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ゲーミフィケーションの倫理ガイドライン 
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概要：本稿では文献レビューを通して、ゲーミフィケーションの倫理的ガイドラインに、どのような内容が多く提案される傾
向にあるかを示し、この作業を通じてゲーミフィケーションに取り組む運営者が、実際に配慮すべき現時点の方向性を提
供する。また、ゲーミフィケーションに係る倫理的ガイドラインの限界についても見通しを提示する。最後にゲーミフィケー
ションのガイドラインとして必要最低限と思われる水準の案を提示する。 
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Abstract  In this paper, we will demonstrate the norms that are commonly upheld as ethical guidelines for gamification 
through a literature review. This review will provide practical guidance for operators involved in gamification, highlighting 
current trends and best practices. We will also examine the limitations of such efforts and provide an overview of the 
challenges faced by those striving to establish ethical guidelines for gamification. Finally, we will propose a basic set of 
guidelines to serve as a minimum standard for ethical gamification practices. 
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1. はじめに：ゲーミフィケーションの倫理的ガイド
ラインの集約を行う必要性 

ゲームの要素をゲーム以外の文脈で展開する行為や手

法とされるゲーミフィケーション[1]は、2011 年頃よりゲーミフィ

ケーションが注目されるようになった。そして、その当初から、

ゲーミフィケーションに係わる実践が倫理的問題を潜在的に

含みうることは、しばしば指摘されてきた[3][13][14]。とりわけ、

ゲーミフィケーションムーブメントの初期には、Bogost による

「ゲーミフィケーションがプレイヤーを搾取しているのではな

いか」という批判はよく読まれたものの一つだろう[2]。もちろ

ん、「ゲーミフィケーションそのものが本質的に倫理的に好ま

しくないものである」という立場に対しては反論も提出されて

いる[8]。しかし、ゲーミフィケーションが本質的に悪というわ

けではないということを強調する論者においてすら、潜在的

に倫理的問題を引き起こす可能性については認めている。 
一方で、ゲーミフィケーションに対する倫理的な懸念の一

部については、ゲーミフィケーションを実施する運営者の取り

組みによって解決しうる側面も少なくない。数多くの批判に対

応して、ゲーミフィケーションに関する「倫理ガイドライン」や

「倫理的フレームワーク」について書かれた複数の文献が提

出されている。それらの文書の中では、ゲーミフィケーション

の運営者が何をやるべきでないか、どのようなことに配慮す

べきかといったことが提案されており、それぞれの提案は相

互に近しい方向性を指し示している。 
もっとも、これらのガイドラインやフレームワークには、文献ご

とに強調点の違いは当然として、時には見解として真っ向か

ら対立しうるような論点も含まれる。 

そこで本稿は、こうしたゲーミフィケーションの倫理的ガイド

ラインについてレビューを行い、配慮すべき規範についての

合意がどの程度とれつつあるのか、また必ずしも合意のとれ

ない点は何なのかについての現状を整理したい。また、この

ことを通じて、ゲーミフィケーションに取り組む運営者へ向け

て実際に配慮すべき現時点での方向性を提供するとともに、

ゲーミフィケーションに係る倫理的ガイドラインがもつ限界に

ついても、見通しを提示する。 

2. 方法論 
2.1 2.1 文献の収集、分類、集計 

本稿の分析のために、次の手順で論文を収集して内容を

分類・集計した。（本稿の 3 および 4 に対応） 
 

(1)2022 年 11月～12月にかけて、Google Scholar で、

「Gamification, Ethic, Guideline」「Gamification, Ethic, 
Framework」といった検索語によって関連する文献を確認

（n=17,300） 
(2)文献のタイトルおよび概要からのスクリーニング：ゲーミフ

ィケーションの倫理的ガイドラインやフレームワークの提案な

いし、それに準じる提案をしていると思われる論文を限定し

た（n=14） 
(3)論文の全文を精読：論文の全文を精読し、それぞれに倫

理的ガイドラインとして提示されている内容を抽出 
(4)狭義の KJ 法[25]を用いて、倫理的ガイドラインとして提示

されているもののうち類似する内容をまとめた 

 
なお、上記の工程に加えて、ナッジ（Nudge）に係るサンス
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ティーンによる代表的なガイドライン（1 件）を参照した。これ

を参照している理由は、本稿ではゲーミフィケーションとナッ

ジが連続したものとみなすことができるものだという立場を採

るためである。ナッジの例としてゲーミフィケーションの事例

が参照されていることは多く、その逆も多い。人のモチベー

ションに環境を通じて影響を与えるという点で、ナッジとゲー

ミフィケーションを並列した論文も多く見られる[13][16]。とは

いえ、ナッジに係る論文それ自体はゲーミフィケーションの話

はいくつかの点で違いもあるため、サンスティーンの文献[19]
のみを参照するに留めた。 

2.2 倫理的ガイドラインの限界についての検討 
上記の手順によって、倫理的ガイドラインを検討した上で、

ガイドラインによって対応の難しい領域を改めて同定するた

め、ゲーミフィケーションに係る倫理的な論点を扱ったものの

うち、特にガイドラインの提案等を行っていない文献も含めて

扱われている論点を確認した（本稿の 5 に対応）。 

3. ガイドラインの中で提唱されている項目 
3.1 論点全体の概要 

ゲーミフィケーションのガイドライン及びフレームワークの

提案を行った文献について、提案されている内容を項目ごと

に比較し、集約した論点をまとめたものが図１である。 
 

図１：ゲーミフィケーションの倫理的観点の論点ツリー 
 
大項目の分け方については、（１）行為の主体に着目した

分類（ゲームの運営者の行為については規範か、プレイヤー

側の行為かなど）か、（２）ゲーミフィケーションの設計の事前

の論点か／事後の論点かといった大分類が考えられる。 

当初、行為の主体を大分類として用いることを検討したが、

行為の主体についての記述は、実際のところ運営者とプレイ

ヤー以外にも、様々なステイクホルダー（関連会社、プレイヤ

ーコミュニティ、行政、地域住民など）が行為の主体となりうる

ケースが存在するため、相互排他的な分類として一覧性の

高い形で提示することが難しい。そのため本稿では、相互排

他的な分類としての一覧しやすさを優先し、大分類を（i）ゲ
ーミフィケーションの運営者や、プレイヤーが事前に把握し、

意識的にコントロールしやすい項目と、（ii）意図せざる結果

に対するマネジメント、ガバナンス等が要求される項目を、大

項目として配置した。 
 
以下、事前設計に係る中項目および、意図せざる結果に対

する各項目の具体的な内容を述べる。 

3.2 目的の正当性／倫理的意味の検討 
まず、多くのガイドラインが提案しているのが「ゲーミフィケ

ーションを行うそもそもの目的は倫理的に支持可能な目的で

あることが望ましい」という点である。 
ごくあたりまえの論点であるように思われるかもしれないが、

どのような観点から、目的の望ましさを支持しうるのかについ

ては、採用する倫理学的な立場によって、それぞれ異なって

いる。倫理学の主要な観点として一般に、功利主義、義務論、

徳倫理の３つのものがあるが、これらのうちどの観点を強調

するのかは文献により異なっている。多数の人々にとっての

利益をもたらすことを強調する功利主義的なものから、人々

の善性を刺激することを強調する徳倫理的な立場[4][21]な
どの観点の違いが見られる。 

こうした倫理学的な立場の関係性については倫理学一般

の主要な論点の一つであるため、その対立的な関係や観点

の差について詳細を述べることは本稿の目的から逸れるた

め、詳細は控える。いずれにせよ、何かしらの倫理的な基準

における善さを前提とした設計であるべきだという主張は広く

観察できると言えるだろう[9][19][20]。 

3.3 合意の調達・自己コントロール 
最も多くのガイドラインで提案されているのが、利用者がや

りたいときにはじめられ、やめたいときに辞めることができると

いうコントロールを利用者自身ができるようにするべきだ、と

いう点になるだろう。たとえば、上司や教員から逆らいにくい

圧力をかけられてサービスに登録することや、また登録した

サービスの退会手続きがわかりにくい仕組みになっているよ

うなことは推奨されない。 
より細かく言えば、ゲームそのものに自由に参入・退出で

きるよう保証するだけでなく、個人情報の開示範囲をより詳細

にコントロールできたり、またランキング機能のあるサービス

の場合にはランキングに参入するかどうかをコントロールでき

るようにするなど個別の要素についても、利用者の自己決定

がきちんとできる形で提示されていることが望ましい。

[2][9][16][20] 

3.4 意図の開示／透明性 
利用者に対して、合意を取り付けるための前提として、プ
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ロジェクトの意図の開示や透明性の担保を重要な要素として

挙げているものが複数ある。 
意図の開示については、それぞれのプロジェクトが何を目

指しているか、また設計者の意図が何であり、何を成し遂げ

ようとするのか開示をすることが重要な要素となされている

[21]。 
さらに、透明性を保つための要素としては、潜在的なリスク

の提示をするといった点が挙げられる。潜在的なリスクを公

平かつ明確に伝えるにはどうすればよいか、また、そのゲー

ミフィケーションに関わらなかった場合の機会損失の有無を

開示するといったことが挙げられる[2][16][19][20][21]。  

3.5 プレイヤーの利益の保護 
ゲーム的な仕組みを構築することが利用者（プレイヤー）

を搾取することになるのではないか。すなわち、ゲームの設

計者が巨大な利益を得る一方で、利用者が損害を被るような

仕組みになりうることに対して、どれだけ配慮しているのか、と

いう論点である。 
より具体的には、さらにいくつかの論点に分かれる。 
（1）身体的・心理的安全性の確保： 
利用者が、熱中しすぎることで身体的・心理的な安全性を

損ねることがないように適切に警告を与えることができている

か。 
（2）搾取・疎外の回避： 
利用者と設計者間の著しい利益の非対称性に配慮するこ

と[5][8]に加えて、利用者間の利益の非対称性についても指

摘がある[18]。例えば、成績上位 10 人が高い報酬をもらい、

残りの頑張った人に報酬が支払われないような場合には、ど

の程度までの不公平が許容されうるかについて検討を必要

とするだろう。 
（3）プレイヤーの自律的選択の確保： 

プレイヤーを操作するような要素を可能な限り取り除くこと

が推奨されている。具体的には、金銭などの外発的な報酬を

提供するのではなく、ユーザーがより自己決定的な報酬を選

択できるようにすることが推奨されている[2]。直接的に「プレ

イヤーを操作すべきではない」[19]とする論者もいるが、何が

「操作」にあたるのか。何が「自律的選択」にあたるのかにつ

いては、哲学的な論争のある主題である。ゲーミフィケーショ

ンがプレイヤーに対して何らかの意味で「操作」すること自体

は、ゲーミフィケーション自体がそもそも持っている性質であ

るので、操作を禁じるという観点をとるのではなく、どのような

操作を禁じるのかという立場を重視する論者もいる[7][12]。 
 また特定の功利主義者のうちの一部や、監視社会的なあり

方をそれほど拒否しない立場を採る論者には、他者を操作

することをそこまで大きく問題視しない傾向が見られる[19]。
論者によって主張の違いが大きな項目であると言える。いず

れにせよ、プレイヤーの自律的選択を可能な範囲で担保し

たほうがよいという提案は、多くの論者が共通して述べている

 
1 より、具体的な文言等については、下記 Google Spread 
Sheet において、詳細を公開しているので、適宜参照された

と言えるだろう。 

3.6 法遵守 
倫理的なガイドラインというよりも法に係わる論点だが、いく

つかのガイドラインでは、各国の法を守ることを強調している

[9]。特に強調されやすい領域としては、以下の通りである。 
（1）ゲーミフィケーションは監視的な技術との関係が深いた

め、個人情報保護法およびこれに関連する法を遵守すること

が求められる。 
（2）ゲーミフィケーションは、モチベーションに働きかけるもの

であるため、しばしばワーカホリック的な働き方を誘発してし

まいやすい性質がある。そのため労働基準法などの労働法

を遵守することが求められる。 
（3）ゲーミフィケーションというよりも GameFi や NFT ゲームと

言われる領域において特に問題となるものだが、ゲーム内通

貨が、実際の通貨との交換可能な性質を持ってしまう場合は、

各国の出資法など、通貨に関連する法案を遵守することが

求められる。 

 3.7 意図せざる結果に対する設計・選択に係る項目 
これまで挙げてきた要素は、いずれも意図的な制御が可

能な側面が強い話だったが、ゲーミフィケーションが実際に

展開される対象となるプラットフォームは、SNS や会社等の組

織といった人々の集合的な相互行為が積み重なるような場

所であることが多い。こうしたサービスにおいては、当初は意

図していなかったような結果が生み出されることが多く生じる。

この問題に対しては、特に Thrope と Roper が多数の論点を

挙げている[20]。結果的に差別などにつながってしまうような

状況をつくらないように、本来の想定とは異なる利用者（特に

社会的弱者）が利用した時にどのような悪影響が生じうるの

か、といった論点を挙げ、段階的に倫理的な見直しを図るこ

とを推奨している。 
 また、ゲーミフィケーションを内発的報酬ではなく金銭のよう

な外発的報酬にしてしまった場合、能力主義の失敗によるモ

ラル・ハザードが起こり、職場に過当な競争や緊張感を生む

可能性も指摘されている[18]。他方で、金銭を介さず内面的

な報酬だけにした場合、意図せざるやりがい搾取に至る可能

性もある。そしてすでに指摘したように、ゲーミフィケーション

は監視のテクノロジーとの相性が良いため、ゲーミフィケーシ

ョンの形をとったものが結果的に監視システムのように機能し

てしまわないか、定期的に確認してゆく必要があるだろう。 

4. ガイドラインの傾向性の概観 
下記、それぞれの項目を挙げている論者がどの程度いる

のかについて、まとめたものが下記の表１である1。 
この表を見てわかるとおり、とりわけゲーミフィケーションを

実施する目的の何らかの正当性の担保、参入／退出の自由

といった合意の調達、利用者を欺くことのないような意図の開

示、プレイヤーの利益の保護といった点については多くの文

い。

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XuCPGUoWw_sd64
qV35TFs5PceKO46p2NBdIM2ZXr110/edit?usp=sharing 
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献で提案されていることが見て取れる。 

表 1. 倫理ガイドラインの各項目に触れている文献数 
中分類 小分類 対応する議論がなされている論文 

目的の

正 当

性 ・ 善

い行い

に対応

し て い

るか 

功利主義的もし

くは、義務論、

徳倫理学的 

な善き行いの推

奨 

Thrope, Roper (2019), Deterding 

(2014), Sunstein, Reish (2019), Gorin 

(2022), Versteeg (2013) 

合意の

調達 

 （該当項目の

全般的な指摘） 

Marczewski (2017), Versteeg (2013), 

Arora, Razavian (2021), Sunstein, 

Reish (2019) 

参入の合意（≒

オプトイン）の推

奨 

Marczewski (2017), Arora, Razavian 

(2021) 

退 出 可 能 性 の

確保（≒オプト

アウト）の推奨 

Thrope, Roper (2019), Arora, 

Razavian (2021), Kumar, Herger 

(2013) 

意図の

開示／

透明性 

 （該当項目の

全般的な指摘） 

Marczewski (2017), Versteeg (2013), 

Thrope, Roper (2019), Arora, 

Razavian (2021), Sunstein, Reish 

(2019), Zichermann (2012) 

潜在的リスクの

開示の推奨 

Marczewski (2017), Versteeg (2013), 

Thrope, Roper (2019) 

倫理的リスクの

開示の推奨 

Thrope, Roper (2019) 

利用しない場合

の 不 利 益 の 開

示 

Marczewski (2017), Versteeg (2013), 

Thrope, Roper (2019), Arora, 

Razavian (2021), Sunstein, Reish 

(2019) 

プ レ イ

ヤ ー の

利益の

保護 

利 用 者 の 心 理

的 安 全 性 の 確

保 

Arora, Razavian (2021) 

利 用 者 の 身 体

的 安 全 性 の 確

保 

Versteeg (2013), Arora, Razavian 

(2021) 

搾 取 の 回 避 の

推奨 

Kim, Werbach (2016), Fuchs (2014), 

Shahri et al. (2014) 

疎 外 の 回 避 の

推奨 

Fuchs (2014) 

プレイヤーによ

る 報 酬 の 自 己

選択の推奨 

Arora, Razavian (2021) 

プレイヤーを操

作することの禁

止 

Sunstein, Reish (2019),Arora, 

Razavian (2021) 

法遵守 個 人 情 報 保 護

法の遵守 

Kumar, Herger (2013), Shahri et al. 

(2014) 

労働法の遵守 Kumar, Herger (2013) 

通 貨 に 関 す る

規制の遵守 

Kumar, Herger (2013) 

意図せ

ざ る 結

果に対

す る 設

望ましくない倫

理 結 果 に つ い

て の 対 策 の 推

奨 

Thrope, Roper (2019) 

計 ・ 選

択に係

る論点 

差別の停止（有

害なステレオタ

イプの回避） 

Versteeg (2013) 

段 階 的 な 倫 理

的レビュー 

Thrope, Roper (2019) 

最 新 の 知 見 に

対 す る 組 織 的

理解の推奨 Thrope, Roper (2019) 

依 存 対 策 ／ 操

作

（ manupilation ）

の禁止 

Sunstein, Reish (2019), （ Parmer 

(2022), Gorin (2022)） 

チート行為対策 Kumar, Herger (2013) 

パターナリズム

に つ い て の 検

討 

Marczewski (2017), Loh (2019) 

 

5. 一般的倫理的ガイドラインの限界 
次に、ゲーミフィケーションのガイドラインという文脈の中で

扱われにくい論点について確認していきたい。ゲーミフィケ

ーションのガイドラインは、それさえ守れば十分であるというも

のではない。ガイドラインというアプローチには、多くの限界

が存在するからだ。なお、限界が指摘できること自体が直ち

にガイドラインの意味を無効にするわけではない。 

5.1 個別の分野ごとの論点 
これまで述べてきたゲーミフィケーションのガイドラインは、分

野ごとに解釈が分かれる論点を取りこぼしている面もある。た

とえば対立的・競争的な仕組みをどこまで採用するかというこ

とは、サービスの性質によって推奨される方向性が分かれて

くるだろう。たとえば｢Kaggle」<1>「AtCoder」<2>のような、モ

チベーションの高い人だけで構成され、自由退出・自由参入

がしやすいサービスであれば、対戦の公平性を重視する競

争的な仕組みを構築することはほぼ問題がないと判断しうる。 
一方で、精神的な問題を抱えた人たちの支援を目指す

「Super Better」<3>のようなサービスでは、競争的な仕組みを

導入はかなり注意深く行われる必要が出てくる。さらに自由

退出・自由参入が必ずしも容易ではなく、参加者のモチベー

ションが充分ではないようなサービスにおいては、競争的な

仕組みの導入が、心理的安全性を阻害する可能性が出てく

る。たとえば、Arora と Razavian によるガイドライン[2]は、健康

やフィットネスといった分野におけるゲーミフィケーションを対

象としており、Kim と Werback によるガイドライン[8]と一定の

齟齬があることを強調している。 
また、ゲーミフィケーションはしばしば SNS を伴って展開さ

れていることが多いが、近年、SNS 等が世論を極端なものに

させることに影響を及ぼしているのではないかという点が、多

くの論争を呼んでいる。この点について、SNS がゲーミフィケ

ーション運営の一側面としてどのように運用されるのが望まし

いか、ガイドラインに相当するものが提出されている [26] 。

SNS に関わる場合には、こうしたガイドラインを参照すること

が望ましいだろう。 
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ほか、部分的にゲーミフィケーション的な側面をもつ事例と

して一部娯楽ゲームが採り上げられる際、どのように考える

べきかという点がある。たとえば『ポケモン GO』（1）が世界的

に大ヒットした際には、敷地への不法侵入の問題がしばしば

取り上げられた。これはゲーミフィケーション全般の問題とい

うよりは、位置ゲームという分野固有の問題であったため、全

般的な論点として扱われなかった。しかし、ゲーミフィケーシ

ョンのガイドラインが、明示的なゲーミフィケーションではない

一部娯楽ゲームにもどこまで参照されるべきなのか。現段階

ではその境界線を見出すための議論が不足しているのが現

状である。 
 

5.2 一次的現実から独立しているかどうか 
文学作品においては、登場人物が非倫理的な振る舞いを

するからといって、その行為を取り扱う作品自体が直ちに非

倫理的な属性を帯びるわけではない。このような前提は、文

学批評理論などにおいてごく一般的な基準として受け入れら

れていると言ってよいだろう。その理由の一つは、フィクション

作品内での出来事は一次的現実とは別の世界の出来事で

あるという区別が成り立ちうるという考えに拠っている。 
ところが、ゲーミフィケーションのサービスはその定義上、

多くの場合、一次的な日常的現実と切断された二次的な時

空間というよりは、一次的現実と区別されない時空間として展

開されることがほとんどである。それゆえ、ゲーミフィケーショ

ンの中でなされる非倫理的な振る舞いは、それが本気でなさ

れた行為なのか、そうでないのかの判別が難しくならざるを

得ない。結果として、ゲーミフィケーションのガイドラインにお

いては、ゲームの関係者が非倫理的な振る舞いをすることは

非推奨とされることが多い。 
ただし、これはゲーミフィケーションというよりシリアスゲーム

に近いような一次的な現実との区別がそれほど難しくない事

例の中では、あえてネガティヴな気持ちを経験されることは

忌避されるべきことでない場合もありうる。たとえば、平和学で

知られる Galtung が提唱するサボナ・メソッド[28]を土台にし

た「サボナマット教育」[22]などでは、他者との対立がなぜ発

生しているのかを理解してもらうためにあえて暗い未来につ

いて想像させる、などといった取り組みが見られる。 

5.3 運営者に責任遂行能力を期待できるのか？ 
ゲーミフィケーションのガイドラインは、多くの場合、特定の

企業、NPO、大学などが実施しているケースを想定している

ことが多く、ほとんどの場合は、管理運営者が西側の民主主

義的な諸国での顕名の運営者を想定して書かれているもの

が多いが、近年問題になっているゲームの要素を活用した

事例は必ずしも運営者が顕名ではないことも多い。このような

ケースにおいては、運営者の「責任遂行力」を前提にしたガ

イドラインの提示は参照されずに終わる可能性が高い。 
たとえば、2023 年現在において陰謀論の動向に大きな影

響を与えた Q アノン[27]や、ロシアで展開された自殺を誘発

するとされた Blue Whale[23]らはいずれも匿名の管理者によ

って運営されていた。また、中国における SNS の多くがゲー

ム的な仕組みを持ちつつ、国家からの統制を大きく受ける形

で運営されていることも知られている[22]。こうした事例にお

いては、民主主義的な国家における顕名の事業者が社会的

に要請される基準はそのまま守られると考えることは難しい。 

6.ガイドラインの提案 
以上の文献レビューを踏まえて、複数の著者による提案が

なされている項目については、これをゲーミフィケーションに

関わる設計者・運用者が踏まえるべき項目として改めて整理

し、これを 2023 年現時点での最低限のガイドラインとして提

示したい。 
 

i.正当な目的の促進に寄与するものであること。 
「正当な目的」が何であるかについては論争があるが、可能

な限り幅広い立場の人に対して正当化可能な目的のために

なされるものであることが望ましい。 
ii.関わることを強制されないこと。参加者の意思で自由には

じめられ、自由にやめられること。 
強制的に参加させられる受験勉強や、会社の中で強制的

に参加させられる競争的な環境は、個々人の意思を尊重し

たものとは言えない。開始するにあたっては参加者の合意を

とりつけ、やめたいと思ったときにやめられる状態を整えるこ

とが求められる。 
iii.どのような意図で運用されているものであるかが参加者に

知らされ、透明性をもっていること。 
何を目指して行われているものであるのかが共有されてい

る必要がある。たとえば、サブリミナル広告のような仕組みを

用いることは望ましくない。ゲーミフィケーションを明確に仕掛

けた人間がいるにも関わらず、そのことが参加者に明確に意

識されていないような状態は不透明な状態であると言えるだ

ろう。ただし、意図を開示することが他の倫理的目的を著しく

損なう場合には、個別に検討を要する。 
iv.潜在的リスクが共有されていること 
すべての潜在的リスクについて完全に予測することは難し

い。しかし、少なくとも設計者・運用者が誠実に取り組んだ場

合に合理的に予測しうる潜在的なリスクについては、利用者

へとリスクを共有する努力がなされることが望ましい。 
v.搾取を生む構造を回避すること 
 利用者間あるいは、利用者と設計者の間で、著しく不公平

であると判断できるような状況を避けること。たとえば、労働者

のモチベーションが高いことを口実に、正当な給与の支払い

をしない手段としてゲーミフィケーションを用いるようなことは

望ましくない。 
vi.利用者の安全に配慮すること 
ユーザーを身体的、または心理的に傷つけるようなことは

可能な限り避けなければならない。 
vii.意図せざる結果により問題のある状況が生じていないか

どうか、定期的に検討すること 
 いかに事前に誠実な検討を行ったとしても、利用者が予想

以上に増えたり、当初想定していなかった国や地域で使わ

れたり、技術的な環境変化など様々な理由で当初の想定が

難しかった事態に陥ることがありうる。意図せざる結果によっ

て問題のある状況が生まれていないかどうか、定期的に対応
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してゆけることが望ましい。 

7.本研究の限界 
最後に本稿の方法論的な限界についても触れたい。 
第一に、本稿の主たる分析によって示されているのは、あ

くまで現時点での倫理的ガイドラインとして多くの文献で支持

されやすく、概ね合意がとれつつあると考えられる要素の明

示に留まる。功利主義にせよ義務論にせよ、なんらかの倫理

学的な理論的妥当性について検討をするものではないし、

「善き目的」の間に対立がある場合について、どのような論点

を検討すべきかといった見解を提出するものでもない。こうし

た点については別途、倫理学等の蓄積を参照されたい。 
第二に、本稿の中でも「意図せざる結果」について述べて

いるとおり、本稿で提示したガイドラインはあくまで 2023 年時

点の社会環境の下における提案である。VR、機械学習、AI
などゲーミフィケーションと密接に関連する技術分野におい

ても倫理基準の策定はすすんでおり[29]、関連する諸技術

による本分野への影響によって、今後、さらに状況が変化し

ていくことが想定される。情報環境の変容に応じて、本ガイド

ラインは定期的に見直されることが望ましい。 
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