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様式化されたシミュレーションとしての初期 JRPG 

——ビデオゲームの文化間比較研究の一視点—— 

松 永 伸 司  

日本のビデオゲームの特徴とは何か。これが本稿の大きな問いである。本論に入

るまえに、一つ昔話をしておきたい。 

1990 年代の前半のこと。10 代のわたしは、『RPG ツクール Dante98』（ログインソ

フト編集部 1992）を使って自作のロールプレイングゲーム（以下 RPG）を作って

いた。このアプリケーションは、用意されたマップチップを並べたり、アイテムや

プレイヤーキャラクタや敵のパラメータやグラフィックを設定したり、イベントを

設置したりすることで、プログラムやグラフィックやサウンドについての技能がま

ったくなくても「オリジナルの」RPG が作れるというものだった1。いまから思え

ば、当時のわたしは写実主義者
リ ア リ ス ト

だった。つまり、できるだけ現実に近くなるように
．．．．．．．．．．．．．．．

——少なくとも本当らしくなるように——諸々のパラメータを設定し、建物や内装

の配置を定め、世界の地理を作ろうとしていた。ここでわたしが目指していた写実

性は、グラフィックつまり見た目の写実性ではなかった。グラフィック上の工夫は、

用意された（決して質が高いとは言えない）ドット絵を組み合わせる以上のことは

できなかった2。むしろ、わたしが目指していたのは、その世界の事物がどのように

関係しあっているか、プレイヤーとしてのわたしがそれらとどのように相互行為で

きるか、その世界についてどんな情報がどのように与えられるか——こうした側面

についての写実性だった。いわば、わたしは、シミュレーションとしての写実性
．．．．．．．．．．．．．．．

を

目指していた。 

この制作思想の結果（もちろん最終的に作品が完成することはなかったが）は、

わたしに RPG の本性について考えさせるものだった。わたしが写実性を目指して

作った RPG は、たんに面白くなかっただけではなく、わたしの念頭にある RPG の

姿とはだいぶ異なるものだったのである。そこで、わたしは、よく知る RPG がどの

ような作りになっているかをよく観察しなおした。わたしが見いだしたのは、それ

らの作品がシミュレーションとしてまったく写実的ではない——つまり様式化さ
．．．．

れている
．．．．

——ということ、そしてそれにもかかわらず、わたしはそれをとくに不自

然だとは思わずにプレイしていたということだった。 

                                                           
1 『RPG ツクール』シリーズはその後バージョンアップを重ね、90 年代後半から 2000 年代を通じて「ツ

クール文化」と呼ぶべき一つの豊潤な文化とジャンルを形成することになるが、このことは本稿の射程

の外である。 

2 もちろん『Dante98』においても自作のグラフィックを使うことは可能だったが、わたしにはそれを十

分にやり遂げるだけの手段も技量も意気込みもなかった。 
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前置きが長くなった。繰り返すが、本稿の大きな目的は、日本のビデオゲームの

固有性を論じることである。そのための一つの切り口として、この 10 代のころの

曖昧な気づきを、いま一度洗練させたかたちで取り上げたい。つまり、日本の RPG

を様式化されたシミュレーションとしてとらえるということである3。以下、本稿の

具体的な目的と方針を明確にしたうえで、本論に入ろう。 

1. 目的、方法、対象 

われわれはしばしば次のように問う。日本のビデオゲームの固有性とは何か。こ

の問いは、ビデオゲームのうちに民族文化的または地域文化的な特色があらわれう

ること、および、適切な方法を使えばその特色を明らかにできることを前提してい

る。しかし、実際にそうした特色はあるのか。また、仮にあるとしても、それはど

のような手続きで明らかにできるものなのか4。 

この問いに答えるために、本稿は次の 2 つのことを具体的に目指す。第一に、ビ

デオゲーム作品が持つ文化相対的な特徴を記述するための一つの方法を提示する

（2 節）。本稿が提示するのは、様式史的方法
．．．．．．

である。これは美術史の方法に範をと

ったものだが、本稿では、美術史や視覚文化論一般とは異なり、「様式」概念を視覚

的表象に適用するのではなく、シミュレーション
．．．．．．．．

に適用する。第二に、日本のビデ

オゲームのうちのとくに初期の
．．．

RPG
．．．

ジャンル
．．．．

の作品——具体的には 1980 年代半ば

から 1990 年代半ばまでの代表的な家庭用ゲーム機用 RPG——のいくつかに対して

この方法を適用し、その特徴を記述する。そして、可能であれば、そうした特徴が

日本文化の特殊性に由来するものであるかどうかを確かめる（3 節）。これら 2 つの

作業がうまくいけば、日本のビデオゲームの固有性とは何かという問いへの一つの

答えになるだろう。 

以上のように、本稿は方法および対象について一定の限定がある。この限定の妥

当性と利点について簡単に説明しておこう。 

シミュレーションの様式論という方法は、次のような基本的なアイデアにもとづ

く。絵が表象の一種である5のと同じく、シミュレーションは表象の一種である。そ

れゆえ、美術史学における絵画の様式史研究の類比として、ゲーム研究におけるシ

ミュレーションの様式史研究の可能性が十分にあるのではないか。そして、この観

                                                           
3 「様式化されたシミュレーション」（stylized simulation）という概念自体は、本稿のオリジナルではない。

イェスパー・ユールがすでに提示している（Juul 2005: 170ff）。ユールは、この概念を理論的に十分に定式

化していないし、美術史の様式論と関係づけることもしていない。とはいえ、本稿の議論がユールの記

述に着想を得たものであることは確かである。 

4 理論的な基盤を持たない主張はいくらでも可能だろうが、ここでの「明らかにする」は理論的に正当

な裏づけを持って確証することを指す。 

5 表象を〈何かを表すもの〉または〈何かについてのもの〉ととるかぎりにおいて、何かを描く絵は言葉

や記号一般と同じく明らかに表象の一種である。表象としての絵の特殊性については諸説ある。画像的

表象をめぐる哲学的議論の概観は、Kulvicki（2014）を参照。 
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点から見ることで、たんなる視覚文化論的な観点6からは見えないような、ビデオゲ
．．．．

ームならでは
．．．．．．

の側面を明確に記述できるようになるのではないか——。このアイデ

アはもっともだろう。また、後述するように様式史研究に一定の理論的な長所を認

めるかぎりは、シミュレーションの様式史研究の長所もはっきりしている。もちろ

ん、様式論的なアプローチが日本のビデオゲームの特殊性に関して実際にどれだけ

の説明力や発見的機能を持つかは、それを具体的に適用したときにはじめて明らか

になることである。とはいえ、ここで強調しておくべきは、たとえ本稿の後半でな

される日本の RPG への具体的適用がたいして有効でなかったとしても、その理論

の提示と定式化は、それ自体として十分に意義あるものだということだ。つまり、

本稿における理論パート（2 節）の意義と適用パート（3 節）の意義は互いに独立で

ある。 

対象を初期の RPG に限定する理由は 3 つある。第一に、RPG ジャンルそれ自体

がシミュレーションの要素を色濃く持っているという点である（RPG が具体的にど

のような歴史と特徴を持ったジャンルであるかは後述する）。つまり、本稿の方法

の対象に適している。第二に、RPG は日本のビデオゲームを代表するジャンルであ

るという点である。RPG は、1980 年代半ばから 1990 年代にかけての日本の家庭用

ゲーム機の全盛期にもっとも人気のあったジャンルであり7、日本のビデオゲームの

あり方に決定的な役割を果たしたと考えられる8。第三に、日本において様式化がか

なり進んだジャンルであるという点である。RPG はもともとアメリカで生まれたジ

ャンルだが、日本に移入されて以降、上記の年代に独自の発展を遂げ、高度に様式

化した。日本の RPG は、国外のプレイヤーから、たんなる「RPG」ではなく「JRPG」

というジャンル名を与えられるほどの独特の特徴を持っている。一方、欧米産の

RPG（しばしば「WRPG」と呼ばれる）は、相対的に写実指向であると言われる9。

それゆえ、日本の初期 RPG の様式化の歴史をたどることは、日本のビデオゲーム
．．．．．．．．．

ならでは
．．．．

の特徴の一つを明らかにすることになるだろう。ここで初期に限定するの

は、様式化の源泉を求めているからである。より最近の日本の RPG にもシミュレ

ーションにおける様式化ははっきり見てとれるはずだが、それはふつう先行する日

本または国外の RPG にもとづいたものであって、本稿の問いに対して直接の答え

を与えるものにはならないだろう。 

                                                           
6 日本のビデオゲーム（またはマンガやアニメなども含めた日本のポピュラーな表象文化一般）のグラ

フィックつまり視覚表象の特殊性を取り上げる議論は無数にある。本稿の動機の一つには、そうした既

存の議論とは異なる観点から日本のビデオゲームを論じたいというものがある。 

7 1990 年代前半に家庭用ゲーム機市場を支配した任天堂のスーパーファミコンの作品は、ほかのゲーム

機の作品に比べて RPG の比率が圧倒的に高かった。小山（2016: 167–168）を参照。 

8 実際には、ジャンル間の影響関係はそれほど単純でも直接的でもない。それゆえ、日本の RPG が RPG

以外のジャンルのあり方に対してどれだけ影響したかは自明ではない。とはいえ、「日本のビデオゲーム」

と言うときに、日本の RPG のあり方が一つの典型として想定されるのはたしかだろう。 

9 「JRPG」はしばしば揶揄のニュアンスを含む。この語自体は古くからあるものではなく、おそらく 2000

年代以降にはじめて現れたものである。WRPG と比べた場合の JRPG の特殊さについての批評的言説は

無数にある。たとえば、Filipowich（2012）を参照。 
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以上のように方法と対象を限定することで、日本のビデオゲームの、ビデオゲー

ムとしての特殊性に明確に焦点をあわせることが可能になる。以下、2 節では、美

術史における様式研究の特徴を示したうえで、シミュレーションの様式研究を定式

化する。3 節では、そこで定式化された枠組みを日本の初期 RPG の代表的事例のい

くつかに具体的に適用し、日本のビデオゲームの特徴を明らかにする。 

2. 理論——シミュレーションの様式論 

美術史における様式論 

「新しい美術史学
ニューアートヒストリー

」と呼ばれる動向のなかで、美術史の方法と観点は多様化して

いる（マイナー 2003: part 3）。とはいえ、そのもっとも古く、かつ、いまでも十分な

勢力と有効性を持つ方法の一つが様式論であることには異論の余地がないだろう10。

様式論を特徴づけるために、まず様式論の対象をはっきりさせよう。 

様式（style）とは何か。少なくとも表象の様式に限定するかぎりは11、様式とは、

表象の仕方
．．

（way or manner）つまりいかに
．．．

（how）表すかであり、表象の内容（content）

つまり何を（what）表すかに対置されるものである12。これは「様式」概念のごく標

準的な特徴づけである（e.g. Lang 2014: 58）。この意味での様式は、文学作品のような

言語的表象についても言えるし（いわゆる文体）、絵画作品のような画像的表象に

ついても言える（美術史における様式）。もちろん、エルヴィン・パノフスキー

（Panovsky 1955: 34–35）が示すように、内容は明らかに様式に依存する13。ある絵に

描かれている事柄がなんであるかは、そこで採用されている絵の描き方がどのよう

なものであるかをある程度前提にしなければならないのである。また逆に、その絵

がいかなる描き方で描かれているかは、その内容がなんであるかをある程度特定し

たうえではじめて可能になるものだろう（Meskin 2013: 444）。とはいえ、たとえ両者

を独立に同定することができないとしても、内容と様式は異なる側面であり、概念

的に互いに区別すべきである。 

しかし、「表象の仕方」というだけでは、様式の特徴づけとして不十分である。様

                                                           
10 様式論のおそらくもっとも著名かつ影響力のある論者として、アロイス・リーグルとハインリヒ・ヴ

ェルフリンを挙げておく。なお、本稿では、美術史における様式論の具体例には言及しない。 

11 「様式」という概念自体は、表象ではないもの——たとえば純粋に抽象的なデザインパターン——に

も適用できる。それゆえ、「表象の仕方」としての様式の特徴づけは一般性を持たない。とはいえ、本稿

が問題にするシミュレーションの様式およびその範となる絵の様式はいずれも表象の様式である以上、

この特徴づけでとくに問題ないだろう。 

12 この意味での「いかに」が「形式」（form）と呼ばれることもあるが（たとえば、ヴェルフリンの方法

は「形式分析」と呼ばれる）、これはかなりミスリーディングな言葉づかいである。というのも、「形式」

は、当の内容が何によって
．．．．．

表されるか、または具体化されるか——記号論的な用語を使えば、記号表現

や記号媒体——を指すのにしばしば使われるからである。本稿では、内容と様式を物理的に具体化する

ものを一貫して「媒体」と呼ぶ。 

13 ここで私が「内容」と呼んでいるのは、パノフスキーにおける「事実的主題」または「モティーフ」

のことである。イコノグラフィー的な主題やイコノロジー的な意味は問題にしていない。 
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式は、まず第一に作品を分類するための概念である。その分類は、複数の作品が共

有するなんらかの特徴をもとになされる。それゆえ、様式はたんなる表象の仕方で

はなく、一定の作品群に共通して見られる
．．．．．．．．．．．．．．．

表象の仕方である。また、ふつうたんに

特徴が共有されているだけでなく、その特徴がなんらかの実体に帰属される必要が

ある。言い換えれば、「x の様式」という仕方で、何かの
．．．

様式として同定される必要

がある。様式の帰属先にはいろいろあるが——たとえば、個人、時代、地域、グル

ープなど（Meskin 2013: 442）——いずれにせよ、作品群が共有する特徴がそうした

特定の実体に結びつけられている14。さらに、様式は、ふつうなんらかの意義ある

（あるいは注目に値する）表象の仕方だろう。たとえいかに複数の作品に共通に見

られる特徴であっても、それらの作品群の価値や意味にとってまったく関与的でな

い特徴は、ふつう様式と言われることはない15。まとめると、表象の様式とは、複数
．．．．．．．．．．

の表象に共有され、
．．．．．．．．．

かつ、
．．．

それ
．．

らの表象の
．．．．．

価値や意味に
．．．．．．

とって
．．．

関与的な
．．．．

、なんらか
．．．．．

の実体に帰属される表象の仕方である
．．．．．．．．．．．．．．．．．

。少なくとも本稿の目的にとっては、様式の

特徴づけは以上で十分だろう。 

さて、様式論とはどのような方法か。様式論は、一つまたは複数の美術作品に見

られる様式をそれ自体として特定（分類／区別）し、それがどのようなものである

かを記述することをまず第一に行う。様式を特定・記述して終わりという研究もあ

るかもしれないが、美術史の様式論のほとんどは、様式を特定したうえで、さらな

る知見を引き出そうとする。たとえば、制作状況について十分な史料が残っていな

い作品の場合には、その様式の特定および基準作16との比較によって、その制作年

代、制作地域、作者などを推測することがしばしば行われる。あるいは、様式から

なんらかの歴史的事実なり普遍的真理なりを引き出そうとする研究も多い。つまり、

様式を何がしかの事柄のあらわれとして考えて、様式を解釈する
．．．．

——あるいは様式

によって事柄を説明する（Meskin 2013: 446–447）——研究である。様式の解釈の方

向性には、たとえば次のようなものが含まれる。芸術運動の内在的発展17、政治的・

経済的な背景、技術的な背景、先行または後続する作品との影響関係、受け手の需

要、作り手の個性、「時代精神」や「国民的性格」18などである。 

                                                           
14 自然主義や古典主義のような「普遍様式」（universal style）が様式に含まれる場合がある（e.g. Wollheim 

1979: 183–184）。この場合は、様式の帰属先はないかもしれない。 

15 「意義がある特徴」や「関与的な特徴」といった言い方はいくらか曖昧である。より正確には、ケン

ダル・ウォルトン（Walton 1970）の「可変的（variable）な特徴」——あるカテゴリの標準的および反標準

的な特徴に対置されるもの——に相当するものと言うべきかもしれない。 

16 基準作は、なんらかの仕方ですでに制作年代などが確定した作品のこと。ある作品が基準作と様式を

共有することは、その作品の制作状況を知る大きな手がかりになる。 

17 典型的なのは、リーグルの「芸術意志」の議論である。 

18 様式から「時代精神」や「国民的性格」を引き出すたぐいの議論はしばしば「観相学」（physiognomy）

と呼ばれる。つまり、ある人の顔つきからその人の性格を読みとれるのと同じように、一連の作品が共

通して持つ「顔つき」からなんらかの集団的心性を読みとれるという発想である。当然ながら、こうい

った発想に対しては多くの批判がある（e.g. ゴンブリッチ 1997: 84–87）。リチャード・ウォルハイム

（Wollheim 1979）は、個人様式がなんらかの心理的現実を反映するものであり、それゆえ事実的な説明

力を持つのに対して、一般様式（個人以外に帰属される様式）はなんらかの現実を反映するものではな
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様式論のもっとも顕著な特徴と長所は、作品外的なリソースからではなく、作品

自体の観察と記述にもとづくという点にある。上に挙げたように、推論や解釈の方

向性はさまざまありうるにせよ、様式論は、まず最初に様式を特定することから
．．．．．．．．．．．．．．．．

議
．

論を
．．

始める
．．．

のである。この点で、様式論は、なんらかの歴史的資料をもとにして作

品を説明したり解釈したりするタイプの研究と対置される。 

とはいえ、作品の観察から様式をいかに特定するかという方法上の問題がある。

どのように特定する場合であれ、少なくとも様式の個別化は、原理的に対比によっ

て行わざるをえない。つまり、ある一つの表象の仕方はそれ単独で特定することは

できず、つねにほかの表象の仕方との差異によって特定するほかない19。この場合

の対比の対象は、別の特殊な様式の場合もあれば、より普遍的または基準的な様式

——たとえば写実主義20——の場合もある。後述するように、本稿で採用する方法

は、写実的な表象との対比によって様式化の質と量を特定するというものである。 

以上、美術史の様式論を特徴づけた。本稿の理論的構想は、美術作品のような視

覚的表象についての様式論をもとにして、シミュレーションについての様式論を提

示するというものであった。それゆえ、次に表象の一種としてのシミュレーション

の特徴を明らかにする必要がある。 

シミュレーション 

シミュレーションとは何か。まず事例を挙げておこう。シミュレーションには、

たとえば以下のものが含まれる。自動車教習所で使うドライブシミュレータ、飛行

訓練に使うフライトシミュレータ、兵棋演習21のような軍事的シミュレーション、

物理学的シミュレーション（たとえば天体運動のシミュレーション）などである。

これらは明らかにある種の表象である。それらは現実の一部または一側面について
．．．．

の
．
ものであり、そしてそれに適合するか否かで正誤が問えるものだからである。一

方で、これらのシミュレーションは、言語や画像といったほかの種類の表象にはな

い独特の特徴も持つ。シミュレーションとは何かという問いに答えることは、そう

した独特の特徴——表象としてのシミュレーションの種差——を特定することに

ほかならない。 

シミュレーションの定義については以前に論じた（松永 2015b）。シミュレーショ

                                                           

く、たんなる分類概念にすぎない——それゆえ説明力を持たない——と主張する。この一般様式に対す

る疑念もまた、様式の観相学的解釈への反発から生じたものだろう。とはいえ、アーロン・メスキン

（Meskin 2013: 447）が適切に述べるように、一般様式もまた、作品制作の規範や慣習といったなんらか

の社会的現実を反映しうるものであり、それゆえ事実的な説明力を持ちうる。 

19 有名なヴェルフリンの 5 つの対概念によるルネサンス様式とバロック様式の対比はわかりやすい例で

ある。対比によらず一方の様式の特徴のみを単独に特定するのはほとんど不可能だろう。 

20 ここでは「写実主義」（realism）という語で歴史上の特定の様式・運動・流派を指しているわけではな

い。たんに写実的な表象の仕方のことである。 

21 軍事的な作戦立案やその訓練のために使う、ボードゲームに似た机上演習。地形や兵力やその配置な

どのデータを設定して、乱数要素や確率要素を組み込みながら、情勢の推移を分析したり、作戦を考え

たりする。 
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ンの条件は、表象であることに加えて、おおよそ以下で必要十分だと思われる22。

(1) 動的なシステムである。(2) その表象対象も動的なものである。(3) ユーザがそ

のシステムに入力することが可能である23。(4) そのシステムの動的な変化やその背

後にある法則が、それと似たものとして
．．．．．．．．．．

、表象対象の動的な変化やその背後にある

法則を表象する24。一言で言えば、シミュレーションとは、対象の特定の動的側面

を、それに似たかたちで表象する、入力可能な動的システムである（下図）。 

 

 

 

 

 

 

シミュレーションにおける表すもの（動的システム）は、しばしばそれ自体が抽

象的なモデルであったり、なんらかの直接目に見えないメカニズムであったりする

（たとえばコンピュータプログラム）。その場合、シミュレーションは、さらにその

動的システムを表すもの——つまりユーザインターフェイス（たとえばコンピュー

タのモニタ）——のレベルを持つことになる（下図）25。 

 

 

 

 

 

 

上述のように、動的なシステムと動的な対象は類似関係にある必要があるが、ユー

ザインターフェイスと動的なシステムの関係は任意の表象関係である。ユーザイン

ターフェイスは、画像的表象の場合もあれば、言語的表象の場合もあるし、音によ

る表象の場合もあれば、数式による表象の場合もある。ビデオゲームにおけるシミ

ュレーションは一般にこの構造を持つ。つまり、グラフィックやサウンドを通じて

動的システムとしてのゲームプログラムを表し、そのプログラムがそのゲームの世

                                                           
22 もちろん、定義の適切さは、被定義項の外延をどうとるかに左右される。それゆえ、シミュレーショ

ンに何を含めるかによって、シミュレーションの必要十分条件も変わる。ここでは、マイケル・ワイス

バーグ（Weisberg 2013）が挙げる三種類のモデル——数学的モデル、コンピュータ上のモデル、具体的モ

デル——を実装するものをすべてシミュレーションに含める。 

23 たとえば、コンウェイのライフゲームのようなセルオートマトンでも、初期状態の入力は可能である。

もちろん、シミュレーションの外延をより広くとるためにこの条件を除外する選択もありうる。 

24 「それと似たものとして」は、正確に言えば「部分的に同型（isomorphic）なものとして」である。詳

細は松永（2015b）を参照。ワイスバーグ（Weisberg 2013: ch.8）は、モデルと世界の関係を「重みづけら

れた特徴の点での適合」（weighted feature-matching）ととらえるが、これは部分的同型をより一般化した

関係である。 

25 ここでの「ユーザインターフェイス」は情報を表示するものであって、入力機器のことではない。 

似たものとして表す 

動的なシステム 動的な対象 

インターフェイス 動的な対象 動的なシステム 
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界の特定の動的な側面をシミュレートする26。 

シミュレーションの対象（図の一番右にあるもの）について、若干の補足をして

おこう。先に挙げたシミュレーションの事例は、すべて現実世界を対象にしたシミ

ュレーションだった。それゆえまた、たいていその真偽が重要であるものだった（た

とえば、現実世界と食い違うドライブシミュレータは文字通り致命的である）。し

かし、虚構的な世界と事物を絵や言葉で表せるのとまったく同じように、虚構的な

世界と事物をシミュレートすることも可能だろう27。実際、ビデオゲームにおける

シミュレーションの大半は、虚構世界をシミュレートするものであると言ってよい

28。虚構的なシミュレーションでは、当然ながら真偽は問題にならない。小説や映

画のフィクションがそうであるのと同様に、シミュレーションを使ったフィクショ

ンが目指すのは、ふつう興味深い虚構世界や物語を描くことである。もちろん、ビ

デオゲームにおいても、都市開発シミュレーションや歴史シミュレーションのよう

に部分的に現実をシミュレートするものもある。しかし、その場合でも、ふつうそ

の目的は現実に忠実であることではない。 

すべてのビデオゲーム作品がシミュレーションであるわけではない。また、シミ

ュレーションであるビデオゲーム作品であっても、そのすべての場面が何かをシミ

ュレートしているわけではない。たとえば、純粋に抽象的なビデオゲーム作品や、

たんにカットシーンを見るだけの場面は、シミュレーションではない。グラフィッ

クがそれ自体として何かを表象している場合であっても、それが表すゲームメカニ

クスが何かをシミュレートしていないかぎりは、それはシミュレーションではない。

逆に、グラフィックがそれ自体としては何も表象していない場合であっても、それ

が表すゲームメカニクスが何かをシミュレートするかぎりは、それはシミュレーシ

ョンである。 

ビデオゲームにおける典型的なシミュレーションは、『SimCity』（Maxis 1989）のよ

うなシミュレーションゲームジャンルの作品である。都市開発であれ、会社経営で

あれ、国家運営であれ、軍事的な戦略・戦術であれ、それをシミュレートする作品

はすべてシミュレーションである。とはいえ、シミュレーションゲーム以外のジャ

ンルの作品も、シミュレーションの性格をしばしば強く持っている。たとえば、レ

ーシングゲームは自動車運転のシミュレーションであり、スポーツゲームはスポー

ツのシミュレーションである。そして、RPG やオープンワールドジャンルは、旅や

                                                           
26 正確には、当のソフトウェアのプログラム全体ではなく、その一部と考えたほうがよい。ビデオゲー

ムにおいてシミュレーションと見なされるのは、プレイヤーのゲーム内行為に直接関わるかぎりの範囲

——「ゲームルール」または「ゲームメカニクス」と呼ぶべき領域——にふつうかぎられる。ゲームメ

カニクスの正確な特徴づけについては、松永（2015a: sec.6.3）を参照。 

27 グラント・タヴィナー（Tavinor 2013: 195–198）もまた、虚構的対象のシミュレーションを擁護してい

る。タヴィナーは「バーチャル」という語を使うが、それはここでの「シミュレーション」にそのまま

対応すると考えてよい。 

28 イェスパー・ユール（Juul 2005: 170）によれば、ビデオゲームにおけるシミュレーションは「ルールに

よる虚構世界の実装」である。「ルール」が動的なシステムに、「虚構世界」が動的な対象にそれぞれ対

応する。 
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冒険や生活の、あるいは当の虚構世界全体のシミュレーションである。 

表象の一種としてのシミュレーションを特徴づけた。すでに述べたように、様式

とは、複数の表象に共有され、かつ、それらの表象の価値や意味にとって関与的な、

なんらかの実体に帰属される表象の仕方である。それゆえ、シミュレーションの様

式とは、複数のシミュレーションに共有され、かつ、それらのシミュレーションの

価値や意味にとって関与的な、なんらかの実体に帰属されるシミュレーションの仕

方である。そして、シミュレーションの様式論とは、シミュレーションの様式をま

ず特定したうえで、そこからなんらかのさらなる知見を引き出す理論である。 

とはいえ、シミュレーションの様式は具体的にどのように特定されるものなのか。

本稿が提示する方法は、写実的なシミュレーションとの比較によって、当のシミュ

レーションがどの点においてどの程度様式化
．．．

（stylized）されているかを特定するとい

うものである29。 

写実性と様式化 

写実的（realistic）であるとはどういうことか。ここでもまた画像的表象における

写実性についての理論を援用しよう。ジョン・カルヴィッキ（Kulvicki 2014: ch.6）は、

絵の写実性を以下の 3 点で特徴づけている。(1) 正確さ——つまり当の絵の描写内

容がどれだけ実際の対象のあり方に適合しているか30、(2) 情報量——つまり当の絵

がどれだけ多くの内容を描写しているか、(3) 典型性——つまり当の絵がわれわれ

が慣れ親しんでいる表象システムにどれだけ即しているか、である。この特徴づけ

にもとづけば、ある絵が写実性の基準にどのようにかつどの程度違反しているかに

よって、その絵の様式のあり方が特定できる。もちろん、すでに述べたように、様

式は一定の作品群に共通して見られるものであり、その意味ではある程度典型的な

ものである。それゆえ、典型性の基準は、写実的な表象と様式化された表象を区別

するものではない。むしろ、両者を区別するのは、正確さと情報量である。つまり、

写実的でない様式は、正確でないか情報量が適切でないかのいずれか、またはその

両方である（下表）。 

 

 正確さ 情報量 典型性 

写実性 ○ ○ ○ 

様式化 △ △ ○ 

                                                           
29 ここで「様式化されている」は〈非写実的な様式を持つ〉を意味する。写実主義ももちろん一つの様

式だが、ここでの理論的構想は、写実性を基準にして、そこからの偏差を見ることで個々の様式を特定

するということである。 

30 カルヴィッキが言うように（Kulvicki 2014: 120）、これは絵が表象対象に実際に適合している（つまり

真である）というよりは、当の表象対象についてのわれわれの理解に絵が適合している（つまりわれわ

れにとって真に思える）ということである。それゆえまた、正確さの基準はフィクションについても問

題なく成り立つ。 
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たとえば、正確さに違反する表象は歪曲や誇張であり、情報量に違反する表象は

単純化や省略である。そして、それらの基準にどの点でどの程度違反しているかに

よって、無数の表象の仕方がありうる。そういうわけで、写実性との比較による様

式の特定は、当の表象の正確さと情報量の質と量に注目することでなされる。 

以上は、画像的表象の写実性の話ではあるが、ほかの種類の表象にも——それゆ

えシミュレーションにも——そのまま適用できる考えだろう。具体的な作品を例に

しながら、ビデオゲームにおけるシミュレーションの写実性と様式化を説明しよう。 

シミュレーションの写実性と様式化 

シミュレーションの正確さは、対象をシミュレートする動的システム（ビデオゲ

ームの場合であればゲームメカニクス）のあり方が、当の対象（についてのわれわ

れの理解）にどれだけ適合しているかである。これはとくに説明は不要だと思われ

るが、わかりやすい事例を示しておこう。『A 列車で行こう III』（アートディンク 

1990）（fig.1）と『A 列車で行こう IV』（アートディンク 1993）（fig.2）は、ともに鉄

道会社経営と都市開発をシミュレートする作品である。両者は多くの点で共通のゲ

ームメカニクスを持っているが、重要な点でちがいがある。後者では、前者にはな

かった〈線路の高低〉という概念がゲームメカニクスに導入され、線路を立体交差

させることが可能になっているのである。もちろん、現実の線路も立体交差は可能

Fig. 1 『A 列車で行こう III』 
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である。それゆえ、少なくともこの点において、『A 列車で行こう IV』はより正確

な（それゆえ、より写実的な）シミュレーションであり、『A 列車で行こう III』は

より正確でない（それゆえ、より様式化された）シミュレーションである。 

シミュレーションの情報量は、動的システムがどれだけ詳細に作られているかで

ある。たとえば、用意されているパラメータがどれだけ多いかとか、どれだけの幅

の入力を受けつけるかとか、異なる入力に対してどれだけ異なる処理が用意されて

いるかといった基準である。しかし、情報量と写実性・様式化の関係は、それほど

単純ではない。情報量が増せば増すほど写実的になるというわけでは必ずしもない

のである。たとえば、オープンワールド型のクライムアクションゲームである

『Grand Theft Auto』シリーズ（ここでは『GTA IV』（Rockstar North 2008）を例にし

よう）では、プレイヤーはボタン一つで車を強奪できる。ここで、仮に〈車のドア

を開ける〉、〈運転者の胸ぐらをつかむ〉、〈運転者を車から引きずり降ろす〉、〈車に

乗り込む〉、〈ドアを閉める〉といったコマンドをこのゲームのゲームメカニクスに

実装したとしよう。つまり、車を強奪するのにプレイヤーは非常に複雑なコマンド

入力をしなければならない。この場合、このゲームメカニクスの情報量は増すが、

しかし写実的になるとはかぎらないだろう。より正確に言えば、ある意味では写実

性が増すが、ある意味では写実性が増さない（あるいは下手をすれば写実性が下が

る）。つまり、たしかにできる行動の密度が現実の密度に近くなっているという意

味では写実的だが、このゲームにおそらく求められているシミュレーションの内容

——大都市での散歩とドライブ、警察とのカーチェイス、etc.——とは関係のない部

分が無駄に細かく作られているだけという意味ではとくに写実的ではない。そうい

うわけで、写実的なシミュレーションは、当のシミュレーションの目的にとって関

Fig. 2 『A 列車で行こう IV』 
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連ある側面についての情報量が多いものである。反対に、様式化されたシミュレー

ションは、そうした側面についての情報量が少ないものである。たとえば、仮に

『GTA IV』における車の挙動が（見た目ではなくゲームメカニクスの点で）もっと

雑に作られていたとすれば、シミュレーションとしてより写実的でなくなるだろう。 

シミュレーションの写実性・様式化は、グラフィックの写実性・様式化とは基本

的に独立である。たとえば、先の『A 列車で行こう III』と『A 列車で行こう IV』

は、グラフィックの点では写実性はほとんど変わらない。また、グラフィックが写

実的であってもシミュレーションとしては写実的でない作品もあるし、その逆の場

合もある。『NetHack』（The NetHack DevTeam 1987–）（fig. 3）と『トルネコの大冒険』

（チュンソフト 1993）（fig. 4）は、ともにいわゆるローグライクジャンルの作品で

ある。一見してわかるとおり、後者は、少なくとも前者に比べればはるかに写実的

なグラフィックを持つ。しかし、入力可能なコマンド、パラメータの多さ、アイテ

ムや敵の種類の多さ、処理の複雑さといった点では、前者のほうがはるかに豊かで

ある。その意味で、『NetHack』は『トルネコの大冒険』に比べてより情報量が多く、

おそらくより正確でもある。ビデオゲームにおけるシミュレーションの写実性に関

わるのはゲームメカニクスのあり方だけであって、グラフィックは基本的に関係な

いのである31。 

                                                           
31 ただし、プレイヤーが視覚的にどう経験するかも込みでシミュレーションになる場合は、グラフィッ

クはシミュレーションの写実性に部分的に関わる。松永（2015a: sec. 10.4）を参照。 

Fig. 3 『NetHack』 
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3. 適用——様式化されたシミュレーションとしての初期 JRPG 

シミュレーションの様式論の考え方と方法は以上で十分に定式化できたと思わ

れる。以下、この節では、日本の初期 RPG がシミュレーションとしてどのように様

式化されているかを具体的に見ていくが、そのまえに RPG の歴史と一般的特徴に

ついてごく簡単に説明しておこう。 

RPGの歴史 

本稿で問題にしている「RPG」は、正確にはすべてコンピュータロールプレイン

グゲーム（CRPG）のことである32。よく知られているように、RPG の元祖はボード

ゲームの『Dungeons & Dragons』（Gygax and Arneson 1974; 以下『D&D』）であり、

CRPG はもともとその派生作品群として始まった。『D&D』は、J・R・R・トールキ

ンの『指輪物語』の舞台設定を踏襲したもので、プレイヤーはダンジョンに潜って

ドラゴンなどが守る宝を獲得することを目標とする。それぞれのプレイヤーは、力

や生命力や職業といった諸々の属性を持った自分のキャラクタを作成し、戦闘や交

渉といった個々の場面でそのキャラクタの行動を決定する。プレイヤーの選択は、

あらかじめ定められたルールに従って（場合によっては乱数要素を加えながら）ゲ

ームマスター——ゲームの運用者あるいは審判の役割を果たす参加者——が処理

                                                           
32 この節にかぎり、「CRPG」と「RPG」を区別して使う。後者は CRPG とテーブルトーク RPG をまとめ

て指す。 

Fig. 4 『トルネコの大冒険』 
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し、その結果をプレイヤーに示す。ゲームプレイ33の全体は、そうした選択と処理

と結果の表示の連続で構成される。 

最初期の CRPG は、商業化されたものではなく、大学の大型コンピュータを使っ

て個人的に作られたものだった。その歴史と影響関係はかなり込み入っている（hally 

2014）。とはいえ、いずれも基本的な発想は、『D&D』における人間のゲームマスタ

ーの役割——ルールにもとづいた入力の処理と結果の表示——をそのままコンピ

ュータに代替させるというものだった。つまり、「『ひとり遊びできる D&D』を目指

して作られたもの」（多根 2014: 2）だった。その複雑な前史がどうあれ、明確に商

業的に成功した初の CRPG と言えるのは、リチャード・ギャリオットの『Akalabeth』

（Garriott 1979–1980）およびその後続作品『Ultima』（Garriott 1980）である34。 

標準的な歴史理解にしたがえば、日本に輸入されて広くプレイされた初期の

CRPG は、この『Ultima』と『Wizardry』（Sir-Tech 1981）だった。多根清史（2014: 3, 

6）によれば、日本に CRPG の「大波」がやってきたのは 1983 年であり、日本産の

CRPG が「一斉に花開いた」のは 1984 年だった。それらの作品は、Apple II のよう

な外来のコンピュータではなく新たに伸長した国産のホビーパソコンをプラット

フォームとして作られた。日本の CRPG が誕生したのは、こうした PC ゲームの文

脈においてであると言ってよいだろう。 

とはいえ、おそらく誰もが認めるように、実質的に日本の CRPG をポピュラーな

ゲームジャンルとして確立したのは『ドラゴンクエスト』（チュンソフト 1986; 以

下『ドラクエ』）であり、そしてそれに後続する家庭用ゲーム機向けの諸作品であ

る。1985 年の『スーパーマリオブラザーズ』（任天堂クリエイティブ課 1985）の発

売とともに、任天堂の家庭用ゲーム機ファミリーコンピュータは PC ゲームとは比

較にならない量のプレイヤーを獲得し、日本のビデオゲーム文化の表舞台になった

35。そうした背景のもとで、家庭用ゲーム機初のオリジナル RPG として作られたの

が『ドラクエ』であった。『ドラクエ』だけでなく、それに続く大ヒットタイトル『フ

ァイナルファンタジー』（スクウェア 1987; 以下『FF』）などもまたシリーズ化され、

                                                           
33 「ゲームプレイ」（gameplay）は、当のゲームのゲームメカニクス（ルール）に従ってプレイヤーがプ

レイすることで実際に生じる出来事の過程のことである（cf. Juul 2014）。しばしば、そうした過程のなか

でプレイヤーが感じる経験的質を指すのに使われることもある（たとえば「ゲームプレイが良い」など

と言う場合）。ゲームメカニクスとゲームプレイの存在論的な関係は、音楽作品と演奏の関係、戯曲と上

演の関係に近い。 

34 当然ながら、この背後には Apple II などのパーソナルコンピュータの普及がある。最初期の CRPG の

なかにも、たとえば『dnd』（Whisenhunt and Wood 1975）のようにかなり広くプレイされた作品はあるが、

プラットフォームが教育用ネットワークシステム（PLATO）だったという点で、アクセス可能性におの

ずから限界があった。最初期の CRPG の展開についてのきわめてすぐれた概説は hally（2014）を参照。 

35 もちろん、ビデオゲームを受容する文化的土壌そのものは、PC ゲーム以外の文脈ですでに十分に成立

していた。『スペースインベーダー』（タイトー 1978）のブーム以降、アーケードゲームは大きな文化産

業を形づくり、1980 年代初頭にはナムコの諸作品など多くの名作が生まれた。1980 年発売の任天堂の携

帯型ゲーム機ゲーム＆ウォッチもまた大ヒットを記録し、十字キーという新たなユーザインターフェイ

スとともに、後続するファミコンブームを準備した。 
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家庭用ゲーム機向け RPG が日本の RPG の主流を形づくることになる36。それに対

して、PC 向け RPG は、家庭用 RPG と相互に影響を与えあいながらも、相対的にア

ンダーグラウンドな文化を形づくることになる。のちに「JRPG」と呼ばれることに

なるジャンルのイメージの基礎を作り上げたのは、ファミコンやスーパーファミコ

ンを中心とする家庭用ゲーム機向けに作られた RPG 群であると言ってよい37。それ

ゆえ、本稿では、基本的にそのような『ドラクエ』に端を発する RPG 作品群を扱

う。 

RPGの一般的特徴 

ジャンルは曖昧な分類概念である。一つのジャンルを規定するものは、せいぜい

一定の作品群にゆるやかに共有される特徴の束でしかない。また、その「一定の作

品群」は、われわれの受容慣習のなかで曖昧なかたちでまとめられているものにす

ぎない。当のジャンルの中心的または範例的な作品はある程度確定しているとして

も、その境界線はまったく確定していないのである。それゆえ、「RPG の定義」な

どという試みは根本的にナンセンスである38。とはいえ、厳密な定義ではないにせ

よ、範例的な作品におおよそ共通に見られる特徴を挙げることは可能だろう。そし

て、そうすることは、当のジャンルがどのようなものかを大まかにスケッチすると

いう意味で無意味ではない。以下、明らかに RPG であると言える作品がおおむね

共有する特徴を示そう39。 

すでに述べたように、『D&D』の時点ですでに、キャラクタの属性中心のリソー

ス管理の側面が前面に出ている。つまり、ゲームオーバーはキャラクタの
．．．．．．

死であり、

キャラクタの死（の少なくとも一つのあり方）は「生命力」（HP）の値が 0 になる

ことであり、挑戦課題はそれを避けながら目標を目指すことであり、それを避ける

ための手立ては、力や素早さといったキャラクタの
．．．．．．

能力と、コマンドや魔法といっ

たキャラクタの
．．．．．．

行動可能性の組み合わせによって与えられ、そしてそういったパラ

                                                           
36 ここでは挙げないが、『ドラクエ』と『FF』のほかにもシリーズ化され人気を博した RPG タイトルは

数多くある。それらはすべて、多かれ少なかれ JRPG というジャンルのイメージに寄与している。 

37 当然ながら、この時期の家庭用ゲーム機はファミコンとスーパーファミコンのほかにもある。さらに、

1990 年発売の任天堂のゲームボーイに代表されるように、この時期には携帯型ゲーム機とその受容文化

も確立し、携帯型ゲーム機向けの RPG も数多く作られた。携帯型ゲーム機向け RPG のなかで最大の人

気と文化的重要性を持つ作品は『ポケットモンスター 赤・緑』（ゲームフリーク 1996）だろう。 

38 日常的な概念を明確に定義しようとすることのナンセンスさについては、ルートヴィヒ・ウィトゲン

シュタインの有名な議論を想起すれば足りるだろう。 

39 ジャンルの同一性について注記しておく。ここで「RPG」と呼んでいるのは、「制作当時『RPG』と呼

ばれていた作品群」のことではない。実際のところ、たとえば『頭脳戦艦ガル』（チーム・バイオテッカ

ーズ 1985）のように、現在のわれわれから見ればまったく RPG でないにもかかわらず「ロールプレイ

ングゲーム」を名乗っていたケースはあるし、『スーパーマリオブラザーズ』ですら「ロールプレイング

の要素を含」むものとして記述される場合があった（さやわか 2012: 40）。これらのケースはおそらく、

「RPG」というジャンルおよびその名称がまだ確立していなかったことによる。いずれにせよ、本稿が

想定する RPG ジャンルは、現在（少なくとも RPG ジャンルが明確なかたちで成立して以降）「RPG」と

呼ばれている作品群として遡及的に再構成されたものである。 
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メータや選択肢はプレイヤーに明確に提示される——このような特徴である。アイ

テムや装備品や所持金といった要素もまた、キャラクタの属性として——つまりキ

ャラクタの能力や行動可能性の一時的な追加として——考えることができる。こう

した特徴は、その後の RPG に基本的に引き継がれる。そのかぎりで、RPG は、実

質的にキャラクタのパラメータ管理を主眼にしたゲームジャンルだと言える。もち

ろん、キャラクタの属性ベースのゲームプレイは必ずしも RPG にかぎられるもの

ではないが、それが「RPG らしさ」の一つを担っていることは疑いようがない。

『D&D』では、一人のプレイヤーは一人のキャラクタを割り当てられるが、その後

の多くの CRPG では、プレイヤーは一人のキャラクタというよりはキャラクタ一行

を操作するようになる。 

『D&D』にすでに見られる別の特徴として、キャラクタの成長
．．．．．．．．

がある。これもま

た、RPG らしさの中核をなすものだ。『D&D』の経験値システム——キャラクタの

属性の一つとして「経験値」があり、それがいろいろな契機（たとえば戦闘での勝

利）で増え、一定の値を超えるとキャラクタが「レベルアップ」し、その能力や行

動可能性が（ふつうプレイ上有利な方向に）変化する——は、『Wizardry』などを経

由してそのまま『ドラクエ』で採用されている。キャラクタの成長システムは、JRPG

の歴史のなかで多数のバリエーションを生むことになるが、その基本的な発想は

『D&D』の経験値システムと変わらない。 

RPG は、以上の二つの特徴を中心的なゲームメカニクスに据えるジャンルと考え

てよいと思われる。とはいえ、RPG のゲームプレイの魅力は、成長するキャラクタ

のパラメータ管理に尽きるわけではない。あるいは別の言い方をすれば、そうした

リソース管理は、それを動機づけるものによってはじめて魅力的なプロセスになる。

たとえば『D&D』の場合であれば、それは『指輪物語』の世界を体験するというこ

とであり、そこで提示される謎を解くということだろう。あるいは『ドラクエ』の

場合であれば、作者の堀井雄二自身が言うように「物語の体験」（さやわか 2012: 67ff）

として意味づけられていると言えるかもしれない。あるいはしばしば言われるよう

に、そのジャンル名の通り、役になりきる
ロ ー ル プ レ イ ン グ

という側面によって動機づけられる場合

もあるかもしれない。いずれにせよ、RPG におけるキャラクタの管理は、その文脈

としてアドベンチャーゲーム的な側面——理論的により正確に言えば、進行型ゲー

ム（Juul 2005: 67ff）の側面——を持ち、それによって豊かな意味と魅力を与えられ

ている。これもまた RPG が一般に共有する特徴である。RPG がしばしば物語と関

連させて語られるのは、まさにこの理由による40。 

                                                           
40 加えて、RPG がファンタジーつまり剣と魔法の世界と結びつけられることがしばしばある。たとえば

『ドルアーガの塔』（ナムコ 1984）や『ゼルダの伝説』（任天堂 1986）は、『D&D』のゲームメカニクス

からはかけ離れているにもかかわらず、しばしば「RPG」と呼ばれるが、その理由の一つはそれらの舞

台設定がファンタジーであるという点にあると思われる（もちろん、それらに似た PC ゲーム——たと

えば『ハイドライド』（T&E SOFT 1984）——が「RPG」と呼ばれたという事実も大きいだろう）。とはい

え、剣と魔法の成分を捨象したときに、それらの作品がどれほど「RPG らしさ」を維持するかはきわめ

て疑わしい。本稿では、RPG ジャンルの特徴づけのうちにファンタジー要素を含めることはしない。 
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まとめれば、RPG は次のようなジャンルとして特徴づけできる。(1) キャラクタ

の属性ベースでリソースを管理するゲームプレイを持ち、(2) そのゲームメカニク

スにはキャラクタの成長システムが含まれ、(3) そうしたゲームプレイを動機づけ

る文脈として、虚構世界、謎解き、物語、なりきりといった要素が与えられる。 

このように特徴づけられるものとしての RPG が一般にシミュレーションの側面

を持つことは明白だろう。HP や力や魔法やアイテムや所持金やコマンドといった

ゲームメカニクス上のキャラクタの属性は、それらが関与する対象やその行動の判

定結果とともに、その全体に似たものとして
．．．．．．．．．．．．

、虚構世界上のキャラクタの行動と結

果とその環境を表象している。ゲームメカニクス上でキャラクタの HP が 0 になる

ことは、虚構世界上でキャラクタが死ぬことを表す。キャラクタの「レベル」が上

がることは、キャラクタの肉体的あるいは精神的な成長や鍛錬を表す。ゲームメカ

ニクス上でのアイテムと所持金の交換は、虚構世界上での買い物を表象する。そし

て、(3)のような文脈が与えられることで、一連のゲームプレイは、虚構世界上での

旅や冒険や謎解きをシミュレートすることになる。 

さて、JRPG は、そうしたシミュレーションの側面において、どのような特殊性

を持つと言えるのか。2 章で提示した理論を具体的な事例に適用しながら、最後に

この点を論じたい。適用は以下の手順を踏む。まず、写実性からの偏差として様式

化を特定する。そこで挙げられる様式化は、もちろん日本の RPG に独特のもので

なければならない。次に、その様式化を動機づけているものを明らかにする。そし

て、もし可能であれば、そこにビデオゲーム文化以外の日本の文化的事情の影響を

指摘する41。 

旅と成長のシミュレーション 

はじめに、『ドラクエ』シリーズに典型的に見られるシミュレーションの様式化

を示そう42。『ドラクエ』シリーズは、その規模や詳細の点でバリエーションはある

ものの、一貫して主人公一行の旅をシミュレートする43。主人公は、はじまりの町

から出発し、なんらかの目的——大きな目的もあれば小さな目的もある——に沿っ

て、町から町へ、山や海を越えて、世界を旅する。その過程で、仲間と出会い、場

合によっては別れながら、主人公は成長していく。そして、最終的に大きな敵を打

ち倒して物語は完結する。その旅の過程——町から町への移動、移動の障害、町で

の休息と旅道具の調達、町での情報収集、etc.——は、ゲームメカニクスとして実装

                                                           
41 本稿の目的、つまり JRPG——より一般化すれば日本のビデオゲーム——の固有性の記述そのものは、

特定された様式化が JRPG に特殊なものでありさえすれば十分に達成される。様式化の解釈において日

本的な特殊性を見いだすことは、それに加えて、日本のビデオゲームのなぜ
．．

そうした特殊性を持つのか

を明らかにすることである。 

42 以下で挙げる特徴は、『ドラクエ』シリーズにかぎられるものではない。『FF』シリーズを含めた多く

の JRPG が同様の構造を持つ。 

43 当然ながら、一般にシリーズが進むごとにゲームプレイと物語の構造は複雑になる傾向がある。とは

いえ、『ドラクエ』シリーズの場合、少なくとも 2 作目『ドラゴンクエスト II』（チュンソフト 1987）の

時点で基本形はほぼ完成していると言ってよい。 
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されている。その意味で、『ドラクエ』は旅のシミュレーション
．．．．．．．．．．

である。そしてまた、

その過程で主人公が能力を向上させていくということがゲームメカニクスとして

実装されているという意味で、『ドラクエ』——そしてほとんどの RPG——は成長
．．

のシミュレーション
．．．．．．．．．

である。 

『ドラクエ』におけるシミュレーションの様式化の一つは、その世界の経済や産

業がまったく不合理であるように見えるという点にある。つまり、まったく本当ら

しくないのである。主人公が序盤で立ち寄る町では、いかに大都市であっても、ふ

つうたいした武具は売られていない。そして、旅の後半に到達する町になるほど、

いかに山奥の小村であっても、強力で品質の高い武具が売られるようになる。同じ

ことが宿屋の値段にも言える。宿泊の設備が立派であろうが粗末あろうが、従業員

が多かろうが少なかろうが、序盤に泊まる宿屋は安価であり、後半に泊まる宿屋は

高価になる傾向がある。たしかに、武具の品質については、たとえば「その地に伝

わる伝統的な製造技法がある」といった説明によって、宿屋の値段については、物

価のちがいや貨幣の交換レートを持ち出すことによって、無理やり説明することが

できるかもしれない。しかし、そのような説明が説得的であることはほとんどない

だろう。というのも、その世界のうちに、そのような伝統的技法や物価の差の存在

を示唆するいかなる手がかりもふつうないからである44。 

                                                           
44 ビデオゲームがしばしば整合的な説明が困難な虚構世界を描くという問題については、松永（2015a: 

ch. 11）を参照。仮にこじつけによる整合的な説明が可能だったとしても、それが正当な解釈として認め

Fig. 5 『ドラゴンクエスト IV』 
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この種のシミュレーションの様式化が生じる直接的な理由は明白だ。つまり、後

半に到達する場所ほど主人公が戦う敵がより強くなるからであり、結果的にそれに

対処するためのリソース（攻守のパラメータや所持金）の値も増えるからである。

言い換えれば、この種の様式化は、旅の過程で敵が強くなっていくということの必

然的な帰結である。そして、主人公が新たな土地に進むごとに敵が強くならなけれ

ばならないのは、この作品が旅のシミュレーションであると同時に
．．．．

成長のシミュレ

ーションだからだろう。つまり、旅の線的な行程に、主人公の成長の線的な階梯が

そのまま反映されているのである。 

もちろん、移動の順序と難易度の順序を対応させるという構造自体は日本の RPG

に始まったものではない。先に挙げたような最初期のダンジョンクロール型の

CRPG もまた、基本的に階層が下がるごとに敵が強くなる。しかし、そこにシミュ

レーションの様式化はない。ダンジョンが深くなるにつれてより敵が強くなるとい

うのは、きわめてもっともらしいからだ45。それに対して、たんに隣町に水平移動

すると敵が強くなるというのは、まったくもっともらしくない。ようするに、『ドラ

クエ』の特徴は、その旅と成長の舞台をダンジョンから世界全体へ移し、その結果

シミュレーションとして様式化したという点にある46。 

こうした特徴に何か日本ならではの文化的背景はあるのだろうか。町から町へ旅

し、その過程でドラマが生じるという物語の構造自体は、たとえばロードムービー

一般に見られるものであり、とくに日本的であるわけではない。しかし、そうした

ロードムービー的な旅に、強敵との
．．．．

戦いとそれ
．．．．．

を通じた主人公の
．．．．．．．．

成長
．．

という要素を

加えた物語は、1980 年代前後の日本の少年マンガ——より具体的に言えば、集英社

の週刊マンガ雑誌『週刊少年ジャンプ』——にきわめて特徴的なものだ。たとえば、

『ドラクエ』シリーズのキャラクタデザインを担当した鳥山明の『ドラゴンボール』

（1984–1995）や『北斗の拳』（武論尊、原哲夫 1983–1988）が挙げられる。もちろん、

そうした物語もまた、それ自体としては日本に固有のものとは言えないかもしれな

い。とはいえ、そのような物語とビデオゲームが結合しやすい文化的状況にあった

——そうした物語を受容し慣れ親しんでいた層と、家庭用ビデオゲームを受容する

層が大きく重なっていた——というのは、おそらく日本に特殊な事情だろう。その

かぎりで、『ドラクエ』シリーズにおけるシミュレーションの様式化の一部は日本

固有の文化的状況から生じたと言うことは、それほど飛躍ではない。 

                                                           

られるかどうかはまた別の問題である。 

45 これがもっともらしく思えるのは、われわれがファンタジー世界のダンジョンをそのようなものとし

て理解しているからである。注 30 で述べたように、表象の写実性は、われわれが当の対象をどのような

ものとして理解しているかに依存する。 

46 もちろん、『Ultima』シリーズや『ハイドライド』のように、『ドラクエ』以前にすでに野外のフィール

ドをトップダウン視点で旅するゲーム作品は多数ある。とはいえ、たんに野外を移動するだけではなく、

町から町に移動し、行く先々の町でそこに住む人々の生活を横目に次の旅の用意を整え、場合によって

はそこでドラマを経験するといった意味での世界の旅
．．．．

を前面に押し出したのは、やはり『ドラクエ』シ

リーズだろう。 
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様式化されたキャラクタのシミュレーション 

『D&D』の時点ですでに、キャラクタに職業
．．

（class）という属性があった。RPG

における職業は一般に、当のキャラクタの能力の傾向、身につけられるもの、可能

なコマンドなどを定めるものである47。職業は、そのゲームメカニクス上の機能が

虚構世界上のキャラクタの役割——戦士なのか盗賊なのか魔法使いなのか——に

対応するという意味で、キャラクタの人物像のシミュレーション
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

である。職業シス

テムは『Wizardry』や『Ultima』シリーズですでに確立していたが48、日本の RPG に

大々的に導入されたのは『ドラゴンクエスト III』（チュンソフト 1988）においてで

あった。とはいえ、この職業——あるいは「ジョブ」——のシステムがきわめて独

特の仕方で様式化されるのは、『FF』シリーズにおいてである。 

シリーズ 1 作目で 6 種類だったジョブ49は、3 作目『ファイナルファンタジーIII』

（スクウェア 1990）で 22 種類と大幅に増え、5 作目『ファイナルファンタジーV』

                                                           
47 職業システムを採用するゲームの多くでは、職業は途中で変更可能である。つまり、転職

．．
システムが

ある。 

48 『D&D』も含め、これら西洋の RPG では、職業に加えて、種族（race）や（倫理的・道徳的な）属性

（alignment）といったパラメータがキャラクタに与えられる傾向にある。一方、日本の RPG では、こう

した要素は相対的にまれである。本稿では取り上げないが、これもまたある種の様式化されたシミュレ

ーションとして注目に値する。 

49 それぞれの上級ジョブを含めれば 12 種類だが、ジョブチェンジがないため、実質的には 6 種類のなか

から選ぶという選択肢しかない。 

Fig. 6 『ファイナルファンタジーV』 
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（スクウェア 1992）では数こそ増えていないものの、ジョブ固有の属性（「アビリ

ティ」）の習得システムとともに、さらにバリエーションが豊かなものになった（fig. 

6）。『FF』シリーズにおけるシミュレーションの様式化は、その職業が端的に本当

らしくないという点にある。もちろん、『Wizardry』であれ『ドラクエ III』であれ、

魔法を使える職業などがあるという意味では現実離れしているが、それでもファン

タジー世界の——あるいは少なくともその当の世界の——約束上は整合的に理解

できるものである。それに対して、『FF』の職業は（先に挙げた『ドラクエ』の宿屋

の値段などと同じく）その虚構世界の内部においてすら整合的であるとは言えない。

たとえば、『FF III』における「学者」というジョブは、両手に一冊ずつ本を持ち、

それで物理的に敵を殴ることでダメージを与える。同じく「風水師」は大きなベル

を両手に一つずつ持ち、やはりそれで敵を殴る。「吟遊詩人」は竪琴で敵を殴るわけ

ではなく、それを使って歌うが、なぜか歌うことで物理的に殴るのと同じダメージ

を与える——このような具合である。先のケースと同じく、こうした明らかに不自

然な状況について整合的な解釈を無理やりひねり出すことは可能だろう（たとえば

「この世界では学者と風水師は怪力の持ち主である」など）。しかし、この場合もや

はり、そのような解釈を正当化する材料は一切ないのである。そのかぎりで、『FF 

III』のジョブの多くは、写実的なシミュレーションから大きく逸脱している。 

こうしたキャラクタの様式化は、シリーズが進むごとにさらに顕著になる。たと

えば、『ファイナルファンタジーVI』（スクウェア 1994）には、「ギャンブラー」の

Fig. 7 『ファイナルファンタジーVI』 
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セッツァーというプレイヤーキャラクタが登場する（fig. 7; 図では「Sondre」）。セッ

ツァーは、武器としてダイスを装備し、それを投げることで敵を攻撃する。しかし、

そこで与える物理的ダメージの量は、投げたダイスの目次第で大きく変化する。こ

こで、その世界のなかで実際に何が起こっているのかはまったく明らかではない。

『FF』シリーズには、この種のケースが無数に見いだせる50。 

より一般化すれば、キャラクタの職業だけでなく装備にも同様のことが言える。

『FF V』に登場する武器「チキンナイフ」は、主人公一行が敵から逃げれば逃げる

ほど強くなる。「リボン」や「ネコ耳フード」のような、まったく防護の役に立たな

そうな装備品がゲームメカニクス上は圧倒的な守備力を誇る、などなどだ。もちろ

ん、こうしたいわばジョークアイテムは、『FF』にかぎられるものでも日本の RPG

にかぎられるものでもない51。とはいえ、その種の様式化をあからさまに押し出し

たのは『FF』シリーズであり、そしてそれに影響を受けた後続の多くの JRPG であ

る。 

この様式化を動機づけているものがなんであるかは自明ではない。一つの解釈は

ジョークだ。つまり、ジョブのふるまいやアイテムの名前を通して、ゲームデザイ

ナーがプレイヤーに小さな笑いを提供しているという解釈である。もう一つの解釈

は、キャラクタそのものを極度に様式化しているというものだ。つまり、まったく

写実指向ではないマンガやアニメなどと同様に、なんの理屈も整合性もない謎の力

を持つキャラクタや道具を描いているという解釈である52。ネコ耳フードをつけた

かわいらしいキャラクタが、通常の武器からはほど遠い事物を振り回して、強い敵

を（なぜか）倒すことができる。『FF』に見られる様式化は、一つには、そのような

まったく本当らしくないキャラクタのあり方をシミュレートするという動機に支

えられていると思われる。 

この二番目の解釈は、同時代の日本のポピュラー文化のあり方にもある程度支持

される。東浩紀（2001）が言うように、ちょうど 1990 年代は、オタク文化において

いわゆる「キャラ萌え」（この言葉自体はなかったが）が成立するころにあたる。つ

まり、物語からキャラクタへ、さらにキャラクタからキャラクタの属性の「データ

ベース」へと需要の焦点が移っていくころである53。こうした傾向と、上で述べた

職業やアイテムの様式化の間には、明確な親近性があるだろう。いずれも物語やそ

                                                           
50 「『FF』シリーズ」という言い方をしているが、この時期のスクウェアの RPG の多くが同様の特徴を

持つ。 

51 有名な例は『Wizardry』シリーズにおける「カシナートの剣」（Blade Cusinart）だろう。 

52 これに対置される写実指向のフィクションは、たとえばサイエンスフィクションやハイファンタジー

のジャンルである。『D&D』が『指輪物語』に大きくもとづいたものであったおかげで、初期のファンタ

ジーCRPG は少なからずまじめな
．．．．

ハイファンタジーの成分を持っている（パロディの要素も多分に含ん

ではいるが）。それに対して、日本の RPG には、『指輪物語』的なハイファンタジー要素は相対的に少な

い。とくに『FF』シリーズは、その初期からスチームパンク的な成分を取り入れており、古典的な剣と

魔法の世界とは明確に一線を引いている。 

53 この意味での「キャラクタ」の内実については、松永（2016）で詳しく論じた。それは、虚構世界上

のキャラクタというよりも、それを演じるもの
．．．．．

としてのキャラクタである。 
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の整合性は問題ではなく、キャラクタがどんな属性を持っているか、そしてそれは

どれだけかわいいか（あるいはかっこいいか）ということが問題なのである。この

解釈をとるかぎりでは、『FF』におけるシミュレーションの様式化の背後に、日本

特有の文化的状況があったと言ってよいだろう。 

戦争におけるドラマのシミュレーション 

『ファイアーエムブレム』（任天堂開発第一部、インテリジェントシステムズ 

1990）は、シミュレーション RPG（以下 SRPG）の初期の名作として知られる。SRPG

は、簡単に言えば、ユニットベースのウォーシミュレーションゲームを基本にしな

がら、RPG における成長要素を加えることで、個々のユニットに個性を持たせてい

るジャンルである。ユニットがたんなる駒ではなく人格が与えられたキャラクタで

あるという点でふつうのウォーゲームから区別され54、キャラクタが自由な旅をす

るのではなく、つねに戦闘に巻き込まれて勝利（またはほかの目的）のために集団

で戦術的な行動をしなければならないという点でふつうの RPG から区別される。

当然ながら、SRPG は戦争のシミュレーションである。プレイヤーはふつう、味方

の全ユニットを操作できる。その意味で、SRPG はとりわけ指揮官の戦術的思考の

シミュレーションだと言える。 

『ファイアーエムブレム』におけるシミュレーションの様式化は、ユニットが個

                                                           
54 ウォーゲームの場合、ユニットが個人ではなく隊であることが多い。とはいえ、たとえユニットが個

人であっても、その人格性が皆無である場合は、SRPG とは言えないだろう。 

Fig. 8 『ファイアーエムブレム』 
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人性を持つこととユニットが戦術上の駒であることの相性の悪さによって生じて

いることが多い。たとえば、このゲームでは、戦争に参加する人数がきわめて少な

い。国家の命運を決する戦争ですら、せいぜい数十人の兵が参加するだけである（fig. 

8）。これがシミュレーションとして写実的でないことは明らかだろう。また、戦争

のシミュレーションであるにもかかわらず、味方個人（つまり一兵卒）の死が戦力

的にも心理的にもきわめて重い。このゲームでは、HP が 0 になることは文字通り

そのキャラクタの死であり、例外的な救済措置を除いて、以降の戦闘にそのユニッ

トが登場することは一切ない。実際の戦争においては、兵士一人の死は戦況をそれ

ほどを大きく左右しないし、その兵士に思い入れがあるなどの場合を除けば、指揮

官にとって心理的にもさして痛手ではないだろう。こうしたシミュレーションの様

式化は、一方でウォーゲームとして戦争における指揮官の戦術決定をシミュレート

しつつ、もう一方で RPG として個別のキャラクタに焦点をあわせなければならな

いという二重の相反する要請の帰結である。ふつう、戦術決定における有意味な単

位は、個人ではなく軍隊——その規模は多様であるにせよ——だからである。 

このように考えれば、SRPG はその始まりの時点ですでに様式化されることが決

まっているジャンルのように見える。とはいえ、そもそも SRPG というジャンルを

動機づけているものはなんなのか。そして、その動機は、様式化されたシミュレー

ションを不可避に生み出してしまうのか。 

大規模な戦争と RPG の組み合わせは、実際にはウォーゲームと RPG の組み合わ

せ以外にもさまざまな形式をとりうる。たとえば『真田十勇士』（コトブキシステム 

1988）は、通常の RPG における HP を兵の数に読み替えることで、RPG の戦闘シス

テムをほとんど維持したまま、軍勢同士の戦争をシミュレートしている55。『ロマン

シング サ・ガ 2』（スクウェア 1993）のように、大国の皇帝が数名の家来を連れて

単身で敵地に乗り込み、交渉なり戦闘なりで外交問題を解決するという仕方で、ス

トラテジーゲームの成分を一切排除しつつ領土拡張的な国家運営と RPG の統合を

試みるケースもある。しかし、SRPG の背後にある動機は、そのようなゲームの形

式では達成できないものだと思われる。 

おそらく、SRPG を動機づけているのは、戦争のなかで繰り広げられる
．．．．．．．．．．．．．

ドラマを
．．．．

描くこと
．．．．

である。実際、『ファイアーエムブレム』では、すべてのマップにおいてユ

ニット同士の会話——味方同士の会話の場合もあれば、敵味方の会話の場合もある

——が挿入され、当のマップにおける戦闘に物語の文脈が与えられる。ウォーゲー

ム的なゲームプレイにおける個々の出来事は、その文脈によって物語内での意義も

持つことになる。場合によっては、唐突なタイミングで新たなユニットが戦闘に参

加してくることで、まさに戦争中の不測の事態がゲームメカニクスを通してドラマ

ティックに表象される（つまりシミュレートされる）。当然ながら、そうしたかたち

で物語が成立するのは、個々のユニットが個性あるキャラクタとしての存在感を持

っているからである。そして、その個性を作り上げているのは、固有名や顔グラフ

                                                           
55 もちろん、これが写実的なシミュレーションであるか否かは別の問題である。 
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ィックのような直接的な表象だけでなく（もちろん直接的な表象の役割も大きいだ

ろう）、固有の属性を細かく持ち、敵を倒すことで成長していくという RPG 的なゲ

ームメカニクスのあり方である。ようするに、戦争をシミュレートしつつ人間味あ

ふれたドラマで彩る（たとえば、一人のキャラクタの個性を活かした活躍によって

戦況が劇的に変わるなど）のに適した形式が SRPG なのであり、そしてその形式に

おけるウォーゲーム指向の側面と RPG 指向の側面が、多くの場合不一致をきたす

——それゆえ様式化する——ということである。 

戦争におけるドラマを描くという方向性は、ビデオゲーム文化の外部に明確な先

行者を見いだせる。典型的かつ古典的な作品は、アニメ『機動戦士ガンダム』（富野

喜幸 1979–1980）だろう。『ガンダム』シリーズだけでなく、1980 年代以降の多くの

日本のアニメが、戦争——たいてい未来の宇宙戦争——を通じて成長する戦闘員の

ドラマを描いた56。あるいは『ファイアーエムブレム』のようなファンタジー的な

世界を舞台にしたもので言えば、『アルスラーン戦記』（田中芳樹 1986–）や『ロー

ドス島戦記』（水野良 1988–1993）といった小説作品57もまた、戦争を通じた人間ド

ラマを描くものだ。もちろん、先に挙げた旅と成長の物語と同じく、これらも日本

                                                           
56 戦争を直接描く作品ではないが、同種の傾向を持つアニメとして『王立宇宙軍 オネアミスの翼』（山

賀博之 1987）を挙げておく。同時期の小説『銀河英雄伝説』（田中芳樹 1982–1987）にも同じ傾向がある。 

57 『ロードス島戦記』に関しては、オリジナルは TRPG であり、さらに早々にビデオゲームを含めた多

様な表現媒体でも発表されている。「ビデオゲーム文化の外」という言い方をしたが、実質的には 1980 年

代以降のファンタジー物のフィクションは多かれ少なかれ TRPG や CRPG から影響を受けており、一方

向的な影響関係ではない。 

Fig. 9 『フロントミッション』 
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に固有の物語のあり方というわけではないだろう。とはいえ、SRPG を支えている

動機の背景に当時の日本の文化的状況があるのはたしかだと思われる。 

SRPG は内在的に様式化への傾向を含むが、相反する指向をうまく調整すること

で、戦争におけるドラマをかなり自然にシミュレートしている作品もある。一つの

達成は『フロントミッション』（スクウェア 1995）（fig. 9）である。この作品では、

近未来的な世界設定のもとで、個人搭乗用の機動兵器「ヴァンツァー」の少人数部

隊による局地戦を舞台にしたドラマが展開される。ヴァンツァーの導入と物語上の

文脈によって少人数による戦闘に合理的な説明を与えているという点で、『フロン

トミッション』は SRPGが本来的に抱える様式化への傾向をうまく回避している58。

この作品もまた『ガンダム』が生み出した想像力の影響下にあることは、指摘する

までもないだろう。 

結び 

2 節で理論を提示し、3 節でそれを具体的な事例に適用した。すでに述べたよう

に、2 節と 3 節の意義は独立である。この理論は、たとえ本稿における具体的な適

用が失敗していたとしても、その理論の別の適用がうまくいくかぎりは、なお方法

的な意義を持ちうる。また、3 節の議論は、たとえ理論が不十分であったとしても、

それ自体として日本のビデオゲーム史についての一つの知見（あるいは解釈）にな

りうる。方法論と歴史解釈のいずれについても、後続の研究による批判と展開を期

待したい。 
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要旨 

われわれはしばしば次のように問う。日本のビデオゲームの固有性とは何か。こ

の問いは、ビデオゲームのうちに民族文化的または地域文化的な特色があらわれう

ること、および、適切な方法を使えばその特色を明らかにできることを前提してい

る。しかし、実際にそうした特色はあるのか。また、仮にあるとしても、それはど

のような手続きで明らかにできるものなのか。 

この問いに答えるために、本稿は次の 2 つのことを具体的に目指す。第一に、ビ

デオゲーム作品が持つ文化相対的な特徴を記述するための一つの方法を提示する

（2 節）。本稿が提示するのは、様式史的方法である。これは美術史の方法に範をと

ったものだが、本稿では、美術史や視覚文化論一般とは異なり、「様式」概念を視覚

的表象に適用するのではなく、シミュレーションに適用する。一言で言えば、シミ

ュレーションとは、対象の特定の動的側面を、それに似たかたちで表象する、入力

可能な動的システムである。 

第二に、日本のビデオゲームのうちのとくに初期の RPG ジャンルの作品——具

体的には 1980 年代半ばから 1990 年代半ばまでの代表的な家庭用ゲーム機用 RPG—

—のいくつかに対してこの方法を適用し、その特徴を記述する。そして、可能であ

れば、そうした特徴が日本文化の特殊性に由来するものであるかどうかを確かめる

（3 節）。主に取り上げられる作品は、『ドラゴンクエスト』シリーズ、『ファイナル

ファンタジー』シリーズ、SRPG ジャンルである。 

これら 2 つの作業がうまくいけば、日本のビデオゲームの固有性とは何かという

問いへの一つの答えになるだろう。 
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