自分の声でインターネットにアクセスする「Vポータル」。簡単に言えば、
0570-0033-03に電話をかけて、
インターネット上にある音声ファイルを、
「はい」や「いいえ」という声で操作しながら楽しむというものだ。そして、
この新しいメディアVポータルは、今まさにインターネット黎明期のような
様相を呈し、さまざまなVポータル専用コンテンツが生まれようとしている
のだ。ただし、そこは新しいメディア。まだ、誰もどのようなコンテンツが
キラーコンテンツになるのか、正解をつかめないでいる混沌とした状況だ。
ここＶポータル企画道場では、
そのようなカオスの世界にあえて身を投じる、
勇気ある 道場破りたち を紹介していく。

携帯電話コンテンツは
お手のもの

今月の道場破り！

【 株式会社タイトー 】

今回紹介する 道場破り タイトーは、ご
存じのように老舗のゲームソフトメーカー

「電車でGO！」
などでおなじみの老舗ゲームソフトメーカー。
ｉモード用コンテン
ツ「バトルギア」やEZweb用コンテンツ「G@meTAITO」
など、携帯電話向け
コンテンツを多く持っているのも、Vポータル進出に有利になったとか。

だが、どうしてこのゲーム会社がＶポータ
ルに殴り込むこととなったのだろうか？

「鳥居みゆきのぷちアク
マ度チェック！」担当

「もともと、EZwebで音声認識のコンテ
ンツを作っていたのです。ただコンテンツ

恩地和利さん

プロバイダーとしても多くのメディアでコン

テレビで放送できないキツ

テンツを提供したいという思いがあったの

得意とする、お笑いアイド

で、Ｖポータルを選んだのです」
と言うのは、

ル鳥居みゆきさんのコンテ

タイトーの野原淳さんだ。彼は主に「Tel Me

ージ超のコンテンツシナリ

ジュモーん！」
というロールプレイングゲー

オを暗記するタイトーの人

ーイギャグ
（いい意味で）
を

ンツ開発を担当。200ペ

間ハードディスク。

ム風コンテンツの開発を担当している。こ
れに対して、タイトーの提供するもう1つの
コンテンツ「鳥居みゆきのぷちアクマ度チ
ェック！」の開発担当、恩地和利さんは「た
だし、まだVポータルはｉモードやEZwebほ
ど知名度がない。この状況で、コンテンツ
へのアクセスをどうやって増やすか。これが

「ＴｅｌMeジュモーん！」担当

最大の課題になっていますね」
と大きな壁
にぶつかっているとも説明してくれた。
では、 知名度のなさ というこの壁を、

営業担当

野原 淳さん

佐藤亜紀さん

ロールプレイングゲームの要素を取り入れたコ

営業担当ながらただの営業ではない。会社の

ンテンツ、「Ｔｅ
ｌ Meジュモーん！」の開発担当。

異端児、恩地さんと野原さんをまとめることがで

若手芸人、俳優、声優などなど、東京は中野

きる唯一の人物で、実はタイトーVポータル軍団

新橋あたりにたむろする人々との交流深し！

の陰の支配者。

道場破りタイトーはどのようにして壊そうと
しているのだろうか？
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Vポータルに橋を架けろ

■Tel Me ジュモーん！のi勝手サイト

「ぷちアクマ度チェック」の恩地さんは、

[接続]を押してVポータル
に電話がつながったら「
スタートメニュー」のアナ
ウンスの後「てるみーじゅ
もーん」って言ってね！
接続
戻る
-----------(C)TAITO 2002

「Vポータルを 覚えてもらわない ことが、
☆声のRPG☆

コンテンツ自体の知名度を上げるための
最大の方法。いかにVポータルの番号、
0570-0033-03をプッシュさせないかという
もちろん、
「Vポータル（0570-0033-03）に
コールをするな」
というのではなく、たとえ
ばｉモードのサイトから、リンクをクリックす

0570-0033-03（Vポータル）へ
phone to接続

遊び方の説明、ゲームに登場する人物やモンスター、
冒険の舞台となる土地の解説、ゲームのQ＆A、
イメー
ジソングの紹介のページ。
メル

主人公はアナタ！
・
・
・
「TelMe(テルミ
ー)☆ジュモ〜ん!」
は声のインターネッ
トVポータルを使っ
たファンタジーゲー
ム。魔法の呪文を
唱えたり、登 場 人
物とドキドキの会話
をしたり・・・あなた
の声でストーリーが
進みます。

ことですね」
と、壁を壊す方法を説明する。

Vポータルの説明

☆遊び方
☆登場人物
☆モンスター図鑑
☆物語の舞台
☆イメージソング
☆Q＆A

森の一軒家
クスクスの森
カッカ山
ウルル海
ペチャック村
ブキミの塔
サイレント城

森深くの一軒家に
老婆と2人暮らしの
魔法大好き美少女
。その正体は・
・
・

戻る
-----------(C)TAITO 2002

るだけで、そのリンクに登録された電話番

戻る
-----------(C)TAITO 2002

◎メニュー◎
☆冒険へGO!
☆ゲームの説明
☆着声ダウンロード
お問い合わせ
-----------(C)TAITO 2002

号に電話をかけられるPhone To機能を
使うなどして、直接コンテンツにアクセス
させようというのだ。

[♪telme着声♪
Telme☆ジュモ〜ん!ワ
ールドの音を着信ボイス
にしよう!あなたの使って
いる機種を選んでね。
1.F210i,F211i,F251i,F
503i,F503isの方
2.F504iの方
3.D211i,
:
-----------(C)TAITO 2002

「もちろん、これは『スタートメニュー』につ
ながるのではなく、直接コンテンツの 出だ

戻る
-----------(C)TAITO 2002

登場人物の声や
効果音などの着信ボイスも
無料でダウンロード可能。

し につながるようにするのです。私は、極
論すれば、Vポータルに ポータル 機能は
なくてもいいと思っています。Vポータルで
は、コンテンツを探すのにスタートメニュー
から
『コンテンツ一覧』
を選んで、一からコン
テンツ名を聞いていかなければいけませ

「Tel Me ジュモーん！」のｉモード勝手サイトには、キャラクターや、世界観の紹介があり、Ｖポータルコンテンツをさらにお
もしろくするためのコンテンツが掲載されている。もちろん、このサイトから直接Vポータルにアクセスできるぞ。
telme.vp.taito.co.jp（iモード用）

■ぷちアクマ度チェックのコールフロー

んね。これは、今後コンテンツが増えてい

軽い会話

スタート

サイトの説明、
自己紹介など

くと、とても面倒なシステムになります。
軽い会話

だから、なるべくコンテンツにアクセスし
たい人が ポータル を通らずに直接アク

ファースト質問
例、
「山道を歩いていると、
あなたの前に一
匹の動物が歩いていました。さてそれは何
の動物ですか？」

ファースト質問（6分岐）
カメ

猫

犬

セスできるような仕組みを作ることが大切

ネクスト質問

ですね」と「Tel Me」の野原さんは言う。
5分岐

これを実現するために、タイトーではそ

5分岐

5分岐

5分岐

例、
「さらに山道を歩いていると、
あなたの
前に果物が落ちていました。さてそれは何
の果物ですか？」

5分岐
ミカン

メロン

れぞれのコンテンツのiモード版勝手サイト

心理テスト

を作り、Phone to機能を使ってVポータ
ルにアクセスできるようにしているが、こ
れについて恩地さんは「iモードやEZwebを
大きな大陸とすれば、Vポータルはまだま

心
理
テ
ス
ト
1

爆
笑
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

魔
界
ギ
ャ
グ

心
理
テ
ス
ト

心
理
テ
ス
ト

心
理
テ
ス
ト

心
理
テ
ス
ト

心
理
テ
ス
ト

1

5

4

3

2

1

だ離れ小島。この大陸と離れ小島に橋を
架けることで、小島を栄えさせる。私たち

ここから、3〜5択の心理テストに入る。最
後に悪魔度の評価と鳥居みゆきさんの解
説が聞ける。

魔界ギャグ&爆笑プロフィール
心理テストの中で、変なことを言ったり、隠し
キーワードを言うと、特別メニューが流れる。

タイトーが用意するもう1つのコンテンツが「鳥居みゆ
きのぷちアクマ度チェック」
。基本は心理テストだが、
テストの中で隠しキーワードを言うと、特別メニュー
が現れる仕組みだ。音声ガイダンスをするのはお笑
いアイドル鳥居みゆきさん。担当者の恩地和利さん
によると、鳥居さんのような、若手タレントや俳優、声
優が活躍できる場所としてVポータルを展開していき
たいとのことだ。

が、Vポータルを盛り上げるためにやらけ
ればいけないことは、たとえて言えばこう
いうことだと思います」と言い、今後のコ
ンテンツ制作にこのアイデアを活かしてい
くと説明してくれた。

音声認識は諸刃の剣

「鳥居みゆきのぷちアクマ度チェック」
は、複雑な心
理テストになっているため、そのシナリオはまさに電話
帳ほどの厚さになっている。それをコロムビアの録音
スタジオで鳥居さんが4日間かけて録音したのだ。

もう1つ、タイトーがこだわったのが「ゲ
ーム的な視点からコンテンツを作る」とい
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うことだ。そのためには、音声認識の精度

「最初は長い文章を喋ら

がもっとも重要になってくると言う。

せるから、誤認識が多くな

「Vポータルでは一度声で操作をすれば、

るのだと思っていたので

そのままにしておいてもゲームが自然と進

す。そこで、長い文章を喋

む仕組みのコンテンツにすること可能で

らなくてもいいように、

した。確かに、音声認識がまだまだ完璧

いち

に といった選択

ではない現状を考えると、これは1つの良

方式を用意したのですが、

い方法だとは思います。ただし、ゲーム会

さらに誤認識は増えてしま

社タイトーがコンテンツを作っているの

いました。音声認識では、

だから、できればもっと声で 操作 できる

短い言葉だとより認識率が

インタラクティブ性の強いコンテンツに

下がるのです。そこで得た

したくて『Ｔｅ
ｌ Meジュモーん！』は、頻繁

結論は、単語1つぐらいの

に音声認識を使い、まさに声のロールプレ

長さにすれば、認識率は上がるということ

イングゲームのようにすることができたの

ですね」
（恩地さん）。

です」
（野原さん）。

タイトーVポータルコンテンツ開発軍団。本丸は神奈川県海老名にあるのだ。

だ。 ゲーム性 にこだわったコンテンツ

もちろん、Vポータルの音声認識システ

作り、そして、同社が多く持つｉモード、

もちろん、音声認識が多いということは、

ム自体も、サービス開始時に比べて格段

EZwebとの連携。これらが進んでいけば、

確率的に誤認識も多くなるということだが、

に認識率がよくなっているので、最近は誤

声だけで遊ぶ ゲーム も認知度を上げて

そこはどのように克服したのだろうか？

認識の回数はかなり減ってきたとのこと

いくのではないだろうか。

Vポータルの世界に殴り込んでいる 道

にアクセスさせるというアイデアはすぐに

場破り たちから、われわれインターネット

でも採用したいものじゃ。取り急ぎ、自分

マガジンが制作しているVポータルコンテ

育てゲームの勝手サイトをこしらえ、そこ

ンツ「自分育てゲーム」に活かせるアイデ

から直接コンテンツにつながるような仕

アをパクろう……いや、もとい、勉強させ

組みを用意するぞ。
もう1つは、音声認識じゃな。
「自分育て

てもらおうというこのコーナー。すでにお
なじみ「自分育てゲーム」の技術担当荒井

ゲーム」もインタラクティブ性を重視したコ

がお送りします。

ンテンツじゃから、
「単語1つ程度」の音声

さて、
「Tel me ジュモーん！」もゲーム

認識を心がけるようにしようぞ。以前、 い

コンテンツ、我々の「自分育てゲーム」も

ち

ゲームコンテンツということで、学ぶこと

用しようという議論もあったが、これが認

は多いと思うが、やはりｉモードやEZweb

識率を下げることは、皆の者、よく心して

からPhone to機能を使って、コンテンツ

おくように。
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続々道場破り中！

新しいメディアVポータル。現在、このメディアに殴りこんでいるコンテンツプロバイダー
が続々現われている。このコーナーでは今後続々と殴りこんでくる 道場破り たちを紹介し
ていくぞ。これからVポータルを盛り上げていくのはこの人たちだ！

［ テンカラット音楽事務所 ］

［ 株式会社アルグレイド ］

テンカラット音楽事務所はライ

初めての試みだが、10caratのコ

インターネット放送局「Live-

フェなど、大阪のライブ会場か

ブハウス
「CAVE」
、インディーズ

ンテンツしだいでは、もしかした

COMPLEX」でインディーズバ

らインディーズバンドの ライ

CDショップ「Stone Pit」での音

らインディーズバンドの登竜門

ンドのライブ映像を放映してい

ブ の模様を伝えるコンテンツ

源の委託販売など、さまざまな形

はVポータルなんていう時代が

るアルグレイド。Vポータルで

を作成する予定だ。

でインディーズのバンドを紹介し

来るかも……なのだ。

もCITYWALK大阪、天保山ハ

インディーズバンドのファン

ーバビレッジ、ハードロックカ

のみならず、普通の人にも気軽

www.10carat.co.jp

ている会社だ。ホームページ上
でも、インディーズバンドの演奏

にライブ音楽を楽しめるコンテ

をストリーミングで流しているの

ンツにするために、ジャンルだ

で、一度チェックしてほしい。

けでなくコンセプトでもコンテ

もちろん、現在企画段階のＶ

ンツを分類（JPOP、ロック、バ

ポータルコンテンツも、インディ

ラードの定番のほか、悲しい

ーズバンドの紹介からライブ音

系、楽しい系、勇気系など）す

源の視聴、ライブハウスのスケ

る予定。ライブだけでなく、バ

ジュールなどが聴けるコンテンツ
になる予定だ。この種の会社が
Ｖポータルに殴りこんでくるのは

私が作っています。
テンカラット、Ｖポータル担当の池田淳
さん。コンテンツにライブハウスとして
の特性を活かしていくと意気込む。

私たちが作っています。
アルグレイドのスタッフたち。同社は
ウェブでもインディーズバンドのライ
ブを放映しているぞ。

ンドのインタビューなども聴け
るようにする。
www.live-complex.tv

マーベリックデジタルワーク

していたスタッフもいて、その

スはインターネットを利用した

予想は本格的。中央競馬の土

クーポン券の制作、発行サー

日全レースの推奨馬情報と、

ビス「Jetcoupon.com」の企画、

先週の予想結果、次走の狙い

制作、運営を手がけている会

目などの情報がコンテンツとし

社だ。ウェブで発行できる独自

て提供されるぞ。

のクーポン券のシステムを提供
することで、商店街の小さなお
店を経営するような中小事業者
を応援しようというものだ。

現在、実験中ながらも単勝、
私が作っています。
「電話だと街の商店主さんたちでも気
軽に使ってくれるのがいい点」とは、
代表取締役の佐藤文一さん。

私たちが作っています。
ピーエーエルは、金融、化粧品、不動
産、教育などさまざまな分野のホームペ
ージを手掛けている。

複勝ともコンテンツが予想した
馬券の回収率は130パーセント
を越えているので競馬初心者

Vポータルでは、このオンラ

ユーザーが聞いて利用すると

今年の12月下旬からオープ

でも、同社のコンテンツを聞け

インクーポン券の仕組みを、音

いうようなものだ。これが実現

ン予定のコンテンツ「競馬予

ば競馬御殿を建てられるかも？

声で提供できるコンテンツを作

すれば、コストのかからないク

想」を担当するのが、数多くの

このほかにも、ピーエーエル

成する予定。たとえば、商店主

ーポン流通のシステムができ

大手企業のホームページ制作

では競馬に関するVポータルコ

が自分の声でクーポン情報を

あがるのだ。

を行っているピーエーエルだ。

ンテンツを続々と提供していく

開発担当には競馬雑誌で執筆

予定だ。

Vポータルにアップし、それを

www.jetcoupon.com

［マーベリックデジタルワークス ］

［ 有限会社ピーエーエル ］
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