
 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

こんにちわ、X680x0 同好会部長の西村です。 

 

この度は、６８通信 vol.17 を手にとっていただき、誠にありがと

うございます。 

この「６８通信」は日々ゲーム制作をしている部員達が執筆した

様々な記事を収録したものです。 

今年の調布祭で遊べるゲームのメイキング記事やゲーム制作に関

する技術の紹介はもちろんのこと、部員イチオシのゲームの紹介・考

察、果ては全くゲームと関係の無いと思われる記事まで盛りだくさん

です。どれも部員の想いと夏休みの一部が詰まったものとなっており

ますので、最後まで読んでいただけると幸いです。 

 

それではどうかお楽しみください 

 

 

 

 

 

 

X680x0 同好会 部長 西村夏夫 

    http://www.x68uec.org 
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　　　　　　　　　　　　　　　　あらすじ
今日はベギラマちゃんが一人前の魔女になる日

そんな大事な日だけど、彼女は森で昼寝をして寝過ごしました

はっと目がさめてみれば、何か様子がおかしい

普段はおとなしい長七郎たちの目付きとか色々

などと考えてる余裕が無いことを思い出し帰宅を急ぐ彼女

途中でいっこ下の魔法少女イオラに出会うといきなり襲われた？！

何か事件が起きているらしい、魔法少女の出番だ！！

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　←ゲームの画面

開発中につき、実際のも

のとは異なる可能性が

あります
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　　　今回、ベギラマのプログラムを担当することになった 3C の鳥居です。作業が

　　遅くて皆さんすいませんでした。けど皆そんな感じだから全然問題ないですよね。

　　これ書いてる段階ではまだできてないんですけどね！ ごめんなさい！！

　　　ゲームをちゃんと作るのは、初めてで色々と苦労しました。一番苦労したのは、

　　企画さんがちゃんとした仕様を渡してくれないことだったかなぁ。途中で変えて

　　きたりするのも大変でした。それで良いゲームが作れると思えば安いものですが。

　　自分はあまり想像力がないので、曖昧な仕様を渡されて後は自由にというふうに

　　されると結構困りました。頑張りましたけど。

　　　今作ってる中で一番苦労したのは画面のスクロールだと思います。横と縦に画

　　面をスクロールさせ、それに合わせて敵や主人公を動かすのはとても苦労しまし

　　た。主人公を固定させて背景だけ動かすのは、なかなか理解しにくかったです。

　　でも、作ってちゃんと動いた時はとても嬉かったです。ゲームをクリアした時の

　　ような嬉しさがありました。　

　　　楽しかったのは、やはりどうすればいいのかを考えている時でした。こういう

　　動きにはこうすればいいんじゃないか？ということを考えるのはパズルを解くよ

　　うな楽しさがあります。実際にプログラムを組もうとすると、ちょこちょこ間違

　　えて、うまく動かなくて「なんでだーーー！」とかなったりして、大変でしたけ

　　ど。

　　　今回、ベギラマのプログラミングを担当させてもらって、とても嬉しかったで

　　す。もしこの企画に誘われなかったら、このサークルにいながらも何もできてい

　　なかったかもしれません（笑）。どうしたら楽しくなるかを話しするのは、すご

　　く楽しかったし、実際動くのを見てもらって、感想もらったり批評してもらった

　　りするのはすごく良かったです。

　　　さぁ、ベギラマをいいゲームにするために頑張るぞ！
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　　　　　　　　　　　「そんな企画で大丈夫か？」　
　　　　　　　「大丈夫だ、問題ない（一番いい笑顔で）」

　　　そんなことはなかった。初めまして、3C贄田と申します。

　　今年は新感覚閃光系魔法少女ベギラマ、というゲームの企画・グラフィック

　　その他雑用をやっています。

　　　このゲームはtwitterでの私の発言が発端になっています。好きな漫画のタ

　　イトルだけのつぶやきから想像をふくらませていって、ゲームになりました。

　　まさかこんなことになるとは思わなかった企画者的にもグラフィッカ的にも

　　チームメンバには謝らないといけない感じになっています。仕様が固まらない

　　わ二転三転するわ、素材は上がってこないわで、寛容なチームメンバに支えら

　　れなければどうしようもなかったと思います。

　　石を投げないでくださいっ。

　　　さてこの企画自体は割とベーシックな横スクロールアクションで、ざっくり

　　言えばマ○オやロック○ン・魔○村です。実は一年次に頓挫した企画のリベン

　　ジのつもりでやっていたりします。楽しんでいただければ幸いです。と言って

　　も、この記事を書いている今（9月下旬）時点ではまだまだ完成までは先が長

　　いですが。完成していることを祈ります。

　　　私自身はまだまだドッタ、イラストレータとしての修行が足りていません

　　が、キャラクタは魅力的に見えるように頑張りました。主人公のベギラマは

　　アクションゲームであることを考えて動き映えがするように考えて作りまし

　　た。いろいろがあってあのような感じになりました。ボスもそこそこ考えて

　　あります。そこ、好みがバレるぞとか言わない。

　　　あらすじについては突っ込まないでください。泣きます。

　　　　　　　　　ではまたゲームでお会いしましょう。
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　こんにちは、BGM担当の 4C海川です。このゲームの各ステージはボス戦
のみで構成されています。開発初期には今と同じ形式でしたが、実は途中で
道中＋ボス戦という形式に変更され、その後またボス戦のみの形式に戻った
という経緯があります。私は（企画主に内緒で）ロッ○マン風の BGMを作ろう
と企んでいたので、道中有りの形式になったときは密かに喜んだものですが、
その野望は潰えたようです。

　道中の有り無しは全体の曲調に結構深く関わってきます。道中が有る場合、
道中 BGMの雰囲気さえステージに合っていればボス戦 BGMは結構好き
放題できます。一方で道中が無い場合、ボス戦 BGMでステージの雰囲気と
戦闘してる感を両立する必要があるので、作る側としては少し難しくなります。
そういった事情もあって記事を書いている現在、作曲に少し苦戦しています。
作業が遅くて申し訳ない限りです。

　今のところ、各ステージのBGMは（一部は企画主に内緒で）次のように構
想しています。

1面 かったるい感じで暗すぎず明るすぎず、ボスだけど弱そうな感じの曲
にしたい。

2面 民族調っぽく、というオファーが来ています。笛メロで何とかする予定
ですが、民族調と戦闘 BGMの両立って意外と難しい。

3面 4面以降が盛り上げる感じになるので、ここで一旦クールに落したい
です。ロッ○マン風にする一番のチャンスかも。

4面 ストーリー的に師匠と戦う場面なので、熱くしないといけません。
エレキギター必須？

5面 最終ステージです。最終局面でOPソングのOffVocal版を流すという、
よくあるギミックを真似したいです。この面のためだけにOPソングを
作って、メロディを抜いたものを採用しようかと画策するなど。原曲は
恥ずかしいので墓まで持っていく。
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ふたりの剣　メイキング　+（ぷらす）
HN 　しろにく　（1I）

「ふたりの剣」とは

　私、しろにくが 2011 年 9 月現在

作っているゲームであります。

作ろうと思ったきっかけとか

　時は遡り 2011 年 7 月。

　この頃、チーム制作（※1）も終わり

各人が調布祭に向けて自由に企画

を立てたり参加したりできるように

なった。前々から何か作りたかった自

分だが、アイデアがどうも思い浮かば

ない。
　開発中の写真

　やっぱり、弾幕 STG（※2）好きだし、弾幕 STG 作ろうかな。でも駄目だシューティングは

他にも作ろうとする人がいるだろう。マリオとかロックマンみたいな２Ｄアクションゲームが

無難か。でもそれも現に作ってる人はいるしね…。（ベギラマとか）

　とにかく人と違うことをやりたがる自分は悩んだ。大いに悩んだ。そうだ！　ゼル伝（ゼル

ダの伝説）だ！！　ゼル伝みたいなゲームがいい。ゼル伝を作ろう。この時、風来のシレンみ

たいなローグライクゲームも思いついたが、流石に今の能力では無理であることを悟り、

未来の私に託した。

　そして、３ＤＳで発売されて爆売れ中の「時のオカリナ」に便乗してゼル伝を作ることを

決意した。ゼル伝は他に作ろうとする人はいないだろう。そう、いなかった。大変だからであ

る。大変でした。大変です。大変なう。そして今に至る。今年の調布祭に間に合わなくて

もいい。とにかくゼル伝を作るぞ！！

「ゼル伝みたいなゲーム」が「ふたりの剣」になった経緯

　ゼル伝を作ろうと思ったものの、流石にただのゼル伝では何か駄目な気がする。ゼル伝

を劣化させたゲームにしないようにする為にあれこれ考えた。そこで主人公を二人にしてみ

たらどうだろうか、という考えが思い浮かんだ。二人にするだけじゃ「4 つの剣」（※3）の半

分も面白くなる気がしないから性能差を持たせよう。個性の違う二人をあれこれ操作し

てダンジョンをクリアさせよう。

　こんな感じです。ちなみに「ふたりの剣」ってタイトルは自分がチーム制作で作った「ふた

り」という名前の弾幕 STG と「4 つの剣」から来てます。
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終わりに

　これ以上特に書くことないですね。現時点でダンジョンはおろか、主人公の動きもまま

ならない状態ですから。調布祭には 10 分くらい遊べる軽いダンジョンを体験版という形

で出す予定です。

　11 月の自分へ、乙かれ！！　ゆっくり休んで下さい！！

（完成したかは聞いてないから安心してね）

　リソースを提供してくれた、もっとしてくれるであろう 3 人のメンバー！　ありがとう！

　読んでくれた人もありがとう！　皆に感謝します！
これが最後の言葉になりませんように。（わらい）

おまけ

　私が夏合宿の「一日ゲーム作り大会 2011」で作ったゲームの紹介。多分 X68 公式ペー

ジ（http://www.x68uec.org/）でダウンロードできるでしょう。

　「ふたり亀ハンター」という名前です。

　ええ、まんまあれですね。「マリオブラザーズ」です。訴訟。二人で遊べます。

　「ふたりの剣」の出来が残念だったらこれで我慢して下さい。

（※1　チーム制作）　X680x0同好会では、1 年生が 4～6 月のゲーム製作講座を終えた後に適当にメン

バーを組み一ヶ月でゲームを作るという行事（？）がある。

（※2　弾幕 STG）　弾が幕になって襲ってくるシューティング。普通のシューティングとの違いは自機の判定

が小さい、弾数が超多いなど。「怒首領蜂」シリーズとか。

（※3　4 つの剣）　GBA、GCで発売された「ゼル伝」。協力ゲーの中ではかなりの面白さ。

この文章の制作においてフリーフォント素材「あんずもじ」（http://www8.plala.or.jp/p_dolce/）を使用し

ております。

7

 
Making 



音撃 -Rhythmical Shooting- 

メイキング 
2I mmhiyoko 

1.1.1.1. 音撃音撃音撃音撃とはとはとはとは    

シューティングに音ゲーの要素をプラスしたゲームです。敵の弾幕を

リズム良く避け，敵をリズム良く撃破する爽快感がポイントです。 

 

  

図 1 実際のプレイ画面 図 2 ゲームの説明 

 

2.2.2.2. 基本的基本的基本的基本的なルールなルールなルールなルール    

プレイヤーは自機を操作し、対象物(Object)を破壊します。1つのステージは

楽曲が 1 つ流れ、曲の終了が 1 ステージの終了になります。ステージ中には

Object が大量に現れるので、曲のリズムに合わせて破壊しなければなりません。

そのリズムは画像にある輪(Ring)が収束したところに合わせれば破壊できるよう

になっています。ステージ終了時に破壊した Object数と判定を元にスコアが計

算されます。一定基準を満たせばそのステージはクリアになり次のステージに進

みます。 
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3.3.3.3. プレイモードプレイモードプレイモードプレイモード    

STORY MODESTORY MODESTORY MODESTORY MODE    プレイヤーが操作するキャラクターを選び、そのキャラクタ

ーのストーリーを楽しむモードです。曲の譜面は簡単なものから難しいものまで用

意してあるので、初心者から上級者まで楽しめます。 

    

  

 

  FREE MODEFREE MODEFREE MODEFREE MODE    自由に楽曲を選んでプレイするモードです。「ハイスコアを目

指したい。」「同じ曲を繰り返しプレイしたい。」などのときのためにあります。自機、

クリアの条件、マーカー、背景の変更を自由に設定した後でプレイも出来るので、

やりこみにも向いています。    

4.4.4.4. 作作作作ろうとろうとろうとろうと思思思思ったったったった理由理由理由理由    

大学生に入ってから KONAMI などが提供している音楽ゲームをよくプレイす

るようになりました。音楽ゲームはそれから現在まで大好きなのですが、シューテ

ィングゲームは昔からうまくなりたいと思っていたものの、苦手なままでした。そこ

で苦手なシューティングを楽しくプレイするために音楽ゲームの要素を追加しよう

と思ったのが、この音撃です。 

5.5.5.5. 終終終終わりにわりにわりにわりに    

まだまだ開発中なので、今後どうなるかどうなるかわかりませんが、調布祭まで

には、音楽ゲームとしても、シューティングゲームとしても楽しくプレイできるゲー

ムにしたいと思っています。 

最後に、このゲームを楽しんでくだされば幸いです。 
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年刊・ゲームを作る 第一回 「TETRIX」
文章：2年・藤戸

TETRIXとは

TETRIXはフィールドにキャラクタが現れ破壊活動を行う、亜流のテトリス

である。彼らは積んであるブロックを壊しながら下へ下へと掘り進む厄介者

だ。彼らを止めるにはテトリミノで押しつぶすか、閉じ込めて窒息させるか、

どちらにせよ退治するしかない。基本ルールでは、キャラクタに最下層より

下に侵入されるか、落ちものらしく最上段より高く積むかするとライフが減

り、最終的にライフが無くなればゲームオーバーとなる。

作るきっかけ
一見テトリスとMr.ドリラーを混ぜたように見えるが、実際のところそう

ではない。元々は降ってくるブロックを登るゲームのブロックをテトロミノ

に変えたアクションゲーム、を作るはずだった。が、構想を練っているうち、

操作側がテトリミノを落とすゲームにすり替わっていた。何故だ。

兎に角、構想がある程度まとまった段階で先輩に話してみた。人に話すと

いうのは実は非常に大切なことだったりする。というのも作っているうちに

価値観が狂ってしまうことがままあるからだ。幸いにして割と好感触だった

のだが、設定の甘さを指摘され、ブレインストーミングを行うことになった。

ブレインストーミングについては各自で調べてほしいが、私の場合は設定の

甘い点に対し質問を用意し、それに答えていくことでアイデアを整理した。

とはいっても、そもそも完成形ははじめから判っていたので正直、制作にあ

たってこの経験が不可欠だった！と言うほどに劇的な効果はなかった。この

経験は制作よりもむしろ、ゲームを紹介した時にこそ大きな助けとなった。

ブレインストーミングの提案と指導をして下さった「もっちー」こと鈴木先

輩に、この場を借りて今一度感謝の言葉を贈りたい。

こだわった部分

・敵の退治こそゲームの要。なので、快適な操作性を心がけた。

・敵を押しつぶすと血が飛び散り、ブロック表面をたらたらと流れ落ちる。

量が量なのでPCの負荷が少なく、それでもそれらしく見えるように工夫。

・内部へ潜り込んだキャラクタはそうそう潰せない。そこで新鮮な空気が上

から流れ込むように。当然、閉じ込めれば換気がされず空気が淀んで最終

的に窒息死するようにした。しかし、これだけでは突然死ぬように見えて

しまう。そこで、空気が淀んでいる場所は色が暗くなるようにした。

最後に

スケジューリングが甘く、絵師にはかなり負担をかけた。せめて、多くの

プレイヤーの脳裏に刻まれる作品となっていることを願うばかりである。

それでは皆様、TETRIXをどうぞ存分にお楽しみ下さい。
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Twitter Shooter メイキング記事 

1S  浦野 寛史 

まえがき 

今回は、私達の製作しているゲーム、Twitter Shooter のメイキング記事として、

ゲームの元になった、私筆の小説を載せたいと思います。小説の方は、時系列とし

ては、ゲーム本編の直前にあたり、ゲームの世界観を知ってもらう内容です。 

素人小説なうえに、本編ストーリーの説明話な面が多々あるのですが、読んでも

らえれば嬉しいです。 

 

 

Twitter Shooter Before 

1. 

天を衝く摩天楼。黒一色の空に一条の蒼光が走る。 

夜空を切り取るような鮮やかな蒼は、同じく夜空を裂くサーチライトと交叉して、

巨大な十字を幾重にも作り出す。その蒼光の先端。蒼を生み出す光源には、一つの

人影があった。 

逆光で詳しい顔はわからない。しかし、ポニーテールにした髪と、赤いブレザー、

水色のミニスカート、そしてその体のシルエットが、女性であると示していた。 

すると、夜空を走る少女を追いかけるかの様に、五つの影が、摩天楼の麓から飛

び出してきた。影はそれぞれ別々の姿をしていた。一つ共通するとすれば、各々体

のどこかしかに、脈のように光の明滅する球体を持っている事か。 

影は少女に攻撃意思を持っているようで、各々が脇に抱えた武器や自らの拳、あ

るいは自らの体からはきだした光弾で少女を攻撃する。当たれば大けが（最悪死亡）

は避けられないであろうその残酷な一撃達を、少女は蒼光を散らしながら全て避け

ていく。 

後ろから襲いかかる紫の追走者の拳を、勘だけでかわす。そこへノータイムで撃

ちこまれる緑の追走者の砲撃を上空に飛びあがってさらにかわす。しかしそこに、

砲撃によって破壊され、爆散した紫の追走者の破片と爆風が襲いかかる。腕を眼前

でクロスさせて顔を守りながら、爆発点から距離をとる少女に、さらに黒い追走者
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の刀が襲いかかる。その斬撃を半身に開いてかわし、黒い追走者の脇を全力でかけ

ぬける。 

致死の三連撃をかわしほっとする間もなく、橙と赤の追走者たちが各々の体から

大量の弾丸を吐きだしながら少女にせまる。全く隙間のない弾幕に見えるその中で、

わずかな隙間を見つけ、致死の弾丸を回避した少女は、逃走劇を再開する。 

群がる追走者達の攻撃を少女が躱し、先に進もうとする少女に、更に追走者たち

が追いすがる。そのような応酬が、もう一時間以上も続き、まるでいたちごっこだ

った。 

が、少女は一人、追走者は四体。双方の間の物量差は徐々に少女を追い詰めてい

く。何度目に追走者の攻撃をかわした時だろうか。黒い色をした追走者が持つ大ぶ

りな直刀が、少女の背を切り裂いた。少女の散らす蒼い光に、血の赤が混じる。そ

して同時に、少女は空を走るスピードを目に見えて落とす。失速した少女に追い打

ちをかけるように、黒の追走者が体当たりをかます。 

ズガンッッ！ 

少女は一瞬だけその追撃に耐え、逃走を再開したかの様に見えた。しかし、その一

瞬が限界だった。少女の発していた蒼光は全て散り消え、そのまま少女も散る蒼に

弾き飛ばされるように、あらぬ方向に飛んでいく。飛ばされながら意識を失ったら

しい少女は、そのまま摩天楼の元へと落ちていった―――――。 

 

 

2. 

「っっっっだぁぁぁぁ！ あんの腐れ巫女服！」 

追走者と、青い閃光を纏った少女の激戦から一夜明け、少女は街の中心の摩天楼、

その中の一角。そこだけ周りの時代から取り残されているかのような、古びた三階

建ての雑居ビルの三階で、ベッドから飛び起きるなりそう言い放った。 

「ほんっとにもう……。たかだか《中枢》に特攻かけただけだってのに、式神五体

で包囲戦とはねぇ。えげつない事してくれてんじゃない」 

「いーや。そもそも《中枢》が一瞬手薄になった時、明らかに罠だっていう僕の忠

告を無視して突っ込んだキミが悪いと思うよ」 
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ぼやく少女に応える声。その声を発したのは、なんとも面妖な姿をしたモノだっ

た。 

全長は二十～三十センチほど。全体が青色をして、言うなれば真っ青な丸餅だろう

か、口も無いその物体が少女に向かって語りかけている。 

「アンタさぁ。とりあえず他人の些細なミスをあげつらうよりも先に、いかんとも

描写しづらいそのフォルムをなんとかしなさいよ。このモチ精霊」 

少女は言うが早いか青モチのてっぺんをひっぱたいた。すると青モチは一瞬ブルブ

ルと震えたかと思うと、その形を変えた。丸い頭に、十字の角のようなものを付け

た丸っこいボディへと。 

「なんだいなんだい。チカラをくれた恩人に対してその言い草は。」 

青モチ……いや、今は青マルか。とにかくその青マルは少女に向かって更に話し

かける。 

「全く………。君は、今の君を取り巻く世界の現状ってやつを正しく理解している

のかい？」 

ゲシッッッ！ 

腰（らしき場所）に手（のような部分）を置き、偉そうにしゃべる青マルにひと蹴

りいれて少女は答える。 

「んなもんアンタに今更言われるまでもなく、あの式神連中と戦ってるアタシが一

番よくわかってるっての。」 

嘆息しながら言うと、誰に聞かせるとでもなく、確認するかの様に少女は語り始め

る。 

「今現在、この惑星………地球のネットやらテレビ、出版なんかの情報発信、言論

のメディアは、その９９．９９パーセントが、とある一つの企業の手に落ちてる。

徹底した言論統制は、もはや人類支配とも言える域にまで達し、もはやそのとある

企業は、地球征服さえも為せそうな力を持ち始めた。」 

少女の言に続ける様に、青マルが言う。 

「そう。そして、その企業がそこまでの力を持つキッカケとなったのが、一人のと

ある少女だった。その少女は自らの思い出を代償に、“自分の願ったセカイ”の一

部をこの世界に顕現させるチカラをもっていた。企業は、その少女を監禁・研究す
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ることで、彼女の理想を操作し、企業に都合の良い事象やチカラを顕現させたり、

その思い出が尽きる事が無い様、常に適当な思い出を作成し彼女の脳に上書きする

術を作り出した。そこからの展開は簡単。生み出された様々な術、物質を使って、

企業は様々な分野で世界の覇権を握っていった」 

けれど、と少女は続ける。 

「その状態を見かねたアンタ………自称、セカイの精霊ツイっちゅ様だっけ？が動

き出した。なぜなら、その女にチカラを与えたのがアンタだったから。自分の与え

たチカラが原因で日常を破壊されたその女が可哀そうに思ったアンタは、アタシに

チカラを与えて、その女を救いだそうと一計を案じた。まぁ、こんなとこでしょ？」 

もうめんどくさいとばかりに、少女は再度ベッドに寝転がる。青マルもといツイっ

ちゅはそんな少女に一瞥くれると、更に話し始める。 

「君のチカラ、“外の言葉を自分のセカイに取り込み力にする”能力。この能力を

最大限に利用するためにＵＥＣ(United Electronic Community)が作りあげた、短系

言語集約システム Twitter system。 企業が敷いた監視の網を潜り抜けて、ネット

上の、皆の素のつぶやきを集めるこのシステムは、君を最大限にフォローしてくれ

るさ。だからミヤコ、お願いだ。どうにか、彼女を助けてあげてほしい」 

少女…ミヤコは寝転がりながらツイっちゅに背を向け、彼の言葉を全く無視して

いる様にも見えた。が、おもむろにベッドから降り立ち上がる。携帯端末を握りし

め服装をととのえると、部屋のドアを開けて出て行き様、ツイっちゅに話しかける。 

「………………アタシはさ、正直、自分のセカイが踏みにじられてるのに、少しの

抵抗もしないで、されるままになってるあの巫女服が気に入らないの。たとえ心も

体も縛られてても。魂は、自分自身の在り方だけは、誰にも縛ることができないか

ら。たとえ小さな抵抗でも、もしかしたら、企業の奴らをぶちのめすきっかけにな

るかもしれない。なのに諦めるなんてアタシは考えられない。」 

その言葉に、ツイっちゅは反論しようとする。が、何も言えない。実際、彼女は

最初に企業に自らの能力を知られ、拉致された時点で企業に抵抗する意思を失って

しまっていたし、彼女とパスが繫がっているために、彼女がもはや企業の願いと自

分の理想、この二つの違いさえ分からなくなってしまう程に洗脳を受け入れてしま

っていることと、彼女がそこまで“自分のセカイ”への浸食を企業に許してしまっ
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た原因は、彼女の心（というよりも自分の意志）の弱さにあることがツイっちゅに

は解っていたから。 

そのツイっちゅの様子をに、いじめすぎたと思ったのか、ミヤコはバツが悪そう

に言った。 

「まぁ、アタシの目的もアンタの目的も同じ“企業を潰すこと”。その過程で、ど

うせ必要になるだろうから、馬鹿巫女服も助けといてあげるわよ。ついでに、諦め

ない根性ってものを、直々に、あの巫女服に教えてやんないとね」 

その言葉を聞きツイっちゅが顔を上げる頃には、既にミヤコは飛び立っていた。 

 

本人曰く、“誰にも縛ることができない自分自身の在り方”を、それを失ってし

まった少女の元に届けるために、ミヤコは何度でも空を駆けていく。 

 

Be continued to the game; Twitter Shooter. 

 

あとがき 

と、いうわけで、Twitter Shooter 前日譚です。なんというか、駄文乱文ですいませ

ん………（汗） 

ここまで読んでいただきありがとうございました。 
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//α１ということで。レイアウト変更するとページ数が

増えそうなのでどうしましょう。 

“電通大で鳴らした（※注１）俺達ペケロッパ野郎は、

濡れ衣を着せられ単位を落されたが、再履修し丌可を返

上した。しかし部室でくすぶってるような俺たちじゃあ

ない。筋さえ通りゃやる気次第でなんでもやってのける

命知らず。丌可能を可能にし、巨大なバグ（※注２）を

粉砕する、俺達 X680x0 同好会！ 

「俺は部長の西村夏夫（以下「夏」）。通称アレックス。

ふぁぼ乞食（※注３）と煽りの名人。俺のような天才

ついったらーでなければ、◯ズロッパ野郎（※注４）

どものリーダーは務まらん！」 

「よぉ、お待ちどう！俺様こそ金広尚平（以下「金」）。

通称遊弋。絵描きとしての腕は平凡以下！ヒッキー？

コミュ障？だから何？？」 

俺達は、コンパイル（※注５）の通らぬソースコードに

敢えて挑戦する、頼りになる神出鬼没の、「X680x0 同好

会」！ 

ゲームを作りたい時は、いつでも言ってくれ！” 

 

1 章 プロジェクトを立ち上げよう 

某日某所にて 

金「ゲームを作るということですが、具体的にどうしま

す？」 

夏「横スクロールシューティングにします、面クリア型

の」 

 

※注１“電通大で鳴らした～” 

特攻野郎◯チーム口上より。 

※注２「バグ」 

 プログラミングにおいて、誤っ

た記述の箇所、動作のこと。 

※注３「ふぁぼ乞食」 

Twitter にて favorite、通称ふぁぼ

を得ようとする人。 

※注４「◯ズロッパ野郎」 

 部長がイラつくような行為を行

っ ち ゃ う ち ょ っ と お て ん ば な

X680x0 同好会部員の蔑称。 

※注５「コンパイル」 

 簡単に言うと、人の言葉をコン

ピューターにわからせる事。 
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金「ふむん」 

夏「シューティングならプログラムもそこまで難しくな

いから初心者の俺でもできそうだし」 

金「夏夫君は（※注１）３年生ですよね？」 

夏「縦シューでも良いんですがやっぱり横シューの方が

好きですね」 

金「夏夫君は部長ですよね？」 

夏「東〇（※注２）より〇-TYPE（※注３）の方が」 

金「……ちゃんと伏字にしておいたので許してもらえる

と思います」 

金「ちなみに僕はダ◯バー（※注４）派です」 

夏「じゃあ俺が PG 兼リーダーで金広君が絵師というこ

とでいいかな」 

か「音はどうするんです？」 

夏「声をかけられる友達がもういないので音師（※注５）

はおいおい募集していきます」 

金「それはがんばってくださいね。それで、ゲームのタ

イトルとかはもう決めてるんですか？」 

夏「フッ……案ずるな。もう決めてある」 

金「別に案じてませんが」 

夏「ゲーム名、『THE ANKEN』！」 

 

2 章 コンセプト（注６）を決めよう 

金「で、ANKEN って何ですか？」 

夏「ふふふ、まあ落ち着きたまえ金広君。物事には順序

というモノがあるのだよ」 

金「順序？」 

夏「そうだゲームを開発するにあたってまず大切なこと

は何かわかるかね？」 

金「……コンセプトですか」 

夏「その通り！よくわかったな」 

金「１０行上に書いてありました」 

夏「……」 

金「で、コンセプトってつまり何ですか？」 

※注１「夏夫君は～」 

 金広は夏夫を煽る際したの名前

を呼ぶ。そうでない時も呼ぶ。 

※注２「東◯」 

 某有名同人女の子ばっかり縦

STG。二次創作は百合が多い。 

※注３「◯-TYPE」 

 横 STG での代表作。丸い玉を前

につけたり後ろにつけたりする。

かなり設定が凄惨かつストーリー

が鬱でありまたゲームとしても難

易度は高く、トラウマに定評があ

ることで有名。 

※注４「ダ◯バー」 

 某無駄に画面が横長い横 STG。

ダ◯イアスシリーズで、新しいシ

ステムが実装されている。アーケ

ード筐体の存在感は STG の域を

超えている。 

※注５「音師」 

 ゲーム制作には BGM の他、効果

音も作ってもらう音師が必要であ

る。絶賛募集中です。 

※注６「コンセプト」 

 ググったら概念とでてきたので

下記の夏夫くんの説明は若干ずれ

てるので良い子は注意だぞ。 
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夏「正直俺も正しく説明できる自信はないが、『そのゲ

ームに一貫して存在する特徴』と考えてもらって問題

はないかな」 

金「あー……ア〇マス（※注１）でいうプロデュースみ

たいなものですね」 

夏「伏字にしておいたからきっと許してもらえるに違い

ない」 

金「つまり今回作るゲームにもコンセプトがあるという

ことですね」 

夏「ある」 

金「何ですか？」 

夏「じゃんけん（※注２）だ」 

金「じゃんけんって言いますとあのじゃんけんですか？」 

夏「あのじゃんけんだ。STG にじゃんけんの要素を加え

たゲームを作ろうと思う」 

金「なるほど、悪くないと思いますよ」 

夏「細かい仕様は三章で決めていくぞ」 

金「了解しました、ところで最初の質問に戻りますけど」 

夏「ん？」 

金「ANKEN（※注３）って何ですか？」 

夏「THE ANKEN」 

金「はい」 

夏「じ あんけん」 

金「はい」 

夏「じぁんけん」 

金「はい」 

夏「じゃんけん」 

金「はい」 

夏「はい」 

金「はい」 

 

 

 

 

※注１「ア◯マス」 

 某アイドルプロデュースゲーム。

終わらないコンテンツ。 

※注２「じゃんけん」 

１９世紀後半に生まれた３すく

みの拳遊び。極めると必殺技にな

る。 

※注３「ANKEN」 

 ANKEN はこのゲームの自機名

称でもある 

数回デザイン変更を経ている。デ

ザイナーの金広的にはいろいろ妄

想設定が作ってあるのだが、今回

のメイキング記事がごらんの有様

なのでお蔵入りになった。 
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3 章 仕様（※注１）を決めよう 

金「仕様を決めましょう」 

夏「しようがないなぁ（※注２）」 

金「帰っていいですか？」 

夏「待たれよ！」 

金「なんですか」 

夏「この章からやっと少しだけメイキング記事らしくな

るんだよ！」 

金「確かにこの記事はメイキングの所に載るらしいです

からね、恐ろしいことに」 

夏「とりあえず STG＋じゃんけんということで思いつい

た事を仕様として簡単にまとめてみました」 

 

・味方の弾と敵の弾、それと敵本体がそれぞれ属性を持

つ 

・属性はグー、チョキ、パーの三種類 

・敵弾に対して有利な（※注３）属性の弾を当てると敵

弾を消すことができる 

・敵弾に対して丌利な属性の弾を当てるとこちらの弾が

消されてしまう 

・敵本体に対して有利な属性の弾を当てると通常より不

えるダメージが大きくなる 

・敵本体に対して丌利な属性の弾を当てると通常より不

えるダメージが小さくなる 

・基本的にザコ敵は自分の属性と同じ属性のショットを

撃ってくる 

・自機にライフ（※注４）は存在せず、被弾したら１機

消滅 

・３つのボタンで三種類のショットを撃ち分けて進んで

いく 

 

夏「い、いかがでござろうか…」 

 

 

※注１「仕様」 

 コンセプトより具体的な、ゲー

ムで何ができるかということ。 

某配管工ゲームなら歩く、走る、

ジャンプするなどは仕様だが、壁

をすり抜けたり尻ですべるのはバ

グである。 

※注２「しようがないなぁ」 

 夏夫君は時折親父ギャグにも満

たないギャグを口走るのである。

たぶん愛情表現のひとつである。 

※注３「有利な～」 

 いわゆる、こうかはばつぐん

だ！である。夏夫君もそれをイメ

ージして赤＞緑＞青＞赤＞……と

３すくみさせている。 

 

※注４「ライフ」 

 STG にも残機制の他にライフ制

を取っているものがある。だがボ

ムを保持し続けるか、などの差が

あるだけで大局的にみれば何回あ

たっていいかということを示して

いる。ライフで受ける！（※注５） 

 

※注５「ライフで受ける！」 

 某 TCG アニメより。相手の攻撃

を、そのままライフで受けて、ダ

メージを食らうことである。 
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金「なるほど、とりあえず敵に対して有利な属性で戦え 

ば攻撃面でも防御面でもアドバンテージ（※注１）を

取れるということですね」 

夏「そういうことですね、ボス戦とかはそんなに簡単に

ならないと思いますが」 

金「うん、まあいいんじゃないですか。とりあえず一定

動くものを見てみないとなんとも言えないけど」 

夏「では早速実装に移りましょう、金広君はとりあえず

自機画像やザコ（※注２）画像などの最低限必要な素

材をお願いします」 

金「わかった、ではまた後日」 

 

4 章 実装（※注３） 

夏「うおー」 

金「ファイナルタアアアアアアアアアアアアアアアアア

アアアアアアアアアアアアンン！！（※注４）」 

 

5 章 反省（※注５） 

その後…… 

金「というわけで反省をしてください」 

夏「はい、こんな感じです」 

 

・属性が３つでこの仕様は複雑すぎてプレイヤーが死ぬ 

・判定が多数存在するため処理落ち（※注６）が発生し

PC が死ぬ 

・↑の処理落ちをどうにかしようとするとプログラマー

が死ぬ 

 

金「死にすぎですね」 

夏「もっとみんなが幸せになれる方法があると思います」 

金「あれだよね、全体的に大盛りすぎるんだよね」 

夏「じゃあもう少しシンプルな感じで再考してみますわ」 

金「頑張ってください」 

夏「時よ戻れー（※注７）」 

※注１「アドバンテージ」 

 アドとも言う。得、という意味

で使われる。逆に損のことをディ

スアドバンテージ、ディスアドと

いう。 

※注２「ザコ」    

 このゲームでは３属性あるので

左端の雑魚の色違いにしていた。

しかしわかりづらいと言われたの

で、２属性を別デザインに変更し

た。 

 

※注３「実装」 

 決めた仕様に基づいてプログラ

ミングする、ドット絵を打つ、SE

を作るなど、実際に作業する事。 

※注４「ファイナルタ～」 

 TCG アニメ「◯―ドファイト!!

ヴァンガード」主題歌より。立ち

上がれ！僕の分身！ 

※注５「反省」 

 人生は反省の繰り返しである。

ゲーム制作もそれに同じなのであ

る。 

※注６「処理落ち」 

 PC が処理しきれず実行速度が

落ちる事を言う。例えば弾幕 STG

を低スペック PC でやると弾数が

多くて処理落ちを起こし、ヌルゲ

ーになったりならなかったりする

（体験談）。 

※注７「時よ戻れー」 

いわゆるタイムトラベルである。

ゲル状にはならない。 
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3.320827 章 仕様を決めよう 

金「三章なう（※注１）」 

夏「仕様を若干変更してみました」 

金「どれどれ」 

 

・弾同士の打ち消し（※注２）は無しの方向で 

・その代わりに自機にライフと防御属性を実装 

・敵弾の属性に対して自機が有利な属性の場合、被弾時

のダメージが小さくなる 

・敵弾の属性に対して自機が丌利な属性の場合、被弾時

のダメージが大きくなる 

・使用するのは属性切り替えボタンとショットボタン 

・自機のショットの属性は自機の属性に依存する 

 

夏「弾の打ち消しの概念を無くすことで処理落ちを無く

し更にシンプルになりました」 

金「弾の打ち消しがなることで有利属性を用いる際の防

御面でのアドバンテージが無くなるのを自機の属性

という仕様によってカバーしてるのか」 

夏「そんな感じです」 

金「３つのボタンで（※注３）３つのショットを打ち分

けるのと、３つの属性を切り替えて３つのショットを

打ち分けるのはどっちがわかりやすいんだろうかね」 

夏「…多分どっちも一定は複雑になっちゃうよな」 

金「やっぱり実装してみないとなんとも言えないね」 

夏「じゃあ実装してみましょう」 

 

4.320827 章 実装！ 

 

夏「うぼぁー（※注４）」 

金「解きぃいいいいいいいいい放てぇぇえええええええ

えええええええ！！（※注５）」 

 

 

※注１「なう」 

 Twitter にて今何かしている、ま

たはどこにいる、という意味で「◯

◯なう」とつけることがある。が、

最近ではあまり見られない。 

※注２「弾の打ち消し」 

STG では弾の打ち消しというシ

ステムはオーソドックスではある。

ビームやレーザーで消す、ボムで

消す、など。 

※注３「３つのボタンで～」 

 この仕様でのテストプレイで３

属性発射というハイパーモードが

できてしまったり、プレイしてい

る時に結構混乱する。 

※注４「うぼぁー」 

 某究極幻想２のラスボスの断末

魔である。 

※注５「解き～」 

 TCG アニメ「◯―ドファイト!!

ヴァンガード」2nd 主題歌より。 
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5.320827 章 反省 

 

金「では反省して下さい」 

夏「今回の反省点はとてもわかりやすいです」 

 

・切り替えによる（※注１）ショットの撃ち分けはとて

も混乱する 

 

金「やっぱりか…」 

夏「とにかくまだまだ複雑ってことだね」 

金「まあ逆に言えば、弾の打ち消しを無くしたまま自機

の属性の切り替えも無くせばかなり安定するんじゃ

ない？」 

夏「よし！ではそういう方向で仕様再考するぞ！」 

金「そろそろこの流れも飽きてきたので次で決めてね」 

夏「タイムワープ！（※注２）」 

 

3.78765 章 仕様を決めよう 

 

夏「出来ました」 

金「出来ましたか」 

夏「と言ってもあまり目新しい感じではないんですが」 

 

・味方の弾と敵本体がそれぞれ属性を持つ 

・属性はグー、チョキ、パーの三種類 

・敵本体に対して有利な属性の弾を当てると通常より不

えるダメージが大きくなる 

・敵本体に対して丌利な属性の弾を当てると通常より不

えるダメージが小さくなる 

・自機にライフは存在せず、被弾したら１機消滅 

・３つのボタンで三種類のショットを撃ち分けて進んで

いく 

・一部の敵に対して丌利な属性でショットを当てると打

ち返し弾（※注３）を撃ってくる 

※注１「切り替えによる～」 

 実際混乱する。STG のように強

制スクロールでリアルタイム進行

するゲームで、ちょっと考えて操

作というのはとても厳しく直感さ

らにはパターン化によるプレイが

通常である。そのため直感で操作

できない切り替えというのはとて

も面倒なのである。 

※注２「タイムワープ」 

 いわゆるタイムトラベルのこと。

某国の物理学者が丌可能と発表し

ている。もしやこれは機関の……

おや、こんな時間に誰だろう。 

※注３「撃ち返し弾」 

 一般に敵に自分の弾が当たる、

または敵を倒す時に敵から発射さ

れる弾。この仕様だと丌利属性を

敵に打ち続けるとその間ずっと打

ち返し弾を撃たれるのでかなり辛

い。複数属性の敵が混在している

と発生する。 
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金「基本的に一番最初の仕様から敵弾の打ち消しを無く 

しただけか」 

夏「属性による相性が防御面には作用しなくなっちゃう

けど、今はとにかくシンプルな事が（※注１）大事か

なと思って」 

金「そうだね、それに打ち返し弾があれば属性の選択が

間接的にだけど防御面にも作用するしね」 

夏「では、今度こそこれでいけると信じて実装しましょ

うか」 

金「しましょう」 

 

4.78765 章 実装！ 

 

金「ずっと思ってたんだけどもさ」 

夏「はい」 

金「この章いらないよね」 

夏「はい」 

 

６章 それから… 

 

夏「というわけでですね、仕様は固まり僕達はゲーム制

作をしていっているわけなんですが」 

金「調布祭（※注２）は何月何日でしたっけ？」 

夏「１１月の中旬ですね」 

金「これ書いてる今日は何月何日でしたっけ？」 

夏「９月２６日ですね」 

金「…ゲーム完成（※注３）してましたっけ？」 

夏「してるわけないですね」 

金「………」 

夏「………」 

夏・金「俺達の戦い（※注４）はこれからだ！」 

 

to be countinued... 

（文責・西村夏夫 金広尚平） 

※注１「シンプルな事が～」 

 ゲーム制作に限らずほとんど経

験のない事をする時にはシンプル

な事、基礎が大切である。基礎さ

え出来ればどうにかなるものであ

る。 

※注２「調布祭」 

 電気通信大学にて年に一度３日

間開催される、いわゆる「学祭」

である。文化系サークルや同好会

はこの時にやっと作品がお披露目

さ れ る こ と が 多 い 。 も ち ろ ん

X680x0 同好会もその例に漏れな

い。 

※注３「ゲーム完成」 

 ゲームはいつ完成するのか、そ

れは制作者が満足した時なのか、

形を繕えばいいのか、我々同人ゲ

ーム製作者にとって大きな問題で

ある。が、この場合お客さんに楽

しんでもらえる事が基準である。 

※注４「俺達の戦いは～」 

 いわゆる打ち切りオチであり、

死亡フラグともとれるがみなさん

部長を信じてあげてください。 
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DreamCrisis.log 

主犯・筆者 

3F Aom 

ドット絵・余白劇場 

3C 魚肉野菜 

 

 

本作は MMORPG「Dream」を舞台とするアクションシューティングゲームです。よく

あるシューティングのようにステージを順番にクリアしていくのではなく、欲しい報

酬の設定されたステージを選択して進めていきます。 
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プレイヤーの目的は最終章をクリアする 

ことです。 

 

各章に 4つのステージが用意されていて、          

各ステージには「イベント」と「報酬」が   

設定されています。 

 

 

各章には一つだけ「次の章へ進む」が報酬となっているステージがあります。 

それをクリアすれば次の章へ進めますが、強くなる敵に備えて他のステージ 

に寄り道するという選択肢を採ることもできます。 

 

 

「クエスト」と「決闘」の二種類が

あります。クエストは失敗しても損す

ることはありませんが、決闘で失敗す

るとゲームオーバーとなります。 

 

「次の章へ進む」「能力アップ」 

などがあります。ステージをクリ

アできたときに得られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グリコ！ 
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プレイヤーは「ブラン」という名前のキャラクターを操作します。 

というわけで、プレイヤーは打撃と射撃を使い分けて攻撃します。 

 
 

 

主人公。ウィザードらしく強力な魔法で敵を殲滅する……と思

いきや、MP が足りず自力では魔法が使えない。おまけに HP も低

く、敵の弾に一度当たっただけで残機が減る。その代わり、他の

パラメータは高く、魔法を封じた杖による魔法と打撃を使い分け

て戦う。パラメータの初期値は HP:1 MP:1 力:20 魔:20 速:20 

技:20となっていて、HPと MPを上げるつもりは全くないらしい。 

 

手元に杖がある状態で打撃ボタンを押すと、自機が回転

し周囲を杖で攻撃できます。敵にダメージを与えるだけで

なく、一部の弾を消すことができます。 

ただし過信して近づきすぎて被弾することのないよう

に注意してください。 

 

手元に杖がある状態で射撃ボタンを押すと、射撃攻撃が

できます。一回目は左、二回目は右の杖から着弾すると爆

発する魔法を撃ちます。三回目はただの棒と化した両手の

杖を敵に向かって投げ捨てます。時間が経つと新しい杖を

召喚しますが、それまで無防備な状態になるので注意。 
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ブランのネトゲ友達その 1。子供っぽい性格で猪突猛進に攻撃を

してくる。魚肉野菜のお気に入りキャラ。ちなみに Aom のお気に

入りはブラン。ジト目が良い。ドット絵じゃ見えないけど。 

 

ブランのネトゲ友達その 2。雨あられと矢を撃ってくる弾幕系。 

しかし、杖を振り回して弾を消せるブランに弾幕は意味がない。

むしろ消せないうえに高速なスナイプショットの方が脅威か。 

 

ブランのネトゲ友達その 3。武器は剣で、カシスと同じく接近攻

撃型だが、こちらは大人な性格なので一筋縄ではいかないだろう。

甲冑による防御もなかなかのものである。 

 

 

ブランのリアル友達でありネトゲ友達である（予定）。武器は銃。 

ブリ ハマチ 
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ゲームの内容とは直接関係ない、ちょっとした話を。 

 

 

  

 

登場するキャラの武器が槍・剣・弓・銃になっているのはある作品の影響で

す。ヒントは……このゲームは当初魔法少女ものになる予定でした、とだけ。

ちなみに主人公の攻撃方法(一発撃って使い捨てる)もその作品の影響です。 

 

名前の由来は全て酒です。キャラクターの命名に悩んでいた時の 

Aom「もう酒から名前取らねー？」 魚肉野菜「それだ！」 

という会話がきっかけでした。その後順調に決まったものの、ラスボスだけは 

魚肉野菜(酔)「ラスボス調布の夜1にしよーぜ！」  

などと言い出したので阻止しました。影響受けた作品的に間違ってないネーミングだけど。 

 

本作は Aomが卒業するまでまったり開発する予定です。STGにしては長期間で

すが、アイデア不足な現状ではただの STG になりかねないので時間はいくらで

も欲しいのです。はたして、就活と卒研を控えた残り一年半で完成するのか2。 

 

ステージの報酬に「スキル」を用意して、射撃や打撃を別のものに変更でき

るようにする。確かにネトゲらしいものの、特定のスキルでクエストが異様に

楽になるなどの問題が発生しそうで導入は未定です。 

 

後は……実績を全て解放すると隠しステージが遊べる。そこで調布の夜が登場する。 

 

                             
1 宿場 西調布店 ￥400 
2 と言ったら「大丈夫、電通大は五年制大学だ。」と言われた。大丈夫じゃない。 
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Making of G.B.Shooter 
色々と勉強しながら絵、音、プログラム割と全部やっていたり、一部で素材貰

ったりしながら何とか作った、見た目某Ｒ風のアレなゲームのメイキングもどき

だよ！      書いた人：2J 小宮 

 

■■■■    どんなどんなどんなどんなゲームゲームゲームゲーム？？？？                

タイトルにもある通りで、「G.B.Shooter」と

いう横スクロールシューティングゲームを作

りました。 

名前の指す通り、このゲームは如何にゲ

ームボーイのそれっぽいチープさを表現で

きるか、というコンセプトの元に作成しまし

た。 

キモとなるシステムが「時間操作」です。これを使うと、全体の動きを早めたり

遅めたり、自分以外の動きをストップさせることが出来ます。 

 

■■■■    どんなどんなどんなどんなソフトソフトソフトソフトでででで作作作作ったのかったのかったのかったのか                

ゲームと言っても Windows 上で動くプログラムなので、作るためにはどうして

もプログラミングをするためのソフトが必要になります。僕は Microsoft が公式で

配布している Visual C++ 2008 Express Edition という無料の統合開発環境（つま

り色々と詰まった豪華な開発用ソフト）を使用しました。名前が示す通り、プログ

ラミングの言語は C++です。 

これだけではゲームを作るのが大変難しいので、ゲームを作りやすくするた

めに「DxLib」と言うライブラリを使用しました。これは DirectX という Microsoft が

公式で出しているゲームやマルチメディア向けの API（プログラミングする上で

手間が省ける便利なものと思っていただければ良いです）を更に扱いやすく、コ

ンパクトにライブラリ化したものです。腕に自信があるならば、直に DirectX を叩

いてみるのも良いかも知れません。 
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ゲームは絵と音が無ければとても寂しい物になってしまいます。僕はそういう

絵や音のないゲームも好きですが、今回はＧＢ風ということもあって、ドット絵を

描くソフトと、チープな雰囲気の BGM を作ることのできるソフトを使用することに

しました。 

ドット絵に関しては有名ソフトである「EDGE」を用いて作成し、加工などを行う

時は「PictBear」というソフトを使用しました。この２つのソフトは本当にオススメ

です。 

ＢＧＭに関しては、「Domino」というソフトを用いて作成したのですが、GB 風の

音源が使いたかったため、サウンドフォント（音色の詰まったデータ）を使うため

に「TiMidity」を使って「DMG-CPU」というゲームボーイを再現したサウンドフォン

トを使用しました。 

 

ここで挙げたソフトは全て無料なので、ゲームを作ってみたいという方は是非

使ってみるのをオススメします。 

 

■■■■    ゲームゲームゲームゲームのののの作作作作りりりり始始始始めめめめ                    

シューティングゲームなので最初に自機や弾、ザコ敵といった簡単なドット絵

素材を作りました。自機は某 R-TYPE 風に描いています（別に裏設定で劇薬が

コックピットに詰まっているとかそういうのは無いです残念）。ドット絵を描くとき

に気をつけていたのは、EDGE のデフォルトのパレットを使わずに自分で色を作

る、露骨な原色は避ける、描いた後に色の明度彩度を調整する、辺りでしょう

か。 

 

素材が最低限用意できたらいよいよプログラムを組み始めます。今回はオブ

ジェクト指向という考え方に基づいて作ってみようと思っていたので、C++のクラ

スについて調べつつコードを書いていました。自機を管理する Player クラス、弾

を管理する Bullet クラス、ゲーム画面を管理する Game クラス、というものを作

成し、メイン関数で呼び出すというスタンスを取りました。 
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オブジェクト指向で書くのが始めてだったので、色々なサイトを見たり本を読

んだりしながら作っていましたが、その上でも特に参考にさせて頂いたサイトが

以下のものになります。 

「オブジェクト指向風シューティングゲーム」 

http://www.sm.rim.or.jp/~shishido/osgame1.html 

ここのサンプルコードを見様見真似でコピペしたり改変したりしつつ、オブジェ

クト指向への理解を深めながらプログラムを組んでいきました。 

■■■■    ステージステージステージステージをををを作作作作るるるる                

基本的なオブジェクトのクラスが出来上がり、ステージデータを読みこませる

部分などの基礎部分が完成したらステージ作成に取り掛かります。今回は外部

の CSV ファイルにステージ情報を書きこんで、それをゲーム開始時に纏めて取

り込むという形式を取りました。作っていく上で必要な素材が増えたら、工程に

合わせてドンドン量産していきます。今回は雑魚キャラや障害物は後から作る

ことが多かったですね。 

ステージを作る時は、ゲームシステムを如何に引き出させるか、難易度を如

何に階段状に積み重ねていくか、ということを念頭に置いて作ると良いかも知

れません（僕はそれが出来なかったので大変難産致しました）。 

■■■■    ボスボスボスボスをををを作作作作るるるる                

ステージが出来てきたらそのステージを締めくくるボスを作成します。今回の

ゲームでは「敵にも時間を停止させるギミック」というのを付けたかったので、そ

の時間停止周りを実装するために様々な部分を改変し、新たにボス用の管理

クラスを作成し実装しました。 

ボスを作る時は難易度の調整には気をつけましょう。遊ぶ人は製作者と比べ

て圧倒的に慣れが少ないのです。こちらが何度もテストを重ねて身体がボスの

動きを覚えてしまっているのに対し、プレイヤーは殆どが初見なのですから、感

じる難易度についてはどうしてもズレが生じてしまいます。 

今回は易しめの難易度でボスを作成しましたが、面が進むごとに難易度が

31

 
Making 



難しくなるようには調整しましょう（今回のゲームでは二面ボスの方がザコかっ

たので）。 

 

■■■■    システムシステムシステムシステム周周周周りをりをりをりを詰詰詰詰めていくめていくめていくめていく                

ゲーム部分が出来てきたら、それに合わせてタイトル画面やコンフィグ画面、

ランキング画面やネームエントリー画面

といった、ゲーム本編ではないけれど大

切なところを作っていきます。 

今回はオブジェクト指向でのプログラ

ミングということもあって、継承の恩恵を

強くうける事が出来る部分だったため、

複数の画面を構築するのは簡単でした。

秀和システムさんが出している「ゲーム

プログラマーになる前に覚えておきたい技術」という本に載っている「シーケンス

遷移」の所は大変参考になるので、そういった部分をあまり気にしていなかった

方は是非目を通してみると良いかもしれません。 

 

■■■■    ゲームゲームゲームゲームのののの作作作作りりりり終終終終わりわりわりわり                

折角出来たゲームですから、簡単な説明書でも添えて色んな人に遊んでもら

いましょう。 

感想を聞くのは楽しいですよ。 

 

■ あとがきあとがきあとがきあとがき                

ざっくばらんに書きましたが大体こんなところでしょうか。今回自分の未熟さ

が祟ってソースコードのリテイクが数多くあったのが中々辛いところでした。 

最後に改めて自分が作る上で参考にさせて頂いたサイト様を載せるので、ゲ

ームを作ることに興味がある方は是非見てみると良いと思います。 

Thank you for your reading!! 
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■ 参考 

DX ライブラリ公式 

http://homepage2.nifty.com/natupaji/DxLib/ 

オブジェクト指向風シューティングゲーム 

http://www.sm.rim.or.jp/~shishido/osgame1.html 

C 言語何でも質問サイト 

http://dixq.net/ 

ロベールの C++教室 

http://www7b.biglobe.ne.jp/~robe/cpphtml/index.html 

ゲームプログラミング Wiki 

http://www.c3.club.kyutech.ac.jp/gamewiki/ 

■ おまけ - スクリーンショット 

 

         続きはゲーム本編で！ 
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どんなゲーム？
　ジェムジェムワールドはケモノっ子動物たちによるアドベンチャー
式RPGです。 
　カードゲーム的な戦略性のあるバトルとパートナーを育成すること
の楽しさをコンセプトとしたゲームとなっています。

ゲームの進め方
　様々な場所でジェムバトルを行ってください。バトルに勝ってた
くさんのジェムを手に入れ、大会での優勝を目指しましょう。

フィールドパート
 

　草原や森といったフィールドに入ると、
パートナーの状態を確認したり、そこに
いるモンスターやアイテムの探索を行う
ことができます。
 「たんさく」コマンドで出会ったモン
スターにはアイテムをあげたりジェムバ
トルを申し込むことができます。

バトルパート
 

 モンスターとのバトルはあらかじめ２
０個のジェムで組んでおいたデッキを
使って行います。攻撃、回復、状態異常、
カウンターなどなどあなた好みのデッキ
を作って戦いましょう。
　相手のHPを０にすると勝利となり、
新しいジェムやアイテムがもらえます。
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制作小話
　せっかくですからこの場を借りてゲームの開発に関わることをお
話しさせていただきましょう。
　タイトルやゲーム画面からお気づきの方もおられるかもしれませ
んが、このジェムジェムワールドはその昔STAR☆FISHから発売され
た『カンヅメモンスター』、KIDから発売された『ジェムジェムモン
スター』の２作品をリスペクトしたゲームとなっています。発売当
時のポケモンブームに飲まれ、非常にマイナーなゲームとして扱わ
れていますが、キャラクターの愛らしさと戦略性が伴ったシステム
がこのまま埋もれて行ってしまうのはあまりにも惜しいと思い、１
ファンの立場として制作を開始しました。ゲームとしては、元の２
作品の重要な要素であるケモゲー的要素とカードゲームチックな戦
闘スタイルをそのままに、ジェムのデザインや育成要素の追加と
いった方面で本作ならではの要素を詰め込んでいくようにしていま
す。
　このゲームの開発にはC#と XNAを用いています。X680x0同好会の
ゲームの大半はC++とサークル独自のライブラリを用いて開発してい
ますが、C#のオブジェクト指向重視な性質から来る使い回しと拡張
を行いやすい点と３Dプログラミングにも手を出していくことを考え、
XNAを使っています。ウィンドウのGUIが組みやすかったり、画像や
音の管理が非常にしやすいのもこの環境の利点です。Xbox360や
Windows Phoneへの移植が可能であることもあり、非常に夢が広がる
環境と言えます。
　実はこの記事を書いている最中も必死に開発継続中です。この
ゲームはジェムの種類やキャラクターの豊富さといった、物量が関
わってくる所が魅力ですから、日進月歩で新しい要素を増やす開発
の日々を送っています。調布祭の場で楽しんでいただければ幸いで
す。
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１１１１JJJJ    濵村瞳濵村瞳濵村瞳濵村瞳    

    

電気の浪費家アリスちゃんを更生すべく駆けていく、節電

白うさぎさん。 

電気を集めながら、敵を倒してアリスのもとへ…… 
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＊普段ゲームをやらない人でも 

簡単にできるようなものにしようと思っています！ 

 

★２つのステージから選ぶ方式です。（１のほうが２より簡単） 

 

≪１：縦シューティング≫ 

 

懐中電灯投げる 

  ↓ 

家電製品をクラッシュ！ 

  ↓ 

電気弾になる 

(とるとポイント１０加算) 

  ↓ 

ラスボス：アリスちゃん 

（倒すとポイント１００加算） 

≪２面：横アクション≫ 

 

懐中電灯から電気光線放出 

  ↓ 

敵を倒す 

  ↓ 

電気弾になる 

  ↓ 

電気弾をとると 

ポイント１０加算 

  ↓ 

ラスボス：アリスちゃん 

（倒すとポイント１００加算） 

 

★敵紹介★ 

  

えあこんさん 

 

れいぞうこさん 

  

ありすちゃん 
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ひっそりちまちま進めています。(｀・ω・´) 

なんだか周りの同級生さんが立派なものを作っていらっしゃる中、 

お恥ずかしいですが地道にコツコツと頑張っています！ 

 

このゲームをつくるに至った背景として、企画立ての時期にアリスの話

をしていて、そこで私が「懐中時計を持った白うさぎ」と言おうとして「懐

中電灯を持った白うさぎ」と間違えてしまった というのがあります。 

そして周りの人たちに「じゃあそれでゲーム作れば？ 節電ブームだしそ

れに乗っかった感じで」といわれ制作に至りました＾ｐ＾ 

 

制作に関して、夏休み中はバイトに追われつつも講座の復習をしながら

プログラミングをしていました。 

基礎的なことができて喜んでいるあたりダメダメですね、精進します。 

調布祭に出せるよう、協力者さんと共にやっていきたいと思っています。 

 

前述したとおりゲームの難易度としてはゲームを普段やらない人でも

気楽に、簡単にできるようにと考えています。 

だって小さい子とかゲームをあんまりやらない女の子とかにも楽しん

でほしいじゃないですか!! 難しそうって言ってゲームを敬遠しちゃう女

の子、結構いるんですよ？事実、今まで私の周りにはそういう子が多くい

ました ^^; 

 

後期は授業科目・担当教授的にまずい、死のクラスと噂されているクラ

スで不安しかないのですが、そんななかでも制作も進めていきますよ。 

 

っと、長くグダグダとすみません！ 

ここまでお読みくださり、ありがとうございました♪(*´∀｀*) 
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小江戸怪奇譚 剣劇 小噺   1S 五目 概要 本作品は 2D 縦スクロールシューティングです。「剣劇」と銘打つように、作品の主軸は「接近戦での攻防」になります。特徴としては、 ●自機の攻撃が遠距離まで届かない   一般的なシューティングにおけるショットがありません。その代わり、武器による近接攻撃やゲージを消費する特殊攻撃、回数制限のあるボムを使って戦います。 ●敵の弾が消せる   一部の弾は、こちらの攻撃で打ち消すことが出来ます。 弾を消したり敵を攻撃したりすることで、特殊攻撃に必要 なゲージが溜まっていきます。  高速の弾や高密度の弾幕を打ち消して道を作り、敵の懐に 飛び込んで近接攻撃、というコンセプトのゲームです。また、 連続で敵に斬りつけることで「連撃」となり、得点の倍率が増えます。 ゲームの性質上、死にやすい代わりに残機も増えやすくなっています。難易度調整 の作業が酷いことになるのが目に見えていますね……。  今回は、ステージ構成を圧縮した簡略版を出す予定です。当初の構想だととても間に合わないので。また、キャラクター紹介やステージ説明などを載せないのは、まだ決まってない 実際に見て確かめて貰いたいからです。……間に合うといいですね。 （ざっくばらんな）ストーリー 今もなお、古き良き街並みを残す「小江戸」川越。そんな川越が、ある夜一瞬にして深い霧に包まれた。それと同時に出現したのは、伝説に過ぎないはずの妖怪と、過去からタイムスリップした人や物。そんな異変に立ち向かうのは、過去から現れた剣客と、現代に残る退魔術を操る少女。二人はそれぞれの思惑を胸に、現代に復活した川越城へと向かう。（※このゲームはフィクションであり、実在の人物、場所などは一切関係ないはずです。） 経緯 ゲーム本編は（存在すれば）調布祭で触れてもらうとして、ここでは、なぜ私がこのゲームを発案するに至ったのかを、勝手ながら語らせて頂きます。 自分の出身地が川越から程近い所にあり、また高校が川越の某県立校だったので、
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蔵造りの街並みや、様々な名所を訪れる機会は多かったと言えます。その頃から「川越を舞台にして何かが作りたいなぁ」と思っていました。川越のみならず、埼玉県全体で探せば意外と妖怪伝説などは見つかるものです。また、川越独特の、過去と現在が調和した奇妙な雰囲気を生かして、伝説や伝承をまとめてゲームでも作ろうかな、と高校当時から考えていました。東方の影響受けまくり。 高校の部活でゲームプログラミングを学び、少しずつ理解を深めていったのですが、結局川越を舞台にしたゲームは高校在学中に日の目を見ることはありませんでした。  平たく言えば、今回のゲームでは、「過去のアイディアが勿体無いから、リサイクルしようぜ！」と話を持ちかけたら乗ってくれる仲間が現れた、という所でしょうか。  また、このサークルでの最初のチーム制作で作ったゲームが「剣で敵を薙ぎ払う横スクロールシューティング」だったので、じゃあ縦シューで作るか、という流れです。 絵と曲  絵に関しては、とにかく担当の二人が（私の無茶振りにも動じず）頑張ってくれているんだなぁ、としか言えません。ありがたい限りです。是非ゲームで確認してね！ 曲は私が作っているのですが、これもゲームの為に高校時代から始めていました。全く作曲の理論すら知らない状態で。いや、未だに詳しいことは知らずに見よう見まねでやっていますが（コード理論とかマスタリングとかの話を聞いたのもつい最近）。 SC-88 Proを自費で購入する辺り、当時の自分の行動力には感心します。 それでも、当時の素人芸とすら言えないような惨状と比べれば、いくらかましな出来になったと思います。これもゲームで確認して頂ければ。東方の影響受けまくり。 名所（元ネタ）案内（画像は執筆者のデジカメによる） ゲームについては現状これ以上書くことがないので、川越について書きましょう。  時の鐘 これは「時の鐘」だ。川越藩が作り出した 知恵の一つ……いや、時報か。江戸時代に川越 藩主、酒井忠勝によって建造され、時計代わり にされていた。 （継ぎ目だらけの）美しいフォルムだろ？→ 現在残っている鐘撞堂（かねつきどう）は、焼失後に建て直されたものだ。昔川越で起きた大きな火災（1893  川越の大火）の時にな。 
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三芳野神社 川越城の敷地内にあった神社。童歌「とおりゃんせ」 発祥の地とも言われている。 以前、某週刊少年漫画雑誌の妖怪任侠漫画で、川越や この神社が登場し、母校でも話題になっていた。しかし 現在の神社は、入口で猫は闊歩し（猫の家まで作られて いる）、公園で子供たちが遊びまわるなど、昼間の時点で はとても「畏」は感じられない。夜は怖いかも。 大蓮寺 浄土宗の寺。 所謂あやし火、「大蓮寺火」の伝承が伝わっている。 火の玉が飛んできたのが大蓮寺からだったから、とか、 大蓮寺という名前の山伏から、とか諸説ある。 観光目的で行っても、お墓ばかりであまり見るものはない。正直ちょっと怖い。 川越城本丸御殿  川越城で現在残っているのはこれだけ。あとは 中ノ門堀跡とか富士見櫓くらいか。 一般は 100 円、大学生なら 50 円で拝観出来る。 すぐそばに川越市立博物館があり、入口前には、 川越城七不思議の一つ「霧吹きの井戸」が残され ている。 ゲーム中では辺りの敷地ごと城が復活。「霧隠城」の異名そのままにそびえている。   観光用に書いたわけではないので、地図など詳細は省きますが、川越駅から徒歩 20分弱、本川越駅から 10分程で時の鐘に着きます。時の鐘に着けば、どのスポットも周辺数百ｍくらいの所にあります。観光したいなら、川越駅東口を出てアトレを抜けた所の商店街、クレアモールを抜けて、蔵造りの街並みや大蓮寺のすぐ近くにある菓子屋横丁を巡っていけば大体済みます。以上、おしまい！  参考：（時の鐘）http://www.city.kawagoe.saitama.jp/www/contents/1099289377636/index.html （大蓮寺火）http://www17.ocn.ne.jp/~dairenzi/newpage1dairennjibi.html 
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　このゲームは隣り合うある２つの国のお話です。
その国とは主人公の住む"イリシア王国"と、そこに攻め込んできた"グルムダール帝国"のことです。

　イリシア王国は肥沃な平原を持ち、その恩恵で農業が盛んで人口も多い豊かな国です。
文化的には国王を中心に多くの階級が存在し、平民と貴族の間には越えられない壁がありました。

　一方、グルムダール帝国の国土の大半は険しい山脈が占め、土地は痩せているので農業は行われて
いませんでした。そのかわり、山脈には豊富な資源を元にした鉄器の生産が盛んで、国民は強い肉体
と団結力を手にしていました。

　この対照的な両国は互いの長所を生かし短所を補い合うような貿易を昔から続けてきました。すな
わちイリシア王国は農産物を輸出し、グルムダール帝国は鉄器を輸出していたのです。

　この良好な関係は長い間崩れることなく、両国は繁栄していました。

　しかし、この両国の関係に暗雲が立ち込めていました。突然グルムダール帝国の皇位継承者に決ま
った彼は、その溢れ出るカリスマで国民の圧倒的な支持を獲得しました。そして、彼は新国王になっ
た日に言いました「イリシア王国を攻め、豊かな土地を手に入れるのだ」と。この発言により帝国内
の熱気は高まり、イリシア王国とグルムダール帝国の関係が終わる日がやって来ました。

　雨が上がったばかりのある日の夜、帝国は突如として王国への侵略を開始しました。

　当時、王国の国境付近の街には農民達が暮らし、騎士団の一個小隊が駐屯していただけでした。
そこに武装した帝国軍が大挙して押し寄せたのです。突然の攻撃に農民達は逃げ惑うばかりで、勇敢
にも立ち向かった騎士団も時を待たずに壊滅しました。その後も帝国軍は王国の主要部を目指し侵略
を続け、その道中の町や村を焼き尽くしました。帝国軍の急襲の一報を受けた国王は直ちに軍を集結
し帝国軍と対峙しようとしました。しかし、「王国軍が集結している」という知らせを聞いた帝国軍
はすぐさま侵略を止め、帝国へと撤退しました。

　帝国軍が撤退したことにより王国が受けたダメージは小さく済みましたが、国内に動揺が広がりま
した。これにより国の治安は悪化し、盗賊などの被害も多発するようになりました。この状況に帝国
との絶対的な兵力の不足を認めたイリシア国王は、軍備を強化することにしました。以前より国交が
あったロイゼル共和国から武器などを輸入しました。そして、軍事力を高める為、国中にお触れを出
すことにしました。その内容は「優れた功績を挙げし者、その貴賎を問わず騎士の称号を与える」
というものでした。

　このお触れに平民達に大きな衝撃を受けました。平民が貴族になれる可能性を与えられたのです。
このお触書を見た若者達は、騎士になることを夢見てこぞって憲兵団を立ち上げました。そして、同
じような夢を抱え憲兵団を立ち上げたとある若者が、このお話の主人公です。

～ストーリー～
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・戦闘準備では、集めた仲間をマップ上に自由に置いて初期配置を決めることができる。あえて何も配置しない
　という、縛りプレイもアリ。
・戦闘になると、一定間隔で敵が出現。攻撃範囲に敵が入ると、仲間は自動的に攻撃をする。仲間を移動させた
　り、強化したり、戦闘中は自由自在！
・敵を倒すとお金が増える。これであなたも一攫千金！？
・依頼によるが、敵を全滅させる／一定時間敵の侵入を防ぐことで勝利となり、目的地に敵が侵入／目的地に敵
　が一定量のダメージを与えることで敗北となる。

○ 特別な仕様
・敵が通る道にも味方を配置することができる（通称、肉の壁）。この壁のおかげで敵の侵攻を阻みつつ、敵に
　ダメージを与えることができる。肉の壁は一定量のダメージを受けると、消滅してしまう。仲間が消滅した場合、
　同じ仲間はそれ以降呼び出すことができなくなってしまうので、壁扱いはお手柔らかに。
・仲間のレベルを上げる時に、お金を使う。レベルを上げると、各種ステータス値が上昇し、すぐにやられない
　肉の壁を作ったり、少し遠くの敵まで攻撃が及ぶようになったりする。頑張って育てれば、あなた好みのキャラ
　クタにすることも夢じゃない！

～ゲーム詳細～

○ ゲームの流れ
ゲームの基本的な流れは、以下の通り。
　　①依頼を受ける／仲間を集める　→　②戦闘準備　→　③戦闘　→　④勝利or敗北　→　①に戻る

○ システムの解説
・依頼には、一般の依頼と国の依頼がある。一般の依頼をクリアすることで所持金を増やすことができ、また国
　の依頼をクリアすると、主人公は晴れて一人前となれる。国一番の英雄になろう！
・仲間には、騎士・魔法使い・弓兵などがいて、それぞれ近距離・中距離・長距離に特化した戦闘能力を持って
　いる。餅は餅屋ってこと。

○ ゲームの概要
道の横に配置された仲間が、道を歩いていく敵をボコボコにやっつける、タワーディフェンスというシミュレー
ションタイプのゲーム。敵はこちらには攻撃をしないので、好きなだけ殴ってストレスを解消しよう！

目の前に敵が来たら……。 容赦なく、攻撃！

騎士君　　　　　魔女さん

肉の壁「ここはまかせろ！」
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ブイブイパニック
　最近、セシリア村の特産品ソロイモがブイブイ
たちに食い荒らされててねぇ。　どうやらグルムダール軍の軍事演習で山の自然
が破壊されて食糧不足のブイブイたちがセシリア
平原まで降りてくるようになってきたらしいのよ。
　このままじゃ私たちの生活ができなくなるわ。
　畑を守ってくれないかい？

報酬:200G
騎士 魔法使い 弓兵

イシリア国王からの依
頼

　グルムダール軍が本
格的に我が国に戦争を

仕掛

けて来た。我が軍の主
力部隊は山脈付近で敵

を応

戦することになった。
そこで諸君には、我が

軍が

倒し損ねた敵軍から城
下町を守ってもらいた

い。

　その頃には敵も疲れ
ているだろうが城下町

に進

行されてしまっては我
が国は崩壊してしまう

だろう

　何としても城下町を
死守してくれ。

報酬:1000G

騎士 魔法使い 弓兵

47

 
Making 



 

だいじ EndWorldさん 

きじをかいたひと 3ねん Cぐみ chu2ill 

 

※画面は開発中のものです 

まずこれは何？ 

この記事は調布祭に絶賛出品予定の私 chu2illが作ったゲームを紹介するページです。 

もしこの会誌を取ったときに会場になかった場合はお察しください. 

 

 誰が作ったのよ 

プログラムは私こと chu2ill がドット絵は sakananikuyasai さんに、タイトルロゴとかは

EndWorldさんに制作をお願いしました. 
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どんなゲーム？ 

 

1．カードを投げて         2.カードに攻撃が当たると           3.その攻撃を奪って 

自分の攻撃にできる 

 

上の図のように相手の攻撃を奪いその攻撃を使ってギミックを解きつつステージクリアを目指

すアクションゲー(になる予定)です. 

なんでこのゲームをつくろうと思ったのよ 

1 始まりのプロローグ 

みなさんの中にも知っている人がいるだろう？いるかも知れませんが,今年の初め頃あるアニ

メに登場するあるメガネ時間遡行者(厨二病ではない)に心を奪われまして.それを元にした

ゲームをなにかつくれないかなと思いました.そこで「時間停止ゲー」を作り出そうと動き始め

ました. 

 

2 突然のディスアピア 

ゲームを作っている途中であるメガネの友人(時間遡行者ではない)にこう言われました. 

「時間停止ゲー作っている人他にもいるよ？しかもあっちが先だし」 

／(^o^)＼ﾅﾝﾃｺｯﾀｲ 

 

3 直感のライトトゥモロー 

変なケチが付いてしまいゲームの制作は止まってしまいました.もう別のゲームをつくろうと

思った時先程の友人にこう言われました. 

「お前にとって HMHM(伏字)は時間停止だけの存在か？」 

その言葉でゲームの新たな方針が決まりました.武器を出しまくって攻撃しまくるという. 

 

4 制作のフライジャンプ 
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方針が決まったら後は製作するだけ.新たな技術 class の継承を手に入れ,さかなさん,エンド

ーさんという盟友を手に入れた自分に敵はない(はず). 

 

5 終端のマスターアップ 

もしこの記事を読んでいるときに会場に infernia joker があった場合,無事に制作ができた

ということです.ゲームが完成している未来を信じて…… 

  

終わりに… 

調布祭に展示しているであろう「Infernia Joker」はいかがでしょうか,皆様がお楽しみいただ

ければ幸いです.この場をお借りしてプレーをしてくださった皆様方,ドット絵とロゴを頂いた

sakananikuyasaiさんと EndWorldさんにはお礼をさせて頂きます. 

もし来年も時間があったらゲームをだそうと思っているのでよろしくお願いします. 

 

 

(ちなみに余談) 

infernia jokerの名前の由来は私が好きな歌「inferno」と某ふたりで一つのライダーからと

りました. 
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夢喰いカナウィーメイキング 
  ３C 山崎直樹(@kanawiii) 

ストーリー 

 ここはとある人物の楽しい夢の世界。そんな中にこっそり潜む、夢を蝕む黒い

夢魔。そんな夢魔を討伐するために、妖精カナウィーがいます。 

  

 今日も、みんなの楽しい夢を守るために、人しれずにこっそりと戦い続けます 

 

ゲームの説明  

 
 

操作に関しては開発中なので大きく変わる可能性があります 
マウスとコントローラー対応予定 
ジャンルは未定 
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メイキング 

タイトルの由来は？ 

 お察しください 
 

参考にしたサイトは？ 

「DX ライブラリ 館」でグーグル検索をしてください 
 
ゲーム制作の楽しいですか？ 

いいえ。音ゲーのほうが楽しいです。 
 

ゲーム制作で気をつけた点は 

プレイヤーが変化に弱いことに気をつけました。また、見やすいように、弾の色が、

自機は緑青白系、敵は赤黒系になっています。あと、こっそりと、分かる人には分

かるネタをいれるようにしました。多分普通は分からない。こういうとこが大事。 
 

製作過程 
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なんでゲーム制作をするのですか？ 

カナウィーがかわいいからです。 
 

ゲーム好きですか？ 

 ピアノを含めて音ゲー好きです。最近のゲームでは（といっても２００７年ですが）

スタントマンイグニションというのが好きです。感受性が乏しいのか最近の普通のゲ

ームを面白いと思うことがなくなりました。なんとかしたい。 
 

これからやりたいことはありますか？ 

プログラミング以外をやることです。 
 

ゲーム製作のつらいところは？ 

まじめにゲーム制作すると単位がおちます。まじめにやらないようにしましょう。 
 
ゲーム製作面白そう！？ 

そうですね。私はプログラミングとか苦手なので技術についてはかけませんが、「DX
ライブラリ 館」で検索して、そこの記事を流し読めば、基本的な知識は整えられ

ます。とはいえ、身近にゲーム制作が上手い人がいたら、その人に教わるのが一番

でしょう。 
 

私もこの x68というサークルに入りたい！ 

音ゲーをやってそこそこの成績をとれるくらいがんばってください。君のバイブレ

ーションがととのいますよ。冗談です。私は３年になるまでこのサークルでなんも

やってないしあまり参加もしてないので詳しいことは知らないです。 
 
サークルに入ったからって別に自然とゲームが作れるわけでもないし、体制もそこ

まで整っていないので、真面目にゲーム制作をしたいならばあまり期待しないで自

主的に勉強（プログラムとか絵を書くとか音楽作るとか）したほうがいいです。ま

あ、周りにゲーム制作をしてる人がいたり、プレイしてくれる人がいないと続ける

のは厳しいと思いますけどね…。 
 
最後に 

このゲームを作るにあたってお世話になりました素材サイトに感謝の意を示します。 
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音ゲーをやろう！jubeat(ユビート)編 

2S GYOKAI

〈この記事の目的〉

　主に音ゲーをやったことがない、やってみたい方に向けてKONAMIの音楽ゲー

ム『jubeat』を題材にして初めての音ゲーに親しんでもらうといった感じです。

そのためこの曲をクリアするにはどう練習すればいいか、どうすれば隠し要素

を取得できるのかなどといった実技面、攻略面での具体的な内容はほぼ書くこ

とができません。そういった情報を求める場合はインターネット等を駆使して

調べてもらうことになります、その点ご了承ください。

〈そもそも音ゲーが何かを知らない方へ〉

　音楽ゲームの略でリズムや音楽に合わせてプレイヤーがアクションを取るこ

とによって進行していくタイプのゲームのことです。基本的にプレイヤーが指

定されたリズム通りにアクションを行なっていくことによって得点が加算され

ていく場合が多くなっています。(例：KONAMIの「ビートマニア」・「ダンス

ダンスレボリューション」、ソニーコンピュータエンタテインメントの「パ

ラッパラッパー」等)

〈jubeat(ユビート)って何？な方へ〉

　KONAMIが製作している「4x4に配列された16枚の透明なパネルを、パネルに

表示されるマーカーに従って押していく」ゲームです。マーカーは選択した曲

に合わせて出現します。マーカーをリズミカルに叩いていく

ことで得点がどんどん増えていきます。ちなみに『jubeat』

にはいくつかバージョンが存在し、2011年 9月 15日から順次

『jubeat copious(コピオス)』にバージョンアップされてい

て、おそらくほとんどのゲームセンターはこのバージョンに

なっているかと思われます。操作が他の音ゲーと比べ直感的

なので初心者にも親しみやすいかと思われます。横の写真は

若干見辛いのですが調布アドアーズで撮影した『jubeat』の

筐体の写真です。
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〈音ゲーって何が楽しいの？と思われている方へ〉

　音ゲーには知っているあの曲や、それだけでなく色々なジャンルの曲が用意

されていて、きっとあなたにも気に入る曲が見つかります。更に最初は難し

かったあの曲も練習すればどんどん上達していって達成感も得られます。お気

に入りの曲に合わせてノリノリで華麗にプレイしているうちに心躍って尻引き

締まる！そんな体験してみたいと思いませんか？

〈プレイをするための準備〉

・その一、『jubeat』をプレイできるゲームセンターを探す。

　まずは近くのゲームセンターに置いてあるかどうかを確かめましょう。筐体

(ゲーム機本体のこと)が置いていなければプレイすらできません。知っている

ゲームセンターに置いてあるという方はそのままそこに行って頂くとして、近

くに『jubeat』が置いていない時は最新版である『jubeat copious』のスペ

シャルサイト(URL:http://www.konami.jp/bemani/jubeat/copious/)から設置店

舗情報を調べてみてください。その中から自分の行きやすいと思う条件のゲー

ムセンターを探して下さい。

・その二、<e-amusement pass>を購入する。

　<e-amusement pass>はKONAMI製のアーケードゲームのデータを保存するため

のメモリーカードのようなものです。基本的にゲームセンターにて 300円前後

で売ってあります。店舗によってはカウンターで購入する場合もあるので、と

りあえず店員さんに聞いてみるといいでしょう。

　下の写真のようなカードが<e-amusement pass>です。これとは絵柄が違う

カードや携帯がそのまま<e-amusement pass>として使える場合もあります。

　

　この2つの手順で準備は終了です。後は実際にゲームセンターでプレイする

だけ！
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〈プレイの流れ〉

　《筐体の画面について》

　ここからは筐体にコインを投入してからゲームの流れを操作方法、用語等の

解説を交えつつ追っていきます。

　筐体の画面は横の画像のような4×4のパネルが並んだ

画面と、その上にもう一つ長方形の画面がくっついたよう

な状態になっています。基本的に下の4×4のパネルを

タッチして操作を行うことになり、上の画面には曲名等の

様々な情報が表示されます。

　《筐体にコインを入れると》

　筐体にコインを投入すると、カードをタッチして下さいというような表示が

出るので指示に従って筐体の中ほどにあるセンサーに<e-amusement pass>を押

し付けて下さい。センサーが反応すると<e-amusement pass>が確認されます。

初回時にはデータを記録したりするために使用する暗証番号やプレイヤーネー

ムの入力などがあります。初回時の登録などが済むと「チュートリアルを行い

ますか？」といったようなメッセージが出るかもしれません。それは別にどち

らを選んでも問題はないので好きなようにして下さい。もしそういったメッ

セージが無ければいくつかの確認事項やキャンペーン、今日のチャレンジ楽曲

などの情報が表示された後、曲を選択する画面に移行します。

　《パネルの操作について》

　基本的に曲選択時の画面では、画面に表示されている

曲を直接タッチして選ぶことになります。以下は横の画

像に書かれている数字の付いたパネルの説明です。

・①番のパネルでは、曲のソート方法の切り替え等を行

います。

・②番と③番のパネルでは画面をスライドさせて表示さ

れている曲を切り替えるために使用します。

・④番のパネルは背景やマーカーの設定等で使用されることになります。

・⑤番のパネルは選択した曲をプレイすると決定するためのパネルになります。

また、このパネルは他の場面でも基本的に決定ボタンのような扱いをされるこ

とが多いので覚えておきましょう。

①

②③④⑤
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　《プレイの前に覚えておいて欲しいこと》

　実際にプレイするわけですが、その前に曲を選択するときに注意が必要なこ

とが一つあります。曲を選択する時には選択している曲が緑色の状態になって

いることを確認しましょう。このゲームは一つの曲にそれぞれ 3つの難易度が

設定されていて、それぞれ BASIC、ADVANCED、EXTREMEといった形になっていま

す。この難易度はそれぞれ全体が緑色、黄色、赤色となって表示されています

が、初心者の方は黄色と赤色をプレイするのは避けましょう。緑色であれば基

本的にどの曲を選んでも大差はありません。

　また、プレイをする上でやってはいけないこともここで書いておきます。

(i)筐体を強く叩いたり、殴ったりしてはいけません。

(ii)後ろで人が待っているにも関わらず連続でコインを入れたり、友人や知り

合いなどでプレイを回し合いしたりしないようにしましょう。

(iii)順番待ちなどについては店舗ごとに違うのでお店の指示に従いましょう。

この程度のことを守れば基本的には問題ないかと思われます。

　《いざプレイ！》

　長々と続きましたが、ここからはプレイについて解説していきます。他のプ

レイヤーとのマッチングなどの処理が終わり、曲がスタートすると音楽に合わ

せてマーカーが出現します。これをタイミングよく叩いていきましょう。一つ

マーカーが表示されることを1ノートと呼び、これをタイミングよくタッチす

ると得点がどんどん加算されていくといったシステムになっています。マー

カーには色々と種類があるのですが、基本的にマーカーが画面いっぱいに広

がったり、TOUCHの文字が表示される瞬間にパネルをタッチするタイプが多い

ようです。ノートには判定というものが存在し、それぞれslow･

fast、good、great、perfectの 4段階があり、それぞれの得点比率はslow･

fastが 1ノートの『10%』の得点で、goodは『40%』、greatになると『70%』で、

perfectは『100%』の得点を獲得できるようになっています。判定が良くなる

ほどにエフェクトも派手になるのでそれを指標にするといいでしょう。曲に合

わせてタイミングよくプレイして判定を良くすればよりゲームの得点も上昇し

クリアが簡単になります。

　プレイをしていると気づくと思うのですが、ノートをタイミングよく叩いて

いくと背景に数字が表示され増えていきます。これはコンボと呼ばれるもので、

何回タイミングよくノートを叩くことができたかを表示するもので、これが多

ければ多いほどうまく叩けていると認識して問題ないでしょう。そして、コン

ボを繋いでいくと最初は真っ暗だった背景が段々と色づいて開いてきたように

見えるでしょう。これはシャッターと呼ばれプレイが終了したときに開いてい
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る度合いによって得点が加算されます。これをシャッターボーナスと呼びます。

ゲームの最高得点は100万点なのですが、シャッターボーナスは10万点の配分

があり、非常に大きい要素となっています。これをうまく使えば難しい曲をク

リアする手助けとして活用することもできるので先程の判定と共に意識してプ

レイしてみるとクリアが楽になるかもしれません。

　プレイをして曲が終了するとシャッターボーナスなどを加算してスコアが出

ます。クリアの基準点は 70万点となっており、それ以下だと FAILEDとなりま

す。もし FAILEDだった場合でも、別のプレイヤーがクリアしていると、助けて

もらうことができSAVEDとなりまた次のプレイが可能となります。他のプレイ

ヤーがいなかったりクリアできていなかったりする場合は残念ながら FAILEDと

なりその時点でゲームが終了となってしまうので注意して下さい。ただ、

jubeatは他のプレイヤーと同じ曲であれば難易度関係なくマッチングができる

システムとなっているので余程のことが無いとそのまま FAILEDになってしまう

ことはないでしょう。それらが終わるとまた選曲画面へと移行することになり

ます。

　このような流れを何度か繰り返すと全体のプレイが終了となり、ACHIEVEMENT

ポイントと呼ばれる隠し要素を解禁したりするためのポイントの集計や隠し要

素を解禁するための画面が表示されてゲーム終了となります。隠し要素等につ

いては自分で調べたり実際にプレイしてみて確かめてみてください。お疲れ様

でした。

〈おすすめの曲〉

　『jubeat』をやる上で個人的にやってみて欲しいと思う曲をいくつか挙げて

おきます。　

(Ⅰ)天国と地獄：これは運動会などで聞いたことがある人が多いと思うので馴

染みやすいと思われます。最初のほうにやるのであれば難易度もちょうどいい

かと。

(Ⅱ)ウィリアム・テル序曲：若干曲が加速していって辛いところもあるのです

が、全体としては繰り返すだけの曲なのでそこまで難しくはないでしょう。

(Ⅲ)SUPER∞STREAM：私が好きなだけです。
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〈雑感等〉

　この記事は基本的に周りに音ゲーをやっている人がいない方向けに書いては

いますが、もし友人や周りの人が音ゲーをやっている人がいるのなら是非その

友人の方に教えてもらって下さい。きっと色々と教えてくれるはずです。

　私は音ゲーは慣れが必要となるゲームであると思っています。ですから、一

度プレイして自分には向いてないと思ったりする必要はありません。何度かプ

レイして慣れていってもらえればきっと音ゲーの楽しさがわかってもらえるで

しょう。ちなみに私は去年まで一つも音ゲーをやっているわけでもなく、苦手

だと思っていました。それが今では『jubeat』だけでなく『Dance Dance 

Revolution』などもやっていたりします。人間何にハマるかは意外とわからな

いものですね。

　この記事を読んで音ゲーをやってみようかなと思った方が一人でもいれば幸

いです。

　〈参考URL〉

・jubeat copiousスペシャルサイト

　

　http://www.konami.jp/bemani/jubeat/copious/

・jubeat@wiki

　

　http://www26.atwiki.jp/jubeat/
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Playstation 3

GRAN TURISMO 5
グランツーリスモ5●2010年 11月 25日発売

４度の延期の果てに
５年間の製作と２年の延期を経て、ついに発売されたプレイステーションを代表するシリーズの最新作。

曰く「至極のエンタテインメント」のリアルドライビングシミュレーターはどんなゲームになったのだろうか。

結論から言うと
「グランツーリスモ５（以下ＧＴ５）の開発者は、ポリ

フォニー・デジタルは５年もかけて一体何をやっていたの

だ」。そう言わざるを得なかった。もしも私がＧＴ５以外の

レースゲーを知らず、また自動車がどう動くのかについて

何も知らなかったら私は文句を言わずに済んだかもしれな

い。だが困った事に私は Xbox360 のレースゲーム、Forza 

Motorsport 3（以下 Forza3）のプレイヤーであり、また車

とはどういう構造になっているか知っていたのであった。故

に、不満たらたらでこのゲームの感想を述べるしか無くなっ

てしまったのである。もちろんいい所が何も無いということ

はないのだ。

美しすぎてリアルに見えない車たち
去年私は Forza3 のレビューでブガッティ・ヴェイロンに

ついて語った。2005 年に発売された、お値段約 1 億 8000

万円、最高速度 407km/h のいろいろと化物な車である。こ

の車がＧＴ 5 ではどのように再現されているのだろうか。

ヴェイロンが大好きな人間として、確認しない訳にはいかな

い。なんとかこの車を手にして、写真を撮る。うーん、さす

がグランツーリスモ５、実写さながらなわけが……ない！　

こんな、カクカクと角がよく見える車がリアルに見えるわけ

がない！　ヴェイロンはもっと、丸い！　分かりやすさの為

に、一部分を切り出して画像をお見せしよう。また、比較の

▲俺のヴェイロンがこんなに角張っているわけがない（ＧＴ５）

▼こういうのでいいんだよ　こういうので（Forza3）

ために、下に Forza3 のヴェイロンの同じ部分の画像を出す

ことにする。

ＧＴ５には約 200 台のプレミアムカーと呼ばれる車が存

在する。最上部に据えた画像の手前に写っている青いレース

カー、架空機レッドブル・X2010 に代表されるような非常

に精密で美しくモデリングされた車である。そして約 800
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台のスタンダードカーが存在している。先述した、非常にカ

クカクしたヴェイロンもこれに属する。つまり、グラフィッ

クの良さを宣伝しておきながらこのゲームの収録車種の 8

割はお世辞にも美しいとは言い難いモデリングの車である。

先程「非常に精密で美しい」と言ったプレミアムカーだが、

実はこの表現は正しくない。代表的なのはこれまた私の好き

な車の一つアウディ・R8 である。下の２つの車の画像を見

ていただきたい。

左が通常の R8、右がその V10 バージョンである。違う２

つの車のエンジンを写しているはずなのに、同じエンジンに

見える。別に画像選択の間違いをしているわけではない。ゲー

ム内でのモデリングが間違っているのである。このゲームの

アウディ・R8　V10 のエンジンは V8 である。車に詳しい

人には意味不明のセリフである。プレミアムカーですら変な

モデリングという例はこれに留まらない。続いて出てくるの

はやっぱりプレミアムカーの日産・スカイライン GT-R R34

である。見た目にはなにも違和感はなく、正確にできている

ように見える。今作からグランツーリスモは横転をシミュ

レートするようになった。ではひっくり返してみよう。

▲ＧＴ５のアウディ・Ｒ８とそのＶ10バージョンのエンジン部

▲GT-Rの裏面の一部を拡大。「Thanks for finding this!」……？

なんだこれ。実際の GT-R にはこんな文字が入っているの

だろうか。いやそんなことはない。こちらはモデリングミ

スというより手抜き工事の隠蔽である。画像を所持してい

ないが、もともとこの GT-R の裏面には別の文字が入ってい

た。「AUTOart」という文字である。AUTOart 社はアメリカ

に本社を置くミニカー製造会社の名前である。そう、ＧＴ

５ではミニカーの裏面をスキャニングしたものをそのまま

使っていたのである。なお、ゲームのスタッフロールにこ

の AUTOart の名前は一切出ておらず、この会社の日本支社

はこの件に関して「そのような話は聞いた事がありません。

いま初めて聞きました。こういう件に関しては、ソニーさん

に聞いたほうがよいかもしれません」とコメント [1] してい

た。そしてアップデートによりテクスチャが変更。AUTOart

という現実の車には絶対入っていない刻印の代わりに「探し

てくれてありがとう」というやっぱり現実の車には入ってい

るはずがない刻印が入った。

まあ、ミニカーをスキャニングした裏面でもスタンダード

カーの裏面よりはましである。スタンダードカーをひっくり

返すとこうなる。

▲ブガッティ・ヴェイロンの裏側

ミニカーの刻印どころかただの板が出てきた。そしてもう

一つ突っ込みどころが出てきた。一般的にはタイヤとはゴム

チューブの円環のはずである。にもかかわらず、なぜかこの

ゲームのタイヤは車の内側方向が埋まっている。どういうわ

けか知らないが、リアルとは一体何だったのだろうかという

気分にさせてくれる。なおこのタイヤはスタンダードカー・

プレミアムカーにかかわらず出現する漬物石風物体の為、少

なくともモデリングのミスや手抜き工事というわけではない

ようである。

コンシューマーゲーム史上最高品質の煙の功罪
ＧＴ５には、ダートとスノーが存在する。わかりやすくい

うと土と雪の上での走行という要素があるということであ

る。当然、綺麗なアスファルトの上を走るのと違い高速で土

の上を車で走れば土煙が発生する。このゲームにおける煙の

量と迫力、そして動き方はおそらくこれまでのコンシュー

マーゲームで最高である。どういう技術を使ったのかはわか

らない。これまでの３Ｄレースゲームでは煙の表現というの

はせいぜい、煙っぽい雰囲気の２次元の一枚絵を車の後ろに

浮かべている程度である。ＧＴ５の煙は格が違う。ビルボー

ド数枚浮かべて表現されているものとは格が違う。厚い煙を

４輪から発生させて猛烈な勢いで土を雪を疾走する自動車を

撮影するのはこのゲームの優秀なフォトモードが最も輝くシ

チュエーションの一つである。次ページの画像を見て欲しい。
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素晴らしい写実性だと思う。もともと色使いが優秀なゲー

ムなだけあり、プレミアムカーならば実にいい画像を撮るこ

とができる。しかしそれとて完璧ではなかった。印刷の都合

で見えない可能性があるので別の例を用意した。

▲ダートを行くインプレッサ。境界線上の不自然。

お分かりいただけるだろうか。車と後ろの土煙の境界が驚

くほどギザギザなのである。ゲームプレイ中に処理を軽くす

るために汚い結果が生成されてしまうならまだしも、何故時

間をかけて画像を処理することが許されているはずのフォト

モードで汚い煙が表示されてしまうのだろうか。本当にこれ

ばかりは理解出来ない。ダート走行に限らずドリフト時に発

生する煙でも同様に迫力ある、そしてギザギザの煙が生まれ

てしまうだけに、本当にもったいない部分である。

目が肥えていれば肥えているほど感じる処理落ち感
fps、フレーム・パー・セカンドとは１秒あたり何枚画面

内で絵を書き換えているかを示す数字である。テレビゲーム

においては fps は 60 で設定されているものが多い。特に精

密な動きを求められるゲームでは 60fps は固守するべきも

のである。例えば、この X680x0 同好会が得意とする 2D で

のシューティングというジャンルは 60fps でなければなら

ない、みたいな暗黙の了解がある。3D のゲームでも基本的

には 60fps で有るべきとされているが、30fps で出されてい

るものも無くはない。人によってはこの 30 か、60 かとい

うことに大きくこだわるのである。私にはあまり差がわから

ないのだが。話がそれたが、このＧＴ５は基本的には 60fps

であるとされている。だが、実際には 60fps を維持できて

いないのがこのゲームの現実である。

あるサイトの調査によると、ゲームプレイ時で晴天時の平

均 fps は理想値より約３低い 57.110fps、最も負荷のかかる

状態では 48.5fps まで低下するという。これに夜間のライト

処理や雨が加わるともっと酷い。平均値は 55.288fps まで

低下、最低値としては 35.5fps を記録するという。

ではリプレイではどうだろうか。リプレイにおいては可

能な限り美しいビジュアルを確保すべく、fps はその半分、

30 と決められている。そしてここでやっぱり 30fps を維持

できないのがＧＴ５なのである。平均値そのものはそれほど

下がらないものの、前述のダートやスノーの状態では最低

値は脅威の 18.5fps。さすがにここまで低下すると 30fps と

60fps の差がわからない目の悪い私でも違和感を覚えるもの

である。

もう一つ、私にとってはどちらかというとこちらのほうが

気になる問題。それがティアリングである。聞きなれない言

葉だと思うので非常に大雑把に説明すると、画面が横にずれ

る現象である。と言われてもまだわかりにくいと思うので、

説明のために図を用意した。左側が正常に表示されている図

雪を巻きあげてゆくランエボ
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である。

▲左が正常な図。右がティアリングの発生した図。

映像を処理する時になんらか異常が発生し、書き換えるべ

き図が一部書き換えられずに残ってしまう。厳密な説明では

ないが、これがティアリングである。今回作った例では、下

半分は同じ図ながら右の図では上半分だけ書き換えられてい

る。この真中付近で映像が分裂する現象が、ＧＴ５では程度

の大小はあれほぼ常に発生しているのである。聞いたところ

によるとティアリングが発生するかどうかは垂直同期が正し

く取られていないことが原因の一つとなるらしい。おかしい、

ポリフォニー・デジタルは今やソニー・コンピュータエンター

テイメントの子会社のはず。ＰＳ３でのゲーム開発において

はどこよりも詳しいはずなのに、しかも５年間も開発してい

たのに、なぜこんなことが起こるのだろう。

ピットクルーは超能力者
前作グランツーリスモ４から追加された要素に、リアルな

ピット作業、というものがある。詳しい説明はしらけられる

だけなので省くが、まあ早い話がレース中に給油やタイヤの

交換やドライバーの交代を行う作業である。私の場合ＧＴ５

以前にやっていたゲームはピット作業をろくに再現する気の

ない Forza3 だったため、初めて車がタイヤ交換されていく

光景を見たときには感動したものである。しかしその感動も

一夜の夢であったと言わざるを得ない。以降の画像は、ＧＴ

5 での X2010 ピット作業の様子である。内容は給油とタイ

ヤ交換だ。前提としてこのことは把握しておいて頂きたい。

X2010 の側面は、前輪後輪ともにタイヤのあるべき場所

をカバーで覆っている、ということを。

▲作業開始、どこもおかしくはないように見える

▲何の支えも無しに浮き上がる車、そして外したはずのタイヤが残る右前輪

▲見辛いが左前輪、タイヤカバーを外すこと無くタイヤを交換している

▲左後輪、タイヤカバーの中央部をネジ締めをしている

▲タイヤ交換作業完了、支えなく浮いていた車は地上へと戻った

▲画面左上、給油しているはずの人はなぜか車から離れたところにいる。

知人のＧＴ４ユーザー曰く、「ＧＴ５のピットは劣化して

る」とのこと。どうしてこうなった……？
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風呂に入っている運転席
グラフィックの話はこれぐらいにして、音の話をしよう。

エンジン音に関してはそれほど不満はない。理由？　私自身

が車を持っていないので特に文句を言える立場にないから、

である。問題はどちらかというとクラッシュした時の音とス

キール音にある。まずクラッシュ時の音が非常に不自然であ

る。発売直後、YouTube にアップロードされたＧＴ５のク

ラッシュ音に関して論ずる動画において「バスタブを内側か

ら叩く音」という表現がなされた。まさにそのとおりの音で

クラッシュするのがＧＴ５である。ガラスの割れる音も、金

属のぶつかり合う音もない、ただ浴槽を蹴ったような音がす

るのだ。少なくともリアルには聞こえない。

続いてスキール音。タイヤがアスファルトと激しく擦れる

ことによってなる音だ。これはテレビ番組なんかでも聞くこ

とが出来るためどれだけリアルか確認できるのだが……これ

も変である。現実よりもやけに音が低く、どれだけ激しく擦っ

ているかにかかわらずほぼ一定のスキール音が鳴っている。

取材不足か、それともシンセサイザーで作った音か。どちら

にせよ、リアルと言うには不足である。

昔のＲＰＧのモッサリ感を目指したレベル設定
ＧＴ５の経験値稼ぎは、文字通り作業である。そこにゲー

ムらしい遊びは一切存在しない。いつもと違ったサーキット

の走り方をするなどして遊ぶ要素はあるだろう？　いや、そ

の解決法は見当違いである。なぜならその経験値稼ぎにプレ

イヤーの操作は一切必要ないのだから。最も作業的な経験値

稼ぎを要するのは B-Spec、即ちコンピューターに運転を任

せてレースをさせるモードである。A-Spec、自分で運転する

レースは何度ものアップデートを経て随分経験値を稼ぎやす

くなった。だが B-Spec はあれだけアップデートをされたは

ずなのに長い長い経験値稼ぎをしないと新たなレースに参加

することができないという有様である。現在、私のデータで

は B-Spec は次のレースに必要なレベルが 40 に対してレベ

ル 36。計算上、最も経験値を稼ぐことのできるレースを繰

り返しても最低 5 日間ＰＳ３を連続作動させないとレベル

40 には至れないことになっている。ＰＳ３が焼け死ぬ。こ

の面倒極まりない作業はどうやら意図的に成されたゲームバ

ランス設定によって成り立っているようである。プロデュー

サーの山内一典氏がそう語ったのだから、間違いないだろう。

ひどい話である。私は今非常に迷っている。５日間ＰＳ３を

オーバーヒートの恐怖と闘いながら動かすか、それともレベ

ル上げ作業を諦めるか。個人的には後者のほうが電気代がか

からない分マシな気がする。本当に、誰が得するバランス設

定なのだろうか。

• 長々としたゲームプレイ時間→修理依頼が充実（オー

バーヒート）→工賃が豊かなので利益も良い→新作の資金が

できる

•さっくりと完遂できるゲーム→修理依頼が来ない→懐が

寂しくなって株価にもでてくる→会社がいくえ不明

といったところだろうか。

またアップデートだよ（笑）
ＧＴ５が発売されて一年が経とうとしている。そして未だ

にアップデートは終わりきっていない。初期バージョンから

の合計ファイルサイズは２ＧＢを超えているが、相変わらず

このゲームのアップデートにはバグ修正が含まれている。５

年間かけて制作しておいて、さらに発売からは１年が経過し

ているのに、なぜ未だにメジャーなバグが消えていないのだ

ろうか。つい先日も未修正のバグを発見した。下の画像を見

て欲しい。度々出番のある X2010 の運転席の画像である。

この X2010 は時速 150km から加速しつつ右に曲がろう

としている。しかしながらハンドルは左に少し傾いて固定さ

れおり、手だけが単独で、まるでパントマイムでもやってい

るかのように右に左にと動いているのだ。この現象はレース

中ずっと続いた。車がどういう状況にあろうとハンドルは左

に傾いた角度で固定、動くのは手だけである。調べてみたと

ころどうやらこのバグは報告されていない。バージョンは撮

影時点での最新版である。１年経ってなお目に見える不具合

が出てくるのがＧＴ５というゲームである。

写真だけは
さんざん文句を言ってしまったが、スタンダードカーの存

在とアウディ・R8 のモデリングミスと GT-R の裏面と煙の

ギザギザ感と処理落ちとティアリングとピットインの不自然

さと一部効果音の不自然さと経験値稼ぎの手間と未だに消え

ないバグの事を見なかったことにすれば、大変面白いゲーム

である。ほとんどを見なかったことに出来る場所、それは写

真撮影。その本気の実写と見紛う画像を掲載して、この記事

▲手とハンドルの位置関係にご注目ください
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の締めとしよう。

参考文献
•[1]山元 八蔵 ．“垂直同期とティアリング”．Direct2D 入門．

（オンライン），入手先<http://www.tkzdev.net/?p=87>，

（参照2011年9月24日）． 

•[2]ps360．“GRAN TURISMO 5 フレームレート分析”．ゲー

ムはきままに．．．．．．（オンライン），入手先<http://

blog.livedoor.jp/ps360/archives/51644734.html>，（参照

2011年9月24日）． 

•[3]ロケットニュース24．“『グランツーリスモ5』の車体

にミニカーと同じ刻印が！ ミニカー会社「知りませんでし

た。初めて聞きました」”．ロケットニュース24（β）．

（オンライン），入手先<http://rocketnews24.com/2010/1

2/07/%E3%80%8E%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E

3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%

A25%E3%80%8F%E3%81%AE%E8%BB%8A%E4%BD%93%E

3%81%AB%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%82%AB%E3%83%

BC%E3%81%A8%E5%90%8C%E3%81%98%E5%88%BB/>，

（参照2011年9月24日）． 

•[4]GRAN TURISMO 5 (グランツーリスモ5) 攻略Wiki．“経

験値稼ぎ”．GRAN TURISMO 5 (グランツーリスモ5) 攻略

Wiki．（オンライン），入手先<http://alphawiki.net/gran-

turismo5/index.php?%B7%D0%B8%B3%C3%CD%B2%D4%A

4%AE#hed72460>，（参照2011年9月24日）． 

•[5]GRAN TURISMO 5 (グランツーリスモ5) 攻略Wiki．“バ

グ・不具合等”．GRAN TURISMO 5 (グランツーリスモ5) 攻略

Wiki．（オンライン），入手先<http://alphawiki.net/gran-

turismo5/index.php?%A5%D0%A5%B0%A1%A6%C9%D4%B

6%F1%B9%E7%C5%F9>，（参照2011年9月24日）． 

73

 
Review 



人はどれだけ矢印を踏めるのか？～耐久 DDR 踊れ！足が折れるまで！～

著者: Iselix 協力: shaldhia� �
DanceDanceRevolution(以下 DDR)は体を使って楽しむ体感ゲームです。健康に気をつけ、少

しでも異常を感じたらすぐにプレイを止め、無理なプレイをしないようにしましょう。
足が折れるまで踊る1なんてもってのほかです。� �

自分がよく行くゲームセンターに、プレイ毎にお金
を入れる一般的なものでなく、時間毎にお金がかかる
時間制の場所がある。そこは基本単位は 15分 100円だ
けど、長時間利用する場合にはちょっとお得な 2時間
パック、などというような料金体系を備えている。で、
何気なく料金表を見ていたら 24時間パック、なんて恐
ろしいものがあった。いったいどこの誰がこんなパッ
クを使うのだろうか……。
みたいな話を shaldhiaにしたところ、ならそのパッ

ク使ってみようぜ！ってことで耐久DDRの企画が持
ち上がってしまったのだった。
せっかくなので何か目標を立てよう、という話になっ

たときに、いつも 2時間パックを使うと DDRの消費
カロリー2が 1000kcalくらい行くよ、見たいな話をし
たところ、じゃあ 24時間パックなら 10000kcalくらい
余裕で行くんじゃね ？ という話になったので、今回
は目標を「表示消費カロリー 10Mcal(10000Kcal)」と
した。

0:00(開始から-10 時間 40 分) 既に耐久は始まっ
ている。翌日に十分な体力を付けるために今日は十分
睡眠時間を取り、明日に備えるのだ。おやすみなさい。

3:30(開始から-7時間 10分) Minecraft3楽しいで
す^q^。

8:00(開始から-2時間 40分) 起床。結局いつもと
睡眠時間変わらないじゃないか……。

9:50(開始から-50分) 駅で shaldhiaと合流。近く
のスーパーマーケットで物資購入。紙コップや軽食、
飲み物など。

• 麦茶 2l
• スポーツ飲料 2l
• コーラ 1.5l

10:40(開始！) 24時間コースで受付完了。DDRプ
レイ開始。

1“撃て ！ 指が折れるまで ！ ”ってコピーのシューティングが
あった気がしてこのタイトルにしたけど、ぐぐっても出てこなかっ
た。どうやら、せがた三四郎の「指が折れるまで」と混同してた模
様

2DDR のプレイ終了後に、今回のプレイの様子とあらかじめ入
力してある体重から消費カロリーを推定してくれる、という機能が
ある。ちなみに、ある友人は体重を入力するときに 1桁間違えて入
力してしまい (60kg と入力するはずが 600kg と入力、というよう
な感じ)、毎回の消費カロリーに恐ろしい値が表示されていたのもい
い思い出です

3ブロックを壊して積んだり、夜の闇を恐れて高いところに登っ
たり、ゾンビや骨と戯れたり、建築物が突然爆破解体されたりする
箱庭サバイバルゲーム。廃人続出。最近バージョンがあがって新要
素が増えてもっと大変なことに……

11:00(20分経過) 2クレほど、いつも通りお互い
に適当に選曲してやってみたけど、気分転換に未だに
クリアできていない Power Pushコース4 を選択。

11:10(30分経過) 結果は 2人とも 1曲で閉店とい
うひどい事態に。この企画でコースを選択してはいけ
ないことを学ぶ。
ここで、このままお互いに選曲しあうことを続ける

と体力がなくなるより前に選曲する曲が無くなる疑惑
が持ち上がる。そこで、ここからは機械的に選曲する
方針に変更。選曲法は次の通り。

• シリーズソートで X2フォルダから順番にフォル
ダ内の曲を選曲

• 2人ともプレイ済みの曲は除外
• 難易度は 10以上、または最高難易度

早速 X2フォルダを埋め始める。

12:20(1時間 40分経過) 昼食として買ってあった
軽食 (ランチパック ゼリーフライ)を食べつつ休憩。

12:35(1時間 55分経過) 昼食を食べ、ちょっと休
憩しつつ水分補給をしていたら麦茶 (2l)がなくなって
いた。まだ 2時間も経ってないのに……。

13:00(2時間 20分経過) 30 曲ほどプレイしたと
ころで無事に X2フォルダの曲すべてはプレイ済みに
なった。X2フォルダは今作の新作曲が入ってるフォル
ダなので、2人ともプレイ済みの曲が多かった。今回
プレイした曲のうち大半は版権曲6だった。

早速 X2フォルダの次のフォルダである Xフォルダ
に移行する Iselixと shaldhiaだったが、Xフォルダに
は X-Specialという魔物が待ち構えていることに今は
まだ知る由も無かった……。

X-Specialシリーズ� �
シリーズ 11作目である DDR Xの隠し曲。過去のボス曲7の

譜面がアレンジされている。また、難易度が CHALLENGE

の 1種類しかないため、用意された難易度しか選択できない。

つまり、高何度の曲をやらざるを得なくなるのだ� �
4難易度 8～10程度の曲で構成された版権曲主体のコース。とこ

ろどころに回転譜面5があるおかげで、ライフ 4なのに回りたくなっ
てしまい、未だにクリアできていない

5完全に画面から背を向けるようにすると踏みやすい譜面のこと。
例えば←、↓、→、↑というような譜面の場合、反時計周りに回る
と踏みやすい

6コナミが版権を持っていない楽曲のこと。洋楽や J-POP 等が
あたる。ライセンス曲とも。対義語はコナミオリジナル (コナオリ)
曲
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13:20(2時間 40分経過) Xフォルダに入ってから
さっそく 2曲目で AFRONOVA (X-Special)に遭遇。
幸いなことに難易度は 13とそこまで高くないので無
事にクリア。

AFRONOVA� �
シリーズ 3作目、DDR 3rdMIXで追加。BPM200という早

い BPM8と交互踏み9しづらい難所部分で多くのプレイヤを

苦しめた。難所部分の踏み方は “アフロ踏み”と名前がつくほ

ど有名� �
13:40(3時間経過) 1 Dance Dance Revolution (X-

Special)クリア。難易度 13とこれもそこまで高くない
ので無事クリア。

スポーツ飲料 2l撃墜。コーラ 1.5lを実践配備。
Dance Dance Revolution� �
シリーズ 8 作目、DDR EXTREME で追加。アーティスト

表記は DDR ALL STARS。DDRはこの EXTREMEで終

了となったため、シリーズ最後の曲として製作された。一時

は終了した DDR だったが海外では好評であったため、その

3年半後である 2006年 7月に DDR Super NOVAとして復

活し、現在の DDR X2 までシリーズが続いている。今度は

できるだけ長く続いて欲しいものである� �
15:10(4時間 30分経過) 3、4つ目のの X-Special

である MAX300 (X-Special)、MAXX UNLIMITED
(X-Special)に遭遇。それぞれ難易度 17と 18。こんな
のクリアできるわけ無いだろ……。�MAX300 �

シリーズ 6 作目、DDR MAX で追加。通称ヨロロ。語源

は beatmania IIDX の曲名表示 LED で 300 の部分がそう

見えたため。名前どおりの BPM300という超高速曲。高速譜

面を見切るための認識力、大量の矢印を捌くための体力が必

要になるため、上級者への登竜門的な楽曲である。DDR X2

でも足龍以上の称号を得るためにはMAX300を 70万点以上

でクリアする必要があるので10、現在でも文字通り “登龍門”

として中級者を苦しめている。余談だが、MAX300はMAX

やまびこ号と 300 系の新幹線の名前を取ったもの11らしい。

シリーズタイトルからじゃないのか……。� �
7そのシリーズの中で特に難しい曲のこと。たいていの場合はプ

レイするのに特定の条件を満たす必要がある場合が多い
81分間にリズムを何拍打つかを表す数字。Beats per minuteの

略。DDR では BPM120 前後の曲が多いが BPM65 といった低速
曲や BPM300を越す高速曲、BPM100から BPM573まで変化す
る曲など多様な曲が多い

9左足、右足、左足と交互に違う矢印を踏む踏み方のこと。対義
語は同じ足で連続した違う矢印を踏む “スライド”。譜面によっては
交互踏みをすると画面に背中を向ける必要があるが、そのときにス
ライドをすることで常に画面を正面にすることができる。しかし、
スライドを多用すると交互踏みに比べて体力がより消費される点に
注意。時には画面を正面に向けない勇気も必要

10他の曲を使う方法もあるが、MAX300 を使う方法が一番条件
を満たしやすい、といわれている

11作曲者 (NAOKI) の Twitter より。http://bit.ly/rev1ap、
http://bit.ly/r7iWrW

MAXX UNLIMITED� �
シリーズ 7作目、DDR MAX2で追加。MAX300の派生曲の

ひとつ。この曲を元にアレンジされた “桜”が beatmaniaIIDX

8th styleに収録され、後に DDR EXTREMEにも移植され

た。この曲の X-Specialは他の X-Specialの中でも最難と言

われ、難易度も当時最高の 18 である。� �
15:15(4時間 35分経過) コーラ 1.5l撃墜。飲み物

の補充するために買い物へ。

15:40(5時間経過) 飲み物追加完了。

• ウーロン茶 2l
• スポーツ飲料 2l
• コーラ 1.5l
• 水 1ガロン

15:50(5時間 10分経過) Xフォルダの 31曲目で
ある On The Breakを何とかクリア。フォルダ内はア
ルファベット順にソートされているので、次は Pから
始まる曲である。……そう、Pから始まる、アイツが
待っているのだ。

PARANOiA� �
初代 DDR のボス曲で、多くの派生曲を生み出した。シリー

ズを代表する楽曲といっても過言ではない。今見るとそう早

くない BPM180だが当時は最速を誇り、他の高難度曲の難関

部分を寄せ集めた譜面は多くのプレイヤーを苦しめた。派生

曲によっては ‘i’が小文字だったり大文字だったりと表記がぶ

れることも。X-Specialは以下の 5種類が存在する。つまり、

X-Special を 5 曲連続でプレイする必要があるのだ……。
• PARANOiA (X-Special)

• PARANOiA MAX -DIRTY MIX- (X-Special)

• PARANOiA Rebirth (X-Special)

• PARANOIA EVOLUTION (X-Special)

• PARANOiA ETERNAL (X-Special)� �
16:25(5 時間 45 分経過) 辛くも 5 曲の連続した

PARANOiAシリーズをクリア。消費カロリー2000kcal
突破。

17:00(6時間 20分経過) 10曲目のX-Specialであ
るSP-TRIPMACHINE～JUNGLEMIX～(X-Special)
をプレイ。難易度は 11 とそこまで高くないものの、
PARANOiAのダメージをまだ引きずっている……。�TRIP MACHINE �

PARANOiAと並ぶ初代DDRのボス曲。PARANOiA

同様、多くの派生曲が作られた。X-Special となった派生曲

は以下の 3 種類。
• TRIP MACHINE (X-Special)
• TRIP MACHINE CLIMAX (X-Special)

• SP-TRIP MACHINE～JUNGLE MIX～ (X-Special)� �
18:30(7時間 50分経過) 11、12曲目のX-Special

であるTRIPMACHINE CLIMAX (X-Special)、TRIP
MACHINE(X-Special)をプレイ。難易度はそれぞれ 14
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と 11。片方の難易度はそこまで高くないものの、連続
して X-Specialはやはりきつい……。

19:00(8時間20分経過) 消費カロリー 3000kcal突
破。このあたりで 10Mcal達成が困難そう、という事実
に気がつき始めたので、5Mcal突破に目標を下方修正。

19:40(9時間経過) Xフォルダもほぼ埋まり、もう
山場は無いな。とか言っていたら最後の最後で 13曲
目の X-Specialである革命 (X-Special)に遭遇。難易
度 14と高めの難易度ながら、なんとかクリア。Xフォ
ルダの有終の美を飾る。
革命� �
シリーズ 7作目であるDDR MAX2で追加。ショパンによるク

ラシック曲「革命のエチュード」のアレンジ。beatmaniaIIDX

7th style にも収録。� �
Xフォルダを埋め終わったことでもう X-Special曲に
怯えることも無くなった。と思いきや、SuperNOVA2
にはグルーヴレーダースペシャル楽曲が待っていたの
だった。�グルーヴレーダー �

DDRは譜面の傾向を 5種類の要素の数値で表している。
それぞれレーダーの最大は 100 だが、最大値は 200。100 を
超えた分は五角形のレーダーをはみ出す。
• STREAM 譜面の平均矢印量を表す。
• VOLTAGE 譜面の最大密度を表す。これが高い譜面は
コンボが切れやすく、フルコンボを狙いづらい

• CHAOS 譜面の変則性を表す。譜面停止やソフラン12が
多いと高くなる

• AIR 譜面の平均ジャンプ数を表す。同時押しやショック
アロー13等、ジャンプが多いと高くなる

• FREEZE 文字通りフリーズアロー14で踏んでいる長さ
を表す

DDR SuperNOVA2にはそれぞれの要素に特化した曲と、全

ての要素を含んだ曲の計 6 曲のスペシャル曲が存在する。こ

れは X-Special と同様に難易度 CHALLENGE しか存在し

ないため、選択の余地が無い……� �
そして、早速SuperNOVA2フォルダの 2曲目にAM-

3P -“CHAOS”Special-と遭遇したのであった。�AM-3P -“CHAOS”Special- �
DDR 2ndMIX で追加された AM-3P の CHAOS 特化

譜面版。ではあるが、実際には CHAOSが一番高い譜面は文

字通り “CHAOS”という曲である。不憫な子……。というか、

12曲の途中で BPMが変化し、譜面の流れる速度が変わる譜面の
こと。BPMが変化しないが譜面速度が変わる場合も “ソフラン”と
いう場合もある。語源は beatmania IIDX の SOFT LANDING
ON THE BODY という曲の略称

13踏んではいけない矢印のこと。この矢印が来たときにパネルを
踏んでいるとミス扱いになり、コンボが切れてしまい、一瞬譜面が
見えなくなってしまう。ビリビリした 4方向の矢印が横一列に並ん
だ見た目から、このシステムを知らない人はすべてのパネルを同時
に踏む譜面だと勘違いしやすい。DOUBLE PLAY15だと 8個の矢
印が横一列に並ぶため壮観である。DDR X から追加された

14一定時間踏み続けなければならない矢印のこと。似たものに
beatmania IIDXのチャージノートがあるが、それとは違いこちら
は終了時に判定が無く踏みっぱなしでよい。また、一瞬ならパネルか
ら足を離してもミス扱いにならない。このシステムを知らない人は
これを一定時間連打し続ける矢印だと勘違いしやすいが、このゲー
ムではバチは使いませんよ。DDR MAX から追加された

151P、2Pの両方の 8個のパネルを使ってプレイするモードのこ
と。DP とも。対して通常のモードを SINGLE PLAY、SP とも。
SP と比べ大きく動く必要があり、よりいっそう交互踏みが重要と
なる

CHAOSは前バージョンである DDR SuperNOVAで追加さ

れた曲じゃないですか！なんでそれより低いのに “CHAOS”

Special にしちゃったんですか ！ ちなみに AM-3Pの語源は

コナミ AM(アミューズメント)第三開発研究部の略称らしい� �
難易度 13とそこまで高くないため、危なげなくク

リア。

20:10(9時間 30分経過)) 2、3曲目のスペシャル
曲であるB4U - “VOLTAGE” Special-、BRILLIANT
2U-“STREAM” Special-に遭遇。両方とも難易度 13。
高めではあるけれどクリアできないほどではない。

B4U - “VOLTAGE”Special-� �
DDR 4thMIX で追加された B4U の VOLTAGE 特化譜面

版。DDR 2ndMIX で追加された BRILLIANT 2U の後継

曲。って、同バージョンのプリン16よりも VOLTAGE値低い

じゃないですか……� �
BRILLIANT 2U- “STREAM” Special-� �
DDR 2ndMIXで追加されたBRILLIANT 2Uの STREAM

特化譜面版。こちらも前バージョンの Fascination MAXXよ

りも STREAM 値が低い……� ��Plute Relinquish �
DDR SuperNOVA2 で収録。通称プリン。難易度の表

記の色にちなみ、難易度 DIFFICULT は苺プリン、難易度

EXPERTは抹茶プリン、難易度 CHALLENGEは紫芋プリ

ン等とも呼ばれる。DDR SuperNOVA2 には太陽系の各惑

星にちなんだタイトルの楽曲が含まれており、この曲は文字

通り冥王星をあらわしている。しかし、DDR SuperNOVA2

が稼動した 2007 年の 1 年前である 2006 年に冥王星が惑星

から準惑星へと分類が変更されたことにちなみ、冥王星をあ

らわしている Pluteとこの曲の 2曲は他の惑星曲とは解禁条

件が異なっていた。Relinquish(放棄する) というネーミング

もこのことをあらわしている。紫芋プリンは後述のペンタエ

ンドや PARANOiA ～HADES～と共に最高難易度 18 を誇

り、DDRシリーズの最難関曲と呼ばれていた。現在 (X2)は

難易度 19 の Valkyrie Dimension が最難関曲と呼ばれてい

る。ちなみに、現在 (X2) 難易度 19 の曲はこの 1 曲のみで

ある� �
20:20(9時間 40分経過) 4曲目のスペシャル曲は

D2R -“FREEZE” Special-。難易度 12 とこれも難し
くない。けれど、メンテナンスが行き届いてないこの
DDRでは少しでも油断するとフリーズアローが切れ
てしまうので難易度以上の難しさである。

D2R -“FREEZE” Special-� �
シリーズ 7 作目である DDR MAX2 で追加された D2R の

FREEZE 特化譜面版。こちらは正真正銘 FREEZE 値が最

大の 200。� �
16Plute Relinquish の略称。詳しくは本編参照
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20:30(9時間 50分経過) 5曲目のスペシャル曲で
ある DEAD END -“GROOVE RADAR” Special-に
遭遇。難易度 18。二人とも最初の低速地帯で閉店17。
できるかっ ！ こんなもん ！

DEAD END -“GROOVE RADAR” Special-� �
DDR 3rdMIX で追加された DEAD END のグルーヴレー

ダー特化譜面版。全ての要素がほぼ 100 という狂った譜面と

なっている。レーダーが五角形を描いているので、ペンタエ

ンドとも呼ばれる。� �
ペンタエンドで二人仲良く殺されたところで夕飯に

向かう。

21:40(11時間経過) 夕飯を食べ、夜食に軽食を買
い足して戻る。

21:50(11時間 10分経過) 最後のスペシャル曲は
DYNAMITE RAVE -“AIR” Special-。AIR Special、
つまり最初から最後まで同時押しのオンパレードでひ
たすらジャンプさせられる曲、ということだ。難易度
は 8、……8 ？ なんだ、楽勝じゃないですか ！

DYNAMITE RAVE -“AIR” Special-� �
Wii で発売された DDR Music Fit に追加され、DDR Su-

perNOVA2に追加された DYNAMITE RAVEの AIR特化

譜面版。こちらも正真正銘 AIR値が最大の 200を誇る。って、

グルーヴレーダースペシャルのうち値が 200なのって AIRと

FREEZE の 2 個しかないのかよ……� �
とか言ってたけど、疲労が蓄積した足と夕飯に食べた
ハンバーガーとオニオンリングのせいでジャンプがき
つい……。

22:40(12時間経過) 水 1ガロン撃沈。

24:00(13時間 20分経過) SuperNOVA2フォルダ
完了、そして消費カロリー 4000kcal突破。

ここで日付が変わってしまい、表示消費カロリーが
リセットされてしまったのでここで耐久をやめてもよ
かったのだけれど、SuperNOVAフォルダの様子を見て
みると意外と難関曲は埋まっている感じだったので18、
せっかくだから SuperNOVAフォルダも埋めることに
する。二人とも足に蓄積したダメージは大きいものの、
そんなに曲数もなさそうだし、割とすぐに終わるし大
丈夫だろ、たぶん。

25:30(14時間 50分経過) 烏龍茶 2l撃墜。28曲プ
レイ。……意外と曲数あるな。

26:25(15時間 45分経過) コーラ 1.5l撃墜。32曲
プレイしたけれどまだ先は長そう……。飲み物が底を

17ゲージが無くなり、強制的にプレイが終了すること。DDRでは
矢印を踏むとゲージが増え、踏めないとゲージが減っていく。ゲー
ジがなくなるとゲームオーバーになり、上からシャッターが下りて
くる演出があるためこう呼ばれている

18二人とも難しいと評判の曲は怖いもの見たさでプレイ済みだっ
た

突いたので補充に向かう。

• 水 2l
• 麦茶 2l
• スポーツ飲料 0.9l

26:45(16時間5分経過) 日付変わってから1000kcal
突破。まだあるんですか……。

30:20(19時間 40分経過) SuperNOVAフォルダ
完了！結局 84曲中 63曲やる羽目になるとは……。誰
だよ、すぐに終わるなんていったやつは ！
午前 5時から 7時までは e-AMUSEMENT PASSの

メンテナンスがあるため、データを記録できなくなっ
てしまう。というわけで、20時間弱続いた耐久 DDR
は幕を下ろすことになったのだった。終了を記念して、
二人で少し残ったスポーツ飲料で乾杯。

まとめ
今回の耐久でプレイした曲数などのデータは次の通

りになった。

プレイ曲数

- 9曲
X2 30曲
X 61曲

SuperNOVA2 41曲
SuperNOVA 63曲

合計
204曲
6800円
(100円 3曲設定の場合)

摂取水分量 9.84l(一人当たり)

消費カロリー
Iselix 6117kcal

shaldhia 5725kcal

今回の耐久プレイで SuperNOVAフォルダから X2
フォルダまでの全ての曲をプレイ済みにすることがで
きた。これでいつDDRに Lincle Link19が来ても安心
だね ！

ちなみに、DDRはもうすぐ最新作DDR X3 VS 2nd-
MIXの稼動が近づいている。ひょっとするとこの企画
はDDR X3が稼動した後でやったほうがよかったかも
しれないなあ。そういえば、DDR XからDDR X2に
データを引き継いだときは曲のスコアやクリアマーク
は引き継がれなかったなぁ。……まさかね、DDR X3
ではだいじょうぶだよね、そんなことあるわけないよ
ね ！

最初は 24時間耐久なんて楽勝だろ、って感じだった
けどやってるうちに、24時間やり続けるとか無理に決
まってるだろ……、って気分になったけど終わってみ
たら、まぁ意外とできるもんだな、なんて感じになっ
てた。みんなも無理じゃない範囲でやってみてね ！

19KONAMIの複数の音楽ゲームで行われる連動のこと。第一弾
として beatmania IIDXと REFLEC BEATが連動した。内容は、
REFLEC BEATで楽曲を解禁する、beatmania IIDXでフォルダ
内の難易度 6 以下の曲全てをクリアする、という条件を満たすと、
beatmania IIDX で REFLEC BEAT の曲が、REFLEC BEAT
で beatmania IIDX の曲がプレイできるようになるというもの。
が、条件が厳しいことで話題に。まだ Thunderbolt と中華急行し
か解禁できてないです^q^

77

 
Review 



M1 篠崎(秋。) & M1 清水(yo-) 

*注意* 

この記事は2011年 9月 22日に発売された「 DARK SOULS」のプレイ日記です。ネタバレには配慮してい

るつもりですが、若干のネタバレは含まれているかもしれません。そういったものが嫌いな方は読み飛ばし

ていただけるとありがたいです。 

①はじめに 

3回ほどやってきた24時間耐久ゲーム企画を今

年もやろうということに。正直「 ただのプレイ日記

になっていて誰が得するんだ」な内容だけどもう気

にしないよ！ 

今年は何のゲームにしようかと話し合い、海外

の蟻と戦うかとか、地底人と戦うかとか、匠とｷｬｯｷ

ｬｳﾌﾌするかとか、色々と案は出たが結局このゲー

ムをやることになった。妥協案。 

②DARK SOULS 

DARK SOULS とは、フロム・ソフトウェアから発

売されているアクション RPG である。同じくフロム・

ソフトウェアから発売されている人気作 Demon’s 

Souls の後を継ぐタイトルとして話題を集めた。 

 昨今のゲームにしては難易度が高く、「 曲がり角

には敵がいると思え」、「 初見殺しは当たり前」と

いう言葉のとおり、所謂死んで覚えるゲームになっ

ている。だが、開発者の「 激辛だけれども、誰でも

おいしく食べられる」という発言のとおり、試行錯誤

をして失敗を繰り返せば誰でもクリアできる難易度

になっている。 

大まかなストーリーは、不死人となった主人公が

滅びゆく世界で使命を果たすといったもの。 

③目的 

 DARK SOULSという高難易度のゲームをプレイし、

Demon’s Souls もプレイ済みである我々2人のプレ

イヤースキルがどれほどのものかを知る。また、ギ

リギリクリアできるゲーム難易度を学び、これから

のゲーム製作に生かす。 

今回はこのゲームがどれほど「 殺しに来ている」

ゲームなのかがわかるように、死亡回数と死因を

全てメモした。 

④作戦 

 今回 DARK SOULSを 24 時間かけてプレイする

上での作戦は以下の通り。 

・ 基本的に、1回死亡するたびにプレイヤーをチェ

ンジする。 

・ 攻略サイトは見ない。 

・ 不眠不休を目指し、食事の時以外は出来る限り

プレイする手を止めない。 

・ 心が折れないように頑張る。 

⑤作戦開始 

ここからはゲーム中にメモした紙を元に、起こっ

た出来事を時系列に沿って箇条書きにしていく。ま

た、以下ではyo-を隊員A、秋。を隊員Bと表記し、

ボスには通し番号をつける。 
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 9 月某日 0:00 作戦開始 

 まずはキャラ作成 

 名前： Nobunaga 

 素性： 持たざるもの 

 贈り物： ペンダント 

 少しだけでも縛りを入れてみようと思い、初

期装備の貧弱な持たざるものでスタート。

贈り物も使えなさそうなもので 

 牢屋からスタート！ 

 最初はチュートリアルのようなステージな

ので割とスイスイ 

 と思ったらボス 1 が！ でもどうせイベント

ボスなんでしょ？ 

 0:15 YOU DIED (ｼｮﾜｰﾝ 

 初の死因はボス 1による撲殺でした 

 先に進んで初期装備を拾いボス再戦 

 0:34 割とあっさりボス 1 撃破！ 

 チュートリアルステージから脱出し、ロード

ランという地で自由に冒険 

 状態異常の出血になり、「 血が出た！」と

表示される。それ英語でよかったんじゃな

いですか!! 

 0:57 城下不死街というマップへ 

 ザコの亡者戦士から防具を拾って装備。ず

っと裸だったからありがてぇ！ 

 ってこれじゃどうみても亡者戦士だ！ 

 ボス 2 と戦闘 → YOU DIED (ｼｮﾜｰﾝ 

 初見で即殺されるのはもはや自然 

 2:44 攻略法にすぐ気付けたおかげでボ

ス 2 撃破！ 

 レベルを上げたことで槍が装備できるよう

になり、以降のメインウェポンに 

 今作ではマップに点在している篝火で休息

することができ、休息をすることでその地

点が死亡時の復活地点となる 

 → 篝火どこじゃー！ → あったー！ → 

ここさっきのとこじゃないですかやだー！ 

 どれだけ遠くへ探索に行けても死んでしま

うと篝火まで戻されてしまうため、新たな篝

火の発見やショートカットの発見・解放が重

要となる 

 3:24 次のマップへ 

 太陽万歳！ 

 一風変わって森のようなとこに出た！ 

 「 鎧が倒れてるけど、あれ絶対起き上が

るよな」→「 やっぱり起きたw」 YOU DIED 

 5:30 ボス 3発見！ 

 無理無理！ 別ルート探そうぜ！ 

 6:00 総死亡回数 77回 

 6:09 ボス 4発見！ これは倒したい！ 

 …… 

 8:00 ボス 4 撃破！ 2時間かかった 
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 盗賊 ABC があらわれた！ → 3 人がかり

は卑怯だろ(後退 → YOU DIED (ｼｮﾜｰﾝ 

 後ろで火が燃えてたことを忘れてたわ 

 8:36 ボス 5発見！ 

 このボスマップ狭いよ！ まじ汚いわぁ 

 9:37 ボス 5 意外とすんなり撃破！ 

とどめは火炎壺。便利ですねこれ 

 更に地下深くに 

 気味悪いとこ出たよー、ほんとこういうとこ

苦手なんだって……。隊員 Bビビリ 

 10:39 気持ち悪い蛙に遭遇。状態異常の

呪いにされて即死 

 (復活後)「 あれ、HP が半分しかないんだ

けど……」 呪い：最大 HPが半分になる 

 「 厳しいけど治し方は分からないし先に進

むか」→ 再び呪死 

 (復活後)「 ……おい、HP が 1/4 しかない

んだが」 

 どうやら呪いは重複するようで HP が半分

の半分になってしまう 

 「 こんなモンスターがいるんだからそこら

へんに解呪アイテム落ちてるだろ」 

 10:52 HP 1/4 → 1/8 

      心折れる 
 HP 1/8 がどれ程かと言うと、ザコ敵の攻撃

を 1発受けるだけで死ぬ程度。絶望 

 「 もうこのまま先に進んじゃおうぜ！」 

 11:14 ボス 6発見。諦める 

 どこかの NPC が解呪アイテムを売ってい

た記憶が残っていたので、ひとまず最初の

篝火まで戻ることに 

 が、HP が低すぎるせいで道中のザコに簡

単に殺されてしまい中々戻れない 

 11:40 隊員 A、心折れて仮眠 

 直後、隊員 A が眠りから覚め、本気を出し

て地上を目指す 

 12:41 地下脱出！ 無事篝火に到着！ 

 13:22 各地の商人を探し回った結果、やっ

と解呪アイテムを購入！ 

 無事解呪！ HPが戻ったぞ!! 

 14:00 総死亡回数 176 回 

 再び地下へリベンジ 

 14:35 ボス 6 再戦開始 

 15:23 ボス 6 撃破！ 上手くパターンに

はまってくれて無事倒せた 

 16:00 Demon’s Souls でいう腐れ谷のよう

なマップに到着 

 どんどん下に降りていくマップで、はしごは

あるものの面倒なので飛び降りまくる。そし

てかさむ落下死 

 「 ここを降りると……、よし足場だ！」→ ｸ

ﾙｯ(振り返る) → 敵×2 → (ｼｮﾜｰﾝ 

 17:44 数々の落下死を乗り越えてやっと崖

下の篝火に到着 

 18:37 ボス 7発見。お色気担当 

 何度か挑戦するも勝機を見いだせず後回

しにすることに 

 (色々歩きまわる) 

 22:14 お色気ボス 7 再戦 
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 22:45 装備を替えたおかげもあってボス

7 撃破！ 

 23:07 ヘビだー！ ヘビ男だー！ 

 「 あれ、違うタイプのヘビ男が出てきたよ」

「 じゃああれはコブラ男な」 

 トラップだらけのお城で24 時間達成!! 

 何度か心が折れるアクシデントがあったも

のの、無事最後までやり切れた 

 主人公の最終レベル：31 

ステータス：体力 12 / 記憶力 12 / 持久

力 16 / 筋力 24 / 技量 15 / 耐久力 11 

/ 理力 12 / 信仰 11 割と脳筋プレイ 

 総死亡回数： 318回(約 4.5分に 1回死亡) 

死因ベスト 5： 

1 位 斬殺 70回 2 位 落下 63回 

3 位 咬死 40回 4 位 焼死 29回 

5 位 撲殺 17回 5 位 カマ 17 回 

＊「 カマ」はカマで切られての死亡を意味

する。斬殺とは別カウント。 

 

死因(敵)ベスト 5： 

1 位 亡者 27回 2 位 幽霊 19回 

3 位 犬 18 回 4 位 ボス 4 17 回 

5 位 亡者戦士 16回 

 

⑥まとめと感想 

 隊員 A が途中何度か夢の国へ旅立ってしまった

が、隊員Bが寝ずに続けていたため今回も24時間

不眠不休は達成できた。心は折れた。 

 Demon’s Souls を経験済みだっただけあって、不

意打ちやトラップなどによる死亡は少なかったが、

単純に戦闘による死亡や落下死が多くなってしま

い、最終的にはこれほどの死亡数になってしまった。

「 約4.5分に1回死ぬ」。これだけを聞くと死んでば

かりで全然前へ進めないように思えるが、実際は 1

度死ぬたびに何が悪かったのか、そういうことも起

こるのか、などと死んだ原因を学習できるため、着

実に前へ進んで行ける。まさに死んで覚えるゲー

ムである。 

 とは言え、やはり呪いによる HP の激減は大変だ

った。正直詰んだ気分だった。結果としてなんとか

なったからいいものの、これだけはもっとやりようが

あったんじゃないかと思う。 

 このゲームが高難易度であるのにこれほど人気

が出るのは、高難易度であるからこその楽しさが

あるからに違いない。それは単純にやりごたえが

ある、ということでもあるし、不意打ちが起こりそう

な場所やトラップがありそうな場所、敵の動き方や

対処法などを学習していき、プレイヤー自身が成

長していくことを実感できる、ということも大きいと

思う。 

 ちなみに死因(敵)をカウントするために、敵に愛

称をつけていたのだが、後半はてきとーになり「 デ

ブ」「 病んでる」「 なんだあれ」「 ハエ」などといっ

たあんまりな名前になってしまった。ごめんなさい。 

 こんな記事でも DARK SOULS に興味を持って頂

けていたら、ぜひ実際にプレイしてみて欲しい。 

おわり 
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初心者による初心者向け

ダライアスバーストアナザークロニクル

EASYルートクリア攻略講座

1I 金井

1 はじめに

この記事は昨今、あまり遊ばれなくなってし

まった（一部を除く）２Ｄシューティングゲー

ム（以下ＳＴＧ）を広めるべく、現在、多くの

店舗で見かけられるＳＴＧの中でも比較的ク

リア難易度の低いものであるダライアスバー

ストアナザークロニクル（以下ＤＢＡＣ）を題

材にした、ＳＴＧ初心者向けの攻略記事です。

あくまでも初心者向けなので内容は STGの

初歩から解説する為、STG 経験者には退屈な

記事となっています。どうぞご了承下さいま

せ。

2 ＳＴＧの基本概要と操作

ＳＴＧとは簡単に言えば「敵の攻撃を避け

ながら自機の発射する弾で敵を倒すゲーム」

です。尤もただ弾を撃っていれば敵を倒せる

という訳ではなく、効率良く敵の攻撃を避け、

しっかりと敵に弾を当てていかなければなり

ません。まずは STGの根本的なシステムから

お話しましょう。

STG では基本的にショット等を発射するた

めの幾つかのボタンとスティック、若しくは十

字キー等の自機を移動させる為のボタンを使

います。その為、昨今家庭で遊ばれてるゲーム

機（属に言うコンシューマ機、以下 CSと記述）

のゲームに比べれば操作体型はシンプルなも

のとなっています。今回の DBACでは６種類

の機体で遊ぶことが出来ますがどの機体も３

つのボタンと１つのスティックを使います（各

機体の操作システムについては３章で）。各ボ

タンの役割は今回の解説では次のようになっ

ています。

ジョイスティック
反転ボタン

ショットボタン

バーストボタン

まず、自機の移動ですが基本的にはどの STG

でもスティック等を動かすとその方向に自機

も動きます。また、画面のスクロールがある

ゲームでは自機の位置こそ変わらないものの、

敵弾が一定方向に早く進み、位置も相対的に移

動します。その状況にあわせて敵弾に当たら

ないように自機を操作しましょう。

次にショットです。特定のボタンを押すと

発射され、敵や障害物等に当たると消えます。

この時、敵に当たった弾は敵にダメージを与

えます（当たってもダメージが入らなかった

り、回復してしまう事もある (e.g. グラディウ
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ス　ビッグコアの核以外の部位) 　)。基本的

にはどの STGも敵にダメージを与えて倒すの

が主な流れとなります。昔の STGでは自機の

ショットの発射数には限界がありそれ以上画

面に新たなショットは出現しませんでしたが、

　ここ１０年近くに出た STGでは特に弾の数

に制限がなく大量の弾が発射出来るものが殆

どです。しかし、今回のプレイする DBACで

は最大発射数が設けられている為、そのあたり

を理解して動く必要があります。

自機ショットに最大発射数が設けられてる

ときに自機が最大数までショットを撃ってし

まうと自機はショットを打たなくなります。

また、最大までショットを発射すると既に発射

したショットが敵や障害物に当たるか、画面

端に到達するなどして画面から消えない限り、

新しいショットは発射されません。従って、短

い間になるべく多くショットを相手に当てる

為にはなるべく画面端か敵に近づいてショッ

トを連射するのが有効となります。その為、こ

の事に対するテクニックも存在します。この

後に紹介していますのでしっかり読んでマス

ターしましょう。

3 STGの基本的なテクニック

STG には幾つかの基本的なテクニックが存

在します。勿論、DBAC でも有効なテクニッ

クなので是非習得して挑みましょう。

まず一つ目が「チョン避け」です。STG で

は敵の多くが自機に向かってショットを放ち

ます。当然の事ながら避けずにいればそのま

ま弾は当たってしまいますが、単なる直進弾な

らば弾の進行方向に垂直に少しだけ移動する

だけで簡単に避けることが出来ます。その為、

例え敵が自機狙いのショットを連発してこよ

うとも例え大量の自機狙い弾が来ても壁や画

面端にさえ到達しなければ自機を少しずつ動

かすだけで簡単に避けきる事が出来ます。こ

れをチョン避けといいます。DBAC でも敵の

攻撃の多くは自機狙い弾ですので非常に有効

なテクニックです。

この技術のポイントは避ける時に焦らない

ことです。当たり前ですが画面端に到達して

しまうとこのテクニック使えません。そうな

らない為にはなるべく多くの弾を一点に引き

つける事です。早めに移動しようがギリギリ

まで引きつけてから避けようが最終的に避け

られるのは同じです（勿論避ければの話ですが

＾＾；）。焦らず少しづつ移動するようにしま

しょう。

２つ目が「張り付き」です。これは敵のす

ぐ前まで自機を移動させて打ち込む技術です。

自機のショットが弾数無制限で前に集中的に

放つものである場合はそれほど恩恵は無いの

ですが、自機のショットに弾数制限があった

り拡散するものであった場合は短時間に多く

のショットを敵に当てることが出来る為非常

に効果的です。特に DBACのような弾数が限

られているものはこの技術を使わないのと使

うのではダメージ量に雲泥の差が生まれます。

始めの内は敵の攻撃も有り中々前に出れない

かも知れませんが、早く敵を倒せばそれだけ敵

の攻撃を防ぐ事も出来ますので慣れてくると

遠くから撃って攻撃を避けるよりも安定且つ
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安全にプレイする事が出来ます。敵の配置を

覚えたらなるべく出現位置に近づくなどして

素早く敵を倒していきましょう。DBAC では

このときボムを当てる事をしっかりと意識し

ましょう。

他にも様々なテクニックが存在しますが

DBAC のクリアの為にはまずはこの２つを

覚えましょう、他のテクニックは知らなくても

なんとかなるものですしプレイしている内に

自分で気がつくかもしれません。他の STGに

手を出そうと思ったり DBACでスコアを稼ぎ

たいと思ったらWeb等で調べてみるのもいい

でしょう。

4 DBＡＣのシステム解説

現 在 の DBAC の 最 新 の バ ー ジ ョ ン

（Ver.1.14) で遊べるゲームモードは通常のオ

リジナルモードに各星系の拠点を攻略してい

くクロニクルモード、更にオリジナルモードの

高難易度版の EXオリジナルモード、そしてイ

ベント時に遊べるイベントモードの４種類と

なっており、選べる自機は全８種類となってい

ます。今回の攻略ではゲームモードはオリジ

ナルモード、機体はレジェンドシルバーホーク

（以下レジェンド）を使って解説を進めていき

ます。（他のゲームモード、機体については筐

体にある説明を見たり自分で使ってみてくだ

さい。）

DBAC では３種類のショット攻撃がありま

す。レジェンドのショット攻撃はパワーアッ

プ（パワーアップ方法については後述）をする

ごとにミサイル、レーザー、ウェーブの順に強

くなっていきます。ミサイルはそこそこの威

力を持ちますが貫通性能は無く、多くの敵が居

ると処理に時間が掛かってしまいます。レー

ザーはミサイルと違い、敵に対して貫通性能を

持ちますがその反面、すでに発射したレーザー

が地形か画面端に到達するまで次の弾が発射

されないので実質的な威力についてはミサイ

ルには劣ります。ウェーブは地形すらも貫通

する上に威力も高く攻撃範囲も広い最強の武

装……のように思えますが、次で説明する弾消

しのシステムの恩恵を受けれず、またボスの

中にはウェーブを無効化する装備を持つもの

も居るので一概に最強とは言えませんがそれ

でもそれまでの武装に比べればかなり強力で

しょう。また、ミサイルとレーザーは相手の同

種攻撃を打ち消すことが出来ます。例え大量

の弾を出す敵でもこれを上手く活用すれば生

存率を高められるでしょう。このようにその

場の状況によって有効な武器は変わっていき

ます。もし、ある武装で駄目ならパワーアップ

を調節して武装を変えるのも手です。覚えて

おきましょう。

84

 
Review 



ミサイル。貫通こそしないが連射が

効くのでダメージは大きい。

レーザー。貫通性能を持つので大量の敵を

相手するときは役立つが単発威力が低く、

ボス戦は長引いてしまう。

ウェーブ。小型の敵に対してだけでなく

地形にも貫通性能を持ち且つ、単発の威

力も高いので威力は最強であるが、どの

敵弾も打ち消せないという欠点を持つ。

自機はショットの他にボムという武装を持っ

ています。これは自機の最大斜め４方から出

てくる攻撃で、レジェンドはこれを放物線状に

打ち出します。これは単体の威力がショット

より高く、またレジェンドのものは貼りつけば

連射も出来るので速攻で敵を倒すには非常に

需要な武装です。近づいたときはなるべく当

てるようにしましょう。尚、この武装は第１段

階では自機前方下に、第２段階ではそれに加え

て前方上に、第３段階では自機斜め４方向すべ

てにボムを発射します。３段階目まで強化さ

れれば後ろの敵にも対応できるようになるの

で早めに強化するようにしましょう。

自機は以上の攻撃手段の他にアームと呼ばれ

るバリアを防御手段として持っています。こ

のアームは敵弾に被弾したときに自機へのダ

メージを防いでくれるもので、該当のアイテム

（青）を多く取ればより多くの被弾を防ぐ事が

出来ます。アームがある時は自機はオーラを

纏ったようになります。しかしアームが付い

てる時は無い時に比べて若干当たり判定が大

きくなるので油断は禁物です。尚、アームは通

常のもの（緑）と更にスーパー（銀）、ハイパー

（金）へと強化されます。アームは強化される

とアイテムを取った時に多く枚数ののアーム

が手に入る他、ハイパーまでなると敵弾を防

ぐだけでなく地形への接触も防いでくれます。

他のアイテムに比べると最も重要と言えるも

のですので何が何でもとるようにしましょう。

DBAC の自機のパワーアップ方法について

ですが、この作品では敵を倒すと出てくるアイ

テム（色のついた球体）を取るとその色に対応

した能力が強化される仕組みとなっています。

赤はショット、緑はボム、青はアームに対応し

ています。能力はそれぞれ５段階あり、５つ

目のアイテムを取得すると一つ上のランクに

なります（e.g. ミサイル→レーザー)。アイテ

ムを取らないと自機の能力は上がらないので

しっかりと取るようにしましょう。またアイ

テムは先ほどの３色に加えて金と銀のアイテ

ムがあり、これはステージ状の地形に隠されて

いてショットやボムを当てることで出現させ

ることが出来ます。金のアイテムは画面上の

敵全てにダメージを、銀のアイテムは得点を取

得します。

また DBAC にはショットやボムの他に攻

撃、及び防御手段としてバーストシステムとい

うものを導入しています。

バーストシステムとはショットとは別のバー
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スト用のボタンを押すことで発動します。レ

ジェンドのバーストにはバーストビームと設置

バーストの２種類があります。バーストビー

ム発動時は自機前方に強力なビーム攻撃を繰

り出します。バーストビームに当たった敵弾

は消滅しますが、バーストビームは自機前方に

しか攻撃判定が無い為、バーストビーム発動

時は上下からの攻撃には無防備で避けなけれ

ばなりません。また、設置バーストとはバース

トパーツをその場に配置しビームを放出し続

ける攻撃です。設置バーストはバーストビー

ムに比べて細く、威力も低めです。しかし設置

バーストは一度出してしまえば自機の位置に

関係なくビームを放出し続けるので攻撃に使

える他、敵弾からの防御手段としても使えま

す。この２つのバーストを使いこなすのがこ

のゲームのクリアへの鍵となります。

バーストビームはバーストボタンを押し続

ける事で発動し、バーストボタンを離すことで

キャンセルされます。設置バーストはバース

トボタンを素早く２回押すことで発動し、もう

一度ボタンを押すことで解除されます。

また、設置バースト発動中はバーストパー

ツの位置は変えることは出来ませんが発射角

度を変える事は出来ます。レジェンドの設置

バーストの角度は自機と反対側に変化します。

始めのうちは設置バーストの操作が上手くい

かないかもしれませんが、これに関しては慣れ

なので何度もプレイして使いこなせるように

なりましょう。

また前述通り、バーストビームと設置バース

トを比べると単体の威力はバーストビームの

方が高いですが、バーストビーム中は自機の

ショットが発射できないのに対して、設置バー

スト中では自機のショットも発射できるので

総合的な火力は設置バーストの方が高いです。

したがって基本的には設置バーストを主体に

攻略した方が良いという事になります。

バーストはバーストゲージを消費します。

バーストゲージとは自機の下部に表示されて

いるゲージで、敵にダメージを与えたり敵弾

を消したりすると回復し、バーストを使うと

消費されます。また設置バーストはバースト

ビームに比べて消費量が少なく長く使えます。

よって大量の敵弾から身を守るときは設置バー

ストを使い、なるべく多くの弾を消すために攻

撃にあわせてバーストの角度を変えていけば

安全に進む事ができます。

バーストは発動までに少し時間がかかって

しまうので使おうと思ったらある程度早めに

発動させるように心掛けましょう。

尚、この２つの他に敵機のバースト攻撃

が自機に当たりそうになる瞬間にバースト

ビームを打つと発動するカウンターバース

トというものもありますがこれは慣れるま

で中々難しく、また失敗時のデメリットも痛

いのでなれない内は無理に狙わずに敵の攻撃

を避けることに専念しましょう。（コツにつ

いて知りたい方は自分で調べてみましょう）

5 EASYルート攻略

ここではオリジナルモード EASYルート (A

→ D → H) の攻略について解説します。まず

はこのルートのラスボス VIOLENT RULER
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（バイオレントルーラー）を倒す事を目標にし

ましょう。

まず始めのステージ選択は一番上の A を選

びます。以後、ゾーンクリア後の選択はすべて

上を選びます。

ZONE A

ZONE A ではまず下から１編隊、上から同

様の１編隊、中央から３列で１編隊が来ます。

ショットとボムをしっかり敵に当てていけば

全機撃破出来ますが、設置バーストを敵の進行

ルート上に斜めに設置しておけば撃ちもらす

事なく全機撃破出来ます。これらの編隊の最

後の敵機はそれぞれ赤、緑、青アイテムを放出

しますのでしっかりと倒しましょう。

次に右中央からやや固めに敵編隊が１隊ゆっ

くり進んできて、その途中で上下からそれぞ

れ１編隊が画面右を旋回します。この内、上下

に旋回する編隊の最後の敵はアイテム持ちで

す（上が赤で下が緑）。すべての敵を倒すには

上か下から斜めに設置バーストを置き、旋回

する敵のどちらかをバースト、もう片方は自

機ショットで倒すといいです。因みにボムを

しっかり当てていけばバースト無しでも倒せ

ますので無理に設置しなくてもいいでしょう。

ここで大事なのはアイテム持ちの敵機を倒す

ことです。

その後、始めの３編隊と同様の編隊がやって

きた後に中ボスが登場します。中ボスの主な

攻撃はショットなので自機ショットで簡単に

消すことが出来ます。出現は右中央なので予

めそこに近づいておき、ショットで速攻で倒し

ましょう。その後は円形のザコが４体やって

きます。この敵は攻撃を始めるまでに時間が

あるのでショットを当てて速攻で倒しましょ

う。そのあとは３機の敵が画面右に出現しま

す。しかし、この敵はここでは攻撃しないので

倒せなくても大丈夫です。

その後はまずは下から、次に上から衛星が近

づいてきます。この衛星はブロックに分かれ

ていて、ダメージを与えても攻撃を当てたブ

ロックしか破壊できません。また、ブロックに

は攻撃をするものとしないものがあり、すぐに

倒さないと挟まれてしまい被弾の危険が高ま

ります。攻撃をしているブロックが出現した

ら設置バースト＋自機ショットで速攻で倒し

たり、設置バーストを中央で水平に置くか上か

ら斜め下に置いて一方の攻撃を防ぐのが良い

でしょう。

その後は右から画面上下を進みつつ中央辺

りに進んだ所で上下逆側に進む編隊がやって

きて、最後には上下に移動しながらレーザー攻

撃をする敵編隊が来ます。この辺りは中央で

水平に設置バーストを置いて迎撃すればさほ

ど攻撃される事なく簡単に倒せます。ここで

ステージは終了、いよいよ最初のボス戦です。

ZONE A BOSS - IRON FOSSIL

ZONE A ボスはシーラカンス型戦艦の

IRON FOSSIL です。最初のボスなのでそれ

ほど辛い攻撃はありませんがしっかり対策を

とって挑みましょう。

初めは５ way、次に４Way……と交互に弾

幕を発射しつつ自機を追尾する錨ミサイルを

射出します。4Wayは落ち着いて良ければそれ

ほど脅威ではありません。また碇ミサイルは

破壊可能です。近づいて来たら下がりつつ迎

撃しましょう。

次にはボスは画面中を回遊しながら左に鱗

を飛ばしてきます。始めに設置バーストを斜

めに置いて防ぐのが最も安全でしょう。鱗の

数は多いので問題なくバーストゲージが維持

できます。次にボスは背ビレと胸ビレから赤

レーザーを出しながら先ほどと同じ三角ミサ

イルを発射してきます。上下にレーザーが展

開されるものの正面には攻撃は来ないのでしっ

87

 
Review 



かりと正面から打ち込みましょう。その後、も

う一度回遊して鱗を飛ばしてきます。

その後、ボスは後ろ向きになり尾ヒレを左に

向けてくると思います。しばらくすると尾ひ

れのあたりに赤い玉がポンという音と共に出

現し、３回音が鳴ったと同時に尾ビレから赤い

ビーム攻撃が発射されます。これが敵のバー

スト攻撃です。敵バースト攻撃は自機バース

ト攻撃も含め、すべての自機攻撃を無効化し

てくる上、当たると連続ヒットするため、この

時は同時に発射している赤レーザーの上側に

移り避けましょう。この時、このボスはバース

トを打ちながら僅かに自機の方向に移動して

きます。その為、元々上下にボスが寄っている

ときにその方向にいるとバーストで追い詰め

られてしまいます。しかし、逆にいえばボスは

自機のと横のラインを合わせようとしてきま

すので誘導することが出来ます。一応、バース

ト攻撃前のレーザー攻撃の時は下の方で避け、

バースト攻撃時では上の方へ少しずつ移動し

て避けるようにしましょう。

バースト攻撃が終わるとまた回遊しつつ鱗

を飛ばしてきますので設置バーストで回避。

ボスが向きを自機の方に戻すと今度はボス下

部から大型ミサイルを発射してきます。この

大型ミサイルは破壊する事が出来ますが今ま

での鱗や三角ミサイルに比べて耐久力が高く、

しっかり打ち込まないと直撃を受けてしまい

ます。そうならないようにするためにはしっ

かりダメージを与える事が重要ですので設置

バーストと併用しつつ迎え撃つようにしましょ

う。誘導性があり自機を追ってきますが一応

避けきる事は可能です。

この攻撃が終わると最初の攻撃に戻りルー

プします。設置バーストを当てつつショット

をしっかり当てていればループ前には倒せる

でしょう。これで ZONE A は終了です。上

ルートを選びましょう。

ZONE D

ZONE D では開始直後から茶色隕石群が画

面右から襲いかかってきます。隕石には大、

中、小の３種類があり、大隕石を破壊すると中

隕石が、中隕石を破壊すると小隕石が出現しま

す。この隕石地帯を安全に突破するには画面

上下端から斜め（なるべく画面全体が攻撃出来

るように）に設置バーストを置き、ショットと

併用して隕石を掃討するといいでしょう。設

置バーストは近くの隕石は撃ち漏らさずに倒

せると思いますが近くの隕石が多いと遠くの

隕石には攻撃が届かないこともあるので、バー

ストパーツ近くに向かってくる隕石はなるべ

く自機ショットで減らすように心がけましょ

う。因みに隕石にもアイテム持ちのものがあ

り（色がアイテムに対応した色になっている）、

この隕石群では順に中央赤、上青と中央緑、中

央赤が出現します。画面右をしっかり見て撃

ち漏らさないようにしましょう。

茶色隕石群を抜けると今度は破壊不可能な

巨大隕石が近づいてきます。この隕石に衝突

するとミスになるので近くを抜けるときは慎

重に操作しましょう。敵はまず隕石が近づく

前に画面中央上に一体、続いてさっきの敵の下

の方に一体、そして青隕石地帯入り口に１体出

現します。この敵は厄介な事にある程度固い

上、自機レーザーで相殺不可能な赤レーザーを

６方向に放ってきますので攻撃が始まる前に

ボムを当てて瞬殺しましょう。隕石には砲台

がくっついていて 3Way ショットを放ってき

ます。3wayショットは避けにくいので不安な

人は斜めに設置バーストを置いて防御するの

も手です。青隕石を抜けると上から旋回編隊

が１編現れた後に ZONE Aで中ボス後に現れ

た敵が現れます。ZONE A では攻撃はしてき

ませんでしたがここでは回転しながら黄レー

ザーを繰り出してきます。放っておくと画面
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全体に攻撃が来るので設置バーストを斜めに

置いて防ぐかショット＋設置バーストで速攻

しましょう。

ここで EASY ルートの壁、中ボスのウミヘ

ビが画面右端から登場します。この中ボスは

始め自機に向かって直進してきて、これを避け

ると自機に近づこうと巻きつくかの如く旋回

し接近してきます。放って置くと段々と中ボ

スの速度が下がり完全に巻かれてしまいます。

これを避けるには絡みつかれないように大き

く上下に移動しましょう。こうすることによ

り中ボスは巻きつけずにダメージを受け続け

ますが中ボスには他に攻撃は無いので落ち着

いて避けましょう。尚、このウミヘビは倒さず

にいるとその内離脱しますが、倒したい場合

は突進時に正面に設置バーストを置きダメー

ジを稼ぎ、上下に避ける時に設置バーストと

ショット、ボムを当てるようにしましょう。こ

こでバーストゲージに余裕があればゲージが

無くなるまでに倒せるでしょう。また、中ボス

出現中に２つのアイテム隕石が来ると思いま

すが中ボスが盾となって破壊が困難なのでこ

こは中ボスを倒す事に集中しましょう。

中ボスを倒すと再び隕石地帯です。始めと

同じくバーストを斜めに設置し防ぎつつアイ

テム隕石を破壊します。ここでは始めに３種

類のアイテム持ち隕石が上半分に、その後から

中央付近に緑隕石が飛んできます。隕石地帯

を抜けると上下から幾つかの編隊と艦隊が近

づいてきます。戦艦は IRON FOSSIL と同じ

くパーツに別れており本体を破壊しないと倒

せません。戦艦下部には砲台があるので正面

からショットとボムを当てるといいでしょう。

また上下から戦艦が来るため、片方は設置バー

ストで片付けると効果的です。これを抜ける

とボス戦です。

ZONE D BOSS

- LIGHTNING CRAW

ZONE D を抜けるとノコギリエイ型のボ

スの LIGHTNIG CRAW のお出ましです。

IRON FOSSILE よりは格段に強くなってい

ます。このボスの特徴は名前の通り中央から

時折発射される電撃攻撃です。この雷撃攻撃

は横にリーチが長く、また速度も非常に早いの

で見てからは避けれません。さらに他の攻撃

は正面以外が厳しく、結果として弾幕の中を避

けざるを得なくなりますのでこのボスは設置

バーストが攻略の要となります。また、この電

撃攻撃はボス前部の４つの砲台を全て破壊す

ることで止めることも出来ますので積極的に

攻撃を加えて電撃を止めるのも手です。

戦闘開始からまずボスは１回雷撃をくわえ

てきますので正面から逃げましょう。つぎに

は雷撃攻撃の前兆のような事をしてきますが雷

撃は発射しません。その代わりに多数のレー

ザーを全方に発射してきますので予め設置バー

ストを斜めに置いておきましょう。この攻撃

が終わるとボスは反転しヒレから上下に移動

しながら巨大レーザーを打ちつつミサイルで

攻撃してきます。ミサイルは破壊可能ですの

でショットで迎撃すれば良いのですが巨大レー

ザーはバーストでも打ち消せない協力な攻撃

ですのでこちらも上下に動いてよけましょう。

また、このレーザー攻撃にバーストを打つと

バーストゲージがどんどん回復していきます。

その為、この攻撃の間はバーストを打ってても

ゲージの心配をする必要はないので、予め水平

に設置バーストを置き直して攻撃に転じると

良いでしょう。

この攻撃が終わると再び向きを変えて雷撃

攻撃に加えて前方の４つの砲台から青レーザー

を繰り出してきます。このレーザーはバース

トを使わなくても避けれますが間隔が短く難

しい上、この攻撃の最中にボスは一気に接近し
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てきますので、上から斜めに設置バーストを置

いてレーザーを防ぎ画面左端から打ち込むよ

うにしましょう。尚、雷撃は接近してこなけれ

ば実は左端に居れば当たらないのでその間は

正面から打ち込むのも手です。

この攻撃が終わると敵バースト攻撃です。

雷撃と同じく正面からバースト攻撃をしてき

ますので上下のどちらかに移動して落ち着い

て他の黄レーザーを避けるようにしましょう。

これが終わると１度雷撃をした後、近づいて

雷撃のモーションをした後にしたから突き上

げ攻撃をしてきます。近づくと当たってしま

いますがこの攻撃の最中は敵も攻撃が手薄と

なりますので撃ちこむチャンスでもあります。

慣れたら突き上げが当たらない程度までに近

づいてボムを当てるようにしましょう。２回

突き上げをした後、ボスは後退しながら機雷を

放出してきます。破壊可能ですがやや固めな

ので打ち込んでも破壊できそうになければ避

けましょう。その後は初めのパターンに戻り

ます。

この位の強さのボスとなると慣れないうち

はなかなかうまくいかないかも知れません。

諦めずに挑戦してみましょう。

ZONE H

ZONE Hはいきなり艦隊が接近してきます。

しかも下からやってくるの厄介です。ここは

設置バーストはやや斜め下、無理なら水平に設

置し、その上に待機して下からの攻撃を防ぎつ

つ戦艦の本体を一気に叩くのが手です。具体

的には始めにバーストを設置し戦艦にダメー

ジを与えつつそれから画面中央付近まで移動

し、下から上がってくる２つの戦艦の間に滑り

こみ下から上がってくる左の戦艦を撃墜しま

す。その後残りの戦艦と小型敵を殲滅します。

以下戦艦が出なくなるまで繰り返しです、ここ

は慣れるまで良くパターンを意識して練習し

ましょう。

その後はアイテム持ちの編隊が３つ来るの

でしっかり撃破します。中央の編隊が近づい

てきた頃から上下から来る多数の敵機と右、そ

の後中央、更にもう１セット大量の別の敵機が

円を描くように旋回してきます。ここでは中

央で水平にバーストを設置して撃破しましょ

う。その後は少し固めの敵編隊が２つと中ボ

スのアンコウが出現します。先ほど設置した

バーストをそのままにしておけば効率良くダ

メージを与えられますが、この後に後ろから上

下に敵編隊、次は同様の編隊が全方から、更に

中央も含めて大量の敵機が現れます。その為、

ここでは固めの敵機を倒したら設置バースト

を切り、上下端から大きく斜めに設置バースト

を置き直し大量の敵機の体当たりから見を守

ることを優先させましょう。

その後は円を描きながら進む編隊が出てき

た後にやや大型の敵が出現します。この敵は

バーストを撃ってくるので早めに倒さないと

ダメージを受けかねない他、他の敵機への攻撃

も妨げられてしまいます。対策としてはまず

片方の敵を設置バースト＋撃ちこみで速攻で

撃破し、もう一体のバースト攻撃は画面端に惹

きつけてから中央に逃げることで対処する方

法が考えられます。二体を相手すると大変で

すが、一体を倒せば大分楽になるのでしっかり

と覚えて挑みましょう。

その後は大きく円状に旋回する編隊が出現

しながらさらに上下移動するレーザー編隊が

出現し、さらに別の旋回編隊や上下から来る編

隊等色々な種類の敵編隊が来ますが基本的に

は今までと同じです。この辺はやや斜めに設

置バーストをしておけば難なく進めるでしょ

う。数編隊を突破すると２種類の固めの敵が

上下に２体ずつ出現します。バースト攻撃こ

そして来ませんが先程と違い合計４体を相手

にするので避けきるのは大変です。ここも同
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じように片方を設置バースト＋ショットで倒

してからもう片方の敵を相手にすると良いで

しょう。囲まれないようになるべく左側に居

ると被弾しにくいです。この後にも４体同時

出現しますので機を抜かずにいきましょう。

その後は固めの敵が上下から１体づつ、さら

にレーザー編隊、さらに固めの敵のセット、そ

して数編隊が右から左にへと近づいてきます。

ここの編隊は斜めに設置バーストを置いてお

けば攻撃も防げ倒すのにも役立つので早めに

設置しましょう。このあたりで BGM も曲調

が変化してきてるのが分かると思います。こ

れをかいくぐれば遂にこのルートのラスボス、

VIOLENT RULER戦です。

ZONE H BOSS - VIOLENT RULER

WARNINGの音と共に画面奥から巨大なボ

ス、VIOLENT RULER が出現します。巨大

さ、名前に違わない弾幕を形成する恐ろしいボ

スですが設置バースト等でしっかりとパター

ンを組めば安全地帯を形成しやすいボスでも

あります。焦らず一つ一つの攻撃を見極め、な

んとか倒しましょう。

いきなり黄レーザーをばらまいてきます。こ

こでレーザーなら無効化出来るのであまり苦

労しないと思いますがここでは恐らくウェー

ブとなってるので普通に避ける事になり避けき

るのは難しいです。さっさと斜めに設置バー

ストを置いて安全地帯を形成しましょう、弾の

量も多いのでバーストゲージも切れずに安全

にやり過ごせると思います。レーザー攻撃が

終わるとボスは起き上がって内部から大量の

敵弾と巨大ミサイルを発射してきます。ここ

は設置バーストを大きく斜めに置いて凌ぎま

しょう。近づいて攻撃すれば多くのダメージ

を与えることが出来るでしょう。この後ボス

は丸くなって背中から巨大レーザーを出しな

がら回転し画面上をゆっくりと移動し始めま

す。近づいているとレーザーに焼き払われて

しまうので丸くなったらすぐにボスから離れ

ましょう。このレーザーに設置バーストを当

てるとゲージが回復出来るので、ここではな

るべくボスに当てるように設置バーストを置

いてしっかりダメージを稼いでいきましょう。

このボスは耐久力も高いので要所々々でしっ

かりダメージを与えないと長期戦になってし

まいます。

回転攻撃が終わるとボスは体制を立てなお

してバースト攻撃を行なってきます。今まで

のボスとは違い、バースト攻撃をなぎ払ってく

るので一見避ける場所は内容に思えますが、実

はボス前方は安全地帯となっているので避け

きることが出来る上にかなりのダメージを与

える事が出来ます。この時、ボスも錨ミサイル

を発射してきますので油断せずにやり過ごし

ましょう。

バースト攻撃が終わるとボスは右下から左

下に移動しつつ上にレーザー攻撃を行なって

きます。ボスを飛び越えるときはかなり近く

からレーザーを撃たれる事になるのでここは

設置バーストを水平に置いて凌ぐのが最も安

全です、がボスは左に行った後にもう一度戻っ

てきますのではじめから設置していると途中

でバーストゲージが切れてしまいます。しっ

かりと引き付けてから設置し、戻ってきたら早

めに解除するようにしましょう。この後は背

中からレーザーを発射しつつ先程の巨大レー

ザーを下から発射してきます。勿論、先程と同

じくこのレーザーにバーストを当てれば回復

するので、上の方で水平に設置してレーザーを

防ぎつつよく見て巨大レーザーを避けましょ

う。遠、近、遠、近と計４回発射してきます、

回数を数えながら落ち着いて４回目で設置を

切りましょう。

この攻撃が終わるとまたボスは起き上がっ

て腹部からミサイル等を発射してきますが、こ

の時同時に先ほどまで背中から出していた巨
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大レーザーを今度は腹部から発射してきます。

上から下に行く過程で４回、下から上に行く

過程で２回放ってきますのでよく見て頑張っ

て避けましょう。この後はボスは体制を立て

直し、レーザーと触覚で攻撃してきます。触覚

はバーストも遮りますが先ほどのレーザーと

同じくゲージが回復出来るので積極的に設置

バーストをしましょう。この攻撃のあとはも

う一度バースト攻撃をし、最初の攻撃に戻り

ます。

このボスは今までのボスに比べてかなりの

長期戦になりやすいと思いますが諦めずに頑

張りましょう。これを倒せば晴れてエンディ

ングです。

以上が EASY ルート攻略なります。実際に

私はこのようにプレイしているので、この通り

に動いて被弾しないように頑張ればきっとク

リア出来ると思います。とはいえ話を聞いた

だけで実際にやってみるとうまくいかない事

もあるでしょう。ですが何回もプレイすれば

きっと上達するはずです。諦めずに挑戦して

みてください！！

6 その他のボス達

ここでは他のボスについて幾つか軽く紹介

をしておきたいと思います。個性的で、攻略も

楽しいボス達です。実際に皆さん自身の手で

見てみて下さい。

ZONE E BOSS

- ANCENT BARRAGE

EASY ルートクリア者の栄光を阻む最初の

壁、タイマイ型戦艦のANCIENT BARRAGE

は ZONE E のボスです。下からのレーザー

攻撃、攻撃吸収バリアとその返しレーザー等

強力な武装を兼ね備えた強敵です。しっかり

とパターンを組まないと倒すのは困難でしょ

う……。コツは水平バーストで下からのレー

ザーを防ぐ事です、この時紫の自機狙いレー

ザーも撃ってきますが設置バーストで黄レー

ザーを無効化しておけばこちらの避けに専念

出来ますので落ち着いて避けましょう、焦らな

いことが勝負の鍵です。

ZONE F BOSS - FANTOM CASTLE

ZONE Eの ANCIENT BARRAGEと並ぶ

２大ボスの傍ら、ハリセンボン型戦艦 FAN-

TOM CASTLE は ZONE F のボスです。こ

のステージは道中が短い代わりにボスが長期

戦となります。初めは大量のパーツを装備し

ていますが破壊すると中から小型の戦艦が出

てきます。しかし侮る事勿れ、問題はこの本

体が放つ誘導赤レーザーがこの作中でも屈指

の問題児でこれを避けられるかが勝負の鍵と

なっています。このときはバーストにもあま

り頼れないので何度も挑戦して練習するしか

ありません……。コツとしては上下のどちら

かに引き付けてから前に三日月を描くように

避ける、というのがよく言われる方法ですが時

にはレーザーの中をかいくぐらなければなら

ないこともあるので結局は慣れと言わざるを

得ません、頑張りましょう。

ZONE I BOSS

- THOUSAND KNIVES

ミノカサゴ型戦艦、多数のビットを用いた

オールレンジ攻撃を仕掛けてきます。多数の

ビットを用いるので弾の量は多いですが、そ

の分設置バーストが上手く使えれば撃破への

道は開けるでしょう。またその攻撃方法、色か

ら珠に呼ばれる名前がνガンｄ……ゲフンゲ

フン。

ZONE L BOSS - GREAT THING

マッコウクジラ型の戦艦、その大きさは他

の戦艦を圧倒する大きさです。ダライアスシ

リーズを通して最強クラスの敵として位置し

ており、その圧倒的な物量による攻撃は他の戦
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艦の攻撃の量とは比べ物にならないでしょう。

現れるエリアも HARDルートの一番下……多

くの人の目標となるこのボスを倒せるように

頑張りましょう。

7 終わりに

こんな稚拙な文書をお読み頂きありがとう

ございました。

タイトル通り、私の腕は俗にいう「下手の横

好き」レヴェルなのでもしかするとおかしな攻

略もあるかもしれません。

しかし、ＳＴＧとはクリアするのに様々な解

法が存在するゲームでもあり、またそれを楽し

むゲームという一面も持ち合わせている（少

なくとも個人的には）ので、これはあくまでも

一例として留めておいて遊ぶ皆さんが実際に

プレイして攻略パターンを作ってこれで皆さ

んが STGを好んで遊ぶようになるキッカケと

なったら幸いです。

おまけ　他の STGもやろうず

比較的入手の容易なオススメ STGを紹介し

ます。

7.1 スーパーダライアス

Wiiのバーチャルコンソールで入手可能（要

800 ポイント）な初代ダライアスの移植作品

です。システムはバーストこそないものの殆

ど同じであり、敵の弾の量も DBAC に比べ

れば少なめ……ですが全７面であり難易度は

DBACに比べれば高めです。

7.2 Gダライアス

PSアーカイブスで入手可能（要 600円）な

ダライアスシリーズ４作目の移植作品です。

初めは弾の量も多く、速度も早いので面を食ら

うかも知れませんが、システム等を理解すれば

以外にも難易度はそこまで高い作品でもない

ので DBACから入るのにはオススメです。

7.3 レイストーム

ダライアスを制作した TAITO（現在はスク

ウェア・エニックスに買収、ブランド名化）の

縦スクロールシューティングゲームです。こ

ちらも PS アーカイブスで 600 円で買うこと

が出来る他、HD版が PS3、Xbox360で 1500

円で購入できます。同じ会社で作られただけ

あって色々と共通点が見いだせるので色んな

意味で楽しめます。但し……１クレジットク

リアの難易度は比較的高めです。

7.4 グラディウスシリーズ

ダライアスと同じくかつて一世を風靡した

横スクロールシューティングゲーム御三家の

筆頭、株式会社KONAMIでも特に有名なゲー

ムのシリーズです。遊戯王OCGにも登場する

機体や戦艦等がカード化されていたりしてい

ますので良くは知らないが少しは聞いた事の

ある人も多いのではないかと思います。入手

は色々な作品が DL 形式や廉価版で入手可能

ですので興味が湧いたら調べてみてください。

7.5 ぐわんげ

最後に紹介するのは現在 Xbox360で DL販

売中（要 800MS ポイント）の縦スクロール

シューティングゲームです。癖も強く、世界観

も他の STGとは一線を画するものではありま

すが個人的には中々面白く、それほど難易度も

高くないのでオススメです。

Thank you for your Reading!!!

※違和感は無視するもの

参考資料他

DBAC 入門講座

http://www.youtube.com/

watch?v=vGVWJuvXRpg

IPAフォント

http://ossipedia.ipa.go.jp/

ipafont/index.html
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ライブラリ

作者:Hiroki@4J

あれこれ

これはWindows向けの DirectXを用いたゲーム制作ライブラリ Mikan の開発記事です。

1 Mikan開発の想い

私が X680x0同好会に入った年、新入
生に対するゲーム制作のための講座が大
きく変わり、分野1別に別れて講義する形
となった。その年のプログラミング講座
で使われたゲーム制作のためのライブラ
リは、abcと呼ばれるフレームワークラ
イブラリだった。
abcは内部で開発された独自のライブ

ラリで、開発者は私が次の学年に上がる
時に卒業していくこととなった。

1.1 I love abc!

私は DXライブラリなどの少し有名所
のライブラリなども知るが、abcに惚れ込
んでいた。理由は簡単で、まず第一に気
軽に作れる。4つの関数とヘッダファイル
の呼び出しだけで、FPS2制御まで行なっ
てくれる。初期化、後片付けのタイミン
グもはっきりしていて分かりやすいとい
うのは非常にありがたかった。

次に、実は上級者向けの機能も色々準
備されていて、少し凝ったことも知識次
第で可能であった。
手軽さだけでなく、ちゃんと使うこと

も考慮されたこのライブラリをずっと使
い続けることになるのだが、先輩が卒業
してからの更新作業の限界、最新の開発
環境で動かないなど、少しガタがでてき
てしまった。

1.2 次は自分

致命的だったのはゲームランチャーを
作った時だった。ランチャーは動きゲーム
は起動したが、終了してランチャーに戻っ
た時、画面が真っ白になってしまった。
どこのバグかと言われると難しいが、こ

れはOSの問題も絡まった有名な現象で、
abcはそれに対応していなかった。直そう
と思いソースコードを貰った私が見たも
のは、未知の世界。直そうにも知識が足
りず、コードも色々分散していて何がど
うなっているか分からない。その時に限

1絵・音・プログラミングの 3つ。
2Frames Per Secondの略で 1秒間に何度画面が更新されるかだと思えば良い。
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界を感じ、元々はOpenGLなどを使った
ライブラリを作ってみたいと思っていた
が、急遽 DirectXを使ったライブラリの
開発を決めた。

1.3 ライブラリの問題点

abcは初心者がゲームを作るとっかかり
としては非常に優秀だと思っている。別
のライブラリに乗り換えるにしても、プ
ログラミング講座でゲームプログラミン
グの基礎を学べば、後は何を使おうが問
題なく実装できる。さらに同じライブラ
リを使い続けたとしても十分に要求を満
たすだろう機能を abcは提供していた。
この abcの後継に当たるライブラリを

作るならば、abcの古い部分を新しくし、
機能はほぼ互換にまで持っていく必要が
ある。それと同時に、現状の問題点も出
来れば解決したいと考えていた。
現状の問題とは、引継ぎである。開発

の引継ぎが出来ず開発が止まってしまう
と、別のライブラリを使わざるを得なく
なり、講座の資料が役に立たなくなる可
能性も十分にある。
そこで、初めから多人数での開発を視

野に入れ、出来れば講座のために部員の
誰かがメンテナンスできるライブラリに
なるような下準備を行うこととした。
ソースコードの公開もそうだが、ライ

ブラリの構造に関しても、非常に頭を悩
ませる事となった。そんな時、OB の方

がライブラリを作っているという噂を聞
いて、私へのアドバイスなどなどと共に、
defというライブラリについて教えてくれ
た。この defは abcの次を目指して作って
いるもので、各機能ごとにライブラリを
分割し、単体で使えるという特徴を持っ
ていた。

この構造に感動し、各機能を提供する
ライブラリと、それに依存し abcのよう
に簡単に使える統合ライブラリを提供す
るMikan3の構造が決定。更に開発が始ま
った。

1.4 多人数開発

ライブラリの開発は何とかなりそうだ
が、初めから 1人ではちょっと荷が重いと
感じていた。フレームワークライブラリ
は制御やリソース管理のみならず、いろ
いろな機能を提供する必要があるからだ。
そこで、私は音の能力が最も貧弱で知識
も無いことから、音とプログラミングに
詳しい友人にライブラリ共同開発を依頼
し、快い返事を得て 2人での開発が始まっ
た。特に各機能を提供するライブラリが
個別であるというのが非常に大きく、開
発時のコミュニケーションコストはかな
り小さかったように思う。4

その後興味のある後輩を何人か加え、引
継ぎに悪戦苦闘しながら、何とか形とな
った。

3命名は S先輩。由来は私が愛媛出身かつ冬場はオレンジの派手な服装でミカンを連想したから。別の
友人は未完につながるからちょっと……と言ってたが、それはそれで開発が続くようでいい感じである。
可愛らしい名前でアイコンも分かりやすく設定しやすい。さらにユニークな名前でありググった時にヒッ
トしやすいなど利点も多かった。

4本当はあんまりよくないけど。
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2 Mikanの特徴

長い開発経緯だったが、何とか形となっ
た。ここからは少し特徴などの紹介をし
ようと思う。

2.1 特徴

2.1.1 気軽さ

まず重要なのは手軽に使えること。そ
のために、Windowsのセキュリティなど
と闘いながら、インストーラーなどの整
備や、多少長いが規則性と仕事が (日本人
の初心者に)分かりやすい命令になるよう
にした。最低限用意すべき関数などもあ
るが、abcの時よりも簡素化し、テンプ
レートがなくとも比較的覚えやすくなる
ように心がけた。

2.1.2 拡張性・カスタマイズ性

各機能を提供するライブラリは、描画、
入力、音などが個別に作られ、それぞれ
単体でも扱うことができる。更にソース
コードを公開しているため、一部だけ書
き換えるなどのことも容易に可能である。

2.1.3 複雑なことにも対応

初心者向けではあるが、上級者向けに
複雑なことにも対応させている。各ライ
ブラリは機能提供などを行うが初期化処
理なども含まれている。その初期化処理
など裏の処理は初心者に見せないように
隠蔽化しているが、比較的簡単に裏の処

理へアクセスが可能となっている。上の
ソースコード開示もだが、しっかり使う
こともできるように、いろいろな部分に
上級者の知識を使える穴5を用意した。

2.2 開発コンセプト

いずれ引継ぎ、メイン開発者が変わる
ことが望まれるライブラリであるため、今
のうちに当初のコンセプトなどを書いて
おこうと思う。

2.2.1 軽い

軽いの定義はいろいろあるだろうが、一
番は動作を変に重くしないこと。妙に処
理を頑張るのもよいが、機能が使われな
かったり全体の速度を落としかねないな
らやるべきではない。かと言って機能を
減らしすぎると使いづらいので、そこは
臨機応変に、必要な機能はつけていき、手
軽に触れる軽さを重視する。

2.2.2 単純

ソースコードは出来れば単純に、分か
りやすくする。諸事情でクラスを使うた
めにC++で開発をしているが、出来れば
C言語で開発をしたかった。理由は内部
をできるだけ単純にしたいから。難しい
処理などもあるが、できるだけストレー
トに処理をした方が、後から見る人が理
解しやすいだろうというのが主な理由で
ある。ソースに関してはできる限り可読
性を重視していきたい。

5上級者には値と穴を用意すればいい。自分で何とかするから。必要なのはそこに至る手軽さ。
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2.2.3 公開

公開はソースコードだけでなく、裏の
処理も含まれている。できるだけ抜け道
や裏関数を用意し、ライブラリをいじる
ことなく上級者の知識を生かした設定等
ができるようにする。更に、初心者には惑
わせないように必要な機能を絞って公開
する。公開の度合いを使用者のレベルに
合わせるというのは、非常に重要である。

3 Mikanの今未来

Mikanはまだまだ発展途上のライブラ
リである。機能は abcに今一歩届かず、ウ

ィンドウ制御や入力管理が甘い、ドキュメ
ント整備の遅れなどなど、まだまだ未熟
である。更に多人数開発は一応できては
いるが、引継ぎがなかなかに難しく、ちゃ
んと引き継いで機能開発が継続できるか
不安が残る。
一方満足できている部分も多い。私が

望んでいた abcのような手軽さは十分に
あり、また幾つかの致命的な不具合など
にも対処し、abcでは作れなかったラン
チャーを作ることもできた。
今後は足りない機能を補って abcの後

継になると共に、ゲームプログラミング
の基礎を学ぶ道具として、初心者の足が
かりになればと思う。

4 その他

4.1 リンク

Mikan Library Wiki - http://mikan.azulite.net/

Mikanライブラリのダウンロードやリファレンスなど。

def - http://ginger.mydns.jp/trac/def

defライブラリのダウンロードなど。

abc - http://www.x68uec.org/other/press/2004/html/main/contents.html

2004年度デジタル会誌より、ゲーム制作サポートライブラリ abc について という記
事が読めます。今現在 wiki等が停止し、ライブラリの入手等が出来ません。

4.2 謝辞

ライブラリ制作に関して、多くの助言等をくださった先輩方、共にライブラリを作ろ
うと集ってくれた仲間たち、実際にMikanを使い必要機能の提案等々を出してくれた
部員一同に本当に感謝しています。ありがとうございます。
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（∪＾ω＾）犬でもできる音 MAD制作,;ﾞ ・ω・;,  

by松野 

はじめに 

この記事は音 MAD初心者、というか初めて制作した人間によって書かれ

ており、「MAD作り興味あるけど難しそうだな……。」という MAD を作ったこと

のなく編集ソフトももってないような方向けの内容となっております。MAD制作

経験者の方は読んでいて「チッ、ド素人が！」となるのでご注意ください。 

MAD って何？ 

音 MADは音・音楽をメインにした MAD。ではいったい MAD とは何か？ 

MAD は英語で「狂ったような」「ばかげたような」という意味らしいです。動画と

しての MAD は元の動画・音声を編集して新しい動画にしたもの、というかんじ

です。まぁ動画投稿サイトに行って実際に見てみるのが早いでしょう。 

  どういう MADを作るか 

とにかく扱う作品を決めなければ始まりません。一応タイトルが音 MADなの

で音楽に合わせる MADを作るなら原曲となる音楽も決めましょう。決めること

を決めたらだいたいの内容を考えましょう。面白いと思った動画も参考にしち

ゃいましょう。次に素材集めです。一応しっかり著作権のことを考えて素材を

集めていきましょう。加工前はデータ容量が大きくなることもあるので HDDに

は余裕をもたせておきましょう。素材を集め終わったら扱えるファイル形式に

変換して作業開始です。 

  音の編集 

フリーソフト「Audacity」をつかってみましょう。いろいろできます。 

素材や原曲を取り込んだら

新規オーディオトラックを作成

しましょう。音を重ねたり編集

のしやすさからオーディオトラ

ックはいくつかに分けておいた

方がいいです。分けすぎると
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逆に面倒になりますが。素材から必要部分をオーディオトラックにコピーし内

容に合わせて編集、完成を目指しましょう。音の長さを変えずに高さを変える

操作がありますが、長さも少し変わってしまいます。そこで音の高さを変えた

いときは長さを合わせる前に高さを合わせておいた方がいいです。もっとわか

りやすく詳しい操作方法はインターネットで調べましょう。 

  動画編集 

フリーソフトの「AviUtl」を使ってみましょう。いろいろできます。 

このソフトはプラグインが多く

拡張性が高いのです。連番

BMP出力で一コマずつ画像ファ

イルにできるようになるプラグイ

ンもありトレスの手書き MAD も

作れます。動画の編集は拡張

編集で行いましょう。拡張編集

では動画を階層構造で扱うこと

ができ同時にいくつもの動画を表示させることができるのです。もっとわかりや

すく詳しい操作方法や便利なプラグインはインターネットで調べましょう。 

  完成 

完成したら動画サイトに投稿できるファイル形式・容量に出力・変換して投

稿してみましょう。また、投稿しないというのも選択肢の一つです。 

  最後に 

詳しい作り方はインターネットで見つかると思うので簡単な紹介のような内

容になりました。今回紹介した以外にもたくさんの編集ソフトがあります。自分

に合ったものを探してみてください。こんな記事で MAD制作に興味を持って

いただいたら幸いです。筆者は本来見るのが専門なので皆さんが MAD を作

って投稿してくれることを願っています。 

 

紹介したフリーソフト（ダウンロードは自己責任でお願いします。） 

Audacity http://audacity.sourceforge.net/ 

AviUtl http://spring-fragrance.mints.ne.jp/aviutl/ 
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『潜水艦の魅力とは』 奥田ルフト 
 

戦争の歴史を語るにおいて、潜水艦の歴史を語らずにはいられない。第二次世界大

戦中、ドイツが大ブリテン国を苦しめたのも U-bootという大潜水艦隊であることも忘

れてはいけない。U-boot は結局、大ブリテン国の発明した護衛船団方式によって殲滅

され、そのままドイツは敗戦へと向かっていったが。大日本帝国海軍も制空権、制海

権のなかった’45年夏でも、本土防衛戦として潜水艦の運用と人間魚雷「回天」の使用

を考えていた。 

 米露の軍拡に大量に配備されたり、小説や映画にもたびたび出てきたりする潜水艦

はどのような魅力があるのだろうか。私の考えを述べたい。 

 

まず潜水艦の最大の特徴「隠密性」だ。潜水艦は普通目視できない。水中では電波

の減衰が激しく、光が遠くまで届かないため船底にカメラは必要ないからだ。だから

船団にこっそり近づいて敵のどてっ腹に一撃目を食らわせることができる。船に穴が

開いた後はそのまま沈むか逃げていくしかない。もっとも、普通は潜水艦が近づいた

ら潜水艦のスクリュー音で気づくだろうし、遠すぎても魚雷と敵艦の航行予想をぴっ

たり合わせなくてはいけないし、魚雷自身のスクリュー音で気づいてしまう。しかし、

そのような敵に当てるのが難しい魚雷だからこそのロマンというか、艦長の腕の見せ

所だ。 

電波の減衰が激しいので水の中ではレーダーはもちろん届かない。気づかれずに敵

国の沿岸で隠密行動ができる潜水艦にミサイル発射の機構を取り付けることで、移動

式核発射施設（サイロ）が出来上がる。これこそ冷戦時代、米露で潜水艦を増強した

理由であり、核戦争が引き起こされなかった理由だ。核戦争でまず核が狙うのは相手

国の核発射サイロである。核発射サイロをつぶされれば報復攻撃ができるはずもなく、

あっという間につぶされてしまう。潜水艦ならば世界中の海に配備できるから核が撃

たれてからすぐに報復攻撃に移れる。レーダーにも映らずしかも移動し続ける核ミサ

イルに無駄弾は撃てない。 

それでも、近距離ならば磁気探知機（MAD）と呼ばれる対潜用のレーダーのようなも

のがある。これは潜水艦が鉄の塊であることを利用して、磁場の乱れを感知すること

で敵潜の居場所を探知する代物だ。実際太平洋戦争時には戦闘機に実戦配備されて、

ずいぶんと帝国海軍潜水艦を苦しめたそうだ。 

 

つぎに潜水艦特有の「一体感」がある。海軍における艦の一体感は別に潜水艦に限
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ったことではない。艦の戦闘員は常に艦長の一部となる。操舵員は手、航海長はブレ

ーンといった感じだ。艦では上官に絶対服従であり、規律を乱してはいけない。その

ような状態が航行の間ずっと続く。しかもそれが駆逐艦ならいつでも外の空気が吸え

ていいけれども、潜水艦は別だ。太平洋戦争よりは水上航行が増えたとはいえ、ほと

んど艦内にいる。ところで潜水艦と言ったらどんな形を思い浮かべるだろうか。ほと

んどの人は葉巻のような形を思い浮かべるだろう。そう、潜水艦には甲板に出るしか

外気を吸う機会がない。しかも甲板に出られるのは監視員か艦長か非戦闘員だ。ほと

んどの船員は艦内にいる。つまり空気が悪い中で必要ならばすぐにでも艦長の手足と

ならなければならない。その極限がまた奇妙な一体感を生み出しているともいえる。 

 

次に潜水艦の「脆弱性」がある。潜水艦は空母や戦艦のように常に水上に浮いてい

るわけではない。潜航していれば当然船体はすべて水の中だし、水上に出ていても船

体の半分以上は水の中である。つまりどういうことかというと、船体にどこか穴が開

くだけで簡単に水が入るのだ。実際浮力を調節するメインタンクは外殻のすぐ下にあ

り、ここに穴が開くだけで浮力の調節ができなくなる。勝手に沈むか、あるいはただ

浮かぶことしかできない。おまけに、潜水艦は敵艦のほかにもう一つ敵がいる。水圧

である。敵の機雷や魚雷をよけようと思ったら、普通は下にもぐる。なぜ下にもぐる

かというと魚雷や機雷というものは上に爆風が上がる。それによって発生する水柱に

押し上げられ、潜水艦は水上に出てしまう恐れがあるからだ。そこで水上艇も機雷を

潜水艦の行く深度を予想し、それより深い深度で爆発するように設定する。逆に潜水

艦はその深度を予想し、それよりも深く潜ろうとする。そこに水圧が関係してくる。

潜水艦は水圧による圧潰を恐れながら沈まないといけない。浅すぎれば機雷による押

し上げもしくは圧潰、深すぎれば水圧による圧潰。艦長はぎりぎりまで潜れる深度を

把握しなければいけない。それだけ慎重に扱わないと潜水艦はすぐに圧潰してしまう

し、沈められてしまう。ここで機雷は通常、爆風で船体に穴をあけるより、爆風で船

体を押しつぶす使い方をするから水圧との調整は重要なのだ。 

つまり、潜水艦の潜れる最大深度はシークレット中のシークレットであり、スクリ

ュー音並みに極秘扱いされている。最大深度がわかると、敵国はその深度まで潜って

も爆発する機雷を開発すれば絶対にその潜水艦に勝てるし、スクリュー音がばれれば

敵船の聴音手はそのスクリュー音を聞き取った瞬間に敵の居場所がわかるからだ。潜

水艦はいわば「国の技術の結晶」というわけだ。 
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最後は潜水艦の「戦術性」だ。潜水艦は水上艦とは違い、戦闘海域は水中で活動す

る。つまり水上艦とは違い、三次元的な動きを可能とする。敵の潜水艦や、水上艦か

ら発射された魚雷を方向転換以外でよけることができる。このことは重要で、反撃し

やすい方向を維持したままよけることができることを意味している。もっともほとん

どの場合はそのようなことはできないのだが。 

では戦闘に入る前ではどうだろうか。前述でも何度も「音」を強調してきた。すぐ

先も見えない水中でカギとなるのが、その「音」である。水上艦の聴音手は潜水艦や

魚雷のわずかなスクリュー音を聞き取り、その音源の方位、距離、速度まで導く。特

に魚雷のは距離、速度を出さないと反撃が難しくなることや、最悪の場合命中もある

ので特に集中力がいる。魚雷発射管の開く音が聞こえればそれが早いのだが、一瞬が

命となる緊張が６時間も続くのだから、その辛さがわかるだろう。逆に潜水艦の場合

も、水上艦のスクリュー音を聞き取り、同じことをしなければならない。潜水艦が水

上に何か落ちるような音を聞いたら、それは恐怖の始まりである。大抵は機雷が海に

落ちた音だからだ。艦長はすぐさま急速潜航を指示する。そのあと、無音潜航をして

ひたすら機をうかがう。無音潜航とはエンジン、エアコンを切ってじっと息をひそめ

る沈み方である。その間は当然空気が悪くなり、蒸し暑さが増す。さらに話し声も響

くので全員ひそひそ声で話さないといけないという制約もある。これが潜水艦では一

番辛い。最近何かと話題になっている原子力潜水艦はこの無音潜航はできない。それ

は原子炉を止めることは丌可能であり、常に音が鳴っているからである。その代り、

原潜は無限に潜っていられ、推進力のほかに余った電力は海水の淡水化をしたり、水

の電気分解が出来たりする。潜水艦でお風呂に入れるのは素晴らしいことだ。しかし、

前述のほかに必然的に船体が大きくなるので狭い水道は通れないという弱点もある。 

ここで、尐しでも潜水艦を知っている人であれば、「アクティブソナー」に気が付く

人もいるだろう。アクティブソナーとは自分から音を発することで、その跳ね返った

音からその艦の情報を得るものである。これはいわば水中版レーダーだが、弱点が多

くあってあまり使われない。まず、「自分が聞く前に相手が聞くこと」がある。跳ね返
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った音が自分の艦に届く前に相手には反射する前の音が届いているので、相手に逆に

居場所がばれてしまう。次に、温度逆転層で音が散乱することがある。海は海流など

の影響で水温が逆転することがある。温度が違うと音の進むスピードも違うので音が

屈折する。せっかく相手に届いた音も反射して帰る前に届かない可能性があるのだ。

逆に、潜水艦の艦長はこの温度逆転層を見抜くと無音潜航の恩恵が多く受けられる。

だから、どの位置で、どのタイミングでアクティブソナーを打つかというのは重要で

ある。とはいっても急速潜航をした後はかなり深い位置まで潜っているので、雷撃深

度まで上がるのにメインタンクブローをしなければならなかったり、回頭をしなけれ

ばならなかったりと音の出る機会が多く、なかなか反撃には出られない。見つかった

ら戦闘海域からの離脱が一番効率が良いこともある。 

 

皆は戦闘艦と言ったら、大和のような戦艦や、エイブラハム・リンカーンのような

空母を想像するだろう。無論、戦艦や空母もそれぞれ見どころがあるだろう。だが、

潜水艦ほど緻密で、繊細で、戦術性に富んだ兵器があることも忘れてはいけない。こ

れを読んだ人が潜水艦に興味を持ってくれればと思う。 

 

参考文献：発行講談社・著福井晴敏「終戦のローレライ」、 

発行文藝春秋・著池田司「雷撃深度一九・五」、 

Wikipedia「潜水艦」http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BD%9C%E6%B0%B4%E8%89%A6 
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1 バッカスナウア記法のお話

’09 まりも
僕はスクリプト言語1の開発に着手し必死こいて二週間くらいかけて勉強し

て lexやら yaccやらのC# 版を扱えるようになりました。2本当に資料が少な

く特にバッカスナウア記法（以下 BNF(BackusNaurForm)）についてちんぷ
んかんぷんだったのです。なので少しは手助けになるかなと思いつつこの記事

を書いてみます。

まぁ、そんなこんなで APの出題範囲である EBNF3ではなく基本の BNF
の解説をしてみようと試みるわけです。EBNFよりBNFのが使える場面多い
ですし。4

とりあえず C言語系の言語の文法くらいはわかっててほしいな～　位のレ
ベルを要求します。

注意:BNFについて結構はしょって書いてたりするのでここ正確じゃないよ
とか思われるかもしれませんが、間違ってない限りはあっていると思ってくだ

さい。5

2 BNFってなによ

BNFってな～にっていう説明を最初に軽くやります。この記法はプログラ
ミング言語の文法規則を表現する記法です。どのように動作するかではなく

どのように書けばその言語の文法として正しいかを表した物です。日本語で

も「これはみかんですか。いいえこれは水槽です。」という意味不明な文章を

書けますが、文法上は正しいですよね。このように意味は全く考慮に入れな

いで文法だけを定義する物が BNFです。例えばCの文法規則の BNFがこの
辺6にのってます。

次のセクションから BNFの解説に入ります。

1簡単なプログラミング言語とでも言っておこう
2この二つのツール資料殆ど無くてやばかった……　 csflexと jayで検索かければ出てきま

す。ライセンスは出力に関してはどちらも制限ないです。配布については GPLとかいうあれ
です

3拡張バッカスナウア記法
4C/C++のコンパイラコンパイラ yaccや caper,C#/Javaの jayも BNFを使います
5もっというとこれを書いている人は趣味で構文解析やりますが授業でやった事は一度もあ

りませんし使えればいいと思って使っているのでつまりはそういう事だと思ってください
6http://www.csci.csusb.edu/dick/samples/c.syntax.html
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3 終端記号

まず、BNFを勉強しようとすると終端記号と非終端記号という物が出てき
ます。

そのうちの終端記号とは要するに「単語」です。

C言語で言えば「if」「for」「do」「while」などの予約語や「(」「)」のよう
な記号、変数なんかのユーザー定義の識別子が入ってきます。英語だと SVと
か SVOとか言って S=主語のような単語の分類を付けますよね。BNFでもそ
のような事をやっています。

例えば「if」を 〈if〉という単語グループとして定義したいとします。その時
BNFでは以下のように書いていきます。

〈if〉 ::=′′ if ′′ (1)

こんなもんです。〈単語グループの名前〉::=単語　です。「”」は単語ですよっ
ていうのの明示です。

じゃあ今度は数字を表してみましょう。

〈digit〉 ::=′′ 0′′|′′1′′|′′2′′|′′3′′|′′4′′|′′5′′|′′6′′|′′7′′|′′8′′|′′9′′ (2)

これで一桁の数字の定義ができました。|はまたはというもので「A|B」で
Aまたは Bどちらかと言う意味になります。
というわけで「 ′′0′′|′′1′′|′′2′′|′′3′′|′′4′′|′′5′′|′′6′′|′′7′′|′′8′′|′′9′′」は 0～9のどれか

と言う意味で使ってます。

じゃあ二桁三桁の数字ははどうするのかというと”11”,”12”とか全部網羅す
るわけではなく。二つ先のセクションの非終端記号という物を使っていきます。

4 非終端記号

非終端記号とは、終端記号もしくは非終端記号を組み合わせた物です。要す

るに単語の組み合わせです。

例えば「3+2」というものは「”3”」「”+”」「”2”」のように単語（終端記号）
に分解されます。

これを BNFで書いてみます。
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〈exp〉 ::= 〈digit〉′′ +′′ 〈digit〉
| 〈digit〉′′ −′′ 〈digit〉

〈digit〉 ::= ′′0′′|′′1′′|′′2′′|′′3′′|′′4′′|′′5′′|′′6′′|′′7′′|′′8′′|′′9′′ (3)

このようにかくと「3+2」をふくむ一桁の足し算と引き算が表現できます。
〈digit〉はもうわかると思いますので上の 〈exp〉はそれを使用して組み合わ
せを作ります。

また記号の羅列は記号が並んでいることを表します。この例では 〈digit〉′′+′′

〈digit〉は「〈digit〉」「′′+′′」「〈digit〉」という順に記号が並んでいる事を表し
ます。

これで「3+7」「6+0」「1-8」「9+1」なんかは表せるわけです。
この ′′+′′は終端記号ですし 〈digit〉も先ほどの通り終端記号になります。
これをくみあわせた 〈exp〉は非終端記号になります。
ではこれをつかって”22”のような複数桁の数字を表現してみましょう。

〈number〉 ::= 〈digitn0〉
| 〈digitn0〉 〈digit〉
| 〈digitn0〉 〈digit〉 〈digit〉
| 〈digitn0〉 〈digit〉 〈digit〉 〈digit〉
| 〈digitn0〉 〈digit〉 〈digit〉 〈digit〉 〈digit〉
| 〈digitn0〉 〈digit〉 〈digit〉 〈digit〉 〈digit〉 〈digit〉
| 〈digitn0〉 〈digit〉 〈digit〉 〈digit〉 〈digit〉 〈digit〉 〈digit〉
| 〈digitn0〉 〈digit〉 〈digit〉 〈digit〉 〈digit〉 〈digit〉 〈digit〉 〈digit〉

〈digitn0〉 ::= ′′1′′|′′2′′|′′3′′|′′4′′|′′5′′|′′6′′|′′7′′|′′8′′|′′9′′
〈digit〉 ::= ′′0′′|′′1′′|′′2′′|′′3′′|′′4′′|′′5′′|′′6′′|′′7′′|′′8′′|′′9′′ (4)

0以外の数字を先頭に付ける事によって”012”等を回避してみました。これ
で「0」から「99999999」までは表せますね。ですが、これでもまだ正確では
ないですよね。「999999999999」は表せません。これを解決するには「再帰」
という方法を使います。

次のセクションで”22”等の桁数の多い数字をちゃんと定義してみましょう。
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5 再帰

再帰とは自分自身を定義で使用する事です。プログラムやってる人なら大体

わかるはず。

これで”11”や”22”を表すと以下のようになります。

〈number〉 ::= 〈pro− number〉 (5)

|′′ −′′ 〈pro− number〉
|′′0′′

〈pro− number〉 ::= 〈digitn0〉
| 〈pro− number〉 〈digit〉

〈digitn0〉 ::= ′′1′′|′′2′′|′′3′′|′′4′′|′′5′′|′′6′′|′′7′′|′′8′′|′′9′′
〈digit〉 ::= ′′0′′|′′1′′|′′2′′|′′3′′|′′4′′|′′5′′|′′6′′|′′7′′|′′8′′|′′9′′ (6)

注目するのは 〈pro− number〉の定義です。最初の部分は 〈digitn0〉で非ゼ
ロ整数を示しています。

次の 〈pro− number〉 〈digit〉が肝で 〈digitn0〉が 〈pro− number〉なのです
から 〈digitn0〉 〈digit〉と展開されます。
またこれも 〈pro− number〉なので 〈digitn0〉 〈digit〉 〈digit〉と取ることも可
能です。これがずっと続くので”99”でも”111”でも”999999999999999999999999999999999”
でもきっちり 〈pro− number〉と認識されます。ついでに 〈number〉で整数を
網羅してみました。このように自分自身を定義の中に入れる方法を再帰と呼

んでいます。

これでBNFで必要なことはすべて網羅しました。早いですね。なので今度
はもう少したくさんの定義をしてみましょう。

6 数式を認識する

数式を認識できるようにしてみましょう。四則演算と剰余、代入演算、括

弧、および変数を含めてみたいと思います。肝心の定義は以下のとおりになり

ます。

終端記号 〈identifier〉は識別子（変数名）をあらわすとします。正規表現な
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ら例えば C言語などなら [ a-zA-Z][ 0-9a-zA-Z]*等になります。

〈assign〉 ::= 〈identifier〉′′ =′′ 〈calc〉
/ ∗計算式 ∗ /

〈calc〉 ::= 〈term〉
| 〈calc〉′′ +′′ 〈term〉
| 〈calc〉′′ −′′ 〈term〉

〈term〉 ::= 〈value〉
| 〈term〉′′ ∗′′ 〈value〉
| 〈term〉′′ /′′ 〈value〉

〈value〉 ::= 〈number〉
| 〈identifier〉
|′′(′′ 〈calc〉 ′′)′′

/ ∗数字定義 ∗ /

〈number〉 ::= 〈pro− number〉
|′′ −′′ 〈pro− number〉
|′′0′′

〈pro− number〉 ::= 〈digitn0〉
| 〈pro− number〉 〈digit〉

〈digitn0〉 ::= ′′1′′|′′2′′|′′3′′|′′4′′|′′5′′|′′6′′|′′7′′|′′8′′|′′9′′
〈digit〉 ::= ′′0′′|′′1′′|′′2′′|′′3′′|′′4′′|′′5′′|′′6′′|′′7′′|′′8′′|′′9′′ (7)

こんなところでしょう。

計算式の直下から数字定義の真上の領域だけ説明していきます。

以下「a=4*3/2+4*9-(5+b)*2」と言う式を考えます。
まず数字と変数名 (b)は 〈value〉です。なのでこれは上の 〈term〉にマッチ7し

ます。

とすると「4*3」の部分は 〈term〉になります。すると数字の時と同じよう
に「4*3/2」は 〈term〉になります。同様に「4*9」の部分も 〈term〉にマッチ
してます。

〈term〉のときと同じように 〈term〉は 〈calc〉なので「4*3/2」は 〈calc〉にも
マッチします。すると 〈calc〉には 〈calc〉′′ +′′ 〈term〉という定義があったので

7その記号と認識される事
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「4*3/2+4*9」の部分はこれが適用されて 〈calc〉にマッチします。
次に「(5+b)」なのですがここは「5+b」が 〈calc〉にマッチするので ′′(′′ 〈calc〉 ′′)′′
というルールが適用されて 〈value〉がマッチします。すると今度は「(5+b)*2」
は 〈term〉にマッチするので「4*3/2+4*9-(5+b)*2」は 〈calc〉にマッチします。
最後に「a=4*3/2+4*9-(5+b)*2」は 〈identifier〉′′ =′′ 〈calc〉というルール
が適用されて結局 〈assign〉にマッチする事がわかります。
このように最終的に 〈assign〉という一つのルールにマッチしました。普通

はこのように一つのルールにマッチすると (定義したBNF上で)文法上正しい
と見なされます。

7 まとめみたいなもの

以上で簡単な BNFの解説を終わります。これだけあっても yaccとか使え
ないんですけどね。まぁ、なにかのきっかけになればと。

初めての言語では言語作るって言う変態さんもいるらしいですけどそこま

でいかなくても言語作るの楽しいですよ！8

普通こういう解析は字句解析と構文解析にわかれますが今回構文解析だけ

やりました。どちらも多くの場合はコンパイラコンパイラというソースコード

を作ってくれるツールを使います9。しかしそんな物を使わなくても結構簡単

に作れますがその辺は探せば結構出てきます。また C++の boostには spirit
とかいうきもちのわるいライブラリで字句解析と構文解のどっちもできるって

いうきもちわるいものがあります10。

まぁ、一度言語作ってみると良い経験になりますよってことでした。おし

まい。

8命令語定義するのは面倒くさいです
9再掲ですが C++では（字句解析）lex,flex/（構文解析）yacc,bison、C# では csflex/jay

なんかが該当します
10大事な事なので二度言いました

111

 
Knowledge 



蛍光表示管を光らせてみた 

1M 植田 

 

 ◆はじめに 

 筆者がちょっとした趣味としている事の一つに電子工作があります。今年の 5月

頃になりますが、とあるお店で気になる一品を発見してつい衝動買いをしてしまい

ました。数字を表示できそうな小さなパネル状のものがガラスの容器内に入ってお

り、その下部から 12本の配線が伸びたこの部品の側面には「LD8035E」という刻印

がありました。 

 

 ◆蛍光表示管 ～家電で光る緑のあいつ～ 

 私が一目見たときに、「レトロな感じがすごく良い！」という理由だけで買ってき

たこの部品は蛍光表示管、VFD(Vacuum Fluorescent Display)と呼ばれているもの

です。最近では液晶を用いたものが多いかもしれませんが、家電製品、たとえば電

子レンジで数字等を表示する部分が明るい緑色で表示されているものを見た事があ

りませんか？ そのような部分に VFDは使用されています。VFDは真空管の一種であ

り、フィラメントと呼ばれる部分に電流を流すことでフィラメントから電子が射出

され、その電子が蛍光体と衝突することで発光が起こります。電子を蛍光体に当て

て発光させる方法はブラウン管と似ています。文字や図を背後から光源を用いて照

らすことで表示している液晶と異なり、表示部そのものが発光する VFDは明るさや

見やすさの面で優れていますが、表示している間は常にやや大きめの電流を流して

おかなければならないために搭載可能な機器が限られています。しかしながら表示

の見やすさ等の面で重要視されており、現在でも見かける機会は少なくないと思わ

れます。 
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図 1.VFDの発光原理の概略図。フィラメントから出た電子をグリッドで加速、 

拡散させたり遮断したりして表示部に当てる。(図は筆者作) 

 

 ◆とりあえず光らせてみる 

 今回はこの VFDを 6本入手してみましたが、どのように電流を流せば発光するの

かを調べてみないと何も始まりません。幸いにも配線方法はすぐに見つける事が出

来たので、とりあえず一つだけ発光させてみる事にしました。12本ある配線のうち

最低限接続しなければならないのはフィラメント、グリッド、ヒーターの 3本と、9

つに分かれた数字、ハイフン（”-“）およびドット（”.”）それぞれに対応した線です。

とりあえず例として”2”と表示させるように回路を組んで 12Vの電圧を掛けたところ、

初め暗い状態から徐々に明るくなってゆき、数字が表示されました。 

 
図 2.とりあえず”2”を表示させてみた。 
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◆もう少し形になった何かを… 

 とりあえず一本だけ光らせてみましたが、ただそれだけでこの記事を終わりにし

てしまうのはちょっと物足りないので、何らかの数字を表示するものとして時計を

制作してみる事にしました。しかしながら筆者はマイコンのプログラミングという

ものを殆ど知らないので、時計の制御部分をどうやって用意しようか迷いましたが、

秋月電子通商で販売されている LED（発光ダイオード）時計キットを部分的に用い

ることに決めました。キットは制御部分と表示部分に分かれており、前者は説明書

通りに組み、後者の代わりに VFDと LEDを用いた表示部分を別に作成して接続する

ようにします。この記事を書いている時点では未完成ですが、調布祭までに現物を

お見せできるようにしておく事ができれば良いなと思っています。 

 

図 3.制御部基板（手前）、表示部基板、使用しない LED表示部（奥） 

表示部は VFD、LED各 4個を取り付ける予定。 

 

・使用したもの…蛍光表示管(NEC LD8035E) 6本、PIC16F57マイコンデジタル時計

キット(秋月 K-01996)、ACアダプタ(12V)、半田ごて、半田、基板、配線材など 

・費用…蛍光表示管の値段を忘れてしまいましたが、時計キット(2,100 円)と合わ

せて 4,000円くらいだったような気がします。 

◆あとがき 

おおざっぱに書いてしまったところが多かったかもしれませんが、身近なところ

で使われている部品の紹介と言う事で記事を書かせていただきました。VFD はまだ

手に入らないものではなく、VFD 時計キットという物もあるそうなので、興味をお

持ちになった方は是非とも制作に挑んでみてはいかがでしょうか。 
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読むとちょっとだけ絵が描きたくなる 

        イラスト講座 
                      1I 日並風鈴 

  突然ですが、まず紙と鉛筆を用意してみてください。 

  さて、準備はできましたでしょうか。それでは次に、頭の中に丸い円を思い浮かべて

みてください。あるいは星形だとかを思い浮かべていただいても構いません。 

では次に、用意した紙に、思い浮かべた円や星形を描いてみてください。 

上手に描けましたか？ 大抵の人は、線が歪んでしまったり、長さが揃わなかったり

で、頭の中にある丸をそのままきれいに紙に描くことはできなかったと思います。丸や

星形をイメージするのは簡単ですけど、頭の中のイメージをそのまま紙に描くのは難し

いですね。何故簡単な形をしている円が描けないのでしょうか？ 

理由は二つあります。一つは、手書きできれいに線を引くのはとても難しい、という

ことです。定規なしに直線を引けますか？ ただそれだけでも難しいはずです。 

二つ目は、描き方を知らないということです。たとえば円は、補助線を使えばある程

度楽に描けますよね。 

これは円に限りません。大抵の物は、線をきれいに引ける、描く対象をきちんと知っ

ていて描く手順を明確にする、この二つだけでずっと描きやすくなります。 

  ここでは、絵を描く上で基盤となる、知っているとちょっと絵を描くのが楽しくなる

かもしれない、そんな感じの知識と、絵を描く上で必要な考え方を紹介していきます。 

  出来れば、実際に紙と鉛筆を用意して描いてみながら、読んでみて下さい。 

  ところで、この講座の内容よりも大切なことがあります。それは、絵は楽しんで描く

程上達が早くなる、ということです。どうかこの講座や、そのほかの講座のやり方にこ

だわらず、絵を描くことを楽しんでいただけたらと思います。 

  想像してみて下さい。自分の描きたいような絵を描けたら――これほど楽しいことは

ありません。 

  この講座を読んだ皆さんに少しでも絵を描いてみたい、と思っていただけたら幸いで

す。 
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  それでは実際に人間の顔を描く場合を例にして、知識と手順ってどういうこと？ と

いうのを見ていきたいと思います。 

  まず最初に、これだけ意識してみてください。 

・全ての物は立体である。 

・角度によって物の見え方は変わる。 

  このように当たり前だと思われることを意識する――つまり描く対象を理解しようと

する努力は、絵を描く上でとても重要なことなのです。 

  まずは、立方体を描いてみて下さい。いろいろな角度から、いろいろな大きさで、で

す。このときの“立体を絵で描いている”感覚は大切にしてください。ある程度たくさ

ん立方体を描いたら、次に行きましょう。 

 

  それでは、今度こそ顔に焦点を当ててみます。 

  何かを描く時には、その対象をよく知らなければなりません。絵を描くということは、

感覚的なようでいて実は知識に頼る部分も多いのです。 

  というわけで、顔を描くにはまず顔の構造を理解することから始まります。少しだけ、

簡略化した顔の骨格と筋肉についてみていきましょう。凹凸に注目です。 

 

 

 

 

 

 

  筋肉は、斜線部は動かない部分で、白い部分は動いて表情などを作る部分です。 

  ただ、これはちょっと複雑で分かりにくいですね。もっと簡略化してみましょう。 

 

 

 

 

 

  とっても大雑把にすればこんな形です。ここまでくるとかなり簡略化されていますが

基本は変わりません。ただ、これを漠然と見ても、なかなかどこが重要なポイントなの

かは分かりにくいものです。 
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  顔を描く上で一番意識してほしいのは、目や鼻口などの各部位の距離感です。今度は

それに注目して、絵を見てみましょう。分かりやすいようにラインを引いてみました。 

 

 

 

 

 

 

  顔を描く上で目安となりそうな要素を羅列してみます。 

  まず、顔は卵型。鼻は顔の中心を通ります。目と目の間隔は、目が一つ分くらい。顔

の横幅全体としては、目が４つ分くらいとなります。目は、頭の頂点から顎の先までの

ちょうど真ん中あたり。耳の付け根は眉間のあたり顎の先から口、口から鼻、鼻から目

の中心、目の中心から眉までの距離は大体同じくらいとなります。 

 

  絵柄によってこれらの数値はいろいろですが、ひとまずこんな風にパーツの距離感を

意識して絵を描く、というのは手法としてとても簡単で効果抜群です。ぜひやってみて

下さい。 

 

 

 

 

たとえばこんな絵柄とか。比率は大体同じですね。 

 

 

さて、どうでしょう。試しに絵を描いてみようかな、くらいは思っていただけました

か？ 何となくで顔を描くのではなく、顔の筋肉がどういう風につながっていて、どう

いう構造をしているのか。頭の片隅にとどめながらペンを動かしてみて下さい。 

  それでは、少しだけ、今までの復習です。先ほどと同じように、立方体を描いてみて

下さい。描けましたら、その立方体の中に入っている、というイメージで顔を描いてみ

て下さい。顔も立体であるということと、各パーツの距離感を意識することが大切です。 

  顔が箱の中に納まっているイメージを持って描くと、少し描きやすいかもしれません

ね。 

  ところで、顔を描くと言えば目や口なども重要な要素です。次はそこを少し見ていき

ます。 
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  とはいっても、目や口などを描く時に一番大切なことはすでに述べてしまいました。

つまり、パーツの距離感、ということです。 

  目を描く時は、ペン先に意識を集中すると言うよりも、なんとなく意識を顔全体に向

けながら描くといいかもしれません。 

  さて、まずは目について見ていきましょう。とはいっても、細かいことを言っても仕

方がありませんので、とても大雑把に、最低限必要な部分を切り抜いて見ていきます。 

  目の構造。言うまでもないことですが、目は球体です。その上をまぶたが覆っている

わけですね。それを踏まえた上で、目の描き方を見ていきましょう。目はこのように簡

略化……というか改変してイメージしてから描くのが、一番分かりやすいような気がし

ます。（実際にどう描くかは絵柄によるのでここでは省きます、すみません） 

 

 

 

 

 

 

 

  こんな風に眼球とまぶたの部分のみを抜き出してイメージすると楽チンです。 

  目の横と縦の比率は 2:1、目の白目と黒目の比率は 1:2:1 といった感じですね。 

  次は口を見てみましょうか。目と口は、似てないようでいて実は構造がとてもよく似

ています。目は球ですが、実は口も同じように球体でとらえることが出来ます。球体と

いうよりは、顔にぽっかりと穴が開いているようなイメージでしょうか。 

何となく、そういうイメージを持つと描きやすいのです。言葉では分かりにくいので、

こちらも簡略化したイラストで見ていきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

どうでしょうか。目と同じ要領ですね。ただ、これだけでは少し口を描くのは難しい

ので、唇の部分なども見てみます。上にＭ字を二つ書いたら、少し垂れた直線を引く。

それだけです。 
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 こんな感じで。 

 

  次は鼻ですが、鼻は最近のイラスト事情だと超簡略化されることが多いので省略しま

す。というのが建前で本音を言うとページ数がアレなのです。大人の事情です。 

  真面目な話、そもそも、皆さんが見て上手いなーと思ったイラストにも嘘がたくさん

あります。現実的に考えれば鼻がおかしな位置にあったり、形が変だ、もしくは描かれ

てない、なんてことは多々あるのです。目や口も然り。ある意味上手なイラストという

のは嘘が上手なイラストだと言っても過言ではありません。以上、言い訳でした。 

  さて。それでは、気を取り直して実際に顔を描く手順に入ってみましょう。 

  

さて。顔に限らず、実際に紙に絵を描くときのやる手順というのは決まっています。

大雑把に描いてから、細かく描き込む。これだけです。 

とりあえずは、この大雑把に描く→細かく書き込む、というのに慣れていきましょう。 

さて、それではこれが講座の最後となります。実際に顔を描く時の手順です。参考ま

でにどうぞ。 

まずは卵型の丸を描いてみます。頭の形を大雑把にとったものですね。まずは鼻など

を通る中心線を縦に引いてから、目や口などの位置を決める横のラインを描きこんでい

きます。このとき、目の大きさなども薄く丸を描いて決めておくと、バランスを取るの

が楽ですね。 

自分で納得のいくバランスが取れたら、実際に線を描きこんでいきます。目を先に描

いたり、輪郭を先にとったり、やり方は人それぞれです。ただ、各部位の距離感のバラ

ンスだけは常に意識しながら書きましょう。参考までに、こんな感じです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  それでは皆さん楽しいお絵かきライフを！ 
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お絵描き研究  
～目による印象～ 

Illustrator：目がカスムぜ、ｸｿｯ 

 

目による印象ということで自分が自由帳に書いたいろんな目を検証して、どのような印象が

つくか考えてみるという企画！ 

 ということで今回この企画を進めていくにあたり少し制約を。目に関して言うと、眉毛によって

また違った印象を受けてしまいます。ですから眉毛はわざと描いておりません。顔全体につい

ても同様です。ご了承ください。マユ毛描くの忘れたとかそんなんじゃありません。 

 

 

検証 1 閉じゆくマブタ 

 

 

 

 

 マブタは目の全体を動かします。 

 一つ目は驚愕したときに見られる目の書き方ですね。通常のマブタの書き方でも瞳を小さく

すればこのようになると思います。 

 二つ目は通常パターン。またはどこか遠くを見据えてる感じが醸しだされてますね。 

 三つ目は呆れている目、または心配しているかやる気の無い人の目がこのような目になるで

しょう。眉毛によって印象が随分変わるかと。 

 四つ目ですが、今すぐにでも泣きそうですね。落ち込んでいる感じが伺えます。 

 五つ目は三、四と続いて諦めてしまったのでしょうか。それともぐっすりお休み中なんでしょう

か。 

 六つ目。……矢印ですね、はい。 

 

 

検証 2 集うヒトミ 

 ヒトミは眼の焦点はもちろん、表情としても印象が変わります。下を向けば落ち込んでいるか、

見下してる表情に使えますね。何かを思い出そうとするときに人は上を見る仕草をしたりしま

す。左右は……みんなで考えてみよう。 
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検証 3 ハイライトのつき方 

 

                 → 

 

→ 

 

 上下大小とハイライトについて検証してみようとしましたが、あまり変化はないようですね。こ

れは個人の描き方や好みによるのかもしれません。 

 

検証結果 

  

 

 

 

 他にも様々な描き方があると思いますけど、やはり自分がこれがいいって思う目に会えるま

で描き続けるのが一番かと思います。画竜点睛。みなさん目は大切に描いてあげてください。 

 

 

※マユ毛を書くのを忘れないでください。 
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著：2I e8l 

Introduction 

Inkscapeというオープンソースのド

ローソフト（ベクトル画像を編集する

ソフト）を使って、最近流行りのスマ

ートフォンのアプリのアイコン風画像

を作ります。難しいのでは？ と思っ

ていらっしゃるかも知れませんが、そ

んなことはありません。それでは早速

作って行きましょう！ 

Inkscapeをインストールされていな

い方は、公式ホームページから、お使

いの環境にあったインストーラをダウ

ンロードしてインストールしましょう

（http://inkscape.org/download/?la

ng=ja）。 

難しいことは何もありません。初期

設定も特に必要ありません。ただし、

紙面の関係上、基本的な操作等の説明

は省略させて頂きます。お手数ですが、

インターネット等でお調べください。 

 

図 Inkscapeの画面 

 

STEP 1 

矩形ツール      を使って正方形を

2つ作ります。 

【設定】 

矩形 1：幅・高さ             310px 

垂直半径・水平半径    31px 

矩形 2：幅・高さ             320px 

垂直半径・水平半径    32px 

 
左：矩形 1 右：矩形 2 

 

STEP 2 

円形ツール     を使って正円を 1

つ作ります。 

【設定】 

幅・高さ 640px 

※円形ツールで適当に作ったあと、選択

ツール   で図形を選択してから、ツー

ルコントロール（画面上部にあります）

から幅と高さを変更します。 

図 ツールコントロール（の一部） 

 

 

 

 

 

STEP 3 

まず STEP 1で作った矩形 1のコピー

を作っておきます（選択ツールで矩形 1

を選択後、メニューより「編集→コピ

ー」、「編集→貼り付け」を実行）。 

次に、スナップコントロールバー（画

面左右どちらかの端または画面上部）

で「スナップ有効」   「オブジェクト

の中央から中央にスナップ」 

を有効にします。その状態で、選択

ツールを使って STEP 2 で

作った円を、先程コピ

ーした矩形 1の方に動

かして、左図のように

します。 

  

122

 
Knowledge 



STEP 4 

STEP 3 の図形全体を選択ツールで

選択し、メニューの「パス→交差」を

選択して以下のような図形にします。 

 
 

STEP 5 

星形ツール      で星形を作ります。 

【設定】 

幅 256px  高さ 243.470px 

角 5    スポークス比 0.400 

※星形を作るときは Ctrlキーを押しな

がら真上にドラッグすると、下のように

「☆」の形になります。幅と高さは STEP 

2と同じ要領で設定します。 

 
 

STEP 6 

この段階までに作った図形の色を変

えます。メニューの「オブジェクト→

フィル/ストローク」を選択します。画

面右にダイアログが出てくるので、選

択ツールで図形を選択して、色を設定

していきます。 

【設定】 

※すべての図形に対し、ストロークの塗

りは「なし」に設定します。 

 

矩形 1：線形グラデーション 

オフセット：0.00 カラー：00ffffff 

オフセット：0.50 カラー：0000ffff 

オフセット：1.00 カラー：00ffffff 

矩形 2：線形グラデーション 

オフセット：0.00 カラー：ccffffff 

オフセット：1.00 カラー：0000ccff 

STEP 4 の図形：線形グラデーション 

オフセット：0.00 カラー：ccffffff 

オフセット：1.00 カラー：0000ccff 

星型：単一色 ffff00ff 

※線形グラデーションは、グラデーショ

ンツール     を使って垂直方向に直し

ます。 

 
左から矩形 1、矩形 2、STEP 4 の図形 

 

STEP 7 

最後に、作った図形を綺麗に重ねて

完成です。メニューの「オブジェクト

→整列と配置」を選択してダイアログ

を出し、図形を並べます。 

※重なる順番が逆になってしまう場合は、

メニューの「オブジェクト→背面へ」や

「オブジェクト→前面へ」を選択して直

しましょう。 

 

① 矩形 1が矩形 2の上に来るようにし

て、矩形 2を基準に「中心を垂直軸

にあわせる」 「中心を水平軸に合

わせる」  を実行します。 

 
② 星形が矩形 1の上に来るようにして、

矩形 1を基準に「中心を垂直軸にあ

わせる」  「中心を水平軸に合わせ

る」  を実行します。 

 
③ STEP4の図形が矩形1の上に来るよう

にして、矩形 1を基準に「中心を垂

直軸にあわせる」  「上端で合わせ

る」   を実行します。 

 

完成！ 
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調布ら～めん事情 
21 年度情報工学科 塩谷丈史 

調布駅周辺のラーメン屋さんを挙げていく。 

 

このページでは調布駅周辺の地図および、ラーメン屋を記している。 

各々のお店(一部省く)は次のページから行う。この記事を読んで、調布駅周辺のラーメ

ン屋さんへと足を運んでいただければ幸いである。 

 

©Google Map 
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江川亭 

 スープ：とんこつ 

 開店時間：11:00～23:00 

 定休日：月曜 

 短評：濃厚豚骨スープ。麺は細麺・

太麺で選択可能。豚骨好きには普通

に美味しいスープで、チャーシュー

も柔らかい。オプションの数も豊富。

昼・夜だけでなく、昼 2 時以降や夕

方も開店しているので通いやすい。

ただし、チャーシューが少々臭いの

で苦手な人は注意。 

 

千年ラーメン 

 スープ：とんこつ 

 開店時間：11:30～14:00、18:00～翌

2:00 

 定休日：なし 

 短評：濃厚豚骨スープ。麺は細麺で、

お店の説明によると、ゆで時間３０

秒の特殊麺とのこと。このゆで時間

のおかげでラーメン自体は注文から

２分もたたずに出る。ラーメン 500

円、替え玉 50 円と比較的安い。チャ

ーシューは固め。卵は普通の茹で卵

である。麺の食感は、はまると抜け

だせなくなるほど。ただし、スープ

が少々臭いので、敏感な人は注意。3

回食べると病みつきになる。 

 

らいおん 

 スープ：とんこつ・とりがら 

 開店時間：11:00～22:30 

 定休日：なし 

 短評：天神通りにあるので近い。豚

骨ベースの鳥ガラスープ。麺は普通。

可も不可も無しといった味。平日大

盛り無料などちょくちょくイベント

を行っている。ネギが大量に入った

らいおんらーめんは、ネギが好きな

ら一度食べてみる価値はある。ネギ

が苦手な人はネギをもやしに変えて

もらえる。 

 

 

たから家 

 スープ：しょうゆ 

 開店時間：11:00～翌 2:00 

 定休日：なし 

 短評：「たからいえ」と読む。スープ

は醤油で、まさにラーメンという感

じ。麺は普通。昔懐かしいタイプの

スープ。この手のラーメンが好きな

ら行ってみる価値はあるが、そうで

なければあまりお勧めしない。 

 

たつみ 

 スープ：ぎょかい 

 開店時間：11:30～15:00、17:00～

22:00 

 定休日：日曜・祝日 

 短評：第一小学校前にある。スープ

は魚介系で濃厚。麺は太麺・細麺選

べるが、デフォルトでは太麺である。

つけ麺が美味しいらしいが食べたこ

とがないので割愛。普通のラーメン

でも麺の量が多く、一杯で満足でき

る。 

 

喜多方ラーメン 

 スープ：しょうゆ 

 開店時間：10:00～23:00 

 定休日：なし 

 短評：あっさり醤油スープ。麺は普

通。言わずと知れた喜多方ラーメン

の調布店。チャーシューが柔らかく、

旨い。ラーメンのバリエーションや、

その他サイドメニューが多い。それ

なりの味ではある。 

 

そらまめ拉麺本舗 

 スープ：ぎょかい 

 開店時間：11:00～翌 1:30 

 定休日：第 2 火曜日 

 短評：場所が少々わかりづらい。魚

介系あっさりスープ。麺は普通。具

のわかめが印象的。学生証を提示す

れば大盛り無料。魚介系が好きでお

腹いっぱいになりたければ行く価値

あり。 
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しらたか 

 スープ：しょうゆ 

 開店時間：11:00～15:00、17:00～

22:00 

 定休日：日曜 

 短評：これまた昔懐かしいあっさり

醤油スープ。麺は普通。やはりこの

手のラーメンが好きな方におススメ

である。お店の雰囲気が良く言えば

フレンドリーなので、それだけでも

行く価値はあり。 

 

おはら 

 スープ：しょうゆ 

 開店時間：不明 

 定休日：不明 

 短評：電気通信大学の目前にあるお

店。スープは中華系のしょうゆで、

昔懐かしい味。麺は普通。注文から

ラーメンが出てくるまでは早く、値

段も安い。醤油ラーメンが好きなら

行ってみてもいいかもしれない。た

だし、昼時や夜は近所のサラリーマ

ンで混む。 

 

たけちゃんにぼしらーめん 

 スープ：にぼし・ぎょかい 

 開店時間：11:30～23:00 

 定休日：なし 

 短評：名前の通りにぼし魚介ダシの

透明スープ。醤油・塩などのバリエ

ーションがある。麺は普通。お昼時

や夕飯時には会社員でにぎわう。

少々値段設定が高め。スープが特殊

なので一度は行ってみる価値はある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで紹介したほかにも調布駅周辺

にはラーメン屋さんが存在する。ぜひ

とも自分の足で出かけて、その味を確

かめてみてほしい。 
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2I 魯鈍ジョン 
Xtal(くりすたる)とは 
Xtal というのは、主にゲーム製作用途で C++と連携して使用する目的で作られたスクリプト言語のことで

す。同じような目的を持つスクリプト言語に、「Lua」「Squirrel」「AngelScript」などが挙げられますが、Xtal
の場合そもそもC++で使用されることを前提としているので、導入も比較的簡単で、構文もそれなりに扱いや
すいものとなっています。 
 

Xtal が使用されているゲーム 
商業ゲームではあまり使用されておらず、主に同人ゲームで使用されています。もちろんですが、私も制作

に役立てています。 
 

（例１）諏訪子の弾幕ぴょんぴょん大散策 
(制作サークル：UTG Software) 
立体弾幕シューティングゲーム 
執筆者が制作した STGです。 
このゲームはちょっと特殊だけど。 
 

（例２）双子魔法組曲 
 (制作サークル：永久る～ぷ) 
 ロールプレイングゲーム 
 RPG 制作のときは超便利です。ただやることが多い
ので覚悟を決めたほうがいいかもしれません。 
 

（例３）極華煉 
(制作サークル：極彩レヴェリ) 
硬派なシューティングゲーム 
友人のサークルの期待の新作です。 
 

この記事の対象読者について 
この記事は、C++がある程度（C言語の知識、クラ

スやクラスの継承、STLの基礎的な使い方）が習得で
きていて、ゲーム制作やそれ以外でも手軽にスクリプ
ト言語を使用してみたいという人を対象にしていま
す。特に使用する開発環境は指定しませんが、Visual 
Studio を例に進めていきます。それ以外で開発して
いる人でもわかるように基礎的な操作方法を記して
説明しますし、C++以外の知識を前提としないように、
必要なところは結構詳しく書いたつもりです。この記
事に書いてあるとおりに操作すれば大丈夫かと思われます。  
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この記事の表記について 
この記事にはソースコードが大量に掲載されています。そこで、コードの見やすさの観点から枠線の種類で

区別をしています。点線枠内のコードがC++、二重線枠内のコードがXtal のスクリプトです。コード枠線の
上にどの種類のコードかは一応書いてありますが、そのように枠線で区別しています。また、DVD に収録さ
れているカラー版では、C++のコードは、Visual Studio の初期設定の基準に沿ってある程度色分けされてい
ます。 
 

筆者の環境について 
使用している PCは、VAIO Z (2010 年秋冬モデル)です。構成としては、 
OS Windows 7 Professional 64bit 
CPU Intel Core i7 M640 (４コアの 2.80GHz) 
メモリ 8GB 
開発 Visual Studio 2010 Professional 
 となっています。一応これを基準にして説明していますが、Visual Studio 2008でもできると思います。

Xtal はもともと Visual Studio 2008 を想定しているらしく、Visual Studio 2010 だとソースコードの修正
が必要になりますが後で解説をします。 
 

これから Xtal 導入を考えている人に言いたいこと 
現在、Xtal のコミュニティ自体が存在しません。そう、あまり使用者がいないのです。そこで、みなさんに

Xtal を使用して実績を作ってもらいたいのです。そのための記事です。筆者も極力わかりづらい部分がないよ
うに頑張って書いたつもりですので頑張ってください。 
さぁ、導入も簡単で開発効率 UPも期待できる、すばらしい Xtal ワールドにご招待しましょう。（持ち上げ

すぎ） 
 

Xtal の導入方法 
まず何をすればいいのか。それは、Xtal のソースコートをダウンロードするところから始まります。公式サ

イトに上がっている最新版らしきものがありますが、実は結構古いバージョンなのです。使っても得しません。
そこで最新版を落とす準備をします。Subversion(さぶばーじょん)というものを使用しますが、一昔前までは
パスの登録など全部手作業で登録して面倒だったのですが最近は GUI で操作でき自動化されているのでどう
ということはありません。 
 
SubVersion を導入する 
いわゆるバージョン管理ツールなのですが、今回はこれでXtal の任意のリビジョン(バージョンのこと)を落

とせるようにします。 
今回は、「TortoiseSVN」を利用します。インストール時に勝手に設定を行ってくれるので結構楽です。 
まずは、公式ページ http://tortoisesvn.net/downloads.html へアクセスし、自分の CPU に合わせて

32bit/64bit を選択し、ダウンロードします。 
インストーラを起動し、適当にインストールをすれば大丈夫です。完了したら再起動しましょう。再起動し

ないと後で困ります。 
 
最新版のチェックアウト（ダウンロード）をする 
 http://code.google.com/p/xtal-language/source/checkout へアクセスすると、 
「svn checkout  http://xtal-language.googlecode.com/svn/trunk/ xtal-language-read-only」 
という文字列を見つけられると思います。これは、コマンドプロンプトでこのコマンドを入力すれば、最新
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版のチェックアウトができるということです。 
しかし、TortoiseSVNはGUI プログラムなので、GUI で操作します。 
 
まずは、適当にデスクトップで右クリックして、「SVN 

Checkout」をクリックします。 
 
つぎに、チェックアウトの指定などを行うウィンドウが出てきますので、次のとおりに入力しましょう。 

 
URL of repository のボックスに、「http://code.google.com/p/xtal-language/source/checkout」と入

力し、Checkout directory のボックスに任意のインストール先を入力、Revision にラジオボタンを選択し、
429とボックスに打ちます。そしてOKを押すとダウンロードが開始されます。 
今回は、C:C:C:C:\\\\UsersUsersUsersUsers\\\\((((ユーザー名ユーザー名ユーザー名ユーザー名))))\\\\xtalxtalxtalxtal----languagelanguagelanguagelanguage----readreadreadread----onlyonlyonlyonly\\\\ にインストールします。 
これで完了です。ちなみに、Revision の代わりにHEAD revision を選択してOK押すと最新版(執筆時はリ

ビジョン 436)を落とすことができます。 

 
ライブラリファイル(.lib)を作成する 
VisualStudio2008 を使っている人とVisualStudio2010 を使っている人でやり方が違います。違いはおそ

らくここだけかと思われます。 
 
VisualStudio2008 の場合 
 xtal-language-read-only フォルダ内の vc9 フォルダにある xtalproj.sln を開き、まずはビルド設定を

Debug にしてそのままビルドします。すると、lib フォルダ内に xtallib.lib が生成されますので、xtallibd.lib
とリネームしておきます。つぎに、ビルド設定を Release にしてビルドし、xtallib.lib を生成します。これで
終了です。 
 
VisualStudio2010 の場合 
 xtal-language-read-only フォルダ内の vc9フォルダにある xtalproj.sln を開き、変換ウィザードを適当

に完了させます。次にビルド設定を Debug にしてそのままビルドしようとすると、なんとコンパイルエラー
を吐きます。ちょっとだけソースコードをいじらなければいけないのです。 
 そのソースコードのいじり方ですが、うまく説明できないので Xtal のコミッターである Sukai さんのコ

ードを拝借します。※許可はいただいています。 
xtal_base.h 
// 100// 100// 100// 100 行付近から行付近から行付近から行付近から    

template<class T> 

struct VirtualMembersOverwriteChecker{ 

 typedef char (&yes)[2]; 

 typedef char (&no)[1]; 

 // 他のは省略  

 // 頭に check_ってつけただけ 

 static no check_check_check_check_visit_members(void (RefCountingBase::*)(Visitor&)); 

 template<class U> static yes check_check_check_check_visit_members(void (U::*)(Visitor&)); 

  

 enum{ 

 // 他のは省略 

 // こいつも check_ってつける 

 visit_members_overwrite=sizeof(check_check_check_check_visit_members(&T::on_visit_members))!=sizeof(no), 

} 

}; 
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xtal_utility.h 
// 284// 284// 284// 284 行付近から行付近から行付近から行付近から    

template<class T, class U> 

struct Convertible{ 

 typedef char (&yes)[2]; 

 typedef char (&no)[1]; 

 static yes check_convertiblecheck_convertiblecheck_convertiblecheck_convertible(U); 

 static no check_convertiblecheck_convertiblecheck_convertiblecheck_convertible(...); 

 static T makeT(); 

  

 enum{ value = sizeof(check_convertiblecheck_convertiblecheck_convertiblecheck_convertible(makeT()))==sizeof(yes) }; 

}; 

  

template<class T, class U> 

struct IsInherited{ 

 typedef char (&yes)[2]; 

 typedef char (&no)[1]; 

 static yes check_is_inheritedcheck_is_inheritedcheck_is_inheritedcheck_is_inherited(const U*); 

 static no check_is_inheritedcheck_is_inheritedcheck_is_inheritedcheck_is_inherited(...); 

 static T* makeT(); 

  

 enum{  

  // 完全型チェック 

  CHECK = sizeof(T) + sizeof(U), 

  

  value = sizeof(check_is_inheritedcheck_is_inheritedcheck_is_inheritedcheck_is_inherited(makeT()))==sizeof(yes)  

 }; 

}; 

 
このように書き換えればOKです。指定した行番号に関しては、リビジョンごとに違ってくるので一応目安

としてみてください。 
これでビルドが通るはずです。あとはVisualStudio2008 の場合と同じように xtallibd.lib と xtallib.lib を生

成すれば完了です。ちょっと面倒だったと思いますが、他のスクリプト言語よりはマシなのでなんとかがんば
ってください。 
 

実際にプロジェクトで使ってみる 
いよいよ実際に使ってみる感じになってきました。とりあえず今回はコンソールのプログラムで適当に動作

確認をしてみたいと思います。一応Visual Studio を使用したことがない人にも扱えるよう詳しくやっていき
たいと思います。 
画面はすべて VisualStudio2010 ですが、VisualStudio2008 でもおなじようにやればできると思います。

ただVisualStudio2008 のほうがもう数年使ってないので覚えていません。すみません。 
 
空のC++プロジェクトを作る 
VisualStudio を起動し、ファイル→新規作成→プロジェクトを押します。 

VisualC++ → Win32 → Win32 コンソールアプリケーションを選択します。 
名前とソリューション名を適当に決めて(今回は XtalTutorial)OKを押します。(図１) 
次に、Win32 アプリケーションウィザードが出てきたら、「追加のオプション」の「空のプロジェクト」に

チェックを入れて、「完了」をクリックします。(図２)これで、プロジェクトが作れるはずです。 
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ソースコードにファイルを追加する 
 画面の中に「ソリューションエクスプローラ」

というウィンドウがあります。その「ソース フ
ァイル」フォルダ（正式にはフィルタ）を右クリ
ックし、追加→新しい項目を選択します。(図 3） 
何を作成するか聞いてくるので、C++ ファイ

ル(.cpp)を選択して、ファイル名を決め(今回は
main.cpp)、追加をクリックします。これでプロ
グラムが書けます。 
 
一応テストコードを書いて確認してみましょう。 
 
#include <iostream> 

 

int main() 

{ 

 std::cout<<"すわこちゃん"<<std::endl; 

 

 //画面が一瞬で消えるのを防止 

 fflush(stdin);  

 getchar();  

 

 return 0; 

} 

 
とりあえず実行してコンソール画面に「すわこちゃん」と表示されれば大丈夫です。 
次はプロジェクトの設定をしましょう。 

 
プロジェクトの設定をする 
 こればかりはパターンなのでどうしようもないです。 
 ツールバーの プロジェクト →（プロジェクト名）のプロパティをクリックします。するとプロパティ

画面が開きますので、「構成」の項目で、「すべての構成」を選択します。 
 構成プロパティ→C++→全般の、「追加のインクルードディレクトリ」にXtal のソースコードのディレク

トリを入力します。ここでは、さきほどインストールしたディレクトリのソースコードフォルダの 
C:\Users\(ユーザー名)\xtal-language-read-only\src\xtal とします。(図 4) 
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次に、構成プロパティ → リンカー → 全般の、「追加のライブラリディレクトリ」に、Xtal のライブ

ラリファイルのディレクトリを入力します。ここでは、C:\Users\(ユーザー名)\ xtal-language-read-only\lib
とします。(図 5) 
 

 
 
それ以外の設定として、 
構成プロパティ→全般の「文字セット」を「マルチバイト文字セットを使用する」に選択しておきましょう。 
どうしてもUnicodeで使用したい場合、先ほどの lib ファイル生成のビルド時に、プロパティから同様の設

定項目を「Unicode 文字セットを使用する」にしてビルドしてください 
 
これで Xtal のプログラミング環境が整いました。 
次は、Xtal を使用する際の定石みたいなものを組みます。これもパターンしかないので覚えるというより使

いまわせるようにしてください。 

 
Xtal の定石コード 
ここではXtal を扱う上で基本となるコードを掲載します。 
Xtal を使用するうえで本当に基礎となるコードですが、ここに掲載したコードはあくまで例であり、そのま

ま実践で扱うと非常に使いづらいコードになると思われます。ある程度Xtal に慣れてきたら自分で使いやすい
ようにライブラリを作ってみると良いかもしれません。 
 
基本的に Xtal は、スクリプトを実行可能なバイトコードに変換し、そのバイトコードを実行して動作するよ

うになっています。いたって単純です。 
流れとしては、まずそのXtal の初期化をし、コードを動かすための準備をします。そしてスクリプトをコン

パイルしてバイトコードにし、実行します。そして、Xtal がプログラム上で不要になったときは解放を行いま
す。基本はそのステップしか無いのでわかりやすいとは思います。 
 
それでは次のページからそのコードを掲載します。ちょっと長いです。初期化処理と終了（解放）処理を行

うコードです。 
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main.cpp 
#ifndef _DEBUG 

#pragma comment (lib,"xtallib.lib") 

#else 

#pragma comment (lib,"xtallibd.lib") 

#endif 

 

#include <iostream> 

#include <xtal.h> 

#include <xtal_macro.h>   // Xid など便利なマクロが定義されている 

#include <xtal_utility.h>  

#include <xtal_lib/xtal_cstdiostream.h> // CStdioStdStreamLib のため 

#include <xtal_lib/xtal_winthread.h> // WinThreadLib のため 

#include <xtal_lib/xtal_winfilesystem.h>// WinFilesystemLib のため 

#include <xtal_lib/xtal_chcode.h> // SJISChCodeLib のため 

#include <xtal_lib/xtal_errormessage.h> // bind_error_message()のため 

 

//これらのクラスは、xtal::uninitialize()が呼ばれるまで残っていなければならない。 

//そのためグローバルなスコープに書いておく。 

xtal::CStdioStdStreamLib cstdStdStreamLib; 

xtal::WinThreadLib threadLib; 

xtal::WinFilesystemLib filesystemLib; 

xtal::SJISChCodeLib chCodeLib; // SJIS 

//xtal::UTF16ChCodeLib chCodeLib; //Unicode 

 

int main() 

{ 

 //Xtal の初期化 

 xtal::Setting setting; 

 setting.std_stream_lib = &cstdStdStreamLib; 

 setting.thread_lib = &threadLib; 

 setting.filesystem_lib = &filesystemLib; 

 setting.ch_code_lib = &chCodeLib; 

 

 xtal::initialize(setting); 

 xtal::bind_error_message(); 

 

 //終了処理 

 xtal::uninitialize(); 

 

 //画面が一瞬で消えるのを防止 

 fflush(stdin);  

 getchar(); 

 

 return 0; 

} 

とりあえずコードです。実行しても何も起きません。Xtal の初期化と終了処理だけしてプログラムを終了す
るだけです。 
Unicodeで使用する場合、lib ファイルをUnicode 設定でビルドした上で、 
xtal::SJISChCodeLib chCodeLib; の行をコメントアウトし、 
xtal::UTF16ChCodeLib chCodeLib; の行のコメントアウトを外してください。 
 とりあえず関数名からして、どういう処理がなされているのかは容易に想像ができると思います。直感的

に理解するのも必要です。 
コードをだらーっと書いてしまいましたが、このコードがXtal の基礎となる部分です。これらのコードを自

分で使いやすいように改造していけばいいのです。 
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Xtal のスクリプトを実行してみよう 
実行自体はものすごく簡単です。xtal::compile();にスクリプトの文字列(char*)を渡して、返されたポインタ

に対して->call();をするだけでいいのです。 
Unicodeの場合でも、文字列をw_char*で渡せば問題ありません。 
紙面の都合上、main 関数部分だけを書きます。 
 
main.cpp (main 関数の部分) 
char script[] = "100.p;"; 

int main() 

{ 

 //Xtal の初期化 

 xtal::Setting setting; 

 setting.std_stream_lib = &cstdStdStreamLib; 

 setting.thread_lib = &threadLib; 

 setting.filesystem_lib = &filesystemLib; 

 setting.ch_code_lib = &chCodeLib; 

 

 xtal::initialize(setting); 

 xtal::bind_error_message(); 

 

 // 文字列をコンパイル 

 xtal::CodePtr pCode =xtal::compile(script); 

  

 //実行 

 pCode->call(); 

 

 //終了処理 

pCode = xtal::null;       //コードの解放処理 

xtal::uninitialize(); 

 

 //画面が一瞬で消えるのを防止 

 fflush(stdin);  

 getchar(); 

 

 return 0; 

} 

 
ね？簡単でしょう？これだけでXtal のコードを実行できます。 
char script[] の中身はもちろんスクリプトです。この中身である 
 
100.p; 
 
の意味は、コンソール画面に100(数値)を表示しろということです。一応デバッグプリントと呼ばれるらし

いです。また、終了処理時に pCode に xtal::null を代入してコードを開放しておくと、実行時に assert が出
なくなります。 
 
このように、Xtal のコードの実行はとても簡単にできます。しかし、これだとスクリプトをプログラムに直

接書くので意味がありません。そこで、ファイルから読み込んでみましょう。 
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ファイルから Xtal のスクリプトを読み込む 
xtal::compile_file();にファイル名を渡せば、スクリプトが書かれたテキストファイルをコンパイルできます。

もちろん、ポインタを返すので、そのポインタに対して->call();をするだけで実行できます。Unicode の場合、
テキストファイルのエンコードもUnicodeでなければなりません。当たり前ですが。 
紙面の都合上、main 関数部分だけを書きます。 
 
main.cpp (main 関数の部分) 
int main() 

{ 

 //Xtal//Xtal//Xtal//Xtal の初期化の初期化の初期化の初期化部分は省略部分は省略部分は省略部分は省略    

 

 //外部ファイルをコンパイル 

 xtal::CodePtr pCode =xtal:: xtal::compile_file ("script.xtal"); 

  

 //実行 

 pCode->call(); 

 

 ////////終了処理終了処理終了処理終了処理以降も省略以降も省略以降も省略以降も省略    

} 

 
カレントディレクトリの script.xtal を読み込んで実行します。カレントディレクトリは、基本的には実行フ

ァイルと同じディレクトリか、ソリューションファイル(.sln)が置かれるディレクトリ内にあるプロジェクト名
と同名のフォルダ内かのどちらかになります。今回場合は後者のディレクトリに置きます。main.cpp と同じ
ディレクトリですね。 
 
とりあえず、試しに script.xtal の中身を 
 
script.xtal 
100.p; 

 
と書いて保存し、実行してみましょう。100と表示されれば大丈夫です。 
ちなみに、Xtal の構文はC/C++と似ているため、最後にはセミコロンを必ず付けてください。 

 
さて、これでXtal のスクリプトファイルをコンパイルできるようになりました。これでようやく次からXtal

の構文解説に入れます。長かったので休憩しましょう。休むことも大事です。 
 
 
ちょっとブレイク 
一応 Xtal はこんなこともできるんだよ！という宣伝の一環

として、コミックマーケット79（当時X680x0同好会は落選）
にて頒布された『Xtal 合同ミニゲーム集「Xtal プログラマはせ
つなくてスクリプトを組み込むとすぐゲーム作っちゃうの」』
というものがありました。もちろん筆者も参加しています。 
ソースコード付きで、いろんな人のXtal の技法を学べると

好評でした。たぶんね。 
 詳細は以下のURLからどうぞ 
http://sukai.sakura.ne.jp/c79.html 
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Xtal の構文解説 
ここからは、Xtal の構文解説をしていきます。 
いくつかの構文解説には、同じくSukai さんのコードを拝借しました。 
 
デバッグプリントについて 
 100.p にあったこの.p、これがデバッグプリントです。 
 コンソール画面に出力できれば、ゲームのデバッグに便利に使用できます。 
100.p;  //100 と表示される 

"すわこちゃん".p; //すわこちゃんと表示される 

(123+456).p;  //123+456 の結果、つまり 579 と表示される 

 
計算の順序について 
 基本的にC++と変わらず、括弧で計算順序を指定できます。 
(3+7*2).p;  //17 

((3+7)*2).p;  //20 

 
変数の宣言 
 コロンを使用します。動的型付け言語であるので、int などの型指定子は不要です。 
a:20;  //変数の宣言 

a.p;     //20 と表示される 

a=40;    //a に 40 を代入（代入はイコールで） 

 

b,str : 40,"すわこちゃん"; //コンマで分けて宣言も可能 

(a+b).p;     //80 と表示される 

str.p;   //すわこちゃんと表示される 

 
関数の宣言と呼び出し 
 fun というものを使います。もちろん return で値も返せます。 
 int , float , bool は値渡しで、残りは全て参照渡しとなります。 
fun add(a,b) 

{ 

return a+b; 

} 

add(50,100).p   //150 

 
繰り返し構文 
C++みたいなものも使用可能ですが、Ruby的な繰り返しも使用できます。 
特にRuby 風のブロック構文はお手軽に書けるので大変便利です。 
for (i : 0; i < 10; ++i) 

{ 

i.p; 

} 

  

count : 0; 

while (count < 10){ 

    count.p; 

    ++count; 

} 
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// ブロック構文 

// 配列に順番にアクセスできる 

array : [1, 2, 3, 5, 8, 13]; 

array{ 

    // "it"という変数が勝手に定義されて使えるようになる 

    it.p; 

    // 代入もできる 

    it = it*2; 

    it.p; 

} 

 
条件分岐 
if , switch-case , 三項演算子が使用可能です。 
switch-case 構文はちょっと特殊です。 
// if, else if, else は C++式 

x : 10; 

if (x == 0) { 

    "zero".p; 

} 

else if ((x % 2) == 0){ 

    "even".p; 

} 

else { 

    "odd".p; 

} 

  

 

// switch-case は C++と比べて少し特殊 

y : 3; 

z : ""; 

switch (y){ 

    case (0){ 

        z = "zero"; 

    } 

    case (1){ 

        z = "one"; 

    } 

    case (2){ 

        z = "two"; 

    } 

    default { 

        z = "bigger than two"; 

    } 

} 

z.p; 

  

// 三項演算子 

w : (10 >= 0)? "positive or zero": "negative"; 

w.p; 
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クラスの定義 
 メンバ変数の扱いがちょっと面倒かもしれません。使いこなせれば一番便利な機能だと思います。 
// クラスを定義 

class Foo{ 

    _bar;    // メンバ変数は最初に"_"をつける 

    + _hoge; // 最初に+をつけることで外から***.hoge みたいにアクセスできるようにする 

  

    // クラスインスタンス生成時に呼び出される 

    // Foo(10); と生成されたときは bar=10 となる 

    initialize(bar){ 

        _bar = bar; 

    } 

  

   // メソッド（メンバ関数） 

    print(){ 

        _bar.p; 

        _hoge.p; 

    } 

}   // C++と違って最後に";"がいりません 

  

// クラスを使う 

foo : Foo("bar!"); 

foo.hoge = "hoge?"; //+がついているため書き換え可能 

foo.print(); 

 
シングルトン 
 C++でいう namespaceみたいなものです。つまり、それ自身しか存在しないクラスのことです。 
singleton abc{ 

    ConstValue : 1; //書き換えできない 

    +_Value : 2;  //書き換えできる 

} 

abc.Value = 5; //書き換え可能 

 

Xtal のデータ型について 
Xtal にもやはり int , float , bool というデータ型が存在します。 
 
整数・浮動小数点数 
スクリプトの中で数値を使うときはこの型のどちらかになります。 
i : 10;     // 整数型 

f : 10.5;   // 浮動小数点数型 

  

i2 : f.to_i // 整数型へ変換(10) 

f2 : i.to_f // 浮動小数点数型へ変換(10.0) 

 
真偽値 
true/false です。 
t : true;   // 真 

b1 : 10 == 20; 

b2 : 10 == 10; 

b1.p; 

b2.p; 
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文字列 
” ” で囲まれた部分は文字列型と認識されます。他の型から to_s によって変換することもできます。また、

~(チルダ)演算子で連結も可能です。 
str : "This is string"; 

str2 : 200.to_s;     //数値を文字列へ変換 

  

str.p; 

str2.p; 

(str~" m(^o^)m "~str2).p; 

 
配列 
C++でいう std::vector、std::map みたいなものが存在します。 
a:[2,4,3];   //配列の宣言(C++の std::vector みたいなもの) 

b:[ "name":"すわこ","age":16,"weight":45];  //連想配列の宣言(C++の std::map みたいなもの) 

c:[];        //空の配列の宣言 

d:[:];       //空の連想配列の宣言 

 

a[1].p;      //4 と表示される 

a[2] = 8;    //もちろん代入も可能 

 

b["name"].p;         //すわこ 

b["age"].p;          //16 

b["weight"].p;       //45 

 
配列では push_back や push_front , clear や eraseなど std::vector にありそうなものはだいたい使用可

能です。 
a:[2,4,3];  //配列の宣言 

a.size().p;   //要素数を返すので、3 が表示される 

a.push_back(5);   //5 が後ろに追加される 

a[3].p;           //5 

a.push_front(6);  //6 が頭に追加される 

a[1].p;           //2 

a.erase(1);       //要素の 1 番が消える(先頭は 0番) 

a[1].p;           //4 

a.clear();        //全要素を消す 

a.size().p;       //0 

 
連想配列では、好き勝手に要素に代入して値を追加することができます。 
b:[:];  //空の連想配列の宣言 

// []のなかにはどんなものでも入れることができます 

b[0] = "foo"; 

b["bar"] = 10; 

 
一応これで基本的な構文解説はひと通りできたと思います。もう少し特殊な書き方があったり、別の便利な

機能があったりしますが、これから話を勧めていく上で出てきたり、特に必要ないものもあったりするので書
いたり書かなかったりします。 
 
次は、地味に使いやすい「グローバル変数」についてです。地味に便利です。 
まぁあんまり使わないほうが好ましいのではありますが、やっぱり便利なので使ってしまいますね。 
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グローバル変数について 
global:: をつけることでグローバル変数やグローバル関数を定義、アクセスすることができます。別のスク

リプトからもアクセス可能なのでたまに使われます。 
global::var : "this is global variable"; 

fun global::function(){ 

    "global function called".p; 

    global::var.p; 

} 

  

global::function(); 

global::var : "this is changed global variable"; 

 しかし、値の変更ができないため、そのときは singletonを利用するなどして変数に書き換えられるよう
にするしかありません。 
 しかも、この global::は再定義（上書き）が可能なので注意が必要です。私もこの上書きによるミスでバ

グを引き起こしたことがあるので特に注意してください。 
 

数学関数の使い方 
スクリプトの最初に inherit(math); と書いておけば、三角関数などの数学関数を使用することが可能にな

ります。 
inherit(math); 

sin(1.0).p; 

cos(1.0).p; 

atan2(2.0,1.0).p; 

abs(-5).p; 

pow(4,2.5).p; 

  
なんだかんだ、ゲームプログラミングに必須な数学関数であるので、知っておくと便利かもしれません。 
こうして Xtal の基本的な構文を紹介して行きましたが、C++に似ているのでかなり書きやすいのではない

かなと思います。慣れてくれば本当に素早く製作可能です。 
 
 次は、エラー処理を実装します。このエラー処理とは、コンパイルエラーや実行時エラーを検出し、スク

リプトの構文ミスを修正したりデバッグしたりします。これがないとどうしようもないですからね。それでは
また休憩。もうかれこれ十数時間は連続で書いているのでしんどいです。 
 

Xtal のエラー処理 
この機能があるかないかで相当変わってくるこの「エラー処理」。Xtal では謎のマクロを使用します。 
 
C++のコード 
XTAL_CATCH_EXCEPT(e){ 
std::cout << e->to_s()->c_str() << std::endl; 
} 
 
このようにすれば、コンソール画面にエラー内容が吐き出されます。私はメッセージボックスに表示しちゃ

いますが、せっかくコンソール画面があるのでそっちに出力しちゃいましょう。 
 
このコードを具体的にどこに書けばいいのかというと、コンパイルや実行の直後に置きます。 
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念のため、エラー処理をもう一つつけましょう。コンパイルに失敗すると pCode に NULL が代入される
ようになります。それを利用して次のように組みます。 
 
main.cpp (main 関数の部分) 
int main() 

{ 

 //Xtal//Xtal//Xtal//Xtal の初期化の初期化の初期化の初期化部分は省略部分は省略部分は省略部分は省略    

 

 // 文字列をコンパイル 

 xtal::CodePtr pCode =xtal:: xtal::compile_file ("script.xtal"); 

 XTAL_CATCH_EXCEPT(e){XTAL_CATCH_EXCEPT(e){XTAL_CATCH_EXCEPT(e){XTAL_CATCH_EXCEPT(e){    

std::cout << std::cout << std::cout << std::cout << eeee---->to_s()>to_s()>to_s()>to_s()---->c_str()>c_str()>c_str()>c_str()    << std::endl;<< std::endl;<< std::endl;<< std::endl;    

}}}}    

 

 //実行 

if(pCode)if(pCode)if(pCode)if(pCode)    

{{{{    

pCode->call(); 

XTAL_CATCH_EXCEPT(e){XTAL_CATCH_EXCEPT(e){XTAL_CATCH_EXCEPT(e){XTAL_CATCH_EXCEPT(e){    

std::cout << std::cout << std::cout << std::cout << eeee---->to_s()>to_s()>to_s()>to_s()---->c_str()>c_str()>c_str()>c_str()    <<<<<<<<    std::endl;std::endl;std::endl;std::endl;    

}}}}    

}}}}    

 

 ////////終了処理終了処理終了処理終了処理以降も省略以降も省略以降も省略以降も省略    

} 

 
これでエラー処理はどうにかなるはずです。 
試しにエラーを起こしてみましょう。 
 
script.xtal 

"すわこちゃん".p 
"ひゃっほう".p; 

セミコロンがありません。よくやるミスですね。この状態で実行してみるとどんなエラーが出るでしょうか。 

 
このように出ました。ファイル名 : 行数 : エラーID : エラーの内容 が吐き出されています。どこを修正す

ればいいかがわかるようになります。 
紙面の都合上、中途半端になるのでエラー処理はここでおしまいにします。次はいよいよC++の関数をXtal

で使用する方法について説明します。 
 

C++の関数を Xtal で使用するには 
C++の関数をXtal で使用するには、C++の関数をXtal 上での名前をつけて関連付けをします。これを「関

数をバインドする」といいます。これも謎のマクロを使用します。Xtal の便利な機能はこのバインドの機能で
あって、C++に特化したためか超簡単に関数のバインドが行えます。 
使い方ですが、 
xtal::lib()->def(Xid(Xtal 側の名前), xtal::fun(バインドする関数のポインタ)); 
という感じになっています。Xtal 側の名前と関数名を一致させる必要はありませんが、同じにしておいたほ

うがいいでしょう。 
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main.cpp (main 関数の部分) 
//バインドする関数 

int func1() 

{ 

      std::cout<<" func1 を実行しました。"<<std::endl; 

      return 1; 

} 

 

int main() 

{ 

 //Xtal//Xtal//Xtal//Xtal の初期化の初期化の初期化の初期化部分は省略部分は省略部分は省略部分は省略    

 

           ////////関数のバインド関数のバインド関数のバインド関数のバインド    

                                ////////関数名の先頭に関数名の先頭に関数名の先頭に関数名の先頭に&&&&をつければポインタになるよねをつければポインタになるよねをつければポインタになるよねをつければポインタになるよね    

                                xtal::lib()xtal::lib()xtal::lib()xtal::lib()---->def(Xid>def(Xid>def(Xid>def(Xid(func1(func1(func1(func1), xtal::fun(&), xtal::fun(&), xtal::fun(&), xtal::fun(&func1func1func1func1));));));));    

 

 // 文字列をコンパイル 

 xtal::CodePtr pCode =xtal:: xtal::compile_file ("script.xtal"); 

 XTAL_CATCH_EXCEPT(e){ 

std::cout << e->to_s()->c_str() << std::endl; 

} 

 

 //実行 

if(pCode) 

{ 

pCode->call(); 

XTAL_CATCH_EXCEPT(e){ 

std::cout << e->to_s()->c_str() << std::endl; 

} 

} 

 

 ////////終了処理終了処理終了処理終了処理以降も省略以降も省略以降も省略以降も省略    

} 

 
script.xtal 
lib::func1().p; 

 
実行結果は、 
func1 を実行しました。 
1 
 
となるはずです。 
 
Xtal のバインドでは、関数ポインタだけ渡せばあとは勝手に自動で引数の型や数を判別してくれるのでかな

り便利です。しかし、Xtal 側で呼ぶ場合、lib::を付けなければなりません。よって lib::まみれなスクリプトが
出来上がる場合がありますがまぁそれくらい慣れてください（何 
 
それでは、練習問題として１題出題します。 
渡された数の二乗を返す関数 int square(int x)を作ってバインドし、Xtal 側で５を渡して結果を表示させて

みましょう。 
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main.cpp (main 関数の部分) 
//バインドする関数 

int square(int x) 

{ 

      return x*x; 

} 

 

int main() 

{ 

 //Xtal//Xtal//Xtal//Xtal の初期化の初期化の初期化の初期化部分は省略部分は省略部分は省略部分は省略    

 

         //関数のバインド 

         xtal::lib()->def(Xid(square), xtal::fun(&square)); 

 

 ////////以後省略以後省略以後省略以後省略    

} 

 
script.xtal 
lib::square(5).p; 

 
当然結果は 25 になります。 
 
もちろん、文字列も渡すことができます。引数を const char* 型にすればいいのです。また、Xtal 独特の

機能として別の方法もあり、これを使用すれば文字列を返すことも可能です。これを実現するには 
xtal::StringPtr 型を使用します。この型自体はポインタのようなものですので、引数にも返り値にも 
xtal::StringPtr 型を使用します。 
この xtal::StringPtr (実体は xtal::String)の詳しい使用法はマニュアルを見てください。マニュアルは、こ

のXtal の記事の最後の参考文献のほうに書きます。 
 
main.cpp (バインドする関数のみ) 
xtal::StringPtr func1(const char* val) //文字列を引数として渡す 

{ 

 xtal::StringPtr str(val);  //文字列を作成する 

 

 //.c_str()を使えば C++でも読める 

 std::cout << "func1 関数内から " << str->c_str() << std::endl;   

 

 return str;  //文字列を返す 

} 

xtal::StringPtr func2(const char* val) 

{ 

 xtal::StringPtr str("Yahoo!");  //文字列を作成する 

 str=str->op_cat(val); //連結する 

 return str; 

} 

xtal::StringPtr func3(xtal::StringPtr val) //この方法でも文字列を渡すことができる 

{ 

 xtal::StringPtr str("やっほー!");  //文字列を作成する 

 str=str->op_cat(val); //連結する 

        return str; 

} 
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script.xtal 
lib::func1("Suwako").p; 

lib::func2("Suwako").p; 

lib::func3("Suwako").p; 

 

lib::func1("すわこちゃん").p; 

lib::func2("すわこちゃん").p; 

lib::func3("すわこちゃん").p; 

 
実行結果 

 
文字列も自由自在ですね。すばらしい。 
 
 これで、C++の関数をXtal 側から呼ぶことができるようになりました。これを使えば、Xtal 側から、C++

で用意された描画関数の呼び出しやBGM・効果音再生、コントローラ入力情報の取得などができます。 
 
 次のお話は、逆に Xtal 側の関数を C++から呼び出す方法についての説明です。これさえできればもう必

要な機能はほぼ揃っているといっても過言ではないと思います。それでは休憩しましょう。うどん食べます。 
 
 そろそろゲーム制作やってきている人だと、使い方のビジョンが思い浮かべていると思います。そう、使

い方はあなた次第なのです。Xtal はコンパイルの時間が短いので、C++で何度も繰り返しビルドするよりはる
かに効率がいいのです。そのことに気づいた瞬間、あなたはもうXtal を使いこなせます。頑張っていきましょ
う。 
 

Xtal の関数を C++側で呼び出すには 
実は、今までのに比べればちょっと厄介ですが、そこまで難しいものでもありません。手順としては、コー

ドをコンパイルし、それを実行してから呼び出すことになります。呼び出し方は次のコードを見てください。 
 
main.cpp (main 関数の部分) 
int main() 

{ 

 //Xtal//Xtal//Xtal//Xtal の初期化の初期化の初期化の初期化部分・バインド部分は省略部分・バインド部分は省略部分・バインド部分は省略部分・バインド部分は省略    

 

 // 文字列をコンパイル 

 xtal::CodePtr pCode =xtal:: xtal::compile_file ("script.xtal"); 

 XTAL_CATCH_EXCEPT(e){ 

std::cout << e->to_s()->c_str() << std::endl; 

} 

 //実行 

           if(pCode) 
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        { 

pCode->call(); 

XTAL_CATCH_EXCEPT(e){ 

std::cout << e->to_s()->c_str() << std::endl; 

} 

} 

 

//Xtal の関数の呼び出し 

//Xtal の PrintString を呼び出す 

const xtal::AnyPtr xtalFunc1(pCode->member(Xid(PrintString))); 

xtalFunc1 -> call("すわこちゃん"); 

 

//Xtal の lib::PrintString2 を呼び出す 

const xtal::AnyPtr xtalFunc2(xtal::lib()->member(Xid(PrintString2))); 

xtalFunc2 -> call("きよーか"); 

 

//Xtal の global::PrintScreen3 を呼び出す 

const xtal::AnyPtr xtalFunc3(xtal::global()->member(Xid(PrintString3))); 

xtalFunc3 -> call("いえーい"); 

 

 ////////終了処理終了処理終了処理終了処理以降も省略以降も省略以降も省略以降も省略    

    //xtalFunc1 , xtalFunc2 , xtalFunc3//xtalFunc1 , xtalFunc2 , xtalFunc3//xtalFunc1 , xtalFunc2 , xtalFunc3//xtalFunc1 , xtalFunc2 , xtalFunc3 それぞれにそれぞれにそれぞれにそれぞれに xtal::nullxtal::nullxtal::nullxtal::null を代入しておくことを代入しておくことを代入しておくことを代入しておくこと((((解放処理解放処理解放処理解放処理))))    

} 

 
script.xtal 
fun PrintString(str) 

{ 

str.p; 

} 

 

fun lib::PrintString2(str) 

{ 

str.p; 

} 

 

fun global::PrintString3(str) 

{ 

str.p; 

} 

実行結果はわかると思うので省略。 
 
 このようにC++から Xtal の関数を呼び出すことができます。lib::はさきほど関数のバインドをしたのと同

じものです。global::もいわゆるグローバル変数みたいなものと解説をしました。lib , global のそれぞれの呼
び出し方が微妙に違っているので注意してください。 
 Xtal の関数を呼び出すときに、lib::や global::がついてないものを filelocal といい、そのスクリプトから

でしかアクセス出来ないことをいいます（C++からは例の通り呼び出せます）。lib::や global::が付いているも
のはどこからでもアクセスが可能です。詳しくはのちほどやります。 
 Xtal の関数を呼び出す際、引数は１３個までらしいので、それに収まるようにしてください。注意はそれ

くらいです。 
 
 それとここでは省略しましたが、実は関数実行ごとにエラー処理を書いたほうがいいです。ちょっと面倒

かもしれませんが、デバッグが簡単になるのでできる限り書いたほうがいいです。エラー処理を書くのが面倒
ならば、そのエラー処理自体を関数化するのもアリだと思います。 
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クラスの使い方あれこれ 
ここからはちょっと実践的なXtal のクラスの使用法について書きます。基本的に動的型付け言語であるので

継承が不要にもかかわらず継承っぽいことができます。 
 
インスタンスの生成 
クラスの実体を生成します。といってもC++側はスクリプトのコンパイル・実行を行うだけで、スクリプト

側だけで完結する場合はこう書きます。 
 
main.cpp (main 関数の部分) 
int main() 

{ 

    //Xtal//Xtal//Xtal//Xtal の初期化の初期化の初期化の初期化部分・バインド部分・部分・バインド部分・部分・バインド部分・部分・バインド部分・コンパイルコンパイルコンパイルコンパイル・・・・実行実行実行実行を省略を省略を省略を省略    

    ////////終了処理終了処理終了処理終了処理以降も省略以降も省略以降も省略以降も省略    

} 

 
script.xtal 
// クラスを定義します 

class lib::TestClass{ 

    _var : 0;    // メンバ変数 

  

    initialize(x){    // コンストラクタ。Class::call ではこれが呼ばれる 

        _var = x; 

    } 

  

    // method 

    testMethod(x){ 

        x.p(); 

        println(%f[testMethod call: _var = %s](_var)); 

    } 

} 

 

instance : lib::TestClass(100);    //クラスのインスタンスの生成 

instance.testMethod("testMethod called" );   //クラスのメソッドを実行 

 
実行結果 

 
これで使い方がわかると思います。わからない場合、「クラスの定義」のページを探して読み返してくださ

い。 
 次に、この Xtal のクラスを C++側でインスタンスを生成して呼び出してみましょう。全く同じ結果にな

ります。 
 
 main.cpp (main 関数の部分) 
int main() 

{ 

 //Xtal//Xtal//Xtal//Xtal の初期化の初期化の初期化の初期化部分・バインド部分・部分・バインド部分・部分・バインド部分・部分・バインド部分・コンパイルコンパイルコンパイルコンパイル・・・・実行実行実行実行を省略を省略を省略を省略    

//Xtal の TestClass を取得する 

const xtal::AnyPtr TestClass(xtal::lib()->member(Xid(TestClass))); 

 

// lib::TestClass(100)と同じ インスタンスの生成 

xtal::AnyPtr instance(TestClass->call(100)); 
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//メソッドの呼び出しには、->call ではなく、->send を使う。 

instance->send(Xid(testMethod), "testMethod called"); 

  

////////終了処理終了処理終了処理終了処理以降も省略以降も省略以降も省略以降も省略    instanceinstanceinstanceinstance にににに xtal::nullxtal::nullxtal::nullxtal::null を代入しておくことを代入しておくことを代入しておくことを代入しておくこと    

} 

 
script.xtal 
// クラスを定義します 

class lib::TestClass{ 

    _var : 0;    // メンバ変数 

  

    initialize(x){    // コンストラクタ。Class::call ではこれが呼ばれる 

        _var = x; 

    } 

  

    // method 

    testMethod(x){ 

        x.p(); 

        println(%f[testMethod call: _var = %s](_var)); 

    } 

  

    // class Func 

    fun classFunc(){ 

        println("classFunc is called"); 

    } 

} 

 
補足ですが、Xtal 側の println 関数は、コンソール画面に文字列を出力する関数です。C++側でも

xtal::stdout_stream()->println で呼び出せます。 
 実行結果はさっきと同じになるはずです。ちょっとC++でのインスタンスの生成がわかりづらいと思いま

すが、私は現在のゲームエンジンでC++側からのインスタンス生成を使った記憶がないので特に気にする必要
はないと思います。ただクラスのメンバにアクセスするのはよく使います。 
 
メンバ変数へのアクセス 
public な（先頭に+をつけた）メンバ変数_fooを定義すると、foo()というgetter と set_foo(x)というsetter

（どちらもメンバ関数）が定義されます。これらを send で呼び出すことでクラスのメンバ変数にアクセスす
ることが可能となります。 
 
main.cpp(実行と終了処理の間のコード) 
   AnyPtr bar(lib()->member(Xid(bar))); 

  

   xtal::stdout_stream()->println(bar->send(Xid(foo))); 

   //xtal::stdout_stream()->println(bar->member(Xid(_foo)));  //できません 

  

   bar->send(Xid(set_foo), "changed foo"); 

   xtal::stdout_stream()->println(bar->Xid(foo)); 
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script.xtal 

class Bar{ 
    + _foo : "foo"; 
} 
  
lib::bar : Bar(); 

「_foo はインスタンス lib::bar のメンバだから……」ってmember でやろうとしても無理なので、面倒でも
send で set/get する必要があります。 
 
クラスを利用してシーン遷移を実装してみよう 
 ようやくゲーム制作らしいことをします。シーン遷移プログラムを書いてみましょう。一応この記事では

具体的なコードは書きますが、具体的に実行するには実際にゲーム作らなければならないため、あくまでも紹
介を目的として書きます。 
まずはシーン遷移の仕様を決めます。 
 
 ●Xtal のクラスを利用する 
 ●シーンを std::map で、番号で管理したい 
●Update()メソッドに毎フレーム呼び出す処理を書く 
●Draw()メソッドに描画処理を書く 
 
この方針でやってみようと思います。 
まず、シーン遷移で必要そうな機能といえば、最低限 
 
 ○シーンの登録 
 ○シーンの切り替え 
 ○毎フレーム呼び出す関数 
 
このくらいは必要そうです。そこで、この２つの機能を実装しようと考えて関数を書きます。 
 
C++のコード 
#include <map> 

 

std::map<int,xtal::AnyPtr> sc; 

int nowScene=0; 

 

//ゲームシーンの登録 

int RegistGameScene(int num , xtal::AnyPtr scene) 

{ 

 sc.insert(std::make_pair(num, scene)); 

 return 1; 

} 

 

//ゲームシーンを変える 

int ChangeGameScene(int num) 

{ 

 

 nowScene = num; 

 return 1; 

} 
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//毎フレーム実行する関数 

int ExecGameScene() 

{ 

 if(sc.count(nowScene)==0)return 0; 

 sc[nowScene]->send(Xid(Update)); 

 

 //エラー処理をここに書いておく 

 

 return 1; 

} 

 

//描画する関数 

int DrawGameScene() 

{ 

 if(sc.count(nowScene)==0)return 0; 

 sc[nowScene]->send(Xid(Draw)); 

 

 //エラー処理をここに書いておく 

 

 return 1; 

} 

 
ざっとこんな感じで、あとはC++側で ExecGameScene()と DrawGameScene()を毎フレーム呼び出せば

簡単シーン遷移のできあがりです。 
この中で、Xtal 側から呼び出す必要がありそうな関数を２つ RegistGameScene と ChangeGameScene

をバインドしておきましょう。 
 
次にシーンの登録です。このクラスのインスタンスをC++側に直接渡すような感じでシーンの登録をしてい

きます。 
それでは、こんな感じでクラスを定義してみましょう。 

 
xtal のスクリプト 
class GameScene{ 

Update() 

{ 

           //ゲームのメイン処理を書く 

} 

 

      Draw() 

{ 

           //ゲームの描画処理を書く 

} 

} 

  

lib::RegistGameScene( 0 , GameScene() ); //インスタンスを生成して渡し、0 番に登録する。 

lib::ChangeGameScene(0);                 //ゲームシーンを 0番に切り替える 

このような感じになります。もちろん、シーン番号を変えれば、Update と Drawメソッドがあるクラスな
らメモリの許す限り登録できます。 
シーン遷移を簡潔に書くことができるようになりました。これで登録もシーン遷移も楽になりました。便利

になりましたねー はい。 
 
これらのコードはあくまで一例で最低限の機能しか入れてないので、自分で実際にゲームに使用する際には

もっと便利な機能を入れてみてください。 
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今回はクラスの利用法をゲームのシーン遷移だけの説明で終わってしまいましたが、同じ事を応用すれば複
数のオブジェクトの管理もかなり楽になります（ただ弾幕とか物量勝負の時は、オブジェクトの管理を C++
にするなどXtal の利用は控えたほうがいいかもしれないですが）。 
 
さて、これにてXtal でゲーム制作に必要そうな機能はだいたい揃ったと思います。実はC++のクラスをXtal

から呼び出すのもあるのですが、これはちょっとややこしいし執筆者自身も使ったことがないため、参考文献
から巡ってみて自分で調べてみてください。大丈夫ですきみならできます。 
それでは、次はセーブデータの実装について紹介します。そのまえに休憩しましょう。オレンジジュースが

おすすめです。 
 

セーブデータの実装 
ここでは、Xtal 側でセーブファイルのデータ（中身）を作成し、それを C++側に渡して、それをセーブす

ることにします。 
今回使用するのは、予め用意されているMemoryStreamクラスです。 
 
C++のコード（バインドする関数部分） 
#include <fstream> 

 

int Save(const char* filename , xtal::StreamPtr& stream) 

{ 

 std::ofstream ofs(filename,std::ios::out | std::ios::binary); 

 stream->seek(0); 

 while(!stream->eos())ofs.put(stream->get_u8()); 

return 1; 

} 

 

int Load(const char* filename, xtal::StreamPtr& stream) 

{ 

 std::ifstream ifs(filename); 

 while(!ifs.eof()){stream->put_u8(ifs.get());} 

 stream->seek(0); 

 return 1; 

} 

 
xtal のスクリプト 
ms:MemoryStream();    //メモリストリームを定義 

ms.put_i32le(123);    //数値 123 を、符号付き 32bit 整数リトルエンディアンで書き込む 

ms.put_i32le(-456);   //数値-456 を、符号付き 32bit 整数リトルエンディアンで書き込む 

ms.put_i32le(65536);  //数値 65536 を、符号付き 32bit 整数リトルエンディアンで書き込む 

lib::Save("savedata.sav",ms);   //メモリストリームの中身をセーブする 

 

ml:MemoryStream();  //メモリストリームを定義 

lib::Load("savedata.sav",ml);  //セーブしたものを読み込んでメモリストリームの中に入れる 

ml.get_i32le().p;    //読み出し 

ml.get_i32le().p;   //読み出し 

ml.get_i32le().p;    //読み出し 

実行結果 
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セーブして同じのを読み込んでいるだけなのでそりゃそうなのですが、実行結果はこうなります。しかし、
このC++のコードはあまりスタイリッシュなものではなく、いろいろ妥協した書き方なので実際はもっとスタ
イリッシュでスマートな方法はあります。（正直言うとうまく行かなかったから妥協しました。はい。） 
 
このMemoryStreamの get_i32le や put_i32le の意味ですが、 
○get は取得、put は書込 
○ i は符号あり整数、uは符号なし整数、fは浮動小数点数 
○その次の数字はビット数(8,16,32,64 に対応) 
○その後ろの leと be はリトルエンディアンかビッグエンディアン 
 ただしビット数が8の場合は不要 
ということになっています。例えば、16 ビットの符号なし整数をビッグエンディアンで取得する場合は

「get_u16be()」となり、32 ビットの浮動小数点数の 23.4 をリトルエンディアンで書き込む場合
「put_f32le(23.4)」となり、8ビットの符号あり整数を取得する場合は「get_i8()」となります。ただし、浮
動小数点数は 32か 64ビットしか対応していません。 
また、文字列を書きだす場合は put_s (文字列)、読み込む場合は get_s (文字の長さ)を使用します。しかし

文字列のサイズは可変であるため、予め文字列のサイズをMemoryStreamに書きこんでから、それから文字
列を書きこむようにすれば、文字列の読み込みのときにサイズを読み込んでそれから文字列を指定サイズ分読
み込むということが可能になります。 
また、MemoryStream は seek で位置の移動、tell で現在位置の取得、size で全体のサイズが取得できる

ようになっています。 
ここまででXtal でのセーブデータの実装方法を紹介しました。ちとめんどくさいかなぁと思いますが、こう

いう作業も楽しめるようになってくれば立派なゲーム製作者になれる とおもったら大間違いでした。ドンマ
イ。 
 
それでは、だいたいやりたいことは説明し終わったので、次はC++やっている人にはピンとこない fiber(フ

ァイバー)についてです。マイクロスレッドとも呼ばれる機能で、手順の記述を直感的にできるのでRPG制作
でのイベントの記述やアクションゲームにおけるボスの動きの手順を簡潔に記述できるようになる便利な機
能です。それでは休憩しましょう。文字ばっかり打っているからかなり疲れています。フランクフルト食べま
しょう。 
 

fiber(ファイバー)について 
fiber というのは、途中で中断・再開できる関数のようなものです。ピンとこないのはC++脳ですから仕方

が無いのです。ちょっとずつやっていきましょう。 
fiber は、yield で一旦処理を中断し、また呼び出されると yield から再開します。 
 
Xtal のスクリプト 
fiber fib() 

{ 

"初回の実行".p; 

yield; 

"二回目の実行".p; 

yield; 

"三回目の実行".p; 

yield; 

"四回目の実行".p; 

} 

 

fib(); 
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fib(); 

fib(); 

fib(); 

 
実行結果 

 
 
また引数を渡したり、値を返したりもできます。 
ちょっとややこしいかもしれません。 
 
Xtal のスクリプト 
fiber fib(x)  //初回の引数受け取り 

{ 

("初回の実行 渡された値:"~x.to_s).p; 

str:yield;  //引数を受け取れる 

("二回目の実行 渡された値:"~str).p; 

yield 123;  //値も返せる 

"三回目の実行".p; 

n:yield; 

("四回目の実行 渡された値:"~n.to_s).p; 

} 

 

fib(512); 

fib("すわこちゃん").p; 

fib(); 

fib(1024); 

 
実行結果 
 
 
 
 
 
一応、fiber に対して reset ()を行えば最初から実行できます。 
 
Xtal のスクリプト 
fiber fib(x)  //初回の引数受け取り 

{ 

("初回の実行 渡された値:"~x.to_s).p; 

str:yield;  //引数を受け取れる 

("二回目の実行 渡された値:"~str).p; 

yield 123;  //値も返せる 

"三回目の実行".p; 

n:yield; 

("四回目の実行 渡された値:"~n.to_s).p; 

} 

 

fib(512); 

152

 
Knowledge 



fib("すわこちゃん").p; 

fib.reset(); 

fib(512); 

fib("すわこちゃん").p; 

fib(); 

fib(1024); 

 
実行結果 

 
 
また、複数の返り値を返したり、複数の引数を指定したりすることもできます。 
これは関数(fun)でも使用可能です。 
 
Xtal のスクリプト 
fiber fib(x,y) 

{ 

x.p; 

y.p; 

xx,yy : yield x+y , x-y; 

xx.p; 

yy.p; 

} 

 

a,b:fib(512,256); 

a.p; 

b.p; 

fib(a*b,a/b); 

 
実行結果 

 
 
 
 
 
 
 

fiber の説明はこれにて終了です。使い方がピンとこないかもしれませんが、実際使い方を思いつけば驚く
ほど便利なものだということに気づくでしょう。実際、筆者は RPG 制作の時におおいに活用した機能でもあ
ります。おどろくほど便利でした。 
 
それでは休憩しましょう。納豆ごはんたべます。 
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Xtal の機能と小技集と注意すること 
逆引き形式で載せていきます。 
ここで掲載するコードは特に断りがなければXtal のスクリプトのコードです。 
 
文字の番号（アスキーコード）を取得する 
str : "A"; 

str.ascii.p;  

 

"F".ascii.p; 

 
変数を未定義のまま宣言する 
val : undefined;  //undefined の代わりに null も OK 

 

if(val){ 

      //ここは通らない 

}else{ 

      //ここは通る 

val = 20; //なんでも代入可能 

} 

 
global::と lib::の違い 
lib::Value1 : 123; 

global::Value2 : 456; 

 

//Value1.p;    //エラー 

lib::Value1.p;  //OK 

 

Value2.p;          //OK 

global::Value2.p;  //OK 

 

//lib::Value1 : 113;     //上書き不可能 

global::Value2 : 789;  //上書き可能 

Value2.p; 

lib::で宣言すると、必ず lib::を付けなければならず、上書き不可能になります。 
global::で宣言すると、global::を省略可能で、上書きも可能になります。 
ただし、両方とも定数扱いであるので代入は不可能です。 
 
複数の Xtal スクリプトをコンパイルしたい 
pCode を配列で持って、それぞれ順番にコンパイルと実行を行えば問題ないと思います。私は、

unordered_mapを利用して管理しています。 
複数のスプリクト間では、lib や global で宣言された変数やクラスなどのオブジェクトは共通して使用する

ことができますが、ファイル内のローカル変数にはアクセスが不可能になっています。 
もちろん、解放処理を行う場合、すべての pCodeに xtal::null を代入しておくことをお忘れなく。 
実際、同人ゲームレベルだとスクリプトファイルが最低でも３０～４０くらいは必要になってきますので、

複数のスクリプトをコンパイルできるような仕組みは作っておくべきだと思います。 
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Xtal のバイトコード（コンパイル済みのデータ）を吐き出し・読み込みをする 
ここはSukai さんのコードを見ちゃったほうが早いので引用します。 
 
ファイルにバイトコードを吐き出す(C++) 
void DumpByteCode(const xtal::CodePtr& code, const xtal::StringPtr& filename) 

{ 

    xtal::SmartPtr<xtal::FileStream> fs = xtal::xnew xtal::FileStream>(filename, "w"); 

    fs->serialize(code); 

} 

 
ファイルからバイトコードを読み込む（C++） 
xtal::CodePtr LoadBytecodeFromFile(const xtal::StringPtr& filename) 

{ 

     xtal::SmartPtr xtal::FileStream> fs = xtal::xnew<xtal::FileStream>(filename, "r"); 

     return xtal::ptr_cast<xtal::Code>(fs->deserialize()); 

} 

 
メモリからバイトコードを読み込む（C++） 
xtal::CodePtr LoadBytecodeFromMemory(const void* ptr, xtal::uint_t size) 

{ 

    xtal::SmartPtr<xtal::PointerStream> ps = xtal::xnew<xtal::PointerStream>(ptr, size); 

return xtal::ptr_cast<xtal::Code>(ps->deserialize()); 

} 

 
別のスレッドでの扱いについて 
Xtal ではスレッドごとに VM（バーチャルマシン）を持っています。同じスレッドなら lib::や global::はど

こからでもアクセス可能ではありますが、別スレッドだとアクセスができなくなります。注意しましょう 
 
メモリ管理について 
Xtal では、参照カウンタと GC（ガベージコレクション）を用いてメモリ管理を行っていますので、メモリ

についてはあまり気にしなくてもいいとされています。 
 一応ですが、ゲーム制作する際は毎フレームごとに xtal::gc()、シーン遷移時に xtal::full_gc()を呼び出し

たほうがいいと思います。 
しかし、コード例で出てきたような pCode など、C++側で作成したオブジェクトについては、終了処理時

に残っていると assert が出てしまうので、必ず xtal::null を代入しておく必要があります。 
 
Xtal のライセンスについて 
MIT ライセンスです。要約すると「このソフトウェアを誰でも無償で無制限に扱って良い。ただし、著作権

表示および本許諾表示をソフトウェアのすべての複製または重要な部分に記載しなければならない。作者また
は著作権者は、ソフトウェアに関してなんら責任を負わない。」(Wikipedia より)のような感じであるので、商
用や同人ゲームでも使用して問題ないということです。そうじゃなかったら同人ゲームで使われているという
ことはありえませんからね。 
 
リロード機能について 
ちょっと今回は触れられなかった機能のひとつに、リロード機能があります。この機能を詳しく説明すると

結構ページ数を食うので今回は諦めます。参考文献のページからめぐればやり方が載っているので、興味があ
れば探してみてください。 
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参考文献 
ひと通りXtal について説明しましたが、まだ足りない部分もいくつかあります。 
そこでもっとXtal を知りたい人へのリンクを掲載します。 
 
●Xtal の Google Code のページ 
http://code.google.com/p/xtal-language/ 
Xtal のリファレンスをダウンロードすることができます。 
 
●新言語 Xtal を作る日記 
http://d.hatena.ne.jp/xtalco/ 
Xtal の開発日記ですが、更新止まっていますね。 
 
●Xtal Unofficial Wiki 
http://sukai.sakura.ne.jp/xtal/ 
Sukai さんの「石ころGames」内の１コンテンツであるXtal のサイトです。 
現状で、Xtal について一番詳しくかつわかりやすく書かれているサイトをここ以外に知りません。今回の記

事作成には、このページを大いに参考に(引用)しました。 
 

あとがき 
今回は、44ページにもわたってXtal の記事を書きました。長いマジで長い。と思ったら会誌にホチキス留

まらないとか言われて削らなきゃいけなくなったので、削れるものがそもそも少なかったということで、文字
のサイズ小さくしたり行間詰めたりして30ページに抑えました。これ以上は無理です勘弁して下さい。 
 
あとはこれでXtal を使用してくれる人が増えてくれること

を祈るしかないですね。Xtal に限らずスクリプト言語を利用
すると開発効率が結構上がるので導入してみましょう。その
時はぜひXtal を活用してみてください。 
記事を書くにあたって、Sukai さんが記事の引用を快く承

諾してくださいましたので本当に感謝しています。ありがと
うございました。 
 
これ書いている時点ではコミケの当落が出るまであと二週

間くらいですね。受かっているといいなぁ……そもそも落ち
たこと無いけど。そのときはダイエットサイドビューアクシ
ョンゲームが出ると思います。 
 
それでは、最後になりましたが、どうせ最後なのですわこ

ちゃん載せます。それではまたどこかで会える時が来たり私
のゲームをプレイするときが来たりしたら、そのときはよろ
しくお願い致します。受かっていたらコミケで会いましょう。 
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自作初心者奮闘記 
2I mmhiyoko 

 
1.1.1.1. はじめにはじめにはじめにはじめに    

 これは自作初心者のmmhiyokoが

始めて自作 PCを組むまでの記録であ

る。自作 PCを組みたい人は少し参考

になるかもしれない。 

2.2.2.2. ことのはじまりことのはじまりことのはじまりことのはじまり    

8月某日、デスクトップ PC 

tsutsu(愛称)が青い画面を表示した。

知っている人は知っていると思うが、ブ

ルースクリーンはPC上に何らかの異常

が発生しOSが立ち上がらないときに表

示される画面である。これからどうしよう

と tsutsuを見つめて考えてみた。する

と tsutsuは 10年近く使ってきたPCで、

動作も重くなってきたことを思い出した。

いい機会だと思い、新しく PCを入手す

ることにした。購入するにあたって、家

電量販店で購入するのもよかったが、

せっかく情報系の大学に入ったのだか

ら、PC くらい自作してみたいと思い、パ

ーツ選びに踏み切った。 

3.3.3.3. パーツパーツパーツパーツ選選選選びびびび    

どのパーツを選べばいいかわからな

かったので、自作した経験のある友人

に相談してみると、予算とどのくらいのス

ペックがほしいのかによって変わってく

ると言われた。予算は 12万程度で、

3Dゲームもできるようなスペックにしよ

うと思ったので相談の上、次のようにな

った。 

PCパーツ 

CPU Intel Core i7 2600K 

マザーボード P67A-GD55 

メモリ DDR3-1333 4GB*2 

HDD Hitachi 0S03191 2TB 

ドライブ 適当 

グラフィクス Radeon HD6950 

サウンド オンボード 

電源 Corsair 

CP-9020006-JP 650W 

PCケース Antec P183 

4.4.4.4. パーツパーツパーツパーツ購入購入購入購入    

パーツの量が多いので、2日間に分

けてパーツを購入することにした。1日

目は電源と PCケース以外の全てのパ

ーツを購入した。    

1111日目日目日目日目    秋葉原駅で自作を手伝ってく

れる友人と合流し、パーツ購入に向か

った。今回購入する店はツクモ EX。1

階にある見積もり表を持ち、購入する

商品のリストを作っていく。PCパーツ専

門店は初めてだったので、パーツの量

に驚きつつ、眺めていた。思ったよりも

時間がかからず見積もりが終了したの

でパーツ入りの紙袋を持ち、帰宅した。 

2222日目日目日目日目    1日目と同様に秋葉原駅に集

合し、ツクモ EXへ向かう。見積書に電

源と PCケースを記入し、会計した。後
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は持ち帰ればパーツ購入は完了になる

のだが、簡単にはいかなかった。なぜ

ならPCケースのAntec P183は14kg

もあるのだ。大学入学後ほとんど運動し

ていないmmhiyokoにはあまりに重す

ぎた。友人には申し訳ないが、二人で

交代しながら自宅まで運んだ。次の日

に筋肉痛になった。 

5.5.5.5. 組組組組みみみみ立立立立てててて    

手袋、カッター、ドライバーなどの基

本的な道具を用意した。パーツは全て

そろったので、動作チェックをしたいの

でマザーボードに CPU、メモリ、ビデオ

カードを取り付け、その後に電源を繋い

だ。電源を入れると、CPU が動き出し、

クーラーが回転したので心の中でガッ

ツポーズをした。 

 
仮組み状態のマザーボード 

次は PCケースにマザーボードを固

定した。またドライブと HDD もこの時に

取り付け、パーツ組み立ての作業は終

わった。複雑なケーブル類の接続も終

わった後は、ディスプレイ、マウス、キー

ボードに繋いで最後の動作チェックであ

る。電源を入れると BIOS画面が表示

されるので、パーツ組み立ては完了し

た。 

6.6.6.6. ソフトソフトソフトソフト類類類類のインストールのインストールのインストールのインストール    

ソフト類は慣れているのでまったりとし

ながら OS、ドライバ等をインストールし

た。 

7.7.7.7. 完成完成完成完成    

 

完成図 

 

8.8.8.8. 感想感想感想感想とととと反省反省反省反省    

感想感想感想感想 初めはどうなるのかと思っていま

したが、意外となんとかなることがわか

った。友人たちには感謝しています。 

反省反省反省反省 PCケースは通販で入手するよ

うにするべきだった。両腕筋肉痛は笑

えない。 
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絵を描いているときのあれこれ 
                               2I Elk 

１． はじめに 

どうも、非協力的でしがない絵師です。最初に申し上げておきたいことはこの記事から得られ

ることはあまりないということです。つまり技術、知識、勇気を与える趣向の記事ではありません。

時間を潰したいときにでもご覧になってください。あと、現時点で文章に嫌悪感を抱かれる方、

今後もこんな感じで綴っていくので安心して本記事を飛ばし、次の記事へお進みください。 

 

２．記事の概要 

まずは当記事の内容をざっと説明します。当記事は筆者 Elk が絵を描いているときに考える

「絵と関係あったり無かったりすること」を記す雑記です。大体どうでもいいこと考えています。こ

れ以上要約しようがないほど内容が飛散しているので概要は以上です。 

続いて当記事の存在意義について記します。冒頭で述べたことに対して「じゃぁ何のために書

いたの？」と感じられた方がいらっしゃると思います。この理由は本冊子に記載されている記事

は真面目に書かれたものが多く、そのほとんどが読者に対して何らかの利益を提供するものだ

からです。つまり「１つくらい無意味な記事があってもいいじゃない」ということです。そもそも筆者

の記事ネタの持ち合わせが…おっとゴニョゴニョ…。それでは記事の内容へ。 

 

３． 本編 

・「元に戻す」魔法 

デジタル、つまりパソコン上で絵を描く際は大体ツールの左上の編集の欄に「元に戻す」という

機能が付いています。これは簡単に言うと何らかの操作をした際にその操作を行う前の状態へ

戻すという時空系の魔法です。ただこの魔法はフィールド「デジタル」が展開されていないと使用

できません。ところがデジタルで絵を描くのに慣れるとアナログで描いているときもその魔法が使

えると瞬間的に錯覚し、絵に思い切った線を入れてしまうことがあります。それが良ければよいの

ですが大体残念な感じになるので「元に戻す」魔法はデジタル領域でしか使えないことを肝に命

じておきましょう。ちなみに重病になるとアナログで描くときもよくキーボードのCtrlとZの位置に手

を置きたがるようになります。 

 

・目から描く人は絵が下手？ 

というのを某掲示板で見かけました。実際どうなのか筆者なりの見解を述べたいと思います。

肖像画はどうか分かりませんが漫画やアニメキャラクターのような絵を描く際目は非常に重要で

す。目の違いでキャラクターの印象はずいぶんと変わります。具体的には女性キャラクターや子
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供キャラクターを描く際は大体目は大きく描かれ、男性キャラクターは目を小さめに描かれる傾

向があります。これは見栄えの問題もあるかと思いますが、一方で表情の作りやすさというのもあ

ると思います。表情の変化は目が大きいほど顕著に表現できます。そこで表情の変化の多い女

性や子供の目は大きく描かれるのではないかと思います。また目の位置はそのキャラクターの

全体像を描く上で一つの指標にもなります。このようにキャラクターの印象に大きく関わるのだか

ら目は最初に丁寧に描くべきでしょう、という考えもありかと思います。ところが、目から描く人の

絵の特徴として「表情に乏しい」「動きがない」「キャラクターの向きがほぼ一定」「１枚の絵に２人

以上描けない」という欠点があります。まぁ筆者の絵のことですが。目はキャラクターの絵にとっ

て非常に重要な役割をもつと言いましたが、そのせいで目を最初に描くとキャラクターの表情、

向き、印象などが最初に決まってしまうため、先に書いたような弊害が表れ、結果的に「いつも

同じような絵」「生きてない絵」ができるわけです。これは万人に言えることではなく、あくまでそう

いった絵になりやすいということです。できる人は目を最初に描いて表情豊かで動きがあるキャ

ラクターを２人以上同じ紙面に描くことは可能かもしれません。ただ、特に技術の無い人が目か

ら描くと残念な感じになることが多く、そこから「目から描く人は絵が下手」というのが来ているの

でしょう。でも１人のキャラクターの立ち絵を描くなら目から描くのもありかもしれません。 

 

・天才の多くは努力家 

筆者のことではないです。分かっています。 

絵を描いていて思うのは、やっぱり絵は才能だけではないということでしょうか。世の中には絵の

上手い人がたくさんいます。そういった人達の作品を見て多くの人は「やっぱ天才はすごいな」と

思うでしょう。ですが才能だけではその作品は完成しなかったと思います。その作品が完成する

まで多くの時間と労力、作品によってはお金も費やされたでしょう。人に見られるその一瞬のた

めに。ここで言いたいのは作品に努力という付加価値をつけて見ろということではなく、「天才だ

から」と言ってその人の努力を無視しないでほしいということです。無意識に「天才だから」と流し

て作品を見ている人は割と多いと思います。そういう人はここで述べたことを少し考えてみてくだ

さい。ただ、作品を見るときはなるべく作品だけを評価することが作者にも喜ばれると思うので、

そうすることを勧めます。 

 

以上が本編の内容です。結局何を伝えたいのか分からない、けどなんとなく言いたいことは分

かる、このくらいに理解してもらえば幸いです。これで雑記は終わりですが最後に言いたいことが

あります。私たち絵師は絵が上手いから絵を描いているのではなく、絵が好きだから描いていま

す。絵が下手で絵を描かない人でも絵が好きなら是非絵を描いてみてください。用意するもの

は紙と鉛筆、それだけです。 
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あの日、あの時、あの痛み 
2年 柿原 弘樹 

◆ 導入 

事件は、X680x0同好会の「前学期お疲れ様打ち上げ」から起きた。その打ち上げは、

焼き肉屋さんに集まって自分たちで肉を焼いて食べるという、シンプルな食事会だっ

た。別段、焼き肉を食べる行為には何ら問題が無かったのだが、打ち上げ翌日から筆

者は重い体を抱え、一歩踏み出すたびに生命エネルギーが 10削られる思いをした。端

的に言おう、食中毒だった。 

 幸いなことに、排便前には必ず腹痛が来た。しかしおちおち眠れない。戻すことは

なかったものの、熱は 38℃安定。うどんとアクエリアスが筆者の一番のお友達だった。 

◆ はじめに 

 先に述べておくが、この文章はあくまで筆者が興味を持って調べた範囲でまとめた

ものである。「これを読めばどんな食中毒にも勝てる！」なんて虎の巻ではないし、食

中毒だと予想されるならば、迷わずお医者さんに診てもらうべきだ。 

 方針としては、後生に筆者と同じ苦しみを味わう人が出ないように、食中毒につい

て何も知らない人が、尐しだけ賢くなる記事を目指すことにしよう。 

◆ 食中毒の概要 

 食中毒というフレーズは、尐し前に焼き肉屋さんのユッケが問題になったことから、

読者の皆さんにも聞き覚えがあるのではないかと思う。食中毒とは「有害・有毒な微

生物や化学物質等毒素を含む飲食物を人が口から摂取した結果として起こる下痢や嘔

吐や発熱などの疾病（中毒）の総称」（ Wikipediaより引用）である。 

梅雨など、高温多湿な時期に最も食中毒の患者は多くなるが、冬場でも見られる。

この理由は、夏と冬では食中毒を起こす原因が異なることに由来する。夏期に起こる

食中毒は細菌の増殖によるもので、冬期に起こる食中毒は牡蛎が原因と見られるノロ

ウィルス、あるいはフグやキノコに含まれる自然毒によるものである。 

食中毒の原因として有名なのは、Ｏ157、Ｏ111 などの腸管出血性大腸菌やノロ

ウィルス、カンピロバクター、サルモネラ菌である。これらが有名になったのは、

便や吐瀉物による人間同士での二次感染、いわゆる集団感染した事例があったからだ。 

 勘違いしがちだが、食中毒はレストランや旅館などの飲食店のみで起こるもので

はない。ニュースなどで取り沙汰される事件が大規模な食中毒に関するだけで、一般

家庭でも食中毒は十分に起こりうる。また、肉類だけではなく、古くなった生野菜、

魚介類、鶏卵などから発症することもあることを付け加えておく。 
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 こうやって書くと、食中毒が怖いものに聞こえるだろう。しかし、死に至ることが

尐ないことも、食中毒の特徴と言えるのではないか。2009・2010年には食中毒死の報

告数が 0件である。2008 年には 4 件の報告がされているが、同年の不慮の事故による

死者数 38030人と比べても極めて尐ない（以上、厚生労働省の統計より）。焼き肉屋さ

んのユッケで生じた食中毒は、細菌によって発症するものであった。このような事例

が今まであまりなかったため大きな問題となったのだが、亡くなった方たちは比較的

免疫能力が低い高齢者・若齢者だったことも、死亡事故となった一要因と言える。 

◆ 食中毒対策 

 それでは、食中毒にならないためにはどうすればいいのか。 

細菌による食中毒を予防するためには「付けない」「増やさない」「殺す」が三大

原則となっている。 

「付けない」では、食材同士あるいは食材とそれを扱う容器・道具の間で、菌が

移ってしまうことを防ぐ。一般的にどんな食材、物品にも菌はついている。それは人

間の体でも同じである。特に魚介類、肉類に食中毒の原因となる細菌が多く付着して

いる。料理の前には、まず石鹸で手を洗うこと。また、魚介類・肉類に付着した菌を

体内に取り込まないための対策方法として、野菜の調理器具と魚介類や肉類の調理器

具を分けることが挙げられる。まな板の表と裏を使い分けるだけでも、効果が出る。

また、生で食べる食材の加工を先に行い、その後肉類の切断をすることも有効だ。 

 「増やさない」では、食材に潜む菌がそれ以上増殖してしまうことを防ぐ。一般

的に 10℃以下の保存で菌の増殖が鈍り、-15℃以下の保存で菌は増殖できなくなると言

われている。ただし食材を詰め込みすぎた冷蔵庫では、置いた場所によって冷え方に

差が出てしまう。最大容量に対して 7割の量に抑えて保存することが、適切な冷蔵庫・

冷凍庫の使い方とされている。また、料理に使う食材は常に新鮮なものを使う。余

った食材、食事後に残った料理は速やかに冷蔵庫で保存し、早い内に消費する。First 

In First Out（先入れ先出し）の姿勢が、食中毒予防には欠かせない。それと、細

菌が繁殖するためには、水が必要となる。これを裏返せば、細菌を抑えるためには乾

燥させることも有効となる。食材の乾燥は難しいが、食器や調理道具では十分に可能

だ。食事の後に食器類の洗浄を終えたら、水分を拭き取り、風通しの良い所で乾燥さ

せることが望ましい。アルコールで殺菌消毒もできれば、尚更良い。 

 「殺す」では、食材に付着している菌を加熱処理によって死滅させる。先にも書

いたが、どのような食材にも菌は存在する。筆者が夏休み早々に食中毒で苦しんだ原

因は、加熱不足で細菌を十分に死滅させられなかったことにある。75℃以上の温度で

1 分間以上加熱すれば、肉類に付着している菌のほとんどは不活化する。ただし肉
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の中心部が 75℃以上のまま 1 分も加熱すると、大抵は食材が焦げて食べられなくなっ

てしまう。この数字は、あくまで目安として受け取ってほしい。あるいは肉を切る時

に薄くする、加熱する時に弱火で長時間熱するなどの工夫をすることで、同様の効果

が得られる。注意してほしいのは、食材が腐ってしまった場合に、腐敗によって新

たに生じた細菌は、今まで述べた温度下では死滅しないことだ。もったいないとい

う精神は崇高であるが、それでお腹を下して病院送りとなったのでは、金銭面でも損

である。古くなった食材・料理は捨てる。その勇気を持つことも、食中毒予防では

大切なのだ。 

 ウィルスによる食中毒では、代表的なノロウィルスへの予防方法を書くことにする。

これは、ほとんどのウィルスに対して共通の方法が有効だからである。 

ウィルスは腸内に入ってから増殖する。そのため食品から直接ウィルスを検出する

ことは難しい。ウィルスに感染した食品取扱者を介して、食品が汚染されたことが原

因となる場合も考えられる。 

 ノロウィルスを失活化するためには、食品の中心温度が 85℃以上で 1 分間以上

加熱することが望ましい。ノロウィルスは尐量でも感染するので、食前やトイレに

行った後の手洗いは、入念に行わなければならない。石鹸を十分に泡立て、ブラシ

などを使用して手指を洗浄する。その後、温水による流水で十分にすすぎ、清潔なタ

オルで水気を拭き取る。 

この他の点は、細菌による食中毒の予防と同様であるため、割愛する。 

◆ おわりに 

 風邪などで体が弱っている人は、くれぐれも食中毒で死ぬ思いをしないように気を

つけてほしい。あなたの体は、あなただけのものではない。 

食中毒は、忘れた頃にやってくる。皆さんの健康な食生活を祈るばかりである。 

◆ 参考文献 

[1] 新小児科医のつぶやき 食中毒を調べてみました 

http://d.hatena.ne.jp/Yosyan/20110504 

[2] Wikipedia 食中毒 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%9F%E4%B8%AD%E6%AF%92 

[3] 政府公報オンライン ご注意下さい！お肉の生食・加熱不足による食中毒 

http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201005/4.html 

[4] 厚生労働省 食中毒に関する情報 

http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/index.html 
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とある駆け出し Windows開発者の苦闘（一部） 

2年 I科 五水井柾人 

0. はじめに 

 

「プログラムを作りたければプログラミング言語を学べばよい」 

 

なんて言葉はよく聞くものです。現に私もそう思っていましたし、最初に

手を付け始めるなら十分アリでしょう。しかし、これは 1割正解 9割間違い

（当人比）です。 

なぜでしょう？ プログラミング言語の構文は本や Webサイトから学習

し理解することはできます。しかし、「どのように」構文を使うか、あるい

は使われるかというのは、親切なものを除いてプログラミング言語の解説本

や Webサイトには載っていないからです。また、プログラミング言語は一部

を除き環境に依存しません。つまり、環境とインタラクトすること、たとえ

ば OSの機能を使うのは、プログラミング言語の解説にはほとんど載ってい

ないのです。しかし実用的なプログラムは OSの提供する様々な機能を用い

て作られます。よって、プログラミング言語を学ぶだけでは、実用的なプロ

グラムを作成するのはほとんど不可能です。 

この記事は、そういった「プログラミング言語を学んだその次」をほんの

少しでも示す目的で作成しました。ここで触れる開発環境は、おそらくもっ

とも「ソフトを作ってみたい」開発者が接することの多い Windowsの

Microsoft Visual C++です。これを使ったプログラム制作におけるぶつかり

やすい壁について、私の苦労と試行（某 PC 周辺機器ブランドではない）を

少量ながら紹介していこうと思います（全部を紹介するのには途方もない時

間がかかってしまうでしょう）。 

なお、慣れた Windows 開発者 on C++の方にとっては笑っちゃうぐらい幼

稚なことを書いている/重要すぎることを書いていない可能性が大です。ぜ

ひぜひ笑ったり、恥ずかしくなったり、次の記事に行ったりしてください。

しょんぼりしておきます。(^^; 
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1. 私がぶつかった壁たち 

 とりあえず他人のソースを読んでみた。なんでこのソースコード

「#ifndef なんとか」で全体を囲ってあるの？ 

いきなり Windows と直接関係ないことで申し訳ないです。思い出し

ながら書いているのです…。 

様々なソースファイルで「#ifndef なんとか～#endif」でコード全

体を囲っているのを見ます。これは、そのソースファイルが二重に

#includeされるのを防ぐ効果があります。たいていの場合、#ifndef

のあとに同じ名前を#defineしてあると思います。つまり、ソースフ

ァイルが#include され、さらに#includeされようとすると、この 2

番目の#include は#ifndefによって無効化することができるのです。 

 

 ああ、分からないことだらけだ…。Windowsでの開発ってどこから始

めればいいの？ 

私が最初にぶち当たった壁がこれです。意外なことに、Windows で

の開発を始めるにあたって参考になるような入門書は、需要がありそ

うなのにも関わらず、とても少ないです（当人調べ）。Webサイトを探

すのも一つの手段だとは思いますが、そのサイトの内容がどの程度新

しいものであるか（今では推奨されない方法で機能を実現しているの

ではないか）、正しい関数の使い方をしているか等、一次の情報入手

先としての妥当性は疑問です。 

しかし、ちゃんと一次情報入手先となるようなものがあります。そ

れが「MSDNライブラリ」です。これは Microsoft の MSDNと呼ばれる

開発者向け Web サイト内にあるドキュメント群で、VisualStudioをイ

ンストールしてもローカルに設置されます。 

とはいえ、MSDNライブラリに初めてアクセスした人はその膨大な量

のドキュメントに圧倒され、どこをみてよいかわからないことでしょ

う。私もそうでした。私は、MSDN Library→Windows Development→

Getting Started（Getting Startedとは「はじめに」のようなことを

表します）から読み始め、その後、必要な技術についての個別の項目

にあたることにしました。 
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 MSDNライブラリを見たけれども、なんだか日本語が変… 

 MSDNライブラリの日本語版よりも英語版のほうがよかったりする

の？ 

MSDNライブラリを使い始めてすぐにぶち当たる壁は、日本語の読み

づらさです。意味の分からないところに句読点があったり、また不自

然な構造をとる構文だったりします。MSDNのネイティブの言語は英語

です。おそらく Microsoftは日本語への翻訳に機械翻訳を使っている

のでしょう。そのため、ドキュメントの内容よりもまず日本語として

何を言わんとしているのか分からないということがまず壁になりま

す。 

この日本語と取っ組み合いをするよりも、私は英語版を読むことを

おすすめします。意味不明な日本語を読むよりも意味のしっかり通っ

た英語を読んだほうが遥かに理解を深められます。また、MSDN の英語

以外の翻訳は英語での内容の更新になかなか追従しません。よって、

最新の内容を見るためにも、英語版を読んだほうがよいでしょう。ち

なみに私は日本語版を使っていません。(^^; 

 

 なんだか変な型がたくさんあるよ！もうわけがわからないよ！ 

Windowsが用意している関数群の返り値や引数群は C/C++で定義さ

れていないものばかりです。そのため、関数一つ理解するにしても、

その返り値や引数の型について学ばなければならないことが多数あ

ります。 

※ 主な整数型やそのポインタ型などは以下に書いてあります。

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff381404%28v=VS.85

%29.aspx 

ただしこれらの型を使えば、Windows以外のプラットフォームへの

移植性が下がります。 

また、様々な構造体およびそのポインタの名前は無数にあります。

こればっかりは一つ一つドキュメントや Web検索等で調べなくてはな

りません。 

なお、Visual C++には「宣言に移動」「定義に移動」という便利な

機能があり、分からない型がどのように定義されているかを調べるこ

とができます。場合によってはドキュメントにあたるよりもソースコ
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ードを読んだほうがわかりやすいことがあるので、覚えて損はない機

能です。 

 

2. 終わりに 

「え？もう終わり？早すぎでは！？」と思う方もいると思いますが、私の

記事はここで終わりにしておきたいと思います。「Windowsの基本的なプロ

グラム構造すら説明してない！」とおしかりを誰かから受けそうです…… 

が、私としては、何か話をすれば、それを説明するための話をまたしなけれ

ばならず、気が付くとまるまる本一冊はかけそうな量の文章が出来上がって

しまう気がするのです。それだからこそ、前述のとおり Windowsプログラミ

ングについての解説書が少ないのでしょう。一人一人が MSDNライブラリや

ソースコードと闘い、理解していくほうが、人間のリソースを結果的にはよ

り食いつぶしにくいのだと思っています。 

しかしそれでも、最初の一歩を踏み出そうとしても踏み出せない人が少な

からずいるのではないかと思います。この文章が少しでも道標となってくれ

れば幸いです。 

 

最後に一言。 

 

「オレはようやくのぼりはじめたばかりだからな 

 このはてしなく遠い Windowsプログラミング坂をよ…」 

完 
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道路交通について思ったこと 
                                      ２I 鈴木 龍太  はじめにはじめにはじめにはじめに     私はこの夏季休業を利用して自動車学校へ通い、見事免許を獲得した。当初はその免許獲得までの奮闘記を書く予定だったが、少し変更して教習を通して道路交通に対して私が感じたことを書き綴る事にした。ただ、これはあくまでも私個人の感性による愚痴のようなものなので、本記事を読む際にはそこを踏まえて頂きたい。  通行通行通行通行のののの際注意際注意際注意際注意をををを払払払払うううう必要必要必要必要があるがあるがあるがある場所場所場所場所ないしないしないしないし徐行徐行徐行徐行がががが必要必要必要必要なななな場所場所場所場所     というのは沢山あるのだが、その例をいくつか挙げるとすると、生活道路などの狭い道路や見通しの悪い交差点、徐行の標識や標示がある場所、そのほか人が急に飛び出す可能性がある道路である。確かに他の車や歩行者等の安全を考えるならばそういった場所では通行の際はスピードを落とす等して用心しなければならないし、それは御尤もである。 ただ、これらのような通行の際に注意しなければならない場所について私は少し疑問に思うことがある。それは少し逆切れのように思えるかもしれないが、そもそもなぜ車が通ると危ないような場所に車道を敷くのだろうかということである。生活道路、所謂住宅が密集している所に申し訳程度に敷かれている道路は、見通しが悪い上に道幅も狭いので自動車の交通についてはあまり考えていないと言っていい。故に事故が起こりやすい場所なのである。また学科講座の際に見せられたビデオの中で子供が公園の外に出たボールを追いかけて車道に出たせいで車に轢かれるシーンもあった。これは最早フィクション等では定石と化しているパターンだが、恐らくこれと似たようなことは本当にあるのだろう。ここで私が疑問に思うのは、なぜ住民が歩行に使う道路と車が通る道路を兼用したり、公園を車道付近のような危険な場所に造ったりするのだろうかということだ。住宅地は住宅地、公園は公園、車道は車道で隔離するようにすればいいのに、わざわざ住宅地に車道を敷くメリットはあるのか？ そこで、まず Wikipedia で生活道路の項目について調べたところ、生活道路というものは本来自宅から主要道路へと出るために利用する道路のようだが、やはり自動車交通の便についてはあまり考慮されていないと書かれていた。ただ、渋滞や信号などを避けるためにあえて生活道路を通ろうとするドライバーもいるとも書いてあった。なるほど住宅地に道路を敷くのにはそういった事情があったのか。しかし、自分の家
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から車を主要道路へ運転していくためというのはまだ仕方ないとして、渋滞や信号が嫌だからと言って生活道路を抜け道として利用するというのはちょっと如何なものかと思う。筆者は自動車運転の経験や所謂社会経験というものが浅いので、社会人ドライバーの事情や都合というものはまだよくわからないが、私としてはその生活道路のことを熟知している場合を除けば多少遅れても主要道路を走った方が良いように思える。それに前述の通りこういう道路は歩行者の飛び出しに十分注意しなければならない場所なわけで、それ故に標識で速度が指定されている場合が殆どであり、場合によっては徐行や一時停止も必要とされる。つまり生活道路を通ることにしたとしても遅いスピードで通らなければならないわけだ。だから交通状況によってはむしろ主要道路を走った方が早く目的地へ着くことができるのではないかとも思う。 それから公園のことだが、公園は遊戯や運動のために利用するものだから当然そこで何か球技をやろうとする人たちもいるだろう。となるとボールが公園の外に出ることも当然あるわけだ。で、その公園がもし車道に隣接した場所に造られていればボールが車道へ飛び出すことも十分有りうる。ただ、小さな子供とかでなければそのボールを追っかけて行ったところを轢かれるなんてことはないだろうが、それでもいきなり車道にボールが飛び出して来たらドライバーにとっては迷惑である。だから車道付近の公園では球技を禁止するか、そもそもそんな所に公園を造らないのが一番なのではないかと私は考える。それとも建築物の設計の都合上、どうしてもそういう所に公園を立てなくてはならないこともあるのだろうか？ というような話をとある人に話したら、このような答えが返ってきた。車というのは“通らせてもらっている”という立場であり、道路の主役ではないのだ。だから車で道を通る者はあまりデカイ顔をするべきではないと。なるほど。確かに学科講習では例えば横断歩道を横切る際は歩行者を先に渡らせるようにするなど、交通時には原則として歩行者を優先するように教わった。考えてみれば、もともと長い道を楽ちんに行こうとするのが虫のいい考え方なのかもしれない。だから道路や公園の建築の際に自動車のことを考えていないような設計をされたとしてもそれは仕方ないことのようにも思えてきた。しかしだからと言ってあまりにも無鉄砲な設計をするのはいかがなものかだろうし、車のことも考慮に入れた設計及び建築が可能ならそれに越したことはないと思うのだが。まあ、ここは車が通るのには不向きであると感じたら、そんな所はなるべく通らないようにするのが一番いいのかもしれないが。           
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自転車等自転車等自転車等自転車等のののの軽軽軽軽車両車両車両車両がががが本来走本来走本来走本来走るべきるべきるべきるべき場所場所場所場所とはとはとはとは    それは歩道と思われがちだが、実は正確には歩道と車道の間にある路側帯、つまり歩道から見てガードレールの外側なのである。しかし私は実際にあの路側帯を走っている自転車をあまり見たことがなく、歩道を走っているのが殆どである。それもそのはず。まず現在街中にある多くの道路は路側帯がせまくて自転車が安全に通れるための十分な幅がないのと、殆どの歩道には「自転車及び歩行者専用」の標識が設けられてあり（大抵はその下に「歩行者優先」の補助標識があるが）、自転車も通れるようになっているのだ。これならわざわざ危なっかしい路側帯を通るよりも自動車の通行も許可されている歩道を通ったほうが自転車にとっていいに決まっているだろう。だから路側帯の線なんて最早完全に形骸化しているのでは？ならばいっそ全ての歩道で自転車も通れるようにして路側帯なんてものはなくしてしまった方がよいのでは？ と言いたくなるところかもしれないが、それは早計である。なぜなら、確かに前述のような道路は多いが、自転車が安全に通れるのに十分な幅のある路側帯や、逆に狭すぎて歩行者と自転車が共存できるとは思えない歩道、また歩道と路側帯の間ではなく路側帯と車道の間にガードレールが設けられている道路も探せば結構あるからである。そういう所では自転車は路側帯を走るべきだろう。歩行者と同じところを通るよりは、別々のところを通った方がお互いの通行の妨げにもならないだろうし。要はケースバイケースで走るところを考えればいいのだと思う。  学科試験学科試験学科試験学科試験のののの問題問題問題問題のののの中中中中でででで妙妙妙妙にににに感感感感じたじたじたじたものものものもの    教本の章末には学科試験の練習問題が記載されており、また調布の自動車学校ではネットで練習問題ができるシステムがあり、問題集も販売していたのでそれらを筆者は活用していた。この試験問題というのは、○×形式の問題で概ね簡単なのだが必ず何問かはうろ覚えな個所をついてくるような問題がある。（まあそれでも筆者は仮免、卒検両方の学科試験に一発で合格したのだが） ただ、その学科試験問題の中で筆者が少し妙に感じた（答えが納得いかないのとは違う）ものを少しだけあげようと思う。尚、問題文はうろ覚えだが問の意味は同じ。  ・・・・自動車自動車自動車自動車にににに乗乗乗乗るるるる前前前前はははは自動車自動車自動車自動車のののの周囲周囲周囲周囲だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、下下下下もももも確認確認確認確認するするするする必要必要必要必要があるがあるがあるがある     正解は○ 何故なら車の下に子供が潜って遊んでいることがあるらしいからだそうだ。だが、今時車の下で遊んでいる子どもなんているのか。車の下が危険な場所であるということぐらい子供でも分かると思うし、それにいちいち車に乗るたびに車の下をのぞいている人なんて見たことない。余程あわてているときでなければ声や物音で車の下に何かいることに気づくと思うのだが。 
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・・・・自分自分自分自分のののの車庫車庫車庫車庫ならならならなら、、、、車庫車庫車庫車庫のののの前前前前にににに車車車車をををを駐車駐車駐車駐車してもしてもしてもしても良良良良いいいい    
    もちろん×である。自分の車庫といえども車庫の出入り口の前に車を駐車してはいけない（恐らく車庫の前の道路を通る車の妨げになるからだと思う）のだが、わざわざ自分専用の車庫が目の前にあるのにそこにいれずあえて車庫の前に駐車する人なんているのだろうか。試験問題として出すということは本当にそういうことをする人がいるという事か。それともこれは単なるひっかけ問題なのだろうか？  というような感じの問題がこれら以外にもいくつか見られたが、ここでは割愛する。  まとめまとめまとめまとめ     この記事に書いたこと以外にも、道路交通及びそのルール等に於いて疑問に思った事は実は結構あったのである。ただ、取りあえず分かったことは今日の道路交通というものは必ずしも完璧なものでは無い。考えてみれば、完璧なものであれば交通事故が起こるわけないし、完璧にすることなんて不可能だろう。そこはドライバーの技術や判断力補っていくしかないのだ。  あとがきあとがきあとがきあとがき  この記事の提出が遅れてしまったのは、記事を書こうとＰＣを起動してもつい余計なネットサーフィンばかりやっていたせいであり、けっして時間をかけて丹念に掻き上げていたわけでは無い。こんな性格だから、最初に受けた適性検査では運転的制度は１～５のうち２で安全運転度はＡ～ＥのうちＤだったのだろう。  恐らくこの記事を読んだ人の中にはこの記事に対し様々な反論を述べたいと思った人がいると思う。しかし、記事の中でも述べたように私はまだ免許取り立てであるため、まだよくわからないことが沢山ある。故に、今後の経験によってはまた私の道路交通に対する考え方も変わっていくかもしれない。ただし、自動車を頻繁に運転することになったら決して事故やトラブルは起こしたくないものだと思う。 最後に、記事の提出期限を大幅に過ぎてしまったことに対し、編集長殿にこの欄でお詫びを申し上げたい。 
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X68的常識力テスト
2Iりなつ

1　はじめに

　とある土曜のバイト先での出来事である。私は塾講師をしているのだが、ちょ
うどその日、高校生に「そういえば、『栃木』ってどうやって書くんだっけ。先
生、ちょっと書いてみてよ。」と言われた。突然の質問、ちなみに数学の授業中
である。私は、「最近の高校生は、関東に住んでいながら『栃木』も漢字で書け
ないのか。まったく嘆かわしい。」と、呆れながらもホワイトボードに『栃木』
を書こうとした。しかし、自分でも信じられなかったのだが『栃』が書けなかっ
たのだ。講師の立場から「分からないや☆（ゝω・）v」と言うわけにもいかず、
秘技『突然腹が痛くなったフリをして携帯で調べる』を使い事無きを得たわけだ
が、どう考えても高校生にはバレている。敢えてツッコミを入れない高校生の姿
勢に若干の成長を感じながらも、立場上このままではマズイと思った訳だ。
　当サークルにも少なからず塾講師をしている部員もいる。誰だって漢字を書か
なければ書けなくなるのは当然、盛者必衰の理である。そこで、良い機会だとい
うことで今回のテストを企画した。しかし、『どうせ問題を作るなら笑いの取れ
る方が良い』と方向転換したため、『常識を測る』という本来の目的からずれた
問題になってしまっている。申し訳ないが、ユーモアの無い方はそっとページを
めくり、次の記事を読んでいただきたい。

　今回の企画に協力して国語の問題を作ってくれた2I えむひよ君、社会の問題を
作ってくれた2I e8l君、そして、今回の企画に参加して下さった部員の皆さん、
この記事を読んでくださる皆さんに感謝します。

2　試験概要

　2011年 9月 2日 10時から行われ、25名の部員が集った。時間制限は特に設けず
気が済むまで取り組んでもらった。なお、本企画とは別件の「数学の常識テス
ト」も並行して行った。教科は「国語」、「社会」、「英語」の3教科で各100
点満点で合計300点とした。
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3　珍解答
　お待ちかねの、珍解答の紹介である。どうか肩の力を抜いてごらんいただきた
い。

3.1　社会

問1　以下の日本地図上の1～10に当たる場所の都道府県名を答えよ。

正答 珍解答 一言

岐阜 GIF 私は「ジフ」派です。

大分 十分 惜しい（色々と

島根 取鳥 「とりとり」県。名産は勿論地鶏。

島根は左側 Exactly（そのとおりでございます）　AA略

栃木 グンマー いいえ、トチギです。

問2　（　）の中に当てはまる適切な語句を答えなさい。

1.ユニークでエキサイティングな電気通信大学は、東京都の（ 調布 ）に位置する。

3.日本の最東端は（ 南鳥島 ）である。

7.U字谷に海水が侵食した地形を（ カール ）という。

1.（調布）に対する珍解答

真ん中 東京都の真ん中。まぁ真ん中と言えば真ん中か。

陸の孤島 真の田舎を　な　め　る　な　よ　

3.（南鳥島）に対する珍解答

北海道 最東端だぞ、起きろ。

7.（カール）に対する珍解答

ミステリーサークル 超☆不思議系サークル、それがX680x0同好会。
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問 4　（　）の中に当てはまる適切な語句を答えなさい。

1.中国や朝鮮から日本に移り住み進んだ技術や知恵を教えたものたちを（ 渡来人 ）という。

2.坂上田村麻呂が初めに就いた官職は（ 征夷大将軍 ）である。

3.大陸で仏教を学んだ、最澄と空海はそれぞれ天台宗と（ 真言 ）宗の祖である。

4.藤原頼通が建てた（ 平等院鳳凰堂 ）は10円玉のデザインにも用いられている。

6.運慶と（ 快慶 ）が創った、東大寺南大門にある彫刻は（ 金剛力士像 ）である。

9.ABCD包囲網の ABCDとはそれぞれ（ アメリカ イギリス 中国 オランダ ）を指す。

1.（渡来人）に対する珍解答

入れ知恵 日本人「もしも……あなたたちが日本に来てなかったら?」
渡来人「君たちは今でも、裸で洞穴に住んでたんじゃないかな」

2.（征夷大将軍）に対する珍解答

ZIP要求官 画像も貼らずにスレ立てとな!?

3.（真言宗）に対する珍解答
フライング・スパゲッティ 祈るとき、「アーメン」の代わりに「ラーメン」と言う。

4.（平等院鳳凰堂）に対する珍解答

鳳凰院凶真 絶対、平等院鳳凰堂書けただろ?

マダツボミのとう
サークル棟

共通点「潰れそうで潰れない」

6.（快慶）に対する珍解答

綾鷹 急須でいれたような、にごりの旨み。

6.（金剛力士像）に対する珍解答

ラオウ 勝俣「アッコさんすっげぇ！ラオウとわたりあってる！！」 

超合合体風神雷神 風神雷神まさかの超合金シリーズ化。

9.ABCD包囲網に対する珍解答

A Aho
B Baka
C ChinChin
D Death

「大学生による」解答である。これはマジメな学生が必死に
ボケようとしたのだ。電通大志望の学生諸君、この解答を見
たからといって、志望校を変更しないでくれ。

A  四
B  面
C  楚
D  歌

「某大学の友人とカラオケに言ったところ、校歌を歌われ、
電通大生が独り取り残された」という故事から、電通大生が
リア充に囲まれ、孤立した状態であることを意味する。
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問6　（　）の中に当てはまる適切な語句を答えなさい。

1.（ 核家族 ）とは、夫婦と未婚の子供からなる世帯のことである。

2.日本国憲法の基本原理は（ 国民主権　基本的人権の尊重　平和主義 ）である。

8.（ 公定歩合 ）とは政府が租税収入の不足を補うために行う民間からの借金のことである。

核家族

実家パラサイト 身の上話。聞くも涙、語るも涙である。

日本国憲法の基本原理

おさない
かけない
しゃべらない

避難の三原則。因みに私の地域は、「おさない、かけない、
しゃべらない、もどらない」で「おかしも」と言っていました。

くう
ねる
あそぶ

おい、寝言は寝て言え。
ニート三原則。

公定歩合

バブル崩壊の原凶 「元」凶。
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3.2　国語

問二　次の文章の傍線部を漢字に直して書け。

8.コミケ初参加の友人が群衆の中で ウオウサオウ している。
9.学生課を疑いすぎて ギシンアンキ が生じる。

問三　次の文章の傍線部の漢字の読みをひらがなで書け。

1.心身が   弛緩   したときに、事故にあいやすい。
3.彼は同人誌の   蒐集家   として知られている。

問二　8.（正答）疑心暗鬼

鬼心暗記 「鬼嫁の心理は把握しておかないと、家族内のパワーバランスが乱
れる」という意。

凝心暗鬼 凝心、暗鬼を生ず。「凝り固まった心（サボり心）が暗鬼（再履
修）を生み出す」という意。

問二　9.（正答）右往左往

右祈左祈 右に祈り、左に祈り、もう一度右に祈る。
単位はそう、きっとあなたのもとに。

問三　1.（正答）しかん

ちかん いや、既に事故ってる気がしてならない。

問三　3.（正答）しゅうしゅうか

きしゅうか 彼は同人誌の奇襲家として知られている。
家に帰るまでがコミケ、紙袋を死守せよ。

文章読解力(3)
文章イの傍線部（１）「お母さんはもう、魔法が使えない」とあるが、これはどういう意味か。
「魔法が使えない」の意味を明らかにしながら説明せよ。ただし魔法少女まどか☆マギカを視
聴した人は「魔女化」「ソウルジェム」という単語を使用して説明してもよい。

お母さんの魔力はすでに底をついていたから。

J( 'ｰ`)し「あれあれ？怒らせていいんですか？使いますよ。イオナズン。」 
(‘A`)「いいですよ。使って下さい。イオナズンとやらを。それで満足したら帰って下さい。」 
J( 'ｰ`)し「運がよかったな。今日は MPが足りないみたいだ。」 
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いつからお母さんが魔法を使えないと錯覚していた？

なん...だと...?

魔法少女の中でさやかだけが人気的な意味で冷ややかな扱いを受けておりグッズ
の価格もほかのキャラの半値で取引されることにより全国のさやかファンのソウ
ルジェムがにごり、魔女化し、世界の終わりが来るため。
　※私はマミさんが好きです。

　※私はさやかちゃんも好きです。でもまどっちはもっとｓ(ry

文章表現
四行から十行までで縦読みの文章を作れ。

杏の実が実る季節となった。
子どもたちは相変わらず楽しそうにはしゃいでいる。
ははも病院からこの風景を見ているのだろうか。
俺もがんんばらなきゃいけないと思う。
野原を厳しくも時には涼しげに吹きつける風の中を、
嫁と共に、今日もまた生きていこう。

　画面の中の嫁と共にがんばってください。

ホモネタ嫌い。
もう良い年してるのにさ、
ネタとして汚すぎる。
たのしいか知らないけど
すさまじいこと聞かされる方の
気持ちを考えてほしい。

　X680x0同好会は健全サークル。
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えてして人というものは
むちゃをして大事なものを失う。
ひどいときになると
よりにもよって自分で大事なものをこわすことすらある。
ざわめく心を落ち着かせ
まずは深呼吸をして
あるいていくことが重要だ。

　※「えむひよ」とは、当サークル2年の「タマゴ」兼「神」兼「会計」のこと
である。　　

あしたが見えない。
きぼうなんて、とうに消えた。
らしくないなんていわれるけれど、
めげないで頑張る姿を演じていたんだ。
るり色の瞳から
ながれ落ちる涙の粒。
よの中に疲れを感じた少女が独り。

　正統派。周りがしょうもないので、一層輝いて見える。

出 オチみたいな問題がたくさんあっておもしろかったです

題 名を付けたイベントでやるよりもっと普段からやるといいと思います。これで常識力を持った

者 がもっと増えるといいですね。このテストをとおして自分の常識力の無さに気付かされ

死 んでしまいたいような気持ちになりました。

ね こ大好き。

　こやつめ、ハハハ

ホモサピエンス上における男性の女装をするということは性同一障害や
モダンアートとしての側面を含む芸術性や内面の欲望の解放も考えられる。
よく『男の娘』という表現が使われているが、それは、性としての女性を
リアルなものとして感じておらず、外面が女性らしくなっていれば、内面が
男性であっても、それは女性として認識されるという、ネットワーク上で
のみ、あるいは、プログラム上の非実在的の美辞少女と恋人感覚あるいは父親が
娘に対するような目線での付き合いしか体験せず、実在している女性
が怖いまたは苦手といった事例に基づいていると考えられる。
好みは人の勝手というがいくら外面が女性らしいとはいえども
きわどい衣装を着たり、着せたりするのはいかがなものかと私は思っております。

　ようするに、「男の娘」はイデア的存在なのだ。
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3.3　英語

Ⅰ A　次の日本語を英語に直せ。
（1）1月　（6）おっぱい　（10）男の娘

(1)正答 January

Junuary
Juaniery
Junually
Janualy
Jarnary
Junulary

 miss spell…
 　　　 　 ∧,,∧　　　　　　　　　　　   Junuary　　　　　　　　　　∧,,∧ miss spell…
 　∧∧ ( : ( 　　)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　) : ) ∧∧
 ( : (　　)　Ｕ　　)　　　　　　　　　　　＼(＾ν＾)／　　　　　　　　 ( 　Ｕﾉ(　　) :　) miss spell…
 ｜　Ｕ 　　u-ｕ　 　　　　　　　　　　　　 l＿l　　　　　　　　　　 　u-ｕ　(Ｕ　 ﾉ
 　ｕ-ｕ ∧,,∧　　　　　　　　　　　　　　／　＼　　　　　　　　 　∧,,∧　　u-ｕ
 　　  (  : ( 　 )　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   (　 ) :　) miss spell…
 　 　　（l 　Ｕ)miss spell…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (Ｕ　　ﾉ
 　　　 `ｕ-ｕ'.　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　`ｕ-u'

Februaly oh...

(6)正答　milk breast bust titなど

milk ○辞泉「赤ちゃんは乳汁や乳房のことを『おっぱい』っていうんだよ」
milkは「乳汁」、breastは「乳房」の意。

breast

bust 「胸囲」、これが1番多かった。7名。

tit （俗）下心丸出し。ちなみに、Tokyo Institute of Technology

Melon
dream

浪漫派。
「おっぱい」とは未来永劫、男の「夢」である。

(10)正答　man's daughter trap transwomanなど

man's daughter 「おとこのむすめ」　1人も居なかった。
流石、教授がコスプレする大学は練度が違うようだ。

fantasic children over sex

male formed female
「おとこのこ」はジェンダーの壁をブチ抜いた存在。

Unoha 内輪ネタ。当サークル1年のコスプレ勢の一人である。

man
boy

「女装してても所詮男だろ」
現実主義者

trap 「女だと思ったら男だった、謝罪と賠償を請求する」
「男の娘」の英訳は俗に trapが用いられるそうだ。
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Ⅱ　次の文章は、ライトノベル「ゼロの使い魔」の登場人物「ルイズ(Louise)」

への想いを表現したものである。下線部(1)～(2)を英語に訳せ。ただし意訳でか

まわないものとする。

(1)  アニメ      2      期放送されて良かったねルイズたん！あぁああああ！かわいい！ルイズたん！か  

わいい！あっああぁああ！コミック      2      巻も発売されて嬉し…いやぁああああああ！！！にゃあ  

あああああああん！！ぎゃああああああああ！！

(2)この！ちきしょー！やめてやる！！現実なんかやめ…て…え！？見…てる？表紙絵のルイ

ズちゃんが僕を見てる？表紙絵のルイズちゃんが僕を見てるぞ！ルイズちゃんが僕を見てる

ぞ！挿絵のルイズちゃんが僕を見てるぞ！！

模範解答
(1) 2nd volume of the comics were grea...nnNrAGGggghHH!! Nyaaaaaargh!! 
UGyaaaAAAAA!!! Nnnnnnyyyyuuuurrrrgggghhhh!!!Comics...................... 
AREN'T reality!!! ?...what about the novels and the anime.... 

(2)You! BASTARDS! I'm quitting! I'm QUITTING REALIT...Y....huh!? 
She's...looking? Louise-chan on the cover is looking at me?  

　この設問に関しては謝らなくてはなるまい。どうせなら、これくらい遊ばない
といけないと思った、反省は全くしていない。模範解答は、「TOEIC980点の奴が
ルイズコピペ英訳してくれたぞ」2ちゃんねる実況中継
http://www.res2ch.net/archives/51384326.htmlより引用したもの。

(1)珍解答

Louise is so good.

Louise is very cute.

　つまり、要約すると、そういうことである。
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I'm glad to start second season of Luise's Animation! Ahhhhh! Very 
cuuuuuute!! Luise! Cuuute! Ahhhhhhh! Publishing your second comis is so 
nice... Yeaaaaaahhhh! Nyaaaaaaaa! Gyaaaaaa!

It's good for you, my sweet Louise, Animation of second season. So cute 
Louise! I'm so happy namga 2nd sales.

It is happy for Luis to broadcasted the second season! AhhhHhHH! Cute! 
Luis! Cuuuutttte. AhHHhh! Gyaaaaaa!

　頑張って訳そうとした3例である。ルイズに対する狂気的な愛が伝わってくる。
愛さえあれば、もはや言語の壁など無いのだ。

(2)珍解答

She is my wife.

　たった1文なのに、この破壊力。愛の力ゆえである。

FUCK! I KILL MYSELF!... wait? Wait?! Louise is watching me!! LOUISE IS 

WATCHING ME!! LOUISE is watching Me!!
Sit! I want, I want to go 2-dimention World... I will go ...! ...oh 
"Louise" ? Do you "see"...? You see to me for me now! ALL You see to me! 
You are my wife. Yeah! I love you. Me too! Yes!

Da! I resign! I run out real. Wao? You look at me? Louise looks at me? 
Louise looks at me! Louise looks at me! Louise looks at me!

　
　頑張って訳そうとした3例。多少の文法ミスは見なかったことに。

Ⅳ(4)　下線部④の（）に入ると思われる内容を日本語で20字程度で書け。

　最終段落で、From these results, we may say that　( ④ )　となっているこ
とから、調査結果を要約して書いてやればよい。「若者の親友の作り方は国に
よって異なる」という内容が書けていれば正解なのだが。では、一部の解答を見
てみよう。
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私は英語を読んでみたのですが、何も分からないのです　(25字)

　素直でよろしい。

その人がかわいいなら、男か女か中間かは問わない。（24字）

　世界規模で性の乱れの危険性あり。

とりあえずオンラインゲームしときゃよくね？　（20字）

　ネットは広大だわ。しかし逃げることは出来ない。

Ⅴ　次の絵を見て内容を自由に想像し、3文以上の英語で説明しなさい。但し、
あまりにも絵と英文が逸脱している場合は減点の対象となることがある。

|←試験|
.￣.||￣　　　　　ｵﾜﾀ┗(^o^ )┓三
　　||　　　　　　　　　　　┏┗ 　 三
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 
|←試験 |　　　　　　　　　　　　　　　　　 [不可]
.￣.||￣￣　　　　三　　　　　　┏(　^o^)┛
　　||　　　　　　　三　　　　　　　　　┛┓ 

　与えられた絵を元に内容を英文で書く問題だが、様々な解釈が見られた。中で
も「dead」の一文字が非常に多く見られた。絵がｵﾜﾀだから仕方ないのかもしれな
いが、まずは教授のところまで行って土下座が正しい選択肢うちの1つであろう。

Fukin' Teacher !
Fukin' God !!
World End !!!

　これは、世界の秩序に耐えられなくなった青年の物語である。

I want to dead. I am very so unhappy. Because today is Test day. I hate 
test. I want to delete Test System. AAAaaa! I don't like Teeeeest!! 
OOOO!! GYAAAAAaa......! And I go to University with lough. And back home 
with Dead tanni.

　死を懇願した時、勝敗は決まる　（CV　銀河万丈）
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4　成績発表

国語
平均　62.4

標準偏差　12.4

英語
平均　52.8

標準偏差　14.2

社会
平均　40.9
標準偏差　15.1

合計
平均　156.0
標準偏差　28.6

1st 82 かのん 73 色油 AT 75 1Iでぃおにす 195点 RoH

2nd 81 ひーくん 70 Roh 60 1S浦野 192点 hiiragi

3rd 77 凝塊 66 よな 58 hiiragi 187点 ぷりん

4th 76 RoH 65 hiiragi 57 1S奥友 183点 1S浦野
凝塊5th 75 色油 AT 64 ぷりん

2I佐藤
53 凝塊

　以上のような結果となった。非常に興味深いのは、ネタ解答に精を出していた
者の点数が非常に良いことであろう。やはり、ネタに走る分それだけじっくりと
問題に取り組んでいたのではないか。高得点の鍵となったのは、国語と英語の記
述問題であろう。採点基準が非常に緩くなっているため、なにか書いてあれば点
数が与えられる。ここで空欄だと大きく差がついてしまう。

5　おわりに

　ここまで読んで下さった皆様、本当にお疲れ様でした。

　テスト終了後の採点は本当に悩んだのは言うまでもない。私以外の問題作成者
は合宿に参加していなかったこともあるが、1番の難関は記述問題の採点だった。
英語のⅡを見てもらえば分かるだろうが、採点のしようが無い（そもそも問題と
して破綻しているという意見は無視するとしよう）。そのため、記述問題の採点
は大甘である、何か書いてあれば点数が与えられているはずだ。といっても、珍
解答レベルの逸脱した内容でなければだが。
　テストの参加者は如何に自分の常識力が欠けていたか認識できたと思う。そう
書くと、参加者から「ふざけるな」と罵声が飛んできそうだ。今回、オリジナル
で問題を作ったのはいいが、制作者が遊びすぎてしまったがためにこんなものが
出来上がってしまった。合宿中に快く参加してくださった部員のみなさんにも感
謝する。次回このような機会があれば、もっと楽しめる内容にして提供したいと
思う。内容はともかくとして、3教科ということで解答の時間がかかりすぎてし
まったというのが一番の反省点か。

http://www.x68uec.org/other/press/2011/
冊子の都合上載せきれなかった解答などは web版の会誌で保管してありますので、
気になった方は覗いてあげてください。
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おかげ様で 17 号目となりました、今年の『68 通信』はいかがだったでしょうか。

今年もまた、部員たちの会誌に対する熱い想いによって、このように賑やかな会誌を

つくることが出来ました。 

現在私たち X680x0 同好会が制作しているゲームの紹介、多方面に渡る知識や技術

の解説や市販ゲームに対する考察、愉快な電通大生としての日常が垣間見えるものな

ど、たくさんの記事が集まりました。ひとつひとつの記事を通じて、会誌からあふれ

出てくる部員たちの熱意を感じ取って頂けたならば幸いです。 

最後になってしまいましたが、会誌の制作に協力してくださった部員の皆さん、そ

して、この会誌を読んでくださった皆様に感謝致します。 

 

これからも、『68通信』ならびに X680x0同好会の活動にご期待ください！ 

編集長 海老澤雄太 

 

○会誌に対するご意見・ご感想は x68.kaishi@gmail.comまでお寄せください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本書における表現や発言、その他全ての事柄、またはその引用や転載によって如何なる被害を受けよう
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本書の転載に関しましては、 以下のアドレスのホームページ上の掲示板にてその旨をお伝え頂き、許

可を得てくださるようお願い申し上げます。 

http://www.x68uec.org/ 

68通信 Vol.17 

発 行  2011年 11月 18日 

発行元  国立大学法人 電気通信大学 X680x0同好会 

表 紙  渡部 貴行 

裏表紙  奥友 航平 

扉 絵  阿部 駿 新井 椋也 加藤 史拓 鈴木 龍太 

挿 絵  井上 恵一 深津 春文 

目 次  中村 聡 

編 集  海老澤 雄太 井上 恵一 

 

 



 

 


