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まえがき 
 

本書は、執筆中の下記ドキュメントを抜粋・修正・編集したものです。 

 

ゲームデザインの理論 

http://ncf.sakura.ne.jp/asato/doc/game/game_design_theory.html 

 

本書は、つまらないかもしれません。なぜなら、論じていることは、当たり

前の事柄であるかもしれず、かつ、抽象的・一般的で実践的でないかもしれ

ないためです。 

 

しかも、本書（上記ドキュメント）は、書きたくて書き始めたものではあり

ませんでした。本書は、必要性から生まれたものでした。 

 

本書の所々で紹介しているように、本書で述べている多くの考察は、ユーザ

（プレイヤー）の声をもとにしています。正確には、レビューサイトに投稿

されたレビューをもとにしています。 

 

ゲームデザインに関する私の最初の試みは、ユーザの声、特に不満の声を分

析し、ゲームデザインに関する基本的な原則を特定することでした。という

のも、不満の全てがユニークなものではなく、ゲーム間で共通するものがあ

ったためです。 

 

原則とは、どのように行うべきか（行うべきでないか）、あるいは、どうであ

るべきか（どうでないべきか）という基本的なルールです。 

 

しかし私は、原則からスタートするのでは、ゲームデザインという行いの土

台としては不十分ではないかと感じました。 

 

つまり、「ゲームデザインと何か？」といった概念の定義や、ゲームデザイン

を行う上での前提や事実を体系化した基礎的な土台が必要に感じました。 

 

本書は、未完成ではありますが、この土台を作ろうとする試みです。 

 

 

本書に関する感想・提案・助言は歓迎します。連絡先は以下です。 

 

asatohan@gmail.com 
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1. はじめに 
 

1.1. 本書のゴールとスコープ 
 

本書のゴールは、コンピュータゲームデザインの基礎を築くことにあります。

本書では、以下を論じます。 

 

 コンピュータゲームデザインに関わる基本的な概念の定義 

 たとえば、「コンピュータゲームとは何か？」「コンピュータゲーム

デザインとは何か？」など。 

 

 コンピュータゲームデザインに関わる現実から観察できる基本的な現

象の説明 

 たとえば、「ゲームプレイヤーは、ゲームプレイ時に、プレイヤー

自身によりゲームの目標を設定する」など。 

 

別の言い方をすれば、本書は、コンピュータゲームデザインに関する科学的

な理論を構築しようとする試みです。この意味では、本書は未完成であり、

途中経過を報告するものです。 

 

本書の役割は、ゲームデザイナーの方のコンピュータゲームデザインに関す

る理解を助ける存在になることです。その理解に基づき、「理論的にはこうで

あるので、こうする」「理論的にはこうであるが、こうする」といった議論が

されるようになれば、その役割が達成されたことになります。 

 

本書は基礎の構築をゴールとするため、ゲームデザインに関わる根本的な事

柄のみを分析の対象とします。そのため、 

 

 商業ゲーム 

 同人・インディーゲーム 

 

といった特定のゲーム開発形態における課題は扱いません。たとえば、具体

的には、次のような課題は対象外とします。 

 

 売れるゲームをどのようにデザインすればいいのか？ 

 

また、次のような実務的な疑問・課題も対象外とします。 

 

 どのようにしてゲームを開発するのが効果的・効率的なのか？ 
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なお本書では、意図的にコンピュータゲームのみを議論の対象とします。ボ

ードゲームといった他の種類のゲームは対象としません。理由は、分析対象

とした事例がコンピュータゲームのみであるためであり、結果として過度の

一般化を避けるためです。下記の図は、本書の現状を示しています。 

 

 
 

1.2. 本書の構成 
 

この節では、本書の構成について説明します。本書は、大きく 4 つのパート

で構成されます。 

 

最初のパートでは、コンピュータゲームデザインの枠組みを定義します。下

記の図は、枠組みの構成要素を示しています。これらの要素を定義すること

がこのパートのゴールです。 
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この枠組みを基に、残りは、以下の 3 つのパートで構成されます。 

 

 ゲームプレイヤーの特徴づけ 

 ゲームデザインの特徴づけ 

 ゲームデザインプロセスの特徴づけ  

 

下記の図は、これらパートが枠組みのどこに対応するのかを示しています。 

 
 

各パートは、細かなトピックで構成されます。トピックの多くは、独立して

いるため、どの順序からでも読めるようになっています。 
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第 1部 

コンピュータゲームデザインの枠組み 
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2. コンピュータゲームデザインの枠組みを考える 
 

2.1. はじめに 
 

この章では、コンピュータゲームデザインの枠組みを定義します。つまり、

後の議論で対象とする要素や活動の定義を行います。また、無視する対象を

明確にします。 

 

この枠組みは、以下の構成要素から成ります。 

 

 プロダクト（モノ）: コンピュータゲーム、ゲームデザイン 

 プロセス（活動、行為）: ゲームデザインプロセス、ゲームプレイプロ

セス 

 人: ゲームプレイヤー、ゲームデザイナー 

 環境: ゲームプレイ環境 

 関係: 上記の構成要素間の関係  

 

上記からは、たとえば、以下のような要素を無視していることが分かります。 

 

 プロダクト（モノ）: ゲームの仕様書 

 プロセス: ゲームプログラミング 

 人: ゲームプログラマー 

 環境: 開発環境  

 

これらの要素が重要ではないということではなく、単に本書では議論対象と

しないということに注意してください。たとえば、ゲームの仕様書は、物理

的あるいはデジタルに表現されるモノです。コンピュータゲームは、理論的

には、そのようなゲームの仕様書がなくても作れることを実証できます。し

たがって、ゲームの仕様書は、必須の要素ではないことが分かります。 

 

続く節では、枠組みの構成要素を段階的に定義・再定義していきます。まず

は、コンピュータゲームは人工物の一種であるという前提から議論を開始し

ます。 

 

2.2. 人工物としてのコンピュータゲーム 
 

この節では、 

 

    コンピュータ（or ビデオ）ゲームとは何か？  

 

という疑問に対しての回答を試みたいと思います。より具体的には、 
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    コンピュータゲームとは 尐なくとも 何か？  

 

という観点から、コンピュータゲームの最低限の定義を考えてみたいと思い

ます。 

 

まず言えるのは、コンピュータゲームというのは、プロセスではなくプロダ

クトであるということです。別の言い方をするならば、コンピュータゲーム

は、人工物の一種です。また、コンピュータゲームはゲームの一種です。下

記の図は、この分類を示しています。 

 

 
 

 
 

まずは人工物とは何かという定義を行います。 

 

    人工物とは、ある目標を達成するために人により作られたモノである  

 

人工物は、人により使われます。たとえば、ゴミ箱は、ある人が不要となっ

たものを入れておくために作られたモノです。 
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ここで以下の三点をもう尐し明確にしておきたいと思います。 

 

 人工物は、人により作られる: ここでは、人工物を作る人を、デザイナ

ー（設計者）と呼びます。これは、「人工物」と「デザイナー」との間

の関係を表します。 

 

 人工物は、目標を達成することを意図して作られる: これは、「目標」

と「人工物」との間の関係を表します。 

 

 人工物は、人により使われる: ここでは、人工物を使う人を、ユーザ（利

用者）と呼びます。これは、「人工物」と「ユーザ」との間の関係を示

します。  

 

下記の図は、「人工物」「デザイナー」「目標」「ユーザ」とそれらの間の関係

を人工物の枠組みとして示しています。 

 

 
 

それでは、次に、人工物の一種としてのゲームの定義について考えたいと思

います。ここでは、ゲームを以下のように定義します。 

 

ゲームは、人を楽しませたり、面白くさせることを目標としたモノであ

る  

 

つまり、どのような目標を意図しているかでゲームとその他の人工物を区別

します。 また、これに合わせて、 

 

 コンピュータゲームのユーザを、ゲームプレイヤー 

 コンピュータゲームのデザイナーを、ゲームデザイナー  
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と呼ぶことにします。以下の図は、ゲームの枠組みを示しています。 

 

 
 

次に、ゲームの一種としてのコンピュータゲームを定義します。ここでは、

コンピュータゲームをソフトウェアの一種としてさらに分類することで、ボ

ードゲームといった他の種類のゲームと区別します。下記の図は、コンピュ

ータゲームの枠組みを示しています。 
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最後に、コンピュータゲームを以下のように定義します。 

 

コンピュータゲームとは、人を楽しませたり、面白くさせることを目

標としたソフトウェアである 

 

2.3. コンピュータゲームのデザインプロセス 
 

次に、コンピュータゲームのデザインプロセスを定義します。まずは、人工

物のデザインプロセスから議論を開始します。 

 

ここでは、デザインのプロセスを 

 

「達成したい目標」を満たすような機能を備える「人工物」を作るプ

ロセス  

 

として定義します。この定義は、従来のデザインの定義より広い意味で使っ

ているため、受け入れにくいかもしれません。 
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前節では、コンピュータゲームは、ゲームの一種であると同時に、ソフトウ

ェアの一種であると定義しました。まずは、ゲームの観点からデザインプロ

セスを定義します。 

 

ゲームのデザインプロセスとは、人を「楽しませたり、面白くさせる」

という目標を満たすモノを作るプロセスである  

 

 
 

次に、ソフトウェアのデザインプロセスを定義します。 

 

ソフトウェアのデザインプロセスとは、「達成したい目標」を満たすよ

うな機能を備えるソフトウェアを作るプロセスである  

 

 
 

しかし、この定義は、実際に私たちがソフトウェアを作るプロセスの観点か

らは受け入れにくい部分があります。たとえば、ソフトウェアを作るには、
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ソースコードをコンパイルするプロセスを含みます。この場合、上記の定義

に従えば、コンパイルのプロセスをソフトウェアデザインのプロセスの一部

と見なすことになります。 

 

ここでは、コンパイルのようなプロセスをソフトウェアデザインのプロセス

の一部でないと見なします。一部であるかどうかの基準を、 

 

「達成したい目標」を満たす「ソフトウェア」を作るにあたって、デ

ザイナーの介入が必要かどうか  

 

であるとします。 

 

この基準に従えば、コンパイルは、ソフトウェアデザインのプロセスの一部

でありません。なぜなら、このプロセスはデザイナーが介入しないからです。 

 

改良した図は以下のようになります。 

 

 
 

以下は、ゲームとソフトウェアのデザインプロセスをまとめた図になります。 
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次に、コンピュータゲームのデザインプロセスを考えます。コンピュータゲ

ームのデザインプロセスは、ゲームのデザインプロセスと、ソフトウェアの

デザインプロセスを組み合わせたプロセスです。 

 

コンピュータゲームのデザインプロセスとは、人を「楽しませたり、

面白くさせる」という目標を満たすソフトウェアを作るプロセスであ

る  

 

コンピュータゲームのデザインプロセスを以下の図に示します。 
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簡略化した図は以下になります。 

 

 
 

しかし、この定義は、実際に我々がコンピュータゲームを作るプロセスの観

点からは受け入れにくい点があります。たとえば、ゲームプログラミングを、

コンピュータゲーム用のソースコードを出力するプロセスであるとすると、

ゲームプログラミングは、コンピュータゲームデザインのプロセスの一部と
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なります。しかし、通常、プロダクトとしてのコンピュータゲームデザイン

を示すとき、ソースコード、より正確には、プログラムがどのように構成さ

れているかは気にしません。たとえば、変数がどのように命名されているか

どうかや、関数がどのように分割されているかは、関係がありません。 

 

したがって、ここでは、コンピュータゲームデザインのプロセスを二つのプ

ロセスに分割します。分割した二つのプロセスをそれぞれ以下のように呼び

ます。 

 

 コンピュータゲームデザインプロセス 

 コンピュータゲームプログラミング  

 

分割前のプロセスを「コンピュータゲームソフトウェアデザインプロセス」

と呼ぶことにします。 

 

そして、この二つのプロセスの間に存在するプロダクトを「コンピュータゲ

ームデザイン」、あるいは単に「ゲームデザイン」と呼ぶことにします。 

 

コンピュータゲームデザインとは、人を楽しませたり、面白くさせる

という目標を達成するために必要であるとして決定した事柄（デシジ

ョン）の集合である  

 

この定義は、非常に一般的で抽象的です。次の節では、コンピュータゲーム

デザインをもう尐し具体的に表現します。 

 

 
 

2.4. コンピュータゲームデザイン 
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コンピュータゲームのデザインプロセス（活動） とは、ここでは、次のよう

な側面に対する様々な決定を行うことだとします。 

 

(1) ゲームのルールの側面: 「キャラクターのレベルは上がる」。「レベル制

限は 99」。「戦闘はターン制であり」、「敵と見方が交互に行動を行う」、

など。 

 

(2) ゲームのバランスの側面: 敵のパラメータ設定など。「敵 A の最大 HP

は 50 である」など。 

 

(3) ゲームのシステムの側面: 「セーブ数は 10 件である」「ソフトリセット

機能がある」など。 

 

(4) ゲームのユーザインタフェースの側面: 「L ボタンと R ボタンでキャラ

クターの切り替えができる」など。 

 

(5) ゲームの遊び方に関する側面: 「ゲーム中の BGM を自由に変更できる」

など。 

 

ここでは、個々の決定を、ゲームデザインデシジョン、あるいは単に デシジ

ョン と呼ぶ事にします。 

 

コンピュータゲームデザイン とは、この活動の結果として決めたことの集合、

つまり、ゲームデザインデシジョンの集合であるとします。 

 

 
 

ゲームデザインをデシジョンの集合と見なすことは、どのような結果をもた

らすのでしょうか？ デシジョンは、ゲームデザインの最小の構成単位です。

この構成単位に基づくことで、以下のような分析が可能になります。 

 

 各デシジョンを個別に分析できる 

 例： 新奇性の観点からのデシジョンの分類 
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 デシジョン間の関係性を分析できる 

 例： ゲームデザインの構造 

 

 
 

 ゲームデザイン間の関係性を分析できる 

 たとえば、ゲームデザイン A と B の違いは、A のデシジョンの集合

と、B のデシジョンの集合の違いの観点から分析できます。 

 

 
 

2.5. コンピュータゲームのプレイプロセス 
 

この節では、ゲームプレイのプロセスの定義を行います。まずは、人工物の

利用のプロセスから議論します。 

 

ここまでの議論で、人工物を以下として定義しました。 

 

    人工物とは、ある目標を達成するために人により作られたモノである  
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人工物には、ユーザがいます。ユーザは、人工物が実際に目標を達成してい

るかどうかを評価します。ここでは、このプロセスを利用のプロセスと定義

します。 

 

利用のプロセスとは、ある人が人工物が実際に目標を達成しているか

どうかを評価するプロセスである  

 

 
 

次にコンピュータゲームの利用のプロセスを定義します。ここでは、利用の

プロセスをゲームプレイのプロセスと言い換えます。 

 

ゲームプレイのプロセスとは、ある人がコンピュータゲームが実際に

「楽しいか、面白いかどうか」を評価するプロセスである  
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2.6. コンピュータゲームのプレイ環境 
 

ここでは、ゲームプレイが行われる環境について定義します。まずは、人工

物が利用される環境から議論します。 

 

人工物のユーザは、現実世界に存在します。したがって、人工物もまたユー

ザが存在する現実世界と切り離すことはできません。人工物がユーザにより

利用されるプロセスは、ユーザと人工物を取り巻く現実世界の空間の一部で

行われます。ここでは、この空間に存在する人および人工物の集合を人工物

の利用環境として定義します。 

 

人工物の利用環境とは、ユーザと人工物を取り巻く現実世界の空間に

存在する人および人工物の集合である  

 

ここで、利用環境は、静的でなく、動的なものであることに注意してくださ

い。環境は、ユーザの意思とは関係なく変化し、また、ユーザの意思により

変化します。たとえば、ユーザが移動することにより、利用環境は変化しま

す。 
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次に、ゲームがプレイされる環境を定義します。 

 

コンピュータゲームのプレイ環境とは、コンピュータゲームプレイヤ

ーとコンピュータゲームを取り巻く現実世界の空間に存在する人およ

び人工物の集合である  

 

 
 

プレイ環境を考える必要があるのは、それがプレイの評価に影響を与える要

因であるためです。 

 

 プレイは、電車（人工物）の中で行われるかもしれません。このとき、中

断セーブができなければ、プレイヤーはゲームを十分に楽しめないかもし
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れません。 

 

 プレイは、プレイヤーに兄弟（人）がいる環境で行われるかもしれません。

もし、セーブが一つしかできないゲームであれば、プレイヤーはゲームを

十分に楽しめないかもしれません。その兄弟がプレイできるようにするた

めに、ゲームクリアした後でまだ楽しめるのに、セーブデータを消さなけ

ればならなくなるかもしれないためです。  

 

2.7. コンピュータゲームデザインの枠組み 
 

最後に、これまでの議論のまとめは以下の図になります。 

 

 
 

ただし、本書では、上記の図で示している全ての要素を分析の対象とはしま

せん。以下の図で示す要素が本書での大まかな分析対象となります。対象外

としたのは、「ゲームプログラミング」と「コンパイル」になります。つまり、

「コンピュータゲームデザイン」から「コンピュータゲーム」が得られるプ

ロセスは、対象外とし、単に「実現される」として図では示しています。 
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本書では、この図を「コンピュータゲームデザインの枠組み」として使用し

ます。続く章では、この枠組みをもとに議論します。なお、以後の議論では、

「コンピュータゲームデザイン」などは「ゲームデザイン」と呼ぶことにし、

「コンピュータ」という言葉は省略します。 

 

2.8. 欠点 
 

この枠組みでは、以下の点を十分に考慮できていません。 

 

 BGM、グラフィック、シナリオなどのゲームの構成要素の存在をどのよ

うに位置づけるか？ 

 RPG ツクールなど、プログラミングを行わずにゲームを作れる事実をどの

ように位置づけるか？  
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第 2部 

ゲームプレイヤーを理解する 
 

 

 

 ゲームプレイ時におけるプレイヤーの好みの変化 

 ゲームプレイヤーによるゲームデザインの探索 

 ゲームプレイヤー自身によるゲームの目標設定 

 ゲームプレイヤーの合理性 

 ゲームプレイヤーによるデザインの新奇性の評価 

 ゲームプレイ環境とゲームデザインの適合性 
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3. ゲームプレイ時におけるプレイヤーの好みの変化 
 

3.1. はじめに 
 

この章では、以下の主張を行います。 

 

あるゲームに対するあるゲームプレイヤーの好みは、そのゲームのプ

レイを通じて、変化する 

 

このことは、ゲームデザインのプロセスを以下のように特徴づけます。 

 

ゲームデザインのプロセスは、プレイヤー個人の好みの変化に対応で

きるデザインを生み出す必要がある 

 

3.2. ゲームプレイ時におけるゲームプレイヤーの好みの変化 
 

PS2 の RPG である『ペルソナ 4』のレビューでは、以下の不満が挙げられて

いました。 

 

中間くらいで戦闘ナビがいらないと思うようになった。分かってるこ

とを何度も言ってくるので、音楽を聴いていたほうがいい気がした。 

 

この不満は、全 139 件のレビューの内で 1 件だけであったので、この不満に

対処する優先順位は低いかもしれません。しかし、この不満の表現からは以

下が分かります。 

 

あるゲームに対する あるゲームプレイヤーの好みは、ゲームプレイを

通じて、変化する 

 

ゲームデザインの観点からは、もっと一般的に以下のように言えます。 

 

あるゲームプレイヤーに適したゲームデザインは、ゲームプレイヤー

のプレイ経験を通じて変化する 

 

下記の図は、プレイヤーA のプレイ経験が変化することで、ゲームに対する

満足度が「満足」の状態から「不満」に変化することを示しています（ここ

では簡単のためゲーム＝ゲームデザインとしています）。 
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ここで重要なのは、 

 

ある程度のプレイ経験が蓄積されるまでは、そのプレイヤーにとって

ゲームデザインは適切であった  

 

ということです。戦闘ナビの例でいえば、この機能は、このプレイヤーにと

っては初めから不要に思われていたわけでなかったと言えます。 

 

下記の図は、このプレイヤーの視点から理想的な状況を表しています。この

プレイヤーにとっては、ナビが不要だとなったら、そうなることが望ましい

ことを表しています。 
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3.3. ゲームプレイヤーの好みの変化に対応できるゲームデザインとデザインプロ

セス 
 

ゲームデザイナーは、プレイヤーのこのような要求に対応する必要がありま

す。しかしながら、このようなプレイヤーの経験の変化に対応するには、ゲ

ームデザイン側であらかじめ対応できるようになっている必要があります。

たとえば、「戦闘ナビはオン・オフできる」というデシジョンを行ったデザイ

ンである必要があります。 
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以上のことから、ゲームデザインのプロセスに対する以下の要件を設定でき

ます。 

 

（要件）ゲームデザインのプロセスは、プレイヤー個人の好みの変化

に対応できるデザインを生み出す必要がある 

 

一つのアプローチは、例でも示したように、プレイヤー自身が自分の現状の

好みに合わせてゲームを調整できる機能を導入することです。 

 

3.4. まとめ 
 

この章では、以下の主張を行いました。 

 

あるゲームに対するあるゲームプレイヤーの好みは、そのゲームのプ

レイを通じて、変化する 

 

この主張が適切であれば、ゲームデザインのプロセスは、以下の特徴を備え

ていなければなりません。 

 

ゲームデザインのプロセスは、プレイヤー個人の好みの変化に対応で

きるデザインを生み出す必要がある 
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4. ゲームプレイヤーによるゲームデザインの探索 
 

4.1. はじめに 
 

この章では、以下を主張します。 

 

ゲームプレイヤーは、ゲームプレイを通じて不満があるとき、プレイ

ヤー自身に適したゲームデザインを探索する。 

 

このプレイヤーが自分に適したゲームデザインを探索するという見方は、 ゲ

ームデザインのプロセスに以下の結果をもたらします。 

 

あるプレイヤーに適したゲームは、段階的にデザインできる。  

 

4.2. ゲームプレイヤーのゲームデザインに対する不満 
 

一年以上前から、ゲームレビューサイトに投稿されたレビューを読み、プレ

イヤーがどんな不満を持っているのかを分析しています。発見の一つは、以

下です。 

 

ゲームプレイヤーは、ゲームプレイを通じて不満があるとき、プレイ

ヤー自身に適したゲームデザインを探索する。 

 

ここで不満とは、以下を意味します。 

 

プレイヤーの不満とは、 プレイヤーが実際にプレイして感じたことと

プレイヤーが期待することとの間の不一致である。 

 

レビューでのプレイヤーの不満の表現は、抽象的なものから具体的なものま

で様々です。たとえば、NDS の RPG である『セブンスドラゴン』のレビュ

ーでは、次のような不満の表現がありました。 

 

 抽象的な不満の表現: はっきりとは言えないが、なぜかストレスが溜まっ

ていく（メニュー画面とかの操作性が原因？） 

 具体的な不満の表現: キーアイテムは処分不可能でありアイテム欄を圧迫

するのに、預り所がない。 

 

ここで、実際にプレイして感じたこととは、そのプレイヤーにとってのその

ゲームの質あるいは機能的な事実です。質とは、上記の例で言えば、「ストレ

スがたまる」に対応します。機能的な事実とは、「預り所がない」に対応しま

す。 
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ここで、プレイヤーが期待することとは、実際にプレイして感じたこととの

中で、プレイヤーが受け入れたくないことを解消する質や機能のことです。

上記の例で言えば、「ストレスがたまらない」や「預り所がある」などです。 

 

4.3. ゲームプレイヤーによるゲームデザインの探索 
 

この節では、具体的な不満の表現が行われるプロセスには、 

 

プレイヤーが自身に適したゲームデザインを探索するプロセス  

 

が含まれることを議論します。 

 

具体的な不満の表現として、たとえば、『セブンスドラゴン』のレビューでは、

次のようなものがありました。 

 

(1) ダッシュは、序盤のクエストをクリアすることの報酬としてできるよ

うになるが、最初からダッシュできたほうがいい。 

 

(2) 受注したクエストの確認がメニュー画面でできない。 

 

(3) フロワロは踏むとダメージを受ける仕様（毒沼）だが、毒沼だけでな

く幾つか種類を増やしてもよかった。たとえば、雑魚敵が強くなるな

ど。 

 

 
 

これら不満の表現には、以下の二つの要素が明示的・暗黙的に含まれると考

えられます（上記の表を参照）。 

 

 プレイヤー自身に適さない実際のゲームデザイン 

 プレイヤー自身に適したゲームデザイン 
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ここで注目したいのは、これら二つの要素間の関係です。ここでは、関係の

一つの見方として 

 

プレイヤー自身に適さない実際のゲームデザインからプレイヤー自身

に適したゲームデザインへの探索 

 

があると考えます。以下の図は、この関係を表しています。 

 

 
 

また、以下の図は、探索のプロセスは以下の二つのサブプロセス 

 

(1) プレイヤーによる決定の拒否 

(2) プレイヤーによる決定  

 

により行われることを示しています。 
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ここで「探索」と呼ぶのは、迷路を探索することに似ている部分があるため

です。たとえば、分かれ道がＡとＢの二つあり、Ａを選択した（デザイナー

による決定に対応）とします。Ａの道を進んでいくと、行き止まりです。そ

こでこの道を引き返します（プレイヤーによる決定の拒否）。次にＢを選択し

ます（プレイヤーによる決定）。 

 

もちろん、全てのプレイヤーが十分な探索を行うとは限りません。つまり「プ

レイヤーによる決定の拒否」の段階で止まっているような不満の表現もあり

ます。たとえば、「受注したクエストの確認はメニュー画面でもできる」とい

う探索に到達しないような不満の表現があります。具体的な件数 は以下の表

に示す通りです。 

 

 
 

 
 

4.4. まとめ：段階的なゲームデザインのプロセスと課題 
 

この章では、以下を主張しました。 

 

ゲームプレイヤーは、ゲームプレイを通じて不満があるとき、プレイ

ヤー自身に適したゲームデザインを探索する。 

 

このプレイヤーが自分に適したゲームデザインを探索するという見方は、 ゲ

ームデザインのプロセスに以下の結果をもたらすと考えられます。 

 

あるプレイヤーに適したゲームは、段階的にデザインできる。 

 

これは、プレイヤー自身が自分に適したゲームデザインを探索するためであ

る。そのため、ゲームデザイナーは、プレイヤーが探索したゲームデザイン

を採用することで、段階的にデザインを行います。 
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ただし、次の課題があり解決が必要です。 

 

(1) プレイヤー自身の探索の失敗: プレイヤーが想像したデザインは、実際に

はプレイヤーに適していないかもしれない。ゲームデザインは、実際にゲ

ームとして実現されプレイされるまで適切な評価ができない可能性があ

る。そのため、プレイヤーが自分が探索したデザイン評価できるように、

デザインを素早くゲームとして実現できる必要がある。 

 

(2) プレイヤー間の好みの衝突: プレイヤーA に適したデザインは、プレイヤ

ーＢには適していないかもしれない。そのため、好みの衝突を解消するよ

うなゲームデザインを行う必要がある。 
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5. ゲームプレイヤー自身によるゲームの目標設定 
 

5.1. はじめに 
 

この章では、以下を主張します。 

 

(1) ゲームプレイヤーは、ゲームプレイ時に、プレイヤー自身によりゲー

ムの目標を設定する 

 

(2) ゲームプレイヤーは、自身が設定した目標の達成が困難であるとき、

不満を持つ 

 

このことは、以下を意味します。 

 

    ゲームデザインのプロセスでは、 

 

(A) 現状のゲームデザインからプレイヤーがどのような目標を設定す

るのかを予測し、 

 

(B) その目標がいかに達成されるのかを分析し、 

 

(C) 達成の困難さに基づいて、ゲームデザインを修正していく 

 

    必要がある。  

 

 

5.2. ゲームプレイヤー自身によるゲームの目標の設定 
 

この節では、ゲームプレイヤーの特徴の一つを議論します。それは、 

 

ゲームプレイヤーは、ゲームプレイ時に、プレイヤー自身によりゲー

ムの目標を設定する 

 

ということです。 

 

以下では、プレイヤーの目標設定がどのようにゲームに対するプレイヤーの

不満に結びつくのかを実例をもとに見ていきます。つまり、 

 

ゲームプレイヤーは、自身が設定した目標の達成が困難であるとき、

不満を持つ  
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ということを見てきます。 

 

NDS の SRPG の『女神異聞録デビルサバイバー』のレビューでは、次の不満

が挙げられていました。 

 

■ セーブ箇所が１つ。マルチエンディングではっきりしたストーリー

分岐が最終日のみにも関わらずセーブは１箇所。２・３週目くらいま

では初プレイと同様楽しく進められそうだが、エンディングコンプの

ために周回を重ねるとなるとその都度最初からやり直す羽目になるの

で流石に飽きそうな予感。 

 

この不満の表現から、「プレイヤーの設定した目標」という観点を軸に、次の

ような要素を特定しました。 

 

 プレイヤーの設定した目標：エンディングコンプリート 

 プレイヤーの不満（避けたいこと）: 他のエンディングを見るまでに飽き

る（かも） 

 デザイナーの行ったデシジョン： マルチエンディングである 

 デザイナーの行ったデシジョン： セーブ箇所は一つである 

 

下記の図は、これら要素間の関係を表しています。 

 
この実例からは、以下のことが考察できます。 

 

(1) プレイヤー依存の目標設定： 「エンディングコンプリート」という目標

は、全てのプレイヤーが目標とするものではない。したがって、一般的に、

プレイヤーによって設定される目標は、プレイヤーによって異なる。 

 

(2) プレイヤーとデザイナーの目標設定の違い： 「エンディングコンプリー

ト」という目標は、デザイナー（作り手側）が想定した目標ではないかも

しれない。したがって、一般的に、プレイヤーはデザイナーが想定しなか

ったような目標を設定することがある。 
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(3) デシジョンから発生する目標: 「エンディングコンプリート」という目標

は、「マルチエンディングである」というデシジョンがなければ発生しな

い。たとえば、「シングルエンディングである」というデシジョンによる

ゲームの場合、「エンディングコンプリート」という目標はプレイヤーに

よって設定されない。したがって、一般的に、あるデシジョンの存在があ

る目標が設定の要因となる。 

 

(4) 目標を阻害するデシジョン: 「エンディングコンプリート」という目標は、

「セーブ箇所が一つである」というデシジョンが存在することにより、達

成が難しくなる。 

 

他の実例を使って上記の考察が妥当かどうかを検証してみます。 

 

NDS の RPG の『セブンスドラゴン』のレビューでは、次の不満が挙げられ

ていました。 

 

● アイテム所持数制限 

他の方も書かれている通り、100 個しか持てません。 

それはそれで、せめてギルドの倉庫みたいなものがあったらよかった

なーと思うところ。 

ただ、アイテムを持たなくても十分戦えるパーティーにすることもで

きるようですし、いらんものをぽんぽん売れば、十分な数かも、とも

思います。 

武器や防具なんかをとっておけないのは、コレクターさんには辛いか

もしれません。 

 

この不満の表現に対しては、「武器や防具のコレクト」という目標の観点から、

先ほどの事例と同じように考えます。 

 

 プレイヤーの設定した（するかもしれない）目標：武器や防具のコレクト 

 プレイヤーの不満: 武器や防具をとっておけない 

 デザイナーの行ったデシジョン： 武器や防具がある 

 デザイナーの行ったデシジョン： アイテムの最大所持数は 100 個 

 

 
先ほどの考察がこの例でも同じように考察ができるか確認します。 
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(1) プレイヤー依存の目標設定： 全てのプレイヤーが「武器や防具のコレク

ト」を目標とするわけではない。 

 

(2) プレイヤーとデザイナーの目標設定の違い： この項目に関しては確かな

ことは言えない。デザイナーは「武器や防具のコレクト」という目標を想

定しなかったかもしれない。 

 

(3) デシジョンから発生する目標: 「武器や防具のコレクト」という目標は、

「武器や防具がある」というデシジョンから発生する。 

 

(4) 目標を阻害するデシジョン: 「武器や防具のコレクト」という目標は、「ア

イテムの最大所持数は 100 個」というデシジョンが存在することにより、

達成が不可能になる。 

 

ここまでをまとめると、ゲームプレイヤーについて以下が言えます。 

 

(a) ゲームプレイヤーは、ゲームプレイ時に、プレイヤー自身によりゲー

ムの目標を設定する 

 

(b) ゲームプレイヤーは、自身が設定した目標の達成が困難であるとき、

不満を持つ 

 

ゲームデザインとゲームデザインのプロセスについては、次節で議論します。 

 

5.3. ゲームプレイヤーの目標を考慮するゲームデザインとプロセス 
 

前節では、ゲームプレイヤーについて以下の特徴付けを行いました。 

 

(a) ゲームプレイヤーは、ゲームプレイ時に、プレイヤー自身によりゲー

ムの目標を設定する 

 

(b) ゲームプレイヤーは、自身が設定した目標の達成が困難であるとき、

不満を持つ  

 

また、以下の考察を行いました。 

 

(1) プレイヤー依存の目標設定 

(2) プレイヤーとデザイナーの目標設定の違い 

(3) デシジョンから発生する目標 

(4) 目標を阻害するデシジョン  
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これら(a)と(b)と(1)～(4)は次のように関係づけられます。 

 

 (3)と(4)が(a)と(b)に関係する。つまり、プレイヤーの不満は、ゲームデ

ザインを構成するデシジョン間の不整合により発生する。 

 

 (1)と(2)は、不整合の発生の起こりやすさに影響する。つまり、デザイ

ナーがプレイヤーが設定するかもしれない目標を適切に想定するのは

困難である。 

 

まずは前者を議論します。前節の二つの例をプレイヤーの目標を妨げないよ

うにするという観点から再デザインしてみます。 

 

以下の図は、一つ目の実例の再デザインの例です。 

 

 
 

この再デザインでは、「セーブ箇所は一つである」というデシジョンを「セー

ブ箇所は二つである」というデシジョンに変更しました。これにより、「エン

ディングコンプリート」という目標の達成が容易になります。 

 

同様に、以下の図は、二つ目の実例の再デザインの例です。 
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この再デザインでは、プレイヤーの提案である「倉庫がある」を採用し、こ

のデシジョンを追加しました。また「最大格納数は 500 個」というデシジョ

ンを新たに追加した。これらのデシジョンにより、「武器や防具のコレクト」

という目標の達成が容易になります。 

 

以上のことから、 

 

ゲームデザイン上のデシジョンが、プレイヤーの目標の設定と目標の

達成の困難さから発生する不満を決める 

 

ことを示しました。 

 

次に、このようなデシジョンを行う際に、以下の二つがどのように影響する

のかを考えます。 

 

(1) プレイヤー依存の目標設定 

(2) プレイヤーとデザイナーの目標設定の違い 

 

(1)は、あるゲームデザイン上のデシジョンから発生する目標は、プレイヤー

によって異なることを意味します。 

 

(2)は、デザイナーが各プレイヤーが設定するかもしれない目標の推測が容易

ではないかもしれないことを意味します。容易でないのは、(1)の結果から、
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発生する目標は多様であるかもしれないためです。 

 

結論としては、プレイヤーの目標設定から発生する不満をできる限り尐なく

するためには、以下のようなゲームデザインのプロセスが必要であると考え

られます。 

 

(A) 現状のゲームデザインからプレイヤーがどのような目標を設定するの

かを予測し、 

(B) その目標がいかに達成されるのかを分析し、 

(C) 達成の困難さに基づいて、ゲームデザインを修正していく 

 

下記の図は、このプロセスを表しています。 

 

 
 

また、下記の図は、一つ目の事例でのこのプロセスの実施例を示しています。 
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このＡ～Ｃのサイクルを容易にするには、たとえば、あるデシジョンからど

のような目標が設定されるのか、ということを収集し、再利用することが考

えられます。 
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5.4. まとめ 
 

この章では、事例をもとに、ゲームでプレイヤーに関して以下が観察できる

ことを示しました 

 

(1) ゲームプレイヤーは、ゲームプレイ時に、プレイヤー自身によりゲー

ムの目標を設定する 

 

(2) ゲームプレイヤーは、自身が設定した目標の達成が困難であるとき、

不満を持つ 

 

この観察をもとに、以下を議論しました。 

 

    ゲームデザインのプロセスでは、 

 

(A) 現状のゲームデザインからプレイヤーがどのような目標を設定す

るのかを予測し、 

 

(B) その目標がいかに達成されるのかを分析し、 

 

(C) 達成の困難さに基づいて、ゲームデザインを修正していく 

 

    必要がある。  
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6. ゲームプレイヤーの合理性 
 

6.1. はじめに 
 

この章では以下の主張を行います。 

 

ゲームプレイヤーは、ゲームデザインを合理的に評価するため、ゲー

ムデザインのプロセスは、合理的なゲームデザインを創るためのプロ

セスである必要がある 

 

この主張は次の論理に基づきます。 

 

(1) あるプレイヤーは、合理的でないゲームデザインを不満があるとして

評価する。 

 

(2) そのプレイヤーの不満を解消するには、合理的なゲームデザインが必

要となる。 

 

(3) ゲームデザインのプロセスは、合理的なゲームデザインを創れるプロ

セスである必要がある。 

 

6.2. ゲームデザインに対するゲームプレイヤーの合理的評価 
 

goo の国語辞典によれば「合理的」とは次の意味を持ちます。 

 

(1) 論理にかなっているさま。因習や迷信にとらわれないさま。 

(2) 目的に合っていて無駄のないさま。 

 

ここでは、ゲームプレイヤーのゲームレビューを分析することで得られた観

察から、ゲームプレイヤーはゲームデザインを合理的に評価することを示し

ます。 

 

DS の RPG の一つである『セブンスドラゴン』の レビュー では、次のよう

な不満がありました。 

 

 オートバトルの機能がない。 

 

この不満は、この記事を書いている時点では、全 94 件中 7 件ありました。こ

れら 7件の不満の中には単に機能不足を不満に思っているものもありますが、

ほとんどのプレイヤーはそれがなぜ不満なのかを理由付けしています。以下

の表にまとめます。 
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不満は、大きく分けて以下に分類できるとしました。 

 

(a) オートバトルの機能がない（2 件）。 

 

(b) エンカウント率が高いため、バトルが多いのに、オートバトルの機能

がない（3 件）。 

 

(c) L と R ボタンが使われておらず空いているのに、オートバトルの機能

が割り当てられていない（2 件）。 

 

(d) 過去のゲーム（ファミコン時代の『女神転生』と『世界樹の迷宮 II』）

では、オートバトルの機能があったのに、このゲームにはない(2 件)。 

 

これらの不満の種類を合理性の観点から分析します。 

 

 項目(a): 不満の理由が書かれていないため、合理的とは判断できませ

ん。 

 

 項目(b): オートバトル機能が何故必要となるのかの理由を挙げていま

す。 

 

 項目(c): オートバトル機能の実現の容易性を挙げています。もし、L と

R ボタンが埋まっているなら、ゲームデザイナーはインタフェース上

の新たな決定を行わなければならないが、空いているため、そうでは

ないためです。 

 

 項目(d): オートバトル機能は新奇性を伴うような実現の困難な機能で
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はないことを挙げていると推測できます。 

 

以上から、項目(b)、(c)、(d)は、「オートバトルの機能がない」というゲーム

デザイン上のデシジョンに対する不満を、合理的な観点から行っていると考

えられます。 

 

もちろん、プレイヤーの不満の理由付けには合理的との判断が難しいものも

存在します。たとえば以下のような不満がありました。 

 

 職業選択式なのに転職できない。 

 

この不満は、94 件中 1 件ありました。この不満には、以下の理由付けがされ

ていました。 

 

 違う職業を使いたくなった場合、別キャラを 1 から育てなければい

けない為、非常に手間がかかる。 

 

しかし、この理由が合理的かどうかの判断は、以下の疑問があるため容易で

ないと考えられます。 

 

 この理由が合理的であるとすると、職業選択式の場合、転職できる

ことが必須となる。 

 

 しかし、この不満は、94 件中 1 件であり、多くのプレイヤーがこの

不満の解消を望んでいるのかどうか分からない。 

 

ここまでの議論を以下にまとめます。 

 

     (A) プレイヤーの不満には、以下が存在する。 

 

           (A1) 不満の理由付けがされていないもの。「オートバトルの機能

がない」 

 

           (A2) 不満の理由付けがされているもの。「エンカウント率が高い

ため、バトルが多いのに、オートバトルの機能がない」 

 

     (B) 不満の理由付けがされたものには、以下が存在する。 

 

           (B1) 合理的な理由付けがされているもの。「エンカウント率が高

いため、バトルが多いのに、オートバトルの機能がない」 
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           (B2) 合理的でない、もしくは合理的と判断が難しいような理由

付けがされているもの。「違う職業を使いたくなった場合、別キャラを 1 から

育てなければいけない為、非常に手間がかかるのに、転職できない」 

 

 
 

    (C) 不満の理由付けは、個々のプレイヤーにより異なる観点から行われる。

「エンカウント率が高いため、バトルが多いのに、オートバトルの機能がな

い」「 L と R ボタンが使われておらず空いているのに、オートバトルの機能

が割り当てられていない」 

 

6.3. 合理的なゲームデザインを創るゲームデザインプロセス 
 

上記で書いたことをまとめるなら、 

 

あるプレイヤーは、合理的でないゲームデザインを不満があるとして

評価する。 

 

ということだと言えます。プレイヤーを満足させることがゲームデザインの

目標であるとすると、これは、以下を意味します。 

 

あるプレイヤーにとって合理的でないゲームデザインから発生する不

満を解消するには、合理的なゲームデザインが必要である。 

 

したがって、ゲームデザインのプロセスに対する以下の要件があると考えら

れます。 

 

ゲームデザインのプロセスは、尐なくとも、部分的には合理的なゲー

ムデザインを創るプロセスである必要がある。 

 

ここで「部分的に」としたのは、ゲームデザインの全ての部分、つまり、全

てのデシジョン（決めたこと）が合理的である必要があるかどうかは不明の

ためです。 
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ゲームデザインのプロセスは、ゲームデザイナーが決定を行うプロセス、つ

まり、意思決定のプロセスであると見なせるため、上記の要件は、以下によ

うに言い換えられます。 

 

ゲームデザイナーは、合理的な意思決定を行わなければならない。 

 

ここで二つの注意の必要な点があります。一つ目は、以下です。 

 

ゲームプレイヤーとゲームデザイナーは異なるゲームデザインを評価

する。  

 

これは、以下の理由のためです。 

 

ゲームプレイヤーは、ゲームデザイナーが行った全ての決定（デシジ

ョン）を知ることはできない、または困難である。  

 

 
 

したがって、 

 

ゲームプレイヤーにとっては、ある不満に対する合理的な理由付けで

あっても、ゲームデザイナーにとっては、合理的でない可能性がある。 

 

つまり、たとえば、「オートバトル機能の有無」では、「オートバトル機能が

存在しない」のは、ゲームデザイナーが行った合理的な理由付けによるかも

しれません。 

 

二つ目として、以下についても注意が必要です。 

 

ゲームデザイナーが合理的な決定を常に行うことは現実には困難であ

る。  

 

つまり、ゲームデザイナーにとって、合理的である最適なゲームデザインを

生み出すのは困難です。というのは、最適である決定を行うために必要とな
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る情報、認知能力、時間などの制約がゲームデザイナーには存在するためで

す。一般に、意思決定者がこのような制約のもとでしか意思決定を行えない

ことは、限定合理性（Bounded rationality）と呼ばれます。 

 

ここまでをまとめると、ゲームデザインの合理性の欠如により、ゲームプレ

イヤーから不満が発生する場合、以下がありえます。 

 

(1) ゲームプレイヤーにとっては合理的なゲームデザインであるが、ゲー

ムデザイナーにとっては合理的でないゲームデザイン 

 

(2) ゲームプレイヤーにとっては合理的なゲームデザインであるが、ゲー

ムデザイナーが合理的にできなかったゲームデザイン 

 

項目(1)に関しては、以下が必要となります。 

 

(a) ゲームプレイヤーを満足させることが目標である場合、ゲームデザイ

ナーが妥協し、プレイヤーにとっての合理性を優先する。 

 

項目(2)に関しては、以下が必要となります。 

 

(b) ゲームデザイナーが合理的な決定を行えるように支援する仕組み。た

とえば、ある決定（「バトル機能がある」「エンカウント率は高めであ

る」）を行った場合、次にどんな決定を行うのが合理的なのか（「オー

トバトルの機能がある」）を提示するようなシステム。 

 

6.4. まとめ 
 

この章では、以下を主張しました。 

 

ゲームプレイヤーは、ゲームデザインを合理的に評価するため、ゲー

ムデザインのプロセスは、合理的なゲームデザインを創るためのプロ

セスである必要がある。 

 

ゲームデザインは、ゲームデザイナーによって行われる。しかし、 

 

ゲームデザイナーが合理的な決定を行うのは容易でないため、ゲーム

デザイナーの決定を支援するような仕組みが必要である。  
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7. ゲームプレイヤーによるデザインの新奇性の評価 
 

7.1. はじめに 
 

この章では、以下の主張を行います。 

 

(1) あるプレイヤーは、あるデザインが新奇だからというだけで、そのデ

ザインを受け入れない 

 

(2) あるプレイヤーは、新奇なデザインを受け入れない場合、新奇でない

既存のデザインを代替案として期待する  

 

7.2. 事例 
 

『真・女神転生 STRANGE JOURNEY』（以下 SJ）は、アトラスの RPG で

あり、NDS で発売されました。ndsmk2 のユーザレビューでは、53 件中 4

件の以下のような不満がありました。 

 

「デビル CO-OP」が楽しくないので、「プレスターン」のほうが良か

った。  

 

「デビル CO-OP」とは、SJ で新たに採用されたバトルシステムです。簡単

に言えば、敵の弱点を突くことで、特定の条件を満たすパーティメンバーが

連続攻撃を行ってくれる、というシステムです。 

 

「プレスターン」とは、同じくアトラスから、PS2 で発売された RPG である

『真・女神転生 III-NOCTURNE』で採用されたバトルシステムです。 

 

戦闘における新システム。このシステムは、敵・味方それぞれのター

ンにキャラクターの数だけプレスターン・アイコンというものを割り

当て、その個数分だけ行動できるようにしたものである。相手の弱点

を突いたり何もせずに次のキャラクターに回したりすると、プレスタ

ーン・アイコンの消費量が抑えられ、より多くの行動を取ることがで

きるようになるので有利になる。逆に攻撃を無効化されたり吸収され

たりするとアイコンが大量に消費されるので、行動できる回数が減っ

て不利になり、最悪の場合プレイヤーが何もできないまま全滅してし

まうことさえある。 

 

真・女神転生 III-NOCTURNE - Wikipedia  

 

ここでは、システムの詳細は重要ではありません。着目したいのは以下です。 
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(1) あるプレイヤーは、あるデザインが新奇だからというだけで、そのデザイ

ンを受け入れない：「デビル CO-OP」は、新奇システム（デザイン）です

が、一部のユーザには受け入れられていませんでした。受け入れられなか

った理由には、たとえば「パーティ編成の自由度を下げる」などがありま

す。 

 

(2) あるプレイヤーは、新奇なデザインを受け入れない場合、新奇でない既存

のデザインを代替案として期待する：一部のユーザは、新奇システムの「デ

ビル CO-OP」の代わりに、過去のシステムである「プレスターン」を期

待しています。ここで、別の新奇なデザインをプレイヤーが必ずしも期待

していないことに注意して下さい。  
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8. ゲームプレイ環境とゲームデザインの適合性 
 

8.1. はじめに 
 

この章では次の主張を行います。 

 

ゲームプレイヤーは、自身のプレイ環境と適合するゲームデザインを

期待する  

 

そのため、 

 

ゲームデザインのプロセスは、ゲームプレイ環境にゲームデザインを

適合させるプロセスである  

 

と言えます。 

 

8.2. ゲームプレイ環境とゲームデザインとの間の不適合 
 

『女神異聞録デビルサバイバー』は、NDS でアトラスから発売されたシミュ

レーション RPG です。以下では、このデビルサバイバーのユーザレビューの

具体例を基に、上記の主張を議論します。 

 

レビューで挙げられている不満点の一つに以下がありました。 

 

セーブデータが一つしか作れない  

 

この不満点は、これを書いている時点の全３９件のレビューのうち、１２件

ありました。なぜこれが不満点なのか？ １２件中何件かは、不満の理由を書

いています。ここでは以下の理由に着目します。 

 

セーブデータが一つでは、家族で共有出来ない。  

 

この現象は、以下の要素に分解して解釈できます。 

 

 ゲームデザイン上の決定: 「セーブデータは一つ作れる」 

 ゲームプレイ環境: 「ゲームをする家族がいる」 

 ゲームプレイヤーの不満点: 家族でゲームを共有出来ない  

 

要素間の関係を以下の図に示します。 
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ゲームプレイヤーの不満の発生は、以下のように表現できます。 

 

ゲームデザインとゲームプレイ環境との間の不適合  

 

また、ゲームプレイヤーを以下のように特徴づけられます。 

 

ゲームプレイヤーは、自身のプレイ環境と適合するゲームデザインを

期待する  

 

ここで重要なのは、通常、 

 

ゲームデザイナーはゲームデザインを制御できる  

 

が 

 

ゲームデザイナーはゲームプレイヤーがプレイする環境を制御できな

い  

 

ということです。つまり、ゲームデザイナーは、ゲームデザインが適合する

ようなゲームプレイ環境をプレイヤーに強制することはできません。 

 

したがって、 

 

ゲームデザインのプロセスは、ゲームプレイ環境にゲームデザインを

適合させるプロセスである  

 

ということが言えます。 
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第 3部 

ゲームデザインを理解する 
 

 
 

 ゲームデザインの構造 

 ゲームプレイヤーの不満とゲームデザインの構造 

 ルーチン的デシジョンとルーチン的でないデシジョン 
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9. ゲームデザインの構造 
 

ゲームデザインとは、デシジョン（決めたこと）の集合であるとしました。

ここでは、ゲームデザインを単にデシジョンの集合として見るのではなく、

構造であると見ます。 

 

ゲームデザインの構造とは、デシジョンとそれらの間の関係から成る

ものである 

 

下記の図は、ゲームデザインの構造のモデルを示しています。 

 

 
 

関係には、どのような種類があるのでしょうか？たとえば、一つは「あるデ

シジョンを行うには、他のデシジョンが行われていなければならない」とい

う関係です。たとえば「レベル制限は 99」というデシジョンは「キャラクタ

ーのレベルは上がる」というデシジョンがまずなされていなければなりませ

ん。 

 

上記の関係の特徴は、論理的で客観的だということです。しかしながら、他

の関係も存在します。たとえば、「セーブは一つ」というデシジョンと「マル

チエンディングである」というデシジョンが存在するとして下さい。これら

二つのデシジョン間には、先ほどのような論理的な関係はありません。しか

し、これら二つのデシジョンの存在は、「他のエンディングを見にくい」とい

うユーザの不満を発生させます。エンディング分岐がある時点でのセーブデ
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ータを残せないためです。「不満を発生させる」という意味で言えば、これら

二つのデシジョン間には、何らかの関係があると見なせます。ここで、以下

のことに注意してください。 

 

 任意のデシジョン A と B に対して、「不満を発生させる」という関係が存

在するわけでない：たとえば、「マルチエンディングである」と「レベル

制限は 99」にはこの関係が存在しないかもしれません。  

 

結局のところ、なぜ単にデシジョンでなく、デシジョン間の関係を考慮する

必要があるのでしょうか？それは、任意のデシジョンの集合、すなわちゲー

ムデザインが、ゲームの目標を達成できるわけではないためです。また、各

デシジョンが独立して存在しているわけではないためです。 

 

アナロジーとして、たとえば、部屋にいくつかの家具を配置すると考えみて

ください。本棚や作業机、テレビなどです。目標は、「快適な」空間を作るこ

とです。ある空間は、どのような 家具を配置するのか、各家具を どこ に配

置するのか、といった多数のデシジョンにより作成されます。いくつかのデ

シジョンは、物理的、あるいは論理的に不可能です。たとえば、本棚と作業

机を同じ位置に配置できません。いくつかの空間は、家具間の配置位置の関

係により、あまり快適でないかもしれません。たとえば、本棚と作業机が離

れていると、資料となる本をすぐに見つけにくいため、作業を行いにくいか

もしれません。 
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10. ゲームプレイヤーの不満とゲームデザインの構

造 
 

10.1. はじめに 
 

この章では、以下を主張します。 

 

    ゲームデザインに対するプレイヤーの不満は、以下の場合に発生する。 

 

(1) 個々のデシジョンから発生する場合 

(2) デシジョン間の関係から発生する場合 

 

このことは、ゲームデザインのプロセスを以下のように特徴づけます。 

 

ゲームデザインのプロセスにおいては、個々のデシジョンを行うだけ

でなく、デシジョン間の関係付け、つまり、ゲームデザインの構造化

が必要となる 

 

10.2. ゲームプレイヤーの不満とゲームデザインの構造 
 

ndsmk2 さん のところで、シミュレーション RPG である『デビルサバイバ

ー』の レビュー を分析していると、次の不満があることが分かりました 

 

    セーブデータは一つ  

 

この不満を挙げたレビューを詳しく調査してみると、不満となる理由には、

いくつかあることが分かりました。以下の図は、不満の理由をまとめて表し

たものです。 

 

 
 

図から分かるように、「セーブデータは一つ」ということに対する不満には「家

族で共有できない」や「友達に貸せない」などがあります。 
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以下では、この図をもとに、 

 

    「ゲームプレイヤーの不満」と「ゲームデザインの構造」の関係  

 

について考察します。その前に、このドキュメントの定義によれば「セーブ

データは一つ」というのは、「決めたこと（デシジョン）の一つ」であり、ま

た「ゲームデザインの一部」であるということを思い出してください。また、

ゲームデザインの構造とは、「決めたこと」と「決めたこと」との間の関係か

ら構成されるものを表します。 

 

上記の図から、以下を考察しました。 

 

(1) ある一つのデシジョンから発生する不満： 「家族で共有できない」や「友

達に貸せない」などは、「セーブデータは一つ」というデシジョンが存在

すれば、直接的に発生する不満である。たとえば、以下の図に示すように、

NDS の RPG である『ドラゴンクエスト９』（以下ドラクエ９）でも、「セ

ーブデータは一つ」というデシジョンが行われた結果として「家族で共有

できない」や「友達に貸せない」といった不満が発生している。 

 

 
 

(2) デシジョン間の関係から発生する不満： 一方で、「他のエンディングを見

にくい」という不満は、「セーブデータは一つ」というデシジョンだけで

は発生しない不満である。つまり「マルチエンディングである」というデ

シジョンが存在しなければ発生しない不満である。 

 

(2)の観点から見れば、最初の図は不適切であると言えます。というのも「マ

ルチエンディングである」というデシジョンが図の要素として表されていな

いためです。以下の図は、改良前（図の上）と改良後（図の下）を示してい

ます。 
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改良後の図は、大きく二つの部分から構成されるとして表しています。 

 

 ある一つのデシジョンとそのデシジョンから発生する不満：「セーブデー

タは一つ」というデシジョンとこのデシジョンから発生する不満 

 

 
 

 デシジョン間の関係とその関係から発生する不満：「セーブデータは一つ」

と「マルチエンディングである」というデシジョンと、これらのデシジョ

ンの関係から発生する不満 
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逆の見方をすれば、この改良後の図は、これら二つの部分の合成の結果であ

るとも見なせます。 

 

 
 

次に、二つ目の構成部分である「デシジョン間の関係とその関係から発生す

る不満」の図について尐し考察します。いくつかの疑問があるかもしれない

ためである。一つ目は、以下です。 

 

疑問：「セーブデータは一つ」に対する不満要素（「他のエンディング

を見にくい」）関係付け（案 1）であり、 「マルチエンディングである」

と「セーブデータは一つ」という関係に対する関係付け（案 2）でない

のは何故か？ 

 

以下の図は、案 1 と案 2 を表しています。 
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理由は、以下のような不満の表現はあっても 

 

    マルチエンディングなのにセーブデータは一つ  

 

以下のような不満の表現はなかったためです。 

 

    セーブデータは一つなのにマルチエンディング  

 

つまり、誤ったデシジョンなのは「セーブデータは一つ」であって「マルチ

エンディングである」ではないということです。この関係を表すために、案 1

を採用しました。 

 

二つ目の疑問は、以下です。 

 

疑問：「マルチエンディングである」と「セーブデータは一つ」の間の

関係に方向性があるのはなぜか。 

 

以下の図は考えられる選択肢を表しています。 
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まず、案 3 を採用しなかったのは、「マルチエンディングである」と「セーブ

データは一つ」とが同等の関係にあるように感じさせるためです。 

 

案 1 か案 2 のどちらが適切なのかの判断は難しく思えました。 

 

 案 1 は、「マルチエンディングである」は、「セーブデータは一つ」という

ことに悪い影響を受けているという関係を強調している 

 

 案 2 は、「セーブデータは一つ」ということは「マルチエンディングであ

る」に悪い影響を与えているという関係を強調している  

 

と見なせるかもしれません。 

 

ここまでをまとめたいと思います。 

 

    ゲームデザインに対するプレイヤーの不満は、以下の場合に発生する。 

 

(1) 個々のデシジョンから発生する場合 

(2) デシジョン間の関係から発生する場合 

 

この考察をもとに、次節では、ゲームデザインのプロセスにどのような影響

を与えるのかを考えます。 

 

10.3. 構造化のプロセスとしてのゲームデザイン 
 

前節では、ゲームデザインに対するプレイヤーの不満は、以下の場合に発生

することを示しました。 
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(1) 個々のデシジョンから発生する場合 

(2) デシジョン間の関係から発生する場合 

 

このことは、ゲームデザインのプロセスの観点から見れば、行ったデシジョ

ンの適切かどうか、つまりプレイヤーの不満が発生するかどうかは、以下の

場合で評価できることを意味します。 

 

(a) 個々のデシジョン 

(b) デシジョン間の関係 

 

ここで重要なのは、(b)の場合には、デシジョン間の関係付けが必要になるこ

とです。通常あるデシジョンが他の どの デシジョンと関係するのかは明ら

かではありません。しかしながら、関係付けの失敗は、適切な評価を行えな

いことを意味します。 

 

まとめると 

 

ゲームデザインのプロセスにおいては、個々のデシジョンを行うだけ

でなく、デシジョン間の関係付け、つまり、ゲームデザインの構造化

が必要となる  

 

と言えます。 

 

以下の図は、「マルチエンディングである」と「セーブデータは一つ」という

デシジョンが行われた後のステップを表しています。 

 

 
 

10.4. まとめ 
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この章では、以下を主張しました。 

 

    ゲームデザインに対するプレイヤーの不満は、以下の場合に発生する。 

 

(1) 個々のデシジョンから発生する場合 

(2) デシジョン間の関係から発生する場合 

 

このことは、ゲームデザインのプロセスを以下のように特徴づけます。 

 

ゲームデザインのプロセスにおいては、個々のデシジョンを行うだけ

でなく、デシジョン間の関係付け、つまり、ゲームデザインの構造化

が必要となる 
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11. ルーチン的デシジョンとルーチン的でないデシ

ジョン 
 

11.1. はじめに 
 

この章では以下の主張を行います。 

 

ゲームデザインにおけるデシジョン（決めたこと）には、ルーチン的

なものとルーチン的でないものが存在する。 

 

ここでは、あるデシジョンの区別を、既に知られているかどうかの観点から

行います。既に知られているとき、「ルーチン的デシジョン」と呼び、知られ

ていないとき「ルーチン的でないデシジョン」と呼びます。 

 

ルーチン的かどうかの区別の動機は、ゲームデザインが全く新しいもの（デ

シジョン）のみで構成されるわけでないことを強調することにあります。ゲ

ームデザインは、ルーチン的デシジョンとルーチン的でないデシジョンで構

成されます。 

 

ゲームデザインにおいては、しばしば、創造性（クリエイティビティ）が強

調され、創造的であることが求められます。創造的であるためには、尐なく

とも、そのデシジョンはルーチン的であってはなりません。 

 

しかし、ゲームデザインはルーチン的デシジョンとルーチン的でないデシジ

ョンから構成されると見なすなら、創造性のみを強調するのは不十分です。

ルーチン的でないデシジョンを行うだけでなく、ルーチン的デシジョンを適

切に行なえなければ、ゲームプレイヤーが満足するようなゲームデザインは

生み出せません。 

 

11.2. ルーチン的デシジョンとルーチン的でないデシジョン 
 

ここでは、具体例をもとに、デシジョンをルーチン的なデシジョンとルーチ

ン的でないデシジョンに区別できることを議論します。 

 

ルーチン的デシジョンとは、既に知られているデシジョンのことを指します。

一方で、ルーチン的でないデシジョンとは、知られていないデシジョンを指

します。たとえば、現代の RPG において「アイテムの預り所の機能がある」

というデシジョンは、ルーチン的です。一方で、過去に初めて「アイテムの

預り所の機能がある」というデシジョンが行われた時、そのデシジョンは、

ルーチン的でないデシジョンです。 
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あるデシジョンがルーチン的かどうかは、歴史的な観点により決まります。 

 

 
 

もちろん、歴史的な観点から判断を行うのは人であり、ある人がある時点ま

ででの歴史上の全てのゲームを知ることは不可能なため、どの時点であるデ

シジョンがルーチン的になったかは知ることはできません。 

 

11.3. ゲームプレイヤーにとってのルーチン的デシジョンとルーチ

ン的でないデシジョン 
 

個々のゲームプレイヤーの観点から、あるデシジョンがルーチン的であるか

どうかを区別することもできます。 

 

 
 

あるゲームプレイヤーがプレイを通じて、ゲームに対する不満を持つ時、そ

れはあるゲームデザイナーが行ったデシジョンとゲームプレイヤーが期待す
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るデシジョンとの間のミスマッチが原因です。この時、そのデシジョンがル

ーチン的かどうかは問題でなく、同様に不満として扱われます。 

 

 
 

このことから分かる重要なことは、二つの種類のデシジョンが存在すると見

なせるということです。つまり、以下の二つです。 

 

 ゲームデザイナーが行った実際のデシジョン 

 ゲームプレイヤーが期待するデシジョン 

 

これまでのデシジョンがルーチン的かどうかの区別は、前者、つまり「ゲー

ムデザイナーが行った実際のデシジョン」を対象としてきました。同様に、「ゲ

ームプレイヤーが期待するデシジョン」もルーチン的かどうかで区別するこ

ともできます。 

 

 
 

また、あるゲームデザイナーにとって、ゲームプレイヤーが期待するデシジ

ョン がルーチン的かどうかも区別できます。 
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11.4. ミスマッチ発生場所の特定 
 

ここまでであるデシジョンがルーチン的かどうかの区別は、以下の 3 つの観

点から行えることを議論しました。 

 

 歴史的な観点 

 ゲームプレイヤーが期待するデシジョンの観点 

 ゲームデザイナーに期待されるデシジョンの観点 

 

3 つの観点の組み合わせると、以下の表に示すように 5 つのケースが考えられ

ます。この 5 つのケースは、上から順に、プレイヤーとデザイナーの間でミ

スマッチが発生してはならない度合いを表します。 

 

 
 

(1) 歴史的ルーチン的/ルーチン的期待する/ルーチン的期待される: この場合、

ゲームデザイナーは、プレイヤーを不満にせずに済んだのかもしれないの

に、不満にしてしまったケースだと言えます。プレイヤーは、ゲームデザ

イナーが何も分かってない、と思うかもしれません。ただし、もちろん、

全てのゲームプレイヤーを満足させることはできません。 

 

(2) 歴史的ルーチン的/ルーチン的期待する/ルーチン的でない期待される: こ

の場合、ゲームデザイナーのゲームデザインに対する知識不足が原因で、
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プレイヤーを不満にさせてしまったケースだと言えます。 

 

(3) 歴史的ルーチン的/ルーチン的でない期待する/ルーチン的期待される: こ

の場合、(1)と同様ですが、プレイヤーの不満度合いは低いかもしれません。

というのも、プレイヤーは、自身が提案する期待するデシジョンにより作

られたゲームをプレイした経験がなく、その妥当性を評価できていないた

めです。 

 

(4) 歴史的ルーチン的/ルーチン的でない期待する/ルーチン的でない期待され

る: この場合、(2)と同様ですが、単なる知識獲得だけでなく、適切なデ

シジョンを行う分析能力と創造性がゲームデザイナーに要求されるかも

しれません。 

 

(5) 歴史的ルーチン的でない/ルーチン的でない期待する/ルーチン的でない期

待される: この場合、不満を避けるのが最も困難だったケースだと言えま

す。 

 

この分析の不十分な点は、あるデシジョンに対して、どれだけのプレイヤー

が不満を持っているのかを考慮していない点です。多くのプレイヤーが不満

を持つほど、ゲームデザインの不適切さを示します。 

 

11.5. まとめ 
 

この章では、以下を主張しました。 

 

ゲームデザインにおけるデシジョン（決めたこと）には、ルーチン的

なものとルーチン的でないものが存在する。 

 

ゲームプレイヤーが満足するようなゲームデザインは生み出すには、ルーチ

ン的でないデシジョンを行うだけでなく、ルーチン的デシジョンを適切に行

なえなければなりません。 

 

11.6. 参考 
 

Gero, JS and Kannengiesser, U. Creative designing: An ontological view. 

 

この章を書くにあたっては、上記の論文を参考にしました。特に、ルーチン

的・ルーチン的でないという言葉はこの論文から拝借しました。この論文で

は、ルーチン的でないは、さらに、革新的と創造的に区別されています 

 

この節の内容と上記論文との違いは、この節では、プロセスの結果としての
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デシジョンに着目しましたが、論文ではデザインのプロセスの観点から議論

がされている点です。 
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第 4部 

ゲームデザインのプロセスを理解する 
 

 
 

 繰り返しのプロセスとしてのゲームデザイン 
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12. 繰り返しのプロセスとしてのゲームデザイン 
 

この章では、以下を主張します。 

 

    ゲームデザインのプロセスは、繰り返し行われる  

 

12.1. 事例 
 

数年前から、ローグライクなゲームを開発しています。素材に関わる部分以

外は、ゲームデザインからプログラミング、デバッグ、テストプレイまで一

人で担当しています。 

 

この前、ゲームデザイン上の新たな決定（デシジョン）として、プレイヤー

が通常攻撃を行なった時の効果音を一つから複数にしてみることにしました。 

 

 変更前の（部分的な）ゲームデザイン：プレイヤーの通常攻撃が敵にヒッ

トしたときに、あらかじめ決められた効果音を再生する。 

 

 変更後の（部分的な）ゲームデザイン：プレイヤーの通常攻撃が敵にヒッ

トしたときに、あらかじめ決められた複数の効果音から一つをランダムに

選択し、その選択した効果音を再生する。 

 

ゲームデザインを変更しようと思った理由は、そうすれば面白さが増すかな、

と思ったからです。しかし、実際に、面白さが増すかどうかは分かりません

でした。 

 

ゲームデザインの変更後、プログラミングを行い、テストプレイして評価を

行いました。結果は、特に面白さが向上したとは感じませんでした。 

 

悪いことには、逆に面白さを損なうかもしれないと思いました。理由は、同

じ行動（通常攻撃）し、効果音が変わると、何が異なる結果になったとプレ

イヤーが思ってしまうかもしれないためです。 

 

12.2. 繰り返しのプロセスとしてのゲームデザイン 
 

上記の事例からは以下が考察できます。 

 

ゲームデザイナーとゲームプレイヤーが同じ人だとしても、実際にプ

レイするまでは、ゲームが目標とする面白さを達成できているか分か

らない  
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別の言い方をするなら、 

 

ゲームデザインの評価とゲームプレイの評価が一致するとは限らない  

 

ということです。 

 

 
 

そして、もしゲームデザインの評価では「面白く」、プレイの評価では「面白

くない」という不一致が出たのであれば、ゲームデザインのプロセスをやり

直す必要があります。 

 

このことからは、 

 

ゲームデザインのプロセスは、繰り返し行われる  

 

と特徴づけられます。 
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13. 付録：本書の主張の一覧 
 

以下は、本書で主張したことの一覧です。 

 

13.1. 第 2 部 ゲームプレイヤーを理解する 

 

 あるゲームに対するあるゲームプレイヤーの好みは、そのゲームのプレイ

を通じて、変化する 

 

 ゲームプレイヤーは、ゲームプレイを通じて不満があるとき、プレイヤー

自身に適したゲームデザインを探索する 

 

 ゲームプレイヤーは、ゲームプレイ時に、プレイヤー自身によりゲームの

目標を設定する 

 

 ゲームプレイヤーは、自身が設定した目標の達成が困難であるとき、不満

を持つ 

 

 あるゲームプレイヤーは、合理的でないゲームデザインを不満があるとし

て評価する 

 

 あるゲームプレイヤーは、あるゲームデザインが新奇だからというだけで、

そのデザインを受け入れない 

 

 あるゲームプレイヤーは、新奇なゲームデザインを受け入れない場合、新

奇でない既存のデザインを代替案として期待する  

 

 ゲームプレイヤーは、自身のプレイ環境と適合するゲームデザインを期待

する  

 

13.2. 第 3 部 ゲームデザインを理解する 

 

 ゲームデザインに対するゲームプレイヤーの不満は、以下の場合に発生す

る 

(1) 個々のデシジョンから発生する場合 

(2) デシジョン間の関係から発生する場合 

 

 ゲームデザインにおけるデシジョン（決めたこと）には、ルーチン的なも

のとルーチン的でないものが存在する。 
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13.3. 第 4 部 ゲームデザインのプロセスを理解する 

 

 ゲームデザインのプロセスは、繰り返し行われる 
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