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§日本RPG学研究会

（代表：カム・ビョーン=オーレ）

§オープンアクセスのオンライン・

ジャーナル

§日英バイリンガル

§査読付き



目 的

日本のTRPGやLARPをはじめとした、

非デジタル (アナログ) RPGの意義や

可能性を、グローバルな文脈の中で、

研究者と実践家がともに議論しあい、

その知見を発信していくこと



アナログＲＰＧについて
研究者と実践家で議論？

石田喜美



LARP・TRPGを“研究する“とは︖

§ 「野⽕的活動(wildfire activities)」
（Engeström,2009)としてのTRPG・LARP

§ cf) 「LARP」の家族的類似性(Family resemblance,

Wittgenstein 1953=2013) (Kamm, 2019)

§ cf) 「ゲームという蜻蛉」（近藤, 2019)

§ 「理論」（研究成果の表現）であり、 「実践」
（世界への働きかけ）でもあるものとしての
TRPG・LARP. cf )カルチュラル・スタディーズ

LARP「安⼼からの脱出」
https://www.b-ok.de/ja/vsc_larp/

理論＝実践としてのTRPG・LARP



理論＝実践としてのTRPG・LARP

道具＝結果としてのTRPG・LARP

これは，RPGの世界にも当てはまります。 5⼈の男性が何かを⾏うシナリオ
は，まあそれがほぼ何であったしても，「偉⼤なゲーム(great game)」とラ
ベル付されます。
⼀⽅，⼥性の体験に焦点を当てたシナリオは，「⼥性向け」です。
私たちは，「偉⼤なゲーム」のデザインを，⾃分⾃⾝の⽣きた経験について
語る作品を含められるよう，拡張したいのです。
⼥性もまた⼈間であるのだから,  フェミニズムはアナログ・ゲームのデザインの
範疇に属するといえます．
私たちは,  フェミニストの声にハイライトを当て, 明瞭にそれとわかるフェミニス
ト・デザインのための場を創り出すため, このゲーム集を制作しました．

（ Bushyager et al. (2017) “Letters from Editors”,  #Feminism, p1)



「道具であり結果(tool & result)」としてのTRPG・LARP

§ 「結果のための道具（tool for result)」と、
「道具であり結果(tool and result)」（ホルツマン, 2014)

§ ex）『#Feminism―』 (Bushyager et al. , 2017）のミニLARP
→「不合理で悲劇的で、魅⼒的な状況」をパフォーマンス

§ パフォーマンスは、フェミニズムの視点から社会を⾒るための「道具」
であるとともに、フェミニズムの視点によって状況を⾒る・経験するとい
う「結果」そのものも同時に⽣み出している

道具＝結果としてのTRPG・LARP



ジャンル

§研究論文：調査研究の成果

§理論論文：これまでの理論・実践の分析

§実践報告：独自のアイデアによる実践

§教育用資料：教材やツール等の紹介

§書評：アナログRPG文献の批評

§ショートノート：アイデアの発信・共有

§エッセイ：現在の動向や今後について

独自の視点で書かれた記事

道具⇔結果によって見出されたものを共有する

理論⇔実践の運動を加速させる



ジャンル

道具⇔結果によって見出されたものを共有する

「プレイヤー」⇔「キャラクター」（東, 2007), 
commitment⇔ contingencyの運動を加速させる（矢守ほか, 2017)

プレイヤー
(contingency)

キャラクター
(commitment) 「津波避難訓練アプリ 逃げトレ」https://nigetore.jp/



ジャンル

§研究論文：調査研究の成果

§理論論文：これまでの理論・実践の分析

§実践報告：独自のアイデアによる実践

§教育用資料：教材やツール等の紹介

§書評：アナログRPG文献の批評

§ショートノート：アイデアの発信・共有

§エッセイ：現在の動向や今後について

独自の視点で書かれた記事

道具⇔結果によって見出されたものを共有する

「プレイヤー」⇔「キャラクター」の運動を加速させる（矢守ほか, 2017)



グローバルな文脈で？

カム・ビョーン=オーレ



TRPG・LARPは越境的な実践

歴史的・空間的に

§ インド（チェス）
§ プロイセン（ウォー・シミュレーション・ゲーム）

§ アメリカ（D&D、CRPG）
§ ⽇本 (CRPG進化・標準化、リプレイ)

§ ヨーロッパ（LARP）
§ 各地︓新しい形・⽅法発達

実践上

§ ゲーム、演技、物語の組み合わせで
誕⽣した全く新しい実践

§ プレイヤー・キャラクターの相互作⽤

§ ⾃分の視点を越える
§ 新しい経験の場

§ 学問︓何にもまして、学際的な研究



⾔語の壁を越える

英語のRPG(研究)⾔説

クヌーデプンクト⼤会を初め、英語
でのTRPG・LARP実践・理論、そ
れに基づくの研究を紹介する

⽇本語のRPG(研究)⾔説

⽇本語でのTRPG・LARP実践、
その理論と研究を英語で紹介する

お互いの言説がより豊かになる

例えば、0号の
Kammと
Paschenの論文

例えば、0号の
加藤の論文



学術誌・投稿

カム・ビョーン=オーレ



本学術誌の投稿種類の規模

§研究論⽂
§理論論⽂
§実践報告
§教育⽤資料
§書評*
§ショートノート*
§エッセイ*

和⽂︓12,000〜15,000字，英⽂︓6,000 words

和⽂︓12,000〜15,000字，英⽂︓6,000 words

和⽂︓ 8,000〜12,000字，英⽂︓4,500 words

和⽂︓ 8,000〜12,000字，英⽂︓4,500 words

和⽂︓ 2,000 〜 3,000字，英⽂︓1,500 words

和⽂︓ 4,000 〜 6,000字，英⽂︓3,000 words

和⽂︓ 4,000 〜 6,000字，英⽂︓3,000 words

*査読なし



本学術誌への投稿

提出の流れについて
§ 次号テーマ広告・投稿募集

（11⽉頃）
§ エントリー締切（1⽉頃）
§ 投稿提出締切（3⽉頃)＊
§ ⼀次査読結果（4⽉頃）
§ 投稿修正版提出（5⽉頃）
§ ⼆次査読結果（6⽉頃）
§ 編集最終決定（7⽉頃）

査読について
§ ⼆重盲検⽅式による査読制度

(double-blind peer review)
§ 投稿のテーマに合わせて選んだ専

⾨家による評価
§ 評価対象︓⽅法論、分析、デー

タ解釈、⽂献、⾔語
§ 結果︓採択、修正採択、修正

後再審査、不採択

*原稿フォーマット、引用方法などについての説明書はウェブサイトをご覧ください
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