
パスワードなしの無料のインター ネット サービス 

(Pasuwādo nashi no muryō no intā netto sābisu) 

 

             

             

             

             

             

             

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インターネットは、私たちの生活の重要な一部になっています。我々 は、情報や知識、 

エンターテイメントそれを使用します。海を入力しより深くより深く入るように思えます

。これは、世界中の約4億人のユーザーが、ビジネス、教育、娯楽、研究開発 et.al 

のためにインターネットを使用すると想定されています。私たちのすべては今日、データ

の使用に基づいてインターネットのために支払います。 

あなたはいつでもどこでも絶対に無料のインターネットを取得する場合を想定してみまし

ょう。 コストを気にせずにインターネットを利用できれば素晴らしいと思います。 

Intānetto wa, watashitachi no seikatsu no jūyōna ichibu ni natte imasu. Wareware wa, jōhō ya 

chishiki, entāteimento sore o shiyō shimasu. Umi o nyūryoku shi yori fukaku yori fukaku hairu yō ni 

omoemasu. Kore wa, sekaijū no yaku 4 oku-ri no yūzā ga, bijinesu, kyōiku, goraku, kenkyū kaihatsu 

et. Al no tame ni intānetto o shiyō suru to sōtei sa rete imasu. Watashitachi no subete wa kyō, dēta 

no shiyō ni motodzuite intānetto no tame ni shiharaimasu. Anata wa itsu demo doko demo zettai ni 

muryō no intānetto o shutoku suru baai o sōtei shite mimashou. Kosuto o ki ni sezu ni intānetto o 

riyō dekireba subarashī to omoimasu. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はい、新しい時代は無料のインターネットを提供するように設定されています。中国企業

、LinkSure ネットワークは2026によって世界的に無料インターネッ 

トを提供するプロジェクトを開始しました。LinkSure 、無料のインターネットアクセス、 

コンテンツ、ロケーションベースのサービスに特化した、世界的に革新的なモバイルイン

ターネット会社です。同社は、世界最大のユニコーン企業の一つとなっています。2017で

は、LinkSure ネットワークは、 中国のトップ100インターネット企業の一つとして、 

中国産業・情報技術省によって上場されています。 

LinkSure ネットワークの使命は、デジタル世界の不平等を埋めることです。 

同社によると、このプロジェクトは、世界中のユーザーが無料でインターネットにアクセ

スできるようになります。同社は、地球全体にまたがるために、異なる軌道と高さで272の

衛星を確立します。最初の衛星は、中国のサテライトランチセンターから2019で打ち上げ

られるように設定されています (Jiuquan Satellite Lunch Centre). 

さらに10台の衛星が2020によって軌道に送られます。LinkSure ネットワーク CEO-

王シャンによると、, 会社は、このプロジェクトに30億元を投資します. 

Hai, atarashī jidai wa muryō no intānetto o teikyō suru yō ni settei sa rete imasu. Chūgoku kigyō, 

LinkSure nettowāku wa 2026 ni yotte sekai-teki ni muryō intānetto o teikyō suru purojekuto o kaishi 

shimashita. LinkSure wa, muryō no intānettoakusesu, kontentsu, rokēshonbēsu no sābisu ni toku-ka 

shita, sekai-teki ni kakushintekina mobairuintānetto kaishadesu. Dōsha wa, sekai saidai no yunikōn 

kigyō no hitotsu to natte imasu. 2017De wa, LinkSure nettowāku wa, Chūgoku no toppu 100 

intānetto kigyō no hitotsu to shite, Chūgoku sangyō jōhō gijutsu-shō ni yotte jōjō sa rete imasu. 

LinkSure nettowāku no shimei wa, dejitaru sekai no fubyōdō o umeru kotodesu. Dōsha ni yoru to, 

kono purojekuto wa, sekaijū no yūzā ga muryō de intānetto ni akusesu dekiru yō ni narimasu. Dōsha 

wa, chikyū zentai ni matagaru tame ni, kotonaru kidō to taka-sa de 272 no eisei o kakuritsu shimasu. 

Saisho no eisei wa, Chūgoku no sateraitoranchisentā kara 2019 de uchiage rareru yō ni settei sa rete 

imasu (Jiuquan Satellite Lunch Centre). Sarani 10-dai no eisei ga 2020 ni yotte kidō ni okura remasu. 

LinkSure nettowāku CEO - Ō shan ni yoru to,, kaisha wa, kono purojekuto ni 30 oku gen o tōshi 

shimasu. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このプロジェクトの助けを利用して、ユーザーは、任意のパスワードなしでも、テレコム

ネットワークが存在しない地域でインターネットサービスにアクセスすることができます

。2017の国連からの報告によれば、約39億人は依然としてインターネットにアクセスでき

ないという。によると、,( Elon Musk’s Space X)  上海ベースのインターネット会社-

衛星は、インターネットのカバレッジを拡大し、インターネットの速度を向上させるため

に使用されます. 

現在、グーグル、スペース , Google, Spacex、OneWeb、Telesat 

を含む多くの企業が、衛星を使って無料のインターネットアクセスを提供する計画をすで

に開始している。中国は、米国のグローバルポジショニングシステム (GPS) 

に対抗するために、ベイドウ航法衛星システム (BDS) を構築しています。これは、米国の 

GPS システム、ロシアの GLONASS 

と欧州連合のガリレオの後に4番目のグローバル衛星ナビゲーションシステムになります。

インドはまた、NAVIC 

と呼ばれる操作上の名前で、インドのリージョナルナビゲーション衛星システム (IRNSS) 

と呼ばれるナビゲーションシステムを構築しています。 

Kono purojekuto no tasuke o riyō shite, yūzā wa, nin'i no pasuwādo nashi demo, 

terekomunettowāku ga sonzaishinai chiiki de intānettosābisu ni akusesu suru koto ga dekimasu. 

2017 No Kokuren kara no hōkoku ni yoreba, yaku 39 oku-ri wa izentoshite intānetto ni akusesu 

dekinai to iu. Ni yoru to,,( Elon Musk’s Space X)  Shanhai bēsu no intānetto kaisha - eisei wa, 

intānetto no kabarejji o kakudai shi, intānetto no sokudo o kōjō sa seru tame ni shiyō sa remasu. 

Genzai, gūguru,  Google, Spacex, OneWeb, Telesat o fukumu ōku no kigyō ga, eisei o tsukatte muryō 

no intānettoakusesu o teikyō suru keikaku o sudeni kaishi shite iru. Chūgoku wa, Beikoku no 

gurōbarupojishoningushisutemu (GPS) ni taikō suru tame ni, beidou kōhō eisei shisutemu (BDS) o 

kōchiku shite imasu. Kore wa, Beikoku no GPS shisutemu, Roshia no GLONASS to ōshūrengō no 

Garireo no nochi ni 4-banme no gurōbaru eisei nabigēshonshisutemu ni narimasu. Indo wa mata, 

nabikku to yoba reru sōsa-jō no namae de, Indo no rījonarunabigēshon eisei shisutemu (IRNSS) to 

yoba reru nabigēshonshisutemu o kōchiku shite imasu. 

“近い将来、様々な先進的なインターネットサービスの打ち上げは、無料の

インターネットに希望を与えます”。 


