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2014 年 3 月 20 日 

株式会社フロムイエロートゥオレンジ 

故 飯野賢治氏企画・原案ゲーム「KAKEXUN（カケズン）」 

クラウドファンディング開始 当人着用スーツ、Warp 時代の企画書などの特典も 

デジタルコミュニケーション開発の株式会社フロムイエロートゥオレンジ（本社：東京都品川区、代表取締役

CEO：江口勝敏、資本金：1,000 万円、以下、fyto）は、同社創業者である故 飯野賢治原案のゲーム

「KAKEXUN（カケズン）」の制作資金を集めるクラウドファンディング*を MotionGallery**（モーションギャラリー）

にて開始しました。 

当プロジェクトは資金調達が 500 万円に達した時点でα版の制作が決定します。プロジェクト期間は 2014 年 3

月 20 日（木）より、5 月 18 日（日）までの 60 日間となります。 

「KAKEXUN（カケズン）」は 2013 年 2 月 20 日に急逝した飯野氏が企画していた、四則演算を使い、ユーザー

同士でそのスコアを競い合う“アクションアート SF 作品”です。プレイヤーは計算によって世界を創造し、計算

により難関を突破し、計算によりその世界を作り替えていきます。「世の中のすべての根拠となる“数字と計算”

の魅力をゲーム化したい」という飯野氏の構想・企画書に基づき制作されます。チーフディレクターには飯田和

敏氏（ゲームクリエイター、デジタルハリウッド大学教授）が就任し、制作ディレクターに佐藤直哉氏（株式会社

Warp2***［ワープ 2］代表取締役 CEO）、音楽にサウンドデザイナーの小林良穂氏を迎え、現実化させます。 

当プロジェクトは、このゲーム制作資金を広く一般の方々から募ります。参加者は 500 円から 100 万円まで値段

が設定されている「チケット」を購入し、配当のかわりにプロジェクトの成果やサービスを特典として提供を受け

ます。その特典は、飯野賢治本人がデザインした結婚式引出物用「ペアマグカップ」（80 客限定）や、当人が着

用した「高級イタリアブランドスーツ」（1 着限定）また、当人が創設したゲーム制作会社「Warp」時代の実現しな

かった企画書などの詰め合わせセットなどほか、「KAKEXUN（カケズン）」先行プレイ権など多岐にわたってい

ます。 

また、当プロジェクトのスタートを記念して 3月 22日（土）に、IID 世田谷ものづくり学校 2F 211 
Studioにて「KAKEXUN(カケズン)プロジェクト発足記念 パーティー****」を開催します。当日は制

作者や特別ゲストを交え、ゲームのプレイ画面のほか、ゲームで使用される音楽などを公開します。 

*クラウドファンディング…インターネットを通して多くの支援を、不特定多数の人々に比較的少額の資金提供を呼びかけ、

一定額が集まった時点でプロジェクトを実行するシステム。本プロジェクトは、クラウドファンディングのプラットフォームとして

株式会社 MotionGallery（本社：東京都中央区、代表取締役社長：大高健志）が運営する MotionGallery（モーションギャラリ

ー）を利用する。 

**MotionGallery（モーションギャラリー）…映像やゲームに特化したクラウドファンディングサイト。出資者は、企画趣旨やテ

ーマに共感、関心を持った企画を金銭的に支援でき、出資の見返りにプロジェクトの製品や体験など、チケットで誓約され

た特典を受け取ることができる。MotionGallery を利用した資金調達 高金額は、2012 年に実施された映画『ハーブ＆ドロ

シー ふたりからの贈りもの』（制作・配給 株式会社ファイン・ライン・メディア・ジャパン 監督：佐々木芽生）プロジェクトで、

180 日間の実施で 14,633,703 円を調達した。 

***Warp2（ワープ 2）…飯野賢治が創設したゲーム制作会社「Warp」に在籍していたクリエイターたちが、2013 年 2 月の飯

野賢治の葬儀時に再開し、その後再結成した制作会社。 

**** KAKEXUN(カケズン)プロジェクト発足記念 パーティー… 詳細は http://peatix.com/event/30517 を御覧く

ださい。 
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■「KAKEXUN（カケズン）」概要 

名称 KAKEXUN（カケズン） 

リリース予定日 3 月 20 日（木）よりクラウドファンディングによる一般資金調達開始 

プラットフォーム スマートメディア・タブレット PC（予定） 

ゲームジャンル MMO “アクションアート SF 作品” 

KAKEXUN（カケズン）制作メ

ンバー 

飯野 賢治 

 

江口 勝敏 

 

飯田 和敏 

 

佐藤 直哉 

 

小林 良穂 

■企画・原案 

故人 株式会社フロムイエロートゥオレンジ創設者  

■企画・原案 プロデュース 

株式会社フロムイエロートゥオレンジ 代表取締役 CEO 

■チーフディレクター 

ゲームクリエイター デジタルハリウッド大学教授 

■制作プロデューサー 

株式会社 Warp2(ワープ 2) 代表取締役 CEO 

音楽 

サウンドデザイナー 

公式 Web http://kakexun.asia/ 

クラウドファンディング Web https://motion-gallery.net/projects/KAKEXUN	 

 

■クラウドファンディング特典（抜粋） 

 
□「飯野家からの贈り物セット」 

飯野家から「KAKEXUN（カケズン）プロジェクトの参加者のために」と、大切な思い出がつまったギフトをいただきました。飯

野賢治の結婚式で参列者に渡されたペアマグカップです。ぱっと見ると同じ大きさの 2 つのマグカップですが、黒色のマグ

カップは、ほんのすこしだけ直径が大きく、さりげなく「夫婦マグカップ」感を演出しています。 

 

白地に描かれているのは、飯野賢治デザインの文様。取っ手の下部にはエレガンスに K.Eno と描かれています。飯野家の

倉庫に眠っていたこちらのマグカップは 80 セット限定です。 

□飯野人形、ローラ人形の３D データ（3D プリンタで出力できる） 

かつて、宣伝用に制作し、いまでは入手困難となった飯野人形、ローラ人形×２種の 3D データです。実物よりも数倍大きく、

あるいは小さく、お好みのサイズで出力できます。3D プリンタが許せば等身大の飯野人形の制作も可能です。 

□KAKEXUN 開発コミュニティー 

チケット購入者は、参加と同時にプロジェクト参加者となります。チーフディレクター飯田和敏、Warp2 プログラマー佐藤直

哉などの開発メンバーは、プロジェクトの進捗報告以上の議題をコミュニティに投げかけます。メンバーの話し合いは、ゲー

ム開発に反映され、より面白いゲームとしてチケット購入者にフィードバックされます。 

□KAKEXUN ゲームプレイ権 

KAKEXUN（カケズン）をいち早くプレイすることができます。α版は 2014 年夏頃、β版は 2014 年秋以降のリリース予定で

す。 

□制作 MTG 参加権 

定期的に開催されている KAKEXUN（カケズン）制作 MTG に参加することができます。 

※会場は原則として東京都内となります。 

□飯田和敏によるゲーム作りワークショップ開催（2 日間） 

チーフディレクター飯田和敏が日本各地に趣き、ゲーム作りの 24時間ワークショップを開催します。（交通・宿泊費は別途と

なります） 

□飯野賢治着用 Versace(ヴェルサーチ) スーツ 

飯野賢治が着用していた Versace のスーツをプレゼントします。生前飯野は多くのスーツを持っていました。そのうちの一着

を特別に飯野家よりご提供いただきました。本人が着用したものです。そのサイズ感をお楽しみください。 
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■飯野賢治  

1995 年、『D の食卓』で経済産業省マルチメディアグランプリ'95 受賞。その後アメリカ E3 での「Best SATURN 

GAME OF E3」等、多くの受賞作品を制作。2001 年、株式会社フロムイエロートゥオレンジを設立。世界初の IT

飲料自販機 C-Mode の企画開発等数多くのマーケティングプロジェクトを実施。2011 年幻冬舎より原発問題を

テーマとした「息子へ。」発売。著書多数。2013 年 2 月 20 日他界。同年 8 月「CEDEC AWARDS 2013」ゲーム

デザイン部門 優秀賞を受賞。 

■江口勝敏 株式会社フロムイエロートゥオレンジ代表取締役 CEO 

音楽プロデューサーとして「さよなら人類」たま、で 90 年レコード大賞新人賞。ほか数多くのアーティストを育成。

単体作品ではシングル 100 万枚、アルバム 50 万枚のセールス実績。関与したメジャーアーティスト 20 組以上、

プロデュース作品は 400 枚以上。設立したレコード会社では E0 のマイケル・ナイマン、リアルサウンドの鈴木慶

一、D2 の作品をプロデュース。ゲームでは ”Xenon2” “Gods” (Bitmap Brothers) 開運☆どん をプロデュー

スする。 

■飯田和敏 デジタルハリウッド大学教授・ゲームクリエイター 

1968 年生まれ。多摩美術大学卒業。大学在学中からマルチメディアの仕事に携わり、卒業後、（株）アートディ

ンクに就職。『アクアノートの休日』『太陽のしっぽ』を制作した後、独立。有限会社パーラム（現・有限会社バウ

ロズ）を設立。『巨人のドシン』等を制作。『ディシプリン＊帝国の誕生』が 2010 年文化庁メディア芸術祭審査員

推薦作品に選出された。現在、株式会社グラスホッパー・マニュファクチュアにてディレクターとしてゲーム制作

を行っている。 

■佐藤直哉 株式会社Warp2（ワープ2） 代表取締役CEO 

1994年、株式会社Warp（ワープ）入社。「宇宙生物フロポン君」、「Dの食卓」、「リアルサウンド 〜風のリグレット

〜」、「Dの食卓2」など多くの作品を制作。2001年、有限会社シンク設立。代表取締役社長に就任。「Talkman

シリーズ」（PSP）、「みんなでスぺランカー」（PS3）、「いっき おんらいん」（PS3）「ELEVATOR ACTION 

DELUXE」（PS3）などを制作。ゲームのみならず、モバイルアプリやネットワークシステムも構築。2013年、株式

会社Warp2（ワープ2）設立。代表取締役CEOに就任。 

■小林良穂 サウンドデザイナー 

慶応大学大学院/政策メディア博士(コンピュータ・ミュージック)。大学在学中より、クリストファー・ペンローズ氏

のもとでデジタル信号処理技術を利用した音響生成・音響処理を学ぶ。これまでに、International Computer 

Music Conference(ICMC)や情報処理学会音楽情報科学研究会(SIGMUS)での論文発表、各種コンサートや展

覧会での作品発表／ライブ演奏を行なう。研究分野は「周波数分析技術を用いた音響処理」「デジタル画像情

報による音響変換」「高度音響処理技術を実現する GUI アプリケーションの開発」等。 

 

■本リリースに関するお問合せ先・取材申し込み先 

141-0021 東京都品川区上大崎 2-15-19 MG 目黒駅前 2F 

株式会社フロムイエロートゥオレンジ 

広報担当 浦島 茂世 

Email: pub@kakexun.asia 

Tel: 03-6408-6461 Fax: 03-6408-6462 

URL: http://www.kakexun.asia/ 

※ 本リリース文中に記載の会社名および製品名は各社・団体の商標または登録商標です。 

※ 本リリース文中には、TM、R マークは明記しておりません。 

※ 本リリース文中に記載の会社名・商品名・URL などは、本リリース発表時点のものです。 
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□クラウドファンディング特典 飯野賢治着用スーツ（イメージ） 

     

□クラウドファンディング特典 飯野賢治デザインマグカップ 

  

□クラウドファンディング特典 飯野＆ローラ人形（3D データで提供） 
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□ゲームイメージ画面 

  

■KAKEXUN（カケズン）  ロゴ 

 

 

   


