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研究ノート

1980年代前半のメディアに見るビデオゲームと
マイコン文化の関わり

鈴木真奈∗

The relation between videogames and Japanese microcomputer culture in
the mass media in early 1980s

Mana SUZUKI

§1 概略

本稿は，NHK 番組アーカイブス学術トライアル12016 年第 1 回における研究調査

「1980年代前半期のマイコン・パソコン文化形成にメディアが果たした役割」におけ

る成果の内，ビデオゲームに関する言及・報道に着目したものである2．

研究調査自体の目的は，1980年代前半の日本におけるパーソナルコンピュータ（パ

ソコン）の普及をテレビメディアがどのように報じていたかを調査することであった．

しかし，パソコンとビデオゲームが緊密に結びついていたことは雑誌調査からも明ら

かにされており，パソコンの普及においてビデオゲームは深い影響を及ぼしていた．

更に研究調査の中で，当時のビデオゲームやその開発者に対する取材映像が複数確認

できており，ビデオゲームに関する話題は特筆に値すると考えられる．

なお，調査は NHK 大阪局で行い，2016 年 3 月 5 日から 7 月 11 日までの間の 18

日間にデジタル化された 56 本の番組を閲覧した．番組中の発言はすべて筆者が聞き

取って書き取ったものである．アーカイブス利用条件としてプライバシーに配慮が求

められるため，学術関係者，マスメディアで著名である人物，NHKより名前公開の許

諾を得た人物のみ，発言者を特定する形で表記する．所属については，注記がない限

り，すべて当時のものである.

∗ 京都大学大学院文学研究科・文学部
1 http://www.nhk.or.jp/archives/academic/

2 本稿は日本デジタルゲーム学会（DiGRA JAPAN）2016年夏季研究発表大会における口頭発表およ
びその予稿（4）を再構成したものである．会場で有意義なコメントをいただけたことについて，改
めて御礼申し上げる．
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§2 ビデオゲームとパソコン

当時，パソコンを家庭で購入する目的としてビデオゲームが一定の割合を占めてい

たことは，雑誌記事で統計的に明らかにされている．『日経コンピュータ』に掲載され

た PC-6001mkIIや各社の初代MSX規格パソコンの購入者カードの統計では，ゲーム

を遊ぶ目的で購入したという回答は二割から三割を占めた（5）．もちろん，厳密な統

計調査でないにせよ，このような調査結果がマスメディアを通じて人目に触れていた

点に注目したい．

また，『MSX magazine』の創刊号では，初代 MSX ハードウェア参入メーカーが

「MSX規格パソコンはゲーム機に留まって欲しくない」という希望を述べており，逆

説的にそれまでのパソコンとビデオゲームの関係が密接であることを示している（3）．

『日経パソコン』では，83年・84年の年末の号に折り込みページでゲームカタログ

をつけており，ハードウェア毎にどれだけのビデオゲームが出ているか統計データを

示している（9）（10）．また，ポケットコンピュータ3の BASICに馴染むのに，ゲー

ムプログラミングが良い取っ掛かりになったという 36 歳男性の読者投稿も見られる

（8）．『日経パソコン』はビジネスユーザーをターゲットにしたパソコン専門誌であっ

たが，このような雑誌においてもビデオゲームの話題は取り上げるべきものであり，

肯定的に評価されることもあった．

NHK番組アーカイブスにおいて，パソコンとビデオゲームの関わりが大きく取り上

げられたものとしては，1979年に放映された『NHK文化シリーズ　現代の科学　ブ

ラウン管新時代』（13）がまず挙げられる．1979年 10月 3日から 10月 31日にかけ

て全五回放映されたこの番組は，ブラウン管テレビ受像機と結びつく情報技術を特集

するものであった．その第一回の副題は「テレビゲーム」であり，タイトー4が 1978年

に発売したアーケードビデオゲーム『スペースインベーダー』5の紹介から始まり，大

学のマイコンクラブが自主製作したビデオゲームや，アメリカや日本のパソコンでビ

デオゲームなどのプログラムを走らせる様子を見せている．この当時においては，個

人でコンピュータを所有する場合，自分で組み立てることもあった．そのため，司会

3 携帯用小型コンピュータ．ディスプレイ部は小さく，キーボードは本体についており，外見は電卓に
似ている．
4 1953年設立のアミューズメント施設運営・機器開発会社．
5 NHKは『スペースインベーダー』のみに焦点を当てた番組『ルポルタージュにっぽん　インベーダー
作戦』（12）も作成している．
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である安田寿明6は，現在で言うパソコンを「ホームコンピュータ」と呼び分けている．

安田は，自分の子供が「家でインベーダーゲームを遊んでいる」と学校で話したこ

とで周囲に驚かれた，という話を番組中で披露しており7，1979年当時は家庭でビデ

オゲームを遊ぶことは一般的でなかったことが窺える．

この状況は数年で様変わりする．1981年には，大学にコンピュータがどのように導

入されているかを取材した『科学ドキュメント　コンピュータ大学　マイコン革命の

旗手たち』（14）が放映された．そこでは，電気通信大学の生協ショップでパソコンを

見る男子大学生が，パソコンを買ったら何をしたいかという問いに，「研究のための計

算もあるが，ゲームもやりたい」と答えている．このように，パソコンを買えばゲー

ムも遊べる，という認識ができていた．もっとも，ゲームを遊びたいからと直ちにパ

ソコンを購入できるものではなかった．『マイコン』1981年 12月号で特集されている

パソコンは，ディスプレイと本体を合わせて 20万円から 70万ほどであり（7），同年

の大卒者男性の初任給が 11万 4千 5百円であったことと照らし合わせると（11），か

なり大がかりな買い物であった．

ただし，当時は秋葉原などのマイコンショップの展示機が一般に開放されていた．

展示機を利用するために，開店前から行列が出来ている様子を『600 こちら情報部』

1983年 1月 11日放映回（17）が報じている．ある男子小学生は開店直後から夕方六

時までパソコンを利用していたとリポーターは述べており，かなり自由に利用できた

ことが分かる．また，家にパソコンがないので展示機を利用して自作のゲームプログ

ラムを検証しているという中学生男子も取材を受ける．

『600こちら情報部』は児童をターゲットとした情報番組であるため，特にその年齢

層がクローズアップされたとも考えられる．だが，視聴者に成人を想定した8BASIC

学習番組である『趣味講座　マイコン入門』の 1982 年 5 月 5 日放映回（15）でも，

ゲームの入った 8インチフロッピーディスクをマイコンショップに持ち込む中学三年

生男子が取材を受けている．

パソコンでゲームを遊ぶ典型的なユーザー像として，若年層の男性があったと結論

できるだろう．

6 当時，東京電気大学助教授．『マイ・コンピュータ入門』（1977，講談社）のような著作をはじめとし
て，1970年代半ば頃からのマイコンブームに強い影響をもたらした．
7 家庭で組み立てたコンピュータにインベーダーゲームプログラムを導入していたものと思われる（6,

p. 27）．
8 スタジオには生徒役として，男性会社員，専業主婦，女子大学生，男子中学生が配置されており，幅
広い年齢層を意識していることが窺える．
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§3 ゲームプログラミングと学習効果

『600こちら情報部』1983年 2月 3日放映回（19）では，小中学生男子が自作した

ゲームが紹介されると共に，小学生が男性司会者に簡単なゲームプログラミング9を

教える様子が見られる．このように，ゲームを作るユーザーにも焦点が当たることが

あった．

更に，ゲームを作るという動機で青少年がパソコンに触れることに，教育的な意義

や効果を見出す発言が，複数の番組から確認できている．たとえば，保護者向けの教

育番組である『おかあさんの勉強室』1984年 3月 16日放映回（21）では，電気通信

科学館のマイコン教室で PC-8001を使う中学生や高校生が取材されているが，次のよ

うな問答が見られる．

リポーター：マイコン〔パソコン〕10の楽しさっていうのはどんな所にあるの？

中学二年生女子：自分で考えて、自分でプログラムが打てるってところが面白

いなと。自分の思う通りにいける。力がつけば、自分の思う通りにゲームが作

れるところが楽しいんじゃないかなって思って。やり始めたきっかけもそれだ

けど。

他にも，「市販ゲームをそのまま遊ぶのと，自分でプログラムを組み替えて遊ぶの

と，どちらが楽しいか」という問いに対して，「自分で作った方が楽しいが，市販ゲー

ムも参考になる」と答える中学生二年生男子の映像も確認できている．

このような取材映像が流された後に，番組で解説を務める柏木恭忠11は児童たちの

態度を次のように評価する．

子供たちから見ますと，〔パソコンに触れる動機は〕ゲームというところから始

まっているようなケースが一番多いように感じますね．（中略）次第に遊んでい

るだけでは面白くないということで，似たようなものを自分で作っていこうと

いう風に動いているのが今のご覧になった取材のケースだと思うんですね．

9 BASICによる，コンピュータが生成した乱数を当てる対話型プログラム．
10 以下，〔〕内は引用者による補注．
11 当時，柏木研究所代表取締役．1986年 4月 9日から 6月 25日まで NHK教育で放映された『マイコ
ン通信入門』の講師も務めた．
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児童がゲームを遊ぶだけでは物足りなくなり，ゲームプログラミングにも関心を持

つのだろう，という見解である．また，パソコンを使いこなすことは，英単語等の暗

記の補助や数学的な計算など，教育的な内容にも結びつく可能性がある，と柏木は述

べている．

小中学生向けの番組の中でも，ゲームを作ることの教育的な有用性，学校の勉強と

の対応は強調される．たとえば，『マルチスコープ』1984年 6月 15日放映回（23）で

は，83年の全国高校生パソコンソフトコンテストでグランプリを受賞した，神奈川県

立座間高校のマイコン部が取り上げられる．顧問教師はパソコンと生徒の関係につい

て次のように答えている．

どうしてもゲームというのは楽しいですからね．どうしてもそれにのめり〔こ

み〕がちで，そうなると勉強がおろそかになるっていう子は（中略）見ていま

すけれども．（中略）プログラムを作るということをですね．ゲームでもいいん

ですけど，（中略）本当に作ってみる．自分で創造する楽しみを味わってみるこ

とさえ，一回覚えてしまえばですね，その他にもいろんなことについて発見も

あるだろうし，（中略）いろんなことが，その子は得られるんじゃないかと思い

ます．その中で一緒に，勉強もできれば．そういう風な形で思ってくれる子な

らば，必ず勉強もできると思いますので．

教師の発言から読み取れるのは，ゲームであれプログラムを作る楽しみに目覚めて

くれれば，勉強に取り組む態度にもいずれは繋がってくれるだろう，という期待であ

る．インタビュー冒頭では，教師が自宅のパソコンでゲームを遊んでいる様子を映し

ているが，ゲームを遊ぶのは「こういうゲームを作ってみようと思うため」であると

答えている．

ゲームでも良いからプログラミングに取り組むべきだというコメントは，『ジュニア

大全科』（20）にゲストとして呼ばれた京都大学の長尾真も残している．長尾は，番

組最後を締めくくる言葉を司会者から求められて，次のように答える．

ゲームで遊んでるだけじゃなくてですね，たとえば一歩進んで，自分で面白い

ゲームを作るということですね．（中略）もっともっと，いろんな有益な仕事を

やるためにマイコン〔パソコン〕を使うと．そういうことが必要でしょう．そ

のためには（中略）コンピューターのことばっかり勉強するんじゃなくてです

ね，理科とか算数とか社会とかいろんな勉強をやってですね，頑張っていく必
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要がありますね．

長尾は，ゲームプログラミングに取り組むことは，ゲームを遊ぶよりも一歩進んだ

能動的な態度であると評価すると共に，コンピュータを使いこなすには教科学習も必

要であるという見解を示す．

学業との対比は，『マルチスコープ』1984年 6月 14日放映回にも見られる．この回

の副題は「ゲーム・プログラマー」であり，当時のパソコンゲーム開発現場として，ア

スキー12やチュンソフト13などが取材を受けている．チュンソフトの社長であった中

村光一は当時大学生であるが，ビデオゲームソフトウェア『ドアドア』14のアイディア

は，高校の教室でドアを眺めていて思いついたものだと語る．そして，パソコンと教

科の関連について次のように述べている．

小学校・中学校と，算数・数学すごく好きだったし，そういった要素がすごく

パソコンにはあります．僕が数学とパソコンで，パソコンを選んだ理由という

のは（中略）〔パソコンには〕究極の答が形として決まってないんです．（中略）

プログラムですね，それが人によって考え方によって何通りもあって，必ずし

もある人が考えたのが間違いで，ある人が考えたのが正しいって，そういうの

がないんです．自分なりに答を見つけることができるんですね．

中村は，パソコンの魅力を語る上で，数学を対比させている．もちろん，コンピュー

タが数学と関連していることは言うまでもない．だが，パソコンがゲームを遊ぶもの

と考えれば，たとえば他の玩具と比較することも可能であるはずだ．それをせずに，

教科と対比させた内容のインタビューになっていることは，一定の意味があるだろう．

『マルチスコープ』と『ジュニア大全科』もまた，児童を対象とした番組である．こ

のような情報の発信が為されていたことは，パソコンに触れる子供たちがただゲーム

で遊んでいるだけにならないようにという配慮として，捉え直すことができるだろう．

12 1977 年，西和彦・郡司明郎・塚本慶一郎が設立したコンピュータ雑誌出版社だが，その他，コン
ピュータに関連する事業にも携わった．現在は出版物のブランド名としてのみ残存．

13 1984年，中村光一が設立したビデオゲーム開発会社．現在はスパイク・チュンソフト．
14 エニックスが 1982年に主催した第 1回ゲームホビーコンテストで入選した中村の作品で，チュンソ
フト設立のきっかけとなった．エニックスについては注 15を参照のこと．
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§4 ビデオゲーム産業の将来性評価

青少年がゲームを作ることは，産業に対しても影響を及ぼしていた．そのことが強

く窺えるのが，1983年に放映された『ルポルタージュにっぽん　マイコン頭脳買いま

す』（18）である．当時のパソコンゲーム産業に焦点を当てたこの番組では，男子中

学生と男子大学生がマイコンショップに自作のゲームソフトを売りに来る様子や，エ

ニックス15の当時の社長，福嶋康博が男子中学生にスカウトの電話を掛け，喫茶店で

実際に面談する様子などが見られる．

この番組中で，パソコンゲーム開発の収入によって生活をまかなう大学生・三橋正

邦もインタビューを受ける．その際に，ナレーションは「彼は将来もゲームプログラ

マーとして生活していこうとは考えていません」と述べて，下記のようなインタビュー

映像を流す．

リポーター：これで生活をしようってことじゃないんでしょ，ソフトを作って．

三橋：ゲームソフトとかなんとかはアイディアが勝負なので，学生の内だから

いろいろアイディアが出てくるのかもしれないけど，年食ってくるとなかなか

頭固くなってそうはいかないだろうし，これははっきり言ってアルバイトです

よね．

類似した内容のインタビューが，『マルチスコープ』の「ゲーム・プログラマー」に

見られる．自作のソフトウェアの販売をアスキーと締結した二十歳の小松田裕一が，

下記のようなインタビューを受けている．

リポーター：そんなに長く続けられるわけじゃないでしょう．

小松田：それなんですよね．やれるまで，頭が固まるまでやりたいとは思って

ます．

リポーター：やれるまでっていうと．

小松田：やっぱり，アイディアが尽きちゃったり……すると．ゲーム自体が思

いつかなくなったりするし．

リポーター：だいたいいくつぐらいまでやれそうなの．

15 不動産業を前身とする，1982年に設立されたパソコンソフトウェア会社だが，ビデオゲーム開発・販
売に注力．現在はスクウェア・エニックス．
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小松田：20代終わりになるともうきついんじゃないかと僕は思ってますけど．

三橋も小松田も「頭が固くなるとビデオゲームは作れそうにない」というコメント

をしている．当時は『スペースインベーダー』の流行から十年も経っていない状況で，

ビデオゲーム産業は新興産業であった．その中で，彼らはビデオゲーム開発でキャ

リアを積むことは想定せず，年齢を重ねることは不利だという考えを表す．また，リ

ポーターも「これで生活するつもりはないだろう」「長くは続けられないだろう」とい

う形で問いかけている．社会的にも，ビデオゲームに関わる仕事が安定的になるとあ

まり考えられてはいなかった．

なお，三橋はその後，アスキーやゲームアーツ16でビデオゲーム開発に 1999年頃ま

で携わっている（1）．また，小松田は，正にインタビューを受けた時にアスキーと契

約した『パイパニック』17を「この〔ビデオゲーム〕業界で飯を食うことを決定づけた

タイトル（2, p. 41）」と評しており，二人ともビデオゲーム産業で一定のキャリアを築

いている．

重要なのは，前項で見たような「小中学生がゲームプログラミングを関心を持つこ

とに教育効果がある」という肯定的な見解と，本項のインタビューの構成に見られる

否定的な見解のギャップである．既に青少年がゲームをプログラミングをすることは，

商業的な価値も生んでいた．しかし，ゲームへの興味が教育面に良い影響を及ぼす期

待はあっても，ゲームそのものが若者の将来を支えることまでは期待されていなかっ

たのである．

§5 議論

本項では，NHK番組アーカイブス学術トライアルによって得られた知見の中から，

1980年代前半のパソコンとビデオゲームに関して三点ほど論じた．第一に，パソコン

でゲームを遊ぶことは 1980 年代に入って急速に広まったものであり，ユーザーは若

い男性が中心であったことである．第二に，ゲームを作る（プログラミングする）こ

とが，青少年に良い教育効果をもたらすのではないか，と考えられていたことである．

特に，プログラミングには数理的な背景知識が求められるため，数学・理科といった教

科と結びつけて論ずることも可能であった．第三に，ビデオゲームに関心を持つ子供

16 1985年に設立されたビデオゲーム開発会社．
17 番組では『パイパワー』と紹介されている．
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や若者が，新興産業であったビデオゲーム産業を発展させるとは考えられていなかっ

たことである．これは第二の点と合わせて考察すべき点であり，コンピュータ技術や

娯楽産業に対する当時の不安定な評価の一端と見なすこともできるだろう．
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