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研究ノート

髙　橋　　　準

　はじめに――デジタルゲームとジェンダー

　ゲーム業界では以前より、女性は「最も攻略が難しい」１とされてきた。ま

た、独自のマーケティング調査が行われるなど、マイナーという認識があるが

ゆえの注目もされてきた。

　ただし、現在デジタルゲームをプレイする人口は、思いのほか「男女同等」

である。若年層を中心に、ゲーム機を所有する者は男女共に多い。２また、ス

マートフォンの普及にともない、スマートフォンアプリでのゲームプレイ経験

が、男女共に増大しているというデータもある。３

　その一方で、「女性向け」としてアピールされている作品における「恋愛も

の」の多さや、パズルからロール・プレイング・ゲームにいたるまでの幅広い

ジャンルにおける、女性登場人物の役割の偏りやイメージの固定化など、ゲー

ムを提供する側のジェンダー・ステレオタイプが問題視されることも多い。実

際、特に「女性向け」を意識して制作されていなくても、「面白い」ゲームへ

の女性たちの関心は高く、それゆえ「男性向け」ととらえられているゲームに

も、女性プレイヤーは一定数存在している。

　そうすると、今度は次のことが問題になる。先ほど述べたような、ゲームに

おける女性キャラクターのステレオタイプ的な表現を、女性プレイヤーはどう

受けとめ、どう評価しているのか、特に、「男性向け」を意識したゲーム――

「デジタルゲームの受容とジェンダー」
に関する覚え書き
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あるいは「女性向け」として制作されていないゲーム――でしばしば見られる

女性キャラクターのセクシュアルな表象に対して、彼女たちはどのような立場

を取っているのか、また、それらは彼女たちのゲームプレイ経験や、そのほか

のファン活動（二次創作などの表現的なものを含む）に、どのように関わって

いるのか、等である。

　この問題を考えるために、本稿では、DMM.com＋角川ゲームスの「艦隊こ

れくしょん～艦これ～」を事例に取り上げ、同作品の女性プレイヤーへのイン

タビューを手がかりとして、若干の考察を行うことにしたい。

　１．作品について

　「艦隊これくしょん～艦これ～」（以下、「艦これ」）は、2013年４月にサー

ビスを開始したブラウザゲームである。この作品は、第二次世界大戦時の日本

海軍の艦船（若干の同時代の外国艦や陸軍所属の船舶等を含む）を女性として

擬人化したキャラクター「艦娘」を、プレイヤーが「提督」として育成・指揮

し、「深海棲艦」と呼ばれる正体不明の敵と戦うというシミュレーションゲー

ムである。「深海棲艦」の側には、怪物やキメラのような姿のものもいるが、

人間の女性に近い姿を取るものもいる。特に、「ボス」級の強い敵キャラク

ターに多い。

　「艦これ」には、2016年12月末現在、400万人を超える登録者がいる。おそ

らく日本では最大規模のユーザーを抱えるブラウザゲームだろう。また、テレ

ビアニメ、劇場版アニメーション、コミック、小説、テーブルトークRPGと

いったメディアミックス、各種グッズの販売、他の作品や企業とのコラボレー

ションなどの展開を見せてもいる。男性プレイヤーの割合が多いと推測される

が、最初期より女性プレイヤー、女性ファンが数多く存在することも知られて

いる。４ 2016年12月のコミックマーケット（C91）では、参加サークル数で１

位となっており５、人気の高さがうかがえる。外国からのアクセスも多い。
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　一般にブラウザゲームでは、プレイヤーはコンピュータのブラウザを起動し

てゲームのサイトにアクセスし、ブラウザ内でプレイを行う。ゲームのプレイ

データはサーバ側に保存される。このためプレイには、ゲーム専用機やスマー

トフォンではなく、コンピュータが必須となる。６また「艦これ」は、ゲーム

ポータルとしてDMM.comを利用しているため、そもそも18歳未満のプレイは

禁止７となっている。これらの理由により、プレイヤーの年齢構成は高めに

なっている。

　ゲームの設定からわかるとおり、このゲームは、いわゆる「戦闘美少女」８

が活躍する、「データベース消費」９志向の作品である。登場するキャラクター

（すべて女性）は、全部でおよそ200。（2016年12月末現在。なお、キャラク

ターが成長して名前や外見、艦種が変わった場合なども、同一のキャラクター

として扱っている。）いわゆる「萌え要素」（眼鏡をかけているなどの外見、一

人称単数などを含む口調、「気弱」「ツンデレ」などの性格設定、等）も、戦

艦、駆逐艦などの艦種ごとに散らばるように配慮されているようである。10

　もう数点、ゲームの特徴をあげておこう。一つは、艦同士の関係の一部を、

公式設定していることである。「戦闘美少女」、特に複数が活躍する作品では、

女性キャラクターは、男性キャラクター、あるいは受け手として想定されてい

る男性消費者の「好み」のタイプを取りそろえる、という側面がある。だがそ

の一方で、女性キャラクターがゼロ、ひとりのときには作品中にはなかった、

女性同士の関係性が多く描写されるという、積極的な側面も存在する。この作

品では、公式で同型艦を「姉妹」として設定して、「姉」「妹」「長女」「末妹」

という性格づけをしたり、同じ戦隊の所属、同じ作戦への参加などを台詞に反

映したりと、運営サイドから積極的に、キャラクター相互の関係性が描写され

ている。11

　また、艦種（時には姉妹関係）との関連で、キャラクターの年齢設定も、性

格づけの重要な要素となっている。大型艦の重巡洋艦や正規空母、戦艦など

は、体つきも大柄であると同時に、年齢的に高めの外観が与えられることが多
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いが、反対に、駆逐艦や潜水艦は元々が小型の艦であるためか、キャラクター

の外見上の年齢が低くなっている。

　第３に、数多くのイラストレータ、声優が起用されていることである。多数

のキャラクターが登場するブラウザゲームでは、イラストレータは複数となる

ことがほとんどである。また、このゲームには40人ほどの女性声優が参加し

ているが、２隻から4隻程度の同型艦は、同一の声優で固められている。性格

の表現を含め、声の使い分けは必須で、声優には高い技量が求められることに

なる。「姉妹」でのキャラクター・ソングを制作する場合には、「歌い分け」も

必要になる。

　第４に「中破絵」。各艦には通常の立ち絵のほか、艦の損傷が一定値を超え

た場合に表示される画像、通称「中破絵」（耐久値の半分以上の損害＝「中破」

状態以上になった段階で表示が切り替わるので、こう呼ばれる）が存在する。

「中破絵」はタイプがさまざまだが、中には着衣が大きく破れて、身体や下着

が露出するものもあり、プレイヤーには「セクシュアルな画像」という認識を

されている。新しい艦が実装されたり、年末年始やバレンタインデー等、期間

限定の画像が設定されたりした後には、プレイヤーが――場合によっては意図

的に中破させて――「中破絵」をSNSなどに投稿することが頻繁に見られる。

　第５に「ケッコンカッコカリ」というシステム。プレイヤーが演じる「提

督」とキャラクターとの間に、ヘテロセクシュアルな関係があることを思わせ

る名称である。ゲームシステム上は、艦のレベルキャップをはずして性能向上

を可能にするもので（2016年12月末現在、上限レベル99をレベル155にでき

る）、最初の１回を除いて課金が必要となる。プレイヤーは有料アイテムの

「書類」と「指輪」のセットを用意してキャラクターに手渡すが、「プロポー

ズ」の場面のような簡易ムービーが用意されている。
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　２．先行する文献でのアプローチ

　「艦これ」をあつかった文献としては、管見の限り、西田隆政「女子もすな

る『艦これ』といふもの」（『女子学研究』６、2016年）と、沼崎一郎「新・

同時代の男性学11 少女と戦闘服」（『くらしと教育をつなぐ We』205号、

2016年）がある。後者は「ガールズ＆パンツァー」や「艦これ」等の「戦闘

美少女」ものと、アイドルグループ「欅坂46」がナチス親衛隊に酷似したコ

スチュームを着用したことを、並べて取り上げたものである。印象論の域を出

ないものであり、また、「美少女ミリタリー」という用語が使用されているが、

女子用の学生服（セーラー服、ブレザー等）や巫女服、弓道着などに近いもの

を着用している「艦これ」と、コスチュームとしてナチス親衛隊の制服を用い

たアイドルグループを同列に語ることには、かなりの飛躍があるように思われ

る。

　前者は、大学生の女性プレイヤーの座談会にコメントを付したものである。

こちらのほうが、本稿の議論に近縁性があると思われる。

　同稿は、甲南女子大学の学生で、プレイ経験が一年未満の女性４名の談話

（座談会形式）が中心で、それに若干のコメントを付したものである。同じ

DMM.comをプラットホームとする「刀剣乱舞」（Nitro+）12を同時にプレイし

ている女性がいるなど、興味深い内容を多く含んでいる。プレイヤーの語りの

分析部分では、「ゲーム本筋の楽しさを味わっている」、キャラクターが「かわ

いい」ことが重要、などの指摘がなされている。13

　ただし、ここでいわれている「ゲーム本筋の楽しさ」とは、キャラクターを

集め、育成することであるが、それだけなのかという疑問も残る。対象者が同

一大学の学生であるため、年齢的にも20歳前後と限定されている。また、「か

わいい」という点をめぐる男性と女性の相違も、「今後の課題」とされている。

「女性プレイヤー」という対象設定をしながら、ジェンダーの問題が置き去ら
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れているわけで、この点で大きな不満が残る。

　本稿では、同じく女性プレイヤーの「語り」を中心に置きながら、これらの

点について、より丁寧な検討を試みたい。

　３．インタビュー調査から

　本稿では「艦これ」女性プレイヤー３人のインタビューを取り上げる。14な

お、個人の特定を避けるために、属性は最低限のものを示すだけにしたい。

　インタビューは2015年12月から2016年４月にかけて、一対一の半構造化面

接形式で行った。それぞれ１時間半から２時間程度である。Ａさんは40代前

半の専門職、Ｂさんも同じく専門職、Ｃさんは20代前半の学生である。居住

地は、中部地方から東日本にかけて、大都市、地方都市、農村部に隣接した地

域に分かれている。

　以下、項目を分けて、インタビュー内容を整理しながら紹介したい。

１）ゲームを始めたきっかけ

　「艦これ」を始めたきっかけは、もちろん個人によってさまざまである。比

較的年齢が高く、ゲーム歴の長いＡさんは、さまざまなゲームをほかにもプレ

イしているが、「艦これ」は「久々にはまったゲーム」だったという。同人誌

もやはり「久々に」買っている。ゲームを始めたのは2013年12月で、３人の

中では一番早い。ただし、いわゆるアーリー・アダプターではない。登録者数

が150万人に到達しようとしていた時期であり、ユーザー層が広がりを見せて

いた段階であろう。

　若いCさんも、普段から「ゲームどっぷり」だというが、ゲームを始めたの

は2014年の秋である。「艦これ」は人気が高く、知名度があるゲームだったの

で、気になってはいた、という。にもかかわらず、ゲームを始めるのが遅く

なったのは、人気があまりにも高く、登録ユーザー数がサーバの限界に達っし
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てしまい、新規登録ができなかったためである。なおCさんは、「刀剣乱舞」

のプレイヤーでもあるが、友人の女性たちにこの二つのゲームを勧めると、

「たいてい審
さ に わ

神者（「刀剣乱舞」におけるプレイヤーの役割名称）になります

ね」という。「単純で、ゲーム慣れしていない人にはいいのでは」。ほかにも関

心を持っているゲームは多いが、全部プレイしているわけではなく、動画サイ

トにアップされたゲームのプレイ画面を見て楽しむことも多いという。

　Ｂさんは、ゲームをやる人は身近にいないが、「ツイッターでフォローして

いる人（男性）がはまっていて、面白そうだったので」、休職期間にやってみ

ることにした、という。この中ではもっとも参加は遅く、2015年の２月の登

録である。Ｂさんも登録制限でプレイ開始が遅れた経験を持つ。結局、休職期

間では終わらず、そのままプレイは続けている。年４回の期間限定海域も「１

回を除いて最後までクリア」したという。小説やコミック、音楽CD、同人誌

も購入している。「テレビアニメも、あとから（ネットで）熱心に観ました

（笑）」。そのほか、「刀剣乱舞」もサービス開始直後からプレイしているが、

「ゲームのシステムが『艦これ』と同じで、つまらない」「女の子がたくさん出

てくるほうが楽しい」という。

　学生であるCさんは、周囲の友人に自分が楽しんでいるゲームを勧めたりも

しており、口コミでゲームが広まっていく過程を見ることができるが、就職そ

の他を経験している年長者であるＡさん・Ｂさんは、周囲に同じゲームをプレ

イしている人はあまりいない。これが世代の違いであるのか、学生と有職者と

の環境の相違であるのかは、まだ結論づけることができない。いずれにせよ、

ゲームを始めるきっかけはさまざまであり、マスメディア、インターネット、

個人的接触など、多様な回路が確認できる。

２）ゲームの面白さや「好き」について

　Ａさんは、「『艦これ』の面白さは、育成と難関海域突破」と断言する。「男

性ファンも、（セクシュアルな）『中破絵』を喜んでいるばかりではないと思
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う」。また、夢中になったきっかけを、「誰でもできると思っていたけど、手に

入らない艦（潜水母艦『大鯨』）があって、むきになってしまった」と語って

いる。艦のコレクションと育成については西田（2016）でも触れられていた

が、そこに難関海域突破を加えるのが、プレイ歴が長く、SNSなどを通じて他

のプレイヤーのふるまいにも注意を払っているＡさんらしい指摘であろう。高

い障害をクリアしたときの「快楽」への言及といえる。

　またＡさんは、登場する艦の中では、「しばふ艦が好き」と、イラストレー

タを特定して好みを語ってくれた。「ちょっとあか抜けないところがいい」。こ

れはＢさんも同様である。「絵柄が好きな人はいますね。『翔鶴』（正規空母）

の人――コニシさんですか。全部じゃないですけど。あと、妙高型描いてる

bobさん」。

　しばふ氏、コニシ氏、bob氏は、「艦これ」のイラストの担当者である。

2016年12月末時点で、コニシ氏は30隻以上、しばふ氏は20隻近く、bob氏は

10隻を担当している、人気の高いイラストレータである。

　やや特異な「好き」を語ってくれたのは、Cさんである。Cさんは、キャラ

クターがかわいいだけでなく、「艤装がかっこいい」という。「ロボットゲーム

と似てるかも知れません。武器を装備して、交換したりして戦うのがいい」。

サイバーパンクにも近いものを感じ取っているということかも知れない。

　そのほかCさんは、「『艦これ』の魅力は、細かい設定が用意されていなくて、

自由に考えられるところ」だという。つまり、そもそも「艦娘」や「深海棲

艦」が何ものであるか、公式の設定がないが、ないからこそ、自由に考えるこ

とができるということである。おそらくこれは、さまざまな二次創作の豊富さ

にもつながる点であろう。

　Ｂさんも同じ点を指摘している。「SS（サイドストーリー）とか、書きたく

なります」。彼女は創作活動（小説）をしていた経験がある。現在は仕事の関

係で時間がなく、そういったファン活動はできないが、「やりたい気持ちをか

きたてられるゲーム」だという。
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　後述するように、Ｂさんは「大人っぽい外見のキャラクター」が好みだとい

うが、Ａさんは、「赤城」「加賀」といった「しばふ艦」以外では、「（性格が）

陽性の子」が好きだという。具体的に名前があがったのは、駆逐艦の「陽炎」

「雪風」である。Cさんから好きなキャラクターとして名前があがったのは、

駆逐艦「不知火」や正規空母「雲龍」、戦艦系では「日向」「比叡」であった。

「不知火」はＡさんの好きな「陽炎」と対になるような性格で、生真面目だが、

やや陰性である。「雲龍」もクールな台詞が登録されている艦である。このあ

たりも、ただ「かわいい」にとどまらない、「好き」の部分であろう。

３）プレイスタイル

　Ａさんは多忙な職業生活を送っており、常時ゲームにひたっていられるわけ

ではない。「ネットの情報はナナメ読みするだけ。SNSのタイムラインを見て

いるだけでも、いろいろ情報が入ってくるから、わざわざ調べない」「期間限

定海域などは、実際にプレイをしてみないとわからない」。

　学生であるCさんはこれと逆である。彼女はSNSやゲーム攻略サイトを

チェックし、さらにプレイヤーである家族や知人とも、情報のやりとりをして

いる。ただしCさんは、プレイ自体は「週に２、３回」で、「課金は少しだけ」

である。無課金の場合、艦は100隻しか保持できないので、「少しだけ」の課

金では、前述したような200近い艦を、すべて手元に置いておくことはできな

いことになる。これは学生で収入が少なく、かつ同時並行でほかのゲームもプ

レイしているためだろう。有職者のＡさん、Ｂさんと異なるところである。彼

女は、「艦これ」の面白さのうちの、「コレクション」の部分をなかなか経験で

きていないことになる。関連グッズも、「フィギュアはほしいけど、買ってな

いです」。ほかの作品のものをすでに買っているため、金銭的にもだが、「置く

場所がない」からだという。

　Ｂさんは仕事の合間をぬって、毎日ログインするが、それほど長時間のプレ

イをしているわけではない。ただし、期間限定海域が開放される「イベント」
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の時は、「はりつく日もある」という。SNSや攻略サイトも見ているが、「あま

り細かい数字は気にしない」。また普段から、好みの艦を中心に起用するため、

育成に偏りができてしまっている。「（外見が）大人っぽいキャラクターが好き

なので、駆逐艦が育たない」「イベントの最後のほうで（十分育った艦の）数

が足りなくなるのがくやしい」。

　なお、「性能厨」という言葉が、何人か（ここにあげた３人以外からも）の

口から出た。これはＢさんと逆に、数値で表現されるキャラクターの能力を重

視するという意味である。Cさんは、保有できる艦数の上限を超えてしまうた

め、性能が低いと判断した艦は所持していないという。

４）キャラクターの性的表現とジェンダー・ステレオタイプ

　「艦これ」には「中破絵」の問題があることを先ほど指摘したが、今回取り

上げている３人は、「中破絵」のような、ゲーム作品中での性的な表現に関し

て、意見が分かれた。

　まずＡさんは、「中破絵は苦手」だという。「セクシーさを（ゲームに）求め

ているわけではないので」。ただし彼女は、「中破絵」のすべてが苦手なのでは

なく、肯定的なものや、あまり気にしていないものもある。「『島風』ぐらいに

なると、ゲームっぽい絵柄なので、気にならなくなる」。「『神通』さんの浴衣

のやつは、やる気だな、この人って感じで、嫌いじゃない」。

　軽巡洋艦「神通」の「浴衣のやつ」とは、2015年秋の期間限定グラフィッ

クのことである。「中破絵」では、「神通」は膝立ちで、破れ乱れた浴衣の胸元

がはだけかけているものの、口に匕首ならぬ魚雷をくわえ、頭の後ろで髪をリ

ボンで結び直しながら、こちらをきっとした目で見つめている。セクシュアル

な表現でありつつも、受けた損傷に負けずに戦おうという意思が感じられる、

ということである。

　Ｂさんは、「中破絵」は不快なものもあるので、あまり見たくないが、同時

に気にもなってしまう、という。「魅力を感じる部分があるんだと思う」。特に
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巡洋艦「川内改二」の「中破絵」には、「やられてもやり返してやる、みたい

な強さを感じる」。絵の雰囲気としては、Ａさんがあげる「神通」のものと似

ているかも知れない。

　またＢさんが「絵じゃないですけど」と付け加えたのは、「提督がセクハラ

してるの、なんとかなりませんかね」。キャラクターのセリフに、提督から服

や体を触られていることに対する反応らしきものがあるのだが、「自分ならや

らないのに、やってることにされるのはちょっとイヤ」と感じるという。

　Cさんは、「中破絵は気にしない」「エロくない」「むしろ『刀剣乱舞』なん

かを見ると、（キャラクターが傷ついたときに）『ぬげねえかな』とか思いま

す」。

　これに対して、３人が一致したのは、作品中のジェンダー・ステレオタイプ

に対して抵抗感を抱いているという点である。特にＢさんは、「（軽空母『瑞

鳳』の）『卵焼き』とか『おべんと、食べる？』はやめてほしい」「男の人はあ

あいうの好きなんでしょうか。ほんとに好きなんじゃなくて、『お約束』なん

だろうけど」と厳しい。Cさんは、性能が低い艦のほかでは、嫌いなキャラク

ターは、高速戦艦「榛名」と戦艦「大和」だという。理由は「やまとなでし

こ、じゃないですか」。

　そのほか、幼く見えるキャラクターについての忌避感も、表現は異なるが、

３人に共通して語られた。先にあげた、キャラクターの年齢設定に関わる問題

である。Ａさんは朝潮型駆逐艦がまったくだめだ、という。「ランドセル背

負ってる小学生みたい」。Ｂさんも、「公式（中破絵のこと）はまだいいけど、

二次創作でロリ系のエッチ描いてるのは抵抗ある。やめろとは言わないけど、

あまり見たくない」。Cさんは、好きなキャラクターでも、駆逐艦や潜水艦と

の「ケッコンカッコカリ」は考えられない、という。

　それぞれ表現は異なるが、幼い外見のキャラクターを素材とした性的表現

や、彼女たちへよせられる性的関心への忌避感である。ただし、この点につい

てもプレイヤーの感覚はかなり多様であり、気にならない、そもそも「幼い」



行政社会論集　第 29 巻　第４号

－　　－202

と思っていない、好みの駆逐艦と「ケッコンカッコカリ」したい、等と発言す

る女性プレイヤーもいる。

５）「史実」に関して

　最後に、「史実」への接し方について、簡単に触れておきたい。15

　Ａさんは、「史実」にはあまりこだわらない。「連中（キャラクター）が口に

するので、つきあってる感じ」。Ｂさんも、「好み」優先で、あまり「史実」に

は拘泥していない。「（史実を背景とした期間限定海域への出撃時など）必要が

ある時は調べたりするけど、普段はほとんど気にしないです」。

　これと対照的に、Cさんはこだわるタイプで、「とことん調べる」という。

「史実つながりで、ゆーちゃん（ドイツ潜水艦『U-511』）とゴーヤ（潜水艦

『伊58』）、『山城』と『時雨』は同じ画面に入れておきたい」。

　４．考　　　察

（女性プレイヤーの）ゲームの楽しみ方

　見てきたように、女性プレイヤーは、特に男性と変わりなく、ゲームの「本

筋」を楽しんでいると考えてよい。艦の「コレクション」と「育成」、そして

「難関海域の突破」。これらを達成するためには、ゲームシステムの理解と、さ

まざまな情報の蓄積が必要である。

　デジタルゲームは、数値化されたゲームシステムの部分と、そこに重ねられ

た表象の、双方からなる。さらにプレイヤーは、そこへさまざまな「意味」を

重ねて、ゲームのプレイを経験している。16ＡさんやＢさんが、特定のイラス

トレータの絵が好みである、というのは、表象の部分により深く分け入った受

容をしているということである。17

　Ｂさんは、やや表象に偏ったプレイスタイルであるため、「難関海域の突破」

に困難を感じることもある。実際にプレイしてみるとわかるが、特に期間限定
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海域（イベント）では、微妙な数値の違いや、プレイヤー自身の「運」が結果

を左右することもある。したがって、「突破」には、より踏み込んだゲームシ

ステムの理解と、その理解に基づいたキャラクターの「育成」が必要になる。

ゲームの楽しみ方は多様でありうるが、「育成」や「突破」が「コレクション」

を左右する場合も、その逆もある。このように３つの楽しみ方は、必ずしもそ

れぞれが独立しているわけではない。

ゲームとの距離のとり方

　ここまでなら、男性も女性もそれほど変わりないといえるだろう。しかし今

回、「女性プレイヤー」へのインタビューからわかるのは、彼女たちが、ゲー

ムの提供する「面白さ」「楽しさ」に身をゆだねつつ、同時にそこから距離を

とってもいるということである。それは、ジェンダー・ステレオタイプなキャ

ラクター造型や、セクシュアルな表現の一部への、ある種の「抵抗」である。

　ゲームの「楽しさ」を享受しつつ、距離をとるという態度は、実は多かれ少

なかれ、誰もがやっていることかも知れない。たとえば、このゲームは好きだ

が、もっとこういうキャラクターがほしいとか、キャラクターは好きだが、イ

ベントは難しすぎる、などのように。

　彼女たちがとる立ち位置も、そうしたさまざまな距離と変わらない。また、

男性プレイヤーの一部も、同じような距離のとり方を行うかも知れない。さら

にいえば、女性プレイヤーであっても、同一の位置に立っているとは限らな

い。

　だが彼女たちが取る距離が、作品の受容に何らかの影響を与えていること

も、容易に想定できる。その距離がどのぐらいになれば、プレイへの抵抗感に

変わるのだろうか。

キャラクターの関係性の「流用」

　Ｂさんは「女の子がたくさん出てくるほうが楽しい」という（なおＡさんも
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同様の発言を別の機会にしている）。「女の子がたくさん」なのは、制作サイド

としては、男性プレイヤーたちの好みのバリエーションをとりそろえたもので

あるかもしれない。だが彼女たちにとってみれば、それは、自分（女性）の好

みの女の子が必ずいる、ということでもある。この場合、プレイヤーとキャラ

クターの関係は、男性プレイヤーの場合とは異なるものであることも多いだろ

う。つまり彼女たちは、男性に人気のあるゲームに対して、男性とは異なる意

味を与えている、ということがいえる。（「ゲームの面白さや『好き』につい

て」の項参照）

　またキャラクターたちが、他のキャラクターとどのような関係を取り結ぶか

ということは、このゲームでは、主に「史実」によって解釈が与えられる。

「史実」はゲームにとっては「外部」であるが、プレイヤーが「意味」を重ね

る際に参照される資源でもある。Cさんが「山城」と「時雨」を同時に艦隊に

配置するとき、数値上「山城」は同型艦の「扶桑」でもいいのかもしれない

し、低速で水上爆撃機搭載可能な同系列の「伊勢」や「日向」でもいいかもし

れない。同じく「時雨」も、似たような性能の駆逐艦でいいのかもしれない。

だが彼女にとっては、「やましぐ」（「山城」と「時雨」のカップリングにつけ

られた名称）こそが、「意味」のあるものなのである。

　こうした関係性への注目は、女性だけが行うことではない。男性プレイヤー

もまた、こうした女性キャラクター同士のカップリングに注目し、時には性的

な消費の対象としている。むしろ制作側が想定しているのは、（ヘテロセク

シュアル）男性プレイヤーの側での消費かも知れない。したがってそれは、

「史実」をキャラクターの関係性へ、そして、ヘテロセクシュアル男性の性的

消費の対象とされているものを、自らのものとして引きつけるという、女性プ

レイヤーによる二重の「流用appropriation」であるといってよいだろう。
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１　コンピュータエンターテインメント協会（CESA）、『2003 CESAレディース

調査報告書』、2003年、「概要」より。http://report.cesa.or.jp/detail/detail006_

2003.html（2016年12月31日閲覧）

２　内閣府による2010年度の調査では、小学生女子で何らかのゲーム機を所有す

る者は92.1％、同男子で95.7％、中学生女子では91.3％、同男子で95.2％と、

女子の所有率が男子よりわずかに低いものの、所有自体はいずれのカテゴリー

でも９割を超えている。ただし高校生になると、女子が76.1％に対して、男子

は89.4％と、やや両性の数字が開く。『青少年のゲーム機等の利用環境実態調

査』、2011年３月、第II部第１章第１節、より。

　http://www8.cao.go.jp/youth/youth-harm/chousa/h22/game-jittai/pdf-

index.html から。（2016年12月31日閲覧）

３　モバイルマーケティング研究所による2016年上半期の調査では、スマート

フォン所有者全体の約半数（52.9％）がゲームアプリをインストールしており、

さらにその約半数（48.9％）は女性である。https://mmdlabo.jp/investigation/

　５．お わ り に

　田中東子は、「ジェンダーとメディア」にかかわる女性の文化実践の事例と

して、コスプレをとりあげているが18、今回は、創作活動やコスプレなどの、

クリエイティブで表現的なファン活動ではなく、より一般的なプレイヤーの経

験をあえて取り上げている。日常的なメディア消費の場面で生じる、「抵抗」

や「想像／創造」の瞬間をとらえたいと考えたからである。

　今回は、対象者が少ないという問題や、問題発見的に聞き取りを行ったた

め、焦点がしぼりきれず、結果的に掘り下げが十分でないなど、不満な点は多

いが、一つの試みとして、ここに記録を残しておくことにしたい。
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detail_1594.html（2016年12月31日閲覧）

４　サービス開始直後の2013年夏のコミックマーケット（C84）に、ゲーム内で

登場するキャラクターである駆逐艦「島風」のコスプレをした女性がいたこと

が確認されている。

５　コミックマーケットのジャンルコードから算出された数字。http://ascii.jp/

elem/000/001/408/1408689/ より。（2016年12月31日閲覧）

６　ただし、「艦これ」を含め、AndroidやiOSなど、スマートフォンやタブレッ

トのゲームアプリ版が存在するブラウザゲームもある。

７　DMM GAMES利用規約第３条に規定されている。

　http://www.dmm.com/netgame/client/-/rule/（2016年12月31日閲覧）

８　斎藤環、『戦闘美少女の系譜学』、太田出版、2006年。

９　東浩紀、『動物化するポストモダン』、講談社現代新書、2001年、および、

『ゲーム的リアリズムの誕生』、講談社現代新書、2007年。

10　たとえば、眼鏡をかけているキャラクター（「眼鏡っこ」）は、2016年12月末

現在、艦種、出身国などで、ほぼかぶりがなく散らばっている。例外は、「巻雲」

と「沖波」（ともに夕雲型駆逐艦）だけである。

11　「艦これ」テーブルトークRPGのシステムでも、艦同士の関係をゲームシステ

ムに取り入れており、このあたりからも、制作サイドがキャラクター間の関係

性を重視していることがうかがわれる。

12　「艦これ」と対照的に、登場するキャラクターはすべて男性で、耽美系の絵柄

のイラストレータを起用するなど、ボーイズラブ（BL）を意識した作りになっ

ている。女性プレイヤーが非常に多いと言われている。

13　西田隆政、「女子もすなる『艦これ』といふもの」、『女子学研究』６、2016

年、p.20。

14　ここにあげたほかにも２名のインタビューを行っているが、十分な時間が取

れず、内容上不十分であったり、調査のあとインタビュイーと連絡が取れなく

なったという事情で、今回は取り上げることを見送っている。
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15　なお、このゲームが史実を参照しているということに関しては、日本による

アジア侵略や、その他太平洋戦争時のさまざまな記憶を喚起させるという批判

が存在する。ただし本稿では、問題が複雑になることと、紙幅の関係で、この

問題は扱わないことにしたい。

16　髙橋準、「ファンタジー RPGにおける幻想の居場所」、一柳廣孝・吉田司雄編、

『幻想文学、近代の魔界へ』（ナイトメア叢書２）、青弓社、2006年。

17　なお、今回のインタビュイーからは、声優についてのコメントは出なかった

が、プレイヤー、あるいは作品によっては、ビジュアルな側面だけではない

「好き」が語られることもあるかもしれない。

18　田中東子、『メディア文化とジェンダーの政治学』、世界思想社、2012年。


