駒場近辺のゲームセンター紹介
文責：いんぴじ
<はじめに>
新入生の皆さんご入学おめでとうございます。突然ですが皆さんは音楽ゲームをやってみたこ
とはありますか？

最近はアプリでもスクフェスやデレステ等が遊べるためやったことあるとい

う人も多いかと思います。私は確か小学生の時に親に買ってもらった太鼓の達人が初めて触った
音楽ゲームだと記憶しています。一般に音楽ゲームというとやっぱり太鼓の達人等が挙げられる
と思いますが、太鼓の達人を含むアーケードの音楽ゲーム、つまりゲームセンターにある音楽ゲ
ームには面白いものが沢山あります。大学に入ったのを機に、というのも頓狂かもしれませんが
是非始めてみては如何でしょうか？
さて、アーケードで音楽ゲームを始めるとなるとゲームセンターに行く必要がありますが、ど
のゲームセンターに行けばいいのか迷うという人が多いでしょう。また以前から音楽ゲームをし
ていた人も、上京に際して新しく自分に合ったゲームセンターを見つける必要が出てくることだ
と思います。そんな皆さんのために今回は、完全に私見ではありますが大学の近くの音ゲーが置
いてあるゲームセンターについての紹介をしようと思います。是非参考にしてゲームセンターに
行ってみてください。台数とかに記憶違いがあったらごめんね。
<以下で使用する言葉についての説明>
・音ゲー：「音楽ゲーム」の略。
・BEMANI：KONAMI が提供する音ゲーのブランドの総称。
・PASELI (パセリ) ：BEMANI シリーズの音ゲーで使える電子マネー。1 円＝1 パセリで購入で
きるが、ゲームセンターによっては 1 クレジット=100 円が 80 パセリだったり 120 パセリだった
りする。
「安いゲーセン」などというとこのパセリの設定が安いことを指すことが多い。KONAMI
は悪徳会社なので 3 年程前にこの PASELI を使った方が快適にプレーできるシステムを
BEMANI 全体に作り上げてしまった。現在はパセリ自体の単位も円になっている。
・メンテ：メンテナンスのこと。
「メンテが悪い筐体」という風に使い、その筐体では誤反応無反
応などが起きるため避けた方が良いとされる。メンテの感じ方には個人差があるのでメンテとい
う言葉があったらそのあとに (個人の意見です) を付け加えて読んでほしい。
・BeatStream：KONAMI が提供していた音ゲーの一つ。BisCo (CV：洲崎綾) というガイドキ
ャラクターの声に萌えるゲームだった (偏見に基づいた要約) がそのマニア性からか不人気だっ
たため 2017 年 3 月 1 日を以って KONAMI の新音ゲーである「ノスタルジア」という全く違う
ゲームに機種変更された。その為各ゲームセンターはこの BeatStream の筐体を撤去・放置・ノ
スタルジアにアップデートの三択のいずれかの措置を取る必要があった。その為 Beatstrea・ノ
スタルジアの両筐体が混ざって各ゲーセンに置いてあるのだが、肝心の Beatstream は今年 2017
年の 8 月 31 日に完全にサービスが終了する。つまりすぐに Beatstream 自体はなくなってしま
うのだが、あくまで現段階の情報なのでそれを踏まえた上で読んでいただきたい。一つ付け加え
ると、Beatstream はとても楽しいゲームだったので是非サービス終了までにやってみて欲しい。
・旧筐体・新筐体：pop’n music や beatmania IIDX ではゲームにモニターを使用している。古い
筐体ではブラウン管やフラット管のモニターが、新しい筐体では液晶のモニターが使われている。
他にも違いはある上に、筐体の種類もさらに細かく分類されるので、この記事においてはあくま
でモニターの種類程度のざっくりとした使い方をしているという認識で読んでもらいたい。
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<紹介>
◎渋谷：駒場東大前から 2 駅にある大都市。実家暮らしの人や井の頭近辺に住んでいない人はほ
ぼ必ず乗り換えで使うためぶらっとゲーセンに行きやすい。しかしそんなに駅の近くにゲーセン
があるわけでもない。
①タイトーステーション

渋谷店

beatmania IIDX：4 台
pop’n music：2 台(旧筐体)
SOUND VOLTEX：4 台
jubeat：4 台
悠久のリフレシア：1 台
DanceDanceRevolution：1 台
GITADORA：各 1 台
ノスタルジア：1 台
MUSECA：1 台
太鼓の達人：3 台(1 クレジット 200 円)
CHUNITHM：3 台
maimai：1 台
スクフェス AC：3 台
通称渋タイ。駅からヒカリエの方に歩いて三分くらいのところにあるゲーセン。太鼓は一階に、
BEMANI シリーズのゲームは地下一階にある。暗くて少したばこ臭いがいつも音ゲーコーナー
は人でいっぱいになっている。個人的には iidx のメンテが好き。

②アドアーズ 渋谷店
beatmania IIDX：2 台
pop’n music：1 台 (旧筐体)
SOUND VOLTEX：2 台
jubeat：1 台
ノスタルジア：1 台
太鼓の達人：4 台 (200 円 3 曲)
CHUNITHM：2 台
maimai：2 台
スクフェス AC：3 台
通称渋アド。渋タイとは逆にセンター街の方にある。見た目こそ大きいゲーセンだが音ゲーコー
ナーは二階に詰め込まれている (太鼓の達人だけ入口にある) 。特に安い訳でもメンテがいい訳
でもないため滅多に行かないが周りには居酒屋や買い物スポットが溢れているのでよく店の前を
通る。渋谷ということもあり外人さんがよく見物に来ておりとても見られるらしい。
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③ハイテクランドセガ渋谷
beatmania IIDX：1 台
SOUND VOLTEX：2 台
BeatStream：1 台
太鼓の達人：3 台(200 円)
CHUNITHM：4 台
Project DIVA：2 台
maimai：1 台
GROOVE COASTER：1 台
Crossbeats REV.：1 台
Pump It Up：1 台
通称渋セガ。渋タイから横断歩道を一つ渡ったところにある。セガのゲームセンターなので
BEMANI 機種が少ないが、特にボルテなどは入荷されたばかりでメンテナンスが良い。他と比べ
てもらうとわかるように CHUNITHM が他のゲーセンより多く置いてあるので CHUNITHM を
やる人はよく行っているイメージ。某東大謎解きサークルの人たちもいつもここにいる。
韓国産 DDR こと Pump It Up がこの辺で唯一置いてあるゲーセンでもあるのでやってみたい方
がいたら是非。
◎下北沢：こちらも駒場東大前から渋谷と反対に 2 駅のところにある若者の街。駅の近くにゲー
センがあるため学校帰りに行きやすい。
④エムエムランド
beatmania IIDX：3 台
pop’n music：2 台
SOUND VOLTEX：4 台
jubeat：4 台
悠久のリフレシア：2 台
DanceDanceRevolution：2 台
GITADORA：各 1 台
BeatStream：1 台
ノスタルジア：1 台
MUSECA：2 台
太鼓の達人：2 台(3 曲設定)
CHUNITHM：2 台
Project DIVA：1 台
maimai：2 台
GROOVE COASTER：1 台
Crossbeats REV.：2 台
下北沢駅から歩いて二分、私のホームでもあるゲーセン。一階入ってすぐに音ゲーコーナーがあ
り三階にプリクラコーナーがあるなど変な構造をしているがメンテも程々によくまた毎朝
PASELI が 10%off になるなど生活習慣にもお財布にも優しい(誤差)ゲーセンである。余談だが某
東大音ゲーサークルの人達はエムエムに多く入り浸っている。
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⑤アドアーズ 下北沢店
beatmania IIDX：1 台
pop’n music：1 台(旧筐体)
SOUND VOLTEX：1 台
jubeat：2 台
悠久のリフレシア：2 台
BeatStream：1 台
Project DIVA：1 台
GROOVE COASTER：1 台
太鼓の達人：2 台
通称下アド。上アドというものもあるが上北沢ではなく上野のアドアーズのことである。下北沢
駅から右に歩いて 30 秒、エムエムよりはメンテが悪いが PASELI が 1PLAY につき 80P と安い。
リフレシアのジャストリフレクがエムエムより飛びやすいらしい(伝聞)からかリフレシアをメイ
ンでしている人をよくここで見かける。
◎明大前：井の頭線の真ん中あたりにある駅。大学の近くなのでご飯ものは充実しているが肝心
の(？) ゲーセンの方はそんなに充実していない。
⑥明大前 Dooffles
beatmania IIDX：1 台
pop’n music：1 台
SOUND VOLTEX：2 台
jubeat：2 台
悠久のリフレシア：1 台
CHUNITHM：1 台
Project DIVA：1 台
明大前駅から歩いて 3 分程度、メンテも悪く暗いしたばこ臭いのであまりお勧めしない。
◎吉祥寺：井の頭線の終点。住みたい街ナンバーワン。ゲーセンもそれなりに良い。
⑦プレイロットジョイ
beatmania IIDX：2 台
pop’n music：3 台(旧筐体)
SOUND VOLTEX：2 台
jubeat：4 台
悠久のリフレシア：2 台
GITADORA：各 1 台
ノスタルジア：1 台
MUSECA：1 台
太鼓の達人：1 台
CHUNITHM：1 台
maimai：1 台
GROOVE COASTER：2 台
スクフェス AC：3 台
Crossbeats REV.：1 台
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吉祥寺駅から歩いて 3 分くらい、狭い道の中にあるゲーセン。メンテ自体はそれほど良い訳では
ないが、金曜日と土曜日は PASELI が 20%off、30 日と 31 日は PASELI が 30%off となっており
つい足を運びたくなってしまうゲーセン。
⑧モナコ吉祥寺店
beatmania IIDX：5 台
pop’n music：1 台(新筐体)
SOUND VOLTEX：3 台
jubeat：2 台
悠久のリフレシア：2 台
DanceDanceRevolution：1 台
GITADORA：ギター1 台、ドラム 3 台
ノスタルジア：1 台
MUSECA：1 台
太鼓の達人：3 台
CHUNITHM：4 台
Project DIVA：1 台
maimai：4 台
シアトリズム FFAC：1 台
プレイロットジョイからさらに奥に進んだところにあるゲーセン。地下が音ゲーフロアになって
おり特に SEGA 機種がやたらと多い。吉祥寺に行くときは基本プレイロットジョイの割引を狙っ
て足を運んでいるため滅多に寄らないが、そこそこ広いので嫌いではない。
<終わりに>
今回紹介したゲーセンは井の頭線上の駅からいけるゲーセンだけでしたが、大学からそこそこ
近いところでいえば新宿、池袋、高田馬場などにも色々なゲーセンがあります。ぜひ始めるにあ
たって行脚してみて、自分にあったゲーセンを見つけてもらえたらなと思います。ここまで読ん
でくださりありがとうございました。
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REFLEC BEAT 入門
文責：けくれん

・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。このゲーム研究会に興味を持ってくれたか
らには、受験が終わった後ゲームをやり込んでいる人も多いのではないでしょうか。さて、本記
事ではいわゆる「音ゲー」の一つである、REFLEC BEAT について紹介します。このゲームは多
くのゲームセンターに 1,2 台は置かれていて、気軽に遊ぶことができます。

・遊び方
基本は自分の所に来た丸い物体をタイミングよくタッチすることで、相手の所に物体を跳ね返
す、というゲームです。この物体は「オブジェクト」と呼ばれます。自分の近くには赤いライン
もしくは青いラインがあるので、その色に該当するオブジェクトが降って来てラインに重なった
瞬間にタッチします。
続いて、緑色のオブジェクト（3TOP、メロンなどと呼ばれる）について説明します。先ほどの
ラインよりも少し上の方に二つもしくは三つの白丸がありますが、メロンはそこをめがけて降っ
て来るので、白丸と重なる瞬間にタイミングよくタッチしましょう。
最後に、ビッグバンオブジェクト（BO と呼ばれる）について説明します。これは、通常のオブ
ジェクトと違い細長くて大きいオブジェクトです。通常のオブジェクトと同様、ラインと重なる
瞬間にタッチするのですが、オブジェクトのどこにタッチしても構いません。タッチすると爽快
な音が鳴り響き、画面も少し揺れます。
その他にもスイッチロングオブジェクト（SLO と呼ばれる）というものもありますが、こちら
は上位の譜面にのみ出てくるので、上達したら各自で遊び方を調べてみてください。公式サイト
にも詳しい遊び方が載っています。

・実際にプレーしてみよう
まず、e-AMUSEMENT PASS というものを購入しましょう。これは REFLEC BEAT を置い
てあるゲーセンの多くで、自販機形式などで買うことができます。値段は数百円です。お財布ケ
ータイや PASMO などを持っている場合は、
これで代用することもできます。
これを使うことで、
自分のプレーデータを記録することができます。REFLEC BEAT のみならず、KONAMI のゲー
ムなら大体併用できると思います。筐体の右に e-AMUSEMENT PASS を置く場所があるので、
そこに置いて、筐体からの音声や画面の指示に従ってプレーしましょう。初めてプレーするとき
は、チュートリアルをするのがおすすめです。このゲームはプレー人口が他の音ゲーに比べて少
ない（悲しい……）ので並ぶことなく快適にプレーできることが多いです。
さて、このゲームには「ノーマルモード」「リフレシアモード」「クラスチェックモード」の三
つがあります。ノーマルモードは自分の好きな曲を最大 3 曲プレーすることができます。難易度
は 1〜15 までありますが、初めて音ゲーに触れる方は難易度 3〜6 くらいがクリアできる目安で
しょうか。他の音ゲー経験者はいきなり難易度 8 くらいでも問題なくクリアできると思います。
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ちなみに、難易度は緑色の「BASIC」、黄色の「MEDIUM」
、赤色の「HARD」、白色の「WHITE
HARD」の 4 つがあります。リフレシアモードは新しい楽曲を入手することのできるモードです
が、これはある程度上達してから遊んでもよいと思います。クラスチェックモードは自分の実力
を試すことのできるモードです。2017/03/11 現在、class1〜class13 まであり、数字が小さいほど
高い実力がある、という一つの目安になります。現在はありませんが、今後 class 零や極といっ
た、より上位のものも実装されるはずです。初心者の方は下から順番にプレーして自分の実力を
測ってみてはいかがでしょうか。

・上達方法
最初のうちは基本的に自分の知っている曲をプレーすることで慣れていくのがよいと思います。
ジャンルとしては、POPS&アニメ、バラエティ、ゲーム、ボカロ、東方アレンジなど様々なもの
があるので好きな曲を選んでプレーしてみてください。オリジナル曲にも多くの良曲、良譜面が
あるので、ある程度上達したら徐々に触れてみてください。
また、選曲画面の下の方に「カスタマイズ」というものがあり、ここではショット音、エフェ
クトの有無などが変更できます。楽しむのもいいけど上達したい！と思ったら、ショット音を
「ELECTRO 2」や「HOCKEY」などの良い判定と悪い判定の区別がしやすいものに変更したり、
エフェクトを全て切ってプレーに集中できるようにしたりという工夫もできます。私は
「ELECTRO 2」を使用しています。
さらに、選曲後、プレーする前に画面の右側にハイスピードオプションという、オブジェクト
の落下速度を変更できるものがあります。この数字を上げることで、画面上に表示されるオブジ
ェクトの密度が下がり、認識しやすくなります。私は基本的に 2.7 倍を使用していますが、初心
者のうちは 1.4 くらいがおすすめです。慣れて来たら徐々に自分に合う倍率を見つけていきまし
ょう。

・最後に
REFLEC BEAT に限らず、音ゲー全般の魅力は自分の実力がそのままスコアになって現れるた
め、少しずつ上達していくことが楽しい、ということです。さらに、自分が知らなかった楽曲を
知ることができるため音楽をより楽しめるようになることです。最後に、REFLEC BEAT に収録
されているコナミオリジナル曲の中から私のオススメ曲を紹介してこの記事を終わりたいと思い
ます。是非ゲーセンに足を運んで、プレーしてみてくださいね。
・アヴァロンの丘
・彼方のリフレシア
・concon
・STULTI
・Towards The Horizon
・リカーシブ・ファンクション
・リリーゼと炎龍レーヴァテイン
・RAIN
・海神
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ソフラン曲をプレーしよう
文責：オオニシ

1.はじめに
ソフランとは音楽ゲームにおいて曲の途中で BPM が変化し、譜面の流れる速さが変わるギミ
ックのことです。ライ◯ンの柔軟剤のことではありません。この単語の由来は「beatmaniaIIDX」
に収録されていた楽曲『SOFT LANDING ON THE BODY』を略したもので、その譜面は曲の途
中で突然流れる速さが倍になったり半分になったりします。
ソフランは癖の強いギミックとして多くのプレーヤーを苦しめています。その理由は幾つかあ
り、速すぎると認識が追いつかず、逆に遅すぎるとノーツ同士が詰まりすぎて見づらい、突然の
変化に対応できない、などが挙げられます。しかしそんなソフランも対策次第で上手く捌けるよ
うになり、一気に上達することもあります。私はそこにソフラン、また音ゲーの醍醐味があると
思います。この記事ではそのソフランの大まかな対策と一部の糞フランソフラン曲の紹介をしま
す。

2.ソフラン対策
ソフランの仕方にはいろいろな種類があります。それぞれの機種、曲に合った対策をしましょう。
・ギアチェンジをする
ギアチェンジとは譜面の流れる速さを調節するオプションであるハイスピードを、曲の途中の
ソフランする部分で弄り、適した速さで譜面が流れてくるようにすることです。BPM が変化する
ときにノーツが流れてこない時間がある曲に有効です。フルコンではなくクリアを狙っている場
合は、ソフランする部分の密度が薄い譜面でも数ノーツ捨ててギアチェンジするのもありです。
また、一部の曲では流れてくるノーツに合わせてギアチェンジを組むことも可能です。あらかじ
めどの場所でいくつハイスピードを変えるのか決めておきましょう。
・SUDDEN+を付け外しする
SUDDEN+とは譜面の上部を隠すオプションで、ハイスピードと一緒に使用することでより譜
面を認識しやすくなります。ソフラン曲では加速する直前にこれを外すことで加速後でも認識が
間に合うようになります。逆に減速する直前につけることで画面内のノーツの数が減り見やすく
なります。ソフランするときギアチェンジするほどの時間はないがわずかに間がある曲に有効で
す。あらかじめ SUDDEN+の高さを調節しておきましょう。
・目線を下げる
上の二つが不可能で低速になる曲は頑張って認識するしかありません。結局は気合い。その際、
目線を下げて判定ライン付近だけを見ることで SUDDEN+と同じ原理でわずかに認識しやすく
なります。また、譜面のリズムを覚えておくとさらに叩きやすくなります。この方法も慣れれば
少しずつできるようになってくるので根気強く練習しましょう。
・ソフランする箇所を覚える
1 曲の中で何度も、しかも何種類もの速さにも変化する難解なソフラン曲もあります。これは
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数回練習してソフランする箇所を覚え、その上で必要なら上の三つと組み合わせましょう。この
ような曲の対策をしっかり行っておくと交流戦などで武器曲として投げることができます。
・停止箇所を覚える
DDR などでは譜面が途中で一瞬だけ停止する曲があり、beatmaniaIIDX や pop’n music でも
超低速になることで擬似停止を表現しているものがあります。ここでタイミングをずらされてミ
スしてしまいます。これは曲を聴いて停止する場所とそのリズムを覚えるしかありません。
・譜面の一部を丸暗記する
一部の曲では一瞬または数小節だけものすごい速さでノーツが流れてきて、さらにギアチェン
ジや SUDDEN+外しが不可能な曲があります。そのような曲では最終手段として譜面を暗記する
しかありません。ただしノーツをほぼ見ずに叩くのは至難の業な上、譜面を覚えるのも骨が折れ
るので、あくまで最終手段としてあまりにも長い部分や密度の濃い部分なら別の方法がないか模
索したほうが良いでしょう。

3.ソフラン曲紹介
beatmaniaIIDX
・DAY DREAM
BPM80~300
BPM が 80,300,170,90,170 の順に変化します。ハード狙いの場合はその都度落ち着いてギアチ
ェンジをして対応しましょう。BPM300 と 170 の間にノーツが流れてこない時間はほとんどない
ので、フルコンを狙うならハイスピードを BPM300 に合わせたまま 170 地帯を見切る地力が必
要です。
・Y&Co. is dead or alive
BPM145~876
AC 削除済み CSEMP 収録。BPM145 で始まり中盤で徐々に加速して BPM876 まで加速し、
その後 BPM145 に戻ります。ギアチェンジする時間はありませんが高速の密度自体は薄いので正
規を覚えてしまいましょう。配置自体は単純なので後は BAD を出さないようリズムを把握する
ことが重要です。加速するときは交互押しがだんだん同時押しに近くなっていくのでここも BAD
はまりしないよう気をつけましょう。
・op.31 叙情
BPM100~350
AC 削除済み CSGOLD 収録。微妙な変化も含め BPM が 36 回変化します。ノーツが流れてき
ててもお構いなしに突然ソフランするので曲と一緒に大きく BPM が変わる箇所を覚えるしかあ
りません。死んで覚える。
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pop’n music
・コサック(ロシアのおみやげ)
BPM110~180(表記) 60~250(実際)
低速、高速、加速の組み合わせで 18 回 BPM が変化します。一気に BPM が上がる箇所と急に
低速になる箇所だけ覚えておけば特に問題ありません。後半の突然 BPM190 から 70 になる箇所
は左青+右白の同時押しが来たら減速、と覚えておきましょう。実際の BPM が表記と大きく異な
りそのまま合わせてしまうとラストがかなり早くなるので注意、少し遅めに設定しましょう。
・パーカッシヴ 2(西麻布水道曲)
BPM124?(表記) 62~400(実際)
BPM124 で始まり、中盤に徐々に加速して BPM400 まで上がり、徐々に減速して BPM62 の
短い低速を挟み、BPM124 に戻ります。またラストに少しだけ BPM248 の高速があります。中
盤の加速前には時間があるので SUDDEN+をあらかじめつけておいて、加速前に外し加速後にも
う一度つけましょう。ラストは SUDDEN+を外す時間はありませんが高速は短いので暗記してし
まいましょう。
・クラシック 9(Hell? or Heaven?)
BPM25~680
BPM 変化は 31 回。BPM25 は一瞬で BPM680 もラスト 3 ノーツだけですが、序盤の子犬のワル
ツが BPM300、終盤の春の歌が BPM90 なのである程度低速に耐性がないと辛いです。春の歌に
ほぼゲージ満タンで入れるなら直後に数ノーツ捨てて SUDDEN+をつけると楽になるかもしれ
ません。中盤の低速はリズムを覚えると見切りやすくなります。ラスト 3 ノーツは正規なら覚え
てランダムならあらかじめ判別しておきましょう。

DDR
・ΔMAX
BPM100~573
BPM100 からスタートし 1 拍ごとに BPM が 1 ずつ上昇し最終的に 573 になります。ハイスピ
ードを高速寄りに合わせて、途中まではある程度リズムを覚えておきましょう。
・CHAOS
BPM170
曲の途中で譜面が 44 回停止します。曲を聴いて覚えて停止箇所を把握しておきましょう。

4.終わりに
ソフラン曲は敬遠しがちな人も多いと思いますが、それぞれの曲をやりこみできるようになる
と絶対楽しいので、この記事を読んだ音ゲー勢の方もこれから音ゲーを始めようという方も是非
積極的にソフラン曲にチャレンジしていきましょう。
拙い文章でしたが最後まで読んでくださりありがとうございました。
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「景色を楽しむ」という遊び方
文責：Omega

はじめに
新入生の皆さん、入学おめでとうございます。TGA に興味を持ちこの会誌を手にとってもらえ
たこと、大変嬉しく思います。皆さんはゲームをしているとき、何が良いと感じますか？「戦闘
が楽しい」「ストーリーが素晴らしい」「データを収集して戦略を考えるのが楽しい」など、さま
ざまな要素があると思いますが、この記事では「景色を楽しむ」ということについて書きます。
「えっ？景色がゲームの楽しさと関係あるの？」と思った人もいるでしょう。そこで本稿ではま
ず景色がゲームにどんな影響を与えるのかについて書き、次に具体例として、私の好きなゲーム
の観光名所を紹介します。

景色がゲームに与える影響
私が RPG 好きということもあり、RPG 中心の話になりますが、ゲーム中の行動は「戦闘」
「ム
ービー」
「移動」の三つが主になります。この中で「移動」が退屈だと感じたことはありませんか？
実際私も、ただ十字ボタンを押すなりスティックを倒すなりして目的地に着くのを待つだけでは
つまらないと感じます。しかし、景色を気にしながら移動してみてはどうでしょう？ゲーム内の
景色というものは案外細部まで作り込まれているものです。普段は気にしていなかった景色を意
識しながらプレイするとゲームをより楽しめると思いますよ。

ファイナルファンタジー12 の観光名所紹介
ファイナルファンタジー12(以下 FF12)は 2006 年に発売されたゲームですが、私はこのゲーム
が大好きで、今でも気が向いたらプレイしています。FF12 の特徴として、
「広大なマップのうち
徒歩で移動できる場所が多い」
「街が古代ローマ風である」などが挙げられ、まさに観光にうって
つけのゲームと言えるのではないでしょうか。そんな FF12 の世界で私が気に入っている場所を
紹介します。
・王都ラバナスタ
ストーリー上最初に訪れることになる街です。三つの巨大な門、噴水広場、バザーを始めとす
る見所が数多くあります。いずれも人の往来が多く生活感が漂っていますが、煉瓦造りの落ち着
いた雰囲気の建物がファンタジー感を醸し出しています。街の各所から移動できる地下にはダウ
ンタウンが存在し、こちらはファンタジー感こそ薄れますが、照明の明るさが絶妙で居心地の良
い空間だと思います。FF12 では基本的にストーリー進行後も過去に行った街に戻ることができ
るので、冒険に疲れたときはラバナスタの街を散策してみてはいかがでしょうか。
・空中都市ビュエルバ
空中都市という名の通り空に浮いている街です。街はあまり広くはありませんが、ここの観光
名所と言えば空中テラスです。雲よりも高い場所にあるため、テラスから見える絶景は言葉では
表せないほど素晴らしいものです。やはり何と言っても空中都市というのがカッコいいですね。
心ゆくまで街中を駆け回るのも非常に爽快です。また、雲よりも高い場所にあるにもかかわらず、
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木々が生い茂っており、プレイ中にちらりと目に入る自然に癒されながら遊べるのも私がこの街
を好きな理由の一つです。
・オズモーネ平原
ラバナスタ、ビュエルバと続けて街を紹介してきましたが、こちらはフィールドです。普通に
敵が出現するので気をつけて観光してください。草原地帯が広がっており、運動公園のような雰
囲気なのでスティックをグルグル回して走り回るだけで実際に運動した気分になりそうです。ま
た、草原には各所に飛空艇の残骸があり、過去に上空で激しい戦闘が行われたことを物語ってい
ます。残骸の前に移動しスクショを取れば、修学旅行で歴史を学びに来た高校生気分を味わえる
のではないかと思います。
・フォーン海岸
こちらもオズモーネ平原と同じくフィールドなので敵が出現しますが、敵の存在を忘れてしま
うほど自然豊かで美しい海岸です。起伏の激しい地形ですが、内陸部では草木が生い茂り自然を
楽しむことができ、海岸沿いでは白い砂と青い海のコントラストが素晴らしい絶景を楽しむこと
ができます。

おわりに
この記事では景色を楽しむという遊び方の例として、私が思う FF12 の観光名所を紹介しまし
たが、景色が美しいゲームというものは山ほどあります。特に最近のゲームは美麗なグラフィッ
クに定評があるものが多いので、自分でいろいろ探検して観光ガイドを作ってみるのも面白いと
思います。この記事を読んで、皆さんがゲームをより楽しんでいただければ幸いです。
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ポケモンコマスターをはじめよう！！！
文責：サラマンダー武夫

・はじめに
新入生の皆さんご入学おめでとうございます。ポケモンコマスターとは、将棋やチェスに似た、
スマホで遊べるポケモンのボードゲームアプリです。遊び方も、フィギュアを相手のゴールに置
けば勝ち！フィギュアがとおせんぼしているときはルーレットをまわしバトル！というようにわ
かりやすいものになっています。全世界でプレイ人口が 300 万人を突破していたこともあり、ゲ
ーム研究会内でも大流行しています。さて、この記事ではそんなポケモンコマスターを新たに始
めるにあたってどのようにゲームを進めていけばよいか簡単に説明したいと思います。

・リセマラをしよう！
ポケモンコマスターは、多くのスマホゲームと同様にトレボというガチャのようなシステムが
あり、それによりデュエルで用いるフィギュアやプレートを獲得することができます。
ゲーム開始のチュートリアル直後にトレボを引くことができるので、リセマラをすることがお
すすめです。時間はかかりますが比較的高性能なフィギュアを序盤から持っておくことはかなり
有利です。
なお、リセマラの際に狙うといいフィギュアについてですが、ここでは割愛します。というの
も、トレボから排出されるフィギュアは定期的に変更になるうえに、ここ最近では新しく実装さ
れトレボに追加されたフィギュアの性能が極めて優れていることが多いため、皆さんがこの会誌
を読んでいるときにどのフィギュアを狙うべきか全く予想できないからです。今までの傾向から
考えると、新しいかつレアリティ EX のフィギュアを狙うことにはなると思いますが、始める際
にはコマスターを既にプレイしている先輩に聞いてみるといいでしょう。

・デュエル挑戦の前に…
リセマラを終えれば無事コマスターを遊び始めることができますが、デュエルを楽しむにはい
ろいろなフィギュアやプレートを集める必要があります。ここではそれらの収集方法を紹介して
いきます。
まずはトレボです。ダイヤの支払い、またはトレボチケットの使用によりフィギュアを獲得で
きます。4 連トレボではレアリティ R 以上のフィギュアが確定で一体以上手に入るのでこちらを
引くようにしましょう。以前数回か EX フィギュアが確定で一体以上手に入る 6 連トレボが開催
されたこともあります。また、トレボを引くとマテリアルがフィギュア一体にあたり 50 獲得でき
ます。マテリアルは集めると好きなコマと交換できます。
始めたばかりのプレイヤーは、トレーニングセンターでデュエルの腕を磨くことができます。
ここでは、あらかじめ用意されたデッキを用いてデュエルすることで基本を学び、さらに報酬も
獲得できます。特に、ニョロモのフィギュアと、ハードルジャンプ、ダブルチャンス、プラスパ
ワー、ポケモン入れ替えのプレートは非常に強力なのでゲットしておきましょう。ハードルジャ
ンプは相手のフィギュアをバトルせずにまたぐことができ、ダブルチャンスはルーレットを回す
際 1 回リスピンできるようになります。一回の試合ではプレート一枚につき一回しか使用できな
いため、使いどころが肝心です。
また、クエストでもフィギュアやプレートをクリア報酬として獲得できます。ここで獲得でき
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るフィギュアはレアリティが低くあまり強くはありませんが、獲得済みのフィギュアにフュージ
ョンできます。クエスト 1-1 と 2-8 は特に効率が良いです。ちなみにフュージョンとはフィギュ
アにほかのフィギュアを合成することによりレベルを上げることです。レベルが上がるとルーレ
ットのミスの幅を狭めることができます。プレートについては、6-30 でドロップするポケモン回
収は 1 枚、
5-25 でドロップするダブルチャンスは複数枚獲得しておきましょう。ポケモン回収は、
フィールド上の自分のフィギュアを一体ベンチに戻し再びエントリーポイントから出すことがで
きます。使いやすいプレートかどうかはこれを読んでいるだけではわかりにくいかもしれません
が、フィギュアの状態異常を治せたり、包囲しやすくなったりしてとても便利だと思います。い
ろいろ試しましょう！
ちなみに、このゲームのヘルプにはたくさんの情報があるのでとりあえず一読してみるといい
かもしれません。

・デュエルしよう！
フィギュアやプレートが集まってきたら、リーグマッチにも挑戦してみましょう。始めてから
一週間の間はビギナーランキングにも挑戦でき、成績次第では大量のダイヤを獲得できます。ま
た、タイムトレボやキートレボというフィギュアを獲得できるシステムがあります。タイムトレ
ボは、リーグマッチに勝利するごとに 1 つトレボをもらえ、時間経過で開封することができます。
最大 3 個（課金で 4 個）貯めることが可能で 1 つずつ開封することができます。レアリティ EX
のフィギュアが排出されることも多いので、うまく時間を調整して無駄なく開封していきましょ
う。これはダイヤを使用して開封することもできますが 1 時間あたり 10 ダイヤほどかかるので
おすすめできません。キートレボは一日一回解放され、リーグマッチで勝利すると 3 つ、敗北し
ても 1 つもらえるキーのかけらを 10 個集めることで開封することができます。また、毎日デイ
リーミッションに挑戦することができます。ダイヤや経験値になるレアメタルなど、豪華な報酬
を得られます。たまに出現する、報酬をルーレットで決めるスペシャルルーレットはドキドキワ
クワクです！
ポケモンコマスターの目玉とも言っていい機能は、AI です。あらゆるデュエルにおいて、AI チ
ケットもしくはダイヤを消費することで次の 3 手を AI にお任せすることができます。思いがけ
ない動きをすることもあるので、よく観察してみるといいですね。非常にお手軽な機能なので、
リーグマッチ中に次に打つべき手がよくわからないときなどにお任せしてみましょう。
注目のデュエルという機能もあります。1 時間にいくつかピックアップされたリーグマッチの
試合を観戦し学ぶことができます。しかし、高いレーティングのプレイヤーでも変な行動をとる
ことがあるので信じすぎるのは禁物です。ゲーム研究会にはランキング上位者が複数名在籍して
いるのでそういった方々から学ぶのも良いでしょう。

・おわりに
僕は、ポケモンコマスターは結構おもしろいゲームだと思います。たくさんデュエル経験を積
みリーグマッチでマスターランクになってからが本番だと個人的には考えています。普通のリー
グマッチだけではなく一風変わったジムバトルなどのイベントが開催されることもあり飽きずに
プレイできます。ぜひコマスターを始めて、超級戦略思考してみましょう！
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格闘ゲームをやろう
文責：茶壺
新入生の皆さん、ゲーム研究会に興味を持っているということはやりたいゲームがあると思い
ますが、もし新しいゲームに手を出してみたいとか、今まで格闘ゲームを遊んでいたけれど対戦
する相手が居なかったという人がいたらゲーム研究会で格闘ゲームをやってみませんか？ゲーム
研究会ではいろんな実力の格闘ゲーマーが集まってワイワイ遊んだりガチの勝負を繰り広げたり
しています。僕らもオフ対戦で気軽に遊べる仲間が増えるととても嬉しいので、ゲーム研究会で
格闘ゲームをやる楽しさを書いていこうかなと思います。

格闘ゲームの面白さ
格闘ゲームはかなり自由度の高いアクションゲームなので、思い通りにキャラを動かしている
ときの爽快感はかなりのものです。自由度が高すぎて逆に難しく感じることもありますが、それ
が上手くいったときの気持ち良さを倍増してくれるわけです。さらにそこに、1 対 1 の対戦とい
う要素によって、一瞬の判断ミスが命取りになるシビアさと相手と読み合いをしなければならな
いという戦略性が加わってとても緊張感があります。1 試合 5 分にも満たないわずかの間に強烈
な刺激を与えられて病みつきになる人が続出するわけですね。

ゲーム研究会で格闘ゲームをやる
格闘ゲーム自体は家でネット対戦に興じることでもできます。しかし対戦ゲームというジャン
ルは顔が見える相手と交流しながらやると、さらに楽しさが増すと思います。一つのゲームを一
緒に極めるときも心強いし、安定して対戦相手を見つけられるので知らないゲームを持ってきて
遊ぶのも楽しいです。メインでやり込んでいるゲームがそれぞれ違うので、会員同士で教え合う
こともできます。ゲーム研究会に入ってから格闘ゲームを始めた人もいるので、今まで格闘ゲー
ムをやったことがない人が始めやすい環境だと思います。

普段の活動
月木の放課後会合で集まって対戦することが多いです。放課後と言いましたが、夏休みや春休
みでも普通にやっています。その他には土日に部室を借りて格ゲー会合を開くことがあります。
会合と言っても、やることが決まっているわけではなくその場のノリで遊びたいように遊ぶだけ
です。新発売のゲームを誰かが買って来て一緒に浅瀬チャプチャプな対戦をしたり、やり込んで
いるゲームで真面目に対戦したりします。部室には最近の格闘ゲームはだいたい置いてあって、
有名なゲームから、簡単で遊びやすいゲーム、ゲームバランス崩壊のヘンテコゲームまでいろい
ろあります。部内で大会を開くことや、会員同士がチームを組んで外の大会に出ることもありま
した。

興味があったら
放課後会合で格闘ゲームをやっているので気軽に話しかけてください。初心者でも格ゲー経験
者でも大歓迎です。会員はゲームを教えるプロとかではないですが、格闘ゲームに興味を持って
もらえるだけで嬉しいので上手いとか下手とか気にする必要はありません。操作の仕方から細か
い攻略の情報まで知っていることは何でも教えます。
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Shadowverse デッキ構築＆フレ戦
文責：ぽんず
初めまして、ぽんずです。ここでは Shadowverse における構築の紹介、およびその構築を使っ
たフレ戦の結果をお見せしたいと思います。Shadowverse というゲームはスマホや PC で遊べる
デジタル TCG であり、実物のカードを使って遊ぶ普通の TCG とは異なり、手軽に対戦すること
ができる、カードのバランス調整が容易であるなどの特徴があります。また、デジタル特有のゲ
ームシステムが採用されていることも特徴のひとつであります。
フレ戦のルールはリーダーの異なる二つのデッキを使った二本先取である BO3 となっています。
なお、フレ戦は 2/27 のアップデート直後に行われており、「ルーンの貫き」と「ミニゴブリンメ
イジ」がナーフされた後の環境を予想し対戦するという趣旨のものでした。フレ戦の対戦相手は
りんにお願いしました。
・デッキレシピ
ドロシーウィッチ

ランプドラゴン

知恵の光

×3

ブレイジングブレス

×3

古き魔術師・レヴィ

×3

竜の託宣

×3

マナリアウィザード・クレイグ

×3

竜の伝令

×2

マジックミサイル

×3

サラマンダーブレス

×3

ゴーレムの錬成

×3

プリズンドラゴン

×3

虹の輝き

×1

ドラゴンウォーリア

×3

ベビーウィッチ・エミル

×3

ゴブリンマウントデーモン

×3

神秘の探究者・クラーク

×3

竜の闘気

×3

氷像の召喚

×1

ダークドラグーン・フォルテ

×2

デモンストライク

×3

オウルガーディアン

×2

ルーンの貫き

×3

サハクィエル

×2

死の舞踏

×2

ルシフェル

×3

ゲイザー

×3

オーディン

×3

刃の魔術師

×3

サタン

×2

次元の魔女・ドロシー

×3

バハムート

×3
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一つ目のデッキは圧倒的デッキパワーで環境トップといわれているドロシーウィッチです。こ
のドロシーウィッチは「エンジェルスナイプ」などを入れテンポを重視したタイプではなく、
「デモンストライク」や「死の舞踏」を入れ相手のライフを削ることを意識したアグロタイプの
デッキとなっています。デッキの大部分は一般的なドロシーウィッチのデッキ構築と同じです
が、
「デモンストライク」を 3 枚、
「死の舞踏」を 2 枚と多めに入れているのが特徴といえると思
います。また、
「虹の輝き」は相手のアグロムーブに対する回答として入れていますが、対ドラ
ゴンなどの時に手札で腐ってしまうことを考え 1 枚と少ない採用となっています。
「氷像の召
喚」はスペルブーストでコストを下げたフォロワーと一緒にプレイすると非常に強力ではありま
すが、単体だとほぼ意味のないカードであるためこちらも 1 枚と少ない採用となっています。
「ミニゴブリンメイジ」がナーフされ、OTK エルフを使ってくる可能性が低くなったことも
「氷像の召喚」の枚数が少ない理由です。ドロシーウィッチも「ルーンの貫き」がナーフされた
ことにより弱体化していると考えられますが、「神秘の探究者・クラーク」や「次元の魔女・ド
ロシー」のスペルブーストを利用してフォロワーを大量展開する力はほとんど変わらないため、
高い勝率が期待できると考えました。
もう一つのデッキはランプドラゴンです。ランプドラゴンの中でも除去や回復を意識したコン
トロール要素の強いデッキであり、疾走フォロワーは少なめとなっています。特にドロシーウィ
ッチを意識したデッキであり、低コスト帯は「竜の託宣」などのランプアップカードや「ブレイ
ジングブレス」などの除去カードで凌ぎ、高コストの強力なカードで制圧するというデッキコン
セプトとなっています。高コストのカードとしては、全体除去とフィニッシャーを兼ねた「バハ
ムート」、強力なコンボができる「サハクィエル」「ルシフェル」の他に、対ネクロマンサーや対
セラフビショップを意識した「オーディン」と対コントロールへの切り札である「サタン」を入
れています。
「ネフティス」を入れたネクロマンサーデッキは比較的容易に「デュエリスト・モル
ディカイ」を 3 枚召喚できることや他にも「冥守の戦士・カムラ」を消滅させたい場面も多いこ
とから「オーディン」は上限である 3 枚入れています。ランプドラゴンでありながら「ドラゴン
ナイト・アイラ」を入れていませんが、これは終盤で引いたときに腐ってしまうということが理
由です。その代わりとして 1 枚に限りますがコストを 1 下げ、実質的なランプアップが出来る「竜
の伝令」を採用しています。
「竜の伝令」であれば終盤でも高コストのカードを持ってきてくれる
ため腐りません。
「オウルガーディアン」
はもともと対 OTK エルフを意識して入れていましたが、
使っているうちに進化時に二体除去できる点やスタッツの高さが優秀であることがわかり、OTK
エルフが少なくなるであろうアプデ後環境でも採用する価値はあると考えました。
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・フレ戦結果
一戦目 ぽんず×

ドラゴン（後攻）VS ロイヤル（先攻）

りん○

ロイヤルである相手は 1T「クイックブレーダー」2T「プリンセスヴァンガード」3T「歴戦の
ランサー」
「クイックブレーダー」とコストを余さず使い、ライフを削ってきました。しかしドラ
ゴンであるこちらは 3T までカードをプレイすることができず 4T に「ドラゴンウォーリア」で 2
体除去したものの、相手の 5T「レヴィオンセイバー・アルベール」でリーサルを決められ、負け
てしまいました。
二戦目 ぽんず○

ウィッチ（後攻）VS ネクロマンサー（先攻）

りん×

ネクロマンサーの相手はコントロール寄りのデッキだったようで 3T までカードをプレイして
きませんでした。一方こちらは 1T「知恵の光」2T「マナリアウィザード・クレイグ」
「ベビーウ
ィッチ・エミル」の強力なムーブをし、盤面を優勢にしました。そのまま相手の除去が追い付か
ず盤面進化や「古き魔術師・レヴィ」進化で相手のライフを削り、最後は「デモンストライク」
でリーサルを決め、勝利しました。
三戦目 ぽんず○

ドラゴン（先攻）VS ネクロマンサー（後攻）

りん×

コントロール対決とあって序盤は両者あまり動かず、こちらも相手もフォロワーの除去をし、
盤面もライフもあまり変化はありませんでした。こちらは 4T に「竜の託宣」をプレイできていた
ので PP で優位に立ち、9T で「サタン」をプレイすることができました。相手も「冥守の戦士・
カムラ」や「よろめく不死者」と「ソウルコンバージョン」を組み合わせ凌いでいましたが、
「サ
タン」をプレイする前にすでに手札にあった「オーディン」や「バハムート」を使うことで相手
のリソースを枯らし、勝利することが出来ました。
・フレ戦を終えて
まず、2 勝 1 敗と勝つことができてよかったです。また、試合の内容としても、ドロシーウィ
ッチは展開力を生かして、ランプドラゴンはネクロマンサーへのメタカードが活躍して勝つこと
ができ、満足しております。回った時のドロシーウィッチの展開力の高さは変わってないことと、
ネクロマンサーデッキに不利であるランプドラゴンであってもメタカード次第で勝つ確率があげ
られるということがよくわかりました。しかし、一戦目何もできずにフェイスロイヤルに負けて
しまったことは反省するべきだと思います。手札事故が敗因とはいえ手札事故が起こりやすいデ
ッキだったことは確かですし、対アグロデッキを意識するなら「ユニコーンの踊り手・ユニコ」
などの低コストのカードをもっと入れるべきだと思いました。もし、高コストのカードを減らす
としたら「ダークドラグーン・フォルテ」「ルシフェル」「オーディン」あたりが候補として挙げ
られると思います。どのデッキを強く意識するかは個人の考えや環境によって変わると思うので、
このデッキを参考にしようとしている人は柔軟にデッキを調整してください。
こちらのランプドラゴンが高コスト多めだったが故に手札事故がおこり負けてしまったことは
反省するべきことでありますが、二戦目の相手のコントロールデッキも手札事故がおこったこと
を考えると、手札事故が起こるのはコントロールデッキの宿命のようにも思えます。一方アグロ
デッキに関してもキーカードが引けず勝ちきれないことはそれなりにあります。デッキの相性が
運によって覆されることがあるのもカードゲームの醍醐味であると思います。
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スマブラ勢増殖計画
文責：ばんの
・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。今回は「大乱闘スマッシュブラザーズ for
Nintendo 3DS / Wii U」
（以後この記事における「スマブラ」という略称はスマブラ for を指しま
す）についての記事を書きたいと思います。
まず、東京大学ゲーム研究会において現在最も多くの人がプレイしているゲームは何だと思い
ますか。それはポケットモンスターです。このサークルの半分以上はポケモンが占めているとい
っても過言ではないです。対してスマブラはというと、残念ですが現在はかなり下火です。かく
言う自分もスマブラ勢というよりポケモンコマスター勢と認識されてしまっています。
これでは駄目だと思い、少しでもスマブラ勢の地位を高めるべくこの記事を執筆した次第です。
初心者向けの記事となっていますのでスマブラをよく知らない人でも読みやすいと思います。

・対戦ルールについて
みなさんはスマブラをプレイする際にどのようなルールを用いますか。必ずしも正解はありま
せんが、
大会などではストック制 1on1 の採用率が高いです。
1on1 とは一対一での対戦のことで、
ストック数は 2 機がよく採用されます。また、多くのステージは終点化して余計なギミックを消
し去ります。これは不確定要素を減らし、実力通りの勝敗結果になりやすくするためです。今ま
で乱闘でプレイしていたという人も、ぜひ一度 1on1 でプレイしてみてください。

・用語・略称について
スマブラでは独特の用語や略称が存在します。全て初耳だという人も多いと思いますので代表
的なものをいくつか紹介します。これらの用語は以降の文中でも使っていこうと思います。
技の種類について
キャラの技は基本的に、必殺技(B)、弱攻撃、強攻撃、スマッシュ攻撃、空中攻撃に分類さ
れます。またこれらには通常攻撃(N)の他に上下前後(横)に派生するものがあり、上必殺技や
横強攻撃、空中通常攻撃などと呼ばれます。略称は、上 B、横強、空 N となります。
発生(前隙)、後隙
発生(又は前隙)とはコントローラーを入力してから技の攻撃判定が発生するまでの時間のこ
とで、後隙とはキャラが攻撃を終えた後動けるようになるまでにかかる時間のことです。基
本的にはこれらが少ない技を繰り出していくことになります。
ガーキャン
ガーキャンとはガードキャンセルの略称です。ガード(シールド)状態からすぐに次の動きに
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移るテクニックで、ガードを解除する時間をなくす分速く動けます。ガーキャンつかみ、ガ
ーキャン上スマ、ガーキャン上 B などの種類があります。
確反、反確
それぞれ確定反撃、反撃確定の略です。確反とは相手の攻撃をガードしたとき確定で反撃が
成功する攻撃のことで、反確とは相手の攻撃をガードしたことで反撃が確定で成功する状況
のことです。ただし、各キャラの技により発生の速さが異なるため、場合によってどの技が
確反・反確となるかは異なります。
・プレイのコツ
スマブラがうまくなりたいと思ったら、まず使用キャラを一つに絞りましょう。各キャラで立
ち回りが変わるので、いろいろなキャラを使うよりは一つのキャラに絞った方が上達は早いです。
具体的な立ち回りについてですが、スマブラにおいて最も重要な行動はガードです。基本的に
は相手の攻撃をガードし、その後隙に攻撃をしていくという戦法をとります。特に 1on1 では安
易な攻撃を打つと確反を食らってしまいます。そのため初心者は、相手が攻撃を仕掛けてくるの
を待ち、反撃でダメージを与えていく「待ち戦法」をとると勝率が上がりやすいです。
もう一つ、スマブラ上級者になる上で重要な行動にはつかみがあります。ガードする相手にも
通る他、キャラによっては投げからコンボを狙ったり、ダメージがたまった状態では投げで相手
を倒したりできます。基本的には攻撃、ガード、つかみが三すくみのような関係になっているた
め、相手の行動を読んで自分の行動を決めることが勝利への近道となります。
また、自分のキャラの長所と短所を把握することも重要です。特にどの技が有用かを把握する
ことが大事で、技の有用さは威力、吹っ飛ばし、発生と後隙、リーチなど総合的な観点より判断
されます。技の有用さはある程度人によって意見に差が出るものであるため、ゲームをプレイす
る中で少しずつ覚えていくのが良いと思います。

・オススメキャラクター
今からスマブラ始めたい、乱闘ならやったことあるけど 1on1 もやってみたいという人にオスス
メのキャラを紹介します。初心者でも使いやすく上級者もよく使う強いキャラを集めました。
クラウド(ファイナルファンタジーⅦ)
威力や後隙などの点で優秀な技を多く持ち、多少強引な立ち回りをしていてもダメージレー
スに勝つことができます。また、リミットブレイクがかなり強力で基本性能と必殺技が強化
されます。復帰力が低いのには注意です。
ソニック(ソニックシリーズ)
足が速く相手の隙を逃しません。スピンによるコンボも簡単かつ強力で、隙も少ないため積
極的に狙えます。ダメージを与えるのは得意ですがふっとばしは控えめなため、相手のダメ
ージがたまったら横スマや空後でフィニッシュを狙いましょう。
ロゼッタ＆チコ(マリオシリーズ)
ロゼッタとチコが協力することで無限の可能性を秘めたキャラです。チコを盾や囮にするな
ど二対一の有利を活かして戦うのが基本ですが、思考停止スマッシュ攻撃で戦ってもかなり
強いです。やられたチコは一定時間たつと復活します。
その他にはマリオ、キャプテンファルコン、トゥーンリンク、ルカリオなどもオススメです。
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ただし、スマブラの醍醐味の一つは好きなキャラを自由に操作できることであるため、原作をプ
レイして気に入っているキャラがいるならば、そのキャラを操作することをオススメします。

・終わりに
ここまで読んでいただきありがとうございました。この記事をきっかけに少しでもスマブラ勢
が増えてくれると嬉しいです。
3 月 3 日に Nintendo Switch が発売されましたが、スマブラの次回作の発売はいつごろになる
のでしょうね。自分は今作のスマブラではシュルクを使用していましたので、今年中の発売が予
定されているゼノブレイド 2 からキャラが参戦してくれることを期待しています。
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エリアスチール＊を求めて
文責：みゅー

はじめに
新入生の皆さん入学おめでとうございます。皆さんロックマンエグゼ 6 というゲームを知って
いますか？

メジャーなゲームなのでプレイしたことがある人も少なくないと思います。今回の

記事では通信対戦をするなら必須級のチップであるエリアスチール＊をチップトレーダーから入
手しようというものです。
今回この記事を書くにあたって、小学館の『コロコロコミック特別編集
電脳獣グレイガ 電脳獣ファルザー

ロックマンエグゼ 6

完全攻略ガイド』
（以下攻略本）を参考にし、ソフトはグレ

イガ版を使用しました。

概要
ロックマンエグゼ 6 においてエリアスチール＊は改造カードによって出現するオフィシャルか
らのいらいの報酬、またはグリーンタウンかスカイタウンのチップトレーダースペシャルでしか
手に入りません。攻略本によるとチップトレーダースペシャルでは
第一抽選
確率 3/4 でデータライブラリに登録済のチップ
確率 1/4 でデータライブラリに未登録のチップ
第二抽選
確率 12/64 でレア度 1 のチップ
確率 18/64 でレア度 2 のチップ
確率 18/64 でレア度 3 のチップ
確率 12/64 でレア度 4 のチップ
確率 4/64 でレア度 5 のチップ
というルールで出現チップが決定されるようです。エリアスチールは初期から所持しているレア
度 2 のチップなので、データライブラリ登録済みのレア度 2 のチップを極力減らすことでエリア
スチールの出現率を上げることができます。
トレーダーは使用するたびに強制的にセーブされてしまうので、種となるチップをたくさん用
意する必要があります。今回はミリオネア・シノビダッシュ・スリップランナーを組み込んで、
ウェザー君の電脳 1~3 で緑のミステリーデータを集めることによりゼニーを稼いで、そのゼニー
を使ってセントラルエリア 2 のネット商人からスプレッドガン 1 を買うことによりトレーダーを
回すという方法をとりました。
スカイタウンのトレーダーから出るレア度 2 のストーリー上必ず登録されてしまうチップは
ハイキャノン・エアシュート・バルカン 2・エナジーボム・ワイドソード・ダブルシュート・
エリアスチール・バスターアップ・ホワイトカプセル
の 9 種類で、グリーンタウンのトレーダーから出るレア度 2 の必ず登録されてしまうチップは
ハイキャノン・バルカン 2・エリアスチール・バスターアップ・ホワイトカプセル
の 5 種類となっています。
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スカイタウンのトレーダーはシナリオ 5 の途中で使用可能になるのですが、ウェザー君の電脳
でシノビダッシュが有効になるのはロックマンの最大 HP が 600 以上の時で、そこまで HP を伸
ばすためにはシナリオ 6 終了まで進める必要があり、グリーンタウンのトレーダーが使用可能に
なるシナリオ７終了と大差ないため上記の出現チップの種類数を考えグリーンのトレーダーを使
用するほうが良いと思いました。（ナビカスプログラムは他 ROM から送りました）

実践
出ない……とにかく出ない…………。
刻々と迫ってくる記事の締め切り……そして締め切り数日前に――――

――――――――――――――――――――諦めました。
ある程度回すと登録済みレア度 2 のチップが増えてしまい、エリアスチール自体の出現率が下が
ってしまうので、このデータではここまでにしようと思いました。
そもそも＊が出ない。途中からライブラリに登録されたオウエンカやディスコードなどの＊
の存在するチップでも出現するのは＊以外のコードばかり。攻略本に記述はなかったのですが、
＊のチップが出る確率は特別に低く設定されているのかもしれません。

結論
素直にオフィシャルからのいらいの改造カードを手に入れましょう。実は今回の挑戦は 3 回目
であと 2 回ほど微妙に方法を変えて（マグナム W・スチールパニシュ B も同時に狙う、スカイタ
ウンのトレーダーを使う）やったのですがそれでも出ていません。
ちなみにトレーダースペシャルは 6 万ゼニーで 11 回できるのですが、500 回以上回しても出
なかったので、エリアスチール＊には 270 万ゼニー以上の価値があるといえるでしょう。エグゼ
の世界では検事である六方の月収が 3 万ゼニーらしいので、とてつもない価値ですね。
それにしてもロックマンエグゼ 6 は 2005 年のゲームにもかかわらず、ガチャ（トレーダー）
や課金要素（改造カード）などがあり時代を先取りしていたゲームですね。ロックマンエグゼシ
リーズは普通にプレイするのも面白いです。今は、バーチャルコンソールで販売されているので
未プレイの方は是非やってみてはいかがでしょうか。
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目と目があったらポケとる(ポケとる紹介記事)
文責 : ウィム

・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。この記事は 2015 年 2 月 18 日に配信を開始
され、今現在(この記事執筆時)でもサービスが続いているポケモンの 3DS ダウンロードゲーム
『ポケとる』の紹介記事です。

・注意
Ver. 1.4.4(この記事執筆時の最新バージョン)においての記事です。そのためこの記事をお読み
になる時期とは少々仕様が異なっている部分がある可能性もあります。また、ポケとるにはスマ
ートフォン対応版も配信されていますが、3DS 版と一部異なる部分があるのでここでの紹介は割
愛します。

・ポケとるとは
ポケとるとはポケモンのパズルゲームでパズルを解いて野生のポケモンとバトルし、ゲットし
ていくゲームです。6×6 の「パズルエリア」で同じポケモンをタテ・ヨコに 3 匹以上揃えること
で野生のポケモンにダメージを与え、そのポケモンの HP 以上のダメージを与えるとステージク
リアとなります。このゲームには基本的にポケモンを動かせる回数である「手かず」に制限があ
り、その「手かず」以内に野生のポケモンの HP をゼロにしていくことを目指します。また「メ
ガシンカ」や各ポケモンが持っている「能力」というものが導入されていて、これらを駆使する
ことでバトルをより有利に進めていくことができます。

・ポケとるの用語
ここではこの記事に登場するポケとるの用語を説明します。ここで登場する用語は原則本文中
で「」でくくられています。またここで登場しない用語でも「」つきの言葉はその場で説明等し
ます。
「パズルエリア」
：ポケモンを動かすことのできるエリア。ポケモンや「オジャマ」が 6×6 で配置
されています。
「オジャマ」
：野生のポケモンが「パズルエリア」に干渉する行為、及びそれによって「パズルエ
リア」に登場する「壊せる岩」や「壊せないブロック」
、
「バリア」
、
「黒い雲」
、
「コイン」のこと。
「手かず」
：パズルを動かすことができる回数。
「マッチ」
：ポケモンを揃えた数を表す単位。3 匹揃えると 3 マッチ、4 匹揃えると 4 マッチ…と
本文中では「」をつけずに表す。
「サポートポケモン」
：プレイヤーが所持しているポケモン。
「メガシンカ」
：一部のポケモンがメガゲージを貯めることでそのステージ中姿を変えること。
「メ
ガシンカ」できるポケモンはポケットモンスターシリーズに準拠する。
「ライフ」
：遊べる回数のこと。30 分に 1 回復する。
「コイン」：ステージクリアなどでもらえるゲーム内のお金。「アイテム」の購入や一部の「イベ
ントステージ」でライフの代わりに使用したりする。
「アイテム」
：各ステージ前に「コイン」を使用して購入できる、バトルを手助けするもの。
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「グッズ」：ポケモンの「レベル」を上げたり、「メガシンカ」するのに必要な消去数を減らした
りなど「サポートポケモン」のステータスに影響を与えるもの。
「チェックイン」
：メインステージのステージ 11 をクリアするとできるようになる、運営からの
お知らせや追加データを受信すること。
以下に示す言葉は「サポートポケモン」のステータスを表すものです。
「こうげきりょく」
：基本的にこの値に準じたダメージを野生のポケモンに与える。
「タイプ」
：主に野生のポケモンなどとの相性を参照するためのもの。各ポケモンにタイプは 1 つ
ずつ与えられている。
「タイプ」の相性はポケットモンスターシリーズに準拠する。
「レベル」：そのポケモンの育ち具合を表す指標。「レベル」が上がるほど「こうげきりょく」の
値も増加する。基本的に最大「レベル」は 10。
「能力」
：そのポケモンが 1 コンボ目に発動条件を満たせば発動するもの。「能力」によってダメ
ージをアップさせたり、
「オジャマ」を消したりとステージクリアに大きく貢献します。
「スキルレベル」
：そのポケモンの「能力」の育ち具合。この値が高いほど「能力」の発動率や発
動時に野生のポケモンに与えるダメージが大きくなる。最大値は 5。
「メガシンカ効果」
：
「メガシンカ」するポケモンがメガシンカした後、3 マッチ以上した場合に発
動する効果。

・それではいざプレイ
では、ポケとるの遊び方や攻略のポイントについて説明します。
・「サポートポケモン」を 4 匹選ぼう
一つのバトルに参加できる「サポートポケモン」は基本 4 匹です。ポケとるをやり始めた最初
など 4 匹選べない場合は各ステージに設定されたポケモンが不足分を埋めます。参加できる「サ
ポートポケモン」の数が 3 匹のステージもあります。また「メガシンカ」させたいポケモンは「サ
ポートポケモン」を選ぶ枠でいちばん左に配置しないといけません。
・有利な「タイプ」の「サポートポケモン」を参加させよう
「タイプ」相性が有利だと、野生のポケモンに与えるダメージは 2 倍になります。逆に相性が
不利だとダメージは半減します。またポケットモンスターシリーズでは効果がない「タイプ」で
もポケとるでは半減になります。有利な「タイプ」のポケモンを揃えることでよりステージがク
リアしやすくなります。
・ポケモンを 3 匹以上揃えよう
基本操作は「パズルエリア」のポケモンの位置を交換して同じポケモンを 3 匹以上揃えること
でそのポケモンを消します。揃えた数が大きいほどダメージも上昇します。ポケとるでは「パズ
ルエリア」中であれば隣接していなくてもポケモンを交換することができます。
・高コンボを出そう
ポケモンを揃えて消された部分は上からポケモンが落ちてくることで埋められ、そこで新たに
同じポケモンが 3 匹以上揃うとそのポケモンが消えるというコンボが発生します。コンボが続け
ば野生のポケモンに与えるダメージが大きくなります。コンボは T 字や L 字、+の形にポケモン
を揃えると続きやすいです。ポケモンの落ち方を考え、最もコンボが続きそうな動かし方をしま
しょう。
・「オジャマ」には注意しよう
ポケモンを動かした後、野生のポケモンが「オジャマ」をしてパズルを動かしにくくします。
その対策として「オジャマ」に対応した「能力」を持つポケモンを参加させたり、
「メガシンカ効
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果」を利用する等しましょう。
・「メガシンカ」を駆使しよう
「メガシンカ効果」には「オジャマ」を除去できるものがあり、
「メガシンカ」したポケモンを
揃えるとそのポケモンがしばらく落ちてこないので高コンボを狙うことができます。たとえ「タ
イプ」相性が悪くてもそのステージで有用であるならば参加させましょう。
・難しいステージには「アイテム」を使おう
クリアするのが難しい場合や S ランクを狙う時は「アイテム」を購入しましょう。
「オジャマ」
が辛い時は「オジャマガード」や「メガスタート」、
「手かず」があと少しなら「手かず+5」を購
入しましょう。ただし「コイン」が必要なので足りない時は貯めましょう。
・「メガシンカ」ポケモンのステージは高難度
ポケモンが「メガシンカ」するのに必要なメガストーンなどはその「メガシンカ」ポケモンの
ステージやイベントの「ランキングステージ」などで入手可能です。
「メガシンカ」ポケモンのス
テージは難易度が非常に高いので「タイプ」相性が良く「こうげきりょく」が高いポケモンを捕
まえたり、「レベル」を上げたり、「アイテム」を購入したりしてその時に出せる最善の状態で挑
みましょう。
・「スーパーボール」は必要な時に投げよう
各ステージクリア後、
「メガシンカ」ポケモンや捕獲したポケモンでない場合は「ポケモンゲッ
トタイム」が発生します。ここで一度「モンスターボール」を投げ捕獲できなかった場合は、捕
獲率を倍にして「スーパーボール」を投げることができます。またその時捕獲率が倍の上にさら
に加算される「スーパーゲットチャンス」が発生することがあります。捕まえたいポケモンであ
るならば「スーパーボール」を投げて捕獲を狙いましょう。
「スーパーボール」はそのポケモンが
逃げるまで投げることができますが、投げるたびに「コイン」を消費しますので使用する際はコ
インをためて使用しましょう。
・「コイン」の補給はニャースのステージで
「アイテム」や「スーパーボール」を使用する上で「コイン」は欠かせない存在です。通常の
ステージをクリアすることで「コイン」はもらえますが、それほど多くもらえないので「コイン」
を貯める場合にはステージ 37 のニャースのステージを挑戦しましょう。このステージで「オジャ
マ」として登場する「コイン」を揃えることでステージクリア後に多くの「コイン」を手に入れ
ることができます。また基本的に毎週開催される「イベントステージ」の「コインゲットステー
ジ登場」ではニャースからコインを大量に入手できますので極力毎週挑戦しましょう。
・「サポートポケモン」の「レベル」上げにはデンリュウのステージ
高難度なステージ攻略には「サポートポケモン」の「レベル」を上げて挑む必要もあります。
ポケとるの「メインステージ」ではそのステージの「手かず」分の「経験値」がもらえますので、
「手かず」が多くまた序盤なためクリアしやすいステージ 130 のデンリュウのステージを挑戦し
ましょう。それより前だとステージ 30 のミミロルのステージがオススメです。さらに各ステージ
クリア時に、そのステージで「メガシンカ効果」や「能力」以外で一番多く消された「サポート
ポケモン」は貰える経験値が倍になります。また基本的に毎週開催される「イベントステージ」
の「経験値ゲットステージ登場」ではそのステージに登場するビクティニを倒すと「経験値」を
大量にもらえますので、
「サポートポケモン」を一気に育てたい場合はこのステージに挑戦しまし
ょう。どのステージもステージクリアに失敗した場合、減らした HP の全体の HP に対する割合
に準じた経験値がもらえます。
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ここまではポケとるを始める方向けでしたが、ここからはポケとるをやりこむ方向けにポケと
るのポイントを説明します。
・「エキストラステージ」や「イベントステージ」は強力なポケモンがたくさん。
ポケとるの「メインステージ」で S ランクを一定数以上とることで解放される「エキストラス
テージ」やポケとるで「チェックイン」することで解放される「イベントステージ」には「こう
げきりょく」が高く「能力」も優秀なポケモンが多く登場します。特に「イベントステージ」の
ステージは一定期間しか開催されませんので、なるべく「イベントステージ」のポケモンは優先
して捕まえましょう。ただし、Ver. 1.4 から「イベントステージ」の各ステージに挑むには「メイ
ンステージ」で一定のステージまでクリアしないといけないというシステムが導入されましたの
で、基本的には「メインステージ」を 150 までクリアしてから挑むといいでしょう。また「エキ
ストラステージ」や「イベントステージ」では「手かず」の代わりに「制限時間」というものが
導入されていて、その時間内であればコンボ中であっても何度もポケモンを動かすことができる
という一風変わったステージが存在します。反射神経が問われますが是非挑戦してみましょう。
ちなみに「イベントステージ」のイベントはその場限りのものでなく、時期が経つとまた再開催
されますのでイベント限定ポケモンが手に入らないということはありません。
・「イベントステージ」で「グッズ」をたくさん入手しよう
「イベントステージ」では月に 1~2 度開催される「ランキングステージ」や「レベルアップス
テージ」などがあり、このステージで「メガスキルアップ」や「マックスレベルアップ」などの
「サポートポケモン」を強化するのに必要な「グッズ」をもらえます。しかし難易度も高いので、
十分に「サポートポケモン」を育ててから挑みましょう。
・「スキルレベル」を上げよう
「サポートポケモン」の「能力」を上げるためには「スキルパワー」という経験値に似たもの
を貯める必要があります。各ポケモンの「スキルパワー」は「メインステージ」で 2 度目以降に
登場するポケモンや「イベントステージ」や「グッズ」の「スキルパワーS,M,L」を用いることで
貯めることができます。また「イベントステージ」の「スキルパワーM ステージ」でそのステー
ジに登場するイーブイを倒すことで「スキルパワーM」を入手することができますので、このス
テージは是非挑戦しましょう。最優先であげるべき「能力」は「アップダウン」です。この「能
力」は今でも多くのプレイヤーたちが愛用していて、最大で通常の 7.5 倍もの大ダメージを与え
ることができます。
・必要な「メガシンカ」ポケモンに「メガスキルアップ」をあげよう
「メガスキルアップ」は与えた数だけポケモンの「メガシンカ」に必要な合計「マッチ」数を
減らすことができます。
「メガシンカ効果」で強力なポケモンはメガゲンガー(ステージ 135)、メ
ガレックウザ(ステージ 300)、メガバンギラス(ステージ 420)、メガスピアー(イベント)などと
そこまで多くはないのでまずはこのポケモンたちから優先的にあげていきましょう。ただし与え
る数が多いので集めるのが大変です。
・「サポートポケモン」の「レベル」上げには「ポケロード」
前述で「レベル」上げにはデンリュウやミミロルのステージに挑戦することをお勧めしていま
したが、メガスピアーに「メガスキルアップ」を最大限与えかつ「こうげきりょく」が高く「能
力」が「アップダウン(スキルレベル 5)」のポケモンを 3 匹持っている場合、
「ポケロード」とい
う 50 ステージ連続挑戦モードに挑戦しましょう。このモードでは 2 周目以降のクリアで「けい
けんちアップ S,M,L」を入手でき、ここから得られる「経験値」はデンリュウやミミロップのス
テージをクリアするよりはるかに多くもらえます。ただし前述の通り事前準備が難しいのでほぼ
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上級者向けになります。

・最後に
ポケとるは一応課金ゲームという部類に入っていますがその実は課金しなくても十分に楽しめ
るゲームで、課金しなかったらあるポケモンがもらえないということはありません。またやり込
んでいくとこのゲームはパズルゲームではなくその週に開催されるイベントを把握して毎週ごと
に計画を立ててプレイしていく計画ゲームとなっていき、そういう系統が好きな方には是非やっ
ていただきたいゲームです。
しかし最近のイベントは課金なしで行える限度を考えても個人的に厳しいことが多く、初めて
やる方には「ランキングステージ」で上位に入るのに必要な最低限のラインに到達するのが難し
い、
「メインステージ」の後半のステージがイベント限定ポケモンの使用前提であるなどと苦しい
場面が多いかもしれません。しかしこの記事執筆現在でも毎週更新がされていたり、新入生の皆
様がこの記事をお読みになっているであろう 4 月には「ポケットモンスターサン・ムーン」に出
てくるアローラのポケモンが登場したりとまだまだサービスが続いている珍しいゲームです。こ
の記事を読んで是非とも興味が出ましたら、ダウンロードしましょう。このゲームは 30 分に 1
「ライフ」が回復し、また最大 5 まで「ライフ」がストックされる仕様ですが、105 分授業+10 分
休憩の東京大学の授業と相性がいいのでダウンロードされた方は是非授業の合間にプレイしまし
ょう。
最後にタイトルで“目と目があったら〜”と書きましたがこの記事を読んでおわかりのように
このゲームに対人要素はありません(探せば作ることが可能だと思いますが)。それなので決して
目があったからポケとるやろうなどと相手に言わないようにしましょう。
それではみなさん大学生活頑張ってください。
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