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研究の背景と問題意識
•国内のゲーム研究シーンは20〜30年ほど
かけて発展してきた。論⽂も黎明期では
考えられないほどの件数が毎年発表され
るようになった。
• ゲームを専⾨とする学術コミュニティの組織
化
• ⽇本デジタルゲーム学会, ゲーム学会, Replaying 

Japan
• 海外ゲーム研究の紹介
• 国際学会の招致・参加

図. DiGRA2018, 2019の様⼦



研究の背景と問題意識

•幾つかの先⾏研究において指摘される通
り、ゲーム研究の全体像は掴みづらいと
ころがある。
• そのため複数のサーベイ論⽂（渋⾕ほか 2016、
⾺場 2006、伊藤・井上、吉⽥ 2018）やガイ
ドブック「ゲーム研究の⼿引き」（松永ほか
2017、松永ほか 2020）さらに研究⼊⾨書（⼩
林 2020）などが発⾏され、ゲーム研究の範囲
や歴史について整理が進みつつある。

図. ゲーム研究の⼿引き



研究の背景と問題意識
•ゲーム研究の動向調査としては、読みもの（Document）ではな
く、データを⽤いたアプローチは、新しい視点を提供できる可
能性がある。
•データを⽤いた計量的アプローチであれば、膨⼤なサンプルを
⼀度に分析対象とすることができ、これまで少なくともゲーム
研究の⽂脈で注⽬が集まりづらかった分野も対象となり得る。
• 実際のところ、ゲームはかなり幅広い領域でその対象であり、ゲーム
専⾨学術コミュニティ以外での研究発表も盛んである。

•本研究では、書誌を⽤いた計量的なアプローチにより、ゲーム
研究の全体像を描き出し、そこでの課題や展望を議論する。



研究の⽬的・⽅法
•計量書誌学（Bibliometrics）のアプローチを採⽤
• ゲーム分野における、同⽅法論の先⾏的な施策としては、松永・福⽥
（2018）、松永ほか（2019）があり、ここではゲーム研究の書誌を収
集しリスト化した上で、分類を検討している。

•ゲーム研究とは︖
• 本研究では「ゲームを作るための研究と、ゲーム及びそれにまつわる
事柄を理解するための研究（松永ほか p. 10）」とする。
• ここでいう「ゲーム」は、主にビデオゲーム・ボードゲームを指す。
ボードゲームはカードゲーム・伝統ゲームなども含むものとする。



研究の⽬的・⽅法
• 本研究で分析する書誌の記述対象は、学術記事
（Academic Article）に限定する。
• 学術情報サービスでゲーム研究の学術記事を選択可
能。また各分野でのその時点における新しい／重要
なトピックが表出しやすいと想定される。

• 図書のゲーム研究も多く存在するが、学術・⾮学術
の境界が明快でなく、また⾮学術領域の図書の分量
が膨⼤で、書誌データにも適切な集中のための記録
がない。

• 書誌収集型研究の⽅法論を継承しつつ、より広
範囲に書誌を収集し、データ視覚化・テキスト
マイニングなどのアプローチで、議論されてき
たトピック、学術コミュニティの形成と変遷に
ついて分析する。

図. CiNiiの書誌データ



書誌データの収集
• CiNii、J-Stage、NDL Searchから、

1) フリーワード検索、2) 学術雑
誌の指定、によりゲーム研究の
⽂献を選択した。
•これらの各条件で得られたリス
トの重複を削除し、6,583件のURI
を得た。これらからウェブスク
レイピング（Scrapy）を⽤いて書
誌データを得た。

図. データ取得のためのクエリ



書誌データの収集
• 記号の統⼀・出版者名の統⼀など、データ分析のための正規
化を⾏いデータセットを構築した（以下で公開）。
• https://github.com/fukudakz/researchopendata

• このデータセットに含まれる書誌は、学術プラットフォーム
で公開されるものに限られる。また、検索で選択されなかっ
たゲーム研究も存在しえる。ゲーム研究の境界が曖昧である
こともあり、どれだけ想定を反映したものになっているか評
価が難しい。

• データセットから50件のサンプルを無作為抽出し、妥当性を
検討したところ、8件の境界事例と1件のエラーがあった。
• 8割強の割合で適切なデータを含んでおり、分析データとしては有⽤か。

作成した
データセットの範囲

想定する
ゲーム研究の範囲

図. 構築したデータセットの範囲のイメージ

https://github.com/fukudakz/researchopendata


分析結果
•右図は取得した学術記事
の年ごとの出版数。
• 1970〜1980年代にかけて
萌芽が⾒られるが、本格
化したのは1990年代中盤
活発化が進み、2000年代
後半までにかけて増加。
• 近年の件数が極端に少ない
のはデータ取得時点で未公
開の書誌があるため。

図. ゲーム学術記事の各年件数



分析結果︓ゲーム研究の出版者

•書誌が持つ属性の掲載誌や
その出版者から学術コミュ
ニティの活発度や特徴、学
術的な貢献度を検討。
• 雑誌名は回次などがタイトルに含ま
れる場合が多く正規化が困難、かつ
出版者の分析と類似の結果が⾒られ
ると考えられる。

図. 出版者ツリーマップ



分析結果︓ゲーム研究の出版者
• ツリーマップならびに掲載数推移から、シミュレーションやゲーム
開発ならびに画像・映像などの技術系の研究コミュニティが活発。
• 近年にいたり出版者数が増えたこともあり、独占的な出版者が減少。

図. 出版者の各年掲載数推移（各セルのピンクのバーは年ごとの掲載数のうち割合を⽰す）



分析結果︓タイトルの分析
•ゲーム研究はどのようなト
ピックの変遷を経ているか︖
• KH Coderを⽤いたテキストマ
イニングで、タイトルを分析
し、トピックに着⽬。
•右表は分析で得られた頻出語
の上位10件である。

抽出語 品詞 出現回数
ゲーム 名詞 3716

する 動詞B 1316

研究 サ変名詞 639

特集 サ変名詞 615

⽤いる 動詞 515

テレビ 名詞 502

開発 サ変名詞 492

学習 サ変名詞 471

教育 サ変名詞 469

システム 名詞 392

表. 頻出語上位10件



図. 多次元尺度
構成法による
クラスタリング



分析結果︓タイトルの分析

• 多次元尺度構成法で得られたクラスターとトピッ
クモデルにより⽣成したトピックならびにそれら
の単語群を分析し、ラベリング可能なトピックを
選定した。
• それらについて特徴語を選出しコーディングファ
イル（GitHubで公開）を作成し分析。

図. トピックモデル分析結果の⼀部

図. トピック数探索



図. ゲーム研究における主要トピックの変遷



分析結果︓タイトルの分析
•「AI・アルゴリズム」や「開発」が、1990年代後半から現在ま
で堅調に増加傾向にある。
•「教育利⽤」や「シリアスゲーム」は2000年代後半・2010年代
前半から増加傾向、現時点の最注⽬トピックのひとつ。
•「著作権」は中古ソフト販売に関する紛争が⽣じた1990年代後
半をピークに2000年代中に徐々に減少。
•「産業」は1990年代に⽣じ、2000年ごろをピークとして活発に。



分析結果︓タイトルの分析
•「児童・メディア」はファミコンブームの1980年代中盤から急
速に展開し、すぐに縮⼩。
•「映像・画像」は2010年代序盤から中盤に隆盛。
•「ゲーム依存」はオンラインゲーム普及機にピークを迎える。
•ゲーム研究の主要なトピックは、児童・メディアなどブームか
ら⽣じる社会問題の検討から、法学・経済学・経営学などの社
会科学分野の応⽤を経て、技術や社会活⽤などゲーム特有のト
ピックに移り変わっていることがわかった。



結論と今後の課題
• 本研究では書誌という観点からゲーム研究の動向の⼀端を明らかに
することができた。
• 研究としての位置づけを再検討

• 分析ありきでスタートしたので、⽂献調査が不⼗分。特にゲーム分野で関連
するもの。

• データセットの評価
• オープンデータとして公開したものの妥当性を評価したい。

• 国内でジャーナルや学会も確⽴していない哲学やゲーム史などゲー
ムスタディーズについてあまり検討できなかった。
• 今後の課題︓計量的アプローチの深化、地域⽐較など
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