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概要： 20 世紀末期に見せた家庭用ゲーム市場の急速な拡大はここ数年間で衰退傾向にある。「フ

ァミコン世代」1と呼ばれる 30代半ばから 40代の人達が今でも尚ゲームをし続ける人々がいる一

方で、全体的に新規参入者が少ない2。その理由を元に、本稿では入力機器を中心に敷居の低いゲ

ームデザインを考える。それぞれの入力機器の特徴を簡潔にまとめ、それらを元に筆者ら学生で

制作した「影つなぎ」というゲームを考察する。このゲームは「早稲田祭 2011」3で一般公開され、

その際に参加されたほぼ全員にアンケートへの協力をお願いした。結果的にコントローラーその

ものを無くし、それに適応したゲームデザインを設ければ幅広く楽しんでいただける事が分った。 
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Outline:  The rapid growth in video game industry during the end of 20th century is now being 

turned down.  While the so called “NES generation”, or the people of ages through mid 

30s to 40s, is still playing video games, there are not many prospective customers in total.  

With the investigation of the causes, I will propose a game design based on input devices 

for easier introduction to newly expected players.  First, we analyze each input devices 

of today.  With that in mind, we will examine a game called “Kage-Tsunagi”, a video game 

made by a group lead by bachelors including me.  This game was open to the public during 

“Waseda-Sai 2011” and we took a survey of most of the people who played.  In conclusion, 

we found out that getting rid of the old style of using game pads, and making a specific 

game design for the interface is one way of truly entertaining the expected newly players. 
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1. はじめに 

家庭用ゲームなどの従来のゲームにおける

ユーザー数は減少傾向にあり、時間がない事や

ゲーム内容への不満、そして習得しづらい操作

性が主な理由として挙げられている。しかし、

ライトユーザー層を狙った携帯ゲーム等はわ

ずかな時間で遊べる事などからプレイヤー人

口が多い。これらは基本ルールや操作を覚える

のに時間を必要としない。そこでゲームをしな

い・しなくなった層である「ノンユーザー」層

のためのゲームデザインを、入力機器を中心に

して考案する。また、「早稲田祭 2011」で一般

公開した「影つなぎ」で得られたアンケート結

果を先ほどの考案と比較し、新規参入層にも受

け入れられるデザイン例の一つとして考察す

る。 

 

2. 従来のゲーム・入力機器 

 これまでのゲームは家庭用ゲームやアーケ

ードゲームのような固定型のものが多く、入力

機器もスイッチ式のコントローラーなど、実世

界での空間とゲーム内空間に大きな違いがあ



った。ハードウェアの性能が上がるにつれ、視

点やゲームシステムが更なる複雑化を遂げ、新

規さ入試づらいものとなった。またそれに伴い

専用デバイスも複数出回り、ゲーム性を著しく

高めたもののよりシビアな操作を求められる

事となる。 

 一方でタッチパネルやモーションセンサー、

赤外線センサーなどを用いた「次世代デバイ

ス」は操作そのものの動きがゲーム内で反映さ

れる結果とそう大きな違いは無く、基本操作習

得に要する時間を大幅に短縮した。一方でその

操作精度は高いとは言えず、ゲーム性を高める

のに様々な工夫を必要とする。 

 

3. ゲームデザインの提案と「影つなぎ」 

 複雑な操作やルールは新規参入者が受け付

けないため、入力機器は「次世代デバイス」を

利用するのが妥当であると考える。ゲーム性を

高める手段として、敢えて「空間の差異」を大

きくする事によりプレイヤーとゲームの双方

に工夫を強いらす事ができる。しかしながら、

操作そのものに関わる部分ではこれを最小限

にとどめる必要があるため、単純な一人称視点

や 2D スクロールなどがプレイヤー視点として

は無難である。システム面では、パズル要素や

協力プレイなどがゲーム性を高めつつ、基本ル

ールを複雑化せずに済む。 

 

 

図 1：実際のプレイ写真 

 

 「影つなぎ」は赤外線カメラを用いた 2D ア

クションゲームであり、これらの条件を満たし

ている。自動で行動するキャラクターをステー

ジ左端から右端へと誘導する事が目的である

が、そこには様々な障害物があり、キャプチャ

されたプレイヤーのシルエットを使ってそれ

らをクリアする。プレイヤー人数を二人で固定

する事により不必要な協力プレイなども誘発

させ、よりゲーム性を高める事ができた。 

 「早稲田祭 2011」での 2 日間で一般公開し

たところ、178 人がアンケートに協力していた

だいた。その結果として全体で 98%が面白いと

感じた一方で、「ユーザー層」や「ゲーマー層」

を問わず過半数が難しいと感じた。面白さを伴

った難しさであるため、「影つなぎ」はゲーム

性が高いと見受けられる。参加者の層は 10 か

ら 20 代の男女が大半を占め、ゲーム機を保有

しつつもプレイ頻度や時間があまり多くない

人がほとんどであった。 

 

4. 結論（まとめ） 

 「ノンユーザー」獲得のためには、場所や時

間が制限されないゲームである事が前提条件

としてある。場所が制限されてしまう家庭用ゲ

ームなどの場合は、最低条件に複雑な操作やゲ

ームシステムの理解を含めてはならない。その

ため、入力機器は基本操作の際に空間のズレが

差ほど生じない「次世代デバイス」である事が

好ましい。しかしながらゲーム性がなくては継

続的にプレイしてもらう事はなく、それを避け

るためにやり込み要素や協力プレイなどを設

ける事が手段としてある。 
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