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（１）はじめに 
日本の PC パッケージゲーム市場（非ネ

ット）は，国内ゲーム産業の発展プロセス

の特殊性（小山 2006）も相まって，世界的
に見てかなり特殊な市場を形成している．

具体的には，１）（ネットゲームのスタート

キットなども含めた）PCパッケージゲーム
の市場規模が 424 億円1（2008 年）あるう
ち，R18 ゲーム2が約 300 億円を占める3こ

と，２）R18 ゲームの中でも「ノベルゲー
ム」と呼ばれるジャンルのゲームが大半を

占めることと，があげられる． 
市場規模としては家庭用ゲーム機向けゲ

ームの 10分の 1程度しかないが，年間数百
の新作ノベルゲームが生まれてくる．市場

に登場するタイトルからは，家庭用ゲーム

機に移植される作品や，マンガ化，小説化，

TV アニメ化さらには劇場アニメ化された
作品も生まれてくる．加えて，シナリオ担

                                                   
1 デジタルゲーム白書 2009年度版．なお，
同年度の家庭用ゲーム機向けのパッケージ

ゲームの市場規模は 3980億円（2008年）
であり，PCゲーム市場は家庭用の約 10分
の 1程度であることがわかる． 
2 一般社団法人コンピュータソフトウェア
倫理機構（通称，ソフ倫）による，成人向

けゲームソフトの呼称．一般的には「アダ

ルトゲーム」や，もっと直接的に「エロゲ

ー」などと呼ばれることが多い． 
3 各所へのヒアリングなどで伺った概数．
現在，R18ゲームのみに関する市場規模や
実売本数などのデータは公開されていない．

数少ない資料として，コンピュータソフト

ウェア倫理機構が警察庁主催の勉強会で提

出した資料がある． 

当者が小説家（主にライトノベル作家）と

してデビューする4，イラストレーターが商

業ポスターやライトノベルの挿絵を担当す

るなど，「より多くの人に触れるメジャーな

メディア／ビジネスユニットが大規模なメ

ディア」に作品や人材を供給する「上流」

としての機能（出口・田中・小山（2008））
をもっている． 
そのため，PCゲーム産業（特にその中で

中心となっている，ノベルゲーム開発）は

日本のコンテンツ産業内で重要な位置を占

めているが，その全体像については，七邊

（2010）を除くと研究がほとんど無い．本
稿の目的は，現在の日本 PC ゲーム産業の
中心を占めるノベルゲームがどのように生

み出されているのかのプロセス，およびビ

ジネスモデルについて議論する． 
（２）ノベルゲームとは 
ノベルゲームは，制作コストの面では小

説・マンガといった「低コストコンテンツ」

とアニメ・（他ジャンルの家庭用）ゲームと

いった「高コストコンテンツ」の中間（１

本あたり 3000 万円程度）に位置する（文
末：表１）． 
他のコンテンツと比べたとき，大規模か

                                                   
4 最近の出版不況はライトノベル市場にも，
及んでおり，完全に作家専業へ移行せずに

ゲームシナリオと兼業の人も多い．また，

具体名を挙げることは避けるが，ゲームの

シナリオライター（ただし，担当した作品

はアダルトゲームの続編だが，非アダルト

なもの）からキャリアをスタートし，ライ

トノベル作家を経て一般向け小説化となり，

直木賞を受賞した人も存在する． 
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つ実験的な作品を比較的安価に生み出せる

ことが製品特性上の最大の特徴となってい

る．以下，ノベルゲームについて基本的な

特徴を述べ，他のゲームジャンルとの違い，

他メディア作品との違いを議論する． 
１）ノベルゲームの構成要素と市場規模 
	 七邊（2010）は，ノベルゲームを構成す
る要素として次の 7点をあげている： 
① CG 上，もしくは画面下ウィンドウ
に表示される文章 

② フル画面サイズの CG 
③ キャラクターの立ち絵 
④ キャラクターの心情や物語の展開

に合わせた BGMや効果音 
⑤ 画面エフェクト 
⑥ 提示される選択肢からキャラクタ

ーの行動を選ぶことで，物語が枝分

かれするマルチシナリオ 
⑦ それへの入力により物語が進行す

るインターフェイス 
	 コンピュータゲームのジャンルのうち，

ノベルゲームは，広義にはアドベンチャー

ゲームに分類される．しかし，一般のアド

ベンチャーゲームがゲーム中の各場面で頻

繁にコマンドを選択し，「謎を解く」「冒険

を勧める」ことがゲームの面白さのコアと

なるのに対して，ノベルゲームはゲーム中

に選択する回数が少なく，画面上で展開さ

れるストーリーを鑑賞する，という側面が

強い． 
端的に言えば，「選択肢によって複数に分

岐する，挿絵と音響効果がある（マルチメ

ディア）小説」とでも言うべきものがノベ

ルゲームである．上記の特徴の⑦にあるよ

うに，自分でボタンを押すことで文章が数

行進む，と言うミニマムのインタラクティ

ブ性があることが，「ゲーム」であることを

主張（もしくは保証）している． 
２）他ジャンル，他メディアと比したとき

のノベルゲームの特徴 
	 アクションや RPG などの他のゲームジ
ャンルや，マンガやアニメなどの他のコン

テンツメディアとの比較の視点でノベルゲ

ームを見た場合，以下の特徴があることが

わかる． 
①プログラマが必ずしも必要でない 
「画面全体の CG＋文章」という画面レ

イアウトと，「プレイヤーがボタンを押す

（クリックする）と物語が数行進む」とい

うゲームシステムが組合せは，ゲームを動

作させるエンジンプログラムさえ外部から

調達することが出来れば，プログラマが居

なくてもゲーム開発が可能とする．実際，

商業利用でも無料のゲームエンジン，ライ

センス料を払うことで利用可能なノベルゲ

ーム用のゲームエンジンは複数存在してい

るだけでなく，幾つかのパブリッシャー（後

述）も自社系列のデベロッパーが利用可能

なゲームエンジンを提供している． 
クリエイター（主にシナリオライター）

がシナリオにスクリプトを追記するだけで

ゲームが作れるため，ノベルゲーム制作の

敷居は低い． 
②少人数制作および低コスト 
ビジネス面でのノベルゲームの最大の特

徴は，短期間かつ低コストで開発できるこ

とにある．開発期間は 1 年未満～1 年半程
度までのことがおおく，開発に深く関わる

のは 5～6名という小規模であるため，人件
費の総額はそれだけ少なくなる．また，開

発に関わるメンバーの中で開発を行うデベ

ロッパーに所属するメンバーはごく少数
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（最小の場合，ディレクター兼プロデュー

サー1 名）であり，作業を業務請負による
外注に依頼することが多いため，人件費は

さらに少なくなる5． 
ノベルゲームがこれだけ短期間・低コス

トで開発可能なのは，他のゲームジャンル

では必須の作業の幾つかが存在しないこと

も大きい．例えば，ほとんどのゲームに存

在する，レベルデザイン（難易度調整作業）

が不要なだけでなく，キャラクターが画面

上を動き回る他ジャンルのゲームと比べ他

場合，デバッグの手間は極端に少ない． 
③巨大なボリュームがある物語を，1 本の
パッケージに収めることができる 
	 本なら 1 冊，映像なら DVD や BD1 枚，
ゲームなら 1 本，というコンテンツの「販
売単位」あたりでのボリューム6を考えたと

き，ゲームが販売単位あたりのコンテンツ

のボリュームが最も大きい．そのため，制

作者は力量さえあれば，他のメディアでは

提供することが難しいような長編の物語や

巨大な世界観を，続きを買ってもらう心配

なく提供することが可能である7． 
（３）ノベルゲーム開発の行われ方 
①チーム構成 

                                                   
5 常勤者の人件費も低いケースが多い．家
庭用ゲーム企業に関する数少ないキャリア

調査に藤原（2010）があるが，その中にあ
る 20代の平均年収（約 335万円）に届か
ないケースがほとんどである． 
6 ここでのボリュームは，「消費者が一通り
作品を享受するまでにかかる時間」とする．

プレイヤーが飽きずに最後までプレイした

場合，パッケージ版のゲームにかかる時間

の目安は 20時間である．  
7 最近のノベルゲームで「相場」として言
われるラインは 2MB（小説 7冊程度）であ
る．大規模タイトルでは 4MB超も存在する． 

基本的な開発規模だと，フルタイムで開

発に関わる人間は 5 名程度である．5 名の
担当は，シナリオ 1名，原画 2名，グラフ
ィッカー2 名程度が標準8である．フルタイ

ムで開発に関わるメンバー全員が開発会社

のメンバーとは限らず，請負契約で外注す

るケースも多い9．また，ゲーム中のサウン

ド（BGMや各種効果音など）は専門性が高
いため，他の職種が兼任できるスキルを持

っている特別の場合以外は専門家への外注

がほとんどである．加えて，家庭用ゲーム

にある管理部門の専門化が進んでおらず，

進捗管理はシナリオもしくは原画担当者が

兼任するケースが多い． 
②流通と一体化したパブリッシャー，パブ

リッシャーに系列化されつつあるデベロッ

パー 
ノベルゲームは小人数で素早く開発でき

るのが利点であるが，小規模であるために

販売活動に人的リソースを裂く余裕が無い

ケースが多い．そのため，デベロッパーが

パブリッシャーとディストリビューターを

兼務している企業に営業代行と販売委託を

                                                   
8 ここで「原画」とは，「登場人物や背景な
どの基本となる絵を描く担当者」をさす．

原画の描く絵は通常は線画のみで，彩色は

されていない．グラフィッカーとは，「実際

の製品版の画面に出る状態になるよう原画

に彩色をする作業の担当者」をいう． 
9 ノベルゲームの場合，特定のシナリオラ
イターと原画家に対し固定ファンがつくた

め，過去にヒット作をもつクリエイターに

とっては，独立が比較的容易である（自分

を他者に売り込むときに，過去の作品を持

参することを OKとする業界内の暗黙ルー
ルが存在する）．ゲームを開発する側にとっ

ても，そういったヒット作を持つシナリオ

ライターや原画家は魅力的であり，結果的

にタイトル制作に外注として参加するケー

スが少なくない． 
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行なうケースが多い． 
パブリッシャーは雑誌やWeb媒体への情

報提供から全国に約 300 店舗存在する PC
ゲームを扱う小売店への営業活動から出荷

までを担当する．そういった流通面の機能

に加えて，パブリッシャーは自社からゲー

ムを発売するデベロッパーに対して数多く

の機能（開発資金の提供，開発の進捗管理，

繁忙期にずれがあるデベロッパー間での人

材の融通，ゲームエンジンの提供）を提供

している． 
謝辞 
	 本稿を執筆するにあたって，数多くの PC
ゲーム産業関係者にインタビューをさせて

頂きました．また，IGDA 日本の研究会
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 提供ユニットあ

たりボリューム 
制作費 制作への敷居 

（参入の難易度） 
小説 
（ライトノベル） 

中（1 冊＝200
頁） 

ほぼゼロ～数百万 低い 

マンガ 雑誌：20頁 
単行本：200頁 

ほぼゼロ～数百万 低い 

ノベルゲーム 大（小説数冊） 2～3000万 中程度 
TVアニメ 小 1500万／話 

2億弱（１クール） 
高い（実質的に企業のみ） 

他ジャンルの家庭

用ゲーム 
大（ノベルゲー

ムと同程度） 
数億 高い（実質的に企業のみ） 
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