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親子間の会話を促進するゲームの設計とその評価
新村拓也†1 秋岡明香†1
近年, スマホやタブレットなどの携帯端末が多く普及している. しかし, 携帯端末を使って個人で楽しむ時間が増え,
親子でのコミュニケーションをする機会が少なくなっている. 本稿では, 開発したゲームアプリを入れたタブレット
を用いて, 親子での会話を促進することを目的としている. 会話を促進させる要素として, 「主体性」を用いたゲーム
設計となっている. ゲームでのイベントの内容を親子共同で作製することで, 会話が生まれると考えた.会話の増減を
知る目安として, 本稿では会話の「盛り上がり度」を用いている. この「盛り上がり度」では, ゲームプレイ中の音声
を録音し, 会話の音量の変化や持続性により, 会話が盛り上がっているかを判定している.

A Design and evaluation of games that promote conversation between
parents and children
TAKUYA NIIMURA†1

SAYAKA AKIOKA†1

In recent years, mobile terminals such as smartphones and tablets have become widespread, but
they have times themselves to use mobile terminals and opportunities to communicate with
parents and children is decrease. In this paper, we aim to promote conversation between parents
and children using a tablet containing developed game applications. As an element that promotes
conversation, it is a game design using "subjectivity". We thought that a conversation would be
created by parent and children on the contents of the event at the game. As an indication to know
the increase and decrease in conversation, we use the "excitement degree" of conversation in this
paper. In "excitement degree", we record sound during game play and judge whether the
conversation is exciting due to change in volume and persistence of conversation.

1. はじめに
年々, スマホを所持している人が増えている. スマホの
利用率は, 平成 24 年は 32.0％, 平成 25 年は 52.8％, 平

を目指す. ゲームの内容は, 家庭用ゲーム機であったファ
ミリーゲームのようなゲームを, スマホ•タブレットでも
実現する.
家族の中にゲームを位置づけて, 「家族みんなを笑顔に

成 26 年は 62.3％と上昇している[1]. また, 総務省の調

するマシン」という願いをこめて制作した[5]のが,

査によると, タブレットの利用率も同様に上昇しており,

Wii[6]や WiiU[7]である. 大勢でプレイするゲームが豊富

多くの人が携帯機器を所持していると考えられる. スマホ

で, そのソフトの一例として, 家族で楽しむことのできる

の所有者の多くが, 10〜20 代の若年層である.

「マリオパーティ」[8]と「WiiSports」[9]が挙げられる.

スマホの普及と同時に, 若年層のスマホの所持が問題視

日常生活に密着しているスマホやタブレットでも, こうし

されている. 今津によると, 若年層のスマホ使用時間[2]

た家族で楽しむことができるゲームを提供することで, 親

が長く, 「スマホ依存」に陥っていると記載されている.

子でのコミュニケーションの機会を増やすことができると

若年層の「スマホ依存」は, 青年期における友人との活動

考える.

と友人に対する感情の発達的変化に大きな影響を与えてい

筆者らはこれまでに, タブレットを使って, 親子での対

ると考えられている[3]. さらに, 小西らは若年層の時期,

話向上を支援するゲームの開発を行った[10]. 対話向上の

親子でのコミュニケーションの機会が少なくなっていると

ために次の二点の要素を重視した. 一つ目は, 「親子に合

指摘している[4].

わせたレベル」である. 親子で楽しめるゲームを目指して

しかし, 「スマホ依存」という理由で, 単に携帯機器を

いるので, 親も子供も互いに楽しめるゲームでなくてはな

若年層から取り上げることは問題の本質的解決にはならな

らない. 操作性を簡単にすることで親が楽しむことができ

いという発想から, 多くの人がこれらを所持している状況

るようにし, 迷路内を探索するという RPG の要素を加える

を有効活用することを提案する.具体的には, スマホ•タブ

ことで子供が楽しめるゲームとした. 二つ目は,「ゲーム

レットゲームを利用することで, 親子での会話を増やし,

外でも会話が増える」ことである. ゲーム内だけで完結す

若年層の親子でのコミュニケーションの機会を増やすこと

るのでなく,ゲーム外での親子の会話機会を増やすために,
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迷路内の宝箱を互いに声を掛け合いながら探索することが

しかし, 本研究では親子での会話において複数の端末を

必要な設定とし, ゲーム内のミッションの内容も親子でな

用いるべきではないと主張する. 親子での関係においては

ければクリアできない要素を盛り込むことで対話する機会

物理的に距離が近いことが重要であると考えるので, より

を設けている.

親子での距離を縮めるためにゲームに使用する端末は一台

本稿では, ゲームの要素に新たに「主体性」という要素

で十分である. また, 子供が好きなゲームという要素を取

を加えて, 親子での会話機会のさらなる向上を図る.ここ

り入れ, 親でも楽しめるレベルに設定することで, 親子で

で言う「主体性」とは, ゲーム製作者がゲームとして完成

も楽しめるゲームにすることを重視しているが,

したパッケージを与えるのではなく, プレイヤー親子が主

DataJockeyにはこうしたユーザのプレイレベルに対する配

体となってゲームを作り上げるという意味である. 「主体

慮はない.

性」の有効性を評価するために, ゲームプレイ中の音声を
取得し, 実際に会話が盛り上がっているかを「盛り上がり
度」[11]という指標を用いて,親子での会話において「主

3. 提案手法
開発したタブレット用ゲームは, 親子での会話の促進を

体性」がどのような盛り上がりを示しているかを述べてい

目的としたものである.ゲームの対象年齢は, 小学生とし

く.

ている. テレビゲームはテレビやゲーム機が設置されてい

2. 関連研究

る場所でのみプレイすることができるが, ゲームをタブレ
ット向けにすることで, 設置場所に限定されずにあらゆる

2.1 「PhotoChat: 写真と書き込みの共有によるコミュニ

空間で楽しむことが可能であり, より親子での会話を増や

ケーション支援システム」

す機会を提供することができる.

角の「PhotoChat: 写真と書き込みの共有によるコミュ

ゲームの要素に新たに「主体性」という要素を加えて, 親

ニケーション支援システム」は写真撮影とメモ書きという

子での会話機会のさらなる向上を図る.ここで言う「主体性」

日常的かつ直感的な手段を融合し，それらの行為を複数ユ

とは, ゲーム製作者が全て与えるのではなく, プレイヤー

ーザの共有することで，体験共有コミュニケーションを支

親子が主体となってゲームを作り上げるという意味である.

援する[14]. カメラ付き携帯電話の普及により, 写真を利

以下の項目で, ゲームの内容について説明していく.

用したコミュニケーションが広く増加したという背景があ

このゲームのクリア条件は, 迷路内にある宝箱を全て探

る. 写真を共有することで, コミュニケーションの機会を

し, その宝箱から出てくるミッションを全てこなすことで

増やす点は本研究と共通点である.

ある.

しかし, PhotoChatはネットワークを使った, 遠距離かつ複
数のユーザとのコミュニケーションを目的としていて, 親
子での会話を促進するものとしては, ふさわしくないと考
える. 親子でのコミュニケーションは, 複数のユーザとの
広いコミュニケーションとは異なり, 密で深いコミュニケ
ーションが重要である. また, 親子での会話では近距離で
の会話が必要である. PhotoChatは, ペンタブレットとPCが
必要であるのに対して, 本研究では複数のユーザが所持し
ているスマホやタブレットに注目しているため, 手軽に楽
しむことが可能である.
2.2 「DataJockey: 中華テーブルメタファによる対面会話

図1

ゲーム内容の説明

活性化インターフェースの試作」

児玉らは各々がモバイル端末を持っている状態を前提
に，それらを連動させることで利用者の遊び心を刺激し，
会話を活性化するシステムDataJockeyインサーフェースを
デザインした[12].中華テーブルというメタファを用いて,
複数ユーザ間での画像データ等を交換することで, 場の一
体感の向上を期待している. モバイル機器の普及にともな
い, 家族とのコミュニケーションが乏しくなるという前提
や会話を活性化するシステムを構築するという点が共通し
ている.
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が表示される(図 1). 子供が一人で操作方法を理解してゲ
ームを進めてしまうと, 個人用ゲームになってしまい,
親子での会話機会を増やすという本研究の目的が達成でき
ない. 図 1 に示すように, 絵本のように親が読み聞かせる
ことで, 親子で一緒にゲーム内容を理解することを要求す
る設計とした. 親子で互いに会話をする第一歩として, 親
子で会話するきっかけを提供し, 以降のゲーム中でのさら
なる親子対話の増加を図っている.
3.2 ゲームプレイ中の画面
迷路内には宝箱が設置されている(図 2). 迷路内の宝箱
図 2 ゲームプレイ中の画面

にゲームプレイヤーが衝突することで, ミッションが開始
する. 一般的に, ゲームプレイ中,プレイヤーが迷路内を進
むのに必死なとき, 視野が狭くなり宝箱を見落としてしま
うことがある. 図 2 の右上のように, 迷路内を俯瞰したカ
メラを用意している. 本提案のゲームでは, 一人がゲーム
画面を操作してゲーム内のプレイヤーを動かし, もう
一人がゲームを効率的に進めるためのアドバイスを与える
プレイスタイルを前提としている. 俯瞰画面は, アドバイ
スを与えるプレイヤーに情報を提供するものである.
操作者が単独でゲームを進めるのではなく, 互いに協力
し合うことでゲームを進めることができ, 会話の機会が増
えると考えている.

図3

撮影画面
3.3 ミッション
ミッションの内容は, カメラを使って親子で写真を撮影
するものとなっている. たとえば, 「子供の笑顔の写真を
撮ってみよう」というミッションが表示され, ゲーム内で
カメラが起動して, 写真撮影が可能となる(図 3). 親が被写
体をカメラに写したら, 右上の Shot のボタンを押すことで
子供の写真を撮影することができる. このようにミッショ
ンをクリアすると, たとえば次の「親の笑顔の写真を撮っ
てみよう」というミッションが表示される. 今度は, 子供
が親の写真を撮るものとなっている. 親子で互いに写真を

図 4 宝箱の配置画面

撮り合うことで, ゲーム内部での一体感が生まれることを
期待できる.
3.4 宝箱の配置
迷路内には宝箱が複数存在する. この宝箱をあらかじめ
ゲーム製作者が配置するのではなく, 親子での「主体性」
に期待して, プレイヤーに宝箱を設置させる. 具体的には
親が宝箱を隠して, それを子供が見つけるシステムとした.
ゲームの
説明画面(図 1)のあと, 迷路内のマップ(図 4)が表示される.
この画面で, 親は子供に見られないように, 宝箱を隠す.

図5

クイズの出題画面

3.1 ゲーム内容の説明画面
ゲームを起動すると, 最初にゲームの説明に関する画面
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宝箱を配置する際, 親がどこに配置しようか悩む声や子
供にバレないように意地悪をする声を上げ,

互いに会話

をしながら設置することを想定している.
3.5

5. 評価
5.1 実装環境
実装環境は Mac OS X 上で unityaを使用している. また, タ
ブレット端末は ASUS Nexus を用いた.

宝箱の鍵となるクイズ

迷路内にある宝箱に衝突するとミッションが開始され

表 3 開発環境

る. 単にここでミッションを開始するのではなく, 宝箱を
開ける鍵となるものを用意する必要があると考えた. その
鍵として, 親子での「主体性」に期待して, 親がクイズを
用意して, それに子供が答えるシステムとした.
クイズの内容はあらかじめゲーム製作者が複数用意して

Mac OS X

10.12.6

unity

5.6

Android タブレット

ASUS Nexus7

Android

6.0.1

おり, 親はこれらの候補の中から実際に出題するクイズを

表1

選択する. たとえば,「お父さんまたはお母さんの血液型
はなんですか？」や「お父さんまたはお母さんの誕生日は

(1)

(2)

①

た後に, このクイズに正解しなければ, 宝箱の鍵が開かな

被験者は地元(埼玉県鴻巣市)の小学生 12 組を対象に実験

1

2

3

4

5

②

操作は簡単でしたか？

1

2

3

4

5

③

どのくらい会話は盛り上

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

がりましたか？

いため, 前述のミッションに進むことができない.

4. 実験

ゲームはどのくらい面白
かったですか？

(図 5). このときも, 親は子供に見られないように, クイズ
を用意していく. 親が全て宝箱の鍵となるクイズを設定し

ゲーム A についての質問
です

りを選んでいる
クイズの選択は, それぞれの宝箱を設置した後に行う.

性別と小学何年生です
か？

いつですか？」などである. あらかじめ用意されているク
イズは, 例のように, その親子だから答えられるものばか

実験後のアンケート内容

④

親子で協力しながらゲー

ムを進められましたか？
(3)

を行なった. 12 組の学年の内訳は, 小学 4 年生が 3 人, 小学

ゲーム B についての質問
です

5 年生が 5 人, 小学 6 年生が 4 人となっている. また, 性別

①

は男子が 9 組, 女子が 3 組となっている.

かったですか？

ゲームはどのくらい面白

実験手順はまず, 音声を取得するためのビデオカメラを

②

操作は簡単でしたか？

1

2

3

4

5

起動し, 小学生の親子 1 組に開発したゲームのタブレット

③

どのくらい会話は盛り上

1

2

3

4

5

を渡し, 主体性を用いていないゲームをプレイしてもらう.

がりましたか？

次に, クリアしたのちに, 主体性を用いていないゲームも

④

1

2

3

4

5

同様にプレイしてもらう. クリアした後に, こちらで用意

ムを進められましたか？

したアンケートに答えてもらう.
今回, 主体性の要素が親子間の会話機会向上にどの程度
有効かを検証するために, 主体性を用いたゲームとそうで

親子で協力しながらゲー

※(2)と(3)の 1〜5 段階の評価は, 1.とても思わない, 2.思わ
ない, 3.どちらとも思わない, 4.思う, 5.とても思う
5.2 アンケート結果

ないゲームの二つで実験を行なった. 主体性を用いていな

アンケートの結果を, 図 6 に示す. 図 6 は表 1 に記載し

いゲームをゲーム A, 主体性を用いたゲームをゲーム B と

た, (2)主体性を用いていないゲームと(3)主体性を用いたゲ

している. ゲーム B のみ, 宝箱の配置画面と質問の設定画

ームについての質問で 5 段階評価を合計し, 平均を取った

面の主体性の要素を実装したものとなっている.

グラフとなっている. 以下の内容でそれぞれの質問に関し

実際にゲームをプレイしてもらった後, それに関してア

て考察する.

ンケートに行なった. アンケート内容は表 1 と表 2 に示す.
アンケートの目的は, 表 1 の(2)と(3)は, 主体性を用いたも
のと用いていないものを５段階評価で比較するための質問
項目であり, 表 2(4)と(5)で両者を比較し, どの点で盛り上
がっていると実感したかを確認するための質問項目である.

a unity http://japan.unity3d.com/
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いることがわかる. 「A と B の両方についての質問です」
という設問には, 主体性を用いたゲームの方が面白いと答
えた親子が半数以上であった. 「どんな点が面白かったで
すか？」という設問には, 「宝箱を隠して, その宝箱を探し
たりすること」や「お父さんやお母さんが作ったクイズに
答えること」と回答していた. ゲームについての感想では,
親子で共同作製したゲームをすることで, 一緒におプレイ
しているという点を面白いと感じた親子が多くいた. また,
クイズの部分では「子供に自分のことを知ってもらうこと
図6

(2)と(3)のアンケート結果の平均

が面白い」と答えた親子もいた.

5.2.1 操作性

「どの点が一番盛り上がりましたか？」という設問には,

「操作は簡単でしたか？」という質問に関して, あまり

「隠した宝箱を探している点」が 6 組, 「クイズに答えて

差異が見られなかった. 主体性を用いるゲームに関しては,

いる点」が 6 組となっていた. どちらも主体性を用いた要

宝箱の配置やクイズの設定など以前のものに比べて複雑な

素であり, その両方で一番盛り上がると感じてもらうこと

ものになっている. しかし, 両方のゲームについてあまり

ができた. その理由として, 親が隠した宝箱を子供が中々

差を感じていないことがデータからわかるので, 共同で作

見つけることができずにいたり, 親が用意したクイズを子

製している間の操作については問題ないと言える.

供が答えることができずにいたりしていて, 互いに会話を

表 2 実験後のアンケート内容
(4)

しながらゲームをプレイしていたからであるという意見が
あった. また, 親が隠した宝箱を探して子供が見つけた瞬

A と B 両方についての質問

間に盛り上がったともあった. 宝箱を隠す点とクイズに答

です
どちらのゲームが面白かったで

1

2

3

4

える点の二つの意見に分かれた原因として, どちらがその

5

すか？

親子にとって大変だったかの違いであると考えられる. 盛

どんな点が面白かったですか？

り上がった理由を問う設問には, その要素が難しいと記載

どちらのゲームで会話が盛り上

1

2

3

4

されていたことからも, この考察は正しいと考えられる.

5

大変と感じるものでより親子での会話の盛り上がりを感じ

がりましたか？
どちらのゲームが親子で協力し

1

2

3

4

ている様子が観察できる.

5

ながらゲームを進められました

5.2.3 親子での協力

か？

「親子で協力しながらゲームを進められましたか？」と

どの点がよかったですか？
A と B のゲームの違いについて

いう設問には, 主体性を用いていないゲームの値が大きく

どのように感じましたか？

なっている(図 6). 理由として二つことが考えられる. 一つ
目は, 実験の手順が主体性を用いていないゲームから始め

(5) どの点が一番盛り上がりま

□迷路を探索している点 □隠

したか？

した宝箱を探している点

て, その次に主体性を用いたゲームとなっていたことであ

□クイズに答えている点

る. 一つ目の実験では, 未経験のゲームを互いに操作を確

□カ

メラで写真を撮影している点
□その他(

)

その理由は？
最後にゲームについて感想があ
れば描いてください

※(4)の 1〜5 段階の評価は, 1.A の方がいい, 2.どちらかとい
うと A, 3.どちらともいえない, 4.どちらかというと B, 5.B
の方がいい

認しながら協力してプレイしていたが, 二つ目の実験では
操作に慣れていたため, 操作に関して互いに協力しながら
プレイする必要がなかった. その結果, 協力していないと
感じてしまったと感じ, アンケートの「どちらのゲームが
親子で協力しながらゲームを進められましたか？」という
設問から, 主体性を用いていないゲームの方が協力してゲ
ームを進められたと回答した親子がいたことがわかった
(図 7). 二つ目は, 親が宝箱を隠しクイズを設定する役, 子
供が宝箱を探しクイズに答える役と分かれていると感じた

5.2.2 面白さと盛り上がり
「ゲームがどのくらい面白かったですか？」と「どのく
らい会話が盛り上がりましたか？」という質問に関しては,
どちらも主体性を用いたゲームの方が, 大きい値を示して

親子がいたことである. これは, アンケートの「A と B の
ゲームの違いについてどのように感じましたか？」の設問
への回答からわかった. 親が設定し, 子供がそのゲームを
プレイするシステムを協力していると感じる親子とそうで
ない親子が二極化していた. 主体性を用いたことによって,

ⓒ 2018 Information Processing Society of Japan

5

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

Vol.2018-EC-50 No.20
2018/12/21

図 9 音声波形(1)

より協力していると感じてもらう想定だったが, 協力しな
がらやっていないと感じた親子がいることがわかった.

0 分から 3 分では, ゲームの説明をしている間に音量の
波形が大きくなっている. ゲームを開始して, カメラの撮
影をする瞬間に再び大きくなっている.
3 分から 9 分について, 最初のゲームの説明部分は, 前半部
分と同様なので, あまり変化はないが, 4 分あたりの宝箱を
隠している間やクイズを設定している間から波形が大きく
なっている. 5 分 30 秒あたりで一番盛り上がっているのは,
親の血液型をわからない子供が悩んでいて, 親が「わかん
ないの？」と驚いて, 子供が「わかんないよ」と答えている
場面である. クロストーキングが発生することで, 波形が

図 7 アンケート結果
5.3 音声波形

多く変化している. この間, 互いに会話が継続しているた
め, 波形が一定の音量を保っている.

会話によって取得した音声を, 音声波形に変換し, 会話

全体的に見て, 前半よりも後半の波形の方が大きくなっ

がどの場面で盛り上がっているかを検証した. 会話での音

ている. さらに, 後半の波形の方が音量の大きい時間幅が

声の取得は, ビデオカメラを三台使用し, ビデオカメラは

多くなっているのがわかる. 同様に, 他の親子の音声波形

SONY の HDR-CX680 である. 被験者の正面から約 30cm の

を調べたところ, 前半に比べて後半の波形の方が大きくな

位置に一台, 背面から 10cm の位置にもう一台, 子供の隣

っているものが多数あった.

10cm の位置に一台に設置して行なった(図 8). 今回, 音声

音声を実際に聴きどの部分で盛り上がっているかを確認

波形に用いたビデオカメラは背面に設置したものを用いた.

したところ, 子供が親の隠した宝箱を見つけている場面や
クイズに答えている場面で盛り上がりを多く見せているこ
とがわかった.「主体性」を用いた二つの要素で会話が盛り
上がっていることが音声からわかった. また, 親が宝箱を
隠している間やクイズの準備をしている間に, 会話が生ま
れず波形が小さくなっている親子もいた(図 10). 3 分から 3
分 40 秒までは宝箱の配置とクイズの設定をしている場面
である.

図8

図9

撮影風景

ある親子の音声波形を図 9 に示した. 図 9 の縦軸が音量
の変化, 横軸が時間となっている. 図 9 の 0m から 3m ま

音声波形(2)

6. おわり

でが主体性を用いていないゲームでの様子, 3m から 9m ま

「主体性」を用いることで親子での会話を盛り上げるこ

でが主体性を用いたゲームでの様子となっている. 音声の

とができるとわかった. ゲーム中, 宝箱を隠している親に

「盛り上がり度」は一瞬の時刻でなく, ある程度の時間幅

対して「お母さんなら端の方に隠しそうだな」と子供が話

を持つものである. 会話が白熱すると, 声は大きくなり,

しかけていたり, ゲームが終わった後も, クイズのことで

クロストーキングを多く発生させる[11]. クロストーキン

「どうしてお父さんの誕生日を知らない」と親子で会話を

グとは, 会話が白熱するとき, 発話者同士の音の重なりが

楽しみながらアンケートに答えたりする姿を目の当たりに

多くなることである. 以下, ゲームプレイ中の音声波形の

することができた. ゲームが始まる前, 恥ずかしがってあ

変化を詳細に見ていく.

まりしゃべってない親子が, ゲームに夢中になるといつの
まにか, 親子二人で会話を楽しんでゲームを進めていた.
アンケートで「最後にゲームについての感想についてあれ
ば書いてください」という質問に「子供との楽しい時間を
ありがとうございます」や「なかなか一緒にやる機会がな
いので楽しかった」など嬉しい意見をいただくこともでき
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た.
今後の展望として, 「主体性」を用いることで親子によ
っては, 親子で協力する要素が薄まってしまったので, こ
の点を改善したい. 一方的に親からゲームを与えて, 子供
にやらせると考えてしまったので, 子供側も設定するなど
違った要素についても考えていきたい. また音声波形に関
して, 波形が一番大きい部分や連続している部分を目で見
て確認するのみであったので, 音声波形をデータとして取
得し, 会話の盛り上がり部分について主張をしていきたい.
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