会誌第 88 号（2016 年度新入生歓迎号）

東京大学ゲーム研究会及び会員の紹介、そして各会員のゲーム記事が詰まった会誌です。
どうぞご自由にお持ち帰りください。
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TGA にようこそ！
文責 : あたまろ

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あ
なた、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) の会誌を手に取っていただき、ありがとうご
ざいます。ここでは私たちのサークル、TGA 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東大生のみのサークルです。2 年生が中心となって活動しており、駒
場に部室があるため、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ており、院生を含め現在は 50 人程度の会員が所属しています。
・扱うゲームについて
TGA は電子ゲーム全般を活動範囲としています。昨年までは PC ゲームやソーシャルゲームは対象
外としていましたが、現在はそれらのゲームをプレイされる方も歓迎しています。
◆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。セーブデータ作成などの準備が必要になるため、プレイヤーの他に人手が掛かります。

◆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
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それでは順に説明します。
・昼休み会合
昼休みに空き教室(駒場キャンパスでは、去年は742教室でした。今年もおそらく同じでしょうが、
詳しくは会員に聞いてください)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」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「大大運動会」に加え各種RTA企画、ポケモン対戦会などが行われました。
・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。会合への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。
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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、漠然とでも理解いただけ
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 ( 2016tgashinkan@gmail.com ) です。また、TGA の公式サイト ( http://tga.squares.net ) や
Twitter アカウント( @tga_official )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 9 日(土)と 4 月 17 日(日)に交流会を行います。朝 9 時から始まります。
場所はどちらも、キャンパスプラザ第 4 会議室です。会員と一緒にゲームで遊びましょう。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 : ゆーま
・はじめに
みなさん、はじめまして！

前代表のゆーまといいます。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。ポケモンの対
戦会や RTA の解説、実演会などを行いました。

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、ポケモン対戦企画や実際にスマブラやマリオカートを実際にプレイ
してもらう体験会を行いました。五月祭の 2 日間は、かなりの人数が収容できる部屋が熱気に包まれ
ての大盛況でした！
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（C88）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。
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。
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 TGA 創立 20 年を記念し、
「TGA 紅白大合戦」と称して、例年 1 日だけが行われ
ている「大運動会」を拡張して「大大運動会」と名付け、3 日間に渡り会員が赤組と白組の 2 チーム
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に分かれ、様々なゲームで対戦し、勝敗を競いました。
「ポケモンバトル対戦」
「サルゲッチュ 2 ドッ
ジサッカーフットサル対戦」
「Splatoon 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。中でも、山登りを題材にしたゲームのタイムアタック 3 本勝負という企画では、ゲー
ム自体を研究し尽くすだけでは飽き足らず自身の身体もボルダリングなどで鍛えて挑むなど、ゲーム
に対する飽くなき探求心が見られました。
また RTA もこの大大運動会に含まれ、
「マリオメーカー早解き対決」
「Elona 対戦 RTA」など、様々
なタイトルで会員同士が切磋琢磨し競い合いました。僕自身は「3DS 版 DQ8 対戦 RTA」に参加した
ものの、前々代表のたらひろ先輩に完膚なきまでに叩きのめされ、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を行わず、会員同士の対戦を鑑賞する企画のみを行い
ましたが、普段からやっているとはいえ会員同士の真剣な勝負が繰り広げられ、あまりポケモンの知
識がない僕でもその熱さに手に汗を握りました。

12 月
学事歴が変わり、例年とは異なり駒場祭が終わってすぐ試験ムードが学内で漂う中、TGA は短い
期間で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」の 2 冊を頒布しました。今年からはまた学事暦がまた元に戻るようなので、多少楽にはな
るかもしれません。

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。部室では学校が休みなのにも関わらず多くの会員が集ま
り、ポケモンや格闘ゲームなどが行われ、不定期で特定のゲームをするための会合なども開かれてい
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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ReTA（リカバリータイムアタック）体験会
文責 : たらひろ

新入生のみなさん、入学おめでとうございます！
この記事では、4/9(土),4/17(日)の新歓会合で行う企画「ReTA（リカバリータイムアタック）体験会」
の紹介をします。
『TGA にようこそ！』でも説明があったと思いますが、もう一度 ReTA の説明をしておきます。
“ReTA”とは我々東京大学ゲーム研究会が始めたやりこみで、簡単に言うと「このゲームのこういう
状態から遊び始めて、このボスを倒してみよう」というプレイの方法です。LLC（低レベルクリア）
の要素の他、複数人で ReTA を楽しむ際にはクリアタイムを競うため、RTA（リアルタイムアタック）
や TA（タイムアタック）の要素も含むやりこみです。
問題（ReTA の開始時のセーブデータ）を作るのには骨が折れることもありますが、僕自身は非常
に面白いやりこみだと感じています。ReTA を開発した先輩方に感謝ですね。
今回は新入生のみなさんに ReTA を体験してもらおうと思い、
「ドラゴンクエスト」シリーズから
一部を選び問題を用意しました。必要となるボスのデータや特技のデータ、ゲームの仕様などは全て
こちらでお伝えしますから、今までプレイしたことがなくても大丈夫です。まずは難しいことを考え
ず、ぜひ遊んでみてください！

クリアを目指すもよし、最短撃破を目指すもよし、です。

皆さんに一通りプレイしてもらった後は、会員による模範解答の実演も行います。

開催日時・場所
・4/9(土) 9:00~13:00 「ドラゴンクエスト II」@キャンパスプラザ A 棟 第四会議室
・4/17(日) 9:00~13:00「ドラゴンクエスト III」@キャンパスプラザ A 棟 第四会議室
問題の詳細は当日に公開します。お楽しみに！
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ゲームを研究すること
～研究発表と執筆サークルとしての TGA～
文責:taka

○はじめに～新入生の皆さんへ～
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（以下 TGA）に
興味を持ってお越しくださりありがとうございます。この会誌を読んでくださっている皆さんは、き
っと多少の差はあれゲームが大好きである、という方だと思います。TGA は、そんなゲームを愛す
る皆さんにとって最高の環境であると私は思っています。「そんなにゲームガチ勢じゃないんだけど
な……」という方でもご安心を。TGA には本当にいろいろな人がいます。ポケモンを本気で研究し
やりこんでいる人、格闘ゲームを極めている人、RPG のやりこみプレイや制限プレイにのめりこんで
いる人、なんのゲームをやっているのか傍目にはよくわからない人から、みんなで好きなゲームを楽
しみたいという気持ちからわいわいと遊んでいる人等々、ゲームの腕や種類如何を問わず、ガチ勢か
らエンジョイ勢までゲームを愛する人々が集うサークル、それが TGA です。
私が毎年この新歓会誌で執筆していることなのですが、TGA はゲームが好きな人であれば誰でも
大歓迎です。ぜひ、新入生の皆さんと楽しくゲームができたらうれしく思います。
自己紹介が遅れました。私は taka と申します。もう 4 年生になってしまいました。しかし、学部は
教養学部教養学科に所属しているため、本郷ではなく駒場を拠点に生活しています。多くの東大生が
前期課程を終えて本郷へと旅立つ中、私はあえて教養学部という駒場に残る選択をしました。これに
よって、他の 3，4 年生に比べて放課後会合や昼休み会合など、駒場が拠点である TGA の活動に多く
顔を出せるかもしれません1。ぜひ顔と名前を覚えてくださったら喜びます。
さて、TGA がどういうサークルなのかを紹介するのがこの会誌の目的なのですが、本記事では TGA
の活動における「ゲームをプレイする」以外の側面に光を当てたいと思います。つまり、ゲームにつ
いての研究発表と会誌執筆という TGA の活動について紹介していきます。私も TGA 会員としてこれ
までの 3 年間、
「部室に行ってゲームで遊ぶ」という活動はあまり行っていなかった反面、会誌執筆
と研究活動については意欲と熱意を持って積極的に参加していました。
そんな TGA のあまり知られていない活動を皆さんにご紹介しつつ、
「ゲームを研究するとはどうい
うことか?」という問題について私なりの解答を皆さんに提示することが本記事の狙いです。ぜひ最
後までお付き合いいただけましたら幸いです。

○活動紹介
TGA は毎年夏と冬に大々的に開催される日本最大の同人誌即売会、コミックマーケット（以下コ
ミケ）に参加しています。そこで、我々は会誌を頒布しています。この「会誌を執筆、頒布する」と
いう活動は TGA の大きな柱であると私は考えています。皆さんが今手に取って読んでくださってい
るこの新歓会誌も、毎年 3 月から 4 月にかけて我々が企画、執筆、制作している成果ですね。
五月祭、駒場祭での来場者に向けたゲーム実演が TGA の大きな活動の 1 つとなっており、その模
様や研究成果をまとめたものを「会誌」としてまとめて形にします。夏コミでは五月祭特集号、冬コ
ミでは駒場祭特集号を頒布しています。また、会員の日々のポケモン研究の成果をまとめた「ポケモ
ン会誌」も毎回頒布しています。他にも、夏コミでは会員が自由にゲームの研究成果や好きなゲーム

1

これも毎年書いていることなのですが、TGA 屈指の幽霊部員なのでほとんど部室には行っていま
せん。
「部室に行きやすい」駒場の教養学部が「部室に行ける」とは限らないんだよなあ……。
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についての紹介記事などを寄稿する「通常会誌」も頒布しています。余談ですが、この夏コミの「通
常会誌」や「ポケモン会誌」では新 1 年生の自己紹介や執筆の練習も兼ねてほとんどの方に寄稿をお
願いすることになるので、ぜひ積極的に執筆にチャレンジしてくれればと思います。
さて、ぜひ実際にコミケで頒布した歴代の会誌を手に取って読んでもらいたいと思うのですが、私
は手前味噌ながら、TGA はとてもレベルの高い出版物を作っていると自負しています。出来上がっ
た作品に対してしみじみとした感慨を覚える反面、締め切り間際での執筆はてんてこ舞いになったり、
校正作業や記事の手直しは大変だったりと、会誌が出来上がるまでにはやはりそれなりの苦労や大変
さが伴うのを考えると、もはや TGA は執筆と出版のサークルであると捉えても問題ないと思ってい
ます。私は何度も執筆に携わることによって文章を書く練習を重ねることができましたし、文章力に
ある程度の自信をつけることができました。また、執筆や出版といったことに興味を持つようになり
ました。実際のところ、TGA ではゲームで遊んだ時間よりも執筆にかけた時間の方が多いかもしれ
ません。
ゲームを研究してその研究結果を執筆し出版するサークル、
それが TGA のもう 1 つの顔なのです。

○「ゲームを研究する」とはどういうことか？
さて、執筆と出版サークルとしての TGA を紹介したところで、次に「ゲームを研究する」とはど
ういうことか、という問題を考えていきたいと思います。
「ゲーム研究会」と名を冠する TGA は、
「ゲ
ームを研究する」サークルであるはずです。実際、やりこみプレイや RTA など、様々な目的をもっ
てゲームプレイに臨んでいる人は TGA に多くいます。しかし私は、1 年前くらいからもっと学術的
な方向性で「ゲームを研究する」というゲームプレイの在り方を模索するようになりました。
例えば、昨年の夏コミで頒布した通常会誌では「The Study on “I Want to Be Your Canary” ~Final
Fantasy 9 meets English Literature~」と題したエッセイを執筆しました。これは FF9 の劇中劇である「君
の小鳥になりたい」について、英語版のテキストがシェイクスピアを意識しているということを検証
した研究論文のようなものです。私は普段英文学を勉強しており、昨年の S セメスターにシェイクス
ピアについての授業をとったのでそこで学んだことを生かしたいと思い、前々からやりたいと思って
いた研究を行ったのでした。
私はずっと FF9 が好きだったので、FF9 についてこのような研究ができたのは大変有意義でした。
それと同時に、
「ゲームを研究する」という自分の方向性について見定まった 1 つの契機になったと
思っています。
私が言う「ゲームを研究する」ということは、文学研究とほぼ同じものです。つまり、「ゲームを
1 つの作品と捉え、その作品を深く味わい研究して文章にまとめることによって、新しい世界を発見
する」という営みが、「ゲームを研究する」ということだと考えています。もちろん、私はやりこみ
プレイや RTA などの「ゲームプレイの研究」を否定するわけではありません2。それもとても意義深
く面白いものであると思いますし、
「ゲームを研究する」の 1 つの在り方であると思います。しかし、
自分の好きなゲームを作品として捉え、深いところを掘り下げて研究成果にまとめるということが、
とても楽しいゲームの遊び方だと私は考えており、このようなゲームプレイの在り方を私はぜひ皆さ
んにおすすめしたいのです。
この記事で一番お伝えしたいのは、「ゲームが好きな皆さんには、ぜひ目的意識を持ったゲームプ
レイをこれからやってほしい」ということです。もちろん、ゲーム自体が娯楽作品としてとても面白

2

現に私も FF9 の低レベルプレイの経験がありますし、にわか RTA プレイヤーでもあります。この
ようなハードルが高いと思われがちなやりこみプレイなどの、今までとは違うゲームの遊び方を手軽
に始めることができ、ゲームプレイの世界観が変わるというのも TGA の大きな魅力の 1 つです。
10

く作られているものですから、ただ楽しく遊ぶというのも大変結構です。しかし、大学生活はとても
長いように見えて実はあっという間です。無限に時間があるように思えても、他にやるべきこと、や
りたいことがたくさんあるために、実際のところ自由な時間はごく限られたものしかありません。そ
の中で、「ゲームを遊ぶ」という選択を選んだからには、ただ漫然とゲームを楽しく遊ぶだけではも
ったいないと思うのです。よって私は「目的をもったゲームプレイ」というゲームの在り方を皆さん
におすすめします。そして、会誌の執筆と出版という研究をまとめて報告する場所が TGA にはあり
ます。
「目的をもったゲームプレイ」をするのに、TGA ほどふさわしい場所はないと、私は断言しま
しょう。
「ゲームが好き！」という方は TGA にぜひ来てほしい。それが本記事で伝えたい私の願いです。

○終わりに～ゲームと研究の可能性～
先ほど紹介した私の FF9 研究記事の巻末で、私は以下のようなことを書きました。
「文学作品の研究においてテレビゲームが研究対象に上がることはまずありません。『ちゃんとし
た人』が書いた『ちゃんとした』文字テクストでなければ研究する価値がない、文学の世界ではその
ような不文律が成立していると言っても過言ではありません。しかし、文字テクストという形で作品
が表現されている以上、テレビゲームだってなんらかの文学的価値を有しているはずです。
FF ファンの TGA 会員として、また英文学を勉強する学生として、そのような思いから、大好きな
FF9 を英文学というフィルターを通して研究、分析しました。その成果がこの記事です。
『やりこみ
プレイ』の解説記事とは趣も雰囲気もかなり異なりますが、『ゲームを研究する』という形では全く
同じだと思います。この記事は、『こんなゲーム研究だってアリなんじゃないか』というコンセプト
のもとに、
『ゲーム研究』の手法に一石を投じてみた、という密かな挑戦の記録でもあるのです。」
私はこのときに書いた思いを今でも持ち続けています。
「ゲームを研究する」ということについて、
1 ゲームファンとして、また文学を専攻する 1 学徒として、その可能性をこれからも模索し続けてい
きたいと考えています。そして、新入生の皆さんが TGA に入って、研究と執筆という営みを通して、
自分の言葉でゲームを語ることを楽しみにしています。
繰り返しにはなりますが、TGA は「新たなゲーム、新たな出会い」を果たすことができるだけで
はなく、ゲーム研究を通して新たな世界を垣間見ることができる最高のサークルです。ぜひ多くの新
入生の皆さんと一緒に活動できることを祈って、この筆を擱きたいと思います。ここまでお読みいた
だきありがとうございました。
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ゲーム研究会に入るということ
文責 : あたまろ

・はじめに
おはようございます。代表のあたまろです。入学が決まって、新歓がたくさんあって、ばたばたし
て、大変だと思います。おつかれさまです。そんな中で少しでもこのゲーム研究会に興味を持ち、こ
の記事を読んでいるあなたはかなりの物好きでしょう。この記事はそんなあなたに、このサークルに
入ることをおすすめしたり、おすすめしなかったりする記事です。タイトルがちょっと堅苦しくて、
代表のわたしが書くと怖いかもしれませんが、入ろうか入らないか悩んでいる方がのんびり読んでく
れて、考える助けになればうれしいです。

・ゲームすることと交流すること
まずなんといっても、このサークルのすることといったらそれはゲームです。しかし、ただゲーム
をするなら一人でもできるわけで、特段サークルに入ってまでゲームをすることに意味はないように
思えます。じゃあ何のためにサークルに入るのかといえば、それは交流のためだとわたしは考えてい
ます。一人でゲームをし続けるだけでは飽きがきますし、そもそも対戦ゲームの場合は相手がいない
となかなか楽しめません。そういうときに、サークルの仲間がいれば、一緒にゲームを楽しんだり、
ゲームの情報を交換したり、ほかのゲームに手を出すきっかけになったりして、充実したゲームライ
フを送ることができるようになります。こうしてゲームをきっかけに仲良くなったサークルの仲間と
は、ゲーム以外の面でも楽しく活動ができることと思います。あまり改まって言うのは好きではあり
ませんが、わたしもこのサークルの人々といて楽しいです。
でも、こうやって交流することだけを目的としてはほしくないのです。ただのんびりゲームをして
いるだけでは、ゲーム「研究会」ではないのです。

・ゲームを研究すること
どのようなことをすればゲームを「研究」したといえるのかは、そのゲーム、その人によって様々
であると思います。RTA のチャートを考えるのも、LLC の理論値で攻略するのも、単純にゲームア
イテムをコンプリートするのも、どれも「研究」の一環です。こうしたプレイの仕方に魅力を感じる、
ただゲームをクリアするだけでは物足りないあなたは、このサークルに向いていますよ。
わたしは、先輩方もおっしゃっていましたが、RTA や LLC をするときのあの「ゲームを理解して
いく感覚」がとても好きです。あの感覚を、みなさんにも経験してもらいたいと思っています。とは
いっても、わたし自身もゲームを「研究」することができているのかどうかわかりません。まだまだ
道のりは長いものと感じます。ですが、このサークルで活動していく中で「研究」というものを深め
ていきたいものです。
「ゲームで遊ぶ」と、「ゲームに遊ばれる」という言葉があります。ゲームに遊ばれているだけで
はゲーム研究会とは言えないでしょう。ゲームを遊び倒してみませんか。きっと楽しい未来が待って
いますよ。
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・それ以外のこと
ここからはちょっとした蛇足、というか注意喚起。TGA というサークルは見ての通りオタクが多
く、残念ながらそうしたオタクに耐性のない方には少し厳しいサークルだと思います。苦手な方も少
しずつ慣れてくれるとうれしいです。あとは女子比率に関して、まあ見ればわかると思いますがこの
サークル、非常に女性会員が少ないです。そのため、女性の方は少し入りにくいことかと思います。
ですが、女性であるというだけで、せっかくのゲームへの情熱を冷ましてしまうのは残念なものです。
わたしの所属している上での感想ですが、このサークルはあまりに女性耐性がなさすぎるので、所謂
オタサーの姫化するという心配はないでしょう。というわけで女性の方も入ってね。
もう一つだけ。我々のサークルがひいきにしている、蒙古タンメン中本さんについて。会員の多く
が放課後会合のあとなどに非常に高い頻度で行っていますが、これは当然ながら行くことを強制する
ものではありません。辛いラーメンを無理矢理食べさせられるなんて、辛いことですから、行きたく
ないと感じる人は、別の店に行くもよし、帰るもよしです。わたしは中本にあまり行かない人ですか
ら、一緒に別の店に行ってくれる新入生を募集しています。あ、お酒の強制とかもないよ。わたしは
去年一年お酒を飲まずに終えましたから。
わたしもまだまだ入って一年で、わからないことは多いです。でも、このサークルにいてとても楽
しいです。みなさんも入って楽しんでみてくださいね。
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2015 年度 BOOKOFF 巡り会合
文責 : nope

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 2 月の中頃に行われた、中古ゲー
ムショップ巡りについて紹介します。ゲームを研究するにはまずゲームを購入しなければならないの
で、それもいっそのこと活動にしてしまえということです。前年度にも同様の活動が行われたので、
それを踏まえて各店舗を回りました。当日は「東京メトロ・都営地下鉄一日乗車券」
（1000 円）を購
入したのでとてもリーズナブルに都内を回ることができました。

ルート解説
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）
（→丸ノ内線→新高円寺駅）

新高円寺駅前店（→丸ノ内線→荻窪駅）

（→丸ノ内線・都営大江戸線・日比谷線→秋葉原駅）
（→徒歩→上野広小路駅）

板橋成増店

新宿東口店・新宿西口店
荻窪北口店

秋葉原駅前店

上野広小路店（→都営大江戸線→両国駅）

（→都営大江戸線→門前仲町駅）

江東門前仲町店（→東西線→葛西駅）

（→東西線・有楽町線→池袋駅）

池袋サンシャイン 60 通り店

14 号墨田両国店
葛西駅前店

行った店名にアンダーラインを引いています。括弧内は移動手段です。

各店舗解説・購入リスト
1st: 池袋要町店 要町駅出口 1 から振り返って 1 分
朝 10 時に要町駅に集まったのは nope、HAL、くっきゐ、なめくじ、あたまろの 5 人。過去に行わ
れた BOOKOFF 巡り会合のレポートをもとにしてこの店舗からスタート。複数の店舗を回る際、後で
もっと安い値段の商品を見つけたり、逆にあとでもっと安いものが見つかると考えて買い逃したりす
ることが最も懸念されることです。そこで、その問題を解消するために、最も安い値付けをしている
と思われる池袋要町店がスタート地点として定められました。
購入者

購入品

nope

イースⅠ・Ⅱ

値段
エターナルストーリー（PS2）

950 円

ペルソナ 4（PS2）

500 円

METAL GEAR RISING（PS3）

500 円

HAL

ペルソナ 3 フェス（PS2）

1950 円

くっきゐ

剣と魔法と学園モノ。3（PSP）

500 円

ファイナルファンタジー3（DS）

500 円

『カラスの親指』

410 円

あたまろ

道尾秀介

『向日葵の咲かない夏』

道尾秀介

360 円

『ボトルネック』

米澤穂信

310 円

『虚無への供物』

中井英夫

410 円
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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 10 分ほど歩きますが、店舗面積が広く品揃えはかなりいいです。天井まである棚にゲーム
が陳列されています。全般的に、どのハードのゲームも広く取り揃えられているという印象を受けま
した。
購入者

購入品

値段

nope

ニーア レプリカント（PS3）

2450 円

ドラゴンクエストⅦ（PS）

250 円

『不堕落なルイシュ』

108 円

森田季節

『神栖麗奈は此処に散る』
HAL

御影瑛路

108 円

キングダム ハーツ 3D [Dream Drop Distance]（3DS）

2750 円

決戦 3（PS2）

250 円

くっきゐ

剣と魔法と学園モノ。Final（PSP）

500 円

なめくじ

アンリミテッド:サガ（PS2）

108 円

SIREN2（PS2）

1950 円

あたまろ

『新世界より』上中下

貴志祐介

280 円×3

3rd:遊びの隠れ家 なんやかん屋
板橋成増店から駅に戻る際に偶然見つけたゲームショップです。見つけたからには行かなければな
らないと思ったので中に入ると、初代 PS やセガサターンなどのレトロゲームが大量に置いてありま
した。独特の値付けがされており、BOOKOFF より安いものもありました。
購入者

購入品

値段

nope

ドラッグ オン ドラグーン（PS2）

680 円

HAL

世界樹の迷宮 4（3DS）

1950 円

4th:新宿東口店 地下通路 B9 出口が B1F（別店舗）へ直結
店舗面積が広いのでゲームのコーナーもそれに応じてそれなりに広いです。PS・PS2 のゲームが多
い印象でした。値段は他店舗と同じか、少し高めのものが多いです。
購入者

購入品

値段

nope

幻想水滸伝Ⅳ（PS2）

108 円

ファイナルファンタジーⅩ インターナショナル（PS2）

500 円

ファイナルファンタジーⅩ-2（PS2）

108 円

HAL

レイトン教授と最後の時間旅行（DS）

950 円

なめくじ

かまいたちの夜 特別編（PS）

108 円

あたまろ

『マリオネットの罠』

360 円

『連続殺人鬼カエル男』

赤川次郎

『仮面山荘殺人事件』

中山七里
東野圭吾
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360 円
310 円

5th: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

新宿東口店よりもゲームの専有スペースは広いです。価格は普通か普通より高めのものが多いです
が、PS3 のソフトに関しては他店舗よりも安く購入できるものもあり、その点は高く評価できます。
購入者

購入品

値段

nope

METAL GEAR SOLID 4 初回生産版（PS3）

950 円

超次元ゲイムネプテューヌ（PS3）

950 円

ワンダと巨像（PS2）

950 円

キングダム ハーツ 358/2 Days（DS）

500 円

ポケモン不思議のダンジョン 空の探検隊（DS）

950 円

アクセル・ワールド 銀翼の覚醒 初回限定生産版（PSP）

950 円

HAL
くっきゐ

6th:新高円寺駅前店 改札を出て横断歩道を渡ってすぐ
店舗面積はとても狭い。品揃えもよくはないが、すぐ近くに荻窪駅があるので寄って損ということ
はないはずです。急いでいる場合は省略可の店舗。店員さんの接客はとてもいいです。
購入者

購入品

値段

nope

ドラッグ オン ドラグーン 2（PS2）

250 円

7th:荻窪北口店 荻窪駅を出て左へ

交番の向こう

売り場面積が広く駅から近いので非常に良い店舗です。他の店舗では売っていないようなソフトも
あり、品揃えに関しては今回巡った中では 1、2 を争います。ケースなしのソフトのコーナーが棚を
1 つ専有しており、狙い目となっています。ハード（Wii や PS2）も相場より安く売られていました。
購入者

購入品

値段

HAL

ウィッチャー3 ワイルドハント（PS4）

5950 円

Ever17 –the out of infinity-（PS2）

950 円

『ポケットモンスターXY 完全カロス図鑑完成ガイド』

200 円

シャイニング・アーク（PSP）

500 円

英雄伝説 空の軌跡 the 3rd（PSP）

500 円

テニスの王子様 2005 CRYSTALDRIVE（DS）

125 円

なめくじ

ウィッチャー3 ワイルドハント（PS4）

5950 円

あたまろ

『塩の街』

200 円

くっきゐ

有川浩
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8th:秋葉原駅前店 改札出て右へ、ぐるっと回り込む
土地柄もあり商品数はとても多い店舗ですが、必ずしも安いというわけではなくソフトによっては
他店舗より高いものもあります。しかし、意外な掘り出し物がみつかることもありその意味では欠か
せない店舗です。
購入者

購入品

値段

nope

リトルバスターズ！Converted Edition（PS2）

750 円

HAL

『ポケットモンスター オメガルビー・アルファサファイア 公式

810 円

ガイドブック 完全ぜんこく図鑑完成ガイド』
くっきゐ

『ポケットモンスター ブラック 2・ホワイト 2 公式ガイドブッ

200 円

ク完全ストーリー攻略ガイド』
『ポケットモンスター ブラック 2・ホワイト 2 公式ぜんこく図

200 円

鑑完成ガイド』
なめくじ

『アンリミテッド:サガ

解体真書』

9th:上野広小路店 秋葉原駅前店から中央通りへ

1260 円

北へ徒歩 10 分強

商品数が多めという情報があったのでやってきたのですが、ゲームのコーナーはとても狭かったで
す。小さな店舗とゲームの扱いはほとんど同じで、特筆すべきことはないように思いました。この店
舗では誰も購入していないので、購入リストは割愛します。また、ここで HAL とくっきゐが離脱し
たので、ここからは nope、なめくじ、あたまろの 3 人で BOOKOFF 巡りを続けます。
10th:14 号墨田両国店 両国駅 A4・A5 出口付近
店舗面積はかなり広いです。他の店舗では見ないようなマイナーなゲームも置いてあり、そのよう
なゲームをプレイする方にとっては非常に良い店舗でしょう。
購入者

購入品

値段

nope

ソフィーのアトリエ（PS3）

4950 円

あたまろ

『殺戮に至る病』

360 円

我孫子武丸

11th:江東門前仲町店 門前仲町駅 4 版出口から右後方へ直進
店舗面積は広いとはいえず、値段も他店並。普通の店舗といった印象を受けました。
購入者

購入品

値段

なめくじ

アンリミテッド:サガ（PS2）

108 円

12th:葛西駅前店 葛西駅から徒歩 1 分

右手

店舗面積は広いがゲームのコーナーは決して多いとは言えません。しかし、他店では見られない箱
ものがあり、特にシーマイクコントローラーが同梱されたシーマン 2（PS2）は通販などで買うよりも
圧倒的に安く、その筋のコレクターなんかにとっては垂涎モノでしょう。
購入者

購入品

値段

なめくじ

アンリミテッド:サガ（PS2）

108 円
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13th:池袋サンシャイン 60 通り店

池袋駅東口からサンシャイン 60 通り沿い

葛西に行った時点でもう日が暮れていて歩き疲れていたということもあり、最後に池袋で晩ごはん
を食べようということで池袋へ。店舗面積は広めで、ゲームのコーナーもそれなりに広く、品揃えに
関しては豊富と言ってよいでしょう。ですが、価格に関しては他店舗よりも高めの値付けがされてい
るものが多いので、他店舗で買い逃したものがあった場合には立ち寄ってもいいかもしれません。
購入者

購入品

値段

なめくじ

アンリミテッド:サガ（PS2）

108 円

おわりに
今はインターネットの発達によって、マウスをカチカチクリックするだけでほしい商品が早けれ
ばその日のうちに届く便利な時代になりました。ですが、友人たちと BOOKOFF 等の中古ショップを
巡り、ワイワイ言いながらゲームを購入するのもなかなかオツなものではないでしょうか。もしかし
たら思いがけないゲームとの出会いがあるかもしれません。
ちなみに、アンリミテッド:サガ（PS2）を複数購入しているのはネタです。
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炭鉱夫……しよ？
文責 : くっきゐ

はじめに
無事合格したみなさんおめでとうございます！
モンスター狩るの、楽しいですよね！

みなさんモンスターハンターX やってますか？

私はアイテムコンプするのが好きなのでお守り厳選にはまっ

てます。この記事では私がおすすめする炭鉱夫の仕方を紹介します。弓使いなのに溜め短縮+5 スロ 3
のお守りを持ってないのは弓使い失格であると思ったので、どうしても欲しくて炭鉱夫について研究
し、この記事を書きました。

炭鉱夫の仕方
クエストはもちろん集会所★6「たんと掘れ

燃石炭」というクエストです。このクエストは、ク

リア条件が燃石炭を 10 個以上納品することであり、クリア報酬や燃石炭を多く納品した際の追加報
酬に古びたお守りが沢山でることから、
お守りを厳選するためにあるようなクエストです。
「秘境 68」
と呼ばれる秘境→エリア 6→エリア 8 の順に掘ってモドリ玉を使用し BC（ベースキャンプ）で納品
という方法もありますが、今回は「さくら式青飯×」と呼ばれている方法を採用しました。このよう
な名前で呼ばれている理由がアニメ、カードキャプターさくらを見ながら炭鉱夫している時に発見し
たからだとか……。以前は燃石炭をまとめて納品し、計 20 個以上納品していましたが、1 個ずつ計
12 個納品することで追加報酬枠を最大に出来ることが発見されました。この方法において、周回速度
を上げるために、燃石炭を掘ることが出来ない青色の採掘ポイントを掘らず、また猫飯を食べなくし
ました。掘らなければならない燃石炭の数がたった 12 個であり 4 人通信プレイであれば一人あたり
3 個で済むので 1 回のクエスト時間が 1 分もかからないのです。

チャート
火山のスタート位置は BC、エリア 2、3、6、8、9、秘境です。私が考えて用いた、それぞれの初期
位置での 4 人通信プレイでの最適チャートが以下です（あくまでも一個人の考えなので部屋主の指示
がある場合はそれに従ってください）
。どの場合でも燃石炭が 4 個以上集まった場合にはその場でモ
ドリ玉を使用し BC に戻ります。
・所持品
調合書①
素材玉

回復薬 G

ピッケル

ピッケル G

閃光玉

音爆弾

けむり玉

モドリ玉

マタタビ

ドキドキノコ

あらかじめ、このアイテムをアイテム欄の後ろに固めてアイテムのマイセットに登録しておきます。
下画面をアイテム使用のショートカット 4 個バージョンと、調合のショートカットをいれておきま
す。アイテムには閃光玉、音爆弾、けむり玉、モドリ玉の 4 個を登録しておきます。オプションで
START ボタンの挙動をキックに変えることで、下画面の右上をタッチすればメニューが開けるよう
になるのでそのように変更しておきます。
・BC
BC→エリア 1→エリア 2 に行ってけむり玉を使用しエリア 2 の右の採掘ポイントで採掘し、燃石炭
が足りない場合はエリア 10 に行き掘ります。ただし、BC から最速でエリア 2 に向かうとラージャン
に見つかってしまう場合があるので、エリア 2 に他のプレイヤーがいない場合はスタミナの 7 割くら
い使って走ったあとは歩いてエリア 2 に向かいます。万が一ラージャンに見つかってしまった場合に
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は、閃光玉を投げて採掘します。
・エリア 2
スタート即けむり玉を使用して、右側の採掘ポイントを掘り、足りなかったらエリア 10 に行きま
す。けむり玉を使用する前に動くとブルファンゴに見つかりやすいので動く前に使いましょう。初期
位置の関係上、クエスト受注者は動かなくても見つかってしまうので、ブルファンゴを避けつつ掘り
ましょう。
・エリア 3
ランダムで 3 か所のうちどこかに採掘ポイントが存在します。スタートしたら視点をやや右にし、
採掘ポイントがあるかどうか確認し、あったら掘り、なかったらエリア 2 のほうに視点を変えながら
移動して採掘ポイントを探します。青色の採掘ポイントであったりだとか、燃石炭が足りない場合は
エリア 2 に行って同様に掘ります。メラルーに攻撃されますが盗まれるのはマタタビなので無視しま
す。
・エリア 6
このエリアもランダムで 3 か所のうち 1 か所に存在します。エリア 8 に一番近いポイントに存在す
れば掘り、なければエリア 8 に行きます。エリア 8 に入ったときに他のプレイヤーが秘境やエリア 6
にいるのであればけむり玉と音爆弾を使用し、いないのであれば音爆弾のみを使用します。エリア 8
のエリア 7 よりの採掘ポイントはどうしても足りないときだけ掘ります。
・エリア 8
他のプレイヤーがエリア 6 や秘境にいるのであればけむり玉と音爆弾を使用し、いなければ音爆弾
のみを使用します。エリア左側の 2 か所を掘り、足りなければもう 1 か所やエリア 6 で掘ります。
・エリア 9
エリア右側に採掘ポイントがあれば掘り、なければエリア 10 に向かいます。エリア 9 や 10 に他の
プレイヤーがいればけむり玉を使用します。エリア 10 ではどこでもいいので掘ります。
・秘境
秘境での採掘ポイントは全て無視してエリア 6 に移動し、あとはエリア 6 スタートと同じです。
流れとしては、クエストを受注してクエストに行き燃石炭を掘りモドリ玉を使用します。アイテム
の納品をする際に納品 BOX に行かずに、メニューからアイテム欄を開き納品します。燃石炭が 12 個
納品されたらネコタクチケットを同様に納品します。その後、クエストが終了したら報酬品を全て売
ります。お守りは売っても自動で鑑定されるので大丈夫です。鑑定したお守りを確認し、良いお守り
があったら受け取りあとは売ります。その後の報酬金などは A ボタンを連打し、
「セーブしますか？」
のところで B ボタンを押しセーブしないにします。集会所に戻ってきたらアイテムのマイセットか
ら先ほどのアイテムを選択し、またクエストを受注し、以上を繰り返します。

いざお守りを掘って
このチャートを使って溜め短縮+5 スロ 3 が出るまで掘ってみました。防具には採取+2、お守りハ
ンター、神の気まぐれのスキルをつけました。正直 100 回ぐらい掘れば出ると思っていたので 500 回
掘ったときには完全に萎えてました。
お守りでない
しょせんゥチにゎ掘れないってコト？
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もぅﾏﾁﾞ無理。
今 DS の電源ぃれた。
ﾏﾘｶしょ･･･
ﾌﾞｫｫｫｫｫｫｫｫｫﾝｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｲｲｨｨｨｲｲﾔｯﾋｨｨｨｨｲｲｲｗｗｗｗ
ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
この間に欲しかった散弾強化+5 スロ 3 を掘ることができたものの溜め短縮+5 スロ 3 は全く出てくれ
ませんでした。600 回掘った時に焦りを感じたので、防具のスキルを採取+2、お守りマスター、強運
に変えました。それから掘ることちょうど 100 回、計 700 回目でついに念願の溜め短縮+5 スロ 3 を
掘ることが出来ました。めっちゃ喜びました。700 回掘って出た古びたお守りの数は計 6378 個、龍の
護石の数は計 1508 個で、一回のクエストあたり古びたお守りの数が約 9.1 個、龍の護石の数が約 2.2
個という結果になりました。

最後に
無事目当てのお守りを手に入れることが出来て嬉しいです。正直作業ゲーになってしまうので楽し
くないと感じてしまうこともありますが、努力を続けて目当てのものが手に入った時の喜びは何とも
言えないものがあります。格ゲーやポケモン、RTA が敷居が高すぎて出来ないという人でも TGA に
入って自分なりの目標を決めてゲームを楽しみましょう。
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beatmania IIDX のススメ
文責 : pepin

・はじめに
新入生の皆さん、入学おめでとうございます。ここでは人気のある音ゲー（音楽ゲーム）である
beatmania IIDX（通称:弐寺（ニデラ）
）について紹介したいと思います。ちなみに現在ゲームセンター
では beatmania IIDX 23 copula が稼働中です。このゲームは音ゲーの中でもとっかかりにくいイメージ
がありますが、とても面白いので紹介していきたいと思います。

・概要
まず、このゲームがどのようなものなのか説明し
たいと思います。
といっても遊び方はとても簡単です。8 つのレー
ンから落ちてくるノーツが判定ラインに重なるタ
イミングに合わせて、対応する鍵盤を叩いたり、タ
ーンテーブル（通称：皿）を回したりして、曲を演
奏します。タイミングがよいとゲージが増え、タイ
ミングが悪かったり、押せなかったりするとゲージ
が減ります。とても単純なゲームですね！

・早速プレイ！！！
まずプレイサイドを決めましょう。皿が向かって
左側にあるのが 1p サイド、右側にあるのが 2p サイ
ドです。基本的に右利きの人は 1p サイド、左利き
の人は 2p サイドの方がやりやすいと思います。利
き手を複雑な鍵盤の方にフル活用できるためです。
実際にやってみて、しっくりくる方で固定するとい
うのもいいかもしれません。上達するにつれてプレ
イサイドを変えるのは難しくなるのでよく考えて決めましょう。
曲を選択し実際にプレイしましょう。まずは焦らずレベル 1 もしくは BEGINNER 譜面の曲をやる
のが無難です。最初はボタンとボタンの間を叩いたりしてしまうと思いますが、徐々に慣れてくるで
しょう。これが弐寺 er への第一歩です。
ボタンの位置感覚をつかんだら、曲のレベルを上げつつ、様々な曲に触れましょう。上達のコツは
自分がどの音を叩いているのか意識することです。そうすることで楽しさも倍増すると思います。
他にも様々なオプション機能とかあるのですがここで説明するのも難しいので、実際に使ってみて
覚えてください。
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・魅力
次に私が感じる弐寺の魅力を語りたいと思います。たくさんあって語りきれないのですが 3 つほど
あげたいと思います。
1 つ目はどの音ゲーにも言えるかもしれませんが、成長を実感できるというものがあげられます。
今までできなかった曲ができるようになるのはやはりうれしいものです。また段位認定モードという
ものもあり、上の段位に合格したときの達成感は筆舌に尽くしがたいものがあります。足とかブルブ
ル震えちゃいます。
2 つ目は曲の多さというのもあげられます。現在稼働している copula では総曲数約 950 曲とかなり
の数あります。曲のジャンルも豊富で飽きることがありません。もう、一生遊べちゃいます。
3 つ目は演奏感をすごく感じます。
それはキー音
（ボタンを押したときに鳴るその曲に対応した音）
があることが理由だと思われます。最近はキー音のない音ゲーが増えてきていますが、やはりキー音
ありの音ゲーの演奏感にはかないません。弐寺の高難易度譜面とか見ると「どこに演奏感があるんだ」
と感じる方もいると思いますが、叩けるようになると感じるんです。まあ、私自身十段底辺なので最
高難易度譜面とかになると何とも言えないですが。

・おわりに
正直、弐寺の楽しさの半分も伝えられなかったと思いますが、やってみればはまること間違いなし
です。興味あるけど、いきなりゲームセンターでやるのは恥ずかしいとか思ってるシャイな人は部室
に CS 版があるので気軽にプレイしてみてください。そして自信がついたらぜひゲームセンターでや
ってみてください。
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ゲームのエフェクトについて
文責 : どんと

皆さんは普段どんなところに注目してゲームをプレイしているでしょうか？もちろん特に何も考
えずに漠然とプレイするのも楽しいですが、私は自分の好きなゲームが何故面白いのか、何がそのゲ
ームを面白くしているのかについて考えるのが好きです。
他のゲーム好きの人と話したり、ネットの掲示板等でゲームに関する感想や意見を見ていると、ほ
とんどの人はそのゲームのストーリーやグラフィックの綺麗さ、ゲーム世界のデザイン、ゲームとし
ての駆け引きのバランス等に特に注目してゲームを楽しんでいるように思います。私もそれらは面白
さと強く結びつきのある非常に重要な要素だと思いますが、ゲームの面白さを決定づける要素はまだ
まだ他にもあると思います。
その一つとして映像や音声のエフェクトが挙げられます。映像のエフェクトというのは、グラフィ
ックという要素の一部とも言えますが、ここではその中でもゲームプレイに影響を及ぼす特殊なグラ
フィック処理や映像効果のことを指しています。音声のエフェクトというのは、効果音はもちろん
BGM や声優の演技なども含めます。
エフェクトがゲームの面白さにどう関係しているかと言うと、例えば RPG 等のゲームでは場面に
合った適切な効果が加えられていれば、そのシーンに説得力が増し、プレイヤーをより強く感動させ
ることが期待できるようになります。例えば悲しいシーンで声優の演技が棒読みだったり、BGM が
落ち着きのないものであったりしたら、全く感情移入なんてできないし、心が動かされることもない
と思います。更には、
「あの場面といえばあの音、あの映像」というように、場面と効果が結びつくこ
とによって、シーンの一つ一つがプレイヤーの心により鮮明に刻み込まれることとなる経験はおそら
く皆さんにもあるでしょう。任天堂の「マザー2」では、旅の途中で入手していくエイトメロディー
ズという音楽の、どこか郷愁を誘う旋律の一つ一つがプレイヤーの訪れる場所とそれぞれ結びつき、
最終的には旋律全体でそれまでの旅をまとめ上げるような形になり、その音楽自体がゲーム全体の象
徴のようなものとして機能することで、このゲームを非常に印象深いものにしています。
次に、アクションゲームにおけるエフェクトは、面白さの中核と言っても差し支えないと思います。
アクションゲームの一つ一つに様々な目的の下に多種多様な効果が付けられており、それによってそ
のゲームならではのプレイ感が作り出されています。人それぞれに好みがあるでしょうが、私にとっ
てアクションゲームにおける素晴らしいエフェクトとは、
「1.カッコよさ 2.爽快感 3.わかりやすさ」
の 3 点を兼ね備えたものです。これらを満たすエフェクトを備えたアクションゲームの具体的な例と
して、カプコンの「ストリートファイター4」
（以下スト 4）を持ち出して説明します。
まずスト 4 のエフェクトのカッコよさについて話します。スト 4 のグラフィックは様々な箇所に誇
張表現が用いられています。例えば、パンチをする時には手が大きくなっていて、足払いをする時に
は足が長くなっています。これは 2D ドットアニメーションの得意とする表現なのですが、3D グラフ
ィックの場合はより写実的な世界であるために、やり過ぎるとたちまちウソくさく見えてしまうとい
う、非常に調整の難しい表現です。スト 4 は絶妙な調整によってリアルさを保ちつつも、日本が培っ
てきたとも言える所謂アニメ的な表現を 3D ポリゴンに上手く持ち込めていて、キャラの持つ技の一
つ一つが豪快であると同時に洗練されており、どれも絵になるかっこよさを持っています。
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次に爽快感について。これにも先ほど述べた誇張表現は関係していて、攻撃時やジャンプ時にキャ
ラの後ろに大きな砂煙が立っていたり、相手がアニメのような表情や動きをしながら技を食らったり、
その時に火花のようなエフェクトが発生するのも、それ自体に直接的には意識が向かないまでも、自
分が敵を攻撃しているという感覚やキビキビと動いている躍動感を確かにもたらし、爽快感を高めて
います。さらにスト 4 は攻撃に伴う効果音もとても素晴らしいです。他の対戦格闘アクションと比べ
ても効果音の音量が大きめで、
「バシッ」
「ガスッ」と強い技であるほどしっかり手ごたえを感じられ
る低音の効いた打撃音が響きます。更には声優も質が高く、例えば主人公のリュウは攻撃する時に「ド
リャア」「テイッ」等と言いますが、これには迫力が籠もりつつもくどさが無く、必然的に繰り返し
聞くことになるアクションゲームの音声としては非常に洗練された演技であると言えます。これらの
要素がキャラの強さに説得力を与えているばかりでなく、その爽快感がプレイヤーに攻撃のモチベー
ションを与えています。
そしてエフェクトのわかりやすさについて。これは悪い例を挙げるとわかりやすいのですが、例え
ば攻撃に伴う映像エフェクトが派手過ぎてゲーム画面が見にくくなったり、相手の攻撃を食らった時
とガードした時のエフェクトに差が無さ過ぎて、ヒットしているのかいないのかわかりにくかったり
ということが他のアクションゲームではしばしばあります。それに対してスト 4 は、これまで述べて
きたカッコよさや爽快感のためのエフェクトは派手過ぎない程度に抑えてあり、相手の攻撃をガード
した時は青いバリアのような映像エフェクトとともに「トンッ」という攻撃を受け止めるような効果
音がなるので、ゲームの中で何が起こっているのか非常にわかりやすく、ストレスなくその場その場
の状況が把握できます。
このように、ゲーム開発者のエフェクトに対して行う工夫に注目し、何のためにその表現を選択し
たのか考えていくと、より深くそのゲームを分析できます。ゲームにはエフェクトの他にも様々な細
かい工夫がなされているので、自分にとって重要な要素はなんなのか、それについてどういう表現が
自分好みのゲームプレイを実現しているのかと考えるのも同様です。
こういう風に自分の好きなゲームの面白さの理由を考えていると、自分がゲームというものに何を
求めているのかがわかってくるような気がして面白いと思います。
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ポケモン変則バトルのすゝめ
文責 : HAL

・はじめに
新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。受験から解放されてのびのびしているでしょうか。
それとも新生活の準備に追われてバタバタしているでしょうか。いずれにせよ、この度は TGA に興
味を持って頂いて幸いです。
さて、「ポケットモンスター

サン・ムーン」が今冬発売決定しましたね。実に二年ぶりの本家ポ

ケモン発売ということでテンションが上がっている人は私だけではないはずです。しかし、冬までは
まだまだ時間があり、それまで対戦のモチベーションを保っているのは難しいでしょう。現時点でさ
え過疎モンやガルモンなどと言われる始末です。かくいう私も以前ほどレーティングバトルに手を出
さなくなってしまいました。けれども、ポケモン対戦は何もレーティングバトルや公式大会だけでは
ありません。普通の対戦に飽きたなら、新しい対戦ルールを作ったり面白そうな対戦ルールを発掘し
たりすればよいのです。というわけで、前置きが長くなりましたが、ここでは去年 TGA で行われた
変則ルールでのポケモン対戦を紹介したいと思います。

・マルチバトル
基本ルールは、4 人のプレイヤーが 2VS2 に分かれて、各プレイヤーが見せ合い 6 匹から 3 匹を選
びダブルバトルを行うというものです。一方のプレイヤーのポケモンが全滅するともう一方のプレイ
ヤーのポケモンがまだ 2 匹以上残っていても数的不利になってしまうというのが特徴でしょうか。
TGA では、去年の五月祭で会員同士のエキシビションとしてマルチバトル企画を実演しました。
私たちはマルチバトルを性質上大きく二種類に分けました。一つは、タッグとなる人を事前に決め、
構築や対戦中の立ちまわりがタッグと相談可能な「相談有りマルチ」、もう一つは、タッグを試合前
に無作為に決め、対戦前、対戦中でのタッグとのいかなる相談も禁止する「相談無しマルチ」です。
相談有りマルチは一見すると使えるポケモンが多くなり、メガシンカが二匹可能になったダブルバ
トルといった印象を受けます。しかし実は、相談有りマルチの真骨頂は「ねこのて」という技に見出
されるのです。
「ねこのて」で出る技は、その仕様上タッグのポケモンとは無関係に自選出の 3 匹の
技からしか選ばれません。つまり、ニャオニクスやレパルダスが「ねこのて」
「ダークホール」をして
いる隣で、メガガルーラが「グロウパンチ」
「おんがえし」といった通常なら「ねこのて」で選ばれる
技を好き放題使うことができたりする、ということです。すなわち、相談有りマルチとは「ねこのて」
「ダークホール」をどう通していくか、またどのように対策するかが問われるルールといえます。
次に相談無しマルチです。このルールでも「ねこのて」
「ダークホール」戦術は可能なのですが、相
談有りマルチほど強力ではありません。なぜなら、この戦術の強さは「ねこのて」
「ダークホール」の
隣で強力なポケモンが自由に動けるという点であり、隣がどんなポケモンかわからない相談無しマル
チではこの旨みが十分に活かされないからです。ペア二人とも「ねこのて」「ダークホール」選出な
んてことになったら目も当てられませんしね。このように、タッグに依存してしまう戦術は相談無し
マルチでは有効でなく、むしろタッグの行動に関わらず相手の 2 匹に圧力をかけていくことが重要に
なってきます。
ここまで見てきた通り、相談有りマルチと相談無しマルチは全く趣が違うルールです。4 人集まら
ないと成立しないのが難点ですが、面白いルールなので興味がわけば TGA の先輩を捕まえてやって
みてもいいかもしれませんね（笑）
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・10 パートナーズ（シングル）
10 パートナーズルールでの対戦や大会はニコニコ動画での実況者大会などでよく行われており、
比較的知名度の高い変則ルールといえるでしょう。基本ルールは事前に 10 匹のポケモンをパートナ
ーズとして登録、その後参加者で一斉に公開し、対戦当日はパートナーズ＋自由枠 1 匹から 6 匹を選
んでシングルバトルを行う、というものです。TGA では昨年の駒場祭で会員同士のエキシビション
として企画を行いました。
このルールで重要となるポイントは 1.パートナーズの選択、2.相手のパートナーズの考察、3.自由
枠含めた実際に使う 6 匹の選択の 3 つです。
まずパートナーズの選択についてですが、型が多く単体性能が高いガルーラ、ガブリアス、ゲンガ
ー、ボルトロスなどのポケモンが優先して採用されるでしょう。一方で、ナットレイなどタイプで受
けるポケモンは役割破壊技が飛び交う 10 パートナーズでは採用するのが難しいです。また、バンギ
ラス＋ドリュウズなどのギミックをパートナーズの中に仕込んで相手を牽制するのも面白いかもし
れません。
次に公開された相手のパートナーズの考察です。こちらのパートナーズに対して相手がどんな構築
を持ってくるか、また自分はどんな構築を用意すべきか……。ピンポイントで相手の 6 匹を予測する
のはほぼ不可能なので出てきやすいポケモンと出てきにくいポケモンを分類するという程度でしょ
うか。なまじ相手の使うポケモンが大部分わかっている分「準備できてしまう」のでこの期間の胃の
痛さは半端ないです（笑）
最後は 6 匹の選択です。当然相手のパートナーズに刺さりそうなパーティを用意するのですが、こ
こで自由枠のポケモンを中心に据えるとよいでしょう。こうすることで相手に合わせながらも相手の
想定の外から攻めることができます。
10 パートナーズというルールは準備に時間がかかる割に対戦数がこなせない、という欠点がある
ものの対戦自体はシングルバトルと同じなので比較的とっつきやすいかもしれません。

・バトルファクトリー（ダブル）
「ポケットモンスター

エメラルド」などにあった懐かしの施設、「バトルファクトリー」を再現

しようという企画です。まず、あらかじめ 30 匹のポケモンを用意し、これをプールと呼びます。プ
レイヤーは事前にはこのプール内のポケモンの情報を与えられていません。対戦開始前、二人のプレ
イヤーには全く同じプールが与えられ、制限時間内に 6 匹を選んでダブルバトルを行います。もちろ
ん技や持ち物などの変更は認められていません。以上が基本ルールとなります。TGA では昨年の駒
場祭の企画として会員同士の対戦実演をしました。
このルールでの大きなポイントは、相手の使用するポケモンの型が全て分かっているという点です。
その上でどんなパーティを組むかという構築力やあまり使い慣れないポケモンを扱う際のダメージ
感覚などが重要になってくるでしょう。
駒場祭企画ではダブルバトルしかやりませんでしたが、基本ルールはそのままでシングルやトリプ
ル、ローテーションのバトルファクトリーも面白いかもしれません。

・おわりに
このように、TGA では様々なルールでのポケモン対戦を行っており、そのスタンスはこれからも
変わらないでしょう。
（勿論レーティングバトルや公式大会参加も活発に行われています。
）ぜひ皆さ
んも TGA に入って面白いルールを一緒に考え、対戦してみましょう！ ご入会お待ちしています！
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MELTY BLOOD Actress Again Current Code
文責：しなもん
【MELTY BLOOD の魅力】
新入生のみなさんは MELTY BLOOD（以下メルブラ）を知っていますか？ メルブラを知らないと
いう人でも Fate や TYPE-MOON の作品を知っているという人は多いと思います。メルブラは TYPEMOON の月姫と世界観を共有しており、登場キャラはほとんどが月姫のキャラクターです。どうで
すか？ これだけでプレイしてみたいと思う人はゲームセンターに直行しましょう。
実はメルブラは格闘ゲームの一大イベントである闘劇に選ばれるほど人気のゲームでした。キャラ
クターの魅力が強力なこと以外にも、空中戦が重要というゲーム性が評価されたのだと思います。初
心者でもなんとなくジャンプしていれば戦えるところも魅力的です。
【なぜ今メルブラなのか】
メルブラはもともと同人ゲームとして 2002 年の冬コミで頒布されたそうです。ゲームセンターで
稼働するようになってからも何度もアップデートを繰り返し、数年もの間人気の格闘ゲームの一つと
して稼働し続けました。2006, 2007, 2008 年の闘劇に連続して選ばれていることから、このあたりが全
盛期だと考えられそうです。
そして現在 2016 年、全盛期から 10 年近くたっておりゲームセンターでプレイしている人を見かけ
ることは少なくなってしまいました。過疎化は時間経過による飽きのせいでもあると思いますが、ア
ーケード版と同じバージョン、つまり最新バージョンの家庭用ソフトがカーニバルファンタズムとい
うアニメの初回限定版の特典であるために手に入れるのが難しいというのも原因でした。この問題は
長らく放置されていましたが、ついに 2016 年春にメルブラの最新バージョンの家庭用が Steam で配
信されることが発表されました！ あとは月姫のリメイクが発売されればメルブラはまた人気のゲー
ムに返り咲く、かもしれません。もしくは大人気なスマホゲームの Fate/Grand Order で月姫のキャラ
クターが参戦してくれればメルブラに興味を持ってくれる人が現れたり、飽きて去っていったプレイ
ヤーが戻ってきたりする、かもしれません。とにかく何かきっかけさえあればメルブラはまた流行の
ゲームになりうる力を秘めています。そしていざ流行したとき、メルブラを始めたばっかりのプレイ
ヤーを 17 分割し、メルブラに帰ってきた古参プレイヤーと互角に渡り合えるようにするにはメルブ
ラを今からやっておく必要があるのです。
【おすすめキャラクター】
メルブラには 31 名のキャラクターがおり、さらに各キャラにつき 3 種類のスタイルがあります。
同じキャラクターでもスタイルによって技の性能がかなり違うので実質 93 キャラクターがいること
になります。心に決めたキャラクターがいない場合、あまりにも多いので初見だと何を選べばいいの
かかなり迷います。ほとんどのキャラは簡単に動かせるのですが、一部のキャラには練習がかなり必
要だったりします。メルブラはコンボゲーなので練習要素はだいたいコンボです。そこで、ここでは
さっさと対戦がしたい人向けにコンボが簡単でお手軽要素も持っているキャラクターをスタイルご
とに 1 名ずつ紹介します。コンボ表記は弱、中、強攻撃をそれぞれ a, b, c としてレバー操作はテンキ
ー表記、ジャンプは j、ハイジャンプは hj と表記します。テンキー表記がわからない人はググってく
ださい。
『シエル（クレセントムーンスタイル）
』
コンボ

2a＞2b＞5c＞派生 c＞2c＞5c＞jb＞jc＞空中 j＞jb＞jc＞j22b＞空中投げ
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メルブラのコンボはだいたいが、「浮かせて空中でなぐって投げで叩き落す」という構成になって
います。シエルはコンボも簡単ですが、214c で出る技がガードされても反撃を受けない無敵技という
のもお手軽で初心者に優しいです。
『遠野志貴（フルムーンスタイル）
』
コンボ

2a＞5b＞2b＞5c＞623b＞2a＞5b＞5c＞jb＞jc＞空中 hj＞jb＞jc＞空中投げ

相手を浮かせるのに 623 入力が必要な点が少し面倒かもしれませんが落ち着いて入力すればでき
ます。jc が強く、ぴょんぴょんしながら jc をしているだけで立ち回れるのがお手軽要素です。アーク
ドライブ（超必殺技）の直死の魔眼はガード不能技です。相手の起き上がりに重ねると抜けるのがと
ても難しいし、かっこいいのでゲージが余っていたら狙ってもいいです。
『ミハイル・ロア・バンダムヨォン（ハーフムーンスタイル）
』
コンボ

2a＞2b＞5b＞5c>6a＞6a＞6a＞最大溜め 6c＞214a＞jb＞jc＞空中 j＞jb＞jc＞空中投げ

上の 2 人に比べると少しコンボが難しそうですが、そうでもないです。ロアは必殺技が強いのでど
んどん使っていれば立ち回れるのがお手軽要素です。また、ハーフムーンスタイルなのでシステムが
一部自動化されているのもお手軽要素です。
【おわりに】
メルブラはコンボが簡単で立ち回りも気軽にできるので、他の格闘ゲームに比べて敷居が低いゲー
ムだと思います。月姫を知っている人だけでなく、格闘ゲームに少し興味があるけどコンボが難しそ
う、または立ち回りがシビアなのがつらいと思っている人にもおすすめです。ゲームセンターでプレ
イできるのでぜひプレイしてみて下さい。もしそれで気に入ったのなら家庭用を買ってみるといいと
思います。
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色々なゲームに触れよう
文責 : なめくじ

・はじめに
新入生の皆さんこんにちは。合格おめでとうございます。このサークルに入ってポケモンをしよう
と思っている人も、格ゲーをしようと思っている人も、RTA や低レベル攻略をやりたいと思っている
人もいるでしょう。しかし折角ゲーム研究会に入るのだから、普段やらないようなゲームや今までや
ったことのないジャンルのゲームをやってみて欲しいと思うのです。そこで普段部室でプレイされて
いるゲームに触れつつ、色々なゲームに触れることの楽しさを自分なりに解説してみようと考えてこ
の記事を書きました。

・部室では
月・木曜日に行われる放課後会合では主にポケモンと格ゲーの 2 種類のゲームがよくプレイされて
います。格ゲーは『ヴァンパイアセイヴァー』などがよくプレイされていて、先輩たちに声をかけれ
ば初心者でも気軽に練習や対戦をすることができます。ポケモンはシングルバトルはもちろん、ダブ
ルやトリプルも盛んに行われていて、所謂「有名強者」と化している人もいます。部室では対戦以外
にも孵化作業や構築の相談、厳選作業もよく行われています。最近は GS ルールに手を出している人
も多いです。
『アンリミテッド:サガ』や『じゅうべえくえすと』のような知る人ぞ知るゲームも部室
に置かれており、誰でもプレイすることができるようになっています。
よくわからないゲームを持ってきて周りに布教することもできます。
例えば、私はブックオフで 108
円で買ってしまった『シーマン』というゲームを部室でプレイしていました。このゲーム、プレイす
るのに専用コントローラーが必要だったり、その専用コントローラーがシーマン本体の約 15 倍の値
段だったりとプレイする前からネタに事欠かないゲームだったのですが（ちなみに、専用コントロー
ラー購入後に DISC とコントローラーセットで 500 円で売っているのを発見して泣きました）
、ゲー
ム内容自体もネタ満載であり周りの人たちと楽しみながらプレイすることができました。SIMPLE シ
リーズの『THE 大量地獄』のようなタイトルだけで興味をそそるような謎のゲームもプレイされて
いました。
他にも、低レベル攻略や RTA の相談なども部室で行われていることがあります。もっと広く言う
とゲームに関する話ならどんなことでもされているので、興味を持った人は是非放課後会合に来てみ
て下さい。

・色々なゲームに触れよう
本題に入りましょう。「部室では」の項目で述べたようにゲー研では様々なジャンルのゲームがプ
レイされていて、本人のやる気さえあればどんなゲームにでも手を出すことができます。おそらく大
半の人たちにとっては、これからの人生でこれほどゲームに恵まれた環境に身を置くことはおそらく
無いでしょう。個人的な考えですが、ゲームを研究するサークルに入る一番のメリットは「自分の知
らないゲームに出会える」ことだと思うのです。Twitter などの SNS が発達した今のネット社会では
簡単に自分と同じゲームが好きな人たちを見つけて仲良くなることが出来るので、わざわざ大学でゲ
ームのサークルに入る必要は無いかも、と思う人もいるかもしれません。もちろん共通の好きなゲー
ムで人と議論をするのは楽しいことだと思います。しかしゲー研にはあらゆる好みの会員たちが集ま
っていて、ゲームについての見識や造形を深めることが出来るのです。ブックオフを会員と巡って普
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通なら目もくれないようなゲームを集めるという体験もゲー研ならではのものだと思います。今まで
食わず嫌いしていたゲームや敷居が高そうで手を出すことを躊躇していたゲームも、ほとんどの場合
は会員に経験者がいるのでコツを教えてもらいつつすんなりと入門することが可能です。去年の途中
からフリーゲームを含む PC ゲームやスマホゲームなども活動の対象になったので、自分では思って
もみなかったようなゲームにハマってしまうこともあるでしょうし、天職だと思えるゲームに出会う
こともあるでしょう。ちなみに私はホラーゲーム（主に SIREN）にハマってしまい、春休み中に 3 回
ほど生活リズムがぶっ壊れました（午前に起床できなくなりました）
。

・様々なゲームたち
せっかくなので誰でも実践できる面白そう（意味深）なゲームの選び方についても簡単に書いてみ
ようと思います。まず、なんといってもオススメは 500 円以下（できれば 108 円）のゲームを買うこ
とです。どんなに酷いものを掴まされても、一杯ラーメンを食べるのにも満たない程度の値段であれ
ば許せてしまうので。後は、シリーズモノのゲームを狙うとなお良いでしょう。シリーズモノのゲー
ムで一作品だけ極端に安いものがあれば、きっとそれはかなり味のあるゲームです。

・おわりに
ここまで読んで下さってどうもありがとうございます。私自身ゲームゆるふわ勢となってしまって
いるので、他の記事のようなガチガチの考察が書けずガバガバなものになってしまったと思います。
このサークルには、本当にゲームに詳しい人が多いです。私はこのサークルに入るまでは周りにゲー
ムをしている人が少なかったのもあって「自分は同年代の中ではかなりゲームに詳しい人間なんじゃ
ないか」などと勝手に己惚れていましたが、そんなことは全然ありませんでした。僕は大学に入るま
であまり現実でゲームに詳しい人に出会ったことがありませんでした。この新歓会誌を読んでいる皆
さんの中にも今までゲーム好きの友人に恵まれず「○○ってゲームが好きなんだけどやってる人を見
たことがない……」などと、悲しい経験をした人もいるでしょう。しかし、そんな皆さんもゲー研に
入れば必ず自分と同じゲームの趣味を持った人にも、自分とは全く違ったゲームの趣味を持った人に
も出会えると思います。この記事を読んでゲー研に入りたいなと思ってくれた人がいれば幸いです。
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色々なルールをやってみよう
文責 : Rethe

・はじめに
新入生の皆さん、入学おめでとうございます。受験が終わってからポケモンをもりもりやっている
人も多いのではないでしょうか。僕はもともとシングルしかやっていなかったのですが、入学して
TGA に入ってから色々なルールにも手を出しています。
この記事では、様々なルールについて僕が感じたことを紹介したいと思います。この記事をきっか
けに新しいルールにも手を出してもらえたら幸いです。

・シングル
最も人口の多い人気ルールですね。これをメインに遊んでいる人も多いと思います。構築や考察の
記事も段違いに多く、かなり開拓が進んでいます。他のルールと比較して、選出が難しいこと、個体
の流用がしやすいこと、ポケモンの型が多すぎて膨大な知識が要求されること、明確な流行が存在し
ていること、などが大きな特徴だと思います。選出についてですが、シングルでは構築の半分しか選
出出来ませんが、3 匹で相手の 6 匹全てに対応するのはとても難しいです。また、初手で相手のポケ
モン 1 匹分しか判明しないため、裏のポケモンの予想も難しいです。その上、ハイリスクハイリター
ンな択も頻繁に発生します。個体の流用についてですが、ポケモンごとに色々な構築に入りうる定番
の型が多いです。そのことは単体考察記事がずば抜けて多いことからも分かります。最後に型の多さ
と流行についてですが、これはある環境に強いポケモンや並びが確立されるとそれを模倣したり対策
したりする人が増え、結果新しい環境に移り変わるという過程が繰り返されてきたためです。当然流
行っているポケモンへの知識がなければ勝率は確保出来ませんから、結果として常に環境の動向に目
を向けなければならず、必要な知識量もどんどん増えていきます。まとめると、シングルは準備が手
軽でも、勝率を確保するために必要な労力は気軽とは言えないルールと言えるでしょう。故に久々に
やったら全然勝てない事態が発生しやすく、復帰に向いてないといえるかもしれません（笑）
。

・ダブル
シングルに次ぐ人気ルールであり、TGA でもこれをメインに据える人は多いです。初心者の人は
敷居が高そうに思えるかもしれませんが、実際には慣れれば比較的簡単なルールだと思います。確か
に「まもる」や「ねこだまし」
、縛りの概念や全体技など、最低限覚えなければならないことは多いで
すが、それさえ覚えてしまえば十分戦えます。また、絶対に勝率を確保しなければならない相手の種
類も比較的少なく（ガルーラスタン、サナバレル、叩き、バンドリ、雨、ガルゲン、リザドラン等）
、
それをクリアするだけでも結構勝てると思います。バンドリや雨など、準伝があまり必要なくて強力
な構築もあるので、始めてみるならそれがいいと思います。シングルと比べた時のダブルの特徴とし
ては、実力差が出やすいこと、S 操作がより強力であること、選出が簡単であること、どうしようも
ない不利対面が発生しにくいこと、積み技を使うのが難しいこと、などがあります。実力差が出やす
いのは、単純に場にいるポケモンがシングルの 2 倍であるから不運をカバーしやすいのと、行動のリ
スクやリターンがシングルほど大きくないためです。S 操作についてですが、
「おいかぜ」や「トリッ
クルーム」といった場に影響を与えるものや、
「こごえるかぜ」や「エレキネット」のように相手 2 体
の S を下げるものが人気です。こちらの 2 体が相手の上を取って一方的に殴るのが強力だからです。
また、場に 2 体もポケモンが出るため、様々な初手の可能性に対応しやすいです。さらに相手の初手
から残りのポケモンの予想もしやすいです。最後に積み技ですが、積んでいるターンに集中攻撃を受
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けたりするため、使用には隣のポケモンで「ねこだまし」や「このゆびとまれ」を使用して隙を作る
などの工夫が必要です。火力を高めるのはわかりやすく強いですが、耐久や回避率を高めて詰めてい
く、というのも強力です。ダブルは実力が向上していくのが実感しやすく、一手一手に緊張感があっ
てとても面白いルールだと思います。

・トリプル
TGA では昨年から取り組む人が増え始めたルールです。基本的にシングルと比較したダブルの特
徴がさらに強まったルールだと思います。へんてこポケモンがいるとか、マッチングしないなどと思
う人も多いと思いますが、それは正確ではないです。トリプルは 6 体全員選出する上に場に 3 体もポ
ケモンがいるため、腐りやすいような補助一辺倒のポケモンがいても詰みにくいこと、さらに S 操作
や「ワイドガード」
、
「ねこだまし」のような技がより強力なことから採用に値するポケモンが増える
という話です。ポケモンの数が多いということは相手を妨害する手段を沢山仕込みやすいということ
なので、生半可なギミックは簡単に防がれてしまいます（ので、洗練されたとんでもギミックが残り
ます）。僕は当初低レベルポケモンが使えるらしいと聞いてかなり色々試しましたが、本当に強力な
ポケモンはわずかだと思いました。勿論大抵のポケモンはメインに据えて頑張って構築を作れば活躍
してくれるので、それはトリプルの魅力の一つではあると思います。マッチングについてですが、時
間帯に気を付ければちゃんと当たります。いわゆる有名強者が放送している時間帯なんかはとくにい
いと思います。人口が少ないため、レート差マッチングしやすいのもあり、有名な人とも当たりやす
いです。
そんなトリプルの特徴としては、ダブルで強力なものがより強力であること、Move や対角技の存
在、初手で選出が全て割れること、サポートポケモンの強さ、全体技の強さ、実力差が顕著に表れる、
などが挙げられます。例えば天候技や「トリックルーム」のように場に影響を与える技は合計６体も
のポケモンに影響を与えます。弱いわけがないですね。次に Move についてですが、これは端のポケ
モンが使うことで真ん中のポケモンと入れ替わるというものです。暇になったサポートポケモンがア
タッカーを庇ったり、行動していない扱いになることを利用して「ねこだまし」を温存したりといっ
た使われ方をします。これをバッチリ使いこなせたら非常に心強いですね。また、対角技とは文字ど
おり、端から端へと攻撃できる技で、波動技と飛行タイプの技が該当します。通常の技では対角に位
置する相手を殴ることは出来ませんが、対角技を使えば相手がどこにいても殴ることができるため、
非常に重宝します。選出についてですが、構築を作る過程で基本選出が出来ることが多い上、メジャ
ーな構築にも強い選出が存在するため、選出は簡単なことが多いです。サポートポケモンの強力さで
すが、これは先述したように、1 匹が腐ることの罪が軽めなことと、補助技の影響がたくさんのポケ
モンに及ぶためです。よってサポートを受けたポケモンはサポーターの分まで活躍する必要がありま
す。次に、全体技の強さについてです。真ん中のポケモンが全体技を打つと相手 3 体に飛んでいきま
す。威力はダブルダメ扱いになるので、シングルダメ換算で 2.25 倍ものダメージを稼いだことになり
ます。ニンフィアの「ハイパーボイス」やメガリザードンＹの「ねっぷう」などが代表的なものでし
ょう。他にもランドロスの「いわなだれ」のように追加効果の恐ろしいものもあります。こんなもの
を何回も通されたら構築が崩壊するので「ワイドガード」などで防ぎたいところですが、当然それを
読んで単体技を打ったり「フェイント」「よこどり」などで無理矢理技を通したりします。後はドー
ブルの「ダークホール」は「ワイドガード」で防げないので、対策が難しいです。このような駆け引
きもトリプルの醍醐味といえるでしょう。最後に実力差が出やすいことですが、ポケモン 6 匹をすべ
て出すため、特定のポケモンを切るようなことになりにくいです。加えて、場に出せるポケモンも多
いため、相手の様々な行動に対応しきれるような行動（いわゆる安定行動と呼ばれるものです。）も
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取りやすいです。安定行動の安定感が他のルールの比ではないので、このような行動を取り続けるこ
とがそのまま勝利につながりやすいです。もちろんポケモンの数が多いということは取れる選択肢も
多いということなので、そこからもっともよい行動を選択し続けなければなりません。このようなこ
とから、強い択を選び続けられるような実力が試されるというわけです。また、環境自体も研究され
つくしているわけではないので、注目されていないポケモンを発掘するといった楽しみ方もできます。
まとめると、S 操作合戦や全体技の押し付け合いといった駆け引きに加え、とんでもギミックやポ
ケモン、技などの開拓などがトリプルの醍醐味といえるでしょう。最初はハードルが高いように思え
ますが、慣れてしまえば一戦一戦緊張感溢れる面白いルールだと思います。

・ローテーション
他と比べてかなりマイナーと言えるルールでしょう。TGA でも少しやってみただけの人が多いよ
うです。このルールは他と比べても異質なルールだと言えます。お互い 3 体ずつが場に出ており、毎
ターン互いに 1 匹のポケモンが前に出て行動します。当然どのポケモンが前に出てくるかなんてわか
らないので毎ターン択が続きます。よって仮に互いのポケモンが殴り合うだけなら択を当てたほうが
勝ちの運ゲーとなってしまいます。ゆえに勝つためには当然少しでも有利な択を作ろうとします。例
えば上から相手 3 体を全員一撃で倒せるポケモンがいれば当然勝てます。勿論そんなポケモンはまず
いませんから、そうした状況を作らなければなりません。例えばファイアローは相手のポケモンを削
ってしまっていれば「つるぎのまい」と優先度＋1 の「ブレイブバード」によって一掃することがで
きます。このような状況を作ることを目指せば運要素を減らしていけます。他にも「ひかりのかべ」
「リフレクター」を貼ることで択に負けた時のデメリットを緩和したり、カイリキーの「ばくれつパ
ンチ」やトゲキッスの「エアスラッシュ」などで相手を削ることと択負けをカバーできる可能性をと
もに確保したり、ピクシーの「ちいさくなる」で択負けを帳消しにしたりと、様々な戦法で運要素を
減らしていけます。このように、有利な択を作るという目標のために多様な発想で構築を組むことが
できます。後は、人口が少ないというのが気にかかる人もいるかもしれません。実際に潜ってみても
「たいせんあいてが みつかりません」というメッセージばかり表れるしまうことも多いです。ロー
テ勢の人々もそれはわかっているようで、有名な人が放送している時に潜っていることが多いです。
また、人が少ないということは、上位に入りやすいということでもあります。
ローテーションはあまり人気がありませんが、けしてつまらないルールではないので、一度くらい
触れてみるといいと思います。

・スペシャル
シーズンごとにさかさバトルや上位禁止ルールなどの変わったルールが実施されます。僕は面白そ
うなルールがあればやってみるといった感じで取り組んでいます。ルールごとに人口も変わるので、
必然的に高レートとされる数値も変化します。毎回ルールが異なるため、プレイヤーの考察力が試さ
れます。シーズン 14、15 と GS ルールが続くので、WCS まで GS で通すのかもしれません。GS ルー
ルは WCS のルールということもあり、TGA でも多くの人が取り組んでいます。伝説ポケモン厳選と
いう壁はありますが、GS に挑戦するのもいいと思います。

・総合
これまでに言及したルールのレートの合計値を競います。僕はせいぜい 2 つ程度のルールで手一杯
で、取り組むことができずにいます。TGA には複数ルールできる人も結構いますが、総合勢はほとん
どいません。
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・公式大会
「クリスマストライ」「カントークラシック」といった、スペシャル以上に独特なルールで行いま
す。スペシャルとの違いは、参加申請をしたのちにパーティを登録することと、試合数制限があるこ
とです。特にパーティの途中変更ができないことから、事前の環境予想力と構築力が試されます。勿
論机上だけではなかなかうまくいきませんから、他人に相談したり、考察記事を閲覧したり、フレ戦
をしたりすることで構築を練ることになると思います。

・終わりに
ここまで見てきたように、ポケモンというゲームには様々なルールがあります。ルールごとで強い
戦法というのは全く変わってくるため、当然特定のルールで輝くポケモンも存在しています。好きな
ポケモンや気になるポケモンを活躍させてみたいとき、あるいは自分のやっているルールや環境に面
白みを感じられなくなったり飽きてしまったりしたとき、他のルールに目を向けるという選択肢があ
ることは知っておいてほしいと思います。ポケモンには特定のルールに力を入れるというだけでなく、
様々なルールで遊んでみるという楽しみ方もあります。勿論他のルールで強力なポケモンや技、戦法
などを発見し、その経験を別ルールで活かす、ということも十分起こりえます。TGA には様々なルー
ルで遊んでいる人も多いため、新規加入者の相談に乗ったり、孵化余りの交換をしたりしやすく、新
ルールを試しに始めてみるにはとてもいい環境だと思います。
この記事を読んでいる貴方も、ぜひ TGA に入って新しいルールに手を出してみることをお勧めし
ます。一緒に頑張りましょう。
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東京大学ゲーム研究会
いざな

格ゲーへの誘い
文責：錦糸町民

ここは欲望渦巻く格ゲーの街
あなたがゲーム研究会の部室を訪れた時、部屋の外からでも確かに聞こえるだろう。あ
のレバーの音が、ボタンの音が。そう、ここにも「いる」のだ。ゲームが好きな人間が集
まっている集団、格ゲーに魅入られた人間がいないわけがない。そんな掃き溜めの街の住
人たちによる、活動の軌跡の一端を紹介していこう。

来たれ初心者、格ゲーは何人たりとも拒まない
格ゲーといえば様々な理由で難しく思われがちだ。今から始めても大丈夫なのかと心配
になる人もいるだろう。結論から言えば、
自分と同じくらいの強さの人がいれば問題ない。
人間を相手にするゲームである以上、相手の方が上手ければ勝つのは難しいし、自分の
方が上手ければ簡単に勝てる。幸いにもここはゲーム研究会。格ゲーをひたすらやりこん
でいる人から全く触ったことがない人まで幅広く取り揃えている。初心者から上級者まで
好きな強さの人とマッチングできる。それに今は新学期、毎年何人かの新入生が新たに格
ゲーを始めていることを考えると、一緒に始める仲間を見つけやすい時期と言える。これ
は格ゲーの世界へ飛び込むには絶好の機会と言えるのだ。是非、当サークルを出会いの場
として利用して欲しい。

実のところ、格ゲーって難しい？
実際に格ゲーを始めてみると大量のわからないことにぶち当たるだろう。まず何でレ
バーで操作するんだ。
コンボとか難しくない？ 何やれば勝てるのかわからない。
ガードっ
てなんだ。ジャンプができない。例を挙げればキリがない。
しかし、わからないことだらけなのは新しいゲームを始める以上当たり前といえば当た
り前。覚えるべきことの多さで言えば他の対戦ゲームとそこまで差はないだろう。要する
に普通の対戦ゲームとして順当なくらいに難しいということだ。
先ほど述べたようにゲーム研究会には格ゲーを嗜んでいる者たちがコロコロ転がってい
る。もし、何かわからないことがあっても聞けば彼らは快く答えてくれるだろう。私たち
も手取り足取り教えられる最良の環境を作れるよう努力しているつもりだ。

コンボとかなんか練習するのめんどくさい人向けの話
格ゲーをやっていない人に「格ゲーのどのあたりが難しそう？」と聞くと多くの人が「コ
ンボが難しそう」と答えるだろう。格ゲーやってる私自身、長いコンボとかめんどくさす
ぎるでしょと思っている。
というわけで最も単純な解決方法であろう「コンボが簡単なゲームをやる」をオススメ
する。なにも全ての格ゲーがコンボが難しいというわけではないのだ。格ゲーにも色々な
ジャンルがあって、コンボが短いものも十分にある。
実際、部室で行われている格ゲーは比較的コンボが簡単なものが多く、コンボゲーをや
る人は少数派となっている（いないわけではない）。
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こんな人にオススメ！
対戦ゲームがしたい人
格ゲーといえば対戦ゲーム。よって対戦ゲームが好きなら格ゲーも好きである。と、雑
に証明することもできる。格ゲーはどこまでいっても「対人」であることとは切っても切
れない関係にあるのだ。対戦相手は何を考えているのだろう、何をしてくるのだろう、そ
んな答えのない問いが格ゲーの魅力の 1 つではないだろうか。
ただ、筆者自身は格ゲーの対戦要素はそこまで好きではないので、対戦ゲームが好きか
どうか必須条件ではないというのが持論だ。

ゲームの知識を集めるのが好きな人
「こういう状況ではこの技が強い」といった実用的な情報から、「こういうバグが存在す
るが対戦には全く影響しない」といった非実用的な情報まで、格ゲーにはたくさんの知識
がある。かなり稀有な存在ではあるものの、そういった知識を集める方が好きだという人
間も一定数は存在している。
正直なところ、勝つだけだったらいらないものの方が多いのだが、そんな知識に魅力を
感じるのなら、たとえ対戦が好きではなくても格ゲーをやる価値はあるだろう。

運要素で勝負したくない人
格ゲーは運で誤魔化せる比重が他の対戦ゲームとくらべて少ない。それを読み合いと言
うべきかジャンケンと言うべきか。
確かに運の要素はある。しかし、
対戦全体を見てみると、
不思議なことに運が決め手となることがあんまりない。読み負けという意味での運負けは
あっても、乱数の引きが悪かったという意味での運負けが滅多に起こらない。相手以上に
努力して実力をつけて殴る、というのが格ゲーのよいところの 1 つに挙げられるだろう。
ただ、
これは悪いところでもある。強い人相手に勝てる望みが薄いのだ。例えば麻雀だっ
たら初心者でも運が良ければ上級者相手に 1 勝くらいならできるだろう。しかし、格ゲー
ではまず勝てない。それを受け入れ、勝つべくして勝ち、負けるべくして負ける。そんな
勝負がしたいという人は格ゲーに向いているだろう。

1 対 1 の勝負が好きな人
格ゲーは原則としてタイマン。味方もいないし、敵も 1 人だけだ。仲間に頼ることがで
きないが、同時に足を引っ張られることもない。自分の力が即ち勝敗に直結する。全てを
自己の責任において勝負がしたい人には格ゲーをオススメしたい。

忘れ物が多い人
世の中の対戦ゲームは、とかく事前の準備を用意するものが多い。例えば TCG はデッ
キを組むし、ポケモンは厳選やら育成やらがある。もちろん、これもまた魅力と言えるの
だが、例えば家にゲームソフトを忘れてしまえば対戦できないし、セーブデータが消し飛
んだら全て台無しになるというデメリットもある。また、そもそもそういったデータを作
ることに魅力を感じない、むしろ面倒だと思う人もいるだろう。
しかし、格ゲーには事前に準備をする要素がほとんどない。練習という形での準備は存
在するものの、データとして形に残るものはほぼ存在せず、たとえ着の身着のままでも自
分の体と格ゲー本体さえあればいつでもどこでも対戦することができるのだ。
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備品について
必要な道具は一切なし！
格ゲーを始めるにあたって、ハードやソフトやコントローラーが必要になる、と思う方
が多いかもしれない。確かに普通だったらプレイ環境を作るためにそれなりの出費をする
ことになる。しかし、
そこは東京大学ゲーム研究会。部室に必要な道具は一式揃っている。
あとはプレイヤーのやる気さえあれば、今すぐにでも格ゲーを始めることが可能だ。
もし、家でも練習したいという人がいれば、ソフトやコントローラーくらいだったら貸
し出せるので気軽に相談してみよう。なお、これら備品は全て個人の私物であり、ゲーム
研究会がサークルとして所有している物ではない。ここでの貸し出しはゲーム研究会での
活動ではなく、個人間での貸し出しという扱いなので留意されたし。

部室の環境について
基本的に PS3 の格ゲーが中心となっている。次点で Xbox360 がよく使われている。また、
昔のゲームがやりたくなった時などは PS2 の格ゲーをやることもある。PS4 は部室に置い
ていないが、会員が家から持ってきて『ストリートファイター 5』が稼働することもある。
一応、あまり盛んではないものの、PC 格ゲーもできるようにしてある。最近発売した格ゲー
ならほとんどプレイできる、といったところか。
基本的に会員たちの「このゲームがやりたい」という要望に合わせて部室での環境がで
きあがっている。現状で存在しないハードやソフトでも、相談次第ではみんなでプレイで
きることもあるので、何かあれば是非とも言って欲しい。
以下、部室にある備品についての紹介。

アケコン
格ゲーをやるならこれ！
普通に買うと 1 万円以上するが、
部室では何台も転がっているくらい
に余っているので、わざわざ買わな
くても大丈夫だ。貸し出しも可。

ディスプレイ
三菱製の RDT235WX。遅延が非
常に少ないことで格ゲー向き。部室
には 2 台ある上に、ブラウン管テレ
ビも 3 台あるので、その気になれば
を一度に 5 台も稼働させられるぞ！
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活動について
文責：茶壺

普段の活動

普段は月曜日と木曜日の放課後会合で集まってみんなでわいわいやっています。よくプ
レイされるのは「ヴァンパイアセイヴァー」や「ウルトラストリートファイター 4」でし
たが、「ニトロプラスブラスターズ」のような新作格ゲーに群がったり、「修羅の門」など
怪しい格ゲーを掘り出して来たりすることもありました。
たまに休日に部室を借りて、格ゲー会合を開くこともあります。ゲーム研究会 OB の方
をお呼びして、ブラウン管テレビとモニターを全部使って贅沢に遊びます。

学園祭での活動
駒場祭や五月祭では会員同士が対決しました。「ウルトラストリートファイター４」や
「ヴァンパイアセイヴァー」で日頃のやりこみを発揮したり「サイバーボッツ」や「あす
か 120% ファイナル」のようなちょっとマイナーな格ゲーに手を出してみたりもしました。
ここで負けると一年間煽られることになりますね。

サークル外での活動
毎週ゲーム研究会の会合で対戦するだけでもかなりの練習になるのですが、ゲーム研究
会以外の場所でも会員は格ゲーをやっています。ゲームセンターに足繁く通う会員や、大
会に出るために京都にいく会員もいました。会合が無い日に他の会員とネット対戦するこ
ともあります。

▲いつもこのように部室で格ゲーにい
そしんでいます。アットホームなサー
クルです！ 毎週月・木の放課後に活
動しているので、興味がある方は気軽
にのぞいてみてください。いつも元気
にいきいきと煽りあってます。
学歴→東大生対象
資格→不問
報酬→脳内麻薬
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