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オンラインゲームにおける若年層利用者の実態
竹野真帆† 高田明典††
若年者がオンラインゲームを利用する際の問題は広く議論されているものの，有効な解決策は見出さ
れていない．本研究においては，若年者のオンラインゲームの利用の実態把握が必要と考え，オンライ
ンゲーム「アメーバピグ」での若年層利用がどの程度あるかを調べた．また，そのゲーム中で小中学生
ユーザーの会話ログを取り，それに対してテキスト分析を行った．さらに，中学生約 1000 人に対してア
ンケートを行い，オンラインゲームの認知度等の把握を試みた．おおまかではあるが利用実態の概要を
示しつつ，さらなる問題に関して考察を行った．

Actual Conditions of Young Online Game Users
Maho TAKENO†

Akinori TAKADA††

Although the problems occurred when young people use online game have broadly discussed, we could not find out effectvie
solution to those problems. The purpose of this study is to know actual conditions of online game using among young people. To
this end, we investigated young users in online game "Ameba-pig", and analyzed the conversation log by the method of text
analysis. Also we tried to figure out the actual conditions of young online game users by questionnaire survey to more than one
thousand junior high school students. Outlines of actual conditions of young game users were presented roughly and the further
problems were discussed.

ピグは PC のブラウザーおよびスマートフォン（以下，

1. はじめに

スマホ）のブラウザーやアプリから行うことができるゲー

これまで文化現象の背景にある価値観や意味の意義を知

ムであり，元々はチャットがメインのゲームであった．2011

ろうとする営みがさまざまな分野で行われてきた．
その対象は従来，神話や民話，もしくは，ある文化
特有の行動などが中心とされてきたが，今日，神話
や民話が語られる機会は減ってきている．そして神
話や民話の代用をするようになってきているものが
数々登場してきており，その代表としては，娯楽系
表現制作物と呼ばれる，映画，小説，コミック，ア
ニメーションなどがあげられる．娯楽系表現制作物
は現代人に少なからず影響を与えおり，特にテレビ，
ゲーム，パソコンの普及から若年層には色濃く影響
を与えていると考えられる．また私たちはそれらを
通して個々の価値観を形成し，その形成した価値観
と共に生活をしている．

Fig.1

数ある娯楽系表現制作物の中で代表的なものの一
つとしてゲームをあげることができる．中でも近年大きく
変化し，広がりをみせているのが PC や携帯，スマートフ
ォンなどの電子通信機器を用いて行うオンラインゲームで
ある．
近年，かなり容易に遊ぶことができるブラウザーゲーム
として，Adobe Flash を用いた簡易的なゲームが一部で流行
している．そのうちの１つがサイバーエージェントの運営
するアメーバピグ（以下，ピグ）である．
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年 7 月にリリースされたピグライフのヒットをきっかけと
して 2012 年 5 月にピグアイランドがリリースされ，カフェ
ゲームや街作りゲームがリリースされると告知されている
ことから，今後さらにゲーム性が強くなると考えられる．
また，PC のみでプレイが可能だった釣りゲームやカジノ
ゲームを，スマホで行うことが可能になり，データが PC
版とデータが連動していることもあり，ユーザーがいつで
もゲームを持ち運びすることが出来るようになっている．
これはオンラインゲームのクラウド化とも言える．
従来 ，オン ライ ンゲー ム／ ネッ トゲー ムと いえば，
MMORPG に代表されるように，ゲームのプログラム本体
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をユーザー側のコンピューターにダウンロードし，定期的

たり，他のプレイヤーとチャットしたりすること」である

に更新パッチをあてることによって刷新しつつプレイする，

と定義されており，すなわちそれはゲーム内で他のプレイ

という大掛かりなものが主流であったため，PC にもある程

ヤーとコミュニケーションをとることがゲームを続ける動

度のスペックが求められ，どんな PC でもプレイが可能と

機のひとつであることを示している．当然のことであるが，

いうものではなく，ましてやモバイル PC で動く，という

それは，オンラインゲームであることによって可能となる

のは極めて難しいため，持ち運びをしてゲームを行うとい

要因であり，多くの MMORPG プレイヤーがゲーム内チャ

うことはほぼ不可能であった．このため，
「オンラインゲー

ットやゲーム内での協力プレイに何らかの魅力を感じてい

ムをするユーザー」＝「PC の前に長時間居ることが可能な

る様子がわかる．また，Olson は，子供がオンラインゲー

人」というように，限られたユーザーのみがプレイをして

ムをプレイする場合，そこに社会的動機が大きく存在して

いたと考えられるが，クラウド化され持ち運びが可能とな

いることを指摘した．そこでは，Yee が指摘した社会性要

ったことで，ポータブルゲーム機同様にどこからでもオン

因に加えて，「他のプレイヤーと競うこと」「他のプレイヤ

ラインゲームをすることが可能となっている．

ーに教えること」
「他のプレイヤーを導くこと」などのよう
に，他のプレイヤーと単にコミュニケーションとることだ
けではなく，比較対象として見ることによって何らかの優
越感を得ることがゲームの動機の大きな部分を占めている
とされる．
社会性に関する動機要因は，オンラインゲームのみなら
ず，一般的な（PC 利用のゲーム以外の）遊興においても主
たる動機付け要因である場合は少なくない．たとえば多く
のスポーツ競技などにおいては，Yee や Olson の指摘した
動機付け要因が存在しているであろうと推測される．しか
しながら，オンラインゲームという性質上，それらとは異
なる構造がそこに存在している可能性がある．もちろん一
つは「匿名性」であるが，そればかりではない．

Fig.2

また，藤・吉田（2007）は，オンラインゲームにおける
自己表出および現実とのバランスに着目し，プレイヤーが

モバゲーやグリーなどが提供しているゲームはモバイル

孤立感や敵意的認知を醸成している可能性について検討し

専用であるが，ピグは PC とモバイルの両方でプレイが可

ている．プレイヤーがゲームプレイ中に感じる「対人葛藤

能となっており，それをピグの１つの特徴としてあげるこ

ストレス」「対人磨耗ストレス」「達成ストレス」が，孤独

とができる．

感と敵意的認知に影響を及ぼしている様子が示されている．

2012 年 5 月 5 日に消費者庁がネットゲームにおけるコン

藤らの研究は 10 代から 30 代の年齢層のオンラインゲーム

プリートガチャに対して注意喚起を行ったことで，未成年

のユーザーを対象としたものであり，そこでは 20 代・30

者の課金が問題となった．ゲーム内での仮想貨幣を買うの

代に比べて 10 代において，先にあげた三つの現実場面にお

に携帯の利用料金と合算して請求することが可能なため，

けるストレス状況の強度を示す得点が有意に高いことが示

お金を支払っているという感覚が薄く，親のお金を使い込

され，また，「敵意的認知」の尺度得点が 10 代において有

むというトラブルも多発している．

意に高いことが示されている．この「敵意的認知」は，匿

戸田・野崎（2009）では，小学６年生を対象としたネッ

名チャットのみの体験者において攻撃性が増長される傾向

ト上でのチャット体験学習後のアンケート調査をもとに，

があるという先述の戸田・野崎（2009)での指摘に符合する．

本名でチャットを行なった場合には「他者意識」が前面に

もちろん，一方で，藤・吉田（2007)で指摘されているよう

出るのに対し，匿名で行なった場合には「自己防衛」の意

に，現実場面でのストレス状況の解消のためにオンライン

識が前面に出ることが示唆されている．

ゲームが有効である可能性も検討に値する．

オンラインゲームは，オンラインで行なわれるのではな

ここで，問題は若年層がオンラインゲームをプレイする

いゲームに比べて，異なる訴求構造を有していると考えら

ことによる影響を知ることにあり，どのような若年層が，

れる．Yee は，MMORPG ユーザーの調査をもとに，その動

どの程度，オンラインゲームをプレイしているのかという

機として「達成感要因，社会性要因，没入感要因」の三つ

実態を把握することが必要であると考える．

を抽出した．そこにおいて社会性要因とは，下位要素とし

本研究においては，上述の問題を踏まえ，そのための研

て「社会化，関係性，チームワーク」の三つを持つものと

究の最初の段階として，現在の状況を把握することを主た

されている．また「社会化」とは「他のプレイヤーを助け

る目的とし，さらに具体的な目的として以下の 2 点を設定
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した．

生 1431 人であった．質問項目の概要を以下に示した．

（１）アメーバピグ内で行われている会話内容を把握する

１ あなたの性別についてお答えください．

こと．

２ あなたの学年についてお答えください．

（２）中学生にアンケートを実施し，日常生活の中におい

３ 現在，自分専用の情報機器を持っているものを何です

てオンラインゲームをプレイすることの有無によって違い
があるかを把握すること．
上記（１）については，18 歳未満対象エリアでの会話内
容について，また，上記（２）については，公立中学の学
生にアンケートを実施し，実態の把握につとめた．

か？
４ あなたは自分専用の情報機器で一日のうちで，
人にメー
ルを送ることがどれくらいありますか？
５ インターネットに接続していて，トラブルにあったり，
あいそうになったりしたことがありますか？
６ インターネット上には，
学校の勉強に役立つ情報がある

2. 方法および手続き
2.1

ピグ内での会話内容の取得

前研究において小中学生のユーザーが利用していた主
な時間が 17 時と 21 時であったことから，平日月曜から金

と思いますか？
７ 宿題などをインターネットで調べ，
記事を無断でコピー
や編集をして，利用したことがありますか？
８ あなたは情報機器でどのようなことに使用しています
か？

曜の 16 時半から 24 時まで，土日は 10 時から 24 時までの

９ アメーバピグを利用している人にお尋ねします．

ログをアメチャ（http://www.x-technology.org/amecha/）とい

（9-1）アメーバピグをするきっかけになったのは，だれで

うピグに特化したログ記録用ツールを用いて記録した．ロ
グを取った期間は 2012 年 6 月 4 日から 10 日までの 1 週間

すか？
（9-2）アメーバピグにどの程度，熱中して(はまって)いま

で，場所は前回同様，渋谷学園正門で行った．渋谷学園正
門は学校モチーフとなっており，学生が多く集まりやすい

すか？
（9-3）アメーバピグのピグとも(ピグの中でオンライン情

雰囲気となっているためほぼ常に満員となっているためで
ある．
2.2

報を共有することのできる友達)は何人いますか？
（9-4）ピグ内リアとも(ピグともの中にいる現実生活の友

チャットログのテキスト分析

アメチャを用いて取得したログは 1454 人分，79557 行と
なった．
形態素解析には MeCab および RMeCab を使用し，

達や親族)は何人いますか？
（9-5）家族でアメーバピグをしている人は誰ですか？
（9-6）
あなたがアメーバピグをしていることを知っている

単語－文オブジェクト行列の作成および潜在意味分析には，
RMeCab およびＲを使用した．分析にかけるテキストがチ

家族はだれですか？
（9-7）
アメーバピグをするときに使用する情報機器はだれ

ャットのログのため顔文字などの特殊記号が多いことや，

の持ち物ですか？

「ｗｗｗ」や「ｚｚｚ」などの文字列が大きな問題となる．

（9-8）
アメーバピグをするときの主な場所はどこですか？

そのため事前に MeCab のユーザー辞書の作成を行った．辞

（9-9）アメーバピグの課金をしたことがありますか？

書を作る際に元のデータが Shift-JIS 形式のため顔文字の一

（9-10）アメーバピグの課金の度合いは１ヶ月にどのくら

部が崩れているものもあるので，除外した．
またユーザーごとに名寄せを行っており，発言回数が 1

いですか？
（9-11）アメーバピグで遊んでいる時間帯はいつごろです

回のみのユーザーは会話をしているといえないため削除し
た．そのため実際の分析対象は 1285 人分のデータである．

か？
（9-12）日頃，アメーバピグで遊んでいる時間帯以外の時

その後，出力された単語－文オブジェクト行列に対して
以下の処理を施した．

間は何をしていますか？
（9-13）
「アメーバピグの仮想社会」で遊ぶのと「現実の社

（１）１文字のひらがな，カタカナ，記号は，すべて削除
（２）出現回数が 3 人分未満のファイルに使用されている

会」で遊ぶのとではどちらが楽しいですか？
（9-14）アメーバピグ以外のネットゲームをしています

単語を削除
（３）出現回数が 500 人分以上のファイルに使用されてい
る単語を削除
（４）上記の処理によって，単語出現頻度が１単語以下と
なったテキストを削除
この結果，1159 人分のデータが処理の対象とされた．
2.3 質問紙調査
対象者は，広島県内の公立中学校 2 校の 1 年生から 3 年

ⓒ2012 Information Processing Society of Japan

か？
１０

ネットゲーム（アメーバピグ含む）で，トラブルに

あったり，あいそうになったりしたことがあります
か？
１１ 家族の構成についてお答えください．
１２ 家族とよく会話しますか．
１３ 誰と最もよく会話しますか．
１４ 家族（二人以上）で一緒に夕食を食べる回数は一週間
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におよそ何回ですか．
１５ 勉強についての印象（イメージ）をお答えください．
１６ 学校についての印象（イメージ）をお答えください．
１７ 習い事をしていますか（はい

いいえ）

１８ 習い事の種類についてお答えください．
１９ 仲のよい友だちは何人いますか．
２０ 学校で，友だちと遊びますか．

3. 結果および考察
3.1 チャットログのテキスト分析結果
LSA による単語得点の分布（第１軸－第２軸）を Fig.3
に示した．

Fig.4 構造図
さらに，ネット上での会話に没入すればするほど，話し方
や会話の内容が感情的であり，楽観的であることが考えら
れる．
ここから，ピグでチャットをしている中高生は，リアル
の友達と会話をする場合以外はネットでの自分を作り上げ，
普段とは違う自分を表現することで，感情を素直に表現出
来ることなどから，はまっていくと考えられる．これは戸
田ら(2009)の結果と「自己防衛」という点において類似し
ているといえる．
また，ネット環境にはまればはまるほど，悲観的な発言
Fig.3 潜在意味分析の結果

から，楽観的な発言が増えるといえ，これは非現実世界で
のストレス発散ともとれる一方，藤ら(2007)の「敵対的認
知」であるがための楽観であるとも捉えることが出来る．

結果から，以下の軸を抽出した．
１軸 ゲーム－意思

3.2 質問紙調査の結果および分析
まず，ネット

２軸 行動－感情

ゲームを利用し

３軸 悲観－楽観

たことがある人

４軸 リアル－ゲーム

は全体の 37.7%

５軸 乱暴－丁寧

であった．うち，

６軸 日常－ネット

アメーバピグを

推定される訴求構造を Fig.4 に示した．これらから，リ

行っている学生

アル（現実）でのことに対しては悲観的であり，また，リ

は全体の 12%で

アルの友達と会話をする場合はリアルと同様のスタンスで

あった．ゲーム

会話をしていると考えられる．また，自分の意思でピグで

といえばオフラ

チャットを行い，リアルとネットの分別は分かってはいる

イン，の時代か

ものの，ネットという相手がどういった人か分からない環

ら，オンラインの時代になって来ているといえ，ネットゲ

Fig.5 ネットゲーム利用経験の有無

境下におかれているため，相手のことを考えて会話をして

ームを利用している人が 4 割弱にも上ることから，これか

いるというよりは，自分主体の会話であると考えられる．

らもっとこの利用者は増加していくと考えられる．

リアルでの友達とピグ上で会話をする場合と，素性のわか

次に，Q8「あなたは情報機器でどのようなことに使用し

らない人と喋る場合とで喋り方，発言内容を①～⑥の位置

ていますか？」という質問項目の選択肢の中に，
「(23)ネッ

を移動することで，その時々で変えていると考えられる．

トゲームを楽しむ」
「(24)GREE を利用している」
「(25)モバ
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ゲーを利用している」「(26)アメーバピグを利用している」

される．ただし、
「課金の有無」がトラブルと関連している

という項目があり，その回答のそれぞれをグループ化変数

のはある程度推測されるが，
「
（午前）3 時から 5 時」に利

とし，Q11～Q20 を独立変数として，ダミー変数を用いた

用している層がトラブルの有無と負の相関を有していると

判別分析を行った．Q11～Q20 は生徒の家族構成や学校生

いう点や，ピグをしていることを「母が知っている」とい

活や学校外での活動についての質問項目であり，それらの

うことが高い関連性を有していることが示唆されているた

側面とネットゲーム利用との関連を見るための分析である．

め，この点についてはさらに検討が必要であると考えられ

結果は，いずれも正準相関は低く，有意な関係性を見出す

る．

ことができなかった（正準相関：
［ネットゲーム利用］= .232，

また，ピグともの数×ピグへのはまり度がトラブルの有

［GREE を利用］= .248, ［モバゲーを利用］= .282, ［ア

無と比例しないため，
「ネットゲームに熱中しているからト

メーバピグを利用］= .214）．

ラブルに合う」とは言えず，また「生活上の側面」が関連

これは，ネットゲームを利用している層と，利用してい

しているとも言えない．今回の結果では，トラブルに遭遇

ない層のあいだに，Q11～Q20 で聞いた内容に関する側面

するか否かは，第一にその利用形態が大きく影響している

の差異がないことを示している．端的に言えば，ネットゲ

ことが示唆されている．

ームを利用する中学生は，少なくとも今回の質問項目に関
する限り，特に何らかの特徴的な側面を有しているわけで
はないと言える．

4. おわりに

続いて，
「Q5 ネットゲームでのトラブルの有無」に関し

昨今ネット上でのトラブルが話題となることが増えてお

て，上述の分析と同様に Q11～Q20 を独立変数としてダミ

り，さまざまな形で関係当局が注意喚起を促す機会が増え

ー変数を用いた判別分析を行ったところ，
正準相関は 0.288

てきている．その中でどう上手にネット社会やネットゲー

と低く，
それらの質問項目への反応のパターンによって
「ネ

ムと付き合っていくかが今後の課題となっていくと推測さ

ットゲームでのトラブルの有無」に差が無いことが示唆さ

れる．しかしながら，本論においても指摘したように，ネ

れた．

ット上での利用の実態把握は十分ではなく，そもそも何が

また，同様に「Q5 ネットゲームでのトラブルの有無」を
グループ化変数，Q9 の各項目を独立変数として，ダミー変

問題であるかという議題設定さえ行うことが難しい状況が
一方で存在している．

数を用いた判別分析を行った（ピグ利用者のみが対象）
．そ

今回分析を行ったチャットログの中にはアメーバピグの

の結果，Wilks のラムダは 0.42 と低く，有意確率も.376 と

チャット内では不適切な文字として登録されている語も少

高くはないものの正準相関が 0.763 と高い相関を示した．

なからず含まれていた．こういった問題行動を呈するユー

2

（Wilksλ=0.418,χ ＝56.66，df=54，p＝0.376）
．以下に Table
１として正準判別関数係数のうち絶対値の高いものを上位
から 10 項目示した．

ザーがかなりの数，存在している．
今回の研究から，チャットをする際には個々の「自己防
衛」的な姿勢が現れていることが示唆されるが，その度合
いはユーザーによって異なるため，どの程度の自己防衛か
までは判断が出来ない．その程度によっては，逆に，トラ
ブルへとつながっていく可能性も存在していると推測され
る．
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