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概要 オンラインゲームに限らず、現在はアイテム課金が一般化している。これはパッケージコンテンツにおい

ても追加コンテンツが成功しているからである。本研究は、これらゲーム本体ではないコンテンツへの課金に関す

る調査を行った。ユーザーに対する、良いと思った課金、損したと感じた課金、課金の基本方針の回答を分析し、

ユーザーが求める課金効果とは何かを考察した。 
キーワードデジタルゲーム，オンラインゲーム，ソーシャルゲーム，課金効果，課金方針, 

(1) か ら 始 ま っ た

Free-to-Play(F2P)のビジネスモデルは、オンラインゲー

ムで一般化している。パッケージコンテンツにおいて

も、追加コンテンツの形で、課金することを前提とし

たタイトルが成功を収めている[1]

本研究ではいずれの項目においても、設問に性別と

20 歳未満、20 歳代、30 歳代、40 歳代、50 歳以上に区

分分けした年齢を回答する質問を設けた。 

3.1 課金して良かったゲーム 

。 

本研究は基本無料ゲームだけではなく、追加コンテ

ンツを含んだ全ての課金コンテンツについて、ユーザ

ーが課金に対してどのような方針を持っているか、ユ

ーザーがゲームに課金する基準は何か、課金して良か

ったゲーム、課金して損したゲームを調査し、ユーザ

ーが何を判断基準として課金しているか、ユーザーを

満足させる課金要素とは何かについて考察した。 

 

2. 本研究の目的 
本研究の目的は、ユーザーがゲームに課金するとき、

何を判断基準として課金するのか、どのようなコンテ

ンツには課金をしないのかの調査より、ユーザーの課

金行動に繋がるゲームデザインを検討することである。 

我々は本研究の結果が、オンラインゲームの顧客満

足度向上に役立つと考えた。 

 

3. 調査手法 

インターネットを使い、「課金して良かったゲーム」

「課金して損したゲーム」「課金に対する基本方針」と

いう三つの項目でアンケートを行った。告知は twitter

を中心とした SNS を利用した。 

 

 あなたが「お得な課金だった」「課金して良かった」

と感じたゲームは何ですか？タイトルでお答えく

ださい：自由記述 

ユーザーが「お得な課金だった」「課金して良かった」

と感じたゲームについての項目。 

 そう感じた理由は何ですか？具体的な要素をお書

きください：自由記述 

3.2 課金して損したゲーム 

 

 あなたが「課金して損した」「課金しなければ良か

った」と感じたゲームは何ですか？タイトルでお

答えください：自由記述 

ユーザーが「課金して損した」「課金しなければ良か

った」と感じたゲームについての項目。 

 そう感じた理由は何ですか？具体的な要素をお書

きください：自由記述 

3.3 課金に対する基本方針 

 

 あなたの課金に対する方針は次のどれですか？：1

項目選択 

・絶対課金しない！(無課金) 

・「無課金」と公言しているが、実際には必要と思

った課金だけは隠れてしている(隠れ課金) 

ユーザーがゲームに課金するときの基本方針につい

ての項目。 
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・欲しい機能などには課金するが、ガチャにはつ

ぎ込まない(機能課金) 

・ガチャも回すが、月に数千円程度まで(限度課金) 

・ガチャは欲しいものが出るまで回す(目的課金) 

・金額の制限なく課金する(無制限) 

・その他 

 課金に関するエピソードや意見を教えてくださ

い？課金方針が「その他」の方はそれも含めてお

書きください：自由記述 

 

4. 結果 

2016 年 5 月 23 日より調査を行い、課金して良かった

ゲーム(良課金)に 18、課金して損したゲーム(課金損)に

15、課金に対する基本方針(基本方針)に 47 の回答者よ

り 46 の有効回答が得られた。被験者の構成を表 1 に示

す。 

 

表 1 被験者の構成 

項目 良課金 課金損 基本方針 

年齢 男 女 男 女 男 女 

20 歳未満 1 0 1 1 0 1 

20 歳代 3 2 3 0 10 2 

30 歳代 7 0 4 1 16 2 

40 歳代 5 0 5  0 11  2 

50 歳以上 0 0 0 0 0 0 

合計 18 15 46 

 

良課金と課金損の理由の記述を GTA 法によって分析

し、課金に際し判断基準となる要素を抽出した。以下

にそれを示す。 

 課金方法 

 コストパフォーマンス 

 プレイ時間 

課金方針の結果を次ページの表 2 に示す。また全標

本に対する各課金方針の比率を図 1 に示す。 

 

図 1 課金方針の比率 

 

課金目的に関する自由記述の中から、代表的なもの

を以下に示す。 

 インベントリの拡張 

 自己満足 

 アイテム 

 キャラクター 

 コンテンツ 
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表 2 ユーザーの課金方針 

 20 歳未満 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳以上 
不明 合計 

項目 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 
無課金 0 0 1 0 3 0 2 1 0 0 0 7 

隠れ課金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

機能課金 0 1 3 0 7 1 6 0 0 0 1 19 

限度課金 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 1 8 

目的課金 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 4 

無制限 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 

その他 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 5 

合計 1 13 17 12 0 3 46 

5. 考察 

抽出した要素別に課金方針も含めて考察を行った。 

5.1 課金方法 

月額課金とアイテム課金がある。月額課金は定額の

ため、想定外の高額課金を防ぐ利点がある。 

アイテム課金は、欲しいアイテムの価格が決まって

いる場合、安心して購入できる利点がある。インベン

トリの拡張は一時課金で効果無制限か月額課金と定額

であり、主たる機能への課金となっている。しかしガ

チャ1

アイテムの価格に対するパラメータや効果の程度で

あり、ゲーム内の経済による相場によって価値が変動

する。またキャラクターに対する評価はグラフィック

の好みに依存し、人気によって相場が変動する。ユー

の場合、欲しいアイテムを手に入れる課金額は一

定ではなく、想定外の高額に及ぶ場合もある。 

しかし、この想定外の高額課金に対する不満は回答

からは少なく、ユーザーは自己責任で納得してレアア

イテムを手に入れるために、高額課金に及んでいた。

これは結果的に課金額を自慢できる自己満足に繋がっ

ていると考えた。 

5.2 コストパフォーマンス 

                                                                 
1ガチャ: 一定金額の課金に対し抽選を行い、設定された確

率によって獲得するアイテムが決定する。レアアイテムは低

出現確率に設定され、手に入れるために高額課金を辞さない

ユーザーの存在から、効果的なマネタイズとして広く利用さ

れている。 

ザーは課金額に見合った相場以上の効果があれば得と

感じ、相場以下の効果であれば損と感じていた。 

ダウンロードコンテンツに関しては、効果やパラメ

ータではなく、コンテンツのボリューム感への言及が

多かった。これは追加シナリオに顕著で、内容の良さ

とボリュームが値段から期待される以上と感じると、

課金して良かったと考えることを示唆している。 

5.3 プレイ時間 

ゲームが要求するプレイ時間の短縮、高難易度レベ

ルの突破に関する要素である。 

高性能のアイテムやキャラクター、インベントリの

拡張は、結果的にプレイ時間の短縮となる。また無課

金でプレイ時間を掛けたプレイヤーに対し、課金によ

って不利を補えることが良い点という回答もあった。 

一方で損したと回答したユーザーに多かったものは、

課金後にゲームのサービスが終了し、課金の恩恵を十

分に受けられなかったというものだった。サービス終

了の告知はユーザーにとって早い方が望ましいが、運

営側にとってはユーザーが離脱する原因となるため、

この不満の解消は困難と考えた。 
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6. まとめ 
最も重要なのは価格が明確であり、ユーザーが総課

金額を容易に把握できることである。想定外の高額課

金を回避するには、ガチャのレアアイテムに対し統計

的手法で、その金額課金すれば必ず手に入る設定を行

うことだが、現状では確率的手法を容認している[5]

 

文 献 

。こ

れは売上を優先する運営会社がある一方、欲しいアイ

テムが獲得できるまで課金するというユーザーが少な

くないことが原因と我々は結論づけた。 

またアイテムやキャラクターの性能、コンテンツの

内容とボリュームが時間と共にインフレーションを起

こすこともユーザーは容認している。ただしその前提

となるのはサービスの継続であり、コンテンツ提供者

はユーザーの期待にたいし責任を持つべきであると

我々は提言する。 
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