
第jT 章　コンテンツプロバイダー

ポストペット

･･97 年大ヒットしたプロバイダーの新サービス１

メールを運ぶペットが大人気

ソニ ーコミュニ ケーション ネット ワ ーク株式 会社は･ 般的 に

は、 イン ター ネット 接続プロ バ イダー(So-net) とし て知ら れ

ている が、事 業の もう1つ の柱 として 、 ネットll での コンテ ン

ツサ ービ スに 収り組 んでい る　そ の巾 の1つ に ポ ストペ ットが

あ る　ピ ンクのテデ イベ アが電 子メー ルを運ぶ、･ 風変 わっ た

メー ルソフト と､iえ ば、「あ あ、 あ れね」 と思い 当たる 人もい

るかと思う｡

この ソフト ではユ ーザーは、 テデ ィベ アのほか、 ウ廾ギ、 カ

メ、 ネコの巾 から|’|分の ペット を選び、そ のペット にメー ルを

運ばせる　お 使い を 幀まれたペ ット は、 配達先の パソコ ン画面

におじゃ まし 、しばしそ このペ ット と遊 んだ（あるい は喧嘩し

た）後、 メールをi叭 てヽ、帰宅 の途につ く

ポ ストペ ット はこ んな感じの ソフ トだ 。しかし、 ポストペ ッ

トはii戈なる電f･ メー ルアプ リ ケーショ ンとし て完結す るもので

はなく、ウェブ やチ ャットなど との 連動 により、 発展性 を持っ

たものとなっ てい る｡｡ 私達はこ れをコ ミュ ニ ケー ショ ンをテ ー

マとした、い わば「総 合的 なコンテ ンツ」である と考えている

図1　 ポ ストペ ット

テ ディ ベア の部屋 に ウ サギ が遊び に来 てい る。

Ｏ Sony Communication Network Corporation

コ ンテ ン ツ の 新 しい 可 能 性

ポスト ペットとい う メールソフトは、 育成 ゲーム （い わゆる

F‾育て ゲー））的な 要素を 含んで いるが 、自 分のペ ットを育て る

こ とにiﾓ眼があるの ではな く、 ペット を媒 介とし て人 と人との

：　　コ ミュニ ケ ーシ ョ ンが もっ と楽し く なるこ とを|| 的 として い

。　 る。こ れは、ウェブ ペー ジであ るポ スト ペット パー クに も共通

したテ ーマ となってい る。 ポスベット パー クで は、ペ ット にあ

げる「おやつ 」や、ペ ットの 住む「 部屋」 が ダウンロ ードで き

］　 たり、運動 会や、海 水浴といっ た イベ ント にペ ットを参加 させ

ることがで きるが、そ うした中 で、最 も重 要な役割を持ってい

プ　　るの は、「談 話室」 と 呼ば れる ユ ーザ ーが 参加 する 描示 板 だ

。　ポ ストペット パー クの巾の 譲話室は､ ユ ー ザー同IJが 知り介い、

ベ ッドで メー ルを送 り合う 仲 間を 見つ け る場 所と なってい る 。

たとえば、 本物 の 犬を 飼ってい る 大同士 が 初対 面で もそ の話 題

で打 ち解けるこ とがで きるよう に、ポ ストペ ットパ ークの談 話

室で は、ペ ット 達は、ユ ーザ ーに会･話の きっかけ を提 供する役

割を 果たしている 。

ポ ストペ ット は昨年、 マ ルチ メデ ィア グラ ンプ リの 通商産･業

人 臣賞( 財間法 人 マ ルチ メデ ィア コ ンテ ン ツ振 興 協会 主催)

をは じめ、 数々の賞 を受賞 し た、 また、 パ ッケージ 商品 である

｢PostPetDX  ( ポストペ ットデ ラッ クス)] も好 調な売 れ行 きを

記録し ている　こ の よう に多 くの方に受 け 入れていた だけたの

は、 ポ ストペ ット という アプリ ケー ショ ンその ものの山自 さ に

よるこ とは もちろ んだが 、ウェブ ペ ージな どを 含んだ コンテ ン

ツ令体として のポ ストペ ットが 大を引 き付ける 魅力のあ るもの

だっ たからだと思う 。

現 在、 インター ネット ではさ まざ まなコ ンテ ンツが提 供さ れ

ているI し かしその 人半は、ウェブペ ー ジに よる情報の提 供や、

デ ータの ダウ ンロ ード、 メー ル配信 といっ た、 極めて 限定 さ れ

た パターンに 分類するこ とがで きる………もちろん、 その 中にも優

れた ものはた くさんある が、 イン ターネットい う誕生して 問 も

ない メデ ィアにお いて コ ンテ ンツの 形を 限定して し まう のは、

そ れが 持つ 多 様なljf能性 を自ら 狭めてい るよう な気が する 。ポ

ストペ ットでは、 オリ ジナルの電 子 メールソフト を中心 にiRく

こ とで、ほ かに はない 、ユ ニ ークな サービ スを提 供 してい る

この点で 、 インター ネット での コンテ ンツ開発 に新た なllj'能性

を示すこ とがで きた ので はない かと思って いる。

(北村道雄 一ソニ ーコ ミュニ ケー ショ ン ネット ワー ク株式 会社)

表Ｉ　Post Pet ＤＸ出 荷数 と ポ ストペ ット パ ー ク会 員数

(1998 年4 月末時 点)

Post Pet DX 出荷数 約100,000 セット（定価3,980 円）

ポストペ ットパーク会 員数 約82,000 人（会 費300 円／月）

表2　ポストペットユーザー男女比(1998 年4月末時点）

●ポストペットホームページ

http://ｗｗｗ.so-net.ｎｅ.jp/postpet/

●お客様お問い合わせ先　So-net インフォメーションデスク

電話：03-3446-7555

電子メール:info@so-net.ne.jp
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