
 

 



 

 

 



　68通信には、 X680x0同好会の部員が
執筆した記事が収録されています。

　その中身は、制作したゲームの紹介や
ゲームに関する考察、技術的な記事のほ
か、ゲームとはまったく関係のない記事
と多岐にわたりますので、専門知識無し
でも楽しんでいただけると思います。是
非とも最後まで読んでいただければ幸い
です。

X680x0同好会部長
齋藤哲成

　なお、当サークルの公式ウェブサイトで過去の68通信や制作
したゲームを公開していますので、よろしければご覧ください。

公式ホームページ URL　 http://www.x68uec.org/

　 この度は 68通信を手にとっていただ
きありがとうございます。

 

 



 

 



 

 



　 
文責：金広（*注 1)

※本記事はRE！カミアクのメイキング記事です。またほとん

どが嘘、フィクションです。実在の人物、団体、事件には一

切関係ありません。

　某月某日、都内某所にてとある人物と接触し取材することに成功した。

その人物は待ち合わせの時刻になる共に姿を現した。それはまさに我が

大学(*注２）にあるまじき行為であり、これが彼が常識からかけ離れた異常

な人物であることを示すことにもなるだろう。

　「ドーモ、カネヒロ＝サン。ヤミドッターです」

　丁寧なアイサツ（*注３）の言葉は彼らの合言葉めいた（*注４）ものらしく、

これに応えねば恥なのだという。

　そう、今回の取材対象はゲーム製作（*注５）界に潜んでいる暗部、闇（*
注６）のクリエイター（*注７）なのだ。その中でも現在その闇を深めていると

いう闇のドッター（*注８）、「闇ドッター」は存在そのものが疑われていたの

だが、多数の目撃情報と独自調査により取材交渉へとこぎつけたのだ。

以下にその取材内容をお伝えしたいと思う。

　
――ずばり闇ドッターと普通のドッターの違いを教えてください

　普通のドッターは表立って仕事をする。それは彼らには栄光があるから

だ。だが闇ドッターはそれがない。ただそれだけだ。

――つまり、カチグミとマケグミということなんでしょうか

　

　そうだ。カチグミは人間らしい生活をおくり人間らしい仕事をしている。

　しかし我々闇クリエイターはそうはいかない。闇企画者(*注 9)が無理無

謀無茶な企画を立てることはチャメシ・インシデント（*注 10）であるし、闇

プログラマー（*注 11）が闇企画者の要望を通すために闇エディター(*注

12)で闇言語(*注 13)による闇デスマーチ（*注 14）を行う。さらに仕様変更

により闇グラフィッカー（*注 15）も闇ペイントソフト、闇ドローソフト（*注 16）

を用いて素材を闇デッドライン(*注 17)までに作る。闇クリエイターたちは

他人を人間扱いしないし、されないんだ。だから失敗者であり、闇クリエイ

ターなのだ。インガオホー。

<<注釈コーナー>>
１.金広:この記事を書いた人。絵

描きである。自分の PC が壊れた

上でメイキング記事を全投げされ

て困っている。

2.我が大学:Unique で Exciting な

Campus で UEC である。地名は入

らない。

３.アイサツ:「ドーモ、○○＝サン。

××です」という日本の伝統である。

４.めいた:～のような、と脳内変換

しよう。

5.ゲーム製作:このサークルが主な

活動とすること。楽しいのでみんな

作ろう。

6.闇:光がある所に必ずあるもの。

類義語、影。

７.クリエイター:創造者、作る人。い

つクリエイティブするの？

8.ドッター:ドット師とも。ドット絵とい

う絵を作る人。最近では携帯ゲー

ムが主な需要らしい。。

9.闇企画者:経験も技術もないけど

夢だけある、そんな若者がなって

しまう。仕様はまず相談すべし。

10.チャメシ・インシデント:日常茶

飯事、と読み替えよう。

11.闇プログラマー:文字で世界を

作る人。PG とも。

12.闇エディター:しばしば PG たち

が信仰したり戦争に用いる。

13.闇言語:あなたが使える言語を

あてはめよう。

14.闇デスマーチ:デスマーチであ

る。死の行進に闇がついても大し

て変わらない。

15.闇グラフィッカー:締め切り前に

コラージュを作ったり、ゲームした

りする悪い子はどこだ。

16.闇○○ソフト:任意のソフトであ

る。

17 闇デッドライン:「クリエイターに

は最終締め切りを教えず、それよ

り３段階ぐらい余裕のある日付を

教えるべきである」という先人の知

恵を逆手に取り、逆算された締め

切りのこと。
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――では、新作の「RE!カミアク（*注 18）」について教えてください

　

　RE!カミアクはプログラマーの ALEX氏(*注 19)から直に要望があり、製

作に携わった。ジャンルは対戦サモンシューティング（*注 20）というのだ

がこれだけではわかりづらいな。プレイヤーが５つある陣営を率いる長とな

り、それぞれの陣営に所属するユニット（*注 21）を戦場に送りだして攻撃

させ、対戦相手を打ちのめすゲームだ。

――リアルタイムで進行する囲碁や将棋みたいなものなんでしょうか

　そこまで複雑なものではない。「沢山撃つと実際当たりやすい（*注 22）」

というコトワザ(*注 23)のように下っ端（*注 24)をクローンめいて生み出して

いくことをしていけば戦える。

――闇ドッターさんのお気に入りの陣営、ユニットはありますか

　私のドットカラテ(*注 25)にて生み出した作品たちは我が子めいてかわ

いいがゲームの中ではやはり悪魔陣営が気に入っている。しかし精霊陣

営と竜陣営のユニットたちにも愛は篭っている。特にウンディーネは限ら

れたなかで姫的アトモスフィア(*注 26)を生み出せたのではないかと思う。

ぜひとも全ての陣営、ユニットを使っていただきたい。

――そのユニットたちを見せていただけますか

　ならば見せてやろう。イヤーッ！

　ニンジャめいた掛け声と共に闇ドッター＝サンがタブレット(*注 27)に向
かって両手を高速に振りかざした！　これこそ古代ゲーム製作時代から

伝わるドットカラテである！　一瞬のうちにタブレットにはいくつかのドット

絵が完成されていた(*注 28)。タツジン！(*注 29)

――ドット絵はこのように一瞬のうちに作られているのですか

　多くは語れぬが、まず大まかなデザインやシルエットを描き、それからい

わゆる線画にあたるラインを打つ。その後基本色を付け、光と影をつけて

いく。私はドット＝カラテにより一つ一つの段階をスゴイ・ハヤイ時間(*注

30)で済ませているのだ。

18.RE!カミアク:本記事の紹介する

ゲームである。二人専用なので一

人で遊びたい人は誰か連れてこよ

う。ちなみに仮タイトルである。

19.ALEX氏:RE!カミアクの企画者

兼プログラマーである。２年前に製

作したカミアクをリメイクしたのが

RE!カミアクである。なお去年は

シューティングゲームを製作した。

20.対戦サモンシューティング:もう

少し詳細を書くと、プレイヤーは画

面上の手を動かし、手がいる場所

に召還する。召還されたユニット

は相手の手をめがけて射撃攻撃

を行う。射撃攻撃にあたるとヒット

ポイント（HP）が減っていき手の

HP がなくなったほうが負けである。

そのためプレイヤーは分身である

手を相手の攻撃から避けながらも

相手の手を効果的に攻撃できる

場所に動かし続けなければならな

い。なかなかに難しいゲームであ

る。

21.ユニット:一つの陣営には４種

類のユニットが存在し、コントロー

ラーの４つのボタンに対応してい

る。また召還するためには SP と呼

ばれるポイントを消費するのでど

んどん出せるわけではない。

22.沢山撃つと実際当たりやすい:
「下手な鉄砲百撃ちゃ当たる」と同

じ意味である。

23.コトワザ:古代日本人の残して

いたであろうことわざめいたもので

ある。言い回しが独特なことに定

評がある。

24.下っ端:突撃型ユニットのことで

ある。実際軽くて実際すぐ死ぬ。

25.ドットカラテ:ドットを打つ手法で

ある。ドッター以外からすれば大し

て変わらないだろうことも流儀や信

念でいろいろ変わるらしい。たとえ

ば陰影の付け方、ハイライトの入

れ方などでもっぱら宗教戦争して

いるらしい。

26.アトモスフィア:雰囲気、とだい

たい同じ意味。

27.タブレット:ぶっちゃけ iPad であ

る。

28.完成されていた:ただ画像ファ

イルを開いただけでは。

29:タツジン:達人めいた技を目撃

したときにあげる感嘆の声である。

30.スゴイ・ハヤイ時間:0.05秒であ

る。
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――ではドット絵を作る際に気をつけていることはありますか

　

　冗長なドット(*注 31)をなるべく省くのはもちろんのことだが、一番気をつ

けているのは遠目で見たときにそれっぽく(*注 32)なるかどうか、だ。ドット

絵に求められているのは完璧なデザイン、完璧なグラフィックではない。

分かるか？　ゲーム画面に違和感なく存在できるグラフィックなのだ。

――では違和感のあるグラフィックとはいったいなんでしょうか

　ゲームには世界観(*注 33)という便利なものがある。だが世界観とは別

にゲームには雰囲気(*注 34)というものがある。たとえばピンク色で丸い一

頭身が主人公のゲーム(*注 35)に過去の戦争で伝説の英雄と呼ばれた

戦闘用アンドロイド(*注 36)が紛れこんだらどうだ？　どんなに和やかでカ

ワイイ(*注 37)BGM を流したところで違和感は払拭できないはずだ。では

黄色でヒトデ型をしたアクションゲームの主人公(*注 38)がピンクのゲーム

に紛れ込んだとしたら。彼らは同じ世界観ではない。しかし違和感はそこ

までないはずだ。なぜなら、雰囲気がとても近しいからだ。我々のドットは

必ずしも企画者の持つ世界観にあわせる必要はない。ゲームの持つべき

雰囲気にあわせなければならないのだ。

――でも RE!カミアクはさまざまな世界から神や悪魔などが戦争しに来て

いる(*注 39)のだから、多少違和感があってもいいのでは

　それは陣営ごとに統一したデザインテーマ(*注 40)があればそうできた

かもしれない。また逆に違和感の出るほどのデザインの相違は一人の闇

グラフィッカーではインポッシブル(*注 41)だ。数人の闇グラフィッカーを

集めてダンゴウ＝チャット(*注 42)などで方向性を決めればあるいは可能

かもしれないが闇グラフィッカーにはそんなに余裕がない。

――なぜ余裕がないのですか

　モノには需要と供給(*注 43)という概念があるだろう。闇グラフィッカーは

ここでは供給はすくないが需要は高いんだ。だから余裕がない。逆に闇

企画者や闇プログラマーなんかは需要はなくても勝手に供給されつづけ

る。ヤジロベー(*注 44)めいたアンバランスなこの状況は闇企画者たちの

企画頓挫(*注 45)という形でバランスが取れているが。

――ALEX氏からドットについて何か言われたことはあるのですか

　ALEX氏は明確なイメージを持って発注する場合とそうでない場合があ

り、前者の場合はチェックの際にこちらもすぐに対応できたが、後者の場

合が大変だった。例えば、悪魔陣営のデーモン(*注 46)というユニットだ。

最初こちらが作成したドットを見せたところ――こちらの不手際だったのだ

が――画面では見づらすぎるから他のデザインにしてくれないかと言わ

れた。それはそうだ。全身真っ黒で黒じゃないのは目の部分の赤１ドット

だけだったからな。それからというもののグーグル・ガゾウケンサクジツ(*
注 47)を用いてさまざまな悪魔、デーモンらしい画像を見続けたが結局答

えとなるようなものは見当たらなかった。これはゲームの雰囲気とゲームの

世界観の整合性がとれなかった時によく起こる。

31.冗長なドット:輪郭を描くのには

いらない余計なドットのこと。

32.それっぽく:絵描きにとって必要

なセンス。ドット絵になると描ける

キャンパスが限定されてしまい、１

ドットの位置や色にで全体の雰囲

気が変わる。なのでそれっぽさを

探して妥協ラインを見つけることが

大切。

33.世界観:クリエイティブな業界で

しばしば使われる。その作品がど

ういう世界なのか、というもの。

34.雰囲気:ふいんきではなく、ふ

んいき、である。アトモスフィアと同

じ意。

35.ピンク色で～:ピンクの悪魔とも

呼ばれる○ービィである。

36.過去の~:キャラクターデザイン

が藤岡建機でめちゃくちゃかっこ

いい GBA で出てた○ックマンゼ

○である。

37.カワイイ:Kawaii で世界共通語

めいている。便利。

38.黄色で~:筆者はプレイしたこと

がない。ス○フィーである。

39.戦争しに来ている:ラグナロクが

どうとか前作に書いてあったような。

ALEX氏に聞いてみよう。

40.デザインテーマ:神陣営ならば

「人型＋羽＋わっか」など。他の陣

営ではそういうのは特にない。

41.インポッシブル:不可能。誰か

不可能を可能にしてくれる人はい

ないのだろうか。

42.ダンゴウ＝チャット:闇クリエイ

ターたちが闇 SNSや闇メッセン

ジャーで行う会議である。

43.需要と供給:例えば米が作れな

いところでは米の需要があるとい

い、そこに米店ができれば米の供

給があるという。と思う。つまり「ほ

しい」と「あげる」である。

44.ヤジロベー:みょーんてなって

バランスとるあれ。

45.企画頓挫:かく言う私も企画頓

挫者である。人見知りはつらいよ。

46.デーモン:閣下ではない。宗教

によっていろいろと異なるが、カミ

アクにおけるデーモンは悪魔陣営

の総大将である。

47.グーグル・ガゾウケンサクジツ:
闇グラフィッカーたちの愛用する

ジツ。イメージできないもの、よくわ

からないものをググってとりあえず

眺める。その後自己流に描いてみ

るのだ。
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――最後に今後のゲーム製作とついて一言お願いします

　我々クリエイター（*48）は義務感でゲームを作っているのではない。

ゲームが好きで、ゲームがしたいから、ゲームをやらせたいからゲームを

作るのだ。ゲームが楽しいと思っているうちはいつまでも作るだろう。（*注

49）

――ありがとうございました

　取材を終えると闇ドッターは「オタッシャデー」(*注 50)という別れの挨拶

と共に暗い調布（*注 51）の闇へと消えていった。黒装束に黒いメンポとい

う出で立ちの彼はこれからも闇クリエイター、闇ドッターとして活動を続け

るという。闇クリエイターたちはいつの日にか見た夢を追いかけ、そしてそ

の夢を散らしていった少年たちが大人になりきれずにいる姿(*注 52)なの

かもしれない。ゲームを作りたい、そう言った闇ドッターの目は死んだ魚の

ように濁った目をしていた。（*注 53）

――――――――――――――――――――――――――――――

申し訳程度のメイキング話

　この記事を書いている段階では全てのユニットのドットが終わったわけで

も、背景画像やその他システム用素材が全てできていたわけでもなく、ま

た「俺、研究室で忙しいから記事頼んだわー」という ALEX氏からの全投

げ、そして自分の PC の故障という「あれ、これ記事書けなくね？つんだん

じゃね？」という状況でしたがどうにかページは埋めました。

　現在５陣営のうち４種全てユニットができているのは神陣営だけです（予

定）。しかもできてるドットはまだ ALEX氏のチェックを通っていなかったり

するのでさらに減ります。このままで大丈夫なんでしょうか。「だいじょばな

い、問題だ」(*注 54)
　上のインタビューでも描いてたんですがイメージができてないユニットが

わりと多数いて悪魔陣営のデーモンの他、精霊陣営のサラマンダー(*注

55)なんかもポージングで ALEX氏とあーでもないこーでもないと唸って

おりました。３２ドットは名前ほど自由じゃない（*注 56）んです。４８ドットも

自由じゃないんです。せめて６４ください。

　さらに裏話をしますと、実は前回のカミアクの際に当初は僕もドットを提

供する予定だったのですが、あんまりにもゲームがイメージできずに「俺

描けねえわ」と言ってドロップアウトしてしまったのです。去年の THE　

ANKEN（*注 57）でだいたいのノウハウをつかんだので今回、罪滅ぼしと

いいますか名誉挽回のためにカミアクリメイクに参加したわけです。ちな

みに、今回グラフィックは僕が担当しているのですが、エンジェルやウィッ

チ、リリスなど一部のユニットのデザインはそのまま流用させていただきま

した。しかしほとんどは ALEX氏のチェックを通っていなかったのでひょっ

としたらなかったことになるかもしれません。（震え声）（*注 58）

　読みづらいメイキング記事になってしまいましたが、ゲームの方は面白

いので是非にプレイしてみてください。そしてちょっとでもいいのでユニッ

トを見てやってください。そこに僕の汗と涙の結晶が見えるはずです。

BGM もきっと素敵なものを用意してある（はず）ですので、RE!カミアクを

プレイされる時には画面の中を覗いていただけると幸いです。

48.我々クリエイター:ゲーム作るぞ、

と言って作らなかったりゲーム作り

たい、と言ってなにもしなかったり

するクリエイターとは違う。作りたい

もののアイデアがあって作れるも

のがあるならクリエイターなのだ。

49.ゲームが楽しい~:ゲームは娯

楽である。生きるうちで必要ではな

い。しかし楽しく生きるためには

ゲームがあったほうがいい。そうい

うことである。

50.オタッシャデー:別れのアイサツ

である。

51.調布:この度、めでたく調布駅

が地下化した。しかしこれにより通

学時間が若干長くなった、という

電車通学者の証言もある。が、魔

の踏み切りとも呼ばれた踏切がす

んなり通れるのはやはりめでたい

のだ。

52.大人になりきれずに~:これを

ピーターパン症候群というのかも

しれない。単にモラトリアムが大好

きなだけかもしれない。それでも同

じことではあるが。

53.濁った目:UEC に入学した旧 J
科生は夏休みを過ぎるとことごとく

目から光が消える。単位をおとせ

ばさらに消える。留年すればなお

さら消える。

54.だいじょばない~:冷静に考えた

らやっぱだめだったわ、という意。

落いち着くことが大事である。

55.サラマンダー:火トカゲである。

AL「これ頭が下なのってわかりづ

らくね」僕「え、でも参考資料のメ

○テンのは頭下だよ」AL「あー、

でもさー」僕「じゃあやってみるよ」

という経緯でとてもしょぼくなりまし

た。誰のせいでもない、僕のせい

だ。

56.名前ほど自由じゃない:自由落
下って全然自由じゃないじゃん、

というツッコミをした３倍で赤い人

の台詞である。実際自由とついて

ても不自由なことが多い世の中で

ある。

57.THE ANKEN:３色のショットを

撃ち別けて敵を効率よく倒す

STG。ラスボスは頭を打つのが楽

しかったです。

58.（震え声）:コワイ！ということで

ある。だって努力が水の泡だし。
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12_M科_三溝 昂 

=BALL_TARRET_2= 
 

こんにちは、’12Mの青カマキリです。

初めましてという方は初めまして。このペ

ージでは、ボクが絶賛製作中

「=BALL_TARRET_2=」というゲームを紹

介しようと思います。まだゲーム制作の

経験も浅いですが、よろしくお願いしま

す!軽い概要は右手にどーぞ 

(｀･ω･´) ノ 

 

            

～このゲームって、どんなもの？～ 

 

このゲームはジャンルの通りシューティングゲームです。自機『TARRET』

を操作して敵を倒し、ステージをクリアすることが目的です。自機

『TARRET』はオールラウンド型・重量型・軽量型の３タイプがあり、

メイン武装・サブ武装と武器が２つ持っています。「なぜ分けたし」と

いうツッコミは流しま

す。いいじゃない使い

分け、カッコイイしっ! 

また、ステージも幾つ

かあり、それぞれにスト

ーリーが独立しており、

ゲーム形式もやや異

なります。いわゆるオ

ムニバス形式ですね。

どのステージも好きな 

=BALL_TARRET_2= 

ｼﾞｬﾝﾙ:ｺﾛｺﾛｱｸｼｮﾝｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ 

プレイ人数:1人 

使用言語:C++ 

製作期間:約 4か月 

配信日:2012年 11月(予定) 

希望小売価格:時間 or単位 
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自機を選んで遊べます。 ジャンルには『コロコロアクションシューテ

ィング』と銘打ってありますが、この『コロコロ』がこのゲームの特徴で、

自機はコロコロ転がすように操作するのです。ええ、分かりにくいです

ね（＾＾；）ｻｰｾﾝ。つまり、自機の操作に慣性が強くかかるのです。

瞬時に移動できなくて操作しづらい? それがこのゲームのコンセプトで

すからｄ(｀･ω･´) ｷﾘｯ!!ただ、残機制でなくライフ制であり、敵の

弾幕もさほど激しくないのでご安心を(^^) 

 

 

 ～このゲームができるまで・・・～ 

X680x0に入部し、試しに作ったゲームが前作の『BallTarret』でし

た。コンセプトは同じですが、ステージも使える自機も１つだけ、鬼畜

度も抑え目で部内の受けはイマイチでした（初めてだから仕方ないけ

ど）。そこで今回リベンジし、ステージ・自機などの追加、さらにストー

リー性の導入を図り、ここに続編『=BALL_TARRET_2=』を発足した次第

であります!・・・なのですが、実はまだ実装の段階も済んでおらず、

配信予定日に間に合うかひやひやしてます＞＜。でも最近調子良くな

っている気がしますので、どうか皆さん待っていてくださいネッ!! 

 

 

～最後に～ 

 

 この記事が完成したのが、調布祭からおよそ一か月前。ちなみにこ

の時点ではゲーム完成のめどは立っておりませんでした。ですが、な

んの仕事もしていない暇人心優しい仲間や、気まぐれで手伝ってくれた

先輩、なにより、自分のゲームをプレイしてみたいと言ってくれる友達

がいてくれたから、ここまで頑張ることができました。この場を借りて、

みなさんに感謝したいと思います。アリガトウ！！ 

 

やる気と時間と、単位がホスィ・・・(´･ω･`) 
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メイキング 

2I lozi 

あらすじ 

 

 

 

ゲーム概要  

本作は２Ｄ横スクロールアクションです。敵を倒した時に出る武器アイテムを使い

捨てながら進んでいき、ボスを倒すことでステージクリアとなります。 

武器にはそれぞれ黄・赤・青・白・黒の５種類

の色があり、同じ色の武器を連続で拾うことで強

化されます。 

本作のコンセプトは、次々と武器を変えながら

ステージを進んでいくというものです。特定の武

器でないとクリアできないといった要素はなく、

どの武器を使ってもクリアできるため、気軽に武

器の変更ができます。 

 

各武器の特徴 

黄(スター) 初期装備。強化版では弾速と射程が強化される。 

赤(メテオ) 敵に当たると爆発する加速弾。ディレイ無しで連射できる。 

青(チェイサー) マップを貫通する追尾弾。 

白(ギア) 敵を押し出す多段ヒット弾。 

黒(ゴースト) 全ての敵や壁を貫通する。 

 

新たなるエネルギー「スターダスト」によって高度な人口知能を持った機

械が作られるようになった。 

しかし最近、機械が突然暴走し人を襲う事件が起き始める。 

主人公のミラは暴走した機械からエネルギーを回収する回収屋。ある日、

町の外れで未知のエネルギー反応を確認し調査に向かう。 
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開発話 

このゲームは去年の８月頃からゆっくり作ってきたものです。作り始めた頃はまだ

プログラミングもほとんど分からず、Ｃ++の基礎の勉強と並行して作っていました。

初めてのゲーム制作ということもあり、いろいろ試行錯誤を繰り返しながら作ってい

たので、最初の方に書いたソースコードは結構ひどいことになってしまいました。ま

あ後から読み返して、成長の跡が見られると思えばいいのかな、といった感じです。 

プログラム面で最も苦労した箇所はマップの当たり判定です。上下左右四面の当た

り判定に加えて斜めの判定まで実装したのでとても苦労しました。マップエディター

の作成期間と合わせるとマップの実装だけで１カ月くらい使ったような気がします。 

このゲームは音以外１人で作っているので、グラフィック面でもかなり苦労しまし

た。そもそも普段から絵を描いていた訳ではないのでペイントツールの使い方を覚え

るところから始まりました。エフェクトを作るときは簡単な絵をプログラム側で組み

合わせて動きを付けたりと、絵とプログラムを同時に作っていくことも結構ありまし

た。 

初めての事ばかりでしたが、ある程度形にはなったと思います。この記事を書いて

いる時点では調布祭での展示に向けてまだまだ開発中ですが、調布祭までに完成でき

たらいいなと思っています。 

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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          2S 五目 

 

あらすじ 

  自然豊かなシーガム王国には、「三賢者」と呼ばれる、大陸でも屈指の魔力を誇る 

 魔法使いがいる。その中の一人、「北の森」のヒルデガルトには、一人の弟子がいる。 

 クルと言う名のその少女は、両親を知らない。赤子のときにヒルデガルトに拾われて、 

 彼女に育てられたのだ。 

  今日もクルの日課の薬草拾い。「北の森」は自然の恵みが豊富で、入口付近はヒル 

 デガルトの結界によって危険な魔物は寄りつかない、はずなのだが。 

  何かがおかしい。森がざわめいている……。 

概要 

 横スクロールのアクションゲームです。派手なアクションというよりは、ギミッ

クや仕掛けを攻略していく謎解きタイプのゲームです。 

世界観 

 魔法の存在するファンタジーな世界、ということで、自分の漠然としたファンタ

ジー感や妄想が入り混じった感じになっています。現代における科学技術のように、

生活に魔法が必要不可欠、という世界です。自然界には様々な魔力があふれていて、

人々はそれを道具の燃料にしたり、魔法を使うためのエネルギーにしたりします。 

 ぶっちゃけると、ゴスロリ少女を出せれば個人的には大満足です。 

特色 

 主人公の「クル」は、「魔力糸」という、触れた物の魔力を奪う能力を持ってい

ます。これを敵やギミックに当てることで、その魔力を自分の物にして、魔法で攻

撃できるようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

（白黒ですが、火属性の敵です。この敵に糸を当てると、火属性の魔力を吸収し、 

炎を撃つことができます。） 
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（それを木に当てると、上の図のように燃えて消えます。） 

 このように障害物を破壊したり、ギミックを動かしたりすることでステージを攻

略していきます。残念ながら、「魔力糸」は実体を持たないので、どこぞの女の子

のように糸を壁に引っかけて飛んだり敵を捕まえたり、といったことはできません。 

 現時点での構成としては、拠点となる「町」から様々なステージへ移動して、ス

テージ上のイベントをクリアし、ストーリーを進める、という感じになる予定です。

以前クリアしたステージに再び入り、更に奥地へ進むこともあります。 

 

おわりに 

 ドーモ、ドクシャ＝サン。五目です。 

 今回、プログラムから曲、ドット絵まで全て一人で用意する、という恐ろしいこ

とに挑戦しているのですが、現時点で若干心が折れかけています。この冊子を読ん

でいる皆様方には、「楽しんで」遊べるものが提供されていることを願っています。

頑張れ未来の自分。ガンバルゾー！ 

 その代わりに曲は力を入れたので、ゲーム中とか音楽室（あるはず、よね？）で

ゆっくり聴いてもらえれば幸いです。新たなる五目サウンドをどうぞ（何を言って

いる）。ではでは。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「北の森の大魔法使い」                  ボスキャラ候補 

   ヒルデガルト                      フィーア 
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SimpleSimpleSimpleSimple    EndlessEndlessEndlessEndless    BattleBattleBattleBattle    
３I iroyuat 

ごあいさつごあいさつごあいさつごあいさつ    

 こんにちは iroyuat です。この度私の初のｘ６８０ｘ０同好会におけるゲーム制

作及び発表をさせて頂くこととなりました。拙いゲームと記事ですが、少しでも目

を向けて頂けると幸いです。 

 
＊画面は開発中の物です 

概要概要概要概要    

 これは洞窟のような空間にいる主人公が、無尽蔵に湧いてくる敵を、体力の尽

きるまでひたすら弾やビームを発射して倒し続けていくというゲームです。敵を倒

すと右上の Score の数値が上がっていき、この数値が高くなればなるほど、敵の

湧いてくる頻度も高くなっていくというシステムになっております。 
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戦闘戦闘戦闘戦闘・・・・攻撃攻撃攻撃攻撃システムシステムシステムシステム    

・基本的な攻撃手段として、Z ボタンで向いている方向へ弾を発射しますが、この

ゲームの主人公は常に斜め方向を向いているので、発射される弾も当然斜め方

向となります。 

・敵を倒すと Score だけでなく Beampower というパワーも溜まっていきます。

Beampower が少しでもあれば X ボタンを押して Beampower を１消費することで、

向いている向きに関係なく上下左右方向に弾を発射することができます。

Beampower が 10 以上になると、今度は上下左右と斜め四方向の合計 8 方向へ

弾を飛ばすことができますが、消費する Beampower が 2 になります。 

・Beampower が 3 以上溜まっている時に C ボタンを押すと、Beampower を 3 消費

することで、向いている向きに関係なく左右方向にビームを発射することができま

す。このビームは弾と違い壁を通り抜けて、敵に当たっても消えることなく画面端

の敵まで倒してくれます。Beampower が 15 以上になると今度は上下左右方向へ

ビームを発射しますが、こちらは消費する Beampower は５となります。 

・弾とビームは共に一度 Beampower が１０以上または１５以上になっても、再び

Beampower を消費することでそれらの値を下回ると発射方向の数は元の数へ減

ります。 

        

   

                

 

開発話開発話開発話開発話・あとがき・あとがき・あとがき・あとがき    

 最初、このゲームは「Simple Dungeon」という仮名で、「ゼルダの伝説」のような

所謂ダンジョン探索ものを作っていく予定でしたが、途中で製作者の気が変わり、

「地球防衛軍」や「Dead Rising」のような大量の敵を倒す爽快アクションゲームへ

と路線変更することにしました（私がそのようなゲームが好きだからです）。 

 ごあいさつの項でも述べたように私はこのサークルでのゲーム制作は今回が

初めてであるので、ゲームプログラミングは殆ど未知の領域でまだまだ沢山分か

らないことがありますが、これから学んでいこうと思っています。 

 記事を読んで頂き、ありがとうございました。 
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HEART BREAKER

2I tenpre

1 ゲーム説明

1.1 STORY

そう遠くない未来、人類がまだ「人類」しか
いなかった頃。その世界に存在した或る１つ
の星の煌めきは恐るべき犠牲と新たな「生物」
を生み出した。
地球への「隕石」の落下。とても隕石と呼べ

る大きさではなかったその星は数多の破片と
なり地球へと降り注いだ。みぞれのようなそ
れは水たまりに落ちる雪のように、いともたや
すく人々の命を消していった。この恐るべき
「天災」により全世界の人口の 3/5が消滅、同
時に世界の大陸の大半を見るも無残なものへ
と変えていった。多くの人々の命が失われた、
それと同時に奇妙な事が起こり始めた。今ま
での人類の科学では到底説明の出来ない、理解
の範疇を超えた「能力」を持つ人々、「異能者」
の出現。
「力」は争いを産んだ。それが無意味なこと
は誰の目にも明らかだった。だがそれが無意
味であると人々が認めるまでに３年を要した。
失ったもの、傷ついたものが増えることのは
収まったが人々の中に眠る傷は大きくなり続
けた。
人々の中に残った「傷」、この物語はその数

多の「傷」の幾つかを見る物語。*1*2 *3

*1 うわぁぁぁぁあああ、右目がぁぁぁぁぁあああああ
ああっっっ

*2 ☆（ゝω・） v
*3 殺せ

1.2 CHARACTORS

まだ名前は未定です、今後決まる予定です。
きっとDVD版にはちゃんとついてると思いま
す*4。

主人公
• 主人公１
ごく普通の生活を営んでいる女子、18
歳（程度？）。
異能者としての力は一般水準よりは
やや強く、戦闘も行える程度の力があ
る。しかし本人には特に誰かと戦う
事を望んではおらず、争いごともなく
平和に過ごしたいと思っている。
今回の物語には行方不明になった友
人を探すために繰り出す形で関わっ
てくる。

• 主人公２
浮浪者のような生活を続けている男、
20歳（程度？）。異能者としては一般
水準程度だが、独自の鍛錬により戦闘
向けの能力を備えている。
元々、父親と母親に加えて妹の４人
家族であったが５年前の災厄で両親
が死亡。その後、異能者に恨みを持っ
たある人物により妹も殺され、現在は
一人となっている。妹を殺された後
は敵討ちをする為に情報を集めなが
ら各地を転々とする日々を過ごして
いる。
そして遂に見つけた憎き仇、その者の

*4 「思います」って言葉ってちょおべんり。
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元へと向かう。
敵

• 主人公１の友人
主人公１の友人、年齢は主人公１と同
じ。異能者。
今回の事件の首謀者と言える人物。
主人公からの追跡をかわして計画遂
行の為に行動する。

• 主人公１の友人の妹
先ほどのキャラの妹、年齢は 10 歳
程度。
今回の事件のキーとなる人物。その
正体は不明だが、主人公１は未だに見
たこと無いようだ。

• 主人公２の仇
主人公２の仇、無精髭の生やした中年
男性。非異能者。
今回の事件にはバックアップという
形で関わってくる。家族が居たが、過
去に異能者にその生命を奪われてお
り、以来異能者については見境なく
憎悪の目を向けている。今回の首謀
者もまたその憎き異能者である事は
把握しているが、今回何故協力者とい
う立場を取るのかについては不明で
ある。

※完成までに高確率で２キャラ消える可能
性があります、恐らく主人公２とその仇辺り。

理由については
※お察し下さい※

1.3 SYSTEM

• Z - ショット
• X - ハイパーショット
• C - クリアフィールド
このゲームは各ステージを進んでいき、その

最深部に居るボスを倒す事でステージクリア

となり、最終的に全てのステージをクリアする
ことが目的となります。また敗北条件は残機
ゲージが０の状態で被弾*5することです。
Z ボタンを押すと前方にダメージを与える
ショットを放ちます。これは低威力です。X

ボタンを押すと通常のショットよりも強力な
ハイパーショットを放ちます。広い攻撃範囲
を持ち、通常のショットの数倍の威力を持ちま
すが、その代わりに使用する際にはゲージを
消費します。ゲージが無ければ使えません。C

ボタンを押すとクリアフィールドを展開しま
す。これは画面内の敵弾を全て消す効果があ
ります。但し、これもハイパーショットと同様
にゲージを消費します。尚、これによる敵への
ダメージはありません。
このゲームでは通常の STGとは違い、ライ
フポイントとボムが同一のゲージを利用する
というルールを取っています。その為操作方
法は一緒でも、他の STGに比べて違和感を覚
えるかもしれません。

2 メイキング

2.1 発端
全ての発端はある iPadから始まった……*6。

その iPadには数々のゲーム*7が収められて
いたが、その内の 1つを或る青年*8がプレイし
たことから運命の歯車は動き出す。彼はおも
むろにある STGを選び出した、彼は普段 STG

を嗜む人間では無かったがそのゲームは思い
の外優しく、彼は夢中になってプレイを続け
た。それを見た私はこう思うのだった、「やっ
ぱり STGは彩○だよな！！」*9

*5 敵弾がプレイヤーキャラクターに当たる事。
*6 私のですが先日なくしました。
*7 C ○ VE 製の STG と KON ○○ I 製のゲームと

DBACしか入ってなかった。
*8 まぁうちのドッターなんですが
*9 でもガンバード２しかやったことないし 5ボスに蹂
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さて、まぁという訳でこの STG はとある
STG*10を友人がプレイしているのを見て思い
ついたゲームです。そのゲームの影響を受け
てるような受けてないような作風となってい
ます。
そのゲームはオートボムを採用しているの

ですがそれがミス１回に対してボム１個消費
というヌルゲー仕様だったが為に敷居の低い
STG として広まりました。私自身がプレイし
ているときは気が付かなかったのですが、その
ゲームをプレイしているのを見ると初心者に
はやはり残機が多い方が楽なのではないか、と
感じました。
一方で少し慣れてくるとどうしてもボムを

使わなければならないときというものが出て
きてしまい*11、そういったときはボムを使う
事によりオートボムに比べて利点の大きい攻
撃を仕掛ける事が出来ます。こうしてみると
その時の状況、及びプレイヤーによってボムと
残機の調整が出来れば面白いのではないか、と
考えました。
また、私自身はそれほど腕に身に覚えのある

人間ではなく普通にプレイしているといつも
は被弾しないような場面、とりわけ１ステージ
で被弾することがあり、その時は非常に萎えて
途中で止めてしまうこともありました。しか
し、とある STG*12ではとても残機が増える特
徴があり、最初のほうで被弾しても後で十分に
挽回が効き、そのゲームを遊ぶときは私はいつ
も途中でやめることはありませんでした。
そこで今回はその２つのアイデアを上手く

取り入れたゲームを作れば、STG に慣れ始め
た初心者でものめり込みやすい STGになるの
ではないか、と考えたのでした。ここで考えて

躙されてクリアしてないし。でもとても楽しかった
し大好きです、本当に。

*10 なんとかかんとか大復活とか言うらしい。
*11 本当に慣れてる人はそんな場面出てこない。
*12 へるしんかっていうらしいです。

みると前者も後者もシステム的には初心者向
けと言えるシステムですが、面白い上で上手
くバランスを取るためには必ず何か「制約」が
必要であると考えました。そこで予めシステ
ムでボムと残機を同一のものにすることで前
者っぽいシステムと後者のリカバリー性、そし
て STG特有のパターン構築性を取り入れるこ
とが出来るのではないかと思いました。

……まぁ幻想ですね、うん。難しい。そんな
上手く行くわけないのでこれから調布祭まで
にちゃんとバランス取るんですよウワァァン。
2.2 ストーリーについて
とりあえずひたすらころしあえー的な雰囲
気を醸し出すようにしてみました、主に私の
趣味です。やたら文章が回りくどいです、主に
私の趣味です。実は現在はまだ細かいところ
が決まってないんですがさっさと決めなきゃ
いけないですね、ホント。一応だいたい決めて
るつもりですけど多分反対意見出されて死ん
じゃうのでさっさと協議して決めたいところ
です。
まぁ調布祭までには間に合わないかなー（何。
という訳でコミケで会いましょう、多分それま
でには間に合ってるんじゃないかな*13。

3 これから

これで終わりだ、死ぬがよい（主に私が）。

　完成するのでしょうか、このゲーム（え
とりあえず頑張ってみるとしか言えない現状
なので頑張ります。授業は頑張りません。ノー
トと単位については宜しくお願いします、てへ
ぺろ。

*13 保証は無い、というより間に合う気が。
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制作途中の画像

プレイヤー１のドット絵。こんな感じのドット
絵が打たれています、素晴らしい。カラーだと凄
いです。

雑魚敵のうちの１体。ちょっと強めな感じの敵。
何か物理的に殴れそうなスタイル、個人的に好み
である。

プレイヤー１カットイン用イラスト。多分ちゃ
んと入るから無駄にはならないはず……はず。
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TorchBreath 

 

概要 

 TorchBreathは、洞窟内のブロックを掘ったりアイテムを見つ

けたりする、2D横スクロールアクションです！ 

 今のところは、石っころや鉱石を集めてうへへってするだけで

すが、それらの集めたアイテムを素材とし、新たなアイテムを作

って冒険を便利にしていく、というシステムになる予定です。も

ちろん、集めたブロックを建材に拠点や建物を作ることもできま

す！あとはちょっとだけドラゴンな要素があったり。 

 

12I レフとんぼ 
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制作のきっかけ 

 制作着手当時、とある自由度の高い 2Dゲー

にドハマリしていて、「こういうゲーム作って

みたいなー」という思考の末に、8月から制作

がスタートしました。そのゲームが何である

か知っている人は初めのスクショでおそらく

ピンと来ているでしょう(？）。 

 部内の企画発表当時に主人公(的)キャラとして挙げたのが右

上のキャラ。未熟の若者ドラゴンを想定したキャラです。当時は

ツルハシやオノを持たせてブンブンさせたいという考えでした

が、それではドラゴンっぽくない＆某ゲームと丸被りするので、

「ツメでなんでも掘れる！」とか「ブレスで敵を倒す！」という

方向になるようです。しっぽと噛みつきは……うーんどうしよ。 

 

 TorchBreathは調布祭において展示予定です。それまでには、

十分に冒険できるほどのボリュームとなっているでしょう！余

裕があれば、DVD版においてネットワークマルチプレイを導入予

定です。 
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メイキング
3Iアロネ

あらすじ
　ピクニックに出掛けたある日のこと。主人公「ぼーさん」は、

大樹の陰で昼寝をしていました（ぼーさんは次ページ参照）。

「今日は、ちょっぴりつまらなかったなぁ。もっと冒険がしたい」

そんな思いが叶ったのか、ぼーさんが見た夢の世界のお話です。

しすてむ

　一定時間ごとにステージの様子が切り替わります。うまく足場を

乗り継げば、ゴールまでたどり着けそうです。「ぼーさん」を華麗

に操って、次のステージまで進みましょう。

（右と左の画像を交互に見てください。足場が繋がっているタイミングが

　あるので、そこに合わせて自機を動かします。穴に落ちたらやり直しです）

～床パネルの紹介～

ただの床。

心おきなく歩こう。
…

…
ブロック。横からは

乗れない。ただし……。

…
スタート地点。穴に落

ちてもここに復活する。

…
ゴール地点。

次のステージに進める。

…

…

…

…

穴。落ちると

死亡数が加算される。

ひび割れ床。通ると

すぐに穴になる。

ベルトコンベアー。

乗ると流される。

氷の床。よく滑る。

少しだけ動ける。
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制作小話

　今回紹介したアクションゲーム『ものもの』。

実のところ、この作品は作者が初めて展示する

ところまでこじつけたゲームです。

　そのため、ステージの管理に４次元配列を使う羽目と

なりました。４次元も何に使っているのかと言えば、

平面のマップを作るのに２次元、時間毎に変化するマップ

の枚数で１次元、ステージを扱うために１次元、という

構成です。どうしてこうなった……(^__^;)

　当初は部員の方にもステージエディタを配って、自由に

ステージを作ってもらうことも考えていました。しかし、

エディタを作りかけで放り出し、手打ちでステージを

作っている今、その夢は消えてしまいました。だって、

手打ち制作に慣れちゃったんですもの。

　期待してくださった皆さん、ごめんなさい。

作者コメント

　当初ものすごい鬼畜げーを作るかのように意気込んで

いましたが、順を追って難しくなる、割と正当なゲームに

落ち着いたと思います。

　本当は床パネルのバリエーションをもう少し増やし、

お邪魔キャラクタも登場させたかったのですが、もはや

燃料切れです。展示ゲームの規模でプログラミング作業と

素材作りを両立させるのは、私には早かったようです。

　部員さんと口約していた「ステージを20個作ること」は

なんとか達成できそうです。制作者にも意地があります。

　もしかしたら刺激的なステージがあるかもしれません。

その時は、温かい目でプレイしてやってください。

　ではでは。また逢う日まで、お元気で。

ぼーさん
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ゲーム制作における見た目を良くするテクニック 

3年 I 科 魯鈍ジョン 

はじめに 

 初めての人は初めまして、いつもの人はお久しぶりです。魯鈍ジョンと申します。最近も

うそろそろ後輩に技術を伝えていかなきゃいけないのかなーって思いこの記事を書きまし

た。抽象的で感覚に頼る部分が大きいのが難しいところではあります。 

 この記事は絵師向けではなくてプログラマ・デザイナ向けです。ライブラリの機能に頼ら

ず、自分でエフェクトやキャラクターの動作を実装するときに一工夫を加えることで、もっ

とゲームにメリハリを持たせたり、プレイヤーに大きいフィードバックをしたり、などなど

ゲームのクオリティを上げようというのが目的になります。 

 

 ……そもそも完成しないというのは知りませんけども。 

 

基本的なこと 

 この記事を読む上で実際にやってほしいことがあります。 

 

①� 市販のゲームを見てどういうエフェクトを使っているか観察してみよう。 

②� そのエフェクトがプレイヤーへどういう効果をもたらすのか考えてみよう。 

③� 脳内でどういう動作をしているか考えてみよう。 

 

私もよくやります。というかします。これらをどうゲーム制作に活かすのかというと、エ

フェクトのない段階のゲームを自分で実際にやってみて「こういうエフェクトあればいいか

な」っていうのを実装すればいいのです。実際そんなに難しくないのです。 

 それをしても見た目が良くならないというパターンも結構あるけれど、基本はプレイヤー

に対する効果を考えることでだいたい解決します。 

 

 実は、この記事の８割はこれにすべて集約されてしまっています。でもこれだけだと寂し

いので実例を上げながら色々話します。 

 

 プレイヤーの行動に対する、プレイヤーに対する効果を常に考えながら御覧ください。た

ぶん、きっと、おそらく、何かヒントになると思います。 
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２Dゲーム編（アクションゲーム） 

 ここでいうアクションゲームは、サイドビューの 2D横スクロールアクションゲームを指

します。要はマリオです。 

 他人のゲームを勝手に使うわけにはいかないので、ここでは自分で制作したゲームを使い

ます。「でんじゃらす☆すわこちゃん」です。持っている人はそれを参照するといいかもし

れません。動作確認版でもOKです。 

 ゲームの内容はいたってシンプルで、画面

中央のキャラクターを操作して、歩いたりジ

ャンプしたりショット撃ったりして、ステー

ジの一番奥にあるゴールを目指します。敵を

上から踏んづけたり、ショットを撃って敵を

倒したりもできます。 

 これといってこのゲームに特徴はないので。 

この記事の趣旨である、プレイヤーへのフィ

ードバックについての実例を出します。 

 

アイテム取得エフェクト 

キャラクターの周りに青白いもやもやがあります。

アイテムを取得すると、アイテムからこのもやもや

が飛び出し、キャラクターに吸収されるようなエフ

ェクトが出ます。 

こうすることでプレイヤーは「あ、何か吸収して

いるのだな」と感じるわけです。 

このもやもやも、アイテムによって色を変えてあ

るのでそれっぽく見えます。 

 

敵を倒したときのエフェクト 

マリオだったら、クリボーを踏んづけたときに潰れるような

感じですね。図では、近接攻撃の武器で敵を倒した時にエフェ

クトが出ています。 

画面だと加算合成の関係で白くなっています。ここらへんは

まだ改良の余地がありそうです。 
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ブロック破壊のエフェクト 

このゲームでは、ショットや頭突き、近接攻撃でブロックがこわ

せるようになっています。そのとき破片が出て、その破片が自由落

下して画面外へ落ちていきます。 

これもエフェクトです。突然ブロックが消えるとわけがわからな

いので、破片を追加することで説得力を持たせます。 

このゲームでの破片のグラフィックは、ブロックの画像を 4 分割したうちのひとつだけ

を使っていますが、これを破片の専用のグラフィックにするのもいいでしょう。 

 

背景の多重スクロール 

 8bit 機世代(ファミコンなど)だと多重スク

ロール背景はかなり珍しいものでしたが、今

は GPU ブン回せるので多重スクロールも簡

単に出来ます。多重スクロールを用いること

で背景に奥行きが出るようになります。 

 よく観察すると、手前ほど背景が明るくス

クロールが速くなり、奥に行くほど背景が暗

くなりスクロールが遅くなります。 

 ステージが室内とかだと多重スクロールが

ない場合もあります。アクションゲームとかだと背景を多重スクロールさせるだけで画面に

奥行きが出るようになり臨場感が出ますので、実装する価値は十分あります。 

 図では、竹の背景が多重スクロールし、プレイヤーへ深い竹林に居るということを感じさ

せることができます。 

 多重スクロールで、奥に行けば行くほど背景をぼかしたり色を薄くしたりと工夫を凝らす

とよりそれっぽく見えるので実際に実装してみてください。 

 

スクロールの非同期化 

キャラクターを操作する時、スクロールがそのままそのとおりついてくると、人によって

は画面を操作していると錯覚してしまうことがあります。ここで、キャラクターを操作して

いるという説得力を持たせるために、スクロールをちょっとだけ遅らせる、向いている方向

の前方を優先的に映すようにスクロールさせる、などなど工夫します。 

要は、画面の中央にキャラクターを固定させないような工夫が必要です。それだけでかな

り見た目とゲームプレイの感覚がよくなるはずです。  
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ダメージを受けたときの動作 

 このゲームでは、キャラクターの周りに魔法

陣が出て、キラキラした何かを出しながら後ろ

へノックバックします。 

 「ああ、ダメージ受けたのだな」とプレイヤ

ーが感じられればそれでOKです。 

 格ゲーでこんなに派手にやると鬱陶しいで

すが、アクションゲームに関しては、わりと派

手にエフェクトをつけると良い感じになりま

す。 

 

たのしいボス戦 

 この白い物体はエフェクトじゃなくて敵弾で

す。世界観的に弾幕なのはしょうがないです。 

ショットや近接武器で敵弾を掻き消せるように

することで多少まともになっていますね。 

 

 弾幕戦で加算合成をふんだんに使っているの

で、背景は暗い感じになっています。明るいと

すごく見づらくなります。 

 

 ボス戦は、プレイヤーに対して「あ、こいつ

強いんだろうな……」っていう印象を与えるこ

とが重要だったりします。たとえば、無駄にボ

スを大きくしてみるとか、やたら敵弾出してみ

るとか。 

  

 弾幕シューティングゲームだと小さいボスほ

ど軸合わせが難しく難易度が上がるとかもある

けれど、いろんなアクションゲームを参考にし

てみて、自分の作ってみたいモノを探すのもアリかと思います。 

 

 実際、こういうゲームに直接関わる部分は作っていて楽しいです。 
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３Dゲーム編（シューティングゲーム） 

 ここでは、3Dを使用した場合のちょっとした技法を例に挙げます。例として、自作ゲー

ムの「すわこちゃん cubic」というゲームを挙げます。 

 立体弾幕シューティングゲームという

ちょっと癖が強いゲームになりますが、

シューティングゲームをあまり作ったこ

とがなくこれくらいしかなかったので、

申し訳ないですがお付き合いください。 

 

 わりと DirectX での固有機能を使っ

ているので、それの用語がたくさん出て

きてしまいます。申し訳ないのですがわ

からない用語は適宜ググってください。 

 

3D ゲームにおける半透明合成の制限 

 このゲームは、基本的に半透明合成をほぼ使用していません。DirectX やOpenGLでプ

ログラミングしたことのある人ならわかると思いますが、DirectX では Z バッファを用い

て前後の位置関係を比較し描画の可否を決めています。半透明の物体の後ろに何かを描画す

るときに描画されないのです。3Dのゲーム制作ではわりと厄介です。 

 したがって、今までのような半透明を利用したエフェクトを使えないのです。 

 しかし、奥から描画するように Z ソートを使用すれば実際どうにかなりますが、このゲ

ームでは使用していません。 

 

敵弾や敵の影の描画について 

レンダーターゲットに一度影をすべて描

画して、それを地形のテクスチャに適用させ

ています。地形のスクロールに合わせ、その

分だけ影をずらしてレンダーターゲットに

描画しています。 

そのレンダーターゲットに、赤枠と地面の

市松模様も同時に描画し、それを地形にはり

つけるので、このように地形に凹凸がついて

も対応できます。  
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地形の凹凸による影について 

DirectX の固定機能パイプラインに

は”ライト”という機能があります。詳

しくは割愛しますが、ライトの種類と

照射する方向を指定して、地形にはそ

れぞれの法線ベクトルを設定して描画

すれば実現可能です。シェーダーを書

いても簡単に実現できます。 

しかし、対応してないビデオカード

が存在していてこれを行うと地面が透

明になってしまうので、そのときはさ

きほどの影を描画するさいに用いたレンダーターゲットに描画するという手もあります。 

まぁ、たぶんライト機能がないビデオカードとか骨董品クラスだと思うのですけど（何 

 

加算合成の表現 

 半透明合成してないけど加算合成使って

ますね。さきほどZバッファ云々言ってて大

丈夫なのかと言われそうですが、ちょっと工

夫すれば全く問題なく使えます。 

まず、不透明な物体を全部描画します。その

あと、Zバッファの比較だけ行なってZバッ

ファへの書き込みはしない設定にしてから

加算合成の物体をすべて描画します。 

 こうすることで、わりと手軽に加算合成の

エフェクトを使用できます。この例では敵弾

に加算合成を使用しています。 

 

 たぶん、半透明のエフェクトもこれを応用

すればできるかもしれないと思ったのです

が試していません。 

 

 いやー加算合成様は偉大ですわ。（ぉ 
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オブジェクトの後ろに自機が隠れた時の処理 

 弾幕に自機が隠れて見えねぇよって突っ込まれたので修正した時の方法ですね。 

自機が隠れた部分を暗い青で表現する事

で自機が見えなくなるのを防ぎます。マ

リオサンシャイン以降の 3D マリオでよ

く使われている感じのアレですね。 

 

 これを実装するには、すべての物体を

描画してから、最後に、「Zバッファの比

較で、より大きい場合に描画する」とい

う設定にしてから、自機をもう一度描画

します。 DirectX9.0c で いえば、

SetRenderStateの D3DRS_ZFUNCにD3DCMP_GREATERを指定する感じです。 

通常は、Zバッファの比較では値が等しいかそれより小さい時に描画される設定になってい

ますが、これをより大きい場合に描画すると設定することで、通常なら描画されない部分だ

けに描画を行うのでこのようなことができます。 

 

あとがき 

 とりあえずこのくらいかなーと思います。本当はもっとあるんだろうけど書きたいことが

見つからないというか、まだ十分まとめてなかったというか、ほら、tricoro 稼働していた

し気づいた時には締め切り明日じゃんという、なんというかごめんなさい。去年の会誌の執

筆量 40ページ弱書いたときほど体力は残っていませんでした。 

 

 いくらか、プレイヤーに対するフィードバック云々は理解できたと思います。それを念頭

においてゲームを制作していけば、最低限は大丈夫だと思います。まーでも、世の中には操

作性がクソとかシナリオがアレとかそういう意味でのクソゲーというものも存在しますの

でこれだけが全てではないですが、少しでも気にかけてくれるならこの記事を書いた意味は

あります。 

 

 せっかくのサークルで人手はそれなりにあるだろうから、他人にプレイしてもらって意見

をもらう、イラストや立ち絵・音楽をお願いする、効果音を録音して加工してもらうとか色々

できるはずで、一人で全部やろうとかそんな私のようになる必要はこれっぽっちもないので、

どうにかがんばってください。それでは。 
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追記 1：効果音について 

 あとがきで終わらせようと思ったら偶数ページじゃないといけないので追加します。 

 効果音は、プレイヤーへのフィードバックの要素で重要な部分です。画面のエフェクトで

表現しづらい部分でも効果音と合わせることでもっと簡素に出来る場合もありますし、なに

より効果音の有無でゲームの出来が大きく変わります。効果音は積極的に使って行きましょ

う。 

 しかし、効果音は自分で全部作るのはたぶん至難の業です。自分で録音する、波形から作

れるソフトウェアで作ってみる、ハード音源の音を加工して作る(東方本家など)、などなど

あります。しかしやってみると実際すごく大変なので、そこはフリーの素材集を使うという

手もあります。有名なところだと、ザ・マッチメイカァズさんとかですね。同人ゲームだと

かなりの割合で使われているところなので同じような効果音になってしまうのが欠点かも

しれませんが、加工も自由なので使ってみるのもアリだとおもいます。 

 

追記 2：フォントについて 

 まだスペースが余っているので、フォントについてちょっと書きます。 

ゲーム制作におけるフォントの扱いは結構難しかったりします。Windowsに最初から入

っているフォントやアドビ製品付属のフォント、フリーのフォントでさえも、ライセンス事

項を読むだけでしんどいです。つい１年前まで MORISAWA PASSPORT を契約してい

ましたが、使用範囲がちょっと曖昧な部分があるので、最近はフォントワークスの LETS

を契約しています。ラスタライズして使用する場合は、ライセンス的に自由に扱えるのでか

なり使い勝手がいいです。入会費と年会費で数万円するので決して安くはないですが、他社

と比べれば安いですし、なによりライセンスが扱いやすいので導入する価値はあると思いま

す。この記事も、フォントワークスのフォントを用いて作成されています。 

 

追記 3：難易度調整について 

 あくまでも筆者自身が実際に行なっている調整方法になります。 

 数年間の経験の結果をまとめておこうと思い書いてみます 

アクションゲームの難易度調整 

 ここでは、先ほどの「でんじゃらす☆すわこちゃん」での例を挙げます。 

 一般向け難易度（ノーマルモード）では、次の点に気をつけて調整しています。まず、こ

のゲームは２つのモードが存在し、その一般向けの難易度としてノーマルモードがあります。

全ステージ数は、５ステージ×８レベル＝40ステージあります。 
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①� 最初のステージ（レベル１－１）は、操作に無理がなく必要最小限の技術だけでクリア

できるように制作されている。また、レンガ模様のブロックはショットで破壊できるこ

とを示すために、ショットで壊さないと先に進めないステージになっている。また、飛

び越すべき穴も幅が３マス以上にならないようにして余裕を持たせている。 

②� レベル１－２で、レベル１－１で使われなかった縦方向スクロール・全方向スクロール

を採用しているが、マップは単純でわかりやすい構成になっている。 

③� レベル１－３は、アスレチックステージで穴に落ちやすくなっているが、３マスより狭

い足場を出さないようにマップを構成している。 

④� レベル１－５でカラースイッチを出現させているが、最初の部屋でカラースイッチを１

色だけ出現させて仕組みを理解してもらい、次の部屋で複数の色のカラースイッチを出

して仕組みを理解させる。 

⑤� レベル２で移動するリフトが初登場。リフトは少し慣れが必要であるので最初のレベル

では一切使っていない。 

⑥� 応用的な操作として「逆立ちからの大ジャンプ」があるが、この操作を必要とするステ

ージがレベル３からであり、レベル３－１の最初の場面ではそのテクニックを使わない

と進めないようになっている。 

⑦� レベル５から大砲が出てくる。初心者には扱いが難しいオブジェクトなので後半面に出

すようにしている。 

⑧� レベル６からショットが効かない敵が出てくる。それまでの敵はすべてショットが効い

ていたが、ショットが効かない敵はジャンプの踏みつけで倒さねばならないので難易度

が上がる。また全く倒せない邪魔な敵も出てくるので難易度がかなり上がる。 

⑨� レベル７からは敵を踏み台にして進む場所も出てくる。それまではクリアに必須でなか

った操作であるが、このレベルから必須となるので難易度が上がってくる。 

⑩� 最終レベル８で、ここで鉄輪攻撃による空中浮遊を利用して進むマップがある。 

 

このように、「新しい技をプレイヤーに徐々に慣れさせ使わせる」「新しい敵・オブジェク

トを徐々に追加することで対策すべき事項を増やす」ことで少しずつ難易度を上げていくの

が最適じゃないかな、と思います。 

また、このゲームはリトライ要素（穴に落ちてやりなおしや、特定のトゲに触れてやりな

おしなど）を徐々に多くしていくことでも難易度を調節しているので、前半面で体力が多す

ぎてヌルゲーから後半面で穴だらけトゲだらけで半オワタ式のようなゲームまで変化しま

す。つまり、先に進みやすいということは難易度が低く、先に進みにくいということは難易

度が高いとも言えるでしょう。 

 参考になるページとして「マリオ研究」というページがありますので、それ見ると低難易

度用のステージの制作の方針がだいたいわかるのではないかと思います。 

 こうして見るとスーパーマリオブラザーズのワールド１－１は逸品だなーと。 
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シューティングゲームの難易度調整 

ここでいうシューティングゲームは、弾幕シューティングゲームを指すことにします。 

シューティングゲームの難易度調整はぶっちゃけ感覚によるものが大きすぎて体系化が

なかなか難しいところであります。なぜなら、アクションゲームほど要求される操作がなく、

ほとんどの場合弾幕の形だけで難易度が決定されるからです。 

上級者向けの難易度は、いくら難しくしても隙間さえ用意すれば誰かしらクリアしてくれ

るので、かなりはっちゃけても大丈夫です。制作者がクリアできなくても誰かがクリアして

くれるので大丈夫です。大丈夫なのです（実体験）。 

 

 あまり筆者もシューティングゲームは作らないですし、作るとしても感覚に頼ることがほ

とんどなので、その感覚を養うために、 

 

東方神霊廟 難易度別に弾幕を比較 Stage1～2 

http://www.nicovideo.jp/watch/sm15396941 

東方星蓮船 難易度別に弾幕を比較してみた 100b STAGE5 

http://www.nicovideo.jp/watch/sm8469825 

 

 このへんの動画を参考にすれば大丈夫だと思います。よーく観察してみてください。 

 ゲームの研究も、ゲーム制作の楽しみの一つですよ！ 

 

 それでは、またの機会に会えればそのときはよろしくお願いします。 

 記事を読んでくれた人が制作しているゲームの完成を祈っています。 

 

リンクなど 

でんじゃらす☆すわこちゃん（動作確認版など） 

http://www.utgsoftware.net/games/dangeroussuwako/ 

すわこちゃんcubic (動作確認版など) 

http://www.utgsoftware.net/games/suwapyon2/ 

ザ・マッチメイカァズ 2nd 

http://osabisi.sakura.ne.jp/m2/ 

フォントワークスLETS 

http://fontworks.co.jp/products/lets/ 

マリオ研究 

http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Sunnyvale/6160/newtech/smb111.htm 
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をつくってみた
Hiroki @ WebCamを愛するもの

事の発端
　スマートフォンやタブレット端末が普及してきた昨今、小型のデバイスが比較的容易に
入手可能となりました。しかし、少し高めのものが多く、基本的には万単位のお金が必要
となります。
　そんな中、小型のデバイスを安価で提供し、プログラミングの勉強などに使おうという
製品、Raspberry Pi というものが登場しました。お値段なんと3000円ほど。USB、LANポー
トの他にもHDMI出力が可能でLinux等が動作します。それが手のひらサイズ。これは素晴ら
しいおもちゃです。

あぁ、届かない...

WebCamって何？

　世界中で話題になったこの製品。安価なので並列動作とかすげぇ楽しそう！と買ったは
いいものの、到着予定の10週間を超えても手元に本体がありません。人気過ぎて世界中で
生産が追いついてないとか。うおぉ！　このままでは届かなかったから作ってみた妄想記
事になってしまう！！　と絶体絶命のピンチに陥ってしまったわけですが、別ルートで輸
入したらあっさり2週間ほどで届きました。あれ？　日本公式……
　とりあえず世界的にはだいぶ需要に供給が追いついてきたようなので、輸入すればそこ
そこ早く入手できるようになりました、日本の販売代理店の方はまだ予約の処理でいっぱ
いいっぱいのようなので、早く手軽に入手可能になることを祈りたいですね。

　おはようからおやすみまであなたを見守り続けるWebCamSystem略してWebCamとは、X680x0
同好会の部室のセキュリティ対策として導入されている監視システムです。一定時間ごとに
Webカメラを使って部室を撮影し、アーカイブ化して保存しています。
　私が入学した当初から存在するこのシステムには2つの欠点が存在していました。1つはWeb
カメラのドライバで、ドライバさえあれば写真を取ることは容易ですが、Linux向けのドライ
バは少なく、ドライバ探しは大変でした。これに関しては、再開発を行った際に世界共通規
格のUVC を使うことで改善されました（詳しくは2010年のX68通信を参照 ）。
　もう1つの欠点は、USBによるWebカメラの接続の制限です。USBの規格上の最大長は5m。延
長用のケーブルを使っても20m程度が限界で、そういったケーブルは高価でWebカメラと同等
程度の費用がかかります。やってられません。この記事ではその2つ目の問題をRaspberry Pi
を使って解消しようと思います。

遠隔地用!!

Web am

1)

2)

1)英国のラズベリーパイ財団が開発したARMを搭載したシングルボードコンピュータ。
2)USB Video Classの略。このドライバに対応したWebカメラであれば指すだけでOSを問わず認識可能。もっと似たような規格が出ること
  を切に願います。
3)X680x0同好会公式サイト( http://www.x68uec.org/ )のその他の作品 > デジタル版会誌 > 2010年度（Vol.16）にて読むことができま
  す。記事のURLは http://www.x68uec.org/other/press/2010/20/index.html

3)
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設計
　WebCamには以下の様な特徴があります。

必要なもの
　今回の遠隔地用WebCamを構築するために使うのは以下のものです。

・一定時間ごとに撮影
・任意のタイミングで撮影可能
・ファイルは一定期間分だけ保存
　(なお、再構築した新しいWebCamは1週間ほどを生で、それ以降1ヶ月分はZIPで保存)

　この中でも一番下の項目は、Raspberry Piのような小型でストレージが貧弱なデバイス
には辛い仕様となります。そこで、遠隔地用のWebCamとして構築することを考え、以下の
様な構造にします。

LANケーブル

UVC対応Webカメラ

Raspberry Pi ネットワーク

   サーバー
（WebCam本体）

2. scpで写真の送信

1. 一定時間ごとに撮影

　撮影に関してはスクリプト化することになるので、SSH接続してスクリプトを動作させる
ことで、追加の撮影要求も可能となるでしょう。その場合は固定IPアドレスなどを割り振
る必要がありますが、今回はDHCP環境下を想定して、ひとまず単方向に特化させます。

・Raspberry Pi
・SDカード（2GBは怖いので4GB以上。micro SDをSDに変換しても可能）
・micro USBケーブル（電源用。スマートフォンと同じもの）
・LANケーブル
・HDMIとその入力に対応したディスプレイ
・UVC対応Webカメラ（今回は生協で購入した UCAM-DLA200H を使用）
・キーボード
・WebCamシステムの本体となるサーバー（インストールにも使用。Linux/UNIXであること）
・SDカードライター

　基本的なものは安価でそろうと思います。一番厳しいのはインストール用のサーバーやデ
ィスプレイになると思いますが、このシステムを構築する上では必要なので頑張りましょう。
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Raspberry Piのインストール
Raspberry Piの動作について

　SDカードにイメージを書き込む、と聞いてそのままSDカードにデータを書き込むことを
想像した人には残念なお知らせです。そんな簡単にOSがインストールできたら誰も苦労は
しません。普通に書き込んでもOSのブートはできないので、ファイルシステムをぶち壊し
てSDカードの始まりからデータを書き込むことで、OSをインストールします。
　手順は以下のとおり。

　今回のインストールにはCentOS6をインストールした自宅サーバーにやってもらいまし
た。Raspberry Pi側はRasbianをインストールします。以下はその時の作業です。

　Raspberry PiはSDカードをストレージとして使用します。そのためSDカードにOSをイン
ストールする必要があるのですが、普通のOSで使用可能な光学ドライブはなく、USBやネッ
トワークインストールも可能かどうか怪しいです。
　そこで、Raspberry Piは公開されているOSのイメージをそのままSDカードに書き込む方
法を使ってOSをインストールします。

OSイメージのコピー

$ wget http://downloads.raspberrypi.org/images/raspbian/2012-09-18-whee
zy-raspbian/2012-09-18-wheezy-raspbian.zip         # ダウンロード
$ unzip 2012-09-18-wheezy-raspbian.zip             # 解凍
Archive:  2012-09-18-wheezy-raspbian.zip
  inflating: 2012-09-18-wheezy-raspbian.img        # 解凍されたイメージ

1. OSイメージをダウンロード後、展開。
1. サーバーにSDカードライターを挿し、SDカードを認識
2. デバイス名確認後、SDカードをマウントしていればアンマウント
3. マウントしていないSDカードに対してddでイメージを書き込む

# cat /var/log/message
Oct 17 22:56:28 beryl kernel: scsi 6:0:0:0: Direct-Access     Generic  USB SD
 Reader    1.00 PQ: 0 ANSI: 0
Oct 17 22:56:28 beryl kernel: scsi 6:0:0:1: Direct-Access     Generic  USB CF
 Reader    1.01 PQ: 0 ANSI: 0
  　　　　　　　　　　　　　　～省略～
Oct 17 22:56:28 beryl kernel: sd 6:0:0:3: Attached scsi generic sg4 type 0
Oct 17 22:56:28 beryl kernel: sd 6:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
Oct 17 22:56:28 beryl kernel: sd 6:0:0:4: Attached scsi generic sg5 type 0
Oct 17 22:56:28 beryl kernel: sd 6:0:0:1: [sdc] Attached SCSI removable disk

1. OSイメージのダウンロードと展開
　イメージは http://www.raspberrypi.org/downloads からダウンロードしてください。　

　
　2. SDカードライターの認識
　　今回は他のメディアも認識する複合型のものを使いました。ポイントは何番目がどの
　メディアに対応しているかを知ることです。Windowsで調べることも可能ですが、今回は
　メッセージと認識順からSDカードに対応するデバイス名を見つけました。GUIなどで自動
　マウントしてしまった場合は、dfコマンドでデバイス名が分かるので楽だと思われます。

　
　　1番目がSDカードで、初めに割り当てられたデバイス名は sdb です。
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Raspberry Piのインストール

Raspberry Piの初期設定

　3. イメージの書き込み
　　rootになってddでイメージをコピーします。10分程度はかかるようなので気長に待ち
　ましょう。

　　これでOSのイメージがSDカードに焼けました。

$ su
Password:
# dd if=2012-09-18-wheezy-raspbian.img of=/dev/sdb
3788800+0 records in
3788800+0 records out
1939865600 bytes (1.9 GB) copied, 763.744 s, 2.5 MB/s

　いよいよRaspberry Piを起動させます。SDカード、LANケーブル、キーボード、ディスプ
レイを接続したら、電源となるmicro USBケーブルを接続しましょう。ちゃんとOSが焼けて
いればブートが始まります。OS自体の容量も小さめですし、比較的すぐに起動します。
　その後CUIのウィンドウが立ち上がり、初期設定が始まります。今回最低限やるべきこと
はSDカードの容量を全部使い切る設定にすることなので、それだけやって起動します。
　キーボードの上下キーで expand_rootfs を選択し、エンターキーを押してください。こ
れでSDカード全てを使い切るようにパーティションが切られたので、左右キーで移動して
一番下の Finish を選択しましょう。Raspbianが起動します。

Raspbianの環境導入
　ようやく環境導入です。インターネットに繋がっていることを確認した後、UVCドライバ
とWebカメラの撮影を行うfswebcamをインストールします。その前に一般ユーザーを追加し
たり、特定のユーザーがWebカメラを使えるように設定も行います。

　問題は次の箇所で、UVC対応Webカメラの接続を行うのですが、上手くデバイス名が表示
されません。/vae/log/message にも一応UVCで接続したよ！　みたいなメッセージはあり
ますが、どのデバイス名か答えていないので、直に調べます。

　はい。見つかったのでこれを使います（投げやり）。

raspberrypi login: pi
Password:                          # piユーザーのパスワードはraspberry
$ sudu su                          # root権限に移行
# adduser x68                      # ユーザー追加
# passwd x68                       # パスワード追加
# apt-get install v4l2ucp          # UVCドライバインストール
# apt-get install fswebcam         # fswebcamインストール
# vi /etc/group                    # videoグループに対象となるユーザーを
～省略～                           # 追記することで/dev/videoNが使用可能
video:x:44:pi,x68                  # 今回は x68 ユーザーを追加
# su - x68                         # x68ユーザーに移行

 $ ls /dev/video*
/dev/video0
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WebCamシステムの構築
Webカメラの撮影テスト

　scpでファイルをパスワード無しで転送するために、Raspberry Pi側で認証用の鍵を作っ
て公開鍵をWebCam本サーバーに送りつけます。

　fswebcamコマンドで撮影のテストを行います。videoグループに追加したユーザーであれ
ばデバイスにアクセスして撮影が可能です。

　写真をWinSCPなどを使ってSSHアクセスしてGUI環境にコピーして確認しておきましょう。

SSHの鍵準備

$ ssh-keygen -t rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/x68/.ssh/id_rsa): # 鍵の名前
Enter passphrase (empty for no passphrase):                  # パスフレーズ
Enter same passphrase again:                                 # 再入力

$ id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys

　鍵の名前や位置、パスワードなどは全部デフォルトにします。特に鍵を使うためのパス
ワードを設定してしまうと、SSH接続時のパスワードは必要無いですが、(鍵を使うための)
パスフレーズを入力する必要があり、本末転倒です。
　公開鍵の準備ができたら接続先であるWebCam本サーバーに転送するなり、PuTTYなどで公
開鍵をコピペできる体制を整えましょう。WebCamのデータを蓄積するユーザーは決まって
いるはずなのでそのユーザーでログインし、公開鍵を追加します。

　公開鍵はテキストなので、vimなどを使って直接書き込むのもありです。1行1公開鍵とな
るようにしましょう。また、新規作成する場合はパーミッションを600にしないと正常に動
作しないので注意しましょう。

スクリプト用意
　Webカメラで撮影するスクリプトを作成します。作業は次のようになります、

1. fswebcam コマンドで撮影（tmp.jpgとかにしとく）
2. 日付を元にしたファイル名にリネーム（pic_20121104.jpgとか）
3. 必要があればリサイズと右下に日付を入れる
4. 公開鍵を使ったscpでWebCam本サーバーに転送
5. ファイルを削除

　注意すべきことは、このスクリプトは標準出力、標準エラー出力を出さないように、出
力は全て/dev/nullにリダイレクトして破棄します。これにより次の作業で生じるエラーメ
ールやログを残さずに済みます。
　さらに、もしストレージに若干の空きがあるのであれば、5の手順は4の失敗時にファイ
ルの破棄を行わないのと、1の手順の前にストレージの空き容量と写真の大体のサイズを考
慮して古過ぎるファイルを破棄することで、本WebCamサーバーが落ちても動作します（scp
の転送をワイルドカード指定にすればファイル転送もそんなに考えなくて良い）。

$ fswebcam /dev/video0 test.jpg
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まとめ
　今回はRaspberry Piを使って遠隔地用のWebCamシステムを作りました。Raspberry Piは
最初のインストールこそ特殊で少し環境を整えたりするのが大変です。軽く調べたところ
日本語版のWindowsなどではOSイメージを焼くのにだいぶ苦労するとか。しかしそれさえ超
えてしまえばあっさりと動きますし、動作も軽いです。さらにSDカードの切替だけでOSを
入れ替えできますし、これから拡張用のパーツなども販売されるとのことなので、まだま
だ遊ぶ余地のある面白いハードだと思います。
　WebCamSystemの構築に関しては前回の構築に引き続き、Linuxの基礎知識とUVCさえあれ
ばさほど苦労せず構築できるものです。今回の目新しさはやはりネットワークを使った分
散を視野に入れたことでしょう。それも小型で安価なRaspberry Piが出てきたおかげです。
実際にRaspberry Piをたくさん集めてクラウドのように構築した例もあるように、低スペ
ックでも小型で安価、Linuxが動くというようなハードは、個人レベルでの分散システムの
開発などに役立ちます（クラウド系の分散は多少ネットワークが貧弱でも成り立つ）。分
散ストレージなどの構築は少しむずかしいかもしれませんが、今回の監視カメラの分散等
は容易に可能です。あ、今回のシステム（Raspberry Pi＋Webカメラ＋SDカード）の値段は
合わせて約6000円ほどです。6000円くらいで気軽にWebCamSystemを増設可能です。こうい
う遊びが気軽にできる試みは非常に良いと思うので、今後Raspberry Piのような端末が増
えるとIT系の人間にとっては嬉しい限りです。

crontabの用意
　次にcrontabに例のスクリプトを登録します。ただし、動作前にSSHで一度本サーバーに
接続しておきます（初回接続時に初接続のホスト情報を登録する必要があり、キー入力が
発生する）。キー入力なしでSSHが通り、スクリプトがキー入力なしで動作することを確認
し次第、crontabでの実行を確認しましょう。

今回構築したシステム

おまけ
　実はネタ的に美味しいということでキーボード付きAndroidタブレットのTF201(ASUS)に
てOSイメージを焼いていました。キーボードドック側のSDカードスロット、USBポートにメ
モリなどを挿すと外部ストレージとして認識されるので、root化したTerminalIDEというア
プリを使って作業可能です。しかしなぜかddがIOエラーで失敗しました。何かddコマンド
やストレージ周りに得体のしれない不具合が眠っていそうです。
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なぜ初代ポケモンでボックスを変えるときにレポート

が必要か？
電気通信大学 X680x0同好会

4年C組

ちゅーにいる

1 なぜ初代ポケモンのボックスか？

　この記事を読む賢明なる兄ら1 であればポケットモンスターは初代2からやっ

ていたであろう．初めてポケモンをやったときに感じた最初のパートナーの活

躍，ポケモンをゲットした時の快感，そしてチャンピオンを倒したときの恍惚

は忘れられない……そうではないか？

しかし同時に初めての作品ゆえの理不尽さも感じたであろう，セレクト押すだ

けでバグるポケモンアイテム3 エスパーとふぶきが強すぎるなど

その中でも地味に面倒なのはボックスを変えるときにレポートを書くという作

業だろう．下手をすればレポートを何回も書くことを強いられたり，故に下手

をすれば何回も書くレポート4ボックスに既に 30匹入っている場合は新たなポ

ケモンがゲットできないなど5地味な嫌がらせである．さて，そろそろあなた

もなぜこんな地味な嫌がらせをしたのか気になって来ませんか？

2 レポートを書く状況

　そもそもなぜレポートを書く必要があるのだろうか．ポケモンでレポート

（＝セーブ）が必要なのはいつであろうか．

2.1 ゲームのデータを記録したい時

　当たり前である．もしポケモンにデータを記録する事ができなかったら最強

個体値6を見つけた場合電池が切れないように気をつけながら育成してお友達

のお家に持っていかなくてはならない．こんなことをしたらポケモンという

ゲームは電池ゲーと呼ばれていただろう．

1未だにポケモントレーナのあなた
2ポケットモンスター赤緑青ピカチュウのこと
3ニックネームは？　けつばん等
4あのポケモンボックス 1だっけ……いや 3だったかも
5ボックスに　あずけている　ポケモンが　いっぱいなので　つかえません！
6ググるな危険
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2.2 不正防止のため

　ポケットモンスタールビー・サファイアではバトルタワー7で強制レポートが

行われる．これは一回負けたら最初からやり直しというシステムにするためで

あり，おかげで緊張感を持って戦うことができる．もし強制レポートがなけれ

ばとたんにヌルゲーとなるであろう．しかしボックスを変えるときにレポート

を書かなくても不正行為は行えないはずだ．8よってこの線ではないであろう．

2.3 なんとなく

　べつにボックス変えるときにレポート書いても書かなくても変わらないん

じゃね？　と思ってかも知れない．だが次回作のポケットモンスター金銀でも

このボックスレポートシステムは採用されている．使い勝手が悪いこのシステ

ムを次回作でも使うとなるとおそらくクレームが来るだろう．よってこの線は

開発元が嫌なやつでない限りありえない．

2.4 システム上仕方なく

　となると残りはシステム上仕方なく，と考えられる．事実ルビー・サファイ

アではレポートを書く必要が無くなっているためハードの制約の可能性が高

い．しかしその制約とはなにか？ パソコンを見るとなんとなくその答えがわ

かったような気がした．

3 筆者の考察

　少し話題が逸れるがパソコンにはメモリとハードディスクと言われるものが

ある．これらが何のことかわからないなら、ハードディスクは机の大きさ，

ハードディスクが鞄であると思っておくといい．作業を行う時は鞄から資料を

机の上において行う．GBとGBAには様々な違いがあるが、そのひとつにメ

モリの大きさがある．前の例で言う机の大きさがぜんぜん違うのだ．そのため

GBはGBAほど多くの資料（＝データ）を一度には扱えない．そこで，使う

時が来たら鞄9から必要な物を出していらない物は鞄にしまう．こうやって少

ないメモリで多くのデータを扱っているのだ．

73VS3で戦い連続何回勝てたかを競うタワー，あいてのつのドリルが三連続で当たる
8実際ルビー・サファイア以降はレポートが要らない
9ここではカートリッジ
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3.1 問題点

　しかしボックスのデータは膨大である．詳しい値は述べないが10ポケモン一

体にしたって名前，レベル，覚えている技などたくさんある．それが 240体分

となると，机に置いておくには多すぎる数である．しかもそのデータはポケモ

ンセンターのパソコン画面でしか使わない，多分時間換算すると 1のような

データはどう扱えば良いのだろうか？　逐一片付けるしか無いだろう．

3.2 つまりどういうことだってばよ

　ボックスのデータは鞄 (セーブデータ)に格納している可能性が高いというこ

とである．全てのボックスをセーブデータにすると扱いが面倒なので現在の

ボックスのみをメモリに格納してボックスを変えるときに「現在のボックス

(メモリ上)をセーブデータにあるデータに記録」し，「変えたいボックスのデー

タを現在のボックス (メモリ上)に上書き」このような操作を行なっているから

レポートが必要であるのではないか．

3.3 裏付け?

　一番いいのは実物のメモリの挙動を見ることだが，筆者にはGBのメモリを

解析するスキルはない，よって似たような事例で考えてみる．

3.3.1 殿堂入りの記録

　ポケモンをバグらせてプレイしていると，」バグが発生しているデータでの

レポートはしていないにもかかわらず殿堂入りのデータがおかしくなる現象が

観測される．これは殿堂入りのデータがレポート上に存在することを示すので

はないか

3.3.2 金銀でのポケモンコピー

　金銀ではボックスを変えるためにレポートを書くときに途中で電源を切るこ

とによりポケモンをコピーする起こらない．よって，，これは通常のレポート

では起こらない．よって，これが原因であると考えられる．

10というかわかりません
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4 まとめ

　なぜ初代ポケモンでボックスを変えるときにレポートが必要かの答えはボッ

クスのデータがセーブデータに存在しているということであると考えられる．

初代ポケモンというのは発売から 17年11ほどが経過している。それでも未だに

初代ポケモンの裏ワザや解析がたくさんあるということでは、この初代ポケモ

ンが強く愛され続けている証拠であろう. おれもそんな人間になりたいな．

5 免責事項

　この記事を見て起きたすべての損害について私は責任を負いません

著者は別にいまのポケモンは嫌いじゃないですというか好きです

感想などはツイッターをやっておりますので

https://twitter.com/chu2ill までよろしくお願いします

11幼稚園に入りたてのやつが 20とかなにそれこわい
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猫でもできる！やさしい理系 LaTeXの極意

LaTeXって何ですか？私、気になります！！

2I 天麩レ

はじめに

皆さんは LATEXというものを知っているでしょうか？ LATEXとはマルチプラットフォームの文
章作成ソフトウェア *1 で、Microsoft Wordや OpenOfficeWriterの様なソフトウェアと同様に
印刷用の文書を作成することが出来ます。が LATEXにはそれらとは全くと言ってもいい程違う仕
様があり、このソフトウェアは出力の文章ファイルが出来るまで実際に出来るものがどういった
ものになるか分からず、ひたすらプログラミングまがい*2の事をして文章を作ることになります、
面倒くさい。とは言え前述の他のソフトウェアが採用するWYISWIG方式*3と比べてより綺麗に
整形された文章が作れると定評があり、また自分ではなくソフトウェアが綺麗に整形してくれる
ので他のソフトウェアに比べて数式や目次、表や図の挿入が綺麗に且つ簡単に組めるという大き
な利点*4があります。
しかしながら LATEXの命令（マクロ）は扱いが難しく、利点以上に文書を完成させるまでの難

しさが目立ってしまうのが事実です*5。この記事では完全な LATEX初心者がとりあえず LATEXを
使ってある程度文書を書く為に必要な事と、初心者が陥りやすい（と個人的に思った）ポイントに
ついてある程度解説し、実験レポート等で LATEXが使えるようになることを目指します。初心者
をターゲットとするのである程度知識がある方には不要な記事ですが、 LATEXについて何も分か
らないって人はとりあえず読んでみて貰えると幸いです。

1 インストール

まずインストールから始めましょう。LATEXは基礎となるシステムから様々な追加のマクロ等
の多くのファイルで構成されていますが、現在では簡単にインストール出来るインストーラが
Web上で数多く公開されているのでこれを利用しましょう。
LaTeXのインストーラには幾つか種類がありますがここでは「TeXインストーラ 3」を使って

*1 と言うと間違いである。本当は LATEX は組版処理ソフトウェアであり、後に上げる２つとはそもそも違うソフト
ウェアである……だけど用途が似てるしここでは一緒でいいよね。（ぇ

*2 実際には LATEXはマークアップ言語（関数型でもある、らしい）なのでまがいもクソッタレもない。
*3 What You See Is What You Get.の頭文字を取ってWYSIWYG。 要は出来を見ながら文章が作れる方式。
*4 大きいかどうかが一部の人間に限るとか言っちゃいけない。
*5 事実、上手く整形することに執着しすぎて実験レポート遅刻しまくった馬鹿者がいたようです。私とか。
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話を進めていきます。恐らくこのインストーラが最も初心者向きであり、また簡単にインストー
ル出来ると思うのでこれを使います。まず TeXインストーラ 3のサイトから実行ファイルをダウ
ンロードしましょう（サイト URLは文書最後に掲載）。ダウンロードのところで出来るので最新
版を選びましょう。ついでにプラグイン集もダウンロードしておくと良いでしょう。ダウンロー
ドしたファイルは zip形式で圧縮されているのでこれを解凍しましょう、プラグインファイルをダ
ウンロードした場合はこれも解凍します。解凍が終わると書庫名と同じ名前のフォルダが出来て
いると思いますのでこれを開きます。中に入っている abtexinst.exeを実行すればインストールが
始まりますが、プラグインファイルを解凍した場合は中に入ってるファイルを全て本体を解凍し
たフォルダ内にある pluginフォルダの中に入れましょう。
インストールが始まるとウィンドウが開かれ色々と設定画面が開かれますが適当に「次へ」を押

していきインストールを進めて行きましょう。基本的には流れに沿ってただ進めて行くだけで大
丈夫ですが、詳細な進め方を見たい方は詳しく載っているサイトがあるのでそちらを。
何か適当な説明になりましたがインストールが終了すればやっと LATEXを書くことが出来るよ

うになります。もし何かトラブルがあればその都度調べるようにしてください、重要です。では
次からは基本的な文法を説明します。

2 実際に文章を書いてみよう

2.1 基本となる文型

とりあえずタイプセット*6することにたどり着きましょう。ここでは専用のエディタである
TeXworks を用いて作業する事を前提として進めていきます*7。TeXworks は特に変更していな
ければ通常は C:\w32tex\share\texworks にありますので起動しましょう。TeXworks が起動
すると何も書かれていないテキスト画面が表示されます。まずはメニューのファイルから保存を
選び、このファイルを保存しておきましょう。このとき必ず新規にフォルダを作りその中に保存
しておきましょう、タイプセット時には多数のファイルが生成されるので texファイル一つにつ
き一つのフォルダがあるのが望ましいです。
まずは次のコードを打ち込んでみましょう。因みにバックスラッシュ (\) は英語圏特有の文字

であり、日本語ではキーボード右上の円記号￥の半角文字が対応しています。以降では読み替え
て読んで下さい。

ソースコード 1 基本のコード

1 \documentclass{jsarticle}
2

3 \begin{document}
4 テストです
5 \end{document}

*6 俗に言うコンパイル。コンパイルとはプログラミング用語の一つであり、書いたソースコードを変換し実行ファイ
ル等を生成する事である。ここでは書いた文章をちゃんと整形した PDF ファイルに変換する一連のコマンドを指
す事とする。

*7 WinShell？嫌いなんでパスで（何

45

 

Knowledge 



この時タイプミスが無いように、タイプミスがあればタイプセットの時に何らかの指摘があると
思います。タイプセットは上の緑のボタンを押すか Ctrl+Tで始まります。タイプセットが成功
すると右側に生成された PDFファイルが表示されます。 おめでとうございます！これで LaTeX

図 1 タイプセット後の画面

ファイルが生成出来ました！（ぉ　単に「テストです」と表示されているだけの文章ですがこの部
分を変える事で幾らでも文章を長くする事が出来ます。勿論、改行やスペース等の煩わしい調整
をする必要もありません、簡単ですね。
では少しだけこのコードが何を意味しているのか説明します。まず一行目の

\documentclass{jsarticle}

はこれが日本語の文章であることを指定し、
\begin{document}

はドキュメント、つまり文章部分の開始を意味し、
\end{document}

は終了を意味しています。
……と説明してもこのファイルだけでは何がどういう事なのか想像出来ないかと思います。と

りあえずここではそういうものだと思って先に進みましょう！*8

2.2 もう少しまともな文章に

先ほどのコードの\begin{document}～\end{document}内に別の長めの文章を入れてみても
タイプセットは通ると思いますが*9、ただ長い文章で特に LATEXを使うメリットが感じられない
と思います。というか、もしかすると改行されてなくて非常に長い文章になっているかもしれま
せん。
LaTeXでは改行をするためには\\を打ち込みます。これで改行ができますが、これではインデ

ント（段落の前の空白）が入りません。インデントを入れる改行は段落間に一行空行を入れるか、
\perと打ち込む事で出来ます。打ち込むのはやや面倒ですが、インデントが自動で入るのは便利

*8 プログラミング界で有名な全ての面倒くさい説明から逃れられるという例の「お　ま　じ　な　い」という奴であ
る、大人は汚い。

*9 文章によってはエラーが吐かれるかもしれません。
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なので積極的に使って行きましょう*10。
また、 LATEXにはタイトルやセクションを入れるマクロがあります。次のソースコードを打ち

込んでタイプセットしてみましょう。

ソースコード 2 改行とタイトルとセクションと

1 \documentclass{jsarticle}
2 \title{なぜえっく☆ちゅは可愛いのか？ }
3 \date{20XX年 XX月 XX日}
4 \author{えっく☆ちゅ }
5

6 \begin{document}
7 \maketitle
8

9 \section{可愛い……のか？ }
10 えっく☆ちゅが可愛いという層は一定以上存在する。
11 だがそれはえっく☆ちゅによる自作自演と今までは言われてきた。\\
12 駄菓子菓子、我々はそれに対する一つの推論を立てた、それにたどり着くまでに多くの犠牲を払ったの

は言うまでもない。
13

14 \subsection{えっく☆ちゅ可愛い説の真実 }
15 えっく☆ちゅ可愛い説の真実、それはえっく☆ちゅによるアンチ層の洗脳であった。
16 えっく☆ちゅはアンチ層の人間を洗脳することによりアンチ層を減らすと同時に可愛い説を広めてい

たのだ……。洗脳を解く術は今のところ見つかっておらず、また洗脳が行き過ぎた場合かつての部
長の様にえっく☆ちゅへと変貌すると言われている。

17

18 \section∗{結論 }
19 カワイイは、作れる！！
20 \end{document}

図 2 怪文書のタイプセット

怪文書*11が出来たかと思います。ここでは次に説明することと共に、先ほど説明した改行につい
ても確認してみて下さい。

*10 ここで行間を広く開けたいからと言って HTML で<br>を何個も書くが如く何個も\\を書くのはやめましょう、
HTML同様別の方法があります（後述）。

*11 どうでもいいけどこの文章を書いてる時に「カワイイ」を半角で打ったらエラー吐かれました、☆はいけました、意
外でした。勉強になりました。
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ここでは新たにタイトルとセクションを打ち出しています。7行目の\maketitleは予め設定し
ておいたタイトルや著者名、日時を入れることが出来ます。どれがどれに対応しているのかは……
見れば分かると思うので省略します*12。
\section{～}コマンドはセクションを生成します。要は節のタイトルです。このマクロを使用

すると自動的に前後のスペースが確保され、また同時にフォントの設定も行われ、更には連番や小
節 (\subsectionが対応)にも対応しています。超便利。また、\sectionと{～}の間に*入れる
とそのセクションには連番が外されます。最初の説明や最後の結論部分などで使うと見栄えが良
くなります。
ここまで来ると少し LATEXも便利なんじゃないかなーと思えてきたと思います。えっ？まだ思

えない？では、次は数式について説明しましょう。

2.3 数式を入れる

さて LATEXで最も便利な機能と（個人的に）思われる、数式の組版の機能について紹介しましょ
う。と言っても、全てを紹介するとどう考えても尺が足りないので、基本的にはどう使えばいいの
かだけを紹介していこうと思います*13。
皆さんは数式を文章に入れるときにはどのようにしているでしょうか？MS Wordを使ってい

る人は恐らく数式の機能を使って、文章中に数式を入れていると思います……がこれが結構面倒
で、特に見栄え良く整えようとすると非常に手間が掛かります。一つ二つなら兎も角、理系のレ
ポートの様に何行にも渡る数式をWordで作り、それを何個も書いていくのは非常に時間がかか
ります。辛い。かと言ってそこだけスペースを開けておいて、印刷した後に手書きで数式を書い
ていくのでは、手間こそ減りますが手書き故に統一のとれてない字形にややバランスの崩れた数
式を文章に入れなければなりません。折角コンピュータに書かせたのにこれでは勿体無い。まぁ
筆跡の綺麗な人ならいいかもしれませんが。
LATEXでは文章中に数式を簡単に書くことが出来ます。数式の開始と終了のマクロを入れれば、

そのマクロ間の文字は数式であると判断されます。数式であると判断されればそのマクロに沿っ
た適切な組版処理がなされるので、自分で微調節を繰り返す必要はありません。また特別な数式
を表現するのにも専用のマクロが基本備わっており、そのマクロを適切に使うだけで後は自動で
位置調整が行われるので私達が細かく調整する必要はありません。
では実際に次のソースを打ち込んでみましょう。

ソースコード 3 数式のサンプルコード

1 \documentclass{jsarticle}
2 \begin{document}
3 水の比熱は $c=4.217[J / g\cdot K]$です。
4

5 ニュートンの冷却の法則は次式
6 \[ −\frac{dQ}{dt} = \alpha S(T − T m ) \]
7 で表されます。
8 この法則を利用すると

*12 分からなかったら検索するという姿勢が大事です。手抜きではありません。
*13 手抜きではない、決して手抜きではない。大事なことなので二回言いました。
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9 \begin{eqnarray}
10 \frac{dQ}{dt} &=& C \frac{dT}{dt} \\
11 −C\frac{dT}{dt} &=& \alpha S(T−T m) \\
12 T &=& (T 0 − T m )\exp (− \frac{\alpha S}{C}t) + T m \\
13 \Delta Q = C(T − T m) &=& C(T 0 − T m)\exp (−\frac{\alpha S}{C}t)
14 \end{eqnarray}
15 という式が導き出せます。
16 \end{document}

*14 非常に長めの数式が出てきました、死にそう。大変ならまずとりあえず「～で表されます。」

図 3 数式の出力

辺りまで書いてみましょう。
文章中に数式を入れるには$～$の間に書きます、サンプル中の水の比熱がそれになります。
文章中ではなく改行して一行に数式を表示したい場合は\[～\]の間に書きます、サンプル中で

はニュートンの冷却則の式の部分ですね。こうすると数式は文章から適度に離れ、且つ中央にな
るように適切な表示をしてくれます。このように何かの式を書き表すときには非常に有効です。
他のソフトウェアとは比べ物にならないくらい楽です。但し、このマクロでは数式は一行しか表
示できません。複数行を表示したい場合は次のマクロを使います。
さて、ここで\begin{eqnarray}と\end{eqnarray}というマクロが出てきました。勘の良い

方はここでお気づきかと思いますが、これが複数行表示のマクロとなります、∆Qを求める方程
式の部分ですね。このマクロ、正確には\beginマクロは\endマクロと常に対になって使われる
マクロです。この２つのマクロの後の {～}内の名前を環境名と言います。２つのマクロ間の文字
列が数式として判断された通り、このマクロはその指定した環境の様式で表示するためのマクロ
です。まぁ要はその環境の定義通りに書く文章を指定する為に\beginと\endで囲っているので
す。またこの環境では& と & で囲んだところが上下で揃えられます。基本的にはサンプルの様に
=で合わせる事が多くなると思います。
この２つのマクロで指定できる環境には様々なものがあります。初めから使っている document

も環境名の一つです。他には文章の位置を指定するものや、文字をそのまま表示する環境*15、箇

*14 参考サイト ”http://ja.wikipedia.org/wiki/ニュートンの冷却の法則”。
やあ、済まない、比熱なんだ。でもこの式を見た時にきっと「ときめき」みたいなものを感じてくれたと思う。じゃ
あ、この大学に来た意味について考えようか。

*15 要は LATEXのマクロ等を無視して表示するというもの、この文章中でもそういったマクロを多用しています。
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条書きを行うマクロがあります。この後の章でも少し紹介するので興味のある人は見てみて下
さい。
また今回の文章では記号や添字も使っています*16。ソースコードを読めばなんとなく分かるか

と思いますのでここでは省略します*17。今回使ったものはごく一部であり、他にもかなり多く
の記号や添字の記法があるので最後に上げてある参考サイトを見て自分の使いたいものを使いま
しょう。

3 逆引き（？）１０連発

稚拙な文章を読んで頂きありがとうございました。ここからは筆者が便利だと思ったマクロ、
初めて使った頃に躓いた点等を幾つかピックアップして紹介していきたいと思います。サンプル
は無く、かなり説明も省きますので、実際に使う際には検索サイト等で調べて使って頂く事をお勧
めします。まぁあくまでも紹介なんだと思って頂ければ幸いです。

3.1 表の表示

理系御用達のソフトウェアの LATEX、流石に表の表示も出来ます。表組みは table 環境と
tabular環境を使う事で出来ます。もう少し説明したいのですが……これは説明することが多いの
でここでは省略します 実際、表組みは慣れるまでやや大変かと思います。基本的にはMS Excel

の様な表計算ソフトの表をポチポチ打ち直すだけでもそこそこ時間を消費します。正直割に合わ
ないです。実際に表を組むときは参考サイトを見て頑張ってみて下さい。MS Excelを使って表計
算をしている方向けには次にもっと良い方法があるのでそっちを使ってみましょう。

3.2 Excelの表から LATEXの表への変換

実験とかでデータを扱ってる方の多くは、MS Excel の様な表計算ソフトを用いて表を作った
り計算したりしているのではないでしょうか？エクセルの表がそのまま使えれば大変便利ですね。
流石にそのままコピペで使うことは出来ないのですが、その代わりに Excelの表を LATEXの表に
変換出来る方法があります。
この方法には色々あるのですが、個人的にお勧めなのが「Excel2LaTeX」です Excel2LaTeXは

MS Excel用の VBAマクロで、指定した範囲の Excelの表を LaTeX用の表に変換してくれるア
ドインです。えーっと、使い方は検索して調べてもらえば分かると思います、削減削減……。

3.3 複数ページに渡る表の表示

通常の表 (table)は複数ページに表示できません。その代わりに longtableというものがありま
す。使い方は検索検索、やっぱり説明は面倒くさいよジョニー。

*16 αとか Tm とか ∆とか。
*17 手抜きじゃない、尺の問題だってば。
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3.4 図の挿入

文章を書いてると必ずと言っていい程、図を入れたくなる時が出てくると思います。LaTeXで
も図を入れることはできます。勿論マクロです。figure環境内で\includegraphicsマクロを使
えば挿入することが出来ます。但し、少し面倒ですが

\usepackage[dvips]{graphicx}

という１文を\begin{document}の前に入れなければいけませんので注意*18。

3.5 キャプションの表示

レポートを書いてると、図や表にキャプション（題）を付けたくなると思います。一々図や表の
そばに、適切に配置するのは非常に面倒で非効率的です。面倒な事を避けて題を表示できないの
でしょうか？
実は表や図の環境の中に\caption{}マクロを使えば、簡単に入れることが出来ます。{～} 内

に題を入れれば後は勝手に組版処理を行なってくれます。非常に便利です。

3.6 フォントの埋め込み

恐らく TeXworks でタイプセットした文章は PDF 形式のファイルに変換されると思います。
PDFファイルにはフォントを埋め込む事が出来、配布自由なフォントを用意すればどの環境でも
一意に表示することが可能です。
フォントの埋め込みには次の手順を踏まなければなりません。C:\w32tex\share\texmf

-local\fonts\map\dvidfmx\base というフォルダに”cid-x.map”というテキストファイルを
作ります。既に同名のファイルがあるなら開いて編集します。そこに

rml H ○○
rmlv V ○○
gbm H ○○
gbmv V ○○

という文字を打ち込みましょう（ファイルを開いた人は既にこの指定があると思うので探して編
集します）。○○にインストールしてあるフォントファイル名を指定します。rmlと rmlvは通常
の文章で使われる明朝体となっており、gbmと gbmvは太字で使われるゴシック体を指定する事
が出来ます。お好きなフリーのフォントを指定しましょう。

3.7 文書ファイルの用紙サイズ設定

文書ファイルの用紙サイズを変更するには、文書の出力サイズを変更します。これには二通り
方法があり、最も簡単なのが最初の\documentclass{}マクロでサイズを指定する方法です。マ

*18 この様な前処理を書く部分（\documentclassと\begin{document}の間）をプリアンブルと言います。詳しくは
調べて (ry
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クロのオプション指定（{～}の前に [] を入れる）で A4 サイズなら a4paper、B5 サイズなら
b5paperで指定します。因みに B5指定の際には和文か英文かでサイズを JIS-B5サイズかどうか
自動で判別してくれるそうです。便利。但しこの方法では予め定められたサイズで使用すること
になり、各方向のマージン設定が出来ません。
もう一つの方法はサイズを設定するマクロを使い、各マージンについてサイズを一つひとつ決

めて行く方法です。これに関してはここで説明しきれないので参考サイト URL をつけておくの
でそちらを参照してください、設定項目が多いのでコピペでもいいかもしれません。
どちらの方法も最後に変換する際に PDFでの用紙サイズを変更するためのプリアンブルを書き

ます。次のマクロをプリアンブルにコピペしましょう（サンプルでは JIS-B5サイズになっていま
す）。どういったものなのかについてはご自分で調べてみて下さい。

\AtBeginDvi{\special{pdf: pagesize width 182mm height 257mm}}

3.8 自分の意図した位置に図や表を設置するには

恐らく私が使い始めた頃に最も苦労した部分です。LATEXでは図や表を入れると変換の際に自
動で適切な位置に表示してくれます。 h オプションを使っても偶に表示したい位置に表示してく
れなかったり、無駄なスペースが出来てしまう時があり、非常にイライラさせられる事がありま
す。自分用のノートでも作ってるならまだしも*19、提出用のレポートで無駄なスペースが開いて
しまうのは良くないでしょう。
図や表のオプション指定には位置指定が出来ますが、そこで単体出力のオプションを指定すれ

ば自分で意図的に改ページして単体で表示することが可能です。また\newpage マクロを使うの
も手でしょう。但しこれは苦肉の策ですし、後で文章を改変するときにまた調整しなければなら
なくなるので非常に効率が悪いです。
他の解決策としては表示するものをマクロの書い位置に表示する floatパッケージを使う方法が

あります。それに対し floatパッケージを使うとちゃんとその場所に表示してくれる、ということ
です。floatパッケージを使う為にはまず

\usepackage{float}

というマクロをプリアンブルに入れ、後は表示するもののオプションで H を指定すれば OK で
す。ここでは小文字の hではなく、ちゃんと大文字の Hを指定して下さい。hだと普通に hオプ
ションのままで floatパッケージの恩恵は得られません。
と、float パッケージについて紹介しましたが結局のところ一番綺麗に見せられるのは単純な

サイズ調整だったりすることもあります。本当にその大きさが必要かどうか考えてみてからこう
いったパッケージを使ってみるといいでしょう。

3.9 LATEXロゴを綺麗に表示したい

それ、\LaTeXで出来るよ。

*19 数式の入力が比較的楽なので理系の授業でノート取りに使うというのは出来なくもないでしょう、私は出てきた記
号が瞬時に入力出来なかったので諦めましたが。
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3.10 ところで LATEXってなんて読むの？

まず、LATEXの元となっている TEXは英語圏では「テック」と読まれているそうですが、そも
そも開発者はギリシャ語から取ったそうなのでそっち準拠とすると「テフ」という読み方になりま
す*20。そして LATEXは「レイテック」とか「ラテフ」とか読まれているとか何とかまぁ自分の好
きなように読んだらいいんじゃないかなとおもいます。因みに筆者は「テフ」、「ラテフ」と読んで
います。

最後に

この記事を読んで少しでも多くの人が LATEXに興味を持って頂けると幸いです。最初のインス
トーラを使ったインストールではよく「レディネス*21の欠けた人でもインストール出来るので危
険」という事が指摘されますが、個人的にはそのレディネスは使っている内につけていけばいい
のではないかと思います。とにかく調べつつ試行錯誤を繰り返しながら使っていけばそれなりに
LATEX の構造についても分かってくるんじゃないかなと思います、方法としては頭悪いですが。
というか私もまだまだ分からないことだらけなので使うしかないんじゃないかと感じる日々です、
精進精進。

参考用サイト
TeX

インストーラ 3

http://www.math.sci.hokudai.ac.jp/~abenori/

soft/abtexinst.html

LaTeX

コマンドシート一覧
http://www002.upp.so-net.ne.jp/latex/index.

html

TEX Wiki http://oku.edu.mie-u.ac.jp/~okumura/texwiki/

Excel2LaTeX
http://home.hiroshima-u.ac.jp/inagai/

dictionary/TeX/Manual.html#Install

文書クラスについて
http://akita-nct.jp/yamamoto/comp/latex/make_

doc/doc_class/class.php

最後にお勧めの書籍として「LATEX2ε 美文書作成入門」を挙げておきます。最初に持つ本とし
てはとても有用であり、また作者も jsarticle、jsbookクラスの作者である奥村晴彦氏なので多岐
にわたっていて詳しい内容の本となっています、本当にお勧め。

*20 実は TEXは τ − ε− χであって T-E-Xではない。
*21 必要最低限の知識の事。
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時は西暦 2012 年…

「そんな話はどうでもいい！！！」

あ、そっすか、分かりました。

これで気になるあの子もﾒﾛﾒﾛ！

～今日から使える汎用性たっぷりリズムパターン集～
弁士　2I　終点 a.k.a. SHU10

※  FL Studio10      を使用しています。他環境の人は気をつけてくださいね。  

1.冒頭陳述

　　はいはじめまして。突然ですが皆さん、音楽って好きですか？私です

か？当然大好きです。例えるならなんですかね、ギャルゲーではもはや定

番になってしまった金髪ツインテールのツンデレ美少女が私は大好きなわ

けですが、その中でも軽く 8 年前に出会った花鳥玲愛1というヒロインが超

絶好きなわけでして、この子は色々となんとまあ…

　　

　　話がそれた！！申し訳ない！！では、その皆様が大好きな音楽、必須

なのはなんでしょう？メロディをかざるシンセサイザー？あるいはベー

ス？バッカオマ…『リズム隊』がついてるだろ！当然曲を作る上で欠かせ

ないのがキックやスネア、ハットとかです。あれがないとちょっとどころ

かかなり寂しいですよね…バラッドやん。と、いうわけで。クラブミュー

ジッククリエイターとして活動を始めて 1 年ばかりの若輩者ですが、明日

からでも使える便利で汎用性の高い、テンプレリズムパターンを紹介して

いきます。格ゲーに例えるなら基礎コン2って・・・奴ですよ・・・フフ

1 気になった人は「花鳥玲愛」でGoogle画像検索してみてね└(┐┘)┌
2 格ゲーで各キャラを始めたばかりの人にオススメのコンボ。安定させられるかどうかがキモ。
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2.コンボ集リズムパターン集

　2.1.トランス

　　　トランスといえば四つ打ち！BPM140~150 の中堅速度からかなり 

遅めの楽曲まで、幅広い種類があるのが特徴ですね。私は音ゲーから DTM

に目覚めたため、どうしても音ゲーっぽくなっちゃうんですよ。ここで、

音ゲートランスっぽさを出すにはどうするか？

　　

図 1　便利すぎて泣けるパターン

　　　図 1 を見てください。これは四つ打ちの基本ですね。ここで、キッ

クの数を増やしたり、展開を見てスネアを 8 分連打にしてみたり…と。ト

ランスは展開にこだわるのが大事です。自由にさせすぎて大変なこと3にな

らないようにしましょう。

図 2　大変なこと

　　　念のため解説しますが、上の■4 つで四分のリズムになります。詳しくは

「FL Studio ステップシーケンサー」で検索！

3 DTM初心者にありがち。やたらと音鳴らしますよね。
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　2.2.ドラムンベース

　　　出ました。これは DRUM & BASS というように、まさにドラム命。 

ベースが生み出すうねりに激しいスネア音！素晴らしい文化です。スピー

ドを上げればブレイクコアにもなりますよ:((;´☋`;)):しかし、そのムンベ

らしさ…どうやって表現するのか？

図 3　一例

　　　図 3 が一例です。スネアの配置は前述のトランスと似ていますが、 

2発目のキックの位置が若干遅い。これ意識するだけで違います。あとは

ハットですが、クロースを終始鳴らしてますね。ここで大事なのは、1発

目のスネアと 2発目のキックの間にクロースハットの連発を入れること。

そして、アクセントとしてライドシンバルを入れること！覚えておきま

しょう。

　　

　　　このライドが入るだけで、同じような音の繰り返しに味変を与えて 

活き活きとさせてくれるんですね。七味唐辛子4です。はい。余談ですが、

FL-Chanって可愛いですよね！！SONAR もイメージキャラクター作れば

良いのに。よく落ちる SONAR たん5。かわいい。でもプロジェクトは消え

ます。

4 辛い。でもやみつきになる！
5 SONARにはなんの恨みもないですけど、こういうイメージしかないんです。
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　2.3.ガバ

　　　昔はロッテルダムテクノといわれてましたアレです。特徴は六分の

八拍子、3 連符を多用するところにあり、皆の大好きな beatmania IIDX6

に収録されてる gigadelicや THE DEEP STRIKER などもそれらに属して

います（多分そのはず）。

　　

図 4　それっぽい配置

　　　FL Studio では、プロジェクトの設定から曲の拍子を弄れます。 

ステップシーケンサーの仕様上、三分の四拍子で制作しますが実際に曲を

プレビューしてみると「ああ…（納得）」となるはず。キックにはハード

キック、ディストーションキックを置くとよいでしょう。これらはベー

ス・ラインがわりにもなるので結構便利です。ハードコア制作には重宝し

ますね～。

3.最後の〆！

　さて、短い間でしたが異なるジャンルごとに代表的なものを紹介してみ

ましたが、ここで一つ。あくまでこれらは一例です。自分らしいリズムパ

ターンを見つけるのも曲作りの楽しいところですよ7。こ、こう言っておけばお前の

紹介したフレーズは代表でもなんでもないぞとか言われても…ﾊｯ

6 現在ゲームセンターで 20作目が稼働中です。是非プレーしてみてください。
7 そしてそれが湧いて来ないで苦しむのもDTMerの一興！俺と一緒にデ・ス・マ！？ｵｯｹﾞｪｴ
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Androidタブレット型端末におけるゲーム開発とその実践

情報通信工学科 2009年度入学

X680x0同好会 風見白老

2012年 11月

1 背景と概要

近年爆発的に携帯端末が発展している. 特に目覚しいのはApple社の iOS搭載端末 iPhoneと,
それと競合しているGoogle社のAndroid搭載の端末群1だ. これらの端末は携帯機とは思えない
ほどの処理能力を有したすごいやつであり, それまで日本で主流だった携帯電話とは一線を画す
るものとなっている. 特に Androidでは, 自身のためのアプリケーションを開発する環境が充実
している2. GooglePlayにはAIEDと言う統合開発環境がある他, 非公式ではあるが SL4Aと呼ば
れるスクリプトエンジンも提供されている3.
更に特筆すべき事項として, Androidではグラフィックエディタとサウンドエディタが無償ない
し有償で配布されていることだ. これらは従来の携帯電話よりも圧倒的にクオリティと自由度の
高い創作活動を出来る事を示唆している4.
また, 著者は (グラフィックチームではあるが)ゲーム創作集団 X680x0同好会の末席であるか
ら, アプリケーションといえばゲームを真っ先に想起する. よって, 本記事では一本簡単なゲーム
を創ることで, Androidの可能性などを示したいと考えた.
今回は開発環境としてAIEDを使い, ドット絵エディタとしてPixelArtEditer, ループシーケン

サ PocketBandを用いることとした5.
結果的には, ゲームは完成しなかったが, 実機上で開発すること自体は不可能ではないというこ
とが分かった.

2 コーディング

2.1 Eclipse+AndroidSDK

Androidアプリケーションは JVM互換のDalvikと呼ばれる仮想マシン上で動作するため, Java
の統合開発環境として有名なEclipseにアドオンの形でAndroid用の SDKを導入することで, PC
上で開発を行うことが出来る. また, AndroidSDKには端末エミュレータが付いているため, 手元
に端末がない場合でもアプリケーションのテストを行うことが出来る6.

1代表的なものは Xperiaや REGUZA Phoneなど. 正直ピンきりである.
2今までも開発環境のある端末はあるにはあった. W-03とか.
3iPhoneにはこのようなものは公式にはない. 本体のファイルとか弄り倒せてしまって危険といえば危険であるか

らと推測する.
4使いこなせるか否かに掛かっていることは火を見ることより明らかだ.
5その他いろいろ試してみたがこれが一番マシな組み合わせだった.
6ただし動作は重い

1
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2.2 Processing7+AndroidSDK

Processingは Javaの描画機能特化軽量統合開発環境と呼べるものである. Javaから機能を絞
ることで初学者の開発を容易にしたものだ. 最近のアップデートでAndroidモードが実装され, こ
ちらでも開発できることになった. ただ, 記法は Prosessing固有のものとなる（コレは比較的平
易なもの）.

2.3 AIED

AIEDはAndroid実機で動く統合開発環境である．コーディングからコンパイル・入力補完な
ど通常の機能に加え, Gitへの pull/pushも可能である．今回はコレを用いてコーディングを行っ
た. この環境を選んだ理由だが, 他に実機で動く開発環境がないからである. 実に面白い8.
余談であるが, スペックが低めのマシンを使っている時はこのソフトの入力補完は無いほうが
マシである可能性が高い9.

3 絵素材

3.1 EDGE

PC上ドット絵を作る場合, よくこのツールの名前があげられる. フリーであることと, 操作が
直感的かつ機能が充実していることが要因であろう10.

3.2 PixelArtEditer

Androidにおけるドット絵ツール. 落書き用のツールは数あれど, ドット絵に対応したツールは
コレ以外あまりなく貴重なものである. 使い勝手はまずまず. 今回はコレを使って進める11.
が, 問題が発生した. 本来ならばドット絵なので一つ一つの点は矩形で表示されるはずである

が, 実機のバグだか仕様だかでアンチエイリアス12がかかってしまっているのだ. 残念だがお前さ
ん13, それはドット絵とは言わねぇ……

4 音素材

4.1 domino

フリーのMIDIシーケンサであり, ピザ屋ではない. ピアノロールと呼ばれる譜面入力機能が強
力なツールであり, 初学者が曲を作るには問題は無いだろう.

4.2 FL Studio

シェアウェアのDAW 14であるが, 曲を作って出力するまでならトライアル版で行える. こちら
は dominoよりも派手な音を作ることが出来るだろう.

7Proce55ingと呼ばれることもある
8福山カッコ良かったね. わからない人はガリレオというドラマを見てみよう.
9Eclipseがだんだん恋しくなってくるんです.

10縛りがないとき著者はこれを使っている. 機能は直感的かつ十二分に揃っている.
11結論から言えば進まなかった EDGE愛してる
12ぼかし等を使ってある図形がギザギザ見えないようにすること.
13nextbookを指す.
14DigitalAudioWorkstation
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MIDIシーケンサとDAWの違いは興味があれば自ら調べることをおすすめする.

4.3 PocketBand

こちらもフリーのDAWではあるが, その中でもループシーケンサと呼ばれるものだ.

5 まとめ

締め切りまでに完成しなかったので, 今回はここまでということになる. 無念.
しかし, やろうと思えばAndroid実機上で動作するアプリケーションが作れる事はわかった. コ
コに詳細は載せないが, 興味のあるものは是非自分でトライしてもらいたい.
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危険物取扱者甲種への道

危険物取扱者甲種への道

ぷにぷに

1 はじめに

これは, 甲種危険物取扱者を取得しようとしている自分の日記のようなものです.
また, その試験自体は 11月 10日に実施されるのでその結果を伝えることが出来ません.
一応, 現時点で試験受講資格は得ています. そこで, それを得るまでを説明し、さらに甲種勉

強のメモをつけておこうと思います.
なお, 詳しい日付については覚えておりません.

2 危険物取扱者とは

まず, 危険物とは消防法第二条七号によると「消防法別表第一の品名欄に掲げる物品で, 同表
に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するもの」となっています.[1] この定義と
は別物になりますが簡単に言うならば, 常温で液体・固体の燃えやすい物質や他の物質を強く酸
化させる物質が危険物です.
この危険物は 6つに分類されており（大まかな分類は表 1を参照して下さい）, 乙種危険物

取扱者とは取得したそれぞれの類の危険物について, 取り扱い作業と立ち会いが可能になる資
格です. そして甲種危険物取扱者は、全ての類の危険物で、取り扱い作業と立ち会いが可能に
なります.[2]
つまり甲種は乙種の上位互換です.

表 1: 危険物の分類 [3]

第 1類
基本的に燃えないが, 酸化力が強いため他の可燃物を燃やしてしまう固体.
例）塩素酸カリウム, 硝酸アンモニウム

第 2類
燃えやすい固体.
例）赤リン, 鉄粉

第 3類
自然発火したり水と触れて可燃性のガスを発生したりする液体や固体.
例）ナトリウム, 黄リン

第 4類
燃えやすい液体.
例）アセトアルデヒド, ガソリン

第 5類
爆発しやすい液体や固体.
例）ニトログリセリン, トリニトロトルエン

第 6類
基本的に燃えないが, 酸化力が強いため他の可燃物を燃やしてしまう液体.
例）過酸化水素, 硝酸
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危険物取扱者甲種への道

3 甲種の受験資格

普通は化学系の大学を出ていることで資格を得ます. それ以外では, 化学に関する修士・博士
の学位を持たなければなりません.
大学を使わない場合は, 乙種を 4種類以上取得するという方法で受験資格を得ることになり

ます.1[4]
したがって, この大学に在籍して甲種を取ると考えているならば, 乙種を取ることになるわけ

です. 簡単にそろえたいのであれば, 乙種第 4類をまず取得するのが一番でしょう. なぜかとい
うと, 乙種のうちひとつでも取得していれば, 他の乙種の試験が 7割ほど免除になるからです.2

その中でなぜ第 4類を勧めるのかというと, 試験を実施している回数が他と比べて多いから
です. 試験会場が東京の場合は他の乙種の 5倍実施されています.3 第 4類を取得すれば, 残り
3種類を取ればよいわけですが, 必須なのが第 3類と第 5類で, 後ひとつは第 1類と第 6類のど
ちらかになります. その二択のうち, 個人的にお勧めなのが第 6類です. 第 6類は第 1類に比べ
て種類が少ないので, 覚える量が少なくてすむうえに, 問題の幅が小さいので練習問題と似た問
題がかなり出ます.

4 受験資格獲得まで

ここでは実際に私の体験を元に書いていこうと思います.
まず乙種第 4類を取りに行くことなるでしょうが, 甘く見て調子に乗っていると落ちます. 実

際私は落ちました. そして落ちた後, ゆっくり勉強して再び試験に挑みました. 結局, 第 4類に合
格したのは去年の 1月頃のことです. この時は本気で甲種を取ろうとは思っていませんでした.
次に同じ年の 8月頃に乙種第 5類を受けて合格します. 第 5類を選んだのは, 甲種受験資格に

これが必須だったことがひとつですが, もっとも大きい理由は第 5類の範囲が爆薬だったから
です. 勉強は試験の 1週間前から始めました.
その次に乙種第 3類と乙種第 6類を同時受験します. 同時受験の場合はインターネットによ

る電子申請が不可能なので, 初めて書面申請を使いました. 今年の 6月 2日に受験して, 両方合
格します. この時の勉強も, やはり試験の 1週間前から始めました. 第 3類と第 6類は似た部分
が多く, 範囲の化学物質の種類も少なかったので 1週間前からでもぎりぎり間に合いました.
そして 6月末に免状が届きます. これでようやく甲種の受験資格が手に入りました.

5 乙種・甲種の勉強をするにあたって

乙種を受けるときはテキストにのっている例題や過去問を解いておくと良いでしょう. 実は,
似ているどころか全く同じ問題が出題されることが結構あります. 私自身も, 乙種の試験を受け

1他に, 乙種危険物取扱者の免状を取得後, 2年以上の実務経験 (消防法令で定められた製造所等での危険物取扱いに
係る経験) を有していれば甲種の受験資格を得ます.

2免除される問題は, 「危険物に関する法令」と「基礎的な物理学及び基礎的な化学」です. これらの問題数につい
ては, 表 2 を参照して下さい.

3危険物取扱者試験の試験日程については消防試験研究センターの次のページで確認できます.
http://www.shoubo-shiken.or.jp/kikenbutsu/schedule first.html

62

 

Knowledge 



危険物取扱者甲種への道

ているときに, 例題と同じ問題を発見しました.
甲種の試験範囲と乙種の試験範囲は一致すると思います. 「危険物に関する法令」の分野に

おいて, 甲種と乙種第 4類でテキストの内容はほぼ同じでした. さらに言うと, 試験の問題数す
らも同じです. これは「基礎的な物理学及び基礎的な化学」でも同じはずです. ですから, 乙種
第 4類のテキスト [6]と科目免除者用乙種のテキスト [9]があれば, 甲種のテキストは実は必要
ないかもしれません.
問題数については表 2を参照して下さい.

表 2: 危険物取扱者試験の問題数 [5][7]

甲種 乙種

危険物に関する法令 15問 15問

基礎的な物理学及び基礎的な化学 10問 10問

危険物の性質並びにその火災予防及び消化の方法 20問 10問

6 かかる費用について

乙種 1種類あたりにつき, 受験手数料の 3400円と免状交付手数料の 2800円がかかります.[8]
この費用については, 複数受験しても免状交付手数料が 1科目分にもならないし, 試験が一部免
除であっても受験手数料が安くなったりもしません. これらは結局 4つ分必要になるので, 最低
で 24800円必要になります.
甲種では, 受験手数料が 5000円になります.[5]
それと, 受験票に貼る写真代が必要です. この写真は免状が発行されるときに, 顔写真として

貼られることになります.

参考文献

[1] 富永靖弘 (2012)『甲種危険物取扱者 合格教本』新星出版社 P.50

[2] 同 P.65

[3] 同 P.244～P.368

[4] 同 P.6

[5] 同 P.5

[6] 坂井美穂 (2009)『乙種第 4類危険物取扱者 合格テキスト＆問題集』高橋書店

[7] 同 P.8

[8] 同 P.9

[9] 工藤政孝 (2009)『-わかりやすい!- 乙種 1・2・3・5・6類危険物取扱者試験』弘文社
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H8マイコン開発環境構築の手引き
筆者　 12S 奥野

1 前書き
我らのサークルにおいて、ソフトウェア関連の技術は優れていれどもハードウェア方面に関し

てはわりと近い存在であるM◯ A や工◯研究部に大きく遅れを取っている。M 科の友人から浴
びせられる『あのサークルって何やってるの？』『江ノ島まで来て部屋にこもる生活って……』と
いった厳しい文言を受け、X68 も「俺らソフトだけじゃねえよ、見ろよこの肉体（BODY）？　
ワイルドだろぉ？」なオーラを出して他のサークルを威圧する力が必要だと感じた。
　そこで、今回はハードウェアの制御についてこの記事を書くに至った。この記事では主に H8マ
イコンを用いた組み込みソフト開発環境の導入について記す。組み込みソフトというと敷居が高
そうと思われそうだが、別にそうでもないことを示すことができたらと思う。

2 概要
それでは、今回用いるマイコンボードと開発環境について紹介する。

2.1 マイコンボード

今回この記事では、H8シリーズのマイコンボードを用いて説明を行う。H8マイコンは平成 8

年に日立製作所の子会社のルネサスから発売されているボードであり、安価でそこそこの性能を
持つちょうどいいマイコンである。秋月電子なら 3000円程度あれば，H8ボードを購入すること
ができる。
　マイコンを取り扱う場合に気をつけなければならないのは、『マイコンのどのピンがどこにつな
がっているか』ということ。

図１．マイコンのピン配置図の一例
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　図１のような表で確認できるが，一見すると非常にややこしい。おそらく紙面上では潰れてし
まって何がなんだかわからないとは思う。マイコンを購入すると、こういったピン配置図が必ず
添付されているはずである。また、それが無くともマイコン自体のピン配置図は各種データシー
トにて大きい画像を確認できる（下に一例の URL を記述した。）。これから出ているピンを目で
追っていく事でも確認できる。おおよその場合、添付されている説明書の中に，表 1のような単
に文字だけの表がある。

ピン番号 ポート ピン番号 ポート
1 +5V 5 P22

2 P11 6 Rx00

3 P12 7 Tx00

4 P22 8 GND

表 1 ピン配置図表の例

　この表の見方は、ピン番号 1番から＋ 5Vの電源が供給されており、2番ピンと 3番ピンがポー
ト 1の 1番と 2番、4ピンと 5ピンがポート 2、そして 6番ピンが入力端子、7番が出力端子で 8

番が GNDになる。1番の +5Vでセンサに電源が行き、その末端が GNDに帰る、というのが一
般的なパターンである。

日立 16ビットマイクロコンピュータ H8/3048シリーズ　データシート
http://tokyo-ct.net/usr/matsu/learning/h8training/j602093 h83048.pdf

2.2 開発環境

開発環境はルネサス社製の統合開発環境 High-performance Embedded Workshop を用い
る (通称 HEW) 。無償評価版であれば、評価機関が過ぎてもある一定サイズ以上のプログラ
ムのコンパイルができないだけで、それ以外は通常の HEW として使うことができる。H8

版はルネサスの公式ホームページからダウンロードして、インストールすることができる。
（http://japan.renesas.com/support/downloads/download results/C2000801-C2000900/ eval-

uation software h8c.jsp）
　ちなみに、これをダウンロードするために，MyRenesasというページに登録する必要が有るた
め、注意が必要である。一応、日立製作所謹製のため心配は不要だと思うが、気にする人は回避し
たほうがいいのかもしれない。

3 準備
紹介が終わったところで、実際にマイコンボード使ってみようと言いたいところだが、まずは準

備を整えなければならない。

65

 

Knowledge 



3.1 電源の供給

マイコンボードは当たり前だが、電力の供給がなければ動かず、電池などで電力を供給してやる
必要がある。そこで、電源供給の手段を用意しなければならない。秋月電子などで売っている H8

マイコンボードはだいたいが 5V駆動なので、電源そのものは単三乾電池 4本を直列に繋いでや
るか、電池ボックスを購入すればよい。しかし、マイコンボードの電源供給ピンがボードによって
異なるため、それはマイコンボードの説明書を見ながら実装していただくほかない。初めてであ
れば部品実装済みの組立品ボードを購入していただくのをおすすめする。

3.2 通信ケーブル

この HEWからマイコンボードにプログラムを転送するためのものを用意しなくてはならない。
マイコンボードでは主にパソコンと通信するときに RS232C というシリアルポートの通信規格
を用いており、USB ではなく主に D-Sub9ピンアダプタにて行う。パソコンから送信するため、
USB-RS232Cの変換ケーブルを用意しなくてはならない。

図 2．USB－ RS232C変換ケーブル

さらに、RS232Cからマイコンボードに伸ばすケーブルも作らなければならない。既成品を購入
してもよいのだが、自作したほうがはるかに安価なため自作方法を紹介しよう。

3.3 ケーブルの自作

H8/3048には書き込みボードが内蔵されているため、ケーブルをハンダ付けするだけで書き込
みケーブルが完成する。この自作の際には、マイコンのピン配置図から Rxと Txが伸びているピ
ンを見つける必要がある。

図 3　 Dsub9ピンコネクタのピン配置図
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　 Dsub9ピンのピン配置図は図 3のようになっており、今回使用するのは 2番の Rx（INPUT）、
3番の Tx(OUTPUT)、5番のGNDである。それらについて、2番をマイコンの Tx(OUTPUT)、
3番をマイコンの Rx(INPUT)、5番をマイコンの GND(VSS)に接続する。OUTから出た信号
を INがキャッチする格好になる。Rxと Rxを繋いで「つながらないぞ？」というミスもあるの
で、間違えないよう注意してほしい。
　なお直接ハンダ付けしてしまうと PCにマイコンボードがくっつく形になってしまうため、コ
ネクタを挟むなどしたほうが良い。完成図は図 4のようになる。

図 4　完成図

3.4 CpuWriteの入手

あとは、HEW から直接 H8 へと書き込みできるプラグインをインストールすれば、準備は完
了。マイコンカーラリー ダウンロードページ

http://www.mcr.gr.jp/tech/download/main02.html

より、『●ルネサス統合開発環境用その他ソフト Ver1.40 2012.01.30』をダウンロードして解凍す
る。そして、フォルダの中に『CpuWrite』の実行ファイルと「CpuWriteの登録方法」というテ
キストファイルがあるはずなので、それに従って登録してほしい。これで、準備は完了だ。

4 電子工作
準備は完了といえど、実はマイコンだけでは何もできない。マイコンにつなぐ何かを作らなけ

ればならないのである。そこで、簡単な電子工作の技術も必要となる。ここでは、簡単に LEDを
光らせることを目的とした回路を作ってみよう。

4.1 LED発光回路

回路に必要なのは 3つ。「VCC」「抵抗」「GND」である。VCCと GNDとは、電池の＋と－を
表す記号だと思って差し支えない、電池の＋側が VCCで、－側が GNDである。VCCはマイコ
ンの信号で十分なので、

[マイコンの信号線]-[抵抗]-[LED]-[GND]
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のような回路を作ればよい。マイコンの信号線のことは置いておいて、まずは LEDと抵抗を結ん
でそれらの GNDの末端を一つの線にまとめる作業をしよう。LEDと抵抗は秋月電子などで売っ
ており、こちらは 300円もあれば 8個ずつ揃えることができる。それらをユニバーサル基板にハ
ンダと配線材を使って適当に配線しよう。

図 5　ユニバーサル基板の一例

4.2 マイコンとの接続

では次にマイコンとの接続だが、どこのポートを使うか決めて置かなければならない。ピンが
別々の場所に散らばっているポートを使うと面倒なので、ここれは大抵の H8マイコンでは固まっ
て配置されているであろうポート 1 を例に進める。ポート 1 の 8 本に直接にハンダ付けするか、
もしくはピンヘッダと 10ピンコネクタのようなものを使うとよい。

図 6　ピンヘッダと 10ピンコネクタ

　これを発光回路基板とマイコン基板に取り付けてやれば、これの抜き差しだけで接続できる。
筆者としてもおすすめの方法である。
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5 ワークスペースの設定
では、いよいよパソコンと接続してプログラムを入れてみよう。その手順を追って説明する。

5.1 ワークスペースの設定

まずは、HEW でワークスペースを作ってみよう。HEW を起動し、新規ワークスペースの作
成を選択する。出てきたウィンドウに好きな、ワークスペース名とプロジェクト名を入れよう。
ディレクトリや CPU選別が『H8S,H8/300』になっていることを確認して OKを押す。
そして次のウィンドウでは、ツールチェイン番号はそのままで、CPU シリーズを選択する。
H8/3048であれば 300Hシリーズである。そして、自分の使用している CPUを選択しよう。
　すると、画面が開いて左にワークスペースができたのが確認できるはずだ。

図 7　ワークスペース

では、このワークスペースの中の（プロジェクト名）.cを開いてみよう。すると、プログラムの原
型のようなものが書いてあるはずである。ここにプログラムを書いて開発していくことになる。

5.2 プログラム

では、華のプログラムである。今回は「ポート 1 につないだ 8 個の LED を光らせる」という
プログラムを書いてみよう。といっても勝手がわからないだろうから、サンプルを例にして説明
する。
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1　#include ”iodefine.h”

2　 void main(void){
3　　　 P1.DDR = 0xff;

4　　　　　 while(1){
5　　　　　　　 P1.DR.BYTE = 0xff;

6　　　　　 }　　
7　 }

コード 1　入出力設定

これがサンプルである。あれ、意外と短いな。と思った方が多いかと思われるが、LEDを光らせ
るだけならば特に難しいことはないのだ。
では、それぞれの部分を解説しよう。……とはいっても、C言語とは何か、から解説していては
埒が開かないので、この記事を見ていただいている方には、C言語については多少の知識がある
という前提で話させていただく。といってもそれほど高度なものは必要なく、if-else文、for文、
while文程度の知識があれば問題なくマイコン開発はできる。

5.2.1 include

今回は HEW に付属しているユーザ定義の関数系を呼び出している。C 言語においては、関
数系を呼び出すときは#include のあとに< >で囲むが、HEW でユーザー定義の関数系を呼び
出すときには< >ではなく” ”で囲うというルールがある。そのため、今回のコードにおいては
#include”iodefine” という記述をしている。

5.2.2 入出力設定
関数の直前、コード 1の 3行目に記述してある『P1.DDR = 0xff』とは、ポートの入出力をど

うするかという設定である。DRと DDRという設定には「このポートを入力として用いる」「こ
のポートを出力として用いる」という意味が含まれている。
　次の行の 0xffというのには、「では、このポートの何番目までを入出力に用いるか？」という設
定である。ポートのピンは 8本あるのだが、そのポートピンの 1本目～8本目は 2の（ピン番号－
1）乗で表し、それを 16進数に治してプログラムに書く。
　例えば、ポート 1の 1番目のピンのみを入出力に用いたい場合は 0x01、2番目のピンのみを使
いたい場合は 0x02、1番目と 2番目を使いたい時は 0x03、5番目と 3番目を使いたい時は 0x18、
のように記述する。
今回は LEDを光らせるためにポート 1のすべての端子を出力として利用するため、P1.DDR=0xff

と記述する。

5.2.3 関数内部
関数内部、コード 1の 4行と 5行目に記述してある『while(1)』と『P1.DR.BYTE = 0xff』だ

が，これは『while(1)』つまり永遠に『ポート 1のバイトに 0xffを出力する』という意味である。
先ほど設定したポート 1の出力に 0xffという信号を送る動作を継続的に行なっている。
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5.2.4 書き込み
では、このプログラムを実際にマイコンに書き込んでみよう。まずはこのプログラムを HEW

上部のビルドタブからビルドを選んでビルドする。その後マイコンの書き込みスイッチを書き込
み側に倒し、パソコンと接続し、ツールタブの CPUWriteを実行して開始ボタンを押す。正しく
進行すれば成功である。
　マイコンに LED発光回路を接続してマイコンの電源をつければ、LEDが発光するはずである。

6 応用
入出力設定の簡単な拡張例を考えてみよう。たとえば「時間おきに LEDが順に点滅する」とい

うプログラムである。C言語で書いているため、処理は C言語とまったく同じである。

#include ”iodefine.h”

void main(void){
unsigned long i;

P1.DDR = 0xFF;

　　 while(1){
　　　　 P1.DR.BYTE = 0x01;

　　 for (i=0;i¡1000000;i++)

　　　　 P1.DR.BYTE = 0x02;

　　 for (i=0;i¡1000000;i++)

　　　　 P1.DR.BYTE = 0x04;

　　 for (i=0;i¡1000000;i++)

　　　　 P1.DR.BYTE = 0x08;

　　 for (i=0;i¡1000000;i++)

　　　　 P1.DR.BYTE = 0x10;

　　 for (i=0;i¡1000000;i++)

　　　　 P1.DR.BYTE = 0x20;

　　 for (i=0;i¡1000000;i++)

　　　　 P1.DR.BYTE = 0x40;

　　 for (i=0;i¡1000000;i++)

　　　　 P1.DR.BYTE = 0x80;

　　 for (i=0;i¡1000000;i++)

　　 }
} 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

コード 2　複数の入出力設定
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これで、一定時間おきに順番に LEDが光るプログラムが完成である。
このプログラムのように時間稼ぎに i++のような手法を用いる場合、CPUのクロック数という
ものを意識する必要がある。CPUというのは御存知の通り我々の想像もつかないような速さで計
算しているが、その計算にかかる時間は 0ではない。その時間は CPUのクロック数から求まり、
H8マイコンの場合おおよそ 16MHzであることから、一秒間に 1600000回の計算をしているとい
うことになる。そのため、一回 i++を行うにはだいたい 625ナノ秒必要ということになる。であ
れば、i++の上限を調整することによって時間を調節できるということになる。上のプログラム
の iの上限をいろいろ弄ってみて試していただきたい。

6.1 応用の一例

これができるようになるということは、複数の出力を同時に制御できるようになったというこ
とである。複数の出力を同時に制御することで使えるようになるものとしては、たとえば以下の
ようなものがある。

• 電光掲示板
• クリスマスツリーの電飾
• 7セグメント LED

　これからクリスマスの時期、クリスマスツリーを自分の思うように光らせたい！と思ったなら
ばすぐにでも使えるだろう。
　今回ここにて説明したことは、プログラム内部にやりたいことを記述してそれを出力させる方
法、C言語でいうところの printf関数である。コントローラーなどからの信号を受け取り、それ
によって出力を変える scanf関数のようなものももちろん実装可能で、ページ上の都合からこの記
事では割愛したが、そちらもさほど難しいことではないため、意欲溢れる諸兄にはぜひ挑戦してい
ただきたい。
　なお、それらができれば自作のコントローラーというのも十分に可能である。スティックや R2

ボタンの押し込みなどを再現したいのならば、AD（アナログ－デジタル）変換をマスターする必
要があるが、DDR コンのように『押したか，押されていないか』だけを見るようなコントロー
ラーなら問題なく製作できるはずである。

7 最後に
さて、マイコンを手に入れて開発環境を手に入れたあなたは、一端の組み込みソフト開発者と

なった。マイコンに関する資料はネット上にいくらでも出まわっており、それらを見れば本当に
なんでもできる（参考の項に記述してあるので、興味があれば見ていただきたい）。
　マイコンを用いたハード寄りのゲーム（赤外線ガンシューティングゲームだとか、デジタル野球
盤など）とかを考えても良いし、モーターやセンサで駆動するものを作ってニコニコ技◯部などに
投稿してみるのも良いと思う。無論簡単な道のりではないが、可能なのか不可能なのかというと
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全て可能である。
　これにより、ソフトだけではなくハード面でもゲーム開発に活用していただければ、よりゲーム
開発の幅が広がるのではないかと思う。

8 参考
今回この記事を書くにあたり、以下のページを参考とした。

takurobo工作室
http://homepage1.nifty.com/rikiya/

マイコンカーラリー .net ダウンロードページ
http://www.mcr.gr.jp/tech/download/main01.html

ETロボコンではじめるシステム制御
http://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1003/18/news094.html

H8マイコンボードで動作する組み込み OSを自作してみよう！
http://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1103/31/news004.html

日立 16ビットマイクロコンピュータ H8/3048シリーズ　データシート
http://tokyo-ct.net/usr/matsu/learning/h8training/j602093 h83048.pdf
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「窓に板を打ち付ける」という台風対策について調査 

10I 鈴木 龍太 

 まえがきまえがきまえがきまえがき    
 これは先日台風が関東地方へ襲来した際に、ふと筆者が思ったことである。一昔

前の漫画などを見ると、台風が来た時のシーンに於いて登場人物が台風対策として

建物の窓に板を下図のように×印にして打ち付けて貼っている描写を見かけるこ

とがある。 

 

 

 

 

 

 

板を張り終えた後、登場人物は満足気に「これで台風対策はバッチリだ」という

セリフを言う。しかしながら、考えてみると筆者は実際にこのように窓に板を貼っ

ている家を見たことも、またこのように貼ったことがあるという話も聞いたことが

ない。いや、そもそもこれに意味が有るのかという疑問まで湧いてきた。この「対

策」は本当に正しい台風対策と言えるのだろうか？ それとも単に筆者が知らない

だけで実際に行っている所もあるのだろうか？ 筆者なりにこの「対策」について

調査を行い、考察してみることにした。 

調査調査調査調査    
 とりあえず、「台風対策」で Google 検索を行ってみると、このページが一番上の

検索結果として出てきた。 

http://www.city.kaizu.lg.jp/syoubouhonbu/taifuu_taisaku.jsp 

これは岐阜県の海津市という市のサイトの一部で、市民に台風対策について呼びか

けるページの様である。早速このページで窓に板を×印にして打ち付けている図を

発見した。図の下に記述されていた説明によると、これはひび割れや窓枠のガタツ

キ、強風による飛来物への対策とのことである。確かに板を張ることによって強風

にさらされる窓の表面積は減るし、板を外壁と窓枠に密着させるようにして貼れば

窓枠は固定されるだろう。しかし、ここで疑問に思ったのは、実際に強風で窓が割

れたり、窓枠が激しくがたついた末に窓が窓枠ごと外れたりするということは有り

うるのだろうかという事だった。また、飛来物対策としてもこのような中途半端な

貼り方では、大型の飛来物に対してはともかく、小石などの小型の飛来物に対して
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は板で隠しきれていない部分に当たってしまう可能性も否定できないと思う。 

 次の検索結果のページを見てみた。 

http://www.ienakama.com/tips/page/?tid=309 

今度は「家仲間コム」という家のリフォームや修理にかかる費用を見積もるサービ

スを行っているサイトの、「住まいの TIPS」という住まいに関する知識が掲載され

たコーナーの一部である。このページによる情報によると、窓が割れる主な原因は

強風による風圧よりもむしろ飛来物が窓に当たることにあるらしい。また、このペ

ージでは飛来物によって割れたガラスの破片が屋内へ散乱したり、ガラスが割れて

ガラスに穴が開くことで雨風が屋内へ入ってきたりするのを防ぐために防犯フィ

ルムを使用することを推薦していた。 

他にも様々な窓の台風対策が載っているサイトを調べてみたが、その大半が物干

し竿や植木鉢が飛んで行かないように降ろす又は屋内にしまう、雨戸を閉める、ガ

ムテープを内側から貼る、といったことが書かれており、板を貼ることを推奨して

いる又は貼ったことがあると書いてあるようなサイトは殆ど見当たらなかった。 

結論結論結論結論    
結局のところ、板を貼るよりも、保護フィルムやガムテープ等を使用した方がず

っとコストも手間もかからずに済むのだということだろう。確かに、僅かながら板

を貼ったことがあるという体験談や、実際に貼っている画像も見つけることができ

た。しかし、それはかなり昔の話だったり、或いは古い木造建築の建物に於いての

話だったりというケースで、更に×印のようにして貼るのではなく窓をすっかり覆

うようにして貼っている。少なくとも現代の建築技術で作られた建物及びその建物

の窓なら、強風によって窓が割れたり外れたりすることはまず無いことであり、特

に最近は窓に予め保護フィルムが貼られていたり、格子やシャッターがついている

家も少なくないようだ。むしろ板などを貼っていたら、その貼った板が強風によっ

て剥がされて飛ばされてしまうことも考えられるのでかえって危険だろう。 

そもそも、この×印にして板を貼るという絵図は誰が最初に考えたのだろう？ 

昔ですら殆ど実際に行われていたとは思えないものなのに、なぜこのような絵図が

生まれたのか？ それはわからないが、恐らくこれは漫画等にみられる所謂デフォ

ルメ的な表現の一つだと思われる。実際にほっかむりを被っている泥棒や、尖った

メガネを掛けて語尾に「～ザマす。」とつけている教育ママを見かけないのと同様

に、これも漫画特有のデフォルメの一つなのだろうという結論に筆者は達した。 

最後に、この記事を最後まで読んでくださった方々に、今後台風による甚大な被

害に遭うことが無いよう祈る。 
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【検証】電通大の長期休暇は本当に短いのか!?
3I　rinatsu 

電通大の休みは短い!?
　「電通大の夏休みは短い」そう電通大生

は口を揃え言う。他大生がバケーションを

エンジョイしているにもかかわらず、電通

大生は試験期間真っ只中である。例年、長

期休暇前になると揃いも揃って口々に電通

大の休みの短さを愚痴るわけだ。そんな電

通大についに起きてはならない事態が起

こってしまった。今年度の夏休みは8月11

日からである。ここでピンとくる方も居ら

れるかもしれない。そう、あろうことか試

験期間がコミックマーケット初日に被って

しまったのである。この事実に多くの同士

諸君が涙を呑んだことは言うまでもあるま

い。

　▲電通大生にクリスマスイヴは存在しない

はたして本当に短いのか
　さてここで疑問点が残る。たしかに、電

通大の夏休みが始まるのは遅い。だが、他

大学の夏休みは 9月の下旬には終わってい

るような気がする。夏休みの時期が若干ズ

レているだけで夏休みの長さ自体にはさほ

ど違いは無いのではないか。

実際に調べてみよう
　ということで、実際に検証することにし

た。平成23年度の大学の総数は、文部科学

省によると、国公立81校、私立596校の計

763校だそうだ。流石にすべてを調べる気

力は無いため、国立大学25校と私立大学

28校との実態について調査する。私立大学

については十分なサンプル数とは言えない

が、ご了承いただきたい。だって結構大変

なんだもの

一体どこからが「休み」なの……
　実際に調べ始めてみると問題点が浮き彫

りになった。大学によって休暇の定義がば

らばらなのだ。例えば、某大学の場合だと、

夏休みを一斉休業と定義しているため、夏

休みはわずか1週間になってしまう。また、

多くの大学で春季休暇は後学期の間、つま

り、3月末までと定義されている。これで

は4月の上旬は空白の期間となってしまう。

これでは比較のしようが無いため、休暇の

期間を以下のように定めた。

・休暇始めは前学期授業終了日（試験期間 

　も含む）の翌日とする。

・休暇終わりは次学期授業開始日の前日と

　する。

・春季休暇の終わりは今年度の前期授業開

　始日の前日とする。（翌年度の学年暦が

　用意されていないため）
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表 1　国立大学の長期休暇について

大学名 総計

電気通信大学 8/11 9/30 12/25 1/4 2/19 4/5 51 11 46 108

北海道大学 8/4 9/20 12/25 1/6 1/29 4/5 48 13 67 128

東北大学 8/8 9/28 12/25 1/4 2/12 4/5 52 11 53 116

茨城大学 8/8 9/30 12/22 1/6 2/23 4/4 54 16 41 111

筑波大学 7/4 8/31 12/27 1/6 3/10 4/14 59 11 36 111

群馬大学 8/7 9/30 12/22 1/3 2/9 4/4 55 13 55 123

埼玉大学 8/10 9/30 12/22 1/7 2/19 4/5 52 17 46 115

千葉大学 8/8 9/30 12/24 1/5 2/14 4/8 54 13 54 121

東京大学 7/11 9/10 12/25 1/7 2/9 4/8 62 14 59 135

東京外国語大学 8/1 9/30 12/26 1/10 2/20 4/11 61 16 51 128

東京農工大学 7/31 9/30 12/22 1/6 2/2 4/8 62 16 66 144

東京工業大学 8/9 9/30 12/23 1/4 2/16 4/8 53 13 52 118

お茶の水女子大 7/23 9/28 12/26 1/4 2/9 4/11 68 10 62 140

一橋大学 8/1 9/30 12/29 1/6 2/15 4/7 61 9 52 122

横浜国立大学 8/4 9/30 12/24 1/6 2/14 4/6 58 14 52 124

名古屋大学 8/8 9/30 12/28 1/7 2/9 4/13 54 11 64 129

京都大学 8/6 9/30 12/28 1/4 2/6 4/8 56 8 62 126

神戸大学 8/8 9/30 12/25 1/7 2/6 4/6 54 14 60 128

広島大学 8/1 9/30 12/24 1/7 2/12 4/9 61 15 57 133

香川大学 8/3 10/1 12/25 1/7 2/14 4/8 60 14 54 128

愛媛大学 8/7 9/30 12/23 1/7 2/19 4/10 55 16 51 122

九州大学 8/11 9/30 12/26 1/6 2/9 4/9 51 12 60 123

九州工業大学 8/10 9/15 12/24 1/6 2/27 4/6 37 14 39 90

琉球大学 8/10 9/24 12/29 1/6 2/27 4/6 46 9 39 94

鹿児島大学 8/8 9/30 12/29 1/3 2/9 4/11 54 6 62 122

夏季
開始

夏季
終了

冬季
開始

冬季
終了

春季
開始

春季
終了

夏季
合計

冬季
合計

春季
合計
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表 2　私立大学の長期休暇について

大学名

早稲田大学 8/3 9/20 12/23 1/5 2/6 4/5 49

慶応大学 7/30 9/21 12/28 1/5 2/2 4/5 54

上智大学 8/1 9/27 12/23 1/6 2/2 4/11 58

東京理科大学 8/7 9/12 12/25 1/7 1/30 4/8 37

学習院大学 8/1 9/13 12/25 1/7 2/1 4/7 44

明治大学 8/1 9/19 12/25 1/7 2/3 4/9 50

青山学院大学 8/6 9/20 12/25 1/5 2/3 4/6 46

立教大学 8/1 9/22 12/24 1/5 2/5 4/10 53

中央大学 8/8 9/20 12/25 1/4 2/6 4/11 44

法政大学 8/6 9/15 12/25 1/7 2/3 4/9 41

日本大学 8/5 9/19 12/25 1/9 2/3 4/6 46

東洋大学 8/3 9/23 12/28 1/4 2/7 4/8 52

駒澤大学 8/1 9/15 12/27 1/5 1/30 4/8 46

専修大学 8/5 9/20 12/23 1/6 1/31 4/10 47

東京電機大学 8/1 9/9 12/24 1/6 2/1 4/9 40

芝浦工業大学 8/1 9/20 12/25 1/6 1/29 4/8 51

工学院大学 8/1 9/6 12/28 1/6 1/22 4/6 37

国際基督教大学 6/27 9/6 12/25 1/5 3/6 4/10 72

津田塾大学 8/1 9/19 12/22 1/6 1/22 4/6 50

関西学院大額 7/31 9/19 12/24 1/6 1/30 4/9 51

関西大学 8/3 9/20 12/26 1/6 1/31 4/3 49

同志社大学 8/10 9/24 12/25 1/5 2/16 4/6 46

立命館大学 8/3 9/25 12/26 1/6 2/2 4/5 54

京都産業大学 8/8 9/19 12/28 1/6 2/9 4/6 43

近畿大学 8/5 9/13 12/26 1/8 2/7 4/5 40

甲南大学 8/2 9/16 12/25 1/4 2/1 4/5 46

龍谷大学 8/5 9/9 12/26 1/5 1/27 4/8 36

夏季
開始

夏季
終了

冬季
開始

冬季
終了

春季
開始

春季
終了

夏季
合計
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やはり国立大は遅い
　前2ページの表から私立大学と国立大学

とでは休暇の始まる時期に若干の違いがあ

ることがわかる。基本的に国立大学は時期

が私立大学に比べ遅い。そして、電通大は

さらに遅い。

表 3電通大と各平均との比較（時期）

夏季

開始

夏季

終了

春季

開始

春季

終了

電通大 8/11 9/30 2/19 4/5

国立大平均 8/3 9/26 2/14 4/7

私立大平均 8/1 9/17 2/3 4/7

長さについては意外な結果に
　結果を見るに、私立大の休暇は夏季休暇

が短く春季休暇が長い傾向にあるようだ。

国立大は夏季休暇と春季休暇は同じような

長さであることがわかる。そして、電通大

の休暇は短い。正直なところ、私立大の方

がもっと長いと思っていたため、意外な結

果であった。

表 4　電通大と各平均との比較（期間）

夏季

合計

冬季

合計

春季

合計

総計

電通大 51 11 46 111

国立大平均 55.1 12.8 53.6 121.7

私立大平均 47.6 12.7 64.2 125.0

結論として
　国立大と私立大とについては、休暇の時

期に違いはあれど、期間の長さ自体にはさ

ほど違いはない。だが、電通大の休暇は各

平均と比較しても時期が遅い上に期間も短

いことがわかる。電通大の長期休暇の合計

は、私立大の平均と比較して約2週間短い。

1年を通して14日。この差を多いと感じる

かどうかは人それぞれかもしれない。

でも、ちょっと待って
　これでおしまい。としてもよかったのだ

が、何か気に食わない。データから、私立

は8月の頭から夏季休暇の始まるケースが

大半であることがわかった。しかし、私を

飲み会に誘ってきたアイツやソイツは7月

の下旬には夏休みに突入していた覚えがあ

る。どうも納得いかない。彼らの共通点は

私立の文系。これから推測される答えはた

ぶん１つ。彼らはフライングして休暇を開

始しているのではないか。主要科目のほと

んどにテストが課せられる我々に比べ、彼

らはテストが課せられる講義が少ないので

はないか。レポート課題を仕上げて、テス

トが早い段階で終わってしまえば休暇の始

まりというわけである。

おわりに
　こんな馬鹿な記事を読んで下さりありが

とうございます。今回紹介したデータはあ

くまで一例であるので、あまり信用しない

で下さい。

　大学により休暇の長い短いはありますが、

およそ１年の三分の一が休暇という計算に

なります。おそらく定年を迎えるまで、こ

れほど長い休暇が訪れることはないでしょ

う。この自由な時間を大切に。オンライン

ゲームなどは程々にしましょう、まじで。
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　これは当サークルの夏合宿でひそかに行わ
れた東方非想天則と東方花映塚の大会を振り
返った雑記である。

しろにく　　　

　どうも、コンニチワ。上記の大会を主催者を務めさ
せていただいた しろにく と申します。夏合宿の大会
では非想天則８名、花映塚１２名の方が大会に参加
してくれました。
 　この雑記では私しろにくと大会参加者の一部の方
が対談という形でリプレイを見ながら、当日の本戦を
振り返ります。その時に技術的な考察、よりよい戦術
について記していますが、それは私達の独断にすぎ
ません。よって、ベストな選択肢ではないということを
ご了承下さい。
　掲載しているスクリーンショットについては、上海ア
リス幻樂団様、黄昏フロンティア様のガイドラインの
範囲内で使用しております。

両大会共通ルール
・予選はスイスドロー形式（そこまでの勝敗数
が同じ人同士で試合を行う形式）
・3 試合で、取得マッチ数上位 4 名が本戦に進
む
・本戦はトーナメント形式で、準決勝は可能な限
り、予選であたってない人同士で行う

　非想天則大会
大会ルール
・試合ごとにキャラクター、デッキを変更するの
は OK
・キャラクター、ステージ、デッキに制限は無し

書き手紹介
・しろにく：主催者。使用キャラはパチュリー、レ
ミリアなど。優勝
・ルフト：使用キャラは萃香。本戦４位

特殊な記述について
・Ａ,B,C：それぞれ、打撃、弱射撃、強射撃のこ
と。後述のレバー操作と組み合わせることで攻
撃内容が大きく変化する。
・数字：キャラが右を向いている時にどの方向に
レバーを入れるかということ。テンキーの配置と
同じと考えてよい。5 の時は何も入力してない状
態（ニュートラル）なので省略されることが多い。
7  8  9
4（5） 6　←こんな感じ
1  2  3

2A という表記はしゃがみながらの攻撃というこ
とになる。J2A のように、先頭に J がつくと空中
での攻撃という意味になる。また各キャラクター
には「236（波動）」「623（昇竜）」などのレバー操
作と B もしくは C を組み合わせることで出せる
特殊技というものがあるが、記述中では殆ど出
てこない。
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準決勝１
★天子　VS　レミリア☆

　1-2　
しろにく（ 以下　し ）: はい。では早速、ルフト君、
お願いしまーす。
ルフト（以下　ル）: オッス、お願いしまーす。
固め [1] が強い天子とスピードがあるレミリア
の戦いですねー。
し: はい、天子の方はコンボの組み方が上手い
ね。J6B起動でカード無しで 3000ダメージも期
待できる天子特有のコンボ。

▲通称要石コンボ。要石さえあてれば 2000ダメージは確実
に与えられる。上手く行けば 3000越えも。

し: J6C の使い方も牽制になってていいと思い
ます。
ル: 狙った獲物は逃さない J6C がやっぱり優秀。
抜けてカウンターされるのをきっちり防いでくれ
るのはやっぱり大きい。隙も少なめで、グレイズ
狩りはできなくとも攻撃は防げるのは多用でき
る理由じゃないかな。
し: 確かに。さっきの J6Bや 236B と組み合わせ
ることで、良い感じに相手の動きを制限してる
感じです。

し: レミリアの方も見てみましょう。
ル: 牽制がうまいなぁ、と。
し: 俺もそこそこレミリア使うんですけど、デッキ
構成結構変わってるんですよね。スキルカード
だと「シーリングフィア」とか入ってたり。
ル: シーリングフィアは端から離れられるから、
天子相手には強かったりするんじゃないかな？
し: 固め抜けとしては優秀ですねぇ。起き攻めの
「サーヴァントフライヤー」も使い方が上手い
なぁと思われ。

▲相手の後ろに天井から急降下する「シーリングフィア」。
相手のガードの不意をつくこともできるが、失敗すると隙が
大きい。

ル: 間合い調整用のスキカが多いんで、やっぱ
り牽制を強化していく感じ（？）に仕上がってる
よねぇ。
し: うん。対空 [2] からのコンボを殆ど締めまで
持って行ってますね。テンプレ通り…なんです
が、慣れてるなぁ。
ル: B で牽制して、詰められそうならダッシュで
詰めてめくり [3]  を狙っていく、っていう感じでう
まく試合運んで行ってるよね。
し: レミリアの基本の戦術だね。B メインで近づく
時はめくりってのは。
ル: こういう時ならこうするっていうシチュエー
ションがうまく機能している感じ。
し: まぁレミリアのめくりは壊れてるとはよく言わ
れるけどね。
ル: ｗｗｗ
し: よく使うキャラだけど、正直ネット対戦であた
ると嬉しくないです。

[1]固め:ガードに徹する相手のゲージを射撃等で減らすこと。
[2]対空:相手が空中にいる時はガードされない攻撃のこと。
[3]めくり：相手の後ろ側に飛んで攻撃すること。ガード崩す役割。
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し: で、試合の最後のスペルの撃ち合い。これ

が、この試合の、いやこの大会の一番
の見所なんじゃないかなぁと思っティタリ。

▲スペルカードの撃ち合い。実際に見てた時は何が起こっ
たのか理解できなかった。

ル: 相打ちだったから体力差で勝負ついた
ねぇーｗ
し: どっちにもダメージ入るとは思わなかった
なぁ。
ル: 天子側はこれで少しでも削りたい。
レミリア側は打ってみたら当たるかも。
って感じだったんじゃないかなぁ。
し: いい感じの駆け引きになったね。

[4]グレイズ:ダッシュ。相手の射撃に当たらず移動できる。
[5]グレイズ狩り:グレイズしてきた相手を打撃で迎撃すること。
[6]衣玖さんの J2A:判定が異常にでかい。

準決勝 2
☆パチュリー　VS　　　萃香★　

　2-0　
し: これは俺とルフト君ですね。
ル: 僕の苦手なパチュリーで攻めてくるとか鬼畜。
し: キャラの相性だと萃香＞パチェって気がする
けどなぁ……。萃香の６Ｂは早い早い。
ル: 見てから６Ｃで簡単に反確だから、まーつま
らんｗ
ル: 単純に僕の力不足なんだけどね……。
し: 撃ち合いなら勝てるけど、急に使われると辛
いなぁ
し: ダメージも大きいけどそこから追撃されるこ
とも十分あるわけで。

▲射撃ゲーみたいになってしまった準決勝２。

ル: 攻めのタイミングが完全に読まれてるわぁ
……。
し: ルフト君とは何回もやってるからね（ｷﾘ
飛んでる時に６Ｃ撃てばだいたいあたる。
ル: むきになって攻めちゃうからね、しょうがない
ね。
中遠での射撃だと元鬼玉か６ B くらいしかない
からそれに勝てる射撃来ると負ける。
し: そこでグレイズ [4] ですよぉ。
ル: パチェの画面占有量が多すぎて、攻撃しよ
うとして食らうってのはままあった。
し: 射撃は強いけど打撃はそうでもないから、グ
レイズして近づいてＪ２Ａが安定かな。パチェは
グレイズ狩り [5] もそこまで強くはないから。
ル: Ｊ２Ａ当てられんｗ衣玖さんのならﾊﾞﾝﾊﾞﾝ当
たるんだけど……。
し: Ｊ２Ａの使える萃香はかっこいいよ。あと、衣
玖さんはチート [6] すぎ（笑）
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決勝
☆レミリア　VS　レミリア★　

　2-0　
し: レミリアのミラーマッチということで。
ル: レミリアミラー戦。
ル: 予選では僕が（準決１のレミリアに）勝った
んだよね……。
し: まじで？！
ル: だからしろにくと僕になったんでしょ。
し: あぁそうか。
ル: しろにくストレート勝ちしよるし……。
し: 「デーモンロードアロー」で不意を付かれたり
で結構苦戦したけどね。
ル: 黒レミ [7] が早すぎて白レミが追い付けてな
かった感じ。
何よりも早さが足りないっ！　レミリアには吹っ
飛ばす技が少ないから間合い詰められると途
端に弱くなってるよね。
し: 攻められる前に攻める系だからね。レミリア
同士だとその駆け引きも見所だね。

▲レミリア同士の決勝戦。

し: デッキを見てみようか。準決１の時も言った
けど結構俺と違うカード入れてるんだよねー。
「バッドレディスクランブル」とか。準決しめたや
つー。

ル: 準決の決め手って不夜城じゃなかったっけ。
し: バッドレディスクランブル。
ル: へ、へー……知らなかった……。
し: 壁に張り付いて急降下する奴だね。デーモ
ンロードアローの強化版。
ル: あ、ほんとだ。

し: 急に使われるとガードが追いつかなかったり
するね
ル: 僕だったら、初めて見るカード使うなよ！ 
って怒ってるところだ。
し: 全キャラ全カードを把握しないと Phantasm
スレ [7] は遠い……。
ル: せやな（EASY
し: うん（NORMAL
ル: 見てるとやっぱり白レミの方がカードは使っ
てるなって。
し: えー俺は。
ル: スキカ重視してるようだからどんどん使って
回して行ってる。

し: 自分のデッキでおすすめしたいのが「ヴァン
パイアキス」。
ル: 目の保養用スキカ。

▲ぶちゅー

し: 相手の固めに撃つことでガード不可の体力
吸収だからね、半分ネタ半分実用。
ル: 吸収効果知らなかった。
し: あんまりやると避けられるけど最初の一回く
らいはなかなか避けられない。
し: ４枚入れようか迷ってる。
ル: それくらいがいいんじゃないかな。

[7]黒レミリア:黒い方がしろにく。
[8]Phantasmスレ:したらば掲示板の対戦募集スレッドで一番上のラ
ンクの人たちの集まり。Easy、Normalは全７ランク中それぞれ下か
ら２，３番目。
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大会を振り返って
し: ルフト君は最終的には４位でしたけどどうで
した？
ル: 全勝したはずなのに準決ストレート負け。爆
ﾜﾛ。予選最終章で最後の集中力使った。
し: １年生が思いの外強かったよね。
ル: まぁたったの一年しか違わないわけだし…
…。
し: そうだけど、そのおかげで大会も盛り上がっ
たし。
ル: 予選最終章と準決 1 が盛り上がったね。そ
れ以降はストレート負け二つだからなんとも…
…。
し: それ以上いけない。

し: 今回キーボーダーいたね。天則のキーボー
ダーは初めて見た。
ル: 僕の友人がキーボーダーだったね。
ル: Shiftをダッシュにすれば行けるって言って
たけど、僕には理解できない世界だった。
し: ボタン数多いしね。
ル: コマンドが一番つらい。よく妖夢でホイホイ
スキル出してたもんだ……。
し: うへぇ。

黄昏フロンティアと弾幕アクションの今後について

し: 夏コミで新作出ましたけど、パズル [9] でし
たね。弾幕アクションを期待してたけど・・・。
ル: 天則が 12.3 で今が 13？まだ早いんじゃな
いかなぁ。
し: 冬コミに期待ですね。
ル: もう 2 作くらい後にならキャラ増えていいん
じゃないかなぁ。
し: じゃあ、どんなゲームになってると思う？
ル: え、いつもと変わらないのがいいと思う、
よ？
し: 新キャラとか。布都ちゃんとか出そう。
ル: 布都ちゃんは攻撃の仕方いまいちわからん
のよね。
し: 小町みたいになりそう。
ル: 華仙が出ていいんじゃないかって。ロケット
パンチできるし。

し: 人気だし出てもおかしくないだろうねー。

し: じゃあ最後に次回作への要望を書いて締め
ますか。

ル: 衣玖さんにグレイズ攻撃を。
し: リリーホワイトだしてくださ
い！！！
し: おつかれさまでしたー。
ル: おつおつ。

[9]パズル:「古明地さとりの情操教育」のこと。まだ買ってない…。

追記：東方心綺楼っていう新作発表されました
ねー。わーい。
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花映塚大会
大会ルール
・試合ごとにキャラクターを変更するのは OK
・キャラクター、ステージに制限は無し
・難易度 Normal、初期ライフ５

書き手紹介
・しろにく：主催者。霊夢を使用。予選落ち
・てんぷれ：魔理沙を使用。本戦３位
・五目：ミスティアを使用。本戦 4 位

決勝
★メディスン　VS　　　妖夢☆　

　1-2　
しろにく（ 以下 し ）: はい、いきなり決勝 [10] で
すね。
てんぷれ（ 以下 て ）: 決勝ですね。
し: 五目君とてんぷれ君お願いしますー。
五目( 以下　五  ): どうもー。
て: どもども。

▲1 マッチ目の試合時間は 3分にも及んだ。ライフが無くな
りそうになっても、お互いにしぶとく避ける粘り強さを見せた。

し: ここまで来ると二人共結構粘ってますね。2
分たっても殆ど被弾していない。
て: 決勝に残ったキャラが２強の霊夢と魔理沙
じゃないというのも面白いですね。
し: てんぷれ君は魔理沙使ってましたね（苦笑
五: 毒はうざいよね。身を持って体験したからわ
かる。
し: あー準決勝で五目とやったんだっけー。

▲行動制限系妨害として優秀なメディスンの毒。直接的な
ダメージはないものの、数が多いと他の弾幕を避けるのが
困難になる。

て: 毒は範囲が非常に広いのが辛いですね…
…。
五: 消せないし。
し: 幽香といい行動制限系は強いなー。

五: 避け方が本当にキーボードだよね、メディス
ンの方。
て: 対する妖夢は……ホント妖夢らしい動きして
るなぁｗ
し: 弾幕を切れるのは大きい。毒は切れないけ
ど。

▲黒いうねうねと直角に降り注ぐ妖夢の妨害弾幕。これも
行動制限系と言えるかもしれない。

[10]いきなり決勝:決勝以外のリプレイ殆ど無くした＼(^o^)／
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し: 妖夢といえば妨害が地味に強いと言われて
るけど、これも行動制限みたいなもんなのか
なー？
て: 当たり判定地味に大きいしね、大量にばら
まければ十分制限できるだろう。
五: 結構長く残るし、見辛いし。
し: C ２ [11] と組み合わせることで、なかなか厄
介なものになってる。
て: 正直苦手、当たりたくはない。
五: ボスアタックとかボムの使い方が上手いの
よねー。あんな風にいかない。
五: （ガチ避け派）
し: まぁ花映塚あまりやらない人はそうなるね。
他やりこんでると特に。
五: 何かマックスまで溜めたくなる（

し: 2 マッチ目以降は互いに被弾のペースが早く
なってるから、試合の展開も早くなってるねー。
ランクこわい。
て: 2 マッチ目を見てて気がついたけどメディス
ンの毒は動きの制限もあるけど視覚の制限も
強いよね、実際毒に突っ込んだら何かに当たっ
て被弾したようなシーンがあったし。
五: 毒のせいで霊がすっごく見辛くなってるね。

▲花映塚で画面が弾で埋め尽くされて被弾するのはよくあ
ることだが、メディスンの毒は視覚的妨害にも一役買ってい
る。

し: 斬れるのが妖夢の強みだけど、毒で動けな
いところに弾がたくさん来ちゃあ詰んじゃうから
ね。

し: さて、お二人は準決勝でこの決勝の人達と
あたってるんでしたね。実際に戦ってみた感じと
か教えて欲しいな。五目君から。

五: そーですね、正直な所「毒がうざい」に尽き
る w
し: ほんとそればっかだなｗ
五: だって本当だもん（
五: まあそれはそれとして、まあ非常にいやらし
い相手でしたね。うん。
し: 五目はミスティア使ってたねー。
五: お気に入りなんでしょうかねー（他人事
五: まあ、シンプルで、いいよ。
し: シンプルとな。
五: 相手にしていてうざいってよく言われるけど、
てんぷれくんはどう感じた？
て: うざい（真顔
し: 3 位決定戦ではてんぷれ君が勝ってたけど
ねー。
て: 実際、あの玉置いていく EXは軌道が読み
にくいので事故りそうで怖いったらありゃしない。
五: そっちの魔理沙は、まあ、言うまでもないか
（
し: 俺も魔理沙とはやりたくないね。霊夢使って
る立場から言うけど（
五: 自分のリプレイ見てたけど、半分くらいは
レーザーで落ちてるね。

し: じゃあてんぷれ君は妖夢の相手してどうだっ
た？やっぱり妨害がつらい？
て: 辛い。何個も置かれると実質的に行動制限
になるし、ボスアタック中とかだと間隔狭いナイ
フ弾と組み合わさって非常に手強い。
て: 何かストレートで負けてた気がしないでもな
いし（遠い目
し: じゃあ打倒妖夢ってことで練習してもらいた
いですね。次の大会に向けて。

[11]C2:チャージ 2段階攻撃のこと。
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大会を振り返って
し: いやー俺は予選で 1回しか勝てなかったん
だよねー。やっぱり 1年生強いなー（デジャブ
て: 実際一年生に優勝持っていかれたしね、強
い。

※花映塚の優勝と非想天則の準優勝は同一人物

五: この先が楽しみですね。
し: 練習しなきゃなー（遠目

花映塚２があるとしたら
し: なんかシステムが複雑になってそう。
五: 誰がリストラされるのか（
て: リストラ枠は……見えてるな。
し: リリーホワイトは妨害役として必要ですね。
間違いない。

▲ボスアタック中にリリーホワイトが出てきた時のブーイン
グのされっぷりと言ったら、もう……。ゆるさにーみるみる。

し: 弾幕アクションといいそろそろ出るんじゃな
いかなーとは言われてますけども。
て: 花映塚では開花宣言のシステムがあまり有
効活用できるものじゃなかったからそういう戦略
的な事が出来るようになると面白いかも。
し: ステージごとに、戦い方を変えたりとかでき
たら。
五: 対戦型シューティングって本当に見なくなっ
た気がする（自分が知らないだけ？
し: キャッチ・ザ・ハート！ [12]

し: じゃあ次回作への要望を。

て: レザマリがあればそれでい
い。　

あ、あとレミリア欲しいなーとか。

五: みすちー（略　

し: 全キャラクリアでリリーホワ
イト自機化！！

し: おつかれさまでしたー。
て: ほいほい、お疲れ様でした。
五: お疲れさまー。

[12]キャッチ・ザ・ハート:ﾀｲﾄｫ……（小声）。おそらく花映塚の元と
なった気がしなくもないティンクルスタースプライツというゲームがタ
イトーから出てたり。
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シリーズ系のゲームのおすすめ

　　　　 　　　'11S チムチム（真名）

　シリーズ系で手が出しにくいゲームの紹介をざっくりします。この記事を見てやっ

てみようと思う方が増えれば幸いです。

アクション系（アクション RPG 含む）

・鬼武者シリーズ(1、2、3、新)

　アクションが好きな人向け。敵をザックザック切る爽快感が素晴らしいゲーム。技

を使って俺つえーを感じることができます。このシリーズは全部PS2です。

・キングダムハーツシリーズ(1、2、3D、COM、358/2、BBS)

　1、2はFM（ファイナルミックス）という北米版が発売されています。FMは音声が

英語ですがシステムが強化されたり、ボスの数が増えたり、たくさんの要素が追加さ

れています。キャラクターの声を楽しみたいのなら両方プレイすることを勧めます。

1、2のFMと COM（チェインオブメモリーズ）はPS2ですがHD版がPS3で発売されま

す。3D(ドリームドロップディスタンス)は3DS。358/2は DSで発売されています。

BBS(バースバイスリープ)はPSPです。キングダムハーツはすべての作品がつながっ

ているので全部プレイすることをお勧めします。ただ剣で攻撃するだけでなく、魔法

を使ったり、召喚したりと、様々な組み合わせによって戦術を編むことができます。

空に舞いながら戦うことができるので、アクションの中でもかなり自由に戦うことが

できるゲームです。アクションゲーム好きにはたまらない作品だと思います。おすす

めの順番は1→COM→2→358/2→BBS→3Dです。

・.hack シリーズ(無印 1、2、3、4 、G.U.Vol1、2、3 、Link)

　無印のほうはストーリーを楽しむゲームと言っても過言ではないです。筆者はス

トーリーを楽しみましたが戦いの方は作業ゲーに近いものを感じました。無印は1～4

まであり、1作品クリアに20時間以上かかり、かなりのボリュームがあります。G.U.

は無印の後の物語でこれも1作品のクリアには20時間以上かかります。しかし、無印

とはシステムが大幅に変わり、まさにアクションRPGだと感じられます。ストーリー
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もさらに凝っており、衝撃の事実や無印との関係など楽しめる要素が盛りだくさんで

す。Vol.1～3の 3部作で長いように感じられますがアクション要素のおかげで意外と

早く終わってしまうように感じられるかもしれません。実際私は思ったより早く終

わってしまったように感じられました。.hack//Linkという作品も出ています。これ

は.hackシリーズのキャラをたくさん出していますが、システムがまるっきり変わり、

PSPだということもあるのでG.U.ほど楽しめないと思います。シリーズを極めようと

いう人はやりましょう。.hackはアニメ、小説、漫画、映画などたくさんのメディア

に展開されています。物語のほとんどがそれらにつながっているので、物語をより深

く知りたい方にはそちらにも手を出していただきたいです。

・メタルギアシリーズ(1、2、 ソリッド 1、2、3、4 、ポータブル

OPS、PW)

　どれも最高！ やりましょう！ とにかくやりましょう！ 全部やりましょう！ どれ

も1作品20時間ほどかかります。1、2はMSX2ですがメタルギアソリッド3の同梱版

にPS2でプレイできるものがついています。このシリーズはPS3と PSPがあれば全部

できます。銃や爆弾などを駆使して任務を成功させるゲームです。頑張れば敵に見つ

からずにクリアすることができます。おススメの順番は1→2→ソリッド

1→2→3→4→ポータブルOPS→PWです。

　スピンオフ作品としてPSPにメタルギアアシッドというゲームがありますが本編と

はほとんど関わってこないのでやらなくても大丈夫です。ゲームシステムもアクショ

ンではなくタクティカルカードゲームでメタルギアソリッドらしさはありません。

・デモンズソウル、ダークソウル

　死にゲーです。主人公が短剣、剣、斧、槍、槌、弓矢、呪術、奇跡、魔法などを駆

使して敵を倒して行くゲームです。1週目は数分に1回は死に、クリアまでに100回

は死ぬでしょう。何度も死んで徐々に対策を練って先に進むゲームでもあります。

　デモンズソウルはエリアごとに区分されているので、道に迷うことはあまりありま

せん。エリアを進んでボスを倒します。ロードは最初に行うのでエリアに入った後は

するする動きます。敵をザックザック切って進みます。モンスターハンターに近いシ

ステムです。また、オンライン協力プレイが可能です。仲間を召喚してボスを倒した

らさようならという風に後腐れもなくさっぱりしています。グラフィックがかなり良

く、ボスの圧倒感が凄まじいです。
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　ダークソウルではフィールド間はシームレスにつながっているので、遠くに見える

砦や城壁にも歩いていくことができ、かなり広大です。しかし手持ちマップは無いた

め、初めてのプレイでは迷います。こちらはデモンズソウルの次回作で様々な要素が

加わっています。特に武器や防具、アイテムの種類がかなり増えました。今作でも他

のプレイヤーと協力してボスと戦うことができます。また、ほかのプレイヤーが侵入

してきてプレイヤーを殺しに来ることもあります。クリアしても敵が強くなって2周

目が始まります。2周目、3周目を繰り返すことによって自分のキャラクターをより

強くすることができます。

ADV+その他

・ひぐらしのなく頃に(PC、DS、PS2)

　原作は同人サークル「07th Expansion」のコンピュータゲーム作品です。DS、PS2

に移植され、フルボイス（DSは一部ボイスなし）で楽しめます。PC版（原作）には

ない物語がDS、PS2版には追加されています。ただし、シナリオライターが原作者と

違うので若干矛盾点があるかもしれません。本作品は人口２千人にも満たない架空の

村、「雛見沢村」を舞台に数年前から始まる連続怪死・失踪事件をを扱ったミステ

リー作品です。出題編４編、解答編４編で構成されています。

・うみねこのなく頃に(PC、PSP、PS3)

　「07th Expansion」の「ひぐらしのなく頃に」の次回作。こちらもPSP、PS3に移植

されています。こちらは「ひぐらしのなく頃に」と違って移植されても追加された物

語はありません。こちらのストーリーは EPごとに区切られています。1EPおよそ10

時間で終わります。ストーリーは大富豪の右代宮家が所有する「六軒島」を舞台に年

に1度の親族会議が行われ、当家の親族が集結します。目的は「当主死亡後の財産分

割」が議題の話し合いです。突如島が台風によって外部から隔絶され、島全体が密室

状態になってしまいます。そして連続殺人、大量殺人、猟奇殺人が起こってしまいま

す。物語が進むごとに犯人は魔女であると親族は信じ始めます。EP1でサスペンスホ

ラーの物語が進みますが、EP2からは敵（魔女）と論議しながら物語の真相に近づい

て行きます。選択肢はなく、さくさくストーリーは進みます。EP8にだけ選択肢が存

在します。
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・パワプロクンポケットシリーズ(1～14、ダッシュ)

　野球ゲームですがサクセス（パワプロクンシリーズの選手育成のモード）では ADV

要素が強く存在します。1、2は当初 GBCですが後にGBAに移植されました。3～7が

GBAで、8～14が DSです。14まででストーリーは完結しています。正直 1からやるの

は辛いと思います。10からは超能力者が出現して14でキレイに物語が終えるので、

今からやろうという人は10からやり始めると良いと思います。キャラクターを育成

するだけでなく、彼女候補それぞれの物語を楽しんだり、裏社会の秘密に迫って行く

楽しさがあります。主人公は小学生から高校生、プロ野球選手、風来坊まで様々です。

パワプロクンポケットシリーズの注意点は死の描写が多すぎることです。人によって

はトラウマになるかもしれません。（BADENDの例：主人公が甲子園で優勝しなければ

彼女が自分の目の前で自殺してしまうルート。戦いに敗れて彼女が敵に捕まり、脳だ

けにされて苦しみ続けてしまうルート。彼女と一緒に生活しているが彼女が AIに

なっていることに気づかず生活をするルート。彼女の精神が崩壊してしまうルー

ト。）

パワプロクンポケットには裏サクセスが存在します。上記は表サクセスの説明になり

ます。表サクセスでは野球をしますが、裏サクセスでは表サクセスとまったく違い、

戦国や海洋、宇宙を舞台としたＲＰＧやミニゲームが展開されています。表サクセス

で登場した人物が名前を変えて裏サクセスにも登場します。キャラクター1人1人に

ストーリー、イベントがあり、かなり楽しめるでしょう。

終わりに
　私が今回ゲームを軽く紹介したのは同志の増加を企てたからです。つまり読んだ人

には是非やってほしいです。逆転裁判シリーズもおもしろいからオススメです（ペー

ジが足りなくて詳しく紹介できない）。.hack、ひぐらし、うみねこはゲームだけで

なく小説や漫画、アニメ、ドラマ CDなどたくさんのメディアに広がっているのでそ

ちらにも手を出してもらえると嬉しいです。ゲーム最高、ゲームこそ至高。

記事疲れたよｳﾜｧｧｧｧｧｧヽ(`Д´)ﾉｧｧｧｧｧｧﾝ!
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'11S石垣 翔平

はじめに 

 あなたは、生まれ故郷の文化や行事について調べたり、参加したりしたこ

とはあるだろうか。地元をあまり知らないことで、あなたは大きな損をして

いるかもしれない。この記事をきっかけに、あなたが地元に対して興味を深

めてくれれば幸いである。 

脚折雨乞とは 

 この行事は、私の地元、埼玉県鶴ヶ島市で行われている古くからの伝統行

事であり、国の無形民俗文化財に指定されている。4年に一度、オリンピッ

クと同じ年に行われており、今年は 8月 5日に行われた。では具体的に何を

するのか。火でも焚いてお祈りをするのか？ いやいや。 

 

 

 

 

 

 

 

     図１ 龍神     図２ 白鬚神社 

 この「龍神」（図１）が街中を練り歩くのである。全長約 40メートルの巨

大な龍のオブジェが、屈強な担ぎ手によって運ばれていく。白鬚 (しらひげ）

神社から出発し、約二時間かけて雷電池（かんだちがいけ）まで移動する。

一般道も通行止めになり、道路の真ん中を龍神が進む異様な光景を見せる。 

 池に着くと、「雨降れたんじゃく、ここに懸かれ黒雲」と叫びながら周囲

を回る。凄まじいのはクライマックスで、なんとこの龍神を解体してしまう

のだ。解体された龍神は天へと上り、雨を降らせるという。 

歴史 

 資料によると、江戸末期～明治時代から記録が残っている。 
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雷電池のほとりの脚折雷電社で雨乞いをすると、必ず雨が降ったが、寛永の頃 

に池を縮めて田を作ったため、いつしか池に住んでいた大蛇がいなくなり、雨 

が降らなくなってしまった。そこで、板倉雷電社の水を持ち帰り、降雨祈願を 

すると、たちまち雨が降り始めた。(1) 

とある。その後、昭和 39年以降行われなくなったものの、「脚折雨乞行事保

存会」が結成され、昭和 51年から再び執り行われるようになった。 

かみがバラバラになった訳 

 この行事で作られる龍神は、作成段階だと「龍蛇」という呼称だが、出発

前のお祓いにより「龍神」となる。つまりは「神」を模した存在となるのだ。

それを何故、最後に解体してしまうのだろう。 

 龍神とは雨や水を司る存在、荒ぶる自然の神である。それを怒らせれば、

怒りの豪雨が降ると想像がつく。つまり、普通の方法で雨が降らないなら、

神を怒らせてでも雨を降らしてやる、という苦肉の思いがあったのではない

か。そこで、龍神を模したものを作って龍神の気を引き、それを破壊するこ

とで、あえて龍神を怒らせていたのではないか、と考えられる。（龍神が棲

む池を汚すことで龍神を怒らせる、という説明もある）(2) 

 ちなみに、解体された龍神の破片（主にワラや紙細工）は担ぎ手が持ち帰

る。龍神の頭の上の宝珠や、目を手に入れた人は幸せになれるらしい。 

おわりに 

 今年の脚折雨乞は、出発の儀式には立ち会ったが、体調の問題から池での

龍神昇天は見ることが出来なかった。それでも、若者からお年寄りまでが一

体となって楽しんでいる様子は、とても印象深かった。 

 雨乞いの要素は鳴りを潜め、お祭りとしてのイメージが強まってはいるが、

あえて「雨乞い祭り」としないのは、古くからの文化や当時の人々の苦悩を

くみ取り、継承するという意味でも重要なのだと思われる。 

 こんな大層な行事がなくとも、地元をぶらりと歩いてみれば、行ったこと

のない道や建物、イベントなどは必ずあるはずである。たまにはそんな地元

文化に目を向けてみるのはいかがだろうか。 

 

  (1)脚折雨乞のパンフレットより抜粋 

  (2)ダイドードリンコ日本の祭り 2012 インタビューより 

http://www.dydo-matsuri.com/list/suneoriamagoi/index.html 
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0. 戦いは突然に
　―10/15の夜　調布、「中華料理 食神 餃子王」（以下「食神」）にて。

　

　　「今回の会誌、（身体を張った）ネタ記事少なくね？」と、誰かが言ったのが始まりだった。

　　「まぁ、そうだけどさぁ……ページ数確定の〆切（10/19）まで後4日しかないじゃん」

　　「さすがに今からじゃネタも出ないよ」

　　「センスある文章も書けないしなぁ」

　　「あ、でも一度この食神でやってみたいよね！　注文するメニューが被ったらアウトなヤツ」

　　「で、被ったら辛口（※1）になると（笑）」

　　  …………。

X68食神の会
  主催：mochi
  文責：purin,mochi
  編集：ひろき

※この記事は、70%の事実と20%の編集と10%のうろ覚えによって構成されています。

「「それだ！！」」」
　　「じゃ、じゃあいつやる？」

　　「ええい、時間ないから明日やろう明日！　明日休み（※2）だし！ 」

　　「明日かぁ……夜なら大丈夫かな、19時以降なら」

　　「じゃあ、余裕を持って明日19時30分に集合で」

　　「一応、誰が主催か決めとこうか」

　　「誰もやらないんだったら俺やるよ」

　　「よっしゃ！　任せた！　あ、8人か9人でやりたいから主催はもう3人ほど集めといてね」

　　「…………え？」

　　こうして夜は更けていった……。　

1. 不安な幕開け
　　　　―色々あって（※3）10/16　20時、「食神」にて。

　　

　　今回、参加するメンバーは次の7名である。　

　※1 辛口：食神の辛口はちょっとした冒険心で注文するには大変危険な代物であり、特徴として「赤くなる」「元から赤いモノは

  　　黒くなる」「水気が減る」「においでむせる」などといった現象が発生する。ちなみに甘口も存在した（砂糖が入る）。

　※2 明日休み：本当は明日(10/16)は体育祭なのだが、2年以上は任意出場申請制なので大多数の電通生が休みとしてしか認識し

　　　ていない。また、休みだと知らずに授業に来て誰もいない教室にうろたえる学生もいるとか。

　※3 色々あって：結局、主催が人を集められなくて7人でやることになったり主催が30分以上遅刻したりしたが些細なことである。

　　　前日まで38度の熱出しながら研究室で徹夜していた人間が主催になったのがそもそもの間違いだった。(震え声)　

餃

：という訳で第1回食神ドラフトを開催します！

：わー（棒）　

　　mochi

　　一同　

第
一
回 センバツ

ドラフト
食神
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 　・mochi

　　　今回の主催。食神歴も長く、昔は果敢に辛口メニューにも挑んだりしていた。

　　　好きなメニューは7番定食、土曜14番定食、豚角煮かけごはんなど。

　　　今回は本対決3日前に熱でぶっ倒れ体中の孔という孔から色んな物を噴出していた後で、

　　　前日に治りきらずに研究室で徹夜してから参戦しているため色んな意味で死にかけている。

　　　しかし、それを「なあに、コレくらいのハンデがなきゃつまらんだろ？」

      と軽く流す色んな意味で見習っちゃいけない人。ちなみにアイマス始めました！！！

　　・ひろき

　　　X68の重鎮ともいえるプログラマ。部のサーバーを管理してたりする。(跡継ぎ募集中！！)

　　　食神歴も長いが、辛いものは基本的に苦手(の割には挑戦頻度は高めなのだが)。

　　　ここ最近忙しいにも関わらずいろいろなことに協力してくれているため、

　　　積んでる3DSのソフトがなかなか消化できないでいる。

　　　また、mochi達と「どうか俺達の妹をもらってください」同盟を結成しており、

　　　日夜「妹欲しい」とかおっしゃる奴らに熱烈なアタックを仕掛けている。(絶賛募集中！！)

　　・Saltian

　　　今年のプログラミング班講座長。普段は食神にあまり来ない。もちろん辛いものも不得意。

　　　たまたま今日は昼からのカラオケに参加していたので、

　　　「観戦するだけでいいからおいでよ！」などの言葉巧みな誘導に乗せてしまった。

　　　食神の辛口の恐怖を、まだ彼は知らない……。つーか知りたくないです。(本人談)

　　　モチロン次回モ呼ビマスカラネ･･････コンゴトモヨロシク

　　・semmel

　　　今回のダークホース。日常的に食神に来て、普通に辛口を食べている猛者。

　　　好きなメニューは2番定食（辛口）。

　　　人狼で言うところの狂人枠で参戦しており、積極的に辛口を狙っていく姿勢とのこと。

　　　果たしてどんな番狂わせが起きるのか。誰が彼の餌食になるのか。

　　　そして彼の単位は大丈夫なのか。彼の戦いは常に辛口の外で起きている･･･････。

　　・purin

　　　プリンはプリンでも食用にあらず。X68における時間遡行者(≒留年生)の一人であり、

　　　同じ時間(≒学年)を何度も巡り、たった一つの出口(≒卒業)を探っている。

　　　このたびようやくワルプルギスの夜(≒夜間に行われる物理実験の再履)を倒したため、

　　　新たな時間の流れに身を置くこととなった。なおソウルジェムは濁りかけている模様。

　　　好きなメニューは今日のおすすめ！

　　　一年生の頃からミスコン（※4）に参加し続けはやN年……去年は準優勝まで漕ぎ着けた。

　　　今年は優勝だっ！！！

　　・空星

　　　今年の音班講座長。食神には結構な頻度で来ている。

　　　好きなメニューは「5番小辛山椒少し」と細かい指定をする玄人（面倒くさい人）。

　　　ミスコンにおけるX68プロのプロデューサーであり皆からの信頼を一身に集める人格者。

　　　最近ついに本家アイマスでもプロデューサーデビューを果たしmochi宅に入り浸る。

　　　ちなみにやよいPで、YESロリータNOタッチを標榜する紳士である。必殺技はｪｧぺろぺろ。

　　・朧豆腐

　　　ナチュラルに辛口を食す猛者その２。彼もまた、辛口を狙うダークホースとなるか！？

　　　しかし、彼もまた風邪を引いているため今回の挑戦は死と隣り合わせの戦いである。

　　　(mochiより：体調不良のときに辛口を頼むのはやめましょう。どうなっても知りません)

　　　好きなメニューは水煮（※5）と水煮白身魚。

　　　5番定食辛口6分30秒完食の記録持ってたりしている。最高記録は知らないが。　

　※4 ミスコン：調府祭3日目（今年は11/25）に行われるステージイベント。電通大のミスコンは普通の大学のミスコンと違って、

　　　男性が女装してパフォーマンスを行うイベントである（出場資格に「男であること」と明記されている。）。個人だけでなく

　　　団体でも参加できるイベントなので、見た目だけでなくステージパフォーマンスのクオリティで勝負をする団体もあったりし

　　　て多彩なことも魅力である。なお、昨年は准教授が優勝した（動画は探せば見つかるので興味がある方はどうぞ（笑））。

　※5 水煮：正式名称は「水煮牛肉」、牛肉や野菜を唐辛子などのスパイスで煮込んだものと思われる。メニューに「最もしびれ、

　　　最も辛い」と明記されており、壁に貼ってあるメニューもコレだけ赤い。それの辛口ともなると……　

<メンバー紹介>
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　　①選択するメニューは580円定食を用いる（1番～8番）。

　　②10分の情報戦タイムを設け、その時間内に巧みな言葉を駆使してメニューを決める。

　　③決まったら注文するメニューを前もって渡されたカードに書き込み、円卓上に裏向きに置く。

　　④全員がカードを提出したら一斉に開示を行い、被った者が居た場合辛口になる。

　　⑤その後8面ダイスを振り、出た目の番号のメニューを注文している人のメニューも辛口になる。

<ルール説明>

<メニューリスト>

１番 - 麻婆豆腐

２番 - 豆腐のうま煮

３番 - 肉野菜炒め

４番 - 豚肉とザーサイの細切り炒め

ど安定の１番。普通に辛くて美味しい。しかし辛口は地獄。

その危険度は例えるならば、

「回復してくれないルビカンテ様」とでも言おうか。

食神定食の中でも定番であり、

たびたび「久々に食神来たから１番頼もう」

などと指名される定番オブ定番メニューである。

食神で注文に迷ったら１番を頼めばよいだろう。
なお食べ方とスプーンの使い方で度々論争が起きる。

問題の２番。普通に頼めば全然辛くない料理である。

むしろ少しでも辛味成分が入ると辛さにブレが生じてしまう

食神では実は初心者に最も薦めやすいメニューの１つ。

これを辛口にした場合の１番との違いは

たしか豆板醤の有無だったように記憶している。(うろ覚え)

実際に辛口にするとどろっとした赤黒いゲル状物質に満ちた、

触れると即死しそうなメニューに早変わりする。

１番よりも危険と言われ、辛口常連の人間も納得のうまさ？

食神の中でもおそらく屈指の人気メニュー。

ある悲しい事件により休みになった食神が再開した日に

売り切れたという事実からもその人気が窺い知れる。

それだけ野菜を取りたい人が多いという事なのだろうか。

ほんの少し辛くしてもらうととっても美味しいのだが、

かつて辛口に対する基準が曖昧な頃は注文するたびに

辛さが変わったため注文を渋る者も多かった。

ガチの辛口にしても他に比べて危険度は低いと思われる。

辛くないメニュー第３弾。実はかなりの安定メニュー。

しかしザーサイが敬遠されるのか、色合いが地味なのか、

味付けが割と独特だからなのか、他の定食と比べると

あまり頼まれないイメージがある。(少なくともX68では)

だが一部の人から熱狂的な支持を受けているようで、

主犯の周りにもこればっかり頼む奴がちらほらいる。

似たような料理がたまに週替わり定食に出現する。

辛口にすると3番と同じく野菜分が多いため危険度は低め。
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　　ひろき

　　mochi

　　Saltion

　　mochi

　　朧豆腐

　　空星

　　mochi

　　ひろき

：と言うわけでメニューの紹介が終わりましたが……。

：オッズというか、5番はみんなあんま頼まない気がするなー。リスクが高すぎて。

：5番はやだなー。

：けど1番2番も被ると危険なんですよねぇ、3番は水分多いから食えなくはないと思

　うよ。

：どうしよっかなー、誰も取らなさそうだし5番にするかなー。

：なるほど、それはアリ。

：情報戦が始まりましたね。

：情報戦だねぇ。

５番 - 麻婆春雨

６番 - かに玉子

７番 - ニラ玉子

８番 - 玉ねぎと玉子炒め

５番辛口、と言えば食神のチャレンジメニューの代表にして1つの頂点である。

曰く食神の黒き春雨閣下。辛口だけでもフリーザ様くらいのヤバさなのだが、

山椒多めという禁じられた呪文を唱えると水煮すら超える真の恐怖が訪れる。

さらには元々辛さにムラがあるため、最大辛力にすべく乱数調整を行い、

最強を超えた最強に挑戦する真の求道者もいるとかいないとか。

食べきるとTwitterの食神アカウントにて報告される他、名前を残すことも可能。

普通に頼んでも少し辛い。というか上記のような辛さのムラがあるため、

普通に頼んだのにもかかわらず辛いという事態がかなり頻繁に発生する。

これを読んだ辛口に自身のある人は食神に行き注文すると良いですが、余らせる

人が多かったため、ペナルティ（半分以上残すと唐辛子代２０円を追加）があり

ます。覚悟がある方はどうぞ。

定食内で唯一の「甘み」に特化した定食。

かつて甘口というオーダーが可能だった時代には

デザート感覚で頼んで食べている人がいるくらいであった。

甘過ぎて苦手という人がいるなど味で敬遠される事が多く、

逆に初心者にはオススメできないユニークなメニュー。

辛口にすると赤い部分が辛くて怖い何かに置換される。

辛口の場合、辛いのに甘いという実に不思議な味となり、

食べる者を虜にするかもしれないし、しないかもしれない。

主犯など一部に熱狂的な信者を有するアイドル的な定食。

一切の肉類を排除したその麗しき姿には、センチメンタリズ

ムな運命を感じずにはいられない。

たまに塩の塊や卵の殻が入ってて泣きたくなるのはご愛嬌。

この辛口は報告が一切無く、どうなるかわからないが、

辛口において卵は優しさの象徴であるため、

辛口にしてもそれほど辛くはないだろうと予想される。

なおコスパ論者からは目の敵にされたりする。

玉ねぎが好きな人にはおすすめと言われる８番。

7番に比べ、あまり頼まれる事が多くないのはやはり、

7番との間に何か決定的な「差」があるからなのか。

美味しいはずなのになぜか残念扱いされる姿は哀愁が漂う。

頼んだ事があんまりないため、辛口にしようがしまいが

どのような結果を生むのかたいへん興味がある。

これも卵料理のため、きっと辛口にしても優しさが

残るであろう。今回の穴場となるか？

なお、自炊論者からは目の敵にされたりする。
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2. こうどなじょうほうせん
　　mochi

　　ひろき

　　空星

　　ひろき

　　purin

　　Saltian

　　mochi

　　purin

　　ひろき

　　朧豆腐

　　mochi

　　semmel

　　一同

　　mochi

　　Saltian

　　ひろき

　　semmel

　　mochi

　　ひろき

　　Saltian

　　ひろき

　　朧豆腐

　　mochi

　　Saltian

　　mochi

　　ひろき

　　mochi

　　ひろき

　　mochi

　　朧豆腐

　　ひろき

　　purin

　　semmel

　　一同

　　mochi

　　purin

：じゃあねぇ１個情報与えておくと、５番辛口に比べて3番辛口は圧倒的に楽です。

　３番辛口はリスクは低いです。

：情報操作が来ましたねぇ。

：ちなみに普段私が来るときは5番なんですよ。後は４番かなぁ。

：あんまり食べてない定食あるから１番から制覇していくのもありだなぁ。

：俺の第６感では８番に３人被るっ！！！

：私580円定食だとマーボーしか食ったことない。（１番か５番かを明確にしない高

　度な戦略）

：８番辺りも２人被るんじゃないかと。（８番に危険なイメージを付与する戦略）

：危ないよねｗ（mochiの戦略をとっさに読み取り便乗するしたたかな戦略）

：ぼく個人的に７番あたり来ないかと期待したいなｗｗ　　※フラグ１

：大穴で６番とか。　　※フラグ２

：逆に４番５番は誰も取らずに他ので被るパターンがあるかな。　　※フラグ３

：今まで４番誰も触れてないのは何でなんだろう？　　※フラグ４

：４番かぁ。（興味無さげにしつつチラチラするバレンタインの日の男子戦略）

：あ、でも４番美味しいぜ。うん。とか言いつつ後1、2分だな。

：やべぇ。（実はまったくやばいと思ってませんでした、てへぺろ：本人談）

：まだちゃんと情報戦してないじゃんｗ

：というか何しかければいいのｗｗ

：分かった、しゃーない。俺７番頼もうかなー。　　※フラグ５

：７番いっちゃう？（期待age）

：私マーボーしか頼んだことないからなぁ（ちらっ

：ぼく６番とか結構好きなんだよねぇ（ちらっ

：さすがにもう５番はいないかなー（ちらっちらっ

：いや、７番しかないっしょ（ドヤァ

：ワンチャン、２番も美味しいかもしれない。

：ひろき何する？（逆転裁判で言うところの「ゆさぶる」）

：んー、あんまり食べたことないのにするのもありかなーと。

：いつも何頼んでる？（逆転裁判で言うところの「もっとゆさぶる」）

：３４７８は頼んだことないと思う。

：あー、なるほどね。なら１２５６のどれかに行くという逆プレイ。

：普段食べてないのにしようかなー。あ、今日の９番酷かった。

：カボチャかｗ

：５番とか素で辛いもん。　　※これはマジです

：そんな事無いですよ。　　　※これは大嘘です

：それはお前だからだろｗｗ　※異議なし

：じゃぁ今日purinは５番いけばいいんだよ。

：ええー、そんなぁ。被ったら死ぬ。（って、言えばみんな警戒してくれるよね？）　

：とりあえず全員最後に今何にしようかとか言ってみる？

：近況報告かｗ

：空星からどうぞ。

：もう書いてます。ヒント言うと、まぁいつも食べてるのは食べ飽きてるよねーｗ

：あー。なるほど。

：お隣purinは？

：え？まー5番は辛口にしたらあれだしね。

：ぼくも決めました。いつもいつも同じのだとあれだし、ちょっと別のに。

：他の人に被せてきてる？　　※フラグ６

：まぁぼくも美味しい物が食べたいですね。　　※彼は辛口狂です。

：狙ってるｗやべぇ。

：ちなみに狙ってる人は？　　※フラグ７

～ここで時間切れ～　

　　mochi　　

　　ひろき

　　mochi

　　空星

　　一同

　　mochi

　　purin

　　semmel

　　mochi

　　semmel

　　一同

　　mochi　
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3. 審判の時
　　一同 ：いっせーのーせっ！

：んー、特には。

：まぁこの辺置いとけば誰か頼むだろ言うというところに置いたんだなきっとｗ

：山椒多めだったら楽なのに……。　　※食神では山椒多めも可能です。

　とりあえず好きなもの頼んで辛口来たらドンマイ、っということで。

：ではひろき先生、近況報告は？

：食べたいものを頼みました。被らないことを祈ります（切実）。

：っということは普通に頼まれそうなメニューを頼んでいると……。

：参ったなぁ。まぁ俺は何があろうとも7番を愛した男なんだよ。だから今回も7番し

　かない。（意外と純情なmochi氏）

：おおー。

：ファイナルアンサー？

：ファイナルアンサー。まぁね。このカードにはなんて書いてあるかはわからないけ

　どねｗｗそれじゃぁ最後。

：あー、いつもどおり5番か6番にしようと思ったんですけど……まぁそんな感じです

　ね。(にやり

：怖いｗ

　　semmel

　　purin

　　Saltian

　　mochi

　　ひろき

　　朧豆腐

　　mochi

　　一同

　　ひろき

　　mochi

　　朧豆腐

　　一同　

～そんなこんなで、注文を書いた紙が中央に集まりました～　

 7
mochi

ひろき 4 1 Saltian

  7
semmel

  6
朧豆腐

空星 3 8 purin

７番被ったあああああぁぁぁ！！！ｗｗｗ
　　ひろき

　　mochi

：まだダイスロール残ってるんですよねー。

：よし、やるぜ！　主催の運命のダイスロールは……

6番も被ったあああああぁぁぁ！！！ｗｗｗ

６！！
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　　purin

　　朧豆腐

　　purin

　　mochi

　　ひろき

：案外バラけたね。

：いい感じになって面白いですね。

：当たった奴ら辛口大丈夫じゃんｗ　　※semmel、朧豆腐は辛口常習犯。

：俺大丈夫じゃねーよ！　風邪ひいてるし！　※食神の辛口は風邪に効きません。

　あぁ、これ会誌どうするよ……。（むしろおいしいです、ネタ的に）

：とりあえず注文しようか。（淡々と）

彼らは手慣れた様子で注文を口にした。（別名：死刑宣告）

辛口という単語も３回ほど聞こえたが、本人たちに迷いはない。……たぶん。

　　空星

　　ひろき

　　空星

　　朧豆腐

：いやー、４番頼もうと思ったけど、たまに中辛頼んだ時にめちゃくちゃ辛いから、３

　番に変えたんだよね。（どやぁ

：こえー。その情報聞いてたら絶対４番選んでないｗｗ　あぶねー。

：これが辛口になったらきっと死んでしまうだろうと思って３にした。　※神回避

：いやー、私も５か６で迷ってたんですよねー。でもいつも５番だからたまには６番に

　しようかと。　　※５番とは５番辛口のことです。６番もです。

そんな他愛もない話をしていると、続々と注文した料理がやってきた。

１番到着
　とても美味しそうな、正常な色をした１番ですね。さすが

食神を代表するメニュー。美味しそうな匂いが漂ってきます。

３番到着
　とても美味しそうな肉野菜炒めです。

空星：めっちゃ美味そうｗｗ

８番到着
　玉ねぎと玉子炒め到着。
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4. ようこそ地獄へ

　　mochi

　　purin

　　ひろき

：安全そうなニラからいくか。（震え顔）

：８番おいしい。（余裕の表情）

：４番おいしいです。（勝者の余裕）

７番(辛口)到着
　普段の黄色に緑の美しい色合い

からは想像のできない状態となっ

ています。注文前までは赤が入っ

て綺麗な色合いになるんじゃね？

とか言っていた我々の口から出た

のは、次のようなセリフでした。

朧豆腐：色鮮やかというか、毒々

　　　　しい。

ひろき：思った以上に鮮やかじゃ

　　　　ないというか、赤がマー

　　　　ブル状。

　写真からは伝わらないかもしれ

ませんが、衝撃の色合いでした。

４番到着
　週替り定食にも派生系？メニューがよく出てくる４番。

とても美味しそうな色合いです。

６番(辛口)到着
　普段の鮮やかかつ柔らかい赤を

放つ液体は、闇堕ちして赤黒いど

ろっとした何かに変わっていた。

purin

朧豆腐

：まるでデミグラスソース

　がかかったオムライス。

：逃げ道などない。

　モノクロ写真からも分かる黒い

どろっと加減は、想像を絶するも

のがあります。

いただきまーす！
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　　mochi

　　semmmel

　　mochi

　　purin

　　mochi

　　semmmel

　　朧豆腐

　　mochi

　　一同

：７番からいよぉ(;ω;)

：あ……これ今まで試さなかったのなんでだろう？　７番辛口すごくおいしい。これ

　かなりいいな。　　※辛口常連からお褒めの言葉いただきました。

：いや、これきついよ(;ω;) 卵が敵になったよ。

：昔先輩が（週替わり定食の）卵入り麻婆豆腐を辛口にすると、卵も一緒になってい

　じめてくるって言ってたよ。

：そんな感じ。確かに。（涙目）

：何というか、７番辛口は比較的辛さが長続きしないから、辛口初心者におすすめか

もしれない。　　※嘘だッ！！ by mochi

：卵……君は昔そんな姿じゃなかったのに（辛口にされた６番を見ながら）。

：マジトランザム……。

：なんか興味あるから回そう。（別名：死のルーレット）

ごちそうさまでしたっ！！

ここで辛口となった７番が参加者たちの口の中へ……

　　purin

　　ひろき

　　Saltion

　　空星

：辛い。（意外と冷静なpurin氏）

：ちょ、うぉ！　ちょっと待て！　完全にこれやばい！　辛い！（と言いつつ２口）

：これはやばい……。（と言いつつもう３口）

：あー、何か一口目はまだいけるけど、二口目、三口目辺りからやばいですねこれ。

一同阿鼻叫喚の中、さらなる追撃が……

　　朧豆腐

　　semmel

　　空星

　　purin

　　Saltian

　　朧豆腐

　　Saltian

　　purin

　　空星

　　semmel

　　空星

：みんなそんなに６番辛口が食べたいのかい？

：お、興味ある。

：うおー、すげぇ。

：うぉあ。

：辛口やばい。確かに聞いてた通り辛くて甘い。

：でしょ。辛くて甘い。

：ちょっと後からくるねこれ。

：あーでも辛っ！

：甘い……辛い……ｗｗｗ　甘いと辛いが共存してる。

：前に天津飯（醤油味とケチャップ味がある）の醤油味を辛口にしたんだけど、もう

　片方も辛口にすればよかったな。　※天津飯（ケチャップ）は６番の上位互換です。

：何というか、やっぱり辛いよ。甘くても辛いよ。これ。

全員今回の惨状を経験して。

　　空星

　　mochi

　　purin

　　mochi

　　Saltian

　　semmel

　　mochi

　　ひろき

　　purin

：何というか、鈍器で殴られるか、刃物で斬られるかの違いくらいしかなかったな。

　※つまりどっちも辛い。

：……。

：やばい。mochiが静かになってしまった。

：（もくもくと食べている。）

：いや～、辛口舐めてましたわ。

：待ち望んでいた辛口が満足だった。

：いや～、一体俺は何と戦っているんだろう……。　　※mochi復活。

　魂が浄化されていくようだ。　　※人はそれを危ない状況という。

：それは……大丈夫なのか？

：最後の輝きじゃない？

そんなわけで全員無事？に完食。
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5.反省会
　今回は突発であったために、色々とルールや人員に準備不足があったため、今後の為に反省。

まずは情報戦だが、思ったより駆け引きは少なくなってしまった。さらに言うと注文後に重要な

情報が出たりして、そういった情報が出回っていた時の各人の混乱っぷりが表に出てこなかった

のは残念である。例えば無記名投票で一度参加者の意思を示す機会が必要だろう。

　次に人数だが、例えば情報戦を繰り広げる中で無記名投票などが行われた場合、今回のように

８品に対して７人、もしくはピッタリの場合、被らなければ誰も注文を変えずに辛口にならない

事態が想定される。これは辛口に当たるか当たらないか、生死をかけたやり取りを行う緊張感が

絶対的に欠けてしまう。やはり人数に関しては１名オーバーはしたいところである。

　その他意見としては、予めカードを配り、その中から選ぶというのもあった。相手の手札を読

み、その上で被らないように（被るように）選択する頭脳戦が繰り広げられるのではないかと考

えられる。これはゲーム性が重視される形となるだろう。

　さて、色々とルールなどに反省はあるものの、結果は２品３名が辛口となるほど良い結果とな

った。この状況下で半分近い人数が被ったことになるのだから、人数オーバーで挑んだ際にはさ

らなる阿鼻叫喚が見られるだろう。また、普段ならありえない組み合わせ、頼まないメニューを

選び、食神の奥深さを再発見する良い機会ともなった。そういう意味では、非常に良いイベント

であったと言える。いつもハチャメチャな？辛口の注文に答えてくれる食神に感謝しつついずれ

来たるかもしれない聖戦に向けて、日々努力を重ねて鍛錬していきたいと思う。

　※注意：特別に訓練を受けたX68部員を使用しています。経験のない人が不用意に辛口を頼むの

　　　　　は、大変危険です。もし、実際に注文する場合は自己責任でお願いします。

　撮影協力：中華料理　食神　餃子王　http://shokujinhp.web.fc2.com/

　　　　　　　　　　　　　Twitter　https://twitter.com/shokujinjp

―――――――――――――――――――――――――

　　ふぅ、なんとか記事ができあがったか……

　　いやー〆切間近にネタ記事を書けって言われて絶対ムリだと思ってたけど、とりあえずこれ

　で大丈夫かなーうん。

　　ん？こんな時間にメールか、一体何だろ？

　　　　　　　　　　……「第2回　センバツ食神ドラフトのお知らせ」……？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　―To be continued→

餃
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もう失敗しない！暑い夏を乗り切る床屋さん講座あ 

’10 I  柿原 弘樹 

肌が焼けるように暑い初夏のある日、筆者は床屋へ出かけた。 

春先に切って以来放置したままなので、筆者の髪の毛は見苦しい長さになっていた。

前髪が目に入り、耳は横髪に隠れ、湯船に浸かれば後ろ髪が濡れる長さと言えば、想像

できるだろうか（次ページの図 1を参照のこと）。 

床屋に入ると、早速お叱りの言葉を受けた。 

「次回は、予約時間を守って下さい」 

それもそのはず、筆者は予約時間を 5 分オーバーして到着したのだ。いやはや、突然

便意に襲われまして……（＾＿＾；） 予約制なのだから、時間が押すとマズイのだろう。 

「どうしますか？」 

「えっと……。ぜ、全体的に短く……」 

淡泊な会話を交わすと、大体察しが付いたらしく散髪開始。しかし沈黙。終始無言。 

こちらには遅刻した負い目もあり、話しかけることがためらわれた。挙げ句、筆者の髪を

切っていた床屋さんは、隣の席で髪を切っていたお客さんと会話を始める始末。このとき、

筆者は我が人生の縮図を見た気がした。 

散髪が普段と同程度の長さに落ち着いた頃、床屋さんは鏡越しに手持ちの鏡を介して、

筆者の後ろ髪の出来栄えを見せてくれた。しかし、筆者は暑い夏を乗り切ることを主眼と

して、今回床屋さんに訪れたのだ。 

「もう少し短くても……」 

後ろ髪を短くするように要求。筆者にしてはやや挑戦的な一歩であった。 

そこへ床屋さんの当然の応酬。 

「短くって、どんなイメージですか？」 

そう言われると、どう返して良いものかわからない。じっくり考えても仕方ないと思い、咄

嗟に思いついた言葉を口にした。 

「30分放っておけばドライヤー無しでも乾くぐらいに……」 

透かさず、床屋さんの更なる追い打ち。 

「それって、坊主なんじゃ……？」 

それは違うと、筆者は焦る。 

「いや、そこまではしなくていいんです」 

その後、筆者と床屋さんの間で会話が交わされることはなかった。 

さて、以上の結果から筆者が受けた洗礼は次ページの図 2のようであった。 
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        図 1 : Before              図 2 :iAfter 

短髪なりにまとまりはあるが、筆者の髪型としては異例の短さだった。 

筆者はどうするべきだったのか、以下に教訓を述べる。 

□ 予約時間はちゃんと守ろう 

→ たかが 5分と侮るなかれ。険悪なムードのまま散髪が続いてしまったら、さあ大変。 

□ 言いたいことは正しく伝えよう 

→ 自分の持っているイメージと相手の思いつくイメージは、往々にして異なる。後ろ髪だ

けもう少し切って下さいとか、全体的にすいて下さいといった具体的な要求を伝えよう。 

□ 楽しくおしゃべりしよう 

→ 大切なのは、良い印象を持ってもらうこと。床屋に入ったら、元気に挨拶をしよう。また、

最初の話題はこちらから振ろう。自分は会話を楽しみたい、という印象を与えられる。 

→ 床屋さんも人間である。こちらが話していて楽しいと感じるならば、相手も同様の感覚

を抱いているだろう。ちょっとした世間話で良い。夏場は暑さ、熱中症、異常気象が主流。

自分の近況を話す、理髪関係・日頃のヘアセットについて質問するのもアリだ。 

 

今回書いた内容は、実際のところ床屋さんに限らない。飲食店だろうが洋服店だろうが、

当然のこととしてやるべきなのだ。この記事を読んだことをきっかけにして、少しでも人との

接し方を変えてみてはいかがだろうか。 
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家に帰るまでが

映画鑑賞です
　

3I rinatsu

　

　

#1「それはとっても嬉しいなって」

10月 7日（日）、サークルの仲間たちと新宿

バルト 9へ行った。目当てはもちろん、『劇場

版魔法少女まどか☆マギカ（前編）』である。

これはアニメの総集編であり、総集編としては

これ以上ない出来であったと言っていいだろ

う。背景や音楽が一新されファンとしては申

し分なかった。アニメのときにはそれほど重

視されていなかった生活音が強化されていた

点が特に喜ばしかった。来場者特典の特製色

紙も無事入手した上に、OBの先輩と偶然再会

するというサプライズもあったため非常に有

意義であった。

図 1 この時はまだよかった

#2「あたしって、ほんとバカ」

悲劇は起こった。下宿組と新宿で別れ、JR

新宿駅へ向かう。ジョルダン乗換案内で終電

検索をしたところ、ようやく事態に気づいた。

「終電が……無い……？」乗換案内によると赤

羽駅で乗換え時間 5時間、つまり、「始発で帰っ

て来い」ということだ。なんということだ、湘

南新宿ラインの終電は 23 時 33 分。上映終了

は 23 時 30 分、なんというイージーミス。テ

ンションアゲアゲで見落としていた。幸いな

ことに、同伴していた友人は最寄駅が浦和駅と

いうことで終電に間に合った。

図 2 ジョルダン「赤羽で一泊しろ」

#3「もう誰にも頼らない」

さて、終電を逃してしまった以上、選択肢は

限られている。

1. タクシーで帰還

2. 駅の階段で屍

3. 満喫で一泊

4. 歩いて帰還

来週に控えるまどか☆マギカの後編や教科書

販売による出費を考慮すると、1と 3は却下せ

ざるを得ない。2は人間としての尊厳を失う恐
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れがあるため、消去法により 4が選ばれた。新

宿から川越線を使い終点の大宮で降りる。大

宮駅と桶川駅間は 12.4km、Google 先生の見

立てでは徒歩で約 2時間半、歩けない距離では

ない。もう一度言おう、決して歩けない距離で

はない。

図 3 高崎線沿いのルート

#4「後悔なんて、あるわけない」

不運なことにモバブの充電が切れていたた

め、駅前のコンビニで乾電池式の充電器を買っ

た。さらにポカリと電池が切れた場合に備え、

電池も購入した（この時点の費用で満喫に泊ま

れた気がするが気のせい）。準備完了、大宮駅

に転がる無数の屍に別れを告げ、夜の散歩が始

まる。

さすが、大都会大宮である。すでに 25時近

いが、よく人とエンカウントする。道も広く

コンビニも多かったため、寂しさを感じるこ

とは無かった。大宮を出発して約 50分、第一

チェックポイントである「宮原駅」に到着し

た。大宮–宮原間の距離は約 4.3kmであった。

図 4 宮原駅、このときのテンションは高かった

宮原駅到着時� �
時刻　 25：59

所要時間　 0時間 52分

総距離　 4.24km� �
#5「こんなの絶対おかしいよ」

今回の帰路で最も辛かったのは「宮原–上尾

間」である。宮原駅を出ると、景色は一向に変

わらず永遠と同じ風景の繰り返しである。人

にすれ違うこともまず無い。twitter が無かっ

たら寂しくて死んでいたであろう。

このあたりから、新聞配達のバイクとエン

カウントするようになる。まだ、27 時前であ

る。途中で道を間違え遠回りをするなど涙無

しに語れないような出来事があったが、なんと

か第二チェックポイント「上尾駅」にたどり着

いた。改修工事があり上尾駅は進化していた。

我が桶川駅と随分差がついたものだ。宮原–上

尾間は約 5km、所要時間は１時間である。

上尾駅到着時� �
時刻　 26：59

所要時間　 1時間 52分

総距離　 9.22km� �
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#6「もう何も恐くない」

上尾駅まで来てしまうともはやホーム、見

知った場所である。テンションも上がり足取

りも軽くなる。マラソンでいうところの、「ラ

ンナーズハイ」に近い状態になっていたのか

もしれない。上尾市のマスコット「アッピーく

ん」のお出迎えである。実はアッピーくんはゆ

るゆりに出演済みだったりする。

さて、あっという間に第三チェックポイン

ト「北上尾駅」に到着する。上尾–北上尾間は

約 2kmしかないためである。今までの区間に

比べるとはるかに短い。

図 5 永遠と続くガードレール

図 6 上尾駅、改修され戦闘力増大

図 7 上尾のマスコット「アッピーくん」

図 8 北上尾駅、トイレが印象的

北上尾駅到着時� �
時刻　 27：20

所要時間　 2時間 13分

総距離　 11.32km� �
ついに残るは「桶川駅」のみである。このと

き時刻は 27時 30分をまわり、空が徐々に明る

くなっているのが分かった。ゴール「桶川駅」

に到着したのは 27時 51分、つまり 4時手前、

もはや早朝である。

桶川駅到着時� �
時刻　 27：51

所要時間　 2時間 44分

総距離　 13.63km� �
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図 9 桶川駅、しょぼいとか言うな

#7「最後に残った道しるべ」

今回の帰路の記録は以下のようになった。

多少時間は遅くなったが、おおむね当初の予定

通りであることがわかる。

帰路の記録� �
総距離　 13.63km

総所要時間　 2時間 44分 26秒

平均ペース　 12.22 min/km

平均時速　 4.91 km/h

総消費カロリー　 726 kcal.� �
　

3 時間近く歩いたにもかかわらず、消費カロ

リーは 726kcal である。ジョギング 30 分で

ペースにもよるが、消費カロリーは 400kcal程

度であったのでいかにジョギングが効率的か

を表す結果になったとも言えよう。最後にも

う一度言っておこう、13km は歩けない距離

ではない。終電を逃したら是非とも徒歩での

帰宅に挑戦していただきたいところだ。

図 10 帰路の結果

#8「おわりに」

良い子のみんなは映画が楽しみだからって

終電逃さないように。しかし、夜の散歩という

のも普段見えない景色が見られて良かったの

で、元気があるようなら一度やってみることを

お勧めする。ただし、筋肉痛は二日後に来る。

来週公開される、劇場版まどか☆マギカの後編

に期待をしつつ、レポートに明け暮れる。以下

に今回役に立ったアプリを紹介する。

［1］「RunKeeper」帰路の記録など走る上で欠

かせない

［2］「Google地図」iOS6にしていたらたどり

着けなかっただろう

［3］「ジョルダン乗換案内」終電検索、時刻表

など非常に有能
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X68 ドライブ-ガマの大洞窟篇

 

「事の始まりは１年前の会誌記事であった」 

 

“東京アウェシュラン”という東京のデートスポットへ行き、どれだけ

アウェーを感じるかという無茶な企画があった。参加者はそれぞれが多大

なダメージを受け、企画のトラウマによりスウィーツパラダイスに対して

拒否反応を示すようになってしまった者もいた。その打ち上げで主催者で

ある和牛はある提案をしたのだ。 

 

 

「来年も似たような旅企画やろう」 

――――――これが事の始まりである ――――― 

 

 

X68 ドライブ概要 

1・目的地はいわゆる“Ｂ級スポット”である「筑波山ガマの大洞窟」。 

2・参加者は６人。免許所有者がレンタカーを交代で運転する。 

 

 

「あれっ？ ローソンじゃないの？」 
 

7 月２１日朝。大学近くのファミリーマートに参加者たちが集まった。

レンタカーへ乗り込みナビに目的地を入力する。目的地は「筑波山ガマの

大洞窟」。前情報によると何とも手作り感あふれるレジャー施設らしい。旅

の目的地がＢ級スポットというこの旅、車内のテンションが上がり切らな

い。音ゲーのサウンドトラックが車内に響く。 

和牛 
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「絶好のドライブ日和(大雨)」 

 

 

最初のドライバーは和牛（修士 1

年）。ナビに惑わされながらも一般道を通り、外環へ。混雑もなく走りやす

い。レンタカー車内に残った謎の手紙や、音ゲーサントラ効果か、少しづ

つ車内に一体感を感じる。朝は吹いていなかった風が吹いてきている、確

実に、着実に、俺たちのほうに。勢いに乗って守谷インターで運転手の交

代を行おう。２番目のドライバーはふまくら（2 年）。免許取り立てという

ことで車内のテンションがさらに上がる。中央分離帯衝突ガチ勢として後

輩を煽るえむひよこと卵野郎（3 年）。先輩の鑑である。車線合流に沸く車

内。茨城を抜けるレンタカー。 

 

「茨城って田舎なんすか？？」  

「北部はだいぶやばい」 

 

「なんかもう興奮しすぎた」 
 

一般道へ降りてナビに従って運転

するふまくら。安定した運転でナビに

従って目的地へ。しかし、ナビはかな

り細い道を示しはじめた。調布を出発

した時に気づけばよかったのだが、こ

のナビ、最短距離を重視するあまりか

完全に住民用の道路を通らせようと

してくる。完全に住宅街に入り込んでしまったレンタカー。７人乗りのミ

ニバンである。 

ぎりぎり曲がれる道を慎重に進んでいった時に“坂”が現れた。傾斜角

30 度はあろうかというアスファルト打ちっぱなしの坂。ＡＴ車でブレーキ

を踏まないと後ろに下がってしまうレベルの傾斜である。初心者にはあま
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りにもきつい道でさらに正面から車も来ている。ギリギリすれ違える程度

のスペースしかない。運転手を和牛にかわって坂を抜けたが焦りすぎて車

内は大騒ぎだった。焦りすぎて誰も写真を撮る考えが浮かばない程度にあ

せっていたのだ。―――――だから写真がないのだ。 

 

 

「ガマの洞窟 そんなものはなかった…？」 
  

筑波山までもう少し、山道を進んでいく。走り屋の残したタイヤ跡がひ

どい。12 時を少し過ぎたとき、ゴールが見えてきた。 

 

 
 

山肌がペンキで黄色く塗られている。なんかすごいデカいカエルがいる。

そして車はあるのに施設内がやたら閑散としている。完全にやばい空気が

漂っている。完全に期待通りのＢ級スポットである。 

「筑波山ガマの大洞窟」は食堂と売店・プレイランド・洞窟と 3 つの区

画に分かれている。食堂に向かう前にプレイランドへ向かった。 
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 プレイランドには

多くの乗り物が置い

てあった。しかし、ど

れも錆びついていた

り壊れている。長い間

整備をされていない

のが見て取れる。まさ

にＢ級スポットの鑑

というべき光景であ

る。おもむろにふまくらとえむひよこと卵野郎がパトカーに乗って 100 円

を入れた。明らかに手入れしてないであろうパトカーは軽快な音楽ととも

に左右に揺れ始めた。い

い年の大学生二人を乗

せて動くパトカー。ボタ

ンを押せばサイレンが

鳴る。すごいぞパトカー。

やったぞパトカー。3 分

程度は動いていたんじ

ゃなかろうか。プレイラ

ンドでもうおなかいっ

ぱいである。 

食堂は“古いレジャー

施設によくあるような

コシが全くないうどん”

が出てくるような懐か

しい食堂だった。懐かしさを感じさせる味に皆大満足だった。その後、腹

ごなしをしてガマの洞窟へ向かった。 

 

本来ならここでガマの大洞窟の紹介を行うのだが、参加者全員が写真を

撮り忘れるほどの衝撃的な施設だったので是非自分の目で確認してほしい

と思う。いった後だからこそ言えるのだが、あの異様な空気を文字に起こ

すのは丌可能だ。 
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「いま思ったら一撃で全員の気力を削ぎ、 

    焼肉に連れていくガマの洞窟は優秀なのではないか」 

 

結局参加者の気力はガマの

洞窟で切れてしまった。予定では

栃の木ファミリーランドなるＢ

級スポットにも向かうはずだっ

たのだが筑波山山頂まで登って

帰ることにした。皆にこれ以上Ｂ

級スポットの魔力にあらがうだ

けの気力は残っていない。筑波山

の山頂から見える景色は、なくなってしまった気力と無駄にした時間を取

り戻させてくれる気がした。遠くに見える空はどこか手が届きそうな気が

した。やはり人間とい

う生き物は空にあこ

がれてしまうのだろ

う。羽ばたく鳥になり

たいと願った日から

長い時間をかけて人

類は空を飛ぶすべを

手に入れたのだ。あき

らめなければ夢はか

なう。そんなシンプル

なことにたどり着くまでに僕たちはなんて遠回りをしてしまったんだ。帰

ろう。調布へ。調布焼肉センターへ帰ろう。肉を食べよう。 

 

おいしいお肉で打ち上げだ。 

 

参加者 

主犯：和牛  

えむひよ 凝塊 酉腋恭介 ふまくら はがね 

Special Thanks : ボクもワタシもオラウータン はにゅう （＾J＾） 

X68 ドライブ制作委員会 
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付録～旅の記憶～ 
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「初めてのスマートフォン、色々機種があってどれにしようか悩むなあ～」 

『1220万画素高画質カメラ！ 4.0インチフルワイド VGA液晶！ ワンセグ、ATOK

搭載！ 』 

「！？ なんだこのスマホ！ 超かっけー！ これに決めた！！！ 」 

 

 

～新たな可能性への挑戦～ 
２I ゆーてー 

1．はじめに 
ひょんなことからレグザフォンを手に入れた我々は、以降情報弱者として虐げ

られてきました（ｱｱｱｯｗｗｗｗ。しかしこのスマートフォン、よく考えてみると実はと

ても便利な道具だということがわかります。スマートフォンはどこまでスマートなの

か。今回はレグザフォンの新たな可能性のいくつかを紹介したいと思います。 

※ここでいうレグザフォンとは IS04のことです。その他のレグザフォンについてはよくわかりません。 

図 1． これが噂のレグザフォンだ！  
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2．武器 
 まず注目していただきたいのはその

外観です。手で握るのにほどよい大き

さ、スタイリッシュかつ芸術的な四角形

のフォルム。角が相手に当たるように

振れば十分武器になるはずです。ため

しにレグザフォンの角を自分の頭に軽

くぶつけてみたらかなり痛かったので、

全力で殴れば相当のダメージが期待

できます。 

暴漢に襲われたときや、強盗に遭遇

したときなど、世界の平和を守るため

にレグザフォンを振りかざしましょう！                                                            

※武器としての使用は自己責任でお願いします。        図 2. 殴りかかるイメージ 

3．防具 
 レグザフォンは武器だけでなく防具にも使えます。突然暗殺者に胸を銃で撃た

れたりしても、胸ポケットに忍ばせてあったレグザフォンが守ってくれます。 

                       

 

図 3． めっちゃ撃たれました       図 4. 形見のレグザフォンが！ 
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4．まな板 
 次に注目すべきはその大きさと、

防水機能です。レグザフォンはスマ

ートフォンにしては若干大きめです。

外出先で「せっかく食材（魚とかちく

わとか）が手に入ったのにまな板が

ないんじゃうまく切れないよ～～～

＞＜」なんて状況に陥ったとき、レグ

ザフォンをまな板として使えばその

場で魚を捌くことができます！ 防水

機能があるので使い終わったらその

まま水流しすればレグザフォンを清

潔に保つことができます[要検証]。                     

図 5. CaptivAte～捌き～ 

※防水性能を維持するため、電池フタと外部接続端子キャップを確実に閉じてください。 

※まな板としての使用は自己責任でお願いします。 

 

5．文鎮 
 最後に紹介するのは、文鎮としての

使い方です。文鎮とは、紙が動かない

ようにおもしとして紙の上に置く文具の

ことです。レグザフォンの重さは 149 g、

おもしにするには割といい感じの重さ

です。例えば、授業中にルーズリーフ

などの紙類の上にレグザフォンを置い

てメモを取るようにすれば、紙を押さえ

る必要が無くなり非常に楽になります。

そして片手が自由になるのでメモを取

りながら他のことをすることも可能にな

ります。時間の無い現代人にはもって

こいですね！                         図 6. ハイテク文鎮 
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 当然メモを取りながらレグザフォンを操作することも可能なのでわからない単語

が出てきたらその場で調べることができとても便利です（筆者はめっちゃ操作して

ます！ ）。 

※文鎮としての使用は自己責任でお願いします。 

 

６．おわりに 
 以上で私の考えたレグザフォンの新しい使い方の紹介は終わりです。しかし、

レグザフォンにはまだまだたくさんの可能性がある……と私は信じています。使

用者の数だけ可能性はあるはずです。今現在レグザフォンを持っている人だけ

でなく、まだ持っていない人も是非レグザフォンを手に入れて新たな可能性を開

拓していきましょう！  

図 7. 楽しいレグザフォンライフを！ 

※筆者は機種変更します 
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