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はじめに

- 部長より -

新潟大学コンピュータークラブ、通称 EDP、現部長の田村徹郎です。
この度は本冊子、 年刊 EDP を手に取って頂きありがとうございます。
年刊 EDP とは当サークルが毎年新大祭の際に発行している冊子です。テーマフリーで、
部員達がコンピューターに関することも、しないことも好きに書いた記事が１冊にまとめられ
ており、これを読めば各人や部の状況が少しわかってしまうかもしれないという代物です。

テーマフリーとは言え、記事の内容は何かしらコンピューターに関したものが多く、全くコン
ピュータの関連知識がない方にとっては少々解りづらい部分もあるかもしれませんがご容赦
下さい。新大祭で当サークルの会場に来られた方、しかもこのような冊子を取っていかれる
ような方には無用な心配かもしれませんが…。

では、次より部員達の主張をどうぞ。

･･･そう言えば今年度版って何刊目にあたるのでしょうね。
あとがき：今号で通算、18刊目のようです

2

〜目 次〜
１ページ

HDD 解体新書

ナカタ＆ズサ

４ページ

パソコンで漫画を書いて本にしてみよう〜

秋野ススキ

１０ページ

キーボードの配置

坂内

１３ページ

マウンテンの報告書

mist

１８ページ

お得なクレジットを考える

RAM

２１ページ

スタイルシートでレイアウト管理

エボシ

２８ページ

Windows ショートカットキー

ガチャピン

３１ページ

たぶん誰もやってないようなゲームを紹介してみる

ミリアルド

３４ページ

気に入らぬ

たも

３８ページ

☆P/ECE によるショベルドーザ制御☆

高橋伸行

４８ページ

You know vector?

Haniwa

５０ページ

Ragnarok Online の抱える問題点について

高原康人

５７ページ

動画の小話

you

５９ページ

―マルチプロセッサを試すー

夕飯

６１ページ

（無題）mp3のファイル構造

６４ページ

SQUARE・ENIX についての実態調査に関する報告事項

新井芳侍

６７ページ

〜だめ Linux 使いへの道〜

フォス

左のタブにある「しおり」をご利用ください

3

ゆき

ＨＤＤ解体新書
主犯：ナカタ

共犯：ズサ

え〜いきなりですがさくさく行きます。反対意見のある方は一人で迷惑のかからな
いところでベレッタか何かでロシアンルーレットでもしていてください、後のことは
知りません。
タイトルでは解体新書とか偉そうな事言ってますが実は分解しただけです。HDD の中
身を見たことのない皆さんのことを思って断腸の思いで HDD を一個潰したわけです。
（使えないやつだけどな）実際見たことのない人も多いと思うのでコレを参考に後世
の役に立ててください。
（いかように？）
ではまずこちら解体する HDD です。

一見普通の（？）HDD です。コレを見て入手先がわかった人は同志です(ｗ。
おそらくそれで間違ってないです。わからない人は黙って着いてこい！以上
あ〜、それから内容読む前に言っておきますが
¦
¦
¦はいはい､それ分かるよ先生！ ¦
ｙ────────────┘
∧＿∧ ∩ ﾊﾞ───ｿ
（ ・∀・）ノ＿＿＿̲̲̲
（入
⌒＼つ ／¦
ヾヽ ／＼⌒）／ ¦
¦¦ ⌒¦￣￣￣¦
´ ¦
¦
とか言う奴等は見なくても結構です。はっきり言ってコレを見たからといって知識に差が出る
とも思えません。分解する事でﾊｧﾊｧできる N というかリアル DQN の嗜好に巻き添え喰らった
Z という形で計画倒れなのにこれ以外にネタがないので時間がないのでこれにした次第で
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す。
まずは六角クランクを使って…六角？六角？義治？
ﾉｯ
速ｯ

（カエレ

先生 六角クランクありません。原稿落ちますた。もう無理です。
…

まだものの３行でアウトですか。

と、ここで救いの言葉。
「確かあったなぁ」とズサ、どうしてそんなもの持ってるんで
すか？
ともあれ作業再開できそうです。ﾊｧﾊｧ
期待に胸を含ませながらオープン

ザ

ＨＤＤｯ!!!

ｷﾀ━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━ｯ!!
HDD ｷﾀ━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━ｯ!!ｷﾀ━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━ｯ!!キ(ry
綺麗な金属面ですよぉ。これなら卑弥呼がもらった銅が鏡になるのも納得の綺麗さで
す。
YU-SHOW ﾀｿもﾊｧﾊｧ間違いなしです（？）。
で
…アレ？ディスクが取れない…
とりあえず見えないとこにねじがあるかも〜ってなことで下の基盤をはずします。
無い…無い無い…無い無い無い…どこにも無いよ、お兄ちゃん
もはやこれまで…。この期に及んで星型のねじとは思わんかった…
も…もうダメだ…兄さん…もう立てないよ…
困っちゃいました…どうしようもなく困っちゃいました
ドのクラい

コまったカトイうとォオ

コノくらイイ!!イ!!イ!!━━━━━━━━!!

（HxH ネタはやめとけと）
しかし諦めは悪いので他の方法で頑張ってみる
ま…まだだ、まだ、終わらんよ！
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星型とはいえ六角は入るのでは？━━━━━━━━失敗
手では？━━━━━━━━失敗
ペンチで無理矢理━━━━━━━━お？
っとこれがツボにはまったらしく無理矢理ねじをつぶしながら成功
というわけではずしましたＨＤＤ、まさにディスクです♪ﾊｧﾊｧ

解体も終わってすることもないので今回はここで終わり
もっと知識があれば HDD のニコイチとかもできたんだけどねぇ…
素人には流石に難しいか…
ちなみに戦利品としてディスクはナカタが持ち帰りました♪
で、

↑横から

↑上から

こういう無駄な事してます(ｗ
こんなおバカなナカタにファンレターを書こう
宛先はこちら 0123-456-789 (ｳｿ
最後にこんなネタまみれの企画見てくださった皆様に感謝
¥e
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パソコンで漫画を描いて本にしてみよう〜
PC で漫画を描く人も増えてきている昨今、同人誌においてはよりデジタル化が
顕著であると思われます（ジャンルにもよりますが）。とりあえずここではある程度
フォトショを使いこなせることを前提として本が出来上がるまでを描いていきたい
と思います。フォトショ？何それ？な方はご自分で勉強なさってください。そのた
めのインターネットでございます。目的としては、これを読んでもらって、わりと
PC で原稿も楽なのかも…？と少しでも思わせること。普段何気なく読んでいる漫
画はこんな風に描いているんだなぁ…と思っていただければ。
コピー本の場合
ネームが出来ているという前提で…とりあえず下書きを描く紙を用意します。Ｂ
５の本を作るならＡ４のコピー用紙あたりがいいかと。基本は完成本より一回り大
きめの紙に描くことですかね。下書きでスキャンしてしまう私はコピー用紙で十分
です。ペン入れまでする人は原稿用紙に描いた方がいいと思います。私の場合はト
ンボがふってある psd ファイルをＡ４のコピー用紙に印刷してます。こういうファ
イルを用意してくださる印刷会社様に感謝しつつ。んで、適当にコマ割り下書き。
この辺はアナログな作業なので割愛。ご自分の努力で精進なさってください。そん
なこんなで下書きが完成したとします。こんな感じです。ちなみに右上の黒いライ
ンは配布している会社名が入っていたので…。（汗）

汚いですねー。線がまとまってません。これからパスで主線を拾っていくことに…。
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そしてこの紙をスキャン致します。ご自分のＰＣの性能によりけりですが、最低で
も解像度３００、グレースケールで取り込みましょう。理想は解像度６００らしい
ですがコピー本の場合、プリンタとコピー機の性能がダメだとどうにもならないの
で３００で十分です。
さて、取り込みました。これは私だけかも知れませんが、印刷した紙をスキャン
すると何故か元の画像よりも大きくなってます。まぁ、その辺は元画像に合わせる
なりそのままいくなりお好きなように。私はオフセの癖で元画像に合わせます。
んで、後はガツガツペン入れ。パスツールでもいいしペンで描いていってもいいし。
漫画の場合はペン入れまでして取り込む人が大多数ですかねぇ。自分の持ち味とし
てお好きなように。

ペン入れが終わりました。私の場合フルパスです。激しく面倒です。

8

そしたらベタやトーンをペタペタ。コピー本の場合、色の濃淡というものはかな
りアバウトになります。濃度２０〜８０％までが使用可能領域。それ以外は白黒に
なってしまいます。また、各色とも濃度差を１０％以上つけないと同じ濃さになっ
てしまうと思います。コピー本に関してはグレースケールよりはモノクロ２階調の
方がいいかも…。この処理はどうするんだ YO!みたいな質問は今回は却下。フォト
ショノウハウはそれ系の WebPage を参考に。トーンに関してはフリーのものがあ
ったり、㈱モード（http://mode.jp/）から PowerTone のようなソフトが出ておりま
す。活用してください。
イラスト系からこの世界に入った私は、１コマ＝１枚絵の様な感覚でやっていって
ます。どうしてもイラストの延長線であることから抜け出せない私。

仕上げ。基本的に塗りつぶしとグラデのみで…。ディスプレイ上ではきれいなのですが…。
トンボ外も当然のごとく塗ったり描いたり。
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さて、そんなこんなで原稿完成〜。レイヤーを結合して A4 コピー用紙に印刷。本
にするためには最終的に紙に印刷しなくてはいけません。ここがパソコンで漫画を
描く上で最も重要なところでしょう。結論から言うとプリンターがダメだとコピー
本は終わりです。いいプリンタ買ってください。買えないのならデジタルかは諦め
た方が身のためです。Canon の PIXUS850i とはいいませんが、最低でも解像度
1,440dpi×720dpi 以上のプリンタはほしいところ。そのレベルのプリンタならコピ
ー用紙に印刷しても、よほど細い線や細かい処理を行わない限りにじみ等も気にな
らないレベルだと思います。

台詞も入れます。アンチエイリアスは切るのが普通。

プリントアウトします。この場合 A4 に印刷しましたのでトンボまで一緒に印刷
されています。コピー機に通す時この部分はいらないので丁寧に切り取ります。定
規を当ててカッターでスパーっと。これで後はコピー機で印刷するだけであります。
…まぁ、最後の難関がコピー機の性能なわけですが…。これはいろいろ巡ってみる
しかないかなぁっと。新しめのコンビニならコピー機も新品なので割ときれいに印
刷されます。ただ、手差し等できなくなってる恐れがあるのでご注意を。
この辺は本題とずれてきますので割愛。
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オフセット印刷の場合
基本的に印刷所の指示に従ってください。解像度はいくつ以上、ファイル形式指
定、文字レイヤーは結合するように…etc。分からないことがあったら遠慮せず印刷
所に問い合わせましょう。不備で入稿受け付けられなくなっては何の意味もありま
せん。またトンボ付きのサンプルが用意されているところもありますのでそういっ
たところではそれを利用してください。
基本的にはコピー本と同じ要領で作っていきます。私が使っている印刷所ではグ
レースケールの場合解像度 350dpi 以上となっていますので、一度グレースケール
解像度 400dpi あたりで取り込んだ後、解像度を 350dpi まで下げてます。この辺は
アクションで登録しておくとわりと楽であります。
←セット１は取り込んだ後、画像解像度を
400dpi から 350dpi にして、トンボがふってある
元画像にコピペするため全範囲選択-コピーをし
てます。

ペン入れしてベタやトーンなど仕上げを。一般的にアンチエイリアスは切った方
が本になった時、綺麗に見えるようです。文字も同じことが言えます。オフセの場
合黒の使用可能領域は大体１０〜９０％です。濃度差は５％でも見分けられないこ
とはないですが、１０％ぐらいはほしいところです。このパーツは濃度何％という
ふうにあらかじめ決めておくのがいいかも知れませんね。
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←カーソルを濃度を調べたいところにおくとこ
んなふうに分かります。

原稿完成ー。レイヤーは全て結合。入稿前に一度自分で印刷してみてイメージ通
りかどうか確認すると安全です。入稿法は CD-R や MO から FTP 入稿まで色々あ
ります。印刷所の指示に従ってください。ギリギリまで粘れる FTP 入稿が便利だっ
たり。
あとは本が出来るまでｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙしながらお待ちください。自分で作った本や
他の人の本を参考にどのような処理をするとどう印刷されるか等、見分けられるよ
うになるとすばらしいですね。いや、本当に…。
以上、かなり端折って書いてみました。PC で作業をする場合は PC の性能、解
像度、色濃度に注意。コピー本になるとプリンタも性能のいいものを。いいコピー
機があるところを。まとめるとそんなところになります。
他、注意点として…バックアップは必ず取りましょう。HDD 飛ぶと終わりです。
目は大事にしましょう。アントシアニンや目薬のお世話に。もしくは長時間ディス
プレイを凝視し続けないように。本を１冊作るたびに眼鏡を新調しなくてはいけな
くなりますよっと。
つーか、こんな説明じゃ何もわからねーYO!っというわがままな方は 2ch 同人コミ
ケ板や同人ノウハウ板なりに入り浸ってみたり、google で検索かけて片っ端から見
まくってください。同人はあくまで趣味の一つであると思っています。なかには生
業にしている人もいますが。まぁ、それはともかく、趣味である以上自分の分から
ないことについては教えを待っているのではなく、自分から調べていくだけの姿勢
がほしいな。っと。私の場合も PC 上での漫画描きの知識はネットで調べたのと何
度も本を出していく上での経験が全てです。試行錯誤していくその課程も楽しめる
ようになると同人活動も、もっと楽しいものになると思います。金になるから、チ
ヤホヤされたいからといった理由だけで同人活動は行ってほしくないな…というの
が本音だったり。まぁ、この辺の価値観は人それぞれなので他人にとやかく言う資
格はないのですが、一意見として。
…最後になって主旨とはずれてしまいましたが、以上で終わります。
使用ソフト：Adobe PhotoShop5.0J
2003/10/19：秋野ススキ
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キーボードの配置
パソコンの電源を点けっぱなしにしていても肌寒い季節になり、そろそろコートの
準備などをしている頃と思います。
初めての方も腐れ縁の方もこんにちは、坂内です。
まぁここまで読んで引き返すのが吉かもしれませんが「しょうがねぇから付き合っ
てやるよ」という既得な方がいらっしゃれば恐悦です。
恐縮です。
注意事項
「ﾎﾞｹ」「ﾈﾀ」という言語物質を少量含有しております。なにか意味不明、理解不能
な言葉がでてきても誤植、と思って読み飛ばして下さって結構です。
知って得をするかどうか、嘘か本当か保障しかねません、御拝読頂いて著しく気分
を害された方、無為な時間を過ごしたとお怒りの方、犬に噛まれたと思って諦めまし
ょう、この用紙を手にするような環境にいる時点で終わっているのですから。
貴方様も物好きですね、見たいのですか？はぁ、そうですか､じゃぁちょっとしたお
話をしましょう。
やっぱり面倒という方用

簡易ﾃﾝﾌﾟﾚ

・ キーボードの配置は何故タイプライターと同じ配置か？
・ タイプライターの配置は何故今の配置と同じか？
・ お菓子はバナナに入るのか？
以上

−タイプライター− まぁワープロの後進的なもので、キーを押すと下に敷いてある
紙にその文字が打たれるというようなもです。レディーヴィクトリアンなどという雑
誌には 18 世紀イギリスで作られたなどと書かれている。
指が腫れない、字が綺麗などの理由で当時の物書きが熱い視線を送っていたらしい
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キーボードのキーの配置ってなんか変な配置ですよね、不感症でなければ、初めて
ワープロやパソコンに触れる方などはそう感じると思います。私も馴初めは「コレが
南蛮渡来の

こぷゆーた

というものか」と思ったものです。

まぁ、いきなり疑問の糸を紐解いていきますとその起因はタイプライターにあるよ
うなのです。
タイプライターとキーボードの配置は同じです。ええ、なんかその辺に理由があり
そうなのは小学生でも推理できますよね？別に風が吹けば桶屋が儲かる・ばりの想像
を膨らませても別にいいのですが･･･まぁ、そうするとタイプライターの配置がなんで
今のような形をしていたか？ということになるのです。
初めの頃とかＡＢＣ・・・と順番に並んでいたらしいのですが、e,i 等の頻繁に使う
のに距離が近いキー、これの活字を打つ棒が絡まるという現象が発生したらしいので
す。又ある話ではタイピスト(専門家かよ)があまりに速く打つので、活字を打つ棒が絡
まるからその速度を緩める為、バラバラな配置にしたとも言われているのだそうです。
まぁ、ぶっちゃけ適当に配置したらしいのですが・・・。
要するに、タイプライターの性能が人間に劣っていたので、扱う人間の方の性能を
下げようとしたんですね。ところがドッコイ人間の適応力がさすが大晦日のみで一大
文明を築いただけのことはあって、ｺﾚ最強なわけですよ。関係ないんですね､慣れると
さ・・・。
では配置をバラバラにしても意味が無いならなんでこう、色々な配置のキーボード
が無いんでしょう→単純にそのバラバラの配置（キーボードの左上からＱＷＥＲＴＹ
の文字を取って QWERTY 配置と呼ばれている）が普及していたので、今更変えるの
もどうか、ということでそのまま来ちゃったらしいんですね・・・。まぁ我々は時代
の尊い犠牲者なのですよ。
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とまぁそういった感じでキーボードの配置は今に至るのですが、ワシはそんな配置
でなんかやってられん！そんな方もいらっしゃると思います。そんな方に使うかどう
か、動作するかどうかなんて知ったこっちゃありませんが
http://www.jomon.ne.jp/~yukihiro
にお邪魔して Keylay21 for WindowsXP というツールを落としてきましょう。
(新たにパソコンを始める方は XP,XP っていうか XP しかねぇと思うので･･･しかも土
足で入ってますのでちょこちょこっ、といって帰って来ましせう)
これをまぁインストールすると、なんとまぁ世の中便利なものを作る方がいるもの
で、開発者の方向に（まぁ勘で方向決めてください）ちと感謝の念を奉げましょう
いざ起動！あぁ？動かない方いますかねぇ？まぁ気づくかと思ったのですがそうで
ない方の為に一言
このツールは MFC7.0 の共有 DLL っていうモジュールが必要です。
リンクが張ってあるのでありがたくダウンロードして行きましょう餞別みたいなも
んです。まぁベクター等にも多分置いてあると思うのでそこからでもいいですよ。
無事動きましたか？おめでとうございます。なんかエラー出て動かない？
ﾊｧそうですか残念ですね。でも私別に困りませんのでねぇ・・・・。
おとなしく

特打

でもやってろ！と

まぁ特打プレイ者は放置しておきまして、動きましたらまぁ設定するだけなので
すが、画面にキーボードが二つ出てくると思います。
（ここで本物のキーボード出てく
る仕様だったら座布団一枚･･･ってかどんなツールだよぅ）上のキーボードが配置を換
える為のもので、下のキーボードが換えたあとの配置のキーボードです。
操作は簡単、足でも出来ます！上のキーボードで換えたいキーを左クリック
下のキーボードで換えたい場所に左クリック
あぁ無情

全ての配置を換え終わったら設定の更新で新しい設定になっているはずです
なって無い方･･･一応がんばった！感動した！

ｻﾞｸタイピング

などいかがですか？

っとまぁこんな感じですかね？
かしこ
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誉めてあげます。いい子いい子･･･

マウンテンに関する報告書
ごきげんよう、ｍｉｓｔです。さて、みなさんはマウンテンという喫茶
店をご存知でしょうか？逸般では「山登り」と称されるくらいに有名な喫
茶店です。マウンテンは名古屋にあるため新潟に住んでいてはなかなかい
くことはできないため、噂でしか知らない人も多いと思いますし、まった
く知らない人もいるでしょう。そこで今回私が身を呈して逝ってまいりま
したので体験談を交えながら、マウンテンの実態を報告いたします。
まずは場所ですが、上記にもあるように愛知県名古屋市です。名古屋地
下鉄駅「いりなか」駅から徒歩で約１５分（現在は名古屋大学前駅という
ものができたらしく、こっちからのほうがわかりやすいとのこと）といっ
たところでしょうか。近くに名古屋大となんとかという私立大（名前は忘
れました）があり周辺には大学生の姿も多く見られます。また高速道路な
ら 名 古 屋 高 速「 四 谷 」IC か ら 車 で 約 ５ 分 と い っ た と こ ろ で し ょ う か 。も し
名古屋大生が友達にいるのであれば案内してもらうのがいいかもしれませ
んね。
（ 実 際 私 が そ う で し た ）話 に よ る と コ ミ ケ に 逝 っ て 関 西 に 帰 る 人 た ち
が途中下車して寄っていくとかなんとか。どうやらかなり全国区のお店の
ようです。
次に名古屋大生のマウンテンに対する意識ですが、私が聞いた範囲では
「知っているけど逝かない」
「 逝 く の か 、ｶﾞﾝｶﾞﾚ！ 」と い う よ う に 地 元 大 学
生の間ではかなり危険視されているようです。もっぱら行くのは体育会系
の学生だそうで、そんな彼らもいかにも怪しいメニューは頼めない模様。
私はそんなところにいってほんとに耐えられるのか？？と思わずにはいら
れないほど彼らは同じ返答を返してきます。といっても私は初挑戦の身、
この時点で私の考えはとても甘甘でした。

桜のきれいな春の空の下、友人の案内のもと名古屋城を見物し、昼食の
予定だった名古屋名物きしめんや味噌煮込みうどんを食べず（混んでて食
べ れ な か っ た だ け で す が 。。。）い ざ マ ウ ン テ ン へ ！ 名 古 屋 も 新 潟 に ま け ず 起
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伏の多い土地で（国立大学ってみんなこうなのかな？）マウンテンに行く
前に本当に山に登った気分ということを感じながらも無事到着。どうやら
年中無休のようで、いつでも営業中の看板が立ってる様子。ここまできて
休 み だ っ た ら ど う し よ う 。。。 と 思 っ て い た の は ど う や ら 杞 憂 だ っ た よ う で
す。
さて、まずは記念写真っと。いい具合に看板があるんですよっ。みんな
ここで写真をとっていくとかなんとか。店の概観はちょっと想像とは違っ
ていて、ごく普通の喫茶店でした。この時点で私は店を出たあとの私がど
う な っ て い る か 知 る 由 も な か っ た わ け で 。。。 い ざ 山 登 り 開 始 だ と 意 気 揚 揚
と店に入ります。
ちょうど我々が店に入るとき、常連さんぽい人が１人ではいって逝きま
した。
（話によるとマウンテンは常連さん半分とチャレンジャー半分って感
じ で す ね 、そ し て ほ ぼ １ ０ ０ ％ 男 だ け の 空 間 で す ）我 々 も 続 い て 入 り ま す 。
何の偶然かちょうど隣り合わせになってしまいました。しばらくして店員
さ ん が 水 と メ ニ ュ ー を 持 っ て き ま す 。 ﾄﾞｷﾄﾞｷ、 ﾄﾞｷﾄﾞｷ、 わ た し の 心 臓 は 高
鳴ります。そしてメニューを開くと！！
・
・
・
そこには文字の羅列が！！ざっと１００種類はあるでしょうか。メニュー
の 始 め の ほ う は よ く 聞 く メ ニ ュ ー が ず ら り 、普 通 だ な ぁ と 思 っ て い る と・・・

甘 口 ス パ 。。。（ こ れ か 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 ！ ！
甘口スパだけで抹茶小倉、バナナ、いちご、メロン、キウイ、おしるこ
とあるではないですかー！！また他のメニューにもサボテンスパ（サボテ
ンにはビタミンＣがたっぷり？）オリエンタル、カントリー（味噌スパら
し い ）、コ ス モ ス パ 、イ ン デ ィ ア ン（ カ レ ー ス パ ら し い ）な ど 、な ん な ん だ
このスパゲッティは？と思わせるパスタが、普通のメニューに混じってい
っぱいあるではないですか！！どれにしようかかなり迷った挙句、私の友
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人兼案内人Ｗ氏の薦めに従い、私はバナナスパ、Ｗ氏は抹茶小倉スパを頼
むことになりました。
そのときさきほどの隣に座っていた常連（だと思われるＸ氏、彼は小倉
トーストとチョコパフェを頼んでいた）が振り向いたのです。私は彼の表
情からは驚きの感情が読み取りました。なぜなら常連さんが２人で来た場
合、間違いなく片方は安牌を頼むのが普通だというのです！それなのに
我々２人はともに甘口スパ。Ｘ氏は、あぁこいつらチャレンジャーだな！
と思ったことでしょう。

そうこうしているうちにまずＸ氏のチョコパフェが届いた模様です。私
が チ ラ リ と 見 て み る と 。。。

多っ！
しかし彼は全く動じることなくチョコの山にもくもくと向かっていきま
す。さすが常連さん！我々は横目で見ながら自分たちのメニューが来るの
を待ちます。
そ れ か ら 待 つ こ と 数 分 、 つ い に 我 々 の 元 に 悪 魔 が や っ て き ま し た 。。。 た
っ ぷ り バ ナ ナ ソ ー ス を か ら め た パ ス タ の 上 に 温 か い バ ナ ナ 、チ ョ コ レ ー ト 、
生クリームが大量に乗っているのですよ？（こんなの人間の食べるもんじ
ゃないね！Ｗ氏のほうもあまり私とかわらない様子。彼のには抹茶クリー
ムがたっぷりかかったパスタに生クリーム、大量のあんこという布陣。
なるほどこれは強敵だ。だが食べる前から負けを認めるわけにもいか
ん！

まず一口。甘い。
二 口 目 。 本 当 に 甘 い 。 な ん か チ ョ コ バ ナ ナ み た い 。。

三口目。もう飽きたｗ
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はっきりいってこんなの食べ物じゃない！食べ物の形をした悪魔だ！そ
んな私を横目にＷ氏はもくもくとフォークを進めている様子。私も負けて
らんないなと思いフォークを向けるもなかなか手が進まない。そして半分
ほど食べ終わったころでしょうか、私はもう自分を失っていました。食べ
ても食べても減らない悪魔、そしてその悪魔は私の思いをよそにどんどん
冷却されさらに強大になっていくのです！
と、そこに神が手を差し伸べられました！食べ終わったＷ氏がなんと冷
えたバナナを食べてくれたのです。自分のものを完食するだけでもたいへ
んなはずなのになんていい人なのでしょう。ありがとうＷ氏。そんなこと
もあり私はなんとか無事すべてを食べきることができたのです！我々の光
景はきっとＸ氏には英雄的行為に移っていたに違いないでしょう（ぇ？
食べ終わってみるとよく食べきれたもんだと我ながら感心しました。甘
口スパは普通は残すものらしく、多少手を借りたにしろ食べきったという
ことはすごいことなのだそうです。ちなみにマウンテンでは残したものを
廃棄するのにかかる料金を含めてお代をとっているとのこと。コックさん
も残すものとして考えているんですね。
食べ終わって、会計して外に出てまたまた記念写真。そのときの私の顔
は食べる前に比べて「全く覇気が感じられない」とＷ氏にいわれました。
確かにその後１，２時間は腹のなかでバナナがうねっているような感じで
した。また次の日までおなかが減らなかったのは内緒です。こうして私の
初登山は幕を閉じたのです。
マウンテンはご飯ものならそれなりにはいけるとＷ氏は語ります。です
がこのようなネタメニューをみてご飯ものを頼むのは一般のすること。
我々ＥＤＰで逝ったなら当然みんなネタスパですよね？。なんにせよ、関
西方面に旅行にいくのであれば名古屋で途中下車→マウンテンといってみ
てはいかがでしょうか？

ｍｉｓｔ＠次逝ったら絶対完食してやる〜！
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追記

友人Ｗ氏談（私といったのが５回目の登山だったようです）

すべてを食べきるコツとしては腹が満たされないうちになるべく食べて
しまうことである。なぜならここのパスタは冷めると極端に食べづらくな
るからである。名古屋はなにもないところだから関西の方に１８切符で旅
行するなら途中下車で寄ってみるのもいいじゃないの？程度だということ
です。

図１

マウンテンへ逝くための簡単な地図

上に簡単な地図を示します。私は友人宅から逝ったのでｍｉｎｉ−ｓｔ
ｏｐを曲がったとしか覚えてません。もし誰か逝くようなことがあれば改
めて私に聞いてくれれば詳しくお聞かせいたします。またＦＴＰサーバー
にメニューやパナナスパの写真があがっていますので、ネタとして見てい
ただければ幸いです。
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お得なクレジットを考える

by RAM

今回はお得なクレカとお得？な使い方を取り上げようかと。いや PC パーツ通販で買うときも
使うし(汗)社会人になると使い人もいるだろうし。クレジットのメリット、デメリット、特徴などは
一切取り上げないので自分で調べるように。

ポケットカード http://www.pocketcard.co.jp
ショッピングご利用で 1%OFF、年間 50 万円利用で 5,000 円ご返金

あと割くん・・・3 万円以上利用で 3 か月後の利用額を最高 1%割引
ラッキープレゼント・・JAL のプレミアムコース(年会費 5000 円)でリボ払いだと 1000 円毎に 20
マイル。1 マイル 3 円相当だと考えると 6%還元
で、年間 50 万使用したとすると 1+0.8+6＝7.8%+5000 円。ｶﾞｸﾌﾞﾙ・・・他のカードではありえな
い還元率を実現できます。
デメリット
上記の還元率を可能にするためには年会費が 3700 円？かかる。(プレミアムコースは 200 ポ
イント繰り越すと 2 年目に引き継げるらしいが、詳しくは不明)
飛行機に乗らないと魅力が若干下がる
人によっては 1 マイル 1.5 円相当にしかならないため、還元率ダウン。国際線のアップグレー
ドがお得。リボ払いだと信用情報に傷がつく
ANA-SMC-VISA http://www.anaskyweb.com/uk/j/amc/guide/tameru/ana̲card.html

1000 円につき＝1 ポイント＝10 マイル。1 マイル 1.5 円相当だとすると還元率 1.5%
１００万円使用で２００ポイントボーナス
さらにマイペイすリボ化するとポイント倍で 3%
リボ払いだと信用情報に傷がつくかもなのが弱点ですが、マイルがｶﾞｼｶﾞｼ溜まります。
ANA-JCB http://www.anaskyweb.com/uk/j/amc/guide/tameru/ana̲card.html
前年度ショッピング１００万以上でスターαの資格があると 2.25％の還元率。

さらに mp@ckhttps://www.mpack.ne.jp/で地味にポイントが溜まります。
あと上のもそうですが ANA カードは、ENEOS や出光で 100 円ごとに 1 マイルを
別にもらえるので似非ガソリンカードとしても使用可能。
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ライフ

トッピングカード http://www.lifecard.co.jp/card/credit/tp/index.html

1 年間限定な物のご利用金額の 2%が漏れなくキャッシュバック。
0.66%のポイント還元、入会後 3 ヶ月はポイント 2 倍
誕生日月に 1 回 1 万円以上の利用につき 100 ポイント
位かな・・。1 年限定て・・・。感じだけどね。
ただ、ANA マイルコース(1 ポイント 10 マイル)に登録して、誕生日月に 1 万円で
100 ポイントって言うのを利用して、edy をクレジットで 1 万円ずつ買えば･･･ｶﾞｸ
ﾌﾞﾙ。ってな利用法もあるらすい・・。(簡単に言うと 15%還元 1 マイル 1.5 円相当)
シェルスターレックスカード
http://www.showa-shell.co.jp/products/xcard/rtl3-0007.html
持っているだけで昭和シェルでのハイオク給油が 4 円/l 引き。
半年間の利用に応じて次の半年の給油がハイオクで最高 10 円引き。(ショッピング
で 40 万円利用の場合)さらに半年で 40 万円以上使うと高速料金が 5%引き。
半年で 40 万円超える位しか使用したくないカードではある(笑)
ハイオク入れる人は是非。
JOMO カードプラス

http://www.jomo.co.jp/card/service/index.html

JOMO のガソリンスタンドで 1000 円ごとに 3%還元。
給油 2 円引/l。3 月末までの 500l までが対象。
入会で 1000 円キャッシュバック。
1000 円区切りでしか入れなくなることうけあい。
かに道楽ＶＩＳＡカード http://www.douraku.co.jp/info/visa.html
入会時 5,000 の食事券、かに道楽グループで 5%オフ利用、累計１０万ごとに¥5,000 の食事券
かに道楽好きな方は必須。
BROCCOLI CARD http://aiful.promo104.com/?a=023&i=k08
還元率なんて考えないブロッコリーヲタはコレ。カードフェイスが 3 種
類から選べる。会員審査をクリアされた方には、オリジナルデザイ
ンの図書カード（５００円）をプレゼント。
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徐々に使い方が限定されてきたので次はお得なクレカの使用法
１.クレカで edy。http://www.edy.jp/

Edy っていうのはアレ。まぁ電子マネーってやつですね。でこれ、クレカで入金で
きます。(３000 円〜)edy は ampm で使えるので、公共料金払ったりするわけです
ね。もちろんクレカで入金した金額分ポイントがつくので、クレジット払いできな
い公共料金でも、使用可能。(ﾟ д ﾟ)ｳﾏｰ。あとはクレカのポイントの微調整などにも。
しかしながら edy・・・新潟で使えるところがありません･･･。ampm 近くにある
人限定。
２.クレカで金券
もう徐々に危ない方向に向かってる気がするが・・・、ほとんどの場所では暮れか
で金券は買えないが、一部の場所で買うことが出来ます。
参照 http://creditcardtemplate.at.infoseek.co.jp/credit.html
例えばクオカードを買えばセブン,ファミマ、ローソン、マツキヨなどで使うこと
ができるし、ジェフグルメカードはお釣りまで出るらすぃ。(一部の店舗除く)
あとは、これはやっちゃいけないかもしだけど、クレカのキャッシングだと年率
25％とか利子とられますが、クレカで金券購入>金券ショップ持込＞95％還元＆ポ
イント還元ｳﾏｰ。なんてこともできる？
まぁただ金券買うならクレカで買わなくても金券ショップで買えばいいわけだが。
と、色々紹介してまいりましたが、私は銀行系のカードしか持ってない(汗)
で、最近 edy カードが欲しかったので、ANA-VISA 申し込みました。
ライフスタイルに合わせてカードを持ってみてはいかがでしょう?
関連 LINK
金券をクレジットカードで買う方法！その 11
http://life2.2ch.net/test/read.cgi/credit/1064990394/
公共料金や家賃のカード決済統一スレ 2 枚目
http://life2.2ch.net/test/read.cgi/credit/1057281278/
【ポイント還元率の高いカードは？】２枚目
http://life2.2ch.net/test/read.cgi/credit/1060447613/

萌えカードへの道 http://s-kitchen.hp.infoseek.co.jp/moe_card.shtml
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スタイルシートでレイアウト管理
〜すぐに使える効果的スタイル〜

みなさん、こんにちは。
この記事では スタイルシート（以降 CSS）についてご紹介したいと思います。
CSS の成り立ちだとか、CSS の仕組みだとか、回りくどいことは説明いたしません。
誰でもすぐに使える、実用的な内容ですのでご安心ください。
すでに CSS をご存じの人はスルーしていただいてもかまいません（´Д｀；）

いまや、ホームページ（HTML ファイル）を作ることは学校の授業に取り組まれる
ほど一般化しまして、誰でも一度は経験したことがあるものになりました。今回ご紹
介する CSS は、そういったホームページのレイアウト（見ばえ）を定義したり管理し
たりするテクニックのことです。CSS が効果的に働く場合としては、
綺麗にまとまったレイアウトを使いたい
見たこともない奇抜なレイアウトに挑戦してみたい
サイトのレイアウトを一括して管理したい
HTML を一通り覚えたのでステップアップしたい

などの状況が挙げられます。
自分のホームページをお持ちの方ならおわかりかと思いますが、ページ作り込んでい
くと既存の HTML タグだけでは定義できない、もの足りない部分が出てきます。また、
ファイルが多くなると個々のレイアウトの修正もめんどくさくなったりします。CSS
はそういった不満点を解消してくれるので、使い方を身につければホームページがよ
り快適で楽しいものになります。
それではさっそく、次ページから CSS の使い方を説明したいと思います。
※

HTML についての基本的な知識（タグの記述方法）については説明しません。
すでに知っているものとして話を進めます。

※

ファイルの拡張子が表示されるようにしておいてください。
設定は「エクスプローラ」から[ツール]→[フォルダオプション]→[表示]タブ
を選択し

登録されているファイルの拡張子を表示しない
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のチェックを外せば大丈夫です。

その①

スタイルシートの作成

CSS ファイルそのものは、テキスト文章（TEXT）でできています。
したがって、作り方は HTML ファイルと同じで、テキストファイル（.txt）の拡張子
を変えてあげるだけで機能します。

まずは新規テキストファイルを作成し、名前をつけます。
次に拡張子（ドット（．
）以降）の部分を、ｔｘｔからｃｓｓに変更します。
「名前の変更」で警告ウィンドウが出ますが、そのまま OK ボタンを押してください。
なお、拡張子は必ず半角英字にするようにしてください。

その②

スタイルシートの組み込み

レイアウトを整えたい HTML ファイルを用意します。本文（文字やテーブルを適当
に）はあらかじめ記述しておいてください。すでにホームページをお持ちの方は、そ
のファイルをそのまま引用（コピー）してくると楽です。

上図のように、HTML ファイルと同じ場所に CSS ファイルを設置します。
ここで HTML（index.htm）ファイルを開いて、ヘッダー（<head>から</head>の間）
に以下の文章を記述します。

<link href="styleseet.css" rel="stylesheet" type="text/css">
ここで灰色になっている部分が CSS ファイル名です。
CSS ファイルが別の場所にある場合は、その相対アドレスを追加すればよいです。
文章を追加したら、ファイルを上書き保存してください。
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その③

スタイルシートの記述と適用

②までの作業で、HTML ファイルから CSS ファイルにリンクを張ることができま
した。あとは CSS ファイルを直接編集して、自分の好みのレイアウトを定義すればよ
いだけです。スタイルの記述方法は以下の通りです。

HTML タグ名 {

タグの属性：値；

}

具体的には次のような形になります

table { background-color: #CCFFFF; }
記述はすべて半角英数です。上の例はテーブル（table）の背景色（background‑color）
を水色（#CCFFFF）にする という内容です。
この内容を実際に CSS ファイルに記述し、上書き保存したら、HTML ファイルをブ
ラウザで開いてみましょう。表の背景がすべて水色になることがわかると思います。
タグ名
レイアウトを適用したいＨＴＭＬのタグ名（要素）を指定します。
適用できないタグもありますが、ほとんどのタグが指定できます。
属性
タグ名に適用されるレイアウト部分を指定します。
タグ属性（background）と、その指定部分（color）をハイフン（−）でつなぎ
ます。指定部分が２つ以上ある場合は、ハイフンでつなげます（例：
border-bottom-width）。指定部分には、フォント・色・背景・マージン・ボーダ
ーラインなどがあります。
値
属性に適用する数値を指定します。
色（color）ならば RGB カラー（#FF00FF）を、フォント（font）ならば大きさ
（12 px）などです。値が２つ以上ある場合は、半角スペースで区切ります
（例：1px solid #666666;）。

属性と値は２つで１セット になっていますので、どちらが欠けても機能しません。
また、属性と値の間にはコロン：を、文の最後にはセミコロン；をつけなければいけ
ません。このとき、属性と値はすべて 中括弧｛ ｝内に記述してください。
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基本的には上記の例で問題ないのですが、１つだけ気になる点があります。
それは、HTML ファイル内のすべてのテーブル（table）の背景色が水色になってしま
うことです。これでは、任意のテーブルの色を変えたいときに不便です。
そこで、テーブル（タグ名）ごとに個別の名前をつけて判別したいと思います。
この名前付けを クラス（class）といいます。

table .no1

{

background-color: #CCFFFF;

}

クラス名は自由に設定できます（半角英数）。
クラス名は、タグ名のうしろに、ドット（．）で区切って名前を書きます。
CSS ファイルだけにクラスを定義しても、HTML ファイルには適用されません。クラ
スを適用させるには、HTML ファイル内のタグにもクラスを記述する必要があります。

<table class=”no1”>
HTML ファイルを開いて、任意のテーブルのタグにさきほどのクラス名を記述します。
このとき、ドット（．）は要りません。
HTML ファイルを上書き保存したら、ブラウザで実際に見てみましょう。指定したク
ラスのテーブルの背景色だけが変わったと思います。
このように、同じタグ名であってもクラスを付けることでレイアウトを個別に定義
することができるのです。クラスを複数用意すれば、複雑なレイアウトを作ることも
可能になります。クラスは便利ですので、ぜひ覚えていただきたいです。

その③

スタイルの実用的な例

前説が長くなってしまってごめんなさい（汗
これから本題である

すぐに使える効果的スタイル

をご紹介していきます。

スタイルの記述方法とサンプル画面をいっしょに掲載しますので、気に入ったものが
あれば内容をそのまま CSS ファイルに書き写して使ってみてください。
配色を変えたいときは、値（色や大きさ）を修正するだけなので、簡単です。
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スクロールバーに色をつける

body {
scrollbar-track-color: #ffe0e0;
scrollbar-face-color: #ffbbbb;
scrollbar-shadow-color: #cc9999;
scrollbar-darkshadow-color: #ffcccc;
scrollbar-highlight-color: #ffe0e0;
scrollbar-3dlight-color: #ffbbbb;
scrollbar-arrow-color: #ff6666; }

区切り線を点線にする

hr { border: dotted #000000;}

リンクにマウスをのせると色が反転する

a:link { text-decoration: none; }
a:hover { color: #FFFFFF; text-decoration: none;
background-color: #3333FF; }
a:visited { text-decoration: none; }
a:active { text-decoration: none; }

リンクにマウスをのせると文字が動く

a:active { color:#BB1177; }
a:link { color:#000099; text-decoration:none }
a:visited { color:#000099; text-decoration:none }
a:hover { color:#BB1177; position:relative; top:3px; left:3px; }
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テーブルの枠線を波線にする

table { border: dashed #3366CC; }

見出し３を装飾する（Word の罫線装飾）

h3 { border-bottom: 1px solid #CC33CC;
border-left: 3px solid #CC33CC;
background-color: #FFCCFF;
padding-left: 8px; padding-top: 2px;
padding-bottom: 2px; }

リストマークを画像にする（画像は任意）

ul {

font-size: 12px;
list-style-image: url(●●●●);

}

●●●● の部分に（リストマークにしたい）画像への相対アドレスを記入

その⑤

諸注意，参考文献

スタイルの実用例、いかがでしたでしょうか？
紙面の都合もあり、今回は部分的な装飾をご紹介しました。
CSS を使うと、従来ではできなかった様々なレイアウトや装飾効果を得ることができ
ます。また、HTML ファイルにスタイルシートをリンクさせることで、サイト全体を
統一したレイアウトに保つこともできるのです。これは閲覧者（ページの見やすさ）
にも、作り手（管理のしやすさ）にもやさしいんですね。まさに一石二鳥のテクニッ
クといえましょう。
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非常に便利な CSS ですが、注意すべき点がいくつかあります。
（１）

スタイルシートは WEB ブラウザの種類によっては機能しない

（２）

スタイルシートとのリンクが切れるとレイアウトが大きく崩れる

（３）

スタイルシートを多用しすぎると描画が重くなったり、逆に見にくくなる

特に（１）は要注意です。
WEB ブラウザは最新のものを使うべきなのですが、すべての人がバージョンアップを
意識しているわけではない＝異なるバージョンが混在するのが現状です。
InternetExplorer であれば 5.5 以降 Netscape であれば 6.0 以降であることが望ま
しいです。スタイルシートを多用したページを作るときは、WEB ブラウザへの気配り
をしておいて損はありません。
最後に、HTML や CSS を詳しく紹介しているサイトをご紹介します。
きっと役に立つはず〜というか熟読必須です（苦笑）
「とほほのスタイルシート入門」

http://tohoho.wakusei.ne.jp/css/
「CSS リファレンス」

http://hp.vector.co.jp/authors/VA013937/cssref/
「CSS2 の仕様書（W3C 勧告）」… 英語ページ

http://www.w3.org/TR/REC-CSS2/
HTML や CSS を通して、ページレイアウトをいろいろ研究していくと面白いかもし
れませんね。それではまた〜。
あとがき
なんというか、勢いだけで一気に書き上げた感じです（汗
CSS について書いた理由はなにかといえば…

①面白いネタがなかった

②直前まで

新大祭ホームページ（CSS）を弄っていた ③CSS を意識している人はあまり多くない？
という、なんとも単純な発想です。ネットで検索すれば CSS についてもっと詳しくわ
かる…というか、その方がてっとり早いしタメになります。とりあえず、まともな記
事が書けて満足です。
〆切 4 時間やぶっちゃった
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by エボシ［2003‑10‑14］

◆Windows ショートカットキー
さて、みなさん。Windows ショートカットキーというものをご存じでしょうか。
知らなくて も別に困る ことはあり ませんが、 知っている となにかと 役立つのが
Windows ショートカットキーというものなのです。今回はそのショートカットキーの
一部を紹介してみようと思います。
○ショートカットキーとは？
一つ、または複数のキーを押すことによりなんらかのアクションをします。それは
たとえばコピーや貼り付けであったり、インターネットで一つ前のページに戻ったり
いろいろなことができます。必ずしもショートカットキーでなければできない仕事は
ありませんが、
「ショートカット」の名前の通りに手早く操作ができるので便利なもの
が多いです。Windows で使えるショートカットだから Windows ショートカットキー
といいます。Mac では Mac のショートカットキーがあります。
○主にネットで使うショートカットキー（Internet Explorer の動作）
ページの上下スクロール

↑／↓

ページの上下スクロール・大

Page Up／Page Down

ページの先頭に飛ぶ

Home

ページの最後に飛ぶ

End

一つ前に開いたページに戻る

Alt + ←

次に開いたページに進む

Alt + →

ページ内での文字の検索

Ctrl + F

現在のウィンドウを閉じる

Ctrl + W

現在の Web ページの更新

Ctrl + R もしくは F5 キー

ホームに設定しているページに飛ぶ

Alt + Home

実際ネットを見るときにはマウスで操作していることがほとんどなので、あまりつ
かうことは無いかもしれませんが、わざわざポインタを「戻る」の所にあわせてクリ
ックするのが面倒くさい時には使えると思います。これらのショートカットキーや、
それ以外のものも Internet Explorer の編集や表示などの上のメニューの所からも確
認できます。
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○Windows 全般で使えるショートカットキー
こちらのショートカットキーは Windows 上のだいたいのアプリケーションで使え
るショートカットです。
（ネットで使えるショートカットキーで紹介したものの中でも
全般で使えるショートカットキーもありますが）
テキスト編集などキーボード作業するのになにかと重宝するものが多いです。また、
同じ動作でもマウス操作を受け付けなくてもショートカットキーは受け付ける時も多
かったりします。

コピー（複写）

Ctrl + C

切り取り

Ctrl + X

貼り付け（ペースト）

Ctrl + V

元に戻す

Ctrl + Z

すべて選択

Ctrl + A

（ファイルなどで）複数をまとめて選択

Shift + カーソルキー
または始点のファイルを指定
してから Shift を押しつつ終点
のファイルを指定
Ctrl + Space

（ファイルなどで）複数を個別に選択

もしくは Ctrl + 左クリック
一つ上のフォルダを表示

Back Space

次の選択へ移動（フォーカス）

Tab

前の選択へ移動（フォーカス）

Shift + Tab

次のタブへ移動（タイアログ）

Ctrl + Tab

前のタブへ移動（タイアログ）

Ctrl + Shift + Tab

チェックボックスのオン／オフ

Space

ファイル名などの名前の変更

F2

プロパティの表示

Alt + Enter

ウィンドウ（プログラム）を閉じる

Alt + F4

すべてのウィンドウを最小化（元に戻らない）

Windows キー + M

すべてのウィンドウを最小化、もう一度押すと元に戻る

Windows キー + D

32

右クリック禁止されているところでもこれでコピーペーストができるのもあります。
具体的に言えば Word（2002 で確認）の検索・置換のダイアログですね。なぜ禁止さ
れているのかさっぱりわかりません。
※ちょっとした補足
次の選択へ移動でのフォーカスとダイアログとはなんぞや？という人はちょっとテ
キストファイルのプロパティを開いてみてください。そこで Tab キーを押してみまし
ょう。するとなにか破線の四角が移動するのがわかると思います。それがフォーカス
というものでフォーカスがあたっているところで Enter を押すと左クリックと同じ効
果がある、くらいの認識でいいと思います。チェックボックスにフォーカスをあわせ
て Space キーを試してみてもいいでしょう。
今度は Ctrl と Tab を押してみてください。「全般」と「概要」が切り替わると思い
ます。それがダイアログの移動くらいの認識でいいと思います。要するに Ctrl を押す
ときは押さないときとは何か違ったところが移動するものと思ってください。

今回はちょっとした小ネタでしたが皆様の役にたったでしょうか。ショートカット
キーはここで紹介したのはほんの一部なので、もっと知りたい人は Windows のヘルプ
からショートカットキーを調べてみてください。XP では一覧がありました。他のヴァ
ージョンでも多分あるでしょう。
それでは最後に小ネタの小ネタですが、キーボード最下段の右の方の Alt と Ctrl の
間（キーボードによりますがだいたいその位置です）のウィンドウにポインタの様な
絵のキーは右クリックと同じ効果があります。多分押したことのない人もいるでしょ
う。

By

33

ガチャピン

はい、ヘビーゲーマーだと自称している㍉です。すでにライフスタイルと化しているゲー
ムですが、皆の知らない間にいろいろとやっています。部室によく来る人は 9 割ぐらいはそ
のプレイの様子を一度くらいはみてるでしょうが・・・
さて本題に入りましょう。 誰もやってないような というゲームということですが、その
定義が曖昧でもあるため、とりあえず「EDP でやってる人を知らない」というレベルでいき
たいと思います。私自身もまだ洋ゲーまでは手をだしてませんから、必然的に国産のマイナ
ーゲームが対象、
範囲はここ数年で発売されたものということで書いてみようかと思います。
では始まり〜
1・羅刹＆羅刹・斬（工画動スタジオ）
キャラ：SS（場合により D）

ゲーム：A

その他：SSS

PC ゲームコーナーにまだあるんでしょうか？あまりに独創的なキャラデザや隠しアイテム
取り逃したら即詰まるゲームバランス、ちょっとやりすぎなくらい詰め込んだ世界設定。初
回限定版についてきた「設定資料」はマニュアルの 10 倍は厚かったです。というか一冊の
本です。キャラデザは頭の上に神社があったり牛がいたりとかなりシュールでかつ似合って
いるから恐ろしい・・・これはある意味必見の価値あり。続編の Xan（斬）の方は反省した
のか新キャラに萌え路線をいれてきたりもしましたが、あいも変わらず背中にフォークとス
プーンを背負ってバーニア代わりにしてるなど、スプーンおばさんどころの話ではない。ゲ
ームシステム自体はリアルタイムで動くユニットを操作する一般的なものだが正直ノーマル
レベルですらクリアは難しい、どのくらい難しいか説明するのも面倒なので省略。とりあえ
ず難しい。ハードモードの中盤で詰まった・・・
え〜、ゲーム自体でのストーリー性はほとんどなくプレイヤーが世界観とキャラ設定をすべ
て学んで上でゲームするとより面白くなると思われます。所謂、OVA「天地無用！魎皇鬼」
みたいなもんです。以上
2・クロスハーミット（エンターブレイン）
キャラ：A

ゲーム：B

その他：SS

リアルタイムタクティカル SLG 繋がりということでエンブレがなぜか PC で出したゲー
ムの紹介。何かの続編とか何かのメディアミックスとかではないエンターブレインらしから
ぬ謎ゲー。そこかしらにただよう工画動臭さが少々キナ臭い何かを感じたりしますが、まぁ
別段嫌いじゃないので個人的には OK。声付きなのもポイント高いのですが、最も私が評価
している点はそのセリフの良さ！！！いちいちセリフがかっこいいのです。個人的にかなり
ツボだったのでその他「SS」を差し上げます。ゲーム自体はそれほど難しくなく、キャラ育
成に多少のランダム要素が絡みますが、まぁ誰でもクリア可能かと。世界設定はゲーム中で
説明してくれるので上記の羅刹よりは遥かに分かりやすかった。当然やってる人がいなかっ
たので LAN 対戦やらネット対戦機能など使った事もないが、育てた部隊が使えるというこ
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とでランダム成長がどう転ぶかが勝負の分かれめかな。戦術要素はあまりないです。とにか
くこのゲームはセリフがすべて。
3・プリンセスナイツ（ミンク）※18 禁
キャラ：S

ゲーム：A

その他：A

SLG というものを掘り起こしていたら思い出した。一般に 18 禁ゲームと呼ばれるもので
すが、なかなかに遊べたので紹介。ただし、ゲームレベルをハードにした時のみ限定です。
ノーマル以下はさっぱり面白くありません。ゲームは一般的なターン制、装備を買ったり敵
を捕らえて装備したりと、ありがちな SLG なのですが特筆すべきは攻略可能なキャラクタ
ーが 31 人ということでしょう。ようするに仲間が 31 人（女性）がいてそのうちから選別し
た最高 7 人までを連れて行けるのだが、戦闘の合間に機嫌をとったり疲れを癒したりストレ
スを解消させたり、
装備品のお金を削ってまでプレゼントを買ったりのバランスが巧みです。
ハードモードなどいいとこ 4 人くらいを維持するのがやっとです。ついでに仲間のバランス
が悪いと当然詰ります。好みだけではいけませんよｗ
私は全キャラクリアしましたが（暇だな）
、結局 6 週くらいかかりました。流石に 31 人もい
ると ED がおざなりなキャラや無理やりなキャラもいなくもないですが 5 人くらいはいい話
だったので良し。
4・パワードール 5（工画動スタジオ）
キャラ：B

ゲーム：S

その他：C

有名なシリーズ。シリーズをやっている人間にとってはさほどでもないが、初見の人はお
そらく最初のミッションすらクリアできないと思われる。まさに正統派のタクティカル SLG
でミサイル一発当たったら人型の戦闘兵器など一撃で破壊されるあたりが非常に良い。どこ
ぞのスーパー○ボット大戦とは偉い違い（別に悪いわけではない、あれはあれで面白い）な
のである。装備の選択の幅、現地で行う行動の幅、撤収まで含めた作戦行動の指示などやる
ことは盛り沢山である。失敗すると作戦地点に到達するまえに輸送機が敵戦闘機に撃墜され
ることなど良くある話。若干キャラ性の不足や、世界観の説明不足、ストーリー性のなさな
どが気になるがゲーム性に関しては流石老舗と言わせるだけのことはある。
5・セイクリッドプルーム（ティータイム）
キャラ：A

ゲーム：B

その他：SSS

一部では「ふりふり☆ミューミュー」の方が有名な 3D ゲーム。はっきりいって生半可な
PC スペックでは満足に動かないので覚悟していただきたい。私の PC では戦闘に入る前に
お湯を沸かしてお茶をいれてそれを飲み終えてもまだロードしてました・・・。キャラクタ
ーはロリ娘多し。一部某法律に引っかかりそうなのもいますが、実年齢が 300 歳なのでよい
のでしょう。トゥーンレンダリングして描かれた 3D キャラもよく表現されておりとき○モ
3 よりはるかに言い出来ではないだろうかと思ってしまった。
まぁそんな事はおいて置いて一番重要な事をひとつ皆に伝えておかねばならない。
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このゲームは某召還 RPG のパクリである・・・
さすがに戦闘システム等は変えてあるが、その他多くの点について類似するところが多く、
またキャラクターの中にもあきらかに某召還 RPG のキャラクターに耳と尻尾をつけただけ
のキャラがいるなどまさに確信犯である。まぁ面白いゲームのパクリなんだからつまらなく
はないので良いですが・・・なんだかな。パクリといえばストーリーそのものはともかく。
随所に散りばめられたネタの数々はパロディ好きな私が大爆笑してしまう程。
「切なさ乱れう
ち」には一日中笑わしていただきました。あとナウシカのパクリはやばいと思います。筋肉
マンや忍者ハットリくんならまだいいですけどねｗ
6・ティル・ナ・ローグⅣ（システムソフト）
キャラ：S

ゲーム：B

その他：A

某氏に同人ゲー？と言われてしまったゲーム。ちゃんとした市販品ですよ。見た目が多少
古いというかショボイのは伝統と軽さを一番に考えている為である。PC98 時代から続く由
緒正しい RPG らしいが恥ずかしながら私も最近まで知らなかった・・・やってみたらドッ
プリハマッてしまったから恐ろしい。基本はケルト神話ベースにヨーロッパ各地の妖精、精
霊等が登場するファンタジー好きにはたまらないもの。「艦長！エルフが仲間になりませ
ん！」という私の叫びが届いたのか、森を歩いていたら男エルフが現れて仲間をひとり誘惑
していきました・・・
（泣
ファンタジー好きにはキャラ性はあると思いますが、たいして興味のないひとは D くらいか
もしれません。ゲーム本編は 10 桁のシナリオコードを任意に入力して作成された世界を自
由に冒険するもの。イベントもシナリオコードで自動作成されるので何が起こるかはまった
く予測不能。最初に立ち寄った街でいきなり数万 G の剣を拾うこともある。ルナティックド
ーンの親戚だと言えばイメージが掴み易いでしょうか？
7・ウィザードリィエンパイア
すごくウィザードリィっぽいんだけど、すごくウィザードリィじゃない。
理由 1：顔グラフィックある
しかも任意に変えれます。BMP の差し替えなのでもうどんなものでも可能。あなたのお気
に入りのあのキャラ、このキャラでプレイ可能。
理由 2：武器防具がどこかでみたことがある
カシナートの剣や村正はいままでもありました。それはいい。しかしそれにどこかで聞いた
武具があるのは・・・例えば「獣の槍」とか「竜殺し」とか・・・
おもにこの 2 点。ただ個人的にこの二点は好材料なので紹介させていただきますｗ
こんなものでしょうか？主に RPG、SLG 中心で紹介しましたが、まだまだ隠れた名作、
迷作があったような気がしますがあまりに多くのゲームをやっているので忘れてしまったも
のも多数あるような気もします。また機会があれば PC だけでなくコンシューマ系でもやっ
てみようかなと（そんな機会はないだろうが。あったらマズイ
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気に入らぬ
皆さん Web ブラウザのお気に入りはきちんと整理されていますか？無意味に肥大化した
お気に入りは Web の円滑な巡回を妨げます。
私は他人に自分のお気に入りを見られる度に「多すぎ！」などと言われています。これを
機に（原稿のために）大整理を行うべく、問題点等の把握の為に実態調査をしてみました。
私が使用している Web ブラウザ Sleipnir には、通常のお気に入りフォルダ以外に リンク
バー というフォルダがあり、私はそこにフォルダ、URL を追加してウィンドウ上方に以下の図
の通り表示されるように設定しています。調査対象にはそのリンクバー内のブックマークも含
めます。
メニュー
アドレスバー

検索バー

リンクバー（ リンクバー 内のフォルダ、ブックマークを表示）
お気に入り
（サイドバー）

ページ

なお、この記事を書くにあたってお気に入りの中身には全く手を加えていません。痴態晒し
もいいところなので笑って見過ごして下さい。
以下に、現在（2003 年 10 月 13 日時点）のお気に入りの各フォルダ名と、説明、フォルダ内
の URL 数、ここ半年程における各フォルダ内サイトの全体的な閲覧頻度を表にしました。
閲覧頻度

◎毎日 ○週に数回程度 △不定期、必要時のみ ×ほぼ無し
URL

閲覧

数

頻度

お気に入りのフォルダ最上部。未分類フォルダとも言う。

155

△

萌え CG

いわゆる萌え系の CG サイト。増加率高し…。

301

○

RO

某 MMORPG の情報サイトなど。平均閲覧率高し。

55

○

武器防具

世界の刀剣や防具。調べることがあったので。

27

△

戦隊

東映戦隊シリーズの情報サイト。…何となく。

14

△

新大関係

新潟大学関係のサイト。他サークルのページなども。

47

△

アニメ

主に現在放映中、または少し前のアニメの公式サイト。

41

△

159

×

フォルダ名

説明

お気に入り

ゲーム

コンシューマと PC ゲームの情報・攻略サイト。ゲームは数多くや
らないのに…。

37

パソ

PC に関連すること全般。この下にもいくつかフォルダあり。

430

△

お察し下さい！めっきり追加しなくなった…。

67

×

ガンダム

ガンダム関係のサイト。いまいち少ない。

40

△

アート

フラッシュ製作系のサイトが少し多かった。

58

×

メディア

TV 番組、CM、雑誌等のサイトがあるが…統一性なし

39

×

音楽

MP3 と MIDI に関するサイトが少し。

20

×

生活

料理関連のサイトと、近場の病院のサイトなど…。

24

×

素材

Web 用素材とデスクトップ用素材の配布サイト。

42

×

知識

授業関係での調べ物に。

29

△

通販

PC パーツと書籍の通販サイト。

55

△

リンク

総合リンク集など。

10

×

職

・・・・・・・・・！

3

×

リンク 2

邪魔になったフォルダが格納されていた。

43

×

オーディオ

PC のスピーカーの製品情報への直リンクとか。

19

△

CGI

CGI ソフト配布サイト。

9

×

22

×

109

×

16

×

ア イ ド ル・ タ
レント

豆知識

未分類

いつか必要になるのではないかという理由で追加された知識、考
察系サイト。
以前お気に入りバーが縦長になりすぎた時に、手当たり次第に
突っ込んだ結果できた。

TEMP

同上

フォルダ名

説明

リンクバー

全く統一性がなかったが、最もクリックしやすい場所である。

11

◎

HOME

自分が管理しているページだけのはずが、無関係のものまで…。

19

○

知人

EDPer 以外の知人のサイト。

8

○

ニュース

主に個人運営のニュースサイト。

26

◎

ネタ

ネタを扱っているサイト。ネタはネタ。

10

○

EDP

EDPer のサイト。

43

◎

個人サイト

日記サイトから情報系サイトまで。

37

◎

VNI

説明略。

30

△

38

URL

閲覧

数

頻度

懸賞
検索

懸賞系サイト。全く続かなかったが。
様々な検索サイト。タブブラウザ導入後はブラウザの検索バーば
かり使っている為に死にフォルダに。

15

×

35

×

2ch

全て過去ログ倉庫のスレ…。

23

×

必要時

市内の交通関係とか店とか。

15

△

そしてお気に入り全体の合計数は････( ﾟ 3 ﾟ)∵ ﾌﾞｯ

フォルダ名

URL 数

お気に入り

1834

リンクバー

272

合計

2106

お気に入りの総数が、平均的に自分が 1 日に見るサイト数の 10 倍以上もあることが判明。
使っていてもわかりますが多すぎます。
直下に大量のブックマークがあるフォルダですが、一覧が縦長になりすぎて、サイドバーを
スクロールさせないと全タイトルを見きれないこともあり、狙ったタイトルを探すのが非常に困
難です。フォルダ内でさらにいくつかのフォルダを設けて大量のサイトを分類してある場合は、
段階的にフォルダを展開させる手間がかかります。そして全体の半分程のフォルダが展開す
らされていない現実。再閲覧率が低いフォルダはデッドリンクが増え、見ようと思えばページ
タイトル等で Web 検索するなどしなければなりません。さらにその時問題になるのは各ブック
マークのタイトルです。お気に入りへの追加時にページタイトルを取得できず、アドレスがそ
のままブックマークのタイトルになるようなページが時々あります。これを手動で訂正せずに
放っておくと…デッドリンクになった時にページタイトルで検索できなくなります。
さて、素早い Web 巡回といえば Web ページ更新チェックソフト。私の場合はいくつかの EDP
関係のサイトと知人のサイト、いくつかの個人サイトしかチェック対象に設定していませんが、
お気に入りの負担を軽減する為に、頻繁に更新状況を見たいサイトはこちらだけに登録して
おいて、ブラウザのお気に入りにはそれ以外のサイトを登録するということが考えられます。
Sleipnir の機能には、お気に入りに登録した URL 毎の訪問回数の表示というものがありま
す。そこで私が Web ページ更新チェックソフトに登録している EDP 関係のサイトと掲示板の訪
問回数を上位 10 位まで挙げてみたところ…
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訪問回数

内容

2399

某掲示板

2275

某サイト

1896

EDP 公式ページ

1572

某サイト（閉鎖）

1290

某サイト

1172

某サイト

1095

某サイト

816

某サイト

589

某サイト

416

某サイト（閉鎖）
カウント開始時期はここ 1 年以内のいつか。

見すぎ
これはあくまでも Sleipnir のお気に入りから各ページをクリック、表示させた回数です。つま
り、普段の更新チェックはほぼ全て Web ページ更新チェックソフトから URL を Sleipnir に送っ
て表示させているのでこの訪問回数の中には含まれず、この数は更新時以外にページを表
示させている回数に近いということになります。もちろん更新がない時でも、サイト内のコンテ
ンツを見直す機会はありますが、それでも無駄が多いです。このようなブックマークをお気に
入りから外せば、ブラウザからアクセスしにくくなり、大分時間の節約になるかもしれません。
5 ページ目に到達しそうなのでここで少し改善策の提案を…。
・

1 フォルダ内のブックマーク数は 40 個以内にする。

・

サブフォルダは 1 階層目まで。

・

使用率の極端に低いフォルダ及びブックマークは削除。

・

お気に入りへ追加しようとするページのブックマークのタイトルを確認。

・

ソフトによる更新チェック対象のサイトはお気に入りから除外。
ただしこれは私の閲覧状況、画面環境等に合わせたものなので、他人に当てはまるかどう

かは全く不明です。
たも
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☆Ｐ／ＥＣＥによるショベルドーザ制御☆

ここでは、今回の学祭に出品されている私が暇つぶしでやってみたＰ／ＥＣＥを使
ったショベルドーザの制御を解説します。普通Ｐ／ＥＣＥを用いて何か作る場合はプ
ログラムをしてゲームを作ることが多いですが、今回はＩ／Ｏ端子を使って、それに
電子回路をつなげて…、という流れになります。ですから説明の中心がディジタル電
子回路になってしまいますが、ちょっと気が利く小学生にでもできる内容なので物足
りないのですが紙面の関係上長い記事にもできないので、これくらいが適切かとか思
い書きました。
学祭展示物のショベルドーザを見てどうやって動かしているのだろうか？という疑
問がある方の疑問が少しでも解消すれば、私は幸せです。

１．

Ｐ／ＥＣＥとは何か

Ｐ／ＥＣＥは簡単に言うとユーザが自由にソフトを作り、また自由に配布しても良
い携帯マシンです。主にゲーム用にＡＱＵＡＰＬＵＳが開発した携帯ゲーム機と説明
した方がわかりやすいかと思います。ちなみに Play Interface Easily Creation Enjoy
の頭文字を取ってＰ／ＥＣＥらしいです。 Ｉ 関してはＩ→／と表記するのが一般的
なのでそれに従っています。
このゲーム機の注目すべき点は買えばもれなく開発環境が付属することです。つま
りゲームソフトやアプリケーションを自分で開発することができます。開発環境はＣ
言語とアセンブラが用意されていて、コンパイラはＧＣＣでＰ／ＥＣＥ用のライブラ
リーやＡＰＩもあります。また、ロイヤリティー、ライセンスフリーなので、自分で
作ったソフトの配布や販売が自由にできます。ロイヤリティー、ライセンスフリーと
いうのはゲーム機では考えられないことで、ＰＣと同じようにやりたい放題できます。
そして私がもっとも注目した点は、カーネル(ＯＳ)のプログラムから、本体の回路
図まですべて公開されていることです。つまり、気にくわなければ自分のＯＳを作っ
たり、コンパイラを作ったりもできます。おまけに、ご丁寧にＣＰＵやメモリ等の各
チップのデータシートも一緒に付属しているのでハードウェアの改造もできます。実
際にフラッシュメモリの容量を大きい物に交換して、カーネルを書き換えて使えるよ
うにしているということも一部の人間の間では行われています(私も一部の人間です)。
また、標準の開発環境以外にもユーザによる環境も公開されています。
以上簡単に紹介しましたが、Ｐ／ＥＣＥでできることは、マイコンを用いて自分で
回路を設計して、液晶、ボタン、音源等を備えた物を作って、それを用いて自分の好
きなようなソフトを作り動かすということと同じことです。しかし、そのようなこと
は多くの知識と努力が必要でしょう。初心者でも手軽に開発ができるという点を考え
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ると、昔のＭＳＸやＰＣ８８、ＰＣ９８でのＢＡＳＩＣやアセンブラでゲームプログ
ラミングをして楽しむという古き良き時代を思い出します(言い切っているけど私は
思い出すほどではないですが…)。現在主流になっているＷｉｎｄｏｗｓ環境では残念
ながら手軽とは言えないと思います。とくにゲームに必要なグラフィックやサウンド
に関わるプログラムは簡単なものではないと思います。
現在多くのソフトが多くの人によりフリーで公開されています。Ｐ／ＥＣＥについ
て詳しく知りたい方はオフィシャルページ(http://www.piece‑me.com/)を参照してく
ださい。

２．

Ｐ／ＥＣＥのスペック

CPU
メモリ
液晶
音声出力
インターフェース
付属フォント
電源
パソコン側環境
本体寸法
重量
価格
本体色

３．

EPSON S1C33209(32 ビット RISC、24MHz で動作)
SRAM 256KB
フラッシュ RAM 512KB
FSTN 白黒４階調 128×88 ドット
本体出力：モノラルスピーカ
外部出力：ヘッドホン端子
USB/赤外線
JIS 第一・二水準フォント(10×10 ドット)
単三電池×１
WindowsXP/2000/Me/98(要 USB)
100×65×17mm (縦×横×厚さ)
92g(電池含む)
9,800 円(税別)
シルバー(初回限定)、クリアブルー、
クリアーレッド、パールホワイト

Ｐ／ＥＣＥの拡張Ｉ／Ｏ端子

Ｐ／ＥＣＥには、ケースの外に出ていない隠れた拡張端子が８本あります。この拡
張Ｉ／Ｏ端子はプログラムによって制御することが可能です。各端子の電圧を０Ｖま
たは３．３Ｖのどちらかに変化させたり、読み込ませたりできるということです。例
えばこの端子にＬＥＤをつなげて光らせることができますし、スイッチやボタンをつ
なげて読み込むことも可能です。各ピンの仕様は表１のようになっています。実際に
プログラムで制御できるポートは、ピン番号１，４，６，７，８の５つです。
この端子を付けるためには、当然
表１ 拡張Ｉ／Ｏ端子のピン配列
Ｐ／ＥＣＥを分解してコネクタを付
ピン番号
名称(CPU のピン番号)
けなければなりません。しかし、こ
1
P14/FOSC1/DCLK(128 番ピン)
のような改造をした場合は、もし故
2
GND
障してもメーカの１年間保証が使え
3
DSIO(120 番ピン)
4
P12/EXCL2/TBUF2/DST2(123 番ピン) ないなどの問題もありますので、改
造する場合は自己責任でおねがいし
5
VDD(+3.3V)
ます。
6
P06/#SCLK1/DMAACK3(101 番ピン)
実際に改造して端子を取り付けた
7
P05/SOUT1/#DMAEND2(100 番ピン)
写真が写真１です。本体の基板にハ
8
P04/SIN1/#DMAACK2(99 番ピン)
ンダ付けでコネクタを取り付けます
が取り付け方の詳しい説明は紙面の関係上今回は省略させてもらいます。
拡張端子を外部からつなげるようになりましたが、これをコントロールするために
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はＣＰＵのデータシートなどを参照にし
てコントロールできるようにプログラム
で設定等が必要になります。すいません
がこちらも詳しいことは省略させてもら
いますが、後半のショベルドーザの制御
プログラム例を参考にしてください。

写真１ 拡張Ｉ／Ｏ端子

４．

ショベルドーザ制御回路の設計(前編)

さて、今回制御対象として選んだ物は、田宮模型の「楽しい工作シリーズＮＯ．１
０７ ショベルドーザ工作基本セット」です。このキットは左右のキャタピラを動かす
モータが各１個、ショベルを上下させるモータが１個で合計３個のモータを使ってい
ます。この３つのモータ各々を正転、逆転させたいわけです。
このモータに拡張端子を直接接続すると、消費電力が大きいためにおそらくＰ／Ｅ
ＣＥ内部の回路が焼き切れるか、保護回路が働くことになるでしょう。そこで、Ｉ／
Ｏ端子の電圧が０ＶのときをＬ(Ｌｏｗ)、３．３ＶのときをＨ(Ｈｉｇｈ)として考え、
そのＨかＬによってモータの正転、逆転、停止を制御するものが必要になります。今
回はモータドライバと言われるＩＣを使うことにしま
した。
知っている方はお気付きだと思いますが、これから話
すことはディジタル電子回路の話になります。Ｐ／ＥＣ
Ｅやその他のコンピュータの動作はほとんどディジタ
ル回路の理論を使っています。なので、拡張Ｉ／Ｏ端子
を扱うにはディジタル回路で扱うのが一般的ですし、簡
単だと思います。
今回使用するモータドライバは三菱のＭ５４５４４
ＡＬです。ピン接続図が図１のように、真理値表が表２
となっています。詳細はデータシートに書いてあります
が、簡単に説明すると、ＩＮ１とＩＮ２の値がＨとＬの
組み合わせによって出力につないだモータが出力電源
によって不動作、正転、逆転、ブレーキという動きを
図１ M54544AL のピン配列
するというものです。
１つのモータに２本の入力があればよ
表２ Ｍ５４５４４ＡＬの真理値表
いので、３つのモータを制御するには６つ
入 力
出 力
備 考
のＩ／Ｏポートを使えばよいわけです。さ IN1 IN2
O 1
O 2
てこれで回路は完成しました…、いえ…、 L
L
OFF
OFF
IC 不動作
よく考えると拡張Ｉ／Ｏ端子で使えるポ
H
L
H
L
正 転
ートが５つしかないです。困りましたね…。 L
H
L
H
逆 転
そこで少し工夫することにします。まず
H
H
L
L
ブレーキ
ショベルは上下させるので、Ｉ／Ｏポート
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が２つ必要です。残りが３つですがこれでキャタピラを動かす２つのモータを動かす
ことを考えます。
その前に少し簡単に論理回路の話をしたいと思います。

５．

論理回路とは

先ほど電圧が０ＶのときＬ、電圧が３．３ＶのときＨとすると説明しましたが、こ
のＨとＬという概念しかないことをディジタルといいます。無ければＬ、有ればＨと
いう考えでも、無ければＨ、有ればＬという考えでもかまいません。設計する人が解
っていれば問題ありません。ちなみに前者を正論理、後者を負論理といいます。今回
は解りやすい正論理を使っています。
このＨとＬを演算するための回路を論理回路といいます。なにやら難しそうですが
…、実は１つ１つの要素はとても単純です。まずは基本的な論理演算の説明をします。
図２のように描いて、表３のよ
表３ ＡＮＤ演算
うな働きをする論理演算をＡＮＤ
の真理値表
演算(論理積)といいます。入力の
入力
出力
すべてがＨのときだけ出力がＨに
X1
X2
Y
なり、それ以外はすべてＬになり
L
L
L
ます。式として書くときはＹ＝Ｘ
L
H
L
１ ＡＮＤ Ｘ２としたりＹ＝Ｘ
図２ ＡＮＤ回路
H
L
L
１・Ｘ２としたりします。
H
H
H
図３のように描いて、表４のよ
表４ ＯＲ演算の
うな働きをする論理演算をＯＲ演
真理値表
算(論理話)といいます。入力のど
入力
出力
れかがＨのとき出力がＨで、入力
X1
X2
Y
のすべてＬのときだけ出力がＬと
L
L
L
なります。式として書くときはＹ
L
H
H
＝Ｘ１ ＯＲ Ｘ２としたりＹ＝Ｘ
図３ ＯＲ回路
H
L
H
１＋Ｘ２としたりします。
H
H
H
図４のように描いて、表５のよ
表５ ＮＯＴ演算
うな働きをする論理演算をＮＯＴ
の真理値表
演算(論理否定)といいます。入力
入力
出力
を反転します。Ｈが入力されれば
X
Y
Ｌが出力され、Ｌが入力されれば
L
H
Ｈが出力されます。式として書く
H
L
ときはＹ＝ＮＯＴ ＸとしたりＹ
図４ ＮＯＴ回路
＝Ｘ としたりします。
以上の３つの論理演算が基本的な演算です。演算の優先順位はＮＯＴ＞ＡＮＤ＞Ｏ
Ｒとなっています。これを組み合わせることによって、世の中にあるすべての論理回
路が構成できます。つまりディジタル回路はこれだけで表すことができます。たとえ
ば、最新のＣＰＵでも基本的にはこの３つの演算だけで構成されています。しかし、
単純なものだけに複雑な動作をさせるためにはとても多く組み合わせなければなりま
せん。ＣＰＵの論理回路図を見ると吐き気がしそうになります…。
さらに、この基本論理演算を組み合わせたもので良く使うものは、この３つの演算
同様に名前が付けられていて、図まで用意されています。ここでは、ショベルドーザ
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の制御回路に使うＥｘｃｌｕｓｉｖｅ ＯＲ(論理的排他和)略してＥＸ−ＯＲやＥ−
ＯＲ、Ｘ−ＯＲと呼ばれている演算を紹介します。
図５のように描かれ、表６のよ
表６ ＥＸ−ＯＲ
うな働きをする論理演算です。こ
演算の真理値表
れを式で表せばＹ＝Ｘ１・Ｘ２
入力
出力
＋Ｘ１ ・Ｘ２となっています。表
X1
X2
Y
と見比べれば、この式が成立して
L
L
L
いると解るはずです。入力が一致
L
H
H
していればＬ、不一致ならばＨを
図５ ＥＸ−ＯＲ回路
H
L
H
出力します。ですから不一致回路
H
H
L
とも呼ばれています。

６．

ショベルドーザ制御回路の設計(後編)

さて残り３つのＩ／Ｏポートで２個のモータを制御するという問題ですが、とりあ
えず２ポートで前進と後進のみができる回路を考えます。図６のように簡単にできま
すよね。ＭＲは右のキャタピラを動か
すモータ、ＭＬは左のキャタピラを動
かすモータのモータドライバＩＣの入
力です。
次にあと１ポートで左右のモータを
反対に回すようにして、ショベルドー
ザが回転するようにすることを考えま
す。
つまり前進もしくは後進中に、Ｐ０
４のポートをＨにすることでＭＲ１と
ＭＲ２、もしくはＭＬ１とＭＬ２の値
を反転(ＮＯＴ演算)させればよいわけ
図６ 前後進のみの論理回路
です。
例えばＰ０４のポートをＨにするとＭＬ１とＭＬ
表７ 回転切換の真理値表
２を反対にするという条件を真理値表にすると
表７
入力
出力
P06 P05 P04
ML1
ML2 になります。これをよく見ると、Ｐ０６とＰ０４を
ＥＸ−ＯＲしたものがＭＬ１に、Ｐ０５とＰ０４を
L
L
L
L
L
ＥＸ−ＯＲしたものがＭＬ２となることが解ります。
L
L
H
H
H
これを論理回路に描いたものが図７です。
L
H
L
L
H
このＥＸ−ＯＲのＩＣはディジタル汎用ロジック
L
H
H
H
L
ＩＣで有名な７４ＨＣシリーズでは７４ＨＣ８６で
H
L
L
H
L
す。このＩＣのピン配列と論理回路図は図８と図９
H
L
H
L
H
になります。あとは、これらのＩＣを配線して、電
H
H
L
H
H
子回路図を描くだけです。
H
H
H
L
L

45

図７ 回転切換の回路図

図８ 74HC86 ピン配列

７．

図９ 74HC86 の論理回路図

ショベルドーザ完成！

図１０が最終的に配線する電子回路図です。また、三端子レギュレータを用いたＩ
Ｃ電源回路とモータ電源が図１１と図１２です。電子回路の詳細の説明は今回のテー
マと若干違う内容になるので、省略させてもらいます。
また、実際に基板に配線してショベルドーザに組み込んで動かしている写真が写真
２になります。
実際にＰ／ＥＣＥで制御するためのプログラム例を最後に掲載しました。
工夫次第では、赤外線通信機能を使って２台のＰ／ＥＣＥでラジコンのようなこと
もでしますし、自動的に動くようにプログラムすれば、自走式にすることもできます。
またショベルではなく、そこで使っている２ポートをセンサーに接続して、壁にぶつ
かりそうになると避けるというようなこともできるでしょう。
このようにＰ／ＥＣＥを使えば多くの可能性が見えてきてとても楽しいです。また
コンピュータのハードウェアの勉強にもなります。もし興味を持った方いましたら、
Ｐ／ＥＣＥ関連サイトをのぞいてみてください。（高橋 伸行）
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図１０ ショベルドーザ制御回路
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図１１ ＩＣ電源回路

図１２ モータ電源

写真２ Ｐ／ＥＣＥによって制御されたショベルドーザ
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８．

制御プログラム例(Ｃ言語)

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <piece.h>
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define

P0CF
P0D
P0IOC
P1CF
P1D
P1IOC
PCFEX

(*(volatile
(*(volatile
(*(volatile
(*(volatile
(*(volatile
(*(volatile
(*(volatile

unsigned
unsigned
unsigned
unsigned
unsigned
unsigned
unsigned

char*)0x402D0)
char*)0x402D1)
char*)0x402D2)
char*)0x402D4)
char*)0x402D5)
char*)0x402D6)
char*)0x402DF)

// アプリ開始時に一回だけ呼ばれる
void pceAppInit( void ) {
PCFEX &= 0x8E;
P0CF &= 0x8F;
P1CF &= 0xEB;
P0IOC ￨= 0x70;
P1IOC ￨= 0x14;
P0D
P1D

&= 0x8F;
&= 0xEB;

}
// アプリ実行中、定期的に呼ばれる
void pceAppProc( int cnt ) {
unsigned long lKey;
// キーの情報を得る
lKey = pcePadGet();
// Start ボタンが押されたら終了
if ( lKey & TRG̲C ) {
pceAppReqExit( 0 );
}
if ( lKey & PAD̲A ) {
P1D ￨= 0x04;
P1D &= 0xEF;
} else if ( lKey & PAD̲B ) {
P1D ￨= 0x10;
P1D &= 0xFB;
} else
P1D &= 0xEB;
if ( lKey & PAD̲RI ) {
P0D ￨= 0x40;
P0D &= 0xDF;
P0D ￨= 0x10;
} else if ( lKey & PAD̲LF ) {
P0D ￨= 0x20;
P0D &= 0xBF;
P0D ￨= 0x10;
} else if ( lKey & PAD̲UP ) {
P0D ￨= 0x20;
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P0D &= 0xBF;
P0D &= 0xEF;
} else if ( lKey & PAD̲DN ) {
P0D ￨= 0x40;
P0D &= 0xDF;
P0D &= 0xEF;
} else
P0D &= 0x9F;
}
// アプリ終了時に一回だけ呼ばれる
void pceAppExit( void ) {
}
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You know vector?
デフレもデフレ、59 円のハンバーガー（いつの話だか）や 280 円の牛丼がまかり通
る、言いたい事も言えないポイズンなこの世の中において、超新星のようにひときわ
光り輝く、100 円ショップ。ユニ○ロマ○キヨ歯牙にもかけず、成長成長また成長、
いまや私たちの生活になくてはならないものとなりました。いつの日にか、ハラキリ
ゲイシャフジヤーマに取って代わる、嗚呼、黄金の国ジパングの代名詞となるであろ
う（希望的観測）、まさにオルタナティヴな存在なのであります。
こんにちは。どうでもいい前ぶりをつれづれなるままに書きつらねてしまいました
が、いかがお過ごしでしょうか。この冊子を手に取った以上、あなたは、少しでもコ
ンピュータ（パソコンといったほうが正しいでしょうか？）に興味をもっている小市
民（失礼）、もしくはプレ○テ２を軍事転用できるぞオラァなマスターオブコンピュー
タなのでしょう。怖い怖い後者はおいといて、ここでは、一般のみなさんの役に立つ、
非常に楽しいサイトを紹介したいと思います。
100 円ショップ（以下 100 均）に行くと、本当に多種多様なものがおいてあります。
文鎮、造花、フリスビーに風呂桶 etc… あまり役に立たない商品の例ばかりあげまし
たが、つまり何がいいたいかっちゅーと、ここにくれば意味不明なものでも何でもそ
ろう、ということです。また、諸外国にも 100 均のようなものはあるらしいのですが、
こと日本のそれは本当に出来がよいらしく、日本にくる外国人は 100 均で物を買いあ
さっていくのだそうです。
100 均に行くと、なんと PC ゲームまで売っています。なんせ 100 均ですから、3D
のおねぇちゃんがぶりぶり動く RPG とかそういったやたらお金のかかったものはおい
てあるはずもありませんが、それでも「リバーシ」や「将棋」といったそれなりのつ
ぼは押えてあります。いい時代になったもんだねぇと老いも若きも涙を流して喜ぶ、
そんな姿が目に浮かぶようですが、しかし、ちょっと待ってください。
http://www.vector.co.jp/
すでに知ってるよーって人、ごめんなさい。えーなにそれー？ベクトル？数学嫌い！
って人、続きをお読みください！
確かに、数学用語のそれとまるでスペルまで同じなのですが、正確な読み方は「ベ
クター」です。余談ですが、こんなえらそうな事言っておきながら、自分はいつも「ベ
クトル」と発音してます（笑）。
私はなぜ当サイトを紹介したのでしょうか？もはや言うに及ばないとは思いますが、
「無料でゲームその他が手に入る」からです。このサイトを知らなかったというあな
た、楽しい楽しいパソコンライフの半分を損しています！
サイトをご覧になっていただければわかるとおり、ここには「無料で使える、試し
て買える。ソフトウェア・ライブラリ＆ショップ」というサブタイがあるのですが、
それが示すとおり、やたらとソフトウェアがおいてあります。というか、ソフトその
ものは vector が製作したものではなく、すなわち個人および法人サイトが公開してい
る無料もしくは有料ソフトウェアのリンク集に近いものと思われます。
端的な例としてゲームを挙げておきましたが、そのゲームひとつとっても 100 均の
それとなんら遜色のない出来な上、その種類の豊富さは月とすっぽん、ミジンコと人
間くらいの差があります。
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もちろんゲームだけに特化しているわけではなく、わかりやすい例を挙げるだけで
も、壁紙、アイコンといったデスクトップを華やかに飾りつけるものや、CD ライティ
ングソフトやファイル圧縮ツールといった、購入しようとすると結構お金がかかるも
の、果てはジョークソフトといったなんだかよく分からないけどネタにはなるものま
であります。
それでは、あまり数が多すぎて目の前にお星様が見えそうだよアハハハハ〜ってい
う方のために、vector で無料入手できる定番中の定番ソフトを 1 つ紹介しましょう。
窓の手
http://www.vector.co.jp/vpack/browse/pickup/pw3/pw003287.html
そのまんま「孫の手」をもじった名前なのだそうです。
（
「窓」は「Windows」でしょ
うか）Win95 以前のバージョンでなければ対応しています。まぁ、今時 Win3.1 とかつ
かっている方を捜すほうが難しいかもしれませんが（笑）
。
このソフトの目的は、Windows の「痒いところに手が届く」、つまりこまかいところ
を便利にしようとすることです。パソコンに慣れてくると、人間の悪い癖か、どうし
ても細かいことが気になってきます。そんな迷える子羊達を救済してくれる、なんと
もありがたいソフトです。
よくわからない機能がたくさんありますが、一番おもしろいなのは、ショートカッ
トアイコンのショートカットマークを外す機能です。アイコンの左下にあるあの矢印、
気になって夜も眠れないぜって方、いるのではないでしょうか。このソフトを使えば
もう大丈夫、あなたの快適な眠りを約束します！
以上、vector に置いてある無料ソフトを 1 つだけ紹介させていただきましたが、ど
うしてそれ 1 つしか紹介しなかったのかというと、いちいちレポートするのが面倒だ
ったというのもあるのですが、こういったサイトには、僕（筆者）の知りうる情報だ
けではない、つまりまだまだ未知のコンテンツが大量にあるわけで、そしてそういっ
たものはこの年刊を手にとったみなさん一人一人に発見していただきたいからです。
僕はパソコン初心者層をターゲットとしているつもりですので、こういった、自ら努
力しての情報検索は、ひいてはパソコンのスキルアップにもつながると考えるからで
す。そして、そのスキルアップのためにも必要なツールがごまんとそろっている vector、
ぜひとも一度、冷やかしでもいいからのぞいてみてください。あなたの目からうろこ
がバリバリ落ちることを期待して、それでは、さようなら、さようなら、さようなら。

筆者
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haniwa

Ragnarok Online の抱える問題点について
高原

韓国産のオンラインゲームに Ragnarok

康人

Online と言うゲームがあります。今回は

これについていろいろ私見を述べてみようと思います。

ラグナロクについて
そもそもこのラグナロクとは韓国の同名漫画を原作とし、Gravity 社が開発した
MMORPG（大規模多人数参加型ロールプレイングゲーム）です。α版β版のテストを
通して、現在はソフトバンク系株式会社ガンホーの管理のもと運営されています。
α、β１まではゲームサーバーが韓国に存在し、結果日本のゲーム内では恐ろしい
ほどのタイムラグに苦しめられ、サーバーキャンセル、ログインが出来ないなど日常
茶飯事でした。また人員超過によりダンジョンによっては敵よりも人が多い有様でし
た。
β２からは課金が始まり、ゲームサーバーが日本に移り、同時に運営管理をガンホ
ーが受け継ぐことになりました。しかし、このガンホーの管理能力をめぐって、ユー
ザーの間には大きな不信感が起こっているのが現状です。

ラグナロクが抱える問題点
1

不正ツールの使用と管理の不徹底
ゲームにおいてバグ技やデータ改造などは必ずといっていいほど存在しますが、ラ

グナロクにおいても例外ではありません。Dupe（アイテム複製）Cheat（データ改造）
など様々なものがありますが、現状一番の問題である
について説明することにします。
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BOT

と呼ばれる不正ツール

・ BOT について
これはあらかじめ行動パターンを設定しておき、自動で操作をするというものです。
そのため、自分が会社や学校に行っている間、勝手に敵を狩ってその気になれば 24 時
間 LV 上げとレアアイテムを狙い続けることが出来ます。ちなみに BOT という名称は
ロボットのように決まった行動を繰り返すため、 ROBOT の RO の部分を取り BOT
と呼ばれるようになったと言われていますが、本当のところはよくわかりません。

・ BOT を使用することで得られる利点
「もともとゲームとは自分で遊んで楽しむものなのに、なぜツールを使ってまでそ
んなことをするのか」と思うかもしれませんが、レアアイテムを手に入れることのメ
リットは次のようなことがあります。
まずレアアイテムを手に入れて、ゲーム内での行動を楽に進めるためです。ラグナ
ロクのようにレアアイテムや装備によってキャラの能力が劇的に上下するゲームでは、
特にレアアイテムは重要になってきます。そういったアイテムを売ることでゲーム内
でのお金を簡単に稼ぐことができ、装備やアイテムを充実させることができます。ま
た敵を倒し続けることで、もちろん LV が上がっていきます。
次に手に入れたアイテムを RMT（リアルマネートレード）によって売れるというこ
とです。一つ一つの値段は 1000 円、2000 円とたいしたことはありませんが、24 時間
体制で敵を倒していれば、10 個 20 個貯めることは容易です。ちょっとしたこづかい
稼ぎに利用するユーザーが存在します。売るほうも売るほうですが、買う側がいるか
らこそ RMT が存在すると言えます。

・ オンラインゲームでの不正行為がどのような影響を与えるか

プレイステーション２やゲームキューブ、ゲームボーイアドバンスなど家庭用ゲー
ム機や携帯ゲーム機器を含むコンシューマーゲームでも、データの書き換えなどの行
為は存在しますが、メーカー側が保証してないとはいえ、自分が楽しむ範囲でなら黙
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認されているのが現状です。
オンラインゲームの場合はこれとは事情が違います。自分を含めた不特定多数の人
が遊ぶのですから、メーカーや製造元が認めていない改造やツールを用いることは当
然控えなければなりません。人の迷惑になることはしないということは、実社会にお
いても常識ですし、いかにゲームとは言え相手は人間なのですから、そのことを考え
て行動すべきです。しかし、こんな当たり前のことを出来ない人が増えてしまったの
が現状です。
このような行為に至る考えにはいろいろあるでしょう。まず 1 つ目に「たかがゲー
ムの中でのこと」と考える人がいるということです。確かに不正行為での制裁処置と
いってもゲームが出来なくなる程度です。自分のキャラがネット上で晒されるとこと
はあっても、実際に自分の家に誰かが文句を言いに来るということもまずないでしょ
う。実社会で負担する責任はほとんどありません。
2 つ目に「他にもやっている奴がいるんだから、自分もいいだろう」と考える人たち
です。これは一種の大衆心理で、
「赤信号、みんなで渡れば怖くない」と同じようなも
のです。
いずれにせよ、規則を守れない人間はユーザーであるどころか、善良なプレイヤー
がゲームを楽しむという権利と企業の利益を侵害する存在であるといえます。通常こ
のような不正行為が行われないよう、管理会社は取り締りを行い、使用者を特定し警
告、最悪アカウントブロック（そのアカウントでは永久にゲームができない）などを
行い、不正によってゲームのバランスが崩れるのを防ぎます。しかし、ラグナロクの
現状を言いますと、管理会社による BOT の取り締まりが不徹底なため BOT はいっこ
うに減りません。むしろα、β1（課金前）に比べる飛躍的に増えたように思えます。
このような状況を見せられると、
「みんな使っているのだから真面目にやるのがバカ
バカしい」、「どうせバレやしない、やったもの勝ち」といった感情が起こってくるで
しょう。実際、いくら真面目にやっても不正者が裁かれない現状に幻滅し止めていく
もの、不正ツールの使用に踏み切ってしまうものを多く排出してしまいました。
社会が法や警察の存在によって、ある程度の犯罪抑止力を発揮していることと同じ
ように、ラグナロクという世界を秩序だてるには、このような不正ツールの使用を防
ぐことが、管理会社によって行われるべきだったと考えます。
不正の使用者を摘発し、ゲーム内の秩序を保つことが、管理会社のやらなければな
らない最低の義務でしょう。これを怠れば、ユーザーからの支持を失い、徐々に顧客
数は減り、残るのはそれでも我慢してやる人か、不正ツールを使用する人しか残りま
せん。ところが不正を行っている者たちにしてみれば、普通にゲームをやっている人
たちがいなくなれば、
（ゲーム内のマネーなりリアルマネーなり）収益を得ることがで
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きず、結果彼らも離れていよいよ顧客がいなくなってしまいます。こうなればそのゲ
ームは終わりです。

2

ユーザーの低年齢層、女性ユーザー割合が多い
ラグナロクはキャラや敵がかわいく操作システムも比較的簡単なことから、女性や

低年齢ユーザーが多いです。コアユーザー以外にもユーザーを多く獲得できたことが、
ラグナロクの成功の一つであるといえます。しかし、これによって問題が生じます。
小・中学生などの低年齢のユーザーは、全ての人がそうとは言えませんが、身勝手な
行動を取りがちです。従来のオンラインゲームユーザーの年齢層は比較的上でした。
その理由には、設備投資、環境、ゲームシステムの難度などが考えられます。
このラグナロクを皮切りに一般の人にも遊びやすい、敷居の低いオンラインゲーム
が続々出てきているので、今後年齢層による問題が多く出ることが予想されます。
またオンラインゲームはゲームを楽しむことが目的であり、出会いや交流はその副
次的なものにすぎません。女性ユーザーにしてみれば、チャットをしながらゲームを
楽しみたいと思っているのに対し、男性ユーザーの中にはゲームで知り合った女性ユ
ーザーとリアルでの関係を持とうとし、ゲーム内で、最悪実生活の中でまで付きまと
う者も少なからず存在します。このような男性ユーザーと女性ユーザーの意識の違い
が問題になります。またこのような人たちに限って、ゲーム内とキャラの性別が食い
違った場合に問題視する傾向が強いようです。
ラグナロクではアカウント取得時にキャラの性別を決定しますが、男・女どちらの
性別でも自由に選ぶことができます。つまりプレイヤーの性別とキャラの性別が同じ
というわけではありません。女キャラを使っているからといってネカマというわけで
はありませんし、ラグナロクは視覚的に変化する頭装備が女キャラの方が似合うので、
女キャラを選ぶ人もいるでしょう。どのみち公式で男・女どちらの性別を選ぶことを
認められている以上、問題はないと言えます。別にラグナロクにかぎったことではな
く、他オンラインゲームを見ても、現実の性別とゲーム内の性別が一致することは限
りません。

56

3 ラグナロク独自のゲームシステムとルール
ラグナロクは他の MMO ゲームと決定的に違う個所があります。こうした RPG では
敵を倒して LV を上げたり、アイテムを手に入れたりするのですが、ラグナロクに関し
ては敵の横殴りは認めていません。つまり、プレイヤーA が敵と戦っているとき、プ
レイヤーB は彼の戦っている敵を攻撃してはいけないのです。もちろんプレイヤー間
で合意があれば問題はありません。パーティーのメンバー間での共闘などや、相手が
助けを求めたりした場合です。しかし、MMO ゲームは他人と協力してゲームを進め
るのに、このルールは矛盾していると言わざるをえませんが、公式でこれをルールと
して定めている以上、ユーザーはこれを守るしかありません。
また敵がアイテムを落とした際、そのアイテムの権利をめぐり掲示板などで激しく
議論されたことがありますが、そのほとんどが一部掲示板など局所的に取り決められ
た内容であるため、全ユーザーに適用できるものではないことがほとんどです。結局
こうしたゲーム内でのルール・取り決めは、ユーザー自身が判断・臨機応変に対処す
ることで、ユーザー自身がおぼろげながらそのゲーム内でのルールというか、暗黙の
了解のようなものを感じ取っていくしかありません。
問題はラグナロクをやっていたユーザーが他のオンラインゲームに移った際、ラグ
ナロクのルールをそのまま別のゲームに持ち込むことがあるということです。特にラ
グナロクが初めてのオンラインゲームという人にこの傾向が多いようです。ゲームが
違えばゲームシステムの関係上、ルールが違うのは当たり前です。国や土地が異なれ
ば慣習や常識が違うのと全く同じことです。別のゲーム上でラグナロクのルールを主
張するプレイヤーが多いため、一時期他ゲームのプレイヤーからラグナロク自体が疎
まれた時期もあったほどです。
この例からわかることは、以前やったゲームのルールや価値観を別のゲームに持ち
込むことはしてはならないということです。新しくゲームを始めたのなら初心に戻り、
各ファンサイトを調べたり、ゲーム中で話を聞いたりして、そのゲームのルール・常
識を知ることが重要です。
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4

管理会社の管理能力の低さ
現在の管理会社への、ユーザーの評価は残念ながらあまり良くないどころか最低で

す。
この原因はいろいろと考えられますが、何より再三に渡りユーザー側から苦情が来
ているにも関わらず、BOT が氾濫することによって多くのユーザーがゲームのプレイ
に支障をきたしていることが原因でしょう。

・ BOT の取り締りの不徹底
BOT について管理会社側は取り締っているとの発表は出していますが、一向に減ら
ない BOT の数を見ると、多くの人がその発表を信用することができません。
BOT がこれほど増えてしまった原因は前述したとおり、決まりを破って不正ツール
を使用する人が多くなってしまったこともそうですが、管理会社側が初期の対応を怠
ったことが、管理能力の低さとして認識されてしまい、その結果 BOT 使用者の増加に
拍車をかけてしまったことです。
一度だけアップデートに伴いパケット送信の際に暗号化を施すよう変更を行ったこ
とがあります。これによって一時的に BOT の活動はほぼ抑えられましたが、しばらく
すると暗号化も解析され、BOT ツールもバージョンアップしてすぐに活動を再開しま
した。暗号化による対応は悪くなかったと感じます。一時的にも BOT を排除できたの
ですから、定期的に暗号化を行っていけば BOT も減るかもしれません。ただ、ツール
作成者側との不毛な戦いになる可能性はありますから、あまり現実的な対応策ではな
いかもしれません。
つまり管理会社側はこのような事態になる前に、最初から BOT の取り締りを徹底す
るべきだったと考えています。

・ GM（ゲームマスター）について
オンラインゲームでは、ユーザー側がどうしようもない事態を解決するために GM
（ゲームマスター）が存在し、ラグナロクにももちろん存在します。しかし、イベン
ト時にしか姿を現さず、基本的にこちらから呼ぶことが出来ないため、肝心な時に頼
れない GM と言うことになります。ゲーム内での問題をいち早く解決するには GM コ
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ールの果たす役割は大きいと言えます。

最後に
以上のようなことがラグナロクの主に抱えている問題です。これ以外にも精錬バグ
やキャラロスト、スキルロストなど様々なものがありますが、あまりに多すぎて書き
切れそうもないので（それも困った話ですが）今回は省略したいと思います。
管理会社の管理への姿勢もさることがら、実際ゲームを行っているユーザー側がゲ
ームの世界に与える影響というものは大きいと言えます。いくらゲームの中とはいえ、
常識の範疇で行動することが重要でしょう。オンラインゲームには親切な人、人の迷
惑を考えない人、自分勝手な人、無口な人など様々な人がいるとは思います。アイテ
ム売買の相場の変動を見ても、需要のあるものは値段がどんどん上がっていきますし、
逆に供給が増えれば値段も下がっていきます。人にせよ、相場にせよ、やればやるほ
ど社会の縮図に思えてきて仕方ありません。現実同様、何が起こるのかわからないと
ころが面白いと言えば面白いですし、管理を難しくする要因でもあるのでしょうが、
管理会社にはユーザーから課金してもらっている以上、適切な管理と迅速な対応が義
務だと思います。
２のようにユーザー層の分布の広がり、３のゲームごとのゲームシステム・ルール
については、今後出てくるほかの MMORPG においても当てはまる問題です。
ゲームバランスの維持という点で管理会社の管理能力はもちろん、ゲーム内でのル
ール、ユーザー間の問題解決はユーザーの判断と臨機応変な対応がオンラインゲーム
には求められることだと思います。特にゲームバランスを崩しかねない不正ツールの
使用やデータの改造は、コンシューマーゲームと一緒と考えてはならない問題と言え
ます。

関連リンク
GungHo ホームページ http://www.gungho.jp/
RBB NAVI

オンラインゲームランキング
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http://navi.rbbtoday.com/ranking/

動画の小話
まず言い訳をば。本来なら動画エンコード法を書こうと思いましたが間に合いそうに無いの
で、代わりにその予備知識として必要に成りそうな事を書きます。分かり易くする為に端折っ
たり、ねじ曲げたりすることが有ります（分かり易くなるかは保証できませんが）。
・フレームレートについて
レームレートとは１秒間に何回画面を書き換えるか、つまり１秒間に何コマあるか、
ということです。日本の TV では 30 コマ、つまり 30fps になります（NTSC といいます）。
が、皆さんがお世話になっているであろう映画やアニメは 24fps で制作されているものが多い
です。つまりキャプチャ時に 6 フレーム分だけ余計にコマが入っている分、動きがカクカクしま
す。これをエンコード時に元に戻すのですが、それは次回に。

フ

・インターレース
程、日本の TV は１秒間に 30 フレームと云いましたが、半分はウソです。実際は１秒
間に 60 フレームです。といいますと、実際は画半分の縞々になった画像を交互に表
示させることで１画面に見せています。人間の目はいい加減なので、残像現象で１画面に見
えてしまうのです。この縞々の画面２つで一画面となります。この方式をインターレースとい
います。これは TV だけで、PC のモニターは完全な画像を１画面ずつ表示させています。ノン
インターレース(プログレッシブ)といいます。

先

・23.967fps
だウソついていました。24fps、30fps と云ってましたが、本当は 29.97fps、23.967fps
です。NTSC の規格では、ﾃﾞﾑﾊﾟを 29.97Hz で送る為にこの様な中途半端な数字にな
っています。音声とくっつけて送信するための数字。

ま

・エンコに必要なもの
viUtl とプラグイン。以上。Avisynth+VirtulDubMod もありますが、こっちの方が初心者
向け。必要なプラグインは次回。

A

・コーデック
画は非常にデカいファイルなので、圧縮しないと HDD が逝きます。コーデックとはそ
の圧縮方式の事です。
動画編
WMV…天下のｹﾞｲｼ率いるﾏｲ糞が誇るコーデック。最近のデジタル彩色のアニメでは最
強。ようはのっぺりしたものに強い。その分実写には弱い。エンコに激しく時間が
掛かる。avi コンテナに格納した VCM もあるが、画質は落ちる。その分編集しや
すい。
DivX…元は M$の Mpeg4v3 をﾊﾟｸった海賊版。Ver4 からは改心して独自の道を金をぶん
だくりながら歩む。エンコ爆速。画質もまぁまぁ。
XviD…元は DivX なのだが、DiｖX が有料になったのを機に離脱した。無料&オープンソ
ース。現時点で総合的に一番いいのはこいつだと思う。

動
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音声編
MP3…もせ。説明不要。
Ogg…MP3 より高音質・低容量（らしい）。完全フリー。
AC3…ドルビーサラウンド。5.1ch を再現するためのコーデック。DVD は大体これ。
WMA…ﾏｲ糞が作ったコーデック。低ビットレート向けで、圧縮率が高い。その分音質は
低くなる。
他はｸﾞｸﾞれ。

以上です。最初に書きました通りに、間違ってる部分が多々あります。責任は持ちません。
来年はちゃんとしたものが書ける筈。次回を待て。待てないﾔｼは DTV 板逝け。
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−マルチプロセッサを試す−
マルチプロセッサとは１台のコンピュータに複数の CPU を搭載したものです。マル
チプロセッサの処理方法としては、全てのプロセッサが同じ役割で働く SMP とそれぞ
れのプロセッサの役割が決まっている ASMP の２種類がありますが Windows・
MacOS・Linux は SMP 方式で動作しています。
個人でマルチプロセッサを体験する場合には１台のコンピュータに２つの CPU を
搭載しているものになると思います。ここで注意すべきは２つの CPU があるからとい
って処理速度が２倍になるというわけではありません。むしろ２つのアプリケーショ
ンを同時に動かしても処理速度が落ちないと捕らえたほうがいいです。ただ
Photoshop など一部のアプリケーションでは２倍とまではいかないまでも、1.5 倍程に
は処理能力があがることもあります。
ここから先は Windows の場合で話をしていきたいと思います。下の図を見てくださ
い。図 1-1 は CPU が 1 つの場合、図 2-2 は CPU が 2 つの場合のタスクマネージャー
です。

図 1-1

図 1-2
とりあえずここでマルチプロセッサがどの程度有効なのか簡単に検証していきたい
と思います。使用するソフトは Shade と午後のこ〜だの 2 つです。まずは Shade の場
合から見ていきたいと思います。図 2-1 は通常の状態で処理をさせたものです。注目
するべきは CPU 使用率でここでは 54%となっています。
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図 2-1
図 2-2 はマルチプロセッサに対応させた状態で処理したものです。

図 2-2
最初の図にくらべると明らかに CPU 使用率が高いことがわかります。これらの図か
らマルチプロセッサはソフトウェアが対応していないと真価が発揮できないのがわか
ると思います。
では次の午後のこ〜だを使って mp3 へのエンコードの時間を計ってみたいと思いま
す。通常の状態でエンコードするのにかかった時間は 0:17:81 でした。マルチプロセッ
サに対応させた場合には 0:10:32 でした。約 1.7 倍の差があります。これは処理にかか
る時間が長くなればなるほど、ものすごい差になってくるでしょう。仮に通常の処理
で一日かかるのものがマルチプロセッサの場合だと 14 時間で終わるのですから。
マルチプロセッサ搭載したコンピュータは金がかかります。現在マルチプロセッサ
を低コストで体験する方法は Pentium3 といった一世代前のものを中古で買うか、
Pentium4 に搭載されている Hyper-Threading を用いることによって擬似的ではりま
すができます。普段使用する分にはマルチプロセッサの恩恵はあまりないと思います
が、重い作業を複数行い気味な人は一度体験してみることをおすすめします。
2003/10/14
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夕飯

（無題）mp3のファイルの構造
こんにちは、ゆきです。
年間 EDP に何を書こうか迷いましたが、一年の頃、プログラミングたのし〜〜だった
頃に自作ゲーム内で mp3 を流すにはどうしようか？と mp3 のファイル構造を調べた
事がありました。この事でも書こうかと思います。こんな事調べればすぐ分かるよー
という方は読まずにぐぐれ。
「mp3 って何？」mp3 が一体何を指すのかさっぱり分からないという人は(ﾟ∀ﾟ)ｶｴﾚ！
さて、すべてのファイルにヘッダ情報というものがあるように mp3 にもヘッダという
ものがあります。イメージ的にはこうです。
ヘッダー

データ

フッター

mp3 にも様々な形式がありますが、RIFF WAVE 形式、RIFF MP3 形式に分かれます。
それに曲名、
アルバム名、
アーティスト名などが記録されている ID3 Tag V1 や ID3 Tag
v2 などがありますが、一般的な RIFF WAVE 形式について説明します。
この RIFF WAVE 形式とは、WAVE ファイルと同形式になっている MP3 ファイルで、
チャンクというブロックにデータが格納されていて、各チャンクは以下のようになっ
ています。各チャンクは RIFF チャンク、fmt チャンク、fact チャンク、data チャン
クに分かれており、以下のようになっています。
RIFF チ ャ ン

チャンク ID 文字列

ク

ファイルサイズ-8 ［4byte］
WAVE ヘッダ

fmt チャンク

”RIFF” 固定

文字列

チャンク ID 文字列

［4byte］

“WAVE” 固定
“fmt ” 固定

［4byte］

［4byte］

チャンクサイズ WAVE は 16 mpeg は 30or32 ［4byte］
フォーマット ID PCM は１ Mpeg は 30or32［2byte］
チャンネル数

モノラルは１

サンプリングレート
転送レート

数値

数値

ステレオは２
［4byte］

［4byte］

ブロックサイズ

数値

量子化ビット数

数値［2byte］

拡張データサイズ

［2byte］

数値［2byte］
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［2byte］

拡張データ
fact チャンク

数値

チャンク ID 文字列”fact”固定
チャンクサイズ
サンプル数

data チャンク

［（拡張サイズ-2）byte］

４固定

数値

［4byte］

［4byte］

［4byte］

チャンク ID 文字列”data”固定
データサイズ

数値

サウンドデータ

［4byte］

［4byte］

数値［（データサイズ）byte］

これが WAVE ファイルのファイル構造になっています。上記より、RIFFWAVE 形式
かどうかのチェックは RIFF チャンクの ID が”RIFF”かつ、”WAVE”であるかをチェッ
クします。また、実際のサウンドサイズは data チャンクのデータサイズの数値となり、
この中身をデコードして曲を鳴らすということになります。構造はバイナリエディタ
などで WAVE ファイルを開いてもらうとよくわかります。
また、曲情報などを記憶する LIST チャンクがある場合は、data チャンクの後にあり
ます。どこからか持ってきた mp3 を Windows Media Player などの再生ソフトで再生
すると曲情報が見えますが、この LIST チャンクか後述する ID Tag v1 などを読んで
いるということになります。
さて ID tag v1 ですがこれはファイル末尾の 128byte に存在します。
これがない場合もありますが、その時はやはり 128byte 地点の ID をチェックすること
になります。構造は以下の通り
タグ ID

文字列

”TAG”固定

トラック名

文字列

［30byte］

アーティスト

文字列

［30byte］

アルバム名

文字列

［30byte］

リリース年号

文字列

［4byte］

コメント

コメント文字列

ジャンル番号

数値

［3byte］

名

［30byte］（v1.1 では 28byte）

［0〜255］

このフィールドの情報により、mp3 ファイルの情報が分かります。
この拡張形式として ID3 Tag V2 があり、これはファイル先頭に存在する文字だけでは
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なく画像情報も記憶可能な可変長（最大 255MB）のデータ領域です。構造は以下の通
り。
タグ ID

文字列

“ID3”固定 ［3byte］

バージョン

［0〜255］

リビジョン

［0〜255］

フラグ

［0〜255］

データサイズ

数値

［4byte］

この v2 はファイル先頭に存在するので、RIFF 形式と混在することができません。私
のもっているファイルで調べたら結構この ID3 Tag V2 形式の mp3 ファイルは多かっ
たようです。
書いてから思ったけど、本題のゲーム音楽としての mp3 だったら RIFF
の説明だけで良かったな。。。
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WAVE 形式

SQUARE‑ENIX についての実態調査に関する報告事項
わたしは日本のゲーム史上に残るであろう今年のトピックスについて書きたいと思
います。日本の大手ゲームソフトメーカー２社、ＥＮＩＸとＳＱＵＡＲＥが 2003 年４
月 1 日付けで合併し、
「ＳＱＵＡＲＥ・ＥＮＩＸ」となったことは記憶に新しいですよ
ね？この動きは，福嶋康博元ＥＮＩＸ会長によると 2002 年８月半ば頃から始まり，10
月に入り本格的に動き出したわけです。会長には福嶋康博（元ＥＮＩＸ会長），社長に
は和田洋一（元ＳＱＵＡＲＥ社長），副社長には本多圭司（元ＥＮＩＸ社長），非常勤
取締役に鈴木尚（元ＳＱＵＡＲＥ会長），千田幸信（元ＥＮＩＸ取締役），成毛真イン
スパイア社長(Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ前社長，元ＳＱＵＡＲＥの社外取締役)が就任しま
した。両社とも合併の段階では高い利益水準を保っていて良好な状態ではありました
が、建前としてこのタイミングでの合併を決めたのは将来を見越してより良い体制作
りを進めるためでした。会社の方針については、本多副社長は「ＥＮＩＸとＳＱＵＡ
ＲＥは、スタイルは違うが考え方は近い。目標とするところは同じであり、ゲーム産
業が大きく変わっている今、ユーザーの要求に応えるために合併を決めた。合併によ
り、開発面などで圧倒的なパワーが手に入る。ソフトの開発体制は、ＳＱＵＡＲＥは
完全内製型、ＥＮＩＸは外製型だがどう融合させるかは今後検討するが、現状の開発
体制は当面そのままでいく」と述べ、和田社長は「両者とも開発者の比率が高いこと
から、合併にともなう人員削減などは実行せず、稼働率向上、扱える素材、商材の増
加などの効果で、利益率を高くできる」と語っていたことから、一種の協定関係に近
いものと推測できます。
今回の合併の大きな利点として挙げられているのは「両者は理想的な補完関係にな
る」ということです。１つは、双方ともＲＰＧにおいてドラゴンクエスト(ＤＱ)、フ
ァイナルファンタジー(ＦＦ)というシリーズもののビッグタイトルを作り出してきま
したが、これら２大ソフトは持ち味がそれぞれ違うし、２社それぞれに対してもユー
ザーが求めているものも異なっていので、社内の相互交流を活性化して新しい持ち味
を生み出せるというものです。現在ＦＦの開発チームは、『ＦＦ12』、同じくＤＱのそ
れは『ダーククロニクル』のレベルファイブのスタッフと組んで『Ⅷ』の開発が続い
ているので、合併前の状況はもうしばらく継続されることになりますが、これらの開
発が一段落着いたら、ある程度互いのスタッフ同士の交流があるものと思われます。
前に触れたように、ＥＮＩＸは外部のメーカーに開発を委託していたので、今回の合
併で、例えばＤＱの堀井雄二氏が旧ＳＱＵＡＲＥのスタッフと組んでまったく新しい
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開発チームを立ち上げる可能性もあるわけです。また海外への事業展開でもスクウェ
アは欧米、エニックスはアジア、というように進出先の地域的枠組みも完成していま
す。補完関係をうまく相乗効果につなげれば、2005年度以降のコンテンツ開発、情報
収集は加速されることになると思われます。ユーザーがこれまで想像もできなかった
ようなデジタルコンテンツが実現できるかもしれないというわけです。
次にわたしなりの解釈ですが、生き残りをかけた合併の裏事情(？)について書きます。
ＳＱＵＡＲＥが一昨年にハリウッドのＣＧスタッフと組んだＦＦの映画化事業は、興
行収入が予想を大きく下回って失敗し、2002年３月期には165億5400万円の赤字を抱え
ていました。負債にはＳＱＵＡＲＥの第三者割当増資役に応じたＳＣＥＩからの143
億円を資本金として当てて補っていましたが、最新作の「FFXI」がオンライン化した
ものの売上数は21万本と相変わらず苦戦しました。これらマイナス面が目立った2002
年９月期の売上高は、前年同期39.1%減の120億円と、ソフトウェア開発で日本のトッ
プを走り続けてきた同社にとって大きな痛手となっていたわけです！映画から手を引
いたＳＱＵＡＲＥは従来の形式でソフト開発に専念し業績を回復してきたものの、合
併に踏み切ったのは業界を生き抜くのに限界を感じていたものと思われます。なにし
ろ合併は事実上ＥＮＩＸを存続会社とし、ＳＱＵＡＲＥを解散会社とするものだった
のですから。これは法律に基づいて合併比率が、ＥＮＩＸは１に対してＳＱＵＡＲＥ
は0.81となっていて、スクウェアの株式１株に対し、エニックスの株式0.81株を割り
当てる形で決定されたからです。ユーザーの意見は賛否両論でしょうが、それぞれの
会社独自の良さが失われるわけでもなく、2000年夏のように両社の代表作同士が同時
期に発売されて雌雄を決する競争が起こり、経済効果が逓減する心配もなくなるわけ
ですから(このときＳＱＵＡＲＥが見込んでいた売上が、この競争で落ち込んでしまっ
たことも合併の理由に含まれると考えられます)、わたしはむしろゲーム業界に新しく
金字塔が建ったと捉えています。ＳＱＵＡＲＥとＥＮＩＸは、合併前からＮＡＭＣＯ
と提携し、開発、販売での協力とともに、３社の筆頭株主が株式の相互持ち合いをし
ていますがこの３社提携関係については、合併とは無関係であるようです。
続いて同社のオンラインサービス「PlayOnline」の展開について書くと、PlayOnline
対応の新作ソフト２作品「AMBROSIA ODYSSEY（アンブロシア オデッセイ）」
「フ
ロントミッション オンライン（仮称）」が来年春からベータテストが開始される予定
です。｢AMBROSIA ODYSSEY｣はアクションＲＰＧ型のオンラインゲームで、ユーザ
ーのオンラインゲームに対する敷居を低くするため、ネットワークに接続しないスタ
ンドアローンでも楽しめるようになっており、もう1作品の｢フロントミッション オン
ライン｣はフロントミッションシリーズの流れを汲む作品で、シミュレーション要素を
盛り込んだアクションゲームに仕上がっているようです。どちらもＰＳ２向けの作品
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であり、｢フロットミッション オンライン｣についてはWindows版の提供も予定されて
います。｢PlayOnline｣の方針については、「ゲームをするための端末を選ばないこと、
国境を選ばずユーザーが参加できること、そしてゲームとゲームの間で構成されるコ
ミュニティをPlayOnlineが演出すること」とし、今回の新作をPlayOnlineで提供する
ことで、ほぼFFXIのみで成り立っていた現状を見直し、1つのゲームで形成されるコ
ミュニティを超えたコミュニケーションの場を提供していく姿勢を整えています。
ゲーム産業は日本が強い国際競争力をもっている、ということはご存知の通りです。
ＰＬＡＹＳＴＡＴＩＯＮ２、ＧＡＭＥＣＵＢＥ、ＧＡＭＥＢＯＹadvanceなどのハード
プラットフォームは尽く日本発の製品ですが、市場は大きく成長している一方で、最
近はハードの伸びは大きい反面、ソフトの伸びは減少しています。インターネットの
普及、さらにブロードバンド化などの影響は大きくなっており、ネット配信によって
ゲームの仕方自体、更には流通経路などが激変する可能性は小さくない現状であり、
これに備えるには、開発基盤、財政など、強化しておくにこしたことはないというの
が現在の通念と言えるでしょう。それはゲームメーカーの両雄、ＳＱＵＡＲＥとＥＮ
ＩＸでさえも例外ではないことをこの合併劇が示しています。
以上なにやら話が業界全体にまで広がってしまったことを詫び、この文章をおわり
にします。読んでくれた方のなかにＳＱＵＡＲＥ･ＥＮＩＸの今後の展開に関心をもっ
てくれた人がいればとてもうれしいです。
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(新井芳侍)

〜だめ Linux 使いへの道〜
へい、フォスです。最近、PC 雑誌などで、もてはやされている Linux ですが、実際にはサー
バなどネットワーク系の話しかのっておらず、それ以外に何ができるかほとんど、皆さん知ら
ないと思います。そこで、今回の年間 EDP では、私が知っている素晴らしき Linux の使い道を
書いていきたいと思います。皆さんもこれを読めば Linux がわかると思います（主に駄目な方
面で）。それではしばらくですがお付き合いください。
１． MP3
まずはプログラミング、HP 作成の友として PC を使っている間は、ほぼ流し続けている MP
３です。Linux でも MP3 を聞きたいと思う人は多いらしく、これに関しては様々なソフトが存在
します。その中でも今回は代表的な MP3 プレイヤーXMMS に関して簡単に解説したいと思い
ます。
XMMS
XMMS は Windows の定番（EDP ではちがうか w）WinAmp にそっくりな MP3 プレイヤーです。
特徴としては日本人も安心な日本語での曲名表示（むろんメニューも日本語対応）、Skin 対
応といったプレイヤーとして欲しい最低限の機能をもったソフトです。さらには PlagIn をつかう
ことにより、様々な機能（歌詞表示など）の拡張が可能です。
私のお勧め機能は PlagIn の一つである、GDancer visualization plugin for XMMS というもので
す。メタル系の曲をかけると狂ったように踊る赤ん坊に萌え(*´Д̀)
２． むーびぃプレイヤー
EDP 教養科目？に必須のソフト、ムービープレイヤーの紹介です。Linux では DivX といっ
た特殊フォーマットが見れないと思っている人、そんなことはございませぬ。Linux でもこれか
ら紹介するソフト Mplayer を使えば問題無し！です。
Mplayer
Mplayer は各種 Video ファイルに対応したビデオプレイヤーです。MPEG、VOB、AVI、VIVO、
ASF/WMV、QT/MOV、FLI 等のファイルに対応しており、VideoCD、SVCD、DVD、3ivc、DivX
といったフォーマットに対応しています。また、Skin を作ることにより、自分で好きなインターフ
ェースで Mplayer の操作をおこなうことができます。これであなたも萌えムービーが（ぷ
３． Windows エミュレーション
ここまで読んでくれれば、Linux でも Windows とほぼ同様のことができるのがわかったと思
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います。しかし、それでも Windows のツールを使いたいという方がいるかもしれません。そん
な人のために、Windows を Linux 上でエミュレートをおこなう最終兵器 Wine を紹介したいと思
います。
Wine
Wine（WINdows Environment）は Windows のアプリケーションが使いたいけど、Windows（主
にゲイツ）に金を払いたくないという世間一般の意識（かなり偏見）によって誕生した Linux 上
で Windows をエミュレーションする、漢らしいアプリケーションです。現在は、まだ開発途上で
すが幾つかの Windows のソフトが動作しています。ちなみに私は Sleipnir を動作させて喜ん
でました（ぷ
４． ゲーム関連
さて、ここまで、MP3、ムービーと PC の基本的なエンターティメントを抑えたソフトを紹介し
てきましたが、ここではエンターティメントの極地ゲームに関して紹介したいと思います。しか
し、最初から述べてしまいますが現時点では「Linux で Windows のようにゲームを楽しむのは
無理！」という結論に到ってしまいます。MP3 もムービーも Windows と同様に使え、さらに
Wine でエミュレーションができているのだから移植なんて簡単だろうと思うかもしれませんが、
一つの問題があります。それが DirectX です。DirectX はみなさんも知ってるとおり、最近の
ゲームのほとんどで必要としていますが、この DirectX の解析が進んでおらず、Linux への移
植の障害となっています。
そんな訳で Window と同じように Linux でゲームを行うことはできないといった結論になって
しまいますが、そんな状況でもほんもののバカ逆境に負けない熱い漢が現れるものです。そ
こで、ここではそんな熱い漢たちの成果の一部をご紹介したいと思います。
onscripter
NScripter 用に作られたスクリプトを独自に解釈して実行するプログラムです。さまざまな、
ソフトに対応しており某青い人、御用達の銀色や月姫といった知る人は知る有名ソフトが
Linux でプレイできます。こちらの方は Zaurus での動作も保証していますので電車や旅先で
駄目プレイも可能。ステキ（ぷ
System 3.5 for X
Alice Soft が発売している System3.5 のゲームを X Window System で動かすためのプログラ
ムです。最近、Alice の昔のゲームがフリーになったらしいのでなつかしのゲームを Linux で
動作させてみませんか？（Windows でやれというのは無しで）
XLVNS
「UNIX + X で Leaf 作品が遊べないのは間違っていると思います(まぢ)。」
（作者 HP より転載）
そんな漢気あふれる作者さんが作った Linux 上で Leaf の VNS を動作させるためのツール。
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作者の HP 内にあふれる Leaf と UNIX に対する愛情がステキすぎる。Linux 使いの（あるい
み）極地だと思われる（ぉ
５ 最後に
今回、さまざまなソフトを紹介してましたがみなさん、Linux に少しは興味がでてきたでしょう
か？私は、正直慣れてしまえば、Window よりよっぽど使いやすい OS だと思います。もし、今
回の記事でみなさんが少しでも Linux に興味を持ってくれて、Linux を使いはじめる人が出て
きてくれるとうれしいです。
ｐｓ
今回記事を作っていて ActX というソフトを発見したのですがその機能に驚愕しました。まだ
まだ、Linux の世界は奥が深い。精進せねば（ぷ
10 月 13 日 締め切り過ぎて
フォス＠DirectX さえ動けば・・・マイ糞ソフトめ・・・
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〜新潟路地裏激闘編〜

(･ω･)ﾌｩ‥‥

ガチャピン
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