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1. は じ め に

エンタテイメント性の拡張の考察に基づく
デジタルボードゲームの開発
高

橋 良 平†1

ボードゲームは身近なエンタテイメントとして古来より人々に親しまれてきた1)2) ．最も
歴史のあるボードゲームの一つはバックギャモンであり，その原型は５０００年前の古代エ
ジプトに存在したと言われている．現在，ボードゲームは，特に，ドイツにおいて盛んに楽
しまれている．ドイツでは，エッセン国際ボードゲーム祭と呼ばれる大規模な見本市が，毎

片 寄 晴 弘†2

年，約 4 日間参加者 15 万人を越える規模で行われている．また，ボードゲームの優秀新作
を表彰する年間ゲーム大賞選定が 1979 年から続けられており，このことからも，ドイツで

近年，ボードゲームに電子技術を付与したエンタテイメントシステムの開発が産学
両分野で進んでいるが，ボードゲームのエンタテイメント性の考察を基盤とした取り
組みはほとんど例を見ない．本論文では，ボードゲームに用いられるコマ，手札などの
道具（＝コンポーネント）の機能をエンタテイメント性の観点から分析し，コンポー
ネントのエンタテイメント性に対して電子技術を用いて拡張したスマートコンポーネ
ントの可能性について論じる．また，２件の実施例を紹介し，具体的な課題について
の検討を実施する．

ボードゲーム文化が浸透していることがうかがわれる．また，ボードゲームをシリアスゲー
ムとして利用し，学習支援の一環として利用している例もある4) ．
最近では，産学の両分野において，ボードゲームに電子技術を付与したエンタテイメント
システムの提案・開発が進んでいる．
（アーケード）ゲームセンターで人気を集めているト
レーディングカードアーケードゲームはその代表例である．トレーディングカードアーケー
ドゲームの代表作としては，WORLD CLUB Chanpion Football と呼ばれるサッカーゲー
ムや LORD of VERMILION とよばれるアクション RPG ゲームがあげられる．これらの

Development of a digital board game
based on consideration of extension of entertainment

ゲームではサッカー選手やモンスターが印刷されたカードを筐体の上に並べることで陣形を
決め，それに伴いゲームが進行する．またゲームが終了するとカードがもらえるため，カー
ドを収集し，交換してコレクションしていくトレーディングカード要素が絡んでくる．

Ryohei Takahashi†1 and Haruhiro Katayose†2

研究としての取り組みとしては，yan ku ら5) はボードゲームの対面性に着目し，カメラ
付き携帯情報端末と AR マーカを卓上に敷き詰めたテーブルを利用し，
「対面している」
「同

Recently, a lot of digital board games using electronic technology have been
developed from, both of academic and industrial interest. However, there are
little studies which explores discussion of the entertaining nature of table-top
games. The function of tools (= component) used for a board game, such as
a top and a card, is analyzed from a viewpoint of entertainment nature, and
this paper discusses the possibility of the smart component extended using electronic technology to the entertainment nature of a component. Moreover, the
case of the operation of two aﬀairs is introduced, and examination about a
concrete subject is carried out.

一空間にいるが対面していない」「同一空間にいない」と状況をかえることで楽しさの変化
を測る実験を行っている．また，Andy Wu ら6) はボードゲームの戦略性に着目し，TUI
を利用したチェスや将棋に近いゲームを作成し，ラップトップ PC 上で行うゲームと比べ，
ゲームの戦略の学習速度の違いを示唆している．これらの取り組みにおいて，AR 技術の導
入によるプレゼンスの向上が図られてきた一方で，ボードゲームのエンタテイメント性の考
察を基盤とした取り組みはあまり例を見ない．現在，テレビゲームといったデジタルゲーム
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が「ゲーム」と総称されるまで浸透している中，ボードゲームは相変わらず根強い人気を

では，先に挙げた「偶然性」や「戦略性」に関わる行動をする時には，サイコロを振ったり

保っている．ボードゲームには，デジタルゲームでは実現されていないエンタテイメント性

コマを動かしたりカードを使用する等，コンポーネントを移動させる行動をとることになる．

があり，これらに焦点を当て，拡張の手段を考慮していくことで，デジタルゲームをさらに

2.3 コンポーネントの物理的制約

面白いものへと発展させられる可能性がある．

コンポーネントの機能やエンタテイメント性は，コンポーネントが実体のある物体である

そこで，本研究では，ボードゲームにおけるエンタテイメント性の分析を実施し，電子技

ことによって実現されている．しかし，コンポーネントが物体をもっているという物理的

術を付与することでの新しいエンタテイメントの方向性を提示することを目的とする．

制約によって，可変性に乏しい，ターン制，空間同期性，プレイヤ兼審判といった特徴があ
る．これらは，ボードゲームのエンタテイメント性である反面，ゲームデザインにおいての

2. ボードゲームのエンタテイメント性とスマートコンポーネント

制約でもある．これらに対し，電子技術を付与する事で新しいエンタテイメントシステムを

ボードゲームはトランプのようにカードを使うものやチェスのようにコマを使うもの等

考えていく．

様々な形式で存在している．そのようなカードやコマのようなボードゲームで使われる道具

2.4 スマートコンポーネントの提案

は総称してコンポーネントと呼ばれている．ボードゲームはコンポーネントをルールに従っ

スマートコンポーネントとはコンポーネントの特徴を持ちつつ，電子技術で拡張したデジ

て使用することでゲームとして成立する．この章では，ボードゲームにおいてコンポーネン

タルボードゲームを作成する上での手法である．ここまでに挙げたコンポーネントの特徴を

トが担う機能を整理し，それらが，エンタテイメント性という視点においてどのような役割

持ちつつ，電子技術の付与により物理的制約を解除する事でボードゲームのエンタテイメン

を果たしているかについて分析を実施する．

ト性とデジタルゲームのもつ特徴を実現したエンタテイメントシステムのデザインが可能

2.1 ボードゲームの装置的機能

となる．しかし，物理的制約はボードゲームの特徴でもあるため，全てを解除してしまう

ボードゲームはコンポーネントを利用することでゲームが進行する．コンポーネントは，

と，ボードゲームとして認識されなくなる可能性がある．そこで，一部の物理的制約を解

ボードとともに，
「ゲーム世界」とプレイヤをつなぐ入出力インタフェースの役割をになって

除してもボードゲームのエンタテイメント性を失わないようにすることが重要となる．よっ

いる．
「ゲーム世界」とのインタフェースとしてコンポーネントの機能は，操作部分の提示，

て，本研究では「我瓶引水」と「blocki」を作成し，物理的制約の一部を解除しつつ，従来

全プレイヤへの情報提示，特定プレイヤへの情報提示，乱数生成に大別される．

のボードゲームのようなエンタテイメント性を持ちつつ，電子技術の利点を利用できている

2.2 コンポーネントが担うボードゲームのエンタテイメント性

か検証する．

ボードゲームはゲームであるため，戦略性と偶然性がゲームをする上で重要になってくる

「我瓶引水」ではターン性を取り除き，リアルタイム性を導入することで，ボードゲーム

と考えられる．

でありながら，瞬時の判断が必要なエンタテイメントシステムを目指した．
「blocki」では，

カイヨワ7) は遊びはアゴン（競争），アレア（運），ミミクリ（模倣），イリンクス（め

可変性に乏しいという物理的制約を取り除き，一部非公開な提示情報に変化を持たせること

まい）の４つに分類できるとしている．遊びは楽しみが伴うものとされており，楽しさはエ

で戦略性の増大を実現したエンタテイメントシステムを目指した．本稿では，
「blocki」につ

ンタテイメント性であるとされている．その上で，戦略性はアゴン，偶然性はアレアに分類

いて述べる．

できると考えられ，エンタテイメント性に関わる要素だと考えられる．よってボードゲーム

3. 「blocki」

のエンタテイメント性を考えるために，ボードゲームの戦略性と偶然性がどのようにコン
ポーネントによって表現されているかを考察する必要がある．

「blocki」は，コンポーネントによる物理的制約を電子技術の付与によって拡張していく．

コンポーネントによる偶然性と戦略性には，乱数生成機能による「偶然性」，公開された

物理的制約の一つに「可変性に乏しい」があった．可変性に乏しい理由に，コンポーネント

提示情報による「戦略性」，一部非公開な提示情報による「戦略性」があると考えられる．

の媒体が紙や木であったため，提示している図や文字といった内容が変化しなかった点が挙

また，ボードゲームのエンタテイメント性に身体動作の利用も挙げられる．ボードゲーム

げられる．その表示部分をディスプレイにすることで可変性を持たせることができる．ま
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た，提示内容の変化が可能になった事により，ボードゲームでは不可能だった「戦略性」の
付与が提案できる．それは，一部公開情報を変化可能にすることによる戦略の幅の増大であ
る．一部非公開情報のあるボードゲームでは，その情報を直接みることはできないものの相
手の行動である程度不確定ながら予測できてしまう．しかし，提示内容の変化が可能になる
ことで，その予測に反して違う情報に書き換えるという選択肢が生まれ，思考すべき内容が
増えるため，戦略性の増大に繋がる．その戦略性の増大によるエンタテイメント性の向上を
狙う．
「blocki」のゲーム内容は，ぷよぷよといったブロックパズルゲームをモデルとしている．
ブロックをとったり，ずらしたりすることで，各プレイヤが所有しているブロックと同じ色
のブロックが消えるたび得点を獲得するゲームとなっている．

3.1 装 置 構 成
装置構成を図 1 に示す．テーブルトップディスプレイはアクリル板，カメラ，鏡，プロ
ジェクタで構成されている．テーブルトップディスプレイはプロジェクタより照射された映

図 1 装置構成イメージ図

像を鏡を経由しアクリル板に投影する．テーブルトップの天板をアクリル板を利用すること
で reactivision の利用が可能になる．reactivision は特定のトポロジー型 AR マーカを認識
するソフトウェアである．PC に接続されているカメラからマーカの位置と回転を検出して
いる．アクリル板は半透明なため，アクリル板に触れていないマーカはぼやけてカメラに
写る為認識されない．よって，アクリル板の上にスマートフォンを置くことでマーカがカメ
ラに認識されゲームの処理を行うことができる．マーカからの情報を reactivision で受け取
り，TCP/IP の TUIO プロトコルを利用してゲームを動かしている PC 内のプログラムに
データを送信している．マーカはスマートフォンの背面に設置している（図 2）．また，PC
とスマートフォンはインフラストラクチャーモードのルータを中継して無線で接続してい
る．PC 内のゲームプログラムとスマートフォン内のゲームプログラムを TCP/IP を利用
したソケット通信を行っている．これにより，スマートフォンをアクリル板の上に置くと，
カメラがマーカを認識することが可能になる．そして，それを PC 内のゲームプログラムや
スマートフォンのゲームプログラムに送信することでゲームを進行することができる．ス
マートフォンには iPhone と同一仕様の iPod touch を使用している．

3.2 ゲーム内容
図 2 iPod Touch の状態

「blocki」のゲーム画面を図 3 と図 4 に示す．また，装置で見た時の様子を図 5 に示す．
「blocki」は画面に表示されたブロックを利用したデジタルボードゲームである．
「blocki」
はテーブルトップディスプレイの表示されたブロックを３つ以上繋げることでブロックが消
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失し，消失したブロックがプレイヤが取得しているブロックと同じ色ならば得点を獲得する
多人数対戦型パズルゲームである．ブロックは消失後下方向にずれ，新しいブロックが上か
ら補充される．テーブルトップディスプレイに表示されたブロックの山は１つでプレイヤ全
員で共有している．プレイヤは一人一つずつスマートフォンを持っており，ブロックをテー
ブルトップディスプレイとスマートフォンでやり取りすることでゲームを進行させる．プレ
イヤの操作はブロックを「取る」，ブロックを「入れる」，ブロックの位置を「ずらす」，ブ
ロックを「組み合わせる」の４つがある．

3.3 実

験

今回の実験では，通常の「blocki」（以下，normal blocki）とは別に，身体を伴う動作を
入れずスマートフォン内で全ての操作が可能な「blocki」(以下，nonmove blocki)，紙に
図 3 「blocki」のテーブルトップ画面

書いたブロックを並べて自動処理や一部非公開の情報の変化を著者が行う「blocki」(以下，

board blocki)，の 3 種類を各 2 試行を行ってもらい，スマートコンポーネントとの差を検
討する．

nonmove blocki は normal blocki の身体を伴う動作を抜いて行う blocki であり，身体を
伴う動作がゲームの進行，被験者の思考や行動にどのような影響を与えるかを比較する為に
設定した．board blocki は normal blocki で行う電子技術による自動処理と一部非公開な提
示情報の変化を実験者をゲームの進行役として手動で行う blocki であり，電子技術の付与が
ゲームの進行，被験者の思考や行動にどのような影響を与えるかを比較する為に設定した．
被験者に各「blocki」を実際にプレイしてもらい，その様子と検証について述べる．
図 4 「blocki」の iPod touch 画面

3.3.1 被 験 者
関西学院大学に在学するゲーム熟達者である健常な男女大学生３人を被験者とした，被験
者には，iPod touch の操作方法，ゲームの勝利条件，ルールの説明を行った上で，プレイ
を行った．

3.3.2 手 続 き
本実験では，
「blocki」のプレイをゲーム開始からゲーム開始から被験者誰かが 2000 点を
越えてゲームが終了するまでを 1 試行とし，3 方法２試行行った．実験に入る前に，iPod

touch の扱い方，勝利条件，ルールを提示し，チュートリアル的にゲームのプレイ行うこと
で，被験者にゲームの操作に慣れてもらった．その上で，被験者４人に対して４人対戦で
ゲームのプレイの実験を行った．nonmove blocki はスマートフォンをテーブルトップに置
図5

く行動を無くし，スマートフォンの画面内のボタンを押すことでゲームができるように設定

「blocki」のプレイの様子

している．board blocki は，電子技術を全て除いて行う blocki である．ブロックの絵柄が
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書かれた紙を並べ，各被験者の操作事に実験者がゲームの処理の手続きを行った．

3.3.3 結

できるとなると，ボードゲームでゲーム進行役が管理しなければいけない情報は膨大な数

果

となる．
「一部非公開な情報の変化」はボードゲームの戦略性の増大に貢献できることがわ

normal blocki，nonmove blocki，board blocki の１試行に要した時間の平均は，それぞ

かったものの，提示情報の内容が増えれば増えるほど従来のボードゲームのコンポーネント

れ 26 分，20 分，37 分だった．どの試行においても 10 ターンから 12 ターンでゲームが終

では表現しずらくなる．そのため，スマートコンポーネントを利用することが妥当だと考え

了した．一人当たりの思考から行動までの時間を計測したが，どの方法も同じような時間で

られる．

あった．1 試行が終わるまでの時間の平均の差は操作や処理によってかかった時間によるも

board blocki で実験者がゲームの処理をすることによって blocki をすることは可能だっ

のである，

たものの，実験者の負担も大きく，また，手の思考から行動までの平均時間が 37.6 秒，行

インタビューをして得られた解答には以下のようなものがあった．

動の終了から処理が終了するまでの平均時間が 39.2 秒かかり，電子技術を利用しなかった

「blocki」のゲームルールや戦略に関しての解答には，
「相手の手札が何かを考えた」「高

場合，処理の時間のせいで 1 ターンの長さがほぼ 2 倍近くなってしまい，被験者の集中力

得点を狙える方法を探した」「相手と同じブロックを持つことを心がけた」などがあった．

がきれてしまう傾向があった．ブロックの消去や乱数生成，得点清算など処理手順が多いた

normal brocki と他の２つとの比較に関しての解答では，
「ブロックをとる感覚があった」
「相手の動作で相手の手を予想して

め電子技術を利用するほうが好ましい．

組み合わせる を使った」などがあった．

テトリスやぷよぷよといったブロックパズルゲームはテレビゲームではメジャーなジャン

nonmove blocki と他の２つとの比較に関しての解答では，
「ゲームをしている感じだった」

ルとして確立しているものの，処理手順が多く，従来のコンポーネントを利用したボード

「（番号を入力しないといけなかったため）数を数えるのがめんどくさかった」「手元だけの

ゲームでは表現が困難だった．しかし，このようにスマートコンポーネントを利用すること

操作だったので楽だった」などがあった．

で，ブロックパズルゲームをボードゲームのように楽しむことが可能になった．ブロックパ

board brocki と他の２つとの比較に関しての解答では，
「わかりづらい」
「ちゃんとした木

ズルゲームの連鎖をさせる楽しさとボードゲームのコンポーネント操作を融合することが

などのブロックでやればまだおもしろいかもしれない」などがあった．

3.4 考

出来たと考えられる．

察

4. 考

一人当たりの手の思考から行動までの時間を計測したが，どの方法も同じような時間で
あった．1 試行が終わるまでの時間の平均の差は操作や処理によってかかった時間によるも

察

「我瓶引水」と「blocki」は，コンポーネントの装置的機能を満たしつつ，コンポーネン

のであると考えられる，

トの物理的制約を電子技術の付与によって解除したことで，ボードゲームのエンタテイメン

「blocki」のコンセプトであった，
「一部非公開な情報の変化」による戦略性の増大は，相

ト性とテレビゲームの持つエンタテイメント性を融合したエンタテイメントシステムとし

手の手札を意識したという解答や，実験中にも誰がどの色を持っているかを覚えようとして

て提案ができた．2 作品とも，コンポーネントの機能的特性と身体動作を伴う操作を入れる

いる行動をとったり，誰も集めていないブロックの色がわかったときその色を集めようとし

ことでボードゲームのエンタテイメント性を損なわなかったため，スマートコンポーネント

ている行動をとっていたりしているところから達成できたと考えられる．

を実装する際にはこれらが必要だと考えられる．

「blocki」でブロックが提示した情報は「色」のみに設定していた．これは「一部非公開

「我瓶引水」では，リアルタイム性によるハラハラ感をボードゲームで表現することを示

な情報の変化」ができるのは「色」のみであることを被験者に伝え，
「一部非公開な情報の

し，
「blocki」では，一部非公開な提示情報の変化とブロックパズルゲームのように自動化が

変化」のデザインを被験者にわかりやすく提示するためであった．そのため，board blocki

必要な処理をボードゲームで表現することを示した．

のようにゲーム進行役を立てれば，時間はかかるもののボードゲームとしても実現できた．

これらより提案のように，スマートコンポーネントを利用することで，ボードゲームのエ

しかし，この提示した情報の個数や内容が複雑になればなるほど，ボードゲームでは再現し

ンタテイメント性とテレビゲームのエンタテイメント性を共存させたエンタテイメントシ

にくくなる．例えば，提示情報が４つありそれぞれの情報は 6 パターンに変化することが

ステムを作成できることができることがわかった．
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これにより以下の２つのメリットがあると考えられる．一つ目は「自由度の高いコンポー

例えば，シューティングゲームでは，グレイズという専門用語があるように，ギリギリ

ネントを利用できる」である．今回「blocki」では一部非公開な情報を変化させることをス

で敵機や敵機からの攻撃をよければ高得点を得るというシステムがある．このシステムは，

マートコンポーネントを利用することで可能にした．テレビゲーム的視点で考えれば，ス

シューティングゲームのリアルタイム性による瞬時の判断と少しミスればゲームオーバーに

マートフォンによる情報の書き換えを行っただけだが，ボードゲーム的視点で考えれば，手

なるというスリルによるエンタテイメント性である．こういうエンタテイメント性は通常の

に入れたコンポーネントの形状や情報を変更することができるという，今までのボードゲー

コンポーネントでは実現できていないが，スマートコンポーネントを利用し位置情報を利用

ムでは想定されていないコンポーネントの利用が可能になったと言える．これは，新しい

すれば表現することができる．

ボードゲームのデザインが行えるとっかかりになると私は考える．1984 年にドイツ年間ボー

このように，テレビゲームの各ジャンルが持つエンタテイメント性を，ボードゲームに付

ドゲーム大賞をとった「ダンプフロス」という鉄道ゲームは今までのボードゲームでコン

与することで，新しいエンタテイメントシステムを作ることができる上，今まで積み上げら

ポーネントとして使われなかった鉛筆を使い線を書くことを遊ぶことを提案した．この作品

れてきた膨大な数の既存のテレビゲームのルールをボードゲームに適用することが可能に

以降の鉄道ゲームは線を書かせてゲームを行う作品が続出した．また，2009 年にドイツ年

なるため，多数の新しいエンタテイメントシステムを作成することができると考えられる．

間ボードゲーム大賞をとった「ドミニオン」は，コンポーネントとしてはカードしか使って

参

いないが，今までのボードゲームには無かったデッキ構築（カードの組み合わせの束を考え
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ること）という考え方を組み込むことで，今までには無かったボードゲームの提案をした．
この作品以降，こういったデッキ構築を行う作品が流行，続出した．このように新しいコン
ポーネントの出現，コンポーネントの利用方法の出現は，既存のボードゲームと異なるボー
ドゲーム作品の出現に繋がる．
例えば，サイコロを振り，指定された目を出せば得点が出来るゲームがあるとする．この
ゲームではイカサマサイコロを使用してもいいが，イカサマの度合いが強ければ強いほど取
得した点が減点されていくというルールだとする．スマートコンポーネントであれば，好き
なように確率を割り振れるサイコロを作成することができ，その割り振り方で減点の割合が
決定できるため，用意にこのゲームを実現できる．しかし，通常のコンポーネントのサイコ
ロにはイカサマサイコロはあるものの，好きなように確率を割り振ったダイスを全て用意す
ることは難しく，また，減点の割合の決定も難しい．
このように，スマートコンポーネントの利用は，通常のコンポーネントでは表現できな
かったデザインを持ち込むことができるため，それに合わせて新しいデザインのエンタテイ
メントシステムの提案が出来るようになると考えられる．
二つ目は「テレビゲームのエンタテイメント性のノウハウをボードゲームにいれること
ができる」である．現在，ゲームニクス8)9) やゲーミフィケーション10) といわれるテレビ
ゲームのエンタテイメント性の分析やテレビゲームのエンタテイメント性を別の産業に転
換しようという試みがなされている．このようなテレビゲームのエンタテイメント性のノウ
ハウをボードゲームに持ってくることが可能になる．
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