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概要：膨大なコンテンツが存在し，多くの人が日常的に利用する WWW をフィールドにしたゲームを
構築することで，WWW 上のデータを利用したヒューマンコンピュテーション， Web サイトへのナビ
ゲーション，Web コンテンツを利用した能力開発などが実現できる．一方，その構築においては，ゲーム
の WWW 依存度，WWW の時空間特性，Web コンテンツの表示同一性などを考慮する必要がある．本
論では，WWW 上の文字列を擬人化して Web サイトを奪い合うゲーム，テキストモンスターを題材に，

WWW をゲーム化する方法とその効用，課題について議論する．
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1. はじめに
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2016 年にリリースされた Pokémon Go は，普段ゲーム
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に興じない層の人々も巻き込み，大きな社会現象を起こ
した．現実の位置とリンクした数々のイベントを実現す
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ることで，教育 [3], [11]，健康増進 [4]，クラウドソーシン
グ [14]，観光促進 [15] など，単なるゲームにとどまらない
様々な効果を生み出している．これらは位置情報を利用す
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図 1 WWW のゲーム化

ることで普段生活している現実世界をゲームのフィールド
としたゲームならではの効果である．
我々は，WWW(World Wide Web) をフィールドとし
たゲームを実現することで，Pokémon Go と同様に様々な

う．本論で行った整理は，WWW をフィールドとしたゲー
ムの設計における指針として利用可能であると考える．

2. WWW のゲーム化

効果を期待できると考えている．WWW は，現在多数の

を擬人化して Web サイトを奪い合うゲーム，『テキスト

WWW をフィールドとしたゲームの概念図を図 1 に示
す．Pokémon Go に代表される位置情報ゲームでは，実世
界の位置 (緯度経度) を利用したイベントを配置すること
でゲームを展開する (図 1(a))．一方，WWW をゲーム化
する際には，URL を基本的な位置情報として利用できる
(図 1(b))．さらに，URL によって指定される Web ページ
上の位置も利用可能だろう．例えば，Web ページの先頭か
らの文字数や，DOM(Document Object Model) ツリー

モンスター』を構築している．本論では，テキストモンス

上の位置などが利用できる．

人々が様々な目的に利用している．その汎用性や日常生活
への浸透度合いを考えれば，WWW は第二の現実世界と
いっても過言ではない．そして，このような世界をフィー
ルドとすることで，Pokémon Go と同様に，人々の生活に
関連するデータの収集や，人々の活動促進をゲームを通し
て実現することができる．
上記主張を実証するため，我々は WWW 上のテキスト

ターを事例として，ヒューマンコンピュテーション，能力

実世界をゲーム化する場合に比べ，WWW をゲーム化

開発，集客効果などの実現方法を示す．また，テキストモ

する際には，上記位置情報 (URL 等) 以外にも，様々なオ

ンスターの設計を通して検討した WWW のゲーム化にお

ブジェクトや特徴量を利用したイベントの生成が比較的容

いて考慮すべき視点，WWW への依存度，WWW の時空

易に実現可能である．WWW 上のコンテンツはすでにデ

間特性，Web ページの表示同一性とそれを利用したプライ

ジタル化されているためである．例えば，特定の単語が頻

バシー保護方法，Web ブラウザの操作，について議論を行

出する Web ページにイベントを生成したり，Web ページ
を構成する HTML タグの種類に基づいてイベントを変化
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させるといったことができる．
このようなゲームを実現するプラットフォームとして，
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3. テキストモンスター
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WWW のゲーム化の効用を明らかにし，また，構築に
おける課題を整理するため，2 章において述べた基本構成
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に基づいたゲーム，
『テキストモンスター』を構築した．テ
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キストモンスターは，擬人化した文字列（テキモンと呼ぶ）
を利用して，Web サイトを奪い合うゲームである．モン
スターの捕獲，捕獲したモンスターを用いた Web サイト
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の占領，また他のユーザによって占領されている Web サ
イトを戦闘で奪い取るといったことを行うことができる．

図 2 WWW のゲーム化方法

Web サイトの占領数等に応じてポイントが獲得され，一週
間で最もポイントを獲得したユーザが勝利する．

Chrome ブラウザに拡張機能をインストールすることで
ユーザはゲームをプレイすることができる．ゲームサーバ
は node.js+PostgreSQL によって実装した．

3.1 文字列の擬人化
テキストモンスターでは，Web ページ上に出現する単
語をすべてモンスターとして擬人化することを想定した．

Pokémon Go では，各モンスター (ポケモン) が魅力的な
ビジュアルとアニメーションで表現されている．しかし，

Web ページ上に表れる任意の単語 (日本語の文字列) に対
して，それぞれ魅力的なビジュアルを定義し，画像や動画
ファイルを作成することは，かなりの人的・金銭的リソー
スが必要であり，現実問題として困難であった．そこで，
㛫

我々は，キネティック・タイポグラフィを用いて単語に生
物的動きを付与することで，単語をモンスターとして擬人

図 3 textPath アニメーションによる文字列の擬人化

我々は，WWW を自在にネットサーフィンできる Web ブ
ラウザが適していると考える．近年では，特定の Web ペー
ジやサイトの利用に特化したアプリケーションも多く利用
されているが*1 ，任意の Web ページを閲覧する際の第一選
択肢はいまだ Web ブラウザである．Web ブラウザにゲー
ムアプリケーションとしての機能を導入することで，ユー
ザは普段通りにブラウジングをしながら (例えば仕事に関
連した資料を探す)，ゲームをしたいと思う Web ページを
見つけた際にすぐゲームに移行できる．

Web ブラウザをゲーム化する際の基本構成を図 2 に示
す．Chrome, Firefox など既存の Web ブラウザは，ゲー
ムアプリケーションではないため，拡張機能 (アドオン) に
よってゲーム機能を追加する．すなわち，アドオンが Web
ページ上へのゲーム画面のオーバーレイや，ユーザ操作の
受信等を行う．また，ユーザの基本情報 (ID 等) や操作内
容をゲームサーバに送信し，ゲーム画面を更新するための
情報を取得して再描画するといったことを行う．
*1

facebook, twitter, amazon など，多くのサービスが，Web ブラ
ウザを介した利用方法と，専用のスマートフォンアプリからの利
用方法を提供している．
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化するというアプローチを採った．具体例を図 3 に示す．

CSS (Cascading Style Sheets) により，テキモンとして
の文字列のデザインを定義している．テキモンの動きは，

SVG(Scalable Vector Graphics) の textPath 要素によっ
て定義し，javascript を用いて，textPath の値を変化させ
ていくことで動きを実現した．図 3 では，文字列に対して
イモムシのような動きを実現している．
本手法を用いることで，未知の単語を含む全ての文字列
に生物的な動きを付けることが可能となる．また，モンス
ターのビジュアルを画像や動画ファイルで定義した場合，
それらを Web ページ上にオーバーレイして表示するには
読み込み時間がかかってしまうが，本手法では，アニメー
ションに際して画像や動画などのファイルの読み込みは
行われない．そのため，ユーザの操作に対して素早くアニ
メーションを実行したり，新たなテキモンを出現させたり
といったことが可能となる．

3.2 テキモンの捕獲
本ゲームでは，Web サイトを占領してポイントを得るた
めに，ユーザはまずテキモンの捕獲を行う必要がある (捕
獲ゲームと呼ぶ)．捕獲ゲームでは，Web ページ上の単語
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図 4 捕獲ゲームのスクリーンショット

図 7 戦闘画面

時にヘクスマップ上のセルを一つ選択する．セルを選択す
るとヘクスマップ上でそのセルがユーザの放牧地となる*2 ．
ᨺ∾䛧䛯䝔䜻䝰䞁

各セルにはポイントが割り振られており，ポイントの高い
セルを集めていくことで，効率的にランキング上位を目指
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すことができる．マップは，ユーザによってセルへの放牧
図 5 テキモンの放牧

が進むと，同心円状に外側に成長していく．

3.4 戦闘
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他のユーザが占領している Web サイトは，戦闘によっ
て奪い取ることができる．戦闘する際には，戦闘に参加す
るテキモンを選択し（５匹まで），選択したテキモンの戦
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䛶䛔䜛䝉䝹䛾ሗ

闘順を決定する．戦闘は，５対５の星取り戦形式*3 で行わ
れ，各テキモン同士の勝敗は，テキモンの強さによって決
定される*4 ．Web サイトを奪い取った際の戦闘画面を図 7
に示す．勝ち数が多い方が勝利し，勝利した側がその Web
サイトの新たな占領者となる．

図 6 へクスマップ

4. 想定される効果

(テキモン) が一つ選ばれ，その単語を捕獲するための課題
(4.1 節で説明) を表示するウィンドウが Web ページ上に
オーバーレイされる (図 4)．ユーザが課題に基づいて正し

1 章で述べたように，WWW を利用したゲームを構築す
ることで，Pokémon Go が生み出したような様々な効果を

く回答できると，その単語を捕獲することができる．

を題材として，各種効果の実現方法を示す．

3.3 Web サイトの占領
捕獲したテキモンを Web サイトに割り当てる (放牧と
呼ぶ) ことで，その Web サイトを占領することができる．
EC2019 の Web サイトにテキモンを放牧する様子を図 5
に示す．占領するためには，占領したい Web サイト上の
任意の Web ページで，放牧ボタンを押して，割り当てた
いテキモンを選択する (５匹まで)(図 5(a))．占領に成功す
ると，Web サイトに割り当てられているテキモンが Web
ページ上を徘徊する (図 5(b))．

4.1 ヒューマンコンピュテーション

また，より戦略性を持たせるため，ヘクスマップを導入
している (図 6)．ユーザは Web サイトを占領する際に，同
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実現できると考えている．本章では，テキストモンスター

テキストモンスターは，単語親密度データベースの更新
を行うヒューマンコンピュテーションシステムとしての側
面を持っている．単語親密度とは，ある単語がどの程度な
じみがあると感じられるかを表す指標である．天野らが構
築した日本語の単語親密度データベース [1] では，親密度

(なじみの度合い) が 1.0〜7.0 の小数値によってあらわさ
*2
*3
*4

一度セルを選択した後は，隣接するセルにしか放牧地を増やして
いくことができない．
https://ja.wikipedia.org/wiki/団体戦
強さは，対戦相手との相性 (品詞によって決まる)，占領側の占領
日数等，様々な要素によって補正されるが詳細は割愛する．
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n
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(1)

ただし，Fi はユーザが回答した新語以外の単語の親密度
値，Fq はテキモンとして出題された単語の親密度値, n は
新語以外の回答数を示している. 本式は，新語以外の回答
が正しく選択できていればスコアが大きくなるようになっ
ている．システムはスコアが一定の閾値を超えた場合にの
み新語に対して単語親密度値を割り振る*5 ．図 8 の場合，
「上限」の単語親密度は 5.375 であり，回答の語の単語親
密度は{膨大:5.469, 観点:5.500, 公共:5.531, 遺伝子:5.941}
であった．そして，
「機械学習」は新語，すなわち単語親密
図 8 捕獲ゲーム (単語親密度課題) の出題例

度データベースにまだ存在していない．上記計算式に基づ
いてスコアを算出すると，スコアは 4.250 となる．仮に閾

れている．データベースは基本語彙の推定 [17] や失語，失

値を 3.0 としていた場合，ユーザはこの回答に正しく取り

読症状の分析 [19] など様々な研究に利用されている．

組んだと判定され，
「機械学習」に 5.375 という親密度値が

世の中では新しい語が次々に生み出されており，単語親

付与されることとなる．

密度データベースは定期的に更新していく必要がある．例

我々の研究所内で 20 名のユーザにテキストモンスター

えば「スマートフォン」という単語は，天野らがデータベー

をプレイしてもらい，収集した 2474 回の捕獲ゲーム結果を

スを構築した 2000 年前後には無かった言葉であり，上記

分析した結果，閾値を高く設定することで付与する単語親

単語親密度データベースには存在しない．しかし，このよ

密度の精度が上がることを確認している．また，複数の捕

うな単語親密度値が付与されていない新しい語 (以下新語

獲ゲームの回答に同一の新語が現れた際には，各捕獲ゲー

と呼ぶ) を登録していく作業には無視できないコストがか

ムにおいて選ばれた課題の語の単語親密度値の平均を割り

かる．例えば，天野らは，データベースの作成に当たり，

振る，スコアを用いた加重平均を算出して新語に割り振る

一単語に付き約 40 名の被験者に単語親密度値の付与を依

などの方法により精度を向上できることも確認した．

頼している [1]．
新語は生まれた後，文章の一部として WWW 上に次々に

ゲームを通して付与された親密度値は，単語親密度デー
タベースの追加データとなる．また，機械学習を用いた単

アップロードされていく．そこで，我々は，GWAP (Game

語親密度推定の研究にも活用可能であると考えている．

With A Purpose)[13] の手法を用い，ゲームによって動
機づけを行い親密度値のレーティング作業を WWW 上の

4.2 能力開発

ユーザに行ってもらうことを狙い，テキストモンスターを
設計した．

テキストモンスターでは，上記単語親密度課題におい
て，単語親密度が近い単語を正しく選ぶことができるとプ

親密度値のレーティング作業は捕獲ゲームにより実現

レイヤーのレベルが上昇していく．レベルが上がると，単

している．捕獲ゲームにおいて，テキモンとして出題され

語親密度が高いテキモンは捕まえやすくなる (前節で述べ

る単語はすでに単語親密度値が付与されている語である．

たスコアの捕獲閾値が緩和される) とともに，単語親密度

図 8 は，捕獲ゲームにおける課題と回答例を示している．

が低い単語が出題されるようになっていく．すなわち，捕

テキモンを捕獲するために，ユーザは 5 つの単語を Web

獲ゲームは，ユーザが単語親密度という概念を学習してい

ページから選択するが，その中に単語親密度値が付与され

く教材となっている．

ていない新語が入ることがある．基本的なアイデアは，こ

また，単語親密度の低い単語は，語彙力が無ければ捉え

のような際にその新語に対して，出題された単語の単語親

ることが難しい*6 ．ユーザは，テキストモンスターで勝利

密度値を付与するというものだ．ゲームは出題された単語

するためには語彙力を向上させる必要がある．すなわち，

と同じぐらい世の中の人が知っていそうな単語を探すこと

テキストモンスターのゲームシステム自体が語彙力向上を

を要求するが，それはすなわち単語親密度値が近い語を探

支援しているわけではないが，テキストモンスターはユー

すことと同義である．ただし，ユーザが正しく捕獲ゲーム

ザの語彙力向上に対する動機づけを行っているといえよう．

に取り組めなかった場合上記前提は崩れるため，ユーザが

より直接的にユーザの能力開発を目的とした機能の試験

正しく捕獲ゲームを行ったかを判定するためスコアを算出

も行っている．捕獲ゲームを英語のホームページで実行す

し，スコアが一定の閾値を超えた場合のみ新語に対して親

ると，そのページを題材とした英語の課題が出題される．

密度値を付与することとした．スコアは以下のように算出
した．
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*5
*6

このスコアを利用して捕獲の成否判定も行っている．
知らない単語の場合，単語親密度が近い語をうまく選択できない．
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図 10 WWW 依存度と限定性
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の中で付加価値を持たせることで多くの人に見てもらうこ
とができるかもしれない．

5. WWW のゲーム化における設計視点
図 9 Web ページを利用した英語学習

出題例を図 9 に示す．ホームページの英文が正しいという
想定の元，Chrome 拡張機能が一部の前置詞をプルダウン
メニューに変更し，正解を選ばせる課題を自動生成してい
る．選択肢は元の前置詞と，22 の前置詞からランダムに選
んだ 4 つの計 5 つを表示している．
外国語の習得は，日常的にその言語に触れることのでき
ない人にとっては大きな課題である．一方で，習得途上で
あっても，自分が興味がある外国語コンテンツは，努力し
て読もうとするものだ．我々は，ユーザが興味を持った

Web ページを自動で学習教材化することで，ユーザの学習
意欲の向上が図れると考えた．テキストモンスターでは，
さらに，自動学習教材化機能をゲームに組み込むことで，
学習のモチベーションを向上を図っている．
現状では，前置詞課題のみを提示しているが，同じ枠組
みで動詞の活用形を選ばせるといったことも可能であろ
う．また，ユーザの回答を蓄積して，その履歴を基に課題
の難易度を決定するといったことも可能であると考える．

4.3 集客効果
Pokémon Go では，提携した企業の店舗がポケストッ
プやジムとして登場する*7 ．ポケストップやジムの場所に
は，Pokémon Go のユーザが多く訪れるため，提携した企
業は集客効果を期待できる．
テキストモンスターでも，特定の Web サイトに付加価
値を持たせることで，ユーザ誘引することが可能だ．例え
ば，特定の Web サイトを占領すると，通常より多くの占領
ポイントを得ることができるようにすれば，多くのユーザ
がその Web サイトを奪おうと，その Web サイトにアクセ
スするだろう．ユーザは，その Web サイトのコンテンツ
に興味があってアクセスするわけではないが，アクセスす
ることで，その Web サイトに表示されている情報を目に
することになる．通常であれば中々目にすることのない，
観光資源や公共サービスに関する Web ページも，ゲーム
*7

https://ja.wikipedia.org/wiki/Pokemon GO
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WWW をゲーム化するためには，WWW の各種特性を
理解した上で，特性に則った設計を行う必要がある．本章
では，テキストモンスターの構築に際して得られた知見を
基に，WWW のゲーム化における課題とその解決方法に
ついて議論する．

5.1 ゲームの WWW 依存度
本稿では WWW をフィールドとしたゲームとしてテキ
ストモンスターを紹介したが，Web ページを領土として内
政をしながらリンク先の Web ページへ領土を広げていく
シミュレーションゲームや，リンクをたどりながらイベン
トをクリアしていく RPG ゲーム，Web ページの上部から
下部に向かってスクロールしていくシューティングゲーム
など，WWW をフィールドとしたゲームには様々な形態
が考えられる．
これらのゲーム実現の難易度は，ゲームの WWW 依存
度によって決まると我々は考えている．WWW 依存度と
は，WWW をフィールドとしたゲームがどの程度 WWW
と依存関係にあるかを示す．本論では依存度を，Web サイ
トレベル，Web ページレベル，Web コンテンツレベルの
３段階に整理した (図 10)．また，依存先が固有の Web サ
イトや Web ページに限定されるのか，他の Web サイトや

Web ページでも代替可能かを代替性という軸で表現した．
テキストモンスターにおける放牧ゲーム (Web サイト
を奪い合う放牧や戦闘) は，Web サイト単位で行われる．
Web サイト上の個々の Web ページの更新や削除に関わら
ず，Web サイトが利用可能な状態として存在していれば，
プレイすることが可能である．また，各放牧先はアドレス
によって特定の Web サイトに限定される．捕獲ゲームは
各 Web ページに依存してゲームが行われる．単語親密度
課題では，Web ページ内の文章を解析して，テキモンを選
択している．HTML のタグや文章の内容に大きく依存し
ているわけではないが，強いテキモン*8 を捕獲できる Web
*8

テキストモンスターでは，単語親密度が低いほど強いテキモンと
定義している．単語親密度が低い語は一般に世間の人にあまり知
られておらず，Web ページ上にもあまり表れない．
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る．そして，更新や閲覧できない状態が起きるタイミング
は，Web ページごとに異なり，多くの場合予測は難しい．
長期間にわたるゲームを実現するためには，このような

䝔䜻䝰䞁

WWW のダイナミクスを考慮してゲームをデザインする
必要がある．
図 12 ゲーム A のように，個々のゲームの時間が短い場
合には，Web ページの時間特性による影響は低い．テキス
トモンスターに於いて，個々の捕獲ゲームは，時間的にせ
ᰙ

⏬ീୖ䛻
⏕䛘䛯∾ⲡ

いぜい数分で終わり，また，Web ページを一度読みこんだ
後は，再度その Web ページを読み込む必要はない．その

図 11 開拓ゲームの画面イメージ

ため，Web サーバがゲーム中にダウンしたり，Web ペー
ジが更新されても影響は受けない．ゲームをしようとして
㛫

බ㛤

䝎䜴䞁

᭦᪂

㠀බ㛤

意図した Web ページが利用できなければ他の Web ペー
ジに移動してテキモンの捕獲を行えばよいだけである．一

tĞď䝨䞊䝆

方，図 12 ゲーム B のように長時間にわたって特定の Web
ページやサイトに依存して進行するゲームは，WWW の

䝀䞊䝮䠝

時間特性による影響を受ける．放牧ゲームは，一週間にわ
䝀䞊䝮䠞

たって行われるため，Web サイトのダウン等を考慮して
図 12 Web ページの時間的推移とゲームの関係

デザインする必要があった．例えば，Web サイトに放牧
したテキモンを回収*10 しようとした際に Web サイトがダ

ページは限られている．ただし，ゲームをプレイする Web

ウンしていると回収できないとなるとゲーム進行上問題で

ページのアドレスにはゲーム中で特段の意味は与えておら

ある．そこで，放牧ゲームでは，一旦放牧した後は，その

ず，ある Web ページがアクセスできなくなってしまって

Web サイトにアクセスしなくても放牧テキモンの変更を
可能な実装とすることで，放牧した Web サイトへのアク
セスが不可となっても Web サイトからテキモンを引き上

も，他の Web ページで捕獲ゲームを実行すればゲーム上
影響はない．
テキストモンスターでは，シムシティ*9 のように占領地
を開拓するゲームも検討している (以降開拓ゲームと呼ぶ

げられるようにした．
より WWW の依存度が高く長期間にわたって特定の

こととする)．開拓ゲームの画面イメージを図 11 に示す．

Web ページに依存するゲームでは，このような Web ペー

テキモンを放牧した Web サイト上の Web ページを舞台

ジの更新や消滅，サーバダウンなどを考慮し，代替性を高

に，柵を建てて放牧地の防御力を向上したり，牧草を植え

めたり，WWW の時間的特性をゲームシステム内で許容

ることで，放牧地のポイントを上昇させていく．その際に，

するようなデザインとすべきであろう．例えば，前述した

例えば，柵は div タグの個数以上は建てられない，牧草は

開拓ゲームでは，開拓対象の Web ページをキャッシュし

img タグ領域内にしか植えることができない等の制約を与

ておき，接続できない場合はキャッシュページで代替する，

えればゲーム性が増すと考えられる．このようなゲームは

また，Web ページの更新を天災と位置づけることで，ゲー

Web ページのコンテンツに大きく依存しているといえる．
そして，特定の Web ページのレイアウトに依存してゲー
ムが進行するため，背景となる Web ページが更新された
り消滅したりすると，他の Web ページでの代替が難しく

ムのイベントとして取り込む，といったことが考えられる．

ゲームの継続が困難になる．

ことを想定するが，車や電車による移動も考慮してデザイ

5.3 WWW の空間特性
位置情報ゲームでは，第一にユーザが歩いてプレイする
ンしないとゲームバランスが大きく崩れる可能性がある．

5.2 WWW の時間特性
WWW 上の Web サイト，Web ページ，Web ページ上
のコンテンツは時間の経過とともに変化していく．図 12
のように，Web ページ単位で見れば，Web ページはある
タイミングで公開され，更新され，そして，消滅 (非公開)

WWW フィールドとしたゲームにおいても，ユーザの空間

する．また，サーバのメンテナンスやその他の事情によっ

は，世界が多数のマップとそれらの接続関係（マップの端

て，その間にも様々なタイミングで閲覧できない状態にな
*9

https://ja.wikipedia.org/wiki/シムシティ
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移動特性はゲームの内容によっては，十分な配慮が必要と
なる．実世界とのアナロジーで捉えれば，WWW は Web
ページという島が存在し，それらの間をリンクという橋が
結んでいるといえる．伝統的なロールプレイングゲームで

*10

特定の Web サイトへの割り当てを解除し，そのテキモンを他の
Web サイトへの戦闘等に利用できるようにする．
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図 14 Web ページの同一性
図 13 WWW の空間特性

ザ間同一性であり，A-B,A-C 間がサーバ-アドオン間同一
にくると別のマップに移動する，扉に入ると別のマップに

性である．ゲームのデザインによって，それぞれ同一性を

移動する，等）によって構成されており，その点において

どの程度担保する必要があるかを検討する必要がある．

ゲームのマップにも類似している．ただし，リンクは片方
向であり，実世界の橋のように双方向ではない (図 13)．ま

WWW 依存度が高いマルチプレイヤーゲームを実現し
ようと考えた際に，ユーザ間同一性が担保されない Web

た，検索サービスやブックマークを通して，橋でつながっ

ページの扱いは問題となる．例えば，ユーザごとに表示さ

ていない島に (あたかもどこでもドアのように) ワープす

れる文章が異なる Web ページがあったとする．この Web

ることができる．

ページでは，捕獲ゲームにおいて，捕獲可能なテキモンが

これらの特徴は，本論で紹介したテキストモンスターで

ユーザごとに異なってしまうことになる．また，開拓ゲー

は大きな問題とならないが，WWW への依存度が高く，特

ムでは，あるユーザが牧草を植えたり柵を立てたりした

に Web ページ間のリンクを利用したゲームを構築する際

Web ページを他のユーザが見ると全く異なる表示になっ

には，十分考慮する必要がある．例えば，他のユーザのア

てしまう可能性がある．例えば閲覧するユーザによって

バターと追いかけっこをするゲームを考えてみる．ユーザ

DOM ツリーが異なるような Web ページの場合，本来 img

はリンクをたどって次々に別の Web ページに移動できる

タグ領域内に植えられた牧草が全く無関係の場所に表示

としよう．このような際に，リンクは一方向のため，リン

されてしまう，といったことが起こるかもしれない．捕獲

クのない Web ページに来たらそれ以上逃げることが困難

ゲームでは Web ページの代替性が高いため大きな問題と

になる．図 13 において，Web ページ D からは，他の Web

はならないが，開拓ゲームではゲームの了解性を大きく下

ページへ逃げることができなくなってしまう．また，検索

げることになるため，例えば，同一性が担保されない Web

エンジンや URL の直接入力による移動もゲームのデザイ

ページは，開拓ゲームの対象から除外するといった対応が

ンを大きく難しくするだろう．前者の課題は，例えば，移

必要だろう．

動元へのリンクはアドオンが Web ページ内のどこかに追

一方，サーバ-アドオン間の同一性が担保されていない

加するといった方法で解消できるかもしれない．また，後

Web ページは，ユーザが開いている Web ページを，ゲー

者の課題は，リンクを利用しなかった移動には何らかのペ

ムサーバも Web サーバから取得し，解析した結果を基に

ナルティを与えるといったルールを導入することで抑制で

ユーザのゲーム画面をコントロールするようなゲームデザ

きるかもしれない．

インにおいて問題となる．捕獲ゲームでは，Web ページを
解析してテキモンとする単語を決めているが，サーバ-アド

5.4 Web ページの同一性

オン間の同一性が担保されていないと，本来 Web ページに

実世界では，同じ場所にいる人は同じものを見ること

存在しない単語がテキモンとして課題に表示されることに

ができる．一方，WWW では，同じ URL の Web ページ

なってしまう．捕獲ゲームではそれを避けるため，ゲーム

を Web ブラウザで開いても，人それぞれ表示される Web

サーバがユーザが表示している Web ページを取得するの

ページが異なる場合がある．例えば，ランダム広告により

ではなく，ゲームサーバはアドオンからユーザ側で表示さ

表示される広告がリロードするたびに異なる．また，会員

れている Web ページのソースコードを受信する設計とし

サイトではログイン中か否か，誰がログインしているか，

た．しかし，このような設計は，サーバ-アドオン間のデー

等で表示が大きく異なる場合が多い．

タ通信量を増やしてしまう．また，ユーザがプライベート

5.4.1 ユーザ間同一性とサーバ-アドオン間同一性
Web ページの同一性は，ユーザ間同一性とサーバ-アド
オン間同一性に分類できる．図 14 において，B-C 間がユー

な情報を表示している場合 (例えば会員サイトにログイン
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して作業を行っている等)，プライベートな情報がアドオ
ンからサーバに送信されることになってしまうという課題
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がある．
同一性の担保が重要となるゲームにおいては，Web ペー
ジの同一性を判定する必要がある．同一性の判定は，大き
く分けて

( 1 ) ソース段階での同一性判定
( 2 ) DOM ツリー構築後の同一性判定
( 3 ) ブラウザ表示後の同一性判定
などが考えられる．ソース段階での同一性判定では Web
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5.4.2 同一性の判定

ϭ͘Ϯ

サーバから受信したソースコード (i.e. HTML) を比較し

ϭ

Ϭ͘ϴ

䝻䜾䜲䞁୰
䝻䜾䜰䜴䝖
Ϭ͘ϰ

Ϭ͘Ϯ

Ϭ
Ϭ

て同一か否かを判定する．DOM ツリー構築後の同一性判
定では，Web ブラウザがレンダリングを行った DOM ツ
リーを比較して同一か否かを判定する．ブラウザ表示後の
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図 15 サーバ-アドオン間の Web ページ類似度 (HTML ソース
コード)

同一性判定では，Web ブラウザに表示された Web ページ
をピクセルレベルで比較して判定する．全ユーザに同一の

ϭ͘Ϯ

示後の同一性が担保されている必要があるが，ブラウザ表
示後の同一性は，Web ブラウザの種類を限定したとしても
ブラウザのバージョンや，ウィンドウサイズ，フォント設
定，ズーム状態などの影響を受けるためブラウザのこれら
のパラメータの制御が必要となり，完全に同一性を担保す
るのは困難である．DOM ツリーやソースレベルでの同一
性でも問題ないか，また，どの程度の相違まで許容できる
か，実現したいゲームの内容に応じて検討すべきであろう．

5.4.3 同一性の判定を利用したプライバシー保護機構
5.4.1 節で述べたように，アドオンが無制限に Web ペー
ジのソースコードをサーバに送信すると，プライベートな
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エクスペリエンスを提供するという意味では，ブラウザ表
ϭ

Ϭ͘ϴ

㠀ဨ⣔䝃䜲䝖

Ϭ͘ϲ

䝻䜾䜲䞁୰
䝻䜾䜰䜴䝖
Ϭ͘ϰ

Ϭ͘Ϯ

Ϭ
Ϭ

Ϭ͘Ϯ

Ϭ͘ϰ

Ϭ͘ϲ

Ϭ͘ϴ

ϭ

ϭ͘Ϯ

䝁䞁䝔䞁䝒䛾㢮ఝᗘ;DŝŶ,ĂƐŚͿ

図 16 サーバ-アドオン間の Web ページ類似度 (DOM ツリー構
築後)

情報をサーバに送ってしまう可能性が生じる．しかしなが
ら，アドオンが，現在表示中の Web ページにプライベート

そこで，完全にプライベートな情報が含まれないように以

な情報が含まれているかを判定するのは容易ではない．ど

下のデータをアドオンからサーバへ送信することで，Web

のような情報をプライベートな情報ととらえるかは，ユー

ページ間の同一度を算出することとした．

ザによって異なるためだ．
方法を応用し，ユーザが閲覧している Web ページがプラ

( 1 ) 属性を排除した HTML のタグのリスト
( 2 ) Web ページ上のテキスト全文の MinHash
まず，アドオン側で，Web ページの属性を排除した HTML

イベートなサイトか否かを推定し，プライベートなサイト

タグを出現順に配列化しサーバに送信する．これをサーバ

である可能性が高い場合には，捕獲ゲーム前にゲームを実

側で取得した Web ページの HTML タグと比較しデザイ

施してよいかの警告を表示することとした．

ンの類似度を算出する．比較には，現在ジャロ・ウィンク

そこで，テキストモンスターでは，上述した同一性判定

判定方法は，プライベートな Web ページは，ゲームサー

ラー距離を用いている．次に，Web ページ上のテキスト全

バ側で取得した Web ページとは異なる，という仮説に基づ

文を類似度の導出が可能なハッシュ関数である MinHash

く．会員系 Web サイト (例えば facebook) では，URL は

を用いてハッシュ化し，送信する．サーバ側でも同様に

同一でもログイン状態とログアウト状態で表示される Web

ハッシュ値を計算し比較することでコンテンツの類似度を

ページの内容やレイアウトが異なる場合が多い．そこで，

算出する．そして，両類似度が低いページをプライベート

Web ページのテキストやレイアウトを比較し，大きく異な
る場合にはプライベートな情報が表示された Web ページ

な Web ページと判定する．

を閲覧している可能性が高いと判断する．ただし，比較す

に行った予備実験の結果を以下に示す．実験に際し，まず，

る際に，Web ページのソースコードや DOM ツリーをア

非会員系サイト上の Web ページ 52 件，会員系サイト上で

ドオンからサーバへ送信するのは本末転倒であり，サーバ

ユーザがログイン状態 12 件，会員系サイト上でユーザがロ

からアドオンへの送信も通信量の観点から望ましくない．

グアウト状態 37 件の計 101 件の Web ページを選定した．
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具体的には，google で “a” を検索キーワードとして入力し，

特性を，リンク等を利用した空間的移動を伴うゲームの場

検索結果の上から順に 89 件の Web ページを選定した．そ

合は，WWW の空間特性を考慮したゲームデザインが必

して，会員系サイトか否かを確認し，非会員系サイトと会

要である．マルチプレイヤーゲームの場合は，ユーザ間同

員系サイト (ログアウト状態) に分類した．また，ログイ

一性が担保されない Web ページはゲームフィールドから

ン状態の Web ページは，筆者が会員となっている Web サ

除外するなどの対応が必要である．また，サーバ-アドオン

イトを 12 件列挙しログインすることで調査した．比較結

間で同一性が保たれないページが存在することも考慮し，

果を図 15, 16 に示す．ソース段階，DOM ツリー構築後と

ゲームの各種処理を，アドオン，サーバのどちらで行うか

も，会員系サイトにログインしている際には，ユーザ側で表

を適切に決める必要がある．そして，Web ブラウザの機能

示されている Web ページとサーバ側が取得した Web ペー

によるゲーム外の操作がゲーム中になされることを考慮し

ジの MinHash に基づく類似度が顕著に低くなっている．

たデザインを行う必要がある．

また，ソース段階に比べ，DOM ツリー構築後の方がジャ
ロ・ウィンクラー距離による類似度がログイン中の Web

WWW や Web ブラウザの各特性に対応が難しい場合に
は，WWW 依存度を下げる，代替性を高めるなどの対応

ページでは若干低くなる傾向が見て取れる．一方で，一部

をすべきであろう．一方で，これらの特性を制限ととらえ

の Web ページではログイン状態でも引き続き MinHash に

ず，逆に活かしたゲームをデザインできれば，より魅力的

基づく類似度，ジャロ・ウィンクラー距離に基づく類似度

なゲームを実現できるのではないかと考える．

とも高くなっている．例えば，http://www.google.com/
ではログイン前後で，ほとんど Web ページのレイアウト
やページ内のテキストが変わらない．プライベートな情報

6. 関連研究
現実世界の位置にイベントをマッピングするゲーム

が表示されているかをより高精度に判定するには，本手法

は，location-based game として多くの研究が行われてき

とともにルールベースの方法*11 なども組み合わせる必要

た [2], [9], [10]. 本稿では，WWW を第二の現実世界とと

があると考えている．

らえ，WWW 上の位置にイベントをマッピングするゲー

5.5 ブラウザの操作
Web ブラウザはもともとゲームアプリケーションではな
いため，ユーザはゲーム中にもバックボタンで Web ペー

いて実世界にゲーム画面をオーバーレイする手法が用いら

ジを移動したり，タブの追加や切り替えといったことを行

ゲーム画面をオーバーレイする．

ムを提案した．location-based game では，AR 技術を用

う．このような操作は，WWW のゲーム化においては大

れることがあるが [7], [8], [12]，我々は，ユーザが普段利
用する Web ブラウザ上で表示された Web ページに対して

Web ブラウザ上にエージェントを表示し，Web ページ

きな障害となる．例えば，捕獲ゲームの英語課題において，

閲覧者同士のコミュニケーションを支援する研究は古くか

ユーザは，同じページを別のウィンドウで開くことで，簡

らおこなわれている．高橋らの TelMeA では，Avater-like

単に正解をカンニングすることができる．このようなカン

エージェントと呼ばれる擬人化インターフェースを用い

ニングを阻止するためには，ブラウザの各タブがどの Web

て，ユーザ同士のエージェントが Web ページを背景に表

ページを開いているかを監視し，同一 Web ページを開い

示されコミュニケーションを行うことができる [21]．この

ている場合には，ペナルティを与える，回答時間を短くし

ような擬人化エージェントを用いた Web ページ上でのコ

てカンニングを抑制する，といった実装が必要である．

ミュニケーション支援システムは，商用化サービスも含め

反面，このようなブラウザの機能を利用したゲームも考

他にも報告されている [6], [20], [22]. これらのシステムは

えられる．例えば，テキストモンスターでは，タブがアク
ティブでないときは，テキモンが油断して捕獲しやすくな

WWW のゲーム化の一形態ととらえることができる．本
論では，WWW のゲーム化によって，コミュニケーション

る等の設計に基づく実装を検討している．ブラウザの機能

支援のほかにもさまざまな効果が期待できることを示した．

も積極的にゲームに取り入れることで，より魅力的なゲー

SILHOUET は，WWW の構造を利用して様々なゲーム
を作成する [18]．WWW の構造にリンクしたゲームとい
うことでテキストモンスターとマインドを共有する. 我々
は，普段利用している Web ブラウザ上で Web ページを背

ムの実現が可能と考えている．

5.6 まとめ
本章の議論を総括する．WWW をフィールドとした

景にゲームを行えるようにすることで，集客効果など様々

ゲーム，特に WWW 依存度高いゲームを構築する際には，

な価値を創出できると考えている．

WWW のダイナミクスを十分考慮する必要がある．具体
的には，時間的継続性の高いゲームでは，WWW の時間

Web ブラウザ上で任意の Web ページを改変してゲー
ム化する方法としては，Katamari Hack のような bookmarklet を使う方法が存在する [5]．我々は，サーバ-アド
オン型によって WWW ゲーム化することでサーバ側から

*11

例えば，ログアウトという文字列が存在する Web ページはログ
イン中と判断する．
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様々なイベントを追加していくことができるため，よりイ
ンタラクティブで魅力的なゲームを長期的に提供すること
が可能になると考えている．
最後に，我々は WWW をフィールドとした様々なゲー

[5]
[6]
[7]

ムを実現できると考えているが，それが面白いかどうか
はまた別問題だ．また，ゲームにヒューマンコンピュテー

[8]

ションなどの効果を期待する場合，それがゲームデザイン
の制約となり，ゲームの面白さを損なう危険性もある．栗

[9]

原は，Tooliﬁcation of Games において，
「実際に面白くす
ることが難しい」というゲーミフィケーションの課題に対
し，既に完成されているゲームの余剰自由度の中で非ゲー
ム的目的を達成することで改善しうる可能性があると述べ

[10]

ている [16]．様々な効果を検討するうえで，まず第一に重
要なのは面白いゲームを完成させることだと思われる．

7. おわりに

[11]

WWW をフィールドとしたゲーム，テキストモンスター
を紹介し，WWW をフィールドとしたゲームによって，
ヒューマンコンピュテーション，能力開発，集客効果な

[12]

どが期待できることを示した．また，WWW をフィール
ドとしたゲームを実現するうえで考慮すべき視点として，
ゲームの WWW への依存度，WWW の時空間特性，Web
ページの同一性，ブラウザの操作，を示し考察を行った．

[13]

複数の Web ブラウザに対応する場合，Web ブラウザの
種類によって，Web ページの表示が異なってしまう場合が

[14]

ある．また，近年では，Web ページの閲覧は，PC ではな
くスマートフォンから行うことも多くなっている．スマー
トフォン上の Web ブラウザの多くは，アドオンの利用を

[15]

現状では制限しているが，独自のブラウザを構築すること
は可能である．今後，WWW をフィールドとしたゲーム
の他の Web ブラウザへの対応や，スマートフォン対応に
ついても検討したいと考えている．
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