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掲 示 板 が 作 り や す い プ ロ バ イ ダ ー

もう迷わない！

ホームページ作りに熱が入ってくると、掲示板やチャットのようなコミュニティーの機能が欲しくなるもの
です。こうした機能を実現するには、CGI と呼ばれる仕組みが必須となります。今回は、特に掲示板を作
るという観点からのプロバイダーの選び方を紹介します。

S 個人ページには欠かせない掲示板
現在、ほとんどのプロバイダーでは、個人
ホームページの設置サービスを行っています。

もいいでしょう。
掲示板を設置するには、以下のような3 通

こうしたホームページを作っていると、欲し

りの方法が考えられます。

くなるのが掲示板です。単にHTMLファイル

・プロバイダーが用意した掲示板を使う

や画像ファイルをアップロードするだけでな

・掲示板のレンタルサービスを使う

く、掲示板があれば訪問者とのコミュニケー

・自分で掲示板のCGIを設置する

ションが可能になります。アクセス数の多い

レンタル掲示板を使う場合のほかには、プ

人気の高いページでも、必ずと言っていいほ

ロバイダーの掲示板やCGIへの対応が重要と

ど掲示板が用意されていて、書き込みも活発

なります。現在、プロバイダーの乗り換えを

に行われています。趣味性の高い個人ページ

考えているのなら、こうした掲示板の作りや

や、特定のメンバー間の連絡に用いるような

すさという観点から検討してみるのもいいで

ページなどでは、掲示板は必須機能と言って

しょう。

S プロバイダーが用意する掲示板
1は、掲示板用CGIを用意しているおもな

1掲示板用のCGIを用意しているおもなプロバイダー

プロバイダーの一覧です。ただし、ほとんど
のプロバイダーでは1 種類か2 種類の掲示板
しかサポートせず、設置も1人につき1個と限

プロバイダー名

接続月額料金

基本容量

掲示板
種類
設置数

URL

@nifty

2,000円

10MB

2

5

www.nifty.com

定されます。掲示板をとにかく設置したいと

AOL

1,980円

14MB

1

1

www.jp.aol.com

いう人には、サービスとしてはやや物足りな

ASAHIネット

1,950円

50MB

1

1

www.asahi-net.or.jp

く感じられるかもしれません。

BIGLOBE

2,000円

10MB

2

無制限

www.biglobe.ne.jp

DTI

1,380円※1

15MB

2

無制限

www.dti.ad.jp

Highway Internet

2,000円

10MB

1

1

www.highway.ne.jp

InfoSphere

1,750円

5MB

1

1

www.sphere.ne.jp

や「Web Forum」といった、多くのホーム

KCOM

2,500円

2MB

1

1

www.kcom.ne.jp

ページでも利用されている人気の高いものを

WAKWAK

3,000円※2

50MB

1

無制限

www.wakwak.com

7 種類も用意していて、ユーザーが好きなタ

ぷらら

1,950円

10MB

7

無制限

www.plala.or.jp

イプの掲示板を選べます。設置も簡単で、タ

リムネット

3,000円※3

10MB

1

無制限

www.rim.or.jp

こうした状況の中では、ぷららが掲示板に
力を入れているのが目立ちます。「MiniBBS」

イトルや管理者といった必要事項をブラウザ

※1 5 時間以降8 円/分（上限2,980 円）
※2 150 時間以上3 円/分
※3 150 時間以上10 円/3 分

ーから入力するだけです。掲示板という観点
だけで言えば、ぷららは一押しのプロバイダ
ーです。
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CGI（シー・ジー・アイ／ Common Gateway Interface）：ウェブサーバーが外部のプログラムを呼び出すための仕組み。検索エンジンや掲示板のように、フォームに
入力されたデータによって異なったページを表示させる、といった機能がCGIによって実現される。
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S レンタル掲示板は設置も簡単
プロバイダーが用意している掲示板では満

2 おもな無料レンタル掲示板サービス

足できない場合や、そもそもプロバイダーが
URL

広告表示

AAA! CAFE

サービス名

www.aaacafe.ne.jp/bbs/

上部※1

Asobo!

www.freebbs.asobo.to

上下

FREE-BBS

www.benriweb.com/bbs/

上部

たレンタル掲示板の多くは、バナー広告など

iBoard

www.a-nets.co.jp/iboard/

上下

が表示される代わりに、無料で誰でも利用で

i-Gate

www.i-gate.ne.jp/BBS/

上部

きます。掲示板の作成や管理もウェブ上から

INTERNET CLUB

iclub.to

上下

Nazka

www.nazca.co.jp

上下

Real Interity

www.realint.com

上下

teacup

www.tcup.com

上部

ビスから利用してみるのが、もっともお手軽

ネオシティ

www.neocity.to/treebbs/

上部

です。

よかよかねっと

www.yoka2.net

下部

ワイワイワイドットネット

www.yyy.net

上下

掲示板をサポートしていない場合には、掲示
板をレンタルしてくれる専門の業者のサービ
ス（2）を利用する方法があります。こうし

簡単に行えるようになっていますので、掲示
板を作りたい場合には、まずはこうしたサー

ただし、レンタル掲示板の場合には、テレ

※1 ポップアップ式に変更可能

ホーダイの時間帯などに混雑して、ページが
表示されるまでに時間がかかる状態になりや

イー無 料

すいのが難点です。ただし、無料で掲示板サ

い!!

といった無料サービスの紹介ペー

Jump 01

www.e-muryou.com

ービスを提供している業者は数多くあるので、

ジなどを参考にして、使いやすく速度的にも

Jump 02

tadamono.to

基本容量

SSI

シェル

10MB

×

×

Jump 01

Jump 02

や、 タダものではな

問題ない業者を探してみましょう。

S 自分で掲示板のCGI を設置するには
オリジナルのCGIが利用できるプロバイダー

3 自作 CGI が利用できるおもなプロバイダー

（3）であれば、掲示板を自分なりにカスタ
プロバイダー名

マイズできます。掲示板にとことんこだわり

@nifty

たい場合には、こうしたプロバイダーを検討

月額料金
2,000円

URL
www.nifty.com

3Web

2,100円

10MB

○

○

home.threeweb.ad.jp

AIRインターネット

2,000円

無制限

×

×

www.airnet.ne.jp

利用できる無料ホームページレンタルサービ

BEKKOAME/INTERNET

1,500円

30MB

×

×

www.bekkoame.ne.jp

ス、freeweb

BIGLOBE

2,000円

10MB

×

×

home.threeweb.ad.jp

interQ MEMBERS

3,800円

100MB

○

×

www.interq.ad.jp

Panasonic Hi-HO

1,800円

10MB

○

×

home.hi-ho.ne.jp

WAKWAK

3,000円※1

50MB

×

×

www.wakwak.com

ドルフィンインターネット

2,000円

10MB

×

○

www.din.or.jp

してみるのもいいでしょう。あるいは、CGIが
Jump 01

などを使ってみるのもい

い方法です。
また、掲示板を作る際には直接は関係あり
ませんが、HTML のファイルから直接CGI を
呼び出せるSSI と呼ばれる機能や、サーバー

ぷらら

1,950円

10MB

○

×

www.plala.or.jp

マシンを直接操作できるシェル機能も、CGI

リムネット

3,000円※2

10MB

○

○

www.rim.or.jp

を使う上では便利な機能です。CGI、SSI、

※1 150 時間以上3 円/分
※2 150 時間以上10 円/3 分

シェル機能の可否については、408 ページか
らの料金表にも掲載していますので、参考に
してください。

ておいてください。

ただし、こうしたサービスは基本的にCGI

掲示板のCGI は、ネットサーフレスキュ

の知識を持っている人のために提供されてい

ー

るので、CGIの設置方法や改造方法といった

ス

点については、サポートは受けられないと思っ

どについても解説されていますので、参考に
してみてください。

や、 にほんご C G I インデック

Jump 01

www.freeweb.ne.jp

といったページに多数紹介されてい

Jump 02

www.rescue.ne.jp

ます。こうしたページではCGI の設置方法な

Jump 03

script.lovely.to

Jump 02
Jump 03
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SSI（エス・エス・アイ／ Server Side Include）： HTMLのファイル中に、サーバーに実行する命令を指定する機能。アクセスカウンターなどで利用される場合が多いが、
セキュリティー面での問題も多く、個人ホームページサービスで対応しているプロバイダーは少ない。
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