「そうじゃ！ 我らがＶポータルに衝撃的なコンテンツを持ち込むのじゃ！」
「そ
うじゃ！ そうじゃ！」
。NTTコミュニケーションズ流Vポータル道場所属の戦
士、湯淺将軍の「声のインターネット、Vポータルを普及させたい」との願
いを受け、Vポータルのコンテンツを作ることとなった8人の戦士たち。
道場には、差し迫ってきたコンテンツの一般公開をひかえ、武者震い
を押さえられる者は誰一人としていなかった。
「よし、それでは皆の
者、世にウケるコンテンツを死ぬ気になって考えるのじゃ！」
。Vポ
ータル企画道場の道場主にして師範、倉園六段の呼びかけに沸き
かえる道場。しかし、彼らの行く手に、いくつもの難関が待ち受け
ていることを知っているのは、あの広い青空だけだった。これは
時代の荒波にもまれながらも、見事Vポータルのコンテンツを作
り上げた男たちの、汗と涙の物語である。
構成：編集部

illust.：金子ナンペイ

湯淺将軍。NTTコミュニケーシ
ョンズ流Vポータル道場所属
の戦士。 声のインターネット
を普及させるべく東へ西へ奔
走する日々を送る。

倉園六段。当道場の経営者に
して、師範。日々、ウケる コン
テンツを考え続けて数十年。ち
なみに某インターネット誌の編
集長も務めるとの噂がある。

謎の助っ人武富。コンテンツ
屋に勤めていること以外すべ
てが謎に包まれた人物。Vポ
ータルに詳しく、独自のネットワ
ークで道場をサポートする。

新婚村田。湯淺将軍の
同僚にして新婚。友達思
いの彼は、ハネムーン先
に新妻を残してまで、Vポ
ータル企画道場にはせ参
じている。

訓練生たち。当道場の見習い
にして編集者。右から金の亡
者別井、病弱山本、ただのマ
ヌケ河内。彼らは虎視眈々と
道場主の座を狙っている。

このページではアクセス番号を
表します。

で

マークが出てきたら

0570-0033-03
に電話をかけ、そのあとの言葉をVポ
ータルのスタートメニューで叫ぶべし！
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技術部荒井。NTTコミュ
ニケーションズ流技術部。
当道場の頭脳。頼れる兄
貴としてみんなに慕われて
いるが、ギャグはいまいち
ウケが悪い。

新婚村田の底力

別 ナウいネーミングですな。これならヤ

たら、その日からVポータルに朝夕２回、必

ングにバカウケですぞ。

ず電話をしなければならない仕組みにな

倉園六段（以下、倉） おい、一同！ 宿題

村

まあまあ、誉めるのは詳細を聞いて

っておるのじゃ。電話でこのコンテンツに

であった世にウケるコンテンツとそのコー

からにしてもらいたいものじゃな。この「自

アクセスすると、
「朝の寝覚めは良かった？」

ルフローは考えてきておるか。

分予報」ではまず最初にホームページで生

「朝食食べた？」
「電車は込んでいた？」な

病弱山本（以下、山） もちろんですよ。僕

年月日、出身地、血液型、メールアドレス、

どの質問に５問くらい答える。すると、次

なんて日課の点滴を忘れるぐらいの勢いで

携帯電話の番号などを登録するのじゃ。

の日に質問に対する答えをVポータルが分

考えちゃいましたよ、ゴホホ。まずですね、

心理テストを行って、ユーザーの性格をつ

析して、
「今日は、気持ちにゆとりを持って

カウンタックの……。

かんでおくのもいいかもしれん。

仕事をしましょう」
「体力が落ち気味なので

新婚村田（以下、村） 病弱殿、ちょっと待

助っ人武富（以下、武） おいおい、新婚

週末にはスポーツをする計画を立てよう！」

たれよ！ 我々にも、NTTコミュニケーシ

殿。Vポータルはせっかく電話で気軽にア

などといったアドバイスをもらえるのじゃ。

ョンズ流としての意地があるわ！ ここで、

クセスできるインターネットという点が特徴

倉

お主ら編集者崩れに遅れをとっては、ワシ

になっておるのだ。ホームページで多くの

させるのは至難の技ぞ。

がなぜ花嫁をハネムーン先に残してまで、

情報を登録させるのは感心せんのう。

村 1日２回電話をかけないと、アドバイス

この道場にはせ参じたかわからなくなる。

村 まあ、話は最後まで聞け。このコンテ

がもらえないようにするのじゃ。そうすれ

ここはまずワシのアイデアを皆の衆に披露

ンツは、ホームページでの登録が終了し

ばイヤでもかけてくるであろう。

う〜む、しかし１日２回も電話をかけ

しようぞ！
湯淺将軍（以下、湯） さすが我が相棒。
自信がみなぎっておるの。
村

まあ聞けい。皆の衆は、世の中の人

押忍！これが自分予報のコールフローです

間がいちばん興味を持っているのはなん
だと思われるか？

スタートメニュー

守銭奴別井（以下、別） もちろん金じゃ。

ガイダンス音声

人は金に生かされ、また殺されも……、
村 黙れ、金の亡者め。よいか、人間がも

自分予報
ユーザー発声

っとも興味を持っているのは「自分」
じゃ。
いま、自分にランキングをつけるとすれば、

V ポ ー タ ル にア
クセスした 時 間
に応じて、応答音
声 、質 問 内 容 が
変わるのじゃ！

自分予報にようこそ
そんな機能の話、
聞いてねえよ！

システム判定
タイムチェック

世界で何位ぐらいなのか、今日の自分は職
場で何番目ぐらいにモテているか、みんな

それでは、本日1回目の質問に答えてください

ふと考えたことがあるであろう。
倉 つまり
「自分」こそが、世にとって最高

それでは、本日2回目の質問に答えてください

のコンテンツになりうるということじゃな。
技術部荒井（以下、荒） さすが新婚！ 独
り者には考えもつかんアイデアではある。

それでは質問します。朝の目覚めは良かったですか

これでVポータルは安泰じゃ。
村 そこまで持ち上げられては、なんだか

それでは次の質問です

YES

5問目まで繰り返し

こそばゆいのう。じゃが、驚くのはまだ早
い。この最高のコンテンツである「自分」を
どのように料理するかがNTTコミュニケー

質問は5問以下？
5問以下の場合
質問5問を答えた場合

ションズ流の腕の見せ所じゃ。
マヌケ河内（以下、河） で、具体的には
どういうVポータルコンテンツにするので

2回目の質問は完了しました。今日の自分を分析した
バイオリズムを判定し、明日の1回目の質問時にお知らせ致します。

あろうか？
村

1回目の質問は完了しました。
2回目のアクセスを12時〜24時の間で待っています。

ふ ふ ふ 、名 付 け て「 自 分 予 報 〜

Everyday Everynight〜」じゃ。右にコ
ールフローを書いておいたので、じっくり

ここも時間に応じて回答が変わるところである。自分予報の結果は、ウェブで見
ることができる、メールで送られてくるといった機能を付けてみてはいかがか。

見てみよ。
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山 いや、かけ忘れたらもう二度とこのコ

キゾーストノートは強いですぞ。

ンテンツにはアクセスしなくなると思いま

村 うむ、ワシも「自分予報」に他人と競い

すぞ。電話で1回につき５問もの質問に答

合い、自分のその世界でのランキングを知

えるのは、めんどくさいですからな。

るという要素は入れたかったのじゃ。

村 ぐう。いいのじゃ、ワシには嫁がいる

河

から、こんなコンテンツはなくても体調管

の考えをマージして、ゲーム性を持った

理くらい嫁がやってくれるのじゃ。どうだ、

「自分予報」
というのはいかがであろうか？

うらやましいか、この未婚者たちめ！

ひらめきましたぞ！ 新婚殿と病弱殿

たとえば毎日自分の感情を30秒ぐらいでV
ポータルに吹き込む。するとウェブや携帯

アイデアを絞り込め！

電話の待ち受け画面に表示してある自分
の顔が、怒っているときには怒っている風

湯 まあまあ、落ち着け新婚。しかし、
「自

に、喜んでいるときには喜んでいる風に変

分」に関することが最良のコンテンツであ

化する。自分がどんな精神状態にあるの

るという考え方は悪くないぞ。だれか、ほ

かもわかるし、
「育てゲー」の要素もある。

かに「自分」をテーマにしたコンテンツを

名付けて「自分育てゲーム」です！

考えたものはおらんのか。

荒

山

っそく技術部の私がコールフローを作って

あの、その前に私のカウンタックのア

イデアを。自分は病弱ですがカウンタック

やろう。右のフローをご覧あれ！

のようなスポーツカーの音が大好きなので

別

す。そこで、自分の好きな音を街で録音し

自分、自分とわけのわからぬことを言いお

て、それをVポータルに吹き込んで、ほか

って。よいか、金を稼ぐには個人を相手に

の人の吹き込んだ音と闘わせるのです。

してはイカンのじゃ。まずは企業を相手に

これなら、みんな負けたくない一心で、い

商売をせねばのう。ということで「就職V

ろいろな音を集めて毎日アクセスしてくれ

ポータル」というコンテンツはいかがであ

るのではないでしょうか。カウンタックのエ

ろうか？

就職Vポータルは金になるぞ！
就職希望者

（ウェブサイトから）

企業

事前にウェブサイトから、
住所、年齢、氏名、電話
番号など履歴書に書く
内 容と、自分 の 登 録 番
号を入力してもらう。

企業は、就職希望者か
らのメッセージを聞い
て合否を判定。合格し
た人の履歴情報をVポ
ータルから受け取る。

Vポータル

（電話から）

就職希望者は、就職した
い会社を指定し、自分の
登録番号を言った後に企
業に対する熱い思いを、
Vポータルに吹き込む。
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就職試験では一次審査は書
類によるものが普通だ。しかし、
それを 声 にすることでし
ゃべり方などからより深く受
験者の性格などをつかむこ
とができるというメリットが
企業にはあるのだ。金のにお
いがぷんぷんするじゃろ！

バカモン！ 先ほどから聞いておれば

詳しくは下に書くが、これを見

自分育てゲームはイラストがキモです！
自分の吹き込んだ思いに応じ
たイラストが、携帯電話の待ち
受け画面として送られてくる。
怒ってばかりだと、怒ったイラス
トばかりが待ち受け画面になる

プレイヤー
（携帯電話）

電話から、1日1回今日
の自分の 思い を吹き
込 む 。吹き込 ん だ 思 い
は、Vポータルシステム
で、喜怒哀楽どれかのス
テージに割り振られる。

システム

就職希望者

うむ、そのアイデアはおもしろい。さ

Vポータル

システム

プレイヤー
（パソコン）

携帯電話にイラストを送
ってもらうためのアドレ
スを入力。ウェブで、自分
がどのあたりにいるかを
チェックする。
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毎日1回アクセスしてもらう
には、やはりイラストがおも
しろく、愛着が湧くものでな
いとダメでしょう。また、 自
分育てゲーム に参加してい
る人の中で、自分が怒ってい
るほうなのか、喜んでいるほ
うなのか、それがわかるグラ
フなどがウェブから見ること
ができるといいかも……。

これが自分育てゲームのコールフローです！
ガイダンス音声

スタートメニュー

ユーザー発声

自分育てゲーム

システム判定

自分育てにようこそ!

発番号無し

認証1

お客様の電話番号が通知されておりません。この
ゲームをご利用になるには、お客様の電話番号を
通知して、もう一度おかけ直し下さい。それでは、
スタートメニューに戻ります。
スタートメニューへ

発番号有り

メール送信設定OK

認証2

このゲームをご利用いただくには、あらかじめVポ
ータルホームページでメール送信機能の設定を
行っていただく必要があります。設定は無料です
ので、設定完了後に再度おかけ直しください。Vポ
ー タ ル の ホ ー ム ペ ー ジ アド レ ス は 、
http://0570003303.jp/です。

メール送信設定NG

スタートメニューへ

それではゲームスタートです！ 今のあなたの心
境はどんな感じですか？ 次の中から選んで言っ
て下さい。喜しい？ 怒っている？ 哀しい？ 楽し
い？ ではどうぞ！
ウェブ登録は、ユーザー獲得へ の
大きなハードルとなるな。プロモ
ーションでなんとかならんものか？

「喜び」

NG

感情ランダム
割り当て

認識
OK

それでは今の あなたの心境 を30秒以内で思いっきり言ってみましょう！
入力が終わったら＃を押して下さい。ではどうぞ！
！

「Vポータルで応募したプレゼントに当選した！ 」＃

これは認識ができなくて
も前に進む形になってお
るではないか。ユーザー
を逃さないためにも良い
アイデアだな。

録音1

OK（「嬉しい」などの入力内容によって文言が変わる可能性あり）。今の
心境を○○の世界のあなたへのメッセージとして送っておきますね。さ
て、今回のアクセスによって、○○の世界のあなたは、どんな表情になっ
たでしょうか。今から送られてくるメールで確認してくださいね。それで
はスタートメニューに戻る人は「スタートメニュー」と言うか、終了する場
合はそのまま電話をお切り下さい。
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て、マヌケな河内くんも勉強をしてみては

ら、なぜその会社に就職したいのか、熱く

いかがかのう。

語るのです。その熱く語った内容を、企業

河 く、くう。言わせておけば！ 表に出さ

の人事担当者が聞いて合否を決め、受か

らせ！このカネゴンめ！

ったものを面接に呼ぶわけですな。いち

倉 やめんか２人とも！ ワシが、お主らの

ばんのメリットは、紙に書いた文字ではな

アイデアを合わせた素晴らしいコンテンツ

かなか理解できない受験者の性格を、生

を提案してやろう。Vポータルを使ったの

の声なら把握しやすいということが挙げら

ど自慢じゃ。名付けて「歌うVポータル」
じ

れるでしょうな。

ゃ。酔っぱらいのおじさんたちが集まって

湯 うむ、確かによいアイデアじゃ。では、

きて楽しいぞ！

自分育てゲームのほうはどうかのう。

別、河 ……。

河

先ほども申したとおり、毎日Vポータ

ルにアクセスし、今の自分の気持ちを、
「喜

システムを作り込め！

んでいる」
「怒っている」
「哀しんでいる」
「楽しんでいる」の4つうちのどれかから選

湯

まあ「のど自慢」はおいといて、守銭

ばせるのです。そして、吹き込んだ感情に

奴殿も、マヌケ殿も悪くないアイデアだぞ。

よって変化する自分の顔が携帯電話の待ち

もう少し詳しくアイデアの概要を聞かせて

受け画面として送られて来るというもので

もらえぬかのう。

すな。もちろん、この場合も待ち受け画像

別

のダウンロード先のURLなどをあらかじめ

就職Vポータルは、まずウェブで履歴

書に書くような情報と、自分の番号を登録

登録しなければなりませんな。

しておくのです。登録した就職希望者は、

武 問題はそこなのじゃ。どちらも一度V

電話でVポータルにアクセスし、就職した

ポータルのホームページにアクセスしなけ

い会社を指定、自分の登録番号を言ってか

ればならん。これは、あまりインターネット

押忍！ 顔イラストは以下のように推移させてはどうか
A（喜び）
ACステージ

地雷的なポイントを
用意して、そこで顔イ
ラストが突然変異を
起こすというのもお
もしろいのでは

ADステージ

2

ステージから越えて
しまうと何 か 究 極 的
な表情になってゲー
ム 終 了（ 悪 魔 や 天 使
に変身？）にするか？

1

C（楽しみ）

D（悲しみ）

3
6
4

7

5
8

BCステージ
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この 数値を少なく設
定するとゲームを早
く終了させられる。大
きな数字にすると長
くなるな。

以下、規定回数分続く

B（怒り）
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BDステージ

を使わない人を、気軽にインターネットの
世界に導こうとするVポータルの理念に反
しているようにも思えてならんのじゃ。
村

わかる。お主の気持ちは痛いほどわ

押忍！ イラストはこんな感じでいかがか

かる。しかし、Vポータルの特徴を最大限
に活かせるコンテンツを作ろうと思えば、
やはりウェブでの登録は必要なのだ。
河 僕はウェブを使ってもいいと思ってい
るのです。できれば、ウェブ上に仮想の世
界を作り、怒ってばかりいる人のエリア、
喜んでばかりいる人のエリアなどにわけ
て、自分が自分育てゲームに参加している
人の中でどれぐらい怒っているのかなどが
一目でわかるようになればいいと思ってい
るのですが、それは可能なのでしょうか？
荒

技術的には不可能ではない。だが、

最初はシンプルに顔が送られてくるだけで

スタート時

もよいのではないか？

怒ってばかりいると
こんな顔に変化する

湯 うむ、顔の変化は左下の図にあるよう
に、推移していくシステムにしてみようぞ。
倉

こういう推移の仕方なら、しっかりと

自分の「成長」が見てとれるな。さらに、ど
こかに 地雷的 なポイントを作って、そこ
に着いたらプレゼントが当たるなど、いろ

うーん、何かがたらん。そうだ！ 胴体じゃな、胴体！ イラストをバストア
ップにすることによって、洋服などの小物でも、イラストに変化を持た
せることができるぞ。あと、何で外人顔なんだ？ これでは「ボブ育てゲ
ーム」になってしまうぞ。
ただ、イラストレーターのタッチは問題ないな。このノリで、Vポータル
の顔になるぐらいのイラストを作ろうぞ！

いろな仕掛けも考えられるな。
河

うーむ、そうなるとやはり送られてく

る顔のイラストがどれぐらいおもしろいか、
育てていくうちにどれほど親近感がわくか
が重要ですな。ちなみにイラストのサンプ
ルを右上に掲載しておきましたので、皆様
の意見をちょうだいできれば幸いですぞ。

自分育てゲームは 7月7日にスタートです！

武 しばし待たれよ。ワシはまだウェブ登
録の件については反対なのじゃ。しかし、
7月7日に正式オープンしてしまうからしか
たがない。ワシはいかにすれば皆が「自分
育てゲーム」を認知し、ホームページにア

7月7日、七夕の日に「自分育てゲーム」はオープンします。
7月7日が来たら0570-0033-03に電話をして、スタートメニューで「自分育て

ゲーム」と叫び、当道場で練りに練られた汗と涙の結晶のコンテンツ「自分育てゲーム」
を遊んでみるのじゃ！

クセスするようになるかを考えよう。その
ためにオープンに合わせて、右のような仕
掛けを考えてみたぞ。

CD-ROMにも入ってます。
本誌付録CD-ROMのメニューから、
「1 Vポータル開発ツール」をクリックするとVポータ

別 おいおい、ワシの儲かる「就職Vポー

ルコンテンツのデモが体験できるのじゃ。0570-0033-03に電話をする前に、まずCD-ROM

タル」は？

で「Vポータルとはなんぞや！」を勉強してみてはいかがか。

山 カウンタックのVポータルコンテンツは
いかが相なり申したか……。
倉 「酔っぱらいオヤジのVポータルのど
自慢」はすごくおもしろいと思うんだけど
なぁ。ダメっすか？

Vポータル企画道場専用ホームページが出来ておる！
ついに我が道場専用のホームページ
internet.impress.co.jp/v-portal/がオープ
ンしたぞい。我が道場の歩み、各メンバーのプロフィール、自分育てゲームの開発状況を知りた
いお主は、今すぐアクセスじゃ！
ちなみに意見がある輩は専用メールアドレス「im-v-portal@impress.co.jp」にどしどしメール
をくれい。お主のアイデアが新たなVポータルコンテンツを作り出すかもしれんぞ！

一同 ダメです。押忍！
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