
第 1章

ゲーム産業の歴史とは

1 ゲーム産業史とは何か

「デジタルゲーム（以下，ゲーム）の歴史1」と聞いたとき，何を思い

浮かべるだろうか。「インベーダー，ドラクエ，FF，……」と言ったヒ

ットタイトルの歴史かもしれない。「ファミコン，スーパーファミコン，

プレイステーション，……」と言った家庭用ゲームハードかもしれない。

「任天堂，セガ，ナムコ，コナミ……」と言ったゲーム企業かもしれな

い。いずれにせよ，歴史と題する以上は「単なる過去の出来事の羅列」

や「昔語り」ではなく，「視点を明確にした上で，過去の出来事をその

視点で整理して提示する」ことが重要になってくる。ゲームの歴史を見

る見方としては，たとえば以下のものをあげることが出来るだろう。

� ゲームで用いられている技術の発展・変化を述べた「技術史」

� ゲームジャンルの誕生や分化，ジャンル内での発展を述べた「ゲー

ムデザイン史」もしくは「ゲームジャンル史」

� ゲームの社会での受容のされ方，消費のされ方を述べた「社会史」
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1 . 厳密にはゲームにはカードゲームやボードゲームなどのいわゆる「非電源系ゲ

ーム」も含まれるが，本書では特に断らない限りコンピュータゲームのことを

指すこととする。



� ゲームに関連する産業の発展や競争のあり方を述べた「産業史」

本書では，ゲームの「産業史2」に関わる歴史を取り扱う。つまり，

「継続的に利益を上げ，事業体を存続させることを目的としたさまざま

企業の活動と，その活動に消費者がどう反応し，どのような結果を生み

出し続けたか」を中心として議論する。ゲームのタイトル自体やゲーム

の面白さについては，それが産業の中心と関わる時のみ取り上げる。そ

のため，ゲーム好きな読者から見た場合「あのタイトルが扱われていな

い」と言うことが多々あるかもしれない。

もちろん，産業史を述べるためには単に企業の活動のみを追いかけて

いては不十分である。そもそも，ゲーム産業そのものがAtari 社の開発

した「PONG」というゲームの成功から誕生したし，その後も大ヒット

タイトルをきっかけとして何回か産業構造が大きく変化している。また，

法律上の規制や社会からの反発によってビジネスのスタイルや生み出さ

れる製品（＝ゲーム）の方向が変わる，という経験もしている。他の産

業同様にコンピュータの性能向上とインターネットの発展・拡大の影響

も受けている。ゲーム産業史は他の視点で見たゲーム史から完全に独立

しているわけではない。他の視点でのゲーム史との関連を箇条書きでま

とめると，以下の通りとなる：

1 ）ゲームを産業史としてみる場合，ゲームジャンル史の視点に加えて，

技術史や経営史，社会史の視点が欠かせない。

2）経営史の視点で見た場合，「複数市場間での共進化」，「知的財産権

の確立」，「技術標準（デファクト・スタンダード）争い」，「外的環

境の変化」が重要となる

3）技術史の視点では，技術パラダイムの移行と適用が重要となる。黎

明期の「電気遊技機→電子遊技機→コンピュータ遊技機」への移行，

90 年代後半の「2D から 3D，CISC から RISC，機械語（アセンブ

ラ）から高級言語」への移行，21世紀の「オンライン化への対応，

およびミドルウェアの利用」などがそれに当たる。

4）ゲーム産業は何度も社会から問題視され，そのたびにイメージ回復

の努力を行ってきた。社会史の観点では，「ゲームの社会内での受

容・許容・定着」が非常に重要である。「青少年不良化と風営法適

用」，「K博機問題」，成人ゲームに関わる「沙織事件」，「ゲーム

脳3」，「ネットゲーム廃人」，「ソーシャルゲームの過剰課金問題」，

などが該当する。

ここに挙げたいくつかの内容は後の章で述べるが，ゲーム産業史全体

を見る視点として「複数市場間の共進化」だけはこの章で説明が必要だ

ろう。ゲーム産業研究では家庭用ゲーム産業のみに注目した研究が多い。

だが，日本でゲーム産業を確立させた「スペースインベーダー」はアー

ケード（ゲームセンター）のゲームであるし，家庭用ゲームの売れ筋ジ

ャンルである RPG（ロールプレイングゲーム）は元々 PC向けのゲーム

として誕生した。初期の家庭用ゲーム機向けのゲーム市場は，アーケー
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2 . ゲームに関する議論では，「ゲーム産業」より「ゲーム業界」の表現の方がよ

く使われている。ゴシップ誌で芸能界が「ギョーカイ」と表現されることがあ

ることから分かるように，「業界」と言う表現は「閉鎖的な同じ産業世界の内

側」について議論する場合によく使われる。ゲームに関しては外部からのニュ

ーカマーが多く，常にウチとソトの境界が曖昧な状態であるため，「産業」と

いう表現の方がふさわしい。

3 . ゲーム脳とは脳科学者である森昭雄が『ゲーム脳の恐怖』（NHK ブックス，

2002年）で提示した造語である。森はゲームプレイ時は特定の脳波（β波）

が顕著に減衰した状態で，認知症患者に近い状態であると主張し，この状態を

ゲーム脳と名付けた。発表当時は大きな反響となり，新聞や週刊誌でも何度も

取り上げられたが，森の行った実験の正確性や結果の解釈には多くの疑義が出

されている。



ドか PCでヒットしたゲームが「同じタイトルでもう一�け」するため

にゲームを移植・販売する市場だった。時代が進むにつれて家庭用ゲー

ム市場の独自性・独立性が高まるが，実験的なタイトルが先にアーケー

ドと PCで発表され，家庭用ゲーム機がその影響を受ける，と言う構図

は長く続いた。3 市場の間での相互影響・共進化は 1990 年代後半まで

続く。インターネットの普及と共にオンラインゲームや携帯電話ゲーム

が新しい市場として登場し，それからは 5つの市場の間で相互に影響し

あう関係となっている。

2 ゲーム産業史の時代区分

本書全体の構成を示すものとして，図 1-1 にゲーム産業の時代区分を

示す。

どんな産業でも共通だが，産業の立ち上げ時期はその対象が海のもの

とも山のものとも分からない状態で，ビジネスチャンスを好機として参

入した有象無象の企業（もしくは個人）が群がる。そのうちに産業の標

準的な形（ビジネスモデル）が形成され始める。

産業の標準的な形が確定するまでを黎明期と呼ぶとすると，アーケー

ドではタイトーの「スペースインベーダー」の登場した 1978 年，PC

では国内市場で高いシェアを得た「 8ビット御三家」（NECの PC-8801，

富士通の FM-7，シャープの X1）の出そろった 1982年，家庭用ゲーム

機では任天堂の「ファミリーコンピュータ」が発売された 1983 年に黎

明期を脱した。その後は 1990 年代半ばの大変革までは比較的安定した

産業構造が続くが，この時期をゲーム画面の作られ方から 2D期（ 2次

元グラフィクス期）と名付ける。2D 期はかなりの期間にわたるので，

図中ではコンピュータのアーキテクチャの主流が 8ビットから 16ビッ

トに渡るところで 2D 期（ 8ビット期）と 2D 期（16ビット期）の 2 つ

に分かれる。また，パソコン通信が 1980 年代の後半から少しずつ普及

してゆくとともにゲームビジネスとつなげる様々な試みが始まるが，な

かなかビジネスとして定着しない状態だった。ここでは，セガがモデム

（メガモデム）を発売し，定額サービス「ゲーム図書館」を始めた 1990

年からをオンラインゲームの黎明期とする。

1990 年代半ばにゲーム産業は技術・ビジネス環境の両方が大きく変

化する。この時期をゲーム画面の作られ方から 3D 期（ 3 次元グラフィ

クス期）と名付ける。時代の分かれ目は，アーケードゲームでは AM

ショー4に 3D グラフィクス用のゲーム基板5が初登場した 1992年，家庭

用では 3D グラフィクス用の専用チップが搭載されたソニーのプレイス

テーションとセガのサターンが発売された 1994 年とする。PCではア

ーキテクチャの主流が NECの PC-9801 シリーズからWindows への移

行が明確化した 1997 年頃が時代の分かれ目となるが，この頃の PCゲ

ーム市場は低迷が始まっており，一般向けの PCゲームの発売タイトル

数がどんどん減少している時期に当たる。同時期の 1997 年に R18ゲー
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4 . アミューズメントゲームショーの略。JAMMA（一般社団法人日本アミューズ

メント協会）が主催として開催されるアーケードゲームの展示会で，多くのゲ

ーム会社がここにアーケード向けの新作ゲームや試作ゲームを出展する。2013

年からはゲームセンター運営側の協会であるAOU（一般社団法人全日本アミ

ューズメント施設営業者協会連合会）の展示会であるAOUエキスポと統合さ

れ，JAEPO（ジャパンアミューズメントエキスポ）として開催されている。

5 . ゲームセンターで遊ばれているゲームの多くは，ゲームが動作するコンピュー

タシステム一式が載った基板として発売される。ゲームセンターでは画面とジ

ョイスティックが一体となった筐体に基板を組み込んで設置する。体感ゲーム

（本書第 6章参照）のような特殊筐体の場合は，基板と筐体が一体となったセ

ットとして販売される。

図 1-1 ゲーム産業の時代区分



ムでリーフから「雫」が発売され，それ以降 PCゲームを中心にノベル

ゲームの発売が増えたので，PCゲームではこの時期を「3D 期／ノベ

ルゲーム期」とする。オンラインゲームはマルチユーザーのオンライン

RPG である「Diablo」（Blizzard Entertainment）と「Ultima Online」

（Electronic Arts）が発売された 1997 年からスタートし，継続的なビジ

ネスがようやく成立するようになった。その後，カジュアルゲームやブ

ラウザゲームなどの様々なサービスが登場し共存しつつ現在に至る。

21世紀に入ると，携帯電話の性能向上によって JAVAプログラムが

動作可能となり，ゲームの新たな市場として携帯電話が加わった。携帯

電話でのゲームの主流は後にWebブラウザへと代わり，ソーシャルゲ

ーム・スマートフォンゲームの大ブームとなり，現在に至る。

また，家庭用ゲーム機は出た時代と技術的な水準によって世代が分か

れている。日本では，「家庭用ゲーム」は海外から輸入された遊びであ

ったこともあり，1983 年のファミリーコンピュータ（ファミコン）以前

のゲーム機の世代が混在して発売されていたが（第 5章参照），米国で

はかなり明確な区分がある。表 1-1 は�Encyclopedia of Video Games 

（2012）にある時代区分と特徴に加筆をしたものである6。それぞれの世

代のゲーム機が，コンピュータ技術や通信技術，ビジネス環境に影響を

受けていることがわかるだろう。

3 2D 期の 3市場

3-1 3 市場の特徴

ゲームの誕生については次章に譲って，ここでは第 3章以降に述べる

2D 期のゲーム産業の全体的な特徴を述べておく。それぞれの差が明確

化していた 1980 年代後半の，3 市場の特徴をまとめたものを表 1-2 に

示す7。

2D 期である 1980 年代はコンピュータの性能がまだまだ低かった。

事務作業や科学技術計算が第一の役割である PCと，ゲームに向いた綺

麗な画面を高速で描画することが最重要なアーケード基板の両方の要求

を満たすコンピュータを現実的な価格で提供することは不可能だった。

そのため，それぞれがその用途に特化した専用のハードウェアだった。

このハードウェア特性が，生み出されるゲームの特性を決めていた。

アーケードは毎回 100円を投入してプレイしてもらうというビジネス

モデル上の要請から，プレイ時間が短い（初プレイ時の目安として，1

プレイ 3 分）という特徴がある。そのため，ゲームデザイン（商品特

性）上，「ごく短時間で強い満足が得られる」ことが必要となってくる

（この原則は，現在に至るまで変わらない）。そのため，ゲームジャンル

で言えばアクション（ACT）やシューティング（STG），対戦格闘

（FTG）などの反射神経が要求されるゲームが発達した。これらのジャ

ンルは短時間に集中して敵を倒す／面をクリアするタイプである8。こ

れらの要求に答えるため，コンピュータの性能としては， 1）画面を高

速に描画でき， 2）同時に動かすことが出来るキャラクタが多い，とい

う条件が重要だった。画面の解像度が高すぎると一度に処理するデータ

量が飛躍的に増加するので，通常の当時のアナログ TVモニタと同程

度の解像度だった。その代わり，キャラの描き分けに重要な画面上での
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6 . 発行年の関係で最新世代（第 8 世代）は存在しなかったため，著者が追記して

いる。

7 . アーケードは当時主流だったモトローラの 68000を CPUに用いた標準的な基

板であるセガのシステム 16（1985 年発表），家庭用は任天堂のファミリーコン

ピュータ（1983 年，表中では FCと表記），PCは 8ビット御三家の後にデフ

ァクト・スタンダードとなった PC-9801VM（1985 年）を想定している。

8 . その後，ゲームセンターに休憩／時間調整に来るサラリーマンを対象とした麻

雀などのテーブルゲームが加わるが，これも最初の 1局であがれないとそこで

ゲームオーバーとなるゲームデザインであり，短時間勝負のゲームデザインは

変わらない。



同時発色数と，画面内に同時に表示できるスプライト数の多さが性能の

バロメータであった9。コンピュータとしての演算性能（一定時間に出来

る計算量）はそれほど重視されなかった。

一方，PCは用途がワープロ機能などの事務作業やプログラミング，

科学技術計算などであるため，演算性能は重視されたが，画面の高速描

画・同時発色数は通常の用途にはそれほど重要でなかった10。ゲーム専

用機だとほぼ標準的に搭載されているスプライト機能も未搭載であった。

PCで重要視されたのは画面内に表示できる文字数を増やすために必要
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9 . 当時のゲーム専用機では，画面全体を描画する背景（BG）画面に，小さなキ

ャラクタを重ね合わせる形で表示していた。このための機能をスプライト機能

と呼ぶ。

10. ここでの PC は，8 ビット御三家およびその後に PC ゲームの主流となった

NECの PC-9801（VM以降）をイメージしている。MSXなどのゲーム向けに

設計された安価な PCや，2D 期末期に登場する X68000（シャープ）や FM-

TOWNS（富士通）のような企業の事務処理用途ではなくAV機能に力を入れ

たマシンは除外している。

ソフトとハード分離

CPU＋ROM

Fairchild Channel F（1976）

Atari Video Computer

System（1977）

第 2世代

1976-1984

ゲームを論理回路で

ハード的に実装

Magnavox

Odyssey（1972）

Home PONG（1975）

第 1世代

1972-1977

米国と日本

では大きく

異なる

黎明期

特徴主な機種世代時代区分

3 ハード以外に多数

の敗北ハード

CD-ROM化 3D化

Saturn（1994）

PlayStation（1994）

Nintendo 64（1996）

第 5 世代

1993-2002

3D 期

CPUの 16ビット化PC-Engine（1987）

Megadrive（1988）

Super Famicom（1990）

第 4 世代

1987-1999

16ビット期

ハードウェアスクロ

ール

スプライト機能

Family Computer（1983）

SG-1000（1983），

MarkIII（1985）

第 3 世代

1983-1995

8ビット期2D期

GPUコンピューティ

ング

WiiU（2012）

PlayStation4（2014）

Xbox One（2014）

第 8 世代

2012-

インターネットでの

ダウンロード販売

ホームサーバ化

モーション・コント

ローラ

Xbox 360（2005）

PlayStation3（2006）

Wii（2006）

第 7 世代

2005-2012

インターネット接続

DVDプレイヤー化

Dreamcast（1998）

PlayStation2（2000）

GameCube（2001）

Xbox（2002）

第 6 世代

1998-2004

表 1-2 3 市場の特徴（1980 年代後半頃)

画面内最大 64 個

1 列 8 個以内（FC）

画面内最大 128 個

拡大縮小可

（システム 16）

スプライト機能

4,096色中 16色

（PC-9801VM）

52色中 25色（FC）4,096色同時発色

（システム 16）

同時発色数

専用モニタ

640×400

（PC-9801VM）

256×240（FC）320×224

（システム 16）

画面解像度

PC家庭用アーケード

数年に一度大幅な革

新

非常に速いプラットフォーム

の技術革新速度

パッケージ販売

（最大で 1万円超）

パッケージ販売

（5,000円程度）

コインオペレーショ

ン（100円投入）

消費形態

記録装置（フロッピ

ー）を利用した長時

間型

折衷型極端に短い

（ 1プレイ 3分）

プレイ時間

SLG， ADV， RPG

など，長時間じっく

り遊ぶジャンル

折衷型だが，ややア

ーケードに近い

反射神経要求型

麻雀などのテーブル

ゲーム

よく遊ばれる得意

ジャンル

スプライト機能なし

（PC-9801VM）

ゲーム向け技術は停

滞

表 1-1 据置型家庭用ゲーム機の世代区分



な画面の解像度で，TVモニタより高解像度な専用のモニタを用いて高

解像度表示を実現させていた。もう一つの特徴としては，日々の作業を

記録するためにフロッピーディスクドライブが標準で装備されていたこ

とがあげられる11。 1 ）高速描画は無理だが画面が高解像， 2）データ

を記録できる，に加えて， 3）PCが高価なためユーザー年齢が高い，

という特徴から，「途中の状態を記録しつつ，長時間かけてじっくり遊

ぶ」タイプのゲーム，「ゲーム中に画面に文字が多数表示されるゲーム」，

「高解像な静止画を鑑賞するゲーム」，「高速な演算機能を生かした，相

手プレイヤーの思考ルーチンが重要となるゲーム」といった，マニア向

け・大人向けのゲームが発達することとなった。ゲームジャンルではロ

ールプレイング（RPG），アドベンチャー（ADV），シミュレーション

（SLG）などである。ゲームはゲームデータが記録されたフロッピーデ

ィスク（もしくはカセットテープ）が入ったパッケージ形式で販売され，

購入者の年齢や所得を反映して 1 本 8,000円〜10,000円程度とかなり

高価だった。

家庭用ゲーム機の場合，ロンチタイトル（本体と同時発売されるタイ

トル）として数年前にアーケードでヒットしたタイトルを移植していた。

本体にはスプライト機能も搭載されており，「 2〜 3 年前のアーケード

ゲーム機を，量産効果で徹底的にコストカットして安価に」したハード

に近い。そのため，描画性能では PCを上回っていたが，画面解像度と

演算能力やメモリ搭載量では劣っていた。発売されるゲームは，当初は

アクションなどのアーケードゲームにあるジャンルが多かったが，ユー

ザーの需要に合わせて RPG や ADVなども発売された。ゲームは 1）

子供でも取り扱いがしやすく， 2）データの転送速度が高速で， 3）簡

単にコピーが出来ない，という特徴を持つ ROMカートリッジの形で供

給された12。家庭用ゲーム機は「子供向け買う玩具」と言う位置付けも

あり，ゲーム 1 本あたりの価格は 1980 年代には 1 本 4,000円を切って

いたが，1990 年代になるとゲームの大容量化と当時の半導体価格の高

騰によってゲームの製造原価が上昇し，1本が 1万円を超えるゲームも

登場するようになった13。

3-2 3 市場の性能的な特徴

図 1-2 に，横軸に計算能力と同時に扱えるデータの規模，縦軸に描画

性能としたときの 2D期のコンピュータの性能イメージを示す。アーケ

ードは描画性能に特化したマシンであり，計算能力は高くない。一方の

PCは計算能力に特化している。家庭用ゲーム機はアーケードの性能を

数年遅れで追いかけているので，演算能力は最下位だが描画能力では
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11. PC 普及の最初期にはフロッピーディスクドライブは非常に高価なため，周辺

機器扱いとしていた時期もあったが，利便性が高いために PC本体に内蔵され

るようになった。なお，フロッピーディスクドライブの代わりにデータを保存

しておく媒体はアナログのカセットテープである。PC用のゲームは黎明期か

ら 2D期の初期ではゲームのプログラムデータをカセットテープに記録したも

のが販売されていた。

12. ゲーム用の ROMカートリッジ用端子には多くの場合他の制御信号も流れてい

る。そのため，ファミリーコンピュータのディスクシステムのように，カート

リッジ端子から周辺機器をつなぐことができる。また，ファミリーコンピュー

タの後期でコナミが音源チップ（SCC）を ROMカートリッジ内に組み込んだ

ように，ゲーム用 ROMカートリッジ内に専用チップを入れることで機能拡張

を行う例も多かった。ゲームに応じてハードを追加実装出来る設計となってい

るため，2D 期に ROMカートリッジ形式でゲームを供給する家庭用ゲーム機

に関しては，厳密なソフトウェア／ハードウェアの分離がなされているとはい

えない。

13. ゲームの容量が増えるとその分だけ大きな容量の ROMを搭載する（もしくは

低容量の ROMを複数搭載する）必要がある。高容量の ROMは高価なため，

製造原価が上昇することになる。一方，PCゲームのフロッピーディスクや，

1990 年代から登場した CD-ROMから続くディスクメディアでは，メディア 1

枚の原価がかなり低いため，ゲームの大容量化が製造原価に与える影響はあま

りない。



PCを上回っている。

ある時点でのゲーム機の性能ではなく，

2D 期を通したゲーム機の性能上昇を図

式化すると，図 1-3となる。アーケード

は消費者に本体を購入してもらう必要が

ないため14，ハードウェアとして最先端

技術を投入することが容易であり，新技

術の実験場としても機能していた。その

ため，新技術を搭載した基板が積極的に

発売される。アーケード・家庭用の双方

でビジネスをしているセガの場合，1983 年〜1998 年で家庭用ゲーム機

は 5種類15，システム基板は 16種類16発売していた。そのため，グラフ

では直線として示している。

家庭用ゲームは，消費者に頻繁にゲーム機の買い換えを要求できない

ので，ハードの代替わりである 5〜 7 年周期で性能が上昇する。そのと

きの性能上昇幅は比較的

大きいが，アーケードよ

りは性能が低い。図 1-3

ではそれぞれの世代で販

売数が一番多かったファ

ミリーコンピュータ

（1983 年），スーパーフ

ァミコン（1990 年），プ

レイステーション（1994

年）の 3つの時点で性能を上昇させている。

PCは，ゲームを開発するにあたって前提となる性能が 1985 年に発

売された PC-9801VMで固定されていた。グラフ上では PC9801VMが

発売された 1985 年からマルチメディアに対応した PC-9801 シリーズで

ある PC-9821 が発売された 1993 年まで横ばいで示している。8 年間も

性能が上昇しなかったのは， 1）PCが基本的には業務向けであり，業

務用ソフトウェアを動かすために新ハードがでても旧ハードとの互換性

が重視されていたこと， 2）PCでの性能上昇においてはゲーム向けの

グラフィック性能の上昇は重視されてこなかったこと， 3）一般家庭へ

の PCの普及率が低く，ゲームの販売本数を増やすには古いマシンとの

互換性を重視する必要があったこと，がある。

4 まとめ

本章ではゲーム産業史とは何かについて定義したあと，ゲーム産業の

時代区分を述べた。ゲーム産業は複数の市場が相互に影響を与えつつ共

進化することを特徴としてあげ，第 8章までで取り上げる 2D期の全体

特徴について述べた。この時代はアーケードが性能面でのイノベーショ

ンを引っ張っており，PCは大人向け・マニア向けゲームジャンルであ
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14. 当然だが，ゲームセンターには基板を購入してもらう必要がある。しかし，ゲ

ームセンターは�かると思えば積極的に基板を購入するので，消費者にゲーム

機を買ってもらうよりはずっと売りやすい。

15. ファミ通DC編集部（編），『セガ・コンシューマー・ヒストリー』によると，

SG-1000（1983），セガマーク 3（1985），メガドライブ（1988），セガサター

ン（1994），ドリームキャスト（1998）の 5 種類である。なお，SG-1000 Ⅱ

（1984，SG-1000の廉価版），マスターシステム（1987，マーク 3に FM音源

ユニットを搭載したもの）等のマイナーチェンジ版のハードはカウントしてい

ない。

16. ファミ通 DC 編集部（編），『セガ・アーケード・ヒストリー』によると，

SYSTEM I（1983），SYSTEM II（1985）， SYSTEM E（1986），SYSTEM 16

（1986），X ボ ー ド（1987），SYSTEM 24（1988），Y ボ ー ド（1988），

SYSTEM 18（1989），Ｃ ボ ー ド（1990），SYSTEM 32（1991），SYSTEM

MULTI 32（1992），MODEL 1（1992），MODEL 2（1994），ST-V（1994），

MODEL 3（1996），NAOMI（1998）の 16種類である。

図 1-2 2D 期のゲーム機の性能

図 1-3 2D 期の性能上昇イメージ



る RPG，ADV，SLG において存在感を発揮していた。家庭用ゲーム機

はその中間のようなポジションをとっていた。それぞれの市場でどのよ

うな発展があったのかは，後の章で徐々に紐解いていく。
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