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次世代ゲーム機 (PlayStation2,X-box,Dolphin)の動向と展望
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Abstract: Today PlayStation2 and X-box and Dolphin in the next generation game mathine are
the attention of everyone. These have DVD function. From now on the network is the forcus of
the game mathine development. 　In the future the game mathune willhave the function which
controls television , washing mathine , rice cooker and so on.

1 はじめに

近年，ゲーム機の開発，向上には目覚しいものがある．

ゲームソフトの再生にもこれまでは CD-ROMであった
のが，情報量が CD-ROMの６倍以上もある DVDへと
移行し始めている．先日発売された PlayStation2はす
でに DVD機能を有し，2001年を発売予定としている
X-box,Dolphinにおいても DVD機能を組み込んでの開
発を進めている．また，ゲーム機とネットワークとの接

続も徐々に広まりつつあり，ゲーム機とパソコンとの差

が縮まってきている．ここでは今後主流となってくるで

あろうネットワークとの接続機能について述べ，ゲーム

機が今後どのような方向へ進んでいくのかを考えてみる．

2 ゲーム機の紹介

テーマとなっている３つのゲーム機について少し触れ

てみる．

2.1 PlayStation2

PlayStation2はソニー・コンピューター・エンタテイメ
ント（SCE）が東芝と組んで開発した家庭用テレビゲー
ム機である．メインの使い方はもちろん PlayStation2
用の華麗なグラフィックを使ったゲームであるが，DVD
プレーヤーとしての機能も備え，さらに前 PlayStation
との互換性をも持たせている．CPUには新開発された，
Pentium IIIを凌駕するとも言われている「Emotion 　
Engine」を搭載している．

2.2 X-box

X-boxはマイクロソフト社が開発中のゲーム機であ
る．米アドバンス・マイクロ・デバイセズ（AMD)の
プロセッサー「athlon」を搭載している．さらに，イン
ターネットや電子メールなどもできる予定である．性能

では PlayStation2の 3倍ほどといわれている．外観は
異なるものの，基本的な機能はパソコンとほぼ変わらな

いものになると思われる．

2.3 Dolphin

Dolphinは任天堂株式会社が現在開発中のゲーム機
である．CPU に米 IBM 社が開発したプロセッサー

「Gekko」を搭載し，さらに DVDメディアおよびそれを
再生するドライブの開発・供給は松下電器が行っている．

また，通信については，通信ケーブルは別売りとする予

定だが，モデムではなく通信衛星を使う予定である．

3 次世代ゲーム機とネットワーク

映像，音楽系のメディアのデジタル化が進み，さらに

PlayStation2や Dolphinなどの家庭用ゲーム機が DVD
を採用したことで，オーディオ＆ビジュアル系エンター

テイメントを 1台のハードで楽しめるようになる．さら
にインターネットなどネットワークへの接続が可能とな

ることで，情報配信のエンタテイメントが楽しめるよう

になる．それぞれのゲーム機とネットワークとの関係に

ついて以下に触れてみる．

3.1 PlayStation2

PlayStation2は WANの接続方法に自由度を持たせ
るため，あえてモデムなどの通信ハードウェアを搭載

せず，PC カードスロットと IEEE 1394ポートを備え
ている．今後取り付けを考えられている機能としては

「e-distribution」という，PlayStation2とケーブルテレ
ビ網1を使ったネット接続サービスで 2001年に導入を予
定している．これはケーブルテレビ網を使ってゲームや

音楽を注文しデータを家庭の PlayStation2に直接届け
ようというものである． 　さらに携帯電話を取り付ける

ことで，無線インターネット接続が可能なサービスも始

める予定である．携帯電話のサービスは，ケーブルテレ

ビ網を使ったネット接続サービスが整備されるまでに開

始される予定である．このため，携帯電話はそれまでの

間，PlayStation2専用のネット接続機器として位置付け
られるとのことである．ソニー・コンピューター・エン

1ケーブルテレビの回線は主に光ファイバーであり，電話回線の 2
万 3000 倍の伝送能力がある．
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ターテイメントは，「携帯電話の通信速度は，年内にも

DSL（デジタル加入者線）と同等になる」と語っており，
携帯電話を使用してのネット接続サービスに自信を見せ

ている．

3.2 X-box

X-Boxが標準で備える通信機能は 100BASE-TX の
イーサネットのみである．WANのインフラを固定せず，
ローカルネットワーク経由で利用しようという思想が見

える．X-BoxはWindowsと同等のネットワーク機能で，
TCP/IPネットワークに簡単に参加できるようになって
いる．イーサネットによるTCP/IP接続となると，イン
ターネットとの接続性に疑問が出てくるが，Universal
Plug and Play対応のインターネットゲートウェイを用
いて WANと接続するようになると思われる．ネット
ワークにアクセスするアプリケーションは，DirectPlay
を利用するだけでなく，インターネット対応で簡単に利

用可能な通信ゲームを構築できるようにする予定であ

る． 　さらに，X-Boxは特徴として，ハードディスクを
搭載しており，広域ネットワークを用いることによって，

通信機能を利用し，ダウンロードした情報を保存するこ

ともできる．

3.3 Dolphin

ドルフィンについてははっきりした情報はないが，こ

れも PlayStation2と同様モデムを使わず，通信方法と
しては通信衛星を用いてネットワークへ接続する予定で

ある．次いで、AV家電などをつなげたホーム・ネット
ワークに接続して使うゲーム機能付きの次世代デジタル

ネットワーク家電「X-21（仮）」も松下と共同開発する
予定である．これを使うことで，家庭内ネットワークを

介して家庭のテレビやビデオなどの娯楽全般をつかさど

る重要な機器へ新化することが確実となってきている．

　さらに，携帯電話と携帯型ゲーム機をつないで遊ぶ新

分野のゲームソフトの開発も考えている．具体的には携

帯型ゲーム機「ゲームボーイ」を携帯電話につないで楽

しめるゲーム「ゲームボーイアドバンス」を想定してい

る．今後，このような携帯電話，携帯情報端末，ゲーム

機の統合されたハードが主流となると考えられている．

そして将来はドルフィンとの連携を視野に入れている．

4 これからの次世代ゲーム機について

映像，音楽，情報サービスが，すべてデジタルデータ

化され，ネットワークとのつながりにより，これらデジ

タルエンターテイメントを一括して次世代ゲーム機が

コントロールしていけるようになる．またゲーム機は家

庭の中だけにとどまらず，携帯電話との連携により常に

人の傍らに存在するものとなる．今後，主流となるゲー

ム機として考えられるのは，先ほども述べたが，携帯型

ゲーム機と家庭用ゲーム機の２つであると思われる．こ

こでこれらゲーム機の今後の展望について考えてみる．

4.1 携帯型ゲーム機

携帯型ゲーム機は，高性能・多機能化とインターネッ

トなどに対応したネットワーク化が進められ，一方で携

帯電話の高性能化とゲーム配信のサービスが進められ

る．この両方の融合を考えたゲームボーイアドバンスの

ような，携帯電話と携帯ゲーム機との融合は急速に進む

と思われる．さらに来年の IMT－ 20002の開始で，音

楽配信やネットゲーム，ゲームのダウンロードなども可

能になるだろう．

4.2 家庭用ゲーム機

ゲーム機としての機能のほかに，DVDビデオ，音楽
CDなど，家庭で楽しむデジタルエンタテイメントのほ
とんどを網羅する機能を搭載すると考えられる．また，

一般的な商品の検索やショッピングなど，電子商取引の

サービスも提供する計画もある．さらにインターネット

端末や，テレビ，洗濯機，炊飯器などの家電製品をコン

トロールする機能の搭載も考えられる．

5 おわりに

ゲーム業界がネットワーク事業に本格的に乗り出して

きた．ゲーム機を提供している企業はもちろん，最近は

ゲームソフトだけを開発販売しているメーカも，独自に

ネットワーク事業を展開し始めた．ゲームだけでなく，

映画や音楽といったデジタルエンタテイメントがこの次

世代ゲーム機によって総合的に利用できるようになるで

あろう．今後ゲーム機は，ただの遊び道具から家庭の情

報端末へと移り変わり，また子供だけでなく広い世代が

楽しむことのできる，身近なものになる日もそれほど遠

くないだろう．
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22001 年からスタートする携帯電話の新規格．ｉモード携帯の約
200 倍にあたる２Ｍｂｐｓの伝送能力がある
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