研究論文

３

アナログゲームにおける宗教表象の位相
今井

信治

はじめに
近年、アナログゲームに対する関心が高まっている。1983年の任天堂・ファミリーコン
ピュータ発売から、とりわけ日本国内においては、ゲームと言えばデジタルゲームが主流で
あった。そうした状況に反して、2010年前後からアナログゲームが復権の兆しを見せている。
アナログゲームで遊ぶことのできるカフェは都市圏を中心に出店ラッシュの様相を呈して
おり、北海道から沖縄まで、既に国内で百店舗近くにのぼるという１。また、2000年から開
催されている国内最大規模のアナログゲームのイベントであるゲームマーケットは、2010年
頃から特に参加者数を伸ばし（fig.1）
、2018年５月５日と６日に東京ビックサイトで開催さ
れた「ゲームマーケット2018春」では、２日間の延べ参加者が過去最高の２万人を数えた２。
本稿はアナログゲームが国内外で盛り上がりをみせている状況に鑑み、そこで用いられて
いる宗教表象について、アナログゲームの構造を分析することから考察を試みるものである。
１．用語の確認と問題の射程
本稿で取り扱う「アナログゲーム」については、それに興じるファンらの間でも呼称がま
ちまちであり、それが指し示す範囲もいささか曖昧であるため、まずは用語の確認をしてお
きたい。「アナログゲーム」は、
「ボードゲーム」や「非電源ゲーム」、あるいは「ドイツゲー
ム」などと呼ばれる場合がある。ただし、どの呼び方であっても電子機器に拠らず、複数人
で卓を囲んで遊ぶゲーム群を指す。囲碁・将棋・チェス・バックギャモンなどといった「伝

fig.1

ゲームマーケット来場者数と出展数の推移
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統的なゲーム」を緩やかに包含するケースもあるが、それらと対比して「近代ゲーム」など
と区別する場合もあり、基本的には1970年代頃からドイツを中心に遊ばれてきたゲーム群を
対象とする３。
本稿で「アナログゲーム」の呼称を用いるのは、その他の呼称について以下の弊害が生じ
ることによる。（１）卓上で盤を用いる遊戯という印象を受ける「ボードゲーム」という呼
称に反して、カード類のみで完結するゲームも多いこと、（２）「非電源ゲーム」はコミック
マーケット４などにおけるジャンル名として使用されるものの、ファン間での用例が少ない
こと、（３）ドイツ発のゲームあるいはそれらの影響が強かった20世紀後半の状況に比して、
今日ではドイツ以外のユーロ圏やアメリカ発のゲームが強く、両者の間で差違を見出すこと
が困難であること。以上、フォークタームとして概念の揺れが大きい「アナログゲーム」に
ついて、本稿が対象とする範囲を確認した。
広く「遊び」と宗教との親近性について、ヨハン・ホイジンガがその著書『ホモ・ルーデ
ンス』のなかで指摘していることは周知の通りである。彼は「遊ぶということが、他のさま
ざまの文化現象のあいだでどういう位置を占めるのかということではなく、文化そのものは
どこまで遊びの性格を持っているか」を問題とした５。これは「遊び」を始原としてより高
級な文化が生み出されたという指摘ではなく、人間の文化現象はおよそ「遊ばれるもの」で
あるというものであり、それが同書の核心をなしている。
ホイジンガの論のなかで、とりわけ注目したいのは祭祀についての考察である。曰く、
「原
始共同社会は現世の幸福の保証を手に入れるのに役立てようとして、さまざまの神聖な行事、
奉献とか、供儀とか、密儀とかを行っているが、これは言葉の最も真実な意味で、純粋な遊
びとして行われている」６。厳粛さを伴う祭祀と遊びとを等値することに違和感を覚える向
きもあろうが、ホイジンガは現代スポーツや演劇などから、日常生活とは切り離されながら
も活動に没頭する在り方について例証している。つまり、ここにおいて、真面目さと遊びと
は両立しているという主張である。換言すれば、祭祀であれ演劇であれ、それに没入する人々
は真面目に遊んでいるのである。
祭祀と遊びとの親近性を強調するために、いささか長くなるが、ホイジンガが「遊び」を
どのように規定しているのかを引用しておこう。
外形からすれば、遊びと聖事のあいだに異なったところはない。つまり、神聖な行事は
遊びと同じ形式で執行されるのだから、奉献の場を形式上遊びの場から区別することは
ア レ ー ナ

できない。闘技場、トランプ卓、魔術の円陣、神殿、舞台、スクリーン、法廷、これら
はどれも形式、機能からすれば、遊びの場である。それはその領域だけに特殊な、そこ
つかさ

きよ

にだけ固有な、種々の規則の力に 司 どられた、祓められた場であり、周囲からは隔離
され、垣で囲われて聖化された世界である。現実から切り離され、それだけで完結して
いるある行為のために捧げられた世界、日常世界の内部にとくに設けられた一時的な世
界なのである。７
本論の意図に沿って上記引用をまとめるならば、「遊び」は日常から区別されつつ、固有の
秩序が支配する時間・空間をもたらしているということになろう。
ここまで確認すれば、あとは宗教学の立場から祭祀について述べた一例を参照する程度で
― 57 ―

事足りるだろう。祭祀を宗教の根底に置いた論はエミール・デュルケームを始めとして枚挙
リチュアル

フェスティビティ

に暇がないが、たとえば薗田稔は「祭りとは―、劇的構成のもとに 祭 儀 と 祝

祭 とが

相乗的に現出する非日常的な集団の融即状態の位相において、集団の依拠する世界観が実在
的に表象するものである」８と述べている。ここでは非日常性と、集団の参加による別種の
世界観の現出について、それがホイジンガのいう「遊び」と祭祀とに共通する機能であるこ
とをおさえておきたい。
「遊び」についてホイジンガを批判的に継承したロジェ・カイヨワは、「聖なるもの」を鍵
概念として、ホイジンガの「遊」と「聖」とを同質に語る立場を痛烈に批判した。カイヨワ
にとっても「遊」ならびに「聖」は日常生活から切り離されたものである。しかし彼は、両
者は俗なる世界を挟んで正反対の領域をなすものであり、そこには「聖－世俗－遊び」とい
う序列を設定できると述べた９。ホイジンガとの立場の違いを明確に表明しつつ、カイヨワ
は「聖なるもの」と「遊び」について多くを物しており、今日のゲーム論においてもほぼ必
ず言及される存在となっている10。
宗教において「聖なるもの」の存在が重要であることは論を待たないが、祭祀を「遊び」
とみなすか否かなど、ホイジンガとカイヨワにおける聖性の取り扱いを精査することは本稿
の目的ではない。両者の論を概括したのは、それらが宗教学ならびにゲーム論において重要
な先行研究であるというだけではなく、
「遊び」に興じる場面においては日常とは異なった
世界観や秩序がそこにもたらされるという、両者共に一致した見解を確認したかったからで
ある。
「遊び」と祭祀の近接性について、ホイジンガは主に哲学的思索と比較言語学の見地から
考察している。それに対して考古学の立場から、増川宏一は盤上遊戯と古代宗教との類縁関
係を示している。
増川は古代文明の遺跡から出土した遊戯盤や、それに関するテキストを紐解きながら「盤
上遊戯の創成についてきわめて単純に認定するならば、古代メソポタミアでは豊穣祈願から
茸型遊戯盤がつくられ、古代エジプトでは葬儀のために矩形型遊戯盤がつくられたとみなす
ことができる」としている11。前者においてはウルの遊戯盤における図柄が天体と関係して
いることから、後者では神々の住まう世界へ向かう死者の遍歴が遊戯盤のマス目に表されて
いることからの推定である。これらの遊戯盤については、絵すごろく―日本で著名なゲー
ムで言えば『人生ゲーム』12―の各マスに描かれている図柄が天体であったり、神々であっ
たりすると思っていただければよい。かように、ことゲームのメカニズムにおいては現代の
絵すごろくと変わらず、何らかのランダマイザ13を用いて人型のコマを進めていく方式が採
られていたとされる。ただし増川は、他の考古学者の説を紹介しつつ、この時点の遊戯盤は
あくまで祭具や占具であり「
〈遊戯〉の一歩手前の状態」であるという14。しばしば古代国
家の壁画に上記のような盤を用いて独りで占いを行う王の姿が描かれるように、それは神に
相対して神託を得ているか、一方的に願掛けをしているにすぎないと増川は述べる。上述し
たような遊戯具は、あくまで「対抗し、相競いあう競技者の出現によって、盤は占具や祭具
から脱して、はじめて遊戯具としての第一歩を踏みだしたのである」というのが、増川が説
く遊具の起源である15。
盤上遊戯の始原について考古学的見地から述べたことに付け加える余地はないが、興味深
いのは、天体や神々といった要素を盤上に残したまま、盤を挟む対象を神から人へと変化さ
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せたことによって盤上遊戯が成立したというその過程であろう。神的なるものが換骨奪胎さ
れ、遊戯のなかでそのフレーバーのみが援用される状況は、世俗化に伴う消費的状況に宗教
が直面した最も逸早い事例であるかも知れない。
今日の宗教研究において、山中弘はツーリズムを「何よりも日常空間から離れた異郷の旅
を意味している。それは、自分にとって見知った日常生活から切り離され、異なった未知の
非日常的空間へと『移行』するという構造を備えている」とし、またそれが「個々人は好み
に合わせて、断片化し非文脈化した宗教をパーツとして消費するという事態」を検討するに
適した素材だと述べている16。
「遊び」―より限定的にいえばアナログゲーム―はツー
リズムのように空間の移動を伴うものではないが、ここまで確認したように、日常から非日
常的な秩序へと我々を誘う形式であることに疑いはないだろう。山中が消費される宗教表象
をツーリズムにおいて見出すのに倣い、本稿ではアナログゲームにおいて消費される宗教表
象に焦点を当てたいと考える。
２．アナログゲームを構成する要素
近年のアナログゲームを考察するにあたっての困難は、まずその多様性にあるだろう。世
界では１年間に1,000タイトルを超える新作が発表されており17、どのゲームも程度の差はあ
れど、既存のゲームとの差異化を図って制作されている。ここ半世紀ほどの代表的なアナロ
グゲーム―たとえばドイツ年間ゲーム大賞の受賞作品―をさらって要素を抽出すること
も不可能ではないだろうが、それではアナログゲーム批評の風合いを強く醸し出すことにな
り、本稿の意図とはいささか掛け離れた結果をもたらしてしまうと思われる。そこで本稿で
は、アナログゲームを構成する要素をゲーム・デザイナーの制作過程から拝借し、メカニズ
ム・コンポーネント18・世界観の３つに分けて考察していきたい。
参照できるゲーム・デザイナーの制作過程のなかでは、ドイツのデザイナーであるライ
ナー・クニツィアによるものが分かりやすい。そして、現代を代表するゲーム・デザイナー
としてクニツィアを挙げることに異論を述べる人はいないだろう19。彼は多作なゲーム・デ
ザイナーとして知られ、実に600タイトル以上―バージョンの異なるタイトルを含めれば
2,000タイトル以上―の作品を世界的な流通に乗せている20。また、多作であるだけでなく、
ドイツ年間ゲーム大賞を始めとした数多くの受賞歴を有している。
クニツィアはゲームをデザインするなかで「デザインの初期段階では、ともかく楽しめそ
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うなゲームの遊びを探し求めて、目を閉じ、新しい世界、新しいシステム、新しい道具に注
意をしてゆきます」と、３つの要素を提示している21。クニツィアは「同じ場所から出発す
れば、だいたい同じ場所に辿り着いてしまう」が故に「特に決まったデザインの進め方があ
メカニズム

るわけではありません」と言うが、それでも「仕組みやゲームに使う道具、テーマや世界と
いった基本的な構成要素はいつでもついて回るものです。こうしたものがよい重石となるわ
ディメンション

けですが、バランスのよいデザインでは、こうした 要 素 がうまい具合に混ざり合い、互
いに支えるのです」と述べている22。少しばかり用語の揺れはあるものの、クニツィアがア
ナログゲームを構成する基本要素としてメカニズム・コンポーネント・世界観の３つを挙げ、
またそれらの要素が絡み合うことでゲームが成立していると考えていることが確認できるだ
ろう。
もちろん、これら３つの要素はゲーム・デザイナーのみに関わるものではなく、アナログ
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ゲームのファンにとっても、これから手に取るゲームを選択する重要な一助となる。アナロ
グゲームのカタログ的なガイド本を紐解けば、そのゲームの持つ世界観から「グルメ」「世
界遺産」
「農業」
「日本」などといった分類・紹介をしている本23や、ゲームのメカニズムを「協
力・チーム戦」
「駆け引き・ジレンマ」「パズル・推理」などと分類・紹介している本24が見
受けられる。コンポーネントについても、キッズ向けの木製玩具に強いこだわりを持つドイ
ツのHABA社による作品や、同じく木製であっても、大人向けでインテリアとしても機能
するデザインに注力するフランスのGigamic社の作品に代表されるように、消費者が手に取
る動機として十分な要素を含んでいる。
さて、それではアナログゲームにおいて、世界観の果たす役割をどのように考えることが
できるであろうか。抽象的な議論ではいささか分かりにくいので、ここでは世界的に著名な
アナログゲーム『カルカソンヌCarcassonne』を例にして考えてみたい。
『カルカソンヌ』は、2000年にドイツのHans im Glück verlagから発売されたゲームである。
プレイヤが場に伏せられた厚紙の地形タイルを引き、それを並べてボードを作っていく「タ
イル・プレイスメント」系のメカニズムを用いている25。2001年のドイツ年間ゲーム大賞お
よびドイツゲーム賞を受賞しており、毎年、世界大会が開かれるほどの人気作品である。30
作を超える拡張版を含めると、世界で300万セット以上が販売されている26。基本となるメ
カニズム・コンポーネント・世界観は、ゲームのタイトルでもありユネスコの世界文化遺産
に登録されている南フランスの城塞都市カルカソンヌを作りつつ、配置したタイルに自身の
配下を置いて領地を占めていくこととと言えよう。
『カルカソンヌ』の基本セットに含まれている地形タイルには、道路・交差点・草原・修
道院が描かれており、プレイヤはこれらを配置して、ゲーム毎に異なった地形を構成してい
く。基本セットに混ぜて遊ぶことができる拡張セットには、川・宿・大聖堂・城など実際の
カルカソンヌを構成する資産が地形タイルとして入っており、プレイヤの「城塞都市カルカ
ソンヌを作る」という意欲を盛り上げるものとなっている。
ただし、そのなかでも異彩を放つのが、日本向けにローカライズされた『カルカソンヌJ』
の存在である。『カルカソンヌJ』は『カルカソンヌ』の拡張版ではなく、それ単体で遊ぶこ
とのできるゲームであり、基本ルールは『カルカソンヌ』と同様ながらプレイヤが追加でルー
ルを設定することができる。その追加ルールの一つに観光地タイルを用いた遊び方があるの
だが、日本向けに作られているだけに、観光地タイルは五稜郭・雷門・鎌倉大仏・金閣寺・
五重塔・姫路城をモティーフにしたと思しき図柄をしている（pic.1）。しかも元々の構成タ
イルから修道院タイルを抜き、その替わりに観光地タイルを入れるという仕様である。なる
ほど日本国内において修道院という施設の存在はマイナーと言わざるを得ないし、それに比
して、ここで挙げた観光地の存在感は強い。このように、宗教施設たる修道院が観光地タイ
ルへと変更され、またその観光地タイルにおいても、寺院などが「観光地」と括られている
状況が日本的な宗教表象と言い得るように思える。
オリジナル版『カルカソンヌ』のゲーム的なバランスにおいて修道院の存在は大きく、競
技的に遊ぶならば、まずは常に修道院の枚数をチェックしなければならないと言われるほど
である。その修道院タイルが観光地タイルへと変更されるとどうなるか。観光地タイルは修
道院タイルの代替物であるため27、どちらのタイルを用いても、ゲームのメカニズムとして
は何ら破綻するものではない。ゲームのこうした特徴については、記号論の嚆矢としても知
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pic.1 『カルカソンヌJ』の観光地タイル

られるフェルデナン・ド・ソシュールの発言を引くことで納得されるだろう。ソシュールは
チェスについて「木製の駒を象牙の駒に取り換えたとしても、その変化はゲームのやり方に
は無関係であるが、駒の数を減らしたり増やしたりすれば、その変化はこのゲームの『文法』
を深く揺るがすことになる」と述べ、内的な形式において、盤上のコマの価値（記号価値）
は他のコマとの位置関係によってのみ決まるとした28。実際、将棋で歩を無くした際に１円
玉で代替したり、あるいは『人生ゲーム』で車に乗せる棒人間が不足したために爪楊枝など
で代替した経験のある人は少なくないだろう。当然、メカニズム―ソシュールの引用に倣
えば「文法」―に齟齬は生じず、どのようなコマを用いようとも、プレイヤ間での了解が
得られればゲームは成立する。しかし、歩を１円玉で代替するようなゲームの在り方は、果
たしてプレイヤが没入する非日常的な時間・空間構成として適切なものと言えるだろうか。
『カルカソンヌJ』における観光地タイルは、まさに「城塞都市カルカソンヌ」の世界観を
破壊する闖入者であるように思える。現実のカルカソンヌに大仏を建立したらユネスコから
世界遺産認定が取り消されるであろうことが想像に難くないように、ゲーム『カルカソンヌ』
で城砦や修道院で彩られた都市を作ろうとするプレイヤにとって、そこに日本の観光地が置
かれてしまっては世界観が台無しになってしまうだろう29。既にクニツィアを参照してアナ
ログゲームの基本要素をメカニズム・コンポーネント・世界観としたが、これら三者は独立
したものではなく、それぞれが支えとなってバランスを取り、鼎となる作品が生み出されて
いるといえよう。
３．アナログゲームにおける宗教表象の活用
前節では『カルカソンヌ』を事例にして、観光地と差し替えられる修道院という状況から、
ゲームの世界観が崩壊する一例をみた。それでは今日のアナログゲーム事情において、宗教
がその世界観を支えるゲームはどの程度あるのだろうか。こうした問いに答えることは容易
ではないが、たとえば、アナログゲームにおける世界最大手のデータベースサイト"Board
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Game Geek"に掲載されているゲーム群をみることで、その一端を掴むことができる。
同サイトはアナログゲーム・ファンによって日々更新が続けられており、現在、10,000タ
イトルを超えるゲームが収載されている。また、それらにはメカニズムやコンポーネント、
そして用いられている世界観によって84種のタグが付けられている。そこで本稿で参照すべ
き"Religious"タグの付けられているゲームは921タイトル、"Mythology"タグは1,089タイトル
で、両タグが重複して付けられているゲームは30あった30。アナログゲームの中心地は欧米
であるためにキリスト教をモティーフにした作品が多く目に付くものの、ここでいう
"Religious"は「世界中の信仰体系（宗教群）に関連した物語・状況や登場人物といった要素
を特徴としており、歴史的な趣を持ったゲームもあれば、聖典・聖句などのような実際の信
仰対象を用いたゲームもある」31と説明されているように、古代文明の宗教や仏教、あるい
はニューエイジ色の強い作品まで幅広い。ただし、すべてを子細に確認することは困難なが
ら、加藤久子によるポーランドのアナログゲームについての報告32で取り上げられたタイト
ルや、後述するキリスト新聞社の「聖書コレクション」シリーズなどでも登録されていない
ものがあり、これが世界中のアナログゲームの網羅的なリストというわけではないことには
注意が必要であろう。このように、完全なリストを参照することは不可能に近いにしろ、世
界屈指のアナログゲーム・データベースにおいて、宗教的ないし神話的世界観が援用されて
いる作品群が相応に大きいジャンルであることが確認された。
上記データベースを眺めるだけでも宗教・神話に関わる2,000タイトル弱の作品があり、
またそこに載らない多くの作品が存在する。アナログゲーム界の裾野には数多くの同人ゲー
ムが広がっていることを考えると、その数はとても把握できるものではないため、世界的な
状況については以上のような大まかな把握に留めることとしたい。以下、先述した加藤が「ノ
ンフォーマルな宗派教育の一例として、ヨーロッパのカトリック修道会が制作や販売を行っ
ているファミリー向けのボードゲームを取り上げ、そこには何が描かれ、どのような価値が
伝えられようとしているのか」33を論じたことに準じて、国内の宗教に関わるアナログゲー
ム事情について、神道・仏教・キリスト教に分けて確認していく。
3.1 神道
まず神道について、市販されているなかで手に取ることができるゲームでは、『神道
（SHINTO）』（2015年、プロダクトアーツ合同会社制作）が挙げられるだろう。内容として
は「オークション／ビッディング」に分類されるカードゲーム34であり、メカニズム・コンポー
ネントともに特筆するような目新しさはない。ただしパッケージには「遊びながら古事記の
世界を学ぶ！ 新感覚学習カードゲーム」と銘打たれ、ルールブック冒頭では「あなたは神
社の神主となって、収穫した供物を捧げて、たくさんの神々のご加護を得ることを目指しま
す！」という世界観の説明がなされている35。本作の制作経緯については、制作者がブログ
で「名古屋青年会議所の悠久の大義研究委員会さまが、カードゲームを通して子供たちに古
事記を学んでもらいたい、という目的を達成するために、名古屋に根差した学校である名古
屋HALさま、それから企業であるプロダクトアーツ合同会社が協力して製作を進めてきた」
と説明している36。ゲームのタイトルこそ『神道（SHINTO）』であるが、その内容は主に『古
事記』上巻に登場する神々の性質や関係性を学ぶものとなっている。本作にはルールブック
の倍ほどの分量がある『古事記』解説書が付属しており、
『古事記』の知識があれば有利にゲー
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ムを進められる―たとえば、ゲーム中に三貴子を揃えれば高得点が得られる―仕組みで
ある。制作の経緯にしろ、その完成品にしろ、宗教教育を目的にアナログゲームを制作した
典型例と言えよう。
3.2. 仏教

ぷ

に

続いて仏教においては、東京都江東区にある臨済宗妙心寺派・陽岳寺「不二の会」の活動
が特筆される。同寺副住職で不二の会代表の向井真人が制作した『御朱印あつめ』が「ゲー
ムマーケット2015秋」にて頒布されて話題となり、以降、『檀家-DANKA-』、『WAになって
語ろう』と、
「お寺ゲーム」と銘打った作品を発表している。『御朱印あつめ』の世界観は「最
近では、御朱印あつめが趣味として流行していると聞く。ケシカラン！ スタンプラリーで
はないのだ！」という近年の世相を反映した状況において、プレイヤが参拝者となって各寺
の御朱印（「仏さまカード」）を集めていくものである37。先の『神道（SHINTO）』同様、集
めた御朱印の種類――如来・観音・菩薩など――によって高得点が狙える。ただし『神道
（SHINTO）』のケースとは異なり、不二の会代表の向井がアナログゲームについての知見を
有していることが伺え38、また、必ずしも不二の会の作品は宗教教育を前面に押し出してい
ない。もちろん向井も仏教であったり寺の文化に触れる機会としてアナログゲームを位置付
けてはいるが、『週刊女性』の特集内においては、「楽しい思い出を作ることができれば、お
寺がより身近な存在になる。お葬式や墓参りに行く場所という、これまでのイメージを変え
るツール」としてのゲームの在り方に重きを置いた発言をしている39。
また仏教界においては、不二の会のようにゲーム制作はせずとも、山形で住職を務めなが
ら「ボードゲームジャーナリスト」を名乗り、ゲーム関連書の執筆・翻訳を行っている小野
卓也がいる。小野は山形県長井市の「まちなか活性化事業」制度を利用して2016年９月に「や
まがたボードゲーム協会」を立ち上げ、市内の飲食店で毎月例会を行うほか、やまがた長井
観光局による宿泊イベント「お寺でボードゲーム」を開くなど、地域振興と深く関わりなが
ら活動を行っている40。不二の会と同じく小野においても、ゲームそのものの世界観に拠っ
て宗教文化を教育するのではなく、地域とコミュニケーションを図り、人が寺を訪れて住職
と対話するなかで仏教に触れてもらうきっかけとしてゲームを位置付けている。
3.3. キリスト教
国内の宗教関係者によるアナログゲーム制作について、不二の会の向井も制作にあたって
刺激を受けたというのが、キリスト新聞社による「聖書コレクション」シリーズである41。
2014年発売の第１弾『バイブルハンター』を皮切りに、同シリーズは2017年発売『ルターの
宗教大改革』で第７弾を数えている。また『バイブルハンター』と同年の2014年に、キリス
ト教系出版社であるいのちのことば社がカードゲーム『バイブルプレイヤーズBIBLE
PRAYERS』を発売しており、神道や仏教に先んじて、国内ではキリスト教界に関わる人間
がこの分野に先鞭を付けたという印象である。
さて、キリスト新聞社による「聖書コレクション」であるが、教育の現場にて活用事例が
あると知らされた。筆者は都内私立大学にて宗教社会学を講じており、そのなかのリアクショ
ンペーパーで学生から以下のコメントを受けたので抜粋する。
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私の高校はキリスト教系の学校だったのですが、普段の授業はとても眠そうにしている
人が、キリスト教版の人狼ゲームを授業で行った際、とても生き生きしていたことを思
マ

マ

いだした。遊びをからめると、布教がよういであったり勉強がはかどるのでしょうね。
学生のコメントから察するに、高校で取り扱われたのは「聖書コレクション」シリーズ第
２弾の2014年発売『最後の晩餐～裏切り者は誰だ～』と思われる。同ゲームはキリスト新聞
社が「聖書版人狼」と述べているように、既存の「人狼ゲーム」―あるいは『汝は人狼な
りや？』―と呼ばれるゲームを聖書の登場人物であるイエスと十二使徒、および律法学者
でアレンジしたゲームである。ゲームの舞台設定を確認すると、「イエスの処刑を目論む律
法学者が、最後の晩餐にまぎれこんだ。十二人の使徒たちはイエスを守れるのか？

それと

もこの中に裏切り者が……？」42となっている。ゲームでは参加者がイエスの側と律法学者
の側に分かれて―この時に参加者の誰がどちらの陣営かは隠匿されている―、イエスの
側は最後の晩餐から律法学者を追放し、律法学者らはイエスを逮捕することが目的である。
ゲームのメカニズムやコンポーネントは人狼ゲームと同様で、人狼ゲームに関わるメカニズ
ム面での監修には株式会社人狼が、聖書の世界観に関わる部分には日本キリスト教会に所属
する牧師が担当している。日本聖書協会の推薦も得ており、優れたゲームを下地として、キ
リスト教的世界観を練り込もうとした意欲作といえよう。
キリスト新聞社のゲーム『最後の晩餐』であれ、いのちのことば社の『バイブルプレイヤー
ズ』であれ、興味深いのは、その言葉遣いに細心の注意を払っていることである。人狼ゲー
ムをプレイする際には参加者による話し合いが行われ、村に紛れ込んだ人狼と思しき人物を
「処刑する」―あるいは慣用的に「吊る」とも言われる―し、人狼の役を負った参加者
は村人を「襲撃する／殺す」―あるいは慣用的に「喰う」―。人狼ゲームを踏襲するな
らば、またイエスが磔刑に処されたことを思えば、律法学者らはイエスを見つけ出して「逮
捕する」のではなく、「吊る」と表現しても違和感はないだろう。疑心暗鬼の中で殺し合い
を行うのが人狼ゲームの肝であるだけに、そのゲームシステムを流用しながらも、「殺す」
ではなく「逮捕する」と、柔らかい表現へ変更している配慮が仄見える。
『バイブルプレイヤーズ』にいたっては更に大胆な変更が行われており、『Magic: the
Gathering』43などに代表されるトレーディング・カードゲームを参考にしたと思しきメカ
ニズムを採りながらも、他プレイヤーへの攻撃要素が排除されている。聖書の登場人物が殴
り合うのは教育上あるいはキリスト教倫理的に好ましくないという配慮なのか、ゲームの目
的をすげ替えた仕様となっている。
「聖書コレクション」シリーズの発案者であるキリスト新聞社取締役・松谷信司は、その
発表当初に『みことばへの冒涜』との批判も受けたというが、若い信徒が増えず、牧師も高
齢化していくという現状の中で、教義を正しく面白く伝える必要があるとしている44。教会
の高齢化はしばしば耳にする問題であるし、またその状況下で、上述のような配慮を加えつ
つゲームを制作する試みについては興味深い。ただし、ヒットした既存のアナログゲームの
システムを借用して布教の一助とする目論みにしても、教育や倫理に関わる配慮故か、両ゲー
ムからはややもすればゲーム性を損なっている印象を受ける。
ホイジンガらの主張を概括したように、
「遊び」の場面においては、日常から遊離した特
別な時間と空間が表出する。ついては、ゲームの魅力の一つには、その時間・空間のなかで
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日常の常識やモラルから逸脱した行為が正当化されるということが挙げられるだろう。ここ
で取り上げたゲームは宗教系学校で行われる「退屈な宗教の授業」よりは魅力的かも知れな
いが、果たして、刺激的な選択肢が無数にある昨今の遊戯環境において、消費者の手に取っ
てもらえるほどの魅力があるのかという疑問が浮かび上がる。最初から宗教文化に興味を
持っている者ならば同一のメカニズムとコンポーネントを有したゲーム群から宗教的世界観
を 伴 う ゲ ー ム を 選 択 す る か も 知 れ な い が、 オ リ ジ ナ ル の 人 狼 ゲ ー ム や『Magic: the
Gathering』の方が明らかに面白いならば、
わざわざ面白さに劣り「お勉強の臭いがする」ゲー
ムを購入する必然性は生じない。宗教関係のみならず教育を目的としたいわゆる「知育玩具」
全般に言いうることだが、「遊び」を「遊び」以外の目的で遊ぶことにはいささか困難が付
きまとう。ホイジンガに同意しながらカイヨワが述べるように、遊びは「それ自体のうちに
目的を持つ活動」45であるため、そこに他の思惑が混入する余地は少ないだろう。ことアナ
ログゲームにおいて、宗教文化教育はその「遊び」の副次的な位置を占めるに留まり、宗教
的世界観がフレーバーとして楽しまれつつ学びのきっかけになることを期待するぐらいが程
良いのかも知れない。
４．宗教界におけるアナログゲームの展望
教育を主目的としたアナログゲームが、純粋なる「遊び」としてのゲームの面白さに勝て
るとは思わない。しかし前節にて確認したように、宗教に無関心な層が持つお寺やキリスト
教界の排他的なイメージを覆し、宗教文化に触れてもらうという目的ならば、アナログゲー
ムが一定の効果を上げているとも言えよう。そして、文化的浸透という目的を掲げたとき、
アナログゲームは非常に手頃なツールであると言える。
その理由の第一は、デジタルゲームなどに比してアナログゲーム制作の参入障壁が低いこ
とにある。おそらく、幼少の頃に自作のすごろく盤などを作成した経験を多くの人が持って
いるだろう。同じようなことをデジタルゲームで行おうとしても、プログラミング言語の習
得や肥大化した昨今の開発環境など、困難が多々付きまとう。それに対してアナログゲーム
制作の利点は、少人数でかつ「①プロトタイプ（試作）がすぐに作れるところ、②実際にテ
ストプレイがすぐにできること、③試作とテストを素早く繰り返すことができること」46に
あり、ゲームとして成立させることが比較的容易である。加藤の報告でも、修道院による「多
くのゲームの基本的構造は、サイコロを振って決められた数だけコマを進めるといった『す
ごろく』にも似た形式である」とされており、またそこに「会の活動内容や設立の精神など
を強く反映した内容」が見られたという47。よく知られたメカニズムに、会の世界観を用い
てゲームを制作したものと思われる。
そうは言っても、宗教的世界観を用いたアナログゲーム、とりわけ宗教団体がアナログゲー
ムを制作する場合、メカニズムに対するノウハウは専門家のそれと比較する術もない。昨今
のアナログゲーム界では、古代から見られる「すごろく」的なゲームは鳴りを潜めており、
たとえば「拡大再生産」や「ワーカープレイスメント」など、アナログゲームのファンでな
ければ耳にしないメカニズムが多々見受けられ、またそこには流行り廃りがある。さらに、
本稿で言及したデザイナーであるクニツィアやガーフィールドが数学の博士号を有している
ことからも察せられるように、アナログゲームにおいて重要なディレンマを生み出すには、
高度な数学的検証が必要となるケースも存在する。流行を把握し、洗練したメカニズムを作
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pic.2

キリスト新聞社による公募48

り出すことを専門外の人間が行うのは、やや骨の折れる作業であろう。
しかしありがたいことに、ゲームを構成する要素のうち、メカニズムやコンポーネントは
外部から持ってこられる。前節の仏教の項のように、ゲームの完成までをすべて自前で行っ
ている例の方が稀有であるかも知れない。
『神道（SHINTO）』は発案者と制作者が別団体で
あるし、
「聖書コレクション」シリーズでは第２弾『最後の晩餐』は株式会社人狼の監修付き、
第４弾『ロストバイブル』は有限会社ワンドロー作品である『ロストレガシー』のライセン
ス取得作品である。また、第７弾『ルターの宗教大改革』は、ルターの宗教改革から500年
を記念し、公募によるコンペ形式で制作されている（pic.2）。アナログゲームに造詣があれ
ば自前で制作できるし、そうでなくとも、如何様にも展開できるという例がここ数年で出来
上がっている状況が見て取れるだろう。
宗教文化に触れるにあたり、アナログゲームの利点は制作に際しての参入書壁の低さにあ
ると述べた。それでもゲーム制作には幾らかの困難があるわけだが、そもそも宗教文化に触
れてもらうために、必ずしも宗教界が新たにゲームを制作しなければならないわけではない。
アナログゲームの２つ目の利点は、既に1,000タイトルを超える宗教的世界観を有した作品
群が流通しており、また続々と制作されていることにある。宗教的なバックグラウンドを有
さない制作者によるものであっても、文化の浸透であったり、排他的イメージの払拭を目的
とするならば十分に機能するだろう。
最後に国内の非宗教的な市場において、
2013年の「創作ボードゲームコンペティション『第
１回東京ゲーム賞』
」で仏教的世界観が用いられたゲームの入賞が２作あったことから宗教
表象の活用状況を例示したい。第１回東京ゲーム賞大賞は『枯山水』49に、同じくニューゲー
ムズオーダー特別賞が『曼荼羅』50に贈られた。タイトルからも察せられるように、各々が
禅仏教と密教の世界観を用いており、発売後には緻密なメカニズムと美麗なコンポーネント
とで人気を博した。とりわけ『枯山水』は新聞などにも多々取り上げられている。これは禅
寺の庭園作成を行うもので、プレイヤは作庭家となる。話題になった理由は、禅僧の描かれ
た渋いパッケージデザインとリアルな庭石コンポーネント、そして完成した庭園を思わず
SNSに投稿したくなるという、時代状況に噛み合ったものであった。アナログゲームの制作
に宗教界が噛まずとも、『枯山水』では実在の作庭家と寺院が用いられ、『曼荼羅』では六道
輪廻曼荼羅がモティーフになっている。既存の膨大な作品群に加え、日々制作され続けてい
るアナログゲームを見るにつけて、宗教文化にはゲームの世界観を彩るに十分な魅力がある
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ことを示してくれる。
こうした状況は、今日における世俗化論の先鋒であるスティーブ・ブルースに対する一つ
の反論にもなりうるものであろう。ブルースは様々な事例から宗教の衰退と、場合によって
はその消滅までも視野に入れた論を展開している。そこでブルースは、イングランドにおけ
るキリスト教的世界観は役割を終え、たとえばゲール語や針仕事のように担い手が消滅して
いくものと論じている51。教会出席率の低下などでしばしば論証されるように、西欧諸国で
キリスト教界に携わる人間が減少していることは言えるのかもしれない。ただし、それらの
事柄がただちに宗教文化の消滅に繋がるのかと言えば、甚だ疑問であろう。本稿で述べたよ
うに、宗教文化はゲーム・デザイナーにインスピレーションを与え、また我々がプレイする
ゲームに魅力的な世界観を提供している。
おわりに
昨今のアナログゲームの復権に鑑み、本稿は宗教文化と「遊び」との近接性を論じた代表
的な説を確認した上で、現代のアナログゲームを構成する要素へと考察を進めた。デザイナー
の発想やファンらの慣例から分析することで、アナログゲームはメカニズム・コンポーネン
ト・世界観の３つの要素が支えあって作られていることを指摘し、また、宗教的な世界観を
用いたゲーム群がかなりの割合で含まれていることが確認できた。国内の状況に目を向けれ
ば、宗教界からはアナログゲームを用いたアプローチが幾つもなされ、同時に、宗教的な背
景を有さない人々が宗教的世界観を用いたゲームを制作し、ヒットしている例がみられた。
これらは布教や宗教教育へとただちに結び付くものではないかも知れない。しかし今日、文
化としての宗教が息づいており、またこれからも生き続けるであろうという希望を抱かせる
に十分な展望を、アナログゲームの分析によって得られたように思う。
宗教文化がゲームに援用されることを「消費」とし、それに顔をしかめる向きもあるかも
知れない。ただ、宗教が身近なものとすら捉えられない状況もありうる昨今において、ゲー
ムという形であっても身の回りに存することに、一定の意味はあると考えるものである。
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