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P9 卜昔から、すごいゲームには中毒性があった。ほんとかう

そか?

PI0 ■ほんと!

初期のころのコンピュータゲームのひとつは、いくつか

の大学で遊ぶことを禁じられた。ゲームで時間をむだに

してはいけないというのと、コンピュータの容量を使い

すぎるというのが理由だ。『スペースウォー!』という

P4 卜世界初のチェスをするプログラムは、コンピュータで動

かされていない。ほんとかうそか?

P 6 卜ほんと!

イギリスの数学者アラン・チューリングは、 1951年

に、かんたんなチェスのプログラムを紙に書いた。ため

しにチェスがへたな人と対戦させてみたのに、プログラ

ムのほうが負けてしまった。今のニンピュータプログラ
ごし、

ムは、チェス、囲碁、ポーカーなど、さまざまなボード

ゲームや力ードゲームで、トッププレーヤーにも勝つこ

とができる。

Pフトコードと暗号

*添付の日本語訳では、本書の内容の理解に役立つ

ようにするために、英語からの直訳ではなく、

葉を補ったり、意訳したりした部分があります。

日本語訳●田中薫子

言



そのゲームは、とある研究室で、手に入ったばかりのコ

ンピュータの性能をしめすために、 1961年につくられ

た。あまりに人気が出たせいで、その研究室では、研究

時間にゲームをやってはいけないことになったんだっ

て1

P11 トスペースウォーバージョン1.50
わくせい

終了開始ロボットL ロボットR 惑星重力

時停止

P13卜任天堂とソニーとマイクロソフトは、 1970年代からず

つと「ゲーム機」をつくってきた。ゲーム機とは、ゲー

ム専用につくられたコンピュータのことだ。ほんとかう

そか?

P15卜うそ!

コンピュータゲームがつくられはじめたころから、いろ

いろな会社がゲーム機をつくってきた。セガやアタリ、

マグナボックス社などもそうだ。でも、マイクロソフト

がゲーム機づくりをはじめたのは、わりとあとのほう

で、「xbox」の 1 号機をはじめてアメリカで発売した

のは、 2001年のことだった。

P29卜歯みがきがテーマの電子ゲームがあった。ほんとかうそ

か?

P30 卜ほんと!

P16卜初期のコンピュータゲームが保護者たちの気に入らなか

つたのは、子どもたちが友だちと外で遊ばなくなったか

らだ。ほんとかうそか?

P18 卜うそ!

初期のコンピュータゲームが保護者たちの気に入らなか

つたのは、子どもたちがゲームを遊ぶために、出かけて

ばかりいたからだ! 1970年代半ばから1990年代半ば

にかけて、子どもたちは、ゲームセンターという保護者

3

が入りにくぃところに集まって、最新のゲームを楽しん

だ。ゲームセンターにあるアーケードゲームは、大きな

装置になっていて、コインを入れて遊ぶしくみだ。

P20トコイン投入口

P21卜大成功した最初のアーケードゲームは『ポン』というも

ので、人気がありすぎて、投入口がしょっちゅう、コイ

ンでつまってしまった。ほんとかうそか?

P22 卜うそ!

ゲームは大人気だったけれど、投入口がコインでつまっ

たというのは、ゲームをつくったアタリという会社が、

宣伝のためにでっちあげた話だろう。

P23トポン

P24卜任天堂は1980年に設立された会社だ。創業者たちは、

ゲーム機の人気ぶりを見て、自分たちもこの事業をやろ

うと思いたった。ほんとかうそか?

P26 卜うそ!

任天堂は、花札という日本の伝統的な遊びの札をつくる

会社として、 1889年に創業した。会社は1960年代から

ほかのおもちゃや電子ゲームも手がけるようになり、

1980年代に入ってとうとぅ、有名な「ニンテンドーエ

ンターテインメントシステム(日本ではファミコンと呼

ばれる)」を発売した。でも任天堂は、創業時から変わ

ることなく、日本で花札を売りつづけてもいる!



1983年につくられた『プラーク・アタック』というパ

ソコン用のゲームは、プラークのモンスターたちに歯を

虫歯にされてしまうのを、、3、せぐものだった。

P32卜あるゲームは、あまりにできがわるかったので、つくっ

た会社が売れのこったぶんをすべて、うめたて地にうめ

てしまった。ほんとかうそか?

P34-35 卜ほんと!

1983年に、アタリという会社が、『E.T.ジ・エクスト

ラ・テレストリアル(地球外生物)』というゲームの売

れのこりをうめた。とてもむずかしくて、イライラして

しまうゲームだった。このゲームが失敗したころから、

北アメリカでの家庭用ゲーム機とソフトが、急に売れな

くなっていった。できのわるいゲームが、3、えたこと、ゲ

ーム機が家庭にほほ'いきわたったことから、ゲームソフ

トやゲーム機を買う人がへってしまったのだ。 1985年

のゲームとゲーム機の売上は、 1983年の売上より、 97

%も少なかった。

P36ト「アタリのマインドリンク」が売りだされてぃたら、

1980年代半ばにして早くも、脳波を使ってゲームを遊

ぶことができるはずだったけれど、国に止められた。ほ

んとかうそか?

P38 卜うそ!

電子ゲーム制作会社のアタリはたしかに、「マインドリ

ンク」という装置を試作していた。でもそれは、脳波で

はなく、つけた人のひたいの筋肉の動きからゲームが操

作できるものだった。アタリが開発を中止したのは、国

に止められたからではなく、北アメリカのゲーム機の売

上が、 1980年代半ばに大きく落ちこんだせいだ。

P41卜任天堂の有名なキャラクターのマリオは、おひめさまを

助ける配管工になる前に、ジャンプマンと呼ばれる大工

だったことがある。ほんとかうそか?

P42 卜ほんと!

大工のジャンプマンは、 1981年に発売された『ドンキ

ーコング』というゲームの中にはじめて登場した。べつ

のゲームで主人公になることになったとき、主に地下で

動きまわるゲームだからというので、仕事は配管工がい

い、つて決まったんだ。マリオという新しい名前は、任

天堂がアメリカで借りていた倉庫の持ち主からもらった。

P45卜物語形式になっている最初のコンピュータゲームは、

1986年に発売された『ゼルダの伝説』というアドベン

チャーゲームだ。ほんとかうそか?

P46 卜うそ!

アメリカのコンピュータプログラマーであるウィリア

ム・クラウザーが、 1970年代に『コロッサル・ケー

ブ・アドベンチャー』というゲームをつくっている。こ

れは「テキストアドベンチャーゲーム」と呼ばれるもの

で、文を読み、次にどうするかを文字で入力して遊ぶタ

イプのコンピュータゲームだった。

P48卜町づくりのシミュレーションゲームとして人気の『シム

シティ』シリーズは、そもそも、よりょい町の設計のし

かたをさぐる国の事業として始まった。ほんとかうそ

かつ

P50 卜うそ!



このゲームをつくったウィル・ライトは、べつのゲーム
し゛う1ナき

で、襲撃する島の設計をしていた。そのゲームで遊ぶよ

り、島をつくるほうがおもしろいことに気づいて、町を

つくるゲームを生みだした。『シムシティ』は1989年に

発売された。

P69ト『ポケモン』の生みの親である田尻智は、じっと家

て、アイディアを思いつぃた。ほんとかうそか?

P70 卜うそ!

P52卜速く走れる「遺伝子」(生きものの細胞の中にあり、親
とくちょう

からうけついだ特徴を伝えるもの)は、セガの足が速い

青色のマスコットの名前にちなんで、「ソニック・ヘッ

ジホッグ」と名づけられた。ほんとかうそか?

P54 卜うそ!

とはいえ、ソニックは実際、とても重要な遺伝子に名前

を貸しているよ!「ソニック・ヘッジホッグ」(または

SHH)という遺伝子は、人間も、3、くめ、背骨がある動物

の体のさまざまな部分が、ちゃんとした形になるように

はたらく

P64トコンピュータゲームにははじめ、レイティングシステム
ねんれいせいげん

(日本語訳注:内容によって年齢制限をつけること)の

ようなものはなかった。でも、過激な内容のゲームが、3、

えてきたことから、アメリカ政府が、年齢制限をもうけ

るべきだ、と考えた。ほんとかうそか?

P66 卜ほんと!
かくとう

『モータルコンバット』などの暴力的な格闘ゲームの内

容を心晒Bする声から、ゲーム業界は1994年に「エンタ

テインメントソフトウェアレイティング委員会

(ESRB)」をもうけ、新しく出るゲームの評価をするよ

うになった。

P5フト1990年代のはじめにつくられたパソコンゲームの中で

も特に評価が高いもののひとつは、終わるときにエラー

が起きた。ほんとかうそか?

P58 卜ほんと!

『ウィングコマンダー』という宇宙戦争シミュレーショ
し0うりょう

ンゲームは、終了させようとするたびに異常が起き、エ

ラーのメッセージが出た。プログラムをつくった人たち
つ

は、なぜそうなってしまうのか、原因を突きとめられな

かった。そこで、エラーのメッセージを「ウィングコマ

ンダーを遊んでいただきありがとうございました!」と

書きかえるだけで、いいことにしたんだ!

P59トウィングコマンダーを遊んでぃただきありがとうござい

さいぼう

0

P60トア〆り力の有名なゲーム会社「ブリザード・エンターテ

インメント」の名前佃本語訳注:ブリザードは長くつ
、3、,3t き

づくはげしい吹雪のこと)は、社員たちが、おこづかい

かゼぎに、雪かきをしていたことからついた。ほんとか

うそか?

P62 沙・うそ!

この会社ははじめ、「シリコン&シナプス」という名前

だった。何度か名前を変えたあと、創業者たちは、「ブ

リザード」という言葉を辞書から拾い、社名につけた。

その後、『スタークラフト』『ウォークラフト』『オーバ

ーウォッチ』のゲームシリーズを生みだした。

ました!

たじりさし



田尻智は子どものころ、自然が大好きで、よく昆虫採集

をしていた。知らない昆虫を見つけて、わくわく、どき

どきした思い出が、ポケモンを生むきっかけになったと

し、つ。

P71 トキャタピー CPI0

P73卜仕事としてコンピュータゲームを遊,ぶ、プロの人たちも

いる。ほんとかうそか?

P74卜ほんと!

プロもいるコンピュータゲームの競技を、エレクトロ ^

ツク・スポーツ、または、 e スポーツという。とある e

スポーツのトーナメント戦では、 2,400万ドル(日本語

訳注:だいたい26億円)以上もの賞金がおくられたよ!

などだ

P7フトほとんどの人は、テレビゲーム機でコンピュータゲーム

を遊んでぃる。ほんとかうそか?

P78 卜うそ!

2000年代の終わりごろから、ゲームはスマートフォン

で遊ぶのが主流になった。テレビゲーム機やパソコンで

ゲームを遊ぶひまがない人や、そのような機器に出すお

金がない人たちにはうってつけだったのだ。これまでで

もっとも人気が高いゲームは、『アングリーバード』、

こんちゅコさいしゅう

P82 卜ほんと!

プレーヤーたちは『スタークラフト』や『ウォークラフ

トⅢ』といったゲームを改造(MOD)した。改造され

たこれらのゲームは、特別な能力を持ったキャラクター

たちの少人数チームをいくつもあやつって戦うことがで

きた。アクションリアルタイムストラテジーゲームは今

ではe スポーツの競技ゲームにもよく使われてぃる。

P80卜今、人気のゲームの中には、プンーヤーによって変更が

くわえられたゲームがもとになっているものもある。 こ

の新しいタイプのゲームは、アクションリアルタイムス

トラテジーゲームと呼ばれている。ほんとかうそか?

P85卜すごく運動になるコンピュータゲームもある。ほんとか

うそか?

P87 夢ほんと!

アーケードゲームやテレビゲームの中には、『ダンスダ

ンスレボリューション』シリーズのように、特別なマッ

トやステージがあり、その上にのったプレーヤーが足で

ボタンをおす、というものもある。だから遊,ぶだけで、

ものすごく運動になるんだ!でも、たいてぃのコンピ

ユータゲームは、運動不足になりがちだ。ときどきはコ

ントローラーをおいて、出かけるように心仂§けよう!

P88-89 ト『ワールドオブウォークラフト』は、「大規模多人

数同時参加型オンライン RPGJ (MMORPG)の中

でももっとも多人数で遊べるゲームで、オンライ

ンの広大なひとつの世界の中で、何百万もの人が

同時に交流できる。ほんとかうそか?

P90 卜うそ!

『ワールドオブウォークラフト』は「大規模多人数同時

参加型オンライン RPGJ (MMORPG)の中でもっとも

プレイヤーの数が多いことはたしかだけれど、 5,000人

へんこつ

『キャンデ クラッシュ

クラン

ークラッシュサー

.

オ.

ブ
イ
』



から15,000人くらいずっに分かれて、にたような世界
のどれかに入るようになっている。でも、『イブオンラ

イン』という SF の MMORPG の世界は、ひとっだけ

だ。何万人ものプレイヤーが同じ世界に同時に入って、
いっしょに遊ぶことができる。

P92砂知ってる?

◎もっとも有名なかくしコマンドは、それをっくった会

社の名前をとって「コナミコマンド」という。ゲーム

機のコントローラーのボタンで「上、上、下、下、
お

左、右、左、右、 B、 A」を順に押すというものだ。
お気に入りのゲームで何が起きるか、やってみてごら
人" 1

◎有名なアーケードゲームの『スペースィンベーダー』
にしかどともひろ

をっくった西角友宏自身は、そのゲームがへただっ
た1

ゲームオーバー

P93 ト

*本書の P 2 、 P94~ P95 (1ndex)、 P96 (Acknowledgments)は、日本語訳には
'、くみません。

*添付の日本語訳で、(日本語訳注:)の部分は、内容の補足事項です0

◎アメリカンフットボールの最初のコンピュータゲーム

は1988年に発売された。今の『マッデン NFL』シリ
ーズの一作目だ。

◎「ディープ・ブルー」というコンピュータは、はじめ

てチェスの世界チャンピオンに勝った。 1997年のこ

とで、負けたチャンピオンはガルリ・カスパロフだっ

た。

◎ゲームセンターで大人気のキャラクターの「パックマ

ン」は、ひと切れとったピザの形から思いつぃたとい

われている。

くもん出版

〒108-8617 東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビルBF 電話03-6836-0301(代表)
ホームページアドレス h廿PS:ノ/WVVW.kumonshuppan.com/

◎ポケモンははじめ、 151種類いた。その後、新作が出
るたびに種類が、3、えてぃき、今では700種類以上(日

本語訳注:本書刊行時)のポケモンがいるんだ!



ほんとかうそか9

rf
C/f r
OgιP

古代の世界から太陽系まで、幅広く関心の高いト

ピックの、知るとぴっくりするような事実を学べ

るシリーズ。「ほんとかうそか?」という楽しい

問いかけで、子どもたちが一人で読んで楽しく、

みんなで問題を出しあいながら読んでも盛り上が

ることまちがいなしのシリーズ全10冊。

シリーズ
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