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TGA の日常
文責 : あたまろ
・はじめに
みなさん、はじめまして。 前代表のあたまろといいます。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。我々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
の対戦会やドラクエの体験会などを行いました。
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や携帯機で遊びます。去年は「ポケモン」
シリーズ、格闘ゲーム、各種スマホ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。
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、ReTA 体験会、ポケモン対戦会などを行いました。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！
新入生も RTA 企画のタイムキーパーや、ポケモン企画の来場者対戦などで企画に参加をしてくれ
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（C90）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。
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。
駒場祭でも五月祭と同様、RTA 企画、ポケモン対戦会などを行いました。どの企画も盛況でしたが、
特に DQ3 リカバリータイムアタック大会は、立ち見が出るほどの大盛況でした。
また去年度は東大の音ゲーサークルである B4UT さんとサークル対抗戦を行うなど、他サークルと
の企画も行っています。
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12 月
駒場祭が終わるとすぐに冬のコミックマーケットの季節がやってきます。TGA は短い期間でコミ
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。
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。私個人としては、皆が研究にのめり込
むようになると良いと思っていますが、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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「もっと」
文責：taka

新入生のみなさん、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
興味をもってくださりありがとうございます。新入生向けのこの会誌（TGA では『新歓会誌』と呼ん
でいます）を手に取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好きでしょう。そし
て、TGA はそんなゲーム好きの皆さんがもっとゲームを好きになることを間違いなく保証してくれ
るサークルだと私は思っています。
さて、学年・性別を問わずゲーム好きな東大生が多く集まっている TGA ですが、実のところを言
うと、ただみんなで集まってゲームをしているだけのサークルではありません。私は昨年の新入生向
けに配布した『新歓会誌』で、「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～」
と題して、
「ゲーム好きが集う TGA はゲームにまつわる研究成果を記事にまとめ、会誌を出版するサ
ークルでもある」という紹介をしました。TGA は毎年夏、冬に開催されるコミックマーケットに出展
し、そこで会誌を頒布しています。その他にも新入生向けにサークルの紹介をする『新歓会誌』も毎
年制作していますし、
「会誌の制作と出版」そしてそれに伴う「記事執筆、校正、編集」が TGA の活
動の大きな柱となっています。今年の『新歓会誌』では「『もっと』ゲームを研究すること」と題し
て、TGA の活動（というよりも、私が TGA のこれまでの 4 年間でやってきたこと）を紹介していき
ます。さらには、本記事を通して「ゲームを研究する」とはどういうことかをもっと深めて考えてい
きたい、というのが筆者個人の狙いです。
申し遅れましたが、私は taka と言います。この春に教養学部を卒業し、東京大学大学院総合文化研
究科修士 1 年になります。そして、TGA は 5 年目になる予定です。このサークルは院生になってか
らも続けることができますし、自分の裁量次第で活動の度合いをいくらでも調節することができます。
ちなみに、私は学部も院も駒場なため、部室が駒場にある TGA の環境は最高です。多くの東大生に
とって一般的である本郷への進学というルートを選ばずに、駒場残留を決めた理由の 1 割くらいが
「TGA の部室が駒場にあるから」です1。そんな私、
「TGA 屈指の幽霊会員」であるとはいえども日々
の勉強やら生活やらに追われる中でも楽しく TGA で活動し、気がついたら 5 年目となりました。そ
の自らの経験の中から、
「やりこみプレイ」
「ゲーム研究」という 2 つの軸を紹介し、TGA に入会後の
ゲームの楽しさを皆さんにお伝えしたいと思います。ぜひ最後までお付き合いいただけましたら幸い
です。

皆さんは今までふつうのゲームプレイをなさっていた方が多いことかと思います。もちろん、「低
レベルクリア」や「タイムアタック」などのいわゆる「やりこみプレイ」に興じていた方もいらっし
ゃるかもしれませんが、そのようなハイレベルなゲーマーは少数派だと思います。しかし、TGA では
敷居が高いと思われがちな「やりこみプレイ」を、かなり手軽に始めることができます。本章では、
数多くある「やりこみプレイ」の中から「低レベルクリア」
「リアルタイムアタック」
「リカバリータ
イムアタック」の 3 つを紹介し、
「やりこみプレイ」が「深くゲームを知ること」という営みである
ことを説明していきます。なお、私がプレイするゲームが主に RPG に偏っているために、ここから
1

まあ駒場にある教養学部が部室に行きやすいかというと全然そんなことないんですけどね！教養最高！
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紹介するやりこみプレイは主に RPG を対象としていることをご了承ください。
・低レベルクリア
（筆者のプレイ経験：「Final Fantasy 9」
「Final Fantasy 10」2）
低レベルクリアとは読んで字の通り、「なるべくレベルを上げずにクリアを目指す」やりこみプレ
イのことを指します。特に、「これ以上レベルを低くすることができない」状態でクリアを目指す低
レベルクリアを、
「極限低レベル」と呼び区別することもあります。本来であれば、多くの RPG がキ
ャラクターのレベルを上げることによって能力値を上昇させたり、強力な技や特殊能力を習得したり
することを前提としているので、その不文律に逆行してなるべくレベルを上げずに進行することは、
単純に考えてもプレイ難易度が跳ね上がっていくことになります。しかし、よくできたゲームであれ
ばあるほど低レベルでの突破法が存在するものであり、限られた低い能力値とリソースの中でどうす
れば強敵に勝てるのかを考えていくのは、とても楽しいものです。中にはひどい運ゲーと化し、低い
勝利確率を引くために何度も何度もリセットを強いられる苦行となることもありますが、それでも自
分で考えた作戦で難関を突破できたときのやりがいはひとしおです。
・リアルタイムアタック（Real Time Attack→RTA）
（筆者のプレイ経験：「Final Fantasy 6」
「ポケモン不思議のダンジョン 時・闇の探検隊」
）
「タイムアタック」がゲーム内時間でのタイムの速さを競うのに対し、「リアルタイムアタック」
はゲーム開始からクリアまでのプレイの実時間の速さを競います。当然のことながら 1 つのゲームを
最初から最後まで休みなく通すことになるので、RTA は長時間のプレイを前提とする非常に過酷なや
りこみプレイです3。しかし、TGA では多くの人がこの RTA に意欲的に取り組んでいます。その理由
は、RTA が持つスポーツのような競技性にあるのではないかと考えています。RTA では、ありとあら
ゆる要素が「いかに早くゲームをクリアするか」という目的を達成するために用いられます。通常の
プレイではとらないような戦略・戦法が多数盛り込まれたチャート4の完成度や、入力速度の速さ、作
戦が崩れた時のリカバリー能力、さらにはその時の運までもが問われる、非常に総合的なゲームプレ
イ能力が問われるやりこみプレイが RTA です。さらに、RTA ではタイムという明確な指標が自分の
能力やプレイング、あるいはゲームプレイに対する習熟度の上昇具合、つまり自己の成長度合いを示
してくれます。それは陸上選手や水泳選手といった一流のアスリートがより早いタイムを求めて日々
研鑽を積むということと本質的に一緒なのだろうと思います。タイムが縮めばそれだけ自己の成長を
実感することができますし、よりタイムを上げるにはどうすればいいのかを主体的に考えることもで
きます。RTA はプレイの腕が熟練していくにつれてやがて自分との戦いになっていくもので、それが
RTA の持つ大きな魅力です。
また、RTA は文化祭での実演5にもうってつけのやりこみプレイであり、観客に自分のプレイを披
露することの快感を味わうことができます。学園祭の実演における RTA はやり直しがきかない一発
FF10 には一般的な「レベル」という概念はありませんが、キャラクター成長要素である「スフィア盤」によ
る能力値上昇を一切使わない「スフィア盤成長封印プレイ」を行っています。「いつまでたってもキャラクター
が弱っちいまま（そして敵が無慈悲に強くなっていく）」という低レベルクリアの醍醐味を FF10 でも味わうこ
とができます。
3 筆者が経験のある FF6RTA は 8 時間弱、ポケダン RTA は 6 時間弱かかるので、単純に肉体的な負荷が多いやり
こみプレイです。
4 やりこみプレイ全般において、ゲームクリアまでの道筋や要点を記した行動指標のメモのことを一般的に「チャ
ート」と呼びます。
5 TGA では 5 月に本郷で行われる「五月祭」
、11 月に駒場で行われる「駒場祭」の年 2 回、自分のプレイの成果
を発表する大きな場が用意されています。学園祭での実演を目指して日々ゲームプレイの腕を磨いていくのもま
た一興でしょう。
2
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勝負となるので、タイムと安定度を天秤にかけた場合は安定度の方が重要視されます。安定重視の
RTA とするのか、純粋にタイムを追い求める RTA とするのかでチャートは変わってきますし、プレ
イスタイルも変わっていきます。タイム重視の RTA では最良の運を引くまでその都度走りなおせば
いいですが、一発勝負で安定重視の RTA となれば、どのような運でも対応できるチャートの柔軟さ
が求められます。いずれにせよ、RTA は過酷な競技なのでまずは 1~2 時間でクリアできるような手頃
なゲーム、あるいは比較的短めの時間でクリアできるアクションゲームなどでの RTA をおすすめし
ますが、いずれはクリアに時間がかかるうえに、肉体的・精神的にかなりハードではあるものの、じ
っくりと長い時間をかけて取り組むことができる RPG の RTA もチャレンジしてほしいと願うもので
す。
・リカバリータイムアタック（Recovery Time Attack→ReTA）
（筆者のプレイ経験：「Final Fantasy 9」
）
ここまで述べてきた 2 つのやりこみプレイは個人で行うものでしたが、ここで述べる ReTA は多く
の人の協力があって成立するかなり高度なやりこみプレイです。このプレイでは、関わる人たちは問
題作成班とプレイヤーに分かれます。問題作成班が作る「問題」とは、特定の状況下まで進めたセー
ブデータと、特定のクリア条件の 2 つのセットのことを指します。セーブデータは「極限低レベルで
ラストダンジョンまで来たデータ」、クリア条件は「ラスボスの撃破」といった感じです。プレイヤ
ーにはどのような問題が与えられるかはプレイの直前まで知らされていません。プレイヤーは与えら
れたセーブデータを使い、時間内でのクリア条件達成を目指してプレイをします。このように、「こ
のセーブデータを用いて、○分以内にラスボスを撃破せよ」といったプレイ、これが ReTA6です。
このやりこみプレイの特徴は、なんといっても準備が大変なことです。多くの人が 1 つの企画に携
わることになるので、ReTA は学園祭での実演などを前提とした大掛かりな企画になります。問題作
成班はどのようなゲームプレイにしたいかを考えて、難易度と面白さをよく調節しながら問題を作成
することになりますし、プレイヤーは限られた情報の中から問題作成班が意図した解法、あるいは誰
も意図していなかった解法を導き、制限時間内での条件クリアを目指すことになります。ReTA では
低レベルクリアの要素と RTA の要素がどちらも求められる（あるいは、その両方にない要素を求め
られることもある）うえに、ゲームに対する深い知識や経験値も求められるため、総合的にそのゲー
ムに精通していないととても太刀打ちすることができません。また、最初から最後まで自分が解法（チ
ャート）を作ってクリアを目指す RTA とは違い、ReTA は与えられたものを与えられた状態・条件の
中で速くクリアすることを求められるので、RTA と比べても非常に難易度の高いゲームプレイとなり
ます。しかし、このような特殊なやりこみプレイは TGA ならではだと思いますし、TGA のような環
境でないと取り組むことができないものなので、ぜひ積極的にチャレンジしてほしいなと思っていま
す。
学園祭での実演における ReTA は、とても見ごたえのあるパフォーマンスとなります。内外を問わ
ず多くの観客がやりこみプレイヤーの競演を見守る ReTA 実演会は、部屋全体がある種の異様な雰囲
気に満ちる時間です。ReTA は、問題作成班も、プレイヤーも、観客も一体となって楽しむことがで
きる非常に特別なゲーム体験です。入会以後、プレイヤーとしても観客としても ReTA に何度か携わ
ってきましたが、このようなゲーム体験が味わえたことは、TGA に入ってよかったと心から思える
ものでした。筆者個人も、できれば今年は企画運営・問題作成側として ReTA に携わりたいと考えて

筆者が 2013 年の駒場祭でプレイヤーとして参加した FF9ReTA は、「低レベルで進めてきたものの様々なアイ
テムが揃っているラストダンジョンのセーブデータ」を用いて、「80 分以内にラスボスである『永遠の闇』を撃
破せよ」というものでした。
6
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います。新入生の皆さんも、ぜひ一緒に ReTA に携わっていきませんか。
・やりこみプレイはゲームを「知る」こと
ここまで述べてきたやりこみプレイは、すべてゲームを深く知るという営みです。作成側が意図し
たかしないかにせよ、やりこみプレイを行うことによって、ふつうのゲームプレイでは知ることのな
かった細かな仕様や思わぬ突破法といった、隠されていた様々な要素に気づくことができます。特に
低レベルクリアをやっていると、絶妙な調整のおかげでゲームバランスが成り立っていることに気づ
き、その巧妙かつ緻密な設計に思わず拍手を送りたくなることが多々あります。試行錯誤を通じてゲ
ームを深く知っていくあの感覚は、まさにやりこみプレイの醍醐味です。ここで紹介したやりこみプ
レイは数多くある中のほんの一例にすぎません。最強データを目指したり、あるいは特定の行動やキ
ャラクターのみをこだわって使い続けるプレイなども、やりこみプレイと言えるでしょう。余談です
が、「人々の個性の数だけやりこみプレイがある」というのが私の持論です。やりこみプレイはどれ
も労力、時間を多く費やす大変なものですが、自由な時間がたくさんある大学生のうちに経験すべき
ゲームプレイだと私は思っているので、多くの方におススメしたい次第です。

さて、ここまで長々とやりこみプレイをおすすめしてきましたが、これらのやりこみプレイは実は
自分がやっている「ゲーム研究」という営みの副産物だったりします。私は TGA3 年目のときに、
「ゲ
ーム研究会を名乗ってはいるものの、実際のところ『ゲーム研究』とは何なのだろう？」という大き
な問題に直面しました。進振りを経て教養学部の地域文化研究（イギリス研究）というところに進学
が決まり、自分の専門が決まっていく中で、趣味であるゲームにおいても何かオリジナリティあふれ
る自分なりのゲーム研究というものを確立してみたくなったのです。そこで私が見つけたのが、「文
学研究」を「ゲーム研究」に応用するという手法でした。
私は文学研究に従事しています。専攻は英文学、その中でも特に英詩です。私は普段詩を研究して
います。「詩の研究って何しているの……？」と誰彼問わず自分の周りにいる色々な人に聞かれます
が、「ゲーム研究」の本筋からは外れるのでここでは割愛します。私が思うに、文学研究とは平たく
言えば文学作品を読んで解釈することに尽きるのですが、これをゲームに応用します。ゲームをテク
スト7として扱い、深く読んで調べて考えて、ゲームを分析・解釈すること、これが私の言う「ゲーム
研究」です。この「ゲーム研究」という営み、私個人としては楽しくて仕方がありません。そして、
この「ゲーム研究」においてゲームを深く理解し考察を重ねていくためには、何度も何度もそのゲー
ムをプレイすることが前提となるので、その過程で低レベルクリアといったやりこみプレイをしてい
ます。
最近、私はゲームというテクストが持つ稀有なる複合性と独自性に気づきました。例えば、小説や
詩といった文学作品は文字テクスト、絵画などの視覚芸術の作品は映像テクスト、クラシック音楽な
どの聴く芸術作品は音響テクスト、などなど、媒体（文字、絵、音）に何を用いているのかによって
芸術作品を異なるテクストとして分類することができます。さて、話をゲームに戻していきましょう。
ゲームでは台詞が表示されたり、あるいはボイスで台詞が読み上げられたりします。さらに、多くの
ゲームには（特に RPG ではほぼ必ず）小説や物語のようなシナリオ・ストーリーがあり、それを主
に文字情報から読み取り理解していきます。それとは別にゲームにはグラフィックから読み取れる情
報があり、時おりムービーが入ることによって映画のようなワンシーンが挿入されることもあります。
7 「テクスト」
とはかなり曖昧かつ広範な意味で使われる言葉ですが、おおよそのところ「ことばで書かれたもの」

を指し、主に人文科学、社会科学において分析・解釈の対象となる文学作品、あるいは書籍の類いを言いますが、
もっとざっくばらんに「研究対象」となる「作品」のことを「テクスト」と呼ぶことができ、大変便利な（ゆえに
明確な意味がよくわからない）語彙です。
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また、ゲームには BGM があります。良いゲームの BGM はゲームを抜きにして単体の音楽作品とし
ても鑑賞に堪えられる素晴らしいものです。このように、ゲームは文字、映像、音響といったあらゆ
るテクストの要素を兼ねそなえている複合テクストなのです。また、同じく複合テクストである映画
を代表とする映像作品と違うのは、「ゲームは自分で操作可能なテクストである」ということです。
ゲームはプレイヤーに対して能動的に発見と読解をするよう強いてくるテクストなのです。これはゲ
ームに特有なものであり、文学作品を相手にする文学批評、主に映像作品や絵画などの芸術を相手に
する表象文化論とはまた違う分析・研究の手法、あるいは複合的な手法が必要なのではないかと考え
ています。
まあここまで難しい話をしてきましたが、要は「ゲーム研究」に何か大きな可能性があると自分は
感じている、ということです。ゲームは人を楽しませるためのエンターテイメント作品であることは
間違いありませんし、ゲームをプレイすることそれ自体がとても楽しくて有意義なものです。しかし、
ゲームの役割はそれだけではありません。自分にとって、ゲームは人間と世界を理解するための重要
な研究対象であり、何か重要なことを語ろうとしてくれている情報豊かなテクストなのです。
TGA にはゲーム研究を文章化し、発表できる機会が豊富にあります。今年も自分なりのゲーム研
究を続け、あらたな発見を皆さんと共有していければ嬉しく思います。

研究の世界には “Publish or Perish” という言葉があります8。「発表せよ、さもなくば滅びよ」とい
う意味の言葉で、研究の世界においてアカデミック・キャリアを積んでいく上ではとにかく業績を上
げること（＝研究をまとめそれを学会で発表したり、学術ジャーナルに論文として投稿したりするこ
と）が最も重要であるという、研究の世界の厳しさを端的に表している言葉です。私は入会当初から
TGA での会誌制作において積極的に寄稿しており、誰に言われるでもなく “Publish or Perish” を自分
に課しそれを守り続けているのですが、今回もその信念に伴い寄稿させてもらいました。
最後になりますが、新入生の皆さんにお伝えしたいことが 2 つあります。1 つは、この新歓会誌に
毎年書いていることである「ゲーム好きなら TGA は誰でも大歓迎である」ということ、もう 1 つは
「目的意識をもったゲームプレイは楽しい」ということです。前者については、TGA にはいろいろな
人がいますし、
中には本当にすごいガチ勢も多くいます。
しかし、
別にゲームが超得意でなくても TGA
会員になれます。ゲーム好きはだれでも大歓迎ですし、どんなゲームが好きでも受け入れてもらえる
アットホームな雰囲気が TGA にはあり、それが TGA のいいところです。とはいえ、私は新入生の皆
さんには、TGA に入るからには何か新たなゲームとの出会いを果たしてほしいと思っています。た
だゲームプレイを楽しむだけではなく、やりこみプレイといった変わったプレイをしてみたり、好き
なゲームを深く考察してみたり、あるいは今まで全く手を出すことのなかった新たなジャンルのゲー
ムに手を出してみたりなど、ゲームを通して新しい世界の扉を開いてみたり、新しい人間関係を築い
てみたりできる環境が TGA には整っています。TGA を通して、新たなゲームの遊び方に出会い自分
なりのゲーム研究を模索してほしい、というのが私の願いです。
何はともあれ、TGA は一緒にゲームを楽しむ仲間を大募集しています。ぜひ我々と一緒に充実し
たゲームライフを送ってみませんか？

8

大学院生になることもあり、気を引き締めるべくこの言葉をちゃんと調べてみたのですが、調べるうちになんか
背筋が寒くなってきました。悠々自適なゆるふわ文系院生になりたいものです。
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ゼルダの伝説

ブレス

オブ

ザ

ワイルド

紹介
文責：りん

はじめに
本記事は 2017 年 3 月 3 日に発売された Nintendo Switch、WiiU 用ソフト「ゼルダの伝説
レス

オブ

ザ

ブ

ワイルド」のシステムやストーリーを紹介しつつ、プレイの感想を添えたもの

である。ゲームを楽しむ上で致命的なネタバレは避けてあるが、何も知らないまま本作品をプレ
イしたい方はそっとこの記事を飛ばしてほしい。

探索
・アイテム
ゼルダシリーズといえば、1 つのダンジョンを攻略するために 1 つアイテムが手に入るのがお
約束となっているが、本作ではチュートリアルをクリアした時点でほぼすべてのアイテムが手に
入るようになっている。起爆タイミングを自分で調整できるリモコンバクダン、鉄製品を自由に
動かせるようになるマグネキャッチ、物の時間を止められるビタロック、水のあるところに氷の
柱を立てることができるアイスメーカーを使いながらフィールド探索やダンジョン攻略を行うこ
とになる。
その他のアイテムでは、剣や弓といった武器に耐久値が設けられているのが特徴で、数十回使
うと壊れるようになっている。フィールド上の雑魚敵も武器を所持しており、それらを倒して武
器を奪うことで所持武器を充実させていくようなゲームの進め方になる。消費アイテムでは、多
彩な食材を組み合わせた料理を作れるのが魅力だが、料理に使うとその料理に「体力全回復＋最
大体力増加」の効果をもたらす「マックス〇〇」食材が強すぎて工夫しなくても強力な回復アイ
テムが手に入ってしまうのが欠点か。

・フィールド探索
本作の最大の特徴は世界が 3D で一続きになっている、いわゆるオープンワールドシステムを
採用していることだろう。ダンジョンに入るとき以外はロードがなく、広大な世界を存分に堪能
することができる。高低差が激しく山もたくさんあるが、がんばりゲージ（スタミナ）を消費す
ることで壁や崖を登ることができ、また、高いところからはパラセールと呼ばれるハンググライ
ダーで滑空できるため、非常に自由度の高い移動が可能である。フィールド上には食材や鉱物な
どのアイテムはもちろん、祠と呼ばれるミニダンジョンも点在しており、それらに目を奪われて
探索しているうちに元の目的を忘れてしまうこともしばしば。
このように広いフィールドだと主人公の機動性が気になるところだが、各地の祠へのワープが
可能であったり、便利なマップ機能が充実していたりと十分な配慮がなされている。また、野生
馬を捕まえて乗ることもでき、躾ければ何も操作しなくても自動で道沿いを走ってくれるので、
風景を楽しみながら走れる。高低差のあるところに侵入できず、小回りが効かないため未知の地
方を探索するときには不便さを感じることもあるが、こちらもぜひ利用したい。
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・ダンジョン探索
今までのゼルダシリーズのダンジョンでは謎解きの方法が限定されていて、特にそのダンジョ
ンで手に入れたアイテムが活躍するのがお約束となっていたが、本作では弓矢やパラセールも含
めて選択肢が多く、いつも以上に頭を悩ませられる。3D という構造上ギミック自体を見つけるの
すら困難な場合もあり、ゼルダシリーズをやり慣れているプレイヤーでも苦戦するかもしれない。
神獣と呼ばれる大きなダンジョンではダンジョン自体を動かすギミックがあり、今までより視
野の広い謎解きが必要とされる。パラセールもダンジョン内で使用できるので、高いところから
無理やり飛ぶといった強引なプレイも可能だが、壁登りだけはできないようになっている。

戦闘
・雑魚戦
今までのゼルダにおいては、雑魚は倒せて当たり前、適当に突っ込んで剣を振っていれば倒せ
る敵も多かったが、本作では全体的に難易度が上がっている。まず雑魚のステータスが高く、10
回以上攻撃を当てなければならないこともあり、こちらの防御力によっては敵の攻撃の直撃で即
死することもある。集団で襲ってくることもあって敵の攻撃をすべて捌くのは難しいため、ゴリ
押し突破を許さない作りになっている。
難易度上昇に伴って、プレイヤーに求められるのはアクションというより細かな戦術となった
（もちろん超絶アクションで突破できる猛者もいるのだろうが）
。敵が寝ているところをいきなり
襲ったり、集団の中から 1 匹だけ釣って 1 対 1 に持ち込んだり、敵の攻撃範囲外から一方的に攻
撃したり、いくらでも工夫のしようはある。前述の武器の耐久もあいまって、敵の視覚外から無
限に使用できるリモコンバクダンを投げ続けるようなチマチマした戦闘になりやすいが、敵を嵌
め殺して暗い快感を覚える私のようなプレイヤーにとってはとても楽しい。逆に、雑魚戦に爽快
感を求めるプレイヤーには不満を感じる者もいるかもしれない。

・ボス戦
こちらも単純な難易度は上がっているように感じられる。雑魚よりさらに攻撃力が高いため、
一撃食らうたびに回復アイテムを使わなければならない場面がほとんど。敵の攻撃を利用して反
撃する今までのシステムを踏襲しつつも、高い操作技術も求められ、雑魚戦とは打って変わった
白熱した戦闘が楽しめる。回復アイテムの使用に時間がかからないため、アクションが苦手でも
ゾンビ戦法をとってクリアできるようにはなっているので、戦闘が苦手な人でも安心してプレイ
できるだろう。
また、特筆すべきは弓と盾の重要性である。過去作においては 2 つとも使いづらく、戦闘時に
おいてはギミック以外では有名無実化している作品もあったが、本作のボスはフワフワ浮いてい
る代わりに素直に攻撃が通るものが多いため、遠距離攻撃でダメージを稼げる弓は非常に重要で
あり、避けづらい強力な攻撃を防げる盾はさらに重要になっている。メイン武器も含めた 3 種を
駆使した戦闘になるため、
「戦っている」感覚は今までより深く味わえるはずだ。
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ストーリー（ネタバレ注意）
『100 年前の戦いで「厄災ガノン」に敗れたリンクは長い眠りにつき、100 年後の世界で目覚
めた。最初はほとんどの記憶を失っていたリンクだったが、多くの人に導かれて記憶を取り戻し
ていき、ガノンに乗っ取られてしまった各地の 4 体の神獣を解放して、今もハイラル城でガノン
を押さえ込んでいるゼルダ姫を助けに行く』
以上が大まかなストーリーである。本作には今までのような一本道のストーリーが存在せず、
ダンジョンの攻略順も自由、どの地方に行くのも自由、ダンジョンを攻略するかどうかでさえ自
由となっている。極端な話をすれば、チュートリアルが終わった直後にハイラル城に突撃して厄
災ガノンと戦うことも可能なのだ（絶対に勝てないが）
。どの順に攻略しても話のつじつまが合う
ような構成になっているため、各エピソードの繋がりが薄くなることが不安視されるだろうが、
リンクが記憶を取り戻していくという形をとっていることで違和感なく各エピソードが繋がる。
メインチャレンジと呼ばれるストーリーの重要クエストをすべてクリアしていけば、各地を回っ
て記憶を取り戻し、成長したリンクが厄災ガノンにリベンジするという構図が出来上がるだろう。

総評
本作はゼルダの本質である冒険や成長を追求したまま、今までのゼルダシリーズでの「お約束」
を覆す変更が多数あり、革新的な作品であるといえる。プレイヤーが過去作をプレイしていて感
じていた「こうだったらもっと面白い」が詰め込んであり、そういったプレイヤーの夢を叶えた
ともいえるだろう。欠点はもちろん存在するが、それを大きく上回る魅力が本記事では書ききれ
ないほどたくさんあるので、ゼルダファンで本作を未プレイの方は Switch を買ってでもプレイ
することを強く勧めたい。
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ポケモン VGC2017 をやりましょう！
文責：シェリー

はじめに
新入生の皆さん、入学おめでとうございます。受験でポケモンから少し離れた人も多いと思
いますので、この記事で VGC2017 について紹介したいと思います。

VGC とは？
VGC とは、英語の Video Game Championships の略称で、ポケモンワールドチャンピオン
シップス（WCS）のことです。バトル形式はダブルバトルです。2 対 2 ですので、シングルで
は活用できない、いろいろな組み合わせやギミックが多くあります。
「ポケモン VGC2017」の公式ルールの主なポイント
・アローラ図鑑に登場するポケモン限定（一部の伝説・幻のポケモン等は使用不可）の
ダブルバトル
・メガシンカ禁止
・『ポケットモンスター サン・ムーン』で入手したポケモン限定

VGC2017 の見どころの 1 つ：守り神達とフィールド
VGC2017 の見どころの 1 つとしては、カプ・コケコをはじめとする、アローラ地方の島を
守る 4 匹の伝説のポケモンたち（以下「守り神」
）の存在が挙げられます。サポート役にも攻
撃役にもなれる守り神達。場に出た瞬間に、特性によってフィールドを展開するのが、守り神
達の最大の特徴です。フィールドは天気のように、効果がそれぞれ異なります。
フィールドの共通点としては、
・発動から 5 ターン継続
・地面にいるポケモン（飛行タイプや特性｛ふゆう｝ではない）に対して効果を発揮
・別のフィールドが出てくる場合のみ上書きされ、天気の効果と重複
が挙げられます。

各守り神とそのフィールドの紹介
カプ・コケコ→「エレキフィールド」
・電気タイプの技の威力が 1.5 倍
・各ポケモンは眠らない
・「しぜんのちから」→「１０まんボルト」
・「ひみつのちから」
：3 割の確率で相手を麻痺にする
カプ・コケコは「じゃれつく」が覚えられないことと種族値で残念に思われるかもしれませ
んが、VGC2017 の環境では素早さが 2 番目で、特性の｛エレキメイカー｝はかなり役立つの
で、よく見られるポケモンです。サポートとして「ほえる」を持つカプ・コケコも時々見られ
ます。特攻が高い『こだわりスカーフ』のデンジュモクや特性の｛サーフテール｝
（「エレキフ
ィールド」下で素早さが二倍になる）を持つライチュウ（アローラのすがた）との組み合わせ
が良いかもしれません。
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カプ・テテフ→「サイコフィールド」
・エスパータイプの技の威力が 1.5 倍
・先制技を無効にする
・「しぜんのちから」→「サイコキネシス」
・「ひみつのちから」
：3 割の確率で相手の素早さを一段階下げる
「サイコフィールド」下で、VGC2017 の環境のほぼ全部のポケモンを「サイコキネシス」
1, 2 発で倒せるカプ・テテフ。「ねこだまし」など先制技を無効にする優れたサポート性能を
持ち、なおかつ火力の高いポケモンとして評価されています。先制技に弱いフェローチェ、ウ
ツロイドやキュウコン（アローラのすがた）などの良いパートナーになると考えられます。
カプ・レヒレ→「ミストフィールド」
・ドラゴンタイプの技の威力を半減
・各ポケモンは状態異常にならない
・「しぜんのちから」→「ムーンフォース」
・「ひみつのちから」
：3 割の確率で相手の特攻を一段階下げる
耐久の高いカプ・レヒレは、最近増えてきたガブリアスとウインディに対して強いポケモン
です。「ミストフィールド」はカプ・レヒレの技の威力を上げる効果がないことが少し残念に
思われるかもしれませんが、状態異常を防げるという独特の強さがアピールポイントです。自
分のポケモンに「いばる」をして、攻撃を 2 段階上昇させることがよく見られます。物理型の
ポケモンの良いサポートになりますが、それに限らず『こだわりメガネ』や『じゃくてんほけ
ん』を持たせてアタッカーとして運用することもあります。実績のある構築として、これが参
考になると思います。
EMOLGAME：【WCS レート 2060 最終１位】弱点保険レヒレ+凍風キュウコン
http://blog.livedoor.jp/emolgame/archives/10940111.html
カプ・ブルル→「グラスフィールド」
・草タイプの技の威力が 1.5 倍
・各ポケモンは毎ターン最大 HP の 1/16 を回復
・「じしん」、
「じならし」、
「マグニチュード」の威力を半減
・「しぜんのちから」→「エナジーボール」
・「ひみつのちから」
：3 割の確率で相手を眠りにする
カプ・ブルルは低い素早さ、
「じゃれつく」が覚えられない、毒が 4 倍弱点など、他の守り
神に比べて目立つ弱点が多いので、あまり見かけませんが、「トリックルーム」下で活躍でき
るポケモンです。
「グラスフィールド」下で、
「ウッドハンマー」で他の H252B0 の守り神達を
1 撃で倒せます。
「じしん」に弱いポケモンのサポートになるので、デンジュモクやウツロイド
と一緒に出したら良いと考えられます。

終わりに
VGC2017 は、もちろん守り神とフィールドだけが中心というわけではありませんが、初め
てのパーティを作る時に、フィールドと守り神達から考えてみるといいでしょう。その他、Z
ワザやウルトラビーストや天気などもありますが、いろいろ試して面白いパーティを作りまし
ょう。一緒に頑張って VGC2017 を楽しみましょう！！
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