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第１章 研究目的 

 

１-１．研究背景 

 マンガ、アニメ、ゲームなどいわゆるコンテンツは、これまで娯楽的な利用

や暇な時間の消費が主な目的であったが、これらのコンテンツが持つ、なじみ

やすさや、興味を喚起する特性などから、娯楽目的以外にも注目され始めてい

る。とりわけ、日常生活を営む上で必要な利便性を供給する局面にも展開し始

めてきた。 

 たとえば、マンガは各種のマニュアル表現に利用されたり、自治体のパンフ

レットにも活用されるなど身近になっている。また、マンガやアニメはワイン

などの嗜好品や食文化を理解する啓蒙的な役割を担い始めている。さらに昨年

販売されたゲーム機 Wii に見られるように、スポーツシミュレーターの機能か

ら、健康管理などさまざまな局面で生活に密着し始めている。今後の情報ネッ

ト社会と相まってこの傾向は促進されていくと考えられる。今年度の研究では

コンテンツと日常生活との関わりについて、その現状と動向を探ってみる。 

  

１− ２．研究目的 

上記の背景を踏まえ、以下の点について研究を行う。 

①マンガ、アニメ、ゲームなどのコンテンツは娯楽的利用の他に、どの

ような利用がありうるのか、現状を把握する。 

②コンテンツ制作者は、日常生活とコンテンツとの関わりをどのように

捉えているのかを分析する。 

③コンテンツが今後、日常生活とどのような関わりを持つのかを明らか

にする。 

 

１− ３．研究内容 

具体的な研究内容は以下のとおりである。 

①状況を生じさせる社会環境分析 

②コンテンツと日常生活に関わる事例調査 

書籍、雑誌、WEB などを中心にして、目的に即した事例を調査する 

③利用者の評価 

10 代から 50 代まで、10 人のモニターにコンテンツ利用の現状と、日
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常生活との関連性についてヒアリングをしながらのアンケート調査を

実施する。 

③開発者の意図 

今回の目的に即したコンテンツ制作事業者、研究者を対象にヒアリン

グ調査を実施する。 

④今後の動向 

今後の動向について、今回の研究チームのディスカッションを通じて

探る。 

⑤今後のライフスタイルとの関連 

研究成果を踏まえライフスタイルとの関連で考察する。    

 

１− ４．研究方法 

①専門家を中心にした研究会による検討 

②文献等による事例調査 

③開発者へのインタビュー調査 

④利用者へのヒアリング型のアンケート調査 
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第２章 コンテンツが形成するライフスタイルとは 

 

２－１．最近のコンテンツの動向 

（１）コンテンツとは 

 一般にハードとはモノそのもの、ソフトは情報やノウハウなどの無形のものと

捉えられている。 

 コンピュータが出現して以来、こうした無形のものが初めて実体的に捉えられ

始めたといっていいだろう。それが一般に認識されたのはコンピュータ・ソフト

が具体的にフロッピーや CD－ROM などの実体として流通し始めてからである。 

 自動車などの製品は従来単なる物理的なモノとして捉えられがちであった。し

かし、今では自動車はソフトの塊であることが認識されて始めている。自動車産

業とは多数の部品を単に組み立てることではなく、その部品相互間をすりあわせ

ることによって良好な性能と故障の少ない製品を形成することであり、それがわ

が国の産業競争力となっていることが認識され始めている。このようなソフト＝

ノウハウは言語化することが難しく、単独では取り出せない。 

 このことからすれば、当初ソフトという言葉に含意されていた概念が拡張され

てきたことに気づく。コンピュータ・ソフトの本質は外部からは目に見えないが、

作る人から見ればコンピュータ・プログラムとして明快かつ厳密な言語によって

書かれた実体である。しかし、トヨタ方式というソフトは必ずしもこのような形

では人の目に見えない。まさに「暗黙知」であるからである。 

こうした拡張されたソフトという概念とは別にコンテンツという言葉が使われ

るようになってきている。コンテンツも情報の一種であり、それを移転し、複写、

流通する手段であるハードとは区別されるソフトの方を意味し、また、自動車産

業と同様に、そこには無形のノウハウが組み込まれているものの「コンテンツ」

とことさら言葉を変える意味はどこにあるのだろうか。 

 コンテンツとはこれから議論するゲーム､マンガ、アニメ、小説の類であるが、

これらは確かにハードではなくソフトではあるが、コンピュータ・プログラムと

は異なる。また、「ノイズ」ではなく「役に立つ」と言う意味での「情報」ではあ

るが、ニュースなどとはやはり異なる側面をもっている。コンテンツを「それ自

身が欲求の対象であること」、別の言葉で言えば最終消費財であって、他の何かの

手段ではないという特性にあると考えている。コンピュータ・プログラムは、ソ
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フトの一種であるが、それ自身が消費の対象になるわけではなく、その有用性は

コンピュータを通じて何かを行うための手段となっていることにある。またニュ

ースなどの情報は、それ自身を楽しむというジャンルのニュースもあるが、経済

社会の動向を観察することによって自身の行動や方針設定に役立つという側面が

強いであろう。 

 コンテンツとはそれ自身が見たり、聞いたり、操作したりする価値ある情報で

あるという特性をもっている。すなわち、それは人間自身の欲望の対象そのもの

であり、食事と同じ人間存在に不可欠な何かを満たすものであるというのが本章

の出発点になるのである。それ故にコンテンツは、他の分野へ適用する際にも強

力な手段を提供し、その制作ノウハウは他の分野においても共通の基盤となり得

るであろう。 

 

（２）最近のコンテンツの動向 

 従来、コンテンツの消費は娯楽や遊びとして捉えられてきた。すなわち、生存

のための手段である仕事時間や将来の生存のために行う学習の時間に大部分の時

間がとられていた社会、すなわちそれは今我々が暮らしている世界でもあるが、

このような社会では仕事や学習が価値あることとされ、それ以外は「余暇」や「娯

楽」、「遊び」などの必ずしも必要でないものとしていわば否定的に捉えられて来

た。 

 しかし、いま、そこに根本的な価値観の変革が訪れようとしている。 

 コンテンツ消費は、そのコンテンツの重要性が認識されるのとは逆行して、余

り芳しいものではなかった。国内のコンテンツ売上高のうち最も大きな金額を占

めるのはゲームソフトであるが、その売上額は 2006 年に 1 兆 3000 億円と最大と

なっているが、過去をみると 1997 年に 1 兆 2300 億円を達成した後、減少傾向が

続き、2000 年から数年間 1 兆円程度の底這い状態が続いた。特に家庭用ゲーム機

向けのソフト売上高は、図２－２に示すように 1997 年の 5,800 億円をピークとし

て 2003 年には 3,090 億円と半減し、未だにピークを取り戻せていない。 

 また、マンガも『少年ジャンプ』１誌で一時 600 万部以上を誇ったものの徐々

に低下していまや 300 万部を切るようになっている。アニメはテレビ番組に依存

していた時代からDVD等で販売する市場が開け、徐々に上向きになってきたが、

ここに来て頭打ち傾向となっている。音楽では 1995～2001 年頃にはアルバムで年
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間 20 本以上のミリオンセラーが出ていたが 2006 年 6 本、2007 年には 3 本という

状況に陥った。音楽配信が増加傾向にあるものの売上高全体の 5％程度に留まっ

ており、音楽販売額の落ち込みを補うほどではない。 

図２－１ 日本のコンテンツ産業売上規模の推移 

 

1) ゲームソフトは『ＣＥＳＡゲーム白書』による「家庭用ゲームソフト」、「アーケードゲームオペレーション売上高」、『デジタルコン

テンツ白書』による「ＰＣゲーム」、「携帯電話ゲーム」、「オンラインゲーム」の合計 

2) マンガは（社）全国出版協会による雑誌、単行本の計 

3) 音楽は（社）日本レコード協会による生産高、オーデオのみでビデオは含まない。 

4) アニメは（株）メディア開発綜研による映画、テレビ、ビデオグラムの計。 

5) 実写映画は（社）映画製作者連盟資料による「映画興行収入」、（社）日本映像ソフト協会「映像ソフト販売額」の合計からアニ

メを除いた合計 

出典）水鳥川和夫作図 
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図２－２ ゲームソフト売上高の推移 

注）家庭用ゲームソフトは『CESA ゲーム白書』各年版、オンラインゲーム、携帯電話ゲームは『デジタルコンテンツ白書』各年版 

出典）水鳥川和夫作図 

 

 こうした低迷期からゲーム分野において瞠目すべき変化が現れた。それは、ニ

ンテンドーDS 呼ばれる携帯型のゲーム機から引き起こされた。ニンテンドーDS

（以下、DS と呼ぶ）は 2004 年 12 月に売り出され、2008 年 10 月現在で国内 2300

万台を越え（任天堂カンファレンス 2008 秋における岩田聡社長発表数値）、さら

に新型の DSi の発売で普及台数を増加させつつある。そのスピードは、ソニーの

プレイステーション２が 2000万台普及するのに 6年 9ヶ月を要したことと比べて

みれば驚異的であることが分かる（図 2-3）。 
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図２－３ 日本市場における DS と PS2 の普及スピードの比較 

資料：ニンテンドーＤＳカンファレンス２００８秋発表資料
http://www.nintendo.co.jp/n10/conference2008fall/presen/index.html 

 
 ユーザー層についてみると PS2 では男性ユーザーが 90％以上であったが、DS

では任天堂調査によれば女性が半数を占めているのは驚異的である。また、PS2

では男子 18～20 歳で急峻なピークを構成していたが、DS では 10～12 歳、30～

32 歳のピークをもち、その分布も幅広いという特徴をもつ。これまで若年男子に

限定されていたゲームユーザー層が格段に広がったのである。 

 
図２－４ DS ユーザーの性別年齢構成（任天堂調査） 

資料：ニンテンドーＤＳカンファレンス２００８秋発表資料
http://www.nintendo.co.jp/n10/conference2008fall/presen/index.html 
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 そして家族で楽しんでいるという調査結果がある。任天堂によれば 2008 年 7

月、世界において PSP１台当たりのユーザーは 1.8 人、PS3 でも 1.8 人であるが、

DS では 2.8 人、さらに据え置き型の Wii では 3.4 人となっている。また、DS をも

っている世帯では、1.8 台の DS を保有しており、家庭内で複数の DS をもつ割合

も高い。 

 

表２－１ DS の世帯当たりユーザー数、世帯当たり DS 保有台数 

資料：ニンテンドーＤＳカンファレンス２００８秋発表資料
http://www.nintendo.co.jp/n10/conference2008fall/presen/index.html 

 

 すなわち、これはゲーム業界、いやコンテンツの革命といってもいい現象であ

る。 

 この DS は小型携帯型ゲーム機であって、ダブルスクリーン、タッチペンで直

感的に操作できるという特徴を持つ。しかし、これだけで急速に普及したことは

説明できない。 

 

（３）DS の使い方 

 ニンテンドーDS の特徴は、家族みんなで、特に年齢層に 10 歳前後と 30 歳前

半にピークがあるように母親と子供のコミュニケーションツールとして使われて

いることにある。男性でも 30 歳付近にピークがあるので父親と子供とのコミュニ

ケーションにも使われているのであろう。そして、誰もが、毎日、みんなで楽し

むものになっている。DS はケーブルでつなげると同じゲームを 2 人以上で楽し

むことが出来る。 

 DS のヒットソフトに『おいでよどうぶつの森』というのがある。このソフト
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は『脳を鍛える大人の DS トレーニング』と並んで累計 400 万本を売り上げ、世

界でも 1000 万本に達しているメガヒットソフトである。 

 その内容は、動物が主人公のコミュニティがあり、そこでは村の生活が営まれ

ている。しかし、奇妙に近代社会が混在しており、移住してくるときには住宅ロ

ーンを組まなければならなかったりするが、支払いに追い立てられることもない。

そして、森の果樹から果物をとって、スーパーに売ったり、郵便配達のお手伝い

をしたりしてお金を貯め、釣り竿を買って川で魚が捕れるようになったり、テレ

ビを買ったりできる。そして、村のみんなと仲良くなって・・・というように無

限に続くのである。 

 『おいでよどうぶつの森』はゲーム会社のクリエーターからはゲーム性がない

とされ、従来のゲーム会社では発売にもならなかったであろうと言われている。 

 これまでゲームユーザーは発売日に行列して新しいゲームソフトを買い、徹夜

でゲームを攻略して中古店に売り払うというパターンであった。しかし、『おいで

よどうぶつの森』では、毎日寝る前に数十分ずつゲームを楽しむという若い女性

ユーザーが多いという。 

 確かに何かが変わった。バーチャルワールドとリアルワールドが表裏となって

生活に組み込まれるようになっているのである。 

 そして、もう一つの特徴は、従来「非ゲーム」として扱われていた学習ソフト

の爆発的な売れ行きである。東北大学川島教授監修の『脳を鍛える大人の DS ト

レーニング』は 2005 年 5 月に発売され、370 万本の販売本数となっている。この

ほか『英語が苦手な大人の DS トレーニングえいご漬け』も 200 万本、『いまさら

人に聞けない大人の常識力トレーニング DS』150 万本、『しゃべる！DS お料理ナ

ビ』も 90 万本と実用ソフトが軒並みヒットを飛ばしており、しかも、一過性のも

のでなく、発売以来長い期間にわたって売れ続けている。 

 

（４）なぜニンテンドーDS は受け入れられたのか？ 

 開発者の意図を聞いてみよう。2005 年 10 月 5 日に開かれたニンテンドーDS カ

ンファレンス 2005 秋において、岩田聡社長は、『年齢・性別・ゲーム経験の有無

を問わず、全てのお客様に「同じスタートライン」からビデオゲームを楽しんで

戴くことを目的として、2 画面、タッチスクリーン、マイク入力、ワイヤレス通

信の組み合わせを特徴として、開発した商品』としている。 
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 これまでファミコン、ソニー・プレイステーションを含めて、微妙な操作が可

能なようにコントローラーが開発されてきた。任天堂の特許である十字キーの操

作によってキャラクターを上限左右に動かすことができ、上キーと同時に右キー

を微妙に押すことで斜め上方にキャラクターを飛び出させて障害をクリアさせる

など熟練によってゲームがうまくなることができるようになっていた。このこと

はゲームの習熟によって目標が達成されるという意味でゲームの最も重要な要素

である動機付け（ゲーム性）に有効に作用したと言えるであろう。しかし、一旦

ゲームをクリアするとユーザーはさらに難しいゲームを求めるようになり、次の

バージョンでは、さらに高度な習熟が必要とされるというように螺旋状に難易度

の高いものになり、初めてゲームに参加するユーザーにはとても難しいものとな

っていった。その結果、ゲームは新規ユーザーを獲得できず、年を重ねる毎にユ

ーザーは年齢が上昇し、マニア化が進んでいった。 

 こうした状況から家庭用ゲームソフトの売上減という事態に立ち至ったという

反省を踏まえて、任天堂は『年齢・性別・ゲーム経験の有無を問わず、全てのお

客様に「同じスタートライン」からビデオゲームを楽しんで戴く』というコンセ

プトのもとに新しいゲーム機を開発したのである。 

 ハード的にいえば 2 画面をもつことを最大の特徴とし、これがダブルスクリー

ンという DS のネーミングの元になっている。上の画面では全体状況を表示して、

下の画面では細部を示すなどの使い方ができ、携帯型のもつ小画面の制約を補い、

さらに下のスクリーンをタッチパネルとすることで、入力用の画面にできるなど

の革新が生まれた。 

 しかし、ハード面の改良だけでこれだけのヒットにはならない。ソフトがあっ

て初めてゲームの革新が生まれるのであろう。ソフトについて任天堂は何も言っ

ていないが、「全てのお客様に楽しんで頂く」という方針から、これまで厳しく売

れるかどうかがチェックされてきた制約が大きく取り払われ、従来ゲームとして

売れないと思われていたソフトまで発売・提供できたということが大きいであろ

う。 

 また、PS2 の発売以来ゲーム機がどんどん高機能化し、高度なグラフィックと

画像処理能力を備えるようになったため、ソフト開発費が数億円から数十億円の

オーダーにまで高騰してしまった。制作費を回収できないリスクを軽減するため

以前に売れたことがあるソフトの焼き直し、すなわちバージョンアップがほとん
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どを占めてしまった。図 2-6 は、ゲームソフト売上高上位 30 位と 100 位のうちシ

リーズものの割合を調べたものであるが、2003 年には上位 30 位のうち 93％が、

上位 100 位で 86％とほとんどがバージョンアップ製品のみになってしまった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図２－６ ゲームタイトルに占めるシリーズものの割合 

注）『週間ファミ通』より水鳥川和夫集計 

 
 これに対して DS は携帯型ゲーム機として開発されたために、制作費は数千万

円以下で済むようになり、リスクがとりやすいレベルであったことも大きな要因

である。DS 用のソフトの販売が本格化された 2005 年には、図 2-6 に示されたよ

うに新作ソフトが多くなっていることがこのことを証明している。 

意図して売れるソフトが作られたというよりも、多様なソフトが提供される環

境が形成されたことにより、ユーザーニーズにマッチするソフトが供給されるチ

ャンスが増大したということが大きいであろう。 

 任天堂はこうしたソフトにニーズがあることに気づき、このジャンルを拡充し

ていった。上記カンファレンスで岩田社長の発言に『当社の調査によれば、「脳ト

レ」のお客様は、総じて内容に満足して下さっているのですが、一番の要望は、

「もっといろんなトレーニングがしたい」というものでした。「もっと脳を鍛える

大人の DS トレーニング」は、こういう方のために企画した商品です。』とあるの

がその根拠となる。 

 しかし、「全てのお客様が楽しめる」ハードを提供しようとしたことは分かった

が、なぜ、これほどまでに従来は「流行らない」と言われていた非ゲーム系ソフ

トが支持されるのだろうか？ 
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（５）なぜコンテンツはおもしろいのか？ 

 冒頭、コンテンツはそれ自身が人々の欲求の対象であるとしたが、それはコン

テンツを消費することが人にとってプラスの感情すなわち「おもしろい」という

感覚をもたらすからに他ならない。では、なぜコンテンツはおもしろいのであろ

うか。このことを理解することは、コンテンツの日常利用を進める上で重要であ

る。なぜならば、マンガとかゲームのコンテンツ表現を直接他の分野に転用する

のではなく、コンテンツの方法論を適用することによってその有用性が生まれる

からである。 

 以下ではコンテンツのうち小説、映画、アニメ、マンガなどの物語系コンテン

ツと操作に従って反応が変わるインタラクティブ性をもつゲーム系コンテンツの

2 つをとりあげて考察してみよう。 

 物語系コンテンツのうち、巨額の投資が必要でありしかも 100 年の経験が蓄積

されている映画においてヒット分析が進んでいる。それは、ハリウッドにおいて

最も進んでおり、それはエビデンスの乏しい映画評論ではなく、操作可能なもの

として、すなわちこうするとヒットする、こうしないとヒットしないという実証

可能なレベルの理論にまで高まっているi)。 

 ハリウッドで蓄積された知見を独断と偏見で要約すれば以下のようになる。 

①映画のおもしろさは観客が感情移入できることである。この感情移入はヒー

ローを通じて行われる。 

②ヒーローの本質は自己犠牲であり、ストーリーの中で学び、成長しなければ

ならない。逆に映画の中で変わる人がヒーローである。 

③このためにストーリーは、人間がもつ普遍的な葛藤をテーマとしなければな

らない。そして、観客が感動し、納得して帰るためにストーリーは次の 4 つ

の構造をもたなければならない。 

④第一幕、ここでは旅立つ前のヒーローの日常生活と冒険へ決断までが描かれ

る。 

⑤第二幕前半は冒険への出発、試練、最大の試練への接近する過程である。 

⑥第二幕後半では最大の試練が待ちかまえ、ヒーローはそれを克服しなければ

ならない。そして報酬をうけとり、日常生活へ復帰していく。 

⑦第三幕では、復帰した日常世界と宝をもっての帰還が描かれる。 
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 この原則を具体化してヒット映画をつくるためにはさらに一層の細部の作り込

みと、さらに独創性が必要であるのはもちろんであるが、ここで読みとるべきこ

とは、ストーリーのなかで人はその主人公に成り代わって共感できるということ

がポイントである。共感を創り出すための必要条件が②以下の物語構成法となる。 

 では、共感できることがなぜ快感をもたらすのであろうか。 

 人は、生存のために様々なスキル、ノウハウを身につけなければならない。動

物的レベルで暮らしていたときにも、猛獣や毒蛇から身を守るために敏感に外界

の変化を捉え、迅速に反応しなければならない。社会を形成するようになってか

らは他の人間こそが最も危険であり、いろいろな人間関係を処理して長い人生を

歩んでいかなければならない。そのためには、各種の経験を積み、学習して新た

なスキル、ノウハウを身につけることが必要である。こうしたことは､生存に役立

つことであるから、進化の過程でこのような生存に役立つことを学ぶ行為は善な

るものとして快感が伴うように発達してきたと考えられる。 

 しかし、人が実際に体験することは失敗の危険を伴い、大きなコストを支払わ

なければならない。物語は自身の危険を伴わずに体験が可能であるという意味で

極めて有効な手段なのである。だから人は、映画、アニメ、マンガ、小説などの

物語に惹かれそれを楽しむことができる。 

 ゲームではプレーヤーは必然的に主人公であり、共感性は映画と同程度に高い

と考えられる。しかし、物語系のコンテンツでは、主人公は観客・読者の意志に

かかわらず、葛藤・冒険に巻き込まれ必然的に物語は展開していく。それ故に葛

藤が解決されるか冒険が終わった後の報酬感は強いものとなる。逆にゲームでは

プレーヤーの操作に応じて報酬が与えられ、それがゲームを続けていく強い動機

付けとなる。例えば敵を倒すとポイントが上がり、様々なアイテムが手に入って

より強い敵を倒すことができるように。これがゲーム性といわれているものの本

質である。ゲームには様々なジャンルがあるが、状況に反応して素早く操作する

アクションものから、RPG と言われている一定の状況設定に基づき一定の目的

（例えば囚われている姫君を助け出す、行方が分からない父を捜し出すなど）の

ために謎を解いたり敵を倒したりの冒険をするもの、卒業時に愛の告白を受ける

ために様々な努力をする恋愛シミュレーションゲーム、状況を読み解いて戦略を

立てる戦争ゲームなどのシミュレーションゲームがある。これらは、操作－反応

系から主に頭脳を使うだけのものまであるが、先に指摘したように基本的に生存

©財団法人ハイライフ研究所　http：//www.hilife.or.jp



 
 
                         コンテンツが形成するライフスタイル 
 
 

 14

に役立つ基本的スキル・ノウハウの訓練に役立つと考えられるii)。 

 以上から物語とゲームとはツールが若干異なっているが、共に人間の生存に役

立つスキル・ノウハウの向上に役立つものである。それ故にそれらがおもしろい

と思う感情が本能に組み込まれているから、それらはおもしろく、人間にとって

最終目的となる消費財なのである。 

 このことから言えば、脳トレという学習ソフトは、そもそも人間の生存に資す

ることという目的に合致しているので、誰もがやらなければならないと感じてい

るのであるが、しかし、本能的レベルでのゲーム性が顕在的になっていなかった

ために、大脳皮質では必要と考えても、本能では拒否するという参入障害が高い

行為であった。そこで、通常頭のよさは生まれつきと思われていたのが、訓練す

れば「脳年齢が若くなる」という報酬を用意することで大ヒットとなったと思わ

れる。 

 

２－２．コンテンツの生活への浸透 

（１）コンテンツの方法論 

 以上を要するにコンテンツは人間の生存に資するスキル、ノウハウを向上させ

るのでそれは人間の本能に快感をもたらす。このことを理解し、他の分野に適用

することで大きな効果を発揮できるであろう。しかし、そのためにはコンテンツ

の方法論への理解が必要である。この点についてさらに今後の研究に待つ必要が

あるが、暫定的な仮説としては以下の要素が重要である。 

１）仮想世界の設定 

 観客、読者が仮想体験することになる状況を設定することである。映画、マン

ガなどでは冒険や葛藤が生ずる状況の設定であり、ゲームではプレーヤーが置か

れる状況、達成すべき目標を定めることである。映画、ゲームともに世界観と呼

ばれるが、現代世界を描くことが多い映画よりもゲームにおいて重要な概念であ

る。これらは、もちろん危険なく観客・プレーヤーが体験できるバーチャルな世

界である。 

２）主人公及び役割の設定 

 仮想世界のなかで観客が共感し得るヒーローと達成すべき課題が明確化されな

ければならない。映画ではクリアされるべき課題、例えば「主人公はレイヤ姫を

首尾よく助け出せるのだろうか」といった観客に抱かせる疑問のことをセントラ
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ル・クエスチョンと呼び、第一幕中に明かされることになるが、ゲームではプレ

ーヤーが果たすべき役割と目標が最初から設定されていることが多い。これが明

確でないとユーザーはゲームを買わないであろう。 

 主人公はあくまで人間であり、動物や機械であってもそれは擬人化されたもの

である。このことによって、人間に本能的に組み込まれた共感性が生ずる。これ

とともに主人公をとりまく他の登場人物も適切に配置されなければならない。人

の主な関心事は人間関係だからである。 

３）物語 

 映画においては、物語とはヒーローが一定の冒険をして、最終的に報酬を得る

ための一連の場面のつながりであるが、それは前の場面からその後の場面へと展

開する因果関係を示している。因果関係の提示なしにヒーローが報酬をもらって

も観客はそれを必然的とは見なさず、報酬は観客の共感性を得ないまま終わって

しまう。物語はヒーローが葛藤を克服して報酬をもらうための必然性を説明する

のである。 

 ゲームにおいても同様である。ゲームでは多くの場合敵を倒すことで報酬が得

られるという単純なものであるが、恋愛シミュレーションでは対人関係の積み重

ねが報酬に結びつくという因果関係によっており、もしこの原因と結果との関数

関係が適切に構成されないとゲームとしては「おもしろく」なく、支持されない

であろう。また、この関数関係がみえてしまうと、その時点でゲームは飽きられ

てしまうことになる。 

４）報酬 

 報酬は最終的には観客に与えられるものであるが、映画では観客とヒーローと

の一体感が強いため、ヒーローが得られた報酬が観客にとっても報酬である。報

酬は単純に宝物や恋人ということもあるが、最大の報酬はヒーローの考え方の変

化であるといわれている。金銭的価値よりも実は家族が大事であったというよう

な認識の変化が、観客が持ち帰る最大の報酬となる。すなわち、ヒーローが宝物

や恋人をゲットしても観客は持ち帰れないが、映画によって得た「考え」は持ち

帰れるからである。 

 ゲームでは報酬は目標の達成＝ゲームのクリアであるが、映画と比べて報酬は

単純なレベルに留まっている。これにはさらに工夫の余地があるだろう。また、

ゲームの報酬は段階的に高まっていく場合が多いが、映画ではクライマックスを
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克服して初めて報酬が与えられる。 

 以上のように分析すると物語とゲームとはツールが異なるだけで方法論の共通

性が大きいことが分かる。これらのコンテンツの方法論を他のジャンルに適用す

ることによって、より説得力をもつマーケティングツールや学習への動機付けが

可能となってくると考えられる。 

 

（２）コンテンツ方法論の適用による効果 

 コンテンツの方法論を他のジャンルに適用すれば、以下のような効果を持つこ

とが期待できよう。 

１）共感性 

 コンテンツの最も大きな効果は主人公との共感性である。これはキャラクター

や擬人化によって登場人物をつくるということによってもたらされる。この場合、

映画、アニメなどの動画系コンテンツでは制作コストが高いため、最も適用可能

性が高いのはマンガである。マンガ化というのは単に画像化するということでは

ない。人物を登場させ、語らせると言うことである。マンガ表現のルール及びそ

れを読みとることが出来る読者側のリテラシー形成によって、マンガ化された登

場人物が何者であるかは、ある程度推測できるようになっている。登場人物だけ

では共感性までには至らないが、ある種の親近感が生じる。また、人間は本能的

に人の表情や発言に注意を払うようになっているので、人物が語るということは

その語る内容により一層の注意が注がれ易いということになる。 

 共感性にまで高めるためには、キャラクター化だけではなく、先に述べた仮想

世界の設定、物語化の段階を含めたコンテンツとしての形成が行われなければな

らない。 

２）因果関係の説明 

 物語は一定の状況下におけるある行為がどのような結果をもたらすかという因

果関係を語ることであると述べた。こういう状況下であなたがこういうことをす

るとこうなるというような複雑な因果関係の説明を要することは、それを理屈で

述べるよりも、一定の物語の枠組みで語ることでその因果関係をより理解しやす

いものにする。それは、何よりも人が生きている世界の論理だからである。例え

ば、セクハラがなぜいけないかを説明する場合、くどくどといくら理屈を並べる

よりも、ある状況設定の下である行為がどのような影響をもたらすかを物語で述
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べる方が理解度は飛躍的に高まるであろう。 

 物語化の効用はこのような因果関係の説明にあるので、マンガ化すれば、どん

なものでも分かりやすくなると考えるのは行き過ぎである。マンガ化が相応しい

ジャンルのものとそうでないものがあると考えるべきである。 

３）動機付けの強化 

 物語系コンテンツが観客や読者にもたらす感動は非常に大きいものがある。仮

想世界の設定とヒーロー、ストーリーが適切に構成されていれば、共感性とそれ

がもたらす報酬によって、私もそうしなければ、あるいはそうしたいと思うであ

ろう。1998 年のアメリカ映画「アルマゲドン」をみて、ブルース・ウィリスのよ

うに英雄になりたいと、人は思わなかったであろうか。 

 戦時に人々の戦意を高揚させるために映画が使われるのもこのような効果があ

るからである。しかし、誤解がないようにつけ加えれば物語系コンテンツがその

ような動機付けをもたらすのは、観客・読者の側にそのような価値観（ヒーロー

が行う自己犠牲的行為をよしとするなど）がある場合だけである。全く何もない

人々を強く動機付けをしてある行為に駆り立てることはできない。しかし、観客

と価値観を共有しているという状況を前提とした上で、このような物語仕立ての

CM は今後増加していくであろう。 

 ゲーム系コンテンツにおいてはプレーヤーの操作に応じて報酬を与えることが

できる。それはポイントであったり、獲得できるツールであったりするが、本能

レベルでその獲得は重要な報酬となり得るのである。特に他の人との競争関係の

もとでは、たとえゲームの上であっても仲間から賞賛を受けることになり、大き

な動機付けとなる。例えば「脳トレ」では「脳年齢」という比較しやすい指標と、

努力によってそれが若返るという触れ込みによって、家族や周囲と競争で訓練に

励むことになった。したがって、本来、必要だと認識されているものでありなが

ら障害の大きい学習や訓練などにおいて、ゲーム化することは大きな動機付けに

なり得る。たとえば、英語学習やその他の学習、また、リハビリテーションなど

において、ゲーム型コンテンツの適用は大きな効果を発揮するであろう。 

 

（３）コンテンツ方法論の日常利用分野 

 以上の考察からすると、コンテンツの方法論が適用されることによって大きな

効果が発揮される分野としては以下のものがあげられる。 
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１）広報 

 先に紹介したように一定の状況下でどのような行動がどのような結果をもたら

すかを説明するには物語の枠組みが適切である。したがって、一定の行動の呼び

かけ、禁止などは、物語化による説明効果が高く有望であろう。 

 現状では印刷媒体のものが多いが、動画像による表現もより有効と思われる。 

２）マーケティングツール 

 顧客ニーズや問題から説き起こし、ある商品やシステムを導入することによっ

てどのような効用があるかを説明する場合、言葉で述べるよりも、擬人化したキ

ャラクターに語らせることで説明力は高まるであろう。また、ユーザー、会社、

第三者などそれぞれに複数の効果がある各役割別にどのような効果があるのかを

適切に説明できるであろう。 

 また、テレビ CM 等では物語仕立てにすることにより、一層強いインパクトを

与えることができる。犬を含む家族に役割を割り当てた携帯電話の CM はその走

りであろう。またプレハブ住宅や不動産仲介等についても家族ドラマ仕立ての

CM が出現しつつある。いずれも短時間のなかで表現しなければならないため中

途半端に留まっているが、シリーズ化等によって本格的なドラマ仕立て CM が開

発されるのではないだろうか。 

３）リハビリ・健康 

 苦痛をともなうリハビリなどでは、動機付けが難しい。ゲーム化することによ

り、動機付けを強化することができる。また、健康維持など「いいこと」と分か

っていながら、特におもしろいものではないために持続し難いものについてもゲ

ーム系方法論の応用によって動機付けの強化が期待できる。特に競争原理の導入

や仮想世界と関連づけることでより一層の動機付けが期待できよう。 

４）学習・教育 

 学習・教育についても３）と同様に動機付けが難しい分野である。DS におけ

る脳トレは成功事例であり、ゲームに対する偏見が取り除かれてくれば、小学校

教育分野などへの導入など今後有望な分野であろう。 

 職業訓練など一定のスキルの向上が必要な分野については、シミュレーション

性能を高めることによってかなりな程度の効果を持ちうるであろう。既に航空機

の訓練や林野業務では、シミュレーターが実用化されており、これらの技術を民

生用に応用することが期待される。 
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２－３．コンテンツが形成するライフスタイル 

 以上で述べた分野においては、現状でもマンガ表現の広報や教育テキストへの

利用、リハビリなど医療健康分野への利用が徐々に進みつつあり、これらの実例

については以下の章において詳述される。 

 しかし、そのコンテンツ方法論の日常利用は、未だ緒についたばかりであり、

より一層の進化が期待される。そのためには、コンテンツ方法論についての一般

への教育・普及が期待されるところである。 

 このようなコンテンツの日常利用は以下のようなライフスタイルの形成をもた

らすであろう。 

（１）コンテンツでバリアーを乗り越える 

 20 世紀は成長の時代であった。しかし、21 世紀になって世界の無限の成長は可

能ではなく、原油価格や資源価格の高騰に現れたようにエネルギー・資源の制約

が顕在化し、地球温暖化の加速など環境制約も暗雲となって覆い被さってきてい

る。成長が期待できない世界、それは歴史的には一度、中世世界として現れたが、

その状況下では成長社会では吸収できた一時的景気後退が、派遣労働者の解雇な

どとして顕在化するようになってしまっている。非成長社会では、社会の発展・

向上は見込めず、努力に対する見返りが期待できないという雰囲気が蔓延するで

あろう。特に若年者の向上心が失われ、教育効果が期待できないおそれがある。 

 このような動機希薄化社会においては、必要な学習・スキルの修得においても

できる限りバリアーを取り払い、容易に学習・訓練が可能となるように教育シス

テムを変えていかなければならない。 

 教育以外にも多様な用途が考えられる。貯金をすることはバリアーが高いが、

玩具メーカーから「貯金を奨励する貯金箱」が売りに出された。2008 年 9 月、バ

ンダイは 20～30 代の大人の女性をターゲットにした「イケメンバンク」（4,935

円）を発売した。 この「イケメンバンク」は、本体液晶画面内で生活する 5 人の

“イケメン”からお気に入りの 1 人を選び、500 円硬貨を投入するたびにイケメ

ンとの恋愛ストーリーが展開され、イケメンと上手にコミュニケーションをして

愛情を深めていけば、最終的に 5 万円の貯金を達成した際、ハッピーエンドが訪

れるという。女性の貯金したいという意志をコンテンツ利用で強化するものとな

っている。 
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図２－５ イケメンバンク（バンダイ） 

 

 また、高齢化社会を迎えて、高齢者の社会復帰意欲が失われがちな状況下でリ

ハビリ等の動機付けを強化していくために、また、増大する国民医療費を抑制し

て国民の健康を維持していくためにも、コンテンツの医療・健康分野への適用を

推進していくことが望まれる。 

 また、外国人労働者の増加に対応してスキルの向上をともなう職業訓練が必要

であり、シミュレーション技術の民生応用を進めることが望まれる。 

 動機付けを一層強化するためには、対人関係やコミュニティの形成が必要であ

り、ネットとの融合、バーチャルワールドとの接続など今後開発していくべき課

題は多い。 

 

（２）コンテンツで健全なモラルが形成される 

 社会の逼迫観が強まるに従って、規範・モラルの低下が著しい。頻発する正当

な動機無き殺人事件など社会問題はより一層病む部分が深みを増しつつある。宗

教およびイデオロギーがその支配的地位を失った後に、規範・モラルを支える既

成の世界観はどこにも見当たらないと思われる。それはこの人間社会に普遍的に

存在する倫理しかないであろう。人はハリウッド映画を軽視するが「映画におい

て共感できるヒーローとは他者のために自己の欲望を犠牲にする者である」とハ

リウッドは言う。ここには健全な倫理観が残っていることを示しており、感動を

もたらすコンテンツの供給こそが、健全な社会秩序の維持のために必要であると
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いうことを示していると思われる。 

 多様な分野でこのようなコンテンツ開発を進め、「セクハラ防止」や「虐待防止」

などの必要性について、コンテンツ方法論の適用によってより一層説得力を高め

ることができれば、社会に大きな貢献を果たすことができる。 

 このような例は未だあまり多くはないが、一部の CM にその萌芽がみられる。

ある住宅メーカーの CM ではこれまで先祖たちが里山を守ってきたことを説明す

る高名な元宇宙飛行士に対して、少女が「私たちにもできるかな」とつぶやかせ

ることで、視聴者の環境意識の向上が自ずと果たされている。 

このメッセージ広告によってこの CM を提供している住宅メーカーも環境に貢

献しているかのような感覚が生ずる。よく考えてみれば、木を切って使っている

住宅メーカーが里山を維持管理していることとは直接結びつかないのである。 

 現在、ほとんどの商品は成熟化し、どのメーカーの製品を買ってもほとんど同

じになっている。カルロス・ゴーンは、自動車なんてどのメーカーの製品を買っ

てもほとんど同じである。だから、ゴーンが社長である会社のくるまを買うかど

うかが重要だと言った。すなわち、どの製品ではなく、どの会社の製品を買うか

が重要であり、その場合、その会社がどのよう会社であるのか、すなわち環境に

対して何を貢献しているのか、エイズに対してどのような対応をしているのか、

人種差別にどのような態度をとっているかなど、本来本業とは関わりのない、し

かし、社会にとって重要なイシューに対する会社自身の考え方が購買決定におい

て大きな影響を持ち始めているといえよう。このような時代にあっては、企業は

いやおうなく一定のメッセージを表示しなければならない。その場合、会社が直

接そのことを表現してもそれは嘘臭く感じられるだけである。だから、一定の状

況を設定し、ある役割の人物に語らせることが客観性をもたせる上で有効である。

今後、コンテンツ方法論を利用したこのような社会メッセージが広がっていくも

のと考えられる。 

 

（３）もう一つの人生を送ることができる 

 先進工業国では既に物質的な欲求は満たされ、もはや買いたいものはないとい

う状況となっている。しかも環境制約は物質やエネルギーの消費を心理的に抑制

している。自動車の利用は地球環境を損なっているという意識を伴うようになっ

ており、今後主な消費対象としては期待できないであろう。 
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 このような成熟化のなかで、人々は「暇つぶす」ことが主な欲求の対象となっ

てきている。仕事は糧を得るために必要に迫られて行うものであり、従来のよう

に海外旅行やドライブで余暇を楽しむことは地球環境に対して必ずしも両立しな

い。今後は暇つぶし産業が成長分野であると思われる。 

 DS のところで紹介したように毎日数分ずつ寝る前にゲーム世界にひたり、終

わりのないゲームを楽しむということは、実は実社会（リアルワールド）ととも

にバーチャルワールドにも人は住み始めているのではないだろうか。現在のとこ

ろ、DS の形成するバーチャルワールドは単体もしくは数台に留まっているが、

インターネットと接続されることで一挙に拡大し、独自の進化発展を遂げて行く

に違いない。バーチャルワールドでは不可能なことはない。そして、そこにも企

業が発生し、産業が発達し、社会を形成するようになるであろう。人々は現実社

会で成功するとともに、バーチャルワールドでも成功することができる。そして、

それは実社会の成功と同じ価値をもつようになるであろう。そして、リアルワー

ルドとバーチャルワールドに両属するようになるだろう。コンテンツの日常利用

の段階から、コンテンツの日常化の段階に至ったのである。 
                                                 
i クリストファー・ボグラー『夢を語る技術〈5〉神話の法則』、岡田 勲、講元 美香訳、愛

育社、2002/11。ジョセフ･キャンベル『千の顔をもつ英雄』、人文書院、1984。ジョセフ･キ

ャンベル、ビル・モイヤー『神話の力』、早川書房、1992 など。 
ii ラフ・コスター『「おもしろい」のゲームデザイン―楽しいゲームを作る理論』酒井皇治(翻
訳)、オライリー・ジャパン／オーム社、2005/12。Chris Crawford 『クロフォードのインタ

ラクティブデザイン論』オーム社開発局 (編集), 安村 通晃 (翻訳)など。 
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第３章 コンテンツと日常生活に関わる事例調査 

 

 本章では、マンガ、アニメ、ゲームといったコンテンツが、アミューズメン

トという領域を超えて、私たちの身のまわりの日常生活に関わる部分で活用さ

れている事例を紹介する。 

 

３－１．バーチャルトリアルの組み合わせ 

（１）観光客がバーチャルな囚人の脱獄を手助けする観光サービス 

 テムズ川沿いに建つ城塞「ロンドン塔」は、11 世紀の貴族たちの牢獄、処刑

場としても使われた歴史的観光スポットであるが、ここでの新しい観光ナビゲ

ーションサービス「Tower of London virtual prisoner escape」(ロンドン塔からの

脱出)が人気である。 

 観光客は、それぞれポータブルな情報端末(HP 社の iPAQ)を持ちながら、ロ

ンドン塔の中を歩き、音声、３D 動画、静止画、GPS の情報をもとにゲーム感

覚でナビゲーションされるものである。各所に設置された電子タグにより、ゆ

かりの場所で過去に処刑された歴史的な人物(囚人)から脱出の手助けを求めら

れ、ロープをたらしたり、手紙を出したり、守衛に賄賂を渡すなど様々な方法

で囚人の脱走を手助けすることになる。失敗すれば観光客自身も閉じこめられ

てしまうという。 

 これまでの観光ガイドシステ

ムにも、音声や動画でのガイド

システム、GPS を利用したナビ

ゲーション、または PC 端末や大

型ディスプレイを使ったバーチ

ャル観光案内等は存在していた

が、ロンドン塔のケースは、牢

獄だったというリアルな場所を

舞台に、その空間に合わせたバ

ーチャルシステムで、リアルな

アドベンチャー体験ができると

ころが興味深い。 

図３－１ ロンドン塔の観光ナビゲーション 

(出典: HP 社ホームページよりhttp://h50146.www5.hp.com/info/enewsletter/070412/onmove/) 

©財団法人ハイライフ研究所　http：//www.hilife.or.jp



 
 
                         コンテンツが形成するライフスタイル 
 
 

 24

（２）学校の校庭で、月面歩行のバーチャル体験 

 ロンドン塔の観光ナビゲーションシステムは、HP 社の開発した「Mediascape」

という技術を利用しているようだが、この無料で配布される同システムを活用

して、イギリスの Futurelab が開発したワークショップに「ムーンウォーク

Mediascape」というものがある。学校の校庭に月面の映像を映し、クレーター探

検を行うというもの。 

 情報端末を持った子どもたちは、酸素の残量を気にしながら、月の石の重さ

を計測したり、マイクロメーターで微細な月の砂を計測したりするという、想

像力を大いにかきたてられる、バーチャルを上手にリアルに持ち込んでいる事

例である。同団体では、こうしたシステムを利用して様々な教育プログラムを

数多く提供している。 

 

 
図３－２ 非営利団体 futurelab のホームページ TOP (http://www.futurelab.org.uk/) 

 

（３）リヨン市のバーチャル貸自転車 Velo’s 

ロンドン塔の観光サービスと同様に、フランスのリヨン市では、実際に運営し

ているエコプログラムとしての市内の貸自転車 Velo’s が、バーチャル市内観光
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ゲームとして提供されている。人々はバーチ

ャル体験をきっかけに、実際に貸自転車で同

様の体験を追従するという手法である。リヨ

ン市の公式ホームページでも紹介されており、

市内観光案内とエコプロジェクト推進の一躍

を担っている。 
 

図３－３ リヨン市の貸自転車 Velo’s ゲーム 

(出典: 開発元の B2B GAMES のホームページより http://www.b2b-games.com/velov.php?disp=0&sound=1) 

 

（４）日本国内の特性を活かした市場開発 

 こうしたリアルな空間にバーチャルの要素を組み入れ、効果的なプログラム

やサービスを提供するという手法は、今後日本国内でも、自宅のリビングをは

じめ、公共スペースや観光地、学校、病院などでも普及する可能性は高い。Wii

の登場により、新しい操作性、幅広い層のゲーム人口の獲得が進んでいる中に

おいては、受け入れられやすい手法かもしれない。 

 また、日本国内の特性として、1 億台の契約数を超えた携帯電話や、モバイル

型の情報端末、ゲーム機などが、こうしたサービスのデバイスとしてリンケー

ジされることで、より実用的で、ライフスタイル支援型の新たなサービス市場

の拡大につながる可能性がある。 

 

３－２．登場機会の多いアニメ 

 アニメは、「解説」や「わかりやすさ」のニーズがある場所で、これまでもよ

く使われるアイテムである。飛行機搭乗の際にモニターで上映される緊急脱出

のガイド、自動車免許センターでの安全ガイドビデオ、銀行の ATM、各種サー

ビス端末のディスプレイ操作ガイドなどである。 

 また、多くの企業や団体が、人気アニメや人気アーティストを採用して、企

業 PR や団体の事業促進

に役立てている。 

図３－４ AD-manga.com より 

(http://www.ad-manga.com/list/anime.html)
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 たとえば、野村證券では、さいとうたかを作の『ゴルゴ 13』のキャラクター

を採用して、個人年金の広告を、環境省は石野森章太郎の『ロボコン』のキャ

ラクターを採用して、環境白書の紹介等を行っている。 

 日本のアニメ業界は、不況下にもかかわらず映画興行収入の上位を占める勢

いで、特にスタジオジブリ作品は圧倒的である。『千と千尋の神隠し』、『ハウル

の動く城』、『もののけ姫』は日本映画の歴代興行収入のトップ 3 である。また

『ポケットモンスター』、『ドラえもん』、『名探偵コナン』なども、安定した人

気を誇り、日本映画を支えている。 

 また、アニメのテレビ番組は、「深夜アニメ」という言葉があるように、深夜

25 時以降のテレビ欄を賑わしている。 

 

３－３．ネットの中で広がるマンガ 

（１）電子コミックとケイタイ小説の人気 

 マンガもアニメと同様、企業広告、団体等の事業 PR、学校の教材、病院等で

多く採用されている。これまでの冊子タイプに加え、WEB 版、携帯電話版での

配信も市場を拡大している。 

 CD-ROM による電子出版は 20 世紀末を最後に、インターネットへ大きくシフ

トした。そして現在の主流は、携帯電話利用による電子コミックである。2007

年度の電子書籍の市場規模は 355 億円でそのうちの 8 割が電子コミック市場だ

そうである(電子書籍ビジネス調査報告書

2008/インターネットメディア総合研究所、

インプレス R&D)。 

 電子コミックと並び、異様な現象ともいわ

れるケイタイ小説は、10 代から 20 代の女性

に大人気となり、2007 年度の文芸書売上で

は上位 5つのうち 3つがケイタイ小説だった

(2008 出版指標年報)。 

 日本独特のケイタイ文化は、一人一台

の端末を核に、あっという間に生活のス

タイルを変えつつある。 

 

 

図３－５ AD-manga.com より 

(http://www.ad-manga.com/list/anime.html) 
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（２）電子ペーパーの商用開始における期待 

 そして、これまでなかなか普及の進まなかった電子ペーパーだが、いよいよ

2009 年 1 月より、凸版印刷株式会社が、仙台駅を中心に県庁、市役所、最寄り

の商店街をフィールドとした電子ペーパーサービスを開始した。 

 バス停や、鉄道駅のホーム、コンビニ、

役場や病院などの待合室、そしてマンシ

ョンや家庭内のコミュニケーションツ

ールとして注目されている。マンガやア

ニメコンテンツの活躍するフィールド

としても魅力的であり、ケイタイ市場を

支える世代の行動にうまくマッチングし

ていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また従来の冊子タイプの学習マンガや普及 PR 誌等は、一定の継続的なニーズが

あり多くの分野で配布されている。 

 事例としては、愛知県では、県政の重要

施策や課題について中学生向けの「あい県

コミック 2008 年版」を制作、これまでも

「環境問題」「職業観・勤労観の育成」の

図３－６ 凸版印刷ニュースリリースより 

(http://www.toppan.co.jp/) 

図３－８ 薬物の危険性をマンガで啓蒙 

(京都新聞 WEB NEWS 2008/11/27) 

図３－７ 国際展 Display2008 の記事 BCN ランキングニュースより(2008/4/30) 
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シリーズを制作している。 

間違った知識による事故や自殺が多発している中、NPO 法人の京都ダルクが

薬物の危険性を訴えるマンガ冊子を 2008 年に制作配布。デート DV、いじめ、

HIV など、難しいテーマをとりあげた啓蒙的なマンガ冊子も増えている。 

 

３－４．シリアスゲームの世界 

 米国ではじまったシリアスゲームというムーブメントは、ヨーロッパ、日本

へも波及し、2002 年には、シリアスゲーム・イニシアチブが組織化され、フラ

ンスのリヨンでは 2005 年より毎年「Serious Games Sessions Europe」という大会

が開催されている。日本でも 2004 年にシリアスゲーム・ジャパンが設立され、

様々なシリアスゲーム活動の推進が行われている。ゲームの持っている特性を

積極的にゲーム以外の領域で活かせる可能性に着目し、教育や経営、ヘルスケ

アなどでの導入がはじまっている。日本機械工業連合会、デジタルコンテンツ 

協会は 2008 年 4 月に「シリアスゲーム

の現状調査報告書」をとりまとめ発表

した。国内でヒットした「脳を鍛える

大人の DS トレーニング」、「Wii Fit」

や介護用ゲーム「ドキドキへび退治

RT」、科学館や動物園等での PSP ガイ

ドプログラムなども国内事例としてと

りあげられている。 

 2006 年にスクエア・エニックスと学

習研究社の共同出資でシリアスゲーム

専門企業の SG ラボが設立されるが、

SG ラボでは、シリアスゲームを「コン

ピュータゲームが持つ表現メディアと

しての機能を活かし、教育・コミュニケーションツールとして社会的目的の達

成に役立てようとする概念」と位置づけている(SG ラボのホームページより

http://www.sg-lab.net/index.html)。 いくつかシリアスゲームの事例を紹介する。 

 

図３－９ シリアスゲームの現場調査発表の記事 

(INSIDE FOR BUSINESS 2008/4/22) 
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（１）介護支援の例 

「New Dawn Estates」 

介護スタッフのための教育プログラムとして、様々な介護場面が想定されてお

り、それぞれのケースにおいて必要なスキルが提示

され、レクチャーをうけられるというものである。

地方においても受講できるようにとオンライン環境

で利用できるトレーニングツールである。 

 

 

「ドキドキへび退治 RT」 

 バンダイナムコでは、ゲームの福祉応用ということで、「リハビリテイメント

マシン」(精神面の活性化を主目的とし、リハビリ効果も兼ね備えた機器)という

考え方でこれまでも「太鼓の達人

RT」「ワニワニパニック RT」などの

ゲーム機器を開発してきている。

「ドキドキへび退治 RT」は介護と

医療の視点から本格的な研究を進

めるため、九州大学病院と共同開発

され、病院や介護施設への販売導入

された機器である。 

 腕や脚力、起立促進、認知判断能

力、視野の拡大などの効果に留意す

るとともに、ゲーム特性による積極

性、集中力、明るさの向上といったこれまでにない福祉機器としての効果に期

待している。 

 

（２）社会の安心安全へ向けた事例 

「Missing」「Ditto’s Keep Safe Adventure」 

日本国内においても、誘拐や子どもを狙った犯罪は多発しており、決して安心

してくらせる社会とは言い難い状況である。 

図３－１０ New Dawn Estates のホームページ 

(http://www.newdawnestates.com/) 

図３－１１ 九州大学における研究風景 

(バンダイナムコゲームス社内資料より) 
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「Missing」は誘拐犯人の手口の事例をゲーム化し、子どもが誘拐に遭わないた

めのポイントや対応を教えるというゲームである。また「Ditto’s Keep Safe 

Adventure」は、性犯罪など、子どもを狙った犯罪がおこる原因やその状況をゲ

ームとして理解してもらい、そのためには何に気をつけなければならないのか、

子ども自身に自覚を促すゲームである。 

 

「D-Moment〜巨大地震編〜」 

 2008年12月に地震対処知識と防災意識の啓蒙を目的としたシリアスゲームが

SG ラボから販売された。ニュースリリースによると、2036 年までに首都直下型

大地震の発生確率は約 70%と想定されてお

り、「生き延びる力」の向上に貢献するため、

小説(ノベル)のように読み進めながら「地震

発生から二次災害被災に至るまでの対処方

法や地震に関する様々な実践的知識につい

て学べる」ゲームを開発したとしている。500

以上の地震関連知識 TIPS が辞典形式でも整

理され、携帯電話でも閲覧できるようになっ

ている。 

 監修に東京工業大学の都市地震工学セン

ターの梶秀樹氏を登用し、様々な研究想定規模をベースに、実践的な危険回避

方法を身につけてもらう工夫がなされている。 

 

（３）医療支援の事例 

「精神医療にゲーム活用」 

 国際学術会議「DiGRA2007」の講演では、精神科医の香山リカ氏による治療

図３－１２ MISSING の紹介ホームページ 

(http://www.webwisekids.org/our_software.asp?page=missing) 

図３－１３ D-Moment 公式ホームページ

(http://d-moment.jp/index.html) 
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研究において、対人恐怖症による引きこもり

だった女性の治療が、Wii Sports による治療効

果でアルバイトにでかけられるほど復活した

事例、アスペルガー症候群患者の男性がオン

ラインゲームで相手の気持ちを理解できるよ

うになり、うつ状態から解放されたといった

事例などが紹介された。 

 

 

「Re-Mission」 

 

「Re-Mission」は 2001 年設立の非営利団体 HopeLab が 3 億円を出資し開発さ

れた子どものがん患者のための 3D がん闘病シリアスゲームである。ナノレベル

の主人公 nanobot と呼ばれる女の子が、がん治療のために患者の体内に入り込み、

抗生物質や抗ガン剤などの武器を使って、がん細胞や細菌の敵と闘うという設

定。がんの症状や治療方法についての知識をゲーム感覚でつけてもらい、「共に

闘う」という気持ちを醸成させている。またプレイヤーの患者との対話モード

では、リラックスさせるメッセージや薬を服用させるなど、具体的な治療のサ

ポートも組み込まれ、治療に対する不安をとりのぞく工夫がなされている。さ

らに、Re-Mission の公式ホームページでは、ネットコミュニティーのコーナーを

設置し、Chat や Blogs による幅広いコミュニケーションの環境を提供している。 

 

図３－１４ DiGRA2007 の精神医療に関する記事 

(ITmediaNews 2007/9/28) 

図３－１５ Re-Mission の公式ホームページ (http://www.re-mission.net/) 
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（４）職業体験・訓練 

 職業訓練のためのゲーム利用は、米国の軍事訓練用のシミュレーションゲー

ムや航空機の操縦シミュレーターなどで採用されてきた歴史があるが、人材育

成という意味でも様々な職業をベースとしたシリアスゲームが開発されている。 

 

「Diner Dash」 

 外食産業の社員教育用に開発され、大衆食堂を 5 つ星のレストランに変身さ

せていくシリアスゲーム。ご案内、オーダー、配膳、片付け、清掃に至るまで

の一連の業務をゲームで体験しながら、顧客満足やレストラン業務に必要なポ

イントを学ぶ。 

 

「Building Homes of Our Own」 

 家屋販売のためのシリアスゲームで、家の建築・販売だけでなく、売り地の

選定、地域の会合といったシーン設定もある。コミュニケーションを通して、

問題解決し、予算管理もしながら利益を出していく。学校教育用として開発さ

れ、無料配布されている。数学や技術などの科目でも利用されている。 

 

「Virtual U」 

 大学の経営に関わる人材育成のために、ペン

シルバニア大学高等教育研究センターがデー

タ提供し、シリアスゲームとして開発された。

大学経営に関する要素が網羅され、設定された

目標(ゴール)に向かって実際の大学経営をシミ

ュレーション体験する。教育部門の大学の授業

等で採用されている。 

 

３－５．アート作品になったマンガ 

 『SLAM DUNK』、『バガボンド』で世界的なヒットとなった井上雄彦の作品展

が、2008 年 5 月より上野の森美術館で開催された。これまでのマンガ展はその

作家紹介、原画や書籍の展示というものが中心であったが、今回の『最後のマ

ンガ展』では、マンガ本の中で繰り広げられてきたストーリーの続きが美術館

という舞台の中で、一編のストーリーとして展開されるものであった。 

図３－１６ Virtual Uの公式ホームページ

(http://www.virtual-u.org/) 
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 今回のために書き下ろされた墨絵のような 1 枚 1 枚のマンガが、1 点ずつ空間

の中に素の状態で展示され、全体として 1 つの物語となっているものであった。

マンガというコンテンツの概念を大きくかえる展示会であったように思うが、

井上雄彦の作品が資生堂の商品 CM(Aleph や uno)に採用され、ユニクロの T シ

ャツデザインになり、ニューヨークの書店の壁画となり、アシックスのバスケ

ットシューズのデザインに採用されるなど、マンガというジャンルがアート作

品としての価値が認められ、そして私たちの生活にアートとして訴えてくる存

在になっていることに興味をいだく。 
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第４章 コンテンツ・ユーザー調査 

 

４－１．ユーザー調査の概要 

 マンガ、アニメ、ゲームなどのコンテンツについて、生活の中における新た

な利用形態を探るため、10 サンプルのアンケート調査を行った。 

 

（１）調査対象 
調査は、アンケート記述方式により下記年代別に行った。 
１）20 歳未満の大学生 男性 1 名、女性 1 名 
２）20 歳代の社会人 男性 1 名、女性 1 名 
３）30 歳代の社会人 男性 1 名、女性 1 名 
４）40 歳代の社会人 男性 1 名、女性 1 名 
５）50 歳代の社会人 男性 1 名、女性(専業主婦)1 名 
 

（２）調査期間 
2008 年 12 月 22 日(月)〜2009 年 1 月 18 日(日) 
 

（３）調査内容(アンケート用紙) 
  プロフィールを選んでください 

① 男性 女性 

② 独身 既婚 

③ 年齢 （       ）歳 

④ 職業 （       ） 

⑤ 趣味 （       ） 

 
近マンガ、アニメ、ゲームなどのコンテンツが、娯楽以外の目的で使われ始

めています。たとえば、マンガ表現によるマニュアルや、日本の歴史を学ぶ教

科書として使われたり、また Wii が健康管理など、日常生活のなかに入り込ん

できました。こうした、コンテンツの新たな利用形態について、あなたの意見

を率直にお聞かせください。 

・調査内容の回答に関し、具体的に文章で解説する位に分かりやすく記述し

てください。 
・ 表現は「ですます調」の口語表現で構いません。 
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[１] 近のマンガ、アニメ、ゲームなどのコンテンツ全般に関し、気になった

こと、感心したことなどを記してください。 

 

[２] 日頃、マンガ、アニメ、ゲームなどのコンテンツをどのように読んだり、

プレーをしたりして楽しんでいますか。それぞれのコンテンツについて具体的

に頻度や、内容について記述してください。 

（１）アニメ 

（２）マンガ 

（３）ゲーム 

（４）その他 

 

[３] アミューズメント以外の目的で、上記のコンテンツに関して、何か読んだ 

り、プレーをしたことがありますか。 

（１）それぞれ具体的に記してください。 

（２）また、それに対しどのような印象を持ちましたか。 

（３）アミューズメント以外の目的で用いられるコンテンツの、メリット、デ

メリットをどのように思いますか。具体的に記してください。 

（４）コンテンツがアミューズメントだけでなく、生活に関係する状況は今後

どのようになっていくと思いますか。 

 

[４] 任天堂の Wii をどのように評価しますか。具体的に記してください。 

 

[５] マンガがマニュアルや教科書的な解説に用いられたり、料理、ワインのう

んちくを述べたりするのに用いられていますが、どのように思いますか。具体

的に記してください。  

 

[６] これから高齢者が増加したり、外国人の就労などで日本語が十分理解でき

ない人も増えてきそうですが、このような社会でアミューズメント以外の目的

でのコンテンツは、何か役割を果たすと思いますか。具体的に記してください。 

 

[７] その他、何か関連したことがあれば記してください。 
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４－２．アンケート調査結果 
 

（１）サンプル１ 

[プロフィール] 
・ 性別: 男性 
・ 年齢: 19 歳(独身) 
・ 職業: 大学生 
・ 趣味: パソコン 

 
[設問１]コンテンツ全般で気になったこと、関心したこと 

市民権を得ていないコンテンツ 

 近年、凶悪犯罪や性犯罪の犯人の人間性として、アニメ、ゲームなどアミュ

ーズメントとしてのコンテンツにのめり込んでいる人だったり、犯人の行動が

コンテンツの内容と被っていて問題があるようなことを、マスコミが報道して

いることに憤りを感じます。その理論でいえばドラマや映画、ワイドショーな

どを含めたあらゆるコンテンツの半分以上に問題があることになってしまいま

す。これは、まだまだアニメ、ゲームが世の中で市民権を得るにいたっていな

いことの表れだと考えます。 

負けてほしくない日本のコンテンツ力 

昨年の後半から 100 年に１度の不況とまで言われています。もちろんゲーム

などの業界もこの不況の波を受けているでしょう。ゲームに関して言えばここ

数年の売り上げは右肩上がりでしたが、今年の結果がどうなるのかとても不安

です。アニメやマンガにも言えることですが、採算をあわせるためクオリティ

を下げるといったようにならないことを願います。 

 総合的にマンガ、アニメ、ゲームで世界を引っ張っているのは日本だと思い

ます。しかし 近、海外の力も侮れません。アニメでは、日本のアニメの制作

に韓国のアニメ会社も参加するようになって来ました。今後ますます韓国は日

本の製作現場に入り込んでくるでしょう。それにより韓国のアニメのクオリテ

ィは上がっていきます。ゲームの分野においても、任天堂、ソニーが競い合っ

ていた中でマイクロソフトの Xbox360 の登場は脅威とまでは行かないまでも海

外製のゲームハードの力を印象付けるものです。ソフトでも今度、海外製のソ

フトが日本でも販売される予定で注目を集めています。海外は日本の良いとこ
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ろを取り込んで力をつけてきていると感じます。日本も負けないように次々と

新しいアイディアと技術でトップを走り続けてほしいです。 

 
[設問２]日常におけるコンテンツの利用 

１）アニメ 
ほぼ毎日深夜に視聴 

頻度としては、平日のほぼ毎日の深夜帯に放送しているアニメを視聴していま

す。録画するための環境がないので、基本的にＴＶについている視聴予約機能

で放送時間になれば自動的にチャンネルが切り替わるように設定しています。

放送局によって日にちや時間がずれているので、それを加味して裏番組でも見

れるように工夫しています。しかし、１度見逃してしまうと、話がわからなく

なるのでそのまま見なくなってしまうこともよくあります。 

 

２）マンガ 
書店で立ち読み 

 単行本や雑誌を購入することはあまりありません。数日に１度、書店へ行き

目に付いたマンガ雑誌を立ち読みしています。さらに、単行本でも第１巻など

は立ち読みできるようになっている書店もあるので、たまに売り場に寄ってみ

てその本を読むこともあります。 

 

３）ゲーム 
複数のゲーム機を毎日利用 

 所有しているゲーム機は、PS2，PC, PSP，NINTENDODSi です。PC はオンラ

インゲームではなく、オフラインの PC 単体で利用可能なゲームです。 

 ジャンルとしては、シミュレーション、アドベンチャーがほとんどです。た

まに、ロールプレイングゲームやアクション、格闘ゲームも、面白そうだと思

ったゲームはプレイしています。 

 プレイ頻度は PS2 と PC のゲームを毎日交互にしています。どちらかに面白い

ゲームがあるときは、そちらを集中してプレイしています。NintendoDSi は移動

中の電車の中や電車待ちの時間に少しずつプレイしています。PSP は大学で友達

と通信プレイをしたりしています。 
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４）その他 
情報源は書店での雑誌立ち読み 

ゲーム雑誌をマンガの立ち読みなどの際、よく読んでいます。そこで得た情

報を元に購入するゲームを決めています。 

 
[設問３]アミューズメント以外での利用 

１）利用内容 
伝記マンガと自動車教習でのシミュレーション 

 アニメはありませんが、マンガは小さい頃に偉人の伝記がマンガ化されたも

のを好きでよく読んでいました。ゲームとしては、自動車の免許をとる際の実

技の中で専用のシミュレーターを使って運転中に起こりうる危険な状況を体験

することができました。 

 

２）印象 

良い経験 

偉人のマンガはとてもおもしろく、シリーズ化されている作品を全部読みま

した。シミュレーターでは実際には体験できないような状況を体験できたので

良い経験でした。 

 
３）メリット、デメリット 
わかりやすく、楽しくさせる 

 メリットとしては、利用する人間がわかりやすく理解できたり、実際ではあ

りえない状況をシミュレーションすることができます。そしてコンテンツを利

用しない場合だと、やりたくないようなことでもコンテンツを利用すれば楽し

くできることがあると思います。 

多くの情報を確実に伝える手段にはむいていないが、本質は伝えられる 

 デメリットに関しては、マンガを利用して物事を伝えようとする場合、１ペ

ージで伝えることのできる情報量は文章だけで伝える情報量よりも圧倒的に少

ないはずです。そうすると、全体量が多くなるか、伝える情報量を削るしかあ

りません。全体量が多くなればいくらマンガでも読む気が失せてしまう人もい

るでしょう。結局、情報量を減らすしか道はなく、伝えたいことを完璧に伝え

きることができなくなってしまいます。さらに、マンガは物語として成立して
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いなくてはなりません。自分の読んだ伝記などは問題ありませんが、それ以外

のストーリー性のいらない事実のみ、またはすべての情報を確実に伝えること

を目的とする場合、マンガというコンテンツに頼ることは難しいと思います。

ただ、文章では伝えにくいことや、本質や、象徴的に伝えたいことなどは、マ

ンガの方が得意なこともあると思います。 

ゲームにはよりリアリティを求めたい 

 ゲームというコンテンツを利用する場合、何らかの操作をシミュレートする

ことがほとんどだと思います。シミュレートすることにおいてもっとも重要な

ことは、リアリティだと考えます。しかし現在存在しているゲームを利用して

いるものに本物と同じほどのリアリティが出ているのかと考えてみると、お世

辞にもリアリティが高いとは言えないと思います。自分の体験した自動車のシ

ミュレーターではタイヤの摩擦が考慮されていなかったらしく、ブレーキを踏

まなければまったく速度が落ちないようになっていました。さらにコンシュー

マーのハードを利用する場合、コントローラーは汎用性を高めた設計になって

いるので操作性が本物とは違うことが多々あります。ソフト的な問題に関して

は今後、技術の進歩と同時にリアリティはどんどん上がっていくでしょう。し

かしハード的な問題は、独自なコントローラーを作れば採算をとることは難し

くなるでしょうし、かといってコンシューマー以外のハードではプレイする環

境の提供できる範囲が狭まります。この状況を打破するのは容易なことではな

いと思います。 

 

４）生活に関係するコンテンツ利用状況 

利用者と提供者の相互コミュニケーションによるコンテンツの上質化に期待 

 私たちの生活の中でのコンテンツ利用は、今後どんどん広がっていくと思い

ます。今までは、コンテンツを利用する側が一方的にパッケージ化されたコン

テンツを入手し、自分のゲーム機に組み込んだり、マンガやアニメを個人的に

楽しむだけでしたが、昨今ではコンテンツを提供する側が利用する側をサポー

トするような環境、また利用者がネット上の様々なコミュニティサイトを通じ

て直接コメントやプログラムを提供できる環境があります。この相互的に助け

合う流れが続く限り、より質の良いコンテンツが作られて我々に提供されるこ

とと思います。またそうした環境からあらたな生活におけるコンテンツ利用シ

ーンが登場するかもしれません。 
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[設問４]Wii の評価 

幅広い層に受け入れられ、ゲーム本来の楽しみを見せてくれた 

 Wii が初め発表されたときは、特殊なコントローラーを見てどのように利用す

るのかまったく理解できませんでした。発売後もソフトのラインナップを見て

自分はつまらないゲームばかりだと思いました。しかし、それは自分が昔なが

らのゲーマーであったので、難度や美麗なグラフィック、壮大なストーリーを

求めていたからでした。時代はちょうどそれらが必要ではない人々を疎外する

ようになっていました。 

 そんな時代の風潮を覆したのが Wii だと思います。ゲームとは本来楽しむべ

きものであり、それを徹底的に追求したのが Wii です。そのおかげで、今まで

ゲームをしたことのなかった年代の人々を夢中にさせ、離れていってしまった

人々を呼び戻すことに成功したと考えます。これによりゲームの購買層は一気

に広がったと思います。 

ゲームの魅力を小さな子供からお年寄りまでの幅広い層に広げた任天堂の功績

はとても大きいと思います。 

 

[設問５]教科書や、うんちくに利用されるコンテンツに関して 

社会が求めているマンガ的解説 

 マンガがマニュアルや教科書的な解説に用いられることは、設問３の３)でも

書いたとおり様々な問題はあるものの、有効に活用することができればとても

読む人にとって優しく、用いる側にとっても情報を伝えるという目的が達成さ

れるので良いことだと思います。  

 うんちくを述べることは、読む人にとってためになるのであるほうがうれし

いです。 近ＴＶでも豆知識的な情報番組やクイズ番組が増えているので、世

の中の人々もそのようなものを求めているのではないかと思います。 

 

[設問６]高齢者、外国人就労者にとってのコンテンツの役割 

純粋なストリーによる社会の癒しや家族間の絆などにも効果期待 

 アニメやマンガ、ゲームはもともと小さな子供のために作られたものだと思

います。高齢者は身体能力や知的能力が落ちてきています。よって、これらの

コンテンツは本来、高齢者にも受け入れられるべきものです。任天堂はゲーム

の分野において Wii や NintendoDS で原点回帰に成功しました。高齢者にとって、
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体を動かすゲームは身体能力の低下を抑え、頭を働かせるゲームは知的能力の

回復に役立ちます。アニメやマンガも純粋な物語はすさんだ現代社会や未来へ

の不安を癒すことができるのではないかと考えます。特にアニメは絵を見て、

音を聞くだけなので、小さい文字を見ることもなく、高齢者にとっても優しい

コンテンツだと思います。任天堂の Wii や NintendoDS は直感的な操作が可能な

ため、高齢者でも遊ぶこともできるのではないかと考えます。さらに、子供と

一緒にも遊ぶことができるのでコミュニケーションをとる手段にもなり、家庭

の中で疎外されている感覚を持つこともなくなるでしょう。  

わかりやすい共通認識のベースツール 

 外国人の労働者についてはあまり想像がつきませんが、アニメやマンガが特

に有用なのではないかと考えます。言葉がわからなくても動画や絵を見れば、

どんな行動をしているのか理解できます。それによりセリフの日本語の意味を

理解できるのではないのでしょうか。逆に言葉よりも共通認識のベースができ

て、より確実に伝えることができるのかもしれません。危険の回避や、仕事の

段取り、技術の習得には、ゲームも含めて理解を進めるツールとして有効なの

ではないでしょうか。 

 

[設問 7]その他のご意見 

未着の領域への期待 

 任天堂が小さな子供やお年寄りに向けて Wii や NintendoDS を生活環境に組み

込めるように提供したのに対して、ソニーは若い人に向けて AV 機器やパソコン

の代わりになることを目的として PS3 を発売しました。結果として普及するま

でにはいたっていませんが、目の付け所は悪くないと思います。ただ時代の先

取りをしすぎたことで、ソフト側がそれに追いついていけず良いソフトが出な

かったことが普及していない原因だと思います。今後、技術の発展とともにそ

ういった分野にでもゲームは入り込んでくるのではないのでしょうか。 

 ゲームはまだまだあらゆる可能性を秘めていると思います。マンガ、アニメ、

ゲームといったコンテンツは、まだまだ未着の領域があると考えます。私たち

の生活においても、創造していなかったアイディアが登場してくるのかもしれ

ませんし、そのことに期待もしています。 
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（２）サンプル２ 

[プロフィール] 
・ 性別: 女性 
・ 年齢: 19 歳(独身) 
・ 職業: 大学生 
・ 趣味: 読書、映画鑑賞、旅行 

 
[設問 1]コンテンツ全般で気になったこと、関心したこと 

新たなデバイスの登場によるこれまでにないコミュニケーションの可能性 

 近、コントローラーを操作するのではなく、頭部にかぶったヘルメットの

ような装置で脳波の動きを感知して操作するという、新しいゲームが開発され

たという話を聞きました。例えば、画面上の物体を持ち上げる様子を思い浮か

べるだけで物体を動かしたり、自分が笑顔を浮かべるとキャラクターも笑った

りと、様々なコントロールが可能になるというのです。 

 そうであれば怪我や病気によって寝たきりで体を満足に動かせない方などが、

思考によって画面の向こうのモノを動かせたり、キャラクターを自分として画

面の中を自由に歩き回れることによって、フラストレーションの解消につなが

ったりするのではないかと考えました。さらにもっと開発が進み、人以外の脳

波の動きも感知できるようになれば、動物とのコミュニケーションが可能にな

ったりするのではないかと思います。 

 
[設問 2]日常におけるコンテンツの利用 

１）アニメ 
メッセージ性の高いものを映画館で観る 

 ディズニー映画のアニメは、映画館に足を運んで観るようにしていますが、

普段自宅でテレビアニメを観たりすることはほとんどありません。テレビアニ

メは小さい頃は見ていましたが、比較的毎週同じような内容の繰り返しに思え、

年齢があがるにつれて遠ざかりました。なので、映画などでメッセージ性の強

いものの方が面白く感じます。 

２）マンガ 
社会を反映したコンテンツに興味 

 友人に借りて読んだりしますが、自分で購入して読むことはほとんどありま
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せん。内容的には、少女マンガも少年マンガでもオススメされれば読んでみま

す。 近では、新しく出版されたものも旧作だけれど映画化やドラマ化がなさ

れて人気に火がついたものも含め、非現実的に思えつつも、ないとも言い切れ

ないゾクっとする内容のモノ（例えば、新型ウイルスが蔓延し、人類が滅びる、

環境破壊によって地球が崩壊していく、等）を手にとる機会が多いように感じ

ます。これは私の指向がそういった内容のものを好むようになったからではな

く、世間的にそういった内容のものが大きく取り上げられるようになったから

ではないかと考えます。 

 
３）ゲーム 
複数の端末を活用した様々な利用シーン 

 自宅では DS で“毎日英語漬け”というソフトを利用して英語のリスニングや

単語の暗記をしたり、PS2 を使って DVD 鑑賞をしたりする程度です。友人宅に

ては、Wii で“Wii スポーツ”などをして大勢で楽しむことがあります。また、

暇つぶしとして SNS に登録し、移動中に携帯電話で育成ゲームやオンラインゲ

ームをすることがあります。 

 
４）その他 
毎日利用している SNS 

ゲーム利用のところでも少し記述しましたが、mixi や gree 等の SNS に登録し、

パソコンや携帯電話で各コンテンツを利用しています。移動中などの時間潰し

として、育成ゲームやオンラインゲームをしたり、ブログやアルバムをアップ

して友人からコメントされたり、逆に友人のブログを見たりすることによって、

普段は疎遠になりがちな友人ともコミュニケーションがとれる手段となってい

るように思います。SNS はちょっとの休憩の合間に携帯電話を覗く等、使用頻

度はほぼ毎日となっています。 
 
[設問３]アミューズメント以外での利用 

１）利用内容 
教育教材としてのマンガ利用 

 高校生の時に、古典文学を理解する一環として、国語の先生に薦められた“あ

さきゆめみし”という源氏物語のマンガを読みました。また、DS の“毎日英語
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漬け”は、アミューズメントの目的というよりも私の英語の勉強法というよう

に思って取り組んでいます。 

 
２）印象 
とっつきやすさと、楽しみながらできる教材 

 “あさきゆめみし”では、原文や原文の現代語訳を読むことよりも、遥かに

早い時間で“源氏物語”の内容を理解することができました。また、マンガで

あることによって、古典に対して特に興味がなくてもとっつきやすいですし、

“学習しなければならない”という重さも感じず、楽しんで内容、時代背景等

を理解することができると思います。また楽しんで学習できたことによって古

典への苦手意識も薄れさせることができました。 

 DS については、授業に取り入れる学校もあると聞いたことがあります。テキ

ストと違い、持ち運びもかんたんですし（記録されているメモリーをもしテキ

ストで持ち運ぶとすると、莫大な重さになると思います）、気軽に学習できるよ

うに感じます。これも“あさきゆめみし”と同様、ゲーム感覚でできることに

よって、楽しんで学習できるところが良いと思います。 

 
３）メリット、デメリット 
メリットにもデメリットにもなりうる「楽しさ」 

 メリットとしては、上記 2)の印象でも記述しましたとおり、“楽しみつつでき

る”ということだと思います。学習や、分厚いマニュアルを読むこと等、面倒

で敬遠されがちであることも、マンガ、アニメ、ゲームであることによって、

アミューズメント感覚で親しむことができるのではないかと思います。 

 しかしまた、同じ点がデメリットと成りうることでもあると私は考えます。

例えば、本来ならば辛く厳しいこととして乗り越え、達成感を得るべきもので

あるはずであるのに、アミューズメント感覚であるが故に感じる辛さ、厳しさ、

達成感が半減してしまうのではないかと思うのです。相対的に、現実世界の壁

に直面したときに、現実をより厳しいものに感じるようになってしまうのでは

ないでしょうか。 
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４）生活に関係するコンテンツ利用状況 

より生活と密接になるコンテンツ 

 近年の、利便性の追求を第一とする傾向を考えると、“コンテンツがアミュー

ズメントだけでなく、生活に関係する状況”というのは、ますます密接になっ

ていくのではないでしょうか。例えばロボット工学の分野が発達してゆくのと

同時に、人は、身体は 小限に動かすのみで、いろいろなことができるように

なっていくのではないかと思います。 

 高齢社会が進む中、私たちで対応できる介護にも限界がくるかもしれません。

また、現在よりもはるかに進歩した居ながらにして様々なサービスが受けられ

るインターフェースや流通システムが必要になるかもしれません。 
 コンテンツの持つ、わかりやすさ、楽しさ、操作性といった得意な部分が私

たちの生活をもっと変えてくれそうな気がします。 
 
[設問 4]Wii の評価 

家族をつなぐリビングの主役 

 私は、Wii 以前のテレビゲームを“主に子どもが遊ぶもの”のように感じてい

ました。しかし、Wii が発売された時に感じた印象は、“Wii とは、家族みんなで

楽しめるテレビゲームなのではないか”というものでした。例えば私が利用し

たことのあるソフト、“Wii スポーツ”にとりましても、夕食後バラバラに個室

に籠りがちである現在の日本の家族をリビングに結びつける役割を果たすので

はないかと思います。さらに、以前のテレビゲームでは手でコントローラーを

操作して遊ぶものが一般的でしたが、Wii では全身を使って遊ぶことができます。

そのため近年の“ダイエット”や“ヨガ”ブームと結びつき、Wii Fit で身体管

理を行う女性が増加したりと、テレビゲームの活用法を拡大させ、それによっ

てさらにテレビゲームと触れ合う人間層の幅の拡大をも成功させたのではない

かと私は考えます。 

 
[設問５]教科書や、うんちくに利用されるコンテンツに関して 

身近に感じられる効果 

 マンガ利用のメリットとしては、内容が絵と文字で表現されている点である

と考えます。また概要のみが描かれている教科書や辞典と違い、作品中の主人

公の表情や発言等によってよりに身近に感じることができるのではないでしょ
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うか。デメリットとして、教科書や辞典と違い、作者の主観が入ってしまうよ

うにも思いますが、しかし伝わりやすいのだとすれば画期的な手段ではないか

と思います。 

 

[設問６]高齢者、外国人就労者にとってのコンテンツの役割 

今後は脳とダイレクトなコミュニケーションも 

 マンガやアニメであれば、文字や言葉が伝わらないとしても、キャラクター

の動き等によってある程度の内容を伝えることができうるのではないでしょう

か。 

また[設問１]にも記述しましたが、脳波の動きを感知して画面上の状況を変

化させることが可能なゲームの開発が進んでいくとすれば、言葉やジェスチャ

ーを必要とせずとも画面を通して思っていることを伝え、ダイレクトなコミュ

ニケーションを成立させる手段としての役割を果たすのではないかと思います。 

 

[設問７]その他のご意見 

ゲームの危険性が生活に入り込んでくる不安 

 ゲームの進化を目の当たりにすると、時として恐ろしく感じることがありま

す。例えば 近、“セカンドライフ”のように、ゲームであり仮想空間であるに

も関わらず、リアルマネートレードがなされ、現実に詐欺などの問題が引き起

こっているというニュースをしばしば耳にします。また先ほどから何度か記述

していますとおり、脳波の動きを感知して操作するゲームがあるといいますが、

例えばその格闘ゲームが開発されてしまったとすると、今までの格闘ゲームで

は機械的にコントローラーのボタンを押すだけでしたが、実際に“殴る”“蹴る”

“死ね”という思考をすることによって操作し、ゲーム中の敵を倒してゆく、

という風になってしまうかもしれません。そういった思考を育てることはとて

も恐ろしいことであると思います。ゲームに限らず、ネット社会の問題とも結

びついてしまいますが、利便性が追求され、いろいろなもののコンピュータ化

が進むと、時として方向性を誤り、現実とバーチャルな世界との境界線が薄れ

てゆくのではないかと思います。例えば現実の自分とゲームの中のキャラクタ

ーを過度に同一視してしまったり、ゲームやネットによって作り上げられた理

想の世界に対し、思いどおりにならない現実との狭間で迷ってしまったりして、

自分自身を崩壊させてしまうことはあってはならないことだと思います。便利
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で手間が省けることは良いことです。その利用法をよく考え、うまく折り合い

を付けつき合っていくことが、今後の重要な課題となってゆくのではないかと

考えます。 

 

 

（３）サンプル３ 

[プロフィール] 
・ 性別: 男性 
・ 年齢: 25 歳(独身) 
・ 職業: 会社員(アートプロデュース) 
・ 趣味: 写真 

 
[設問１]コンテンツ全般で気になったこと、関心したこと 

高性能、高品質が求められる一方でクソゲーも魅力 

 電車内で学生やサラリーマンが携帯ゲーム機に夢中になっている光景をよく

見かけますが、技術の進歩で小型、高性能なゲーム機が出てきていることに驚

いています。また、ゲーム内容に関しても、数年前に比べて大きく変わってい

ると思います。以前は、ゲームの内容は比較的単純で、かつ、難易度が難しい

ものが多かった事を記憶しています。簡単には先に進むことが出来ないものを、

何回も繰り返すことによって進めていくスタイルだったと記憶していますが、

近のゲームはどちらかというと、制作者によって、進め方が一本化され、小

説を読むように話が先にすすみます。上手下手ではなく、誰が行ってもほぼ同

じ結果になるゲームというのは、電車の中で文庫本の小説を読むのと同じよう

な役目を携帯ゲーム機が担い始めているのではないでしょうか。 

 また、ゲームメーカーが大手に集約されているのも、大きな変化だと思いま

す。「クソゲー」（内容が非常に下らないが、単純で味のあるゲーム）という言

葉がありますが、以前は中小のゲームメーカーが荒削りながらも魅力的なコン

テンツを発表していました、現在はヒットが確実なものを大手が出すという構

図になっているように見受けられます。現在のゲーム機がよりリアリティと美

しさを追求し、高い 3D 処理高度に要求するために、以前のような資本では作る

事ができないことも有るかと思われますが、魅力的な作品が減ってしまった感

じは否めません。 
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コミックマーケットなどで、自主制作のゲームが飛ぶように売れるのも、この

反動かもしれません。1996 年（この年プレイステーション、セガサターンが発

表）からこの流れは始まってきているように見受けられます。 

 マンガに関しては、読者層の研究がなされていると感じます。内容が飽和状

態となっているのかもしれませんが、いかにして読者を引きつけるかを、物語

のおもしろさよりも、話のテーマや作者名によって決定している様に感じます。 

テレビやネットで大量に配信されるアニメ 

 アニメについては、深く語ることは出来ませんが。深夜にずいぶんとアニメ

が放映されている事に驚きました。今までアニメは夕方やゴールデンタイムに

放映されるものとばかり思っていたのですが、視聴者層が大きく変化している

ことの現れだと感じます。もう一つ大きな変化と感じるのはインターネットに

よるストリーミングです。見逃したアニメ（映画、ドラマでも）は今までビデ

オや DVD にならないと観れなかったものですが、インターネット上（youtube

など）で簡単に検索できます。アニメのクリエーターからすると不本意かもし

れませんが、コンテンツを享受する側からすると、画質よりも、手軽に話の続

きをみたいというのは重要な点になってきている様な印象を受けます。 
 
[設問２]日常におけるコンテンツの利用 

１）アニメ 
話題の作品は映画館で観る 

 大量のテレビ番組、ネット上に違法配信されているアニメが存在しているこ

とは認識しているが、個人的には、アニメはほとんど観ません。話題になって

いるアニメ映画（スタジオジブリ等）や、映画監督の作品に関しては、場合に

よって映画館でみることも有ります。 

 
２）マンガ 
好きなコミックの単行本を買って売る 

 数種類の好きなコミックを単行本が出る度に購入しています。雑誌などにも

掲載がありますが、自主的に買うことはほとんどありません。また、古本屋で

安くなっている本を購入することもあります。コミックは一度読んでしまうと

二回目を読むことはあまりないので、気に入ったものを除いて売ってしまうこ

とが多々あります。 
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３）ゲーム 
ゲームは携帯電話でプレイ 

 時間的制約、場所的制約から据え置き型ゲーム機を使用することはほとんど

ありません。反面、電車などの移動時間に携帯ゲームをプレイすることは多く

あります。携帯ゲーム機はゲーム専用（DS、PSP 等）ではなく、スマートフォ

ンや携帯であることが多いです。特に携帯電話にはアプリケーションとして、

多くのゲームが移植されており、持ち運びやすさ、取り出しやすさから少しの

時間をつぶす際に活用をしています。またパソコンでゲーム専用機のソフトが

楽しめる「エミュレーター」というものがインターネット上で頒布されていま

すが、こうしたものも活用することがあります。学生時代に流行ったゲームな

どが、簡単に手に入り、パソコンでプレイできるため、家でパソコンを使う時

に１時間～2 時間プレイする場合があります。 
 
[設問 3]アミューズメント以外での利用 

１）利用内容 
シミュレーターや解説もの 

 ゲームは、自動車教習所のドライブシュミレーターで高速道路の実習で利用

したことがあります。また、農水省作成の自給率解説 VTR など、解説または PR

用のビデオにアニメが採用されているのをよく見かけます。 

 ゲーム機の解説書などは、マンガで書かれているものもあります。 

 

２）印象 
本当に理解している感じではない 

 実際にはおこなっていないことをバーチャルで体験したり、難しい話を簡単

に視覚的にまとめることは、有効であるが、理解した気になっているだけで本

質は理解していないという感じは否めないです。 

 
３）メリット、デメリット 
制作側の力量と受け手側の読解力 

 解説などに利用されるコンテンツのメリットは、受取手の年齢や国籍を問わ

ないとこだと思う。社会的なルールなどを説明する際には非常に有効ではなか

ろうか。 
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デメリットとしては、そのコンテンツを制作する側に力量が問われる点があ

る。同じ内容であっても、コンテンツ見せ方によって、受け手は全くことなる

印象を受けるかもしれない。また、制作費もかかることから、誰でも簡単に情

報を発信することは難しい。受取手側の「読解力」をそいでしまうことは、教

育現場などでは非常に問題であると思います。 

 
４）生活に関係するコンテンツ利用状況 

メディアリテラシーを向上させるコンテンツ 

 私たちの身のまわりには、コンテンツを受配信するメディアが数多く出現し、

また多様化していることから、これからが生活にさらに利用される局面はます

ます増えると思います。家の中というよりは、移動しながらのコンテンツ利用、

固定しないさまざまな場所での利用など、私たちの生活のフィールドもますま

す多様化していくように思います。 
 またマンガやアニメ、そしてゲームといったコンテンツを気軽にそのメディ

アで使うことにより、自然と多種多様なメディアのリテラシーも向上している

ように思います。老若男女問わず、生活の中で新しいメディアを使いこなすこ

とが出来る層が増えていることがコンテンツ市場拡大を急速にのばす一端とな

っているのではないでしょうか。 
 
[設問４]Wii の評価 

「不健全」のイメージが少ないゲーム機 

 今までのゲーム機に比べ、家族全員で参加できるソフトや年齢を問わない直

感的な操作法が革新的だと思いました。Wii の売り場においても、従来のオタク

的なゲームコーナーや PC ショップ的な陳列ではなく、家庭消費をターゲットと

した家電売り場での見せ方が特徴的だと思いました。テレビ CM の効果もあり、

親がついつい手にしたくなる雰囲気づくりがおもしろいと思います。そのこと

により、今までのゲーム機にありがちな「不健全」な印象が少ないことが特徴

のひとつだと思います。 

 
[設問５]教科書や、うんちくに利用されるコンテンツに関して 

マンガの不得意な部分を認識した上で活用 

 取っつきやすさからいうと、解説書等をマンガで担うことは非常に有効です
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が、問題点も有ると思います。マンガはストーリーを追って内容を読ませる事

は非常に上手ですが、主題を見えにくくなってしまうことが多々あると思いま

す。特に伝えたいことの情報量が多くなると、解説のすべてをマンガで担うこ

とは難しいと思います。 

 教科書的な内容は、伝えるにあたって、誰が読んでも受け手には必ず同じ品

質で伝える必要があります。マンガがそれを担う場合、よほど吟味された図案、

内容でないと、誤解を招いてしまう可能性もあるのではないでしょうか。 

 逆に、風刺など一シーンのマンガだけで強烈なメッセージ性をもつことがで

きるのも特徴だと思います。教科書にしても、うんちくにしても、伝えたいも

のをコンテンツの特徴にあわせて、使い分けられるセンスが必要だと思います。 

 

[設問６]高齢者、外国人就労者にとってのコンテンツの役割 

国際間のやわらかいコミュニケーションツール 

 高齢化で文字が読みづらくなったり、日本語が理解できない外国人への情報

の伝達には視覚的なコンテンツの利用は十分に利用出来るではと思います。 

 すでに多くの自治体が行っていると思いますが、ゴミ出しのルールをマンガ

で解説したり、施設の利用案内をイラストで表現することなど、内容を簡単に

伝えることに役立っていると思います。 

 日本のマンガ文化が海外でも急速に浸透していること、マンガに親しんだ層

が増えていることからも、マンガだから伝えられるやわらかいニュアンスなど、

外国人には言葉で伝わりにくい日本人的感情表現なども、伝える手段にはなる

かもしれません。日本にやってくる外国人就労者にもこうしたニーズが強まっ

ていると思いますし、逆に日本から海外へ就労する人々にとっても、こうした

コンテンツを活用したコミュニケーションは有効なのではと思います。 

 

[設問７]その他のご意見 

アートとマンガの共通性 

 マンガは、アート活動と似ているところがあります。どこか社会の鏡という

か、社会へのメッセージを常に含んでいる感じが、心地よかったりすることが

あります。懐疑的なニュアンスだったり、問題の要が何なのか、楽しさや悲し

さといった表情までも、人間の創造力とあいまってちょうどよい感じで伝えら

れる特徴があるように思います。 
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 そういう意味では、上質なコンテンツが私たちのくらしの中で、よりよい影

響を与えてくれるものとして拡大していってもらいたいです。 

 
 

（４）サンプル４ 

[プロフィール] 
・ 性別: 女性 
・ 年齢: 26 歳(独身) 
・ 職業: 会社員(不動産業) 
・ 趣味: 旅行、写真、WEB 作り、いけばな 

 
[設問 1]コンテンツ全般で気になったこと、関心したこと 

訴求ポイントが変化したゲーム業界 

 任天堂が新しい「ゲーム」を作り出して成功していっていると感じます。任

天堂の（たしか）社長のインタビュー記事に、「ゲームは難しくなりすぎて、ゲ

ームの面白さが失われてしまった。もっと簡単に楽しいと思えるものを作りた

かった」と答えているシーンがあり、まさにそのとおりに任天堂の DS や Wii

は進んでいると思います。ペン入力で、ころころと画面をなぞるだけの DS や、

リモコンを振って操作する Wii など、一昔前に格闘技ゲームで「上上右左右左

…」といった複雑なコマンドを入力していたときとは明らかに違うものを感じ

ます。 

 また CM を見ても、お年寄りや家族みんなで Wii をやるシーンなど、これか

らのゲーム機の理想とするものが分かり易く提示されています。スーパーファ

ミコンや PS などのゲームの CM では、ゲーム画面のみピックアップされ、プレ

イする人の表情などがクローズアップされることなど稀だったように思います。 

 Wii ではまた、プレイしているのはおじいちゃんからお母さん、お父さん、兄

弟姉妹など、3 世代で楽しめて会話が弾んでいる様子が繰り返し描かれているの

が、とても印象的です。 
 
 [設問２]日常におけるコンテンツの利用 

１）アニメ 
 いわゆるアニメ番組といったものは、まったく見ません。（テレビ自体をほと
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んど見ませんし、またインターネットでも動画はほとんど見ません）。 
 
２）マンガ 
 マンガ雑誌などは読んでいませんが、「もやしもん」を単行本で読んでいます。

Yahoo! のコミック立ち読みを時々（ 近は暇なので週１回くらい）読みます。 
 
３）ゲーム 
 小学～中学のときはプレイステーションとスーパーファミコンをやっていま

したが、現在は、まったくやっていません。 
 
[設問３]アミューズメント以外での利用 

１）利用内容 
目にする機会の多いアニメやマンガ 

 ワインのことを知ろうと思って「知識ゼロからのワイン入門 」（弘兼 憲史・

2000 年・幻冬舎）読みました。島耕作のマンガ部分がありました。 

 小学校のときには、「学習漫画 世界の歴史」「学習漫画 日本の歴史」をよく

読みました。当時はアミューズメント感覚で楽しんでいたのを覚えています。 

 また、定期購読している「日経アーキテクチャー」（2009 年 1-12No.891）の巻

末に特別企画でマンガが掲載されていました。 

 街中では、ちょこちょこと広告や電子告知ボードなどでマンガやアニメによ

る表現を目にすると思います。また、昔からですが、ATM などのタッチパネル、

誘導サイン、解説ビデオなどにはかならずといってよいほど、アニメーション

が使われていると思います。 
 新聞にも昔から四コマ漫画や風刺が必ず盛り込まれていますし、テレビ欄を

見る限り、意外にアニメ番組が大変多いと感じます。 
 私は、積極的にアニメやマンガに接しようとするタイプではないですが、生

活環境の中には、こうしたコンテンツをいろいろと目にすることは大変多いと

思います。 
 
２）印象 
マンガの 1 シーンがインデックス機能 

 「知識ゼロからのワイン入門 」を例にすると、象徴的なマンガのシーン（島
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耕作と取引先の相手がワインで刺身を食べるシーン、ワイン蔵の描写、畑の風

景など）をインデックス代わりに、興味が湧く部分から順不同で読んでいけま

した。テキストの内容をイラストがある程度示してくれているので、まったく

話の内容が分からない、という部分がなく読めます。 

マンガだからこそ描ける内容 

 「日経アーキテクチャー」（2009 年 1-12No.891）の特集については、 初は、

建築雑誌にマンガは正直格好悪いと思いました。ストーリーも簡単・単純で、

企画の意図がよくつかめませんでした。「建築の仕事を分かりやすく伝える」

「社会と触れるための課外活動」、「分かりにくいと敬遠されてしまいがちな建

築の世界を一般社会に向けて開き、触れ合う機会を作る」（同）ために企画され

たそうで、たしかに読むと建築をやっている人の悩みやモチベーションがちょ

っと身近に感じられます。いままであまり取り上げられなかった部分が、マン

ガだから描けたのかもしれないし、そもそもそういう企画だから描こうとされ

たのかもしれません。私が「簡単・単純」だと感じたのは、むしろマンガで描

かれていたからこそなのだろうと、思いました。 

歴史好きになったきっかけ 

 「学習漫画 世界の歴史」「学習漫画 日本の歴史」などは、楽しいから読んで

いました。楽しいし歴史の勉強になるし、一挙両得だなと子供ながらに思いま

した。悪そうな人は悪い顔、将来出世する人は賢そうな顔で書いてあって、話

が簡単です。戦争も、勝った国･負けた国が分かりやすいです。ただ、時代の転

換期になると、説明が文章で長く続くので、そこはほとんど読み飛ばしていま

した。また、地理に関する記述などもほとんど読んでいませんでした。 

でも十分興味は持てたので、そのまま歴史が好きになり、歴史小説などを読み

だし、現在まで歴史小説好きは続いています。 
 
３）メリット、デメリット 
ものごとの状況や背景を視覚的に伝えられる 

 マンガは文章だけよりは確かに読みやすいです。文字だけでは一度に伝えら

れない情報を、イラストや登場人物、それらの置かれたシーンなどから、総合

的に得ることが出来、門外漢にも理解しやすいのだと思います。 

 ワインの専門用語を知らなくても、用語が使われるシーン（贈り物にすると

喜ばれるワインらしい、ワインを注ぐときに使う言葉らしい、など）やそれを
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しゃべっている人（ソムリエの服装など直接関係ないものなども）などを伺い

知ることができます。建築業界に詳しくなくても、建築業界の人がどのような

道具（たとえば図面入れの筒、大きな三角定規など）を持って、どんな現場で

仕事を日々こなして、どんな悩みを抱えているかを知ることが出来たりします。 
デフォルメが誤解を招くことも 

 デメリットとしては、話を分かり易くするためのデフォルメが行われること

で、より多くの人へ誤解を生じる可能性をはらんでいることだと思います。 

 私が「日経アーキテクチャー」のマンガを「格好悪い」と感じたように、ど

こか「正式でない」「格式がひくい」と思って目を通してくれない人がいること

ではないでしょうか。論文は漫画ではかけません。それが「伝統的でない手段」

＝「正式でない」と評価される原因なのかもしれません。ひょっとしたら漫画

でも描けるかもしれませんが、文章で書くほうがきっとずっと楽で簡潔なので

しょう。漫画は専門書にはなりえないのかもしれないけど、論文の内容を噛み

砕いて漫画にすることはできると思います。 

 
４）生活に関係するコンテンツ利用状況 

 わかりやすさや、愛着、とっつきやすいといった特性が活かされるシーンで、

私たちの身の回りに拡大すると思います。 

 ディスプレイを介したコンテンツなどでは、マンガやアニメーションによる

表現をより進化させるかもしれません。銀行端末や自動販売機、車のディスプ

レイ、生活家電の操作パネル、鉄道の乗車チケットゲート、街中の広告ボード

や誘導サイン、AED(自動体外式除細動器)、デジカメや携帯電話、リモコンの

画面など、もっと効果的に活用されるフィールドはたくさんあるように思いま

す。 

 
[設問４]Wii の評価 

家庭内のテレビの画面が大きくなったこともヒットの要因 

 一人で楽しむのではなく「みんなで楽しむ」というコンセプトがとてもよく

現れた、とてもすごいゲーム機だと思います。みんなで楽しむ、のスタイルも、

どちらかというと一緒に協力したり、楽器の演奏をしたりといった従来のゲー

ム機では見なかったタイプのものを多く見かけるような気がします。テレビゲ

ームはひとりだけ遊ぶものというイメージや、こどもだけがやるものといった
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イメージを払拭しようという想いが感じられます。 

（関係ないですが、Wii が成功している一つの要因に、テレビ画面が大きくなっ

たことがあるように思います。ゲームセンターと同じくらいの感覚。我が家

にも懸賞で当たった Wii がありますが、TV 画面が小さすぎてセットしていま

せん…。） 

 
[設問５]教科書や、うんちくに利用されるコンテンツに関して 

より高度な専門分野での活躍に期待するコンテンツ 

 初心者が理解したり、興味を広げたりするためにきっかけには、大変よいツ

ールになっていると思います。ただ、一般的には専門的な具体的な内容につい

てよりくわしく記述するのには向いてはいないと思います。 

 ただ、見方を変えるとよりかなり有効な部分あります。専門的な内容で、こ

れまでテキストやイラストだけでは伝えきれない解説をアニメーションは非常

にわかりやすく解決してくれます。匠の技とか手術解説、建築構造解説などの

アニメーション映像解説などはわかりやすいです。また、解説の域を超えて、

シミュレーションという分野に進むと、ゲームで培われたテクノロジーや画面

づくりのセンスなどは、今後大変役に立つツールになるのではないでしょうか。

テクノロジーを駆使した巨大な建造物や、逆にミクロな世界の構造物、医療の

世界等には、あっとおどろく近未来があるように思います。センシングテクノ

ロジー、ロボットテクノロジーなどとあわせて、高度な教育コンテンツ、正確

に習得しなければならないうんちくや感覚の養成に役立ってほしいものです。 

 

[設問６]高齢者、外国人就労者にとってのコンテンツの役割 

効果的なアニメ・ムービーの活用 

 イギリスでは、アニメ・ムービーが都市計画の広報に使われています。内容

は英語ですが、私のように日本語しか話せないものでも、スマートに内容や雰

囲気を感じることが出来ます。街の改造の手順、完成イメージとともに、それ

に向けた環境問題やコミュニティ等についての自分たちの行動方針までもうま

く伝えられています。言語の違う移民の多い街だからこそ、映像という手段で

行政の意向を伝えるというのは、すばらしい活用方法だと思います。 
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言語とセットのマンガ？ 

 マンガは言語が分からないと通じないと思います。日本語のものがそのまま

外国人にもわかりやすいものにはならないと思います。外国語に翻訳してあれ

ば分かりませんが。例えば家に「スヌーピー」のイタリア語版がありますが、

わたしには絵だけみても全く意味がわかりません。 

直感的操作が他のフィールドでも活躍 

 Wii のようなゲーム機は、直感的に操作できることを生かして、識字率の低い

地域（海外など）での教育や、医療や福祉の世界においての介助やリハビリに

使用されたり、全員が持ち歩く携帯電話や携帯ゲーム端末などを利用して、環

境調査や探査、PC や特殊ツールの操作バリアフリー化等に発展していって欲し

いと思います。 

 

[設問７]その他のご意見 

やはり気になるゲームの「悪」の部分 

 街中ではゲーム機を出してプレイしている大人をたくさん見かけます。通勤

電車での時間つぶしにやっている人もたくさんいて、ケータイでワンセグを見

る人と並んで、 近は見かけてもあまり違和感を感じなくなりました。でもみ

んな公共の空間にいるのに、私室にいるような振る舞いで、あまり格好いいと

は感じません。そして昼間に街を歩いていると、子供たちも顔を寄せ合って、

DS や PSP をやっている姿を見かけます。しかしこの風景は、私はあまりいい気

持ちでみることが出来ません。 

 子供向けワークショップでの経験ですが、そこの参加者にゲームばかりをや

っているという小学校低学年の A 君がいました。本人も認めていますが、彼は

しゃべるのが苦手で、でも俺はゲームならなんでも出来る、という子です。た

しかに周りの子に比べると、話を聞くのも話すのも不得手といった様子で、同

じ班の子と上手に話し合いが出来ていません。自分の好きなようにだけ、一緒

に作るはずの作品作りをすすめていってしまいます。 

 彼は話をするためのコミュニケーションスキルが発達していない風に見えま

す。もちろん成長過程は人によって様々なので、比べたときに得手・不得手と

いったものが見えてくるのは当然のことです。しかし私には、彼がそのゲーム

に割いている時間と、ゲームによって容易に得られる達成感と自分はなんでも

できるような満足感といったものが、彼のコミュニケーション能力の発達を妨
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げているような気がしてなりません。実際に彼がどのくらいゲームをしている

かなどはもちろん知りませんし、彼より長い時間ゲームをしている子どもだっ

てその中にいるかもしれません。まったくの推論です。 

それを思うと、外で PSP や DS をやっている子供たちは、ひょっとしたら、ま

だいいほうなのでしょうか…。 

 かつて、悪いものとしてレッテルをはられたことのある、マンガやゲームが、

今後活躍することを期待する反面、これまで気にかかっていた、何かが狂って

しまう「悪」の部分が、これまで以上に気になります。 

 

 

（５）サンプル５ 

[プロフィール] 
・ 性別: 男性 
・ 年齢: 35 歳(既婚、小学 1 年生の男子を持つ) 
・ 職業: 会社員(ソフトウェア業) 
・ 趣味: 車、アウトドア 

 
[設問１]コンテンツ全般で気になったこと、関心したこと 

1100 枚の鉛筆書きの手書き作品に感動 

 昨年大ヒットした『崖の上のポニョ』というアニメ作品は、毎日 PC に向かっ

てデジタルな作業環境にいる私にとって、CG ではない 1 枚 1 枚鉛筆書きの手作

りの絵の作品(1100 枚)がものすごく新鮮に映りました。 

 私たちは洗練された CG やグラフィック、写真、動画などに毎日触れています

が、あらためて、自分の手で描く仕事をやってみたいと感じたのです。それは

何よりも、気持ちの良い純粋さを感じられたからです。 

 こうしたコンテンツのすばらしさは、私たちの生活に直接影響があるわけで

はないでしょうが、私たちの行動や気持ちには大きく影響しました。 

 もうひとつ関心したことは、アップル社が 2008 年 7 月に発売した iPhone とい

う携帯端末の登場です。ソフトウェア開発もそうですが、通常はある目的に向

けてハードウェア設計やシステムプログラムを進めます。しかし Apple の提示

した iPhone は、すばらしいプラットフォームとしてのハードウェアに一目惚れ

です。そこから何をつくったらおもしろいかなという逆の順番でプログラム開
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発にとりかかるほど、ハードウェアに魅力を感じた商品でした。 

 コンテンツというのは、こうした喚起のさせられ方も有りなのだなと思いま

した。私たちの生活環境にも、今までにない刺激がほしいですね。 

 

[設問２]日常におけるコンテンツの利用 

１）アニメ 
 子どもといっしょに、『ドラえもん』、『名探偵コナン』、『ポケットモンスタ

ー』などを見に行っています。『ドラゴンボール』や『ONE PIECE』、『ケロロ軍

曹』なども、ひととおり見ています。 

 スタジオジブリ作品は『風の谷のナウシカ』にはじまり、『崖の上のポニョ』

に至るまですべて映画館で見ています。またピクサー社の『TOY STORY』から

『Cars』まですべて映画館で見ています。DVD も自宅にあります。 

ピクサー社の短編アニメ映画『for the birds』や『One Man band』なども iPhone

に購入収録しています。 

 

２）マンガ 

『週刊少年ジャンプ』と『モーニング』は毎週購入、通勤と会社で読んでい

ます。『ビッグコミック』も購読しています。 

単行本は、井上雄彦の『SLAMDUNK』や『バガボンド』、『リアル』を読んでい

ます。 

歯医者に置いてある単行本シリーズなどはよく読みます。 

 

３）ゲーム 

ニンテンドーDSi、プレイステーション 3、Wii を保有しています。DSi は通勤

時と会社の昼休みにプレイしています。 

また iPhone にもゲームアプリを 10 本程度入れています。月に数本は入れ替えま

す。 

 

[設問３]アミューズメント以外での利用 

１）利用内容 
マンガは親しみやすい入口 

 アミューズメントというよりは、絵本的な作品で NHK の教育番組『ピタゴラ
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スイッチ』の中に出てくるアニメ『フレーミー』は大変気にいっています。 

 マイクロソフトは、2007 年のソフトウェアの撲滅キャンペーンにマンガを活

用し、広い世代にメッセージを伝えようとしました。また三井住友銀行は、小

学生向けの出張授業などで使用する教材としてマンガで銀行の仕事や歴史など

を紹介した『銀行のひみつ』を制作、全国の小学校に配布しています。 

 また、自治体消防制度 60 周年記念事業では、消防士・消防団員を主人公とし

た賞金 100 万円のマンガ募集を実施し、大垣市でも市政 90 周年においても 90

年の歩みをマンガで紹介しました。こうした自治体関連の PR 活動にも活用され

ています。 

ゲーム関連では、精神医療の治療に Wii を使用したり、高齢者のリハビリにナ

ムコの「ワニワニパック」「太鼓の達人」などのゲームなどが活用されています。 

 

２）印象 

敷居を低くする効果 

 マンガの活用事例は、一言で言うと敷居を低くする効果ということでしょう

か。かたいイメージの銀行のお仕事を、マンガの世界で紹介すれば、少なくと

も冊子を手にはしてくれると思います。 

 お役所や各種団体の PR 誌などにも、マンガは大変多く採用されていると思い

ます。また、ゲーム機を介護や医療に使う事例ですが、まだまだ普及していな

いような印象です。もっと徹底した研究が行われてもよいように思います。 

 

３）メリット、デメリット 

介護・医療での本格導入には課題が多い 

 メリットとしては、いつもと違うイメージやインパクトを創り出すのには大

変有効な手段だと思います。また、読み始めたら 後まで読んでしまいたくな

るので、適度な分量の冊子であれば、全体に目を通してもらえる確率は高いの

ではないでしょうか。また、リピートさせる効果もあるかもしれません。さら

に架空の設定がいくらでもできるので、こうした PR 誌などの場合は企画をたて

やすいのではないでしょうか。 

 デメリットとしては、作家の技量に大きく影響するということでしょうか。 

ゲーム機の介護・医療活用については、本格導入となると、効果測定や安全確

認など対応しなければならない課題が多いのだと思います。その労力に対する
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コストも課題だと思います。 

 

４）生活に関係するコンテンツ利用状況 

コンテンツの要素が別なかたちで変化 

 Wii などの商品の登場は、だいぶ生活に関係してきたような感じを受けます。

今後は、マンガ、アニメ、ゲームの要素が本やゲーム機という形ではなく、何

か別なものに変化して入ってくるのではと思います。 

 たとえば、電車やバスの定期券や自動販売機にマンガやアニメのもっている

キャラクター性、メッセージ性、ストーリー性みたいなものをうまく組み込め

たら楽しいものができそうだし、将来自宅に登場するであろうロボットなども、

コンテンツの特性要素を取り込んだコミュニケーションや動作があるとマイロ

ボットになってくれそうな気がします。 

 
[設問４]Wii の評価 

自宅を七変化させる看板サイン 

 Wii やプレイステーションといったゲーム機は、リビングの空間のほとんどを

独り占めしているハイビジョン液晶テレビとともに、主役となっています。自

宅のリビングが食事の場所、ゲームセンター、おちゃらけな塾、フィットネス

クラブと七変化する看板サインのような感覚です。 

Wii はさらに、病院、ショッピングセンター、音楽教室、英会話学校、海外旅行、

教習所などもっと別な看板をつけてくれそうな期待があります。 

当然ですが、本当の実体験とは感動も爽快感も違うので 100%を要求しないほう

がよいです。割り切ってこの世界で楽しんでみようというなら、結構楽しめる

かもしれません。 

 Wii が単体のシステムではなく、他のデバイス、たとえば iPhone や携帯電話、

冷蔵庫やお風呂、車や学校と繋がるともっと可能性があるように感じます。 

気をつけなければならないのは、リアルとバーチャルの勘違いでしょうか。 

 

[設問６]高齢者、外国人就労者にとってのコンテンツの役割 

携帯端末がコントローラー、Wii が司令塔、ロボットが実働 

 コミュニケーションツールとしては、マンガもアニメもゲームも大変得意と

する要素だと思いますので、外国人の方々にとっては、職場の運用ルールに限
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らず、日常の会話でも何かツールとして役立てられると思います。日本のマン

ガやアニメではなく、海外のコンテンツを採用するという考え方もあると思い

ます。日本人にも結構刺激的だったりするかもしれません。 

 高齢社会に向けて、病院不足、医師不足、介護士不足となると、ロボットと

Wii のような支援ツールに活躍してもらわないといけなくなりそうです。携帯端

末がコントローラー、Wii が司令塔、動力を持つロボットが実働といった、アニ

メの世界っぽい現実をイメージしてしまいます。 

 個人的には、ゲーム機としての進化も進めてほしいですが、医療機器、介護

機器としての認可もとれるような準備もしていただきたいなと思います。そし

て、そのインターフェースにはしゃれも言えるマンガやアニメのコンテンツが

効果をだしてくれると思います。 

 

[設問７]その他のご意見 

猛スピードの現実社会 

 マンガやアニメで創造力をかきたてられ、高性能のゲーム機が仮想体験をさ

せてくれる時代ですが、その経験を個人個人の実社会で活かせるためには、社

会システムのスピードが速すぎるので、心も体もついていけない感じです。昔

はもっとゆっくりとした社会だったように思えます。どうでもいいような余計

なことを考える暇がなくなってしまったようです。なんとか取り戻したいです

ね。 

 

 

（６）サンプル６ 

[プロフィール] 
・ 性別: 女性 
・ 年齢: 30 歳(既婚、子どもはいない) 
・ 職業: 会社員(プランニング) 
・ 趣味: 洋服、お酒、旅行、マンガ 

 
[設問１]コンテンツ全般で気になったこと、関心したこと 

マンガでリアルな日常感覚を伝える 

 女性向けのマンガ雑誌などでは、 近育児に関するエッセイ的なマンガが増
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えているように感じます。フィクションではなく、人気のあるマンガ家本人の

実体験に基づく内容が、リアルに共感を得るとともに、読者が参考にしている

のではないかと思います。 

 男性向けの雑誌では、料理を取り扱っているものが気になります。ストーリ

ーものでありながらも、自然に、かなり具体的にレシピを紹介しているので、

実際に作ってみたくなるものが多いです。女性向けのマンガでも料理を紹介す

るものがありますが、男性向けの方が日常的な感じがします。 

 その他、生物学、歴史、法律、経営などをテーマに、娯楽的なストーリーを

きちんと持ちながら、HOW TO やうんちくを述べているマンガが増えているよ

うに思います。これらのマンガを読んでいると、特に目的的ではなく、知識が

自然と身につくような気がしていますし、難しいことも身近な感覚にさせてく

れます。 

 

[設問２]日常におけるコンテンツの利用 

１）アニメ 
 アニメについては、あまり見ません。 

 

２）マンガ 

3 冊を定期購読し、通勤電車で読む 

 頻度としては、マンガ雑誌は週刊誌を一冊、月刊誌を 3 冊必ず購入していま

す。その他、ファッション誌や文化情報誌でレビューされているもので、気に

なった物などを月に 1～2 冊インターネットで購入しています。 

 雑誌は主に通勤電車の中で読んでいます。 

 

３）ゲーム 

ネットで見つけるパソコンゲームが主体 

 パソコンで出来る無料のゲームを週に 1～2 回、1 時間程度やっています。ゲ

ームを紹介するサイトにいき、新作のなかから口コミ評判などを参考に、プレ

イするゲームを選択しています。 

ちょっと空いた時間で、ついつい 1 時間程度やってしまいます。 
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[設問３]アミューズメント以外での利用 

１）利用内容 
資格試験の教材や組立説明書に利用 

 資格試験（一級建築士）の勉強のために、構造力学についてマンガで解説し

たものを購入したり、構造シミュレーションなどのゲーム付きのパソコン用ソ

フトを購入し、プレイしたことがあります。 

 また、パソコンのキーボード入力練習用のゲームソフトを使ったことがあり

ます。 

 ヨーロッパの家具で、組立方がマンガ的な構成とシンプルなイメージスケッ

チで描かれ、ちょっと勝手な創造力をかき立てられる商品に出会ったことがあ

ります。 

 

２）印象 

好印象を与えるコンテンツ 

 資格試験のツールは、とっつきやすさはあったものの、内容的に優れた編集

がなされているものではなかったので、具体的な効果はあまり感じなかったで

す。 

 雑誌などに付録でついてくるコンテンツなどもありますが、個人的には 終

的にあまり使用するものではないです。 

 かわいらしい組立説明書は、買ってからの喜びを増幅させてくれます。たっ

た数枚の紙が、この商品のイメージを強力に引き上げています。 

 

３）メリット、デメリット 

活かしきれないと軽い印象 

 当然なのですが、学習のためのコンテンツの場合、その内容がもっている、

ゲーム性やマンガとしてのストーリー性にうまくあっていないものは、ボリュ

ームの割に情報量が少なく、軽い印象を受けます。目的がアミューズメントで

はなくても、その内容がもつアミューズメント性を活かせていると、楽に情報

が頭の中に入ってくる感じがします。 

 

４）生活に関係するコンテンツ利用状況 

恩恵を受けたいコンテンツの効用 
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 これまでアミューズメントとして使われていた表現手段も、その特性を活か

し、生活を便利に楽しくするためのコンテンツがどんどん入り込んでいくと思

います。日記や家計簿、レシピ、写真などの個人的な情報を手帳やブログに残

すだけでなく、マンガやアニメーションといった表現形態やゲーム性のあるア

プリケーションでアーカイブできたら、また違った行動が生まれるかもしれま

せん。 

 電子化は、単なるストックではなく、新たな表現に変換されることだったり、

思いもよらなかった情報の再利用だったり、友達や家族との重要なライフライ

ンだったりと、まだまだコンテンツによる恩恵はたくさん受けたいし、広がり

があるように感じています。 

 

[設問４]Wii の評価 

もっともっと期待する Wii の生活サービス 

 高速な CPU を搭載しながら、パソコンに比べて、出来ることを絞ったところ

が、結果幅広く受け入れられた部分だとも思います。 

 高性能になった「てんこ盛りのパソコン」はもううんざりします。やれセキ

ュリティだの、やれアップグレードだの、私的には、面倒くさくてどうでもよ

い存在になってしまっています。 

 これまで男たちのゲーム世界というイメージだったものを、私たちの女性や

家族でも買ってみようかなと思える CM やソフトウェアを用意し、操作性もこ

れまでにないインターフェスを採用したりしたことで、個人的にも大変興味を

持つアイテムです。 

 現在、いわゆるゲーム、家庭内フィットネス、料理指南などの範疇ですが、

もっと他のサービスと連携したネットワークコンテンツが登場してくる予感が

あります。アスクルや生協の食材等の宅配サービスや、本格的なスポーツジム、

病院、洗濯、ネットショッピング、英語教室、そして行政サービスなど Wii 的

センスで登場したら楽しいなとも思います。 

 
[設問５]教科書や、うんちくに利用されるコンテンツに関して 

ストーリー展開で説明できるならマンガ 

 マンガという表現手段の利点は、絵と文字によるコマが連続することで、ス

トーリーを感じることが、感覚的に容易に出来る点だと思います。ストーリー
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で説明するのならマンガは有効だと思う。 

しかし、マンガで大量の情報量を伝えるには無駄な要素が多く、ボリューム

ばかりが増えてしまうと面倒なことになってしまうと思う。目的が娯楽でない

のならば、きっかけづくりや、全体像を伝えるためとしてマンガという表現手

段を用いることは有効だと思う。 

 

[設問６]高齢者、外国人就労者にとってのコンテンツの役割 

感覚的な伝達が有効なケース 

 何かを理解してもらうための手段として、アニメ、マンガ、ゲームといった

コンテンツは理屈的というよりは、感覚的に頭に入ってくる感じが強いので、

共通言語がなくても、感覚的な言語が高齢者や外国人にも効果的だと思います。 

 新しい制度の概略や、商品の使用イメージなど、ストーリーとして説明する

ことでイメージが伝わりやすいものは、マンガやアニメが有効だと思います。

また、具体的な新制度と前の制度の変更点や、商品の取り扱い方法などは、ゲ

ームなどの方法を用いる方が良いと思います。 

 ただどちらも、内容や特性によって表現方法を十分に考慮して選択しないと、

却ってわかりにくいものになってしまう恐れがあると思います。 

 

 

（７）サンプル７ 

[プロフィール] 
・ 性別: 女性 
・ 年齢: 42 歳(既婚、子どもは大学生女子と中学生男子の 2 人) 
・ 職業: 塾の講師 
・ 趣味: お菓子作り 

 
[設問１]コンテンツ全般で気になったこと、関心したこと 

ゲームをやめない人々 

 近テレビの CM や電車内の広告、雑誌の広告でもあいかわらず新しいゲー

ムの PR 広告を頻繁に見かけます。単なる遊具としてのゲームやただ「楽しいか

ら」ではなく、OL や家族の生活シーンに重なるコンテンツが増えているように

感じます。通勤電車内も、「ゲーム遊び派」「ゲーム学習派」「読書派」「メール
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派」といろいろといますが、読書派に比べて、携帯端末を使用している派が圧

倒しているように思います。メディアの多様化もコンテンツ普及を加速させて

いるのでしょうか。 

 これまでゲーム機なんて皆無だった我が家でも、ニンテンドーDS の「英語漬

け」「漢字検定」「脳トレ」など学習ソフトや、「料理」「辞書」などの実用ソフ

ト、「ペット」などの癒し系ソフトなど一通り家族で経験をしていますので、そ

れだけ市場が広がったのだなという実感があります。 

 また昨年、周囲のブームに負けて、大学生の娘が Wii Fit を買ってきました。

結局家族ではまることになりました。わかってはいるけど、なかなか散歩や朝

の運動などはこれまでも継続できませんでしたが、Wii Fit は、家族で楽しく競

争しながらやれるので、ほぼ毎日テレビを相手に家族と会話をすることになっ

ています。 

「子ども達がゲームにばかりはまって・・・」と良くない印象で言われる事

も多いのですが、我が家では、時間を決めて、楽しく感じられればそれはそれ

で OK としていますが、ゲーム的行為を人々はいつかやめられるのでしょうか。 

 

[設問２]日常におけるコンテンツの利用 

１）アニメ 
ジブリ作品は見る 

 日頃はほとんど見ていませんが、たまにテレビをつけてアニメが放送されて

いる時に見ることもあります。 

 ただ、宮崎駿監督のジブリ作品は毎回映画館に見に行きます。 

 
２）マンガ 
積極的ではないが、マンガに接触すれば読んでしまう 

 マンガも日常生活ではほとんど見ません。マンガ雑誌や単行本を買って読む

ことはしていません。 

 ただ、女性誌や新聞などに掲載されるコラムマンガなどは、目につけばつい

つい読んでしまいます。 
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３）ゲーム 
Wii Fit はほぼ毎日の日課 

Wii Fit で「からだ測定」（体重、BMI、身体バランスの計測）をし、バランス

ボードを使ってヨガ・筋トレ・座禅を組み、Wii のトレーナーのコメントを聞い

て毎日小さい幸せに自己満足しています。 

通勤電車の中では、読書と半々くらいでニンテンドーDS「英語漬け」「漢字検

定」「脳トレ」などのソフトでゲームまたは、iPod に入っているゲームをしてい

ます。 

 

[設問３]アミューズメント以外での利用 

１）利用内容 
歴史マンガは人気 

「税金について」「著作権について」についての講義があった際にそれに関す

るアニメ（実写も含む）のビデオを鑑賞しました。 

『日本の歴史』『世界の歴史』のマンガは、子どもたちが良く読みます。 

小学校では１クラスに１つずつ棚が置かれ、歴史マンガが読めるようになっ

ていた為、ほとんどの生徒が読んでいます。 

横浜赤レンガ倉庫で行われた「音のサーカス アルガリズムプロジェクト」

を見に行った際に、KONAMI のスポーツクラブなどで利用される予定という「ダ

ンスダンスレボリューション」を体験しました。 

 

２）印象 

音とゲームの組み合わせには可能性を感じた 

「税金について」「著作権について」のビデオは、通常興味を持ちづらく、分

かりにくいテーマですが、アニメーションによるビデオだと比較的聞いてみよ

うという感じにはなることと、図式された分かり易さがありました。 

『日本の歴史』『世界の歴史』等の歴史マンガはドラマ仕立てで、おもしろい

エポックと歴史の流れが理解しやすいコンテンツになっていると思います。全

体の流れを、興味をもって知るためには有効な教材だと思います。 

音のサーカス「アルガリズムプロジェクト」、KONAMI「ダンスダンスレボリ

ューション」は、リズムと体の所作が、私たちの躍動感や前向きな思考になれ

るコンテンツとして、楽しい経験でした。 

©財団法人ハイライフ研究所　http：//www.hilife.or.jp



 
 
                         コンテンツが形成するライフスタイル 
 
 

 69

いずれも、遊びの領域ではなく、実用、効果を期待されたコンテンツ利用で

あり、音楽とゲームはまだまだ奥が深いというか、もっと気づいていない可能

性があるのではと感じました。 

 

３）メリット、デメリット 

単なる置き換えではなく、新たなメッセージ性がほしい 

 私が今までに体験した事のある「アミューズメント以外の目的で用いられる

コンテンツ」は、教育分野でもほとんどが役に立つものだったと認識していま

す。センスの良い、アニメーションやマンガによる教材開発、ゲーム感覚のド

リルやシミュレーション学習などメリットとなるコンテンツ利用はこれまでも

数多く取り組まれてきたと思います。 

 だからといって、教科書がすべてマンガやアニメーションムービーで良いか

と言われるとそんなことはないわけで、上手なコーディネーションが必要だと

思います。また、それなりに良質であることが条件です。 

 特にゲームやテレビ、ビデオに慣れた子どもたちは、読書力がやはり足りな

いのは事実ですので、デメリットになるのかもしれませんが、これはこれで解

決しなければならない課題です。 

 アニメもマンガもゲームも重要なことは、単なる置き換えではなく、制作者、

クリエーターのメッセージ性というか、伝えたい大事なことをはずさないこと

だと思います。 

 

４）生活に関係するコンテンツ利用状況 

生活に入ってくるならセンスが重要 

 きっと便利で効率のよいもの、そして万人が楽しく、意義を感じられるもの

ならすんなりと生活の中に入り込んでくるものだと信じておりますが、まずは

介護関連、食関連、教育関連あたりで活かされるセンスのあるコンテンツを望

みます。センスは大事で、生活の中に入ると言うことはファッションや携帯の

デザインなどと同様に、自分のモチベーションに強く関係するので、良く練ら

れたコンテンツをプロデュースできるチームの出現に期待します。 
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[設問４]Wii の評価 

画期的なオペレーションとターゲット 

 Wii が画期的だと思う部分は、ひとつはオペレーション。もうひとつはターゲ

ットです。指先だけで競うゲームでなく、身体全体を使ってプレイできる環境

を作り出せたことは楽しさ倍増です。そして、オタク的なイメージの強かった

ゲームに OL や家族全員が興味を持つコンテンツが揃えられたことは快挙だと

思います。 

 そしてここまで来ると、Wii の可能性はいろいろと勝手にユーザーの頭の中で

創造されるものも出てきます。こんなこともやれるのでは?、こんな分野で活用

できるのではと、問い合わせも多いことでしょう。 

 ちょっと不満なことは、せっかくネットワークに接続しながら、そのことに

よる画期的なコンテンツや思考が見られないことです。持ち歩いている DS や携

帯電話、生活家電などと組み合わさったサービスやコンテンツにおもしろいも

のがほしいです。 

 
[設問５]教科書や、うんちくに利用されるコンテンツに関して 

きちっと高い作品レベルで活用 

マンガというだけで「ちょっと読んでみようかな」という気持ちを起こさせ

るので、活用範囲は広いと思います。 

以前トラックの運転手向けの安全運転マニュアルがすべて、マンガでできて

いるものを見たことがあります。 

「間違いやすい交通ルール」「気づかないくせ」「食事や休憩のとり方」など、

安全と健康とモラルのための劇画風の読み物マニュアルでした。よくできたス

トーリーで一気に読んでしまう内容でした。マンガをよく読む目の肥えたトラ

ック運転手のために、しっかりとした作品レベルまで仕上げて提供したところ

がみそでしょうか。3 シリーズほど制作されたと聞きました。 

安易にアニメやマンガを採用するのではなく、こうした気の使いようで教科

書以上のバイブルが存在することになります。 

アニメーションやマンガそしてゲームなどが、こうした職業的教科書、うん

ちく集として、しっかりしたものであれば、それはそれで他の分野でも共通す

るコンテンツとして採用される可能性があるように思います。 
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[設問６]高齢者、外国人就労者にとってのコンテンツの役割 

長年親しんできたマンガやアニメの有効化 

 これからの高齢社会のメインとなる層は、小さい頃からマンガを読んでいた

世代。小難しい 3D 映像の解説より、マンガによる家電の取り扱い説明書や年金

のお知らせなどのほうが受け入れやすいのかしらと思ったりもします。 

 外国人にとっても同様のことが言えるかもしれません。日本のアニメやマン

ガがこれだけ世界に輸出され、人気になっていることを考えると、日本で働く

外国人はすでに共通したコンテンツに愛着や親近感を持っているかもしれませ

ん。マニュアルやその他のコミュニケーションツールに、そうしたコンテンツ

の要素を上手に反映させることができたらよいと思います。 

 

 

（８）サンプル８ 

[プロフィール] 
・ 性別: 男性 
・ 年齢: 45 歳(独身) 
・ 職業: 会社員(アートプロデューサー) 
・ 趣味: 車、バイク、猫、さぼてん 

 
[設問１]コンテンツ全般で気になったこと、関心したこと 

逆輸入して気づいたマンガの価値 

 私が 近思うことは、マンガの価値についてです。ここ十数年で多くの「漫

画」が輸出されて、海外でも高い評価を受け、様々な賞を受賞する作品が増え

ました。そのことが「マンガ」として逆輸入され、日本人はあらためて日本国

のマンガの価値に気づきました。 

 手塚治虫のマンガなどは、日本人のほとんど人が読み、当時も今でも大変な

人気作品です。しかしながら私たちの暮らしの中では特別なものではなく、自

然体で存在していたように思います。マンガはあたりまえのように子ども雑誌

や商品、テレビに登場し、学校の鉛筆や消しゴム、下敷き、ノートに至るまで、

ありとあらゆる場所に自由に出現していました。 

 ところが、マンガは気がつくとアート作品としての評価を受けるほど価値が

あがっていました。2008 年の 5 月に、東京・上野の森美術館で、美術館を舞台
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とした『 後のマンガ展』という展示会が開催されました。『SLAM DUNK』『バ

ガボンド』などで国内外、老若男女問わず多くのファンを持つ井上雄彦氏によ

る一編のストーリーが展開されました。ひとつのマンガ作品が世界 23 ヶ国で翻

訳され、世界の人々を魅了し、美術館で展示会を開催するアート作品となり、

作家の全仕事に人々が興味を抱く時代なのです。アニメ界の宮崎駿作品もそう

であるように、全世界的な関心事となってしまいました。 

 世界の人々からこれだけの指示を受けたマンガやアニメが、私たちの生活や

意識の世界でどのように影響していくのか大変興味を感じているところです。 

 ゲームの世界においても、現在 先端で活躍しているゲーム系のアーティス

トやシステムエンジニア、ミュージシャンなどは、生まれたときからコンピュ

ータが存在している世代です。私たち 40 代の世代とはやはり違う感覚で世界を

見つめてきていたように感じます。こうした若い世代の才能は、文化庁による

文化メディア芸術祭等で評価され、様々な分野で活躍・紹介されています。 

マンガ、アニメ、ゲームは、もう「娯楽」という軽い言葉では表現できないも

っと高いレベルでの可能性を秘めている存在だと感じています。 

 

[設問２]日常におけるコンテンツの利用 

１）アニメ 
 アニメは、特に番組を見たり、特別に映画を見に行ったりということありま

せん。アニメーション作家としての作品には興味があります。 

 

２）マンガ 

 マンガもアニメと同様で、マンガ雑誌を買ったりしてまで読んだりはしてい

ませんが、マンガ作家の作品には興味があります。 

 

３）ゲーム 

先進性に期待してゲーム機を購入した 

 プレイステーションが発売になったときに、ゲーム機というよりは、ソニー

という会社が生み出したとんでもないアイテムというわくわく感で買いました。

当時、ゲーム業界が一変するのではと感じました。一通り、レース系、ロール

プレイング系、シューティング系などなど買い揃え体験し、またこのマシーン

が持つ拡張性に大いに期待したものですが、私のイメージとは違い残念な思い
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が残った商品でした。 

 それっきりあまりゲームそのものには興味はありません。ただ、新しいもの

は好きですので、ゲームに限らず新しいテクノロジーには興味を持っています。 

 現在 iPhone を所有していますが、CM 等で人気のゲームアプリケーションは

入れておりません。 

 

４）その他 

アニメやゲームの音楽には少し興味があります。ここにも新たな才能が潜ん

でいるようです。 

 

[設問３]アミューズメント以外での利用 

１）利用内容 
ちまたにあふれるアニメーション 

 ストーリーのないアニメーションが登場する場所は限りなくあります。たと

えば自宅のお風呂は、沸きました。温度を設定しました。などアニメーション

とともにいろいろとしゃべってくるので、ついついありがとうなどと言葉を返

しています。カーナビも電車の切符ゲートも自動販売機も、ATM も必ず、しゃ

べるか、アニメーションがあいさつしてきます。 

 確定申告のサイトには、私のようにめんどくさがりの人のために、猿でもわ

かりそうなアニメーションで説明してくれたりします。 

 

２）印象 

よけいなおせっかい 

 基本的には、過剰なおせっかいという感じを受けています。きっと日本古来

のおもてなし文化みたいなことも関係しているのかもしれないのですが、もう

少し適材適所なコンテンツをスマートにつくってもらいたいものです。 

 

３）メリット、デメリット 

正しい常識とは 

 マンガやアニメ、ゲームといったコンテンツが正しい常識として受け止めら

れるようならメリット、そうでなければデメリットだと思います。 

 私たちが子どもの頃は日が暮れるまでおもいっきり遊ぶ場所や時間、空間が
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ありました。そのことで、まずは体をつくり、友達もつくり、地域に見守られ

ながらという共通の常識があったのですが、現代はプライバシーとか個性とか

が勘違いされ、コンテンツもまちがった利用のされ方をしているケースもあり

ます。本当に痛みを経験しないまま、破壊、人殺しのゲームに没頭する子ども

が、犯罪をおこしやすいとか、健全な体が育たないとか、あまり我がこととし

て感じていない風潮があります。 

 

４）生活に関係するコンテンツ利用状況 

多様な価値感と向かい合う作法を教えてくれるコンテンツ 

 コンテンツが、私たちの生活において、多様な価値との接し方の作法をおし

えてくれるようになっていたら良いと思う。 

 芸術でしか言えないことがあるように、コンテンツでしか言えないことがあ

るはずです。それがコンテンツに関わる人々の仕事の中心になければならない

と思います。現在世界で認められているコンテンツはそうした価値をもってい

るからこそ世界の人々に通じるのだと思います。 

 

[設問４]Wii の評価 

家電になったゲーム機 

 Wii はゲーム機ではなく、家電というイメージ。新しいタイプの便利な道具だ

と認識しています。いろんな広がりを持ってしまった道具なので、今思うとす

でにあの形である必要性は全くないと思う。 

 もしかしたら、リビングのどこかにビルトインされていてもよいし、ネット

上のサーバーであってもよいのかもしれないです。 

 操作性やソフトや CM の訴求ターゲットが、これまでのゲーム機とは違う戦

略的なものだったのかもしれませんが、私個人的には、そんなことよりも、プ

レイステーションのときのように、いったいこれを今後どう展開するつもりな

んだろうという期待感があるわけです。Wii の評価はまだこれからです。 

 
[設問５]教科書や、うんちくに利用されるコンテンツに関して 

マンガの採用も選択肢のひとつ 

 選択肢が多いということは良いことだという意見です。マンガのほうが絶対

によいというものでもなく、いろんな表現方法により、その本質がいろいろな
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形で知られていくほうが味が出ます。ワインの本も、マンガで説明されるのも

わかりやすくて良かったりしますが、品の良い装丁で、きちっとしたイラスト

とテキストで構成されたワイン本もすてきです。 

 

[設問６]高齢者、外国人就労者にとってのコンテンツの役割 

介護や医療分野での活用 

 ゲームは、体を使う、動作を伴うということと、単調で苦痛なリハビリから

少しでもやる気になれるのなら、介護や医療の世界で大変有効に使われるべき

だと思います。 

 また、目の衰えで文字認識が難しくなったら、マンガやアニメーションとい

ったカードやツールで意思疎通できるものがたくさんあると思う。 

文化的側面の伝達 

 外国人就労者にとっては、日本の文化的側面を理解してもらうツールになれ

るかが課題だと思う。就労のためのルールや手順などをコンテンツを活用して

伝えることは十分できると思うが、この国の本当の文化を感じてもらったり、

常識を正確に知ってもらうための文化的な側面をどこまで、コンテンツでやれ

るのか。まだまだやれていない領域と思います。言葉の壁があるなら、コンテ

ンツでチャレンジする価値があると思います。 

 

[設問７]その他のご意見 

コンテンツは共通の社会資源 

 コンテンツというものは、権利化という流れが一般的だと思いますが、一方

で Google のように、本来のサービスは無料で提供し、別な収益構造を持つ企業

が存在します。 

 個人的には、人類共通の役に立つことに「権利化」という流れはいかがなも

のかという意見です。 

 コンテンツは、人々の行動のベクトルを与えるには大変有効な手段となりま

す。なので、できるだけヒューマニティあふれる基準で、ゆるやかな形でコン

テンツのプロダクトが行われる社会になってほしいと思います。 

 すべてをガチガチの権利でかためてしまい、誰かの一人勝ちの利益にしては、

コンテンツは活かされません。人類共通の役に立つ社会資源としての役目がま

ず大事です。 
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（９）サンプル９ 

[プロフィール] 
・ 性別: 男性 
・ 年齢: 56 歳(既婚、子どもは大学生男子) 
・ 職業: 会社員(出版) 
・ 趣味: 鉄道模型、散歩 

 
[設問１]コンテンツ全般で気になったこと、関心したこと 

アナログなステップが大事 

 出版の世界にいるからかもしれないが、モニターを通したコンテンツはどう

しても浅い感じがする。私は、マンガもアニメも大好きです。個人の仕事とし

ては、作家の考えている世界を絵本や図鑑、文庫といったプリントの世界を通

して紹介するわけですから、一生懸命になって、その質感だったり色合いだっ

たり、配置だったりということに神経を集中させるわけです。 

 しかしながら、デジタルの世界では、1 枚の絵を見るのにも色味の違うモニタ

ー、大きさ、画質、配置など、見る人によって様々でも OK という世界なので

す。こだわればきりがないのですが、あまり納得のいく姿でもないなと思って

いたりします。 

 私たちはインターネットのテクノロジーのおかげで、世界中のコンテンツを

ひとつの画面で瞬時に見ることができたりするのですが、そのことで、本来 1

枚の絵を見るために味わうべき多くの行為が省略されてしまいます。そこに至

る喜びや、コミュニケーションなしに、ダイレクトに行けてしまいます。 

 マンガやアニメ、ゲームの世界もコンテンツそのものよりも、そこに至る行

為の部分に、きっとすばらしいものがあるのではないかと思っているのです。

かつてスローライフという言葉がはやったように、コンテンツの世界にも、ゆ

るやかなアプローチが大事と感じます。 

  

[設問２]日常におけるコンテンツの利用 

１）アニメ 
集中的に鑑賞 

 一通り、気になるアニメ作品は映画館やテレビ番組やレンタル DVD 等で見た

りはするが、毎週決まって見ているということではありません。 
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仕事の関係で、興味を持った作品や作家がいれば、集中して鑑賞してみます。 

 

２）マンガ 

子どもの読む雑誌や単行本を拝借 

 定期的なマンガ雑誌の購読はしていません。新聞や雑誌のコラムマンガはあ

れば読みます。子どもが買ってくるマンガ雑誌や単行本を拝借して読むことは

あります。 

 

３）ゲーム 

自宅にゲーム機はあるが、体験していない 

 我が家にプレイステーションはあるが、残念ながら体験したことはありませ

ん。興味がないわけでもないですが、私たちにとってのゲームはパチンコと麻

雀、囲碁やチェスだったりするので、現在に至っております。 

 トランプや花札といったものもゲームの範疇とするなら、正月など年に 1-2

回はやっています。 

 

[設問３]アミューズメント以外での利用 

１）利用内容 
PR 誌などの一定のマンガニーズはある 

 様々な団体や企業の PR 雑誌等では、マンガコンテンツにより編集されるもの

は一定のニーズとしてあります。科学館などの小学生向け解説副読本や、児童

館、天文台、資料館などでのワークショップ資料、または企業の社会貢献活動

や社内啓蒙向けの配布物として採用されるケースが多いです。 
 アニメは、地方博など自治体のイメージ映像などでよく見ました。 近では、

手術の際のインフォームドコンセントなどにおいても、アニメが使用されてい

たりします。制度の説明など、免許センターや社会保険事務所などでもモニタ

ーによく流れています。 
 科学雑誌や PC 用の百科事典などで、付録的な扱いで実験シミュレーションの

ゲームなどを見たことがあります。 
２）印象 
より徹底した取り組みが望まれる 

 マンガによる PR 誌や解説本などは、基本的には、博士と子どもが登場して、
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どこかの場所にたどり着いて、博士が「○○なのじゃ」みたいな解説をしなが

ら、戻ってくるといった構成が多いのですが、それ以外のストーリーを生み出

すのには、それなりに一苦労します。 
 マンガによる構成展開は、とてもよい企画だと思いますが、単発ものが多い

ので、科学館ならシリーズ本を出すとかくらいやれると良いのですが、どこも

予算がなかなか捻出できずに苦労しています。 
 解説映像などは、実写映像よりもアニメーションやよく知られたキャラクタ

ーアニメによる映像制作の方が受けは良いと思います。こちらも予算捻出の課

題がありますが。 
 個人的には、科学ものの良くできたシミュレーションゲームソフトが出ると

うれしいですね。天体や人体、物理や化学の学習ソフトやシミュレーションソ

フトは存在しますが、出来がいまいちです。実験と併用して使えるニンテンド

ーDS などを使った科学ゲームキット、森の探検キットなどが開発できるとニー

ズはあると思いますが。 
 
３）メリット、デメリット 
若いアーティストパワーがほしい 

 たとえば、ワークショップ実施の立場からすると、マンガやアニメーション

は、見えないものをわかりやすく説明したり、手順を説明したりするのには有

効です。また、一覧、俯瞰で見せられるマンガ図などは全体の理解を進めやす

いです。マンガやアニメーションは、動物や植物の特性をカード化しやすく、

森や川といったフィールドでも、認知しやすく、使いやすいのです。 
 デメリットとしては、わかりやすさの反面、ディティールを見逃しやすいと

か、マンガのデフォルメによる正確性を失うことですが、フォローの仕方はい

くらいでもあります。 
 こうした科学ものや自然もののマンガ本を制作する際に、もっとパワーのあ

る若いアーティストの力をかりたいと思います。編集者やアーティストの企画

力不足もありますが、現状はお客様の要望が強く、旧態依然とした内容が多い

と思います。 
 
４）生活に関係するコンテンツ利用状況 

秀逸な情報デザインとして 
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 公共空間等での、注意事項やメッセージボード、各種モニターにあふれてい

る多くの表示コンテンツは、どうもデザインが洗練されていない。つまりメッ

セージ性が弱いということでもあります。下品に大きく真っ赤、真っ黄色な文

字で表記したりするのを見かけると、外国の駅などの秀逸な情報デザインがな

ぜできないのかといつも疑問に思います。上質なマンガやアニメーションによ

るサインや表記システムがあっても良いと思います。 

 アミューズメントではなく、コミュニケーションのアイコン、メッセージ性

としてのコンテンツ利用は、ぜひともチャレンジしてもらいたいです。 

 

[設問４]Wii の評価 

生活のハブとしてのサービス展開 

 今はまだアミューズメント志向のゲーム機に見えます。もっと生活よりの便

利な機械という位置づけの展開もあってほしいです。我が家の高齢化を考える

と、外出先の携帯電話から、自宅のテレビにおばあさんに向けた伝言メッセー

ジが大きく表記されるとか、玄関ドア、監視カメラとの連動とか、各種家電品

との接続で新しいサービスとか、生活のバブになってくれるようなインターフ

ェースやサービスがほしくなりますね。 

 Wii Fit のように室内でのエクササイズだけでなく、元気な熟年が競い合う万

歩計と GPS 機能がついた端末とウォーキングソフトとの連動などほしいです。 

 
[設問５]教科書や、うんちくに利用されるコンテンツに関して 

若手デザイナーによる、より斬新なアイディア 

 そうした分野にも、もっとプロフェッショナルな若いデザイナーやアーティ

ストが参加できる本づくりがしたいと思います。 

何を伝えたいのかを間違わなければ、もっとかっこいい、斬新な本や WEB コン

テンツが出現してもよいはずです。 

うんちくはかっこよく伝えたいですよね。 

 『美味しんぼ』などのマンガ料理本などによるコンテンツは、バンダイナム

コからニンテンドーDS 用のソフト『美味しんぼ DS レシピ集』が発売され、ク

イズ形式のゲームなども収録されています。 

 

[設問６]高齢者、外国人就労者にとってのコンテンツの役割 
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 高齢者の仲間入りをする身として、望むことは、コンテンツによるわかりや

すくてシンプルな表現です。 

文字だけでないコミュニケーションが、安全で愛嬌のあるメッセージとして伝

わるツールになれたら良いですね。 

 コミュニケーションカードのようなツールを持ち歩いたり、自動車や車いす

などにコンテンツを表示できるメッセージサインを装着して、コミュニケーシ

ョンをよりやわらかく伝えるなど。道をゆずってもらったときに「ありがとう」

というしっぽを振るアニメーションサインやグラフィックを表示するアーティ

ストを見たことがあります。 

 

（１０）サンプル１０ 

[プロフィール] 
・ 性別: 女性 
・ 年齢:       55 歳(既婚) 
・ 職業: 専業主婦 
・ 趣味: 旅行、テニス、ナンプレ 
 
[設問１]コンテンツ全般で気になったこと、関心したこと 

 宮崎駿のアニメ映画がアカデミーの賞をとって評判になったり、新作が出来

るとマスコミもこぞって宣伝しますが、積極的に映画館にいって見たいとは思

いません。なぜかというと、おそらく退屈だろう、同じ時間を使うなら他の映

画を見たいと、見てもいないのに拒否反応があるからです。電車のなかで漫画

を広げている青年（あまり女性は見かけない）にはあまり良い印象がない。お

そらく賢くない人だろうと偏見を持ちます。もちろん電車の中でゲームに夢中

になっている人もいるのでしょうが、私にはそれがゲームなのか、メールなの

か学習なのか、よくわかりません。しかし、いまの電車の中の光景は異常です。 

 

[設問２]日常におけるコンテンツの利用 

１）アニメ 
春休み、夏休みの子供向けアニメ、『クレヨンしんちゃん祭り』などに知り合

いの小学生の子供を連れて行ったついでに自分も楽しんでいることもあります。

テレビで偶然再放送していたアニメが結構面白かった。それが『のだめカンタ
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ービレ』という人気のあるアニメと知ったのはずいぶん後のことで、自分でも

遅れているなあと思います。『ちびまるこ』の番組も 盛期からずっと経ってか

ら知り合いの子供に聞いて見てみました。結局家に小さな子供やアニメを見る

ような年齢の子供がいなければ見る機会もない。 

 
２）マンガ 
 近はほとんど見ません。新聞の『サザエさんをさがして』や『ベルばらキ

ッヅ』を見たり読んだりするぐらいで、わざわざ本屋で探すことはありません。 

 
３）ゲーム 
チェスやナンプレもゲーム機でできますが、どうも機械相手というのが味気

ない気がします。ナンプレなどやはり本を買って鉛筆と消しゴムを使いたい方

です。バーチャルのテニスやゴルフもただのゲームで、実際にやっとことのあ

る人にとっては、全然面白くありません。プレーする場所の雰囲気や、空気、

それに打ったときの感触など、いくらゲームでも、現実と差異がありすぎます。 

 
[設問３]アミューズメント以外での利用 

１）利用内容 
『漫画日本の歴史』で年代や人物名の確認等をしたことがあります。美味し

んぼを読んで、料理に納得したことがあります。 

 

２）印象 

年代や人物名に間違いはないだろうとは思いましたが、確実にするためには

もう一度何かで調べた方が良いかと感じました。料理に関してはいろいろな見

解もあるし、それはそれで納得できると思いました。 

 

３）メリット、デメリット 

メリット：調べたいと思って調べるわけでないときに、自然にああそうだっ

たのか、という偶然の『気付き』が新しい発見になることが多い。 

デメリット：参考や出典があるにも関わらず、間違いはないんだろうかと疑っ

てしまう。 
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４）生活に関係するコンテンツ利用状況 

 今でも漫画やアニメが逆に映画やドラマの原作に成って、あり得ないような

それでいて妙に現実的な作品になっていることもあります。そこでのヒーロー

やヒロインの言動や行動はある種の人々には大変な影響力を持つことに成り、

只の『遊びの世界』の話だけに留まらなくなってくると思います。 
 

[設問４]Wii の評価 

 フィットネス、テニス、ゴルフ、カーチェイスなどを遊んでみましたがすぐ

飽きました。よほどヒマでない限りまたやりたいと思いません。 

外で遊ばない子供に、体を動かす機会を与えるのには良いきっかけになるかも

知れません。でも畳のうえで水泳の練習をするようなものかも知れません。そ

れに狭い部屋で何かにぶつかりはしないかと、周りを気にしながら遊ぶのも気

が引けます。 

 

[設問５]教科書や、うんちくに利用されるコンテンツに関して 

 機会があれば興味のある分野の『うんちく』本を読んでみたいと思います。

知らない分野への入門の一つとして面白いと思います。 

 

[設問６]高齢者、外国人就労者にとってのコンテンツの役割 

 動作も言語の一つとしたら、言葉のいらない（あるいは何語でも可）コンテ

ンツである程度の説明は出来るかもしれませんが、それには余程の説得力のあ

るものでないとだめだと思います。 

 特に、正確に伝えなければならない─避難行動など─場合は、よほど表現に

配慮が必要だと思います。中途半端に理解してもらうと、却って有害になる場

合もあるでしょう。 

 

 

４－３．アンケート結果のまとめ 

（１）コンテンツへの期待は大きい 

 アンケートにおいては、不透明な社会においての不安を感じながらも、マン

ガ、アニメ、ゲームの持つ特性を再認識しようという意見が多かった。海外で

の評価も高く、アート作品にまでなったマンガやアニメの力を実感するととも
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に、Wii に代表されるアミューズメントとして、「ゲームからの生活領域へのシ

フト」の予感をほぼ全員が経験している。 

 また、コンテンツが新たなデバイスの登場により、より活躍する場が広がる

可能性に期待を寄せている。ネットワーク社会の中、様々な身のまわりのもの

が繋がっている状況で、コンテンツはそのインターフェースを効果的に演出し

てくれるのではという期待が大きい。 

 

（２）デメリットの克服課題 

 コンテンツのデメリットとしては、「多くの情報は伝えられない」、「楽しさ

が仇になる」、「デフォルメが誤解を招く」、「軽く見られる」、など「悪」のイメ

ージがつきまとうといった意見があったが、逆にメリットとして、「本質が伝え

られる」、「メッセージ性が強い」、「コミュニケーション手段として有効」とい

う意見も多い。つまり、期待を寄せているわりには、先入観が残っていたり、

具体的なアクションに至るまで興味は盛り上がっていない。 

 そのことは、コンテンツの利用状況にも反映されている。アンケート対象者

10 名の内、アニメをテレビで見ているのは 2 名、マンガを買って読んでいるの

は 3 名である。他は興味があるときだけ立ち読みや映画館で見るとしている。

アニメは見ないという人も 4 名いる。ゲームをやっている人は 7 名と多数派で

ある。 

 生活領域にコンテンツが関わるときに、このあたりのギャップを埋める対策

が必要かもしれない。 

 

（３）高い評価の Wii 

 Wii に関しては、20 代から 50 代まで、楽しさや可能性に対して高い評価をし

ている。またそうしたイメージを強くしている。 

 そして、ゲーム機としてのコンテンツよりも生活サービスなどのコンテンツ

への期待が高いことも特徴である。リビングの主役として好感度の高いツール

となっている。また、一部介護や医療の現場でもリハビリや精神治療などに活

用されはじめている事例も紹介されたが、好感度イメージがスムーズな導入に

つながってほしい。 

 

（４）コミュニケーションの新しいインターフェース 
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 マンガやアニメは、教材、PR 誌などへの採用事例にあるように、敷居を低く

し、本質をやわらかく伝える効果がある。アンケートでは、高齢者や外国人就

労者等とのコミュニケーションツールとしても全員が高い期待を寄せている。 

 ただ、そのコンテンツは、内容、デザイン、発進力においてまだまだ強化が

必要だという認識である。その課題のひとつとして、優秀な若いデザイナーや

アーティスト、プロデューサーがこの分野で働きたいと思うようなモチベーシ

ョンを高められるかということや、発注者側とのコンセンサスなどがあげられ

ている。 

 紙メディアに限らず、マンガやアニメの持っているコミュニケーション力を

もう一皮むけた新しいインターフェースとして進化させてほしい。 

 

（５）コンテンツの新たな利用形態 

 アンケートにおいては、「家族」「社会」「常識」「やわらかい」「親しみ」「繋

がる」といった回答者の言葉が印象に残る。携帯端末がコントローラー、Wii

が司令塔、ロボットが実働といった未来観もあったが、どことなく、人間くさ

い部分を、コンテンツの力で維持したい、取り戻したいという意志が感じとれ

る。 

 コンテンツが、アミューズメント以外で利用されるとき、この「人」を軸と

した共感、信頼感、安心感といったことへの再編がはずせないキーワードとな

るのではないかと思う。 
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第５章 コンテンツサプライヤーの動向 

５－１．ゲーム業界の動向─任天堂を例にして 

ヒアリング対象者：平林久和 

株式会社インターラクト代表取締役/ゲームアナリスト 

 

（１）任天堂の生い立ち ～花札屋からおもちゃ屋へ～ 

 任天堂の本命はどこなのか。私は、「携帯電話」だと思っています。Wii がヒ

ットしていますが、あくまでも腰掛けなのでないかと考えています。テレビの

アナログ放送がまもなく中止となりますが、これは実は、電話のために電波を

あけるということなのです。携帯電話は今後、ますます目のはなせない存在と

なります。超高速なネットワーク環境と高度なセンサー技術や表示技術をベー

スに Wii と同様以上のゲーム機としても機能する「コントローラ&コンテンツデ

バイス」となりうるのです。 

 私は特許出願の対応をお手伝いする仕事をやらせていただくことがあります

が、世界では、次世代の携帯電話特許に関して、同じようなアイデアをいかに

競合しないでクリアできるのか日々闘っているのがよくわかります。 

 任天堂という会社の歴史について少しふれておきます。創業は 1889 年(明治

22 年)、山内房次郎氏により京都にて「任天堂骨牌」が創設されたのがはじまり

です。一般的には「花札」メーカーとして認知されていますが、実は「手本引」

(時代劇で賭博のシーンでよく登場する札)も製造していた札屋でした。任天堂の

資料館には展示されています。 

 1910 年のいわゆる日韓併合の直後に、日本文化を知らしめるツールとして「花

札」が注目され、日本政府が買い上げるといった時代もありました。遊びなが

ら学ぶという考え方は、こういうところにも伺えるのかもしれません。韓国を

発祥の地とするオンライン･ゲームの「ハンゲーム」で、今でも人気なのは「花

札」ゲームです。大韓航空が遅延すると「花札」を乗客に配ると聞いたことが

あります。1949 年には、当時早稲田の学生だった山内溥氏が社長に就任します。

花札はギャンブルの道具とされていた時代、山内溥社長は「脱ギャンブル」「こ

ども、楽しさ」を志向し、「おもちゃ屋」になろうとしました。その際、同志社

卒の横井軍平氏を第一期生として採用し、ウルトラハンドやウルトラマシーン

などのアイデア玩具としてのヒット商品が生まれたのです。さらに、アメリカ

でインベーダーゲームがはやっていたころ、当時シャープとカシオが電卓戦争
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を繰り広げていました。そんな中シャープが IC チップを過剰生産してしまい、

任天堂に安く買ってくれという相談があったそうです。そのときに商品化され

たのが「ゲームウォッチ」です。このときに生まれた十字ボタンの技術特許が

その後のゲームをまた生み出すきっかけになっています。 

 任天堂 DS は、タッチペンで画面をさわるインターフェースが特徴ですが、あ

れは、シャープが開発したので、任天堂に持ち込んだものだったそうです。一

方でシャープもしたたかで、きれいな液晶はソニーに売り込んだそうです。そ

れが現在の PSP となっています。つまり任天堂が勝っても、ソニーが勝っても、

シャープが儲かるということなのです。また半導体においても同様のことが言

え、英国のアーム製のものが両社のゲーム機には採用されています。 

 「ゲームウォッチ」は売れましたが、さすがに 3 個も 4 個も買ってくれませ

ん。そこで、ハードとソフトの分離という発想となり、「ファミコン」が登場し

ます。他のメーカーも同様の商品を打ち出してきました。  

 このあたりから、ゲームメーカーとしての任天堂の第二の人生がはじまりま

す。2008 年は、インベーダーが出てから 30 年、ファミコンが出てから 25 年の

メモリアルイヤーでもあります。 

 

（２）任天堂の思想 ～「飽きる」との戦い～ 

 さて、任天堂の思想はどんなところにあるでしょうか。私は、ゲームは「飽

きる」というところにすべての根源があるように思っています。人間は、ゲー

ムに限らず同じものには必ず「飽き」がくるものです。ゲームは人々に飽きさ

せないための進化形が提示されなければ、すぐに見捨てられてしまいます。 

 ゲームデザインの原型をひもとく

と、 初「ポン」(1972 年)というシン

プルなピンポンゲームがありました。

亜流を考えた開発者は、1 個の玉を 2

個にしてみたり、ダブルスゲームにし

たりという発想しかしませんでした。

ところが、当時アタリ社においてステ

ィーブ・ジョブスも関わったとされる、

「ブロック崩し(ブレイクアウト)」

(1976 年)は、縦にしたり、破壊すると

図５－１－１ ゲームデザインの原型（平林氏の資料より）
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いう行為を追加することで、ヒットします。さらに、待ってから撃つのではな

く、好きな時に動きながら撃てばよいのではと発想して開発されたのが、タイ

トーの西角友宏氏による「スペースインベーダー」(1978 年)です。プレイヤー側

の自由度が広がりましたが、その分敵も強くなって緊張感のあるゲームに進化

していきました。 

 このように、「飽きる」という人間の特性をベースに、人々が、より刺激を求

める緊張感が、いわゆる「ゲーム性」ということなのではないでしょうか。 

 

（３）ゲームばなれ ～開発者たちは、「義務」をデザインしていた～ 

 ゲームというのは、 初は楽しいものです。しかしながら、相手が撃ってき

たから、撃ち返さなければならないとか、逃げなければならないとか、謎を解

かなければならないといった「義務」が発生してくるわけです。これがいわゆ

る「ゲームばなれ」のスタートなわけです。人々がこうした「義務」を感じて

ソフトウェアのマーケットがピークアウトしたのが 1998 年頃でした。開発者た

ちは、ゲームをデザインしていたと思ったら、業界こぞって、「義務」をデザイ

ンしていたのです。さらに全体を見ないでディティール部分にこだわりはじめ

た人々が、どんどんマニアックな市場をつくっていってしまったというのがこ

こ数年の現象です。 

 そこで任天堂においては、こうした状況を打ち破ろうと発想した必然のコン

セプトが「誰でも楽しめる」というものだったのです。その 初の商品がニン

テンドーDS です。創業時から飽きられては業績が悪くなり、新製品を出して盛

り上がったらまた飽きられてという歴史を重ねてきた任天堂は、「飽きる」とい

うことへの戦いを常に頭に描きながら商品開発に取り組んでいたのです。 

 

（４）「遊び」に関する古典的研究 

 「遊び」に関する文献として、いくつかご紹介したいと思いますが、ここに

紹介する 4 人の人物が言っていることが非常によく言い当てているなと思いま

す。 

 ヨハン・ホイジンガという人は、人間は元来「遊ぶ生き物」だと主張し、「文

化は単に物質的必要だけで出来るものではなく、功利的関心よりは美的憧れに

よって文化形式は生まれる、という考え方が根底にあり、遊びは文化の本質で

ある」と言っています。 
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 ロジィ・カイヨワという人は、遊びの分類をした人です。遊びの本質である

「面白さ」を「競争」、「運」、「模擬」、「眩暈
め ま い

」というキーと「遊技」と「競技」

という概念を指摘しました。 
 ミハイ・チクセントミハイという人は、「フロー(flow)」という概念を使用し

て、個人の楽しさ、喜びの経験を説明しました。「フロー(flow)」は、ある物事

に集中しているときに、楽しさゆえにそれに完全にとらわれ他のものごと、雑

事、雑音、時間の経過をも忘れさせるほどの状態を言います。 

 M.J.エリスは、「遊びとは、覚醒水準を 適状態に向けて高めようとする欲求

によって動機づけられている行為である」とし、覚醒を維持するために、情報

と知識の刺激を追い求める対象として、娯楽産業、情報産業を指摘しています。 

 たとえば、六本木ヒルズに住んでいる人は、いつも刺激の強い都市に住んで

いるから週末になると東北の温泉にでも行こうかと思っているとします。逆に

東北の温泉地に住んでいる人は、週末になると、刺激を求めて、たまには六本

木ヒルズにでも行ってみようかということになるという、一見逆のことのよう

に思えるのですが、このように人々の適当な覚醒水準を 適化しようとする行

為が遊びなのではないかというのです。遊びは、義務を増大させることでもな

く、 近よく言われている「いやし」ということだけでもないのです。 

 

 

図５－１－２ ヨハン・ホイジンガ 

（平林氏の資料より） 

図５－１－３ ロジェ・カイヨワ

（平林氏の資料より） 
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（５）コンテンツ産業の現状 

 白書の数字の陰にかくれてしまうものについて、少しお話します。プラトン

の対話から引用させていただいて、「あるから見るのか」「見るからあるのか」、

見るものではなくて、あるものを可視化する

ということなのです。マグリットの絵もそう

いうことです。 

 

〈ハードだけが売れる〉 

ここに、家庭用ゲームの国内市場規模の推

移のグラフがあります(図 5-1-7)。ソフトウェ

アを見ると 1998 年がピークで、2007 年はそ

の 74%に減っています。逆にハードウェアは

22%から 46%に増えています。つまり仮想装着率(ソフト市場/ハード市場)が、

図５－１－４ ミハイ・チクセンミハイ

（平林氏の資料より） 

図５－１－５ M.J.エリス 

（平林氏の資料より） 

図５－１－６ ルネ・マグリットの絵 

（平林氏の資料より） 

©財団法人ハイライフ研究所　http：//www.hilife.or.jp



 
 
                         コンテンツが形成するライフスタイル 
 
 

 90

3.54 から 1.16 に変化しているのです。これはどういうことかと言いますと、「ハ

ードだけが売れている」という不思議な現象なのです。DS が売れていると言わ

れていますが、今年の 1 月～8 月

のデータを見ると PSP が 8 戦 8 勝

なのです。秘密をお話しますと、

PSP にはメモリースティックがつ

いていますが、これをパソコンに

さして、インターネット上に流通

している無料のゲームをダウンロ

ードして入れると、PSP でも使え

るということがおきています。も

ちろん自分の撮った写真や音楽デ

ータもいれて楽しむことができ

ます。従来のようにソフトがなけ

ればただの箱ということではなく、コンテンツを買わなくても、十分に遊ぶこ

とのできる商品なのです。iPod を 4 台持っていますという人がいるように、携

帯ゲーム機もそのようなおかしな現象がおきています。新しい PSP がでるから

買う、色がかわいいからまた買うといった「ハードがソフト化」している現象

が見られます。ハードはソフトを動かすための 低限の機会なのではなくて、

ハードウェアそのものがライフスタイル化しているわけです。 

 

〈ソフトウェアのサービス化と携帯ゲーム機器の活気〉 

 ここ 近、SaaS(サース:Software as a Service)と言われるソフトウェアの提供

形態があります。Google のようにすべてを無料でサービスするモデルですが、

「ソフトウェアのサービス化」が進んでいます。コンテンツ収入ではなくて、

広告や BtoB など、別な収入で成立するモデルです。これと同じ原理が PSP では

おきているということです。任天堂も 新版の DSi では、カメラを付けたり、

SD カードを搭載し、SaaS に対応できるようにしたわけです。 

 こうした理由から携帯ゲーム機は活気があるのです。一方で据え置き機の方

は、売れていると言われながらも伸び悩んでいます。以前は PS を売り出したと

きには、PS2 を開発していたし、ゲームキューブを売り出したときには、Wii を

開発していましたが、現在ゲーム機器メーカーは据え置き機の次世代機を開発

図５－１－７ コンテンツ産業の現状 

（平林氏の資料より） 
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していないのです。そのかわり、「携帯機器」については、何個もプロトタイ

プを開発し、特許戦争を繰り広げています。据え置き機不要論ということが言

われているわけです。 

 

〈主婦がつくっているゲーム〉 

 それから、コンテンツは誰が作るのかという議論ですが、アルビン・トフラ

ー的に言うとプロシューマーの出現です。ゲームユーザー的には、UGG(User 

Generated Game)または UGC(User Generated Content)と言われています。広義で言

うと「YouTube」などもそうなのかもしれません。ユーザーがコンテンツを生成

するわけです。 近では、Flash を使える主婦が 300 円くらいのゲームを売って

います。SNS が研究者どうしの知を横断すると発見があったりして、楽しいね

といったソーシャルなネットワークだったものが、いつのまにか主婦の暇つぶ

しのネットワークになっていたりしているわけです。アフィリエイトなども概

念としてはあったのですが、「ミクシィ」のように、あんなに大流行するとは

思っていなかったわけです。主婦がゲームを急速につくり出しています。つく

る喜びという循環が起きているのです。 

 

（６）異業種と付加価値を広げる任天堂 

<マクドナルドと提携> 

 2008 年の 5 月に任天堂は、マクドナ

ルドと提携して「ニンテンドースポッ

ト」というサービスを実験開始しまし

た。マクドナルドの各店舗に無線 LAN

を配備し、ニンテンドーDS を持ち込む

と、そこでしか見られないマクドナル

ドが DS 用に用意したコンテンツや、

ネットワーク系コンテンツの利用、DS

ソフトの体験版などのダウンロードで

きるようになりました。DS ユーザーに

とってはマクドナルドという便利に遊

べる空間が生まれ、マクドナルド側は、

新たなお客を誘引できる集客効果とと

図５－１－７ ニンテンドースポットサービス記事

(INSIDE FOR NINTENDO NEWS 2008/5/26) 
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もに、従来のキャラクターおまけのようなグッズを製作・配布するよりは電子

的なキャラクターコンテンツサービスをしたほうがコストを下げられるという。

またマクドナルドでは、アルバイト従業員のために、DS によるマニュアルコン

テンツを用意しているとの情報を聞いたことがあります。アルバイトの交替が

頻繁なマクドナルドでは、本を読まない世代へのマニュアルの徹底が大変な課

題でもありました。DS によるマニュアルは大変な効果を出すでしょう。 

 

〈つくばエクスプレス全線でもサービス ～走る放送局～〉 

 人々は電車の中で何をしているか。PSP か DS か携帯または iPod のいずれか

です。あと数年したら超高速のネットワークサービスが提供されるのですから、

走っている電車は、「走る放送局」であると認識できます。こうした状況だと中

吊り広告や駅貼りポスターやっている場合ではないのです。DS にダイレクトに

様々な付加価値を提供できます。新たな番組提供、ゲームコンテンツ、ショッ

ピングの決済サービスなどなんでもできます。 

 

〈富士フィルムと提携〉 

 2008 年 7 月には、Wii を使って、写真のプリントをネット経由で注文できる

「Wii デジカメプリントチャンネル」を富士フィルムと共同展開しました。1 枚

ずつの写真プリントサービスに加え、「Wii 名詞」、「Wii フォトブック」といった

サービスも展開。北米や欧州での展開も計画しています。 

 このように、任天堂は、子どもの集まるマクドナルド、ビジネスマンの乗る

電車などの空間または、写真サービスといった異業種にも目をつけ、新しいラ

イフスタイルを提供できる攻めのマーケット構築を展開しています。 

 

（７）生活をエンターテイメント化 

 ソニーは、ソニーゲームスからソニーコンピュータエンターテイメントに名

前を変えて、PS3 のような高性能のマシンとコンテンツを提供してきた。任天堂

はそうではなくて、「生活をエンターテイメントにする」というのが向いている

ベクトルなのだと思います。 

 「ファミリーゲーム」とはよく言ったもので、家族が洗濯や冷蔵庫のように

生活に必要な白物家電的な必需性を求めるところに、任天堂がいるというスタ

ンスです。今度任天堂は万歩計も出します。毎日歩いた万歩計のデータを DS や

©財団法人ハイライフ研究所　http：//www.hilife.or.jp



 
 
                         コンテンツが形成するライフスタイル 
 
 

 93

Wii に入れることで、ゲーム性のある楽しいデータになります。楽しいので毎日

やることになります。冷蔵庫で冷やすことが楽しくてしょうがないとか、洗濯

するのが楽しくてしょうがないといった使い方、またどれだけ節電したかとい

うことが DS や Wii で楽しく可視化できたら楽しいわけです。 

 数年前に、ゲーム機で脳を鍛える、料理をすると思っていたか?と言われると

私たちは発想しなかったけれど、任天堂はチャレンジしてきました。生活をエ

ンターテイメント化するアイデアやアイテムはこれからも出てくるでしょうし、

楽しみにしたいと思います。 

 

（８）ディスカッションの話題 

Q. 任天堂の、NHK エデュケーショナルや NHK エンタープライズとの提携は何

をものがたっているのか? 

 紅白歌合戦やクイズ番組、アニメなどのライセンス提供であり、膨大な NHK

アーカイブを提供するということではないです。 

任天堂は市場コントロールできないところでは商売をしないので、単に NHK

がやるからのっていることではないかと思います。 

任天堂は今まで、サーバーサービスモデルではなく、パッケージ売りモデルだ

った。今後サーバーサービスをどのように展開するかは可能性もあるが未知数。 

 

Q. SaaS は儲かっていない? 

 SaaS をやっている業者は儲かっているのではなくて、通信会社が儲かってい

る。 

ハードウェアは量産効果が出るものなので、絶対に儲かる。ネットで売るソ

フトウェアはそうはいかない。i モードが出て携帯電話は 10 年で 1 億台売れた

が、そのコンテンツ市場では 1 割しか回収できていない。ハードをつくる人は

儲かった。アップルも iTunes のコンテンツを売って儲けているのではなく、ハ

ードを売って儲けているのです。任天堂もまさにそうで、SaaS 的なサービスを

やるけど、ハードで儲けるモデルなのです。 

 

Q. 任天堂はアップルのような会社になれるか 

 アップルは、ソフトは大事だと言いながら、ソフトを自ら売ろうとしたこと

はあまりない。無料に近いかたち、または他のメーカーから提供してもらう。
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しかしハードはぜったいに手放さない。デザインも手を抜かない、クローン機

もつくらせない。そこの徹底ぶりがアップルであり、任天堂も近い考え。 

 任天堂という会社に行って思うことは、制服を着て、時間ごとにチャイムが

鳴って、夏時間、冬時間があって、門の入口に守衛さんがいるという、まさに

工場の空気が流れていて、ソフトウェアの雰囲気はどこにもないのです。そん

な中では、ハードは絶対にはなさない。それしかないので。 

 

Q. e スポーツの市場は日本で広がるのか 

 任天堂のベクトルとは二分化する、超マニアックなゲームの世界はどうなっ

ていくのか。任天堂は e スポーツにはいかないとは思うがコナミなどはそっち

に行くかもしれない。アメリカのソフトウェア開発は、軍隊の管理ノウハウ(PO) 

などから、大量の人、他人種の人、多様な環境で開発をすすめる－コントロー

ルするのが得意－、そして全員に完成系のイメージを持たせるのが上手です。

10 人くらいが以心伝心で作り上げるような作り方はしない。タイガーウッズの

ゴルフゲームをつくるぞというとわかりやすい、だけどゼルダの伝説なんだよ

と言われると全くバラバラのイメージでつくりあげられない。 

 ヨーロッパの人はアメリカの開発者とは組みにくい。アメリカの軍隊方式の

管理からするとヨーロッパの人々のやり方はのろまと言われてしまう。その結

果、ヨーロッパの人々は日本に学びたがる傾向があります。なので、メーカー

原理からすると e スポーツは日本でははやらないかもしれない。サッカーゲー

ムでいうと、コナミのウィニングイレブンは J リーガーが全員登場してきて日本

では人気だが、ゲームとしての権利しかない、逆に「EA（Electoronic Arts）」は

ほとんどの権利を取得して、ゲームをテレビでも放映できる。マーケティング

の差ということはあるが、これを e スポーツにした場合、EA のほうが儲かるこ

とになる。 

 ゲームをやらない一般の人々が、格闘技のように e スポーツを見るようにな

るのかどうか。e スポーツがグローバル化したら日本はどうなるのか。インドや

中国は軍隊にチームがあります。学校ではスポーツマンを育てているのではな

く、ゲーマーを育てている。ゲームの開発者を育てているわけではない。アジ

アオリンピック競技会は e スポーツを認定競技にしたこともあって、日本国内

でも体育協会の下に競技会をつくることになった。現段階ではまだ判断がわか

らないが、e スポーツの世界が日本文化の中でどのように受け取られるのか興味
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を引く大きなポイントです。EA のゲームがほとんどだか、オリンピックでの競

技になる可能性もあります。国内での意識はまだ低いので、e スポーツ大会は秋

葉原の店が主催する程度で賞金 50 万程度だが、韓国では 14 万人を動員して、

賞金が 5500 万から 1 億というレベルで取り組み方が全く違うのが現状。オリン

ピックゲームになろうとしている中、日本はゲームは強いが、ゲーマーはめち

ゃくちゃ弱いということになっています。 

 海外は、ナショナルブランドのメーカーがスポンサーしているが、国内は全

くその市場が生まれていない。まだ受け入れられていない日本は、置いてきぼ

りにあう可能性もあります。日本とは違って、ドゥームというゲームの大会が

ボランティア的なところからはじまったという e スポーツの歴史文化があり、

アメリカや韓国では根付いている感覚があるとは思います。しかしながらビー

チバレーやスケートボードも以前日本では受けないと言われたが、これだけの

マーケットになったという事例もあるので、市場はどうなるかは全くわからな

い。 
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５－２．福祉コンテンツの世界— バンダイナムコを例にして 

ヒアリング対象者：小野雄次郎 株式会社バンダイナムコゲームス 

         AM特機事業部開発課 人類遊び研究所 主任研究員 

                  新沼 和広 株式会社バンダイナムコゲームス  

         社長室ウエルネス事業部 参事 

 

（１）ゲームの福祉応用 

１）経緯・背景 

 バンダイナムコゲームスは、旧ナムコ以来、アーケードゲームを中心とした業

務用ゲームを展開してきたが、このリソースを活用して、ゲームの福祉応用に

も取り組んでいる。 

「遊び」の世界を通じて、障害を持たれている方や高齢者の方が、それぞれ

の障害あるいは加齢による身体の衰えを感じることなく、また、障害のない人

も障害のある人も、互いにハンディキャップに対し、違和感を感じることなく

共有できるような空間を創造していこうという考え方である「バリアフリー・

エンターテインメント」理念のもとに、「AT(Assistive Technology)事業」と「高

齢者事業」を展開している。 

具体的には、電子技術を活用した障害者用機器(AT 機器)の企画、開発および

AT 機器の販売、また、リハビリテインメントマシンの企画、開発、販売および

高齢者施設の運営、などを行っている。 

 

 

図５－２－１ Assistive Technology 機器の例（出典：バンダイナムコゲームス社資料） 
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障害者用支援機器の例としては、「トーキングエイド」というコミュニケーシ

ョン支援機器を 1985 年から販売しており、ゲーム事業のノウハウをヒューマン

インターフェース開発に活かしている。この分野に取り組んだ大企業もあった

が、ロットの問題で大企業は手を出せなかったため、旧ナムコが国(旧厚生省)

の補助スキームで製作を開始したもの。1 台あたり 9 万円ほどの補助金が出てい

る。 

また、家庭用ゲーム機の福祉用入力インターフェイスの例としては、プレイ

ステーションのボタンを大きくしたものなどがある。 

従来からもリハビリテーション支援機器は存在していたが、「達成感が少な

い」「孤独で忍耐が必要」などの理由で、リハビリテーションは重労働のような

ものだった。 

コナミの「ダンスダンスレボリューション」がリハビリ効果をうむ、など、

ゲームがリハビリに役立つことが明らかになっており、孤独で忍耐が必要なリ

ハビリ機器に、アミューズメント要素を融合させることによって、「自主的に体

を動かすことによるリハビリ効果の促進」「精神的豊かさの創出」「コミュニケ

ーションの拡大」などの効果を発揮させることができると考えており、これを

「リハビリテインメント」と呼んでいる。 

たとえば、NEDO の事業で開発した「身体機能促進訓練機器(OMAT)」がある

が、もともとの機能である「認知能力の改善」「判断能力の改善」「運動能力の

改善」に加え、「積極性の向上」「集中力の向上」「明るさの向上」などの効果を

あげている。 

このような「リハビリテインメント」を実現する機器を「リハビリテインメ

ントマシン」と呼んでいるが、リハビリテインメントマシンは、精神面の活性

化を主目的とし、リハビリ効果も兼ね備えた機器である。 

単に、ゲーム機を障害者・高齢者向けにも提供する、というのではなく、ま

ず、リハビリ効果の期待できる入力インターフェイスを有する機器を抽出した

うえで、「思考力」「理解力」「記憶力」「筋力」「瞬発力」「敏捷性」「高音」「色

彩の判断力」など、高齢者・障害者の利用を考慮して仕様及び設定の変更を行

い、リハビリテーションの要素にエンターテインメントの要素を加味した「リ

ハビリテインメントマシン」を開発している。 
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２）リハビリテインメントマシンの例 

〈ワニワニパニック RT〉 

 5 つの穴から飛び出すワニをハンマーで叩く、モグラ叩き系のエレメカゲーム

マシンである「ワニワニパニック」について、ハンマーの軽量化と形状改良を

行ったうえ、車いす対応としたもの。「腕の筋力向上」「認知判断能力の向上」

「視野の拡大」などの効果が期待され、実際、八戸市の病院では、手をのばす

療法として効果があったという学会発表もなされている。 

 

〈太鼓の達人〉 

太鼓を叩く音楽ゲームである「太鼓の達人」について、太鼓の台を低くし、

車椅子対応したうえ、バチにフリーバンド式ベルクロを付加して、握力がない

人でもバチがもてるように工夫したもの。 

「上肢運動能力の回復」「認知判断能力の向上」「音楽による精神的な高揚」

などの効果が期待される。 

 
図５－２－１ 太鼓の達人（出典：バンダイナムコゲームス社資料） 

 

〈ファミリーボウル〉 

ボウリングゲームである「ファミリーボウル」について、ガーターの頻度を

削減するとともに、スタート SW ボックスをセットバックさせ、左右の車椅子

でのアプローチを可能としたもの。 

「起立促進」「上肢運動能力の回復」などの効果が期待される。 
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図５－２－２ ファミリーボウル（出典：バンダイナムコゲームス社資料） 

 

〈30（サーティー）テスト〉 

ランダムに配された 1 から 30 までのボタンを、一定時間内に、1 から順に押

して反射神経を試すゲームゲームである「３０（サーティー）テスト」につい

て、難易度の低減したり、ゲームプログラムを追加するとともに、手すりを付

加できるようにしたもの。 

「起立促進」「認知判断能力の向上」「視野の拡大」などの効果が期待される。 

 

〈プロップサイクル〉 

自転車型の筐体にまたがり、ペダルを漕ぐことで人力飛行機「ラペロプター」

を飛ばす体感ゲームである「プロップサイクル」について、ペダル負荷を可変

にするとともにサドルの高さを低くしたもの。 

「脚力の回復」「認知判断能力の向上」などの効果が期待される。 

 

〈ゲートボール倶楽部〉 

高齢者のリハビリ目的に開発された専用機で、ゲートボールの動作を通じて、

「起立促進」「上肢運動能力の回復」などの効果が期待される。 

 

 

３）高齢者施設での活用 

高齢者向けには、「デイサービスセンター」「デイケアセンター」「老人保健

施設」「リハビリテーション病院」「特別養護老人ホーム」などの高齢者施設に
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設置し、活用を図っている。これまで、約 200 施設に納入実績がある。 

高齢者に特有の課題として、「寝たきり予防」「介護予防」の取り組みの必要

があるが、そのためには高齢者の転倒を予防することが重要である。 

そのためには、下肢機能の向上が必要となるが、「エルゴメータ」やいわゆる

「筋トレマシン」は単調で長期継続が困難といった問題点があった。このため、

設計段階から九州大学病院と連携して、下肢運動機能向上のための機器を開発

した。開発にあたっては、「下肢や体幹を積極的に使う機器」「高齢者でも安全、

容易に楽しくプレイできる機器」「脳機能の活性化にも役立つ機器」「アイ・フ

ット・コーディネーションを向上させる機器」などを目指した。 

「転倒予防」「バランス維持」のために、前頸骨筋・大腿直筋・中臀筋を運動

させるインターフェイスの構築の結果、開発された機器が「ドキドキへび退治」

である。実際に利用してみると、エルゴメーターよりも筋力を使い、脳血流も

大きく変化することが分かった。テレビ番組「ガイアの夜明け」でも紹介され

ている。 

 

（２）リハビリテインメントスケープ 

１）より効果をうむための工夫 

単にリハビリテインメントマシンを施設に設置するだけでなく、より効果を

発揮するための工夫もなされている。 

例えば、小樽の病院では、テーマパーク風に空間演出までやった。「春の森」

と題して、木の枝に輪投げがあったり、歩くと音階が鳴る工夫があったりする。

「スイートランド」というお菓子をゲットするゲームも人気があり、「自分でと

って孫にあげるのが楽しみ」という高齢者が多い。 

  
 

図５－２－３  

リハビリテインメントスケープの例 

（出典：バンダイナムコゲームス社資料） 
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２）デイサービスセンター「かいかや」 

横浜みなとみらいの「横浜ワールドポーターズ」内で、自社の運営するデイ

サービスセンター「かいかや」でも、リハビリテインメントスケープの取り組

みをしている。「コンセプト“スピリチュアル・ヘルス（魂の健康）」をコンセ

プトとして、高齢者の方々が自ら進んで楽しむことにより心身の活性化が図ら

れるようにしている。 

“大正ロマン”をテーマに、洋風の食堂やサンルーム、畳敷きの和室など、

文化の違う様式を取り入れた和洋折衷施設で、木材や竹など自然の素材を随所

に使用した落ち着ける空間になっている。 

「ワニワニパニック RT」や「太鼓の達人」などのリハビリタインメントマシ

ンを設置しているほか、本物の家具を使用したり、日活で使用していた小物な

ども配置したりしている。 

結果的には、よく使われる施設と、ほこりをかぶる施設とに分かれる要因と

しては、スタッフの対応次第の性格が強く、ゲーム大会などを企画する必要が

ある。機械だけ置けばよいというものではなく、やはり盛り上げるのは人間の

仕事、といったところである。 

 

図５－２－４ かいかや（出典：バンダイナムコゲームス社資料） 
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（３）今後の展望 

１）ウェルネステインメント 

正直なところ、リハビリテインメントマシンは、あまり売れておらず、経営

的な効果を問われるとまだまだの感がある。顧客施設でも、経営的に介護保険

に頼っている現状であり、かなり厳しい経営状況にあるのが一般的で、なかな

かマシンを買える状況にはない。特に、数百万円単位のリハビリテインメント

マシンはなかなか難しい。 

今後は、リハビリテーションや介護のみに目を向けるのではなく、もっと広

く「健康」への取り組みをしていきたい。 

コンセプトとしては、「リハビリからウェルネスへ」という新しい健康概念を

提案し、「遊びながら健康になれる新しい健康観」を訴求していきたい。 

「遊びと健康の融合」を表すキーワードとして、「ウェルネステインメント

(Wellnesstainment)」を掲げているが、これは、「Wellness」と「Entertainment」と

「Amusement」を掛け合わせた造語である。遊びながら楽しく健康の維持増進が

図れる「ウェルネステインメント」の推進により、「夢」「遊び」「感動」に満ち

溢れた幸せな人生の実現を目指したいと考えている。 

 

２）DS・PSP の福祉応用 

具体的な取り組みとして、ニンテンドーDS や PSP などの携帯ゲーム機器 SP

の福祉応用に取り組んでいる。 

発達障害児(者)用教材として、トレーニング系のゲームソフトを応用している。

例えば、識字障害者は約 4%いるが、中には、他の能力は強い人もいるので、ゲ

ームを活用した個別教育を企図している。 

 

図５－２－５ トレーニング系携帯ゲームソフト 

（出典：バンダイナムコゲームス社資料） 
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また、「99 のなみだ」など、利用者個別に合った“泣けるストーリー”や癒し

系ソフトである「パンダさん日記」による心の健康づくりを狙っている。 

 

 

図５－２－６ 心の健康づくりに寄与する携帯ゲームソフト 

（出典：バンダイナムコゲームス社資料） 

 

障害者の子供も健常者と同じものを使いたい欲求を抱いており、通常の DS や

PSP を利用して、コミュニケーション支援を図っている。PSP を聴覚障害児が要

点筆記用に利用してコミュニケーションを図っているケースがあったり、DS や

PSP の無線 LAN 機能がコミュニケーションに役立ったりしている。 

 

３）Wii の福祉応用 

Wii Fit を中心に、家庭用ゲーム機 Wii の福祉応用にも取り組んでいる。 

「Wii MotionPlus」が３軸のセンシングが可能であり、動きをリアルに再現す

る機能を持っており、結構使える印象である。 

Wii は「家庭用リハビリマシン」「本格的トレーニングマシン」に変身できる

ものと考えており、スポーツシミュレータとしても十分使える精度と評価して

いる。 
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５－３．実用マンガの動向— 京都国際マンガミュージアムを例にして 

ヒアリング対象者：上田修三 

京都国際マンガミュージアム事務局長 

 

（１）「京都国際マンガミュージアム」の紹介 

１） 概要 

「マンガミュージアム」は京都市の元小学校校舎をリノベーションして活用

している。施設そのものは京都精華大学が京都市から無償で借りており、文科

省から毎年研究補助金を受けている。その他の館運営費用は京都精華大学が負

担している。ミュージアムの中核となる「国際マンガ研究センター」には、京

都精華大学からは 37 名の研究者が所属し、私立大学の「オープン・リサーチ・

センター」として位置づけられている。 

 運営収入は、大学予算・入場料収入・文科省補助金に加え、後述の「オーダ

ーメイドマンガ」の事業収入もこれを補填して運営されている。 
      

 

図５－３－１ 京都国際マンガミュージアム 

 

©財団法人ハイライフ研究所　http：//www.hilife.or.jp



 
 
                         コンテンツが形成するライフスタイル 
 
 

 105

ミュージアム内には、「マンガの壁」と呼ばれる開架式書架や旧職員室を転用

した「子ども図書館」が配置され、来館者には月 1 回の講演会や研究会を無料

で提供している。校庭には人工芝を敷いて、気軽に寝っ転がってマンガが読め

る環境づくり、「ガーデンライブラリー」を目指している。 

図５－３－２ 京都国際マンガミュージアム「マンガの壁」 

(出典：同ミュージアムパンフレット) 

 

地下の収蔵庫には「鳥獣戯画」の複製や「北斎漫画」の原本なども保管・展

示している。海外の有名マンガも含め、日本にあるマンガ資料をできるだけ収

集して、これらのデータベースづくりを進めている。 

また、昔懐かしい「街頭紙芝居」や、土日の各種ワークショップ、マンガラ

ボ、「似顔絵コーナー」など、来館者が参加できるイベントも多数準備している。

月に１回の頻度で「コスプレイベント」を開催しており、毎回 200～300 人のコ

スプレイヤーが集まるなど、集客力のアップにも繋がっている。 

 

２）理念 

 2006 年 11 月末に開設以降、2 年間で 50 万人以上が来館しており、産官学連

携事業としては、まずは成功している施設ではないかといえる。 

 2006 年からを「第一次事業展開期」として、図書館・博物館機能(資料収集・

整理・保存・公開)と生涯学習機能(講座・ワークショップ)をスタートし、2007

年からを「第二次事業展開期」として、研究活動機能(データベース化・研究会)

の強化を、2008 年以降を「第三次事業展開期」として、人材育成機能とりわけ

新産業創出機能(産官学交流活性化)を、それぞれ展開している。 
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図５－３－３ 京都国際マンガミュージアムの位置づけ 

(出典：同ミュージアムパンフレット) 

 

 マンガミュージアムでは、こういった事業展開を通じて、日本のマンガ文化

研究の総合的な拠点化を目指している。また、同時に京都の新観光名所として

の機能を創出し、将来的にはマンガ周辺産業の誘発も図りたいと考えている。 

書誌情報を中心とする漫画本のデータベース化については、約 30 万点の収蔵

マンガ資料のうち、現在、約 8 万点のデータベース化を完了させている。デー

タベース化にあたっては、1 冊あたりの制作コストがかかるので時間をかけてコ

ツコツと進めていく予定である。 

 また、新産業の創出については、決して「商業ベースの利益追求」を目的と

している訳ではなく、あくまでも人材育成をメインに考えている。また、新観

光名所の役割という観点からは、このところ修学旅行生を含む観光客の来館が

多くなってきており、特に、外国人観光客が全体の約 1 割近く占めている点か

らすると、一定の成果をあげていると言える。これは、いくつかの英文外国人

旅行ブックにマンガミュージアムが紹介された効果と言える。 

 

３）開設の経緯 

京都精華大学では、30 年ほど前からデザインの一部として、風刺画（カーツ

©財団法人ハイライフ研究所　http：//www.hilife.or.jp



 
 
                         コンテンツが形成するライフスタイル 
 
 

 107

ーン）の実作とその研究に取り組んでいたが、これが次第に発展して行き、2001

年に「マンガ文化研究所」を、2006 年には「マンガ学部」を、それぞれ開設す

るに至った。 

各種研究には資料が必要なことから、当初は「マンガ図書館」の設置を構想

していたが、京都市内の廃校(面積約 5,000 ㎡)を有効利用する案が浮上し、図書

館機能だけでなく、一般市民にも情報を公開する「マンガミュージアム」の開

設に至った。 

館の主な機能は、以下の 3 点である。 

① ミュージアム機能 

② 研究センター機能 

③ プロダクション機能 
このうち、特色あるのが「プロダクション機能」で、いわばミュージアムの

中に「営業部隊（正確には事業推進室）」を持っており、以下に示すような各種

マンガ冊子を制作している。 

 

（２）制作物の事例紹介 

１）アミューズメント系 

マンガ雑誌やコミックの市場は、大手出版社（小学館・講談社・集英社等）

により寡占されている状態で、当然ながらこの形成された既存市場にオリジナ

ルマンガで新たに参入することはできない。マンガミュージアムでは、非常に

小さい市場ではあるが、「オーダーメイドマンガ」の需要に対応していく方向を

とっている。 

２）マニュアル系 

①JETRO 大阪の依頼による中国進出を検討している企業向けハウツーマンガ冊

子。海外でのビジネス交渉上のポイントやヒントとなる場面をマンガで表現

することで具体的イメージを掴んでもらおうと企画されたもの。 

②医科大学の脳神経外科と共同で制作したメディカルマンガ。病名別に発症か

ら入院・手術・リハビリ・退院までをストーリー化したもの。インフォーム

ドコンセントのマンガ解説書として、実際に使用されている。 
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図５－３－４ マニュアル系マンガの例（出典：JETRO 資料） 

 

３）教育系 

①文化庁の依頼で制作した在留外国人のための日本語学習マンガ本。 

日本独特のコミュニケーションや慣習をマンガの活用でわかり易く解説した

もの。外国人や日本語学校関係者に高評で一般市販もされている。 

②国土交通省からの依頼では、水害の恐ろしさを訴えるマンガ冊子の制作を依

頼されたことがある。子どもたちへの普及を考えて、紙芝居やショートアニ

メといった媒体でも転用制作した。 

 

 

図５－３－５ 教育系マンガの例（出典：文化庁資料） 
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③その他、行政関係の広報資料にマンガを利用するケースが増えてきており、

これまで「行政評価の解説書」、「詐欺に会わないための読本」、若い夫婦のた

めの「子育て支援制度の説明書」、「下水道の仕組みをやさしく解説した冊子」、

「青年会議所のマンガ広報誌」等々、マンガイラストを掲載した行政の広報

誌制作の需要はたいへん多くなってきている。 

 

 

図５－３－６ 行政の広報資料の例（出典：京都市資料） 

 

これら顧客の伝えたい独自のテーマ・内容をオリジナルのストーリーマンガ

に仕立てて冊子化する「オーダーメイドマンガ」の引き合いは、現在、大小あ

わせて年間 50～60 件ほどある。ただし、印税収入を伴うものではないので、全

般的には利益を上げるというよりは、クリエーターの育成とマンガミュージア

ムの広報活動の一環としてやっているという位置づけである。 

 

４）デジタル系 

通常、デジタルアニメの制作には時間と費用がかかるが、マンガミュージア

ムでは学部学生の制作による実験的なショートアニメを中心に、短期間で安価

なアニメ作りの受託事業もスタートしている。 

 

５）その他イベント系 

ミュージアム内の常設口演である「街頭紙芝居」は、外部からの口演依頼に
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対しても出張口演という形で対応している。黄金バットなどの「古典もの」の

ほかに「新作オリジナル紙芝居」も扱っており、京都のイベントに合わせて「紫

式部の新作紙芝居」を作り、海外でも出張口演した実績がある。 

 

（３）マンガをとりまく環境 

１）市場の変化 

マンガはひとつのコミュニケーションツールとして、昨今 TV コマーシャルで

も相当使われるようになってくるなど、市民権を得てきたと言える。例えば、

大手自動車会社の CM でも手作りアニメが多用されている。とりわけ若者向け

の軽自動車や H 社の「ステップワゴン」、N 社の「ノート」などもアニメ CM で

構成されている。また、電車内広告などでも、缶コーヒーCM が有名なマンガキ

ャラクター(課長 S．K)であり、公共広告機構もマンガ「三丁目の夕日」の１シ

ーンをそのまま活用している。 

また、大衆遊具機(パチスロ)でもマンガキャラクターが花盛りである。その中

でも「北斗の拳」が特に牽引役となり、これを契機に次々とマンガキャラクタ

ー活用が進み、大きなコピーライツ料が動いているといわれる。 

公共交通機関であるバスや電車、そのものにマンガを描くケースも多い。ラ

ッピングバスを始め、「ポケモン」や「ハローキティ」などが航空機のボディに

マンガとして描かれている。 

これだけ多くのマンガキャラクターがメディア上に現れてきたのは、やはり、

ごく普通にマンガを読んで育った「マンガ世代」の人たちが CM 制作の現場で

また、商品開発の現場でも、それぞれ責任者として活躍する立場になったから

だろう。 

 

２）デジタル技術の進歩 

デジタル技術の進歩の影響も大きい。 近特に注目しているのは、携帯電話

配信用のマンガコンテンツ化である。京都精華大学マンガ学部の授業でも扱い

はじめているが、あの小さい携帯のモニターに、いかに効果的にストーリーを

展開し、おもしろく表現していくかは大きな研究課題であり、この実験は将来

的に新しいデジタルマンガ市場を開拓するものと考えられている。 
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３）新たな組み合わせ＝漫画的発想 

マンガをツールとして活用するコンセプトには、一般的に「たのしく」「おも

しろく」「わかりやすく」「とっつきやすく」という願いが込められている。 

また、「デリケートなテーマ」を比較的容易に扱えるのもマンガの特長である。

例として、「ハンセン病問題」や「デート DV」をテーマとしたマンガ制作依頼

を受けた実績がある。同様に「抽象的なコンセプト」、例えば「環境」や「健康」

などのテーマについても、テキストや写真では容易に表現しにくいが、主役を

立てて事例をストーリー化することにより、伝えたい内容の理解を促す効用が

ある。 

 
図５－３－６ デリケートなテーマを扱った行政の広報資料の例 

（出典：京都市資料） 

 

そういう意味では、マンガにはいろいろなものをお互いに組み合わせてしまう

「力」がある。マンガキャラクターと飛行機、携帯電話とマンガ、廃校小学校

とミュージアムなどの新たな組み合わせアイデアが、これまで存在しなかった

新しい「モノ」を作っていく。まさに、「漫画的発想」がここにある。 

 

（４）将来の展望と課題 

マンガミュージアムは、その中核となる「国際マンガ研究センター」におい

てマンガ文化を総合的・学術的に研究していくことを目指す。と同時に、ミュ

ージアムとしては、実用マンガの制作推進等による、これまでにない独自の事

業運営を目指していきたいと考えている。 

課題のひとつは、マンガと「産業技術との連動」である。急速に進歩する携
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帯電話の技術や DS 等のゲーム機能とマンガコンテンツがどのように結びつく

可能性をもっているのか、ある意味で「機械オタク的好奇心」をつねに大切に

していく必要がある。 

二つ目は、「人材育成」である。クリエーターとしてのマンガ作家の登場をた

だ待つだけではなく、マンガ文化を総合的に研究する者、そこには、「マンガ本

司書」や「マンガ専門学芸員」も同時に必要とされるし、また、事業性を持っ

たミュージアムをプロデュースし、上手くコーディネートしていく新たな人材

の育成が急務とされている。 

三つ目は、「柔軟な組織体制の確立」である。館名称に「国際」がついている

とおり、今や日本のマンガは海外でも広く扱われており、欧米やアジアの各都

市では、毎年のようにマンガフェスティバルが開催されている。そのため、ミ

ュージアムにも海外からの来館者が多く、研究センターには日本のマンガ文化

に関する海外の取材や問合せが絶えない。こういった海外からのいろいろな需

要にも常に対応していくには、やはり、柔軟なシステムで動ける事務体制が必

要であることを、開設 3 年目にしてひしひしと感じている。 

マンガミュージアムでは、以上のような課題を解決していく過程において、

「知識」と「モノ」を作る知的生産機能を推進していくことで、コミュニケー

ションツールとしてのマンガの活用をさらに広めていきたいと考えている。 
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５－４．利用者を巡る情報環境の動向 

（１）利用者を巡る情報環境 

本項では、コンテンツに関わる昨今の情報環境の動向について概観したい。 

コンテンツに関わる利用者情報環境には、主として、プラットフォーム、端

末、ネットワーク、の 3 つのレイヤがある。 

プラットフォームは、コンテンツを提供するのみならず、ユーザーの認証、

コンテンツ代金の課金および決済、コンテンツの保護、などといった機能を備

えることが多く、代表例として、携帯電話の「i モード」「EzWeb」や、「YouTube」

などの動画配信サイトなどを挙げることができる。 

また、端末としては、例えば、「Wii」や「ニンテンドーDS」などのゲーム機

による様々なジャンルのコンテンツサービスの展開や、「アクトビラ」のような

非 PC 端末によるコンテンツ視聴ビジネスが拡大したり、(厳密に言えばプラッ

トフォームであるが)「iPhone」(Apple)や「Android」(Google)のように、特定の

通信事業者に依存しないモデルのコンテンツビジネスを実現する携帯端末が登

場・普及するようになり、コンテンツに関わるビジネス環境は大きく変貌を遂

げようとしている。 

しかしながら、2008 年度はわが国のネットワークにおいて、エポックメイキ

ングな新しいサービスが実質的に開始されたタイミングであることから、本項

では、ネットワークの動向に絞って説明を加えたい。 

 

（２）新しいネットワークの登場の背景 

 電話が発明されて以来、電話のネットワークは急速に社会のすみずみまで普

及し、電話による音声コミュニケーションはもはや当たり前のこととなった。

一方で、社会経済の発展に伴い、データ通信に代表されるような、音声以外の

コミュニケーションや情報伝達に対するニーズが急速な高まりをみせてきてい

る。 

 しかし、これまでの電話網では、その技術的特性上、データ通信に対して十

分な品質を提供することが出来ないため、データ通信を行うためのネットワー

クが造られた。近年急速に普及したインターネットもその一例である。インタ

ーネットでは、データ通信を行う仕組みとして Internet Protocol (IP)と呼ばれる技

©財団法人ハイライフ研究所　http：//www.hilife.or.jp



 
 
                         コンテンツが形成するライフスタイル 
 
 

 114

術を採用し、その優れた利便性と経済性により、短期間のうちに世界的な規模

で普及が進んだ。わが国では、約 8,811 万人がインターネットを利用していると

推定されており、普及率では約 69%に達しており、特に、パソコンからのみな

らず、携帯電話等によるインターネット利用が常態化しているという特徴があ

る。 

図５－４－１ インターネットの利用人口 

（出典：2008 年「平成 19 年度通信利用動向調査」総務省） 

 

  特に、パソコンによるインターネット利用においては、個人ユーザーの約 7

割が高速なブロードバンド回線を利用する環境となっており、いまや、インタ

ーネット経由で電話のような音声コミュニケーションを実現できるサービスや、

映像コンテンツを視聴するためのサービスも提供されるまでに発展を遂げてい

る。 

 しかし、インターネットには、いくつかの問題も指摘されている。 

  第一に、通信の品質を保証するための仕組みが提供されていないことが挙げ

られる。必要なときに必要な品質のサービスを受けられるという保証がないた

め、特に重要な通信を行なう場合に、通信ネットワークとしての信頼性の問題

が浮上する。例えば、ネットワークの利用が増えている時間帯では、インター
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ネットを経由した電話や映像コンテンツが途切れ途切れになってしまったり、

全く途絶えてしまったりといった事態が起こり得る。あるいは、重要な連絡を

含んだ電子メールが相手に届くのが何時間も遅れたり、途中で消失してしまっ

たりといったことも発生し得る。 

 

図５－４－２ 自宅でのパソコンによるインターネット接続回線 

（出典：2008 年「平成 19 年度通信利用動向調査」総務省） 

 

  第二に、インターネットの仕組みには、セキュリティを確保するための機能

が考慮されていないことが挙げられる。特に、急速な普及の結果として、悪意

あるユーザーや、社会的に弱い立場の人々もインターネットに加わるようにな

り、クラッキング、フィッシング、迷惑メールなどに代表される様々なセキュ
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リティ上の問題が発生し、大きな社会問題となっている。これらの問題に対し

て、現在のインターネットの仕組みでは解決策を提供することは困難である。 

  また、携帯電話をはじめとする移動通信機器による通信サービスの普及も急

速に進み、いまや固定電話を凌駕する勢いをみせている。音声コミュニケーシ

ョンから、いまや電子メール、『着メロ』などに代表されるコンテンツ配信、ゲ

ーム、インターネット接続など、多種多様なサービスが提供されている。通信

事業者は、このニーズに対応するために、新たに移動体通信用のネットワーク

を構築し、拡充を続けている。 

 さらに、情報通信ネットワークの急速な発展に伴い、従来は別種のサービス

として提供されてきた『通信』サービスと『放送』サービスが融合する動きを

見せ始めている。例えば、インターネットのブロードバンド化に伴い、インタ

ーネット上での動画配信サービスを提供する事例が増えている。その一例とし

て、インターネット上でのコンテンツを提供している事業者が、映画会社や放

送事業者と提携し、映画やテレビ番組のように従来は放送サービスを利用して

提供していた映像コンテンツをインターネット上で提供している例もみられる。

このようなサービスは、『通信』と『放送』の両方の特徴を併せ持ったサービス

といえよう。 

  一方で、放送事業者も『通信と放送の融合サービス』の提供に力を入れ始め

ている。例えば、ケーブルテレビ事業者が既に行っているように、本来は放送

サービスを提供するために用いられるネットワーク資産を活用し、インターネ

ット接続サービスや電話サービスを提供する例も増えている。 

  このような動きに対して、通信事業者は、光ファイバを用いることなどによ

りネットワークを高速化したうえで、従来の電話サービスに加え、インターネ

ット接続サービスや、IP を活用した放送サービスや映像配信サービスの提供を

開始している。（このように、通信サービス・放送サービス・インターネット接

続サービスをまとめて提供することを『トリプルプレイ』と呼ぶ。） 

 このように、通信を取り巻く社会的環境は大きく変わり、通信事業者は進歩

する社会的ニーズに対応して新たなサービスを提供し続けてきた。しかし、従

来の電話網の仕組みを用いている限り、ニーズへの対応に限界がみえてきてい

る。そこで、新たな仕組みのネットワークの構築を模索する動きが出てきた。 
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（３）NGN とそのコンセプト 

 前述のように多様化する社会的ニーズに対応するため、通信事業者が打ち出

した新たなネットワークがNGN（Next Generation Network, 次世代ネットワーク）

である。NGN には、新たな社会的ニーズに対応するためのコンセプトが盛り込

まれている。 

 第一に、現在のインターネットで広く用いられている技術である IP をベース

としたネットワークであることが挙げられる。 

IP をベースとすることで、音声通信に留まらず多くのアプリケーションサー

ビスに柔軟に対応したネットワークとすることが出来る。この点は、現行のイ

ンターネットの利点を受け継ぐことを目指している。 

  第二に、電話網の利点であった、通信品質の保証に関する機能を提供するこ

とが挙げられる。 

先に述べたように、従来のインターネットでは、ネットワークを介して伝達

される通信の重要性がどれほどであろうとも通信の品質は保証されないが、

NGN では通信の重要性に応じて品質を選択し、確保することが可能となる。例

えば、利用可能な帯域幅のうちの一定割合を音声通信向けに予め確保しておく

ことで、インターネット利用などのデータ通信量が一時的に増加した場合でも、

途切れたり中断したりすることなく、安定した品質で音声コミュニケーション

を行い続けることが可能となる。あるいは、ネットワークの利用状況などにか

かわらず、重要なデータ通信を確実に到達させることも可能となるであろう。

このように、利用するアプリケーションの特性や通信の重要度に応じて、適切

な通信品質を提供できるネットワークを目指している。この特徴は、社会的な

インフラとしての通信網には必要不可欠のものであると考えられる。 

  第三に、セキュリティの向上を図ることが挙げられる。 

NGN では、アクセス回線の認証を行う機能をネットワーク側に具備すること

となっている。アクセス回線ごとに割り当てられた電話番号や IP アドレスとい

った発信者の ID をネットワーク側で認証することにより、端末や利用者の情報

を識別できるため、いわゆる『なりすまし』を防止できる。これにより、イン

ターネットの特徴であった匿名性を隠れ蓑としたクラッキング、フィッシング、

迷惑メールなどといった問題のある行為は実施し難くなるため、ネットワーク
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社会における情報セキュリティの向上に貢献するものと期待されている。 

  第四に、ネットワークとアプリケーションサービスを接続するためのインタ

フェースを広く一般に公開していることが挙げられる。 

従来の電話網においては、ネットワークに新たなサービスを追加する行為は、

原則として通信事業者のみが実施し得ることであり、それ以外の事業者が実施

することはまず不可能だった。しかし、NGN においては、通信事業者以外の事

業者が、ネットワークが提供する各種機能を活用した新たなアプリケーション

サービスを開発・提供することを可能とするために、ネットワークとアプリケ

ーションサービスを接続するためのインタフェースを一般に公開することとし

ている。 

 インターネットが爆発的に普及した要因の一つとして、世界中の様々な企

業・団体・個人などにより、インターネットを活用した新たなアプリケーショ

ンサービスが次々に開発・提供されたことが挙げられる。NGN においても、同

様に様々な企業・団体・個人などが NGN ならではの先進的機能を活用した新た

なアプリケーションサービスを開発、一般に公開されたインタフェースを通じ

て提供されることにより、ますます多様化するであろう社会的ニーズに応えて

いくことが期待される。 

 このように、従来の電話網の長所である『通信品質の保証』と『セキュリテ

ィの確保』、インターネットの長所である『様々な用途への対応の柔軟性』を取

り入れ、いわば電話網とインターネットの長所を併せ持った、従来にない新し

いネットワークを構築することが NGN の目標である。 

 さらに、移動体通信機器が利用する移動通信ネットワークについても、NGN

に統合することを目指している。これが実現されれば、固定電話と携帯電話を

同じ一つの電話番号で利用するサービスなど、いわゆる『固定電話と携帯電話

の融合』(FMC; Fixed Mobile Convergence)が実現することが期待されており、

ITU-T にて技術規格の標準化を目指した作業が進められた結果、2004 年 6 月に

は NGN 標準化検討の基盤となる勧告を整備し、さらに、2006 年 7 月には、NGN

リリース 1 の概要を取りまとめ、日本を含む世界各国において、NGN の開発・

構築が進められている。 
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（４）日本における NGN 

 日本においても、通信事業者各社はそれぞれ独自に NGN 構想を発表し、NGN

の提供に意欲を示している。中でも、NTT グループは、2004 年 11 月に公表した

『NTT グループ中期経営戦略』において NGN の構築に取り組むことを発表、さ

らに2006年12月より他社に先駆けてNGNのフィールドトライアルを開始した。 

 フィールドトライアルの成果を踏まえ、2008 年 3 月、NTT 東西により正式に

商用サービスの提供が開始された。NTT の計画によれば、2008 年度内には全国

の政令指定都市へ拡大するとともに県庁所在地での提供を開始、さらに、2010

年度内には、現行の光ネットワークサービスの提供エリア全域での提供を開始

するとしている。 

 

図５－４－３  NTT グループによる NGN のエリア展開計画 

（出典：NTT Web サイト(http://www.ngn-note.jp/） 

 

その後、現行光ネットワークのユーザーの NGN への移行を進め、2012 年度内

には現行の IP ネットワークの NGN への移行を完了する計画とのことである。
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並行して、現行の電話網の NGN への移行についても検討を開始している模様で

ある。 

  一方、KDDI も、2005 年 6 月に『ウルトラ 3G 構想』を発表、第 4 世代携帯電

話網と固定通信網の統合を中心としたネットワークの実現に向け取り組むこと

を表明している。併せて、固定通信網の IP 化にも着手している。 

 

（５）今後の展望 

１）NGN による新たなコンテンツ/アプリケーションサービスへの期待 

  NGN の普及により、通信事業者による『トリプルプレイ』サービスの提供が

加速することが予測される。同一のネットワークを用いて、高品質な映像・音

声・データを確実に送ることのできる NGN は、『トリプルプレイ』サービスの

実現において大きな役割を果たすことになるであろう。 

  まず、現在は放送波を通じて提供されているテレビ放送サービスを、同じ品

質で通信網を用いて同時に提供することが可能となる。特に、2011 年に全面移

行が予定されているデジタルハイビジョン放送を通信網経由で提供するために

は、高速・広帯域かつネットワークの利用状況に影響されない伝送品質の確保

が必要であるが、NGN はこの条件を満たすものになると期待される。特に、放

送波の届かない地域など、いわゆる難視聴地域への放送サービスへの提供に役

立つことであろう。 

  また、例えば過去に放送された番組の再配信や、データ通信サービスと連動

しての視聴者参加型の番組の提供など、放送波経由では提供することが難しい

新たなサービスが登場することも期待される。 

  さらに、ハイビジョン画質のテレビ会議サービスは、その優れた解像度と高

い音質により、あたかも実際に対面して会話を行っているような臨場感をもた

らす。これまでは、関係者が一堂に集まる必要のあった会議などが、テレビ会

議を通じて行われることも増えるであろう。 

  また、パソコンを用いて多くの拠点から複数の参加者が同時に参加するテレ

ビ会議サービスも容易に提供可能である。ハイビジョンクラスのテレビ会議サ

ービスよりも安価に構築・運用できることから、短時間の打ち合わせなどに適

していると考えられる。 
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  さらに、この考え方を発展させると、NGN を設置した家庭から、テレビ会議

システムとパソコンなどを通じて、家にいながらにして仕事を行うことも実現

できるかもしれない。昨今注目されている『ワークライフバランス』（仕事と家

庭生活の両立）を含めた、ライフスタイルの改善にも貢献することが期待され

る。 

 

２）映像コンテンツ・ゲーム分野における NGN の活用 

  映像コンテンツの提供については、NGN を活用することにより、より高い品

質の映像を安定的に提供することが可能となるため、NGN の普及によるメリッ

トが も端的に現れる分野のひとつといえる。これまでは、ネットワークの利

用状況により映像に乱れが生じたり、ひどい時には映像が全く途切れてしまっ

たりすることもあったが、NGN の特徴である『通信品質の保証』機能を活用す

ることにより、この欠点が克服される。デジタルハイビジョン品質の映像を安

定的に届けることも可能となるであろう。家にいながらにして、これまで以上

に高精細・高音質の映像コンテンツを楽しむことができるようになるかもしれ

ない。 

  この特徴を、『大容量のデータを確実に伝達できる』という形に応用すること

も考えられる。例えば、 近のゲームソフトは、映像や音楽などの表現を高度

化することにより、データ容量がますます大型化し、DVD メディアなどの大容

量メディアに格納して販売することが一般的となっているが、パッチと呼ばれ

るバグフィックスやアップデートの際や、初期費用を無料とするビジネスモデ

ルの場合などでは、ネットワーク経由でファイルをダウンロードせざるを得ず、

大きなハードルとなっていた。しかし、NGN の機能を活用することで、このよ

うな大容量データを確実にユーザーに届けることも可能となる。従来のインタ

ーネットを用いて配信した場合、データの欠損が発生する可能性を排除できな

い。ソフトウェアは、全てのデータがきちんと揃ってはじめて機能するもので

あるから、結果として長い時間をかけて受け取ったソフトが機能しないという

リスクが少なからず存在することになる。NGN を活用すれば、データ欠損のリ

スクを大幅に低下させ、大容量のソフトウェアを確実にネットワーク経由で配

信することが可能となる。人気の高いゲームソフトは、しばしば発売当日に入
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手するために大変な苦労を伴うことがあるが、NGN を通じての販売であればそ

のようなこともなくなるかもしれない。 

  また、オンラインゲーム(ネットゲーム)のプレイに際しても、ユーザーの利用

通信回線の速度によって、快適なプレイが可能か否かへの影響が大きいが、一

般的には、ブロードバンドのインターネット回線はベスト・エフォートという

ポリシーのもとに、例えば 大 100Mbps の FTTH 回線であっても、時間帯など

の条件によっては、数 Mbps～数十 Mbps の回線速度に留まってしまうことが一

般的である。このため、疎通パケットの少ないオンラインゲームであればとも

かく、アクションゲームや他ユーザーとのコラボレーションが重視されるタイ

プの MMORPG（多人数同時参加型オンライン RPG）の場合は、回線速度がネッ

クとなるケースも多い。わが国ではなかなかヒット作が現れない FPS（First 

Person Shooter）ゲームの中でオンラインゲーム化が期待されたスクエア・エニ

ックス社の「フロントミッション」でさえサービス休止に追い込まれてしまっ

た背景には、回線速度を始めとしたユーザーの情報環境のリソース不足を指摘

することができよう。 

  その意味で、エンドユーザレベルで 100Mbps の回線速度を確保可能な NGN

のサービスが開始されたことは、オンラインゲームのみならず、コンテンツサ

ービスないしコンテンツビジネスの新たな展開を下支えするインフラが漸く整

いつつあることを意味していると言っても過言ではない。 

 

３）IPv（Internet Protocol Version）6 網としての NGN の意味 

 また、意外に見落とされがちであるが、NGN は IPv6 をベースとしたネット

ワークでもある。 

現在、インターネットにおいて一般的に利用されている IP アドレスは IPv4

（Internet Protocol Version4）と呼ばれるもので、0～255 の数字 4 つを組み合わせ

て表現されており、全部で 256 の 4 乗（2 の 32 乗）、すなわち 43 億弱の組合せ

しかなく、そのリソース不足を Network Address Port Translation（NAPT ないし

NAT）技術により運用的に補ってきた実態がある。本来であれば、複数のコン

ピューターがあれば、その数だけ IP アドレスを割り当てなければならないが、

個々のコンピューターにはインターネットとは通信する必要のない IP アドレス
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を割り当てておき、インターネットとの接続点で IP アドレスを変換するという

方式であり、複数のコンピューターが同時にアクセスする場合もあるが、TCP

によって電子メールと WWW が同時利用できるのと同様に NAPT で適切な制御

を行うことにより、ひとつのグローバルアドレスで複数のコンピューターの同

時アクセスが可能となっている訳であるが、NAPT を利用すると、インターネ

ット側から個々のコンピューターへのアクセスは不可能である。そのため、一

部のオンラインゲームや映像配信サービスなどのコンテンツ/アプリケーション

が利用できないなどの問題が生じている。オンラインゲーム大国となった韓国

では、インターネットの普及過程において、NAPT の利用が一般的ではなく、グ

ローバルアドレスの利用が推し進められたことが、オンラインゲーム開発の自

由度と魅力を増したとの評価もあり、コンテンツサービスないしコンテンツビ

ジネスの普及におけるパラメータの一つを演じていると言えよう。 

  これを根本的に解決するものとして、IPv6 の導入が進められてきた。IPv6

（Internet Protocol Version6）とは、IP アドレスの数を大幅に増やし、2 の 128 乗、

すなわち 10 の 38 乗以上にした。そのため、事実上無限の IP アドレスが使える

ことになり、枯渇問題を一挙に解決することになるうえ、近い将来、インター

ネットのプロトコルの主役になると期待されてきたものの、IPv4 網との並行運

用の過大負担などの要因により、一般的にはほとんど普及してこなかったのが

実情である。 

  しかしながら、2010～11 年頃に、IPv4 の IP アドレスの枯渇が予想されている

タイミングで、IPv6 をベースとした NGN のサービスが開始・展開されたことに

よって、わが国のコンテンツサービスないしコンテンツビジネスの展開に、大

きな転換点が訪れたと言うことができよう。テレビの地上デジタル放送の IP 再

送信など、IPv6 を前提としたアプリケーションも実用化されており、NGN とい

う新しいネットワークが、コンテンツサービスないしコンテンツビジネスにも、

新たな可能性を開きつつある。 

 

４）より多様なコンテンツ/アプリケーションサービスの可能性 

データを確実に伝達できるという NGN の特徴は、様々なアプリケーションサ

ービスへの応用が期待できる。災害対策の面では、フィールドトライアルでも
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提供されていた『緊急地震速報』の配信サービスが、NGN の商用提供開始と同

時に既に開始されている。NGN の特徴である、ネットワークの利用状況にかか

わらず緊急性の高い通信を確実に伝達する機能を活用し、いつどこで発生する

かわからない地震の予兆に関する情報を確実に配信することで、地震災害の軽

減に貢献するであろう。 

また、一般家庭向けのセキュリティサービスや、通学路における児童の安全

の確保に NGN を活用したアプリケーションサービスが提供可能である。家庭や

街頭に設置されたセンサーやカメラなどが異常を検知したとしても、ネットワ

ークが異常事態に対応するためのセンターへの異常検知データの伝達の確実性

に欠けるようであれば、セキュリティシステムとして万全とはいえない。NGN

は、この欠点を克服し、セキュリティシステムの信頼性を高め、より安心・安

全な社会の実現に貢献するであろう。 

  この他、家庭内に設置された各種センサーが自動的に検知した健康に関する

毎日のデータをセンターに送信し、センターから健康上のアドバイスを受けら

れるサービスなどへも発展可能であり、データ送信の確実性という特徴は、幅

広い応用可能性を秘めている。 

  携帯電話との連携については、例えば、1 台の携帯端末機器を用いて、オフィ

スに在席しているときは企業内ネットワークに、外出時には携帯電話ネットワ

ークに、そして帰宅時は自宅に敷設されたネットワークに接続して、同じ電話

番号・同じメールアドレスで通信サービスを利用するといった利用形態が期待

されている。これまでは、それぞれのサービスが別々のネットワークを通じて

提供されていたため、異なるネットワークをまたがったアプリケーションサー

ビスの提供は難しかったが、NGN は、これらのネットワークを支える単一のネ

ットワークとして、その実現に大きく貢献するであろう。今後、FMC（固定網

と移動網の収束）の進展につれ、これまでにない全く新しいアプリケーション

サービスが登場することもあるかもしれない。 

  以上述べてきたように、NGN は、通信事業者にとって過去数十年間における

大の変革のひとつである。そして、単なる固定電話網の改良に留まらず、通

信サービスの利用に大きな変革をもたらし、ひいては私たちの社会生活にも大

きな変革をもたらす可能性を秘めている。 
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第６章 「コンテンツが形成するライフスタイル」座談会 

 

参加者（敬称略）：水鳥川和夫、福冨忠和、小山田裕彦、國井昭男 

進 行：長谷川文雄 

 

（１）最近のコンテンツの傾向で気付くことは何か 

 

（長谷川） 今年度は「コンテンツが形成するライフスタイル」という研究を

行っており、専門家の方々を交えたヒアリング調査等も行ってきたわけなので

すが、委員の方々に、今回の研究の内容について、さらに深めるつもりでご意

見を伺いたいという趣旨で行います。 

 まず福冨さん、 近コンテンツという言葉が人口に膾炙
かいしゃ

されて久しくなって

きているのですが、コンテンツということを耳にされたときに特にどのような

傾向を感じられるかということについて、まずお話しいただけるでしょうか。 
 

（福冨） コンテンツという言葉は、それまでメディアやメディアのスタイル、

例えばテレビや映画、出版物というように媒体や伝達形式別に縦に切られてい

たものを、横断的に切るようになったので、情報の内容を総称してコンテンツ

と言うようになったと思うのです。ですからコンテンツ全体の動向もそれに合

っていまして、単体で成立しないようなものが徐々に増えてきています。特に

テレビなどのマスメディアがだんだん成立しなくなっています。一般的にはイ

ンターネットや携帯電話の普及が影響しているといわれていますけれども、マ

スメディアが収益を上げられない部分をインターネットや携帯電話が回収でき

ているわけではなくて、様々なメディアが全体の中でコンテンツからの収益を

回収するようなスタイルに変わっています。 

 テレビ局が映画を作るようになっていますし、アニメの利益は DVD で回収す

るのではテレビ番組なしでも成立するようになってきています。ひとつの原作

から本、ゲーム、マンガ、小説を展開することが普通になってきていて、世界

観と物語とキャラクターを共有しながら、さまざまなメディアに展開する。で

すから、以前はメディアの単位で切っていたものが、コンテンツ中心になって

いる。そのように変わっているのではないかという感じです。 
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（長谷川） ありがとうございます。では水鳥川さん、どうでしょうか。 

 

（水鳥川） 近とはもう言えないかもしれませんけれども、 大の話題はニ

ンテンドーDS がヒットしたということですね。例えば家庭用ゲームは 2005 年

までどんどん減少傾向にありました。コンテンツといいながら、ほとんどのメ

ディアは売上高を減少させているのです。マンガも売れなくなっていますし、

アニメも一時隆盛だったのですが、ここに来て頭打ちか、減少傾向になってき

た。家庭用ゲームソフトもずっと落ち込んできて、売上高はピーク時 6000 億円

だったのですが半減してしまったのです。それがニンテンドーDS のヒットによ

って、2005 年を底にしてまた上昇傾向にある。それはニンテンドーDS 一つの影

響だと思うのです。 

 売上高という意味で、ニンテンドーDS がゲーム業界に大きな影響を与えたと

いうことなのですが、実は中身を見てみると、脳トレなどに代表されるように

ジャンルが全然変わってきてしまった。それはゲームではないのではないかと

いうことです。これはハードであるゲーム機が、携帯型で非常に安い、高級な

高速コンピューターになってきて、汎用性を獲得したということ、それから加

速度センサーなどの機能がついてシミュレーション性を帯びてきたということ

によって、非常に日常的、一般的なジャンルにまで活用の可能性が広がってき

たのではないか。それが生活に大きな影響を与えてくるのではないだろうかと

いうのが感想です。 

 

（長谷川） なるほど。後でいろいろお聞きいたします。では、國井さんはど

のように感じられていますか。 

 

（國井） 専門的な立場というよりは、どちらかというと一生活者としてここ 1

～2 年に感じるのですが、例えばテレビを見ていても、妙に今から 20～30 年前

の音楽やアニメといったものが、そのまま二次利用される形でもう一回使われ

るというようなパターンがどうも 近多いのではないかと感じます。リメイク

とかといった話だけではなくて、何げなくテレビのバラエティーやドラマなど

を見ていても、後ろで流れている音楽が妙に 80 年代のものに集中しているよう

に思うのです。 

 恐らくそれはテレビ局やマスコミの世界で実権を握っているというか、現場
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で力を持っている人たちの世代が、ちょうどその世代に当たってきたのだろう

ということと同時に、受け取る側、テレビだったらテレビを視聴する側の人た

ちの中心の世代が、やはりそこら辺にフォーカスされているのだろうと思うの

です。ただ、それは昔から同じ話があるわけで、昔から恐らくテレビ局の現場

で実権を握っていたのは、常に 40～50 歳ぐらいの方だったはずなのです。それ

がどうも 近特にそういうふうに感じられるようになってきたのは、実は私も

その世代なのですが、この世代の人間にとっては子どものころから音楽なりア

ニメなりというものが日常的にあった。恐らくそれ以前の、失礼ながら長谷川

先生の世代（団塊の世代）とは違う環境で育って、生活してきたのではないか。

そういった人たちが現場を動かすような世代になってきたことで、動き方や表

現の仕方が変わってきているのではないかということを、ここ 1～2 年感じるよ

うになってきているという、一視聴者としての感覚があります。 

 

（長谷川） ありがとうございました。小山田さん、どうでしょう。 

 

（小山田） 先ほどもお話がありましたが、コンテンツそのものというのは非

常にアメーバ的で、形を変え、表現を変えていろいろなところまで広がってい

っているという感覚があります。 

 インターネットの世界が広がり、携帯電話やニンテンドーDS のような携帯ゲ

ーム機、家庭内における Wii やプレイステーション、テレビまでがネットワー

クにつながっている時代です。その中で一つ感じるのは、例えばアニメ、キャ

ラクター、ゲームもそうですが、消費者はコンテンツに対してはあくまでも受

け身だったわけです。買うとか、見るとか、体験するとか、あくまでも受信す

る側でした。ところが、自らゲームを作ってアップロードしたり、自らイラス

トやマンガを描いてブログや込みにコミュニティサイトで発表するなど、自ら

発信する人々が登場しました。キャラクタービジネスなどの世界においても、

底辺というか、消費者から何かが起こってきているというところに、大きな市

場やビジネススタイルの変化を感じています。 
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（２）情報通信環境の変化が生活コンテンツに与える影響 

 

生活に関わりを持つコンテンツをどのように位置づけるか 

（長谷川） なるほど。今回の大きなテーマは、コンテンツというものがライ

フスタイルといかに関係を持ち始めてきているかということなのですが、ここ

のところ光ファイバーを中心としたブロードバンドの普及のポイントも上がっ

てきていて、いきおい日常の世界、つまり家庭を中心とした情報の環境が大き

く変化しています。その一方では、通勤、通学中も入るのですが、移動中どこ

でも携帯電話が使えて、さらに携帯の中身が通話以外の利用の方が主体になっ

てきている。そういった技術的な情報通信環境といったものをかんがみた場合

に、どんなことがここ何年間で大きく変わってきたか。國井さん、今回の研究

に示唆するとしたら、どんなことを挙げることができるでしょうか。 

 

（國井） 例えば情報通信の世界で言いますと、昨年、NGN の提供が始まって、

今までのインターネット環境とは全く違う、よりブロードバンドといいますか、

もっと違ったネットワーク環境というものがこれから世の中に普及していく礎

が築かれ始めたといわれています。そうするとコンテンツサプライヤーもそう

ですし、電気通信事業者もそうなのですが、そのネットワークの特性をなるべ

く生かした、通常、非常にリッチなコンテンツを提供しようという動きになっ

ているのですけれども、どちらかというと消費者からそれが歓迎されていると

は思えないところがあります。 

 もちろん高精細なコンテンツ等に対するニーズはあるのですが、ネットワー

ク環境が良くなったからといって、何でもかんでも大容量のコンテンツばかり

を要求しているということはなくて、もっと軽くて簡便なものへのニーズも相

変わらず強かったりするわけで、インフラの環境が整ったからといって、「よう

やくこういったことが実現できるようになりました。だからみんなでそのバス

に乗りましょう」ということにはなっていない。インフラが整ったことはいい

ことなのですが、その中で 適なものを皆さん選んでらっしゃるという環境な

のではないかということが、一つ言えようかと思います。そういった意味でサ

プライヤーサイドと消費者の側の意識とは、必ずしも合っていないのかなとい

う感じはあります。 

 あと、携帯の関係で言えば iPhone の問題とかいろいろあるかと思うのですが、

©財団法人ハイライフ研究所　http：//www.hilife.or.jp



 
 
                        コンテンツが形成するライフスタイル 
 
 

 129

恐らく今までですと、ゲームにしても、より高度な映像系のサービスにしても、

専用のデバイスもしくは機能の高いハイスペックなパソコンでないと表現でき

なかったようなコンテンツが、今では携帯電話や iPod、ゲーム機でも使えると

いうところまで下りてきたという状況があるからこそ、生活との接点が出てき

たのではないかということを感じています。 

 ですから、情報技術の関係でいきますと、どちらかというとインフラの整備

というよりはデバイスの多様化みたいなものが、生活の部分に入り込んできた

ところの側面にあるのではないかと感じているところです。 

 

生活コンテンツのいま 

（長谷川） なるほど。デバイスの多様化ですね。技術的な問題と、それを使

う情報通信環境の下支えがあるということが今分かったわけなのですが、それ

では生活に関わるコンテンツ、先ほど水鳥川さんが脳トレの話をされて、単な

るゲームではないということだったのですが、今回の研究、いわゆる「生活コ

ンテンツ」と呼んでいるのですが、それに関係する部分で考えていった場合に、

さらに今のコンテンツ環境をどのように感じられるか。少し絞り込んで「生活

コンテンツ」という視点で考えていった場合にどんなことが指摘できるだろう

かということなのですが、福冨先生、お願いできるでしょうか。 

 

（福冨） 國井さんのお話の、逆の方向から話すと分かりやすいかと思います。

リッチなコンテンツの環境が提供されているのに、それを選択的にしか取り入

れていないととらえると、インフラ側からの話になると思うのですが、先ほど

話があったように、メディアやインタラクティブなもののリテラシーというの

は、かなりの層に普及しているわけです。僕らが子どものころと決定的に違う

のは、情報の取り方が、昔は生活の中での経験とか、人とのコミュニケーショ

ンなど、メディア以外から取っていた部分の方が多かったのですが、今は膨大

な量の情報がメディアから流れてきます。総務省が「情報爆発」と言っていま

すが、情報量はここ 10 年で何百倍か何千倍になっています。そしてその結果、

従来経験的に得ていた生活的な知識や情報も全部、情報機器から取るようにな

っています。それを「環境情報」という言い方をしています。 

 そこでどういうことが起こっているかというと、それまではテキストや人に

聞くことによって得ていた情報を、メディアから取る。しかも、動画や画像が
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映るものから取る。今、生活コンテンツをリッチなメディアが使いきれていな

いととらえるのではなくて、それまでは人に聞いたり、体験的に得たり文章に

書いて読んでいた事柄をメディアの中で動くもので見るようになったととらえ

た方がいいのではないかと僕は思うのです。 

 ただ、リッチだと言いながら、実はリッチではないのです。例えば、出版物

の画像解像度は、カラーの色分解のところは 155 線・2400dpi で刷られていて、

モノクロのところはベタといってドットがないのです。今、ゲーム機のＰＳＰ

などが一番高精細な液晶を使っていると思うのですが、それでも 200dpi ぐらい

で、あと 10 倍ぐらいにならないと印刷物のレゾリューションを超えられないの

です。そこになったときに多分印刷された本を読むことと差が無くなり、違和

感がなくなるのですが、まだ落差があって、年寄りは携帯では小説は読めない

という感覚があるのです。だんだん慣れてくると読めるようになるようですが、

技術的に見てもそういうところがある。 

 片方でインタラクティブなものに対するリテラシーとか、動画に対するリテ

ラシーというのは上がっている。決定的に違うのは今まで静止しているもの、

つまりグラフィックデザインとして表現されていたものを動的な表現として受

け取っている。その差は全然違いますよね。制作サイドにデザイナーと動画の

クリエーターの差があって、リテラシーとして作り方も違うし、受け取る方も

違うと思うのです。それを読み解く能力を、ユーザー側が持つようになったと

考えた方が分かりやすいかと思うのです。今までのメディアの、エンターテイ

ンメントの世界で生活コンテンツが増えたというよりは、生活コンテンツをメ

ディアの方の文脈で、コンテンツの方の文脈でとらえるようになったと僕は見

ます。 

 

（長谷川） なるほど。そうするとデザイナーが、いわばスタティックデザイ

ナーからダイナミックデザイナーにというか。 

 

（福冨） そうですね。グラフィックといっているような静止画、デザインと

いうのは静的なものに固めるということですよね。いい例がサイネージです。

サイネージというのは、テレビがいろいろなところに張ってあると思えばたい

したものとは思えないですけれども、あれはポスターの代わりなのです。そう

すると、グラフィックデザイナーではなくて動画を作る人がポスターを作るこ
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とになるのです。読む方も平面的なものを理解する能力ではなくて、動画を理

解する能力やインタラクティブなものを了解する能力が要求される。それは随

分差があると思うのです。 

 

（長谷川） 水鳥川さん、どうですか、先ほどの脳トレの話の延長で考えてい

った場合に、生活コンテンツの位置づけは。 

 

生活コンテンツが持つ特性─教育学習と医療 

（水鳥川） 生活コンテンツとして今までわれわれがこの研究会で研究してき

たものの一つは、マンガをパンフレット等の説明資料に適用するということで

すが、ほかにも企業用の広告などにも適用が進んでいくと思います。もう一つ

は、先ほどの脳トレで言ったような教育学習と医療です。 

 今、医療ではゲームがリハビリに適用されています。リハビリは要するにつ

らいわけです。高齢になって何か障害が起きて、リハビリをして復帰しなけれ

ばいけないという強い動機があるかというと、実はない人が多いのです。こん

な痛いことはやっていられないと。教育も同じようなことなのです。英語はき

ちんとできなければいけない、脳をトレーニングして老化を防止しなければい

けないということはみんな分かっているのですが、やはりハードルが高くて動

機が十分ではないのです。 

 実用マンガの方は、説明を分かりやすくする、要するに頭に入りやすくする

ということで、後者の医療と教育では、ゲーム性を出すことによって動機づけ

を強化しているのです。嫌なことでも一生懸命、楽しく、脳をトレーニングで

きる、英語を学習できる、リハビリができるということです。それは結局、コ

ンテンツをただ単に生活ジャンルに持ってきたのではなくて、コンテンツの根

底にあるいいこと、コンテンツが持っている特性、深いところでその方法論が

適用されたことによって、説明が分かりやすくなり、動機づけが強化されると

いう機能を持ったわけです。取りあえず二つと言っておきますけれども、コン

テンツの活用方法にその二つがあるのだということなのです。 

 いわゆるマンガや映画などの物語系とゲーム系の二つを例に挙げてみますと、

物語系というのはある人物が出てきて、その役割の中で起承転結があるのです。

こういう因果関係があったからこうなったというのが物語ですから、要するに

擬人化してキャラクターを立てて物語化することによって、説明が非常に分か
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りやすくなる。これは例えばレヴィ・ストロースがいう原始的な思考も同じで、

要するに神話の世界によって不可解な現象が分かりやすく説明できるわけです。

太陽がなぜ東から昇るかなどということは絶対に説明不可能ですけれども、神

話によって「太陽は昔こういうことだったから東から昇って、西に沈むんだよ

ね」というと「あ、そうだね」と、みんなが分かりやすくなるわけです。説明

を分かりやすくするということが、物語化やキャラクター化に含まれている要

素なのです。 

 後者はゲームに関係するところで、ゲームがなぜ面白いのかという議論まで

行ってしまうのですが、僕が賛同している説は、「ゲームというのは人間の生存

に役立つ能力の向上に役立つからである」というものです。要するに、普通わ

れわれはいろいろな学習をしたり、身体能力を高めたりしないといけないので

すけれども、現実社会でそれをやると、やけどをするわけです。ところがゲー

ムの世界でいろいろな世界が体験できる、社会体験ができる、運動能力や指の

素早い反応でも同じですけれども、そういうことを向上させるということは、

人間にとっていいことなのです。人間にとっていいことだから、人間は例えば

あることをクリアするということに喜びを感じるようにできているわけです。 

 学習ソフト、脳トレを例に挙げると、脳年齢という概念が出てきているので

す。脳のトレーニングですよね。従来われわれはずっと学校社会の中にいて、

脳は大体生まれつき決まっているのだと思っているではないですか。学習して

勉強はできるようになるけれども、能力は変わらないと。ところが、あれは脳

トレといっているのです。脳のトレーニングをすることによって脳年齢が若く

なるなどということなので、基本的に生まれつき持っていた能力をトレーニン

グによって向上させることができるという革新的なメッセージが込められてい

るということです。「あれをやっていると脳年齢がどんどん若くなってくるよ

ね」という仕組み、それをクリアすることが、われわれの生存本能にマッチす

るのです。 

 そういう意味で言えば、コンテンツがなぜ面白いのかという根底的な原理を、

今まで動機が十分ではなくてなかなかできなかった英語の学習や、難しい話を

易しく説明するということに適用することが、生活ジャンルへのコンテンツの

適用ではないだろうかと思うわけです。そして、そういうことからすれば、そ

れはマンガやゲームなどコンテンツ本来の動向とは関係なくて、今後は動機づ

けがどんどん減少していく社会になってくるし、世の中がどんどん複雑になっ
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て説明しないと分からない社会になってきますから、コンテンツの生活利用は

進んでいかざるを得ないという必然性があるのではないかと、私は考えていま

す。 

 

動機付けと現実のギャップ 

（長谷川） なるほど。確かに動機づけされますよね。ハードルが高くてやり

にくいことが、マンガなりゲームなりによってやりやすくなる。でも、動機づ

けされたら、さらに深みを持って成長していきたいですよね。そうするとさら

にそれを提供するようなコンテンツがないと、動機づけされたけれどもと。つ

まり、プールの中で泳げるようになって、泳ぐという動機はできても、今度は

海に行くという、そこにすごいギャップがあるような気がするのですが、この

動機づけというのは本当のものにつながっていくのでしょうか。 

 

（水鳥川） 一つは、例えば社会性ですよね。脳トレも脳年齢が「あなた若い

わね、50 歳よ」とか、二人で会話しながらやるのが正しいということなのです

が、さらにもっと、自分の中で脳トレをこちょこちょやっているのではなくて、

社会的な検定制度になったり、何とかオリンピックになったり、あるいはそん

な大きな話ではなくて小さいコミュニティであるかもしれませんが、そういう

ネット社会と結びつくことによって、より大きな動機づけが出てくるのではな

いだろうかと考えたりはしています。 

 

（長谷川） 私はたまたまボーリング大会があるというので、Wii の中でボーリ

ングを一生懸命練習して、それなりに上達して実際本番に臨んだのです。とこ

ろが、ほとんどブービー賞に近くて（笑）。小山田さん、これはどう考えたらい

いですか。 

 

（小山田） そうですね（笑）。技の取得やダイエットなど、何かを始めるきっ

かけにはよいと思いますが、本格的にすべてを習得するまではまだまだなので

はないでしょうか。今後は Wii だけでも高度な習得ができるのかもしれません

けど。 
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リアリティ化するバーチャル 

（水鳥川） Wii でボーリングをしても、まだ質感や重量感などが足りないとい

いますか、ないでしょう。バーチャルリアリティではないのです。だから実際

にボーリングが上達するためには、あのボールを持った感触や重さ、そのコン

トロールなどという能力が身に付かないといけないので、まだ大きな差がある

と思うのです。将来バーチャルリアリティでボーリングがうまくなるためには、

まだ 100 歩ぐらい先がある。 

 

（長谷川） まだ非常にレベルが低いと。将来、技術が進んでかなり臨場感の

あるようなものが出てくると、水鳥川さんが言われる実社会の動機と、さらに

それを向上させるところにつながっていくと。 

 

（水鳥川） ただ、今の Wii でやっているボーリングのレベルの大会なら、十

分通用するのではないでしょうか（笑）。 

 

（長谷川） そのコミュニティではね。國井さん、どうでしょうか、この生活

コンテンツということを考えていった場合に。 

 

（國井） 今、水鳥川先生のお話などを伺っていて頭に浮かんでいたのは、結

局、今までのゲームで遊ぶという世界と現実社会というのは、別なものだった。

それがだんだん高度なものになってきたことによって、恐らくシミュレーショ

ンという概念がそこに出てきたのではないでしょうか。シミュレーションなの

か、シミュラリティなのか分かりませんが。もちろん私が子どものころにも、

プラスチックのおもちゃみたいなボーリングゲームはありましたけれども、そ

れをやったからといって現実のボーリングが上達するとは考えもしない、全く

切り離された世界だったわけではないですか。 

 ところが、今のお話でいきますと、今の Wii ではさすがに難しいかもしれま

せんが、ゲーム用スティックのある程度の高度化によって、だんだん現実のボ

ーリングに近づいていくとなると、もう従来型のゲームとは違った、現実社会

のシミュレーションが行われるようになってきているという形なのではないか

と思います。 
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（福冨） 僕はその意見にはあまり賛同できないのですが、幾つかのゲームは

もともとシミュレーターからスタートしているのです。また、ゲームの一部は

スポーツとして扱われていて、ｅスポーツといっています。例えばマインドス

ポーツというカテゴリーには、ダーツやボーリングも含まれます。現在ダーツ

はどうなっているかというと、二種類ありまして鉄の針できちんと刺さるもの

と、先がセラミック製で当たると点が入る電子ダーツというものが一般化して

いるのです。つまりこれはゲームなのです。多分そういうスポーツの機械化と

いう方向になってくると思うのです。 

 例えば、ボーリングを精巧に Wii でトレースする必要は全くなくて、もしボ

ーリングをする人が増えていれば、ゴルフのイメージトレーニングと同じで、

ある程度のもので十分通用するはずなのです。普及しないのははゲームとして

よくできていないだけなのです。しかし Wii を精巧なボーリングにする必要は

全くないし、そういうふうに進歩はしないと思うのです。もしそうであればゲ

ームセンターが増えボーリング場がなくなると思うのです。そこまでゲームに

よって動機づけする必要があるかないかといったら、ないのではないかと思い

ます。 

 

（水鳥川） それはジャンルによって違うと思うのです。ボーリングはたかが

遊びですから、ボーリングの質感を実現するにはものすごいコストや CPU を要

求するので難しいでしょうが、そうではなくて違うジャンルでは、例えば飛行

機のシミュレーターなどはもう実用化段階にきていて、それにはきちんと飛行

機の加速度Ｇが入って、シミュレーターを動かすのに１時間何千万円という金

が掛かるぐらいになっていますからね。 

 

ゲームだからといって娯楽とは限らない 

（福冨） ゲームなので娯楽的だと考える必要はないと思うのですが、それを

シミュレーターとしてユーティリティ的にとらえる必要もないと思うのです。 

 先ほど学習とおっしゃったので浮かんだのですが、英語の学習書を本屋さん

で買いますよね。CD が付いていない本はめったにないのです。多くは CD 付き

なのです。明らかに iPod が普及しているからです。そもそも CD プレーヤーが

普及したということもあると思うのですが、今こんなに多いのは、明らかに歩

きながら聞くためです。そういうようにメディアとコンテンツは使われていく
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のだと思うのです。 

 

（小山田） それは行動を変えていますよね。 

 

（福冨） 完全に変えています。音楽の聴き方も、ウォークマンの時代から徐々

に変わってきていて、ウォークマンのときはカセットテープなのでアルバム 1

枚分を頭からリニアに聴くしかなかったのですが、今は CD やデータなので、飛

ばし飛ばし細切れに、あるいは繰り返し聴くという音楽体験をしているわけで

す。英語の教材は日本語と英語が交互に出てきて、繰り返し聴いているだけで

いいというものも少なくない。 

 

（小山田） 今は映像も出てきますよね。 

 

（福冨） それが効果的かというと少し微妙ですよね。やはり実用性が、英語

を話さなければいけないというニーズがあるのでこれだけ産業的には普及して

いるのだと思うのです。 

 

（水鳥川） 普及はしているのですが、挫折する人が多いですよね。 

 

（福冨） よく考えれば、昔からあるといえばあるのです。かつては 1 セット

40 万円の英語教材を強引に売りつけて問題になったりしていました。今は 1000

円ぐらいのものでも同じぐらいの内容が入っています。それはやはり情報環境

やリテラシーが変わったせいですよね。 

 

忘れてはならないハードの位置づけ 

（水鳥川） ハードの発展が大きいと思います。もちろんそれは否定しません。 

 

（福冨） だから DS や PSP に直接モーションセンサーが付いていて、駅でゴ

ルフの練習をできるのだったらやる人がいるかもしれないですよ。（水鳥川） 

傘に付けると。 

 

（國井） 危ないですけどね。 
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（福冨） 釣りのゲームはそういうものですよね。もしかしたらそんな方向な

のかという気がします。 

 

（國井） ただ、iPod で英語の勉強をして、英語が飛躍的にできるようになっ

たという方はあまり聞かないような気もするので、先ほどの水鳥川先生のお話

で、第一歩というか、動機づけとしてはすごく有効なのですが、まさにその次

というか高度なところに行かない。 

 

（福冨） 動機づけというよりは、昔はそれを日本語と英語が書いてあるテキ

ストだけでやっていたわけです。家に帰って「百万人の英語」を聴くとか、自

分のライフスタイルの方を合わせなければいけなかった。結構つまらない本も

読まなければならなかった。今は、録画予約しておいて、好きなときに PSP で

見るというやり方です。そこはもうたぶん後退しない、同じやり方には戻らな

いと思います。 

 

（水鳥川） フェーズを二つに分けないといけないと思うのです。「ニンテンド

ーDS は非常に操作性が良くて、ゲームの初心者でもできるようにしました」と

任天堂が言うわけです。そのことであれだけヒットしたかというと、それも一

つのプラットフォームでしょうけれども、結果として先ほど言ったような脳ト

レをする動機づけがないと、単にハードだけを提供されたのではそうはいかな

いでしょう。ハードとソフトの二つが合わさって発展していくのだという気が

します。 

 

生活に入るシミュレーター 

（長谷川） 一方では先ほどの教育、國井さんは教育の専門家でもあるのです

が、逆に視点を変えて生活に入ってきて、 近は料理で手を抜く人が多いです

けれども、レシピなど、材料から始まってどうやって調理したらいいかなどを

動画で見られますよね。そうするともう本当に見ているだけで作れそうな気が

するのですが、もしあるメディアの中で自分もインタラクティブに体験して、

料理ができて点数が 100 点などとできたとしても、やはりそれは現物ではない

わけですよね。 
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 そのソフトの中ではすごく立派な料理ができた。でも、現実に僕らが本当に

口の中に入れる料理を作るという生活ということになってくると、そこで完結

する部分と、実際にタンジブルな、物との関わりを持つこととの間のインタラ

クションがあるときというのは、また違うのではないかという感じがするので

す。つまり、語学のような勉強はもちろんシチュエーションによって英語をし

ゃべったりするわけで、かなりメディアの中でもトレーニングできそうな気が

するのですが、料理に至ってはそこでいくら上達しても、現実のシミュレータ

ーでしかないわけですよね。その辺をまた分けないといけないですよね。 

 

（福冨） 料理のプロ向けのシミュレーターであれば高度化しても採算が取れ

ると思うのですが、一般的なものでは実際に作った方が安いかもしれないので。

だから今は料理教室も結構盛んなのではないですか。 

 

（國井） 男性向けの料理教室が結構はやっていますね。 

 

（小山田） ABC Cooking Studio とかは、女性に限らず、 近は男性もよくみか

けますよね。 

 

（福冨） 教養を積むのではなくて、スキルをトレーニングするということが、

みんな好きなのです。ここ 10 年ぐらい、教養ではなくて、具体的に何かができ

るようになるということを、みんな望んでいるのではないですか。大学でもそ

うですよね。資格を取らせる講座が目玉としてうたわれて、演習系のスキルト

レーニングばかりやっているわけです。 

 それはゲームでは全部代替できないかもしれない。コンピューターのプログ

ラミングのトレーニングはできるかもしれませんが、体験に変わる高度なシミ

ュレーターを作ると割が合わないかもしれないですよね。ゲームのフライトシ

ミュレーターやレースゲームが高度なのは、実は 初にシミュレーターがあっ

たからです。 初のフライトシミュレーターは、本物のシミュレーターをゲー

ム用にしたものです。ゲーム会社が 初に F１のシミュレーターを作ったのです

が、素人では全く操縦できないということが分かって、簡略化したゲームにし

たという話も聞きました。訓練体験に完全に置き換わるようなシミュレーター

となると、大変高度なものを作らなければならないので、そこは違うかもしれ
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ないです。 

 

（水鳥川） 両方で発展していくのだろうと思うのです。前に、あるメーカー

から、某省庁から依頼を受けてきこりが木を切るシミュレーターを納入したこ

とがある、これを子供用の遊具に利用してはどうかという提案を受けたのです。

それで、某省庁に申し入れたのですが、「いや、駄目だ。これはきこり向けに作

ったものだから、林野労働の労働者のためのゲームなどというような、そんな

下賤なものを作っちゃいかん」という話になったのです。しかし、それは開発

費に何億円も掛けて作ったものだったのです。今になって派遣労働者を林業に

就かせるための訓練をするのだなどと言っていますが、そういうものがあれば

もっと円滑にいったと思うのです。 

 例えば労働省の外郭団体でやっている仕事館というのが関西にあって、もの

すごく有名な施設です。そういうところでそういういろいろな仕事シミュレー

ターがきちんとできて、実体験ができるということは、やはり政府のやるべき

仕事ではないですかね。政府が開発して、それを民生用に開放してくれれば、

いろいろなものが実際に役立つようになると思うのですけれどもね。 

 

やはり重要となる動機と目的 

（長谷川） なるほど。やはり目的なのですよね。動機づけて遊びで終わって

しまうのか、役立つかということです。話は違ってしまいますが、イギリスで

は、ニュートンをはじめライプニッツが微積分の考えを作って、それが当時の

産業革命と結びついたから、すごく発展したわけです。一方、日本の場合は江

戸時代に関孝和という数学者がいて、微分・積分の概念に至っていたというこ

となのですが、それこそ今でいう頭の体操のような遊びで終わって、実際のも

のと結びつく必要性がなかったので、せっかく微分・積分の概念はあったのだ

けれども発展していかなかった。そんなことを読んだことがあるのです。 

 生活に入ってくるコンテンツというものを考えた場合、同じ考え方でも、動

機はあっても目的がないと広がっていかない。先ほど、どなたかが言われたリ

ハビリということを具体的に考えてみると、リハビリはやはりつらいのだけれ

ども、それをやれば歩けるようになれる、腰が痛くなくなる。そうすると、痛

みを経験しているから、和らぎたいという気持ちでやると思うのですが、腰に

痛みがない人がやっても面白くないと思うのです。ですから、動機と目的とい
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うのがとても重要な感じがしますね。 

 

（水鳥川） そうですね。それは今の議論を超えた先にあるのですかね。高齢

者の生きる目的、要するに早く元気に歩けるようになって社会活動をしたいと

いう社会ができないと、本当の目的はできないわけです。今は痛みを超えてと

にかくリハビリをすることへの動機づけ、面白いから痛いのを忘れて少しやる

ぐらいのレベルなので、本来のところにまでは至っていないということだと思

うのです。 

 

（小山田） 今ヒアリングしている中で、昔はマンガやゲームは親からしてみ

れば悪いものとされていましたが、今はそうは思っていない方が多いように思

います。単なるマンガ、単なるゲームではないと感じていらっしゃるようです。

先ほどの動機や目的がもう遊びではなくなっていて、何か別なものに置き換わ

りつつあるのだろうなと感じます。それは実用性だったり、例えば健康や癒や

しなど、生活の中にあっても、それは別に排除する相手ではないという感覚を

持っている方がたくさんいて、ポジティブに考えられてきているのだなと思っ

たのです。 

 コンテンツが先なのか、メディアが先なのかわかりませんが、コンテンツは

かなり生活の中に入り込み、人々の行動やコミュニケーションに変化を及ぼし

ているのではないかと感じています。 

 

（長谷川） なるほど。國井さんも先ほど世代観のことを言われたのですが、

そういった意味では確かに僕らもマンガを読んでいると、「マンガなんか読ん

でないで勉強しなさい」と言われた世代なのです。テレビもそうですね。そう

いうふうに考えて、いわゆる広い意味のコンテンツというものを特に國井さん

のような立場から見ていった場合に、「テレビを見ないでゲームをやりなさい」

とはならないとは思うのですが、その辺はどういう価値観を感じられますか。

あるいは仕事を通じて。 

 

（國井） テレビを見ないでゲームをやりなさい。それはどっちもどっちとい

う感じもありまして。 

 

©財団法人ハイライフ研究所　http：//www.hilife.or.jp



 
 
                        コンテンツが形成するライフスタイル 
 
 

 141

（長谷川） それは冗談です（笑）。 

 

入門編には効果がある 

（國井） 現状のゲームというものを考えるべきなのか、それとも、もっとそ

れが発展したゲームというものを考えるべきなのかというところもありますけ

れども、先ほどからずっと一連の話を伺っていて、いわゆる実用コンテンツ、

生活コンテンツみたいなものはすべてが入門編というか、水辺に馬を連れてい

く作業をやりやすくするものが多いような気がしています。その後をどうやっ

ていくかということが、ゲームなりコンテンツの世界の中で求められていくの

か、それとも水辺に行った後どうするかというのはリアルの世界で学ぶべきな

のか、どっちの方向に行くだろうかということは感じるところではあります。 

 世代論みたいな話にしてしまうとステレオタイプですけれども、特に私たち

の世代あたり、もう少し若い世代でしょうか、いわゆるゆとり教育の世代とか

になると、与えられたものはやるけれどもその後はなかなかやっていかないと

いうようなところがあるという指摘を上の世代の方から受けたりするわけです

が、そういった方々を水辺に連れていくということにコンテンツというものは

効果があるのだろうという気はします。その後どのようにしていくのだろうと

思います。 

 先ほどお話に出ていた、料理を作るのに役立つゲームというのもありました

けれども、実は私も料理を習っていたことがありまして、料理の先生からいろ

いろなレシピとかを与えられるわけです。塩大さじどのくらいとかということ

が書いてあるわけですけれども、そのとおりに作っても多分おいしくは作れな

いのです。やはり、そのときの材料やいろんな状況に応じて、色々なさじ加減

というものをまさにしていかないと、おいしいものにはならないわけです。た

だ、それは恐らく 初に取っ掛かりがあって、料理の勉強を始めた後で、何度

かやっていけばだんだん身に付いていくものだとは思うのです。ですから 初

から 後まで何回同じ料理を作っても、相変わらず DS を見ながら作るという人

は恐らくいなくて、 初の 1～2 回は DS を見て作る、その後はいろいろな応用

を利かせていくという世界なのだと思うのです。ですから、そういう意味では

応用を利かせるのがリアルの世界なのか、相変わらずコンテンツの中でどんど

ん追求していくのかみたいなところで、今の生活コンテンツは分かれ道に来て

いるのかなということは感じます。 
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（福冨） 先ほどの入門編の話で言うと、福祉用、教育用のものはみな技能の

トレーニングを行うものです。これらは動機づけのところで入門編として役に

立つのですが、でもやはりトレーニングなので、トレーニングしない限りは伸

びない。動機が持続しなくなってくる。ゲームなどの代理メディアでやってい

る限りは限界があるという形ですよね。これがただの知識の習得だったら、い

くらでも入れていけますよね。松本清張の全集を読んだって、全くたいしたこ

とがないと感じる人はいるわけです。 

 技能の習得は自分でやらなければならなくてつらいものなので、 初の動機

づけにゲームが要るということですよね、今の話は。それを高度な段階に適用

すると、やはりつらいだけなのです、それがゲームでも。ですから、リハビリ

も人間が指導者として付いていた方が絶対に効率的です。だけど今は多分、人

件費が高いので機械に置き換えられないかという発想ですよね。ロボットなど

もそうですね。介護用ロボットも考えられていますが。 

 

（小山田） ロボットをメディアとしてとらえたら、また何か変わってくるの

ですかね。 

 

（福冨） ロボットはそういう発想だと思います。人間が二人付いていた方が

きっといろいろな面でよかったりするのですが、低コストの人間がいないので、

ロボットで換えられないかということですよね。 

 

（３）生活環境の変化（高齢化、外国人の増加、情報環境など）がコンテンツ

による表現にも影響を及ぼしているか 

 

（長谷川） 福冨さんがちょうど今、大変重要なことを言われたのですが、そ

ういった意味では僕らの今の生活環境は、これからさらに大きな傾向として、

高齢化社会になってリハビリが必要な人だとか、あるいは介護の必要な方など

が増えてくるわけです。一方では海外からの旅行者、あるいは労働者も日本に

これから増えてくる。いわゆる外国人。日本語が必ずしも十分ではない。それ

も英語だけではなくていろいろな言語を話す人が増えてくる。一方では、先ほ

ど國井さんが言われたように情報の環境もモバイルをはじめ、さらに伝送容量

©財団法人ハイライフ研究所　http：//www.hilife.or.jp



 
 
                        コンテンツが形成するライフスタイル 
 
 

 143

の速いものといった技術的な進歩もある。 

 そういうふうに高齢化社会、あるいは外国人の増加、一方では技術の進歩と

いうことを考えていった場合に、僕らがこの研究会の中でやってきた研究の中

には「福祉コンテンツ」と呼んでいるものもあれば、入門編ということでワイ

ンの基礎的な知識、料理の基礎的な作り方といったものをテキストではない形

で学んでいく。実用マンガなどという言葉もあったと思います。それから水鳥

川さんが再三言われていますように、あまり関心はないのだけれどもゲームや

アニメ、マンガ等を使うことによって、英語などを学ぶ動機をつけるというコ

ンテンツがあるわけです。 

 生活環境がこれから大きく変わってくるという環境変化とコンテンツとを絡

み合わせてみると、一方では高齢者を介護するための人が少なくなってくる。

だから外部に頼らざるを得ないという部分もあるのですが、その辺と絡めて考

えていった場合に、われわれの言っている生活コンテンツをどのように考えて

いったらいいのかについて少し議論してみたいと思うのですが、水鳥川さん、

その辺りはどのように考えたらよろしいでしょうか。 

 

疲弊化し閉塞化する社会 

（水鳥川） 長谷川先生がご指摘のように、高齢化がどんどん進んでいくとい

うことに関しては、福祉コンテンツが今後どんどん拡充していかなければいけ

ないでしょう。それから外国人が増えていくということに関しても、やはり学

習コンテンツが十分役に立っていくのだと思います。 

 個別に見るとそうなのですが、もっと大きく見ると、社会全体が実は高齢化

したり、エイジングしていくという意味ではなくて社会全体が疲弊化していっ

て閉塞状況になっている。高齢化というのは一種成長が止まってしまった社会

で、今はまさにそういう社会なのです。経済が成長していたら、少し景気のリ

セッションが起きても失業者も出さずに余剰労働を抱えられていたのが、今は

マイナス成長になると、とたんに派遣労働者は切られてしまった。派遣労働者

から見れば不合理ではないですか。自分が何も悪いことをしていないのに何で

こんな不幸な目に遭わなければいけないのかと。それはやはり全体が成長する

成長期の中で吸収してきた余裕が、全部失われてきてしまったということだと

思うのです。 

 今後 21 世紀は低成長、あるいはマイナス成長の社会になってくる。その大き
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な要因は環境制約やエネルギー制約から起きてきていて、それはある意味で必

然的なものなのですが、そういう社会というのは実は社会全体が高齢化してく

るわけです。その社会の中で何が起きてくるかというと動機不全です。若い人

であっても、なぜ自分は勉強しなければいけないのかという動機が十分ではな

い。いくら勉強したって先が見えないから、そんなものをしてどうするという

話になりますよね。そういう意味で全体動機が不全になっていく。 

 それから、分かりやすいものはなくなってくる。例えば、商品は溢れている

わけです。前は必要な商品はすぐ分かった。これは必要だから買うのだ。自動

車が欲しいなら自動車を買う。今は自動車も満ち溢れていて、特に自動車に乗

らなくても生活できるという状況なので、「この自動車は環境にやさしいんで

す」と言わないと売れなくなってきている。 

 環境にやさしいものというと、例えば今一番成長株である太陽電池がありま

すよね。太陽電池は何に役立つのですか。太陽電池が欲しいと思いますかと聞

かれても、われわれは直感的には分からないですよね。太陽電池によって太陽

で発電して、発電すると原子力も要らないし何とかも要らない、それが CO2 の

発生の抑制になって環境に役立って地球温暖化が少し遅れるのですよねと、何

行も何行もいわないと分からないですよね、いろいろな商品が。商品のほかに

もいろいろなことが全部分かりにくくなって複雑化してきているから、やはり

それは一定の枠組みの中で、コンテンツ的な文法の枠で語ってやらないといけ

ないわけです。 

 各役割があって、世界観があって、それぞれキャラが立っていて、要するに

そういう役割の人がいて、因果関係に結びつけて、こうだからこうなったとい

う結論になるわけです。そういう枠組みの中で語ってあげないと、どんどん分

かりにくくなってきている。あらゆるものがコンテンツ化していかないと、こ

の社会はやっていけないのではないか。その 先端の流れが高齢化だったり、

外国人労働者の増加だったりということかと思うのです。 

 

（長谷川） なるほど。國井さん、日ごろ実際に研究をされていて、お仕事を

通じて環境変化を身近に随分感じられている方の一人だと思うのですけれども、

その辺を考えていったときに、僕らが言っている生活コンテンツとの関係で、

何かお感じになることはありますか。 
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在宅化する社会機能 

（國井） 私は仕事の関係で一番大きなテーマとして、昔から在宅勤務、テレ

ワーク、テレコミューティングと呼ばれているものを追いかけているのです。

それ自体は非常にポジティブな方向で、何とか普及しないかなというようなこ

とは考えてはいるのですが、今の水鳥川先生のお話と合わせていきますと、例

えばお年寄りの方などは外に行きたくても行けない。家の中にいざるを得ない。

そうすると生活自体がどんどん在宅化していく。実際にこれからの社会は在宅

化社会になるということを、20 年ぐらい前に田村紀雄先生などがおっしゃって

いたりするのですが、そういったあまり明るい面ではない在宅化社会というも

のもあったりするわけです。 

 そうすると、どんどん人との接触が少なくなってくる。実社会の体験が少な

くなってくる。そういう中で、仕事もできる、勉強もできる、いろいろなコミ

ュニケーションもできる、社会にも所属できるということを考えると、コンテ

ンツなのかどうか、先ほどから何度も出てきている言葉で言うとシミュレータ

ーなのかどうか分かりませんが、疑似的に体験できる、経験できる、利用でき

るというようなもののあり方というのは、これからますます必要になってくる

ものなのではないかと思います。それがコンテンツなのかどうか、表現が適切

かは分からないのですが、そのあたりを先生のお話を伺って感じておりました。 

 

（長谷川） なるほど。小山田さんは経済産業省のお仕事で、ずっとロボット

の調査、企画をされているわけですが、特にロボットは産業界からだんだん人

間の生活の中に入ってきていますよね。そうすると、結局ロボットが人間とコ

ミュニケーションをするということは、広い意味で考えれば、時には「この人

元気がなさそうだな」となると、元気を出させようというのでゲームしましょ

うとかというようなこともあり得るかもしれませんよね。 

 そういう視点で、あえてこれからの高齢化社会などでロボットの果たす役割

が重要だという指摘があるわけなのですが、その辺をコンテンツという流れで

見ていった場合に、何か感じることはありますか。 

 

（小山田） コンテンツというものを社会の中に当てはめて考えるときに、今

はシミュレーターだとか、機能的にどうだとかということもあるのですが、そ

れが生活の中に入ってくるときに、コンテンツが今後求められる特性というも
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のが気になっています。 

 今、私たちが柏の葉キャンパスシティでやっているまちづくりにも全部共通

してくると思うのですが、コンテンツが求められる特性は、三つぐらいあると

思っています。ひとつは自分が「愛着」を感じられるか、好きとか親しみとか

という感覚がコンテンツから出てこないと、人々はとっつかないし、ずっと継

続できません。それから「大切」に感じられるか、やろうとすることに意義を

感じなければ手にしない。もっといえば、「誇り」に思えるものかどうか。それ

からもうひとつ「共感」を感じられるか。好きか嫌いか、自分に合っているか、

合っていないかではなく、価値観が同じだとか、もしくは自分に直接関係ない

けれども応援したくなるような意識。これらの要素がうまく組み合わさったコ

ンテンツは、人々から「好感」の気持ちで受け入れてもらえます。まちづくり

と同様に、コンテンツもこうした社会性が大事なんだろうなと思うのです。 

 それはロボットも一緒です。ロボットも単なる機能だけで生活には入ってく

るとそれはなかなか受け入れられなくて、より「好感」をもてる要素が何か必

要だと。まちのイベントもただ楽しければよいとか、集客できればよいとかで

はなくて、人々は今、厳しい世の中で、なかなか信じられないわけですから。

何かぐっと共感のもてるもの、大事にしたいものを何かつかもうとしているよ

うな気がしています。 

 

（４）コンテンツのサプライサイドは生活コンテンツをどのように考えている

のだろうか 

 

（長谷川） なるほど。広い意味で考えるとロボットも一つのメディアとも考

えられるわけで、そういう視点で考えてくると小山田さんが指摘されたような

ことは、今後重要になってくると思います。 

 話がずっと広がってきていたのですが、冒頭に福冨さんから、あらゆるメデ

ィアにおいてコンテンツが中心になっていくというご指摘があったと思います。

福冨さんは現実のゲーム業界やテレビ局、あるいは出版界等々も含めて、そう

いうところに実際にコンテンツをサプライしている世界のことについても大変

ご精通されているわけなのですが、逆にサプライサイド、コンテンツを提供す

るゲーム会社にしろ、出版社にしろ、あるいは映画会社にしろ、生活コンテン

ツをどのように意識しているのか、あまり意識していないのか。作る方の立場、
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提供する方の立場から考えた場合にどのようにとらえているのか、お分かりに

なる範囲内で教えてください。 

 

ビジネスとしては途上にある生活コンテンツ 

（福冨） ビジネスの問題があると思うのです。マスメディアのコンテンツは

汎用性の高いものを非常に豊富な資金で作ってきたわけですが、逆に今、生活

コンテンツといっているものはライフスタイルの多様性を受け止めるところか

ら来ているわけなので、コストとしては同じ製作方法では見合わず、手が出て

いないという形だと思います。もうからないということです。 

 ですから、比較的ローコストでできるところからスタートしています。サイ

ネージ（屋外に設置されたディスプレイに広告の映像を流すしくみ）などは典

型ですけれども、地域のクリエイターは一生懸命やるけれどもマスメディアの

制作会社はあまり乗り気ではないです。すでにあるコマーシャルが再利用でき

るならいいだろうという程度のものです。多分、マンガなどでもそうです。ミ

リオンセラーとなっているような一流の漫画家はインフォームドコンセントの

説明マンガは描かないでしょう。それが長期的には、メディアが多様化し分散

していくことによって、周縁から徐々に移っていくだろう。 

 生活コンテンツの中でも、エンターテインメントの文法みたいなものができ

てくると思うのです。ただ、スパンが５年でできるとかという話ではない。テ

レビがインターネットに完全に置き換わるのは、今の普及スピードで進むとす

れば大体 50 年ぐらいかかるのです。現在、携帯電話は 1 億台あるのに、そこか

ら得た収益はコンテンツ産業全体の 5％ぐらいしかないのです。10 年で 1 億台

伸びたのに。あまり急速には進まないという感じです。 

 携帯電話の画面が小さいからやはりメディアとしては利用しにくいとか、い

ろいろな理由があると思うのですが、それが改善されていく間に、徐々に中間

層というか、マスメディアでも生活コンテンツでもないようなところが開拓さ

れていくのではないかと、割と気長に見ているのです。 

 

（長谷川） はっきり言ってしまえば、僕らは一生懸命生活コンテンツとかと

言っているのだけれども、サプライサイド、そういう市場から見ると、まだそ

れほど大きなものでもない。 
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（福冨） 今までのメディア対応のコンテンツ事業者から見るとそうですね。

ただ、地域のメディアなどから見ると、先ほど言ったように駅にポスターが張

ってあったのが映像に変わってしまうわけです。そうすると、グラフィックデ

ザイナーは多摩美などを出て非常に高度なスキルだったのに、サイネージ用の

映像の編集だったら 2 週間ぐらい訓練するとできてしまうかもしれないのです。

要するに、駅のポスターをデザインする人が違う人になるわけです。そういう

チャンスがたくさん出てくる。 

 駅に資生堂の広告が貼ってあったのが、近くのラーメン屋さんの広告が貼ら

れるようになった。そのときにラーメン屋さんに行ってビデオを撮ってきて 2

時間で編集できる人の方が強い。そういうところからシフトしていくのだと思

うのです。 

 

（小山田） YouTube などを見ているとそうかもしれませんね。 

 

（長谷川） 香港、上海でしたか、エレベーターに大量に貼ってしまったわけ

ですよね。その画像の供給元は、テレビ局などではなくて、近所の人が撮った

ようなものでもいいわけです。そこに可能性があって、もちろんどんどん高度

になっていかなければいけないので、いつまでもアマチュアのコンテンツが使

えるわけではないのですが。多分、何十年かのうちにいろいろな形でのクロス

オーバーが起こると思うのです。だから、シフトという感じではないと思いま

す。やはり訓練が必要なのです。動画を撮るのでも、ゲームを作るのでも何で

も。そう簡単ではないので。 

 

（水鳥川） そうですよね。コンテンツの文法が変わってしまったので既存の

事業者はできないのだと思うのです。例えば先ほどの DS の話ですけれども、

DS で売れたゲームソフトで「おいでよどうぶつの森」というのがあるのです。

これは 400 万本売ったトップランクのソフトですが、「おいでよどうぶつの森」

というのは従来のゲームクリエーターからはゲーム性はほとんどないといわれ

ていたものです。どういうゲームかというと、クマさんがいて森があって、ま

ず移住してくるのですが、そのときに住宅ローンを払わなければいけない。そ

れは後で請求されたりはしないのですが、そこでまず採集生活から始まるので

す。木から木の実を落として、木の実をスーパーに持っていくと 1 個幾らで売
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れる。それでお金をためたり、あるいはバイトしたりしてお金がたまって釣り

ざおを買うと釣りができて魚が釣れるので、その魚をスーパーに持っていって

という。 

 今まで、ゲームというのは若いお兄さんたちが発売のときに並んで買って、1

日か 2 日ぐらいでクリアして、その後は中古屋に売ってしまっていたわけです

が、全然そうではないのです。毎日 10 分ずつやるのです。寝る前に 10 分ずつ

365 日やっても、まだ終わらないのです。そういうゲームは、従来のゲーム会社

からは「売れない」と言われていたのです。任天堂は売れると思ったのかどう

か知りませんけれども、やってみなさいと言われて、売ってみたら売れたとい

うのが真実かもしれないですけれどもね。 

 ですから、これまでゲーム性があると思われていたものと違うものが売れ出

している。ニンテンドーDS 向けで 400 万本売れるような大ヒット商品は、既存

のゲーム会社では作れないのです。頭の構造が違っているので。そういう意味

では福冨さんが言ったように、それがいろいろなレベルでできているわけです。

トップのマンガ作品を作る頭の構造の人がこういうパンフレットを作れるかと

いったらそれはまた違うので、文法が変わっているから全く新しい教育システ

ムが必要なのです。例えば学習ソフトを作っていた出版社。学習ドリルを作っ

ていた人も今後は DS 用に作っていかなければいけないですから、そういうゲー

ム的な文法の学習が必要です。 

 あらゆる既存の分野で新しい文法を勉強しなければいけない。まず教育需要

がものすごくあるとともに、それは労働集約的労働ですから、この需給ギャッ

プの中で、例えば人口の 30％ぐらいがコンテンツ型の産業に従事するというよ

うなビジョンを立てないと、今の日本の苦境は救えないのではないかという気

もします。 

 

（長谷川） 具体的な話になったのですが、もう少しいわゆるサプライを、ゲ

ーム会社も含めて考えていった場合にはどうでしょう。脳トレも勉強会の中で

もやったわけですが、ヒットしたのはたまたまですよね。 

 

（水鳥川） たまたまやったら当たったのではないかと思うのですが、どうで

すか、福冨さん。 
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試行錯誤は不可欠 

 

（福冨） 脳トレみたいなものはヒット作品以外にもたくさん開発されたので

す。それでだいぶ失敗しています。数個がばか売れしている状態だと思います。 

 

（小山田） あれだけが生き残ったということなのですか？ 

 

（福冨） 失敗作はたくさんあります。任天堂は 初から明確に戦略を決めて、

ゲームユーザーではない人を狙ったのです。その前から、任天堂は一番広いと

ころに狙いを定めて展開するという考え方のようです。 

 今年一番売れたゲームはポケモンです。10 年間売れ続けているゲームの 新

版が大ヒットしたのです。脳トレは何百万本も売れているわけですが、多分そ

れでいいとは思っていないと思うのです。そこが主力というわけではなくて、

それもやるし、あれもやる、任天堂みたいなところはそういうやり方です。失

敗する可能性があるものも含めて必ず送り出していく、常にマーケットを開拓

していくという会社ですね。ゲーム機のインタフェースも毎回新しいものを持

ってきますし。 

 

（水鳥川） そういう意味で試行錯誤ができる会社なのですね。 

 

（福冨） そうですよね。ヒットしているからですよね。 

 

（長谷川） 体力があるということですね。 

 

（福冨） インタフェースで見ていくと分かるのですが、大学生に聞くと、ゲ

ームではなくてサウンドノベルが好きだというケースも多いです。ゲームとい

うより要するに小説なのです。画像と声優がついている小説みたいなもので、

キャラクターの名前を自分の名前に置き換えたりするようなものもありますが、

ほとんど小説です。「ときめきメモリアル」がそのはしりで、ゲームに声優を使

うところから広がったと思いますが、それはもうほとんどゲームではない、た

だの小説かドラマです。それからニコニコ動画が出てきたので、「初音ミク」の

ような仕組みから派生したコンテンツも多くなってます。コンテンツというべ
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きものではないかもしれないですけれども、かなり多様性があって、今までの

アニメ、RPG ゲームなどと少し違うものがたくさんあるのです。それはゲーム

ボーイが出てきた 10 年くらい前の段階から広がってきたと思うのです。携帯の

影響も大きいのですが、携帯の方は逆にあまりうまくいっていないようです。 

 

（小山田） これまで日本の場合だと携帯コンテンツと呼ばれるものとかは、

例えば i モードとか、各キャリアに依存しなければいけない制約がありましたけ

れども、例えば iPhone のアプリケーションなどは、これまでの通信キャリアが

提供しているコンテンツとは変わっているような気がするのですが。 

 

（福冨） ビジネスモデルが全然違うのですね。そもそもアップルのビジネス

モデルというのは、コンテンツやソフトを売って食べるというモデルではない

のです。ハードウェアは OEM しないという決まりがあって、ただで i アプリを

配っても、ハードウェアが売れればいい、そこで回収するというモデルです。 

 今度ついに iPod は DRM を外すことにしたらしい。要するに、違法コンテン

ツが出た方が、みんなが iPod を買うからいいという戦略に出たのです。みんな

がそれで浮かれてしまうとまずいと思いますが。 

 

（長谷川） ハードもそうなっているではないですか。 近のものは。 

 

（福冨） 多分アップルは、コンテンツではほとんどもうかっていないはずで

す。そこは日本のコンテンツの会社とは違うモデルなので、気を付けた方がい

い気はします。任天堂はそれに近いです。要するに、ただのコンテンツが出た

方が、任天堂は得かもしれないです。 

 

（長谷川） ますます機械が売れて、ハードが売れるわけですね。 

 

（福冨） PSP 用のゲームでは、実はかなりいろいろな違法なものがあるのです。

古い機種のエミュレーターがあって、ほとんどの古いゲームは PSP で遊べる。

しかし、そんなにきちんと取り締まっていない気がします。PSP が売れるからと

いう側面があるかもしれない。言っていいのかどうか分からないですが。 
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５）生活コンテンツは今後、どのように変化していくのか 

 

（長谷川） 今は割とサプライサイドを中心に生活コンテンツの関係で議論し

てきたのですが、僕らがこの１年勉強し、希求してきた、生活コンテンツとい

うことを考えていった場合に、社会環境の変化で外国人や高齢者が増えていく

というニーズはあると思うのですが、今後どのようにとらえていったらいいの

か。サプライサイドとデマンドサイド両方を案配して、皆さんの今後の考え方

として「一過性のものであまりどうなのだろうか」「シフトしていくという意味

ではなくて多様なメニューのうちの一つなのだ」という議論も出てきたと思う

のですけれども、その辺を案配していただいて、近未来の中で、生活コンテン

ツが一つのジャンルとして定着していくのか、それとも単なる一つのメニュー

になっていくのか。あるいは、それに対してサプライサイドはどのように考え

ているのか。 後にそのあたりを皆さんからお聞かせいただければと思います。

それでは水鳥川さんからどうでしょう。 

 

大切になる癒しと共感 

（水鳥川） 後ということで一言いいですか。先ほど國井さんが意図せざる

在宅勤務といいますか、そういう人が増えてきている。そうすると社会的な孤

立が深まってくるということですよね。ある意味では今、社会現象一般にそう

なっている。それから、小山田さんがロボットに関連して、共感性といいます

か、それらが重要だとおっしゃった、やはりその二つは合わさってくるのでは

ないかと思うのです。 

 

（長谷川） 孤立と共感。 

 

（水鳥川） ええ。その解決方法は何かというと、先ほど「おいでよどうぶつ

の森」の話をしましたけれども、毎日、毎日ゲームをやっている。ゲームで遊

んでいるのではなくて、実は寝る前の 10 分間、「おいでよどうぶつの森」とい

うバーチャルなワールドにいるわけです。バーチャルなワールドとリアルなワ

ールドとを行ったり来たりしながら生活していくというライフスタイルになっ

てくると思うのです。それは必要不可欠なことで、実社会があまりにも厳しす

ぎるために「おいでよどうぶつの森」に行って安息を得るということなのです。 
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 それがどんどん進化していくと、どんどんバーチャルな世界にのめりこんで

しまう。それでいいのかというと、先ほどの孤立の問題だったり、共感などが

問題になってくるわけです。「おいでよどうぶつの森」というのは、家族の間で

ケーブルでつなぐと二人でできる。DS のユーザーのピークは 32～33 歳の女性

と 10 歳前後の子どもにあるのです。従来型のゲーム機では、プレイステーショ

ンが 18～20 歳までの男です。90％以上が男性だったのですが、今は女性が半数

以上なのです。それは子どもとお母さんが一緒にやっているのです。 

 一緒に遊ぶということが DS という手段によってできるようになった、今まで

ゲームをやったり、テレビばかり見ていたのが、ここで初めてコミュニケーシ

ョンできる。それがもっと広がってくるということは、ある仮想のバーチャル

な世界が一つのコミュニティを作り得る。その一つの前兆が「セカンドライフ」

みたいなもので、「セカンドライフ」はビジネスモデル上の問題もあって今は失

速ぎみですけれども、それがバーチャルな世界としてそれなりに魅力のある世

界だったかというと、そうでもないわけです。「おいでよどうぶつの森」はもっ

と魅力的で、一つのバーチャル世界が作れるはずです。家族を超えたある社会

ができる。そういうものがたくさん出てくるのではないかと思うのです。 

 そういうものがあって、要するにバーチャルな世界とリアルな世界の両方を

経験しながら、今後の人間は生きていくのではないか。その二つがないと、こ

の厳しい実社会には耐えられないということから、そういうことが必然的にな

る。コンテンツが必要だというのは、結局そういうことですよね。 

 

（長谷川） その言葉が適当か分からないけれども、今の言葉で言うとある種

の「癒やし系」なのですかね。 

 

（水鳥川） そうですね。癒やし系が過半を占めるのではないでしょうか。癒

やし系の中で過半の生活時間を費やし、残りの時間で、しょうがない稼ぎをす

る。リアルワールドはそういういやいや過ごす世界になってくるのではないか

と思うのです。そういうように逆転現象が起きてくるかもしれない。 

 そういう社会を想定したときに、もう一つのトレンドとしては、先ほど環境

と言いましたけれども、環境に貢献しない車は売れないということです。今、

車そのものが環境に害悪をもたらしているという観念がありますから、車に乗

ると犯罪者だという意識があるわけです。だから車が売れるはずがないのです。 
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（長谷川） たばこみたいになっている。 

 

（水鳥川） 今、どういう会社の製品を買うかというと、ゴーンが言っていま

したけれども、「自動車なんかどこのメーカーのを買ったって似たり寄ったり

だ。どの会社を買うかということなんだ」と。要するにゴーンがいる会社を買

うのか、よく分からない会社を買うか。そういう選択だというのですが、実は

さらにその先に、日産は環境にどういうことをしているのか、トヨタはどうい

うことをしているのかという、企業の主張を買うということになります。購買

対象は製品ではなく、イデオロギーを買う、主張を買うわけです。そういう意

味でトヨタ・コミュニティがあるし、例えば日産コミュニティがバーチャルな

世界で構成される。ネットとか、ゲームの世界でそういう特定の主張を持った

コミュニティができてきて、その代表が企業ということになるのだと思うので

す。 

 

（長谷川） いわゆる共感するわけですね。 

 

（水鳥川） そうですね。共感性こそが今後のキーワードであって、その共感

性というものはリアル社会ではなくてバーチャルな世界で作られていく。そう

いうものの重なり合いという形が今後 21 世紀、先の世界なのではないかと思い

ます。 

 

（長谷川） 何か宗教みたいなところが。 

 

（水鳥川） そういうところはありますね。宗教と紙一重だと思うのですが、

では宗教が唯一の答えなのかというと、そうでもないのではないでしょうか。

近代社会をわれわれは経験しているわけですから、すぐ昔の宗教に戻るかとい

うと、そうでもないのではないかと思っています。ただ一部、宗教的な活動は

大きく復活してくるかもしれません。宗教はこういうものを活用していくと思

います。 

 

（長谷川） では、國井さん、どうですか。 
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思考がステレオタイプ化しないか 

（國井） 今、水鳥川先生がおっしゃっていたお話の中で、DS を多用している

層として、10 歳ぐらいの子どもと 30 歳ぐらいの女性という二つの層があるとい

うお話がありましたけれども、私もいろいろな調査などでデバイスの動向など

を見ていますと、その二つの世代の間にある、10 代から 20 歳ぐらいの特に女性

というのは、携帯が大好きなのです。これは男の人もそうなのかもしれないで

すけれども。男の人はその年代より上に行くと、今度はパソコンが大好きなの

です。30 歳あたりを越えた女性は、テレビが大好きなのです。 

 多用するメディアが結構世代と性別というか、デモグラフィック属性によっ

てかなり分かれてきている。昔もそうだったのかもしれないですが、 近は特

にそれに携帯、パソコン、ゲーム機が加わって、それも結構きれいに分かれつ

つあるという状態が見えています。 

 それも先ほど福冨先生がおっしゃった、サプライサイドから見たときにビジ

ネスを展開しにくい要因の一つなのかもしれないですけれども、ひょっとする

と Wii あたりが天下統一をしようとしているのかなといったことを感じたりも

しています。そういったデバイスというか、情報環境ごとのそれぞれ特性があ

りますから、どのような形式のコンテンツが得意かとか、どんな影響を与える

かということがあったりしますので、そのあたりはどうなのでしょう。本当に

Wii によって統一されるのか、それともそれぞれのデバイスごとにそういった生

活コンテンツみたいなものが確立されていくのかということを見ていくという

のは、これから面白い分野なのかなとは思っております。 

 それと、一連のこの研究会に参加させていただいて一番印象が強かったのは、

実用マンガのお話だったのです。実用マンガの研究会のときにも少しだけ申し

上げたのですが、マンガで説明するというのは本当にすごく分かりやすく説明

できるのですが、逆にすごく断片的な部分しか説明しないというところがすご

く気になっています。何でもかんでもそういった方向で分かりやすく説明しよ

うという方向に行くということは、ものすごく思考回路がステレオタイプ化す

るというか、そういったものを一般化してしまうような気がして、その方向性

が今後いいのだろうか、悪いのだろうかみたいなところも注意して見ていかな

くてはいけないのかなということを感じています。コンテンツがライフスタイ

ルに影響を与えるとすれば、その辺かなと感じています。 
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（長谷川） そうですね。たくさんあるところのあるところを抽出して、それ

を非常に強調して漫画化するわけだから、どこかを捨てているというか、その

人が選んだ価値観でやっているわけですよね。 

 

（國井） そうですね。選び方も単にマジョリティに受けるというだけでの選

び方であればいいのですが、何らかのインテンションがあったりすると、また

違ったメッセージが伝わるかもしれませんよね。 

 

（水鳥川） マンガの使い方が誤っているのですよね。すべてが漫画化すると

わかりやすくなると思い込むのは間違いで、マンガや映画は同じストーリー系

のジャンルですけれども、われわれが映画を見て映画館を出てきて、「やっぱり、

おれもああいうふうにやんなきゃいけないんだ」というようにものすごく動機

づけに効くわけです。あるシチュエーション、世界観があって、そこに主人公

がいて、その主人公がどうしようもない危機状態に強制的に陥るわけです。そ

れを何とかクリアして、自分も前の自分とは違う自分になって復活するという

のが一番はやるストーリーだと、ハリウッドでは考え、それが映画作りの定番

になっているのです。 

 それは結局自分がシンク（Think）することなのです。この映画と同じ状況に

置かれたら「私もそういうふうにしなきゃ。そうすることが重要なんだ」とい

う、ある意味では社会的な正義とか、社会的な意義とか、自分がどうするべき

かというゾレンの世界を人に与えるというか、そういうメディアとしては、ス

トーリーというのは一番いいものだと思うのです。マンガを読んでもやはり同

じです。われわれはこの主人公のようになりたいと。それを単にほかの複雑な

パンフレットを漫画化する。顔が出てきて人物化すればすべてが分かりやすく

なると思っているのが間違いで、そういうジャンルに使うべきなのです。 

 

（長谷川） 使い方が違うと。小山田さん、どうですか。 

 

共感がコンテンツの源 

（小山田） 先ほど水鳥川さんの、DS は 30 歳代の女性と子どもさんというの

を聞いて、ディズニーができたころに同じターゲット層の話を聞いたことがあ
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ります。ディズニーも 33 歳のお母さんとその子どもをずっとターゲットにし続

けているから集客を維持できるのだというマーケティングの仕組みの話を聞い

たことがあるのですが、まさにコンテンツもそういうことなのかもしれないで

すね。 

 ディズニーは当時も共感というようなことを言っていて、そこのコンテンツ

作りが非常に大事なのだと。今でも大変素晴らしいコンテンツを持っています

よね。ディズニーランドを作るときに、コンテンツだけでは駄目なのだと。で

は何が大切なのかという話を聞いたことがあって、それは「コンテンツを演出

する感覚だと。見せるとか、伝えるための美しさ。それはデザインだったり、

清潔感という美しさ。それからウェルカム。おもてなしという歓迎する気持ち、

心。これらを組み合わせて初めてそのコンテンツは生きるのです」というお話

を聞いたことがあったのを思い出しました。 

 それはまさに今のコンテンツ議論の中でも、先ほど私が言った、ロボットが

生活の中に入っていくのと同じようにコンテンツに望まれる特性からすると、

そのコンテンツ自体が共感力というか、共感を持てる内容なのかとか、自分に

合っているのかとかということを気にするし、美しさという意味では操作しや

すい、分かりやすい、もしくは他人とどうコミュニケーションしやすいかとい

ったことが、非常に重要だと思うのです。iPod などでも操作性や分かりやすさ、

デザイン性というものを大事にしていますよね。それともう一つは、ディズニ

ーが大切にしているウェルカムというか、入り口。ようこそというあの姿勢。

そのバランスが人々をよりとりこにしているのですよね。 

 先ほど車を買うのではなく日産を買うのだというのと同じで、イメージを買

う。私はアップルが大好きですけれども、アップルの商品の CPU がどうだとい

うよりはスティーブ・ジョブズが考えるテクノロジーの先進性だったり、わく

わくするプレゼンテーションだったり、そういうことにほれ込むから、いつも

新製品発表の動画中継を徹夜して見るわけです。それと同じようにコンテンツ

というのはそういうわくわく感に求めつつあって、そこのコントロールがうま

くできているものが今後広がっていくし、ビジネスになっていくのだろうなと

思うわけです。 

 近の CM なども、これまで議論されていたようなことで、優しさ、環境、

大切なものとか。例えば明治生命の小田和正の CM がありますよね。あるいは

ソフトバンクのイヌのお父さんなどというのも、有名人が出てきて何かやると
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いうのではなくてイヌに置き換わっただけであんなに愛されるというか、別な

感覚が伝わってくるではないですか。あれは面白いと思います。少し前に言っ

た愛着などは非常に大切で、それがある限りは世の中を少し前向きに考えられ

るし、乗り越えられるような気もしますよね。 

 

（長谷川） なるほど。では、福冨さん、お願いします。 

 

まだ本格的でない生活コンテンツ 

（福冨） 生活系のコンテンツは、まだ力が入っていない段階だと思うのです。

私はこのままだでは駄目だと思っていて、教育用のゲームなどは今までもかな

りたくさんあるのですが、教育用途のものにメディアやゲームのインタフェー

スを応用したり、キャラクターを入れただけになっている。よくばかにするの

ですが、（TV のバラエティー番組などでもあるのですが、）ユーザーに対して解

説が必要な時に、アイデアがないと、甲高い声で「なのじゃ」とかと言う博士

のキャラクターが出てくるのです。手塚治虫の時代から 50 年以上、相変わらず

作られているのです。世の中にそんなしゃべり方をしている人はいないと思い

ますが、ステレオタイプになっている。エージェント機能と呼べば確かにその

通りですが、そういう根拠の無いステレオタイプが相変わらずはびこっている

のです。ところが、エンターテインメントのコンテンツの方は、キャラクター

の作り方ですら相当高度になっているのです。生活用のコンテンツはそれには

全く及んでいないので、あと 50 倍ぐらい頑張ってくれないと駄目だと思います。 

 もう一つ、危ない傾向だと思うのは、先ほど愛着や共感とおっしゃったので

すが、ルーマンが言っているような複雑性を縮減するというか、信頼という概

念に近いのですが、ロボットの場合、実はかつてはエキスパートシステムとい

うもの目指して作っていて、要するに 80 年代に失敗したのです。その結果生き

残ったのは、日本のように機能としてはあまり役に立たない二足歩行や、親近

感のあるキャラクターにこだわったものだと考えられます。実用性は無い。し

かし愛着は得る、というものです。 

 

（長谷川） 日本は昔からロボットに対する愛着がありますね。すぐ、ニック

ネームを付けて親近感を持つようです。ワカマルとか ASIMO のように。 

 

©財団法人ハイライフ研究所　http：//www.hilife.or.jp



 
 
                        コンテンツが形成するライフスタイル 
 
 

 159

（福冨） 本当は速く走るのならチーターみたいな形がいいし、確か MIT のメ

ディアラボなどは 6 足歩行で頑張っていたのです。そちらの方が機能としては

合理的なのです。日本のロボットは機能的合理性を超えて、癒やしに行ってし

まったのです。それを狙い過ぎではないかと思うのです。つまり、ポニョと

ASIMO は同じものなのです。つまり、複雑なものはつらいので信頼してしまい

ましょうということなのです。 

 作り手側はそこにいきなり行かないでほしいのです。複雑さに耐える。複雑

なのです。生活コンテンツを面白くしようと思ったら、当たり前なのですがす

ごく大変なわけです。先ほど水鳥川さんがおっしゃったマンガのように、もの

すごく大変なのです。しかしプロが作ったら多分できるのです。今はセミプロ

が「中途半端でもいいんじゃない」というところで作っているのです。だから

本当は本気でやらないと駄目なのです。 

「かわいいからいいんじゃない」というような、「ゆるキャラ」が典型ですけ

れども、よくもあれだけの数を作ると思うのですが、日本人はほうっておくと

ああいうものを作ってしまうのです。「なのじゃよ博士」と同じ構造です。誰に

も嫌われないようなキャラクターをきちんと考えればいいのに、奈良県の「せ

んとくん」みたいな、あれはシカの角が生えた大仏ですよね。とんでもないで

すよね。コンテンツを作っている人は、そこはやはり安直に考えてはいけない

と思います。 

 少し話がずれましたが、生活コンテンツだからこそ本気でやった方がいいで

すよね。エンターテインメントの人たちは命を懸けてやっているわけで、それ

ぐらいやらないときちんとしたものはできないと思いますよ。まずはわずかで

もお金を掛けるべきです。教育用コンテンツだったらできますし、実際にゲー

ムは作られていますよね。シリアスゲームというジャンルがあって、世界的な

学会もあります。認知療法でゲームを使うというものも出てきているし、結構

研究はあると思うのです。 

 

６）生活コンテンツの展望 

 

（長谷川） ありがとうございました。それでは、少し整理をしてみます。 

まず「生活コンテンツ」という言葉はまだ世の中で認知されていませんが、そ

の意味するところは「生活密着型コンテンツ」あるいは「生活支援コンテンツ」
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ということでしょうか。まず指摘する点は、文字ではなくさまざまなコンテン

ツ表現によって、生活に関連したメッセージを伝えられる効果が期待できる点

です。 

 それから、療養のためのリハビリや、語学習得のために繰り返し学習してい

くことは、よほど強い意志と動機がないとくじけがちです。このとき、工夫を

凝らしたコンテンツにより、動機を持続させる効果も期待できそうな点です。 

 しかしその動機については、議論が少し分かれ、あくまでもそれは「導入の

ための動機」であって、より高度な内容になってくると、限界があるのではな

いかという指摘です。今のコンテンツ、あるいはそれを提供するハードウェア

もまだ未成熟な部分があるために入門編で、イントロダクションで終わってい

る。将来は、技術等の進歩によってもっと深みのある、イントロダクションで

はないレベルまで到達できるのではないか。この辺については必ずしもまだ明

解な答えは得るに到っていなかったと思います。  

 2 番目の点としては、これからの日本は、高齢者や外国人が相対的に多くなっ

てくる。 

行政の諸手続に関する情報提供などをマンガやアニメを加味した表現によって、

彼らの日常生活を支援していく可能性があること。こうしたコンテンツ表現の

配慮によって、みんながより安心して、より豊かな、快適な生活を送るために

役立つということも確認できたと思います。 

 3 番目は、コンテンツが基本的に市場原理のなかで生成されていくとすると質

のよい生活コンテンツを作るには限界があるのではないかという指摘です。い

まのゲーム業界のように、1 つ 1 つの作品に相当な投資を行って開発を進め、極

端にいえば、毎回、社運を懸けているような状況下で、こと、生活コンテンツ

に関してはサプライ側が本気になって取り組んでいるとはいえない。もちろん

それだけ市場が未成熟ということですが、現段階では、片手間に制作している

という状況を払拭できない。市場原理だけではない政策的な誘導措置が必要な

のかもしれないという感じがいたしました。 

 あとは今後、情報技術環境のもとでより伝送容量の速いネットワークシステ

ム（NGN、WiMax など）、あるいは DS をはじめ携帯電話も含めて非常に高度な

情報携帯端末機器の発達がこれから考えられてくるわけで、こうしたメディア、

搬送手段が多様化してくると、また新しい可能性も期待できるのではないかと

いう意見も出ていました。 
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 今回、生活支援、生活密着型のコンテンツについて勉強してきましたが、さ

らに生活コンテンツを推進していくような研究企画を考えていきたいと思いま

す。今日はどうもありがとうございました。 
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第７章 ライフスタイルに関係するコンテンツの今後 

 

 コンテンツは今までもっぱら娯楽目的で生産され消費されてきたが、前章ま

でにみたように確実に娯楽以外の利用が広がってきている。 

 こうしたコンテンツの日常利用は、「コンテンツがもっている人間の心に働

きかける方法を各種のコミュニケーションツールに適用すること」として理解

されるであろう。第 2 章ではその方法として、物語化による「共感性」、「因果

関係の説明」、インタラクティブ化による「動機付けの強化」に求めた。それら

が有効に適用される分野として広報、マーケティング、医療・福祉、教育・学

習があげられている。 

 第 3 章で収集されたコンテンツの日常利用に関する事例には、コンテンツが

日常生活に入り込み、特に携帯電話を通して、携帯小説やマンガ配信や携帯ゲ

ームなど日常的な暇つぶし手段として普及し、携帯小説などのように新たなヒ

ットを創り出す原動力となっていることが明らかにされている。また、ゲーム

が職業訓練・学習などに活用されている多数の事例があげられており、第 2 章

で示された枠組みが着実に進んでいることがわかる。 

 第 4 章では、ユーザーのヒアリングを通じてコンテンツの利用状況、コンテ

ンツの日常利用とこれ関する評価が明らかにされており、DS を利用した英語学

習などが着実に普及している状況やマンガ版の日本の歴史や源氏物語などが学

習に有効であるとの意見がみられた。一方、これらの利用には限界があるとの

指摘もあった。 

 第 5 章では、供給側からこれらの動向を探り、任天堂が目指す「誰でもが参

加できる」ゲーム機の開発がこれらの日常利用を促進する効果をもたらしたこ

とが確認された。また、バンダイ・ナムコではゲームをリハビリなどの福祉分

野へ積極的利用を進めている現状が紹介され、治療に有効に働いていることが

分かった。京都精華大学が主導する京都国際マンガミュージアムでは、マンガ

学部生や卒業生などの人材が多数輩出することを前提にオーダーメイドマンガ

の開拓・受注を進めており、広報や教材など多数のマンガ利用が紹介され、モ

ラル向上の訴求を含め、広範なマンガ利用のニーズが存在していることが分か

った。 

 

 以上の研究を踏まえ、今後のコンテンツの日常利用の可能性について若干議
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論してみたい。 

 

（１）ユーザーからの評価は高い 

 ユーザー調査からは、コンテンツの日常利用はかなり進んでおり、ユーザー

側の評価はかなり高い。ユーザーからは例えばトラック運転手向けに出された、

モラル向上のためのマンガ版マニュアルなどが高く評価されており、マンガの

もつストーリー性がもたらす効果、とりわけモラル向上などに対する訴求力が

ユーザーサイドからも評価されていると考えられる。 

 また、マンガ版『日本の歴史』や『世界の歴史』など教材物の評価が高く、

大人になってから歴史が好きになった原因とするユーザーもいた。歴史の教科

書が広範な知識を教えようとして事実や年号の羅列になっているのに対し、マ

ンガ版の歴史では登場人物が生きて活躍しており、それぞれの物語が語られて

いることから、まさにコンテンツの有する共感性が活かされているといえる。 

 

（２）コンテンツの日常利用には限界があるか 

 一方、ユーザーからは、教科書を全てマンガによって代替することは難しい

との指摘があり、その限界を指摘する意見も多くあった。「多くの情報を確実に

伝える手段にはむいていない」、「作者の主観が入ってしまう」、「誰が読んでも

受け手には必ず同じ品質で伝える必要」といった指摘があった。要するに情報

を伝えるという目的には適さないということである。この点はコンテンツの日

常利用を進めるに当たっての本質的な問題を含んでいると考えられる。 

 例えば歴史教科書は広範な事実を網羅的に与えようとしており、歴史はいわ

ゆる暗記科目となっている。マンガ版の日本歴史では、教科書ではないとして

も教科書に代替する教材であることをウリとしているから、これらの網羅的事

実をストリー展開の間に登場人物の語りもしくは背景解説として羅列している。

この部分はほとんど読まれずにとばされているのが実態である。確かにマンガ

は、このような情報を伝える手段としては適していない。 

 しかし、だからといってマンガ版に限界があるとするよりも、そもそも「網

羅的事実を暗記させるのが教科書である」という思いこみがマンガ版を問題視

する原因となっているのではないだろうか。暗記せざるをえない事実の列記は、

歴史教科を嫌いにさせる も大きな元凶である。マンガ版は、これらとは異な

り、登場人物が出てきて物語が語られ、生きた歴史を理解することができる。
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むしろマンガ版こそが真の歴史認識や歴史背景を伝えることができ、ある政治

的事件がどのようにして起きたのかのダイナミックスを理解させる助けとなろ

う。そうすると、事実列記型の教科書もしくはそれを教えることが歴史教育で

あると考えてきた教育方針の方が誤っているのではないかとの疑いを抱かせる。 

 歴史上の事実は本を見ればでているし、インターネットでいくらでも探し出

すことができる。今や漢字を正確に書ける能力よりもワープロから漢字を探し

出す能力を持っていれば十分であろうとするのは極論かもしれないが、これら

の情報をストックする点にかけてはコンピュータの方が人間よりも何億倍も優

秀である。計算能力はもはや人間はコンピュータにかなわない。しかし、コン

ピュータに仕事を指示することは人間にしかできない。人間は今やコンピュー

タにできないことを学ぶことを重視していかなければならないのではないだろ

うか。とすれば、マンガ版日本の歴史の方が本来の教科書としての位置づけを

与えられるべきであろう。 

 

（３）教育現場に導入 

 教材として受け身にマンガやアニメを活用するだけでなく、表現力を養うた

めに活用され始めてきた。既にいくつかの高校でもマンガ・アニメをカリキュ

ラムに導入しているところが現れてきた。大阪にある有る女子高では、従来の

美術教育と異なり、独特の構図法や物語性を学び、広がりのある表現法を学び、

歴史や社会などの知識も学んで、視野を広めることができるという。また、京

都に立地するある中学校でも総合学習の一環としてマンガやアニメに関連した

学習を取り入れている。 

 これらに共通している点は、マンガやアニメを教材に用いることで、生徒に

学ぼうとする意欲を刺激することができるという。教育現場にマンガやアニメ

が注目されてきたことは、これからの教育を考える上で示唆に富んでいる。今

後、こうした教材を用いることで、学習への意欲、理解度、到達度などを実証

的に分析し、さらなる発展につながることを期待したい。 

 

（４）充実したコンテンツ制作体制の必要性 

 マンガ化が訴求力向上に有効であるとしてもやはりコンテンツとして完成度

の高いものでなければその効果が発揮されないことはコンテンツとして当然で

あろう。ユーザーからもそれなりの優秀な作家によって作られた日常利用マン
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ガが必要であるとの指摘が多い。 

 このためには、優秀な人材を娯楽以外の目的に投入できるような体制づくり

や資金の重点的配分を図っていく必要がある。 

 また、教材やマニュアルであっても、人間に感動や納得をもたらすためには

コンテンツの文法に則って作られることが必要である。ハリウッドで行われて

いるようなコンテンツの文法の研究がマンガ、ゲームにおいても必要であろう。 

 近年のマンガ表現法の研究によって明らかになってきたように、マンガはマ

ンガとして表現の文法があり、日本の読者はこの文法を身につけているので簡

略なマンガ表現によってもよく理解することができる。すなわち、読者側にも

コンテンツを読み解くための一定のリテラシーが形成されている必要があり、

制作者側にはコンテンツの文法に則った創造力が必要である。両者ともコンテ

ンツ・リテラシーが基礎にあり、今後、この分野に対する教育が新たな教養と

して重要な役割を果たしていくと思われる。 

 

（５）未来に伝えられる教材づくりを 

 一方、本来の娯楽目的で制作されたマンガにも実はこのような教材やマニュ

アルなどとして大きな効用が期待できる作品が多数存在すると思われる。『美

味しんぼ』は料理の神髄を理解する上でりっぱな料理学の教科書である。料理

の本質を伝える教科書をつくろうとすれば、このようなコンテンツ型が もふ

さわしいと考えられる。もちろん、料理レシピを教える手段としては適さない。

それは目的が異なるからである。また、『ナニワ金融道』は不動産学や民法の教

科書としても実に本質的な部分をもっていると思われる。ほかにも多くのマン

ガがそれぞれの蘊蓄をもとに描かれ、商業的に成功していないマンガでも立派

にその分野の教材として使えるものが多数あるに違いない。かつて出版された

マンガが多数散逸してしまったように、これらの作品は早期に失われてしまう

可能性が高い。系統的に教材群として収集、ストックし、かつ社会的に推薦す

ることが有効である。また、多少教科書として相応しくない部分があれば、著

者の協力の下に改編して教材利用を進めるべきである。次の時代に伝えるべき

ものを教材として、体系だって整備していくことは重要であろう。 

 

（６）世代を超え、多元文化のコミュニケーション 

 今後日本は急速な高齢化社会を迎え、あらゆる生活の局面に高齢者が存在す
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ることになる。個人差はあるものの、動体視力や判断力が落ちてくることは否

めない。一方、社会生活はより一層複雑になり、煩雑な諸手続きや機器の扱い

など、高齢者には容易に理解し難い生活シーンが多くなる。こうした中で、ポ

イントを分かり易く、的確に表現するコンテンツは極めて重要になり、マンガ、

アニメなどの活用は効果的になろう。また、治療の過程でさまざまなリハビリ

等が必要になりがちだが、ゲーム性を持った機材により、少しでも苦痛を和ら

げ、積極的になれるような工夫も大切になる。 

 同様に、少子化時代では多くの労働力を外国人に委ねなければならない。今

後、常住する外国人や観光で訪れる外国人も増加が見込まれる。こうした、日

本とは言語や文化的背景が異なる外国人が安心して日本に滞在できるようにす

るには、日本の慣習に慣れ、自治体の諸手続きなどを滞りなく済ませなければ

ならない。このとき障害になるのが言語表現であろう。それを克服する手段と

して、マンガ、アニメ、ゲームなどのコンテンツを上手く組み合わせることが

有効にとなろう。 

 

（７）今後、コンテンツの日常利用は 21 世紀最大の戦略的課題に 

 以上､ユーザー調査を基に論じたので、古くから存在するマンガの日常利用に

偏ることになったが、今普及が進んでいるゲームについても同様なことが言え

るであろう。 

 このようなマンガ・ゲームなどのコンテンツの日常利用がこれまでの多くの

教科書や出版物よりも物事の本質を伝えることができる可能性がある。コンテ

ンツの日常利用は人智の向上を図っていくための も有効な手段であり、今後、

「智」の時代を迎える 21 世紀 大の戦略的位置づけを与えられてしかるべきで

ある。 

 しかし、コンテンツの社会的活用を図るうえでの 大の障害は、マンガやゲ

ームに対する偏見である。ユーザー調査でもみられたように特に年齢の高い人

にとっては、電車の中でゲームに熱中している若い人に嫌悪感を示す傾向があ

る。ゲームであってもそれは人間生存能力の向上に資するのであり、本を読む

ことの方が特に高尚なわけでもない。このような偏見を啓蒙していくことがコ

ンテンツの日常利用を進めることの前提条件である。今回のコンテンツの日常

利用に関する研究は、先進的なその一歩として位置づけられるであろう。既に、

コンテンツはライフスタイルの一部に組み込まれているといえよう。 
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