
 

 

研究論文 

卑語の管理からみたプレイヤー間コミュニケーションへの介入 

 

えす さん（ツスクル留学生センター） 

 

 本研究は,  オンラインゲーム“ドラゴンクエスト 10”（以下 ドラクエ 10）における

チャット内語彙の卑語認定の実用性について, 諸語彙が如何なる基準で卑語として認定を

受け, アスタリスクへ自動的に変換されるかを観察し, ドラクエ 10 運営陣がシステムに

よりどの程度までプレイヤー同士のコミュニケーションに介入しようと試みているかを知

ることを目的とする. その結果, 会話者は自身のみで判断するより, 潤滑なコミュニケ

ーションが図れるのかといった可能性についても観察していく. 

 

 In order to examine the serviceability of an automatic converting system of 

unprintable words to asterisks within “Dragon Quest 10”, the Massively Multiplayer 

Online Role-Playing Game (MMORPG), the author analyzed 50 unprintable words to be 

converted to set. The 20 analyzed unprintable words focusing on the male organs show 

how the management system intervene each game player ’s communication. 

 

 

 

１. はじめに 

 ドラクエ 10 におけるプレイヤー間コミ

ュニケーションとは, 一般的にはプレイヤ

ー本人が意思を持って作成した二次元キャ

ラクターの外見と, ゲーム画面上に現れ

る動きと, そのキャラクターが頭上また

は画面右上に表示させる文字チャットのみ

で行われるものを示す. これはゲーム内

で行われるプレイヤー間コミュニケーショ

ンが実際の人間が対面して行うコミュニケ

ーションとは異なり, ごく限られた情報

のみで行われるということを示唆している. 

このことにより, プレイヤーは Brown & 

Levinson (1987) のポライトネス理論に

定義される FTA (Face Threatening Act)の

見積もりを, そうでない時と比較すると

誤りやすくなっている. 

 

1.1 フェイスの決定 

ゲーム内における言語行動でプレイヤー

が選びうるポライトネス・ストラテジーは, 

主に現実に対面した際に取るものと同じで

はあるが, 具体的な言語行動は音声や表

情などの情報を伴わない, 文字によるチ

ャットのみに頼ることになる. つまり発

言者が聞き手に与える情報も文字とキャラ

クターしか存在しないということであり, 

そのことにより発言者が想定している自身

のフェイス（B&L 1987）も, 十分に会話者

に伝わるとは限らない。全ての発言に対す

る反応は, ゲーム外で得るそれとは異な



 

 

りうるのである. 

 

1.2 卑語レベル管理 

  ドラクエ 10は, 管理者が設定する「他

者を不快にさせる可能性がある」卑語を入

力すると自動的にアスタリスクに変換され

るようにシステム化されている.（2012 i） 

何を卑語としているかはプレイヤーからの

要望により随時改変され, 一定ではない.  

し か し な が ら 所 謂 英 語 の F-words

（Four-Letter Words）は予め不変の卑語と

して設定されている. 日本語においては

具体的にどの語が卑語として設定されてい

るかは一定ではない上に非公開である. 

 

 

 

 

 

表１（卑語自動変換例） 

卑語 変換語 

fuck **** 

shit **** 

ちんちん **** 

ベニスの商人 ***の商人 

 

 

２. 検証方法 

ドラクエ内でプレイしている成人プレイ

ヤー19 名を選出し, それぞれが卑語である

と想定する語を白チャiiで入力, 発言し, 

アスタリスクに変換されるかを記録してい

く. プレイヤーは順次卑語だと思われる

もの, または卑語ではないが文章に組み

入れることにより卑語化してしまいそうな

語を直接入力し, 運営の設定するガイド

ラインを探る. 

 

2.1 会話参加者及びデータ収集手順 

 会話参加者は, ドラクエ 10 を少なくと

も 1 ヶ月以上はプレイしている成人プレイ

ヤー19 名である. 内訳は, ウェディ男性

（6 名）, ドワーフ女性（3 名）,  エルフ

女性（2 名）, ウェディ女性（2 名）, オ

ーガ男性（1 名）, オーガ女性（1 名）, エ

テーネ男性（1 名）, エテーネ女性（1 名）, 

プクリポ男性（1 名）, エルフ男性（1 名）

であり, 順次 1人ずつ卑語だと思われる語

を白チャで発言していく. 発言内容は個

人の趣味趣向を反映しているものと, 社

会的規範をわきまえた（ Ide  1989 

「linguistic politeness」）上で想定される卑

語が挙げられている. 

 

2.3 分析方法 

以上のようにして得られた全 50 件の白

チャを全て文字化した. 次いで, 各卑語を

分野別にグループ化し, （1）普通名詞iii 

（2） 行為iv（3）その他vに分類する, 



 

 

 また, とりわけ男性器に関する語を取

り上げ,データベース化する. 

このようにして作成したデータベースを

元に, 以下, 何を以って卑語として認定

されるかを分析, 考察していく. 

 

３. 社会的規範に則った卑語 

 ドラクエ 10 の中ではマスコミが設定す

る所謂「放送禁止用語」でも文字として表

示されることがある。（※表２） 医療器具

または, 医療行為をする際に使用するもの

は表示されるが, 医学用語であろうとも

具体的な生殖器を示すものは卑語として認

定されている.（※表２） 

また, 文字数が少ないもの（２文字或い

は３文字）の語は卑語認定を避ける傾向に

あることが推測される. これは, キャラ

クター名を呼びかけとして使用した場合に, 

文章の一部が卑語認定を受けてアスタリス

クに変換されるのを防ぐためと考えられる.

（※例１） 

 

例１（アスタリスク化が起きない例） 

「ヨシマン、これは私からのプレゼントで

すよ.」 

「えりちん、ポイズンスケイルの相場分か

る？」 

 

表２（社会的規範に則った卑語） 

入力語 表示 入力語 表示 

ちんこ ○ ちんちん **** 

アナル ○ 陰核 ** 

フェラ ○ フェラチオ ***** 

まんこ ○ ヴァギナ **** 

クソ ○ shit **** 

エネマグラ ○ 勃起 ** 

ペッサリー ○ ペッティング ****** 

団地妻 ○ オーガズム *ー**ム 

 

 

４. 男性器に特化した卑語の分析 

日本語に存在する, 数多くの男性器を

示す語を入力し, 文字として表示されるか

検証したところ, 明らかに男性器を示して

いる語でも表示されるもの, 逆に明らか

に男性器を示していないにも関わらず卑語

認定を受けアスタリスクに変換されている

語が存在した. 

このことにより, 社会的規範に基づい

て, 男性器を示すものであると考えられ

る表現も, 二文字或いは三文字になると

後続する文字に影響を受けやすいため卑語

認定を受けないケースが数多く存在してい

ることが推測される（※例２） 

 

例２（アスタリスク化が起きる例） 

「ヨシオマン、これは私からのプレゼント

ですよ.」 

「えりちん、ポコイズンスケイルの相場分

かる？」 

 

. 



 

 

表４（男性器と類する表現） 

入力語 表示 入力語 表示 

マラ ○ ちんぽこ × 

ちんぽ ○ 男根 × 

男性器 ○ ペニス × 

ちんこ ○ ヘニス × 

肉茎 ○ ベニス × 

tintin ○ penis × 

 

５. プレイヤー間への間接的な介入 

以上の検証より, システムが予め設

定した卑語により,ドラクエ 10 内にお

けるプレイヤー間コミュニケーション

が受ける影響は殆ど存在しないものと

考えられる.  

プレイヤーはコミュニケーションに

必要な情報を文字とキャラクターの見

た目のみで判断することになるが, プ

レイヤーの選択するポライトネス・スト

ラテジーはゲーム内でも外でも個人の

性質により異なる. 

しかしながら社会的規範から見て攻

撃的な卑語を入力すると, アスタリス

クに変換されるということは, プレイ

ヤーにある種の危機感を持たせること

に成功していることは確かである. 

 

ドラクエ 10の提唱するガイドライン

vi に基づき, 画面の向こう側に居る, 

顔の見えない他のプレイヤーのことを

考え, 日常生活と変わらず人を思いや

る気持ちを忘れずに潤滑なコミュニケ

ーションを行っていきたいものである. 

 

 

 

 

付記 

 本稿は、平成 27 年 6 月 5 日に行われた

イベントの基盤となる研究の一部であり、

イベントが如何に真摯な目的を以って行わ

れたかを証明するものである。 
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i http://hiroba.dqx.jp/sc/forum/mainthread/3687/ 

 
ii 白チャットの略。範囲内に存在する全てのキャラクターが目にすることができる。 
iii 解剖学的な名称 
iv 動作を伴うもの全て 
v それ以外の, 2 文節以上で構成されるもの 
vi http://hiroba.dqx.jp/sc/public/playguide/guide_7_2 

http://hiroba.dqx.jp/sc/forum/mainthread/3687/

