
ゲーム開発者のゲーム開発者によるゲーム開発者の
ための難易度の考察という堅苦しい無茶苦茶まとも
なタイトルにしようと思ったけどなんかゲームのこ
とについて語ってるだけだしどうせこの会誌の執筆
が最後の執筆だしせっかくだから今までの会誌の記
事の中でもっとも長い題名にしてみようと思った

試み。
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1 読む前にお約束
この考察で使われている単語には若干の
語弊がある場合があります。ご了承くださ
い。また、この考察中で単独で「ゲーム」と
いう単語が使われている場合は「ビデオゲー
ムに限らないすべてのゲーム1」であり、ビ
デオゲームのみを指しているわけではあり
ません。ビデオゲームの場合はビデオゲー
ムと書きます。

2 そもそもゲームって何
自分の解釈ですが、一般的にゲームと呼
ばれるものとは開発者が仕組んだネタやカ
ラクリを利用してプレイヤーが 1人もしく
は複数人で楽しむためのルールと考えてい
ます。ビデオゲームにしてもトランプゲーム
にしてもボードゲームにしても野球やサッ
カーにしてもこのことに当てはまると思っ
ています。逆にたとえば映画とかアニメと
か漫画とか音楽とかのいわゆる「エンター
テイメント」は視聴者からの何らかの行動
をするというものではないので、含まれて

1ボードゲームやスポーツなど

ません。さらに「ルール」と書いてみたので
すが、これはゲーム自体は何もしなければ
何もなくて、それをプレイヤーがいじった
りさわったりして初めてゲームが成り立っ
ていると考えているからであります。逆に
言えば、「プレイヤーからの入力」と「その
対象からの出力」がどちらかが欠ければそ
れはゲームとは呼べないといえます。

3 ビ デ オ ゲ ー ム と プ レ
イヤー

さて、いわゆるビデオゲームについて考
えていきたいと思います。ビデオゲームの
特色として、「1人でできる」という点があ
ります (ビデオゲーム以外の大抵のほかの
ゲームは基本的には 2人以上必要です。も
ちろん 1人でできるゲーム2もあります)。2

人以上必要というのは、単にもう 1人同じ
ような作業をしてくれる人が必要というわ
けではなく、自分と同様に何かを考え、何
かをしかけてくるという意味です。いわゆ
る駆け引きって奴です。最終的には「勝つ」

2例えば、けん玉やジグソーパズルなど



ために、自分も相手もあの手この手を使っ
てくるわけです。

4 相手は誰だ
話を戻してビデオゲームについて考えま
しょう。ビデオゲームの場合、1人でできま
す。でもこの場合も「相手」が実はいます。
いろんな言い方ができますが、ここではひっ
くるめて「開発者」とするのが妥当でしょ
う。この「開発者」もやはりプレイヤーを
陥れようと何かを考え何かを仕掛けてきま
す。具体的には、最初では

• 上から降ってくるブロックをうまく置
けるか

• このインベーダーを倒せるか

• このスライムを倒せるか

• この曲 (u gotta groove3)をクリアでき
るか

というところから、

• 20Gで現れるブロックをうまく置ける
か

• この緋蜂を倒せるか

• この七英雄を倒せるか

• この曲 (冥 (Another)4)を越せるか

までと様々です。
でも、この 1人でゲームを行うのと 2人
でゲームを行うのでは決定的に違う点が 2

つあります。
1つは「自分と相手が平等か」という点で
す。最初の時点では開発者が圧倒的に有利
です。というのも、プレイヤーはそのゲー
ムをプレイするのは初めてであり、開発者
がそのゲームを作ったという埋めるに埋め
られない大きな差があるからです。だから

3total notes:80 c⃝KONAMI
4total notes:2000 c⃝KONAMI

最初は徹底的に開発者は手加減します。い
わゆるチュートリアルです。でもそのうち
手加減もしなくなり、最終的には「これで
どうだ！」と言わせる仕掛けを打ちます。い
わゆるラスボスです。これに打ち勝てばみ
ごとプレイヤーは開発者に勝ったといえる
でしょう。
もう 1つはプレイヤーには実在する相手
というのは見えません。つまり、プレイヤー
は開発者に勝ったといえる素晴らしいプレ
イをしても、プレイヤーから見ると結局誰
に勝ったのかがよくわかりません。2人以
上ならば「やったあいつに勝ったぜ」「ちく
しょう今度は負けないからな」となるので
すが、1人だとこの感覚を味わいづらいも
のがあります。そこで開発者は「負けた！」
ということで「ごほうび」を出すのです。

5 勝利条件とごほうび
ビデオゲームには必ず「勝利条件」と「ご
ほうび」があります。小さな意味での勝利条
件といえば「ザコキャラを倒した」「アイテ
ムを取った」といったところで、大きめな意
味では「ステージクリア」「ボスを倒した」
などがあります。そしてそれぞれの勝利条
件には実は「ごほうび」も存在します。大
きな意味ならば、「次のステージへいける」
「次の話が進む」といったところでしょう。
小さな意味ではどうなるかというと、大概
のゲームでは「スコア」として評価してあ
げます。
「スコア」というものはこれをしたら何
点、あれができたら何点、と何か物事を達成
した経験を点数化し、合計が高ければ高いほ
どいろんなことをした、つまり「うまい」と
いうことになります。その逆も正しく、「そ
のプレイヤーのそのゲームのうまさ」をス
コアという形で表現しているのです。ここ
で「そのゲームのうまさ」を点数化するとい
いことができるようになります。このこと
により、「比較」ができるようになるのです。
なにと比較するのか、といったらそれはプ



レイヤー次第です。例えば「昔の自分」。単
純にスコアが前のプレイよりもよかったと
いうことは前のプレイよりもうまかったと
いうことを明確に記すことになります。こ
れはプレイヤーとしてはとってうれしいこ
とです。他には「他人」。1人用のビデオゲー
ムの「プレイヤー」対「開発者」という構
図を「プレイヤー」対「プレイヤー」とい
う構図に変えてしまうことができます。知
り合いと競って知り合いに勝つのもいいで
すし、全国トップのスコアを追い抜き自分
がこのゲームが一番うまいんだと威張るこ
ともできます。こうなると開発者との 1対 1

のゲームというだけではなくなり、ゲーム
自体の楽しみ方の幅を広げることにもつな
がります。
スコア以外にも小さなごほうびはありま
す。いわゆる「演出」です。ブロックが消え
たときのはじけかたからタイミングよくボ
タンを押したときの表示など、細かいとこ
ろでも演出というものはあり、意外とビデ
オゲームには欠かせないものです。プレイ
ヤーからの正しい入力にちゃんと出力とし
て答えてあげるということです。

6 敗 北 条 件 と ゲ ー ム
オーバー

開発者側もやられ続けているわけではあ
りません。プレイヤーが難なく進められて
は困る場合があります。単に勝利条件を満
たせなかった場合はもう一度チャレンジす
る、というだけの繰り返しになると、緊張
感に欠けたゲームプレイになってしまいま
す。そこでミスした場合には逆に罰を与え
させます。例えばパワーアップ度合いが減っ
たり、お金が半分になったり、一番ひどいも
のでは完全にゲームオーバー (さらにひどい
意味ではゲーセンのように 1回ごとにお金
を徴収している場合)としてしまうものもあ
ります。どれにしても「ごほうび」のとき
とは違い、ゲーム自体に関わるデメリット
が付加されます。これは単にミスを罰して

いるのではなく、ミスしたら罰せられるか
ら絶対にやってはいけませんということを
示しているのです。その代わり、そういった
ミスを起こす原因のすぐ近くにはおいしい
アイテムがあったりと難易度の高い仕掛け
がつけられていることがよくあります。こ
ういったミスによる罰があるからこそごほ
うびがさらに際立たせている、ということ
も意識しておくといいかもしれません。

7 実際のビデオゲームの難
易度

ビデオゲームは一般的に時間とともにど
んどん難易度も上昇します。実際にはどんな
感じで難易度が上がっていくのでしょうか。
当たり前のことなのですが、いわゆる「難
易度」というものは数字で比較することは
できません。しかし、比較はある程度でき
ます。例えばRPGならば敵の強さが増せば
難易度もあがりますし、ジャンプアクショ
ンゲームならまったく同じ大きさの穴の飛
び越えでも「問題なし」「やりなおせる」「1

ダメージ」「死亡」といったペナルティを変
えることにより難易度が高くなっていると
言えます。
さて、実際に販売されているビデオゲー
ムに関しては、「プレイ時間」というものを
意識して作られています。例えば1回100円
のアーケードのビデオゲームではデモ画面
などで 1分以内にあらかたの操作方法を教
え、実際 100円入れてから 3分程度でその
ビデオゲームの「一番面白いところ」まで
できるようになっていて、大体 5分程度で
「初心者の壁」があって、上級者になれば大
体 10分程度遊べる、という決まったパター
ンみたいなものがあります。アーケードの
ビデオゲームの特色として、プレイヤーが
「すぐ遊んでみたい」という気持ちを維持さ
せることが肝心です。また、「もう一度遊ん
でみたい」という気持ちにさせることも必
要です。ゲームセンターという場でいかに
「すぐ遊べて」「すぐ楽しめるか」という事



をよく追求して難易度設定がされていると
思います。対して、家庭用ビデオゲームの
一例としてRPGなどでは、操作方法などの
説明はビデオゲーム中に含まれており、さ
らに大体 30～40分程度でストーリー展開や
ムービーなど区切りが挿入されていて、総
合時間は初プレイならば 20～30時間かかる
ような仕組みになっています。難易度の上
がり方はまれに倒せないボスがいればその
辺で経験値稼ぎをすればいい、というよう
に大きく戻ったりする必要が無く、アーケー
ドのように極端に上がったりはせずほとん
どの人が最初からやり直す必要がない設計
になっています。ゲームプレイ自体の快適
さを考えたパターンだと思います。

8 開発者の難易度指針
実際に開発者としてビデオゲームを作る
場合、どういったことに気をつけていかな
ければならないのか。そんなことを 3箇所
にわけて考えてみたいと思います。
まず序盤ですが、大抵の場合操作方法の
解説から始まります。そのゲームを初めて
プレイする人がはじめて見るところなので、
そのゲームの基本的な遊び方を説明するの
は当たり前です。プレイヤーは開発者の予
想をさらに上回るくらい「下手だ」と思って
おくべきでしょう。最初は何度でも練習で
きるような仕組みにしておき、次回からは
ミスしたら罰されるという仕組みを作って
おくこともよくあります。次にはその基本
的な操作をちゃんと行えているか、という
チェックの意味でもあります。スーパーマリ
オブラザーズなどによく使われる方法です。
中盤になり基本的な操作ができるように
なったら次はその操作を利用・複合して、す
こしづつ難易度を上げていくのが望ましい
です。いわゆる「そのゲームを象徴する動
き」でゲームをすすめていく感じです。
終盤ではプレイヤーは相当ゲームに慣れ
てきてうまくなっているので、奇をてらっ
たことをしてみるのもよいでしょう。自分

は「ななめうえの発想」と呼んでいます。プ
レイヤーとしても序盤→中盤という流れを
そのまま続けてくれば終盤ではどのくらい
のことをさせてくるのかといった勘も効い
てくることでしょう。
また、エンドレスで続くゲームならば「一
番プレイし続けたい難易度」でずっとプレ
イさせるのも手でしょう。
具体的にどのようなジャンルのゲームのこ
とを指してるわけではないのですが、アクシ
ョンゲームならばゲームバランスがすばらし
く取れている同サークルの「I AM NINJA」
をプレイすることをオススメします。今こ
こで言った序盤・中盤・終盤の展開が楽し
めると思います。

9 その他
ゲーム作りで難易度の設定はよく悩みの
タネになります。悩んでしまったときは、ど
ちらかと言えば難易度が低くなるような選
択肢を取っておいたほうが無難なことがよ
くあると思います。よく開発者が陥るパター
ンとして、自分で開発とテストプレイを繰
り返しているために単調に感じてしまい、
もう少し難易度を高くしてみようという気
持ちになってしまうという事がよくありま
す。こんな状態になってしまったと少しで
も感じた場合、ここは自分以外の人にとり
あえずやらせてみて、どんな反応をするか
をじっくり見るとよいでしょう。ここで見
るときはなるべくヒントや説明をしないで
やらせるべきです。自分が思ったゲームプ
レイとはまた違った方法や考え方やが見ら
れ、現状の問題点やより作りこむべきとこ
ろが確認できると思います。


