1998 年 11月27日
その日、日本のインターネット人口は
急増した！

11 月 27 日、湯川専務のテレビコマーシャルでおなじみの次世代ゲームマシン「Dreamcast」がついに発
売された。このマシンの最大の特徴は、なんといってもモデムを標準で搭載しているという点にある。イン
ターネットに接続することによって、Dreamcast は今までのゲームマシンの枠に収まらない新しいエンタ
ーテインメントの世界をユーザーに与えてくれることだろう。この、注目のネットワーク機能を中心に
Dreamcast の魅力を徹底解説しよう。

インターネットマガジン編集部
Photo: Nakamura Tohru

ドリーム

キャスト
徹底レビュー
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ネットワークによりさらなる
可能性を秘めた次世代ゲームマシン

s
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Dreamcastの

実力に迫る！

ネットワーク機能を標準装備したインターネット時代にふさわしいゲームマシン
「Dreamcast」
。
このマシンの注目点はモデムが標準装備されているという点だ

2

1

けではない。Dreamcastのスペックを見れば、これが今までのゲームマシンと

■本体背面

はまったく次元の異なるものだということがわかるだろう。

1シリアルポート
背面にあるシリアルポートには、㈱SNK より発売されている
ネオジオポケットなどが接続できる予定だ。

1

2AV出力端子
この端子にDreamcast 付属のステレオAV ケーブルをつない
でテレビと接続する。別売りのS端子ケーブルを利用すれば、
さらにクリアな映像を表示できる。
3モジュラージャック
ここに電話回線を接続する。Dreamcast本体には5メートル
のモジュラーケーブルが付属している。

2

4電源
電源は本体に内蔵されている。

3
■本体正面
1GD-ROM
記憶メディアとして新規格のGD-ROM を採用。メディア容
量は約1Gバイト。通常のCD-ROMメディアとは違い、GDROM メディアは角速度一定方式を採用しているため、内周
ほど記録密度が高くなっている。音楽CDも再生できる。

■本体側面
●モデム
33.6Kbps モデムを標準搭載。モデム部分はより高速な通信
機器が登場した場合にも対応できるように、着脱可能になっ
ている。将来的にはさらに高速なモデムやISDNターミナルア
ダプター、LANアダプターなどが発売されるかもしれない。

2コントローラー接続ポート
Dreamcast 本体に付属のドリームキャスト・コントローラー
のほか、別売りの各種専用コントローラーやキーボードなど
を接続する。
3ウィンドウズCEロゴ
Dreamcast はOS としてマイクロソフト社のウィンドウズCE
カスタムバージョンを採用しているため、本体にウィンドウズ
CEのロゴがプリントされている。

■ドリームキャスト・キーボード
PC/AT 互換機の109 日本語キーボードと同配列のキーボー
ド。ただし、テンキー部分はない。また、左側のウィンドウ
ズキーは「S1」
、右側のウィンドウズキーは「S2」
、アプリケ
ーションキーは「S3」とプリントされている点が、109 日本
語キーボードとは異なる。

■ビジュアルメモリー
液晶画面のついたメモリーカード。ドリームキャスト・コン
トローラーの拡張ソケットに接続して利用する。ゲームのデ
ータや電子メールを保存するだけでなく、単体でも携帯型液
晶ゲーム機として遊んだり、ビジュアルメモリー同士を直接
つないでデータを交換したりできる。

Dreamcastの主なハードウェアスペック
CPU

日立製 SH4 128bitグラフィックスエンジン
内蔵 CPU（動作周波数 200MHz、
360MIPS/1.4GFLOPS）
グラフィックスエンジン
NEC製 Power VR2 DC
（CG描画性能：300万ポリゴン/秒以上）
サウンドエンジン
ヤマハ製 スーパー・インテリジェント・サ
ウンド・プロセッサー（32bit RISC CPU内
蔵、64チャンネルPCM/ADPCM）
OS
Microsoft Windows CEカスタムバージョン
メインメモリー
16Mバイト
モデム
33.6Kbps（着脱可能）
メディア
GD-ROM（容量：約1Gバイト）
GD-ROMドライブ
12倍速（CAV方式）
最大同時発色数
約1677万色
サイズ（幅×奥行き×高さ） 190×195.8×75.5mm
本体重量
約1.5kg
付属品
ドリームキャスト・コントローラー、電源ケ
ーブル、モジュラーケーブル、ステレオAVケ
ーブル、Dream Passport（通信ソフト）、
取扱説明書

■ドリームキャスト・コントローラー表面
手にフィットする使いやすい形のコントローラー。コントロー
ラー上部からビジュアルメモリーを装着できる
（写真はビジュ
アルメモリー装着済み）
。ビジュアルメモリーは2つまで装着可
能だ。

■ドリームキャスト・コントローラー裏面
コントローラー裏面にもトリガー型のボタンが左右に1つずつ
付いている。このボタンは人差し指で操作する。
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本体を買うだけで、
すぐにインターネットに接続可能！

「つなぐ」と「使う」が
ここまで簡単に

画面サイズは640×480ドットのVGAだ。メイ
ンメニューから
「Dricas」を選択すると、Dream
c a s t ユーザーのポータルサイトとも言える

Dreamcastは、本体を購入するだけでインターネットを楽しめるように、モデム、モジュラーケーブル、専
用通信ソフトの「Dream Passport」が同梱されている。さらに、Dream Passportを使ってセガのサーバ
ーにアクセスすればアカウントが即時発行されるため、買ったその日にすぐインターネットに接続可能だ。

Dream cast オフィシャルホームページ「Dric
as」
（http://www.dricas.com/）
に接続される
（画面 2）
。ここではドリームキャストの最新情
報のほか、日本地図上にDreamcastを利用し

インターネットに簡単接続

ているユーザーがどこにいるかを表示する「どり

Dreamcast を使ってインターネットに接続

ーむまっぷ」
（画面3）
、架空のキャラクターと電

する方法は非常に簡単だ。付属の通信ソフト

子メールを交換できる
「Mail Chum!」など、数

「Dream Passport」を起動するとメインメニ

多くのコンテンツが提供される。

ューが表示される（画面1）
。初回起動時には

電子メールはPOP3 に対応しており、メールは

住所などを入力するユーザー登録の画面が表示

ビジュアルメモリーに保存できる。メールはオフ

されるので、それらをすべて入力する。この中

ラインでも書けるので、送信時だけ接続すれば電

の7 桁の郵便番号をもとにセガが提供する全国
200 か所のアクセスポイントの中から一番近い

話代も節約できる。
なお、Dream Pass portで発
1Dream Passport のメインメニュー。WWW ブラウザーや
電子メール、チャットなど8つのメニューから選択する。

行されるメールアカウントは1つだけだ。

アクセスポイントが自動的に選択され、インタ

チャットはインターネットではポピュラーなIRC

ーネットに接続できるようになる。その際、ア

（Internet Relay Chat）
を採用している。セガは

カウント名は6文字以上8文字以内で希望のも

独立したIRCサーバーを用意しており、ユーザー

のが取得でき、メールアドレスは「アカウント

はDream Passport を使ってそのIRCサーバー

名@dricas.com」となる。

にアクセスすれば、すぐにチャットを楽しめる。通

本体購入時に2時間のインターネット無料ア

常のパソコンからも、IRCクライアントソフトを

クセス権が付いており、
その後の接続料金は1分

利用すれば IRCサーバーにアクセスできるので、

5 円の従量課金制だ。支払いには株式会社アス

PCユーザーとのチャットもできる。

キーサムシンググッドが発行するプリペイドカー
ド「WebMoney」を利用する。このカードはコ
ンビニエンスストアやDreamcast 販売特約店

2Dreamcast ユーザーのポータルサイト「Dricas」の画面。
Dream Passport のメインメニューから「Dricas」を選択す
ると接続される。

ビジュアルメモリーで情報交換
Dremcast本体には記憶装置が内蔵されてい
ないため、メールの保存やWWW ブラウザーの

で販売される。
また、すでに他のインターネットプロバイダ

ブックマークなどはすべてビジュアルメモリーに

ーと契約しているならばそのプロバイダーを利

保存される。ただし、記憶容量は128K バイト

用することも可能だ。その場合はメインメニュ

と小さいので、すべてのメールを保存するのは無

ーからオプションを選択し、手動でアクセスポ

理だろう。Dream Passportでは必要なメール

イントの電話番号やアカウント名などを入力す

のみを選択して保存できるようになっている。
ビジュアルメモリーの特徴は、Dreamcastを

る必要がある。

介さずに単体でデータの交換ができる点だ（画

充実した機能を誇る
Dream Passport

面4）
。この機能を利用すれば、学校や職場な
3Dreamcast ユーザーを地図上に表示する「どりーむまっ
ぷ」
。近所にユーザーがいるかどうかが一目瞭然だ。

どの外出先でもビジュアルメモリー同士を接続

Dream Passportはインターネットへの接続

して、記録されている電子メールやWWWブラ

を行うほか、WWW ブラウザー、電子メール、

ウザーのブックマークを交換できる。ただし、残

チャットの各機能を装備している。それらはす

念ながらビジュアルメモリーの液晶画面では電

べてドリームキャスト・コントローラーだけで操

子メールを見ることはできない。

作ができるようになっており、文字も画面に表

また、ビジュアルメモリーの液晶画面は、単

示されるソフトウェアキーボードを使ってコント

体で携帯型ゲーム機としても利用できる。将来

ローラーだけで入力できる。
WWW ブラウザーはHTML3.2 に対応した株
式会社アクセスのNetFront を採用している。
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4 ビジュアルメモリー同士を接
続し、ゲームのデータや電子メ
ール、WWW ブラウザーのブッ
クマークなどが交換できる。

的には「インターネットからゲームをビジュアル
メモリーにダウンロードして遊ぶ」といった使
い方もできるようになるかもしれない。
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対戦ゲームからビジュアルメールまで

コミュニケーションの

輪を広げるネットワーク

Dreamcastのネットワーク機能はインターネットだけではない。ネットワークに対応したゲームやアプリケーシ
ョンソフトも続々と登場する予定だ。ここでは、これから発売されるネットワーク対応ソフトの中から注目
の製品を紹介しよう。

ゲームセンターさながらの
通信対戦が可能

ーと対戦をするなどの可能性も秘めている。

99年1月14日発売予定の「セガラリー2」は
すでにゲームセンターでおなじみの対戦レースゲ

オリジナルデザインの
メールを作れる「Dream Flyer」

ームだ
（画面5）
。Dreamcast 版では、自宅に

もう1 つの注目ソフトは、電子メールソフト

いながらモデムを使って全国のプレイヤーと同

の「Dream Flyer」だ。このメールソフトは単

時対戦が楽しめる。このネットワーク対戦には、

にメールを送るだけではなく、あらかじめ用意

インターネットではなく専用のネットワークを利

されている便せんや切手を自由に選び、オリジ

用しており、日本高速通信のサービスを利用し

ナルデザインのメールを作成できるソフトだ（画

て接続する。そのため、通信費は全国どこから

面6）
。メールの本文はHTMLメールのように色

でもNTTの回線料込みで1分10円で楽しめる。

をつけたりフォントサイズを変更したりできる。

また東京ならば直接セガのサーバーに接続でき

ただし、このメールのやり取りができるのは

るため、NTT の市内通話料金（3 分10 円）で

Dream Flyer同士だけだ。通常の電子メールソ

対戦ゲームが楽しめる。現在のところ、インタ

フトで受信した場合は本文のみ表示される。発

ーネットを利用したゲームは発表されていない

売日や価格などは未定となっているが、今から

が、将来はインターネットを使ってPC ユーザ

発売が楽しみなソフトだ。

5 ネットワーク対戦に対応した「セガラリー2」
。セガのサー
バーに接続して、全国のプレイヤーと対戦できる。

6 便せんや切手などを自由に組み合わせてオリジナルのメー
ルを作成できる「Dream Flyer」
。

WebTV やインターネット
エクスプローラも登場予定！

まだまだ広がる

Dreamcastの世界

来春にはDreamcastを使ったWebTVのサービスが始まり、Dreamcast版のインターネットエクスプローラ
も登場する予定だ。Dreamcastのインターネット機能は単なるゲームマシンのおまけ程度のものではなく、よ
り本格的なものを目指している。
セガとウェブ・ティービー・ネットワークス

処理して送られてくるため、Dreamcast の

との提携により、99年春からはDreamcastで

33.6Kbps モデムでもストレスなく快適にホー

WebTV のサービスが利用できるようになる。

ムページにアクセスできるだろう。

Dreamcast 本体に同梱されるWebTV の申込

また、Dreamcast版のインターネットエクス

用紙を送付すると後日 GD-ROM が送られ、

プローラも現在開発されている。機能はインタ

DreamcastでWebTVが楽しめるようになると

ーネットエクスプローラ4.0 相当で、HTML4.0

のことだ。

やダイナミックHTML、Javaなどをサポートす

WebTVはインターネットのウェブサーバーか

る予定。

ら直接WWW コンテンツのデータをクライアン

このように、Dreamcastは単にインターネッ

トで受信するわけではなく、データはいったん

トも楽しめるというだけのゲームマシンではな

WebTV 社のサーバーに保存されて、データ量

い。新しいインターネットの世界を切り開く可

を小さくし、コンテンツが見やすくなるように

能性を秘めたエンターテインメントマシンだ。

WebTVブラウザーの画面。専用GD-ROMを利用することに
より、DreamcastがWebTVのセットトップボックスとなる。
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