
に扇扉忘ト･ｱｲデｲｱを次々と具現化して､Web30をﾘードする！

しGPS怖報を送偲することにより位悩怖報を紳度・経度の形式で

取得する。

その位iMiが広皆主の商圏であれば、広侮がマッチングしたと判

断してリアルタイムに配侭されるのだ。ユーザーがどこに行って

も、位世情報によって、まさにピンポイントで広告を仕掛けるこ

とが可能になったのである。

Ⅲ、エリア限定キャンペーンＡＳＰシステム

「Gcam（ジーキャン)」

｢宝探し」感覚が、地域キャンペーンを盛り上げる

「ローカルクリック」が､地域の1W報(お店､イベント）を地域の人々

に知ってもらうという涛知部分にフォーカスしたものであるとす

ると、さらに傭報を知った人々にその場所へと実際に足を連んで

もらうための仕組みが、この「GC紐、」である。

「Gcam｣は､｢ある特定の場所(｢当たり地点｣)だけで､デジタルデー

タをダウンロードできる」といった巣客のためのＡＳＰシステムで

ある。「当たり地点」には、店舗やイベント会場など、巣杵したい

場所を畳録しておく。リアル店舗運営者やイベント企画拙当者は、

集客のための宝探しキャンペーンをiWijiiに巡憐できるのである。

実施キャンペーンやイベント内祥を告知し、ユーザーがキャン

ペーンに応扉した時ＧＰＳ怖鞭を取得して、ユーザーの現在位置に

よって「当たり」「はずれ」を判定する。当たり画面にデジタルコ

ンテンツダウンロード画而へのリンクをIlfくことで、その1ﾙ所で

だけケットできるアイテムを徴砧とすることができる｡必ず「当

たり」地点へ行かないとアイテムを入手することができないため、
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店舗やイベント会場への誘導を促すことがIIJ能となるのである。

キャンペーンというと、。|聯的な企llIliのために多額の実施費用

をつぎ込むといったイメージがあ為ものだ。しかし、「Gcam」は

、社Ｗｅｂサイトにキャンペーンコンテンツを比'肢的安ｲllliに導入で

きるため、実施店舗や企業にとっては典群に効果的なキャンペー

ンをリーズナプルに進施でき為ことが魅ﾉJである

また、実施中のキャンペーンについて、応嫌状況はいつでも梢

理1町面にて確認することができる。応券.苫がどこからアクセスし
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に忘宿F盲卜.ｱｲデｨｱを次々と具現化して､WebaOをﾘードする！

たのかわかるため、今後の戦略に活かすことも可能なのだ。

Ⅳ、蓄積データをマイニングし、

より効果的なマーケティングへ

GPSという切り口を用いてユーザーの行動をマイニングする

ＧＰＳという切り'二lを川いることにより、モバイルワンテクノロ

ジーの仕組みを活川したモバイルサイトにアクセスしてきたユー

ザーの行動を分析することができる。

ユーザーの「いる場所」「検索した内容」「興味を持った広告」な

どの怖報をデータとして排柵しマイニングすることにより、これ

まで把握することが附難だったユーザーの行動分析が可能になる。

将来的にはユーザーの行動や哨好の分析結果を活用して、モバ

イルサイトへアクセスしてきたユーザーがどんな特徴を持ってい

るかを把握して、そのユーザーにもっとも響くと考えられる補報

や広告を配信していくことが可能になっていく。

ユーザーにとっても、自分が欲しい備報が手稚に手に入る、ま

た情報提供者や広竹主にとっても対個人に対して効果的なマーケ

ティング活動を仕掛けることができる、そんな未来もそう遠くは

ない。

Ｖ，モバイルというこれからの分野に

重点をおいたきめ細やかなサービス

モバイル公式サイト診断、申諭・企画番作成代行、

開発までワンストップで

モバイルワンテクノロジーでは、その他、受託開発におけるさ
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まざまなサービスを展開している。特に公式サイトにＩＭＩしては、

その診断から申請・企画書作成代行、実際の開発までをワンストッ

プで提供している。

公式サイトのキャリア申綱欝類は１００ページほどにものぼるた

め、作成にはコストがかかるが、ユーザーにとってはそれらを簡

便にコストも抑えめに進めてくれる。公式サイトの課金対応には

Ｍ､ＣＰという課金パッケージを利用し、開発コストとサイトオープ

ンまでの開発期間を短縮した公式サイトの構築を実現する。

開発ではさまざまな環境・言語にも対応可能で、テストフェー

ズでは対象機樋に対して実機でテストを行い、サイトの,H1質を向

上させていくのだ。挑帯サイト開発だけではなく、柵帯サイトコ

ンサルティングも得意領域としている。

常におもしろく、常に新しいものを生み出すことにチャレンジ

ＩＴを活用して、これまでになかったおもしろいものを世の中に

提供していきたいと思ったことが起業の動機のひとつだそうだ。

｢自己責任の下の自由」を大事にしたいという考えから、瞥段は文

化系体質で、上下関係の大変さなどもあまりない社風だとか。た

だし、仕事やお客様に対しては体育会系。何があっても逃げるこ

とは昨さず､般後まで踏ん張る、そんな仲Ⅲjが集まっているそうだ。

モバイルというこれからの分野に重点をおき、常に新しいもの

を生み出そうとチャレンジしているモバイルワンテクノロジー。

今後も、地域の発展のために活動している地場の企業とおもしろ

い仕掛けをしていきたいという代表取締役藤井氏。

取引会社は多岐にわたり、やりたい仕事を見つけ出すチャンス
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Chppfer5-アイディアを次々と具現化して、Ｗｅｂ３０をリードする！

には常に忠まれているというｃアジア（中岡・禅IIil）企推との強

いコネクションがあるので、将来的には海外戦略を進めていける

｣:合もあゐ。今後の発腿に11が離せない。

●CompanyProfiIe

会社名 株式会社モパイルワンテクノロジー

代表者 代表取締役藤井信一郎

所在地
埼玉県さいたま市浦和区高砂1-2-1

エイベックスタワー２１０号

ＵＲＬ htlp://ｗｗｗ･moblteccom

・モバイルＧＰＳソリューション砺業

事業内容 。’Ｔソリューション事業

・モバイルコンテンツ事業
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アイディア具現化で飛躍する企業

room!;omyIﾁーﾑﾗポ株式鋤
C◎ｍＰ

２

qny

デザイン発想で、新しいサービス開発に

チャレンジ

I、デザインカで、ｌＴを変える

クリエイティブデザインを超えた“アート活動”

ｎ,企業のほとんどは、先進性とＷｉ奇'ｌＪＩｉを競っているといっても

過ii.ではない。「これまでになかったテクノロジー」「先進的なテ

クノロジーを使った新しいサービスや製,ＩｌＭ聯々。

しかし、チームラボ株式会社はちょっと逆う。もちろん、チー

ムラボもＩＴ企難であり、独白のテクノロジー側発に余念がないし、

先進的なテクノロジーを駆使した新サービスを数多く提供してい

るそしてもちろん、そうしたテクノロジー・オリエンテッドな

サービスの紳性もアピールしているのだが､それ以ｋに“デザイン”

の秀逸性がIiiIIiWに出ているＩＴ企業なのである。

チームラボの会祉案内には、当然のことながら、「先端のインター

ネッ1,テクノロジーのI)M発・眼光」や「Ｗ(‘l)2.(）トータルソリュー

ション.|「インターネットサービス｣、そして「マーケティングテ

クノロジーソリューション・サービス」などの項ロが列記されて

いゐ。しかし、それらとＭ２列で、ああいは紙IiIiスペース的にはそ

れらよI)火きく、「アート・デザイン・クリエイテイブ」という項

目が取りｔげられている。
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辰而扉雨ト･ｱｲデｨｱを次々と具現化して、WebaOをﾘードする！

Ｗｅｂサイトの制作業務を扱う企業の場合、サイトに関するデザ

インカの優位性をアピールするケースは少なくないが、チームラ

ボの作,Mはちょっと異質だ。会社案内に掲帆されている作砧例は、

サイトデザインなどのデザイン性をアピールするものではなく、

｢花紅(ハナクレナイ)｣や｢若沖幻想｣という、どちらかというとアー

ト作品である。

「花紅（ハナクレナイ)」は、2006年に「スヌーピーライフデザイ

ン展」で出貼された作品である。「墨絵という非常に日本的な美術

表現を、現代のテクノロジーで、再柵築」することをコンセプト

として削り上げたものなのである。もはや商薬ベースのクリエイ

テイプデザインの領域ではなく、まさにアートの領域である。

デザインとテクノロジーの融合

チームラボのアートフルなデザイン性は、ＢｔｏＢの各種製品群

においても発揮されている。たとえば､｢チームラボマッピングサー

チ」という検索エンジンなどは、その代炎梢である。

雌本は、ユーザーの聯買職歴やアクセスログなどに基づいて、

商品や悩報をレコメンドする、いわゆるレコメンデーシヨン・エ

ンジンである。しかし､ユーザーの要求に対して表示される結果が、

極めて視弛的にまとめられており、従来のレコメンデーションと

くらべて、表示される結果のビジュアル性において秀逸なのであ

る（次項で詳説)。

チームラボの企業馴念は、

①「高いテクノロジーと豊かな文化を創造し､日本再生を担う活勤」

②「常に新しいことにチャレンジし続けるおもしろいラボの建設」
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③「11t界で活州できるチームを目指し､次の世代への実際的な啓蒙」

というものである。

とりわけ、“テクノロジーと文化の創造”という部分に、チーム

ラボのオリジナリティが見える。

こうした視点、つまり“文化の創造．，を前面に出して事業展開
けう

している企業は、現在のＨ本におけるITfi錐として稀有な存在と

いっても過薗ではあるまい。

Ⅱ、視覚にこだわったレコメンデーションを実現

レコメンドの内容をビジュアル表示

チームラボが提供する「チームラボマッピングサーチ」の訴求

フレーズは、「直感的に検索できる新感鴬検索エンジンチームラボ

マッビングサーチストレス知らずの仙報検索！」である。

「チームラボマッピングサーチ」の優れている点は、ユーザーの

検索要求に対して、その結果を視覚的に斐示することと、検索要

求に対して厳密な結果を表示するだけでなく、検索要求から、そ

のユーザーの哨好性に合ったレコメンド1W報も併せて衣示するこ

との２つである。

これまでの検索エンジンとは述い、アイテムの傾向と相関度を

もとに、アイテムの側InIや相側庇の尚さを川蝿l:にマッピング表

示するように股計されている。このため、検索要求に対して表示

される複数のアイテムが、より関係性が近いアイテムを自動的に

配慨されるのである。たとえば、自動巾の検索において、「トヨタ

エスティマ」を検索すれば、それを中心として、そのエステイマ

と関係の近いものをマップ上に表示してくれるのである。

1６８



に雨扉F5ト･ｱｲデｲｱを次々と具現化して､WebaOをﾘードする！

また、操作性にもこだわっている。「チームラボマッピングサー

チ」では、キーボードを使わずに、両而をクリックするだけで、

膨大な1W級Iitの11‘から、自分の哨好桃に合った怖報に1冊合えるの

である。この点は、従来の検索エンジンなどにはなかった画期的

な仕組みだといえる。

2つのエンジンでレコメンデーションする

チームラボ独自のレコメンデーション・エンジンの特徴は、「形

式知エンジン」と「暗黙知エンジン｣の２つのエンジンを同時に使っ

ているという点にある。

ネット上で公開されている映像やlliIi像などを含むアイテムには、

どんなアイテムであっても必ず自然薗語による情報が付随してい

る。そして、悩報検索のニーズの災因は自然司甜による怖報、す

なわち形式知で表現されており、形式知エンジンとは、そうした

アイテムの表層にある情報を自然菌語処理によって解析し、ニー

ズの要因を抽出するエンジンである。

また何時に、「感動」や「文|Ⅲ」といった賠黙知もある。ニーズ

の饗囚は、すでに述べたように表層にある情報（形式知）だけでな

く、暗黙知で表現されている場合があると考え、暗黙知エンジンで

は、過去の行動胆雁をデータベースで符剛することにより、1,1じ11儒

好の人の行動を統計的に算出し、次の行動を予測するのである。

この２つのエンジンが同時並行的に働くことにより、ユーザー

本人でさえも認撤していない、滞在的な哨好性に沿った怖報の炎

示が可能になるというのである。

例にあるとおり、「チームラボマッピングサーチ」の表示結果
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lま、とにかくビジュアルとして兇やすい。辿常の･検索エンジンは、

結果の表示が文字列の・党であることが一般的であるのに対して、

｢チームラポマッピング･ﾘ･－チ」の場合には、複数のアイテムの位

測りU係（,|:|ⅡH1性）を念む１１liWlを一兄できるのである。

このマッピングの鵬棚!；l･御:結果はアイテムが多次元のユーク

リッド空|Ｈ１に配冊された状態から、↑,'制iの検索にとってiIt典なデー

タをいかに11§縮せずに２次ﾉ心､14川に落とすかというアルゴリズム

を多次ﾉ１３尺度法などの多変},t解析やエネルギーの平均性を考噸す

るなどさまざまな｡f法によってﾉﾋみ州している。

また、レコメンデーシヨンル１．節はllii:列的なプロセスであるため、

大規模データに対しIi洲１１がかかっていたが、並行分散処理させる

システム開発したことで火規槙データの計算をリアルタイムに処

理することも可能としている。

一lLaboo1のマッピングサーチの結果画面

ｷｭｰブと関連性の商いクルママップ
クルマにカーソル慰むｲ)畦、畑細帥脳雅ｸﾘｯｸＩ

戦導入剛「“XX》I瓜惑で卿”ルｆ剛Ｕｌｉｌ#1t金Ⅱ〃リハーや夕－Ｊン，ノル，

誰
アイテムの晴好性を方向で

漕好位の似とｱｲﾃﾑ哩民じ方向'二
三とめて委示。



Chopter5ト｡アイディアを次々 と具現化して、Web３Ｄをリードする

Ⅲ、動画検索という新発想「サグールテレビ」

世界中の動画を検索・閲覧できる「サグールテレビ」

もうひとつ、チームラボの将微的な検索・レコメンドサービス

としては､｢サグールテレピ｣が雛げられる。これは維済距菜竹の｢ｗｉ

報人航海プロジェクト」に採択された動画検索エンジンである。

このサイトでは、111:界''１にある約６０の動1111i此fiサイトから、動

IIIliを検索して視聴すあことができる。また､１１本研での検索に対し、

自動的にその検索キーワードを翻訳して、海外の動而共ｲ｢サイト

にある動IIIIiを検索する機能も術えているので、日本語の説明がな

い海外の助IIIIiであっても検索がⅡI能である

サグールテレビの優れている点は、操作性の良さにある。キー

ワード検索などの結果は、サムネール付きの一覧で表示され、こ

れをドラッグ＆ドロップとクリック操作だけで簡単に''1Mkできる。

初心荷でもストレスなく楽しめ為のである。

図サグールテレビ画面
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オモロ検索でオモロ順に表示

この「サグールテレビ」は、数少ない「純国産検索エンジン」

として一般のインターネットユーザー向けに提供されるサービス

である。独自のアルゴリズム「オモロアルゴリズム」のＩ州発に成

功し、「Ｗｅｂサイトへのリンク数に重きが置かれる従来の検索エン

ジン」では抽出することが難しくなってきた「人の主観．興味を

反映した検索結果」を抽出することを目指している。

具体的にどんなことができるかといえば、大きくは次の３つが

挙げられる。

(1)より「おもしろいもの」を探す

(2)表の世界ではなかなか知ることができない、より「デイープ

な情報」を見つける

(3)フツウなら納得な、より「．アなこと」を知る

まずは、実際に試してみるといいだろう。

さて、こうした画期的なサービスを実現した背凧には、独自開

発のテクノロジーを含むさまざまなテクノロジーがあることはい

うまでもない。そのテクノロジーとは、チームラボ独自のインデッ

クス生成、検索エンジン、インターネットクローラー、自然言語

処理、多変賦解析、プログ本文抽出アルゴリズム、ＳVＭ（サポー

トベクターマシン）などであり、今後は、動画隙解析、音声解析、

インデックス分散処珊なども取り組む予定である。

また検索エンジンやインデクシング、クローリングなどは大賦

データを間迎に処理する必災があるため、データの分倣処理につ

いても取り組んでいる。

1７２



E而扉雨ト･ｱｲデｨｱを次々と具現化して､WebaOをﾘードする！

Ⅳ、文化創造のためにテクノロジーを活用する

樋能性を損なわないデザイン

チームラボが、デザインについてこだわりをもっていることは、

さまざまなプロダクトやさまざまな取り組みを見ればわかる。

ただ、決してデザインのためのデザインではなく、あくまでも

機能性が前提にあって、その機能性を十分に満たしたうえで、ど

うデザインで主眼するか、というこだわりが感じられる。

そして、そのこだわりを突き詰めたところに、文化の創造とい

うステージがある。

多くのＩＴ企業がテクノロジーを第一義に考え、テクノロジーの

優位性だけで事業の成長を目指すのに対して、チームラポは、ベー

スとなるテクノロジーを重要視しつつも、よりアートに近い表現

を追求している。表現デザインの秀逸さは、Ｈ本を再生してくれ

るかもしれない。

●CompanyProfile

会社名 チームラポ株式会社

代表者 代衷取締役社長猪子寿之

所在地 東京都文京区本郷４－９．２２本郷フジビル２Ｆ

ＵＲＬ http://www・team-Iab・com

・デジタルプロデュースおよびコンセプトプロデュース

・トータルＷｅｂプロデュース

・システムインテグレーション・ＩＴコンサルティング

車業内 容
・統計・確率的手法、自然言語処理、データマイニング

･テキストマイニングを用いた最先端技術の開発

･駆梨再遮、戦略系コンサルティング

・次世代テクノロジーとカルチャーの研究

・マーケティングシステム櫛築
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アイディア具現化で飛躍する企業

〔‘･窓.myl鱗ﾌｧｸﾄﾘー
◎、 回nｙ

’特SamuraiFactow

ＢｔｏＣのインターネット・サービスを

フルアソートしているという強み

I．「表現者をサポートし、かつ自分も表現者たれ」が

モットーのおもしろい企業

ＣＧＭ全盛時代の寵児

ブログやＳＮＳなど、個人がmjiliに情報発信できる時代を反映し

て、個人向けの仔価Ｗｅｂパーツを提供する企業がjWえてきている。

株式会社サムライファクトリーも、そうした{|&１人'''1けのｗｃｂパー

ツサーピスをﾘｆ災の中軸として成焚を遂げている企堆である。

サムライファクトリーの前身は、有限会社ハニワシステムとい

うシステムI)3発'1雌を-Fがける企業で、溢水金300万円で2()()'1年

に股,fされたWel)広(Ｉｆやモバイル広(!ｆを手がけていた同社は、

2005年に株式会社忍者システムズを吸収合併し、祉端を有限会社

サムライファクトリーに変災し、今１１に領る。

プログサーピス「忍什ブログ」の迎憐を|＃I肺したのは、２００６年

lノjである。以来、今、までのわずか３年足らずの間に、急速に梁

務を拡大し、個人向けＷｅｂパーツサービスの企災としては、Ｉ{２倒

的なスピードで忽成災を遂げた。

サムライフフ'クトリーの急成挺を支えたものは、やはりブログ

などのＣＧＭが急速な勢いでインターネットユーザーに浸掻して
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…-……順……書1、
いったことが挙げられるのだが、同時に、そうした時代の動きを

的確に捉えて、提供サービス内容を充実させていった先見の明が

あったからこそといえるだろう｡

充実したサービスラインナップー表現者をサポートすること、

自らが表現者であること

サムライファクトリーの業務内容は、実に多岐にわたっている。

Ｗｅｂパーツサーピスである「NINJATOOLS｣､広告配信サービス、

法人向けアクセスログ解析サービスなど。また、「サムライサウン

ド」というＣＤレーベルを立ち上げるなど、その莱務拡大の方向性

は、単純なTTo・という枠組みでは捉えきれないほどに多様なの

である。

サムライファクトリーでは、「表現肴をサポートし、かつ自らも

炎現著たれ」というモットーを標櫛している。個人向けＷｅｂパー

ツサービスの内容を充実させることも、またＣＤレーベルを戒ち上

げることも、「表現将をサポートし、ｎらが表現者たる」というこ

とでいえば、彼らにとっては当然の活動なのかもしれない。

Ⅱ、完成度の高いＮＩＮＪＡＴＯＯＬＳ

個人向けＷｅｂアプリケーション無料レンタルサービスの

先駈け的存在

サムライファクトリーの中心的サービスは、「NINJATOOLS」

というＷｅｂパーツサービスである。「NINJATOOLS」にはい無

料で容吐制限なしにプログサイトを立ち上げられる「忍者プログ｣、

同様に独自のホームページを立ち上げられる「忍者ホームページ」
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などのほか、「忍者アド」「忍肴カウンター」「忍者メールフォーム」

など、無料で利用できるパーツが多数用意されている。

とりわけ「忍肴アクセス解析」は、「NINJATOOLS」の巾でも

人気が商く、コンシューマ向けとしては、世界でも有数のユーザー

数だといわれている。2007年７月時点での｢NINJATOOLS｣のユー

ザー数は、140万人を超えており、国内最大級といっても過言では

ない規模を論っているのである。

アクセス解析サービスが優れもの

「NINJATOOLS」のアクセス解析ツール「忍者アクセス解析」は、

非常に使い勝手がよく、解析内容も充実している。導入にあたっ

ては、管理ページに表示される解析用のタグを、自分のサイトの

ＨＴＭＬファイルに貼り付けるだけなので、専門的な知識がなくて

も簡単に設世できる。

また、すべてのアクセスログは、リアルタイムに解析されるのが

特徴で、解析結果の閲覧に翌日まで待たされるということもない。

法人サイトのみならず、個人サイトのユーザーであっても、自身

のサイトを史新した際には、それによる反応をリアルタイムで知

りたいものである。

そういう意味でも、リアルタイムの解析というのは非常にあり

がたい。

解析内容としては、「生ログ」や「時系列アクセス推移」「ペー

ジ毎アクセスー覧」などがある。アクセス推移やページ毎アクセ

スー覧などはグラフ表派されるので、自分のサイトのアクセス状

況を一目瞭然で把撮できる。
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ChpPfer5F･アイディアを次々と具現化して、Web3Oをリードする！

時系列アクセス惟移では、指定した'1付、または術だした期間

の時間術別アクセス数を表示することができ、１日のアクセス推移

では、前'１．前週1,1川111との比絞もできるようになっていゐ。

その他、肋||州がサイトに訪れ為IMIにいたサイトのリンクノCを

災示する「リンク元統制･｣、訪問符がどこの検索サイトを利用して

l‘1分のＷｅｂサイトを肋れたかを表,する「検索エンジン」解析、

1伽}11断がどのようなワードで検索して|‘1分のＷｃｂサイトに‘Mjれた

かを炎示する「検索ワード，検索フレーズ」解析などもできる悪

個人サイトのアクセス解析内容としては十分であI)、まさに謂

れI)尽くせI)といえよう

回生ログの項目一覧

ページ アクセスされたページ名を表示

ベージ回数 同一人物がこのページに何回アクセスしたかを表示

サイト回数 同一人物がこのｻｲﾄに何回アクセスしたかを表示

前回 肪問者が前回訪問した日時を表示

初回 肪間者が初めてｻｲﾄに訪れた日付を表示

モニタ 訪問者のディスプレイの解像度と同時発色数を表示

JavaSc｢ipt JavaSc｢iptが有効かどうかを判定

Cookie Cookieが有効かどうかを判定

無[絞り込み］をクリックすると、この人物を抜き出して表示
することができます亀

リンク元 ﾘﾝｸ元（どこから来たか〉を表示

HTrP-USERJ6kGENT ブラウザの情報を表示

国/言腰 ブラウザの表示言語を表示

ホスト名 訪問者のホスト情報を袈示
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ページ毎アクセス一覧

回時系列アクセス推移とページ毎アクセス一覧の参考例

時系列アクセス推移

描定した日付、または指定した期間の時間帯別アクセス

欲を聖示し淵.。
１日のｱｸｾｽj1t移では､前日･前週同曜日との比牧も

可能です、ピンク色がページピュー数、青色が訪問者散

を示してい忠す。

燕ベージビュー数．そのベージが賢示された回数

溌肪伽者散Zそのページを肋間した人の数（同一人物
が同じぺー ジを複数回見ても１回としてｶｳﾝﾄさｵ唯す）

Ⅲ定した日付、頚たは桐定した期間のページ毎のアクセ
ス数を蕊示します･。
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Ⅲ、斬新な新サービス・新事業を続々展開

漫画の主人公になりきる「漫画チャット」

・ﾘ･ムライファクトリーが新たにはじめた「没IIIIiチャット」がお

もしろい。

これは、ユーザー''1身が、漫lIiIiのキャラクターになりきって、

コミック誌のコマの巾で!:'''11に会紬を楽しめるチャットコミュニ

ティサイトである。

股定キャラクターはオリジナルで作ることもできるし、あらか

羅蕊迄
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⑩逼閑比醐？逼っ垣ら，

じめ川恵されている｡'()を超える既存のWi川キャラクターを使うこ

ともできる。

、'ｉたり前のように世llIIi文化と接してきた'11:代にとっては、’11Jの

述和感もなく入り込める'１１:界であるに述いない。

”図1チャット厄､斎

★新規登録★

＃
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lChqpferS-｡アイディアを次々 と具現化して、Web3.0をリードする’

■金気$似、ご詔招
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Ⅳ、明確な企業文化が印象的

徹底した“サムライ'’テイストが魅力

サムライファクトリーのネーミングやデザインは、徹底的に‘‘サ

ムライ'’テイストである

もっとも、ここでいうサムライテイストは時代劇調というわけ

で1Jこない。「サムライフフ･クトリーらしさ_ｌとでもいうべきもので

ある。

とにかく、その徹底度は濫賛に値する。サムライファクトリー

一
》

Ｅ函浄碗膿$銅ニド
椛獄ｍｔ碑t(17）声き《ときぞ⑨取り敢AJq息蝿q‘｡【I帥ｸー ﾙにい目うぜ鋤

＆廻川伽）初蝿さAjでも嘗一ぞ地〕初心者卿2）初心者歓迎(１０）
鯉飼い“ど試帥膝でもと天K②ヶ堂』J凹坊n噸｡』率【心書枇葱蜘１１】
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のコーポレートサイトには、写真付きのメンバー紹介のページが

ある。掲載されている写真も非常に個性的で、いくつかのメンバー

は自身のプログにリンクされているのだが、その内容も個性的で

ある。

まさに彼ら自身が表現者であり、表現者であるからこそ「表現

者をサポートする」サービス作りに長けているのだと納得できる、

その多士済々ぶりに、サムライファクトリーという企業の大きな

可能性も垣INI見られるのである。

ＢｔｏＢへも進出

これまで、ＢｔｏＣの展開が中心であったサムライファクトリー

だが、峨近ではＢｔｏＢへの進出にも余念がない。

アクセス解析に関しては、個人向けではあるが、極めてクオリ

ティの商いサービスを提供していることについて、すでに触れた。

今後はそのアクセス解析サービスを、法人向けに提供していくよ

うである。

「アクセス解析IbrBusiness」がそれである。

Ｗｅｂサイトのアクセス数、訪問者数、訪問者のリンク元、検索

エンジン、検索キーワードなどが解析できるのは「忍者アクセス

解析」と同じだが、大型サイト、アクセスの多いサイトに般適化

している点や、専用のサポート窓口を設けている点などが個人向

けとは災なっている。

個人向けのＷｅｂパーツサービス企業としては、すでにゆるぎな

いポジションを確立しているといえるが、Ｂ１ｏＢにおいて、どれ

だけ革新的な展開を見せてくれるのか非常に楽しみである。
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