
第４ 章゙　 インフラの新技術とサービ ス

衛星インターネットのサービ ス

ト企業利用の市場は確実に伸長４

イン ター ネットが 淬及し、11111像やf･|一声などのマ ルチ メデ ィア

情 報を扱 う機会が川力|け る中で 、 人容:1;Jのデ ータを鳥速で伝送

することがII」’能な インフラの登場 が待 たれている　 そうした状

況 ドで 今後の嵯開が 注||さ れてい るのが 、97 年に ス タートした

衛星1111線を利 川した イン ター ネットの サービ スであ る

この衛 星 イン ター ネット サービ スは 、デー タを受 けるパソ コ

ンの惻にI､yJljの アクセスキ ット を取り 付けるこ とにより、1111:接

衛星回線 を通じて デー タを受 信するし くみである　 パソコ ン側

からデ ー タを発 信す る場 合はモデ ムに よる電 話川線 を使Jljする

ので 『疑似双 方向性 』の通 信と 、iえるが 、そ れで もたとえば衛

星 イン ター ネッ ト サ ービ ス･Ji業 行の　ｰつ であ る宇 宙 通1,1の

DiｒｅｃＰＣサービ スの場 介、 企 業向 けで 最人400kbp ｓの パフ ォー

マンスが実現 される 従来の36kbp ｓ地|こ電 話川線と比較す れば 、

鳥速・ 人容;I;:の’|｀Ilj報伝送 能力 におけ る優 位性は 明らか であ る

また、衛 星 イン ター ネット サービ スに は･ 度 にきわめて広 範囲

の対象に デー タを配信 できる メリ ット がある　い わゆる同 根性 、

広域性に優 れた インフ ラと 、iうこ とが できる

現在、 この衛 星 イン ター ネットサ ービスは通 仁衛星を所 有す

る第 一種 通f,刊t業名’が行う ケー スと、プ ロバ イダーや自 前の通

1,淆丿星を 所右しない 第1 裃逝(..'HXK が この 第 一種通信ljf裘矜

の衛 星1111線を借 り受け る 形で 行う ケースが出て きている　 前 斡

は宇宙 通 信のEDi ｒｅｃＰＣ］ とJ SAT 川 本サテ ラ イト シ ステ ム

ズ）のFPer ｆｅｃＰＣ」があ り 、97 年の 前ｔ に サ ービ スを 開始し

ている　 現状では、 この21 μ業 片が衛 星 イン ター ネットサ ービ

ス巾場 のiﾐ流 を占め ている　98 年 川j より、JSAT で は 企業向

け に最Iぷ30Mbp ｓの イン ター ネッ ト接 続 を実 現 させ る［ スタ

ー・ スト リーム ・サービ ス］ を開始し た　　一万で 後 行にはベ ッ

コア メや ダ イレ クト イン ターネットな どがあるが 、･jfl 嵯 開と

しては 今後の状 況待 ちとい うところであ る｡

本 来の 卜ヽ場 からす れば鳥 速川線を提 供するべ きプ ロバ イダー

ljf業 名･がこ のIlj場で 成長し ない のは、現 時点での 衛星 インター

ネットサ ービ ス巾場 の中心が 企業利川 だからであ る　その 原囚

は、サ ービ スの利川 コ ストが 佃人利川･矜にとって 鳥仙iだという

図1　 衛 星 イン タ ーネ ットの利 用 例

点にあ る一現在、 パソコ ンに装着する 専川受 信ボード のlli販価

格 は10万円 前 後であ り、 佃 人利川 行に とって は負批 が 大きい 、

また、･μ業名･側 にとっ て も佃人利川 行向けの サービ スを確立す

るため にはカ スタマ ーセ ンターの充実 などが必 須に なり、採算

面で魅 力がない　資 本力の弱い･｣1業者ではビ ジ ネスとし てリ ス

クが 人きい

逆に、 企業内 イン ター ネットである イント ラ ネットの 件及 も

あって、 企稟利川の11涓打| 体は倆実 に仲長してい る． 衛星 イン

ターネットのサ ービ スには特定 のデ ー タフ ァイルを伝 送する 方

式 と、クロー ズド ネットワ ークその もの を提 供する方式 があ り、

前 行に は人容:ltデ ー タの ダ ウンロ ードや 動|由i像の|可畤広 域 配

信、 後名･はデー タベ ー スへ の鳥速 アクセ スや イン ターネットへ

の 鳥速 ア クセ スを実 現するI すで にシャープ、ﾐ 菱電 機、ジ ャ

スコとい った い.場 企業で も導人さ れ、 デー タア クセ スの スピ ー

ド アップ 化や々 ルチ メデ イアデー タの 処理向ll 、デ ー タ伝送 コ

ストの削 減といった点で 効米をllげて いる

サービ ススタート 時点で は動II剛象配f,iに よる全国 支店向けの

新 商111111説明 や社内 研修 などに 使川 される ケ ースが 川立っ たが、

最 近で はむしろ１ 務の スピ ードア ップ を 凵的 に、 基幹業務に応

Jljされる傾向がある、111占IIIモチ ェ ーンにおけ る在庫情 報照会 な

どの 例に兒られる ように、 今後は特 に金融 ・流通 業にお いては

令国の 支店間を結 んだ形で 在庫情 報・商IWI情 報への 鳥速ア クセ

スが実現 できる　 今後の衛 星 インター ネットII｣‘場で の有望 商品

と､iえる だろ う ー

ただ、 本質的 に衛星 インター ネット サービ スが 認知 される に

は 、 や は り佃 人 利 川 者の 増 加 も不lll欠 だろ う 、98 年内 には

JSAT とＮＴＴの 合弁 会杜が佃 人向 けサ ービ スを開始す るプラ ン

がある　 このサ ービ スではユ ーザ ー恫]のパ ソコンに取 り付ける

ア クセ スキットが ア ンテ ナ込 みで5 万円以 ド、 衛 星川線 利川 料

を 月額3.000 円程 度に 抑え る Ｆ定 で、 価 格 は従 来 より も安 い､．

今後の動 向が 注11さ れるｰ

(野辺名 じ ・フリ ーラ ンス)
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