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プロバイダー選 びの第 一 条 件 アクセスポイント

もう迷わない！

現在、本誌には900 社を超えるプロバイダーの情報が掲載されています。この中から自分の条件に合ったプロバイダーを探す
のは容易なことではありません。今月から始まるこのページでは、プロバイダー選びのポイントをわかりやすく説明していきま
す。第 1回となる今月は、プロバイダー選び の第一のステップ「アクセスポイント」についての解説です。

S アクセスポイントはインターネットの入り口
自宅からインターネットにつなぐには、プロ
バイダーと呼ばれる業者に電話で接続するのが
一般的な方法です。この電話をかける相手のこ
とを「アクセスポイント」と呼びます。ユーザ
ーから見た場合、アクセスポイントとはインタ

札幌

ーネットへの入り口であると考えてください。
一口にプロバイダーといっても、日本全国に
100 か所以上のアクセスポイントを用意してい
る大規模なプロバイダーから、アクセスポイン
トは1か所しかない小さなプロバイダーまで、さ
まざまな規模があります。
いずれにしても、ユーザーにとってはアクセス
ポイントまでの電話代がかかるので、アクセス
ポイントがなるべく自宅のそばにあるプロバイダ
ーと契約するのが常識です。
本誌446 ページからの「日本のアクセスポイ
ントマップ」を見てみましょう。普通の電話回
線の場合には、先頭ページから始まる「アナロ
グ」のページになります（1）。
アクセスポイントマップでは、各地域ごとに
どのプロバイダーのアクセスポイントがあるかを
一覧できるようになっています。プロバイダー

北海道
札幌（011）

●@nifty 56k（K56flex）
●3Web 56k（K56flex/V.90）
●ad.net 28.8k
●ALLESNET 33.6k
◎AOL 33.6k
●ASAHIネット 56k（K56flex/V.90）
◎AT&T WorldNet 56k（K56flex/V.90）
◎AT&Tビジネスインターネット56k（x2/V.90）
◎BEKKOAME 56k（K56flex）
◎BIGLOBE・mesh 56k（K56flex/V.90）
●CYBER STATION 56k（K56flex）
○DION 56k（V.90）
●DREAM NET 56k（K56flex/V.90）
●DTI 56k（V.90）
●EVE Internet 56k（K56flex）
●GIGANET 56k（K56flex/V.90）
◎GOL 56k（x2/V.90）
◎Harmonix 56k（V.90）
●Highway Internet 56k（K56flex/V.90）
●HITSインターネット 56k（K56flex）
●HOKKAI NET 56k（K56flex）
●IAC ネット 28.8k
◎IIJ4U 33.6k
●infoPepper 56k（K56flex/V.90）
●InfoSnow 56k（K56flex/V.90）
●InfoSphere 56k（K56flex/V.90）
●INTERLINK 56k（K56flex）
●INTERNET COMCO 33.6k
●interQ 56k（K56flex/V.90）
●IVP-NET 33.6k
●JustNet 56k（K56flex/V.90）
●KCOM 56k（K56flex/V.90）
●LUVnet 28.8k
●M-Bird 28.8k
◎MINDインターネット 28.8k
●MKSnet 従量制 28.8k

◎Panasonic Hi-HO 56k（K56fl
● PEOPLE 56k（K56flex/
◎ PSINet 33.6k
◎ SANNET 56k（K56flex/
● Snowman 56k（V.90）
● So-net 56k（K56flex）
● TechnoWave 56k（K56
● The FSI Network 56k（V
◎ U-netSURF 56k（K56fle
● USEN-NET 56k（K56fle
● VC-net 56k（K56flex/V.
● YYY 56k（K56flex）
●α-Web 56k（V.90）
●アルファインターネット56k（K56flex/V.90）
●インターネットガーデンシテ
●エルネット 56k（V.90）
●生協インターネット56k（K56fle
●ディジタル・プロ 33.6k
●テレWeb インターネット 33
●道新オーロラネット 33.6k
●ニックナックONLINE 56k（K5
●ネットファーム 56k（K56f
●フェニックスクラブ 56k（K56f
●ぷらら 56k（K56flex/V.9
●マリモインターネット 33.6k
●丸紅インターネット 56k（K
●リムネット 56k（V.90）
●リンククラブ・インターネットコネクション5
千歳（0123）

● ASAHIネット 56k（K56fl
● Gold Rush NET 28.8k
● IACネット 28.8k
●North Windインターネット56k
○ OCNダイヤルアクセス 33
○ ODNダイヤルアップ 56k
● The FSI Network 28.8k
●インターネットガーデンシテ
●テレWeb インターネット 28
●フェニックスクラブ 33.6k

夕張（01235）

○ OCNダイヤルアクセス 33

栗山（01237/01238

○ OCNダイヤルアクセス 33

芦別（01242）

○ OCNダイヤルアクセス 33

滝川（0125）

● @nifty 56k（K56flex）
● IACネット 28.8k
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●MTCI 64/128k
●NETAGE 64k
●netSpace 64k
○NEWEB ダイヤル2
●NRGNet 64k
○OCN ダイヤルアク
○ODN ダイヤルアッ
●OTOME NETWOR
◎Panasonic Hi-HO
●PEOPLE 64k
◎PSINet 64/128k
◎SANNET 64k
●Snowman 64k
●So-net 64k
●TechnoWave 64k
●The FSI Network 6
◎U-netSURF 64k
●USEN-NET 64k
●VC-net 64/128k
●α-Web 64k
●アルファインターネット
●インターネットガーデ
●エルネット 64k
●生協インターネット 6
●ディジタル・プロ 6
●テレWebインターネ
●道新オーロラネット
●ニックナックONLI
●ネットファーム 64/1
●フェニックスクラブ
●ぷらら 64k
●マリモインターネット
●丸紅インターネット 6
●リムネット 64/128/2
●リンククラブ・インターネット
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非同期 ◎ BIGLOBE・ mesh 57.6k
◎ GOL 38.4k
● IAC ネット 57.6k
● INTERNET COMCO 38.4k
● IVP-NET 38.4k
● NETAGE 57.6k
◎ NETFORWARD 57.6k
● netSpace 38.4k
● The FSI Network 38.4k
●α-Web 57.6k
●インターネットガーデンシティ 38.4k
●フェニックスクラブ 57.6k
同期 ● @nifty 64/128k
● 3Web 64k
● ad.net 64k
● ALLESNET 64k
◎ AOL 64k
● ASAHIネット 64k
◎ AT&T WorldNet 64k
◎AT&Tビジネスインターネット64/128k
◎ BEKKOAME 64k
◎ BIGLOBE・ mesh 64/128k
● CYBER STATION 64k
○ DION 64k
● DREAM NET 64k
● DTI 64k
● EVE Internet 64k
● GIGANET 64/128k
◎ GOL 64/128k
◎ Harmonix 64k
● Highway Internet 64k
●HITSインターネット 64k
● HOKKAI NET 64k
● IAC ネット 64k
◎ IIJ4U 64k
● infoPepper 64k

千歳（0123）

非同期 ●Gold Rush NET 5
●IAC ネット 57.6k
●The FSI Network 3
●インターネットガーデン
●フェニックスクラブ
同期 ●ASAHIネット 64k
●North Wind インター
○OCN ダイヤルアク
○ODN ダイヤルアッ
●The FSI Network 6
●インターネットガーデ
●フェニックスクラブ
夕張（01235）

同期

○OCN ダイヤルアク

2 アクセスポイントマップ（ISDN）
P. 455 〜

を探す場合は、まずこのページで自分の住んで

を加えるだけで、多くの地域では10 社以下に

倍（90秒10円）になってしまいます。また、
電話

いる地域を探してください。本誌には全国900

候補が絞られるはずです。

料金の割引サービスも、市内通話に限定され

社のプロバイダー情報を掲載していますが、自

NTT の通話料金は、市内通話料金は3 分 10

分が住んでいる地域のプロバイダーという条件

円ですが、隣の地域への通話料金はいきなり2

るものがあります。アクセスポイントは可能な
限り市内通話の範囲から選ぶようにしましょう。

S 次の決め手は通信速度
また、56k モデムには「K56flex」、「x2」、

この「アクセスポイントマップ」で、プロバ

さらに速度で絞り込むのが有効な手法です。最

イダー名のうしろにあるのが、各アクセスポイ

近のパソコンに内蔵されているモデムはほとん

「V.90」という3 種類の方式があって、それぞ

ントの最大通信速度です。さきほどの「市内通

どが56k 対応なので、アクセスポイントも56k

れに互換性がないという問題があります。アク

話の地域内」という条件だけでは、プロバイダ

対応のところを選べば快適にアクセスできます。

セスポイントマップ中に「56k（K56flex/V.90）」

ーの候補が数十社にもなってしまい、絞りきれ

ただし、56k は理論上の最大値で、実際には

とあれば、K56flexとV.90の2つの方式に対応

ない場合もあると思います。こうした場合には

50k前後の接続となることが多いようです。

していることを表しています。56k で接続する
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V.90（ブイきゅうじゅう）： 1998年にITU（国際通信連合）で採択された、電話回線による56Kbps通信の標準規格。V.90以前には、56Kbpsの規格としてはK56flexとx2と
©1994-2007 Impress R&D
いう互換性のない2つの規格があったが、現在ではV.90に一本化されている。

場合には、お使いのモデムがどの方式に対応し

（2）
。ISDNのアクセスポイントマップには「非

イダーはあまり多くありません。128kで接続し

ているかを調べておきましょう。方式が違って

同期」と「同期」という2種類の項目がありま

たいという場合には、アクセスポイントマップ

いる場合には、最大でも33.6kまでの接続しか

すが、これからISDN で接続する人は「同期」

で「64/128k」と表記されているプロバイダー

できません。

の部分だけを見てください。「非同期」は、以

を探してください。ただし、128kで接続する場

前に使われていたISDNの接続方式で、現在で

合には電話料金が2 倍（3 分 20 円）になるの

はほとんど使われていません。

と、プロバイダーによっては128k 接続は別途

さらに速く接続したい場合には、お使いの電
話回線をISDN に変更することをおすすめしま
す。ISDN 回線の場合には、455 ページからの

ISDNは最大128kで接続できるのが最大のメ

アクセスポイントマップを参照してください

リットですが、128k接続に対応しているプロバ

追加料金が必要となる場合がある点に注意して
ください。

S 市内通話地域（MA）
の注意点
府中/多摩（042）

NTT では、市内通話料金（3 分10 円）で通

三鷹/調布
（0422/0424）

話できる地域をMA（メッセージエリア）と呼
んでいます。MA には複数の市町村が含まれる

青梅（0428）

のが普通で、たとえば東京の立川MA（市外局
番 042）であれば、立川市以外にも国立市や

立川（042）

日野市などが含まれるより広い地域のことを指

東京（03）
八王子
（0426）

します（3）
。この地域内であれば、市町村を
またいだ通話でも料金は3分10円となります。
日本全国には全部で567のMAがあり、本誌

町田（042）

のアクセスポイントマップもこのMAを地域の分
類の基準としています。電話番号には「市外局

※青梅、八王子、町田エリアには他県の市町村も含まれる

番」がありますが、MAと市外局番は必ずしも
一致しません。具体的には、以下の2つのケー

異なるMAですが、市外局番はいずれも「042」

2＞同じ市外局番でもMA が異なる

スがあります。

川口（048）と浦和（048）は市外局番

です。もちろん、MA が異なるので、それぞれ

1＞ 1 つのMA 内に複数の市外局番がある

は同じですが違うMA になります。3 分10

の間では3 分10 円では通話できません。最近、

円では通話できません。

市外局番の4ケタから3ケタへの変更に伴って、

岐阜市（058）と各務原市（0583）は市
外局番が異なりますが、同じMA になりま
す。3分10円で通話できます。

特に注意していただきたいのは2 のケースで

こうした地域が増えているので、市外局番と

す。国分寺、立川、相模原、所沢はそれぞれ

MAの関係には注意してください。

4 東京（03）の隣接地域

S 隣接地域を有効活用
プロバイダーは市内通話地域（MA）の中か

はプロバイダーの選択肢が少ないという人など

ら選ぶのが原則です。しかし、すでに入りたい

は、隣接地域のアクセスポイントを使う方法を

プロバイダーは決まっているのに、自分の地域

検討してみましょう。ただし、タイムプラスや

にはアクセスポイントがない場合もあるでしょ

i・アイプランといった他の電話割引サービスは

う。そうした場合には、NTTの「エリアプラス」

隣接地域では使えないので、割引サービスの面

を使う方法があります。

では必ずしも有効とは言えません。

エリアプラスは月額 200 円で、隣接または

このほか、電話割引サービスについては、今

20km以内のMAへの通話料が3分10円になる

月号の214ページから始まる記事でも詳しく取

サービスです。これを利用すれば、隣のMA に

り上げていますので、そちらもぜひ参考にして

あるアクセスポイントでも、市内通話と同じ料

みてください。

川口/志木
（048）

草加/越谷
（0489）

三鷹/調布
東京（03）
（0422/0424）

市川/松戸
船橋
（047） （047）

川崎
（044）

金で利用できます。隣接または20km以内とい
う範囲は意外と広く、東京（03）の場合には
4に示す6つの地域が対象となります。地域と
して隣り合っていれば距離は関係ないため、山
形（023）と仙台（022）のようにかなり離れ
た地域間でも隣接となる場合もあります。また、
料金は倍額となりますが、テレホーダイも隣接
地域が利用できます。自分が住んでいる地域で

5 主な電話割引サービス
割引サービス名
エリアプラス
テレホーダイ
タイムプラス
i ・アイプラン1200
i ・アイプラン3000

アナログ
市内
隣接
×

200 円

ISDN
市内
隣接
×

1,800 円 3,600 円 2,400 円
200 円
×
350 円
×
×

×
×

1,200 円
3,000 円

対象となる通話・通信

350 円

すべての隣接区域への通話 通話料が3 分10 円になる※
（通常は3 分20 円）
4,800 円 指定した2 番号への通話
23 〜8 時はかけ放題
×
すべての市内通話
通話料が5 分10 円になる※
（通常は3 分10 円）
×
指定した1 番号への通話
3,000 円分までかけ放題
×
指定した1 番号への通話
7,500 円分までかけ放題
※8 時〜23 時の料金
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MA（エム・エー／ Message Area）： NTTの市内通話料金（3分10円）で通話できる区域の呼称。異なる市町村間の通話でも、同一MA内であれば市内通話料金となる。
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