またはWhoisに記載されて

件としては、不正行為の痕跡がある場合、

明示されている。
新ポリシーには、レジストラ変更に関する
紛争処理手続きの方針も含まれている。

最初の導入路線は東京−上海線と東京−ロンドン線
Airline

ANAとJALが飛行中の旅客機からの
インターネット接続サービスを開始

全日空（ANA）
は11月15日から、飛行中

ドル。定額制の場合は29.95ドルとなる。

の旅客機内からインターネットに接続できる
サービス「ANA@AIR」

両サービスとも、米ボーイング社が運営

を開始した。

する「Connexion by Boeing」

をシス

通信するもので、独ルフトハンザ航空で試
験的に導入されていた。
http://www.ana.co.jp/int_svc/promotion/cbb/

導入したのは東京−上海線で、2005年度

テムに採用している。これは、航空機に専

https://rgst.jal.co.jp/inflight/internet/

からは欧米路線にも拡大していく予定。

用アンテナを搭載し、静止衛星を利用して

http://www.connexionbyboeing.com/

料金は、従量制の場合は最初の30分が
7.95ドルで、その後は1分ごとに0.25ドル。
定額制の場合は14.95ドルとなっている。フ
ァーストクラスだけでなく、エコノミークラス
を含む全クラスで利用できる。接続は有線
LANと無線LAN（802.11b）
ともに可能だ。
また日本航空インターナショナル（JAL）
も、1 2 月9日より同 種 の サ ービス「 J A L
SkyOnline」

を東京−ロンドン線で開

始する。料金は従量制の場合は最初の30
分が 9.95ドルで、その後は 1 分ごとに 0.25
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ANAは成田−上海線から導入。システム的には通常のプロバ

JALは、フライト時間が長く需要の多いと思われる東京−ロン

イダーで接続するのと変わらないため、ウェブの閲覧やメールの

ドン線から開始。Connexion by Boeingは静止衛星を利用して

送受信も問題なく、VPN接続も可能だという。

おり、高速な通信が可能だという。
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1200以上の応募から選ばれたユーザーサイドのオンラインショップ

今年は個人や中小企業の躍進が目立つ
〜EC研究会「日本オンラインショッピング大賞」

Award

http://ecken.jp/
NPO 団体の EC 研究会は 11月6日、第 8

っている。大手企業に負けずネット上でビ

回「日本オンラインショッピング大賞」
と2004

ジネスを展開しているのは非常に嬉しい」
と

年に新設された「日本ブロードバンドビジネ

EC研究会代表幹事の土屋氏は語る。

ス大賞」
、そしてECサイト評論家の故・三石

語った。
同時に発表された日本ブロードビジネス
大賞では千趣会など個人を含む8団体が選

今年の大賞には女性ファッション商品を

ばれ、三井玲子賞・ネット公共知財賞には

玲子氏を追悼して設立された「三石玲子賞」

中心としたオンラインショップ「マガシーク」が

著作権が切れた文学作品を無料で公開し

をそれぞれ発表した。

選ばれた。
「ファッション誌に掲載された商

ている青空文庫が選ばれた。

日本オンラインショッピング大賞は日本の企

品をオンラインですぐに購入できるという、女

業と個人の間の電子商取引
（BtoC）
の健全

性の心をつかんだことがサイトの成功につ

な発展に寄与するECサイトを表彰する賞だ。

ながった」
と、年間20億円の売り上げを誇

「今年は受賞者の中に有限会社が4社入

るマガシーク代表の井上直也氏は受賞後に

日本オンラインショッピング大賞
賞名
OLS大賞グランプリ
日本ブロードバンドビジネス大賞
販売実績部門・金獅子賞
ブランディング部門・金獅子賞
三石玲子賞
奨励賞部門・ネット公共知財賞

受賞者
マガシーク

サイト名
マガシーク

URL
http://www.magaseek.com/

千趣会
ベルメゾンネット http://www.bellne.com/
ネスレコンフェクショナリー ブレイクタウン http://www.breaktown.com/
青空文庫・ボイジャー

青空文庫

http://www.aozora.gr.jp/

大賞を受賞したオンラインショッピングサイトの「マガシーク」
。

オープンソースブラウザーはインターネットエクスプローラに勝てるか

待望の（？）Firefoxバージョン1.0が正式公開
ユーザーコミュニティーも盛り上がる
Mozilla Foundation は 11 月9日に、オ

である「もじら組」

のフォーラムで盛

Browser

http://www.mozilla-japan.org/

ープンソースのウェブブラウザーとして開

んなやりとりが交わされたりしているほ

http://www.mozilla.gr.jp/

発された「Firefox」の正式公開版となる

か、オンラインソフトのライブラリーを運

http://firefox.vector.co.jp/

バージョン 1.0 を公開した

営する株式会社ベクターが Firefox ユー

。英語版

や日本語版を初めとする 20 もの言語と、
ウィンドウズ、Mac OS X、Linux など幅

ザ ー の た め の コミュ ニ ティー サ イト
「Firefoxファンクラブ」

を設置して、

広いプラットフォームに対応している。さ

使用方法やプラグインの情報などを紹介

る10月27日に公開されたプレビューバー

している。

ジョンと、正式公開版ではとくに機能面で

また、AOL からは Firefox をベースに

の変更はないが、インストール時に設定

した Netscape ブラウザーが公開される

される標準のスタートページが、Firefox

予定があるという。Netscape のサイトに

専用にデザインされたグーグルの検索ペ

設置されたレビュー用フォーラムに 11 月

ージとなっている点が目新しい。

15日に「The Netscape Browser Team」

正式版の公開直後からユーザーによる

名義で投稿されたコメントによれば、11

普及活動が高まり、有志によるまとめサ

月30日からプロトタイプのベータテストを

イトが作られたり、開発者コミュニティー

開始するとされている。
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Firefox 1.0の画面。標準のスタートページはFirefox専用にデ
ザインされたグーグルの検索ページ。
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バージョンアップと同時に「RoboDemo」から名称変更
e-Learning

Macromedia Captivateが12月3日に発売
ソフトのデモムービーを簡単に作成可能
http://www.macromedia.com/jp/software/captivate/

マクロメディアは、Flashによるソフトウェ

を追加したりするなどの編集もでき、ユー

インマニュアルの作成などに広く使われて

ア の デ モンストレ ーション 作 成 ツール

ザーに操作を求めるインタラクティブな教育

いる。

「Macromedia Captivate日本語版」を 12

用コンテンツを作れる。普通にアプリケー

新バージョンでは、編集画面にタイムライ

月3日に発売する。Captivateは、前バージ

ションを操作するだけで、誰にでも高度な

ンを採用したり、編集を加えたスライドの

ョンまでは「RoboDemo」
という名称で販売

デモが作成できるため、企業内のeラーニ

プレビューが素早くできるようになったりと、

されていたが、今回発売する新バージョン

ングや、ソフトウェアベンダーによるオンラ

より完成度が高められている。

Captivateのパッケージ。イメージカラーが以前の紫
から、エメラルドグリーンに変更された。

ムービーの編集画面。タイムライン形式を採用したこと
で、視覚的にスライドの表示タイミングを調整できる。

からCaptivateに名称が変更された。価格
はパッケージ版／ダウンロード版ともに
75,600円、アップグレード版が37,800円、エ
デュケーション版が29,400円となっている。
Captivateは、アプリケーションなどの操
作を自動的に記録して、デモ用のムービー
を作成できるツール。ムービーは Flash や
実行可能ファイルとして保存できる。また、
デモも単に手順を見せるだけのものではな
く、あとからメッセージを挿入したり、音声

固定IPが1つなら最短で即日発行が可能に
Provider

ぷららが法人向けサービスをリニューアル
一部サービスの料金値下げも実施
http://biz.plala.or.jp/
利用料金も月払いで50円値下げされる。

インターネットプロバイダーのぷららは法人

固定IPアドレスの提供方式も変更となり、

向けサービスの「BUSINESSぷらら」
を大幅

各接続コースのオプションとして扱われる。

にリニューアルする。

また、オンラインサインアップが可能となった

今まで契約の際には必要書類に押印の
うえで郵送して手続きを行っていたが、オン

ことで、IP1（固定IPアドレス1個利用メニュ

ラインサインアップの機能を追加し、必要事

ー）
を利用する場合は、当日午前中に申し

項をホームページ上で入力して送信するだ

込めば最短即日で固定IPが発行可能とな

けでサービスの利用手続きができるようにな

る。当日中のIP発行は業界最速。
さらにオプションサービスの拡張も行われ

る。ただし新規入会の場合は後日書類の郵

る。
「フレッツ・ADSL」
または「Bフレッツ」対

送が必要だ。

応接続サービスを申し込む場合、
「0A0 〜

契約コースに関してはすべての接続コー
スで使われていた「ビジネスセット」の名称

J」番号のIP電話「ビジネスぷららフォン for

が廃止になり「B フレッツ L」
「フレッツ・

フレッツ」の利用に必要なIDが1つ与えら

ADSL」
「フレッツ・ISDN」
「ダイヤルアップ」

れる
（毎月の利用料は別途必要）
。また1接

のそれぞれに対応したコース名称となる。

続サービスにつき1つメールアドレスが無料

月額 1,850 円で提供されていたサービスの

で提供される。教育機関向けに提供されて
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いたフィルタリングサービスも法人向けに提
供を開始する。
また、割引サービス
「オフィスパック」の適
用範囲も拡大される。
新サービス体系への移行は12月1日から。
固定IP1

Bフレッツファミリー対応コース
Bフレッツベーシック対応コース
Bフレッツビジネス対応コース
フレッツADSL対応コース
フレッツADSLビジネスタイプ対応コース
固定IP8 Bフレッツマンション対応コース
Bフレッツファミリー対応コース
Bフレッツベーシック対応コース
Bフレッツビジネス対応コース
フレッツADSL対応コース
フレッツADSLビジネスタイプ対応コース
固定IP16 Bフレッツベーシック対応コース
Bフレッツビジネス対応コース
フレッツADSL対応コース
フレッツADSLビジネスタイプ対応コース

固定IPがオプションとして利用可能なサービス
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©1994-2007 Impress R&D

ユーザーの行動を丸裸に！

インターネット広告の費用対効果を測定する
オプトの「アドプラン」に業界初の新機能

Advertise
http://www.opt.ne.jp/

オプトは 11 月11日、インターネット広告

る機能もある。これによってアドプランを

金制の月額利用料金（ADPLAN BASIC

の費用対効果（ROI）
を測定するASPサー

導入した企業は、ユーザーをサブミットさ

では月間クリック数0〜10万で5万円など）

ビス「アドプラン」にネット広告の誘導効果

せた広告と、サブミットする直前に来訪さ

がかかる。

を測定する業界初の新機能を追加し、11

せた広告について、ヤ

月22日から開始すると発表した。

フーやグーグルなどの

これまで、ネット広告の効果測定はサブ

「掲載媒体」や、ショッピ

ミット
（商品購入や資料請求などサイト上で

ングやメールなど「サー

ユーザーのアクションとその数）効果が唯

ビスの種類」、
「出稿期

一の測定基準となっていた。オプトではサ

間」、
「クリック数」、
「サ

ブミット前にユーザーをサイトに来訪させ、

ブミット単価」をリアルタ

企業イメージの向上や商品内容の認識な

イムに確認できるように

どにおいてサブミットに間接的に貢献する

なった。

ネット広告の誘導効果に着目し、新機能を
開発した。

利用するには、初期
設定費用10万円のほか

新機能には検索エンジンや検索キーワ

にクリック数や登録アド

ード、メール配信ごとの来訪効果を測定す

レス数に応じて従量課

Other
マイクロソフトがMSNサーチの新版をβ公開
独自開発のエンジンで50億ページ以上から検索
マイクロソフトは、同社の検索サ
ービス「MSN サーチ」の新しい
検索エンジンを11月12日にβ版
として公開した。50 億ページ以
上のデータから検索でき、ニュー
スに限定した検索や、検索条件
で「あいまい一致」
「検索頻度」
「更新頻度」などを調整する機能が特徴。米国版では自然文での検索
や最寄りの施設の検索などが可能だが、日本版では今後対応の予定。
http://beta.search.msn.co.jp/

Bloggerが日本語インターフェイスに対応
ブログサービスの老舗がより身近に
グーグルは、同社が運営するブ
ログASPサービス「Blogger」の
インターフェイスを日本語を含め
た多国語表示に対応させると発
表した。これまでは日本語で記
事を書くことは可能だが管理画
面などは英語だった。すでにア
カウント登録画面などは日本語化されており、今後は記事の投稿画面
などの日本語化も進めるとしている。
http://www.blogger.com/

Yahoo!ジオシティーズが新サービス「ジオログ」を開始
Yahoo!アバター付きのブログを簡単に作成

ブログからキーワードを抽出して自動で
グラフを作成する「BLOG Meter」

ヤフーが運営するホームページ作成サービ
ス「Yahoo!ジオシティーズ」は、ブログ作成
機能「ジオログ」の提供を10月28日から開
始した。Yahoo!ジオシティーズのユーザー
は無料で利用でき、簡単にブログを開始
できる。HTMLタグが利用できるが、1記
事 あ たり本 文 は 全 角 1 0 0 0 文 字 まで 。
Yahoo!アバターを表示したり記事へのコメ
ントを受け付けたりすることも可能。

テクスプレスは、RSSで取り込んだブログ
の文章から自動的にキーワードを抽出し
てグラフを作成するサービス「BLOG
Meter」を11月10日より開始した。
「ビー
ル【xx】ml」のようにあらかじめ決めた書
き方でブログに記述することで「xx」の数
値をグラフ化できる、飲酒量やジョギング
量といったグラフを自動で作ってブログ
に貼り付けられる。利用は無料。
http://blogmeter.jp/

http://geocities.yahoo.co.jp/
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Other
「So-net blog」が11月15日に正式開始
ベータユーザーのデータも自動的に移行

レーベルゲートがOpenMGに対応した
音楽管理ソフト「SonicStage」を無償で配布

So-netのブログサービス「So-net blog」
が、11月15日より正式に開始した。このブ
ログはSo-net会員向けに無料で提供され
るサービスで、月額料金が無料の「こんて
んつコース」の会員でも利用可能。
9 月からベータテストを行っていたが、そ
こでの結果を反映した新しいシステムで
開始した。これに伴ってベータサービスを一時停止し、データをすべ
て新しいシステムに移行する作業を行った。

レーベルゲートは、デジタル音楽管理
ソフト
「SonicStage 2.3 for Mora」の
無償配布を11月17日から始めた。音
楽配信サービス「Mora」のサイトから
ダウンロード可能。OpenMG方式に
加えて、MP3やWMA、WAV形式の
楽曲も管理できる。新バージョンから
は音楽CDの作成機能が追加され、ポータブル音楽プレーヤーへの楽
曲転送回数が無制限になるなど、大幅に使い勝手が向上している。

http://blog.so-net.ne.jp/blog/

http://mora.jp/help/download_ss.html

さくらインターネットがフレッツ接続サービスを開始
追加料金なしで固定IPアドレスを利用可能

DVDをインターネット経由でダウンロードするサービス
「ひかりde DVD」がトライアルを開始

さくらインターネットはフレッツADSLとBフレッツに対応したインターネット
接続サービス
「さくらのフレッツ接続」
を10月27日に開始した。このサービ
スではフレッツをはじめAirH"や@FreeD、ダイアルアップの利用も可能だ。
また固定IPアドレスも追加料金なしで利用できる
（ただしモバイルやダイア
ルアップでは動的IPとなる）
。メールサービスは別途用契約が必要だ。
フレッツ・ADSL プラン

Bフレッツ プラン

初期費用

1,000円

1,000円

月額料金

780円

980円

支払い方法

クレジットカード、自動口座振替、銀行振り込み、請求書払い

パワードコム、東芝、東京電力の3社は共
同で運営するDVD映像配信サービス「ひ
かりde DVD」のトライアルを平成16年12
月1日から開始する。著作権技術CPRMで
保護されたDVDタイトルをFTTHを利用
して家庭内のDVDレコーダーにダウンロ
ードし、DVD-RAMに書き込んで視聴するサービスだ。モニターにな
るためにはTEPCOひかりユーザーで、サービス対応のHDD・DVD
レコーダーを購入する必要がある。申し込みは12月12日まで。

http://www.sakura.ne.jp/flets/

http://www.hikari-de-dvd.com/

本 誌 10 周 年 特 別 読 者 参 加 企 画

「あなたのサイトを有名プロがお助けします」
当選者発表！
2004年11月号で募集いたしました「本誌

■篠原稔和さんがあなたのサイトの「ユーザビリティー」を指南します

10周年特別読者参加企画『あなたのサイト

当選者：川崎実知郎さん

を有名プロがお助けします』
」の当選者は、

サイト：株式会社 ウェブデモ
http://www.webdemo.co.jp/

総応募数186通の中から編集部が厳正に
審査した結果、右のとおり3サイトに決定い

■渡辺隆広さんがあなたのサイトの「SEO」を手ほどきします

たしました。

当選者：堀はるみさん

多数のご応募ありがとうございました。

サイト：堀歯科医院
http://www.hori-shika.com/
■長谷川恭久さんと森田雄さんがあなたのサイトを「デザイン」
します

この3サイトに対して、それぞれのプロが
どのようにアドバイスしたのかは、次号2005
年2月号の誌面で掲載いたします。

当選者：内田勉さん
サイト：メディアエンジン有限会社 Web Site
http://www.mediaengine.co.jp/

お楽しみに！
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モバイル環境での使用も想定した集中管理機能が特徴

「F-Secureアンチウィルス クライアントセキュリティ」
日本語版Ver 5.70を日本エフ・セキュアが発表

Security

http://www.f-secure.co.jp/

日本エフ・セキュアは、集中管理、モバイ

いて は 、P O P 3 、I M A P 4 、

ル対応の統合型セキュリティーソリューショ

SMTP による送受信トラフィッ

ン「F-Secureアンチウィルス クライアント

クをチェックする。

セキュリティ」
日本語版Ver 5.70を発表し、
12月１日から出荷を開始する。

ウイルス定義ファイルは、FSecure ウィルス研究所から毎
日１回から２回、社内ネットワー

社内のウィンドウズPCを集中管理して

クのサーバーに配信されるほ

煩雑な作業の手間を軽減

か、ウイルス駆除ツールも同時

F-Secureアンチウィルス クライアントセ

に配信される。それをウィンド

キュリティは、ウィンドウズ PC にウイルス対

ウズ PC が１時間に１回自動的

策、パーソナルファイアーウォール、侵入検

に参照して更新するため、新

知、アプリケーション制御などのセキュリテ

種のウィルスにも即座に対応できる。また、

ィー機能を提供するとともに、社内ネットワ

３つのスキャンエンジンを搭載し、最高レ

ークの管理者がパソコンの設定を集中管理

ベルの検知率を実現する。

無償提供される集中管理機能「F-Secureポリ
シーマネージャ」
。
「設定」や「レポート」
、
「インス
トール」など、各機能がタブで切り替えられる。

さらに、何らかの問題で外出先から社内

できる機能も提供する統合型セキュリティ

ネットワークに接続できない場合には、F-

ソリューションだ。
この集中管理機能は、無償提供される

Secureウィルス研究所のサーバーなどの代

「F-Secureポリシーマネージャ」を利用する

替サーバーが自動的に引き継いでウイルス

ことで、ウィンドウズPCへのF-Secureアン

定義ファイルを更新するので、モバイル環

チウィルス クライアントセキュリティの一元

境でも確実にウイルス対策が行える。

「F-Secureアンチウィルス クライアントセキュリ
ティ」の画面。すべての機能が統一されたインタ
ーフェイスでまとめられており、わかりやすい。

的インストールや設定、監視が行えるという
もの。ウィンドウズPCの設定をロックして、

あらゆるセキュリティー面の不安を

ク管理者がウィンドウズPCからインターネッ

エンドユーザーがセキュリティー設定を変

きめ細かく解決

トへ接続するアプリケーションを一元的に

更できないようにすることも可能だ。また、

パーソナルファイアーウォール機能は、ト

制御できるもの。これにより、エンドユーザ

セキュリティー警告やウイルス定義ファイル

ラフィックのフィルタリングと監視が行えるも

ーがピアツーピアアプリケーションなど、許

の日付けなどをレポートする機能もある。

ので、ネットワークからの不正アクセスを遮

可されていないソフトウェアを実行できなく

断し、ハッカーやネットワークワームからウ

なるので、社内ネットワークの安全性を保

ィンドウズPCを保護できる。

持できる。

モバイル環境にも対応する
ウイルス定義ファイルの自動更新

侵入検知機能は、インターネットからのト

また、インターネットに接続する場所によ

ウイルス対策機能は、電子メールやウェ

ラフィックを分析し、ポートスキャンやネット

ってセキュリティーレベルの自動的に切り替

ブ、CD-Rなどのメディアを介して感染する

ワークワームなどの疑わしいトラフィックを

える機能もあり、自宅やホテルなどモバイ

ウイルスやワーム、スパイウェアなどを自動

自動的に検知して遮断する。

ル環境から接続する場合には、より厳しい

アプリケーション制御機能は、ネットワー

的かつリアルタイムに駆除。電子メールにつ
F-Secureポリシーマネージャ

■ライセンス価格一覧

インターネット

F-Secure
ウイルス研究所

管理レポート

設定、エンジン更新

ウイルス定義ファイル更新
F-Secureアンチウィルス

社内ネットワーク
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設定を適用することができる。

自宅・外出先などのモバイル環境

ユーザー数
1〜24
25〜49
50〜99
100〜249
250〜499
500〜999
1,000〜2,499
2,500〜4,999
5,000〜9,999
10,000〜24,999
25,000〜
年間媒体送付（オプション）

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
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ライセンス単価＋
初年度保守単価
9,200円
7,500円
5,200円
3,800円
2,800円
2,200円
2,000円
1,600円
1,300円
1,100円
900円

次年度以降
年間保守単価
4,600円
3,750円
2,600円
1,900円
1,400円
1,100円
1,000円
800円
650円
550円
450円
10,000円

全国ツアーのチケットプレゼントも実施中

OCN ミュージック ストアでMISIAの新曲
「Holy Hold Me」を独占先行配信中
2005年1月1日からスタートするMISIAの

ァイル同梱パッケージ）、著作権保護に

全国ツアー「OCN presents THE TOUR

DRMを採用した音楽配信サービス。1曲

OF MISIA 2005」のチケットを、OCN会

157.5円（税込）から、アルバム1,291.5円（税

員限定で240組480名様に抽選でプレゼン

込）から購入でき、邦楽、洋楽など合わせ

トキャンペーンを実施中。詳しくはhttp://

て約5万の楽曲が用意されている。

fun.ocn.ne.jp/misia/にアクセスしてみよう。

ユーザーは購入した楽曲をウィンドウズ

また、音楽配信サイトOCN ミュージック

メディアプレイヤー9以上がインストールされ

ストアで は 、MISIAの 新 曲「 Holy Hold

たウィンドウズPC（ウィンドウズ2000または

Me」を独占で先行配信している。この曲は

XP推奨）で聴くことができるほか、対応ポ

12月8日
（水）発売のMISIA夢のコラボレー

ータブルプレイヤーに楽曲ファイルを転送し

ションアルバム「SINGER FOR SINGER」

て再生することも可能だ。

の中の1曲で、作曲が久保田利伸、作詞が

また、OCN ミュージック ストアでは、イ

MISIAのクリスマスソング。ダウンロードは

ンターネットで安心・安全に楽曲を購入で

24時間いつでも可能だ。

きる仕組みとして「OCN Pay ON（ペイオ

OCN ミュージック ストアは、ファイルフ

Service

http://music-store.ocn.ne.jp/

ン）」という決済システムを導入。これは、

クレジットカード番号などを入力する必要が

ォーマットにWMA（単曲）/WMD（複数曲

購入した楽曲の料金をOCNの接続料金と

ないため、オンライン決済に不安を感じる

のパッケージまたはプレイリスト、スキンフ

一括で支払いできるというもの。そのつど

ユーザーも、抵抗なく楽曲を購入できる。

2バイトコードの日本語迷惑メールに対応

ハイパーボックスとスリーアールソフトが
ASPサービス「スパムブレーカー」で業務提携
ハイパーボックスとスリーアールソフトは、

Security

を期待できる。このスパムブレーカーを低

日本語など２バイトコード文字に対応する

価格で利用できるようにしたのが、ハイパ

迷惑メール対策ツール「スパムブレーカー」

ーボックスが提供する「スパムブレーカー

をASPサービスとして提供することで業務

ASPサービス」だ。

提携した。スリーアールソフトは、スパムブ

ASPサービスでは、スパムメールのフィ

レーカーを日本のほか、中国や韓国などア

ルタリングをハイパーボックスが管理する

ジア市場に広く提供しているが、ASPサー

SMTPフィルターと、ユーザーが管理する

ビスとしての提供はハイパーボックスが国内

メッセージフィルターによる２段階で行う。ま

初となる。

ず、SMTPフィルターでウイルス付きのメー

スパムブレーカーはスパムメール対策の

ルが削除される。次に、メッセージフィルタ

ほか、ウイルスメール対策や情報漏洩防止

ーではヘッダー、本文、添付ファイルに対し

ツールとしても活用できるセキュリティーソ

て多彩なユーザー設定が行え、スパムメー

リューションで、日本語など２バイトコード文

ルを除去できるという仕組みだ。

http://www.spambreaker.net/

利用料金は初期費用が 5,250 円、月額

字に対応した検知技術を搭載しているの

なお、ウイルスパターン定義ファイルは自

1,575円だが、年内の申し込みに限り、初

が特徴だ。これにより、日本語のスパムメ

動的に最新版にアップデートされるので、

期費用無料などのキャンペーン料金を適用

ールやフィッシングメールの対策に高い効果

新たなウイルスにも対応できる。

している。
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