
⽇本デジタルゲーム学会 第11回年次⼤会プログラム

2021/3/13(⼟) Online
時間 セッション テーマ（座⻑） 会場 番号 タイトル 発表者 所属
10:00〜
10:30〜10:50 開会挨拶

松⽥早紀 ⽴命館⼤学
井上明⼈ ⽴命館⼤学
⽑利仁美 ⽴命館⼤学
上村雅之 ⽴命館⼤学
宮井知哉 駒澤⼤学
⼭⼝浩 駒澤⼤学

松⽥早紀 ⽴命館⼤学
井上明⼈ ⽴命館⼤学
細井浩⼀ ⽴命館⼤学

2-1 ゲーム開発における「RPA × AI」 鈴⽊隆志 株式会社オーパス
2-2 デジタルゲームAIにおけるMCS-AI動的連携モデル 三宅陽⼀郎 ⽴教⼤学

12:00〜13:00
⽥中栄⼀ 国⽴病院機構北海道医療センター

吉成健太朗 AGLGamers 管理者
集合写真撮影 広報委員会

R-1 錯視とインタラクティブの関係性に関するデモ ⼩野憲史 東京国際⼯科専⾨職⼤学

R-2
悪質商法から⾝を守るための学習ツールとしてのスマートフォ
ンゲームにたいする⼤学⽣の印象評価

宮野秀市 宮崎⼤学安全衛⽣保健センター

15:00〜15:20
ファストフォワード
(座⻑︓福⽥⼀史)

Room2

I-1 地⽅創⽣ゲームの現状と展望 ⼩野憲史 東京国際⼯科専⾨職⼤学
⼩林瑞季 ⽇本⼤学
鈴⽊颯⼈ ⽇本⼤学
枌克志 ⽇本⼤学
杉本健 ⽇本⼤学

古市昌⼀ ⽇本⼤学
粟飯原萌 ⽇本⼤学

I-3 ⾃動操作試験⽀援ツール「Machine Heads」のご紹介 鈴⽊隆志 株式会社オーパス
⼭村皆⼈ 東京⼯芸⼤学芸術学部
遠藤雅伸 東京⼯芸⼤学芸術学部
松本和樹 東京⼯芸⼤学芸術学部
遠藤雅伸 東京⼯芸⼤学芸術学部
中井理貴 東京⼯芸⼤学芸術学部
遠藤雅伸 東京⼯芸⼤学芸術学部
飯島直⼤ ⽇本⼤学⽣産⼯学部
和久井遥 ⽇本⼤学⽣産⼯学部
郡司有紗 ⽇本⼤学⽣産⼯学部

上野はる菜 ⽇本⼤学⽣産⼯学部
古市昌⼀ ⽇本⼤学⽣産⼯学部
粟飯原萌 ⽇本⼤学理⼯学部
朱⽂イク 東京⼯科⼤学
兼松祥央 東京⼯科⼤学
茂⽊⿓太 東京都⽴⼤学
⽻⽥久⼀ 東京⼯科⼤学
三上浩司 東京⼯科⼤学
天野 来偉 東京⼯科⼤学メディア学部
兼松祥央 東京⼯科⼤学メディア学部
茂⽊⿓太 東京都⽴⼤学システムデザイン学部
三上浩司 東京⼯科⼤学メディア学部
加藤⼤雅 東京⼯科⼤学メディア学部
原⽥和明 東京⼯科⼤学メディア学部
兼松祥央 東京⼯科⼤学メディア学部
茂⽊⿓太 東京都⽴⼤学システムデザイン学部
三上浩司 東京⼯科⼤学メディア学部
原⽥和明 東京⼯科⼤学メディア学部
兼松祥央 東京⼯科⼤学メディア学部
茂⽊⿓太 東京都⽴⼤学システムデザイン学部
三上浩司 東京⼯科⼤学メディア学部
橋本純基 ⽇本⼤学
杉本起 ⽇本⼤学
有⽥陽葵 ⽇本⼤学
古市昌⼀ ⽇本⼤学
粟飯原萌 ⽇本⼤学

Room1

ビデオゲームプレイにおける性差と規範意識- 『グランド・セフ
ト・オート3』プレイアーカイブ・ビデオの内容分析から-

Room2

FPSゲームにおけるキャラクター選択とジェンダー

Room2

ゲームプレイによる空間認識能⼒と性差

全体セッション⽤
Room

1-1

1-2

1-3

ゲームの⼊⼒デバイスに関するゲームアクセシビリティへの取り組みに
ついて

I-2

I-4

I-5

I-6

I-7

I-8

I-9

開場
オープニング

セッション1
ゲームプレイ

(座⻑︓中村彰憲)
11:00〜12:00

ゲームAI
(座⻑︓遠藤雅伸)

セッション2
11:20〜

ライトニングトーク
(座⻑︓福⽥⼀史)

基調講演１

昼⾷休憩

14:40〜15:00

デジタルゲームにおけるプレイ継続モチベーションに関する定
性調査分析

Room2

Zoomブレイクア
ウトルームを利⽤

15:20〜16:30

継続的学習の実現を⽬的とするVStudy Appの⼀次試作及び評価

⼀体感経験による協調性向上を⽬的としたColors Passportの⼀
次試作および評価

Hat Vest: 温度刺激を活⽤した被弾感覚提⽰デバイスの開発

ホラーゲームにおける馴化回避のための動的サプライズ演出制
御システムの提案

GTIGA:ゲーミフィケーションに基づくアイデア創出・獲得ト
レーニングシステム

プレイヤーの⾳声リアクションに基づく動的難易度調整のため
の⾳響的特徴量抽出と解析

コウモリの⽣態再現システム
〜コロナウィルスの近距離伝搬の可視化〜

インタラクティブ
セッション

発表

コンピュータRPGの印象に関する定性調査分析

マルチプレイヤーゲームにおける役割の選択指標に関する研究

I-11

I-12

I-10

13:00〜14:30 全体セッション



2021/3/13(⼟) Online
時間 セッション テーマ（座⻑） 会場 タイトル 発表者 所属

太⽥和彦 総合地球環境学研究所
井上明⼈ ⽴命館⼤学
藤枝侑夏 Moderato Style
⼤⾕通⾼ 総合地球環境学研究所

3-1
⽇本の⻘少年のゲームプレイ時間・頻度についての調査分析
―既存のアンケート調査を中⼼に―

川﨑寧⽣ フリー

3-2 ゲーム⾳楽をどのように「保存」するか 尾⿐崇 ⽴命館⼤学
⼩出治都⼦ ⼤阪樟蔭⼥⼦⼤学
尾⿐崇 ⽴命館⼤学
原泰史 ⼀橋⼤学

福⽥⼀史 ⽴命館⼤学
井上明⼈ ⽴命館⼤学
⽣稲史彦 中央⼤学
清⽔洋 早稲⽥⼤学

18:00〜 別途お知らせ

2021/3/14(⽇) Online
時間 セッション テーマ（座⻑） 会場 タイトル 発表者 所属
10:30〜
11:00〜12:00 DiGRA-J 総会 Room1
12:00〜13:00

粟飯原萌 ⽇本⼤学
⼩川充洋 帝京⼤学
⼩林信重 東北学院⼤学

シン・ジュヒョン ⽴命館⼤学
中井理貴 東京⼯芸⼤学芸術学部
遠藤雅伸 東京⼯芸⼤学芸術学部
⼭⼝智哉 ⽂教⼤学
榎本修也 ⽂教⼤学
梶並知記 ⽂教⼤学

T-3
⾳楽教育のためのゲーム学習環境︓
⾳楽ゲーム「Rocksmith」の事例研究

藤本徹 東京⼤学

福井昌則 兵庫教育⼤学
⿊⽥昌克 兵庫教育⼤学
野村新平 神奈川県⽴津久井浜⾼等学校
⼭下義史 兵庫教育⼤学
森⼭潤 兵庫教育⼤学
五⼗嵐輝 ⼀般財団法⼈マルチメディア振興センター
⼩⼭友介 芝浦⼯業⼤学システム理⼯学部

T-6
アーカイヴの病を治療する: アーキビストの情念の脱構築と情動
的インタフェースの導⼊のための試論

向江駿佑 ⽴命館⼤学⼤学院先端総合学術研究科

宮川慎也 フリーランス
穎川和弘 フリーランス

4-2 科学技術と社会に関するゲーム教材"nocobon online"の実践 福⼭佑樹 関⻄学院⼤学
シン・ジュヒョン ⽴命館⼤学院先端総合学術研究科

⽑利仁美 ⽴命館⼤学院⽂学研究科
福⽥⼀史 ⽴命館⼤学院先端総合学術研究科

4-4 ミーム⽣物としてのデジタルゲームとその⽣態系に関する試論 ⼩川充洋 帝京⼤学

宗盛隆紀
広島市⽴⼤学⼤学院情報科学研究科
知能⼯学専攻

梶⼭朋⼦
広島市⽴⼤学⼤学院情報科学研究科
知能⼯学専攻

宮川翼 ⽂教⼤学情報学部
梶並知記 ⽂教⼤学情報学部
Shen Jia ⽴命館⼤学⼤学院映像研究科
中村 彰憲 ⽴命館⼤学映像学部

5-4
書籍「ゲームメカニクス⼤全」のパターン・ランゲージ化に
向けて

⻑久勝 ライフマティックス株式会社

17:15-17:30 Room1クロージング

4-1

4-3

5-1

5-2

5-3

T-1

T-4

T-2

T-5

(座⻑︓⼩林信重)
特選

トラック2

シリアスボードゲームジャムの⽣態系︓
SBGJ2018、SBGJ2019の事例から

「ゲームの展⽰」から「ゲームで展⽰」へ

ゲーム産業の規模と範囲を測定する -⽴命館RCGS コレクション
と企業情報データベースを⽤いた予備的分析-

Room2セッション3
調査・アーカイブ
(座⻑︓⼩⼭友介)

3-4

企画セッション1

3-3

ゲーム研究者のアカデミックキャリアを考える

ゲーミフィケーションを活⽤したセキュリティ学習環境の開発
と試⾏

ボードゲームのシリアスゲーム的活⽤における情報要求に関す
る調査

昼⾷休憩

13:00〜14:30 全体セッション
基調講演2

司会 : 福⽥⼀史
全体セッション⽤

Room

15:50-17:10
漠然とした情報要求からの探索を⽀援するトレーディングカー
ド検索システム

キャラクター間距離と任意の試合時間帯に応じた対戦型格闘
ゲームの試合分析インタフェース

個⼈のゲーム制作におけるワークフローの効率化

デジタルゲームにおける難易度とプレイヤー主観で感じる難し
さの違いに関する研究

Room1(座⻑︓三上浩司)
特選

トラック１
タップ精度と譜⾯認識に着⽬したスマートフォン向けリズム
ゲームにおける初⼼者プレイ技術向上⽀援

⼤学⽣の選好性に基づいたゲームジャンル尺度の開発およびそ
の尺度と創造性との関連性についての探索的検討

⽇本のeスポーツ視聴に焦点を当てた現状分析
―「Media Entertainment」へと発展するeスポーツ―

Room2

14:30〜15:30

セッション5
ゲームデザイン・開発

(座⻑︓古市昌⼀)
Room2

セッション4
シリアスゲーム・

ゲームフィケーション
(座⻑︓藤本 徹)

Room1

16:40〜18:00

懇親会

開場

Room1


