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私はザモラジェシカと申します。小さい頃の夢は日本でゲームを作ることでした。理由は私が90時代に生まれ
て、その時色々な素晴らしい日本のゲームが私に深い印象を残したからです。それで、高校生の時代に日
本語を勉強して、大学での専門はコンピューターサイエンスのゲームデザインでした。2006年から今まで5回日本
に来たことがありまして、本当にこれから日本に住みたいと思っています。私の人生の目標はグレートゲームプランナ
ーになることでございます。つまり、日本のゲーム業界からたくさん学べますのでグレートプランナーに進化できます。
宜しくお願いい致します。

www.jzgamedev.com
〒160-0002東京都新宿区四谷坂町4-12フリーディヨツヤ102号

070-4123-0499

jzgamedev@gmail.com
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WiiU 版

３DS 版

「プレイニンテンドー」の歌を作る
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私は、ローカライズチームのコーディネータとしての役割を果
たしました。ヨーロッパ、アメリカ、日本の事務所と密
接に連絡を取り、全てのチームがローカライズのスケジュー
ルに従って動いていることを確認しました。時々ローカライズ
チームのメンバーはゲームの内容に詳しくなかったので、たく
さん確認が必要でした。そういう時に、簡単にわかり
やすく説明したり、クリア文脈を伝えたりすることは私の
仕事でした。ローカライズチームは時差がありますが、連
絡の速度が重要なので、夜遅くに連絡をとることもよ
くありました。要するに、ゲーム開発をしながらローカライズチー
ムの窓口でもありました。

ゲーム「進め！キノピオ隊長」は、元々2014年にWiiUシステム用に発売されました。それから、2018年に

３DS版とスイッチ版が発売されました。

私は、2014 年の WiiU 版に基づいて、
３DS 版のコースを最適化しました。最適
化に際しては、システムとして WiiU の方が
3DS より強いので、機械の負荷を減ら
すことが必要でした。そのため、元のコー
スからアイテムや敵キャラクター等を減らしたり
並べ替えたりしました。コースを変えると時々
チャレンジーに影響しましたのでチャレンジーの
内容も変更しました。変更点があっても、
一番重要な点は、ゲームの楽しさが
変わらないことでした。

WiiU版と３DS版
のコースを比べて

「プレイニンテンドー」サイト用に、キノピオ隊長の絵かき歌の歌詞を作りました。子供向けの
歌なのでもっと簡単な言葉を使った方が良いと思いました。歌詞を書き終わったら、とてもワク
ワクしたので、プロトタイプ版として完成させたくなり、サウンドクリエーターに連絡してみました。彼ら
も面白がってくれて、音楽と歌詞を組み合わせることができましたが、問題がありました。誰
も歌手がいなかったのです。チームメンバーの才能を考えた結果、エンジニアの女性がカラオ
ケで歌が上手だったことを思い出しました。こうして、とうとうプロトタイプ版が完成しました！

2018年  
進め！  
キノピオ隊長

アメリカでの子供のユーザーテスト

ローカライズチームの窓口

我々は、子供のフィードバックを集めるため、開発中にユー
ザーテステイングをしました。アメリカでは、子供に関して多
くの法律で規制されているため、様々な許可が必要
で、準備は非常に大変でした。チームメンバーとはいい
関係だったので、私は子供がいる社員に依頼し、ス
ケジュールをたて、テストのための機材を準備しました。子
供が多くの大人からじろじろ見られて緊張してしまうのを避
けるため、私と子供が一つの部屋にいて、デザインチー
ムは他の部屋でライブストリームを観察するようにしました。
また、テスト後にインタビューするため、資料を作製しました。
すべてのユーザーテストの終了後、メモやインタビューの内
容を集めてまとめ、分析して、ディレクターに報告しました。
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「ミニマリオ amiibo チャレンジ」の開発で私の一番大事
な責任はコースを作ることでした。特にキノピオ、クッパ、ヨッ
シー、メインストリート、スターロードなどのコースです。私
はコースを作ることに関して３つの哲学を持っています。

１つめは、コースの内容を選択して、キャラクターやアイテム
を一つか二つにしぼることです。少し恥ずかしいですが、
最初コースを作ったとき敵キャラクターやアイテムを全て入れ
てしまい、複雑過ぎる ・ ごちゃごちゃした環境になってしまい
ました。それで、先輩から「焦点は一番重要なので
深く内容を使うようにしてみよう」と言われました。先輩
の言葉は非常に重要なポイントを与えてくれました。私
は今でも新しいコースを作るときいつもこのことを考えています。

２つめは、小さいパズルから創ることです。パズルを作る時、
普通ではない組み合わせを試して見るのが好きです。
例えば、コースエディターの中で様々な組み合わせを試し
て限界を探します。時々驚くような組み合わせが生まれ
て、独自の内容になります。もし一つの小さいコースの
部分が楽しく作れればコース全体の形はもっと考えや
すくなります。そうするとコースの中心が強くしっかりして、
全体がうまく埋められます。

最後は、ゴールはとてもはなやかにすることです。胸踊るし、
記憶に残りやすいし、それでコースの緊張がやっと抜ける
わけです。実はジェットコースターと同じように感じるコースを
作りたいと考えています。これが私のコース哲学です。

2016年  
ミニマリオ＆ フレンズ
amiiboチャレンジ

コース哲学
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スマートフォンゲームで遊ぶ時に一番大切なのはファーストタイム・ユーザーエクスペリエンスの印象です。したがって、チュー
トリアルに関してもレベルの難しさも繊細な注意をすることが大事です。もしプレイヤーがゲームの規則が分からなれば、
恐らくすぐ辞めてしまいます。加えて、たくさん他の無料のスマートフォンゲームが公開されていますので、早くてしまいま
すプレイヤーに良い印象を持ってもらうことが必要です。

2014 年の 12 月ぐらい新たなプロジェックトに入りました。「ハングリーベイビーマニア」というゲームで開発を始めました。
私の一番誇りを持っている仕事は最初のゲームフローを作ることで英語では「First Time User Experience」と言
います。

プレイヤーの最初の経験

2015年  
ハングリー
べイビーマニア

チームの企画はゲームのチュートリアルは小さいアニメーションにしたかったですが、出版の時は時間が限られていたので最
初のステップは動かない絵を使うつもりでした。チームリーダーは私のスケッチを承認して、本当のアート版のモデルにしてく
れました。結果はこれです。

下の例をご覧になってください。アーテイストやエンジニアに連絡する前にこのような単純スケッチを描いて、はっきりゲーム
指示を説明したかったです。
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「ストム８」社で最初のゲームプランナーとしての仕事は「キャンディーブラストマニア」
の整備です。私がチームに入った時、そのゲームは７００ぐらいレベルがあって、
毎日利益は 450 万円出ていました。仕事を始めるに際して、二つ役割が
ありました。

一つ目は二週間ごとに 12 の新しいレベルを作ることです。

二つ目は既存のレベルを調べて、データを集めて、基本のレベルから設定しな
おすことですが、時々悪過ぎるて新なレベルを変われなければなりません。毎
日分析の道具を使って、いつもゲームの健康が確認しました。

6 月から 10 月まで徐々に利益が低いレベルを直して、プレイヤーのリテンション維
持を増やしました。結局 11 月にキャンディーゲームの利益は毎日 600 万円に
なりました。その後時、少しレベルの整備を続けましたが、一番時間をかけた
仕事は新しいレベルを作ることでした。この仕事を離れる時まで 240 以上のキャ
ンディーゲームレベルを作りました。

データからゲーム企画することを決める

2014年  
キャンディー
ブラストマニア
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仕事でさらに役に立ちたかったのでパズル以外のゲームを支
援しました。その時「ファションスートリー」はゲームプランナーが
いなかったので私が手を上げました。毎月新しいファッション
コレクションがリリースされました。プロセスに関してはアメリカでプラ
ンナーがグーグルドライブで書類を書いて、締め切りの後で
中国でアーティストが書類をチェックしてアートを描いて、素
敵なアートをドライブで共有しました。

書類には、細やかな説明とイメージレファレンスのリンクとコレコ
ションテーマの名前を書きました。色々なゲームコンテンツがあって、
例えば服やバッグや壁紙も企画しました。

デコレーションゲームの
コンテンツを企画する

2014年  
ファッション
ストーリー

「デイ ・ オブ ・ ザ ・ デッド」コレクション

「サマーハニー」コレクション 「ドールハウス」コレクション
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X-Menは前年の「Immortalis」を下敷きにして、改良を加えたものです。携帯ゲーム「X-Men: 
Battle of the Atom」は有名な漫画IPを利用したカードバトルゲームでした。

私はカードの進化システムを分析することに集中して、改善しました。プレイヤーはカードをたくさん進化させ
ますが、いちいちキャラクターがアニメーションするので、見ていると退屈してしまいます。そこで、キャラクターアニメ
ーションではなく、シンプルにパーティクル処理にしました。こうすることで、開発リソース面でも有利でした。

2014年 
X-Men: Battle of the Atom
プレイ体験と開発プロセスを円滑にする
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「Immortalis」の主なアピールポイントは、PvP の
戦いでした。選手たちは競争のギルドと戦いに
参加して＃ 1 のチームになることが目的でした。こ
れをするために彼らは最もよいカードを必要とします。

これがレイドイベントが大きな役割を果たした場
面です。レイドイベントは、ガチャボックスでしか手
に入らない限られたタイムカードをチームに要望させ
る方法でした。プレイヤーが特別なカードを手に
入れたら、彼らはレイドでうまくいくことができました。
それは彼らがレイドイベントの終わりに彼らのギルドの
ために賞を得ることを意味しています。レイド賞金
と特別なカードでは、PvP においてギルドの競争
力を高めます。 

私はレイドイベントを企画しました。例えば、時
限イベントの長さ、ガチャボックスカードとその能力、
ドロップ率、そしてレイドイベント賞金。これらのイベ
ントには多くの詳細がありました。そして、これがゲー
ムの利益の主な源だったので、新鮮なコンテン
ツと収益化のバランスをとることが非常に重要でし
た。

Immortalisは「ポケラボ」という会社のゲーム
を基にしました。基礎になったゲームは「栄光
のガーディアンバトル」でした。イモータリスで
は西洋向けのアピールとして、様々なゲーム
要素を変えました。

2013年
Immortalis

＃１のチームになることためにカードを必要



マッチスリーのタンポポのピースが、
交換した時にその色のすべての花
ピースを消します。
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作ったゲーム「フルブルーム」はマッチスリーとデコレイションの組み合
わせのフェイスブックゲームでした。

最初にプレイヤーはマッチスリーゲームプレイを学んで、6 番目くら
いのステージ庭デコレイション場所が導入されます。始めた時庭
は汚いので、プレイヤーの目標はきれいにすることです。

制作インターンとして、私は毎日スタンドアップミーティングで進行
ボードを更新し、機能リリーススケジュールを作成しました。プラン
ニングの変更に役立つ初期のプレーヤーデータを分析しました。
多くのプレイヤーがゲームに庭が導入された時ドロップオフしました。
私のデータ分析から、チームは脱落の原因を突き止めて変更
を加えることができました。

フェイスブックの初期ゲームが全く人気でした。その時、ディスニーが利益の高いゲーム
業界に参入するために「Playdom」スタートアップを獲得しました。

マッチスリーとデコレイションの組合

2012年 
フルブルーム

ゴールデンポピー、庭に置か
れ、友人に贈り物をすることがで
きます。

プレイヤーがより高いレベルに達する
と、庭に温室を建てられます。
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こ のゲームはインタ ラ ク テ ィブ小説的「5 
Seconds of Summer」と言うオーストラリアの
アイドルグループのメンバーを中心にしたゲームで
す。それはプレイヤーの選択に基づいて物語
の分岐を持つロマンチックなデートシミュレーション
ゲームでした。 

ここからは仕事以外のゲームプロジェクトです。

個人的な
プロジェックト

Kickstarter クラウドファンディングキャンペーンを作成し、世界中のファンに Alpaca Party グッズを届けました。シャツ、おもちゃ、
版画、本などが含まれます。デザイナーとして、私は簡単なスケッチとフローチャートを作り、Microsoft Excel でゲームシステ
ムを構築しました。現在、Alpaca Party は Google Play ストアで 5 つ星のうち 4.1 の星を獲得しているので、成功したと思
います！

これは私の大学 2 年生からのゲームでした。 4 人のチームは、世界の
食糧危機をテーマにしたゲームを制作しました。ゲームはパズルの横スクロール
アクションゲームで、プレーヤーは食べ物のワゴンをこぼさずにゴールにたどり着く
ためにパズルを解きます。私はステージ設計をし、ステージゴール時のパーティ
クルエフェクトシステムを実装しました。このゲームは、「2011 Microsoft 
Imagine Cup」で名誉ある賞を受賞しました。

これは私の大学の最終プロジェクトでした、
私の考えは 200 の候補から選ばれました。
私は 1 年にわたってこのパズル電話ゲームを
構築するために 12 人のチームを率いました。
スケジュールの計画、コアデザインの作成、
成果物の管理など、私は多くの役割を
担っていました。楽しい思い出の 1 つは、大
規模なモックアッププロジェクトボードを使って
ゲームの物理的なプロトタイプを作成すること
でした。

5SOSストーリー

2011年　アニマルのクラッカー

これは私にとって初めての学校外の個
人プロジェクトでした。趣味でゲームを
作 る た め の 会 社、Meow Puff 
Games LLC を共同設立しました。
私たちのアーティスト、エンジニア、そし
てミュージシャンを募集しました。

状態：キャンセル

状態：発売中

状態：公開中

状態：販売終了

アルパカ
パーティー

2014年

2015年

Pixture
201３年
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ゲームを作り以外大事な活動は 社会へ
の貢献 (アウトリーチ)と趣味があります。

社会への貢献
と趣味

二つ目はゲームの愛から他のモノを作ることです。例
えば、編みぐるみやクッキー等です。それから、コス
プレもします。実は任天堂で働いていた時いつもハロウィ
ンコスチュームコンテストで勝ちました。

まず、私にとってアウトリーチは本当に大切です。ちゃ
んと理解が出来るために短い歴史の情報を説明
します。出身はカリフォルニアのサリナスで、その町は
高さな犯罪があります。ギャング暴力は一番大き
い理由ですが、若者が悪い行動をすれば悪循
環になります。ですので、小さいアウトリーチの力でも
人に大きい影響が与えられます。

社会への貢献

趣味

高校生はゲームを作ることに興味があったので、私はゲームエンジンのソフト
の使い方を教えました。そして、ゲームを開発の役割を説明しました。

ノースサリナス高校のゲームキャンプ

障害のある子供たちとその家族ホストとしてのボランティアをしました。

Nintendo of Americaで
Starlight Foundationの活動

２０１８年

２０１８年

２０１８年

２０１７年

２０１７年

２０１３年

２０１３年

２０１２年

２０１０年ー
２０１３年

カリフォルニア大学サンタクルーズ校 MESA ショーケース
基調講演者「モティベーションを持ち続けること」
Nintendo Women & Allies ： Life Hacks Mixer　　　
パネリスト
ACT-W Advancing Careers of Women in Technology 
技術代表者
Nintendo of America Green Team  
ボランティア
Nintendo of America Starlight Foundation 
ボランティア
デジペン大学キャリアデー
プレゼンター

カリフォルニア大学サンタクルーズ校工学サマーキャンプ 
ピアメンター

ノースサリナス高校ゲームキャンプ
設立者

カリフォルニア大学サンタクルーズ校工学科  
学生のアドバイザー
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