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はじめに 
 テレビゲームビジネスは、激しく急速な変化にさらされ続けているビジネスである。

進化し移り変わるハードと、常に新しさを求めるユーザーとの間に絶え間なく対応しな

くては生き残ることは困難なのである。そしてそれら変化は終わることなく今この瞬間

も続いているのである。 
 

第 1章：業界の現状とこれまで 

・日本のテレビゲーム産業の規模 
コンピュータエンターテインメント（CESA）によると 07 年に日本企業によるテレ

ビゲーム総出荷額は 2兆 9364億円となり、史上最高を記録。そして 08年にも 2兆 9327
億円とその水準をキープしている。内訳では、ハードウェアが約 7 割と、06 年から 2
倍以上に伸びて大きな割合を占めている。このような結果になったのは、Wiiやニンテ
ンドーDSという二つの任天堂製のハードが世界的に大きな人気となり、輸出が大きく
伸びたことがその要因の一つとなっている。更に加えてプレイステーション 3 と PSP
も日本の SCEの製品であり、現在の主力ゲーム機は世界で約 85％のシェアを日本製が
占めているのである。 
業界の総出荷額は 05年までは 1兆 5000を超えることがなかったので、現在日本の

ゲーム産業は好調であるといえるだろう。しかしこの好調さは輸出によって支えられて

いるものなので、国内市場は 07年をピークに減少傾向が見えている。また全てのゲー
ム業界が好調というわけでもなく、勝ち組と負け組選別が進んでいる、といった見方も

ある。 
ゲームは不況に強いビジネスとも言われている。今後数年の見通しは、ハード向けの

ソフトが売れることで明るいとする見方が主流であったが、最大の市場である米国が

09 年に入って減速している兆候が見えてきている。また、海外のソフトメーカーが力
をつけ、ソフトの日本製品シェアは減少傾向にあり、将来への不安要素となっている。 
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・業界に関連する企業 
 テレビゲームは、かつて玩具産業の一部とみられていたが、その愚術の進化は著しく、

高度なコンテンツが生み出される業界として、様々な企業が注目しているのである。 
 日本のゲーム業界は、主に 4つのルートから参入した企業群から成り立っていると言
える。 
 一つ目はカプコン、コナミ、セガ、ナムコ等のゲームセンターやアミューズメント施

設向け機器とその運営を主としていた企業である。アーケードでヒットしたタイトルの

家庭用移植などを足がかりに、業界の中核メンバーになっている。 
 二つ目はタカラトミー、バンダイ等、玩具業界からゲームビジネスに進出した企業で

ある。花札の製造販売からスタートしている任天堂も、このグループの一員と言える。

東京ゲームショウがスタートする以前は、テレビゲームはおもちゃショーに出展されて

いたように、かつてゲームは玩具の一種とみなされていた。現在でも両方のビジネスを

行く企業は多く、玩具業界とゲーム業界は密接な関係にあると言えるだろう。 
 三つ目はパソコンの普及とともに登場し、ファミリーコンピュータの大ヒットで新規

の企業も増えたソフト開発業界である。コーエーやスクウェア・ウニックス、ハドソン

などが代表格であるが、大小様々な企業がありまさにテレビゲームビジネスとともに成

長してきた企業と言える。 
 最後に、ゲームが産業として大きく発展するとともにかかわりを増してきたのが、日

本を代表する企業である電気メーカーである。このグループは、ハードウェアを伴って

参入することが多いのが特徴で、代表格はソニーである。グループでゲームビジネスを

行うソニー・コンピュータエンタテインメントはプレイステーションブランドを世界に

定着させることに成功したのだ。PCエンジンの NECと 3DOの松下電器（現パナソニ
ック）は、表舞台から既に姿を消しているが、東芝などとともにデバイスの提供やハー

ド開発での提携など、業界と深く結びついている。 
 パソコンソフト界の巨人マイクロソフトは、02年にテレビゲーム業界に参入。05年
に発売した Xbox360 は日本では販売不振にあえいでいるが、欧米ではシェアを獲得、
マイクロソフトは業界で確固たる地位を獲得している。 
 ゲームが携帯電話やインターネットなどのコンテンツとして様々な可能性を見せる

中、情報や通信の業界でもゲーム産業への注目が高まっている。ソフトバンク、NTT
ドコモ、ノキア、ドワンゴ、アップルなど数多くの企業がゲームビジネスに関心を示し、

提携、参入、出資するなどの動きを見せている。 
 パチスロの大手サミーが 04年にセガと経営統合するなどパチンコ、パチスロ業界も
ゲーム業界との関係を深めてきている。また攻略本等でゲームとかかわりのあった出版

業界も、近年は書籍の DS用ソフト化など新たな関係を深めてきているのである。 
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・コンピュータゲームの出現とゲーム産業の誕生 
 テレビゲームのツールをひも解くと、1958 年までさかのぼることになる。そしてビ
ジネスとしてのゲームは、70年代のアメリカで開始されることになる。 
 1958年ウイリー・ビギンホーサム博士が開発した「Tennis for Two」がテレビゲー
ムのルーツと言えるだろう。これはテレビではなく 5インチのオシロスコープを使った
もので、博士の勤めるブルックヘイブン国立研究所の一般見学会用に楽しむことのでき

る展示として作られたものであったようである。 
 コンピュータソフトとしてのゲームは、MIT（マサチューセッツ工科大学）で誕生す
る。人口知能を研究していたスティーブ・ラッセル氏がプログラムした「スペースウォ

ー」が学生たちの間で大人気となった。このゲームは 2人のプレイヤーが宇宙船を操っ
て撃ち合うもので、使用したコンピュータは人間が 5、6人入れるくらいの大きなサイ
ズ。プログラムは紙のテープに穴をあけたものであった。 
 70年代には、ゲームをビジネスとして販売することが始まる。72年にマグナボック
ス社が家庭用ゲーム機「オデッセイ」を発売、テニスなどのゲームがあらかじめ内蔵さ

れたものであった。当時、アタリ社を創業したのがノラン・ブッシュネル氏で、「ビデ

オゲームの父」とも呼ばれる人物である。アタリは、73年に「PONG（ポン）」を商品
化。2 人のプレイヤーがダイアルを回してラケットを操作しボールを打ち合うもので、
パブや遊園地などに設置され、1 回 25 セントで人気を集めることになった。現在のア
ーケードゲームの元祖とも言えるだろう。 
 アタリはその翌年、「ポン」を載せた家庭用ゲーム機を発売。また「ブレイクアウト」

（日本ではブロック崩し）を開発、世界的な大ヒットとなる。ゲームが新しいビジネス

として注目を集め、いくつもの会社がゲームビジネスに参入することになる。76年、「ア
タリ 2600」（ATARI VCS）が登場。テレビに接続するゲーム機本体、スティックと
ボタンのついたコントローラ、カートリッジタイプのゲームソフトで構成された、現在

の家庭用ゲーム機のベースとなったマシンと言えるだろう。ひとつのソフトに飽きたら

別のソフトを買って遊べるこのゲーム機は、全米で大ヒットを記録。2500 万台以上を
売り上げ、約 30％の世帯に普及。ソフトを開発する新しい会社も多数登場し、テレビ
ゲームは一つの産業として定着したかのように思われた。 
 一方我が国日本のゲーム産業は、アタリの「ポン」や「ブレイクアウト」の輸入から

始まった。78 年には、タイトーが「スペースインベーダー」を発売、日本中に大ブー
ムを巻き起こす。インベーダーハウスとも呼ばれたゲームセンターが街のいたるところ

に作られ様々な企業がゲーム機の市場に参入してくるようになった。80 年頃の日本の
アーケードゲーム市場は 500億円程度であったと推測されている。 
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・アタリショックと任天堂の台頭 
 1982年、アメリカで急成長したテレビゲームビジネスが崩壊の危機に。「アタリショ
ック」と呼ばれるゲームが売れない状況が発生。一度は壊滅状態になったゲーム産業を

再び盛り返したのが、日本の任天堂である。 
 アメリカ家庭用ゲーム機市場の危機は突然やってきたのだ。82 年末にそれまでに数
年にわたり玩具売り場の人気を独占し続けていたアタリのゲーム機とソフトが突如と

して売れなくなるという事態に陥ってしまったのだ。買い手のない商品は大きく値崩れ

を起こし、アタリの親会社であったワーナー（現タイム・ワーナー）の株価は急落した。

「アタリショック」と呼ばれるこの現象の原因は、ソフトの粗製濫造にあった。アタリ

はゲーム機の使用を公開し、プログラミングの技術さえあれば誰でもソフトを開発でき

るようにしたのだ。結果、大量のソフトが登場し、一時的にはアタリ 2600の人気に拍
車をかけたが、ブームに乗って利益を上げようとする粗悪なソフトも数多く登場してし

まった。 
 ゲームソフトの情報を口コミ以外ほとんどなかった時代に、お金をだして買っても面

白いソフトになかなか当たらない状況が生まれてしまい、テレビゲームはつまらない娯

楽と思われてしまっていたのだ。また、すでに多くの人がアタリ 2600を所有しており、
目新しさが無くなっていたのも背景にあるようだ。アタリショックは、成長途中にあっ

たアメリカのゲーム産業を壊滅に追い込んだ。クリスマスの需要を見込んでいた流通業

者の中には、大量の在庫を抱えて経営危機に陥る店もあり、ゲームから手を引く業者が

相次いだのだ。テレビゲームは一過性のブームであったと見なされたのだ。 
 その時、任天堂は日本で「ファミリーコンピュータ」（ファミコン）を開発している

最中だった。80 年に発売した「ゲーム＆ウォッチ」がヒット商品となり、資金的に余
裕ができゲームビジネスに自信をつけた任天堂は本格的家庭用ゲーム機の発売を準備

していたのだ。 
83 年 7 月、日本でファミコンが発売。当時トミーやタカラ、セガ等も家庭用ゲーム

機を発売していたが、ファミコンは登場後すぐに人気商品となった。任天堂は 85年、
ファミコンを「Nintendo Entertainment System」（略称 NES）という名前でアメ
リカでも発売。まだ市場にはアタリショックの余韻が残っており、テレビゲームは流通

業者に敬遠された。そのため本体にロボットを操作できるセットを付属させゲーム機と

思われないように工夫をしての発売であった。しかし、本体に付属されて販売された「ス

ーパーマリオブラザーズ」の面白さが広まり、アメリカでも大ヒットをすることに成功

した。NESは子供たちの人気商品となり、Nintendoという名前はテレビゲームの代名
詞として広まることになった。ゲームビジネスは再び産業として脚光を浴びたのだ。 
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81 年に開発されたエポック社の「セカンドビジョン」以来、国内メーカーもソフト
を入れ替えられるタイプの家庭用ゲーム機を次々と発売。主要なものだけでも、「ぴゅ

う太」（トミー）「ゲームパソコンM5」（タカラ）「アルカディア」（バンダイ）「SC3000」
（セガ）等が存在した。 

83年ファミリーコンピュータが 14800円で発売されると人気はすぐ集中する。他社
のゲーム機として比較して言えることは、ファミコンがゲームを楽しむことに特化して

いて、低価格を実現したことだ。当時のライバル製品には、プログラムを書けるなどコ

ンピュータ的な機能を生かしたものが多く、価格も「SC3000」が 29800 円、「ぴゅう
太」は 59800円と、ファミコンの数倍の商品もあったのである。また、「ゲーム＆ウォ
ッチ」で開発された十字キーを使ったコントローラの使いやすさも評判であった。しか

し、ファミコンが市場を席巻できた最大の理由は優れたハードではなく、そのゲームソ

フトにあると言えるだろう。発売当初からすぐに遊べるソフトがあり、その後も継続し

て面白い商品が発売され続けた。発売時にアーケードゲームからの移植である「ドンキ

ーコング」があり、すぐに「マリオブラザーズ」も登場。翌年には「ゼビウス」（ナム

コ）と「ロードランナー」（ハドソン）が大人気となりハードウェアを牽引していった

のだ。85 年には「スーパーマリオブラザーズ」が発売され、ファミコン人気はさらに
加速することになる。任天堂は急成長を遂げ、売り上げはファミコン発売後の 5年間で
約 3倍になったのである。 
ゲーム機の普及には強力なゲームソフトが必要という今では当たり前とも言えるこ

とが任天堂の勝因の一つであったが、実はその陰には「アタリショック」を教訓とした

管理システムがあったのだ。アタリとは異なり、ファミコンの使用は公開されることは

なかった。ソフトを開発したいメーカーは、任天堂とライセンス契約を結んで専用の開

発ツールを購入、完成したゲームを任天堂に持ち込んでチェックを受ける必要があった。

ソフトである ROMカセットの製造は任天堂が行うルールになっており、不合格になる
とそのソフトは発売ができないことになるのだ。どのソフトをどの程度の数、市場に出

す出さないを任天堂が一元管理できるシステムで、品質管理を厳しくし粗悪な商品を市

場から締め出すことに成功したのである。 
90 年成功はそのまま「スーパーファミコン」に受け継がれることになる。セガなど

が様々なゲーム機を発売したのであるが、任天堂は 10年以上にわたって業界を支配し
続けることになる。しかしその支配は多くのソフトメーカーの不満を蓄積させることに

なっていった。 
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・ソニー参入 3Dマシン戦争 
 半導体技術の進歩は、テレビゲーム業界を大きく変えていった。32ビットの CPUを
搭載した高性能なゲーム機は 3D表現等を可能にし、家庭用ゲーム機の可能性を一気に
拡大することになった。電機メーカーがゲーム業界に積極的に関与し始め、新しい強力

なプレイヤーが登場することになっていった。  
 94 年 3 月、松下電器（現パナソニック）が家庭用ゲーム機「3DO REAL」を発売
し、32 ビット次世代機戦争の幕が上がった。名前の通り 3DO は立体表現を可能にし、
今までゲームセンターでしかできなかったゲームを家庭で遊べるものにして、大きな注

目を集めた。しかし、単なるゲーム機ではなく、情報家電という位置づけで 54800 円
という値段も高く、ヒットタイトルにも恵まれなかったため、3DO は早々に姿を消す
ことになった。NECホームエレクトロニクスが発売した「PC―FX」（94年 12月発売）
も同じ世代のマシンであるが、普及することなく終わってしまった。この次世代機戦争、

前半は「セガサターン」（サターン）と「プレイステーション」（PS）の対決、後半は
「Nintendo64」（64）を加えた三つ巴となり、業界下位の勢力図を大きく変えていくこ
とになった。 
 サターンはスーパーファミコンに勝つことのできなかったセガが、「メガドライブ」

の後継機として任天堂よりも早く次世代機に移行したものである。発売時の価格は

44800 円、「バーチャファイター」など当時アーケードゲームで絶大な人気を誇ってい
たセガのゲームが、そのまま家庭でも遊べることで人気を呼んだ。 
一方の PSは、ソニーが家庭用ゲーム機ビジネスのために設立したソニー・コンピュ
ータエンタテインメント（SCE）から 39800 円で発売された。ゲームビジネスのノウ
ハウが無かった SCEであったが、発売時にナムコが供給したソフト「リッジレーサー」
が人気となり、コナミ、バンダイなどの有力メーカーも PSに参入することになる。当
初 2年ほどサターンと PSは互角に戦い、寝せ気競争と有力ソフトウェアの囲い込み合
戦を繰り広げる。 
一方、任天堂の次世代機 64は 96年、25000円で発売された。64ビットの CPUが

採用され、その処理能力は PSの 4倍以上、中央にアナログスティックが配置されたユ
ニークな形状のコントローラも話題となった。この 3機の中では最後の発売だったこと
もあり、性能は群を抜いていた。しかし、その参入はあまりにも遅く、同年 1月には、
スクウェアが「ファイナルファンタジー（FF）」の続編を PS用とすることを発表する
など、ソフトメーカーの任天堂離れが進んでいた。メディアが CD-ROMではなく、従
来の ROMカセット方式だったことも、ソフト開発会社に敬遠されていた。 

97 年にはエニックスも「ドラゴンクエスト」PS 向けと発表した。「ファイナルファ
ンタジーVII」も発売され同年末に PS は国内 1000 万台出荷を達成、SCE は新たなゲ
ーム業界のリーダーとなっていったのである。 
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・プレステブランドを確立した SCE（ソニー・コンピュータエンタテインメント） 
 94年 12月 3日に発売した初代プレイステーション。それは最初から大人気だったと
いうわけではない。任天堂の牙城を切り崩し、世界を席巻した背景にはいったい何があ

ったのだろうか。 
 プレイステーション（PS）がライバルたちを打ち破り市場を席巻した背景には、任
天堂のビジネスを研究しつくしたソニー・コンピュイタエンタテインメント（SCE）の
周到な準備があった。ソフトの開発環境と流通という二つの面にその成功理由を見るこ

とができる。開発環境面では、PS はソフトを PC ベースで開発できるようにし、開発
アプリケーションをライブラリ化してソフトメーカーに提供した。これにより比較的容

易にソフトを開発できる環境が整い、小さなソフトメーカーにも参入の道が開かれるこ

とになった。サウンド面でもミュージシャンが普段使っているソフトを PS用にコンバ
ートしたものを開発するなどの支援に努め、今までにないタイプの開発者がゲームに参

加するきっかけを作ったのである。流通面では CD-ROMを媒体に用いたことで、ソフ
トメーカーが支払うソフト製造料が、任天堂方式の ROMカセット方式よりも割安にな
った。ソフトの小売価格も割安感のある 5800円が中心となり、生産の容易さから評判
の良いソフトはすぐに再プレスし、市場に投入することが可能となった。さらに SCE
自体が問屋的な機能を持ち、マンスリーミーティングと呼ばれる小売店向けの説明会を

行ったのである。営業機能が弱いソフト開発会社でも注文を取ることが可能となり、ソ

フトの受注数に応じた生産が明快に行われた。 
 任天堂が生産本数を決め、ソフトメーカーが管理するやり方には批評も多く存在し、

抱き合わせ商法などが発生して評判が良くなかったのも事実である。任天堂流通に反感

を持つメーカーは少なからず存在し、SCEの方式は好意的に迎えられることになった。
SCEの功績は PSブランドを世界に広げたことである。これまでのゲーム機は、欧米で
は子供の玩具とみなされており、大人の消費者はパソコンでゲームをするのが一般的で

あった。ところが、PS の開発環境はパソコンでゲームを行っていた欧米のソフト開発
会社の参入も容易にしたのだ。大人向けソフトも充実した PSはアメリカ、ヨーロッパ
でテレビゲームを大人も遊べる娯楽へと変貌させ、ユーザー層の拡大に成功した。PS
の全世界出荷台数は 1億台を超え、ファミコンの 6191万台を大きく上回る結果となっ
た。 
 00年 3月に登場したプレイステーション 2は、初代の良さであったソフト開発の容
易さはあまり受け継がれず、開発費の高騰と技術的な難しさが問題となってしまった。

しかし、プレステ全盛期に以上に投入された上に、DVD ビデオの再生機能が大きな注
目を集め、発売直後から大ヒットとなりプレステブランドをさらに強固なものにさせる

ことに成功した。 
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・プレステバブルの崩壊とゲーム離れ 
 急成長を遂げ脚光を浴びたゲーム産業であるが、01 年から国内テレビゲーム産業は
減少を続けることになる。ハードの人気とは裏腹に、PS2は「ゲーム離れ」とよばれる
現象を起こす引き金となった。 
 CESAの調査によると、01年から 04年まで 4年連続して日本のテレビゲーム市場は
減少を続け、その規模は約 6200億から約 4400 億円と減少した。ゲーム市場にはハー
ドの移り変わりに伴って規模が拡大したり縮小したりする傾向がある。つまり、シェア

争いに勝ち残ったハードがピークを迎えた後に市場の拡大が止まり、緩やかな縮小期に

入ることになる。そして、次世代のゲーム機が生まれ、また回復期に入るというもので

ある。 
 しかし 00年 3月には、プレイステーション 2が発売され大人気となり、その後も安
定して台数を伸ばし続けた。したがって 01 年から 04 年の連続しての減少はこれまで
の法則とは違ったものになっていたのだ。その縮小度合いも約 30％という大幅なもの
で、まったく新しい現象であったのである。ゲームユーザーが明らかに減少したことが

分かり、この現象を「ゲーム離れ」と呼ぶ。 
 背景には様々な要因が存在するが、主な要因と言われているのはゲームが複雑化しす

ぎたということである。テレビゲーム機は、10 数年間で驚異的な高性能化を遂げるこ
とに成功し、ファミコン時代のゲームソフトと現在の最先端技術を用いたものは、同じ

「ゲーム」とは思えないほどの異なりがある。コントローラを比べてみても、ファミコ

ンのものはわずか 5つのボタンにすぎなかったが、PS2は 13と、倍以上になっている
のだ。美しいコンピュータグラフィックスは人々の目を引くことになったが、ゲーム自

体が複雑化した難しいものと思われてしまい、結果としてライトユーザーに敬遠される

ことになった。他にも、インターネットや携帯電話の普及により若者の消費動向が変化

したこと、ゲーム機で DVD等の映像ソフトの再生が可能になったため、そちらにユー
ザーが流れたことも理由に挙げられる。またプレイステーションで拡大した市場がそも

そもバブル的なものであり、それがもとに戻ったとする見解もある。一方でこの統計は、

パソコンで行うオンラインゲームや携帯電話のゲームコンテンツ等は含まれておらず、

ゲーム市場は大幅に縮小したわけではないとする見方も存在した。 
 ただ間違いなく言えるのは、PS2が国内テレビゲーム市場を拡大させることができな
かったということである。ハードは初代 PS以上の人気であったが、ソフトをほとんど
買わないユーザーも少なくなかったのである。 
 「ゲーム離れ」というこの反省を生かして考えられたのが「ニンテンドーDS」「Wii」
である。ゲーム機の進化を「高性能化」という軸でない方向でとらえた二つのハードは

その後、業界を大きく変えることになる。 
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・ソフトメーカーの再編 合併とグループ化 
 03 年業界を驚かせたのがファイナルファンタジーのスクウェアとドラゴンクエスト
のエニックスの合併である。このことはソフトメーカーの再編を一気に加速させること

になる。その後の合従連衡は、今もまだ続いている。 
 ｢ゲーム離れ｣の減少以前、テレビゲーム業界は急速に成長を遂げていた。特に 90年
代後半は、ゲームソフト開発に参入する｣企業が相次ぎ、｣発売されスソフトのタイトル

も飛躍的に増大していた。テレビゲームはもうかるビジネスとして考えられていた。こ

の状況下で進み始めていたのが、ゲーム開発費の高騰である。プレイステーションでゲ

ームソフトの媒体は CD-ROM となり、コンピュータグラフィックス（CG）によるム
ービー表現や大量の音声、音楽などの高品質のままゲーム内に収録することが当たり前

となっていた。続く PS2 時代への突入は、ソフトメーカーに蓄積してきたノウハウを
一新することを迫ったのだ。PS のように低コストの開発環境や充実したライブラリは
なく、参入するには多額の開発費を必要としたのである。メディアもDVDが採用され、
容量は増大。「美麗な」などという形容詞の CG 表現が氾濫し、開発費が数億円となる
作品が増えることになったのである。中にはファイナルファンタジーのように数十億と

いう開発費のソフトも登場することになる。 
 立ち行かなくなるソフトメーカーも現れ、コナミによる数社に対する資本提携やセガ

とバンダイの経営統合が検討されるといった業界再編が始まったのだ。｢ゲーム離れ｣

による国内市場の縮小は、この傾向に拍車をかけることになる。加えて PS2 の次の世
代では、さらなる高性能化と大容量化も予想されていた。その能力を生かしたソフト開

発には、さらに巨額の投資を必要とするわけである。当然のことであるが、巨額の投資

を行ったからといってその作品が必ずしもヒットするというわけではない。しかし、新

型のハードの挑戦しないことには技術停滞をもたらし、時代に取り残され、大きくなる

かもしれないマーケットに参加できなくなる可能性を意味するのである。 
 結果、企業体力の強化が急務となり、大型の合併や経営統合が加速した。双方とも国

内有数のソフトメーカーであったスクウェアとエニックスの合併とそれに続くタイト

ーの子会社化、バンダイとナムコの経営統合は象徴的な出来事と言えるだろう。08 年
にはテクモに対してスクウェア・エニックスが買収を提案している最中に、コーエーと

て雲の経営統合が発表された。テクモの奪い合いといえるこの事態も、企業体力や競争

力の強化という流れの中で発生したものといえる。09 年にはバンダイナムコがディー
スリーを子会社化している。また、セガとサミーの経営統合や、ドワンゴによるチュン

ソフトやスパイクの子会社化などゲーム業界外を巻き込んだ動きも活発になってきて

いる。 
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1997

年 
  セガとバンダイの経営統合が破談 

2000

年 
7 月 コナミが宝に資本参加 05 年に解消 

2001

年 
8 月 コナミハドソンに資本参加 05 年に子会社化 

2002

年 
1 月 コナミが元気に資本参加 05 年に解消 

2003

年 
4 月 スクウェアとエニックスが合併 

2003

年 
4 月 サミーとの統合を協議中のセガにナムコが合併の申し入れ 

2003

年 

10

月 
タカラがアトラスを子会社化 

2004

年 

10

月 
セガとサミーが経営統合 

2005

年 
9 月 バンダイとナムコが経営統合 

2005

年 
9 月 スクウェア・エニックスがタイトーを子会社化 

2006

年 

11

月 
アトラスがインデックス HDの子会社に 

2008

年 
4 月 バンダイナムコがバンプレスとのゲーム事業を統合 

2008

年 
8 月 スクウェア・エニックスがテクモに買収を申し入れ 翌月破談 

2009

年 
4 月 コーエーとテクモが経営統合 

2009

年 
4 月 バンダイナムコがディースリーを子会社化 
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・カジュアルゲームの流行と任天堂の復活 
 一度は PSに王座を奪われた任天堂が、ニンテンド－DSとWiiで復活を果たす。二
つのハードが世界的に大人気となった背景には「ゲーム離れ」に学んだ戦略が存在し、

「カジュアル」という新しいジャンルとユーザーがゲーム業界で注目されることになる。 
 04 年 11 月に発売された「ニンテンドーDS」は当初は少し変わったゲーム機とみな
され、大ブームになるとは誰も予想しなかった。その特徴は二画面と、タッチスクリー

ンを採用した直感的な操作システムである。画質や演算能力という面では従来の携帯ゲ

ーム機から大きく進化したものではなかったのだが、その操作方法、つまりタッチペン

を使用したインターファイスは今までのゲームにはないものだった。それは｢ゲーム離

れ｣の教訓を生かし、誰しも気軽に簡単に操作できて楽しめるものとして、考え抜かれ

たものであった。複雑なボタン操作を必要とせず、初心者と経験者の壁をなくすことを

意図したのだ。ソフトもこのインターフェイスを生かして、ゲームに関心が無かった層

をターゲットとする「Touch！ Generation」シリーズが登場。特に｢脳トレ｣シリーズ
は 2タイトルで国内 900万、全世界で 3000万本を超える大ヒット作品となった。狙い
通り女性や高齢者にも、新規のDSユーザーとして増え始める。ハードも小型化した「DS 
Lite」、カメラ機能が付いた「DSi」が登場し、09年には累計で全世界 1 億台を突破。
同年 11月には大型画面化した「DS iLL」も登場。 
 06年に登場した「Wii」は DSとは異なるアプローチであるが、同じくインターフェ
イスに特徴がある。シンプルなコントローラにモーションセンサーを内蔵し、ボタンを

押すのではなくラケットやバットに見立てて実際に動かすことでの直感的操作を実現

した。Wiiは発売直後から全世界で大ヒットとなる。 
 任天堂の岩田聡社長はこの二つのゲーム機で、業界の｢パラダイムシフト｣を目指した

としている。それは、高性能化や大容量化というこれまでのゲームの進化の常識を打ち

破ることで新しいマーケットを作り出すことを意味した。任天堂の復活は偶然のヒット

ではなく、現在の市場や業界を分析したうえでの戦略の成功だったのである。この新し

いマーケット向けにだれでも簡単に楽しめる「カジュアルゲーム」と呼ばれるソフトが

多く出現し、ゲーム業界にさらに新規ユーザーをもたらすという循環が発生しました。

高画質の CGや複雑なシステムを排したこのカジュアル作品は、低コストでの開発も可
能であることから、ソフトメーカーにも新しい収益源として大きく期待されている。 
しかしカジュアルゲームの大ヒット作品は殆どが任天堂作品であり、任天堂はハードで

もソフトでもゲーム業界を席巻することになり、日本では並ぶもののない存在になりつ

つある。 
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・DS用 
脳トレシリーズ        3200万本（900万） 
Nintendogs          2250万本（190万） 
やわらかあたま塾       620万本（160万 
・Wii用 

Wiiスポーツ        4700万本（360万） 
はじめてのWii       2400万本（270万） 
Wii Fit           2200万本（350万） 
（コンピュータエンタテインメント協会「CESAゲーム白書」09年 9月末） 
 
・拡大する海外市場 グローバル化 
 好調な日本のテレビゲーム業界を支えているのは、国内市場よりもむしろ輸出である。

成長を続けるアメリカとヨーロッパに加えて、旧東欧圏やアジアなどゲーム市場は世界

中に拡大しつつある。 
 エンターブレインの調査によると、08 年の世界のゲーム市場は約 5 兆円に達してい
るが、そのうち日本市場の占める割合は 1割強に過ぎない。世界で最も大きなマーケッ
トは、ゲーム市場でもアメリカで約 4割、ついでヨーロッパとなっており、いわゆる欧
米諸国が市場の大部分を占めている。特にここ数年は欧米上の伸びが著しく、国内企業

による 07年の輸出は前年度に比べて 2倍以上の伸びとなった。一方国内市場は DSや
Wii の普及が一段落したため 08 年に減少に転じ、日本のマーケットシェアは縮小して
いる。さらに近年は中国をはじめとしたアジア市場も成長を続けており、世界的にみる

と日本市場の重要性は低下し続けているのが現実である。当然、日本のハード、ソフト

両方のゲームメーカーは、海外での展開を強化している。例えば今まで新型ハードの発

売は日本を優先し、その後アメリカ、ヨーロッパ、そしてアジアと展開していくのが通

常であった。世界で１億台以上を出荷したプレイステーション 2もそのような発売スケ
ジュールであった。しかしプレイステーション３は日米同時発売。また 04年に発売さ
れたニンテンドーDSは日本では 12月 2日であったが、北米では 11月 21日と、最大
の商戦期である復活最後のクリスマス商戦にあわせて先行して発売された。 
 
 
 
 
 
 

 
国内企業のゲーム出荷金額（2008年） 

国内出荷金額  5343億 

海外輸出金額  23984億 

合計        29327億
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第 2章：ゲーム業界の主要な企業 

任天堂 
 1889年、花札の製造の為に創業される。その後ファミリーコンピュータの成功をきっか
けに急成長をとげる。任天堂なくして日本のテレビゲーム産業がここまで発展することは

なかっただろう。その強みはハードウェアメーカーであると同時にソフトウェア開発会社

でもあるためである。 
 08年度任天堂は連結売上高 1兆 8386億円、純利益 2790億円という史上最大の決算を記
録。この数字はゲーム企業として群を抜くのみでなく、他産業の有力企業と比較しても遜

色ないものである。背景にあるのは、まずニンテンドーDSとWiiの世界的な大ヒットであ
る。DSは全世界 1億台、Wiiは 5000万代を既に越えている。さらに任天堂は他のハード
メーカーには無い特色がある。それはソフト販売会社としても国内 1 位をキープし続け手
いるということである。全世界ベースで見ると 1000万本を越える大ヒット作品も次々に登
場しているのである。 
 任天堂はマリオ、ゼルダなど世界的に人気のある強力なキャラクタを所有する上、「ポケ

ットモンスターシリーズ」の存在もある。近年は「脳トレ」や「WiiFit」等の新機軸タイト
ルも大ヒットを納めることに成功した。これら大量の人気タイトルが任天堂のハードウェ

アでなくては絶対に遊べないことが、任天堂の特色であるといえよう。 
 ハード開発においても任天堂は他のメーカーのように高性能なマシンを目指すので

はなく、独自路線とも言えるユニークな展開で成功を収めた。Wiiで成功した体感型コ
ントローラは今後他社も同様の商品を投入する予定ではあるが、既に市場を席巻した任

天堂に一日の長があるといえるだろう。  
 評判の悪かった流通体型も、97年 1次問屋との親睦会である初心会を解散するなど、
改善をはかったのである。ソフト開発会社に対する開発環境の提供や条件なども、ファ

ミコン時代より大きく見直されるなど、任天堂のビジネスは一時的にハードのシェアを

失ったことによって大きく変化していくことになったのである。また任天堂は創業以来、

山内家の同族経営であったが、02 年 5 月に岩田聡氏が代表取締役社長に就任、一族以
外の経営者が誕生した。現在の大成功で岩田社長体制は長期化するだろう。ファミコン

でゲームビジネスを確立した任天堂は華麗なる復活を遂げることに成功したのである。 



 17

SCE（ソニー・コンピュータエンタテインメント） 
 93 年に創立。プレイステーションで一挙に業界を席巻し一躍ソニーグループの中核
企業となった。しかし 06年度、ソニーのゲーム事業は赤字に転落し現在も苦戦が続い
ている状態である。 
 SCE は、主にソニーの技術者達とソニー・ミュージックエンタテインメントからの
出向者でスタートした家庭用ゲーム機及びソフトウェアの開発、製造、販売を行う企業

である。従業員は約 1400 名、アメリカ、ヨーロッパ、香港、韓国に現地法人を持ち、
全世界でビジネスを展開している。PSと PS2はともに全世界で 1億台以上を販売。何
度もモデルチェンジを行いハード自体でも利益を出す存在となり、ビジネス的にも大き

な成功を収めた。ソニー本体の業績悪化もあり、90年代後半には SCEがグループの利
益の大きな部分を担うようにさえなったのである。00 年にはグループ再編の一環とし
て完全子会社か、03年には久夛良木健 SCE社長（当時、現在は名誉会長）がソニー
本体の副社長兼 CEOに就任し、中核企業として位置づけられた。SCEソフトウェ
アメーカーとしても斬新なソフトを次々と送り出した。「グランツーリスモ」「パラ

ッパラパー」「どこでもいっしょ」等の新規軸ソフトを次々とヒットさせ、ソフト

販売会社としても一時はナンバーワンに迫る勢いであった。特に、97年に発売され、
新しいタイプのレーシングゲームとして注目された「GT」は世界的なヒットとなり
現在もシリーズ続編が開発され注目を集めている。 
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・マイクロソフト 
パソコンの OSではウィンドウズで独占的な地位を築いたマイクロソフトが、テレビ

ゲームのジャンルに新出し今や主力ビジネスの一つに新出しつつある。その狙いとは一 
体何か。 
 ドリームキャストの失敗を期に、ハードウェアから撤退したセガの穴を埋めるかのよ

うなタイミングで、マイクロソフトはテレビゲーム業界に参入することになった。しか

し、最初のハードウェア Xboxの発売はライバルとなる SCEの PS2の発売から２年遅
れたものであった。当時 PS2は全世界ですでに 2000万台の出荷を達成し、確固たる地
位を築いていた。特に日本ではそのハード自体の大きさも嫌われ、日本人好みのソフト

も少なかったことから、惨敗といってよい結果となってしまった。しかし、本国アメリ

カやヨーロッパ各国では、PS2にこそ及ばないものの、任天堂のゲームキューブとは互
角に戦い、マイクロソフトの家庭用ゲーム機への参入は一定の結果を残すことに成功し

た。 
 現行期 Xbox360はその反省を生かし、他所より約 1年早い 05年末に発売された。日
本では前と同様苦戦が続いているが、全世界ベースでは PS3 を上回り 2 位のシェアを
閣をしている。欧米で成功した理由は「HALO」シリーズなど自社タイトルの大ヒット
に加えて、多くのソフトメーカーが主要なタイトルを PS3と Xbox360の両者に供給す
る、マルチプラットフォーム戦略をとったことが大きく後押ししたのである。また、米

国ユーザーに、自国のハードの登場を歓迎するムードもあったようである。 
 マイクロソフトが家庭用ゲーム機に参入した背景には、創業者のビル・ゲイツ氏が「セ

ットトップボックス」と呼んだコンセプトに背景がある。これはデジタル化し、ネット

ワークで結ばれるテレビや AV 機器など、家庭で楽しむ娯楽を統括するマシンであり、
近い将来、どこの家庭でも導入されるとゲイツ氏は主張していた。このいわばリビング

の OSをウィンドウズ同様に掌握することが、マイクロソフトの狙いのようである。実
際 Xbox360 は、ウィンドウズパソコンとの連携もあらかじめ考えられている。マイク
ロソフトのエンターテイメント＆デバイス部門プレジデント、ロビー・バック氏（開発

当時はチーフ Xbox オフィサー）は、「テレビに繋がる究極のデジタルアンプ」と、こ
のハードを表現した。 
 マイクロソフトは巨額の開発費を負担してファイナルファンタジーの生みの親とし

て知られる坂口博信氏の作品を発表するなど、日本向けのソフトにも積極的に取り組ん

だ。PS3の先手を打つ値下げ戦略もあり、09年には国内 100万台を突破。国内ソフト
メーカーにとっても世界戦略上、Xbox360は考慮せざるを得ないハードとなっている。
当初 PS3専用とされていた「ファイナルファンタジーXIII」が欧米では Xbox360に対
応するなどとソフトの供給は増え続けている。 
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・ 当郷でトップを獲得 バンダイナムコ 
 両者を代表するキャラクタといえばガンダムとパックマンだろう。玩具が主力でアニ

メなどのキャラクタに強いバンダイと、アミューズメント施設経営に定評を持ち、人気

ソフトタイトルも多いナムコの統合は、様々な波及効果が期待できる。 
 05年 5月バンダイとナムコは経営統合を発表し、同年 9月に持株会社である（株）
バンダイナムコホールディングスを設立し、各事業部会社がぶら下がる形態となった。 
バンダイは玩具業界の最大手企業で、その創業は 1950年。当初は萬代屋という名称で
あった。同社の強みは、ガンダム、たまごっちなど多彩なキャラクタの展開力であろう。」

特に鉄腕アトムを初のテレビキャラクタ商品として成功させて以来、超合金やガンプラ、

ゴレンジャーに始まる戦隊物やセーラームーンなど、子ども向けテレビ番組と結びつい

た数え切れないほどのキャラクタビジネスを成功させている。 
 一方ナムコは 1955年に創業、百貨店の屋上に子ども向け木馬などを提供する仕事か
らスタートした。80年頃から「パックマン」「ゼビウス」などの大ヒット作をゲームセ
ンターに供給し、アミューズメント大手に成長する。90年代には、「ナムコ・ワンダー
エッグ」など都市型テーマパークをオープン。「デザートフォレスト」「餃子スタジアム」

など、フードテーマパーク事業にも乗り出しており、アミューズメントビジネスをリー

ドする存在となっている。「リッジレーサー」「鉄拳」「テイルズオブシリーズ」などの

自社開発の人気ソフトブランドも多いのも特徴の一つである。 
 両社ともかつてセガと経営統合を検討したことがあったが、業界再編の波に乗り遅れ

る結果となった。そのことが結局は、得意ジャンルが異なるおもしろい組み合わせを生

み出す結果となった。その経営統合後、実質的に初めての融合となったのが「バンダイ

ナムコゲームス」（BNG）である。06 年 3 月に、バンダイとナムコのゲームソフト開
発部門が一つの会社になって誕生した。BNG は 08 年にバンプレストのゲーム事業を
統合。09 年にはディースリーを子会社化。グループは他に、ベックやナムコ・テイル
ズスタジオというソフト開発会社もあり、ソフト開発会社として国内トップ（任天堂を

含めると国内 2位）のポジションを確保している。 
 09 年からはバンダイ、ナムコ、バンプレストのレーベルを BNG に一本化、その統
合結果がソフト開発販売の場で具体化してくるのは今後のことになりそうである。また

バンダイナムコは海外では社名を「ナムコバンダイ」としている。これはナムコの方が

欧米での知名度が高いことを生かそうとしたもので、海外で日本と同様の存在感をどう

示せるかも今後の大きな課題といえるだろう。 
 
 
 
 
 



 20

・ 多種多様なタイトルを持つコナミ 
 コナミの特徴は、タイトル数の多さと多様なソフトラインナップとも言えるが、実は

「メタルギア」と「ウイニングイレブン」という二つのタイトルがその主力である。そ

の企業形態は常に変化を続け、ピープルスポーツを買収したことにより、ゲームとは関

係のない経営の柱も保有している。 
 コナミのルーツは 1969年、現代表取締役会長兼社長である上月景正氏がミュージッ
クボックスのレンタル、修理業を始めたことにさかのぼる。73 年には、コナミ工業株
式会社を設立、アミューズメント機器の製造販売からゲームビジネスへと参入した。今

も進行中の業界再編の流れは、コナミの戦略によって本格化したとも言える。まず 00
年にタカラ、翌年ハドソン、そして 02年には元気が資本参加し、コナミグループを形
成。当時の東京ゲームショウでは、巨大なグループの合同ブースが目を引いた。しかし、

業界内の経営統合や、合併が進む中、05 年にタカラ、元気とは関係を解消し、逆にハ
ドソンとは関係を強化して連結対象の子会社にしている。また、コナミグループ内でも

一時期、開発部門をコナミコンピュータエンタテインメイト東京、大阪、ジャパンなど、

数社に分社化しそれぞれに株式公開を目指したのだが、05 年に全てをコナミ株式会社
に吸収した。さらに、06 年にはコナミ本体を持株会社として、その下にゲームビジネ
スを主力とするコナミデジタルエンタテインメイト、フィットネス事業を中心としたコ

ナミスポーツ＆ライフなどがグループを形成する企業形態となっている。時代や状況に

合わせて企業スタイルが変化し続けるのが、コナミの特徴といえるだろう。 
 そのコナミのゲームソフトには二つの柱がある「メタルギア」と「ウイニングイレブ

ン」の両シリーズである。国内で安定した数字を保っているだけでなく、両者は世界的

な大ヒットが見込めるタイトルでもある。08年度はこの 2シリーズで世界約 1300万本
と、コナミ全体のソフト売り上げの約半分を閉めている。まさに看板ソフトといえるだ

ろう。 
 ゲームソフトだけでなくトレーディングカードも大ヒットした「遊戯王」のように、

キャラクタビジネスにも熱心であり、「ときめきメモリアル」などのオリジナル作品も

また人気である。加えて「ダンスダンスレボリューション」などアーケードゲームから

のヒット作も多い、多種多様なラインナップも特徴といえる。 
 コナミはフィットネス業界でも最大手である。01 年に買収したピープルスポーツを
きっかけにしたものである。コナミにとってスポーツはゲームでも主力ジャンルであり、

そのスポンサー活動にも熱心である。日本野球機構のオフィシャルパートナーや日本プ

ロサッカーリーグのオフィシャルスポンサー、ワールドベースボールクラシックに協賛

するなど、多様に活動を行っている。 
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・ カプコン 開発力の集中運用  
「ストリートファイター」「バイオハザード」「モンスターハンター」など、時代と業界

をリードできる作品を展開できることがカプコンの開発力である。特にアクションゲー

ムに関しては、業界屈指の実力とも言える。 
 カプコンの社名の由来は「カプセル・コンピュータ」。そのルーツは、創業者の辻本

憲三氏（現代表取締役会長、現社長は長男の春弘氏）が駄菓子屋などの店頭にメダルゲ

ームを置かせて貰うという商売にあった。1979 年スペースインベーダーのヒットに目
を付け、タイトーとライセンス契約を結ぶ。当時、インベーダーは作れば作るだけ売れ

ていくという状況で、会社は急成長、加えてゲーム開発のノウハウを吸収したわけであ

る。その後、カプコンは業務用アーケードゲームの開発を経て、ファミコン用ソフト開

発に参入する。91 年にアーケード用として世界で大ヒットした「ストリートファイタ
ーII」は、翌年にスーパーファミコン版も発売。格闘ゲームというジャンルを確立し、
ブームといえる状況を作り出す。シリーズのテレビゲームソフトは、累計約 2800万本
を売り上げている。 
 カプコンの強みはその開発力と、それを集中的に運用する機動力であろう。ひとたび

ヒットするタイトルを生み出すと、開発リソースを集中し、シリーズや様々なバージョ

ンを次々と投入するのだ。例えば、96 年にリリースした「バイオハザード」は当初は
目立たない作品であったが、大ヒットするや否や次々に開発ラインを動かし「2」そし
て「3」に着手。1から 3までがわずか 3年 6ヶ月という短期間での開発を実現した。
「ロックマン」シリーズは 124タイトル、「ストリートファイター」は 62、「バイオハ
ザード」は 56といったようにヒット作を徹底してブランド化し、展開するのが特徴で
ある。近年では 04 年に 1 月に発売した「モンスターハンター」が既に 12 タイトル、
08 年 3月の「モンスターハンターポータブル 2ndG」は 350 万本を越える大ヒットと
なっている。（ベスト版を含む）また、10年 12月 1日に 3rdを発売これも大ヒットと
なっている。 
 カプコンはゲーム作品のマルチ展開にも積極的である。ハリウッド資本による映画

「バイオハザード」シリーズの大ヒットや、ソニーピクチャーズと組んだ CG映画「バ
イオハザード ディジェネレーション」。ゲーム「戦国 BASARA」のイベントやアニメ
など様々に展開をしている。しかし、03 年に開発の責任者として長く現場のリーダー
であった岡本吉起氏が退職。これをきっかけにバイオハザードの三上真司氏など、トッ

プクラスの開発者が社外へ流出した。その後開発は「鬼武者」シリーズのプロデューサ

ーとして知られる稲船敬二氏が中心となり、ソフト事業は順調に成長していると言える。 
 カプコンは具体的な業界再編に絡んでない最後の大手であり、今後もその動向が注目

される。 
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カプコンの主要なシリーズ（本数は全世界） 

バイオハザード 
4200 万

本 

ロックマン 
2800 万

本 

ストリートファイター 
2800 万

本 

モンスターハンター 
1100 万

本 

デビルメイクライ 
1000 万

本 

鬼武者 780 万本 

（2009年） 
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・スクウェア・エニックス RPG王国 
 圧倒的な人気を誇る 2大ロールプレイングゲーム「ドラクエ」「FF」が同じ会社のブ
ランドになることは、業界を驚かせた。企業カラーが正反対とまでといわれた両者の合

併は、成功を収めているのだろうか。 
 「ドラゴンクエスト」（ドラクエ）と「ファイナルファンタジー」（FF）ともに日本
を代表するロールプレイングゲーム（RPG）の大ヒット作だが、その作品を生み出す
企業風土は正反対といわれていた。 
 スクウェアの創立は 86 年、翌年には最初の FF を発売し、テレビゲームの進化とと
もに成長してきた会社といえる。開発者が中心の会社で、常に新しいことにチャレンジ

していくのが特徴、いち早くプレイステーションに注目し参入を決定した。CGによる
ムービー表現などを駆使した「FF VII」は世界的な大ヒットとなり、FFブランドを生
かしたオンラインゲーム「FF XI」も成功を収めた。給与には作品の売れ行きが反映さ
れるなど、待遇のよさも有名であった。合併時の社員数は約 1000名であった。その反
面フル CG の映画「ファイナルファンタジー」に約 160 億円という巨額の制作費を投
じて業績が悪化するなど、経営の安定性が問題視されていた。 
 一方、75 年創業したエニックスの前進は、営団社募集サービスセンターというゲー
ムとは関わりのない不動産サービス業だった。合併前の同社の開発は、プロジェクトご

とに外部の開発会社と契約するというスタイル。社員はプロデュースや宣伝、営業など

を担当し、社内に開発スタッフを抱えない方針であった。合併前のエニックスは、社員

100名程度、実質無借金経営という堅実さだった。 
 03年に合併して「スクウェア・エニックス」となった後は、ドラクエ、FFの二つの
柱に加えて「キングダムハーツ」がヒットし、3年連続して国内ソフト販売数が 2位と、
業界内での存在感を増した。05 年には、タイトーを買収、子会社化。これはアミュー
ズメントの領域との関係を強化することで多角化を進め、より企業体力を強化する狙い

といえる。和田洋一社長（旧スクウェア社長）は「世界最高品質のデジタルコンテンツ

メーカーを目指す」と海外メーカーにも目を向け、英アイドス社を買収、仏 UBI ソフ
トグループ作品の日本での販売権を獲得するなど、積極的な動きを見せている。国内で

も 08年にテクモの買収を試みた。 
 これらの動きの背景には二つの問題がある。海外販売比率が伸びないこと、大作 RPG
以外でのヒットが生まれないことである。08 年度はドラクエと FF 両者とも登場しな
かったため大きく業績がダウン、国内シェアも低下した。合併後もドラクエ、FF とい
う 2タイトル次第という同社の経営状況は、今のところ大きな変化は見られない。ただ
同社の特徴として、漫画やアニメ展開を行う出版事業部を持つことがある。「鋼の錬金

術師」を大ヒットさせるなど業績も好調で、そのゲーム事業などへのシナジー効果が期

待される。 
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・セガ 再生図る 欧米での存在感 
 任天堂のライバルであったセガは、ハードから撤退、パチスロ大手のサミーと経営統

合するなど、激動するゲーム業界を象徴する企業とも言える。ただそのブランドは、欧

米を中心に大きな存在感を持っている。 
 セガの創業は 1951年、ジュークボックスの輸入のため、2人のアメリカ人が始めた
ものである。83年には家庭用ゲーム機「SG1000」を発売するが、同年にはファミリー
コンピュータも発売され、苦戦を強いられた。85年のアーケードゲーム「ハングオン」、
そして同年の「UFO キャッチャー」で、セガの名前は広く知られるようになる。実際
にオートバイに乗るようにして操作する世界初の体感型マシン「ハングオン」の成功は、

その後、「スペースハリアー」「アフターバーナー」らを生み出すこととなり、アーケー

ドゲーム機のトップメーカーとして、またアミューズメント（AM）施設運営の最大手
として成長した。以後も「バーチャファイター」「セガラリー」など、アーケードゲー

ムのヒット作品を生み出し続け、その流れは今も続いている。 
 家庭用ゲーム機の分野では、常に任天堂の 2 番手であった。ソニー参入後は、「セガ
サターン」と「ドリームキャスト」がプレイステーションに敗れ去り、01年 3月には、
ハードから撤退してソフトメーカーとなった。 
 そのセガの開発力やアーケード網に魅力を感じたのか、パチスロの大手サミーが当時

の筆頭株主 CSKから株を奪い取る形で、経営統合を進めた。04年 10月には、持ち株
会社セガサミーホールディングスの子会社とセガはなったのだ。」統合された当時は、

サミーはパチスロ「北斗の拳」などの大ヒットで、大きな利益を上げており、セガは労

せずして経営の安定を手に入れたと言えるだろう。ところが、かつて 1000億円近い営
業利益を出していたサミーのパチンコ・パチスロ事業の黒字は減少傾向にある。またア

ーケードゲームの経営環境は厳しさを増し、AM 施設運営も赤字に転落、07 年度セガ
サミー決算は赤字決算となる。今後は AM 機器販売も、厳しさを増すことが予想され

る。かわって注目されているのが家庭用ゲームソフトである。「マリオ＆ソニック AT 
北京オリンピック」の世界的大ヒットとなど、好転の兆しが見られている。 
 背景には欧米市場でのセガのブランド力がある。長くハードメーカーとして活動して

いたためブランド認知や流通への影響力が大きく、同社のキャラクタ「ソニック」も米

国などで人気である。セガのソフト販売数における海外市場の占める割合は 8割を超え
ているのである。これらのセガの再生はテレビゲーム事業、特に欧米でのヒットにかか

っていると言えるだろう。 
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・コーエーテクモ 異色の組み合わせ 
 創業者である襟川陽一氏の趣味から始まったコーエーのゲームビジネス。独自の得意

ジャンルを持つとともに、企業戦略も他社とは一線を画す物￥ものであったが、そのコ

ーエーが経営統合の相手に選んだのはアミューズメント業界からスタートしたテクモ

であった。 
 コーエーは、1978 年、栃木県足利市で染料を販売する会社として創業した。ゲーム
ビジネスへの参入は、当時社長であった襟川陽一氏（現ファウンダー取締役最高顧問）

妻（襟川恵子現ファウンダー取締役名誉会長）から贈られたパソコンで遊んでいたこと

から始まる。81 年に襟川氏が開発したパソコン用ゲームソフト「川中島の合戦」が最
初の作品で、83 年には「信長の野望」を発売、ヒット作品となり、コーエーはゲーム
ソフト開発販売会社として注目を集めることになった。その後も日本の戦国時代と中国

の三国志などをモチーフにした歴史シミュレーションゲームを中心とした、独特のソフ

トラインナップ構成でコーエーブランドは認知され、ファンを集めた。」しかし 00年に
発売したプレイステーション 2用の 3Dアクションゲーム「真・三国無双」の大ヒット
は、今後のコーエーのラインナップを大きく変える。「真・三国無双」はシリーズ化さ

れ 2、3とミリオンセラーとなり、PS2の代表的タイトルの一つとなる。歴史を背景と
し、シミュレーション要素も取り入れながら、あくまでアクションが基本であるゲーム

性は、大人創とハードユーザーが多かったコーエーの従来のファンだけでなく、若者層

トライとユーザーを取り込んだ。そのコーエーは 08年に当時スクウェア・エニックス
から TOB提案を受けていたテクモに対して、経営統合を申し入れ、09年にコーエーテ
クモホールディングスが誕生する。 
 テクモは 67年に設立されたアーケード機器と施設運営からスタートした業界では老
舗中堅企業。早くからソフトビジネスへのシフトが顕著で、近年では「デッドオアアラ

イブ」と「NINJA GAIDEN」シリーズの評価が海外で高く、ソフトの海外販売比率が
8割近くになっていた。 
 コーエーテクモのスタート後、グローバルでの収益力強化のため、北米や欧州の販売

会社の一本化が行われた。国内向けソフトがほとんどのコーエーと海外に強いテクモ、

人気ソフトの傾向も異なり、コーエーはアミューズメントビジネスを手がけたことはな

い。従って両者が補完関係にあることは確かである。しかし、両者を併せても年間売り

上げ 400億円規模であり、ソフトメーカーとしてのポジションにも大きな変化はなく、
スケールメリットも小さなものである。今後どのように、具体的な統合メリットを見せ

ていくのか、グループとしての施策が注目される。 
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・レベルファイブ 福岡から世界へ 
「ドラゴンクエスト VIII」の開発会社で有名であったレベルファイブは、06年にパブ
リッシャー業務への参入を表明し、その第一作から成功を収めている。福岡の開発スタ

ジオが 10年余りで、有力ゲーム企業の一角を占める存在に成長を果たしたのである。  
 レベルファイブは 1998年、福岡出身の日野晃博氏が中心となって、同市に設立した
ゲームソフトディベロッパーである。「ダーククラウド」「ダーククロニクル」など当初

は SCEの開発を手がけ、評判を呼ぶ。その後同社は、スクウェア・エニックスより「ド
ラゴンクエスト VIII」開発会社に選ばれ、04年に発売。延期なしに発売されたドラク
エであると同時に、それまでとは大きく異なるグラフィックスで、ディベロッパーとし

て高い評価を獲得した。ドラクエはレベルファイブに名声だけでなく、大きな資金力を

もたらした。06 年にパブリッシャー業務への参入を発表し、自社資金、自社ブランド
でのゲームソフト開発販売に乗り出すことになる。07年 2月にニンテンドーDSソフト
「レイトン教授と不思議な町」を発売、国内約 100万本の大ヒットとなり、続編、続々
辺もヒットしている。08 年にはテレビアニメや漫画掲載と連動して「イナズマイレブ
ン」を発売。じわじわと 30万以上を売り上げて、メディアミックス事業にも成果を残
した。その成功の最大の理由は、いち早くニンテンドーDSの可能性とそのヒットに目
を付けて、特性を生かした DSユーザー向けの商品をタイミングよく販売できたことだ
ろう。パブリッシャー参入時は任天堂の支援も獲得している。「レイトン教授」の海外

販売は任天堂より行われ、第一作は欧米で 200 万本以上の大ヒットとなっている。そ
の面白さは世界でも大きく評価された。 
 08 年にはスタジオジブリとコラボレーションした「二の国」など 3 つのオリジナル
タイトルを発表。09 年には携帯電話上で仮想ゲーム機とするポータルサービス
「RODIO」を開始。DSソフトも次々と新作を投入するなどレベルファイブの勢いはま
だ続いている。しかし 08 年に SCE より発売した「白騎士物語 古の鼓動」は決して
評判のいいものではなかった。更に 09年の「ドラゴンクエスト IX 星空の守り人」（ス
クウェア・エニックス）も直前に発売延期を行うなど、開発会社として持っていた高い

評価には若干の陰りも見え始めている。今後も安定した高い水準の作品を作り出すこと

が、成長には必要不可欠となっているだろう。 
 レベルファイブはまた地元密着型企業として九州・福岡のゲーム企業 8 社と GFF
（Game Factory’s Friendship）を設立。その GFFは九州大学や福岡市と協力して、「福
岡ゲーム産業振興機構」を設立し、“福岡を世界が目指すゲーム産業都市にする”を合

い言葉に活動を行っている。 
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 ゲームソフト販売本数（2008 年度）    

順位 タイトル ハード メーカー 
推定販売本

数（万本） 

1 ポケットモンスタープラチナ ポケモン DS 237

2 マリオカート Wii 任天堂 Wii 220

3 モンスターハンターポータブル 2ndG カプコン PSP 218

4 リズム天国ゴールド 任天堂 DS 165

5 Wii Fit 任天堂 Wii 150

6 ドラゴンクエスト V 天空の花嫁 
スクウェア・

エニックス 
DS 118

7 街へ行こうよ どうぶつの森  任天堂 Wii 110

8 星のカービィ ウルトラスーパーデラックス 任天堂 DS 106

9 ディシディア ファイナルファンタジー 
スクウェア・

エニックス 
PSP 87

10 わがままファッション ガールズモード 任天堂 DS 79

 
 
2008年 3月 31日～2009年 3月 29日の国内販売推定値 
 
 

2008年ハード別ソフト販売数シェア

44%

18%

16%

10%

9%
3%0%

ニンテンドーDS

Wii

PSP

PS2

PS3

Xbox360

その他

 
 
（株）エンターブレイン「ファミ通ゲーム白書」 



 28

 

2008年メーカー別ソフト販売数シェア

26.10%

13.80%

8.30%7.60%
6.90%

5.40%

5.10%

26.80%

任天堂

バイダイナムコゲーム
ス

コナミ

カプコン

スクウェア・エニックス

セガ

ポケモン

その他

 
 
＊ （株）エンターブレイン「ファミ通ゲーム白書」 
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・巨大化する世界のゲームソフト産業 
 07 年合併によりアクティビション・ブリザードが誕生し、エレクトロニック・アーツの
2強対決が世界では激しくなりつつある。欧米ゲーム業界は日本でもその存在感を増すだろ
う。 
 アメリカ、カリフォルニア州に本社を持つエレクトロニック・アーツ（EA）は、1982
年に創業しパソコン向けゲームのソフト開発からスタートした企業である。家庭用ゲーム

にも進出した同社は 90 年代に積極的な買収策で企業規模を拡大。91 年に買収した
DISTINCTIVE SOFTWARE（後の EAカナダ）を皮切りに、97年には「シムシティ」で
知られていたMAXISなどを次々と参加に入れ、会社や開発力とともに主要なソフトウェア
ブランドを取り組んでいった。05年に EAは売り上げ 30億ドルを超え、北米での売り上げ
攘夷 10タイトル中半数を占めるなど、29カ国に拠点を持つ世界最大のゲームソフト企業に
成長。特にスポーツゲームに関しては NFL（アメリカンフットボール）、PGA（米プロゴ
ルフ）、FIFA（国際サッカー連盟）などのライセンスを独占取得しており、米国市場などで
EA スポーツはブランドとして高い認知を受けている。09 年に発売した「FIFA10」では、
10 以上の国ごとに異なる人気プレイヤーをパッケージに採用するなど、世界中での市場拡
大に熱心である。 
 その EAに対抗するかのように 07年フランスのメディア企業美弁ディルグループ参加の
ビベンディ・ユニバーサルゲームズが、米国のアクティビションと合併し、アクティビシ

ョン・ブリザードが誕生する。合併後の売り上げは、38 億ドルと予想され、EA を上回る
規模の企業となるわけだ。同社は 08 年に「コールオブデューティ World At War」を
Xbox360、PS3、Wii、PS2、DS、PC とあらゆるハード向けに展開、世界で約 1200 万本
をセールスするなどの成功を収めている。 
この世界の 2 大ゲームソフト企業が、有力な開発会社の囲い込み合戦を広げている。08

年には「DOOM」で有名な id softwareが発売をアクティビションから EAに切り替えるな
ど、競争は激しさを増している。スクウェア・エニックスによる英アイドスの買収は、こ

ういった動きに対抗したものともとれるが、企業規模において日本のソフトメーカーは世

界 2強には大きく呼ばないのが現実である。 
 ただ両者とも日本市場では苦戦している。「洋ゲー」と呼ばれる海外のゲームソフトは日

本の消費者には敬遠されてきた。アクティビションは 08年に日本法人を解散、08年度の国
内販売数は約 14万本に過ぎず、パブリッシャーとして 30位前後である。EAは 92年に日
本法人を設立し、以後地道に売り上げを伸ばし 08年度は 12位であったが、09年東京ゲー
ム所への出展を取りやめた。ただ海外ソフトを好むファンも増えており、今後は両者とも

その存在感を増していくだろう。またこの世界 2強による日本ソフト企業の買収や提携も、
大いに考えられる。 
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第 3章：業界の問題点 

 
・中核でない「コア」・ユーザーの二極分化 
 情報に敏感で日常的にゲームをプレイするコアユーザーと、気に入ったソフトが発売さ

れたときにだけプレイするライトユーザーがゲーム市場には存在する。しかし、この二者

が極端に分化していることがこの業界ならではの特徴といえ、それ故の問題も発生してい

る。 
 どんなエンタテインメント業界にも、コア層と呼ばれる熱心なファンと、話題になるも

のだけ見たり買ったりするライト層が存在する。ゲームを日常的にプレイするユーザーは、

機器の操作にも慣れ、プレイを習熟する。つまり、上手いプレイヤーになるわけである。

上手いプレイヤーは、複雑なシステムやコマンド（コントローラの入力操作）をこなし、

より難易度が高くやりがいのある作品を求める傾向にある。一方、ライトユーザーや初心

者にとって、難しい操作や入力は、そのゲームへの参入障壁となってしまうのだ。また、

ゲームに関する情報は、専門誌やインターネット以外では余りふれることはない。映画や

書籍などに比べると、新聞や一般誌、テレビで扱われる頻度はきわめて低く、ライトユー

ザーはテレビコマーシャルを見て初めてソフトの発売を知ることも多いのである。一方コ

アユーザーは、普段から熱心にゲーム情報を収集するため、その情報量の格差は圧倒的な

ものとなる。加えてハードウェアの進化が、両者の二極化を促進した。複雑かつ大きな容

量のプログラムが可能となり、初心者に難しいと思われるゲームが目立ってきたのである。

ライト層には「ゲーム離れ」現象が発生した。一般的な市場では、コア（中核）層から面

白いものが周辺に伝わることでヒットが生まれるはずである。しかし、ゲーム業界では、

コアというよりハードユーザーという言葉の方がしっくりくる一種独立した存在となり、

ライト層への影響力をあまり持たなくなってしまったのだ。業界では、アクションゲーム

などで難易度調整機能を充実させ、初心者から熟練者まで幅広く受け入れられる作品作り

や、全体に難易度を低めに設定した作品が多く見られる。ここ数年は、「ニンテンドーDS」
と「Wii」がライトユーザーを活性化させ、新規ユーザーも増大した。ゲームに積極的なラ
イト層も増えてきたようだ。しかし、コア層とのギャップを解消できたわけではない。加

えて日本ではコア層だけが好むタイプのゲームソフトが、海外でヒットする傾向にあり、

ソフト開発の可能性は難しさを増している。 
 今後どのような作品をどの程度の難易度で、どんなユーザーに向けて作るべきか、各メ

ーカーにとって大きな課題であると同時に、コア層と、ライト層の情報ギャップを埋める

工夫に業界として取り組む必要があるだろう。 
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・ なぜ発売が遅れるのか ゲーム開発 延期 

09 年 7 月「ドラゴンクエスト IX」は、数回の延期を経て、ようやく発売された。「発売
延期は」ゲーム業界ではよく起こることであるが、時には株価を大きく左右するなど、企

業にとっては大きな問題である。 
テレビゲームの本格的な開発がスタートする際、その予算、スタッフ、スケジュールな

どが決められ、発売目標時期が設定されます。このスケジュール自体に問題があるのが発

売延期の理由の一つである。発売時期は開発サイドの意向だけで決められるものではなく、

企業の経営計画や予算とも関係する。大手パブリッシャーのほとんどは上場企業であるた

め、大作ソフトの場合は発売時期が前後することで業績が変動する。決算を優先したため

か、最初から開発的に無理があるスケジュールになっていることも見受けられる。 
 次の理由は、開発難度の上昇である。ハードウェアの進歩や多様化により、ソフト開発

現場では今まで培ってきたノウハウに加えて、新しい技術を身につけねばならない。ネッ

トワーク技術など、新しい要素が加わることもある。もちろん、多くのメーカーは新しい

ハードに合わせた研究を行うなど、開発力を高める努力をしている。しかし、新しいハー

ドを使いこなすのに時間が必要であり、また開発途中で新しい技術が導入されたため、作

り直しになるケースも存在する。 
 もう一つは、開発者の作り込み、こだわりによる延期。ゲームソフトの完成が近づくと、

テストプレイが繰り返され、バランスの調整が行われる。この際、開発者が意図していた

面白さを実現できていなかったり、できあがりがイメージと違っていたり、更にはもっと

面白くなる可能性が出てくることもある。 
テレビゲームはデジタルデータの集積であり、時間と労力をいとわなければ、無限に近

く修正を行うことが可能である。逆に言えば、この最後の作り込みがきちんとできていな

いために企画意図が実現せず、面白くないと評価されるゲームが多く見られるのも事実で

ある。ゲーム開発者の間には、駄作を予定通りに発売するより、延期しても面白い作品を

作るべきだという考え方が根強くある。よくある発売延期の理由として、完成直前に致命

的なバグが発見されることがある。発売日の決定後に起こった場合は、流通や消費者の非

難を集めるため目立つ延期である。ゲームの容量が増したことで、デバッグの手間も増加

し、バグによる発売延期は増えている。ただ致命的なバグが残ったままソフトが発売され

た結果、無償回収を行うケースもあり得るため、この延期はメーカーとして当然行うべき

ものといえるだろう。またユーザーに発表される以前の社内的な発売延期は、数多く存在

する。 
一度発表してしまったソフトの発売延期は、ユーザーを裏切る行為である。そして延期

による開発期間の延長は、コストアップを意味し、企業の決算や株価にも影響する重大な

ことである。 
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・ レーティングと表現の自由 
東京都の要請に従う形で、06年にゲーム業界はレーティング制度を変更し、18歳未満 

に販売しないことを前提とした「Z区分」を設定した。嫉視津的な 18禁であるこの Zの登
場は、企業や開発者に様々な影響をもたらしている。 
 コンピュータエンターテインメントレーティング機構（CERO）のホームページでは、発
売されたゲームソフトのレーティングを検索できる。これによると Z 区分とされているソ
フトは 73タイトル存在するが、その大多数は海外で開発されたもので国内メーカーの手に
よるものは少数である。（09 年 11 月） Z とレーティングされたソフトには、「本商品は
18 歳未満の方には販売しておりません」と表記され、小売店で他の商品と分けて区分陳列
される他、店頭でのデモなども行えなくなった。東京ゲームショウでも Z ソフトは、一般
とは区分された展示が義務付けられている。広告表現なども制限され、Zとレーティングさ
れることは、販売機会の減少を意味することになる。加えて Z ソフトを一律に有害図書類
として指定する自治体が増加しているのである。企業の理論としては、Zに分類されること
はできるだけさけたいと考えるのは当然といえるだろう。そこで心配されているのが、Zが
実質的な表現規制になることである。経営サイドがそのゲームソフトの企画段階で Z とな
りそうな作品をボツにして開発をスタートさせないこともありえるのだ。また、Zと D（17
歳以上対象）の差は、「人間への無差別な殺戮」や「残虐な身体分離欠損」と説明されてい

る（ゲームソフトの年齢別レーティング変更に伴う販売店の対応マニュアル）。これに抵触

しそうな表現は、あらかじめ NGと社内で決めてしまえば、Zとレーティングされる可能性
は格段に下がるだろう。営利企業として考えれば、そう難しいことではないのだが、それ

は表現者にとって深刻な問題となる。 
 テレビゲームは文化的な創造物であり、ものを作ることにおいて表現の自由はなくては

ならないものである。Zが実質的な表現規制となることで、開発者の創造意欲を抑制してし
まう可能性がある。自由な表現、発想が認められないことは、作品の幅が失われることに

もつながり、長期的に見れば業界の活力低下を招きかねないのである。Z区分の運用には細
心の中止が、業界ならびに各メーカーに求められている。また、ゲーム業界のレーティン

グ自体は、テレビゲームが参加するタイプのメディアであることなどを理由に、他業界の

レーティングより厳しいものになっている。映画や雑誌などでこれまで 18禁とされている
ものは、そのほとんどが性的な表現だったが、Zは暴力表現を問題としており、性格的に大
きく異なるものである。それでも Zとされた以上、他業界の 18禁と同等のものと判断され
てしまうのだ。Zに対する世間の認識を変えていく努力も必要といえるだろう。 
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・ マジコンによる被害 
違法コピーなど海賊版ソフトの温床となっているのが、「マジコン」と呼ばれる機器で 
ある。 
 マジコンとは、マジックコンピュータの略称で、その歴史はスーパーファミコン時代に

さかのぼる。ソフトのデータをバックアップする機器として販売された。個人的に自分が

購入したソフトやそのセーブデータを保存することは、著作権法上も私的複製として認め

られているため、その機器自体には違法性がないといえる。しかしこのデータを第三者に

販売、配布を行う場合、私的複製の範囲を超えてしまう。マジコンは合法の機器として販

売されているが、実際の所その多くは違法コピーの利用が目的で普及してしまった商品と

いえるだろう。 
 近年ニンテンドーDS の普及に伴って、DS 用のマジコンが大量に普及した。インターネ
ットからダウンロードで入手した違法なコピーソフトで遊べることが特徴で、機器自体も

お店での販売だけでなくネットオークションなどで大量に流通した。その普及台数は国内

だけでも数十万～100万台以上という推定もあり、マジコンの利用法などを解説した書籍な
ども出版することになった。08年には、大阪府の 3人の男女がマジコンを使用した著作権
法違反で逮捕されている。マジコン機器「R4 Revolution for DS」と 5タイトルのソフトが
無許可でコピーされたＳＤカードをセットで、1万 980円でホームページ上で販売していた
のだ。しかし違法コピーの多くは中国など海外のサイトや、ファイル交換ソフトを利用す

るため、取り締まりが困難である。コンピュータソフトウェア著作権協会が 08年に調査し
たところ、185万本以上のソフトがネット上に流出しており、中には販売前のものも含まれ
ていたという。その被害額は 07年末までに、3000億円を超えたものと推定された。 
 任天堂とソフトメーカー54社は、08年 7月、マジコンの輸入販売業者に対する訴訟を東
京地方裁判所に起こした。機器自体の違法性を著作権法で争うのは厳しいため、不正競争

防止法に基づいて、「本来 DS上で起動しないはずのプログラムが起動可能となる」ことを
問題とした。09年 2月には訴えを全面的に認める判決が出されている。大手ネットオーク
ションサイトではマジコンの出品を禁止する処置が行われた。しかし判決後も、マジコン

販売を継続する業者は後立たず、任天堂らは、09年 9月に、輸入販売の差し止めと損害賠
償を求めて提訴している。またマジコンでは起動しないプログラムを、ソフトに埋め込む

などの工夫を講じるメーカーもあるが、その対策もすぐに出現するのが現実である。 
 09年 6月には、改正著作権法が国会で可決。10月 1日より、無許可で配信している音楽
や映像などを違法と知りながらダウンロードすることは禁止されている。ただし利用者側

は罰則規定がないため、この改正法にどの程度の抑制効果があるのかは、法律の具体的運

用も含めて注目されている。 
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・ 困難な二次ビジネス 
映画は完成後の劇場公開から始まり、そのコンテンツ自体を再利用して、様々な利益を 
上げるビジネスモデルが確立する。しかし、テレビゲームのビジネスでは、コンテンツの

二次展開は容易ではない。 
 映画の場合、劇場公開、DVD やビデオの販売、レンタル、CS などの有料放送、地上波
放送にインターネット配信まで、その作品で何度も繰り返して収益を上げることができる。

これらのマルチユースによる売り上げは、作品によっては劇場公開による興行収入の 3 倍
以上になることもある。また、ヒット作になれば、ノベライズの版権や関連書籍、キャラ

クタグッズなどでの売り上げも期待できる。 
 しかし、テレビゲームによる収益は、ソフトの販売によるものが大部分で、他は攻略本

の印税収入が多少入る程度である。もちろん、テレビゲームソフトでも、「ポケットモンス

ター」など、多メディアの展開が大成功している例や、「バイオハザード」のように、映画

化によって著作権料収入が得られるケースも見られるが、それらは少数派といって良いだ

ろう。大多数のゲームソフトは、パッケージの販売で、開発費を回収して利益を上げるビ

ジネスが基本である。その理由は単純であり、多くのゲームソフトは、専用のハードウェ

アに向けて開発されるため、マルチユース性がないのである。また、操作を要するゲーム

ソフトは、映像作品などとして再利用することも困難である。よくテレビゲームと連動し

た、アニメーション放送や漫画連載が行われるケースを目にする。これも多くの場合はソ

フト販売を伸ばすことを目的として、ゲームソフトメーカーが番組をスポンサードするこ

となどで成立していることが多く、版権料的な売り上げは少ないのが普通である。 
 しかし、近年は多額の開発投資を必要とするゲームソフトで利益を上げるチャンスを増

やそうとする、積極的な動きも見られる。例えば旧作をリメイクして新型ハード用に投入

したり、ダウンロード販売したりすることである。マルチプラットフォームでのゲーム開

発や廉価版の早期投入も、販売チャンスを増やす手法またソフトの企画段階からも多メデ

ィア展開も考慮した作品も多く存在してきている。 
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第 4章：権利闘争 

・任天堂 VSエンターブレイン 
プログラムの著作物であるゲームソフトは、明らかなコピー商品でない限り、類似性を

法律的に証明するのは容易ではない。 
01年 7月、任天堂はエンターブレインとゲームソフト会社のティルナノーグらを相手に
訴訟を起こした。対象となったゲームソフトは、「ティアリングサーガ ユトナ英雄戦記」。

任天堂はこのソフトが同社の「ファイアーエムブレム」シリーズの著作権を侵害し、その

販売に当たって不正競争防止法違反があったとして、販売差し止めと 2億 5830万円の損害
賠求を求めたのだ。この訴訟の発端は、99年、「ファイアーエムブレム」の開発会社を退職
した人物がティルナノーグを設立、エンターブレイン（当時はアスキーの一部門）と共同

して「エムブレムサーガ」の開発を始めたことにさかのぼる。その後、エンターブレイン

発行の雑誌に、この「エムブレムサーガ」が「ファイアーエムブレム」と世界観が繋がっ

ていることを匂わせるような記事が掲載されたことなどから、任天堂は著作権を侵害して

いるとする警告を何度か行っていた。「エムブレムサーガ」は発売日が決まり、予約キャン

ペーンを行っている最中の 01年 4月に「ティアリングサーガ」と突然改名される。改名の
理由は明確にされなかったが、翌年に予定通り発売され、任天堂による訴訟が起こること

になる。 
東京地裁での審理は 7 回にわたるが、翌年の一審判決では、任天堂が全面的に敗訴する
結果となる。任天堂は不服として最高裁に上告。東京高裁ではビデオによる検証も含めて、

10回の審理が行われた。そして 04年 11月、東京高裁は一審判決を一部変更、著作権法違
反には当たらないが、予約キャンペーンは不正競争防止法に抵触するとして、約 7600万円
の損害賠償をエンターブレインに命じた。任天堂はなおも不服として、上告するが、05 年
4月、最高裁は上告の不受理を決定。高裁での二次判決が確定し、4年弱に渡った法廷闘争
は終了する。最高裁が違法としたのは、「ティアリングサーガ」が「ファイアーエムブレム」

と関係あるソフトのように宣伝し、そのブランドを利用した部分である。つまり宣伝上違

法行為があったが、作品自体に著作権の侵害はないとしたわけである。全てのソフトに当

てはまるとは限らないが、これにより独立したゲーム開発者が類似の作品を作っても、直

接的な関係が立証されなければ合法、という判例が示されたと解釈できる。 
実際、ゲーム業界では、独立したり移籍した開発者（もしくはグループ）が類似のソフ

トを他の会社から発売することはよく見られる光景である。また、ゲーム開発者も小説家

や漫画家と同じようにクリエイターであり、著作権の一部は個人にも付属するものとなれ

ば、登場人物や世界観などが重複する作品が別の会社から発売されても、問題ないと解釈

することもできる。 
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1990 年 4 月 「ファイアーエムブレム 暗黒竜と光の剣」発売 シリーズスタート 

1999 年 8 月頃 ティルナノーグが「エムブレムサーガ」開発開始 商標を出願 

2000 年 1 月 
ゲーム誌に「エムブレムサーガ」と「ファイアーエムブレム」の関連を示唆

する記事掲載  任天堂の警告始まる  

2001 年 2 月 「エムブレムサーガ」の予約キャンペーン開始 

2001 年 4 月 タイトルが「ティアリングサーガ」に変更 

2001 年 5 月 「ティアリングサーガ」発売 

2001 年 7 月 任天堂が東京地方裁判所に提訴 

2002 年 11 月 一審判決 任天堂全面敗訴 

2004 年 11 月 
不正競争防止法に触れると一部賠償を命じるが、著作権法違反につい

ては一審のまま 

2005 年 4 月 最高裁判所は任天堂の上告不受理を決定 高裁判決が確定 

 
任天堂とエンターブレインの権利闘争 
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・ セガＶＳタイトー 
類似商品であっても、著作権法違反を立証することは容易ではない。むしろ、商標権や 

特許侵害の方がわかりやすく、訴訟を起こしやすいようだ。ただ大手メーカー同士の訴訟

はそう多くはない。 
 セガは 05 年 10 月、同社のアーケードゲーム機「甲虫王者ムシキング」の特許を侵害し
ているとして、タイトーのゲーム機「ダイノキングバトル CARDGAME」の製造、使用、
販売の中止を求める仮処分を東京地裁に申し立てた。 
 ムシキングはセガが 03年から展開したアーケードカードゲームで、小学生を中心に人気
となり、1万 3000代以上を出荷した大ヒット作、サードの出荷は４億枚を超えている。カ
ブトムシ、クワガタなどの甲虫のイラストが描かれたカードを使って遊ぶゲームで、じゃ

んけんのボタンを押して攻撃順番が決定、技を繰り出してプレイヤー同士、または CPUと
対戦するものである。 
 一方ダイノキングバトルは、韓国の D-gate社が開発したもので、タイトーが日本向けに
ローカライズして発売した。ムシキングとの違いは、虫が恐竜に変わったことで、カード

を使用する部分、じゃんけんでのシステムは同一。これらがセガの取得している「じゃん

けんでゲームをより面白くする」特許（3712122 号）に抵触するというのだ。実はセガで
もムシキングの続編として「古代王者 恐竜キング」を発表したばかりであった。05 年の
アミューズメントマンショーでは、恐竜キングとダイノキングバトルのマシンがそろって

展示されていたのである。類似点のあまりに多いこの両者の激突は、業界の注目を集めた。

セガの恐竜キングは、1年以上前にロケテストまで完了していた商品であった。しかし、ム
シキングのヒットは予想よりも長く続いたため、すぐに市場に投入されることはなく、そ

のタイミングを計っていたところであった。ロケテスト中に見た韓国の会社がまねたので

はないか、という憶測も流れた。しかし、この仮処分申請は翌年 3 月にセガより取り下げ
られる。セガは「審理期間中、タイトーと本仮処分に関する和解合意に達し」（セガ ニュ

ーリリース）と発表した。両者の詳しい和解内図は公開されていない。 
 この件の特徴は、セガが最初から特許権の侵害という面からのみアプローチしており、

類似商品であることの著作権問題にはいっさい触れていないことである。絵画や文章など

でも、いざ判決となると、その類似性の検証から著作権侵害と認めるまでに大きな手間と

時間を要する。映像、音声、ストーリーや遊び方に加えて、プログラムなど技術的な要素

も含まれるゲームの類似性の特定は、大きな困難が伴う。インベーダー以来、ヒット作が

登場すると安易な類似商品が登場する傾向のあるこの業界の体質は、本質的な部分で変わ

っていないようだ。 
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第 5章多様化するオンラインゲームと SNSの急伸 

・ オンラインゲーム市場とその定義 
オンラインゲームはネットワークゲームとも呼ばれ、インターネットに接続した PCか 
ら始まった。その後、ゲーム機や携帯電話などへ、端末もビジネスモデルも、そして市 
場も拡大し多様化している。 
 日本オンラインゲーム協会（JOGA）の発表によると、国内のオンラインゲーム市場は
04年に 579億円であったものが、08年に 1239億円と 4年間で 2倍以上に成長しているが、
ここ数年は伸びが鈍化しているようである。JOGA ではオンラインゲームを「インターネ
ットに接続した端末によってプレイし、インターネットの特性を生かしたゲームの総称」

（オンラインゲームガイドライン）としている。ただ現在では SNSなどにゲーム要素を持
つものが登場するほか、ゲームなのかコミュニケーションツールなのか分からないオンラ

インサービスも存在している。また一人でも遊べるが、オンライン対戦機能を持つゲーム

も多く、どこまでを「オンラインゲーム」と定義するのか、その分類に明確な境界線はな

い。ただ近年の日本でオンラインゲームという場合、PC及び、家庭用ゲーム機でネット接
続した状態でプレイするゲーム指すことが多い。携帯電話でのゲームは、モバイルコンテ

ンツと分類される。ただオンラインゲームを抗議で捉える場合、その市場は遙かに大きい

とする見方もある。 
 野村総合研究所は、オンラインゲーム市場が 2014年に 1580億円になるとする成長予測
を発表した。これは従来の予測よりも低い伸びである。ただ現在の家庭用ゲーム機は全て、

インターネット接続機能を有していることからも、依然として国内ゲーム市場の中で成長

性が高いジャンルといえるだろう。 
 

国内オンラインゲーム市場の推移
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（日本オンラインゲーム協会 「JOGAオンラインゲーム市場調査レポート 2009」） 
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・ 注目されるオンラインゲーム 
オンラインゲームの普及に従って、それを専門とする新しいゲーム企業が注目を浴びる。 
そして家庭用ゲーム機でもオンライン対応作品が人気を集め、業界各社が注力している。 
 90 年代に広がり始めたオンラインゲームは今世紀に入って一般に認知されるようになり、
日本でも注目企業が登場する。05年 3月には、大証ヘラクレスにオンラインゲームを手が
けるベンチャー企業ガンホー・オンライン・エンターテイメントが新規上場を果たした。

オンラインゲームという新しいビジネスが注目されていたことに加え、ガンホーがソフト

バンクグループであることも人気を呼び、上場直後から株価は急騰する。約 1 ヶ月後の 4
月 12 日には、120 万円の公募価格であったものが、2310 万円という最高値を付け、時価
総額は一時的に 3000億円を超えた。ガンホーは韓国のグラビティ社により人気のオンライ
ンゲーム「ラグナロクオンライン」のライセンスの許諾を受け、02 年から日本で展開して
いた。同ゲームは、国内屈指の成功を収めている PC用オンラインゲームで、上場当時のガ
ンホーはラグナロクの関連売り上げが 9 割を超えていた。市場はガンホーの成長性に過剰
に注目したものとも言えるが、その後オンラインゲーム銘柄と呼ばれるジャンルが株式市

場でも知られ、ガンホー以外の会社も次々と登場して人気を集めた。しかし JOGA の発表
でも、ここ数年オンラインゲーム企業は横ばい傾向で、タイトル数も同様な傾向である、

特に PC 用オンラインゲームの新規参入企業は、減少している。ガンホーの時価総額も約
250億円（09年 10月末）まで低下し、オンラインゲーム銘柄という言葉も聞かなくなった。 
 一方ゲーム機でのオンラインゲームも近年盛んになっている。02 年に登場した「ファイ
ナルファンタジーXI」は、50万人以上の会員を集めた。また家庭用ゲームソフトでは一人
でも遊べ、オンラインにも対応しているタイプが人気を集めている。ニンテンドーDSによ
る「マリオカート DSのオンライン対戦」や、「おいでよどうぶつの森」の通信プレイはオ
ンラインゲームを身近にすることに成功した。 
 04 年に登場した「モンスターハンター」はシリーズ化され、累計 1000 万本ものソフト
を販売した。同作品も一人で遊べるのだが、通信した最大４人までのプレイヤー同士で協

力してゲームを進めることができる。特に PSP用の同シリーズはアドホック通信を用い、
持ち寄って協力プレイできることが人気を呼んでいる。ファストフード店などで見知らぬ

人同士がプレイするなどという現象も起こっている。（アドホックはインターネットを介し

ていないため、厳密にはオンラインゲームとは言えないのであるが） 
 家庭用ゲーム機による通信対戦は、ポケモンでのケーブル接続など昔からあったもので

あるが、ネットワーク技術の導入でより手軽になり、結果としてオンラインゲームが身近

なものになりつつあるようだ。 
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オンラインゲーム会社数とタイトルの推移（PC＆ゲーム機用）
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・SNSの急伸 
・ゲームに注目する SNS 

2010年 4～6月期に SNSを通じて遊ぶソーシャルゲーム関連企業の業容が急に拡大し 
た。SNS運営の DeNAは売上高が前年同期の 2､7倍、営業利益は 3,8倍となり、過去最高
を更新。一方、任天堂は携帯型ゲーム機の販売低迷で 9四半期ぶりに最終赤字に転落した。
SNS は利用料が無料でアイテムに課金するビジネスモデルで売り上げを伸ばしており、既
存のゲーム業界の成長力との差が鮮明になってきた。 
人と人がオンラインで交流を楽しむ SNSは主に広告収入により運営されていたが、新た

な収益源として、ゲームに期待しているようだ 
会員数 1700 万人以上を誇る mixi（ミクシィ）は、交流サイトとしての機能以外に、外

部の企業が開発したゲームなどのコンテンツを「mixi アプリ」として提供を始めている。
これらのコンテンツは当初無料で提供され、200万人以上が利用する人気のものも登場した。
そして同社は、09年 10月より、そのゲームで使えるコインの販売を開始した。また携帯電
話向け SNS「モバゲータウン（モバゲー）」も 09 年 10 月から、その会員向けにゲームを
開始するパートナー企業の募集を始めた。参加する企業にはモバゲーの環境下で作動する

ゲームなどを開発できるように情報技術を公開し、コンテンツを開発して貰うというもの

である。開発されたコンテンツはアイテム課金システムを用いて、モバゲー内で会員に提

供される。利用者はゲーム内で使用する通貨や、武器などのアイテムを購入、その販売額

に応じてモバゲー側から開発会社に料金が支払われるという仕組みである。これらの課金

コンテンツは必ずしもゲームとは限らず、オンラインでダウンロードしても一人で遊べる

のも多いだろう。しかし、SNS の特性を考えると、会員同士が一緒に遊べたり、競い合っ
たりできるものが主流となるだろうし、その課金システムからも広い意味でのオンライン

ゲームと捉えることができる。これはゲームメーカーにとって新たなビジネスチャンスと

いえる。1000万人規模の会員が存在すれば、その人数分のハードが普及しているプラット
フォームと考えられることもできる。ただ携帯電話のゲームでのアイテムの課金も、既に

問題が生じている。未成年者が月数万円の高額な料金を請求されるケースが、相次いでい

るのだ。SNS大手のフリーは、未成年者を対象に有料コンテンツの利用上限をつき 3万ま
でにするほか、テレビ CM で一部コンテンツが有料であることをはっきり伝わるように表

示するなど、自主規制を行っている。 
また携帯電話でのゲームは以前から多様なものが存在している。SNS で提供されても、
結局は従来からあるものと差異がないコンテンツが氾濫するだけの可能性もある。SNS な
らではの特長を生かして、今後このジャンルから新しい注目企業、注目ゲームが登場して

くることが期待される。 
勢いを増すソーシャルゲーム市場だが、ここでの競争は従来以上に厳しくなってきてい

る。SNS のダウンロードランキング上位に表示されるのは一握りで、大半のゲームは利用
者の目に触れることもなく消えてしまうのだ。ソフト会社は売り上げの 2～3 割を SNS ウ
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ネ位階社に支払うため、利益も圧迫される。大手ゲームソフト会社も SNS用に家庭用ゲー
ム機の人気タイトルを提供し始めたのだが、勝利を収めることは容易なことではない。 
 
 

第 6章：業界の今後、まとめ 

このように、これまで多くの家庭用ゲームハードとそれにかかわるソフトが発売されて

きた。しかしその数ある中でも成功をおさめられるのはごく一部でしかない。常に動き続

けているこの業界中で柔軟に対応していかなくては成功することは不可能に近いだろう。

また、再編が進みグループを形成するソフト開発販売会社など、その動きはユーザーやハ

ードだけではないのである。権利に関する問題や表現規制など、一筋縄ではいかないのが

この業界の特徴の一つであろう。こうした時代の流れや、問題を背負い苦戦を強いられな

がらも成長を続けてきたゲーム業界。もちろんここで終わるわけではない。新たな進化を

求めて加熱するゲームプラットフォーム戦争。果たして業界は今後どのような道をたどっ

ていくのだろうか。 
2010 に発表された「ニンテンドー3DS」これはその名の通り、世界中でブームを巻き起
こした「DS」の紛れもない後継機である。前にも述べた通り、「DS」はゲーム以外の“生
態系”を育てることに成功した。例えば、電子書籍端末に関しても DSは重要な端末なので
ある。任天堂の公式販売コンテンツ「DSビジョン」では新潮社が 92冊、文藝春秋が 28冊
の電子書籍を販売しており、その他にもコミックなどが売られている。『日本文学 100選な
ど』など多くのパッケージソフトも出てきている。3DS にも、もちろんこういった多様性
は引き継がれる。だがしかし、3DS はゲームハードである。重要なのは「ゲーム」である
ということは言うまでもない。3DS の目玉である機能は、専用の眼鏡をかけなくても裸眼
で立体的な画像のゲームを楽しめる点にある。特殊フィルムにより、奥行きのある 3 次元
映像を表示できる。「3D」長らく任天堂が取り組んできたテーマである。1995 年に発売し
た「バーチャルボーイ」その得意誌故に不評、普及せずに終わってしまう。また「ゲーム

キューブにも」対応回路を仕込んではいたのだが、3Dソフトは登場せずに終わってしまい、
ハード自体も大きな波を起こすことはできなかった。 
今回、3Dを前面に出しているが、それは単に画像が立体的に見えるだけ。これだけでは

特に珍しいことではなく、大ヒットとなっていくことは難しいだろう。それ以外との組み

合わせが成功の鍵へとなっていくのではないだろうか。3DS にはゲーム機の動きや傾きを
察知するセンサーが搭載されている。このセンサーだけでは新しさは感じられないかもし

れない。実際、既に傾きなどを感知するセンサーを取り入れているソフトは既に存在して

いるし、Wiiなどでもはやおなじみとなっているだろう。しかし、3Dと組み合わせること
によって、新たな路が見えてくる可能性は大いにある。おそらく 3Dとセンサーを取り入れ
たハードというのは存在していないのではないだろうか。これによりゲームの世界観が変
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わる可能性も秘めている。 
また「情報端末」としての機能も拡張されている。中でも通信機能が強化され、歩きな

がらでも自動的に公衆無線 LANを見つけ出し、情報を取り込むことができる。これはユー
ザーによっては 3D以上に嬉しいと感じるのではないだろうか。他にも 3D映画を鑑賞する
メディア端末としての機能も備えている上、立体写真が撮れる 3D カメラも内蔵している。
まるで多機能コンピュータ。岩田社長自身はこの情報端末としての部分はあくまでユーザ

ーがゲーム触り続けるためのものであると、考えているようである。 
マイクロソフトは 2010年 11月にコントローラなしでゲームを操作できる「KINECT（キ

ネクト）」を発売。ユーザー自身が身振り手振りで遊ぶというこのスタイルはまさに新世代

感覚のゲームと言っていいだろう。マイクとカメラを内蔵した専用機材をゲーム機

「Xbox360」に繋ぐと、カメラが顔や体型で個人を認識し、手の振りや足の上下などの人の
細かな動きを読み取る。また、ユーザーの声にも反応するのだ。例えば、ボウリングでは、

カーブなどを使い残ったピンを狙う、ボールを投げるタイミングが遅れたときは、レーン

の上でボールが跳ねてしまうといったように、かなり精密に作られている。現実世界さな

がらである。これまで Xbox360はハードユーザーを中心に取り組んできたことで知られて
きた。しかし今後は、この KINECTを武器にカジュアルユーザーへの浸透を狙うことにな
る。ソフトのタイトルも、『キネクトアニマル』など親しみのある方向で攻めていく。カジ

ュアルユーザーを取り込んでいくのならば、この KINECTでどこまでそれらの層に対して
「Xbox360」は敷居が高いなどといったイメージを拭えるかが重要になってくる。今後も、
Xbox360の動きには目が離せない。 

SCEは新型の無線コントローラ PSmoveを武器に展開していくことになる。これは言っ
てしまえばWiiとあまり差はない。しかし 3Dとの組み合わせによってどのようになってい
くか注目だ。SCEは 3D対応のソフトを投入することによって、ソニー本体で手がける 3D
テレビをこのゲーム機を足がかりに家庭に浸透させていくという狙いだろう。 
しかし現在、業界を取り巻く環境は厳しいのもまた事実である。09 年のゲーム市場は前
年比 10%減の 4,5億円に縮小（ファミ通ゲーム白書）。ユーザーの財布の紐が堅いだけでな
く、飽きる時間が極端に短くなってきている、」というのも原因の一つのようだ。ロングセ

ラー商品が生まれにくく結果ヒットするソフトとそうでないソフトとの差が明確になって

きているのだ。 
苦戦を強いられていく各ゲームメーカーとは違い、大きく陣容を拡大する勢力もある。

世界販売台数 1億台を突破した iphone、ipod touchはゲ－ムなどのアプリを使うアップス
トアのダウンロード数が 50 億を突破。また、携帯電話向けの無料ゲームを展開する SNS
も既に述べた通りユーザーを順調に増やしている。これら新興勢力は携帯端末でいつでも

気軽に、しかも無料、低価格で楽しめる「ポケットゲーム」により、カジュアルユーザー

を取り込んでいる。 
このような新興勢力は従来のゲームハードのユーザーを奪うような敵ともとれるかもし
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れないが、逆にこれらを、市場を拡大していく同士という側面もある。「ゲーム人口の拡大」

という点から見ると最もあってはならないことはユーザーがゲームそのものから手を引く

ということだ 。そう、「ゲーム離れ」の減少を引き起こしてしまうことはさけるべきなの
だ。そのため「ポケットゲーム」とはいえ少しでもゲームに興味を持つということは他の

ゲーム機にも興味を示す可能性が出てくるのである。 
ゲームの魅力で普及したハードの上には映画、アニメ、書籍など広範囲なコンテンツが

集まってくる。これらを成功させることは難しいが、他ではマネできない生態系を生み出

すことができるはずである。確かに、現在は、家庭用ゲーム市場は頭打ち状態であるかも

しれない。しかし、それは各ハードが落ち着いてきたことであり、当然といえば当然の結

果なのである。ゲームハードは 6～7年にかけて移り変わってきているが今回はそれが当て
はまらない可能性が高い。KINECT などの新感覚ジャンルがどこまでいけるかである。今
後、これらのハードに 3DSを加えてどのように発展していくか楽しみであり、目が離せな
い。この「世界プラットフォーム」はまだまだ大きな可能性を秘めているだろう。 
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