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TGA にようこそ！
文責：ゆーま

新入生のみなさん、合格おめでとうございます。受験勉強でゲームの腕が落ちてしまったそこのア
ナタ、これからは思う存分ゲームをして以前の輝きを取り戻し、更なる高みを目指しましょう！
さて、この度は私たち東京大学ゲーム研究会 (TGA) の説明を聞きに来ていただき、ありがとうご
ざいます。ここでは私たちのサークルについて簡単な説明をしたいと思います。

◆サークルの情報
・基本情報
TGA は、ゲーム好きの集まる仲良しサークルです。2 年生が中心となって活動しているので、駒場
キャンパスでの活動が多くなります。

・会員について
ここ数年で急激に会員が増え、院生を含め現在は 50 人程度の個性豊かな会員達が所属しています。

・扱うゲームについて
TGA が公式に扱うゲームは、電子ゲームの中でもコンシューマゲーム (WiiU、PS2、3DS…) およ
びアーケードゲーム (ゲームセンターのゲーム) です。PC ゲームやソーシャルゲームが話題にのぼる
ことはありますが、サークルとしては活動の対象外なので、申し訳ありませんが PC ゲームしかなさ
らない方に向いた環境ではないでしょう。勿論、両方とも遊ばれる方は大歓迎です。

◆用語説明
この会誌を含め、TGA の活動で用いられるちょっとした用語の解説です。

・リアルタイムアタック (Real Time Attack, RTA)
ゲームを最初から始め、実時間でいかに速くクリアできるかを競うやりこみです。ゲーム内時間を
競う TA (Time Attack) と比較すると、セーブからリセットまでの時間も算入されるため、難所を高い
確率で突破することが求められます。

・リカバリータイムアタック (Recovery Time Attack, ReTA)
与えられたセーブデータを元に、「問題」として設定された勝利条件を満たすまでの速さを競うや
りこみです。プレイヤーの他に「問題」作成班が必要になるため、人手が掛かります。
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◆主な活動
TGA の主な活動は以下の通りです。
・昼休み会合
・放課後会合
・休日会合
・会誌の制作
・五月祭・駒場祭での企画
・その他

それでは順に説明します。

・昼休み会合
TGAの活動の核です。昼休みに空き教室を使って集まり、一緒にゲームを遊んだり、雑談をしたり
と自由に過ごします。キャンパス別に実施され、時には勉強に追われる人も見受けられます。

・放課後会合
会員が増えたことをうけ数年前から開催されている会合です。月曜・木曜の放課後に部室に集まり
一緒にゲームをして遊びます。部室にはテレビがあるのでWiiUやPS3など昼休み会合では遊べない据
え置き機で遊ぶことも多いです。現在は駒場キャンパスでのみ開催されています。本郷からはるばる
遊びに来て下さる先輩方も多く、毎回盛り上がっています。

・休日会合
休日には不定期で、部室やキャンパスプラザ、学生会館において会合が開かれます。また、学園祭
やコミケなどのイベントに向けた話し合いが行われることもあります。会合の後にはみんなでご飯を
食べに行ったり、ゲームセンターへ向かったりすることが多いです。

・会誌の制作
TGAは年に数冊、ゲームに関する記事をまとめた会誌を制作しています。この「新歓会誌」もその
1つですね。会員は自由に記事を寄稿することが出来ます。一部の会誌はコミックマーケットなどで
頒布・配布される他、通信販売も行われます。昨年度は「通常会誌」の他、「ポケモン特集号」「プ
レステレビュー特集＋黄金の絆攻略の書」などが発行されました。

・五月祭・駒場祭での企画
学園祭では会員が日頃の研究や練習の成果を実演・発表します。企画案は誰でも提案可能です。昨
年度は部内対抗戦「大運動会」に加え各種RTA企画、ポケモン対戦会などが行われました。
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・その他
「クソゲー会合」「ポケモン会合」「音ゲー会合」「ブックオフ会合」など、不定期で会員発案の
イベントが開かれます。ゲームに関する活動でやりたいものがあれば、是非提案してみてください。

以上が主な活動になります。参加は強制ではないので、他のサークルとの掛け持ちも可能です。

◆連絡方法
会合の日程などの連絡や話し合いは、メーリングリストや掲示板、Skype のテキストチャットなど
を通じて行われます。インターネット環境が整っていることが望ましいです。

◆会費について
会費の徴収は原則としてありません。今後もないとは言い切れませんが、ここ数年間で実施された
ことはありません。ただし、ゲームは自分で買ってくださいね。

以上で TGA の説明を終わりにします。私たちがどのようなサークルか、漠然とでもお分かりいた
だけたのならば幸いです。もしも分からないことがあれば、メールでお気軽にお問い合わせください。
アドレスは (tgashinkan2015@gmail.com) です。また、TGA の公式サイト (http://tga.squares.net) には
更に詳しい情報を載せております。是非ご参照ください。

最後にお知らせです。4 月 18 日に交流会を行います。少し早いですが、9 時から始まります。お気
軽にお越しください。詳細は公式サイトで連絡します。

是非、私たちと一緒にゲームをしましょう！
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TGA の日常
文責：たらひろ
・はじめに
みなさん、はじめまして！

前代表のたらひろといいます。ここでは、ゲーム研究会の去年の活動

を振り返ることで、みなさんにゲーム研究会がどのようなサークルなのかを紹介します。

・TGA の日常の記録
4月
キャンパスは新たな色で賑わい、春の到来を感じます。この時期は新入生を一人でも多く勧誘しよ
うとどこのサークルも躍起になっていますね。ゲーム研究会も新歓活動を行いました。個性豊かな子
たちがたくさんやってきてくれて、期待に胸をふくらませたのを鮮明に覚えています。

5月
大学生活に少し慣れてきたころに、五月祭がやってきます。ゲーム研究会は日ごろのゲームの研究
の成果を発表するため、ゲームの実演企画などを行います。
去年の五月祭では、RTA 企画・スマブラ企画とポケモン対戦企画を行いました。五月祭の 2 日間は、
100 人ほど入ることのできる部屋が満員になるほどの大盛況でした！
多くの新入生が自ら志望して RTA 企画の実況や、スマブラ企画・ポケモン企画の来場者対戦をし
てくれたのがとても頼もしく、印象に残っています。

6 – 8月
五月祭が終わり、試験を無事乗り切れば夏休みはすぐそこです。夏休みと言えば、コミックマーケ
ット。去年の夏も非常に暑かったですが、会員のゲームに対する情熱はそれ以上でした。去年の夏コ
ミ（C86）では、
「通常会誌」
「五月祭会誌」
「ポケモン特集号」の 3 冊を頒布しました。試験期間と重
なるので、原稿を書くのは大変ですが、会員各々が上手く時間を創りだして原稿を執筆していました。
今年から学事暦が変わるので、もしかしたら少し余裕ができるかもしれませんね。
ゲーム研究会では毎週月曜日・木曜日に部室で会合を開いています。部室は決して広いとは言えま
せんが、心の広い会員同士上手く融通し合って据え置き機で遊びます。もちろん携帯ゲーム機で遊ぶ
会員もいます。去年は「スマブラ」シリーズや、「ポケモン」シリーズ、格闘ゲームをプレイしてい
る会員が多かったですが、自分の好きなゲームを持ってきて、近くの会員とともに楽しんだり、RTA
の練習をして意見交換をしたりと、部室での会員の活動は様々です。
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9 – 11 月
実りの秋がやってきました。TGA 会員は、11 月に 3 日間行われる駒場祭で、日々の研究を結実さ
せます。
去年の駒場祭では「大運動会」
「RTA 実演企画」
「ポケモン企画」が行われました。
大運動会では、会員が赤組と白組の 2 チームに分かれ、様々なゲームで対戦し、勝敗を競いました。
「星のカービィ USDX ボスバトル TA」「マリオカート Wii アクセル禁止走」
「サルゲッチュ ミリオ
ンモンキーズ 対戦」など様々な企画が行われ、会員も観客も楽しんでいたように思います。
「マリオ
カート Wii アクセル禁止走」のような、一見ネタのように思えるような企画でも、会員が研究をして
挑むため、非常に見ごたえのあるものになります。
RTA 実演企画では、
「黄金の絆 RTA」
「スーパーマリオ 64 RTA」など、様々なタイトルの RTA が行
われました。僕自身は「ファイナルファンタジー XIII 対戦 RTA」に参加したものの、1 つ上の F 先
輩に敗北してしまいました。また機会があればリベンジしたいものです。
ポケモン企画では、例年通りの来場者対戦会の他に、京都大学ポケモンサークル様との 7 戦勝負も
行いました。rigoon 君を筆頭として、事前に行われた部内の予選を勝ち抜いた会員が活躍し、見事に
団体勝利を飾ったことが記憶に強く残っています。

12 月
大学生の冬休みは今までと比べると短く感じるかもしれませんが、会員は短い休みを目一杯利用し
てゲームの研究を行います。冬のコミックマーケットに向けて原稿を書き上げるのです。去年は、
「駒
場祭特集号」
「ポケモン特集号」
「プレステレビュー特集＋黄金の絆攻略の書」の 3 冊を頒布しました。
その他、学校以外でも会員同士で集まってやりたいゲームをやりたいだけやる、というような会合も
盛んに開かれました。

1 – 3月
別れと出会いの季節です。今までゲーム研究会に尽力して下さった方々の卒業を見送りつつ、新た
にやってくる期待の超新星に心躍らせます。部室では新作が発売されたポケモンをしている会員がい
る一方で、ニンテンドー64 やファミコンをプレイしている会員もいて、その多様性を改めて感じま
した。

・さいごに
ここにはあまり書いていませんが、ゲーム研究会の会員は年がら年中新たなゲームを見つけては遊
び、毎日楽しいゲーム生活を送っています。ガチでゲームをやり込んだり研究したりする会員もいれ
ば、みんなと楽しく遊べればそれで十分という会員もいます。ゲームに対する様々な価値観を持った
会員たちと遊びたい、語り合いたい、そんなあなたは是非ゲーム研究会に見学に来て下さい。あまり
ゲームの趣味が合う人がいない、そんな時は布教してみて下さい。初めは上手くいかないかもしれま
せんが、最後にはきっと分かり合える人が見つかることでしょう。
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ゲー研に入って思ったこと（小並感）
文責：dedede
はじめに
新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。そして東京大学ゲーム研究会に興味を持っていた
だき、ありがとうございます。
この記事は私がゲー研に入って思ったことを書き連ねていくものです。ゲー研に入って自分がどう
変わったか、自分がゲームに対して何を思うようになったかを書いていくつもりです。そのため、新
入生の皆さんにはあまり有益な記事ではないかもしれませんが、これから自分が新しく身を置くかも
しれないサークルで、入った人が実際にどう思ったのか、どういうふうに心境が変わるのかといった
ことの参考になると嬉しいです。
テーマは「ゲームを食わず嫌いするということ」です。
なぜゲー研に入ったか
私がこのサークルに入った理由は単純で、
「スマブラ（X）でもっと強い人と戦いたい」というもの
でした。以前から私はスマブラが好きで、入学前はいわゆる「周りで一番強い」「友達の中では一番
強い」くらいのプレーヤーでしたが、このサークルの存在を知って、「日本中から学生が集まる東大
の、そのなかでもさらにゲームをきちんと好きな人が集まるゲー研って、スマブラどれくらい強い人
がいるんだろう！ 」と思い、新歓会合に足を運びました。そこには現役会員も新入生もおり、いろ
んな人がいろんなゲームをやっていましたが、私が部屋に入ったときスマブラは行われておらず、非
常に驚いた（がっかりした）のを覚えています。
現役会員に言ってスマブラを起動してもらい、新入生どうしで 4 人対戦や現役会員を 1 人混ぜての
対戦など、さまざまな形で対戦をしました。わざわざゲー研の新歓会合に来てスマブラをやるような
人達ですから、確かに強かったです。私が 1 位になれたのは私が参加した全試合のうち 4 割くらいで
した。
「なるほどこれなら楽しめそうだ、これなら楽しくスマブラを遊べそうだ」
、そう思ってゲー研
に入ることを決めました。ということで、私がゲー研に入ったのは「スマブラの強者と出会うため」
だったわけです。（私はスマブラしかゲームをしないのではなくマリオカートやドラクエなど他のゲ
ームもするのですが、このサークルに入ったモチベの話をするならば、ことスマブラが挙がるという
話です。
）
何が言いたいのかと言うと、私はスマブラをするためにこのサークルに入ったのであって、ほかの
ゲームにはさほど興味はなかったわけです。別に FF シリーズの RTA にも興味はなかったですし、音
ゲーにも格ゲーにも興味はなかったですし、やりたいとも思っていませんでした。そしてゲー研に入
ってしばらくの間は、部室に来るたびにスマブラを起動してその場にいる人を誘って対戦しようとし
ていました。
新しいゲームとの出会い
ゲー研に入って半年ほどは予定通り（？）主にスマブラをやっていましたが、ここで一つの転機が
ありました。駒場祭企画のとき（2013 年）に「テイルズオブグレイセスエフ（以下、TOGf）対戦協
力 RTA」という企画があり、それにむけて参加者の 4 名（root3 さん(OB)、PTOMO さん(OB)、さびた
コイルさん、ζ 君）が練習をしている風景がよくありました。私はテイルズシリーズのゲームはやら
ない、と自分の中で決めていたので「ﾌｰﾝ、こんなゲームなのか、ﾍｪｰ」と思いながらその練習を見て
いました。そのとき私は「え！？ カーツ（＝敵の名前）に勝てないんですか！？」とか「リトルクイ
ーン（＝敵の名前）倒せないんですか！？

え～！？」「こんな『相手の攻撃を避けて自分の攻撃を
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当てる』だけの簡単なゲームで敵に勝てないんですか！？

え～！？！？」などと煽ることをよくし

ていたのですが、すると「え、倒せるんですか！？」
「じゃあデデデ君もやってみよう（真顔）
」とい
う反応を何度もいただいて、そのたびに私は断っていました。テイルズはやらないと心に決めていた
からです。
しかし、何度も何度も煽っておきながらそれで自分はやらないというのも確かに失礼ではあるなあ
と気付き（遅い）
、駒場祭 1 週間前くらいになったときに例のごとく「デデデ君はカーツに勝てるん
でしょ？

じゃあやってみよう」と言われ、いつもは断るのですがそこで折れてようやく TOGf を触

ってみることにしました。触ってみるといっても、通常プレイではなく RTA データでボス戦をやっ
てみました。
「いやいや、こんな『相手の攻撃を避けて自分の攻撃を当てる』だけの簡単なゲーム、で
きないわけないですよ～～」とか言いながら、内心勝てないだろうなと思っていました。そして実際
にやってみる。操作がわからない。負ける。そのとき私にコントローラを渡してくれた root3 さんと
ζ 君はものすごく良い顔をしていました。私も負けるのは当たり前だと思っていたので、特に悔しく
はありませんでした。というか操作をほとんど知らないから勝てる理由がない。
そして操作を教えてもらい、再戦。負ける。でもやっとコツがわかってくる。さすがに次はいける
やろ。
泣きの 1 回。負ける。なんと、悔しい。なぜだ。
すごく悔しかったです。とくに興味もないはずの、やらないと決めていたゲームをやってみて、ボ
スに負ける。興味もないゲームですし負けるのが当たり前なので悔しいはずがないのですが、悔しい。
もうこの時点で私は TOGf を楽しんでいたのです。
それから私は狂ったように TOGf を欲しがりました。あんなにやらないと決めていたはずなのに。
そうしてブックオフで TOGf を買い、寝る間も惜しんで TOGf をやりました。やりこみ要素もそこそ
こやりました。3 ヶ月ほどずっと TOGf に入れ込みっぱなしで、スマブラをやりにゲー研に入った私
はどこへやら。結果としてはとても楽しいゲームで、操作性やストーリー、やりこみ要素もきちんと
しており、1 つのゲームに入れ込んでいたとはいえ非常に充実した 3 ヶ月でした。もしも「やってみ
よう」をあのままずっとつっぱね続けていたら TOGf をやることもなかったでしょうし、私の中で一
つの可能性が閉ざされていたままだったわけです。やってみれば楽しめたかもしれないゲームを、触
らないと決め込むことで、今まで自分の中に潜在的に存在していたゲームの楽しみを減らしていたの
です。
私の場合似たような話が音ゲーにも言え、「音ゲーとか絶対やらねえよ、誰がこんな時間とお金が
無限になくなるゲームやるもんかｗ」といって毛嫌いしていました。部室で先輩が音ゲー
（beatmaniaIIDX）をやっている横で「あれれ！？落ちてくるノーツに合わせて鍵盤を叩くだけのゲー
ムもできないんですか！？」と煽り、「じゃあやってみよう」と言われて、音ゲーなんかやらねえと
決め込んでいたので断り続け、ある日折れてやってみると、（もちろん最初なので全くできなかった
が）意外と楽しいじゃないか。なんだこれは。冬学期の試験期間中だったにも関わらず、私は音ゲー
に入れ込み、もはや今では私はスマブラのプレーヤーであると同時に音ゲーマーでもあります。
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ゲームを食わず嫌いするということ
ゲー研に入ってこれまでの 2 年間を振り返ってみれば、私がこのサークルに入って以来最も楽しん
だゲームは TOGf と beatmaniaIIDX だと胸を張って言えますし、逆に言えばこのサークルに入らなけ
ればこれらのゲームはやるはずもなかったわけです。あのとき、
「やってみよう」に乗ったからこそ、
可能性を広げられたわけです。
スマブラをするためにゲー研に入った私は、最初の半年間はどんなゲームをやってみようと言われ
ても「
（いや、あんまり興味ないんで……）
」と思いほとんどつっぱねてきましたが、以上の経験を経
て、今では「やってみよう」と言われたゲームはつっぱねずになるべく手を出すようにしています。
もちろんあまりに怪しいゲームはさすがに気乗りしませんが……。
というわけで、新入生の皆さん（と現役会員）にはやったことのないゲームも毛嫌いせずに、いろ
いろなゲームに手を出してほしいと思います。これが、私から皆さんに伝えたいメッセージです。
ちなみにこのままでは語弊があるので少し訂正すると、私が言っているのは「知らないゲームに積
極的になれ」という意味ではなく「誘われたときにあまり消極的になるな」という意味です。極端な
話、やったことのないゲームすべてに積極的になるというならいくら時間があっても足りないです。
現役会員にも、例えばポケモンをメインにやっている人やほぼポケモンしかやっていない人（以
下ポケモン班）に「ポケモンスタジアム金銀の対戦やりませんか」とちょくちょく声をかけます。こ
のゲームは即席のパーティで対戦ができるので手間がかからないのと、2015 年 3 月現在の 6 世代と
金銀時代の 2 世代ではシステムが大幅に違うので、一風違ったポケモン対戦を楽しめると思い、私か
らポケモン班にたまに布教をしています。ノリ良くやってくれる会員もいれば、やらないと決め込む
人もいます。私は後者のような人にも、ちょっとだけでいいから触ってみてほしいのです。もしかし
たら面白いのかもしれない、もしかしたら楽しめるゲームが増えるかもしれない、その可能性を信じ
てみてもいいんじゃないでしょうか。もちろん、「そんなわけわからんゲームなんて触るだけ時間の
無駄だ」
、というなら話は別ですが。
この例に限らず、私は例えばスマブラ 64 を布教したり、乱戦！ポケモンスクランブルを布教した
り、「この人このゲーム触ったことなさそうだけど興味を持てそうじゃないかな～」と思うゲームの
布教をすることがたまにあります。これは、私のゲー研に入ってよかったと思う経験からきている行
為です（善意の押しつけだと言われればそれまでですが）。そんなときに、昔の私のように興味がな
いからといってつっぱねずに、たまにはでいいので触ってみてほしいと思います。
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パワプロ 2014 マイライフでの選手育成
文責：EL
僕は KONAMI から 2014 年 10 月 23 日に発売された実況パワフルプロ野球 2014 の、マイライフで
の選手育成について書きます。購入したのは PSvita 版です。
昔のパワプロではオリジナル選手（サクセスなどで作成した選手のこと）でマイライフを始めても、
マイライフで成長させた選手はデータとして残せませんでした。しかし、最近のパワプロはオリジナ
ル選手でマイライフを始めても、選手データを残せるようになりました。そこで、オリジナル選手を
引き続き育成することで、サクセスで作るのが難しい強力な選手を作ります。育成が目的なので、あ
りえない成績を残すことになるはずです。それがつまらないと思う方もいるかもしれませんが、遊び
方の一例というだけなので許してください。
パワプロ 2014 のマイライフでは、過去作の道場のようなものとして OB 特訓があり、普通の練習
で得られる経験値よりはるかに多い経験値を得ることが可能です。これを利用し、サクセスなどでの
育成では達成するのが困難な 5，6 球種持ちの投手を作成することを目標とします。
前段階としてサクセスや栄冠ナインで選手を作る場合に、注意しておきたいことは成長タイプです。
これは選手登録時に変更できます。成長タイプを超晩成タイプにすることで最長 20 年のマイライフ
を最大限利用します。10 年程度プレイしてやめるなら普通タイプでも途中で能力が劣化しないはず
です。
選択するチームは巨人をお勧めします。巨人には OB の数が多いので特訓の幅が広がり、複数の能
力を鍛えることができるからです。
オリジナル選手の場合、ドラフト順位は成長タイプに関係ないようなので、年棒の高いドラフト 1 位
で登録します。また、年齢による劣化を遅らせるため、高卒として登録します。自分に都合の悪い試
合結果が出たら、セーブ＆リロードを駆使して良い結果が出るようにしたほうがいいかもしれません。
投手は防御率 1 点台でもピンチの特殊能力が悪化することがあるからです。
1 年目は、早めに 1 軍に上がることを目標にします。1 軍に上がったら自由時間があるはずなので、
趣味として読書とラジコンをします。練習はしません。読書では、特殊能力を習得できるので、取得
できる特殊能力は全部取得します。またラジコンは、ある程度レベルが上がると大会で賞金がもらえ
るので、序盤の金欠対策として選択します。ほかの趣味でも賞金が出るものがありますが、賞金が高
いラジコンを選択します。ラジコン大会などで金が手に入るようになったら、飲食店で OB 選手に出
会うことを期待します。確率は結構低いので、気長に待ちましょう。OB 選手と出会えたら、特訓を
します。
何年かプレイすると、ほとんどの OB と出会っているはずなので、ひたすら休みと特訓を繰り返し
ます。野手であれば結構早く経験値がたまると思います。初期能力によっては、10 年かからないかも
しれません。投手の場合、4 球種目ぐらいから経験値が入りにくくなります。特に変化量を 5 以上に
するのは大変なので 20 年プレイする場合は覚悟を決めてください。
試合を 7 割くらいスキップして、
1 年を 10 時間ぐらいで終わらせられるので、多分 200 時間あれば終わると思います。
僕は 11 年目であきらめそうです。ごめんなさい。
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実践例
サクセス選手でプレイ。巨人に入団。
初期能力
156 ㎞
1 年目

コントロール B スタミナ S ドロップ 7

sff3

シンカー3 特殊能力 10 個

シンカー3→4 特殊能力+3 個（13 個）
10 勝 2 敗 1s

10 ホールド

45 登板

新人王
2 年目

球速 156→157 ㎞

特殊能力+5 個（18 個）

6 勝 3 敗 1s 22 ホールド

76 登板

オールスター初出場。酷使される。
3 年目

球速 157→160 ㎞
5 勝 1 敗 43s

特殊能力+2 個（20 個）シンカー4→5 コントロール B→A

15 ホールド

64 登板

この年から抑えとして起用される。
最多セーブ、MVP を獲得
4 年目

球速 160→161 ㎞

特殊能力+1 個（21 個）sff3→4

1 勝 1 敗 32s 5 ホールド
5 年目

sff4→5

9 年目

63 登板

最多セーブ

sff5→6 カーブ 5→6

16 ホールド

球速 162→164 ㎞
1 勝 1 敗 33s

8 年目

13 ホールド

球速 161→162 ㎞
2 勝 1 敗 30s

7 年目

53 登板

カーブ 4→5 特殊能力+1 個（22 個）

4 勝 1 敗 42s
6 年目

カーブ 4 習得

55 登板

コントロール A→S

13 ホールド

56 登板

球速 164→165 ㎞
2 勝 0 敗 38s

15 ホールド

58 登板

最多セーブ

5 勝 0 敗 44s

13 ホールド

64 登板

最多セーブ

10 年目 西武に FA（スライダー習得のため）
球速 165→166 ㎞

sff6→7 カーブ 6→7 スライダー4 習得

4 勝 0 敗 53s 8 ホールド

66 登板

最多セーブ

10 年目終了時の能力
球速 166 km コントロール S スタミナ S 特殊能力 22 個
シンカー6

sff7

カーブ 7 ドロップ 7 スライダー4
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BOOK OFF 巡り会合

2014 年度
文責：Aki-Yoshi

はじめに
新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。そして、当サークルに興味を持っていただき誠に
ありがとうございます。法学部 4 年の Aki-Yoshi です。当サークルは数多くのゲームを遊ぶ方も、一
つのゲームをやりこむ方も自由に活動でき、ゲーム仲間を多く増やせるフレンドリーな会です。具体
的にどんな活動をしているかと言えば、みんなで対戦したり、部室でひたすらやりこんでいるところ
を見せ付けて仲間を増やしたり……。
ここで解説するのは、最近行われた特殊な活動、すなわち「中古ゲームショップ巡り」です。ゲー
ムをするにはまずはそのゲームの入手が必須です。ならばこれも活動にしてしまえ、ということです
ね。これもぜひ知っていただきたいので、レポートとして掲載される運びとなりました。BOOK OFF
での購入の際には参考になると思いますので、お暇があれば読んでいただけると嬉しいです。

BOOK OFF 巡り会合 報告書
2013 年に行われた BOOK OFF 巡り会合。ゲーム研究会会員の中でも頻繁に BOOK OFF 巡りを行
っているデリバの発案で、
昨年 9 月にふたたび敢行された。
そして、
デリバと Aki-Yoshi による BOOK
OFF 巡りが三度、今年の 2 月末日に行われた。この記事は、そのうち 2 回の BOOK OFF 巡りについ
て、各店舗の変更点なども踏まえながら、購入品をさらしていくものである。購入の際には、スタ
ンプを 10 個集めることで交換できるようになり、
指定した 1 日のみ使用可能になる 1day クーポン(一
部の商品を除き 10%OFF)を使用している。
BOOK OFF 巡り参加者
2014 年 9 月分：デリバ、Aki-Yoshi、F、TaLe
2015 年 2 月分：デリバ、Aki-Yoshi
BOOK OFF 巡りのルートは以下のとおりである。これは今年 2 月の際のルートであり、昨年 9 月
の時のものとは店舗や順番が一部異なる。中野坂上店と渋谷センター街店については 2 月の際は訪
れていない。その理由については各店舗解説の項を参照していただきたい。
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朝 10 時 要町駅集合
池袋要町店→有楽町線→地下鉄成増駅
→副都心線→新宿三丁目駅

板橋成増店

新宿東口店・新宿西口店

→丸ノ内線→荻窪駅

荻窪北口店

→丸ノ内線→新高円寺駅

新高円寺駅前店

→丸ノ内線、都営大江戸線、日比谷線→中目黒駅
→日比谷線→秋葉原駅

秋葉原駅前店

→徒歩→上野広小路駅

上野広小路店

中目黒駅前店

→都営大江戸線→両国駅

14 号墨田両国店

→都営大江戸線→門前仲町駅
→東西線→西葛西駅
→徒歩→葛西駅

江東門前仲町店
中葛西店

葛西駅前店

→東西線、都営浅草線→五反田駅

西五反田店

各店舗解説・購入リスト
店舗解説と、会員の購入したソフトを掲載する。昨年 9 月と今年 2 月の購入物は、1 行改行する
ことで区別する。先に記載するのが昨年 9 月分である。1day 対象外の商品のみその旨を記載する。

1st :池袋要町店→BOOK OFF PLUS 池袋要町店

要町駅出口 1 から振り返って 1 分

この店舗をスタート地点としているのは、2013 年の会合の際にここを最後に訪れ、最も良い店舗
であると意見が一致したからである。複数の BOOK OFF を巡ると、ある程度状態が良く安い商品を
見つけても、
「もっと良いものが後で見つかるのではないか」と考え買い損ねたり、あるいは買った
後でもっと安い同じ商品を見つけたりと、後悔してしまうことがある。これをできる限り防ぐため
に、最も安い値付けをしていると思われるこの池袋要町店を選択した。この店舗は、副都心線の要
町駅から徒歩 1 分未満と立地が良く、スタート地点としても向いている位置にある。
繰り返しになるが、この店舗の特徴は全体的に安めの値付けである。今回はあまり購入していな
いが、特に学習系のソフトが安い印象がある。PS ソフトも安めである。また、1day 対象外ではある
ものの、セガサターン・ドリームキャスト・NINTENDO 64・ゲームキューブなどのプレミアレトロ
ゲームも多めであり、ショーケースに陳列されている。レジ近くには限定版ソフトや、周辺機器が
同梱されているソフト(今回はこれらを以下、「箱もの」と表記) のワゴンコーナーが設置されてお
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り、こちらも安め。また、ケースや説明書がない「ソフトのみ」のコーナーは、ガラスケースに入
っているものと個別包装されているものがどちらもあり、20%OFF である。会員の中でよい店舗と
されていたのだが、2014 年 9 月 25 日に BOOK OFF PLUS となったことで服などの売り場ができ、
それに伴ってゲーム売り場が縮小してしまった。それでも安めなのは変わっていない。
デリバ

Aki-Yoshi

Forget me not ~パレット~ (PS)

950 円

漫画「メタリカメタルカ」3 巻

108 円

ヨッシーNew アイランド (3DS)

3150 円×2

妖怪ウォッチ 2 本家 (3DS)

3750 円

妖怪ウォッチ 2 元祖 (3DS)

3750 円

ペ・ヨンジュンと学ぶ韓国語 DS (DS)

500 円

2nd :板橋成増店

地下鉄成増駅から成増駅を通り、線路沿いに歩いて、右へ

駅から遠めの立地。入り口から階段がありその左右に漫画のセットが置かれている、3DS ソフト
はパッケージが見えるように横になって棚に陳列されているなど、陳列の仕方に特徴がある。ここ
では 1000 円購入ごとに 50 円分になるクーポンが 1day クーポンとは別に発行されている。商品数は
多くはない。ソフトのみの販売はなかった。箱ものはあり。
デリバ

Aki-Yoshi

アーケードヒッツ ムーンクレスタ (PS)

950 円

マジカルダイスキッズ (PS)

108 円

漫画「恋染紅葉」3・4 巻

108 円×2

得点力学習 DS 中学理科 2 分野 (DS)

250 円

得点力学習 DS 中学地理 (DS)

500 円

得点力学習 DS 中学公民 (DS)

250 円

得点力学習 DS 中 1 英語 (DS)

250 円

得点力学習 DS 中 3 国語 (DS)

250 円

テイルズ オブ

950 円

エターニア (PSP)

3rd :新宿東口店 地下通路 B9 出口が B1F(別店舗)へ直結
商品数は多い。エスカレーター近くには最近発売されたソフトがまとめて陳列されており、これ
は安め。そのほかは高めの値付けである。エレベーターの付近には箱ものやレトロゲームのコーナ
ーがある。ソフトのみのものは、ガラスケースと個別包装という形でそれぞれ陳列されている。こ
れは 20%OFF。
デリバ

Nintendo DS Lite

1000 円 対象外

黒い瞳のノア (PS) 攻略本

108 円
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らくらく心電図トレーニング DS

2950 円

(DS)

漫画「時と永遠」

108 円

Aki-Yoshi

面接の達人

転職編 (DS)

F

The Tower SP （GBA）

(2 月分)

250 円
950 円 20%OFF

4th :新宿西口店 新宿駅西口を出て左へ

ヨドバシカメラ過ぎて洋服の青山のあるビル

新宿東口店に比べ商品数は少ない。全体的に価格は高め。箱ものが多く、専用の棚がある。レジ
近くにソフトのみのもの、またエスカレーター近くにもソフトのみのものが個別包装され陳列され
ている。棚にもタイトル別にソフトのみのものが個別包装され陳列されている。20%OFF である。
PS と PS2 のソフトの売り場は縮小されてきている。
デリバ

エンジェルグラフィティ (PS)

Aki-Yoshi

とんがりボウシと魔法の町 (3DS)

(9 月分)

108 円
1550 円

闘神都市 (3DS)

(9 月分)

5th :荻窪北口店

荻窪駅を出て左へ

2450 円

交番の向こう

この店舗もよい店舗だと意見が一致している。その理由は、商品数が多く駅近であり、安めの値
付けがされていることに加え、一部のソフトに 2 本以上同時購入で 10%OFF のシールが貼られてい
ることである(このシールが貼られていたのは 950 円までのソフトであった)。これは今のところこ
の店舗でしか見られないサービスであり、高く評価できる。ただ、以前はソフトのみのものは一律
30%OFF であったが、今は 20%OFF になってしまった。しかし一方で、250 円や 500 円のソフトの
みのものは個別包装され 20~50%OFF になっている。PS ソフトは他店舗に比べプレミアゲームと遭
遇しやすい。さらには数か月にわたり 3DO REAL が売れ残っているようだ。
デリバ

Aki-Yoshi

牧場物語 ハーベストムーン for ガール (PS)

108 円 10%OFF

コスモウォーリアー零 (PS)

108 円

漫画「ふわり！どんぱっち」1・2 巻

108 円×2

アイドルマスター
本気で学ぶ

アニメ＆G4U!パック

LEC で合格る

海賊戦隊ゴーカイジャー

VOL.4

(PS3)

DS 秘書検定 2 級/3 級 (DS)

あつめて変身!35 戦隊! (DS)

500 円×3
500 円
500 円

DREAM C CLUB PORTABLE (PSP)
ふしぎ?かがく

1750 円

なぞときクイズトレーニング

なぞトレ(DS)

500 円
1550 円

財団法人日本漢字能力検定協会公認
F

漢検 DS3 デラックス(DS)

FINAL FANTASY Ⅶ インターナショナル （PS）

950 円 10%OFF

シムシティ 2000 （PS）

250 円

FINAL FANTASY Ⅰ・Ⅱ アドバンス （GBA）

950 円 30%OFF
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荻窪方面から来た場合、改札出て左へ

6th :新高円寺駅前店

メトロの新高円寺駅からは近いが、店舗面積は狭かった。ゲームの商品数も少なめ。典型的な小
型店舗である。ソフトのみのものは個別包装のもののみあり、20%OFF。ケースに入れられている。
PS ソフトが昨年 9 月時点ではなかったが、今年 2 月時点では確認された。ゲームの扱いはよくなっ
てきているように感じられる。

Aki-Yoshi

みんなの DS ゼミナール

カンペキ漢字力 (DS)

7th :中野坂上店

(2 月分)

250 円

中野坂上駅出口から左へ

この店舗は 2 月には訪れていない。その理由は、前回の来店の際に、1day 適用外の店舗であるこ
とが確認されたことである。
この店舗では 1000 円購入ごとに 50 円のクーポンが発行されるのだが、
普段この店を利用する会員がいないため、複数人が購入しないとこれを利用しにくいことも挙げら
れる。このため、2 人で巡った 2 月の際には他の店舗を優先した。9 月の際にはこれを利用して 100
円引きでソフトを購入した会員もいる。ゲームが扱われている B1F の面積はさほど広くなく、商品
数も多いとは言えない。ソフトのみのものは個別包装のみでガラスケースはなく、20%OFF である。
Aki-Yoshi

アイドルマスター

アニメ＆G4U!パック

VOL.5

おしゃれプリンセス DS おしゃれに恋して!
TaLe

(PS3)

1950 円 対象外
500 円 対象外

(DS)

おしゃれプリンセス おしゃれに恋して 2(DS)

500 円 対象外

Grand Theft Auto3 (PS2)

250 円 100 円 OFF

8th :中目黒駅前店

駅を出て大通りに沿って直進(3 月 31 日閉店)

ゲームよりは洋書に力を入れているような店舗であった。ゲームの商品数は多めであり、高い棚
一面にゲームソフトが並び、足元に攻略本が並ぶさまはなかなかに壮観であった。さて、なぜ懐か
しむような文体になっているかと言えば、今年の 3 月いっぱいで閉店することになってしまったか
らである。つまり、この会誌を読むころにはもうこの店舗はこの世にない。実にさびしい。ソフト
のみのものは、20%OFF か、あるいは別の値付けがされ、ガラスケースと個別ケースの両方に分け
られ陳列されていた。箱ものは少なめ。PS2,XBOX360 ソフトも多かった。なお、閉店が近かったた
め、購入時には近隣店舗での 100 円引きクーポンがもらえた。
「180 円」など、珍しい値付けの品も
あった。
デリバ

わんダービークルズ (PS)
ミニ四駆爆走兄弟レッツ＆ゴー

108 円
WGP ハイパーヒート (PS)

108 円
500 円

ハードロックキャブ (PS)
コンビ麻雀あわせうち
Aki-Yoshi

まぼろし月夜 (PS)

NEW HORIZON English Course 3 DS
キクタン DS

108 円
(DS)

(9 月分)
500 円
250 円 ソフトのみ

Basic (DS)

17

PS2 メモリーカード

F

9th :秋葉原駅前店

250 円 対象外

改札出て右へ、ぐるっと回りこむ

秋葉原という土地柄もあり、商品数は最も多い。ただ、安いかというとそうでもなく、下 2 桁が
50 円ではなく 80 円で統一され、その分高いということもしばしばである。ソフトのみのものは個
別ケースに入れられ陳列されており、30%OFF である。FF やドラクエなど有名タイトルには高めの
値付けがされており、この傾向は新宿や池袋でも見られる。レトロゲームは、付近のゲームショッ
プを意識してか、同様に高めの値付けがされている。

Aki-Yoshi

タッチで楽しむ百人一首

DS 時雨殿 (DS) (2 月分)

F

The Tower ボーナスエディション（PS）

1550 円
1950 円 100 円
OFF（付属品なし）

10th :上野広小路店

秋葉原駅前店から中央通りへ

北へ 10 分強の徒歩

会合では秋葉原駅店からの徒歩を選択している。電車に乗るより、その方が手間は少なく、また
多くの秋葉原のゲームショップやフィギュアショップが目に入るので徒歩がお勧めだ。
この店舗はテナント入りしており、上階にある。ゲームのフロアに行けば正面にワゴンセールの
棚がある。それ以外には特筆すべきことはないだろう。ソフトのみのものは 20%OFF で、ガラスケ
ースに陳列されている。秋葉原に近いためか、商品数は多め。箱ものは、昨年 9 月に訪れた時は確
認できたが、今年 2 月には確認できなかった。
デリバ

Aki-Yoshi

漫画「ぼくのわたしの勇者学」3・4 巻 (2 月分)

108 円

漫画「AKABOSHI」3 巻

108 円

The Last of us Remastered (PS4)

4950 円

ヴァルキリープロファイル‐咎を背負う者‐限定版特典付き

500 円

(DS)

11th :14 号墨田両国店

両国駅 A4・A5 出口付近

この店舗もかなり良い店舗である。特徴は、説明書のみがないソフトでも 200 円 OFF ではなく
30%OFF になっていることである。だが、説明書のみを別に入手できる機会はそうそうないので、
あまり違いはないのかもしれないが……。ソフトのみのものもガラスケースと個別包装での陳列の
両方があり、同様に 30%OFF である。スーパーファミコン、セガサターン、ドリームキャストなど
レトロゲームもいくつかある。中でもゲームキューブソフトは多い。攻略本も多くある。ゲームボ
ーイのソフトのみのものなどと一緒に箱もののコーナーもある。
Aki-Yoshi

THE 交渉人

SIMPLE DS シリーズ Vol.25 (DS)

みてはいけない (DS)

250 円
950 円

30%OFF

説明書なし
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ナナシノゲエム (DS)

950 円

30%OFF

ソフトのみ
F

FINAL FANTASY Ⅳ （SFC）

108 円

FINAL FANTASY Ⅴ （SFC）

108 円

カービィのエアライド （GC）

5950 円

12th :江東門前仲町店

門前仲町駅 4 番出口から右後方へ直進

この店舗も評価は高い。店舗面積こそ狭いものの、入り口近くの棚に安めの商品がコーナーとし
て設置されている。全体的にも安く、PS・PS2 ソフトも同様に安い。DS ソフトには 108 円のソフト
もいくつかある。ソフトのみのものは 30%OFF で、ガラスケースと個別包装のものが陳列されてい
る。攻略本は入り口近くに大きめの棚として多く陳列されている。箱ものも少しではあるが店内奥
の方に確認された。
デリバ

Aki-Yoshi

ラングリッサーI＆II レギュラーパッケージ (PS)

750 円

クロノアビーチバレー (PS)

108 円

アルゴスの戦士 (PS2) 攻略本

108 円

鉄道むすめ DS ターミナルメモリー (DS)

500 円

英語が苦手な大人の DS トレーニング

もっとえいご漬け (DS)

500 円

英語が苦手な大人の DS トレーニング

えいご漬け (DS)

108 円

プロジェクトハッカー
ウィッシュルーム

覚醒 (DS)

天使の記憶 (DS)

108 円

競馬手帳 うまのすけ 2 (DS)

108 円

目で右脳を鍛える

500 円

DS 速読術 (DS)

みんなの DS ゼミナール
ルパン三世
F

108 円

カンタン音楽力 (DS)

史上最大の頭脳戦 (DS)

Nintendo DS Lite クリムゾン/ブラック

1550 円
950 円
1550 円

600 円

OFF(本体のみ、タ
ッチペン・アドバ
ンスカバーなし)
対象外
FINAL FANTASY ⅩⅢ－2

13th :中葛西店

(PS3) アルティマニアΩ

西葛西駅から線路沿いへ徒歩 10 分ほど

350 円

西葛西中学校を過ぎ左へ

最寄りの駅から 10 分ほど歩く必要のある少々面倒な立地の店舗。店舗面積は小さめである。価格
別のコーナーもある。箱ものの在庫が多め。攻略本の棚も価格別に分けられており大きめであり、
商品数が多かった。安めの傾向があり、また定期的に PS・PS2・XBOX360 のソフトが半額になるセ
ールが行われている。そのせいもあり、PS ソフトはほとんどない。ソフトのみのものはガラスケー
スに入れられている。

19

デリバ

ルミナスアーク (DS)

250 円

漫画「月のイナバと地上の因幡」上下巻
Aki-Yoshi

SBI グループ監修

14th :葛西駅前店

(2 月分)

始めよう! 資産運用 DS (DS)

中葛西店からの徒歩なら 10 分強、正面

310 円×2
950 円

葛西駅から徒歩 1 分

右手

多くの店舗に言えることだが、BOOK OFF は近頃中古携帯電話の販売に力を入れており、この店
舗でもそのあおりを受けてゲームのコーナーは縮小してきている。商品数自体は多めであり、PS ソ
フトについては品揃えと価格もなかなかよいようだ。それ以外のレトロゲームはあまりない。全体
的には価格は通常のものであり、高くも安くもない。箱ものについては商品のパッケージに POP が
貼ってあり、特典内容はレジへ行けば現物を見て確認できるという形態をとっている。余談だが、
漫画は価格別に分けられていない。また、ゲームミュージックが多めといった印象がある。
デリバ

Aki-Yoshi

serial experiments lain (PS)公式ガイド

710 円

パカパカパッションスペシャル (PS)

4450 円

ゲームキューブコントローラー

950 円 対象外

テイルズ オブ

イノセンス

2450 円

R (PSVita)

龍が如く 維新！ (PS3)

(2 月分)

15th :渋谷センター街店→ヤフ OFF!

4450 円

渋谷バスケットボール通りを奥へ

渋谷という多くの客が見込める場所に立地しており、商品数も多めであった。駒場には最も近い
ためよく利用していたが、BOOK OFF とヤフオク!の経営上の提携に伴い、ヤフ OFF!として昨年 10
月リニューアルオープンしてしまった。ゲームソフトは 1F から 2F へ移され商品数が減り、また安
いと感じられる商品は全くと言っていいほどなくなった。そのため、今年 2 月の際には来店を見送
っている。箱ものも多かったものだが……。ソフトのみのものはガラスケースと個別包装にわけら
れ、20%OFF。個別包装のものは、厳密には同じソフトは同じケースにまとめて入れられているの
で、複数個購入するのには向いている。
デリバ

UFO-A DAY IN THE LIFE (PS)

Aki-Yoshi

ディアブロⅢ

リーパー

オブ

1550 円
ソウルズ

アルティメットイ

6450 円

ービル (PS4)

16th :西五反田店

五反田駅西口を直進

TSUTAYA を通り過ぎた先

ここもなかなかの良い店舗である。特筆すべきは、ソフトのみのものが 40%OFF と全店舗の中で
最も安いこと。ガラスケースへの陳列と個別包装のものがあるので、チェックしておくべし。また
ワゴンセールも積極的に展開されており、積極的に売っていこうという姿勢が感じられる。箱もの
を陳列する棚もある。安いのは一部の商品のみであるため、そこを見極める必要はある。なお、店
内の POP を見る限り、高価買取ソフトについては買い取り金額が最も高かった店舗でもある。
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デリバ

Aki-Yoshi

スタースイープ superlite1500 シリーズ (PS)

105 円

リーサルエンフォーサーズ デラックスパック (PS)

108 円

ふしぎ刑事 (PS)

108 円

高校英単語

エイタンザムライ DS 栄光ゼミナール

公式 DS

1950 円 40%OFF

教材 (DS)

F

中国語三昧 (DS)

2450 円 40%OFF

ハチワンダイバーDS (DS)

3450 円 40%OFF

おさわり探偵

500 円

なめこ大繁殖 (3DS)

非常口 －Exit DS－（DS）

1250 円 100 円
OFF（説明書汚れ）

総括
ゲームは Amazon でボタン一つで買える時代である。しかし、Amazon も万能ではない。どうして
も供給不足となっているゲームソフトは存在するし、財布と相談せねばならないことも多いだろう。
よりゲームを楽しむために、その入手方法にもこだわってみるのは決して悪いことではない。苦労
して発見したソフトを遊ぶのはとても楽しいものだし、複数本見つけられれば他人にそのゲームを
勧めやすくもなる。これは大きなメリットであろう。ゲームを楽しむ一つの見方として、中古ゲー
ムショップを大切にしてくれれば、1 ユーザーとして大変喜ばしく思う。このリストにあるゲーム
に興味があったら購入者に聞いてみるのもよいだろう。自分を含め、積んでいる人もいるだろうが。
まあ、そんなに堅苦しくなくてもいいので、次回機会があれば参加してくれるとうれしいですね。
2 名ほどヘビーユーザーがいるので、何でも聞いてくれて構いませんよ。なお、残念なことに BOOK
OFF の 1day クーポンは 3 月 4 日をもって新規入手が不可能となり、かわってポイント制度が導入さ
れました。売る時にもポイントが入るそうなので、積極的に利用してみてくださいね。
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大乱闘スマッシュブラザーズ for 3DS の紹介
文責：アメリカ

はじめに
新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。この記事では数ある大乱闘スマッシュブラザ
ーズ（以下、スマブラ）のなかでも、ニンテンドー3DS 用ソフトである「大乱闘スマッシュブラザ
ーズ for Nintendo 3DS」
（以下、スマブラ 3DS）について紹介していきたいと思います。

スマブラってどんなゲーム？
スマブラはマリオやリンクなどの任天堂の作品のキャラクターやカプコン等の他の会社の作品の
キャラクターたちを操作して戦う、対戦アクションゲームです。このゲームには、相手にダメージ
を与えるだけではだめで、ダメージを与えた後に相手を画面外にふっとばすことが必要という特徴
があります。そのため、相手を倒すためには大技を当てる必要があり、様々な駆け引きが生まれて
きます。この駆け引きがスマブラシリーズの一つの魅力といえるでしょう。

スマブラ 3DS の内容
スマブラ 3DS はスマブラシリーズの第 4 作目であり、前作である「大乱闘スマッシュブラザーズ
X」よりもさらに使えるキャラが増加しています。アイスクライマー？
ルフ？

ポケモントレーナー？

リュカ？

スネーク？

ウ

知らないなぁ。また、広いステージを駆け巡りながら敵を倒した

時や宝箱を開けた時に出てくるアイテムを獲得して操作キャラを強化し、その後ライバルと大乱闘
だけでなく様々なルールの競技で勝敗を競う「フィールドスマッシュ」や、キャラの技、攻撃力、
防御力、速度を変更できるカスタマイズ機能などが新たに追加されています。また、ネット対戦で
は「エンジョイ部屋」と「ガチ部屋」という二つの対戦モードがあり、
「エンジョイ部屋」ではアイ
テム有、ステージランダムの大乱闘とチーム乱闘を、
「ガチ部屋」ではアイテム無、終点化（すべて
のステージが平らで、ギミックや台座のないものとなる）されたステージのもとで、大乱闘、チー
ム乱闘、そして 1 on 1 を世界中の人と楽しめます。

for Wii U との違い
3DS 版の他に Wii U 版である「大乱闘スマッシュブラザーズ for Wii U」
（以下、スマブラ Wii U）
があります。スマブラ Wii U はスマブラ 3DS に比べて、グラフィックがよく、8 人対戦が追加され
ているなどの利点があります。それでは、3DS 版の利点とは何でしょうか？

僕はそれを「手軽

さ」にあると考えます。3DS 版であればテレビなどの準備は必要なく、3DS さえあれば気軽にプレ
イすることができます。例えば、大学の休み時間や昼休みに友達と対戦するというのは 3DS ならで
はでしょう。ただ、やはり 3DS の性能の問題もあって、人数が多くなるとラグが発生しやすくなる
ので、そこには注意が必要です。

最後に
いかがだったでしょうか？

スマブラはとても奥が深いゲームなので、いままでスマブラをプレ

イしたことのない人にも、ぜひとも一度、プレイしてほしいと思っています。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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RTA のすゝめ
文責：たらひろ

！！告知！！ 新歓会合で RTA 体験会を行います！ 詳しくは本記事の最後をご覧ください。
ご入学おめでとうございます。3 年生になりました、たらひろと申します。
僕は高校時代から RTA をやっていて、日々RTA に勤しむうちに、見るもの全てで RTA したくなるような人間
になってしまいました。そこで新入生の皆さんにもぜひ RTA の面白さを知ってもらいたいと思い、記事を書くこと
にしました。
というわけで、ここではゲームの遊び方の 1 つ、“RTA”について解説していきます。

RTA って？
この会誌の冒頭でも説明があったかもしれませんが、もう一度 RTA の定義に触れておきます。
“RTA”というのは“Real Time Attack”の略で、「ある区間の実時間でのクリアタイムを競う競技」です。様々な
ゲームジャンルで行われますが、ゲーム研究会ではプレイヤーの練る戦略の影響がタイムに大きく出る RPG で
行われることが多いように思います。
「ある区間」というのは多くの場合「電源投入～ゲームクリア」までを指しますが、タイトルによって細かな計測
箇所が異なったりします。「実時間」というのは文字通り実際の時間で、TA(Time Attack)の「ゲーム内時間を縮
めるために幸運を引くまで何十回もリセットを繰り返したりするから、かえって通常プレイよりもゲームをしている
時間が長くなってしまう」という点を改善する競技として RTA が生まれたという経緯があるため付けられている文
言であり、これが RTA の大きな 1 つの特徴となっています。
少し堅い説明になりましたが、ざっくり言えば「ゲームをよーいドンで開始して、一番最初にクリアした人が勝
ち」というわけです。

RTA の魅力
まず、RTA は「楽しい」ということが魅力の 1 つだと僕は思っています。そもそもゲームというものはプレイしてい
る人を楽しませるということを狙い、意匠を凝らして作られているものだと思います。RTA とはゲームをプレイする
方法の 1 つであり、早さを求める段階で多かれ少なかれゲーム本来の面白さが失われてしまう部分はあるにせ
よ、基本的には楽しんで行うことができます。
しかしただ「楽しい」というのは、RTA をせず普通にゲームをプレイしていても感じることです。
RTA は、ただやっていても中々タイムが縮まるものではありません。1 回のプレイを反省し、他に短縮要素は
ないか、より早く操作を行えないか、などのことを突き詰めていき、少しずつタイムを縮め、ようやく目標のタイム
を切ることができた時、ただゲームをクリアした時に得られるものよりも何十倍の達成感を得ることができます。
さらに、磨かれきった戦略はそれ自体非常に美しいものだと思いますし、その戦略に基づき淀みなく行われる
プレイもまた美しいと思います。RTA は、自分で戦略を磨き、時には他の RTA プレイヤーとも交流して戦略をよ
りよいものにすることで、美しいものを生み出すことが出来る、非常にやりがいのあるものだと思っています。
とはいえ、RTA をやっていて感じる爽快感などはなかなか言葉で伝えられるものではありません。とりあえず
実際にやってみることが一番魅力を感じられるのではないでしょうか！
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RTA のはじめかた
ゲーム研究会には RTA をやっている人が多くいますから、この項を読むよりもそういう人に直接聞いてみる方
がわかりやすいアドバイスがもらえると思います。よく接する 2 年生だとゆーま君や sometan 君とかでしょうか。
ただ、何らかの事情でそういう機会がなかなか得られない人や、とりあえずこの冊子に一通り目を通そうと思
っている人向けに、僕なりのやり方を書いておきます（僕が RPG を多くやっている関係上、RPG の RTA 向けの
書き方になってしまっていることには注意してください）。とはいえ、このすべてを完璧にできる必要はまったくあり
ません。好きなゲームをガンガン進めて一気にクリアするだけでも RTA と言えるのです。
・まずは RTA をしたいゲームを決めましょう。自分がやり込んだものを選ぶのが良いと思います。
・ゲームを決めたら、RTA を行う時に、だいたいこれに従ってプレイする、というような文書（「チャート」と呼ばれ
ることが多いです）を作りましょう。これはゲームをしながら書くのもいいでしょう。
＞完璧なものを最初から作ろうとするとうまくいかないものですから、やることすべてを書く必要はありません。
最初のうちはざっくりと記述して、慣れていくうちに必要だと感じたものを付け加えていく形でもよいでしょう。
＞RTA のチャートを自分で一から作るというのは時間がかかるものです。インターネット上には、先人の方の
チャートやらなんやらがそれなりの数ありますので、それを参考にしてみるのもよいでしょう。
・チャートが出来上がったら、実際にそれに従って何回かプレイをしてみて（途中に中断が入っても構いません）、
まずいところがないか（前に売ってしまっているアイテムを装備することになっている、とか、このボスの勝率が
著しく低い、とか）を確認し、もし見つかったら修正していきましょう。
・問題がなさそうならば、いよいよ RTA をやってみましょう！
＞途中、不慮の事故で辛くなっても、我慢して続けるのが成長の秘訣、と思っています。
＞録画をしていると自分のプレイが見返しやすいのでオススメです。僕は据え置き機でプレイする際は分配
ケーブルを利用し、片方はテレビに、もう片方はパソコンに接続されたキャプチャーボードに繋いで録画し
ています。分配ケーブルやキャプチャーボードがない場合でも、テレビデオを用いれば遅延なく録画するこ
とが可能です。
・RTA が終わったら、どこがまずかったか、などをまとめチャートに反映していきましょう。そして、よりよくなったチ
ャートでまた RTA を行い、問題点を修正し……という繰り返しで、タイムがどんどん早くなっていくと思います。
＞特にコマンド入力速度の向上などについては、区間を決めて練習する、ということが有効ですので、そのよ
うな練習もやってみることをオススメします。この方法なら、あまりまとまった時間が取れない時でも練習でき
るということもポイントです。

RTA 体験会
今年は実際に新入生に RTA を触れてもらおうと思い、RTA 体験会を企画します。
特定のゲームへの経験などは問わず、ソフトやハードの持参も不要です。できるだけ公平を期すため当日に
あまり知名度のないゲームを渡し、あるボスを撃破するまで RTA 風にそのゲームをプレイしてもらう予定です。
その後に少し会員による解説を行います。使用したゲームソフトは一定期間貸し出す予定なので、後日自宅
で再チャレンジ、というのも可能です。
少しでも RTA に興味を持ってくれた人、新歓会合であまりやるゲームが見つからず手持ち無沙汰になってし
まった人、是非お越しください！
【日時】 4 月 18 日 10 時半～ 1 時間半程度
【場所】 キャンパスプラザ A 棟 2 階 第三会議室
・同じ時間に同じ場所で新歓会合も行われています。体験会に参加しても、その前後で十分に新歓会合を見
て回れると思います。また、途中からの見学も歓迎です。
・この後に新歓食事会がありますが、体験会の後でも余裕をもって間に合います。安心して参加してください。
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ポケモンバトルオフ会のすすめ
文責：みどる

はじめに
新入生の皆さん、入学おめでとうございます。私が大学に入学して、この東京大学ゲーム研究会
（TGA）に入ってから一年になるのだと思うと、なんだか感慨深いです。私はこの一年間、TGA の
様々な活動、イベントに参加することができて、とても充実した楽しい日々を送ることができました。
中でも、特に印象に残っていることの一つは、他の TGA 会員の方々と一緒に、ポケモンバトルのオ
フ会に参加したことです。ここでは、その時の体験について書きたいと思います。

つくオフに参加して
私は秋頃に、ポケモン対戦の非公式大会が様々な形で行われていることを知り、興味を持っていま
した。その後、1 月から 3 月にかけて様々なポケモンバトルのオフ会が開催されると聞いて、春休み
なら時間があるしせっかくだから参加したいなと思いました。まず、2 月 21 日開催の「つくオフ」
というものに他の TGA 会員の方が何人も参加すると聞いて、私も行ってみるかと思い、さっそくイ
ンターネットで申し込みしました。
つくオフは、筑波大学所属ポケモンサークル「つくばポケモンだいすきクラブ」主催の大会です。
参加人数は、シングル、ダブルそれぞれ 48 人ずつです。会場は筑波大学内にあり、私の家からは非
常に遠かったです。新品のゲームソフトが買えそうな額の交通費がかかりました。
当日は朝早くに家を出て、他の TGA 会員の方々とつくばエクスプレスに乗ってはるばる筑波大学
内の会場に向かいました。移動時間が長かったので、努力値を振り直したり立ち回りで不安な点を会
員の方々に相談したりと、最終調整を行うことができました。
会場に早く着きすぎてしまったため、受付が始まるまで待ちました。参加者の中には、何度もこの
ようなオフ会に参加しているためか仲の良い人たちがいて、集まって話をしていました。私は、特に
知り合いもおらず、初対面の人に自分から話しかける勇気もなかったのですが、つくオフの運営の方
が話しかけてくださり、つくばポケモンだいすきクラブの活動の話などを伺うことができて楽しかっ
たです。
受付を済ませると、自分の予選ブロックの席に着きました。他の TGA 会員と同じブロックになら
ずにすみ、ホッとしました。
（それまでの対戦の結果から、TGA 会員と当たると勝てる気がしなかっ
たので…。
）
対戦を始める前に、全体で自己紹介がありました。私は特に何を話すか考えていなかった上に、大
勢の前で話すのが苦手なのでかなり緊張しました。対戦本番よりも緊張したと思います。所属と挨拶
一言を言うので精一杯でした。ほかの参加者の方々の自己紹介は、気合が入っていて笑いが起こるよ
うなものばかりで、すごいなあと思って聞いていました。
自己紹介が終わると、各ブロックで対戦が始まりました。ブロック内で総当たり戦を行い、上位２
名が決勝トーナメントに進めるという形式でした。決められた時間までに全試合を消化すればよく、
どのタイミングで昼食をとるかなどは自由でした。私のいたブロックでは一気に全試合終えてしまい
ました。
私は、エルフーンとテラキオンの並びを軸にメガボーマンダなども加わって、高い素早さからの高
火力全体技で相手を制圧するパーティを使用していました。初めての参加だし負けて当たり前なのだ
から、怖がらず積極的に攻めようと思い強気でプレーした結果、運が味方をしてくれたこともあって
3 勝 1 敗で決勝トーナメントに進むことができました。私が使っていたエルフーンは「いばる」を覚
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えていて、「いばる」を撃って相手を混乱させる機会は実際多かったのですが、結果的にこのことに
大いに助けられました。対戦中、もうダメだと思って画面を見ると、「わけもわからずじぶんをこう
げきした」の文字があり、そのターンに私のポケモンを倒すはずだった相手のポケモンが自分を攻撃
していて、倒されるはずだった私のポケモンの攻撃が通り、流れが変わったことが何度もありました。
{いたずらごころ}エルフーンの「いばる」は素晴らしいと思います。負けた試合は、先発で出てきた
ガルーラとニンフィアという、ダブルバトルにおける基本的な並びに対してきちんと対応することが
できなかったのが敗因で、まだまだ学ぶことがたくさんあるなあと思いました。
全ての試合を消化した後は、大会とは無関係の対戦やポケモンカードの対戦をしてもよく、参加者
の皆さんは、それぞれ自由に活動していました。特に、ポケモンカードで遊んでいる人がたくさんい
て目につきました。私はカードゲームの方には触れたことがなくルールもわかりませんでしたが、盛
り上がっていて楽しそうなのを見て、機会があったらカードゲームもやってみたいな、と思いました。
決勝トーナメントでは、各ブロックから 2 人ずつ、計 16 人でトーナメントを行いました。対戦を
横から見ている方々もいて、予選のときよりもはるかに緊張感がありました。
1 試合目は、相手の「トリックルーム」を「いばる」による混乱自傷で封じ、そのまま、
「ふくろだ
たき」で攻撃を上げたテラキオンの攻撃で全員倒して勝利しました。しかし 2 試合目、こちらのエル
フーンをすぐに処理された後、相手に「おいかぜ」を使われなすすべなく倒されてしまい、ここで私
は敗退することになりました。この時の対戦相手の方はまったく隙のないプレイングをしていて、た
だただすごいなあと感心しました。私は、それまでは実力が不足している分を運でごまかしていたと
ころ、とうとうボロが出てしまった感じがありました。負けてしまったものの、悔しい気持ちより、
ここまで戦えたんだ、という嬉しい気持ちの方が強く、充実感がありました。レート対戦にはない緊
張感を味わうことができて、とてもいい経験になったと思います。
その後、大きなスクリーンに映し出される、シングル、ダブルそれぞれの 3・4 位決定戦、決勝戦
を観戦しました。ユニークな要素のある構築を見ることができて、とても面白かったです。

おわりに
私のつくオフでの体験は以上です。このような大会に参加したことがなかったので初めは不安もあ
りましたが、家でレート対戦しているだけでは得られない貴重な経験ができて、参加して本当によか
ったと思います。そして、この大会に参加し自分でも驚くような結果で終えることができたのは、TGA
に入っていたおかげだと思います。そもそも、他の会員の方から大会に参加するという話を聞かなけ
れば、私はこのような大会に参加しようとも思わなかったでしょう。私が大会で使用したテラキオン
は、自力での厳選が間に合わなかったので他の会員の方からお借りしました。また、大会前日まで、
何 人 も の 会 員 の 方 に 構 築 相 談 や 練 習 試 合 に 付 き 合 っ て い た だ き 、 そ
のおかげで納得のいくパーティを完成させることができました。
周りに、同じようにポケモンをプレーしている人がたくさんいて、いつでも交流できるのは、素晴
らしいことだと思います。皆さんも、TGA に入って一緒にポケモンをしませんか。そして、様々なイ
ベントに一緒に参加しませんか。皆様の入会をお待ちしております。
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音ゲーのすゝめ
文責：タイラー

0．はじめに
新入生の皆さん、入学おめでとうございます。タイラーといいます。皆さんは音ゲーをご存知でしょ
うか？ 音ゲーとは音楽ゲームの略称で、音楽に合わせてボタンを押したり画面をタッチしたりして遊
ぶゲームのことを言います。最近ではスクフェスや Cytus などの手軽にスマホで遊べる音ゲーも増えて
いますし、太鼓の達人などで音ゲーに触れたことがあるという人も多いのではないでしょうか。
さて、今スクフェスを「手軽」と書いたように、これらと比べるとアーケードの音楽ゲームは、自分
には絶対出来ないという思い込みなどから敷居が高いと感じる人が多いようです。そこで、今回は大学
に入って音ゲーを始めてみたい、もしくは少しでも興味があるという人のために、いくつかの音ゲーに
ついて紹介していきたいと思います。

1．jubeat
jubeat（ユビート）
（通称指）は 4×4 計 16 枚のパ
ネルを音楽に合わせて押す音楽ゲームです。最終的
にスコアが 70 万点（100 万点中）とれていればクリ
アとなります。16 個もボタンがあるというと難しそ
うに聞こえるかもしれませんが、操作方法は「マー
カー」という合図が現れた所をタイミングよく押せ
ばいいだけなので画面とボタンの対応を覚える必要
がなく、初心者でもとっつきやすい音ゲーだと言え
るでしょう。また、最初からゲーセンはちょっと…
…という人には、KONAMI がスマートフォンやタブ
レット向けに出している jubeat plus というアプリが
あり、iPad などを使えば割と本格的に遊ぶことが可
能です。画面の小さいスマートフォンでもタイミン
グをとる練習になるので試しにやってみてはいかがでしょうか（実はこの画像も jubeat plus のプレイ画
面のスクショです）
。
ところで、jubeat には表示速度や色などが異なった様々なマーカーがあり、マーカーを自分に合った
ものに変えるだけでスコアが 10 万点近く上がったりすることもあります。もちろん始めたばかりの人
は初期設定のマーカーでプレイすることになるのですが、問題はこの初期マーカーを使いづらいと感じ
る人が多いということでしょう。これは初期マーカーが使いやすさよりも稼働機種のイメージに合わせ
て作られていることが原因だと考えられます。実際、現在稼働中の「jubeat prop」の初期マーカーも評
判は芳しくないですね。そこで、ここでは初心者におすすめのマーカーを 3 つ紹介していきたいと思い
ます。
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・ユビ子マーカー
僕が普段使用しているマーカーです。僕は友達に勧めら
れて jubeat を始めたのですが、最初のプレイの時にこのマ
ーカーに変えてもらい、特に問題なかったのでそれ以来ず
っと使い続けています。上から逆さまの白いユビ子（この
キャラクターの名前です）が落ちてきて、ワンバウンド&半回転すると「touch」という文字が表示され
るので、このタイミングでタッチします。白色なので見やすく、ワンバウンドを挟むことでタイミング
が取りやすくなっていると思います。また、マーカーは押したタイミングが本来のタイミングからどれ
だけずれていたか（これを判定といいます）によって異なるエフェクトが発生するのですが、このマー
カーは押した後の色が判定によって特に大きく変わるためうまく押せているかどうかが分かりやすい
という利点があります。

・シャッターマーカー
使用者が非常に多いマーカーです。4 方向から出現する
ため見落としづらく、また真ん中で閉まった瞬間にタッチ
するという分かりやすさが人気の理由です。判定も見やす
いです。かなりおすすめのマーカーです。

・花火マーカー
周りがオレンジ色に光って真ん中に照準が現れ、そこに
花火が飛んでいき花火が中心に来たところでタッチしま
す。このマーカーは表示速度が遅く、また最初に周りが光
るため押す順番が分かりやすいという点で初心者におす
すめのマーカーです。そのかわり、その表示速度の遅さ故に難易度が上がってくると画面が埋まってし
まって分かりにくくなるという欠点もあります。
実はこの他に使用者が非常に多いマーカーでフラワーマーカーという花が開いていくマーカーがあ
ります。ただ、このマーカーは表示速度が速いため個人的には反射神経に自信のある人向けのマーカー
だと思い、紹介しませんでした。

2．SOUND VOLTEX
SOUND VOLTEX（通称ボルテ、サンボル、ウンドボ）は、
4 つの BT ボタンと 2 つの FX ボタン、2 つのアナログデバイ
ス（通称つまみ）を、迫ってくるノーツに合わせて動かし、
曲にエフェクトをかけていく非常に疾走感のある音ゲーで
す。収録楽曲にボーカロイド曲や東方アレンジ曲が多いこと
も特徴の 1 つです。演奏中に操作するデバイスの数は 8 つで
すが、種類ごとに奥からつまみ、BT ボタン、FX ボタンの順
に 2-4-2 の並びになっていてデバイスの対応を覚えるのはそ
んなに難しくないかと思います。クリティカルラインに重な
った時に上手くいけば右側のゲージが溜まっていき、最後に
ゲージが 70％を超えていればクリアとなります。
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右の写真が SOUND VOLTEX の
操作デバイスになります。つまみ
は倒したりするのではなく回転さ
せて操作します。

次に、SOUND VOLTEX を始める上で初心者が躓きやすいつまみの操作と、知っていると役立つであ
ろう機能について簡単に紹介したいと思います。

・HI SPEED とは
START ボタンは基本的に決定ボタンとして機能しますが、曲が始まる前や曲中においては別の機能
を持っていて、このとき押しながらつまみを回すと HI SPEED 設定を行うことができます。HI SPEED
とは簡単に言うと譜面が流れてくるスピードのことです。難易度が上がると譜面の密度が高くなるので
すが、この値を大きくすることで譜面の密度を下げて見やすくすることができます。始めてからしばら
くの間は変えなくてもいいと思います。譜面が遅く感じるようになったら少しずつ上げていくぐらいが
丁度いいでしょう。

・つまみの切り返しは気持ち遅めで、直角は気持ち早めで
SOUND VOLTEX を始めた初心者が最初に躓くポイントには、やはりつまみの操作が挙げられます。
操作に慣れないうちは、なだらかなつまみの始点や切り替えし部分でつまみを回し始めるのが早すぎて
画面上でのつまみの位置が反対方向にぶっ飛んでしまう、ということが起こりやすいです。補正なども
あるのでうまくいかないときは気持ち遅めを意識するといいです。それに対して直角になっている部分
は直角になっている部分に差し掛かった時点でアナログデバイスの入力があることが成功条件なので、
少し早めに回し始めるとスカる危険が減ります。

・EXCESSIVE RATE には注意！
FX 同時押し→BT-A ボタン（4 つの BT ボタンの左端）で EFFECTIVE RATE（通常ゲージ）と
EXCESSIVE RATE（ハードゲージ）を入れ替えることができます。ハードゲージとは他の音ゲーでも
使われる用語で、このゲージに変えると通常よりも厳しい条件でゲームをクリアしなければならなくな
ります。この機能は本来上級者になるまであまり使うことがないのですが、今作「SOUND VOLTEX Ⅲ
GRAVITY WARS」ではプレイ中のミッションとして EXCESSIVE RATE で曲をクリアするというものが
あるため、知っていると役に立つことがあるかもしれません。使った後はゲージ設定を元に戻すことを
忘れないようにしましょう。
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3．Guitar Freaks & Drum Mania
音ゲーの中でも特に敷居が高い部類に入るのがこの Guitar Freaks & Drum Mania（通称ギタドラ）でし
ょう。Guitar Freaks 単体を指してギタフリ、Drum Mania をドラマニなどと呼ぶ事もあり、現在は 2 つ合
わせて「GITADORA OverDrive」という名前で稼働しています。その名の通り実際の楽器をモチーフに
作られていて、プレイすることで独特の演奏感を味わうことができます。うまく押せればエキサイトゲ
ージが溜まっていき、最後までゲージが残っていればクリアとなります。
操作方法について簡単に説明します。Guitar Freaks は、
左手でギターのネックにある 5 つのボタンを押してノ
ーツがやってくるレーンを選択し、タイミングよく右手
でピッキングレバーを上下に動かすことで音が出ると
いう仕組みです。一番右のレーンには対応するボタンは
なく、ノーツが来たところでギターのネックを動かしな
がらピッキングするとスコアにボーナスが入ります。
Drum Mania は左からレフト
シンバル、ハイハット、レフト
ペダル、スネア、ハイタム、バ
スペダル、ロータム、フロアタ
ム、シンバルという名前の 9 つ
のパッドがあるのでこれらをス
クロールしてくる譜面に合わせ
て叩いて操作します。

左右で全く別のことをやらなければならなかったり足を使わな
くてはならなかったりするため最初は難しいと感じるかもしれませんが、プレイしているうちにできる
ようになっていくのであまり心配する必要もないでしょう。
また、ギタドラには独自のスキルシステムがあり、これが上達のモチベーションの 1 つになっていま
す。今回はそのスキルシステムについて紹介したいと思います。

・曲別スキルポイント
曲をプレイするとその難易度と達成率に応じて曲別スキルポイントが算出されます。達成率はノーツ
の判定とコンボ数によって決定されます。つまり、同じ曲をプレイして 1 回ミスをした場合、最初に間
違えたときの方が曲の真ん中で 1 回ミスをしたときよりも曲別スキルポイントが高くなります。そのた
めギタドラはコンボゲーと評されることがあります。

・スキル対象曲
そのバージョンでの新曲（HOT というマークが付いている曲）と旧曲、それぞれの中で曲別スキル
ポイントが高い順に 25 曲ずつをスキル対象曲といいます。
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・ネームカラー
スキル対象曲 50 曲の曲別スキルポイントの合計をスキルポイント（プレイヤースキル）といいます。
スキルポイントは数値によって以下のように色が変化します。この色のことをネームカラーといいます。

0～:白色 1000～:淡黄色 2000～:黄色 3000～:緑色 4000～:青色 5000～:紫色 6000～:赤色
7000～:銅色 7500～:銀色 8000～:金色 8500～:虹色
因みに赤色までは下 3 桁が 500 を超えるとネームカラーがグラデーションになります。ネームカラー
赤の人を赤ネ、青の人を青ネと言うのに対し赤グラ、青グラなどと呼ばれています。

4．おわりに
音ゲーには反射神経や譜面を覚える記憶力が必要だと思っている人がいるかもしれませんが、ぶっち
ゃけそんなものがなくてもやっているうちに自然とできるようになっていきます。大学から音ゲーを始
める人もたくさんいますし、今から始めて遅いということもありません。むしろ先輩にコツを聞いたり
できる点でアドバンテージだらけと言えるでしょう。ゲー研には音ゲーをやっている先輩が何人もいる
のでガンガン利用していってほしいと思います。この記事を読んで音ゲーに興味を持ってもらえたら嬉
しいですし、始めようと思ってくれたらもっと嬉しいです。
おわりと書きましたが、次のページにはゲー研内で最もプレイ人口が多い beatmania IIDX についての
紹介があります（僕はやっていないので TaLe 君に書いてもらいました）
。さらにそのあとにアーケード
の音ゲーをやるときの準備についてのページもあります。全然おわらねーじゃんという突っ込みがある
ことと思いますが、最後まで読んでいただけたら幸いです。
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【タイラー】

5．EXTRA STAGE: beatmania IIDX
ここでは TGA で最もプレイ人口が多い音ゲーである beatmania IIDX（通称 IIDX、弐寺）について簡
単に説明したいと思います。
このゲームは、7 つの鍵盤と 1 つのターンテーブル（皿）を落ちてくるオブジェに合わせて捌く音ゲ
ーです。その大きな筐体はゲーセンでも目立っており、ステージ上のプレイヤーは一層目立ちます。そ
のようなステージの上に立ち、多岐にわたる数多くの良質な曲の中から自由に曲を選んで演奏できると
いうのが魅力の 1 つと言えるでしょう。
とはいえ、このゲームは敷居が高い方です。鍵盤の多さに加え、鍵盤
と同時に皿も拾わねばならないのですが、画面に映る譜面を追うのに精
いっぱいで手元を見ることはできません。直感的にプレイすることがで
きないため混乱しやすく、初心者はここで躓きやすいです。まずは運指
1を決めましょう。あとは初心者向けのモードで何曲もプレイしていけ

ば感覚が養われて、手元を見ずにある程度思うように演奏できるように
なるでしょう。
また、難易度も高めであり、jubeat などと違って低 Level の譜面
でも FAILED になりやすいです。しかし、難易度が高いからこそ、
クリアできた時は喜びと達成感を得られることでしょう。このゲ
ームの特徴の 1 つに段位認定モードがあります。段位認定モード
とは、100%で始まるゲージを 0%にしないように、指定された 4
曲を演奏しきれば合格となるモードのことです。プレイ中の緊張
感は段位認定ならではであり、合格した時の達成感も相当のもの

↑ターンテーブル↑鍵盤

でしょう。それに、取得した段位はプレイヤーの実力の目安とな
り、成長を実感しやすい他、モチベを保つ効果もあると言えます。
先に述べたように、弐寺は TGA 内で最もプレイ人口が多い音ゲーです。TGA は音ゲーサークルでは
ありませんが、弐寺が上手な人が各学年に少なくとも 1 人はいます。具体的に段位でいうと皆伝が若干
名、十段が数名ほどです。弐寺の話題を振れば会話が弾み、色々なことを教えてくれます。また、部室
には近年価格が高騰している家庭用コントローラー（専コン）が置いてあり、ソフトも会員が持ち寄っ
ています。そのため、
「いきなりゲーセンでやるのはちょっと……」という方でも部室で詳しい人に教
えてもらいつつ、無料で気軽にプレイすることができますよ。

1

【TaLe】

各鍵盤にあらかじめ対応する指を定めておく（固定運指）ことで混乱しにくくなります。基本的な運
指を挙げると、
「対称固定」
、
「3:5 半固定」
、
「1048 式」など。また、固定運指とは違って、指を自由に
動かす運指を北斗運指と言います。詳細はネットで検索するか、或いは詳しい会員に聞いてみましょう。
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6．補足:音ゲーを始めるにあたって
・e-PASS を買おう
ゲームセンターにある音ゲーをやるにあたってですが、まず自分のプレイデータを保存するために専
用のカードが必要になります。おサイフ機能が付いた携帯電話や PASMO などの IC カードでも大丈夫
なのですが 1 枚あれば対応する全てのゲームのデータを保存できますし 300～500 円程度で売っている
のでどうせなら買っておくことをお勧めします。大体のゲーセンにはカード販売機が置いてあります。
この記事で紹介した 4 つの音ゲーは全て KONAMI 製ですので、これらの音ゲーをやりたい場合、
e-AMUEMENT PASS（e-PASS）というカードを使うことになります。

・PASELI プレイのすゝめ
PASELI とは、e-PASS などにチャージしてゲームセンターなどで使うことのできる KONAMI の電子
マネーです。PASELI を使ったプレイでは様々な特典が付くため、音ゲーをやっていくならいつかお世
話になるかと思います。例えば、jubeat では PASELI を使うと BONUS TUNE に必要なゲージが溜まり
やすくなりますし、SOUND VOLTEX では 1 曲目と 2 曲目のレベル制限が撤廃されるほか、2 曲保障が
付きます。Guitar Freaks & Drum Mania ではアンコールステージに挑戦できるようになり、最大で 5 曲
プレイできるようになります。beatmania IIDX でも難易度制限がなくなりプレー保障が付くなどの恩恵
が受けられます。
これだけ見ると利点ばかりなのですが、
実は PASELI には致命的な欠点が存在します。それは、PASELI
プレイは通常のクレジット（100 円玉を入れる）プレイよりもゲームセンターの儲けが少なくなってし
まうため、多くのゲームセンターは PASELI プレイをクレジットプレイよりも 10～20 円ほど高く設定
しているということです。じゃあ PASELI なんか使わなくていいよということになるのですが、ユーザ
ーのことも考えてくれているのか一部のゲームセンターでは曜日限定のゲリライベントなどとして
PASELI プレイを割引してくれることがあるのです。なので、僕は基本的にはクレジットでプレイする
けど PASELI が安くなる日にだけ PASELI プレイする、といった使い方をしています。
PASELI 割引の他に 100 円で 2 回遊べるゲリライベントをやっているところもあります。ゲリライベ
ントの情報は Twitter やネットで調べればすぐに出てくるので、家の近くや通学途中にあるゲームセン
ターでそういうイベントが行われているかを調べておくといいでしょう。
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【タイラー】

マリオカート Wii の変わった遊び方
文責：UCAP
1、 初めに
新入生の皆さん、入学おめでとうございます。東京大学ゲーム研究会所属の UCAP です。ここで
は、マリオカート Wii の変わった遊び方を紹介したいと思います。
2、 変わった遊び方とは？
皆さんはマリオカート Wii を遊んだことはありますか？ 遊んだことが無い方も、マリオカートが
どんなゲームであるかは知っていると思います。簡単に説明すれば、アイテムやドリフト等を駆使し
て 1 位を目指すレースゲームです。さて、ここで紹介する変わった遊び方とは、アクセルに該当する
ボタンを押すことを禁止して遊ぶこと（以下、この遊び方を「バック走」と表記する）です。昨年の
駒場祭 1 日目に行われたマリオカート企画で実際にバック走での会員同士の対戦を行ったので、見に
来て頂いた方はバック走がどんな感じかご存知かもしれません。「えっ、アクセルボタンを押さずに
レースなんてできるの？」と思う方もいるでしょう。もちろん、マリオカート Wii で遊べるコース全
てでこの遊び方ができるわけではありませんが、コース不足に困ることは無いでしょう。早速、バッ
ク走について説明していきたいと思います。
注：これ以降、GC コントローラーを使うものとして紹介します。GC コントローラーでアクセルに該
当するボタンは A ボタンです。
3、 レースを始めるまで
バック走で遊ぶときに注意することは、当然ですが 1 人では遊ぶことができないことです。シング
ルプレイの vs モードでバック走を 1 人でやろうとしても、コンピューターは普通にレースを展開し
ていくので、いつの間にかレースが終わっています。なので、バック走で遊ぶときは 2 人以上で遊び
ましょう。僕は 4 人でやることをおすすめします。人数が多いほどゲームは楽しいですからね！ 1 人
でバック走の練習をしたい時には、コントローラーを 2 つ用意し、マルチプレイ（2 人）の vs モード
でコントローラーを 1 つ放置しておけば、好きなだけ練習することができます。
さて、遊ぶ人が集まったら早速バック走で遊びましょう！ まずキャラクターの選び方ですが、キ
ャラクターは好きなキャラを使ってください。マシンはカートでもバイクでも良いのですが、バイク
を選ぶことをおすすめします。ドリフトはオートでもマニュアルでも同じなので好きな方を選びまし
ょう。アイテムは「ダイナミック」にしましょう。あと、何人でやる場合でもコンピューターはあり
にするのをおすすめします。いずれの理由も後で述べることとします。
コースを決めたらバック走を始めましょう！
4、 レースの基本的な進め方
バック走では A ボタンを使うことが禁止されています。A ボタンが使えない以上、マシンを進める
ことができるのは B ボタン（バック）だけです。なので、B ボタン+Z ボタン（後方を見る）を基本
的には使うことになります。これが、我々が「バック走」と呼ぶ理由です。また、バックのスピード
や曲がりやすさは全キャラ同じなので、好きなキャラを使えば良いという理由もここにあります。
バック走とはいえ B ボタンだけしか使えないなら、それはもう冗長でつまらないものになり、しか
もバックのスピードは同じなので、レース開始時のプレイヤーの位置で順位が決まってしまいます。
しかし、バック走で禁止されていることは A ボタンを使うことだけなので、アイテムやダッシュボー
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ドは使うことができます。もちろんプレイヤーのテクニックなども重要ですが、このアイテムこそが
順位を決めるより重要な要素となります。
バック走で役に立つアイテムはダッシュキノコ系（特にパワフルダッシュキノコ）、キラーといっ
た、所謂使うだけで前に進むことができるアイテムです。これらのアイテムをいかに上手に使うかが
相手よりも速くゴールできるポイントとなります。先ほど述べた「コンピューターはありにした方が
良い」という理由は、アイテムの出現確率が変わるからです。コンピューターがいれば、コンピュー
ターは普通に走っていくので、プレイヤーの順位は自然と 9 位以下になります。すると、上記のよう
なアイテムが出やすくなるので、スピード感あふれる勝負ができます。逆にコンピューターがいない
と、上位のプレイヤーのアイテムがコウラやバナナなど役に立たないアイテムしか出なくなるので、
コンピューターがいる時よりも少しつまらなくなってしまいます。ただ、どちらでも十分に楽しんで
遊ぶことができるので、コンピューターをつけるかは皆さん次第です。また、アイテムを「ダイナミ
ック」にするのは、役に立つアイテムが「おすすめ」や「ストイック」よりも出やすいからです。
5、 アイテム説明
ここでは、バック走における各アイテムの説明をしたいと思います。
ダッシュキノコ（通称：キノコ）
使うと、ボタンを押さなくても向いている方向に進むことができる良アイテムで、B ボタンで進む
よりもかなり速い。使うときは、間違えて逆向きに進まないよう気を付けよう。コンピューターあ
りのプレイではほとんど出ることは無い。
トリプルダッシュキノコ（通称：トリプルキノコ）
ダッシュキノコを 3 回使うことができる。3 回使うタイミングは連続でも良いし、間を空けてでも
良いので、場合によってはパワフルダッシュキノコよりも使い勝手が良い。ただ、トリプルダッシ
ュキノコが出ても「やった、トリプルキノコが出た！」と思うことは無いだろう。
パワフルダッシュキノコ（通称：パワフルキノコ、ゴールデンキノコ）
使うと一定時間のあいだ、ダッシュキノコが使い放題という神アイテム。コースの大半をこのアイ
テムを使って進むことがほとんどである。僕はいつも「サンダーくるな！」と思いながらこのアイ
テムを使っている。この速さに慣れてしまったら、B ボタンで進むのがとても遅く感じるようにな
る。一定時間とあるが、実際には 7.5 秒くらいである。
キラー
使うと一定時間のあいだ、キラー状態になりコースを勝手に進んでくれる神アイテム。キラー状態
は無敵であるので、サンダーを回避することもできたり、相手にぶつかった時に相手の持っている
アイテムを落としたりすることもできる。パワフルダッシュキノコ同様、キラーの速さに慣れると
B ボタンで進むのがじれったく感じるようになる。ちなみに、自分がキラーを持っている限り相手
にキラーが出ることは無い。
スーパースター（通称：スター）
普通のレースでは強力なアイテムであるが、バック走では一気に無能アイテムと化す。無敵状態に
なれるだけで、キラーみたいに勝手にコースを進んでくれることも無く、B ボタンで進むときにス
ピードがアップすることも無い。しかも連続で出てきやすく、
「3 連続スターかよ」等の声が聞こえ
ることもある。たまに相手のサンダーから守ってくれることがあるが、自分がパワフルダッシュキ
ノコやキラーを持ってない限り有利になることはほぼ無い。
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サンダー
使うと相手全員を小さくし、相手の持っているアイテムを落とすことができる有能アイテムである。
しかし実際にプレイすればわかるのだが、アイテムを取った時に「サンダー来い！」と思うことは
皆無である。やはり、パワフルダッシュキノコやキラーの魅力には敵わないのだ。ちなみに、4 人
プレイでコンピューターありの場合、下位 2 人にしか出ないらしい。
その他のアイテムはダイナミックかつコンピューターありではほぼ出ないので割愛させて頂きます。
6、 DK スノーボードクロスでの走り方例
つらつらと述べましたが、これではよくわからないと思うので実際に DK スノーボードクロスでの
バック走の走り方の一例を紹介します。
「3、2、1、GO!!」という合図がしたら、Z ボタンを押しながら B ボタンとスティック左（or 右）
を使って体を 180 度回転させます。そうすると、カメラの方向が普段のレースと同じになります。た
だここで注意することは、今自分は逆を向いているので、移動したい方向に行くにはその方向とは逆
の方向にスティックを動かさなければいけません。B ボタンを押し続けることで進むことができます。
最初のアイテムボックスまでたどり着いたら、アイテムが取れる位置で止まり、アイテムを厳選しま
す。このアイテム厳選はバック走では重要な行為なので、くれぐれもサボってはいけません。そのサ
ボりこそが順位を落とすことになるのです。ここで待つアイテムは、パワフルダッシュキノコもしく
はキラーです。それ以外のアイテムが出たらその場で使ってまたアイテムを取ります。スーパースタ
ーが出たらその場で使いましょう。スーパースターが連続で出てもくじけないでください。ダッシュ
キノコやトリプルダッシュキノコが出たら壁に向かってダッシュキノコを使い切りましょう。とにか
く、パワフルダッシュキノコかキラーを持った状態で大砲に入りましょう。大砲へはバックしながら
でも入ることができます。
大砲を出てもアイテムを使ってはいけません。大砲を出た直後にパワフルダッシュキノコやキラー
を使うと中途半端なところでアイテムが切れて次のアイテムを取るまでに時間がかかり大幅なロス
となります。大砲を出たら左に曲がるくらいの所までバックで進みます。進んだら、右側に壁際の青
いダッシュボードがあるので、それを利用します。やってみるとわかりやすいのですが、利用の仕方
としては、Z ボタンを押さずに青いダッシュボードに対して斜めに入っていきます。この時、キャラ
が向く方向はコースの進む向きでなければいけません。B ボタンでひたすら進んでいくと、キャラが
ジャンプして青いダッシュボードを利用して前に進むことができます。前に進んだら B ボタンをす
ぐに離してスティックを右に動かし続けてください。前に進んだ勢いを利用してまた壁際の青いダッ
シュボードでダッシュすることができます。3 回ほど繰り返すと赤いダッシュボードにのることがで
きます。赤いダッシュボードに乗ったらジャンプアクションをして着地します（ジャンプアクション
は十字キーのいずれかの方向を押す）
。
なお、この青いダッシュボードを使う方法はバイクしか使うことができません。カートではこの方
法が使えないので、バイクを使うことをおすすめしています。ここにはアイテムボックスがあるので、
大砲に入る前にアイテムを取り逃した場合でもアイテムを取れますが、ここはアイテム厳選をするこ
とができない（一応できるが、時間のロスがとても大きくなる）ので、スーパースターなんかが出た
らおしまいです。なので、大砲に入る前にちゃんとアイテムを確保しておきましょう。ジャンプアク
ションをして着地し、ジャンプアクションの加速が終わりそうなところで持っていたパワフルダッシ
ュキノコもしくはキラーを使いましょう。この先は、パワフルダッシュキノコを持っていた場合とキ
ラーを持っていた場合に分けて説明します。
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①

パワフルダッシュキノコを持っていた場合
パワフルダッシュキノコを使い続けると、でこぼこ道を進み終わって曲がるくらいの所でアイテム

がなくなります。すると、目の前にはまた壁側の青いダッシュボードが現れます。サンダー等の妨害
が無い限り、パワフルダッシュキノコの反動で青いダッシュボードを使えると思います。ジャンプア
クションを忘れずに。そこにはアイテムボックスがあるのでちょうどアイテム確保ができます。キラ
ーやパワフルダッシュキノコがでたらすぐに使っても良いと思います。おそらくゴール手前まで進め
ます。パワフルダッシュキノコを使う場合、途中にいるヘイホーに気を付けてください。ヘイホーに
ぶつかるとクラッシュして時間のロスになってしまいます。スーパースターが出たら地道に B ボタ
ンで進んでいきましょう。左に曲がると右側に青いダッシュボードが現れるので、大砲を出た直後み
たいなテクニックを駆使し、進みましょう。ただ、ここは大砲を出た直後の所とは違い、左側に穴が
あるので気を付けましょう。上手くやると、先にある赤いダッシュボードに乗れて、その反動でまた
壁側にある青いダッシュボードを利用できます。そうして進んだら、コースが 1 周終わります。
②

キラーを持っていた場合
キラーを使う場合、ジャンプアクションの加速が終わるくらいに使いましょう。キラーが切れるの

は、でこぼこ道を進み終わって右に曲がり、先に進んだ壁際の青いダッシュボードの前くらいです。
キラーの勢いでその青いダッシュボードを利用することができます。その後は①の「大砲を出た直後
みたいな～」以降の文と同様です。
これを 3 回繰り返してゴール！（わかりにくくて申し訳ないです）
7、 最後に
6 で紹介した走り方はあくまでも一例で、他の走り方もあるでしょう。この走り方は、かなり練習
をする必要があると思います。僕も壁際の青いダッシュボードを使いこなすまでに結構練習しました
（発見したのは僕ではないですが）。しかし、一つ言えることは「どんな走り方でも楽しければそれ
で良い」ということです。バック走はタイムを競うものではありません。ビリになっても楽しければ
十分です。友達と集まってワイワイ遊ぶのがバック走の醍醐味であると僕は思っています。
最後になりますが、この記事を見て少しでも「バック走やってみたい！」と思ってもらえたら幸い
です。僕に声をかけてもらえば、紹介した DK スノーボードクロスでの走り方や他のコースの走り方
をお見せすることもできるので、気軽に声をかけてください。もちろん、新入生の皆さんとのバック
走対決も歓迎です！ 皆さんも是非これを機にバック走で遊んでみてください。
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はじめてのフリーそざい
文責：Alf

はじめに
東京大学へのご入学おめでとうございます。東京大学ゲーム研究会（以下 TGA）会員の Alf（アル
フ）と申します。私の記事では、2014 年 12 月 20 日、21 日に開催されたジャンプフェスタ 2015（以
下ジャンフェス 2015）のポケモンバトル企画、
「連勝バトルコーナー」での私の個人的な体験を通じ
て、この 1 年ゲームをやってきて個人的に感じたことを簡単にまとめてみようと思います。

参加に至るまで
まずはジャンフェス 2015 について簡単に触れておきましょう。ジャンフェス 2015 とは、集英社の
雑誌である『週刊少年ジャンプ』など 5 誌が合同で開催したイベントです。ジャンプ系の漫画のグッ
ズの先行・限定発売や、『週刊少年ジャンプ』に掲載されている作品の世界観を体験できるゲームな
どの企画がありました。数ある企画の中でも TGA 内部で注目されていたのが、前述した「連勝バト
ルコーナー」という企画でした。
さて、いきなりこんなことを書くのもなんですが、実のところ私はジャンフェス 2015 開催 1 週間
前になるまではこのイベントに参加する気は皆無でした。TGA に入会してから私が取り組んできた
ポケモンバトルの主なルールはシングルバトルだったのですが、「連勝バトルコーナー」で開催され
るバトルのルールはダブルバトルだったので、イベントに参加しても得られるものは少ないだろうと
思ったからです。しかも「連勝バトルコーナー」のバトルのルールはかなり特殊で、
・パーティにラティアスまたはラティオスを必ず入れる
・パーティに入れられるポケモンの総数はラティアスまたはラティオスを含めて全部で 4 匹のみ
・見せ合い後すべてのポケモンを選出しなければならない
などといった制限があり、普通のダブルバトルも満足にできないのにこんな特殊なルールのダブルバ
トルで勝てるわけがない、と一人で勝手に結論づけて諦めきっていました。しかしながら、TGA 内部
のポケモンプレイヤーのうちかなりの人数がこのイベントに向けた調整で盛り上がっており、周囲か
らの勧誘もあって興味が徐々に湧いてきて、試しにパーティを組んで会員たちと対戦してみました。
最初のうちは戦績が芳しくありませんでしたが、対戦を経て TGA の同期や先輩方から数多くのアド
バイスをいただき、苦しみながらもなんとか戦えそうなパーティを完成させました。こうして私は不
安を抱えながらも、ここまでやったんだしとりあえず参加だけはするか、と腹を括ってジャンフェス
2015 の開催地である幕張メッセに特攻することを決意しました。

会場にて
私は高校まで地方に住んでいたので、幕張メッセほどの巨大な施設には行ったことすらほとんどな
く、ましてやそのような場所で開催される大規模なイベントの経験はゼロに等しい状態でした。その
ため、会場に到着していきなりものすごく大きな人だかりを目撃したときにはかなり緊張してしまい
ました。俗に言う「雰囲気にのまれた」という感じです。
行列に並んでゆっくりと会場の内部に入ってみると、改めて人の多さを実感しました。正直に言っ
て、来る場所を間違えたとさえ思いました。折れそうな心をなんとか支えつつポケモンの対戦会場へ
向かうと、そこには「ただいまお並びいただけません」と書かれたプラカードが掲げられていました。
想像以上に人が多いということは、その文字を見るだけでもわかりました。
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ほどなくして混雑のピークは過ぎ、一緒に会場に来ていた TGA 会員数名と共に対戦を待つ列に並
ぶことになりました。そして緊張を緩和するために、列に並びながら会員との対戦という形でパーテ
ィを試運転していたのですが、その時に事件が起こりました。私のパーティは「はらだいこ」を使う
マリルリを採用していたのですが、試運転の中で「はらだいこ」を使ったときに、持たせていたはず
の『オボンのみ』が発動しなかったのです。相手が特性｛きんちょうかん｝のポケモンを場に出して
いたわけでもないのになぜだろうと思いながらマリルリの持ち物を確認してみると、なんと持ち物が
『パワーアンクル』になっていました。直前までマリルリの素早さの調整をしていて、持ち物を直す
のを忘れてそのまま対戦用のパーティに戻してしまっていたのです。しかもそのミスに気付いたとき
には私を含めた TGA 会員たちは列のかなり先頭にいて、まさにこれから参加登録をしようかという
ところでした。慌てて受付の方に持ち物を変更したい旨を伝え、急いでマリルリの持ち物を変更しま
した。登録を済ませてしまうと以降の持ち物の変更は不可能になるところだったので、もし気付いて
いなかったらと思うと今でもゾッとします。
参加登録を済ませるまでの時点ですでに精神的には疲労が蓄積していました。しかし、いざ実際に
対戦を始めてみると、不思議なことに平常心に近い精神状態を保つことができ、幸運にも助けられて
3 連勝を達成することができました。その結果、
「連勝バトルコーナー」で 3 連勝以上を達成した特典
として、ジャンフェス 2015 にゲストとして参加されていた声優の梶裕貴さん、新田恵美さんのいず
れかの方との対戦権をかけた抽選に参加することになりました。抽選番号は 50 番。
そして声優の方々が特設ステージに登場し、抽選が始まりました。1 回目、梶裕貴さんとの対戦者
を決める抽選はハズレ。そして 2 回目、新田恵美さんとの対戦者を決める抽選が始まりました。まさ
か当選するわけがないだろうと思いながら抽選を見守っていると、50 番という番号が高らかに宣告
されました。かなり動揺しましたが、せっかくの機会だし無下にするわけにもいかないだろう、と思
っておそるおそるステージへと向かい、めでたくニコニコ生放送にて実名と顔を晒すこととなりまし
た。普段テレビの向こう側にいらっしゃる方々が会話のできる距離に存在する空間は、かなり特別で
異質なものでした。実際に対戦した新田恵美さんのほかにも、梶裕貴さんや椿姫彩菜さんとも少しだ
けではありますが言葉を交わすことができて非常に素晴らしい経験となりました。

おわりに
ここまでが私のジャンフェス 2015 における体験談となります。これらの一連の出来事を通じて私
が感じたことは、「ゲームをする際に自分の中で壁を形成するのはもったいない」ということです。
もしあの時の私が、こんな特殊なルールのポケモンバトルやってもどうせ勝てないだろうしやめてお
こう、と決めつけてジャンフェス 2015 に参加していなかったら、これほど貴重な経験はまずできま
せんでした。
TGA に入ってゲームをする中で、今まで触れたことのなかったジャンルのゲーム、あるいはゲー
ムの今まで経験したことのないような遊び方（今回の私の場合はポケモンのダブルバトル）に触れる
機会は少なくないと思います。そのようなことがあった時、「自分のカテゴリー外のものだし、どう
せ満足にできないだろう」と敬遠するのではなく、ためしにやってみることはとても大切だと思いま
す。やってみた結果として目に見える成果が出ないことも少なくないでしょうが、思わぬ形でゲーム
との新たな付き合い方を見いだせるかもしれません。TGA で活動する中で、そういった出会いが少
しでも多くみなさんに訪れること、そしてあわよくば私自身がその出会いの架け橋となれることを願
いながら、この記事を締めくくろうと思います。拙い文章でしたが最後まで読んでいただきまことに
ありがとうございました。
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カモン新入生
文責:からあげ
はじめに
どうも新入生の皆さん！

からあげと申します。今あなたが新歓会誌を読んでいるということは、

ゲームに少なからず興味を持っているという事だと思うので、今までいろんなゲームに触れてきたと
思います。ですがメジャーどころでも未だプレイしたことのないゲームもあるでしょう。しかし TGA
会員の誰も触れたことの無いメジャーなゲームはおそらく無いと思います。TGA に入り、会員とゲー
ムをする中で、あなたの好きなゲームのレベルを高めつつ、あなたが新しく熱中できるゲームを見つ
けていけたらなと思います。
オススメのゲーム
すごくメジャーなんですが、僕の一押しゲームということで「大乱闘スマッシュブラザーズ Wii U」
を紹介したいと思います。受験生だった皆さんはあんまり触れられてないんじゃないですか？

予約

して買った強者もいるかもしれませんが(笑）
知っている人も多いと思いますが、まず簡単にどういうゲームかの紹介をすると、格闘ゲームを誰
にでもできるようにした感じ、といいますか、格闘ゲームにある難しいコマンド入力をなくして、テ
クニックよりも読み合いに重点を置いたゲームだと僕は考えています。そして多人数対戦ができたり、
補助アイテムが出てきたりとパーティーゲームに寄っている感じです。
まず、2 人対戦の説明をしたいと思います。当たり前ですが、2 人対戦では実力の近いもの同士で
戦うのが一番楽しいです。読み合いで勝ったり負けたりしてお互いにダメージを与えるのがとても楽
しいです。相手を倒すためには、ダメージを蓄積させ、最後に技が出るまでの時間が少し長い大技を
当てなければならないのですが、その時の読み合いが特に楽しいです。TGA の人たちは皆強いので、
会員と戦うと初心者の方は上達するまで厳しい闘いになると思いますが、強くなった先には素晴らし
い戦いが待っていることを保障します！
さらにこのゲームでは 8 人までの同時対戦が可能です。人数が多くなると、全員の動きを見切るこ
とは難しく、2 人で戦っていたときのような読み合いがうまく出来なくなり、2 人対戦では勝てない
相手にも勝てるようになるので、皆で楽しむことができるという利点があります。補助アイテムも人
数が多いほど多く使われるので、戦場がにぎやかになり、観戦してる人も一緒に楽しめます。僕自身
まだ 8 人対戦はしたことがないので、新入生の皆さんと一緒に 8 人対戦できる日を楽しみにしていま
す。部室がいっぱいいっぱいになっちゃいそうですが…。
おわりに
という感じでとても簡単に説明してみたのですがどうだったでしょうか？

スマブラをしたこと

のある人には知っていることだらけだったと思いますが、この記事を読んで、スマブラをしたことの
無い人が興味を持ってくれると幸いです。詳しい操作方法などはこの場で書くことでもないかと思い
省きましたが、TGA に入れば僕やほかの皆さんからテクニックのコツなどを聞くこともできると思
います。
「はじめに」の部分でも書きましたが、TGA を通して、皆さんがもっとゲームを好きになっ
てくれたらうれしいです。
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マスターボール 1000 個取るまで帰れま 1000
文責：うい

はじめに
去る 2014 年 11 月 21 日、
「ポケットモンスター

ルビー・サファイア（以下 RS）
」のリメイク版の

「ポケットモンスター オメガルビー・アルファサファイア（以下 ORAS）
」が発売された。RS の特
徴の 1 つとして「ひみつきち」があったが、ORAS では「スーパーひみつきち」となって実装された。
すれ違い通信を利用すると他のプレイヤーの基地が自分のロムに出現したり、そのプレイヤーを「ひ
みつの仲間」にして自分の「団」を結成できる。
「ひみつの仲間」とは 1 日 1 回バトルができ、経験
値稼ぎに重宝する。これはリメイク前と同じようなシステムなのだが、ORAS では「ひみつの仲間」
が 1 日 1 回（条件を満たせば 1 日 2 回）
「とくいわざ」というものを披露してくれるようになった。
これには様々な種類があり、例えば「いしザクザク」というとくいわざは進化の石をくれ、「しゅぎ
ょうバンバン」はレベルを 1 つ上げてくれる。その中に「ものヒョイヒョイ」というとくいわざがあ
り、これは冒険に役立つ道具をくれる、というものだが、この道具の中にはポイントマックス、ふし
ぎなアメ、果てはマスターボールまで含まれているのである。何をくれるかは日替わり（何が出るか
はあげる側と貰う側の組み合わせで変化する）であり、当然マスターボール等レアアイテムが出る確
率は極めて低い。
しかしながら、実は一度レアアイテムが出てしまえばその日のうちはそのアイテムを増殖させるこ
とが可能なのだ。他人のひみつきちに行く→ひみつの仲間に加える→自分の基地に戻

り「ものヒョイヒョイ」を使う→その仲間を団から外す→その仲間のひみつきちを
消去する→再度すれ違ってひみつきちを復活させる→再びひみつの仲間に加える
→（以下ループ）を繰り返すことにより何度でも「ものヒョイヒョイ」を使うことができるのだ。
この仕様を知った我々ゲー研員は、ORAS 発売後毎日のように「ものヒョイヒョイ」をしていた。
誰々からポイントマックスが出た、ふしぎなアメが出たという報告はそこそこ出てきたが、流石にマ
スターボールが出た、という話は無かった。

事件当日
発売から数週間が経った 12 月 13 日午前 0 時、1 週間後に控えたジャンプフェスタの練習会合を午
後にでも開こうという話を Twitter でしていた時、私はいつものように「日付変わったし一応ものヒ
ョイヒョイ確認しておくか・・・」と自分のひみつきちに向かい、rigoon さんに話しかけ「ものヒョ
イヒョイ」をした。
「マスターボールを

手に入れた！」の文を見た瞬間、私はビビって A ボタンを

押してしまい証拠写真を撮り損ねてしまった。落ち着いてバッグを開き、マスターボールの数を確認
する。2 個。確かに増えている。これをツイートしたところ rigoon さんが「出会いましょう。どこで
も行きます。
」と仰せられた。この瞬間、ジャンプフェスタ練習会合はマスターボール量産会合へと
変貌したのだった。

ものヒョイヒョイ効率化
まず「ものヒョイヒョイ」を効率よく行う、すなわち上記のルーチンを高速で行うにあたって、rigoon
さんのひみつきちをひみつの花畑の中央の穴に移動し、私のひみつきちをそのすぐ左の穴に移動する
ことでひみつきちを往復する時間を短縮した。内装に関してだが、rigoon さんの方は「自分のいばし
ょ」を入口のすぐ近くに設置した。これによりひみつきちに入って A 連打で「ひみつの仲間」に加え
ることができる。また入口近くに「イロいろライト」
（
「おんぼろライト」でも可）を設置し、すれ違
いを発生しやすくした（ひみつきちの内装が変化することですれ違い通信が生じる）
。私の方は「お
まねきマット」をパソコンの近くに設置して「ものヒョイヒョイ」をさせた後すぐにひみつきちを消
去できるようにした。これにより上記のルーチンを最速 1 分で 1 周することが可能になった。
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「帰れま 1000」
13 日午前 9 時、rigoon さんと私は渋谷のロッテリアで合流し、マスターボール量産作業に取り掛か
った。私が自分の 3DS を操作して「ものヒョイヒョイ」でマスターボールを回収し、rigoon さんの
3DS を操作してひみつきちの「イロいろライト」を変化させる、という苦行を（1 人で）行っている
間、rigoon さんは PSP をいじっていた。だいたい 1 時間で 40 個のペースだったのだが、rigoon さん
は「200 個ぐらいは欲しいよね。
」などと仰っていた。
午前 10 時を過ぎたころ

ということで、マスターボール量産 3 台体制が整ってしまった。さびたコイルさんは来れないとのこ
とだったので、タイラーがさびたコイルさんの 3DS を受け取り、ロッテリアに合流した。タイラー
と私は自分の 3DS を操作し、rigoon さんはさびたコイルさんの 3DS を操作してマスターボール回収
に取り掛かった。この時私は「やったあこれですぐに 200 個回収できるぞ」とたいそう喜んでいたの
だが、
rigoon さん「いや、せっかくだから

1000 個目指したくない？」

その後我々はジルコン宅に場所を移し、延々とマスターボールを取る作業に勤しむこととなった。作
業が終わったのは午後 8 時 55 分、およそ 12 時間の死闘を繰り広げた私は、これ以降「ものヒョイヒ
ョイ」を行わなくなった（終）
。

おまけ（かお＝タイラー）
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新たなゲーム、新たな出会い

～駒場祭大運動会の紹介～
文責：taka

〇はじめに
新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。我々、東京大学ゲーム研究会（以下 TGA）に興
味をもってくださっている皆さんは、きっと多かれ少なかれゲームがお好きだと思います。しかし、
中には受験勉強を理由にゲームを封印し、とても苦しい思いをされた方もいるかもしれません。で
ももう大丈夫です。大学生になればゲームやり放題です。本当におめでとうございます。
自己紹介が遅れました。私は 3 年生会員の taka と申します。通常、前期過程を終え専門課程に進
学する 3 年生の大半が本郷に行ってしまうのですが、私は進学先に後期教養学部を選択したため 3
年以降も駒場で過ごします。自他ともに認める駒場の民です。他の 3 年生よりも昼休み会合や放課
後会合といった駒場で行われる通常の活動に顔を出す機会が多いかもしれませんので、顔と名前を
覚えていただけると嬉しいです1。
さて、TGA の大きな魅力の一つは、色々な人の記事が物語っている通り、「新しいゲームと出会
える」
「ゲームとの新しい付き合い方を発見できる」ということでしょう。そこで、今記事でも私自
身の経験を踏まえて、ゲームとの新たな出会いを迎えられる TGA のイベント、「駒場祭大運動会」
について紹介します。

〇駒場祭大運動会って？
東大は年 2 回学園祭があります。5 月の土日に本郷で開催される「五月祭」と、11 月の 3 連休に
駒場で開催される「駒場祭」の 2 つです。どちらもたくさんの人が来場し盛況を見せる大規模な学園
祭です。この年 2 回の学園祭で、TGA は様々な活動を行っています。来場者の方に日ごろの研究成
果をお見せする「ゲーム実演会」の他にも、来場者の方と対戦する「ポケモン対戦会」
「スマブラ対
戦会」などが開催されることもあり、いずれもたくさんのお客さんに来場していただき盛り上がりを
見せています。
その中でも独特なのが、主に駒場祭の 1 日目に開催される「大運動会」という企画です。これは、
TGA 会員を紅白 2 つのチームに分け、様々なジャンルのゲームで勝敗を競い合い、トータルで高い
点数を獲得したチームが勝利する、という企画です。ゲームの種類、対戦の方法など実に様々で、
有名な王道ゲームからわけのわからないマイナーゲームまで幅広く取り揃えられています。対戦の
内容もハイレベルなテクニックの応酬で観客を魅了するものから、観客を置いてけぼりにするほど
地味でよくわからない勝負になってしまうものまで多種多様です。
私は 1 年次も 2 年次もこの企画に参加し、今まで経験しなかったような新しいゲーム、あるいは
新しいゲームとの付き合い方と出会いました。どちらの年も自分のゲーム人生を広げてくれたとて
も貴重な経験になったので、紹介させてください。

〇2013 駒場祭大運動会～FF9ReTA～
2013 の駒場祭大運動会では、「FF9 リカバリータイムアタック（以下 ReTA）
」という企画に挑戦
しました。
皆さんは ReTA という競技をご存知でしょうか。これは、与えられたセーブデータとレジュメをも

1 3 年以降も駒場部室に行きやすくしたい、というのが後期教養を選んだ理由の 1 割くらいを占め
ます。ずっと駒場で過ごす教養学部本当におすすめですよ！まあ後期教養の授業を取り始めた 2
年冬からは予習が大変でめっきり放課後会合行けなくなったけどな！教養最高！
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とに課題（例えばボス撃破、エンディングを迎える、など）を制限時間内にクリアすることを競う、
対戦型のタイムアタックです。
私は FF シリーズがすごく好きで、特に FF9 は特別な思い入れがある大切な作品でした。だからこ
の話が出たときに迷わず参加を決意しました。ちょうどその時期に FF9 の低レベルプレイを進めて
いたこともあり、自らの FF9 へのモチベーションと興味がひときわ高まっていたことが大きかった
です。駒場祭の直前までまとまってゲームをやる時間がなかなかとれなかったものの、出題を予想
して攻略本とにらめっこして戦略を練ったり、前日の夜中までラスボスたちと戯れて練習したりな
ど、しんどいものの充実したゲームライフを送ることができました。本番では自分の練習不足がた
たり問題をクリアできず、とても悔しい思いをしたものの、対戦相手であった Gienah さん（現 OB）
ともこの企画を通じてさらに親睦を深められたことや、本番特有の張り詰めた緊張感、そしてゲー
ムプレイに対してさらに自覚的になれたことなど得られたものはとても大きかったです2。ReTA と
いうやりこみプレイは TGA に入らなければ恐らく知らないままでしたでしょうし、FF9 への思い入
れや知識が今とは大きく異なっていたことでしょう。
このように、2013 年の駒場祭大運動会では ReTA という新しいやりこみプレイを経験することが
でき、FF9 へのモチベーションと知識をさらに高めることができました。大変な企画だったし、思
い残すことはいまだにとても多いのですが、FF9 のことばかり考えていたあの日々は今となっては
とてもいい思い出です。
さて、その翌年の大運動会では全く別方向のゲームに挑戦しました。残念ながら 2014 年最もや
りこんだゲームとなってしまった「本気で学ぶ LEC で合格る DS 秘書検定 2 級／3 級」についての
紹介へと参りましょう。

〇2014 年駒場祭大運動会～秘書検定との長い戦い～
2014 年の駒場祭大運動会では、「本気で学ぶ LEC で合格る DS 秘書検定 2 級／3 級 対戦教室」
という企画に挑戦しました。これだけ説明しても何のことやらとなると思うので詳しく説明しまし
ょう。
2013 年の駒場祭から、「本気で学ぶ LEC で合格る」シリーズによる対戦という企画が始まりま
した3。2014 年も企画第 2 弾として「秘書検定 2 級／3 級」による対戦が企画されました。対戦方
法はいたってシンプル。出題範囲をくじ引きで決定し、出される問題（主に 5 択の問題）を回答する。
シンプルなだけに勉強量が全て結果に現れる過酷な対決です。
なぜこの企画に挑もうと思ったのかはもうよく覚えていません。駒場祭大運動会には出たいもの
の、ゲームをやるための時間もあまり確保できそうにない中で、秘書検定ならやれそうと思ったか
ら、ということが大きかったと思います。
さて、ネタ的な興味で出場を決めたものの、勉強はしんどかったです。面白くもない問題を毎日

2 ちなみに問題は制限時間 80 分でラスボス「永遠の闇」を倒すというものでした。マニアックな
話になりますが、状態は極限低レベル（3 人 22 型）、ラスボスは「デスゲイズ」から、アビリテ
ィは「突撃」を始めとする有用なものは覚えておらず、武器や防具も DISC3 止まり……などなど。
詳しく知りたい方はぜひ直接私にお聞きください。

3 2013 年は「危険物取扱者乙種 4 類」による対戦が行われました。このときの結果は両者（プレ
イヤーは F と PTOMO（現 OB）
）全問正解による引き分けという大変ハイレベルな対戦が繰り広
げられ、観客は置いてけぼりになっていました。なぜ LEC シリーズによる企画が始まったのかは
よくわかりません。先日、LEC 企画の初プレイヤーとなった F さんは「なぜこの企画が 2 年連続
やったのか謎。悪しき伝統。」と笑いながら酷評していました。
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毎日こつこつやっていくのは「俺何をやってるんだろう」感がすごかったです。ですが、難易度の高
いテクニックや高度な知識等も必要なく、またすきま時間にこつこつと本番に向けて練習を重ねる
（暗記するだけ）というこのゲームの「練習」は、ゲームがあまり得意ではない自分でも容易にこな
すことができ、そういった意味では精神的に楽でした。「徹夜で死にそうになりながら FF9 を進め
ていた前年がうそのようだ」と思いながら毎日寝る前の 10 分間秘書検定模擬試験を着実にこなし、
本番を迎えました。
「あれだけ勉強したんだ、負けるはずがない」と意気揚々とスーツ着用で参戦した本番。結果は、
まさかの 1 問差で敗北。対戦相手の Aki-Yoshi さんよりも自分の方がわずかに復習が足りていません
でした。これは本当に悔しかったです。翌日の演奏の本番に影響が出そうなくらい4、まじで悔しか
ったです。まあ一番辛かったことは、観客がどんどん盛り下がっていくのを痛いくらい肌で感じた
ことですが（）やっぱりこの企画はマニアックすぎると思うんだよなあ……。
しかし、話はここで終わりません。この企画の後、実際に実務技能検定協会が主催する秘書技能
検定試験 2 級を去る 2 月 8 日に受験し、無事合格しました。ええ、「本気で学ぶ LEC で合格る」を
まさに実現させたわけです。この企画への参加を決めた段階から、実際に秘書検定を受験したら面
白いなと考えていたのですが、駒場祭の結果があまりにも悔しかったために、この雪辱を果たさな
ければ気がすまないと強く思い、受験の意志を固めました。年明けから再び秘書検定の勉強にそこ
そこ本気を出し、無事に合格をつかめたわけですが、この経緯についてはまた別の機会に触れるこ
とにしましょう。
2014 年の駒場祭では、今までまったく興味のなかった「学習ソフト」、さらに関わることもなか
ったであろう「秘書検定」に深くつきあっていくこととなり、学習ソフトで勉強する有効性を十分に
感じ取れたことや、おまけに本物の秘書検定 2 級を取得できたことなど、またしても得られるもの
は非常に大きかったです。まあ秘書検定 2 級が今後役に立つかどうかはわからないのですが……。

〇まとめ～TGA で新たなゲームに出会おう～
さて、ここまで自分の 2 年間の駒場祭大運動会でやったことを軸に TGA の紹介を行ったのですが
いかがだったでしょうか。新入生の皆さんにお伝えしたいことは、TGA に入会すれば新しいゲーム
と出会うことができ、また一段とゲームが好きになり、ゲームとの付き合い方が深まるということ
です。
そしてもう 1 つお伝えしたい重要なことは、TGA はゲームが好きな人なら誰でも大歓迎！ というこ
とです。ゲームの上手い下手は問いません。TGA には色々な人がいます。本気でゲームに向き合い
日々ストイックに練習するガチ勢から、まったりと自分の好きなゲームを好きなように楽しむエン
ジョイ勢もたくさんいます。かくいう私も、大好きな FF やポケモンをゆるゆると楽しむことをメイ
ンにしながら、色々なゲームに手を出しているエンジョイ勢です。TGA に入会すれば、より楽しい
ゲームライフを謳歌できることを自信をもって保証します。
ちなみに、駒場祭大運動会で自分は 2 年連続敗北を喫しているので今年こそはぜひ白星をあげた
いと思い、より一層大運動会に本気出していく所存です。今年は何をやることになるのだろう、で
ももう
「本気で学ぶ LEC で合格る」
は嫌だな……。皆さんもぜひ TGA に入会して私と戦いませんか？
ここまで長文にお付き合いいただきありがとうございました。皆様と一緒に楽しいゲームライフを
送れることを楽しみにしています！

4 私は TGA の他に「東京大学吹奏楽部」という吹奏楽サークルもやっています。ファゴットという
楽器を吹いています。大運動会の次の日に駒場祭大演奏会を控えていました。
幸い、気持ちを切り替えることができ、演奏がうまくいって本当によかったです。
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RPG の低レベルクリアの紹介
文責：ばるむたん

１．はじめに
新入生のみなさん、はじめまして。東京大学ゲーム研究会 2 年のばるむたんです。ここでは、RPG
等でのやり込みプレイのひとつである、「低レベルクリア」について紹介したいと思います。筆者が
RPG と言えばほぼドラクエくらいしかやったことが無いので、それを前提とした記事であるという
ことを予めご了承ください。

２．低レベルクリアって何？
多くの RPG には「レベル」というステータスが存在し、敵を倒して経験値を得ることによってレ
ベルがどんどん上がっていきます。このレベルをなるべく低く抑えてゲームをクリアしちゃおう、と
いうプレイが低レベルクリアです。
ただ、一口に低レベルクリアと言っても色々あって、攻略本とかによく書いてある「目標レベル」
よりちょっとだけ低いレベルで行こうかなー、なんていう簡単なものから、事実上可能な最低レベル
で進んでいく難しいものまで様々です。今回はその事実上可能な最低レベルで進んでいくものについ
て書いていきます。
なお、この低レベルクリアにも 2 種類あって、パーティー内の平均レベルを抑える「平均型」と、
パーティー内の最高レベルを抑える「分配型」の 2 つに分かれます。例えばパーティーキャラが 4 人
いるとして、それぞれのレベルが「1,6,10,25」でクリアするのが平均型 (この場合だと平均レベルは
10.5) 、
「16,17,17,17」でクリアするのが分配型です。分配型でも、パーティー内のレベルの合計が低
いとより良いです。

３．低レベルクリアの難しいところ
さて、「事実上可能な最低レベルで進んでいく」低レベルクリアでは、「レベル=強さ」と言っても
あまり差し支えない中でレベルを上げることを否定しているのですから当然かなりの難易度が予想
されます。
簡単に問題点を挙げていくと、まずは耐久力の低さが問題となります。こちらの耐久力は通常プレ
イと比べて圧倒的に低いので敵の攻撃を 1,2 発食らえば戦闘不能となることもザラです。
次に攻撃力の不足も問題となります。こちらも通常プレイと比べて低いことがほとんどなので、対
策なしではまともに敵にダメージが入らなかったりします。
また、レベルアップにより新たな技を覚える作品では技の不足なども、難易度を上げる一因となり
ます。
このような厳しい状況下でいかに攻略していくかが、低レベルクリアの難しいところです。

４．で、何が楽しいの？
これについては人によって色々と意見が分かれると思いますが、自分は様々な戦略、戦術を考える
こと自体が楽しく、またそれを実践することで自分の考えた戦略や戦術がちゃんと機能していること
に満足感を覚えるといった感じです。それなら別に他のやり込み、例えば RTA (ゲームクリアまでの
実時間を競うタイムアタック) とかでも良さそうですが、僕は RTA にはなく、低レベルクリアにはあ
る「努力の成果がゲーム内に数値（レベル）として現れる」という点が気に入っています。レベルの
概念があるゲームを見ると、まず「どれくらいの低レベルでクリアできるのだろう」と考えてしまう
ほど僕は低レベルクリアが大好きです。しかも RTA のように一度にまとまった時間を取らなくても
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いいので、気軽に出来るというところも高ポイントです（たまに勝率 1％を切るボスに数百回挑戦し
たり、1 つのボス戦に 1 時間以上かけたりするのでものによっては全然気軽じゃないというのは秘密
です）
。低レベルクリアこそ至高のやり込みだと僕は信じています。

５．自分のやった低レベルクリアの紹介
最後に、僕が今までにやった低レベルクリアを少しだけ紹介します。

DS 版ドラゴンクエスト 4 （分配型）
勇者 Lv.15、ライアン Lv.15、アリーナ Lv.1、クリフト Lv.15、ブライ Lv.15、トルネコ Lv.1、マー
ニャ Lv.10、ミネア Lv.15
最高レベル 15、合計レベル 87 でクリアしました。
アリーナ Lv.1 というかなりヤバいことをしているので、レベルが低い状態でのアリーナの会心率
が DS 版より遥かに低い PS 版では (プレイヤーのやる気がもつのが) 相当厳しいと思います。

ドラゴンクエスト 8 （分配型）
主人公 Lv.16、ヤンガス Lv.17、ゼシカ Lv.17、ククール Lv.17
最高レベル 17、合計レベル 67 でクリアしました。
PS2 版、iOS 版両方で達成しています。僕の最大の自信作です。なぜ自信作なのかは話せば長くな
るのでここでは書きません。知りたい人はぜひ東京大学ゲーム研究会に入会して僕に直接聞いてみま
しょう。

６．最後に
いかがでしょうか。これを読んだ方はちょっと低レベルクリアに興味が湧いてきたのではないでし
ょうか。湧かなかった人はごめんなさい。しかし、少し自分でも調べてみて「低レベルクリアって楽
しそう！」って思ってくれると嬉しいです。大学生活をひたすら RPG の低レベルクリアに費やすの
も悪くないと思います。
ちょっと自分には敷居が高いかな？

と思った人でも、例えばドラクエ 4 の最初のボスを Lv.1 で

倒すくらいはやってみてもいいでしょう。最初は 1 発で勝つのは難しいかも知れませんが、何度か挑
戦してついに撃破した時の喜びはひとしおだと思います。
ところで、5 で紹介した 2 つのプレイの詳細を知りたい方も多いかと思われます。これも話すと長
くなるので、そういう方もぜひ東京大学ゲーム研究会に入会して僕に直接聞いてみましょう。
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