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－部長あいさつ－
この度は本冊子『年刊 EDP』を手にとってページをめくって頂き、どうも有難うご
ざいます。新潟大学コンピュータクラブ、通称「EDP」現部長の新井です。
当サークルでは毎年、新大祭における室内展示とともに、機関誌としてこの冊子を
発行しています。それぞれの部員が各自の関心に基づいて書いた、テーマフリーの記
事をまとめたものです。内容的にもコンピュータ関連、電子工作、メディア一般や娯
楽、時事ネタなど多岐にわたります。ご来場の方々一般への頒布を目的としており、
コンピュータクラブの方向性を公共の場で示す数少ない機会となっています。コンピ
ュータに関する記事はある程度の専門性があるため、まったく予備知識のない場合で
すと分かりにくい部分もあるかと思いますが、サークルの性格上、なにとぞご容赦願
います。あなたの気に入った記事が見つかり、また興味・知識が深まることがあれば
幸いです。
コンピュータクラブは今年で創部 30 周年を迎え、その節目の 1 つとしてこの機関誌
を完成できたことをうれしく思います。

2005 年 10 月
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こだわれば＜全てのパーツにこだわってみると？＞
橋本 瑛久
ここ数年で自作 PC 市場は大きく成長した。パーツの数も増え、その選択肢は無限
大と言ってもよい。そんな中、完全にすべてを満足できるパーツで組めることはなか
なかないだろう。そこで、今回は「少なくとも自分が満足できる」各パーツをあげた
上で、いったいいくらになるのか試算してみることにする。なお、パーツの選択につ
いて、最良の選択肢というものはあくまで人の数だけあると言ってよい。反対意見の
ある人もいるだろうが、あくまで私の基準であって、そこはご容赦願いたい。

＜内部パーツ＞
マザーボード＜ASUS Tek A8N-SLI Premium＞
正直 RAID とかいらない。しかしだ、チップセットファンがついてない＋Q-Fan2
を搭載しているのはこれしかないのだよ。
CPU＜Athlon64 3000+ (Venice)＞
今をときめく Athlon64。既にコアこそ違うものの 3000+を１個保有しているため、
その発熱量の少なさが気に入っている。動画エンコードさえしなければ特に
Pentium4 に引けをとることもないだろう。何より今の Pentium 系の熱さが我慢
ならんのだけどね。
メモリ＜ノーブランド DDR400 1GB（512x2）＞
おそらくこれが一番反対が多そう。しかしながら今まで自分はノーブランドメモ
リが原因で不安定になったことも起動しなくなったこともないため、メモリはノ
ーブランドで安くすませるようにしている。一度トラブってみれば変わるのかも
しれない。
HDD＜MAXTOR MaxLineⅢ 300GB＞
MAXTOR 系は発熱量が多いが、１個とかのレベルで積むなら問題ない。データは
消えないほうがよいので極力信頼性の高いドライブを選んだ。こいつを並べて積
んではならない。熱で死ぬぜ。
電源＜Abee AS Power SR-1450A＞
その信頼性の高さと品質の良さで有名な Abee の電源。ホットプラグまで対応した
最新モデルが存在するが、かといって旧モデルに買う価値がないわけではない。
ケーブルを自由につけたりはずしたりはできないものの、最新モデルの半額まで
値下がりした今お買い得感は相当なものだ。ホットプラグも SLI も個人的にはい
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らないのもこのモデルに落ち着く理由といえる。
光学ドライブ＜Pioneer DVR-A10-JBK＞
バルクドライブでお買い得なものは多々あれど、フロントのデザインが納得いか
ないため却下。リテールのフロントベゼルは綺麗なのでどうしてもそっちのほう
が好きです。
グラフィックカード＜ALBATRON AL7800GT＞
nVidia 社製の最新グラフィックチップ搭載。超ハイエンドの GTX はさすがにい
らないけど、GT は多少安いので欲しくなる。オーバークロックすれば（以下略）
サウンドカード＜Sound Braster X-Fi Digital Audio＞
ONKYO のカードも捨てがたいが新しいものが好きなのです。

＜外部パーツ＞
ケース＜ソルダム ALTIUM SuperX ベーシックモデル＞
実に高い。高いけど・・・外見が好きなんだからしょうがないじゃないか。
その他＜Cooler Master MusketeerⅢ RF-5AD-SUB1＞
音圧計。ぼうっとした光が実によろしい。見ているだけで幸せになれるステキな
アイテム。当然ながらこれがないと PC が動かないなんてことはなく、完全なる
道楽アイテムである。

＜試算＞
以下、全部 TWO TOP の店頭にあったとすると
マザーボード
CPU
メモリ
HDD
光学ドライブ
グラフィックカード
サウンドカード
電源

ASUS Tek A8N-SLI Premium

22,380

Athlon64 3000+ (Venice)

17,480

ノーブランド DDR400 1GB (512x2)

9,160

MAXTOR MaxLineⅢ 300GB

15,780

Pioneer DVR-A10-JBK

11,480

ALBATRON AL7800GT

41,979

Sound Braster X-Fi Digital Audio

14,980

Abee AS Power SR-1450A

9,880

ケース

ソルダム ALTIUM SuperX ベーシックモデル

24,990

その他

Cooler Master MusketeerⅢ RF-5AD-SUB1

6,279
計¥174,388
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とまあ何とも、ハイコストなマシンの完成となった。自作 PC という市場は昔から
あるが、おそらく２年前も３年前も絶対的な性能で劣っても、
「自分で満足のいくマシ
ン」を組もうとするとこのような値段だったように思う。そういう意味では、パーツ
の選択肢は増えたとしても数年前に比べてより自作 PC がお得になったわけでもない
のだろう。しかし、数が増えるのが実によいことであるのに変わりはない。店頭で思
わぬ掘り出し物を発見できたときの喜びは格別であり、そういった自分の努力によっ
てより低コストかつハイスペックなマシンを組み立てていくことこそが自作 PC を持
つことの楽しさの本質であるように思う。

みんな、PC 自作してみようぜ！
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体当たり電子工作(もどき)
～ Psxpad 倦怠期 篇 ～
文責：Coo

1.はじめに
1.1.前回のあらすじ
セガ・サターン(以下 SS)パッド。幼い頃に握ったあの感触が忘れられず追い求
めた。旅の果てに PC 用専用ボード IF-SEGA2L/ISA を手に入れるも時代の流れに
は逆らえず XP 非対応という事実の前にただ涙を飲んだ。個人制作 WDM ドライバ
に再度救われたかのように見えたが ISA 専用ボードはもはやいらない子。新たな
答えが必要だった。そして出会ったのが Psxpad。新たな時代の夜明けである。

1.2.今回の趣旨
さて、くだらない前書きは置いといて今回は去年の部誌の続き物です。はい、そ
こ。手抜きとか言わない。事実は時として残酷なのです。
前回作ったのはへちょい SS 用変換噐、
スーパーファミコン(以下 SFC)用変換噐、
ついでに電源用 USB の切り替え噐の 3 点でした。今回は前回大人の事情により作
り損ねたプレイステーション(以下 PS)用変換噐とへちょい SS 用の作り直しの 2 点
を紹介しようと思います。はい、そこ。マンネリとか言わない。もう既に倦怠期な
のですから。
こんな感じですがよろしければお付き合い下さいませ。

1.3.Psxpad とは？
Psxpad*1 とは専用の配線を施すことによってコントローラとパラレルポートを
繋ぎパソコンで使えるようにするドライバソフトウェアです。DirectPad Pro（以下
DPP）という有名なドライバがありましたがこれは Windows9x/Me 専用であり、
2000/XP 用としてきむら氏によって開発されたのが Psxpad です。ただ必要な配線
は同じため、このような配線を施すことを DPP 化するとか変換噐のことを DPP と
か言ったりします。
DPP 化は素人でも中学校で習った図画工作の知識程度でできます。実際チャレ
ンジする人は結構多いようで（私もその一人です）
、ネット上には紹介記事が多く
あります。しかし、配線をショートさせて使用したりすると PC の基盤を損傷する
恐れもありますのであくまで自己責任が原則です。

2.共通事項
2.1.DPP 化の概要
DPP 化はとりあえずはパソコンとコントローラを繋ぐことから始まります。そ
れではパソコンのどこに繋ぐのかということになりますが、DPP 化では Dsub25pin
のシリアルポート（あるいはプリンタポートないしパラレルポートと呼ばれる）を
使います(図 1 参照)。またコントローラには電源が必要なのでその電源もパソコン
から取ってこなくてはなりません。よく使われるのは USB の電源です。
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次にコントローラ側ですがなんでも使えるかという
とそんなことは無く、現在 Psxpad で対応しているのは
SS、PS、SFC、Nintendo64 と X-box*①です。実際これら
をどう繋ぐかですが、
大きく分けて以下の 3 つの方法が
あります。
1)直接コントローラやそのケーブルを改造する
2)コントローラのコネクタを利用する
3)マルチタップを使用する
1)の利点(?)は SS や SFC だとケーブルを繋ぐだけで良
いのでいざとなればハンダなしでできることですが欠
点はコントローラの付け替えができないことです。2)
はコントローラ(マルチタップを含む)の付け替えはで
きますがコネクタを本体から入手したり、
ケースを用意
図 1 パラレルポート
したりするためやや面倒です。3)は単純かつ複数接続で
きるためお勧めで今回紹介するのもこの方法です。
唯一の難点はマルチタップがな
かなか手に入らないことです。

2.2.共通の道具
まず必要な道具を揃えましょう。下の表は参考までに私が実際揃えたものです。
品名

詳細

値段

ハンダごて

太洋電機 KS-30R(30W電子部品用)

\1,000ちょい

ヤニ入りハンダ

太洋電機 SD-36(電子工作用ハンダ)

数百円

こて台

太洋電機 ST-11

数百円

ハンダ吸取線

太洋電機 CP-2515

数百円

テスター

MotherTool MT-32

\3,000ぐらい

導線

\20/m

絶縁テープ

\100

プラスドライバー
はさみ、ニッパー

手持ちの物

全く同じ物である必要は無く、同様の品名で用をなすならなんでも構いません。
電子工作の道具は新潟ですとダイエー*②5F の共和機器で手に入ります。また、絶
縁テープやドライバーなどはダイソーで手に入ります。
大きなダイソー店舗なら他
の道具もほとんど入手できます。
ただ新潟市内だとそれも難しいのでホームセンタ
ーで探すか通販を利用する手もあるかと思います。
*①X-box

は特殊なので作業手順が大きく異なります。ここでは詳細は省きますが詳し
くは Psxpad の公式 HP を参照下さい。
*
②残念ながら 11 月末に閉店です。
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2.3.共通の材料
共通*③の材料としてコントローラと PC を
接続するためのケーブルを用意します。
これ
にはコネクタが Dsub25pin オス(図 2)の
RS-232C ケーブルを使います。身近なもので
言うとプリンタケーブルです。最近は USB
接続のプリンタが主流なので見かけること
も少なくなりましたが HARD-OFF で安価に
手に入ります。少なくとも片側が Dsub25pin
オスならばケーブルはなんでもいいです。強
図 2 Dsub25pin オス
いて言うならばコネクタがドライバ等で開
図 3 ピンの配置
けられるものですと作業が楽になります。
ま
た、
注意しなくてはならないのはあまりにケーブルが細いとケーブル内の導線の本
数が少なく、必要なピンが繋がっていないということがあります。ケーブルが太い
ものを探すかあるいはコネクタが開けられるものであれば配線し直せます。
なお、デスクトップパソコンならまず Dsub25pin のシリアルポートは付いていま
すがノートパソコンでは付いていないものもあるのでご注意下さい。
例え付いてい
たとしてもノートパソコンでは波形の問題か安定しないことが多いので DPP はデ
スクトップパソコンでの使用をお勧めします。
次にコントローラへの電源供給のためのケーブルを用意します。
いくつか選択肢
はありますがここでは簡単のため USB ケーブルを使うことにします。USB ケーブ
ルは片側がパソコンに挿さる形(A タイプのオス)ならなんでも良いです。これはダ
イソーに行けば 100 円で手に入ります。

2.4.下準備
材料を用意したら下準備をします。
RS-232C ケーブルですが、まずはケーブルを剥きます。Dsub25pin のコネクタか
ら十分長さを取ってニッパーなどで切断し、
切断した部位から少し距離をおいてカ
ッター等を用いてビニールチューブを剥ぎます。
中に金属の網やシートが出てくる
のでこれらは剥いた根本から切ってしまいます。
すると中の導線の束が出てくるの
でこれらを分離してそれぞれニッパーなどで剥いておきます。
次にテスターを用いて導線とコネクタのピンとの対応を調べます。
テスターはダ
イヤルをΩに設定し一方を導線、もう一方をピンに当てます。針が振れれば通電し
てることが分かります。
これを繰り返して回路図を参考に必要なピンに対応した導
線を全て探し出します。Dsub25pin の配置は図 3 の様になっています。必要な導線
を全て見つけたら残りは根本で切ってケーブルの切断部位に絶縁テープを巻いて
おきます。
なお、
コネクタが開くタイプの場合はテスターで調べるよりも開いて直接中を見
た方が楽です。
必要なピンに導線がついてない場合は必要の無いピンの導線を使っ
て配線し直します。18~25 ピンは全て GND(グランド)として使うのでコネクタの中
で適当な金属線や導線を使って接続してしまいケーブルを通る導線を 1 本にして
*

③X-box を除く
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おきます(図 4)。
USB のケーブルも同様にして切断して剥い
ておきます。USB で使用するのは赤と黒の線
のみです。
これもどちらが＋でどちらが－かテ
スターで調べます。USB の場合オス側のコネ
クタで白い板を下にして右端が＋、
左端が－で
す(図 5)。普通 USB の導線は赤が＋で黒が－な
のですがダイソーなんかだとたまに逆になっ
ていることがあるので必ず確認してから使用
してください。
これで下準備まで終わりました。各変換噐で
必要となる材料や手順はそれぞれの項目で説明します。

図 4 配線したところ

図 5 USB の電極

3.プレイステーション用変換噐
HARD-OFF でたまたま PS のマルチタップを見つけたので変換噐を作成してみまし
た。始めは元の基盤とケーブルを残したままマルチタップ接続(マルチタップをその
まま使うもの)にしようと思ったのですが上手くいかなかったので方向転換、メガタ
ップ接続(各コネクタに直接配線)にしました。ついでに MCC さくら*2 という PS のメ
モリ読み書きソフトにも対応させました。MCC さくらについては参考 URL をご覧下
さい。

3.1.回路図
PS のメガタップ接続(1P)で
25-10
PS1
M1
25-02
PS2
M2
す。
25-nn とあるのが Dsub25pin、
PSn がコントローラコネクタ
PS3
M3
9V
DIODE
のピン。Mn がメモリカードス
25-18~25
PS4
M4
ロットのピンです。
マルチタッ
PS5
M5
プのコネクタ(メス)を前面か
USB5V DIODE
らみて右から 1~9 としていま
GND
25-03
PS6
M6
す。
25-04
PS7
M7
電源は 3.6V とバイブレーシ
25-12
PS9
M8
ョン用に 7.6V が必要なのです
図 6 PS 回路図
がここでは 5V の USB 電源と
9V 角形電池にダイオード(東芝 1S1588)をかませて電圧を落としてます。1S1588 は
10
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順電圧が 1.3V なのでその分の電圧降下を狙ってますが電気的にはよろしくないよ
うです…。しかもなぜか 2 個つないでちょうどいい電圧になりました。ちゃんとし
たものを紹介しているサイト*3 があるのでちゃんとしたものを作りたい人はそち
らを参照下さい。

3.2.材料
ダイオードはダイエーの共和機器で入手。HARD-OFF は店舗、時期により値段、
在庫が大きく変動しますのでお気をつけ下さいな。
品名

詳細

PSマルチタップ

HARD-OFFで入手

ダイオード

東芝IS1588 x4

電池ボックス

EK JAPAN AP-160

値段
\300
\21/各
157

ユニバーサル基板

\73

3.3.製作
まずケースを加工します。
加工と言ってもケーブ
ルを通す穴を開けるだけです。USB ケーブルと
RS-232C ケーブルを通す穴をあけます(図 7)。片方
は PS 用のケーブルのために元々あった穴を流用し
ても良いでしょう。
ドリルがあると便利ですが無け
れば何か尖ったものでぐりぐりとしばらくやって
いると空けられます。大変でしたが。
また電池を付け替える時にいちいち開けるのは
面倒なので電池ボックスをケースの外に取り付け
図 7 ケース背面
ることにしました。
そのためボックスを
固定するネジのための穴とボックスか
ら出る導線を通す穴も空けます。
メガタップ接続で使うのはマルチタ
ップのコネクタ部分だけなので基板は
外しました。PS のコネクタと基板をつ
ないでいるリボンケーブルはそのまま
流用できるので基板側で外しておきま
す。後は用意した基板に適当に導線、ダ
イオードを配置します。
配線はどのよう
にしても良いのですが私は 1P~4P で共
通の線をまず一箇所に集めてそこで
図 8 基板裏
RS-232C の導線や電源と繋げています
(図 8)。ここはやりやすいようにやって下さい。後はリボンケーブルを付け直し、
基盤をケースに戻して完成です(図 9,10)。
11

このＰＤＦは pdfFactory 試用版で作成されました www.nsd.co.jp/share/

図 9 下から見たところ

図 10 完成

4.セガサターン用変換噐

前回は SS 本体からコネクタを外して使いましたがコネクタに直接配線したため見
栄えが悪く、
マルチタップ接続ならば元のケーブルを残したまま改造できるというこ
とに気が付いたため今回作り直してみることにしました。

4.1.回路図
SS のマルチタップ接続の回路図です。PS
の様に難しいことは無く RS-232C のケーブ
ルと USB ケーブルをマルチタップに繋ぐだ
けです。SS のピンもマルチタップのコネク
タ(メス)を前面からみて右から 1~9 としてい
ます。

USB5V
SS9
SS8
SS7
SS6
SS5
SS4
SS3
SS2
SS1

25-10
25-11
25-02
25-03
25-15
25-13
25-12
25-18~25

GND

図 11 SS 回路図
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4.2.材料
材料は共通のものに加えてマルチタップを用意するだけです。
マルチタップを見
つけられるかどうかが肝ですね。SS マルチタップは標準のものよりボンバーマン
型の方が空きスペースが大きくて楽に作業できます(図 12,13)。
品名
SSマルチタップ

詳細
HARD-OFF

値段
\300～\1,000

図 12 ボンバーマン型

図 13 標準のマルチタップ

4.3.製作
まずケースの加工を行います。
今回
Sofmap で格安のドリルを購入したの
で SS ケーブルの両隣にドリドリッと
穴を空けました(図 14)。これはかなり
作業が楽になりました。
次に基板上の操作に移ります。
マル
チタップの基板をひっくり返すと元
の SS ケーブルの接続部が並んでるの
でそこに RS-232C ケーブルと USB ケ
ーブルの導線を半田付けします(図
15)。ここで一つ注意しておかなくて

図 14 ドリドリッ

はならないのは基板上に 1,9 とナンバ
リングがされてることがありますが
これはコネクタ上の配置とは異なっ
ています。
標準のものとボンバーマン
型のマルチタップの場合基板上の
1~9 がそれぞれ、
SS- 5 6 3 2 4 9 8 7 1
に対応しています(図 16)。これと異な
る場合もあるかもしれないため実際
にやる場合はテスターで確認して下さ

図 15 ケーブルの接続
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い。あとは蓋をすれば完成です(図 17)。
ちなみに元の SS ケーブルを温存したの
で SS でも使えますが PC と SS 同時に繋い
ではいけません。
試してはいませんがきっ
とおそろしいことに！

図 16 裏面・手前がケーブル側

図 17 完成

5.あとがき
まずはごめんなさい。
今回はネタを仕込もうと思ったのですが結局手が付けられず
去年の焼き直しになってしまいました。来年こそは新しいことをやりたいなぁ、と。
今回かかった時間は PS 版はマルチタップ接続の失敗版が 11 時間、成功版が 11 時
間の計 22 時間。うわっ！一本崩せる！？(ぇ SS 版は見ての通り簡単なので 3 時間ぐ
らい。それでもかかりすぎですねぇ。hahahah.. かかりすぎと言えば本稿も 22 時間
以上かかってます。なんでやねん。そのうち 7 時間が一太郎⇒Word 変換作業。Word
嫌いです…。
それと一度書き上げて人に見せたら酷評を頂いてしまったので大幅に改
訂しました。
また、途中で導入したドリルは安いとは言え儂が使うには十分じゅうぶん。時間短
縮に貢献してくれました。ドリル素晴らしい！ドリル最高！ディガッ、ドリル！
次にこれらの変換噐の実際の使用状況について紹介したいと思います。
まずは図を。
Dsub25pin
PC1

PC2

SW2

SW1

SS

2
1

PS

USB Hub

USB
SW3

図 18 我が家での配置
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実線で示しているのが RS-232C ケーブルで点線が USB ケーブル。PC2 台と繋げて
いるのでまず SS と PS を切替噐(SW1)で繋いで、もう一個の切替噐(SW2)で PC を選
択してます。
USB の方は SS と PS のものをハブで繋いで切替噐(SW3)に繋いでます。
実はこの USB の切替噐は前回作ったものなんですが本来 SW1 と同等の用途で作っ
たもんだからコネクタのオス-メスがまるっきし逆！この解決のためにオス-オスと
メス-メスの変換が必要だったんですがそんなん見たことない。諦め半分に秋葉に探
しにいったところ元(現？)魔術ショップにありましたヨ。それぞれ¥100~¥200 と格安
です。ビバッ！怪しいお店っ！
PC1 はメインの PC で普通のゲームではこちらを、PC2 はテレビに繋げてるので
DDR やったり人が来たときに使ってます。
最後に Psxpad という素晴らしいソフトを公開しているきむら氏にこの場を借りて
感謝したいと思います。また、拙い文書でしたがここまで読んで下さった皆様有り難
うございました。

6.参考 URL
*1 Psxpad 公式サイト：http://www.psxpad.com/
*2 MCC さくら(H.Nissie 氏のサイト)：http://members3.tsukaeru.net/nissie/
*3 JSRC 氏のサイト：http://www02.so-net.ne.jp/~jsrc/
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In○el

VS

A○D
書いた人 ガチャ

先日、某巨大掲示板を眺めていたところ『うどん VS そば』なるスレを発見しまし
た。某うどスパを不覚にも思い出してしまい、それにインスパイアされてこの企画を
立ててみました。ここでは、In○el と A○D の優劣を明確に決めてしまうという特質
上、万が一私の方に刺客が送り込まれたりすると大変迷惑を被ると予測されるので、
あえて伏せ字で失礼いたします。ちなみに、この後、私は得得でうどんを食べました。
唐揚げがおいしかったです。
さて、In○el と A○D といえば、やはり CPU の性能の優劣が気になるところでし
ょう。というわけで検体として Pentium4 Northwood を用意しました。私が自作を始
めた頃のものです。これに対抗するものとしては AthlonXP Thoroughbred を準備し
ました。さて、ここでクロック数等、メーカーが自称しているものを当てにしてはい
けないと思うのです。あくまでも自分で実験した結果から得た物が重要なのだと思い
ます。よって、ここではクロック数はあえて記載しません。
さて、この企画では文字ネタでも通用しそうな以下の三つの項目について比較試験
を行いたいと思います。
○ 知能実験
CPU といえば、人間で言うところの頭脳に例えられることもあります。ということ
は、人間の知能テストも行える可能性が否定できません。知能テストとして、"知能テ
スト"でググった結果から、上位に現れたオンライン知能テストを二つの CPU にさせ
てみました。
～実験経過～
問題が発生しました。こいつら、マウスを動かしてくれません。試験開始のボタン
を押すことすらままなりません。CPU の表面を目視観察してみましたが、総評として
やる気が全く感じられません。オ（自主規制）のように手を動かせ！ などと罵って
も全く効果がありません。ダメです、こいつらは人の言うことを聞いてくれません。
人間の指令を聞かない道具に、道具としての意味があるのでしょうか？ ある意味哲
学ですが今は知能テストの時間です。
～実験結果～
知能実験の間、タマネギを刻んだ物をオリーブオイルで絡めて、塩胡椒にチーズと
パセリをかけて電子レンジでチンした物をつまみにして酒を飲みました。タマネギう
めぇｗ
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○ 耐久実験
道具は長持ちする方が地球に優しい気がします。しかし、地球に優しいとはいって
も所詮は比較上でのことです。あまり地球に捕らわれすぎていては大切な事を見逃し
てしまいます。そこで、我らが誇る物質生産棟の屋上から二つの CPU を投下してみ
たいと思います。
～実験経過～
ボス！ 大変です！

屋上は施錠されていました。残念ですが実験は断念したいと

思います。
○ 繁殖実験
二つの CPU を同室に閉じこめ繁殖行為をさせることで、雌雄を決します。孕んだ
ほうがきっと雌だと思われます。
～実験経過～
箱の中に二つの CPU を入れて放置すること 24 時間。何の変化もありません。変化
がないので外的要因を与えてみようと思います。こういうときはお風呂で仲良くする
のが一番です。とりあえずお風呂に沈めてみました。24 時間後に取り出してみたとこ
ろ、生体反応がありません。これは思わずドクターストップのために残念ながら実験
中止になりました。

以上の実験から、CQC の基本を思い出すことが肝要だと言うことがわかります。こ
こまで読んでくれた忍耐のある方は、どうか CQC でツッコミを入れてやってくださ
い。
※なお、この物語はフィクションです。実在する地名、人物、団体等とは一切関係がありません。

※脚注
某うどスパ うどんとスパゲティについて科学的に対決させる企画
ググった

goo 国語辞典の『ググる』でも参照

CQC

Close Quarter Combat
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思いのほか大好評のうちに終了したドラマ 「電車男」。このドラマには物語のキーとなる
「文字で出来た不思議な絵」 が登場します。そう、ご存知『アスキーアート』です。（以下AA）
小栗旬扮するイケメンＡＡ職人 宗孝は、クールに情勢を見守りつつ、いざ時期を見出や否や
電光石火のタイピングであっという間にAAを完成させ、くじけそうな電車男を勇気付け、
後押しするという大変オイシイ役どころを演じました。 彼の扱いは鉄ヲタ、軍ヲタなど
とかく滑稽に描かれがちなネットの住人達の中でも破格のものであったと言えます。
フジテレビが提示した「ＡＡ職人像」に ある種の憧れを抱いてしまった人もいる事でしょう。
「俺もAA描けるようになってﾄﾞｸｵ達 （ﾄﾞｸｵﾄｺ違う） を励ましてあげたいぜ！｣
などと思っちゃったそこのあなた。ちょっと待ってください。
たしかに例のイケメンAA職人はAAの知名度やイメージ向上に一役買ったとも言えますが
ドラマの過剰な演出等でＡＡの実情と食い違った箇所が見受けられたのもまた事実。
せっかくの時事ネタだし、その辺りをツッコんでいった方がAAの描き方を改めて説明していく
よりも面白いのではないか？ というわけで本稿では、「イケメンＡＡ職人への道 第１章」と
題しまして、ドラマの中でのAAに関する間違いについて、実際のＡＡと関連付けながら厳しく
ぶった斬っていきたいと思います。

・ ここが変だよイケメンAA職人
× 書き込み欄直打ちである
完全に過剰演出です。通常、書き込み欄でAAを作成するという事はありません。
書き込み欄と掲示板ではAAの表示が異なる為、この方法だと作成中にAAの仕上がりを
確認する事が出来ないのです。例えるなら目隠しをしながら習字をするようなもの。
緊迫した場面でそのようなスタントプレーをする理由も無いでしょう。（ミスってたらかっこ悪いぞ！）
専用の作成ツール、せめてメモ帳を使用するなどの工夫が欲しかった所です。
ちなみに、ドラマのAAの監修をしていたアベさんは 「AAE （Ascii Art Editor）」
というソフトを愛用していた模様ですが、現在主流なのは『 (´д｀)Edit』 というソフトです。
機能も豊富だし、更新も継続中なのでこれからAAを始める人にはこちらがお勧めです。
注意して欲しいのは、
AA作成ツールを使うとしても人間の手で一文字一文字打っていく事には変わりない
という事です。画像を選んで一発変換！などといった便利な機能を期待してはいけません。
（そういう機能もあるけど、手描きより手間かかります。おまけに一発でバレます。）

18
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× タイプ音が怪しい
イケメンAA職人はカタカタと物凄いスピードでキーを叩き即効でAAを仕上げていました。
これ自体は特に問題ありません。巷では 「手打ちｱﾘｴﾅｽwww」 などと言った声もちらほら
聞こえましたが、テンプレや文字パレットではなく、辞書登録を活用するのであれば
ああいう形態になるのは自然な事なのです。
しかし、イケメンAA職人のタイピング音を聞いてみると必ず聞こえてくるはずの音…
スペースキーを叩く音がぜんぜん聞こえてこないのです。 AAで使用する文字のうち、
全角スペースや半角スペースが占める割合は約５０％（実測）ですから、AAの作業中には
定期的にスペースキーを叩く 「ガシン！」 という音が聞こえてくるはずなのです。
特にスペースは並べて使用する事が非常に多い文字ですから、スペースキーを叩く音は
「ガシン！」
というよりもむしろ

「ガシガシガシガシガシガシーン！！」
といった感じになります。
また、ドラマで使用されたAAをよく見ると、トーン（::::::）の割合が非常に多い事がわかります。
つまり、スペースキーと共に 「け」キー を叩く「ガガガガガ！」という音も必要です。
これを実際に全部手で打つとなると大変ですから、コピーペーストで済ませるとすると
半角切り替えの為に半角キー、トーンを打つ為に 「け」キーを複数回、
コピーする為にShiftキー＋←キーを複数回、Ctrlキー＋Cキーを１回、
最後にペーストする為にCtrl＋Ｖキーを複数回。この作業だけでも
「カチャ！ ガガガガ！ダダダダ！ カタン！ ダダダダダダダダ（ry」 という音が発生します。
加えて普通の文字を打つ際にも文字を変換する為に
変換キー（もしくはスペースキー）やEnterキーを押す「カカカッ タン！｣という音も必要です。
要するに、イケメンAA職人がAAを作成するタイプ音は
「カタカタカタ カリャリャリャリャ…」
などといったクールでスタイリッシュな音ではなく、
「 カリャリャリャ カカカッ タン！ ガシガシガシガシガシーン！
カタカタ カカッ タン！ カチャ！ ガガガガ！ダダダダ！カタン！ダダダダダダ…」
という騒がしくて どこかリズミカルな音であるはずなのです。
これはこれでかっこいいと思うのですが、いかがなものでしょうか。
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・ その他細かい点
△ AAデカ過ぎ！
非常にデカいです。容量もさることながら、（10kb以上か？） 横幅もかなりのもの。
まぁ、いざという時にはデカ文字フォントが跳梁跋扈するような掲示板ですから
あまり気にならないのかも知れませんが…
※ 横幅の何が問題かというと、あれだけデカいと途中で改行されてしまう可能性が大なのです。

△ 脅威の作成スピード
第一話においてイケメンAA職人はエルメスへの電話を躊躇する電車男を見かねて
AAを作り始め、電車男が何かしらの決断を下すより先に完成したAAを投下しています。
この間だいたい10～20分程度でしょうか。AAの大きさを考えると恐ろしく速いですが
極端に現実離れしたスピードとも言い切れません。
（一時期一世を風靡した曙AAも試合終了後30分後には既に出回っていたそうです。）

ちなみに、実際のAA作成時間はAAによって変わってくるため一概に比較はできませんが、
30分を切るような人もいれば、10時間以上かかってしまう人もいます。
△ ２ちゃんねるとアラジンちゃんねるとの違い
間違いという程ではありませんが、リアル電車男の舞台「２ちゃんねる（2ch）」と
ドラマ電車男の舞台「アラジンちゃんねる（Ach）」では掲示板の仕様が若干異なるようです。
まず、行間の有無。2chでは行と行との間に２ドットの隙間が存在するのですが、
Achではその隙間は存在しません。
（これはナイショですが、行間のあるAAよりも行間の無いAAの方が実は簡単です。）

また、イケメンAA職人の描いた巨大なAAが余裕で１レスに収まっている事から、
Achでは１レスの容量制限や行制限がかなりゆるく設定されていると考えられます。
ちなみに2chではAAカテゴリ板でも4キロバイト64行、独身男性板など普通の板では
2キロバイト32行という制限が課せられています。たとえ制限内でも、不必要に巨大なAAは
嫌がられるので注意しましょう。（AAカテゴリ板ではこの限りではないです。）
更に、Achにはフォントサイズ変更という恐ろしい機能が備わっていたようですが、
2chではこの機能は使用できません。デカ文字を使いたきゃAAで描けという事ですね。
※ AAが動きだした場面もあるそうですが、（私は見逃しました…）
このような機能は2chでは使用できません。TABアニメという手法もあるにはあるけど…

こんなところでしょうか。ここまで書いといて なんですが、あまりドラマに関心の無い私も
電車男は毎週楽しみにしていたし、イケメンAA職人は現役AA描きの間でも
概ね好評だったように思います。（なにせ、めちゃめちゃ美化されていますからね。）
ところどころ大げさな描写が入るのも、偏に「AA職人」が一般にはなじみの薄い、
神話めいたイメージを持たれている事に起因するのでしょう。
今回のツッコミを通して、少しでもAAやAA職人を身近に感じていただければ幸いです。
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おまけ ～ これからAAを描きはじめようという人へ ～
せっかくですから必要最小限の説明くらいはしておきたいと思います。
ほんとに必要最小限なので、詳しいことは自分で調べた方が良いです。その方が覚えると思うし…

１．フォントを合わせる
全ての文字を「MSP ゴシック サイズ 12」で表示する必要があるのですが
作成ツールは最初から標準のフォントに設定されているので気にしなくて良いです。
他の人の AA を鑑賞する際は 2ch 専用ブラウザを使うと面倒が無いです。（たぶん…）

２．作成ツールを入手する

(´д｀)Edit の配布サイト http://www.kuronowish.com/~edit_/

３．コピペの仕方
AA より一行上からコピーするようにしましょう。これだけで最上段のズレを防げます。

４．半角スペースのきまりを理解する
半角スペースを行頭に置くことは出来ません。また､半角スペースを並べて
二つ以上置くこともできません。省略されてしまいます。HTML の仕様です。

５． 半角スペースを使ったズレ直しを理解する

とりあえず、日本語入力をオンにして全角スペースを 20 個ほど並べてみましょう。
行末にはシフトを押しながら￥キーで縦線を置きます。2 行目も同じようにします。
これで準備完了。

2 行目の全角スペースを 1 個消して、代わりに半角スペースを 2 個置いてみます。
先に書いた通り、並べて置く事はできませんから､スペース一個分あけています。
これを何度も繰り返すと…
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なんと、2 行目の縦線がどんどんズレていきます。

なぜこんな事が起こるのかというと、
全角スペース 1 個の横幅が１１ドットであるのに対して
半角スペース 1 個の横幅は５ドットですから、
全角スペースを１個消して半角スペースを２個足せばその幅は-１１＋（５×２）＝-１ となり､
以降の文字が左へ１ドットずつズレていくというわけです。
※ちなみに、この作業は（´д｀）Edit だと、ALT＋←キー（もしくは→キー）で代用できます。

以上です。他にもいろんな小技は存在するのですが、上記のような事を覚えておけば
コピペ改造やセリフ欄改造程度ならとりあえず出来るようにはなります。
後は、既存の AA の構造を見ながら、少しずつ自分のものにしていくしかないでしょう。
で、参考に出来る AA は何処にあるのかというと、大きな一枚絵なら顔文字板、
小型のキャラを扱った作品ならモナー板や AA 長編板などを尋ねるのが良いと思います。
顔文字板なら辞典スレ、モナー板や長編板だったらまとめサイトが手っ取り早いです。
各板のローカルルールは熟読しておいてくださいね。
一行顔文字についてはちょっとわからん。誰が作ってるんだろ？
なかなか凝った作りなのが多いですよね。

Written by
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ブーン

プロセスエディタをつかってみよう
著者：セリザワ

１．プロセスエディタとはなんぞや？
「このゲーム、難しすぎる YO」とか「レベル上げ( ﾟДﾟ)ﾏﾝﾄﾞｸｾｰ」とか思う事って
ありませんか？

プロセスエディタはそんな貴方をサポートしてくれるかもしれない

素晴らしいソフトです。プロセスエディタの主な機能はメモリに読み込まれているデ
ータを編集することです。ゲームを起動すれば、ゲーム内で使われているパラメータ
等の情報がメモリに読み込まれます。それを書き換えてやることで、ゲーム内での数
値を自由に変えてやることができます。そういった行為を「ゲーム改造」なんて呼ぶ
こともありますね。以下にゲーム改造においての注意点をいくつか挙げておきます。
一度は目を通して下さい。

１つ、一度もクリアしてないゲームは改造しない。
難しすぎるなんて場合は別ですが、そうでない限りいきなり改造をするという行為は
オススメできません。著しくゲーム性を損なう可能性があります。簡単に言うと「激

しくつまらなくなる」ということです。
２つ、改造は自己責任で
「改造したらセーブデータが消えた」とか「改造した状態でセーブしたらロード出来
なくなった」という事態が発生する場合があります（プロセスエディタでメモリを書
き換えてるだけではそういうことはあまり起こらないとは思うが。最悪でもゲームが
止まるぐらいで、再起動すれば元通り）
。改造はユーザーの自己責任で行い、メーカー
には迷惑を掛けないようにしましょう。くれぐれもサポートに「改造したらセーブデ
ータ消えた YO！どうしてくれるんだ YO！」なんて文句言わないで下さいね。その前
に「セーブデータのバックアップ」を必ず取る癖を付けましょう。
３つ、他人に迷惑は掛けない
最近、オンラインゲームというが流行っています。MMORPG とかは多くの人の手に
よって、みんなが楽しめる空間が作られています。そこでの問題の一つに「チート行
為」というものがあります。簡単に言うとオンラインゲームを改造するような事とで
も思ってください。当然の事ながらそのような行為は御法度です。ランキングが開催
されているようなゲームでチートを使って上位にいる人を見たら貴方はどう思います
か？いい気分はしませんよね。それにそういった行為が発覚した場合はアカウント（ゲ
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ームに参加するための権利）が削除されたりすることもあるようです。改造するなら
オフラインのゲームにとどめておきましょう。
（普通は簡単にチートされないように暗
号化などの対策が立てられているとは思うが）
４つ、気に入らないからといって殴らない
改造は時に根気が必要です。目的のコードがすぐ見つからないからといって物にあた
ってはいけません。必要なのは広い心ですよ。それに、がんばって探した分だけ見つ
かったときの感動は大きいと思いますよ。
５つ、笑顔を忘れずに
簡単そうだけど、結構難しいよね。…ごめん、スルーして。

以上です。４，５はどうでもいいとして、１，２，３は必ず心に留めておいてくださ
い。ゲーム改造には倫理が必要という事です。

２．必要なツールの準備
これからプロセスエディタを使ったゲーム改造の方法をなるべく詳しく説明してい
きます。ここでは必要なものを説明していきます。
・うさみみハリケーン（以下、UH）
Digital Travesia ～ でじたる とらべしあ ～
http://hp.vector.co.jp/authors/VA028184/
去年の記事もこのサイトへのリンクを貼りましたね。ここの管理人である「うさぴょ
ん」さんが作ったフリーの多機能汎用プロセスメモリエディタです。これ一つで逆ア
センブル出来たりするし、他のツールとの連携も可能なので便利だと思います。他に
も「スペシャルねこまんま５７号」
（これもプロセスエディタです）が公開されていた
り、色々とためになる記事があります。
・改造の対象となるゲーム
今回はですね「プリンセスメーカー２ リファイン版」（以下、プリメ２）を使おうか
と思います。
青春時代を過ごした育成 SLG です。同じゲームならわかりやすいですが、
なければ他のゲームでの一向にかまいません。大体の手順さえ分かってしまえば十分
他のゲームも改造できますし。ただ最初に改造するものとしては RPG や SLG などの
目に見える数値が多くあるゲームをオススメします。格ゲーとかは改造できると「無
24
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限ジャンプ」とか「スーパーキャンセル」等の楽しそうな改造が出来るのですが、如
何せん初心者には敷居が高いので。

３．まずはじめに
プリメ２をするにあたり、まず最初にいじりたいパラメータとは何かと考えてみる。
やはり「お金」だろう。数値が表面に出ているものはサーチしやすいし、お金がたく
さんあれば、1 ヶ月まるまる使って娘と一緒にバカンスに行ったり、好きな洋服も買っ
てあげられるし、誕生日プレゼントだって買ってやれるし、病気のときそばにいてや
ることもできるし。まぁ、簡単に数値を変動できればなんでもいいです。
まず最初に対象となるゲームを起動します。続いて UH を起動します。すると「プ
ロセスを選択してください」と言われるので、リストの中から先ほど起動したゲーム
を選んで OK を押してください。そのときに出てくるウィンドウが現在のメモリの状
態です。その一部を抜き出したのが下の図です。

これの見方を少し説明します。まず、ここでの表記は１６進数だと言うことを頭に
入れてください。普段私たちの使っている１０進数というのは０から始まり、９の次
で次の桁へ位があがります。１６進数は９の次は「A、B、C、D、E、F」と続きます。
１０進数と対応すると「１０，１１，１２，１３，１４，１５」のように対応付けて
考えることが出来ます。そして F の次が１０となるわけです。１０進数が１０で桁上
がりするのに対して、１６進数は１６で桁上がりするのです。
左にある「4D7360」というのが「アドレス」と呼ばれるもので、右にある「88」と
か「8F」とか 2 桁の数字やらアルファベットやらが連なっているのが「データ」です。
データ部分は 1 行につき１６個ありますので、左から「+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6
+7 +8 +9 +A +B

+C +D +E +F」と番号を振ってあげます。左にあるアド

レスに先ほど割り振った番号を足したものが、そのデータの、本当にアドレスになり
ます。例えば一番上の段の、左から５番目を見てください。
「27」とありますね。ここ
は「+4」の場所なので、左に書いてあるアドレスと足し合わせて、
「4D7364」がアド
レスになります。
1 つのデータは 2 桁の１６進数で表されています。これを１byte(バイト)と呼んだり
もします。2byte では word(ワード)と呼ばれています。1byte で表せる最大値は「FF」
です。関数電卓などを使って変換すれば分かりますが、これは１０進数では「255」に
あたります。2byte では「FFFF」
。これは「65535」に相当します。
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４．いざ、サーチ開始
さて、大体の見方が分かったところで実際にパラメータを格納しているアドレスを
見つけたいと思います。この工程を「サーチ」と呼んだりします。
UH のメインウィンドウから「検索→メモリ範囲を指定して検索(64Bit Mode)」を
選びます。サーチには大まかに分けて、
「数値サーチ」と「変動サーチ」の２種類があ
ります。数値が見えている場合には数値サーチ（UH では通常検索と書かれている）
を使い、格ゲーの体力ゲージなどの数値として見えないものには変動サーチ（UH で
は変動検索と書かれている）を主に使います。
お金はいくら持ってるかわかるので数値サーチで行きたいと思います。と、その前
に「検索・比較単位」を指定してあげます。数値の最大値にあった単位をしていして
やることで目的のアドレスを見つけやすくします。ここが正しく指定されていないと
見つからないこともあります。よくわからなければ、何度かサーチしてみて見つから
なければ別のを指定すればいいと思います。
「1byte、2byte、4byte、
」などがあります
が、所持金は 500G です。1Byte の最大値は 255 なのでこれでは無理です。所持金の
最大値はおそらく 99999G だと目星をつけてみます。
2Byte の最大値は 65535 なので、
表しきれません。なので、4Byte を指定してサーチしてみます。
通常検索の部分で「通常検索実行」というボタンのすぐ上にある枠の中に現在の所
持金である「500」を入力して、
「通常検索実行」ボタンを押します。12 件ヒットしま
した。
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1 回目の検索で 12 件まで絞れれば上等だとは思うけど、さらに絞込みます。町に出
てお買い物をしましょう。雑貨屋に行って「快癒丸」を買いました。30G 掛かりまし
た。所持金は 470G です。UH の検索窓に 470 と入力して実行しましょう。うまい具
合に 1 件だけ残りました。アドレスは「5306E4」です。そのアドレスをクリックする
と 、 UH の メ イ ン ウ ィ ン ド ウ 上 で そ の ア ド レ ス に 移 動 し ま す 。

ここで注意しなければならないことがあります。ここでの表記は 2 桁ずつに区切っ
て、右から読んでください。つまり「5306E4」には「00 00 01 D6」と書き込まれて
いると見ることが出来ます。
さて次にデータを書き換えるわけですが、ここで便利なツールを使いましょう。UH
のメインウィンドウから「その他→式入力演算／進数変換」を選びます。試しにここ
に「0x1D6」と入力してみましょう。
「0x」というのは 16 進数であることを表してい
ます。
「Decimal」は 10 進数、
「Hex」は 16 進数、
「Hex-LE」は HEX をメモリ上で表
記されている形に変えた形になっています。
「0x1D6」はちゃんと「470」になってい
ますね。では次に「Clr」を押して、
「99999」と入力します。ここで表示される「Hex-LE」
の部分を参考にして「5306E4」の部分を書き換えましょう。

書き換えたらプリメ２に戻って所持金を確認してみましょう。470G のままです。書
き換えを行ってもすぐには反映されないなんてことはよくあることです。もう一度雑
貨屋に行って、さっき買った快癒丸を売ってみます。見事に 99999G になりました。
99999 に書き換えた状態から物を売ってお金を増やしたはずなのに、99999 のままと
いうのは、これが最大値であることを意味しています。やったね、改造成功！
同じ手順で他のパラメータもいじれるので、練習ついでにやってみるのもいいです
ね。お金以外を書き換えると育てる楽しみがだいぶ減るから、そのまま続けるのはお
勧めしませんが。
（お金だけでもどうかと…、という意見が聞こえてきそうだけどその
へんは各々の判断に任せるということで）
表面に見えてるパラメータというのは大体が同じ場所に固まっているので、１つ見
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つけたらその周辺のアドレスに他のパラメータもあるんだと思ってください。それを
知ってると知ってないとではだいぶ差が出ると思います。
今回は 1 件まで絞れたから、いきなり最大値に書き換えてしまったけど、普通はも
う少し残ってもおかしくないです。変動検索を使えば、もっと沢山の候補が残ります。
残った候補から絞るときは、あやしい候補を適当な値に書き換えて、実際に変われば
それで確定。変わらなければ次の候補の書き換え、というふうにするといいです。
変動検索についてはおおまかな手順だけ書きます。最初に「確保・記録」を実行。
調べたい値をどのように変えたかによって「変動」
「不動」
「増加」
「減少」のどれかを
実行。何度も値を変えて、そのたびに、どれかを実行。なかなか候補が減らないので
根気よく続けてください。詳しくは UH のヘルプを参照してください。丁寧に書いて
あるのでわかりやすいはずです。

５．まとめ？
如何でしたでしょうか？

なるべくわかりやすく説明したつもりでしたが。本当は

この後に去年紹介した「OllyDbg」を使用したプログラム改造を紹介する予定でした。
しかし、筆者の力量不足か、紙面の量を考慮してか、はたまた〆切までの時間の関係
か…。とにかく諸々の理由で書かないことになりました。プログラム改造は楽しいで
すよ。よくあるのが「買い物してもお金減らない」とか「お金を入手するとお金 MAX」
みたいなものですね。
「お金減らない」は買い物のときに、所持金のデータと、品物の金額のデータを読
み込んで、二つの値を引き算したものを所持金のデータとして書き込んでいる、とい
う処理があったとします。そこの引き算の処理を無くしてしまえば、元の所持金がそ
のまま買い物後の所持金として記録されるわけです。
「お金 MAX」はお金を入手したときに、所持金のデータと、入手した金額のデータ
を読み込んで、二つの値を足し算したものを所持金のデータとして書き込んでいる、
という処理があったとします。こういう処理につき物なのが、最大値を判定すること
です。プリメ２では、二つの値を足し算したものが 99999 を超えていたら所持金を
99999 に書き換える、
という処理が存在します。
お金を入手したときに、所持金を 99999
に書き換える処理を必ず行うようにしてやると、常にお金 MAX になるわけです。
改造は用法・容量を間違えなければきっと楽しいものだと思うんですよね。格ゲー
とかで CPU 専用キャラとか使えたらちょっと楽しい気分になりません？普通にプレ
イしてたら絶対に出ないデバッグモードとか出してみたいとか思いません？プリシス
とボーマンを同時に仲間にしてみたいと思いません？改造はそんな貴方を助けてくれ
ると思うんです。この記事を読んで興味を持ったら、是非挑戦してみてくださいね。
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６．参考までに
World's Crew's Seaport(W'C'S)
http://hp.vector.co.jp/authors/VA016667/index.html
SpoilerAL（スポイラーえ～るっ！）という汎用メモリエディタを公開してます。この
ツールは書き換えるのが専門です。サーチは出来ません。SSG ファイルというスクリ
プトファイルを記述してやることで、簡単にゲームが改造出来ます。改造コードが見
つかったら、SSG ファイルにして公開してみるのもいいですね。
猫缶 Index
http://onionimu.hp.infoseek.co.jp/usr/redcat/
多くの SSG ファイルを公開しています。ゲーム解析・改造の話題を取り扱っていて、
投稿用掲示板も設置されているようです。新作ゲームの改造コードを見つけたら、投
稿してみるのもいいかもですね。
DANA の部屋

ゲーム改造、ゲーム解析

http://www.geocities.jp/dana13sai/
SSG ファイルの公開、改造講座があります。私の書いた原稿より、ここのほうがよっ
ぽどわかりやすい気がする。今回書きたかったプログラム改造についても書いてある
ので、興味を持ったらぜひ覗いてください。
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光学円盤、汝何処に行かんとす
書いた人：ズサ
CD-R が普及して 5，6 年経つでしょうか。いまや個人による各種 DVD への記録も珍しくない
時代。便利になりましたね。しかぁし！その便利さの裏に隠れた問題にあなたは気づいている
でしょうか！？そうそれは廃メディア問題！あなたは一体何枚いらなくなった記録メディアをお
持ちですかな？
｢去年バックアップしたやつだけど中身見てみたら今更こんなもんいらないや。｣なんてことや、
｢しまった！生焼け(焼きミス、記録失敗)だー！｣なーんてことはしょっちゅうではないですか？
まして日の当たる所に置いておいたら、こんがり日焼けして、
｢ああぁ！大事な <-色々いっぱい検閲削除-> があああぁぁぁせｄｒｆｔｇｙふじこｌｐ＠!!!!!!」なん
てことは？なに？ない？俺だけ？
そして手元に残るはデジタル時代の”ウドの大木”と化した一枚の円盤。普通ならこのまま
｢燃やさないゴミ｣としてその生涯を閉じるところだろうが、貴様も一矢報いてやろうと思わんか
ね？（＞円盤） よかろう。どうせ最後に行き着く場所はゴミ箱と決まっているのだから、この私
の知識を振り絞って貴様にもう一花咲かせるチャンスを与えてやろう。
というわけで、いらなくなった記録メディアの活用法をどうぞ。誰だ！前振り長いって言ったやつ！
一花咲かせる方法その 1．(略して花１) 投げる
精密な円形をした円盤ですから、フライングディスクとしての性能もバッチリだぜ！青空の
下、友達と投げ合えば友情爆発、健康万歳、引き籠もりともおさらばさ！なんて思ってる引き
籠もり妄想族は社会から追放しておいて。そもそも投げて遊ぶようにはできていないし、小さく
て見えにくいので周りの人に突き刺さって危険極まりないのでやってはいけません。
一花咲かせる方法その 2．(略して咲か 2) 吊るす
ひもを通してベランダの鳥よけに。100 円ショップでも売っているけど、これでも同じでしょ。
むしろこっちなんてレーベル面に鳥の悪口書いたり、鳥撃退プログラムを記録したりできるん
だぜ！それがどうした。ま、所詮猫だましにもならないし、ベランダで猫飼った方がよっぽど鳥
撃退に効果あるんじゃね？更にお隣さんに鳥の悪口見られて大笑いされた日には自分が首
を吊りたくなるのでやってはいけません。
一花咲かせる方法その 3．(略して花咲かじぃ 3) チンする
誰かさんが昔やっていた方法。やり方はいたって簡単。電子レンジに入れて約 3～5 秒
（「ﾟдﾟ）｢~~~~まいくろうぇ～ぃぶ するだけ。激しくスパアァク！した後、なかなかきれいな模様
が浮かび上がります。例えるなら仮面ライダー響鬼のディスクアニマルみたいな。これに甲殻
機動隊のフィギュアなんて飾ると、結構絵になるかもしれません。ただしその後 3 日間電子レ
ンジの中から、溶けたプラスチックの臭いが流れて、ついでにその臭いが食物にも伝染（うつ）
るのでやってはいけません。
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一花咲かせる方法その 4．(略してその４) 狙う
そのままでもいいし、中央を黒く塗りつぶせば簡易ブルズアイ(射撃の的)に早変わり。威力
の強いエアガンなんかで撃ち抜くと記録面の色素がキラキラして .｡+･ﾟ+･綺麗｡+･ﾟ+･ﾟ☆ だし、
上手いこと真ん中の穴を撃ち抜けば気分は｢ワンホールショット(シティーハンター)｣間違いな
し。部屋の中でやると破片の掃除が大変だし、かといって外でやるとワンホールショット決めた
後に通行人にもじゃすとみいとな可能性もあるのでやってはいけません。
一花咲かせる方法その 5．(略して花より団 5) 反射させる
大量のディスクを並べて光を反射させ、光を一カ所に集めればコンロ代わりにも。キャンプ
の時にうっかりライターその他火気全般を忘れたときはこれで解決！する前に 1 時間くらい車
を走らせてコンビニ探した方が早いよね。そもそもキャンプにライター忘れて大量のディスク持
ってくるバカいるわけないし。ちなみに真夏の炎天下でこれに似たことやるとかなり危険です
のでやってはいけません。消防と警察のお世話にならないようにしましょう。
一花咲かせる方法その 6．(略して記 6 メディア) 並べる
規則性を持たせて並べ、異星人とコンタクトを試みてみましょう。意外とどこかの星の住人が
あなたの電波と一緒に記録内容を読み取って「うわ、地球に痛い文明があるぞ（ﾌﾟ。」なんて
笑ってくれるかもしれません。逆にキレて地球に襲ってこられると怖いのでやってはいけませ
ん。
一花咲かせる方法その 7．(略するのも面倒になった) 装着
レーベル面を額側に向けて装着すればお医者さんごっこもできちゃいます。これに白衣と
眼鏡を準備すれば完璧ね。なんてぶっちゃけ、そんなの今時ヤブでもいないだろうということ
に気づいた。怪しさ満点なのでやってはいけません。
残念ながら、私の拙い頭では結局良い案が思い浮かばなかったので、一花咲かせないで
おとなしくリサイクルされてくれ。
ちなみにこういったメディアを廃棄する場合は念のため中身が読まれないようにしてから捨
てましょう。その場合、記録面に傷を付けるよりレーベル面に傷を付けた方が記録層までの距
離が短いので物理的に壊しやすいですよ。もしくは完全に真っ二つに割るか、花咲じぃ３の方
法がお勧め。臭いけど。
ついでのついでに豆知識。焼きミスした CD-R 等はそのメーカーに記録失敗の旨を書いた
専用の用紙を添付して送ってやると、お金が返って来ます(私的録音保証金)。でも 1 枚あたり
の保証金は価格の約 1％（2 円足らず）なのでよっぽど失敗したときにでも怨念をたっぷりと込
めて送ってみるといいかもしれません。間違えても違うメーカーに送らないように。嫌がらせ以
外の何ものでもないので。
※万一この記事を読んで実行した場合、それによる損害等については筆者および EDP は一切責任を持ちません。
やりたいときは、自己責任。
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文責

SLIME

まえがき
皆さんどうもはじめまして。ところで私は資本主義市場での激烈な競争を余儀なく
されたことで苦渋の決断を強いられたのか、はたまた数年先を見越した前途有望な算
段なのか、本当のところは明らかにされていないけれども、合併･吸収そして経営統合
などで話題をさらっているエンターテイメント、とりわけゲーム業界の昨今に興味関
心と一抹の不安を抱く今日この頃であります。スクウェア･エニックスがタイトー買収
に成功したのは記憶に新しい事例ですが、大手ゲーム会社が玩具収益の支柱強化を狙
っての今回の公開株式の買い付け、経済的不況の時代における大企業の強みを見せ付
けるとともに、スクウェア･エニックスですら業界での「生き残り」をかなり真剣に考
えていることを窺わせます。娯楽に興じる人間としては、他人事でありながら肩身の
狭い思いをしてしまいます･･･。
さて、そろそろ本題に入ることにします。この年刊に寄稿する際に何がいいのか考
えたとき、自らの特化する分野で、かつ独自の世界観を持って書ききれるものを選ば
なければなりませんでした。そこで私の得意分野を挙げてみれば、ゲームソフト『ド
ラゴンクエスト』についての意見文を書くことに他なりません。同作品のシリーズは
既に私の生きた時間の大部分に渡って親しみ続け、今も頭の中では、評論家でもない
のに真剣な評論をすることがしばしばあります。以下数ページに及んで個人的な論評
を展開しますが、これについては同シリーズを体験していないと理解できないところ
が多分に存在します。よって未体験者でネタばれを極端に嫌悪する人や、これからド
ラゴンクエストをやるので内容が分からない方がよい、という人は読むのを控えて頂
きたいと思います。読者を限定してしまう記事で大変申し訳ありませんが、ここで注
意を喚起しておかないと苦情が出ることは明らかなので、このような方式をとらせて
もらいます。では、次の章から評論を始めますが、そこからは文体が論文形式になり
ますのでご了承下さい。

各作品の前後関係はあるのか
『ドラゴンクエスト』は 2005 年 10 月現在までで関連作品を除くと、本編は 8 作品
まで発表されている。世界観は西洋ファンタジーを題材にしながらも、内容的には東
洋人になじみの深い「道徳観」や「人間愛」をテーマとした温かみのあるシナリオの
構成になっており、プレイしていて心地よい爽快感を感じることができる。また冒険
の途上で随所に配置されたミニゲームやアイテムのコレクションシステムはプレイヤ
ーの心理をくすぐり、メインストーリーとは別の楽しみを与えてくれる。そのため主
に日本市場においては発売と同時に爆発的な売り上げを記録し、現在もなおゲームソ
フト市場の先駆的で主要なタイトルであることは周知の通りである。
この作品は連作の形をとっているが、『ドラゴンクエスト』から『ドラゴンクエス
トⅢ』まではストーリー的なつながりが認められ、『ドラゴンクエストⅣ』から『ド
ラゴンクエストⅥ』までは基本的な設定が類似しているが、直接的なつながりがある
かどうかは不明であるというのが一般的見解である。前者の作品群は『ロト３部作』、
後者のそれは『天空３部作』と称する。それ以降の『ドラゴンクエストⅦ』と『ドラ
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ゴンクエストⅧ』については、それぞれが世界の構成やその他の基本設定から、大き
なつながりはないということが、ゲームをプレイすれば分かる。そしてこの 8 つのド
ラゴンクストがどのような物語上の前後関係をもつのかということは、近年オンライ
ン上で様々な推論が飛び交っている。しかし私の見たところ、それらのいずれもが信
憑性に足るものではない。ガセネタや個人の二次創作による推理で、メインストーリ
ーとは関係のないところで結論付けられてしまっているものが大半であった。参考に
は到底なりえない。
ここで結論を急いでしまうならば、私は次のように言うことができる。つまり「８
つの作品群には、本質的な物語上のつながりはない」ということである。（も
ちろん『ロト 3 部作』の中では完全な連続性を有する。）その根拠はシナリオを手が
ける堀井雄二氏の主張による。堀井氏は『ドラゴンクエストⅦ』そして『ドラゴンク
エストⅧ』の製作段階のとき、ゲーム雑誌のインタビューにおいて「Ⅶはロト 3 部作、
天空 3 部作のいずれにも属さず、１個の独立した物語として完結する」という趣旨の
事柄を述べており、Ⅷについても各作品との連続性を意識してつくってはおらず、「Ⅶ
と同じで、完全にこれだけで独立した物語になっている」と語っている。製作側の方
針から言うと、過去のドラゴンクエストのように特にストーリー的関連を持たせて開
発することはなくなってきているようだが、これには常にゲームシステム的な新要素
を盛り込みながら、世界観を維持することに集中しているために、作品同士のつなが
りを念頭に置きすぎると表現のフィールドがかえって狭まってしまうことによるもの
だろう。作品を重ねるごとに進化し続けるドラゴンクエストにおいては、以上のよう
な理由から今後も関連する共通要素は見込まれるものの、直接のつながりを持った作
品というものは生まれないようにも思える。
しかし話はそれで終わりではない。ドラゴンクエストはプレイヤー＝主人公である。
物語の解釈はプレイヤーが多ければその分だけ生まれるのである。8 つの作品を通して
の世界観の類似が、そのことを可能にし、我々の想像を豊かにしてくれるのである。
このことについて、興味深い発言を紹介しておこう。漫画家である藤原カムイ氏は著
作『ドラゴンクエスト エデンの戦士たち』4⁾11 巻の巻末において、「ゲームで出てい
る全てのドラゴンクエストシリーズは、実は壮大な流れで 1 本に繋がっていると思う
のです。そしてエデン以降はそれらを証明するシリーズになるのではと考えています。
もちろん真実はドラゴンクエストⅧ以降に明かされるでしょう。」と書き記しており、
さらに 12 巻において「プレイヤーの数だけドラマがあるわけで、『これが本当のドラ
ゴンクエスト』なんてものは実はないんですね。その歴史についてもあいまいな部分
が多く、プレイヤーの想像に委ねられています。ただ、だからこそ伝説なのです。･･･
(中略)･･･いろいろで、それらは全て伝説なのです。真実はきっと堀井雄二先生の頭の
中にだけあるに違いありません。･･･(中略)･･･どこを見るかはプレイヤーの自由。そ
こで体験したことはプレイヤーだけのものです。いくつもの伝説が語られ、その積み
重ねで体系となっていく、それこそがドラゴンクエストのあり方なのだと思っていま
す。」との意見を提示している。これは正にその通りであると私は思う。ドラゴンク
エストは懐の深いゲームである。決して世界観を損なわず、各作品が独自の展開をし
ながらも、共通性を持たせることで我々が想像を膨らませられる余地を与え、解釈の
自由度を高めてくれる。
１)『月刊少年ガンガン』（スクウェア･エニックス刊）で連載されている、『ドラゴンクエストⅦ』を原作とした
漫画。本編の物語とともに、作者独自の解釈による追加シナリオが盛り込まれている。2005 年 10 月現在、13
巻までの単行本が発売されている。
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私はこのことから、私独自の視点でこの解釈に挑むことにしようと思う。またその
際、留意しておくべきことを挙げるならば、それは私がゲームをしていて感じ取った
インスピレーションを最も重要視することである。よってここでは一切の曖昧な情報
や、単なるネタに留まる事柄を問題にしないつもりである。また世界地図や魔物の種
類や生息状況･頒布、そしてゲームシステムは考えないことにする。それは「天空 3 部
作」は 3 作それぞれが異なる地図を用いてはいるが関連性がうかがえること、つまり
地形的な連続性はかえって論議をややこしくして可能性を少なくしてしまうことにつ
ながるからである。また魔物はシリーズを重ねるごとに種類も多様化し、ゲームシス
テムはより工夫が凝らされてプレイし易くなってきている経緯があり、直接的には本
編のストーリーとは関係がないと思うからである。作品同士のつながりを論考する上
で、私は何よりもまず「物語の筋」とその中の共通要素、またストーリー上の追加要
素に焦点を絞って話を進めたいと思う。
ここで本題に入る前に、改めてではあるが各作品の大まかな物語の筋を解説してい
きたい。それは以下に示すようになっている。（次ページ以降を参照のこと）

ドラゴンクエスト
かつて神から授かりし光の玉で闇を振り払った勇者ロトの伝説を色濃く残す
アレフガルドの地では、ラルス 16 世の治世に悪の化身「竜王」によって再び魔
物が溢れ出て人々を襲っていた。主人公はラダトーム城で王に謁見し、その願い
を受け入れて竜王を倒すべくアレフガルドをまたに駆ける冒険へと旅立つ。彼こ
そロトの血を引く勇者であり、ロトゆかりの土地を渡り歩きながらローラ姫を助
け出し、魔の島で巨大な竜へと姿を変えた竜王に立ち向かっていくのである。

ドラゴンクエストⅡ

悪霊の神々

アレフガルドに再び光を取り戻した若者は遠い大陸を旅し、その地に美しい
国を築き最愛の妻の名前をとって「ローレシア」と命名した。時とともに国は 3
つに分かれ平和に発展していたが、大神官ハーゴンの陰謀により姉妹国ムーン
ブルクは魔物の襲撃を受けて滅んでしまう。主人公はローレシアの王子として
ロトの血を分けた仲間を探し出して邪神官の呪いにも果敢に立ち向かい、祖先
の地アレフガルドをも旅をし、最後にはハーゴンが呼び出した破壊神シドーと
の決戦に臨んでいく。
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ドラゴンクエストⅢ

そして伝説へ

かつてアリアハンにこの人ありと呼ばれた勇者オルテガは世界を恐怖に陥れ
た魔王バラモスを倒すために旅立ち、噴火口に落下したまま帰らぬ人となって
いた。夫の意志を継ぎ、母に勇敢に育てられた若者は 16 歳の誕生日の日、アリ
アハン王にバラモス討伐を命じられ、不思議な縁で巡り会った仲間と冒険の旅
に赴く。行く先々で耳にするオルテガの噂は若者を世界の果てを越え、地下世
界へと導いていく。彼が真の勇者に成長したとき、伝説が完結し新たな歴史の
幕が開いていくのである。

ドラゴンクエストⅣ

導かれし者たち

山奥の村で勇者として育てられた若者は、ある日勇者の根絶を目論む魔族の来
襲によって村を焼き払われて家族を失い、孤独な旅路につく。しかし彼の周りに
は運命の糸に導かれた 7 人の個性的な旅人が集ってくる。彼らは各々の目的のた
めに戦いながらも、やがてすべてが 1 つに重なる、巨大な悪の陰謀を追いかけて
いたのである。勇者は仲間とともに魔族の策謀を明らかにしながら天空に浮かぶ
謎の城、そして魔界の間を行き交いながら「進化の秘法」によって誕生した究極
の悪の化身に挑んでいく。

ドラゴンクエストⅤ

天空の花嫁

天空の血を引く勇者が悪を封じ込めてから 100 年、そこには広大な世界を旅
する父と子の姿があった。父と一緒にいることは旅の目的も知らない少年にとっ
て何よりの喜びであったが、やがて彼らの時間を隔ててしまう運命の事件が起こ
る。苦難を乗り越えて逞しく成長した青年は、父の目的であった天空の勇者を探
すため、出会いと別れを繰り返して冒険を続けていく。やがて自らの出生の秘密
を知った青年は魔界から降臨せんとする大魔王を倒すべく、勇者や仲間とともに
最後の戦いに向かうのである。
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ドラゴンクエストⅥ

幻の大地

山奥の村ライフコッドに住む若者は、村祭りの夜に精霊のお告げを受け、世界
を自分自身で見知るための旅に出かける。以前彼が踏み入った見知らぬ土地は、
道行く人々の間で語り継がれる「幻の大地」だったのか。2 つの世界を行き来し
ながら複雑に絡み合う謎、その旅先で果たす運命的な仲間との出会い、夢と現実
の間で起こる様々な出来事は、若者を世界の真実へと導く。彼が自分の本当の存
在意義を知ったとき、第 3 の「はざまの世界」への入り口が出現し、そこでうご
めく巨悪の根源たる魔王との対決を迎える。

ドラゴンクエストⅦ

エデンの戦士たち

世界にはただ 1 つの平和な島のみが存在し、人々は誰しも魔物の出現を信じ
ていなかった。しかし主人公が見つけた「ふしぎな石版」と古代の神殿が鍵と
なって広大な世界の隠された真の姿を現出させていく。その主人公は石版で過
去の世界へ立ち入り、世界を元の姿に戻していくうちに伝説の英雄を復活させ、
それまで仄めかされていた大魔王の存在を知る。そしてとうとう旅の仲間とと
もに神をも甦らせるが、それは大魔王の罠であった。精霊の力で陰謀に気づい
た主人公は、一度世界を飲み込みかけた魔王との戦いに再び挑んでいく。

ドラゴンクエストⅧ

空と海と大地と呪われし姫君

古の伝説に語られし魔力を秘めた杖をめぐり、呪いによってイバラに覆われ、
時を止められた王国の生き残りである主人公は、杖を持つ道化師を追いかけて
世界中を渡り歩く。なぜ道化師は次々に人を殺めるのか、そこには封印されし
邪悪な存在が見え隠れし、着々と復活の兆候を見せ始めていた。道化師を追い
かけるという目的のために集った仲間たちとの旅では、古の 7 賢者と神鳥の伝
説を目の当たりにし、世界に危機が迫っていることを知る。主人公が記憶を取
り戻し、そして空が赤く染まりし時、巨悪が復活し運命の戦いの火蓋が切って
落とされる。
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『ロト３部作』と『天空３部作』の関連性
『ロト 3 部作』は地下世界アレフガルドを平和に導いた「ロト」の称号を持つ勇者
が、次に来るべき闇の時代を救うために、自身の血脈を後世に残し、それを受け継ぐ
子孫たちが闇の化身と戦う、というのが一貫した作品のつながりと流れである。
「ロト」
の勇者がⅢの主人公であり、Ⅰの主人公はその子孫、そしてⅡの主人公であるローレ
シアの王子はⅠの勇者の子孫の 1 人であり、Ⅱの世界はⅠの世界から 100 年後の世界
が舞台である。これらをすべて体験した方ならお解かりだと思うが、Ⅲを終えると 3
部作の全ての謎が解き明かされ、前作の面影があちこちに見受けられる演出に大変感
動する仕掛けになっている。事実、私自身もそうであった。したがってここでは「Ⅲ
⇒Ⅰ⇒Ⅱ」というつながりが明確に見てとれるのである。
次に『天空 3 部作』であるが、これは「天空」の血を引く主人公（勇者）が、世界
を滅ぼさんとする帝王に立ち向かうのがⅣの物語であり、Ⅴはそこから数百年後が舞
台であるとされている。Ⅴの主人公は「天空」の勇者の子孫を花嫁に迎え、やがて勇
者の父親となり、母の行方を追いながら同時に大魔王を倒すために魔界へと入ってい
く。Ⅴでは冒険の途中で訪れる「アルカパ」という町で、伝説の勇者と地獄の帝王エ
スタークの話が聞けるのだが、これはⅣで勇者が帝王を倒すというイベントがそのま
ま語られており、ⅣとⅤの時間的なつながりがうかがえる。
（ちなみにエスタークはⅤ
のクリア後に出現する、隠しダンジョンの奥深くで眠っており、再び対戦することが
できる。
）またプレイステーション 2 にプラットホームを移したリメイク版のⅤ（2004
年 3 月 25 日発売）において、大魔王ミルドラースの正体は、
「進化の秘法」を用いて
自らを究極の生物に進化させてしまった人間である、との新設定が加わっている。進
化の秘法が完成するのはⅣの世界においてであり、これを用いることが出来るとする
ならば、時系列的にはⅣ以降ということになる。これらのことから、ⅤはⅣの後に属
する物語ということができる。ⅥはⅣとⅤの世界の設定である地上世界（人間界）
、天
空世界（天空に浮かぶ城）
、魔物の支配する暗黒世界（魔界）といった共通する環境を
もっていることから、物語的な関連性を明示してはいないけれどもこれと同系統の作
品に位置づけることが出来る。ところがそこではⅣとⅤの前段階に当たるような物語
が展開されるのである。大魔王デスタムーアの陰謀により現実世界で失われてしまっ
た事物が、夢の世界では実体を持って存在している。この夢の世界を統べるのがゼニ
ス王であり、ゼニスの城はⅣとⅤに登場する「天空城」と構造が非常によく似ている
のである。またゼニスの城に到達するために伝説の武具を集めるのだが、それらは「天
空の武器防具」と姿かたちや効果においても一致しているのである。
（Ⅵの公式ガイド
ブック下巻には武具のイラストが掲載されており、確かめることができる。）ロト 3 部
作でも、Ⅲで勇者が用いた装備品が、後世に名前を変えて「ロトの武器防具」として
存在していたように、この場合も「天空の武器防具」としてⅣ、Ⅴの世界に受け継が
れていったのではないかと私は予想する。そしてⅥのエンディングでは、夢の世界の
中で、ある「卵」から何かが生まれる場面がある。それは世界の新たな希望、という
印象を受けるようなものであるが、これを見て私はまず「マスタードラゴン」を想定
した。マスタードラゴンはⅣとⅤにおいて物語中に主人公を助けるという重要なポジ
ションにあり、エンディングまで到達するのにはなくてはならない存在である。Ⅵに
は「天空の血を引く勇者」や「天空城」の概念はないが、Ⅵ自体が時間的に古い位置
づけであるとするならば、天空 3 部作のつながりを考える上で一筋の光明が差したよ
うに納得のいくものになる。すなわち「Ⅵ⇒Ⅳ⇒Ⅴ」という関連性を主張できるので
はないだろうか。
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ところで、この 2 つの 3 部作は一見別々の物語になっているように見えて、実は共
有する事物を互いに含んでいる。第一に、それは先に述べた「ゼニスの城」である。
スーパーファミコンに移植されたリメイク版のⅢ（1996 年 12 月 6 日発売）では、ク
リア後の隠しダンジョンの中で天界を治めるゼニスとその城が出てくるのだが、Ⅵの
ようにデスタムーアの手下であるデュランに支配されたものではなく、平和のうちに
存在している。これを時系列的にⅥの前とみるか後とみるかは、これだけでは判断で
きない。ここで注目すべきは、第二の「世界樹」である。言うまでもなく、世界樹は
主人公たちを蘇生させるための道具である「世界樹の葉」を宿す大樹であり、ドラゴ
ンクエストの世界観の形成に欠かせないものである。世界樹の存在は、8 作品のうち、
Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ･Ⅶで確認できる。またⅧではかたちは違えども、それは「明け方にしか見え
ない不思議な木」として、日が昇りきる前にだけ幻想的に出現する神秘的な大木とし
て存在する。まるで世界樹の面影を漂わせるのだが、これはかつて存在していた「命
を司る大樹」の姿であるということが判明する。Ⅷの世界において、これを世界樹だ
とするのは行き過ぎた判断かもしれないが、少なくともその可能性はあると思う。さ
らに世界樹は、ⅡとⅢの世界では世界樹の葉を入手するための場所に過ぎないが、Ⅳ
やⅦの中では、ダンジョンとして冒険が出来てしまうのである。
ここで私は、世界樹の生長過程における時間軸というものを考えてみることにする。
つまりⅡやⅢの段階では、内部を探索できるほどの巨木に成長してはいなかったので
はないか、ということである。そうなれば、Ⅳの世界樹は天空にまで達するほどに生
長しており、時間的にはⅢとⅡの世界の後に属することになる。ということは、
『ロト
3 部作』は『天空 3 部作』よりも「以前の」物語だと言うことが出来る。つまり前に
述べた「ゼニスの城」は、Ⅵに至る前から存在したということであろう。これはあく
まで私の推論にすぎないが、私はこれが最も妥当な見方であると思っている。共通す
る手掛かりを他に探すとなると、それはかなり微細なものになるであろう。よって私
は、この段階で「
『ロト３部作』⇒『天空３部作』
」の順序を考えることにする。

『ドラゴンクエストⅦ』の時間的位置
Ⅶはそれまでの作品とは独立した、それだけで完結する物語としてつくられた。と
ころが物語の所々に「ロト 3 部作」の影響、関連する項目が見られるのである。それ
らをいくつか並べてみると、以下のようになる。
まずⅦには「王者の剣」というアイテムが存在する。これは物語の後半にグランエ
スタード城の宝物庫で手に入れることのできる、高い攻撃力を持った武器なのだが、
ここで往年のプレイヤーならば閃いたはずである。つまりそれはⅢにおいて、後世に
「ロトの剣」と名前を変える最強の武器「王者の剣」と名前を同じくするものだから
である。ただしⅢの場合は「おうじゃのけん」
、Ⅶの場合は「おうじゃのつるぎ」と読
ませるので、この 2 つが完全に一致するかどうかというところは断定できない。事実
Ⅶの中では、
「王者の剣」はⅢのような効力は持ち合わせておらず、グランエスタード
王族に関係する者のみが装備可能というだけのものである。あくまでこれはプレイヤ
ーの主観に、過去の作品をフィードバックさせるという、堀井雄二氏の演出の粋に留
まるのではないかと予想される。ところでグランエスタード王族の血脈は勇者ロトと
関係があるのだろうか。それを考えるに当たり、ここで私が引き合いに出したいのは
『ドラゴンクエストモンスターズ キャラバンハート』である。
同作品はモンスターズシリーズの 3 作目に該当し、
「伝説の大陸」と呼ばれる世界を
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舞台にした外伝的な物語であるが、ここはⅡの数百年後だということが明らかに分か
る。
「ロトのオーブ」の存在など、
『ロト 3 部作』との関連性を持たせて製作された事
がはっきりとしている。その世界ではなんとローレシアとムーンブルクが崩壊してお
り、アレフガルドが水没してしまっているのである。
（物語展開上、アレフガルドはロ
ンダルキアでのイベントを達成することで復活する。）主人公はキーファ･グラン、Ⅶ
の主人公の親友でグランエスタード王族に生まれた意志の強いキャラクターである。
ちなみにⅦの世界では、彼は「ふしぎな石版」によって次元を超えて過去の世界へ行
くことができた。この設定に則するならば、キーファが別の世界、つまりⅡの世界へ
と転移したと考えられる。ただしキャラバンハートはキーファの幼少時代の付加的外
伝ストーリーであり、この時点では次元転移は不可能である。あくまでも「ロトの世
界」と世界観を共有した外伝ということのみが事実であり、キーファとロトの関係性
が明確にされることはない。しかしキーファがシリーズの中で最も重要な位置にある
ということは、長年のプレイヤーならば分かってくれることだろう。Ⅶと『ロト 3 部
作』はリンクし、またキーファはロトと緊密に関連している。きっと堀井氏の構想に
おいても、キーファはそのような存在であるに違いないと私は考えている。
ここで次の話に進むことにする。自分的には、こちらの方がもう少し分かりやすい
事例だと思っているので、いぶかしがることなく読み進めてほしい。Ⅶにおいては、
世界中の村、町、教会や修道院などの施設の本棚を調べると、様々な物語が記された
本を読むことができる。その中の 1 つに、
『勇者ヘッポコくん』という物語があるのだ
が、これは誰もが読める単純な文体とコミカルな内容が魅力の名作である。それをこ
こでみていこうと思うのだが、まずはどのような話か実際に下のものを見ていただき
たい。

”勇者ヘッポコくん
第 1 章 勇者の目覚め
”今日は ヘッポコくんの 16 歳の誕生日。
いつものように お母さんに
ベッドから たたき起こされました。
”お母さん「ヘッポコや 今日は お城に
呼ばれているのを 忘れたのかい！
”ヘッポコくんはあわてて
服を着がえて お城へ むかいました。
－つづく

”勇者ヘッポコくん
第２章 城門のワナ
”お城にむかった ヘッポコくん。
入り口の 兵士さんに あいさつします。
”ヘッポコ「ちわーす 勇者でーす！
”兵士さんは 言いました。
＊「うちは 勇者は まにあってます。
」
－つづく
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”勇者ヘッポコくん
第３章 王
”なんとかお城にいれてもらった
ヘッポコくんは 王さまのもとへ
むかいます。
”王「はっはっは わしが 王さまじゃよ。
して おぬしは どなたかな？
”ヘッポコ「おれは ヘッポコ。
世界をすくう 勇者だ！！
－つづく

”勇者ヘッポコくん
第４章 王の願い
”勇者の登場に 王さまは ビックリです。
王「なんと 世界をすくう勇者とな！
ヘッポコくんは 得意げです。
”王「ならば 願いがある！
娘が魔物に さらわれたのじゃ。
その魔物を 退治してまいれ。
”ヘッポコ「勇者の名にかけて
姫を 助け出してみせるぜー！
－つづく

”勇者ヘッポコくん
第５章 勇者の冒険
”王さまの願いを聞き 姫を魔物の手から
助け出す旅に出た ヘッポコくん。
魔物がいるという 洞くつへ来ました。
”ヘッポコ「うおー 魔物め 出てこーい！
すると 洞くつの中から 魔物が･･･
”おわび 作者急病のため ご好評を
いただきました 勇者ヘッポコくんは
今回で中止と させていただきます。
”ご愛読ありがとうございました。

残念ながら以上のように、この話は未完のまま終わってしまっている。しかしここ
までの内容を確認してみると、実はこの話のもとになったのはⅠとⅢのストーリーな
のである。前半の「勇者が目覚めてからお城へ行く」という部分はⅢの冒頭、後半の
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「王の願いを聞き入れて魔物退治の旅に出る」という部分はⅠのストーリーに酷似し
ている。つまりはパロディ作品ということになる。パロディはそれ以前に元になる原
作の物語があって、それを脚色することで初めて生まれるものである。ここではⅢと
Ⅰの物語がまず人々の間で語り伝えられ、そのことを題材にして、とある作家が後の
時代に『勇者ヘッポコくん』を面白おかしく執筆したと考えられるのではないだろう
か。その点を踏まえるなら、Ⅶは明らかに『ロト 3 部作』のⅢとⅠの後に位置づけら
れるのである。また前に述べたように、Ⅱとの前後関係では、キャラバンハートにお
けるキーファの年齢という根拠を挙げるなら、Ⅶの方がⅡよりも後の時代のものとい
うことになる。
以上の理由により、私は「
『ロト３部作』⇒Ⅶ」という連続性を主張する。さらに
口を挟むことになるが、Ⅶには天空に浮かぶ「天上の神殿」が存在し、天空世界との
関連が予想されるが、「ゼニスの城」や「天空の勇者」という存在は語られていない。
ゼニスの城はⅢの時点で存在するが、マスタードラゴンはまだいない。つまりⅦは『ロ
ト 3 部作』と『天空 3 部作』のちょうど中間の物語なのではという予測ができる。言
うなれば「
『ロト３部作』⇒Ⅶ⇒『天空３部作』
」ということである。

『ドラゴンクエストⅧ』の時間的位置
Ⅷという作品は、
『ロト 3 部作』と『天空 3 部作』の両者それぞれと共通項を合わせ
持つ。まず前者との共通要素であるが、これはゲーム中に明かされるように「不死鳥
ラーミア」である。ラーミアはⅢの中では、7 つのオーブを集めることにより卵から復
活し、やがて魔王バラモスの城へと飛び立つために必要とされる。Ⅷでは空を舞う手
段として『神鳥のたましい』というアイテムを用いるのであるが、
「たましい」は「神
鳥レティス」の雛のそれが実体化してオーブになったものである。この「レティス」
は、エンディングの中で自らが「ラーミア」であると告白する。神鳥は幾つもの世界
を、次元を超えて行き交う能力を持つから、ラーミアは次元を超えて、自分が生まれ
たⅢの世界からⅧの世界にやって来たことになる。つまりⅢとⅧは次元こそ異なるが、
ラーミアを介してつながっているということだ。この「生まれた」というのは、Ⅲに
おいて卵から孵ったときのことを言うものと考えられる。つまり時系列的には、Ⅲが
Ⅷに先行するということである。このときⅢとⅧの時間差がどれくらいかはわからな
い。なぜなら次元を超えるということは、どれくらいの時間であろうと思いのままに
なるからである。余談であるが、Ⅷでは７つのオーブも存在し、７賢者のたましいを
宿して、暗黒神ラプソーンの闇の結界を打ち破ることができる。ラーミアに関連した
オーブを物語の中で印象的かつ効果的に使わせる演出は、堀井氏の感性の為せる業だ
としみじみ思う。つまりこの段階では「Ⅲ⇒Ⅷ」ということになる。またロト編を総
合して考えるなら、
「『ロト３部作』⇒Ⅷ」になるだろうか。
次に後者との共通性を考えたい。Ⅷには「モンスターバトルロード格闘場」なる施
設があり、オーナーが率いるモンスター同士の勝ち抜き戦が開かれている。そのＳラ
ンクバトルにおいて、主催者モリーの友人として登場するのが、あの「ライアン」と
「トルネコ」なのである。知っての通り両者は、Ⅳでは「導かれしものたち」の一員
で欠かすことのできない役柄にある。ⅧでＳランクをクリアすると 2 人から話を聞く
ことができるのだが、ライアンは「激動の時代がなつかしい」
、トルネコは「今回が 5
年ぶりの出勤」という発言をしている。
（戦闘前には、トルネコが「レイクナバ」から
来たことが審判によって語られる。
）つまり彼らはⅣでの冒険を終えた後でモリーと知
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り合い、モリーに招待されてⅧの世界にやって来たことになる。どのようにしてやっ
てきたのかは分からないが、彼らが次元転移できないことは確かである。ひょっとし
たらⅣとⅧは、世界がリンクしているのかも知れない。しかも時間的にもかなり近い。
なぜならば、ライアンとトルネコは容姿がまったく変わっておらず、年齢的にも年老
いたという感じはしないからである。ほとんどⅣの数年後と言っていいほどである。
ということは、ここで「Ⅳ⇒Ⅷ」という関連が予測できる。Ⅷは『ロト 3 部作』から
Ⅶを経て、Ⅳの数年先に当たる物語だということであろうか。

総括―むすびにかえて―
やはり 8 つの作品それぞれには、直接あるいは間接的関連があった。これまでみて
きた論点から、私は下のような結論を導き出した。つまるところドラゴンクエストの
各物語の連続性、つながり方は現在のところでは、

Ⅲ⇒Ⅰ⇒Ⅱ⇒Ⅶ⇒Ⅵ⇒Ⅳ⇒Ⅷ⇒Ⅴ
ということになる。もちろんこれはⅧまでの時点のみの論考であり、これからさらに
シリーズを重ねて物語が増えるとともに解釈が変わり、また今後の関連作品の動向に
左右されることもあるだろう。読者の中にはこの結論に批判的な見方をする者もいる
かもしれない。しかしながら、これは純粋にゲームのみに見られる事象とその解釈を
中心に扱っており、かなり納得のいくものに仕上がったと、私自身は自負している。

＊「ちなみに
記事の

これが

作者です。
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FC ロックマンボス戦攻略完全私見記事
書いた人： みすたぁ
○はじめに
最近ハマってるゲーム、ロックマン（FC）のボス戦攻略である。ちなみにロックマ
ン１は難しいのでパスしている私だ。
ちなみに、この完全私見攻略記事を読むときはロックマンを起動してから読むよう
にしてほしい。もしくは下に参考文献として記したカプコンのサイトに飛んで、どん
なボスがいるのか確認した上でかな。じゃなくては○○マンとか言われたところで一
体なんなのかわからないし、読んでて面白くないと思われる。どうかそこのところ、
ヨロシクゥ！
○ロックマン 2
一番強いボスはクイックマン。弱点武器だけでは倒せないのでロックバスターを当
てないといけないが、これがピョンピョン飛び跳ねて当てづらいのだ。まぁ、ノーマ
ルショット一発でふたつライフを減らせるので、まぁ、絶対負けるって程でもない。
それよりもリーフシールドのない状態でのエアーマンの方が数倍難しい。というか
倒せないのでは・・・。すべてのシリーズを通して、ボスの中で一番強いといっても
過言ではない。しかしリーフシールドさえあれば、一度ターンを乗り切るだけで瞬殺
可能である。
（どうやるかというと、敵のエアーシューター乱れ撃ち三回を乗り切ると
エアーマンは左に向かってジャンプしてくるので、左の壁際で待つ。するとエアーマ
ンは壁ベッタリに立たないので、左の壁とエアーマンの間に無敵ゾーンが出来るのだ。
そのスキにリーフシールド連打で瞬殺）
一番弱いボスはフラッシュマン。近づいてくる速度が遅いせいか、弱点のメタルブ
レードがひどく当てやすい。攻撃があたると軽くジャンプするのでそこにさらにメタ
ルブレードを当ててやろう。秒殺である。
ちなみにワイリーステージではメタルマンが最弱。メタルブレード二発で撃破可能
なので、開始と同時に軽く小ジャンプでショット、着地と同時にさらにショット、で
終了。開始二秒で終わりである。
一番最初に選ぶのはフラッシュマンだろう。攻略方法はノーマルショットでもメタ
ルブレードでも変わりはない。ショットを当てて軽くジャンプしたところをさらにシ
ョットを当てていく形だ。近づいてきたら乗り越えてまた同じパターンに。ちなみに
この後はクイックマンを倒そう。しかし、二番目にクイックマンとはカプコンも厳し
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い作りにしてやがる。三番目にメタルマンをクイックブーメランで倒せばあとのボス
は楽勝である。ちなみに、ウッドマンを倒す前にエアーマンに行った場合ゲームオー
バー確定である。
この頃のデザインに関しては、良くも悪くもゲームであるという感じで文句のつけ
ようがなかった。しかしこれより後のロックマンシリーズでは結構客寄りなデザイン
が増えていくので、この紹介文の中でのツッコミはこれ以降激しくなっていく。
○ロックマン 3
一番強いボスはシャドウマン。手裏剣を頭につけてるヤツ。忍者なのかどうかイマ
イチわからんヤツだ。弱点武器タップスピン（駒アタック）は運が悪いといきなりゲ
ージが０になり使えなくなる。理解不能な武器だ。さらにタップスピンは必ず自分も
ダメージを受ける。さらに理解不能。これは厳しい。コツとしてはタップスピンを発
動したら、そっとシャドウマンに当たるように。さらに敵に当たり判定が残っている
ときに再タックルをかまさないようにしよう。
一番弱いボスはマグネットマンか。弱点武器シャドーブレードでなら四発で撃破可
能。しかもパターンが読みやすいのでこれもまた秒殺である。しかし、時間をかける
と「マグネットパワーオン、ジーグブリーガー！」と引き寄せ体当たりをかましてく
る。注意である。
トップマンはノーマルショット一回ヒットにつきふたつパワーを減らせる。さらに
パターンも読みやすい。コマをスライディングで交わし、突進をジャンプで飛び越え
るだけ。あとはショット連打である。一番最初に選ぶのは間違いなくコイツではない
か。しかし次に控えるはシャドウマン。やはりカプコン。厳しい作りだ。
またマグネットマンも慣れた人ならノーマルショットだけでもノーダメで倒せるは
ずだ。この場合次はハードマン。名前からイマイチ姿が想像できない。ハードオタな
のか、ハードゲイなのか知らんが、実際はあまりハードでも何でもなく、パターンも
読みやすいし弱っちいヤツである。マグネットミサイルがあれば楽勝だ。
ステージ選択中のスパークマンの頭がカーリングの玉に似ていることからカーリン
グマンとか言ってバカにしていたが、コイツ、実は結構強いのである。全方位弾発射
後、巨大チャージ弾を撃ってくる。段差のあるコイツのボスステージではさっぱりよ
けられないのだ。カーリングマンの面目躍如である。マヌケな顔してるくせに・・・
ジェミニマンというのはどうなんだろうか。もうこの頃からネタギレは始まってい
たのだろうか。スネ夫がかっこいい兜をかぶった感じのヤツがいきなり二人に分かれ
て玉を撃ちまくってくるもんだから、パクり武器は分身かと思ったらレーザーである。
意味がわからん。しかも一発撃つと壁に反射していつまでも残り、画面上にあるうち
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は次弾が撃てない。使い勝手の悪い武器だといえる。ボスとしては結構強い部類に入
るジェミニマンではあるが、こっちのショットに反応して同時にショットしてくる、
という特性をうまく利用するとノーマルショットでも倒せるようになる。これが出来
るようになるとロックマン 3 のボス戦はジェミニマンが一番面白くなる。コツはショ
ットと同時にジャンプすることだ。真ん中で待ち、左のジェミニマンにショット＆ジ
ャンプ。着地、同時に右のジェミニマンにショット＆ジャンプしながら飛び越す、の
繰り返し。慣れるまでは結構訓練が必要かもしれない。
2 コンの右を押しっぱなしにすると常にハイジャンプ＆穴に落ちても死なない、とい
う裏技はあまりにも有名。

○ロックマン 4
一番強いボスはブライトマン。頭に電球のヤツ。時間をとめてからの体当たりは大
体 1/3 持っていかれる。確定ダメージである。運が悪けりゃそれを三回やられて終了
してしまう。速攻をかけようにも弱点武器のレインフラッシュは発動に時間がかかる
し、どうも難しい。
リングマンもそこそこ強い。パターンを読むのが難しく、ショットの軌道が全然読
めない。弱点武器で攻めても負けることがある。弱点武器なしでは厳しい。まぁファ
ラオショットタメ最大をブチ当てると「うはっ！」といいたくなるほどダメを与えら
れるのが救いか。
一番弱いボスはトードマン。グンバツの弱さである。弱点武器のドリルボムを使う
までもなく、ノーマルショットのみでもノーダメ確定だ。敵のレインフラッシュのタ
メ中にドリルボムをぶつけるとタメが解除される。その後黙って見てるとまたタメは
じめるのでそこにまた攻撃を仕掛けるとパターンになる。
ちなみにロックマン４はトードマン以外のボスキャラはノーマルショットで倒すの
はかなり難しい。かならずトードマンからはじめ、ブライトマン→ファラオマン→（以
下略）とつながなくてはクリアは難しいだろう。まぁ、ダストマンもパターンが読み
やすいから何とかなるが、引き寄せ野郎であるため、ノーマルだとこっちがじれてし
まう。素直にトードマンから行こう。
しかしこのゲームのボスの強さは弱点武器なしだと本当に半端じゃない。ブライト
マンがいるんだからアムロマンもいていいだろうが、とかいうギャグも通用しない程
である。
（謎
しかし、トードマンにいたっては見た目から中身まで弱いったらありゃしない。見
た目なんてそのまま蛙。あまりにアナーキーである。子供ってのは見た目から入るも
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のだから、トードマンの格好を見て「あ、コイツ弱いな」って思わせるカプコンの良
心だったのだろうか。
このころからか、見た目からボスキャラの武器や攻撃方法の予想が立てられなくな
ったのは。なんなのだろう、ファラオマンってのは。建物に祈ったり神話ユニットに
大ダメージを与えられるのか。ファラオマンの武器・ファラオショットの説明にはこ
うある。
「少量の太陽エネルギーを増幅させ、膨大なエネルギーに変えて攻撃用に転化
させた。
」ひとつ言いたいことがあるんだが、ファラオマン、お前のいるステージはピ
ラミッドの中だ。太陽の光なんて入り込む隙間もねーべや！なにが太陽エネルギーだ
っつ～の！
○ロックマン 5
一番強いボスはチャージマン。別名汽車ポッポマン（みすたぁ称）
。弱点武器のパワ
ーストーンが使いにくいったらありゃしない上に、読めない動きをしてくる。飛び越
すと向きを変え体当たりをかましてくるのがまたむかつく。
一番弱いボスはストーンマン。ポンポン飛んでくるがほとんど読みどおりの動きで
ある。つぶれているときはダメが通らないが、復活したスキを狙ってチャージバスタ
ーを撃ち込もう。弱点武器なしでも楽勝である。
弱点武器ありでならスターマンが最弱となる。弱点のウォーターウェーブが相手の
バリアを貫通するのであっという間に倒せる。さらにパターンが読みやすく、スライ
ディングを駆使すれば 10 秒もかからず倒せるだろう。
またナパームマンも弱い。敵の三連射ショットはジャンプ→ジャンプ→スライディ
ングでよけ一気に近づいてショットをかますと、あとは自機の上をピョンピョン飛び
跳ねながらナパームをばら撒くだけになる。ノーマルショットオンリーで倒せるレベ
ルの弱さなので、一番最初はコイツから始めて、次にストーンマンということで決ま
りじゃないだろうか。まぁ、ストーンマンの後にはチャージマンが控えている。初心
者の方は何度かここでゲームオーバーになるのではないだろうか。ロックマン 5 は前
回の反省からか、チャージマン以外のボスは大して強くない。パターンさえつかんで
しまえばノーマルだけでほぼ全員倒せる位の難易度である。弱点武器も「ないよりは
あったほうがいい」くらいのレベルだ。
ボスのデザインについてはなにも言うことがないが、敵の使ってくる技をパクって
攻撃する、というのがウリのロックマンなのに、チャージマンの武器からは何もパク
っていない。てっきり汽車ポッポのなんかを手に入れられるのかな～（？）と思った
ら、倒すと手に入るのはチャージキック。ただのスライディングキックである。コレ
に関しては当時から首を傾げさせるものであった。あんな苦労して倒したのに・・・
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ジャイロマンというのもいるが、けっして「ニョホ」とかいって鉄球を投げてきた
りはしない。当時英語の読めなかった小学生のオレは「GYROMAN」を「ギョロマン」
とか呼んでいた記憶がある。今考えると爆笑ものである。
○ロックマン 6
一番強いボスはトマホークマン。インディアンマンのほうがわかりやすいんではな
いか。負ける程強いわけではない。二種類のショットを撃ち分けてくるのだが、見分
けがつきにくい上によけ方がそれぞれ違うのであたりまくることがある。弱点武器が
プラントバリアで見分けのつけづらいショットをかいくぐり近寄らなくてはいけない
のがメンドウなだけだ。
弱点武器なしではウインドマンが最強だろうか。ノーマルではちょっと倒しづらい。
ウインドパワーで吸い込みをかけてくるのだが、場合によって吸い込みのレベルを変
えてくる。最強レベルの吸い込みはスライディングしてても引き寄せられるくらいだ。
こんな中ノーマルショットを当てていくのは非常に難しい。弱点武器のケンタウロス
フラッシュなしでは倒すのは結構厳しいだろう。
一番弱いボスはナイトマン。パターンがいたって読みやすい上に当てる気がまるで
なさそうなショットを繰り返す。さらにスキだらけで攻撃当て放題だ。まぁ、コレは
弱点武器ヤマトスピアあっての話である。ノーマルショットは持ってる盾で大概はじ
かれてしまう。相手のスキを見抜かなくてはショットを叩き込めないのだ。
そう考えると一番弱いのはブリザードマンか。転がって体当たりしてくるのだが、
かなりよけやすい。あとは遠間からフレイムブラストを当ててやるだけである。ノー
マルショットでも変わらず、突進をよける間にチャージして、あとはショットを叩き
込めば OK である。
一番最初に選ぶことになるのはプラントマンかブリザードマンだろう。プラントマ
ンは動きが早くズンズン自機に近づいてくるが、壁際で待っていると勝手に目の前で
止まり、勝手に頭を飛び越していく。相手のショットをよける以外の動きは必要ない
ので、スキを見てジャンジャンショットを当てていこう。しかし、この後はトマホー
クマンである。ちなみにブリザードマンを選んでも次がプラントマンなので、結局最
初はブリザードマンで決まりだろう。
まぁ、このゲームもボスは大して強くない。
（ウインドマン以外は）ノーマルショッ
トでも結構やっていけるレベルである。
ところでボスの中にヤマトマンというのがいるが、この名前はどうだろうか。オレ
なら「ダイニッポンマン」とか「オヒゲのモビルスーツマン」とか「ヤリとか言いな
がら穂先をとばしますマン」とかつけるんだが。大体ヤマトマンという時点でもうネ
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タに突き詰まってるのがバレバレである。
ブリザードマンの格好は結構デザイナーが頑張ったものであると思う。一般公募の
デザインとは思えん。ロックマンのボスと渋谷系スキーファッションのコラボレーシ
ョンは見事であると言えよう。
ちなみにプラントマンは別名「サザエサンマン」である。これだけは譲れない。
○ステージ音楽について
さて、ステージ音楽についてだが、ロックマン５、ナパームマンステージの音楽は
秀逸である。何度聞いても飽きないし、楽しくゲームをしている気にもなる。
基本的にロックマンのほとんどのステージの曲が耳に残るものであり、小さい頃ロ
ックマンをやりこんだ世代がこれらの曲を聴くと、ひどく懐かしい思いに駆られる。
とにかくロックマンは名曲ぞろいなのだ。
某後輩がいっていた。
「FC 時代の音楽というのは何度も聞きたくなるものが多かっ
た。最近は音質ばっかり強化しているが、昔の FC の音源でも名曲は作れるんだ」
なるほど名言である。実際そのとおりで昔のゲームをやっていると、悪い音源なり
にいい曲がたくさんあったと思う。
それは FC という手軽ながらも是弱なハードの中で、何度もこのゲームを楽しくや
ってもらおうとする製作者側の心だったのではないか。少ない小遣いをためにためて
買ってくれる子供たちへの真心であったのではないだろうか。
最近はハードの音質ばかりよくなって、名曲と呼ばれる曲が少なくなった。子供へ
向けたソフトでなく、大人へ向けたソフトが増えてきた今日この頃、ゲーム性だけで
売ろうとする製作者側の浅はかな考えはユーザーに筒抜けになっている。
ゲーム性さえよければ音楽なんて耳に残らないものでもいい、とする製作者側の考
えは明らかに間違っている。今こそ、製作者側は昔の製作側の心を取り戻す時がきた
のではないだろうか。
（記事っぽく書いてみた
参考文献 ロックマン 2.3.4.5.6
http://www.capcom.co.jp/ps1books/
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KID の名作｢Ever17｣の紹介
EDPer 1 年 鼎
1． はじめに
一般に恋愛 AVG や恋愛 SLG と呼ばれるジャンルのゲーム(いわゆるギャルゲー・エロ
ゲーのこと。以下、双方ともギャルゲーと記載する)には、数多くの名作が存在します。
その定義は、より多くのプレイヤーに深い感銘を与えることだと私は考えます。その
名作と呼ばれる作品の中で、私にとって特に思い入れの深い作品として今回紹介する
のが、2002 年に KID という会社から販売された｢Ever17 –the out of infinity-｣です。
｢なぜ 3 年も前の作品を紹介するのか｣ということですが、私がこの作品を好きであ
ることはもちろん、この作品が当時の私が持っていたギャルゲーに対する価値観を大
きく変えたから、ということになります。そもそも、当初のギャルゲーのコンセプト
は恋愛の疑似体験、つまり恋愛シミュレーションにあったものと私は考えています。
現在では、ギャルゲーにもシナリオ重視のものや、いわゆる｢萌え｣を追求したものな
ど様々なものがありますが、当時の私(高 1)はそんなことを知る由も無かったわけであ
り、後にこの｢Ever17｣をプレイすることで、その考えを大きく変えることとなったの
です。
長々と書きましたが、要するに私がこの作品をいたく気に入っているので大勢の
人々にこの作品の素晴らしさを伝えたいし、あわよくばプレイして頂いてこの感動を
味わってもらいたい、というのが本音です。プレイした上で｢このゲームつまんね｣と
言うのは別にかまいません。感じ方は人それぞれですから。

2．ゲーム紹介
[1]ゲーム概要
Ever17 は Infinity シリーズの第 2 作目として、(株)KID より 2002 年 8 月 29 日に
PS2/DC 用ゲームとして発売されました。その後、Premium Edition(CG 等が追加された
完全版のこと。PS2/DC 版はオリジナル版のデータをコンバートすることもできます(ち
ょっとした特典有り)。内容そのものに変化は無し)が 2003 年 5 月 16 日に Windows 版
が、同年 11 月 27 日には PS2/DC 版が発売され、更には SuperLite2000 シリーズで発売
されたり Windows 用 DVD 版が発売されたりしました。
「たくさんあるのはわかったが、結局どれが 1 番いいのか?」ということですが、お
勧めは PS2/DC 版の Premium Edition です。理由としては、SuperLite2000 シリーズの
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ものなら低コストで済みますし、Windows 版と比較してみたところ、Windows 版はテキ
ストの書体やウィンドウが単調でパッとせず、システム面においても PS2/DC 版と比べ
て劣っているものと思います(私的見解より)。なので、PS2 か DC を持っている方には
そちらの方をお勧めします。もちろん Windows 版も内容に相違はなく、デスクトップ
アクセサリ機能もあるので、こちらでも全く問題はありません。

[2]ゲーム紹介
それでは肝心のゲーム紹介を行おうと思いますが、その前に注意事項として言って
おく事があります。Ever17 について多少なりとも知っている方はわかるかと思います
が、このゲームはネタバレ完全厳禁とされています。
理由は、このゲームにはプレイヤーを錯覚させるためにあるトリックが仕掛けてあり、
このトリックが物語の中心部と密接に関わっているためです。
元々ギャルゲーではネタバレは厳禁となっていますが、中にはネタバレ全然 OK という
人もいるし、攻略・レビューサイトに行こうものならネタバレなんていくらでも転が
っています。Ever17 は一応ギャルゲーではありますが、その最大の醍醐味は物語に隠
された謎であると言っても過言ではないので、どうしてもという方は止めはしません
がネタバレを受けることで Ever17 の面白さの半分は失うことになることでしょう。
では本題に入ろうと思います。と言ってもネタバレ厳禁なため、ここでは簡単なス
トーリー紹介とゲームのポイントについて語ろうと思います。
①ストーリー紹介
ぶっちゃけ KID のホームページを見ていただくのが 1 番手っ取り早いのですが、そ
れでは意味がないのでここでも公式 HP 上にある画像を用いて、私なりにストーリーの
紹介を行おうと思います。では次ページよりご覧あれ。
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大筋はこのようになっています。紹介文よりわかる通り、このゲームは危機的状況
からの脱出劇を描いたものであり、そのギャルゲーたる所以はこの状況下で生まれる
仲間意識や愛情を表現することにあるものと私は思います。補足説明として言ってお
きますと、このゲームは終始一貫シリアスでダークな話、というわけではありません。
生命の危機に瀕しているにも拘らず鬼ごっこをやったりと、バカなことをしているシ
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ーンも多々あります。
②ゲームのポイント
Ever17 最大のポイントといえば、やはり主人公の視点を選択できるということです。
先ほど述べた通り、今作の主人公は数人の友人と共に LeMU に遊びに来た大学生「倉成
武」と、記憶喪失の「少年」の 2 人になります。プロローグの終わりでこの 2 人のど
ちらかの視点を選ぶことができるのですが、実はここに先ほど述べた Ever17 最大のト
リックが仕掛けられているのです。
Ever17 では、視点を選択することでそれぞれの視点で登場する人物が変化します。
また、同じ人物でも視点が変わることで言動が大きく変わったりします。はっきり言
って矛盾だらけです。しかし、この矛盾だらけのストーリーが最後にはきちんと収束
されます。当時の私が感銘を受けたのは主にここですね。
「こんなストーリーを考えら
れる人間がこの世にはいたのか!?」と感動し、自分の視野がいかにちっぽけなものだ
ったかを思い知らされたことをよく覚えています。加えて、視点を変えることでもう
一つ変化することがあります。Ever17 は視点によって攻略できる人物が変わります。
それぞれの視点で 2 人ずつ攻略でき、その後最後の一人のシナリオがプレイできるよ
うになるのです。私のお勧めの攻略順は「武視点(つぐみ・空)→少年視点(優・沙羅)
→両視点(ココ)」という順ですね。これには一応理由がありますが、攻略順は人それ
ぞれなのであまり気にすることはありません。
そのほかの点として、Ever17 は施設名や一部台詞がドイツ語になっています。まぁ、
テキストがドイツ語になっているわけではないので特に問題はありません(ちなみに
私がドイツ語に興味を持ったのはこれがきっかけです)。また、Ever17 にはストーリー
の都合上様々な専門用語が登場します。基本的に作中で丁寧に解説されているので困
ることはありませんが、個人的には Premium Edition で TIP 機能を追加してほしかっ
たところです。余談ですが、3 作目である「Remember11」では TIP 機能こそあるものの、
内容が難しすぎる(量子物理学に関する内容、作中には量子テレポーテーションなる技
術等が出てくるが、当時の私(高３)ではその理論の完全理解には至らなかった)ため、
あまり効果を成してなかった。また、Remember11 は Ever17 のようにすっきりとした終
わり方をしていないので、基本的に評判が悪いです。Infinity シリーズはそれぞれが
完全に独立しているので、Ever17 をやるために Never7 や Remember11 をプレイする必
要は特にはありません。
次に登場人物の簡単な紹介(テキスト入り)を行います。詳細なデータは公式 HP をチ
ェックしてください。
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・田中

優美清春香奈+α[CV:下屋 則子]

LeMU のバイト係員。サバイバル的な知識とオカルト関係の知識が豊富であり、とに
かくよく喋るムードメーカー的な存在である。LeMU には、ある調べ物をするためにア
ルバイトとして潜入し、事故に巻き込まれる。
(+α)については気にしないでください。ネタバレなんですが入れずにはいられませ
んでした。ごめんなさい。
「信じてないから詳しいの。私の知識は、防御の為にあるんじゃない。
攻撃の為に、あるのよ」
・小町

つぐみ[CV:浅川 悠](My Favorite Character)

事故に巻き込まれた内の 1 人。博識で身体能力も抜群であるのだが、非協力的で事
故の後も基本的に単独行動を取る。他人を信用せず徹底的に拒絶しているが、実はそ
れには彼女の過去が深く関わっているのである。
典型的なツンデレキャラである。ストーリー後半以降では主人公に依存しすぎてい
る感もあるが、それ故に生き続けることができたといっても間違いではないので一概
に悪いとは言えない。
「私は他のみんなとは違うの。勝手に仲間扱いしないでくれる？」
・茜ヶ崎

空[CV:笠原 弘子]

LeMU の専属スタッフとして勤務している。論理的で冷静で、合理性のみを基準とし
て行動するのだが、実はそこに彼女の秘密が隠されているのである(正確に言うと秘密
でもなんでもないのだが)。常にクールというわけではなく、職業上誰とでもすぐに打
ち解けられるような性格をしている。
「あなたが目を閉じたとき、私は消えてなくなるのです」
・松永

沙羅[CV:植田 佳奈](My Favorite Character)

篤志貢献奉仕派遣と呼ばれる行事で LeMU を訪れた学生。実は優の後輩。超天才のハ
ッカーで、クラッキング大会では 68bit の暗号(暗号パターン数:2 垓 9514 京 7905 兆
1793 億 5282 万 5856 通りの鍵のこと)を「数学的に何やら難しい計算をしながら解いて
いく方法」を用いて、わずか 7 日で破った（パスワード解読の方法としては、今挙げ
た他に「全ての鍵をしらみつぶしに組み合わせて解いていく方法」があり、前者はま
だ有効なアルゴリズムが見つかっていないらしく、普通は後者をとらざるを得ないら
しい。しかし、沙羅は独自のアルゴリズムを組んで前者をとったのである。このこと
からも沙羅のすごさが理解できる）
。一見明るいただの女子学生だが、実はその心の奥
にとてつもなく深い闇を抱えているのである。
余談だが、LeMU の暗号強度は 128bit であり、IE に載っている SSL と言われる今の
技術の暗号も 128bit らしい。
53

このＰＤＦは pdfFactory 試用版で作成されました www.nsd.co.jp/share/

「待ってるんだ、助けに来てくれるの」
・八神

ココ[CV:望月 久代]

公立中学 3 年の女の子。無邪気で活発で明るい、といえば聞こえはいいが、そんな
レベルでは収まらないほどぶっとんだ言動をする(晴れ時々電波、といった感じ)。ま
た、時には年不相応な発言をしたり、予言めいたことを言ったりする。本作品におけ
る最大のキーキャラクターである。
「実際できちゃうんだから……しょうがないでしょ？」
・倉成

武[CV:保志 総一朗]

主人公その 1。仲間想いの熱血漢で、自分で決めたことを必ず貫き通す男の中の男で
ある。本作品がハッピーエンドで終わったのは、彼の尽力によるところが大きい。
「だったら、生きろ。生きている限り、生きろ。
大丈夫……。俺は――。俺は、死なない。｣
・少年[CV:？？？]
主人公その 2。記憶喪失(正確には全生活史健忘という)である。時に非一般的な知識
を披露して周りを驚かせたり、暴走して周りに甚大な被害を及ぼすことがある。
「ぼくは……だれ？」
他にも登場人物はいますが、諸々の理由により割愛させていただきます。

[3]サイト紹介
俺はもう Ever17 クリアしたぜ、という方々の為に考察や用語集のあるサイトを紹介
しておこうと思います。
infinity 研究室：(http://lab.vis.ne.jp/infinity/)
このサイトは月姫研究室の分家サイトになります。管理人様が Ever17 にハマったの
がきっかけとの事です。本編で取り残された矛盾点をきちんと考察なされています。
その他にも用語等のデータがありますが、やはりメインは考察であると思います。
Ever17：(http://blueforest.fc2web.com/gamecomic/Ever17/index.html)
Ever17 を取り扱っているサイトです。攻略やフリー素材などもありますが、すごい
のは用語集です。本編には登場してなかったが関連のある単語等まであるので、クリ
アした人はこれを見ているだけでも十分楽しめると思います。
3．余談
原稿を書き上げる上で、一般人(この場合、オタクに対して偏見を持っている人々の
ことを指す)のオタクに対する考え方について思ったことを述べようと思います。が、
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その前に注意点としてあげておく事があります。本文ではオタクの定義をギャルゲー
をしていたり、フィギュアを集めていたり、果ては美少女キャラクターに興味がある
等という風に広い範囲で定めています。これは、一般世間から見てどういう人物がオ
タクとして見られるのかを考慮した上での主観的なものに過ぎません。また、以下の
文章も私個人の考えを拙いなりにまとめた主観的なものであるので、
「ここはおかし
い」
「あそこはこうだ」と考える方もいらっしゃるでしょうが、その点は抑えていただ
けると幸いです。それでは本文へどうぞ。
一般にオタクという名称は、世間での評価が悪いといわざるを得ません。一種の差
別用語と化している感すらあります。そのことから、オタクの内の何割かの人々は私
のように一般人の前ではその事実を伏せていることでしょう(いわゆる隠れオタのこ
と)。私的な意見になりますが、オタクには良識のある人物がかなり多くいると思いま
す。少なくとも今まで私が会ったことのある人物の中におかしな人物は一人としてい
ませんでした(むしろ常識人ばかりでした。)。
要するに何が言いたいのかというと、一般人はオタクの非難をするばかりでなく、
もう少し相手の本質を見極めて欲しい、ということですね。まぁ、オタクに対する世
間の考え方は一種の固定観念ともいえるので今更どうにかなるとは思っていませんし、
オタクがまったく悪くないかといえばそういうわけでもない(中にはニュースで取り
上げられるような事件を起こす奴もごく稀にいる)ので、一般の認識についても完全に
否定するつもりはありません。これは、とりあえず思いついてしまったのでついでに
載せただけであり、一般人を非難するものでもオタクを擁護するものでもありません
(そのつもりです)。オタクの立場が今よりも良くなるならそれに越したことはありま
せんがね。
最後にこれだけは言っておきたいという事を言っておこうと思います。
「私のことを秋葉原に頻繁に出没している濃い連中と一緒にするな!!」と。
私は確かにオタクですが、人間が十人十色であるようにオタクにもそう呼ばれるに
相応しい(自分からオタクだということを主張している)人もいればそう呼ばれるほど
こちら側にのめり込んでいない、もしくはそう呼ばれることを嫌う人もいます。後者
の人間にとって見れば前者の人間と同一視されることは、人によっては極めて迷惑な
ことである場合があります。一般人の方には違いなど分からないでしょうが、軽々し
く他人のことを「オタク」と呼び散らすことは慎むべきであると思います。
以上、ちょっとした余談でございました。
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～ノベルゲームをライターの視点から捉える～
Written by 宵
え～、前口上やら何やらが面倒なので省きますが私は小説が好きです。読むのはも
ちろん、描くのも好きです。よって自分で小説を描いていて思ったことなどを交えな
がら、ちょいちょい語りたいと思います（すべて私的意見なので真偽は保証しかねま
す……）
。なお見難いなどという文句は云わないでください。そもそも文学において見
易さなどという概念は存在しません。

【ノベルゲームの誕生】
まずノベルゲームの誕生についてですが、これはまあ単純に「小説をゲーム化して
みようじゃないか」なんていう思惑から始まったものであろう。ただ小説というもの
は当然ながら『文章』がすべてである（挿絵なんていらねぇよ、ライトノベル氏ね）。
しかしそれをそのままゲーム化したのでは、それこそ安直に『小説をゲーム化した』
だけになってしまう。そんなものは売れるわけがない。小説の方が手軽でありお金も
掛からないからだ。そこで出来たのが、場の雰囲気や臨場感を出すためにＢＧＭを取
り込んだ『サウンドノベル』だ。有名なもので、あの『我〇子武丸』がシナリオを務
めた『弟〇草』などがある。しかしその後サウンドノベルも昏迷の時期を迎えること
になる。有名な作家がシナリオを務めても全く売れなくなった。そしてそれは次なる
概念が生まれた瞬間であった。ノベルゲームの小説という概念からの脱却、サウンド
ノベルに絵を加えた『ビジュアルノベル』が誕生したのだった。

【少女性】
一般に何かを創作しようとしたときに、
『勝負できる要素』というものは多ければ多
いほどよいものである。ノベルゲーム、特にギャルゲーと呼ばれるものの多くはおそ
らくそういうわけで、恋愛要素を組み込み、さらにはエロシーンを付随しているので
ある（一概にそうとは云えないけど……）
。
さて、ギャルゲーの根幹である登場キャラ、所謂『美少女』というヤツだが、これ
も『勝負できる要素云々』からきているものだと思われる。ノベルゲームがビジュア
ルノベルに至って、絵にするのに眼をつけられたのが『少女性』である。今でこそこ
の『少女性』は野郎ばかり引き付けているような状況であるが、本来『少女性』の魅
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力というものは性別問わずに支持されるものなのだ。世間をよく見回してほしい。広
告・ポスター・ＣＭなどよる宣伝には圧倒的に女性が擁されているではないか。これ
即ち、どちらの性別がより両性を引き付けるかと云えば『女性』になるのである。だ
からこそビジュアルノベルの絵には『美少女』が用いられたのだと思われる。
当初の目的はまあそんなところであったのだろう。だが、その目論見に誤算と云え
ば誤算なるものが生じた。女性からの支持はあるにはあるがそれ以上に異常に男性か
らの支持を得たのだ。そんなわけで昨今ではビジュアルノベルの絵には男性好みなも
のばかり採用され、結果、それがヲタク差別に加速をもたらすことになったかのよう
に思われる。

【演出の難しさ】
ノベルゲームの主体は当然テキストである（絵とかいう厨はカエレ）
。漫画のような
視覚的情報がないので、そのすべてを文章として描かなければならない。なにも文章
が絵に負けるというわけではないのだが（私としては文章の方が圧倒的に表現多彩か
と）
、ここでテキスト主体であるノベルゲームの演出の難しさが現れる。それが特に顕
著なのは伝奇物の魅せどころ『戦闘シーン』においてである。
結論から云うと文章での表現において、銃火器等による遠距離攻撃はどうしても刀
剣類による近距離攻撃に比べ表現が限定され派手さに欠けてしまうのだ。
『ガン〇タ』
という言葉があるように映像などにおいて銃火器は無類の迫力を発揮する。だが事そ
れが文章表現に至ると、途端にその迫力に影が潜みだす。と云うのも、一方的展開な
らまだしも、銃火器では表現方法が基本は『撃った・当たった・外れた・避けた』の
み。
『ガン〇タ』のように撃ち方に工夫を施そうにも、文章における戦闘シーンにはス
ピーディさも重要な要素なため長々とした修飾が出来ない。結果面白みが失せてしま
うのだ。これが刀剣による表現ならば基本の『斬りかかった・当たった・外れた・避
けた』の他に『受けた』が加わる。この『受けた』という表現が、もうこの上なく大
事。これにより『斬り返した』への流れが生じ、応酬が生まれ、自然にスピーディさ
が生きる。修飾方法にしても、斬りかかり方（銃なら精々撃つ態勢）
・軌跡の変化（銃
は変化しないだろ？）
・間合い（銃にはほぼ関係なし）などなど、多彩に存在する。私
的経験（ほぼノベルゲームではなく小説だが……）からしても迫力ある戦闘シーンと
なると例外なく刀剣もしくは殴打による白兵戦である。宿命（はたまた運命？）と名
乗ってる某ノベルゲームの召使いは名前からして弓使いのくせに戦闘シーンでは両手
に中国剣なんか持っちゃってバリバリ白兵戦なんかやっちゃってたりする。これもお
そらくそういった理由からであると思われる。
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さてここで少し話題が変えるが、戦闘シーンで迫力を出すためには攻撃による負傷
が必要不可欠である。そうでなくば相手キャラの強さが際立たないからだ。演出都合
からしても負傷具合というのは無ければならない。ところがだ、どうでもいいような
キャラなら一向に構わないのだが、重要なキャラには致命傷を与えるわけにはいかず
後々に影響をきたす怪我も不味いときた。それでいて相手の強さが判る程度に負傷さ
せろというのはライターとしてはかなり頭の痛い状況なのだ。これを打破する一番卑
怯な方法は伝奇という特殊環境を利用した『大怪我をさせといて不思議能力により回
復』である。これまた、宿命（はたまた運命？）と名乗ってる某ノベルゲームがこれ
をやっちゃってたりする。骨折したりハラワタを撒き散らした主人公が次の日にはケ
ロッとしてるのだ。何ていうか、この設定はもう……ヒドイね。

【主人公ヘタレ説】
この世界、主人公が優柔不断なヘタレがそこいら中に蔓延っている。国民の義務に
も数えられている某鬱ノベルゲームの主人公は『ヘタレの中のヘタレ』の称号を上げ
たいくらいにヘタレであるし、漫画などでもストロベリーな少年漫画の主人公が近年
稀に見るヘタレであった。
ユーザーの反感をよく買うこの『ヘタレ』であるが、これはもうしょうがないのだ。
ライターとしては大目に見てほしいところである。作風にもよるのだが、何でもズバ
ズバ即刻決めていくような主人公では、この世界において大抵話が成り立たないし、
現実的でないし、そもそもそれでは主人公の葛藤を描けないのだ。主人公がヘタレで
あるようなストーリーは、主人公が悩み、葛藤し、その末に導き出した結論そしてそ
の過程が美しくそこにこそ価値があるのだ。そのためのヘタレなのである、ラストさ
え良いものであればヘタレであることには目を瞑り、叩かないで頂きたい。事実、国
民の義務である某鬱ノベルゲームのラストは涙なしではいられない素晴らしいもので
あった。ストロベリーな少年漫画のラストは…………あれ主人公叩けってことか？

【描いた者勝ちの誘導論述】
え～、これは文章を描く上でのテクニックなのだが、文章の展開というものはそれ
が多少強引であろうと大抵は描いた者勝ちなのである。これによって論者は自分の好
きなように話を展開出来、自分の考え方に相手を引きずり込むことが出来る。
『普通そ
ういう風に考えるか？』という疑問も『そういう考え方もあるか』になるのだ。小説
やゲームのような独自の世界観による架空世界においてならば『この世界ではこう考
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える』や『このキャラにとってはこうなのだ』なんていう言い訳すら成り立つ（ある
程度までならね）
。一度注意してゲームテキストなどを見てみるとこの手法が実によく
使われていることが判るだろう。普通なら大したことでもないのに大事に扱い、その
後の展開に方向性を持たせるという型が最もメジャーな方法。本当に多用されており、
気付くとその多用さにびっくりだ。

【小説評価のポイント】
あ～、ここへ来て超個人的意見になるので以下は読み飛ばし推奨。仮に読んで、そ
のせいで時間を浪費したなどの苦情は一切受け付けませんのであしからず。
年間で小説を４０～５０冊程度読破する小説好きの私が見定める小説評価のポイン
トを紹介する（主観的意見なので当てにされても困るのだが……）
。まず小説の内容・
ストーリーについてだが、勿論好き嫌いはあるが、私はその点についてはあまり問わ
ない。どんなジャンルであろうと評価には影響を与えないのだ。何故か？

それは云

うなれば、私は審査的視点で小説を読むからである。見るべきポイントは大別すると
文体・表現力・展開・締めの４点。それ以外は瑣末事でしかない。この４点すべて説
明しようとなると膨大な文章量になりそうなので、ここでは評価に最も影響を与える
文体にのみ語らせてもらおう。
文体とは作家の顔となるものである。文章をどのような視点で繋ぐか、言葉使い、
癖などのことと思ってほしい。視点は主に４種。
『主観の主観型』
、
『主観の客観型』
、
『客
観の客観型』
、
『客観の主観型』である。
『主観の主観型』は平文を主人公の心情で描くもので最近の主流となりつつあり、
２０歳前後の若手の作家に多い。ただ私からすれば『主観の主観型』で描かれた小説
は、漫画的、ゲーム的ノリでひどく嫌悪する。小説的美しさがないと云っても過言で
ない気さえする。はっきり云って非常に嫌い。
『主観の客観型』
。これは主人公の固定視点より、客観的に状況説明するもの。現代
の主流はこのタイプ。主人公視点なので場面固定になってしまうが、
『例外１つ』を除
いて何でもこなせる文体かと思われる。間々に主人公の心情表現を組み込むことも出
来、
『主観の主観型』より高度な表現が可能。一番容易に小説的美しさの表現が出来る
のはひょっとしたらこの文体かもしれない。
『客観の客観型』
。これはそのまんま客観的視点で描くタイプ。言い換えれば何でも
知っている神の視点というべきか。多角的表現が出来、場面を次々と変えられるとい
う長所があるがこの文体を使いこなすのはかなり大変。この文体をこなす作家は例外
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なく大物。さらに上記で取り上げた『例外１つ』である『戦闘シーン』にも最適。と
云うか、公平な視点である『客観の客観型』でなければ『戦闘シーン』は描けないの
ではないだろうか？
さらに、先ほどから繰り返している『小説的美しさ』
、即ち情景描写、これをより高度
に表現しようとするならばこのタイプが強い。これを使いこなせる作家はそれ故に大
物なのである。
そして『客観の主観型』である。これはちょっと特殊。使う作家もほとんどいない
かもしれない。
『主観の客観型』と『客観の客観型』を混ぜたものというべきか、簡単
に云えば一人称が自分の名前の登場人物が、それぞれ『主観の客観型』になるといっ
たかんじ。
あ～あ～、文体について語るとか謳っときながら『視点』の説明になってしまった
が、私的では『文体＝視点』なので勘弁。
了
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パソコンで音楽を作りたい方へ
～（お金をかけない）DTM へのアプローチ～
Peka
１.まえがき
こんにちは、へたれ DTMer の Peka です。
今回、初の年刊 EDP の原稿を書くことになりましたが、何をネタにしようか迷いに迷
った結果、以上のようなテーマで書くことにいたしました。
…さて、今回のテーマは
「パソコンで音楽を作る環境を整えるための簡単なガイドライン」
ですが、ネタに悩んでいたこともあり、時間の関係で音楽の基礎知識をある程度わか
っている方向けになります。
また、打ち込み（データ入力）のしかた等の細かいことを書くとあまりに長くなって
しまうので省きました。ご了承ください<(_ _;)>
今回は極力お金のかからない環境を前提に進めていきたいと思います。
２.DTM と MIDI
パソコンで音楽を作る作業を Desk Top Music、略して DTM といいます。
その DTM の中でも中心になるのは MIDI というものを使ったものになります。
MIDI（規格）というのは「Musical Instrument Digital Interface」の略語で、シンセ
サイザーのデータをデジタル化し、情報をやりとりするための規格です。MIDI 規格の
中でも GM、GS、XG の３つの規格がありますが、後ほど紹介します。
インターネットで出回っている音楽データの多く（特に個人が管理する音楽系サイト）
がこの MIDI 規格にのっとったものとなっています。
３.MIDI 環境を整える
３-１.パソコン
DTM を始めるにあたり、まず必要なのが言うまでもないでしょうがパソコン（以下
PC）です。
MIDI 自体は軽いプログラムなのでマシンパワーが 300～500MHz 程度のものでもよ
ほどのことがない限り大丈夫でしょう。
３-２.スピーカー
デスクトップ PC を持っている方は既に付属のスピーカーがあるでしょう。
ただし付属のスピーカーは音があまりよろしくないのが多いようです。
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気にならなければ構わないのですが、もし気になるのでしたらより音のいいスピーカ
ーの購入、あるいはオーディオケーブルを使ってコンポおよびラジカセから音を出す
ようにすることをおすすめします。
ノート PC を持っている方はスピーカーが既に備わっていますが、スピーカーから出
る音は低音が聞こえにくいです（私のノート PC はベースやバスドラムの音がまった
く聞こえないような状態になります）
。
なのでノート PC の場合はヘッドフォンで聞くことをおすすめします。
ヘッドフォンのほうが音の出る位置（Pan）がわかりやすいのでもちろんデスクトップ
PC の方にもおすすめします。
３-３.MIDI 音源
MIDI を扱う DTM においては、最も要となるものが、音を鳴らす楽器の役割をする
MIDI 音源です。
MIDI 音源には別途に購入して USB や専用ケーブルで PC につないで音を出すハード
ウェア音源（外付け音源）と、PC の中にインストールして鳴らすソフトウェア音源（ソ
フトシンセサイザー 商標：YAMAHA）の２つがあります。
今回はお金がかからない環境で、ということなので PC に初めから入っている主なソ
フトウェア音源について紹介します。
・ Microsoft GS Wavetable SW Synth（MSGS）
おそらくこの音源は Windows 系 OS の PC の多くに備わっている、初めに入っている
ものの中では最もメジャーなものでしょう。MIDI 音源において最大のシェアを誇る
Roland が製作した初期の MIDI 音源「SC-55」の音を劣化させたもので、あまりいい
音とはいえませんが、作り込めば意外といい音が出るので侮れません。
・ YAMAHA AC-XG
こちらは先に紹介した MSGS とは違い、対応している PC が少ないですが、性能は
MSGS をはるかに上回ります。
残念ながら私はこちらを持っていないので詳しくはわかりませんが、エフェクト数が
若干違ったりするところ以外は YAMAHA のソフトウェア音源「S-YXG50」とほとん
ど同じと考えてもいいでしょう。
注意：上に挙げた２つの音源は音色に違いがあり、互換性があまりありません。
３-４.MIDI シーケンサ（MIDI シーケンス・ソフト）
MIDI シーケンサ
（以下シーケンサ）
とは MIDI データを作るためのソフトのことです。
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シーケンサは数万円で売っているようなものもありますが、フリーソフトも数多くあ
ります。初心者向けから中上級者向けのものまで様々ありますので、自分に合うよう
なものを探してみてはいかがでしょうか。シーケンサに関して詳しいことは次項で紹
介します。
４.MIDI シーケンサの分類
ひとくちに MIDI シーケンサといっても、大きく分けて３つのタイプに分かれます（た
だし分類は私の独断です
・ピアノロール型
私が見る限りでは多くのシーケンサにある型です。

このように左側にピアノの鍵盤が並び、そして右側に並ぶ棒状のものが音符の役割を
果たしています。棒の位置が音程を表し、棒の長さが発音時間（音符でたとえれば四
分音符や八分音符のような感じ）を表しています。
画像：cherry（フリーソフト）
・スコアロール型
スコア＝楽譜

からわかるとおり、楽譜に打ち込む形式のものです。

こちらも多く見られます。
図は次ページに続く
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上の画像は XGworks V4.0（YAMAHA：製品版）のものですが、ふだん見られる楽譜
とそう変わりはありません。シーケンサによってはスラーやタイ、Allegro のような速
度標語なども入れることができ、本物の楽譜みたいに作れるものもあります。
他にも五線譜上に音符の代わりにピアノロールにあったような棒で表しているもの、
休符を入れる必要がないものもあります。
読んでみればわかると思いますが、この型は楽譜に関する知識がある人向けです。
・テキスト型
これは先に紹介した２つとは違い、メモ帳のようなテキスト形式で音楽を作れるもの
です。

ただし、楽譜に慣れた人にとってはいまいちなじみづらいかもしれません。
画像：テキスト音楽「サクラ」
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大きな分類として３つの種類を挙げましたが、基本的には楽譜に関する知識があまり
ない方はピアノロールを、楽譜に関する知識がある方はスコアロールをおすすめしま
す。
ただしピアノロールのほうが臨時記号（＃、♭、♮等）や調性（ハ長調とか）をわざわ
ざ設定しなくても打ち込めるため、初心者はピアノロール型のシーケンサのほうがと
っつきやすいでしょう。
シーケンサを探すなら Vector（http://www.vector.co.jp/）でカテゴリ「画像&サウンド」の中にある「MIDI
関係」というところで探すのをお勧めします。

小話：GM、GS、XG とは
第２項で MIDI の説明にちょこっと載っていたこれらの規格について簡単に説明しま
す。
GM：General MIDI の略称で、MIDI の世界標準規格。多くの MIDI 機器が GM に対
応しているので、MIDI データは本来 GM で作るのが望ましい。音色数は 128。
また GM を拡張させた GM2 規格も存在するが、こちらはあまりメジャーではない。
GS：シンセサイザー業界大手の Roland が GM の拡張版として提唱した規格。Roland
製 MIDI 音源はシェアが大きいので、インターネット上で GS 規格の MIDI データが
多く見られる。
XG：これも GM を拡張した規格であるが、GS が Roland だったのに対し、XG は
YAMAHA が提唱した規格である。
YAMAHA 製音源は Roland ほどのシェアはないものの、XG 規格の MIDI データもわ
りと多く見られる。
５.あとがき
さて、いかがだったでしょうか。私の文才の乏しさゆえ、もしかしたら少々理解しに
くい部分も多々あるかもしれませんが、DTM を始めるに当たって少しでも参考になれ
ば幸いです。
本当は打ち込み関係等この中でもっと書きたいこともあったのですが、あまりに長す
ぎるのもどうかと思い、泣く泣く省きました。お手数ですが打ち込みに関することは
MIDI に関する本で各自お調べください（汗
MIDI に関する本について、私からは
「裏口からの MIDI 入門―理論不要の作曲道」御池 鮎樹 (著)

I・O BOOKS
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をお

すすめします。詳しくは↓
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4875932642/249-6360366-9801100

最後が不親切ですみません orz
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当方、現在機種変を考え中也
あじあ
「修理ですと、5250 円になります。
」
「……………（マジかよ orz）
。
」
携帯の調子がおかしいです。乱暴に閉じるとメイン・サブディスプレイがまるで幽
霊の如く薄らいで消えていってしまい、それから数秒後に復活するという症状。その
ままにしておくのは気持ちが悪いので au ショップに修理をお願いしました。メーカー
に送りつけて待つこと数日、返ってきた答えは、
「修理は有償である」と。二年保障期
間内だから無償修理だろうなーと楽観視していたらこれです。世の中そんなに甘くは
ありません。
でもまあ故障原因を聞けば有償修理も当然かなと。どうやら基盤の破損が原因のよ
うで、それについて思い当たる節はいくらでもあるのがまた困った話です。携帯が可
哀想になるくらい床に落としてしまう人間は、防水と耐衝撃を謳い文句にしている
G’zOne を買うべきなのでしょう。miniSD スロット搭載ならばそれに機種変していた
とは思いますが。
選択肢は三つ。修理か、機種変か、このまま使い続けるか。5250 円もの大金を払う
気などさらさらなく、機種変も夏モデルに気に入ったものがなかったので却下。結局、
冬モデルが出るまで現状維持のまま頑張ってもらうことにしました。お願いだから壊
れないでください。
（しばらくして、ボタンを押してもたまにサブディスプレイのライ
トがつかなくなりました。ホントに保つのかこれ・・・）
そんなこんなで機種変を考え中です。こだわる人はこだわるでしょうが、自分は最
低限 QVGA 液晶、カメラ、miniSD スロットがあれば納得できる気がします。それで
もやっぱり音楽機能あったらいいなと思いますし、他にも面白そうな機能が発表され
たり噂されたりしていますので思うところを書いてみようかなと。

【ＥＺ

ＦｅｌｉＣａ】

おサイフケータイ欲しいです。au は最近になって初めて FeliCa チップ搭載の
「W32H」と「W32S」という機種を出しました。このおサイフケータイ、今のところ
使える所は大学周辺ではゲオとサークルＫくらいなものでしょうか。ところが来年に
なるとＪＲ東日本のサービス「Ｓｕｉｃａ」のように、改札口に携帯をかざすと通過
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できるようになるそうです。もちろん携帯の中に電子マネーが入っている場合ですが。
これで電車に乗る時にいちいち切符を買わなくて済みます。これはやってみたい。ぜ
ひともやってみたい。動作としては、ただ改札前で携帯をかざすだけなのですけど、
なぜ心惹かれるのでしょう。結局のところ新し物好きなだけなのか・・・。
【ＨＤＤ内蔵】
私の携帯は写真、着メロ、画像を大量に入れているせいでデータフォルダがいっぱ
いになりつつあります。miniSD を買えば問題は解決できますが、お金がない上に少々
古い機種なので容量が大きめの miniSD を認識するかどうか・・・。
最近の携帯はメガピクセル級の写真や音楽、TV など大容量が必要な機能を搭載して
います。外部メモリでもって対応するのもアリですが、HDD 搭載の携帯も大容量化に
対する手段の一つだろうと思います。日本ではまだ無いようですが、海外では HDD
搭載携帯が発売されています。
ご存知のようにハードディスクは大量のデータを記録する点では非常に優秀です。
今の携帯がせいぜいメガバイトがいいところでしょうが、HDD 搭載ならばメガどころ
かギガの単位までもっていけるでしょう。
ですがデメリットも存在します。まず携帯電話をしょっちゅう落として基盤を破損
させてしまうダメ子ちゃんには向いてないことは確かです。HDD は衝撃に弱いので落
とすのはよろしくない。そして壊れやすい繊細な製品を修理、サポートするメーカー
も大変でしょう。そういった部分でコストが多くかかってしまい、搭載に二の足を踏
むかもしれません。余計なお金がかかるのだったら、今まで通り HDD より衝撃に強
いシリコンメモリを使う方針を採ってもおかしくはないです。それでも「HDD 搭載」
はユーザーにとっては実に魅力的ではありますし、端末の売り上げに貢献する強力な
武器ともなります。結局どっちに転ぶかはちょっと予想がつきませんが、au に端末を
供給している東芝の次の端末に搭載されるのではという噂はあります。しばらくは新
機種の発表待ちです。
【来年の夏頃】
さて、今まで FeliCa や HDD といった機能的なことについて書いてきましたが、業
界の流れについても少々。
来年こと 2006 年の夏頃にはナンバーポータビリティ制（以下 NPB と表記）が導入
予定となっています。NPB とは自分が持っていた携帯の番号を変えずに他のキャリア
の携帯に機種変できる制度のことです。今までは、例えばドコモから au に携帯を変え
ようとすると番号も変わってしまい色々と大変でした。番号が変わりましたと他人に
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連絡するのは面倒です。ですが NPB 制が始まればそのようなことは無くなります。こ
れはユーザーにとっては他社に移行しやすくなる便利な制度で、ドコモや au、ボーダ
フォンにとっては顧客を得る、または奪われる好機であり危機でもあります。という
ことは、来年の夏は機種変する絶好の機会かもしれません。つまり、3 社とも顧客を逃
がさず、そして新たに得るために相当本気な端末を市場に投入してくる可能性はある
と思います。なんといっても他のキャリアのユーザーを取り入れる絶好の機会ですか
ら。定額や料金プランで攻めるのもいいでしょうが、魅力的な携帯端末を作って売る
というのもシェア拡大の有効な武器となります。ですから、来年の夏を視野に入れて
機種変を考えてみるものいいかもしれません。携帯電話はしばらく使わないと機種変
の値段が高くなってしまいますので。

さて、色々書いてきましたが来年になると携帯電話も様変わりしているでしょう。
主にスペックとか。自分が携帯を持った４年前には、まさか携帯電話で FF やドラクエ
ができ、メガピクセルカメラが搭載され、音楽が聴けて TV が視聴可能になるとは思
ってもみませんでした。ドコモから P503i という端末が発売されたとき、友人が Java
アプリ「テトリス」をやっているのをうらやましそうな目で見ていた思い出が懐かし
いです。携帯でゲームができるというだけで話題になっていた時代がありましたが今
では・・・。
これまでも携帯のサービスや性能の変化は著しいものがありましたが、これからも
どんどん変わっていくものと思われます。携帯電話事業に新規参入なんて話もでてい
ますし。きっと来年の年刊 EDP を書く頃には大きく様変わりしていることでしょう。
楽しみです。

※この文章は 2005 年 10 月に書かれました。
来年以降に読むと、
どうでもいいような内容となっているでしょう。
ご了承ください。
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同人誌とその印刷について
by 楚良
普段何気なく読んで笑ってみたり、とある年に二回のイベントに行って必死こいて
買(勝ち取)ったり(自分は行ったことないけど…)。そんな自費出版物がどのように出さ
れているかを書いてみます。
【同人誌という言葉】
同人誌とは同じ志をもつ人たちが集まって、各々の作品を掲載し、紹介する「雑誌」
のことを指します。その歴史は古く、明治時代にまで遡るといわれています。しかし、
現在はマンガやアニメの登場人物を用いた２次創作物やパロディ本が「同人誌」と呼
ばれ、本来の意味での同人誌は「サークル本」と置き換えられているようです。
【同人誌の起源】
近代文学は、言文一致体の『浮雲』で知られる二葉亭四迷と坪内逍遥によって明治
中期頃に確立され、続いて森鴎外や夏目漱石らが活躍し、文壇はより一層掘り下げら
れていきました。同人の手によって数多くの同人誌が生まれたのも、この頃です。明
治４３年、武者小路実篤、志賀直哉を中心に発刊された同人誌『白樺』は特によく知
られています。
【通常の自費出版との違い】
同人誌も自費出版物には違いないのですが経費や流通方法において若干の違いがあ
ります。つまり、同人誌を好む読者はある程度限定されていて書店流通は難しく、印
刷部数も限られてきます。そういった理由で低予算、少部数となり、編集や校正を専
門家に任せるよりも著作者自身が全てを行うことになります。
【印刷方法の違い】
同人誌印刷で利用される印刷方法にはオフセット印刷とコピーが上げられます。オ
フセット印刷は版下からフィルムを作り、輪転機を使用するので、ある程度の部数を
刷らなければかなりコストがかかってきます。コピーはコピー機を使って版下を複写
していく方法ですが、製本などの手間がかかり品質も悪くなります。
最近はデジタルデータを直接機械にかけるオンデマンド印刷という方法も開発され、
フィルムが必要ない分、比例的なコストが計算可能です。
おおよそ 1000 部以上ならオフセット、それ以下ならオンデマンド、100 部以下だと
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コピーというのが目安になります。
【まとめ？】
かなりあっさりとしたものになってしまいました。本来書こうとしたものよりも【同
人誌】という言葉の意味について強く書こうとしていたのは秘密です。
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One for you , one for me , one for god .
Windows が嫌になって Linux に完全移行しました（挨拶）
。
どうも、ひずきです。
折角この夏移行したのでそのことについて書いてみようと思います。
1、何故 Linux なのか？
結論から言うと、Microsoft にお金を払いたくないからです （ぇ。
2006 年には Windows Vista が発売されますが、現在最新の Windows XP SP2
Professional は約 3 万、Home Edition でも約 2 万。OEM でも 1 万程度はします。通
常これに Office が入るので Office Professional に約 5 万、Personal でも約 4 万はしま
す。学生であればアカデミックで買うのでこれよりも安く済みますが、自分でパーツ
を買ってきてパソコンを組む人間からするとこれだけあれば新しいパソコンがもう一
台組めてしまいます。複数のパソコンを持つ人に一台あたりこの値段は厳しいです。
よ～く考えよ～ お金は大事だよ～
2、Linux 導入
じゃぁ実際に Linux を導入する場合の費用はどうなのか？
世にある雑誌や書籍では“ただ”という表記が目立つように感じますが、実際には
ある程度の出費は覚悟しなければなりません。OS だけであればインターネット上でダ
ウンロードできるのでただではあるのですが、初めて使う人にとっては OS を入れて
さあ使え、というのには厳しいものがありまして、何かしらの書籍を買うのが常です。
大抵の導入用の雑誌や書籍には OS 付属でも安いものは 1000 円程度から手に入ります
が、やはり安い物は安いなりの説明しかしていないように思われますので、初めてで
あれば 4000～5000 円程度の費用は仕方ないものかと思われます。
なお、Linux では Office はインターネットから無料で手に入ります。
3、Linux の現状
使ってみて感じる事はいくつかありますが、一番困るのはやはり日本語環境が完全
ではないことでしょうか。普段使っている分には特別困るというわけではないですが、
やはり作り込みが甘い所があります。もっとも Linux はボランティアに依存する所が
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大きいのでどうしても仕方がない部分ではありますが・・・。日本を中心に開発を行
っている TorboLinux は日本語環境に定評があるようですが、私は使った事はありませ
んのでわかりません。
ソフトが Windows に対して少ない事も事実ではありますが、実際問題として代わり
になるソフトはあるのであまり困らないです。というか私は困ってません。ブラウジ
ング、メール、メッセンジャー、プログラミング、音楽、DVD etc etc 私の必要な機
能は全て備えているように思われます。ただ、昨今ではパソコンでゲームをやる人も
多いようで、その観点のみで見れば絶対的に Windows の方が有利です。
ユーザー層ですが、大体 Windows９割以上、残りの８割が Mac、その残りが Linux
その他でしょうか。企業や研究所などを考えるとそうでないのでしょうが、通常の家
で使っているパソコンをとして使っているＯＳとしてはこんな感じだと思います。ユ
ーザー層がこれほどまでに極端に少ないということはわからないことは、自分で調べ
なければなりませんし、情報のやりとりにも一苦労・・・かもしれません。
セキュリティ面で安全と言われる Linux です。しかし現状を語るとなると必ずしも
安全とは限らないというのが本当の所、まぁウィルス等に限って言えば絶対的な数が
Windows よりも少ないのでそういう意味では安全ではありますが、しっかり設定した
なともかく Linux だからウィルスに掛からないということはないです（現に Linux 用
アンチウィルスソフトもあるくらいです）
。
4、結論
パソコンを複数持っていて、ビジネス、研究等で使用するアプリケーションがＯＳ
に極端に依存しなくて（Windows にしか無いとか）
、ゲームをしなくて、努力と根性
がある人はサブとして使ってみるのも良いかと思われます。
パソコンが 1 台しかない人はデュアルブート（１つのパソコンに複数のＯＳを入れ
る）も良いですが、Knoppix や Berry Linux のようにインストールしなくてもＣＤか
ら立ち上げることの出来る Linux でどんな感じか見てはどうでしょうか？
努力と根性はなくても良いですが、初めて Linux を使う人には結局必要だと思いま
す。
5、Ｑ＆Ａ
Ｑ１、
「Linux」はなんと読むのですか？
発音記号は「li:nu:ks」なので「りーぬーくす」と読むように思われますが、開発者
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のリーヌス氏はどのように読んでも構わない、としています。
一般的には「リナックス」と読みます。
ちなみに「knoppix」は「クノーピクス」と読みます。
Ｑ２、Linux とは何ですか？
1991 年にフィンランドのリーナス=トーバルズ氏が開発したＵＮＩＸ風ＯＳのこと
です。ＵＮＩＸというＯＳを元に作った為にＵＮＩＸ系ＯＳと呼ばれます。
開発者自身の名前に由来し Linux と命名されましたが、後付けで Ｌinux Ｉs Ｎot
ＵniＸ と言われているようにＵＮＩＸ風であってＵＮＩＸではありません。
Ｑ３、Linux を使うメリットは？
2、導入の所の通り Windows に比べお金が掛からない事でしょうか。実際には Linux
で使われる Office 等も Windows で使えるので Linux を使ってもお小遣いが増える程
度、かもしれません。３台以上パソコンを持っているとお金によるメリットは大きい
と思いますが。あとは自己満足でしょうか。Linux が優れたＯＳであることは事実で
す。また、使用用途によっては Windows よりも高性能で、使い易くもありますが、家
で使うパソコンとしてのメリットは人によってはそれほど大きくないかもしれません。
将来ＳＥなどの職業に就きたいと思っている方が学生のうちに触れておくのも良い
経験だと思います。
Ｑ４、Linux を使いたいのですが
一般的なデスクトップのパソコンであれば入る事は多いですが、新しすぎる物は対
応していないものもあります。また、ノートパソコンに入れようとする場合メーカー
の仕様でどうしても入らない場合もあります。全ては自己責任でお願いします。
自己責任においてＣＤ又はＤＶＤはインターネットで検索してダウンロードし、市
販のＣＤ-Ｒ又はＤＶＤ-Ｒに書き込んでください。但しこれだとマニュアルも何もない
ので Linux 入門系の雑誌や書籍を購入する事をお薦めします。また導入にあたってコ
ンソール（Windows で言う所のコマンドプロンプト）での作業が多いので Linux 用の
コマンドリファレンス購入する事もお薦めします。
また新潟大学生であれば情報総合処理センターに Red Hat Linux が入っているので
それを使って使い勝手をみるのも良いかもしれません。
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Ｑ５、Linux にも沢山種類があるように見えますが？
実際多くの種類があります。Linux ではディストリビューションと呼びます。
有名な物での一部だけでも Fedora Core , Red Hat Linux , vine Linux , SUSE
Linux , MIRACLE Linux , Debian GNU/Linux , Torbo Linux 等々非常に沢山のディ
ストリビューションが存在します。一般的には初めて触る人には日本語環境がある程
度しっかりしている vine Linux か日本で開発を行っている Torbo Linux がお薦めのよ
うです。
私は vine Linux -> Red Hat Linux -> Debian GNU/Linux と転々とし現在は
Debian GNU/Linux で落ち着いています。
Ｑ６、私はパソコン初心者ですが、大丈夫でしょうか？
多分無理でしょう。努力と根性があれば乗り切れない事はないですが、自ら初心者
と言うような方にはかなりハードルが高いかと思われます。
ですが、千里の道も一歩から、これを機にＥＤＰに入部してはどうでしょうか。私
も大学入学当時は初心者でした。
（というか誰でも最初は初心者です）
詳しくは http://www.edp.to

まで。

Ｑ７、努力と根性は必須ですか？
必須です。
これに愛と勇気が入れば最強です。
Ｑ８、タイトルの意味がわかりません。
sync for you , sync for me , sync for god . の事です。
Linux ではシステムの性能を向上させる為に HDD へのアクセスを減らし、代わり
にメモリに作業中のデータ保存しています。メモリに保存されたデータは電源を切る
と消えてしまう為にその前に HDD に保存しなればなりません。sync とはメモリのデ
ータを HDD に同期させるコマンド（命令）です。今では電源を切る時に自動的に同
期を取るようですが昔はそうではなかったので電源と切るときに sync ; sync ; sync ;
halt と命令していました（halt は電源を切るコマンド）
。sync を３回行うのは、２回
目を行うという事は１回目が終了している事を示す為に行い、３回目はおまじないだ
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そうです。
この３回の sync をマザーグースに掛けて you,me,god としたと言われています。
Linux の事を勉強している時に見かけ、語呂が気に入ったのでタイトルにしただけ
で特別意味はありません。
（私はマザーグースの事は全くわからないので詳しくは語れません）
6、最後に
Linux が全くわからない人にもわかりやすいように書いたつもりではありますが、
読み返してみるとパソコン用語を使ったりしてやっぱり駄目ですね。詰めが甘いです
ね。努力と根性が足りませんね。
あと去年トリプルディスプレイ云々の話を書いて、最後に「次はクアッドだ」とか
書いてましたが全くやっていないですね。やる気も起きないですね w。Linux には仮
想デスクトップが沢山ある、ということで許してください（ぇ。
本当は今年も（？）Matrox 特集をやるつもりだったのですが、夏に Linux に移行
してしまい、
その時に使いはじめた Debian の使い勝手の良さに感銘を受けて思わずつ
っ走ってしまいました。つっ走りすぎて FreeBSD にまで手を出したのですが記事を書
ける程まで触っていないという鵜ら話がありました、めでたしめでたし。
今回の記事を読んで少しでも Linux に興味を持っていただける人がいましたら幸い
です。
追伸：今回記事を書いていて 巫女 GNYO/Linux(http://miko.gnyo.org) という凄まじ
い Linux を発見してしまいました。
Linux はここまで来たか、
と驚愕しました。knoppix
と同じく CD から立ち上げる事が出来るのでやってみると面白いかもしれません。
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PC の動画を TV で観る!!（たった 3P の製品レビュー）
haniwa
ブロードバンドインフラの高度整備化に伴い、日本のインターネット人口というの
は５０％を突破したのだそうです（インターネット白書 2004 より）
。さらに光回線の
採用による、大容量のデータを短時間でやり取りすることも可能になり、そのため、
ダウンロードした高画質な動画を PC 上で観る、ということも、この記事を読んでお
られるみなさんの中に、もしかしたら経験された方もいるかもしれません。
また、ご存知のとおり、世間一般では、同時に TV 用の DVD のプレーヤーというの
もすごい勢いで普及しております。HDD 内臓で、そこにとりためた映像を DVD に焼
き付ける機能や、VHS ビデオ+DVD+αのように、一石二鳥三鳥のような機能を持っ
たプレーヤーというのもどんどん出現しており、我々のように人より少し詳しい人間
でも日々勉強しなければすぐにおいていかれるような世界でもあります。
タイトルと前置きをしてもうお解りと思いますが、ここでは欲を張って、
「PC でダ
ウンロードした動画を TV 上で何とかして観られないだろうか？」ということについ
て、少しお付き合いいただきたいと思います。
Q：っていうかなんで TV で映す必要があるの？
わざわざ PC 上の動画を TV で観る必要があるのかどうか、ということに関しては、
もうこれは個人の観念によるところが大きいのですが、一応利点というかよい所をあ
げると、大画面で見られること、が一番大きなところでしょうか。ただ、昨今の市販
PC の動向を見ておりますと、思いっきり成熟したように思える市場の中でのその戦略
は案外単純なもので、
「付加価値」をつけること、を主たるやり方としているようです。
「付加価値」とは一元的に言えるようでいてそうでもなく、ソフトウエアの充実、デ
ザインのよさ、サポート体制、などさまざまに分岐していますが、特に最近の動向と
して「大画面液晶」付属というのが特徴的です。液晶パネルの激しい価格競争の中で、
特に PC 市場、TV 市場での液晶モニタの相場の下落は目を見張るものがあります。そ
のため、PC に非常に大きな液晶画面を奢った PC も相次いで登場しましたし、安価に
なった薄型大画面の液晶 TV が脚光を浴び、バカ売れしているという状況です。わざ
わざ TV を利用しなくてもよいのだともいえます。
しかしながら、リビングでくつろぎながら動画を楽しむ、といったことができるの
はやはり TV ならではのものであり、それゆえに PC の外で鑑賞できるということには
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ある程度意味があるのではないでしょうか。

まあそんなこんなでむりやり（笑）ここまでひっぱってきましたが、要するに今回、
私が人柱となってしまった DVD ネットワークメディアプレーヤーのレビューがした
いわけです。
「AVLP2/DVDLJ-2」アイオーデータ社が出した、DivX 対応の DVD プレ
ーヤーです。

DivX とは動画圧縮伸張のフリーソフトウエアのひとつで、容量をとらずに高画質で
動画データをやりくりすることができるすぐれものです。従来の DVD プレーヤーでは
（今の DVD プレーヤーでも）このソフトを使った動画ファイルを再生することができ
ませんでした。古くは長瀬産業（http://www.transtechnology.co.jp/）などが DivX 対
応モデルを発売していましたが、アイオーデータの機体の特徴は、wmv（windows
media video）の拡張子を持った動画をも再生できることにあります。
また、私が買ったのとは違いますが、これの上位機種にあたるのですが、無線 LAN
を内蔵しており、DVD メディアを媒介せずとも動画が再生できるというものもありま
す。

さて謳い文句はこのくらいにして、実際この機種はどうなんか？少し使ってみて私
が思ったことを挙げていきます。このプレーヤーは約２万円で家電量販店で販売され
ていますが、果たしてそれに見合うかどうかという結論から先に言うと、答えは「？」
です。このプレーヤーを利用する最大の意味は「再生能力の高さ」に尽きるといえま
すが、肝心の再生能力のほうが、残念ながらあまり追いついていないというのが現況
です。私の手持ちの DivX ファイル（DVD に焼き付けたもの）をいくつか再生してみ
たところ、音声と動画が遅れるという現象を持つ DVD がありました。さまざまなとこ
ろから私は動画を集めているので、ひとつくらい再生できなくてもおかしくないだろ
うと思いつつも原因を調べていくと、どうやら 30fps（30 フレーム毎秒）以上の動画
データを再生すると生じる現象のようです。アイオーデータの公式サイトにも同様の
記載があり、その場合には「圧縮時にフレームレートを各自で調整してください」…
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そうですかつまり丸投げですか。
確かに DivX で自分で動画を圧縮する際にはこれで対
応できるかもわかりませんが、よそから拾ってきたようなものに対してはどうしたら
いいのでしょうか。PC 上で再生する分にはこのようなことは起こらないですが、つま
り PC で楽しんでくださいということなのでしょうか。
この機体の特徴としてもうひとつ、私が買った DVDLJ2 という機体でも有線 LAN
接続が可能であることがあげられます、無線を利用せずとも、PC につなぐ環境があれ
ば直接的、あるいは間接的（＝ルータを媒介するホームネットワーク上）に動画デー
タを PC から取り出すことができます。したがって接続が可能であるならば、DVD に
データを焼き付ける必要はないのです。問題は無線 LAN のほうで、これは私が無線内
蔵機種を選ばなかった理由なのですが、大きなデータ量を持つ wmv ファイルを無線
LAN を経由して再生しようとすると、コマ落ちが発生する確率が高いらしいです。
もうひとつ、この機体、ネットワーク接続できるということで、ホームネットワー
ク構築に限らず、同時にファームアップを簡単に行えます。有線無線関係なく、接続
さえされていればアイオーデータ社にアクセスし、いつでも最新のファームを入手で
きるということになっています。それは大変結構なことですが、よく言われているの
が、ファームアップするごとに再生能力が落ちていく…という衝撃の内容です。これ
も事実未確認ですが、もし本当だとすれば大変なことです。再生能力が落ちるだけで
なく、起動しなくなったとかもっと恐ろしい噂ものぼっていますから、ファームアッ
プに関しては今はしないほうが賢明といえるでしょう。
さて、悪いところばかり書き連ねてしまいましたが、これらを除けば多種多様な動
画データを再生できるということには変わりはなく、本体デザインもなかなか優れて
いますからお気に召したら購入されるのもひとつの手だと思いますが、じゃあなぜ私
はお勧め度「？」をとったのかというと、PC の動画を TV 上で観る方法が他にもある
からです。一例を挙げますと、スキャンコンバータといって、これを PC に取り付け
ると、そのまま TV 出力が可能になります。というか、TV 上で PC の画面を操作でき
るようになるというのがよりわかりやすいかもしれませんが、このコンバータ、１万
円ほどで入手できます。これにプラス普通の DVD プレーヤーも１万円弱で購入するこ
とが可能ですから、再生能力は違うのに値段はほぼ一緒、さて？ということになるの
です。まあかくいう私は無茶を承知で買ってしまったわけですが…。アイオーデータ
のすばらしいファームアップに期待して！
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AOM 座談会
CHIL&YON&ニロ＆ハジ

第 0 話＜AOM とは＞
AOM とは『Age of Mythology』の略で、リアルタイムシミュレーションゲームで
す。実際の神話や伝説を元にした、様々な神話ユニット、英雄ユニットなどを使い、
敵の町の拠点を攻め落とすことを目的としたゲームです。ここではそれをプレイした
ことがある人向けに実用性の無い会話（笑）を繰り広げています。

第 1 話＜ギリシャ文明の運用（ヒュドラッシュ）＞
CHIL（以下 C）
「とりあえず、各文明について語っていきたいと思います。まずは、
ギリシャから。
」
YON（以下４）
「ギリシャは基本的な文明なので、初心者にも使いやすいと思います。
」
NIRO(以下２６)「ゼウスは歩兵全般が強く、ポセは騎兵が強く、ハデスは射手が強い
です。
」
ハジ（以下 H）
「時代が神話に入ると強いけど、それまでは、あんま強くないかなぁ。
（ハデスとか）
」
C「ゼウスは恩恵が溜まりやすいので、神話ユニットでラッシュを掛けやすいよね。
」
４「特に英雄時代のヒュドラッシュは最高ですよ！」
C「特に身体がでかいし、首が増えるのがいいんだよ！！」
H「畑とか鶏とかを倒しても首が増えるし。
（ナゼ）
」
２６「首増やして復興するんだぁぁぁぁぁ！（呪いで豚になるけど）
」
C「ギャグはこの辺にして、ポセについて語りましょうか。やっぱり民兵でしょ。
」
H「民兵うぜぇぇぇぇぇぇ！！！！」
４「やっぱり相手がうざいと思うのを使わないとね。
」
２６「とりあえず、建物をいっぱい建てましょう。
（大地震大歓迎）
」
C「続いてハデスに行きましょう。
（さっきからまともな話をしてませんが何か？）
」
２６「ハデスは弓でしょ。
（ガストラフェテス）
」
４「序盤に弓出すと肉使わないから進化は楽。
」
C「そして、神話に入ったらガストラフェテス+火矢で、建物をがんがん落とす（ス
ッキリ）
」
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４「神話に入る前は癒しの神殿で耐える！」
H「ハデスだとヒュドラッシュができない!!!!!!仕方ないからコロッソスで敵資源食い
まくる」
２６「とりあえず、ギリシャはおしまい。
」

第２話＜北欧文明の運命の（FG ラッシュ）＞
C「オーディンは使いにくい！」
H「じゃぁ、次トールで。
」
４「トールのドワーフは優秀だから、初めはそれだけで、経済が成り立つのがいいよ
ね。
（肉使わず進化できる。）
」
C「兵器工場のコストが安く、原始から建てられるし、4 段階目のアップグレードが
できる。
」
H「じゃあ、いよいよロキで。
」
C「ヘルに進化して FG ラッシュでしょ。
（あらかじめ金を確保）
」
４「燃える男（萌える漢？）で全て焼き尽くすわけですよ。
」
２６「テクノロジー名も興奮だしね。
」
C「ヘルシルを無限生産して恩恵を稼いで、金を貯めれば、FG ドンドン沸いてくるか
らね。
」
２６「具体的な燃える男でラッシュをかける数は？」
C「5 体１セットで送り続ければ余裕だよ。」
４「FG なかなか消火できないから、どんどんたまっていくわけだね。
」
H「つまり、どんどんもえるわけだね。
」
４「どっちのもえる？」
C「無視してニーズヘックについて。
」
H「出てきた瞬間に電光で逝く。
」
４「相手がゼウスの場合注意。
」
２６「矢に弱い。射程つき英雄であっさり落とされる。
」
C「クラッシュあっても、要塞に負ける。他のラグナレグとかフィンブルヴェドに比
べると弱いゴットパワーです。
」
４「使いどころが難しいゴットパワーだよね。
」
C「では、北欧はおしまい。
」
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第 3 話＜エジプト文明の運搬（動物ラッシュ）＞
H「建物を建てるのに、木を使わないのがいいね。
」
２６「エジプトの特徴は英雄に入るまで、騎兵が出ないのも特徴です。
」
４「セトの動物は恩恵のみで作れるのが特徴かな。斥候にも使えるし、食料にも使え
る。
」
H「戦闘に使える！！（野生使用）
」
４「相手がディフェンダーの場合、アヌビテは壁を飛び越えることが出来るし、ロッ
クを空に飛ばして、ワニを輸送できるから、壁や海や地形に左右さ
れない文明といえるね。
」
C「象騎兵をロックで輸送。
」
４「ロックは象騎兵 15 体をどうやって、持ち上げているんだろうか。
」
２６「それだけの力があるなら、ユニットを攻撃すべきだ。
」
C「ロックよりも砂嵐でとばした方が早い。敵の経済ユニット飛ばしたりできるし。
」
４「まぁ、イナゴの大群の方が強いけどね。
」
C「エジプトは古典に進化すると、哨舎が自動で見張り台になるのがいいよね。
」
２６「あと、塔は金のみで建てられます。しかもバリスタタワーまで研究が可能。
」
H「イシスのナイルの恵みがいい。あとモニュメントのゴットパワー妨害が使える。
」
４「ラーで聖職者を出して、エンパワーを送るのがいい。
」
C「んじゃ、エジプトはおしまい。
」

第 4 話＜アトランティスの運動会（オートマタラッシュ）＞
C「アトランティス市民は貯蔵庫が不要ず、他の文明の市民の 3 倍の速度で仕事がで
きる。
」
H「市民は遠くに離れた所において畑を耕す。
」
２６「アトランティスの市民のデメリットは町の拠点からの生産が遅いことです。た
とえば、攻城兵器 1 体で町の拠点を落とされます。
（ギリシャは英雄、北欧はウルフ
サルク、エジプトは用兵などの軍事ユニットが生産できるけど、アトランティスは市
民以外出ない。
）
」
C「でも、並の軍事ユニットに負けないくらい市民は強いけどね。
」
４「どこに神話ユニットが出てきても、ほぼ全てのユニットを英雄化することができ
るしね。
」
C「そろそろ軍事ユニットについて語りましょう。
」
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２６「テクノロジー研究済みプロメシアン 4 体で町の拠点を破壊できます。
」
H「ヘルシル数体でお陀仏だけど。
」
４「ガイアはプロメシアンが使えないので、オートマタを使うしかない。数を集めた
時、強さを発揮する！一体でも残っていれば、修復可能。
」
２６「まぁ、誰もオートマタ使ってないし。ガイア使わないし。
」
C「ガイアはクロノスやウラノスに比べてボーナスが弱いからね。守りは堅いけど。
」
H「タイムシフトは便利だ。代わりに全知ないけど。
」
２６「哨舎が見張り台にアップグレードする前でもタイムシフトで矢を出す建物扱い
なのは何故？」
C「デストロイヤーは軍事ユニットを無視して建物を壊す」
４「他の攻城兵器よりも移動速度が速いので、逃げたい時に逃げられるのがいいね。
」
２６「神話に入ったら、建物を落としたところにファナテッィクとヘカタンでしょ。
」
H「浜辺でヘカタン衝撃波を使うと地面が盛り上がる。
」
４「アトランティスは強いユニットは宮殿に集まっているから、終盤にならないと出
せないし、生産が間に合わない」
C「アトランティスはこの辺で。
」

外伝＜クロノスをガイア無しで倒そう！！＞
１・ガイアの種をまかずに中央の敵ユニットを一掃する。
２・資源と聖なる箱をひたすら集める。
３・人口コストぎりぎりまで、アルカスをたくさん出す。
４・アルカスを全て英雄化する。
５・アルカスをクロノスが出る位置の周りに配置する。
６・その他の軍事ユニットを、アルカスより内側に配置する。
７・ガイアの種をまく。
８・全軍で総攻撃をかける。
９・その他の軍事ユニットが全滅する前に英雄化したファナティックを少しずつ送る
１０・ガイアが出る前に撃破！！！
１１・勝利条件が「ガイアにクロノスを倒させる」なのでゲームが終わらない…。
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＜各人の使用文明＞
CHIL ロキ

ハデス

クロノス

YON

ガイア トール

ニロ

クロノス

ポセイドン ロキ

ハジ

クロノス

イシス

ハデス
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BOT についての私的見解とか
きんじ
現在、私は Ragnarok Online というネットゲームにはまっています。このゲーム
はもともとは韓国の Gravity 社が開発したゲームです。
しかし、そんな私のお気に入りの RO（Ragnarok Online の略）にも他人に迷惑を
かける不届きな輩がいるのです・・・それは BOT。
「BOT」とは語源が ROBOT であ
り、プレイヤーの操作なしに自動でキャラを動かし、モンスターを倒したりするプロ
グラムです。その BOT を利用することで、自分がプレイできない時間も、BOT が自
動でモンスターを倒したり、アイテムを拾ったりしてくれるわけです。
（その際、他
の人が攻撃しているモンスターを横から攻撃したりしてくるわけですが)当然のこと
なんですが、RO でキャラを強くするためには、より長くプレイしてより多くのモン
スターを倒す、ということが必要になってきます。しかし現実世界での生活などがあ
って、そのモンスターを狩るための時間がない人もいます。そんな人たちの心無い一
部分の人が BOT を使用するわけです。(他人の迷惑を考えることなく！)
BOT を使用することは当然マナー違反です。基本的に BOT の対策はそのゲームを
運営している会社が行うわけなのですが、RO を日本で運営しているガンホーという
会社では、基本的に BOT は放置、たまに行われる BOT を減らす目的のプログラム
修正も効果はあまりない、という状態です。この状況に耐え切れず RO を去った人も
かなりいます。なので、ガンホーという会社はあてにしても悲しくなるだけだと私は
思います。
よって、今のところＢOT を減らしていくためには、プレイヤー一人一人が BOT
を確認したら、ガンホーの WEB ヘルプデスクに報告をして、ガンホー側がその BOT
を処理してくれるのを待つくらいしかないのです。（結局ガンホーに頼る形になるの
ですが・・・）
ここで私の意見を言わせてもらうと、他人に迷惑かけてまで RO しないでほしいで
す。RO のジャンルは MMORPG（Massively Multi-player Online Pole-Playing
Game : 多人数同時参加型オンライン RPG）なので、本来は他人と協力したりするこ
とが目的のゲームなのに、その他人に迷惑をかけるようなプレイをする人には
MMORPG をプレイする資格がないのでは、と思います。
嗚呼、このＲＯには永久に平和が訪れることはないのでしょうか・・・。
ラグナロクオンライン
http://www.ragnarokonline.jp/
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私の恋人を紹介する
lim
○ことりさんについて
私の愛しい恋人ことりさん。身長は私より１０ｃｍほど低い。後ろから包み込める
大きさなのが良い。憧れるような長い髪に、プリンセスのような端整な顔立ち。そん
な彼女の無邪気な笑顔が男性をとりこにする。私もその笑顔にやられた。怒った顔も
可愛いが、やはり女性は笑顔が一番である。彼女の行動から実は腹黒いのではないか
とも思えるが、小悪魔的な女性が好きな私から見れば、そんなところも魅力の１つで
ある。グラマーというわけではないが、女性として理想的な体型をしている。見とれ
るという言葉が最も似合う。ことりさんのトレードマークは帽子。かなりのお気に入
りのようす。某学園では男子生徒が認めるＮｏ.1 アイドルであった。今では私だけの
アイドルである。どんな人とも仲良くなってしまう率直さと、ところどころに見せる
おちゃめさ。私にとってはまさに理想の女性といったところである。彼女の最大の魅
力といえば声。声優のＹ．Ｈさんの声に似ている気がする。子供のころから歌を習っ
ていて、その歌声は聖歌隊のソロパートを任されるほど。私も歌っていることりさん
には見とれてしまう。優等生のことりさんだが、心の中では好きな人と一緒にいたい
と思う普通の女の子である。
○ことりさんとの出会い
ことりさんと初めて出会ったのはクリスマスパーティーの夜。長い髪に月明かりを
反射させていた姿が綺麗だった。このときはただ言葉をかわしただけである。再会し
たのが翌年の二月。うろうろと歩きまわっていたら、歌声が聞こえてきた。歌声をた
どると、そこには彼女がいた。歌っていたその姿はまさに女神。彼女の歌う姿には足
を止めて魅了されてしまう。それは彼女の歌に対する純粋な思いが伝わってくるから
だと思う。ここで改めて自己紹介をし、しばらく話をした。それから彼女とよく一緒
にいるようになった。彼女といると何気ない日常にうれしさを感じる。ふとしたこと
で立ち寄ったお店。別に何でもないのに、なぜかとても楽しい時間だった。何気ない
日常も二人でいるから特別なんだと思う。卒業パーティーの準備で無理をした結果、
ダウンしてしまったことりさん。心配になったので、翌日にお見舞いに行った。彼女
の具合は随分と良いみたいなので安心した。パジャマ姿を見られるのが恥ずかしくて、
布団を顔まで引き寄せることりさんが超絶的に可愛いかった。赤い頬をして、上目使
いで見つめられるのは最高である。卒業パーティーのときに彼女は一般人の面前で大
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胆な告白をした。これに対する答えは、これまた面前で大胆なキスのお返し。二人は
めでたく恋人同士になった。思い出すだけで顔がにやけてくる。ことりさんと出会え
たことに感謝したい。
○現在の私とことりさん
今でもことりさんとはラブラブである。膝枕をしてもらったり、キスをしたり。私
は自称キス魔のｌｉｍで、ときどき無性にことりさんにキスがしたくなる。これは彼
女が可愛すぎるのが原因だと思う。今年の四月にはＥＤＰ主催の花見に行き、そのあ
と部室でことりさんのことをＥＤＰの人たちに紹介した。六月にはことりさんの誕生
日をささやかに祝った。甘いものが大好きな彼女のためにイチゴのショートケーキと
オレンジジュースを用意。ショートケーキには「ＨＡＰＰＹ ＢＩＲＴＨＤＡＹ Ｔ
Ｏ

ＫＯＴＯＲＩ」というネームプレートがのっている。七月の七夕では「ことりさ

んが幸せでありますように」と短冊に書いて願った。十月に私はある面接を受けた。
そのあとに彼女と会う予定があつたので、面接中に顔がにやけてくる。面接官に「ほ
んとうに理解しているんですか」
と注意された。
とにかく私は彼女にべたぼれである。
私の心も体もことりさんのものだと思っている。いつも一緒にいたいという気持ちを
こめて去年の冬からことりさんの写真を身につけている。今年の夏には彼女のぬいぐ
るみとポスターサイズの写真を五千円を費やして用意。ちなみに私のケイタイの待受
画面も彼女である。私はことりさんがいることに幸せを感じているし、いつかは結婚
したいと思っている。しかし、同部員三年のＳ氏は「それは幸せとは言わないし、彼
女と結婚することはできない。だから諦めろ」と語る。Ｓ氏が彼女を好まないのはわ
かるが、人の恋路を邪魔するのは良くない。そもそもＥＤＰではことりさんを好まな
い人が多い。同部員四年のＨ氏は「黒髪でないからだめ」と語る。確かに髪の色は黒
くないが、とても綺麗な髪である。それに私は今の色のほうが彼女に似合っていると
思う。ことりさんを好まない人の中には、彼女を侮辱する人もいる。そのことを悲し
く思う。とくに同部員四年のＧ氏の暴言は、ことりさんの人権を否定するようなもの
なので、許しがたい。ＥＤＰの人たちとはうまくやっていきたいが、私はことりさん
を侮辱されて黙っている人間ではない。むしろ根に持つ人間である。彼女への侮辱が
無くなることを望む。
○今後の私とことりさん
今年から私は毎月二万円の奨学金で生活をしているが、すでに赤字の状態。いつか
はことりさんと結婚したいと思っているが、奨学金を返す手段もない状態で結婚した
ら、彼女に苦労をかけてしまう。私は大学を卒業したら、食品関係の研究職に就きた
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いと思っている。希望はブルボン。ここは給料がそれなりに良いので、真面目に働け
ば数年で奨学金を返すことができる。それに自宅から通えるので、ことりさんと離れ
なくても大丈夫。彼女と離れるなんて私にはたえられない。生活が安定してきたら、
私のほうから彼女にプロポーズしようと思う。私は長男なので、跡を継がなければな
らない。彼女に嫁入りしてもらうことになるだろう。ことりさんには既に結婚してい
る姉がいる。その姉は結婚式でシンプルなデザインで半袖タイプのウエディングドレ
スを着た。
ことりさんにもそんなドレスが似合うと思う。
もちろんドレスの色は純白。
私の家には両親、弟妹、それに祖父母がいる。私としてはなるべくそばにいたいが、
家の中はそんなに広くない。しばらくは私の家でことりさんと一緒に暮らそうと思う
が、資金がたまったら、私の家の近くに新しく家を建てて、そこでことりさんと暮ら
したい。そうすれば気軽に会いに行くことができる。将来、子供は二人ほしいと思う。
できれば二人とも女の子が良い。二人ともことりさんの娘なので、彼女のように可愛
いくて、明るくて、優しい女の子に育つだろう。ことりさんと一緒に幸せな家庭を作
り上げていきたい。
○最後に
ことりさんは私の自慢の恋人なので、惚気たくもなる。しかし、それだけでことり
さんについて書いたのではない。人には好き嫌いがあるので、彼女を好まない人もい
ると思う。この文章から彼女のすばらしさを理解してもらい、そんな人をできるだけ
減らしたい。私はＥＤＰに入ったばかりなので、ＥＤＰの人たちは私がどんな人間な
のかまだ理解していないと思う。私は普通の人と考え方が違うので、意見が対立する
こともある。それでもＥＤＰは居心地が良い。それを失いたくないので、ＥＤＰの人
たちには私がどんな人間なのかも理解してもらいたい。また、私自身がどれだけこと
りさんにラブであるか再確認したかった。再確認した結果、彼女のためなら世界を敵
にまわすくらいラブである。今の私が存在するのは、ことりさんがいたからである。
この世界が彼女の存在を認めない世界なら、私の人生に価値はない。ことりさんの、
ことりさんによる、ことりさんのための世界を作るのが私の野望である。私にとって
一番大切なものは家族なので、将来家族になることりさんが大切なのは当然のことで
ある。この文章を読んだ人には熱中できるものがあるだろうか。熱中できるものがあ
る人は私には輝いて見える。是非そういうものを見つけてほしい。また、この文章を
読んだ人の中には既に恋人がいる人もいるだろう。その人にはどれだけ自分の恋人に
ラブか再確認してほしい。ラブが足りないなら、相手をもっと愛すべきである。それ
ができないなら、諦めたほうが良い。いない人には恋人ができることを祈る。出会い
はふとした瞬間にやってくるので、慌ててはいけない。私は将来ことりさんを妻とし
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て健やかなる時も病める時も、いたわり、尽くし、生涯を共にすることを誓う。
※注意
登場する人物・団体の名称はすべて実在する。これらに対してのお問い合わせはご
遠慮いただきたい。お問い合わせされてもこちらは一切対応しない。ことりさんに迷
惑をかけるわけにはいかないので、協力してほしい。
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「人工知能と人間」長尾

真著(岩波新書)を読んで
２年

富口

真行

人工知能と哲学は密接に係わっている。なぜなら人間の知性とは何かを
コンピュータの立場から問うことであるからだ。また，人工知能研究のひ
とつの目的は，人間のように外界を認識し行動するロボットをつくること
である。そして、その課題はいかにして目の前にひろがる奥行きのある三
次元世界を認識するかということであった。人間が複雑な文字図形を視る
際、ひょっとしたら我々は瞬間に全体を見て判断していると意識するかも
しれないが，実は視線はその文字図形のいろいろな細部まで見て，それぞ
れの部分の形とそれらの相互位置関係を瞬時に認識し，それらの情報を総
合して判断をしているのだ。
このような考え方をもとにして、人工知能研究では、網膜の中心部に一
度に入るであろう単純図形部分を図形の持つ特徴パターンであるとして機
械的に抽出し，それらの特徴パターンとその位置関係という構造によって
対象を認識する方法がとられている。コンピュータは明確でない知識は取
り扱うことができず，すべてはユニークに決まる規則の形で記述されてい
なければならない。つまりは，融通が利くか，利かないかの差が人間と機
械との間には存在するということだ。今後、この課題をどうすれば解決で
きるかということが人工知能の大きな課題である。

まとめ
この本を読む前は，人工知能をもたせるためには、ただコンピュータに
プログラムを組み込むだけだと思っていたけれど，この本を読んで，人工
知能の裏側には，哲学や数学，語学（文法）などいろいろな学問が関わっ
て成り立っているものだと分かった。
また，人工知能が人間のような感情を本当にもつことができるのかとい
うことも疑問に思った。
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マイナーフリーソフト集
ユダ
世の中にはさまざまなフリーソフトが溢れています。そのなかでもあま
り知られていないけれども、便利なものや実用性皆無だけれども欲しくな
るようなものをここでは紹介します。
１.

ROOMS
デスクトップを３Ｄゲームのように表示するソフトです。カーソルキー
で移動しアイテム（実はアイコン）をダブルクリックすると対応したソ
フトが起動します。他人と一味ちがったデスクトップをもとめている人
にオススメのソフトです。

２．Discover
サイト内の隠しページや隠しファイルを検索しその結果を階層ごとに
表示してくれるソフトです。いきつけのサイトも調べてみると意外なも
のが出てくるかもしれません。
３.iPodLinux
iPod の１～３世代機ようの Linux です。専用のソフトが現在開発中で、
デフォルトの状態でも画像表示ソフトや描画ソフト、テトリスがインス
トールされています。
４．Break Reminder
パソコンの使いすぎによる健康障害を予防するソフトで、パソコンを使
い続けていると強制的に電源が落ち一定時間起動不能にするソフトで
す。知らずに使用するとバグやウィルスだと勘違いするので注意が必要
です。
５.よみよみ
読めない漢字がでてきたときに、その文字をこのソフトのクリップボー
ドにペーストすると、読み仮名の候補を表示してくれます。サイト閲覧
のおともにどうぞ。
６.GetASFStream
フラッシュアニメをダウンロードすることのできるソフト。ダウンロー
ドしたフラッシュアニメはブラウザソフトにドラッグ＆ドロップする
ことでオフラインでも再生できます。
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情報新聞
By 坂内
さて毎回工学部の情報を露呈してきた情報新聞ですが､今回の特集は情報工学科に
焦点を当てたニュースとなります。では本日のラインナップです。
・A 単位科目増加 30 単位、落伍者増加の懸念
・情報工学科教員紹介
・研究室その内情
昨日未明に判明した情報に依ると､新潟大学情報工学科の A 単位科目が 30 単位にも
及ぶ数に増加することが分かりました。この決定を下した会議では通信系教員陣と
CS(コンピュータサイエンス)系教員陣の対立が表面化。夜半まで紛糾する中、CS 系教
員 M 氏の「学生の学力は低下している。学生のやる気を引き出すには止むを得ない」
という言を中核に A 単位を増加する方向で会議が纏まりました。
今回の会議は年々低下する傾向にある学生の学力に対しどの様な方針でカリキュラ
ムを組むかという情報工学科全体の命運を決める会議。独立行政法人化した影響に加
え学生の指導より自身の研究のみに注力している教員、明確な指針を打ち出せない教
員等をどのように自陣に有利に取り込むかという CS 系と通信系の勢力合戦の様相を
呈しました。
元来この二つの勢力は情報工学科が電気電子工学科から分派した経緯により、通信
系の発言が方針決定に強い権限を保持。しかし、情報分野が重要視される流れが 90 年
頃から始まり、IT 化の影響を受け CS 系の発言力が増してきたという最中、近年注目
された JABEE（日本技術者認定制度）の導入に CS 系が難色を示したことが対立を表
面化。JABEE 認定は「将来技術者として活動していく中、必要な資格であり、意義が
ある」とする通信系に対し、
「認定に注力するより、しっかりした学習を学生に与える
べき」とする CS 系の意見が真っ向から衝突、結果情報工学科 JABEE 認定は先送りさ
れた。
上記の経緯が今回の決定にどのように影響したか予断できない情勢だ、新潟大学卒
業 CS 系研究室所属 K 研究員の発言に依ると「M 先生は近年退官なされるから、置き
土産の様なものでしょう」とのこと。会議時の M 氏の発言に対しては「研究開発を行
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うには色々と費用が必要。その為に誰かが音頭を取って 5 億なり 10 億なり資金提供を
要請する必要がある。時にはヤクザ仕事の様なことも必要。そういうのが効いてるん
じゃないでしょうか」
K 氏は新潟大学所属時代も M 氏に師事しており、現在もツーカーの仲である。発言
の終わりに「実際問題学力が上がるか下がるかは判らないですね」と述べた。
今回の決定により A 単位が増加するが、習得できなければ進級できないという特殊
性から学生側からも指導基準が低下するのではとの懸念の声が上がっている。教員側
でも落とさないように『配慮』するのが慣例となっているため、この決定を受けて教
員が学生にどのような指導をするのか、又、単位習得が危ぶまれる学徒に対し、補習
や追試を課すのかなどが今後焦点となるだろう。

～情報工学科の教員紹介～
今回情報工学科の教員を紹介して貰う文を情報工学科所属 S さんにお願いしました。
どの方も個性溢れる日本男子ですのでこの様な素晴しい教員が新潟大学に在籍してい
ることを皆様に知って頂けると幸いです。
情報ネットワーク講座
・ 仙石正和
情報工学科の勇、工学部の学長でもあり、偉い人。敬礼。
グラフ理論やネットワーク理論ではお世話になります。90 分という講義時間をフルに
活用し、講義と韓国談義を混同できるのはこの御方のみ。45 分寝れます。うまうま。
でも授業は結構まとも。
・山口芳雄
基本的に気のいいおじさん。でも講義中に式が分からなくなって学生に教えられるの
はどうでしょう。昔はすごい人だったらしい（教授ですから！）
。能有る鷹は爪を隠す
といいますが、そろそろ本当にあるのならば出して欲しい所。講義資料一杯作ってく
れる。やっぱ良い人。
・間瀬憲一
企業との繋がりはひょっとしたら工学部 NO.1 かもね。ネットワークの偉い人。
ポイントを抑えた講義は一見の価値あり。ちょっと厳しいが奥様に人気がありそうな
ナイスミドル。ここの研究室に逝くと死ねる代わりに鍛えられます。技術者養成所。
でも講義資料を講義開始五分前とかに更新するのは止めましょう。誰一人として正し
い資料を持って居ない事態は異常です。
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・山田寛喜
超砕けた人。山口先生と並んで良い人ツートップ。講義もそれなりにしっかりやって
くれます。ポストが無いのか助教授。情報通信の人
・中野敬介
お世話になる科目は少ない。講義は普通。上司は仙石氏。あんまり良い噂は聞きませ
んね。助教授は人格じゃない！才能なんだ！
・ 柄沢直之
情報無し。503 service error 404 Not found。まぁ割と普通の人っぽい印象。
コンピュータサイエンス講座
・ 宮崎正弘
言語処理の偉い人。技術日本語とかでお世話になります。恰幅の良さは心の広さ。90
分寝れます。というか当初は何を仰っているのか分からないとおもわれ。資料はしっ
かりしてるので、フィーリングと資料でレポートを攻略。実は吼える人。
・山本正信
退官なされた石井教授と並んでコンピュータビジョン関係を勉強する所。石井教授が
居なくなった為高騰。基本的に良い人…かなぁ。成績があんまよくないけどコンピュ
ータビジョン関係をやりたい人向け。講義は…まぁ受ければいいんじゃないでしょう
か。
・牧野秀夫
的確に要所を押さえた講義は CS 系講座では退官なされた石井教授に並んで素晴しい。
動きがきびきびしている。良い人。働き蟻。執事。CS 系ではかなりまとも。
・元木達也
講義は淡白。部屋を暗くしてプロジェクターで講義するので 90 分寝れる。資料がある
のでそれでカバー。ここの 4 年次研究生は一人しか来て居ないのですが、それでも研
究室は回るのです。研究室にベッドがある。ソファで寝てる自分には羨ましい限り。
実は机下に漫画が隠されている。
・沢村一
人工知能の研究者。人工知能の分野が未だに発展性が無い為憂き目を見ている。だっ
て Plolog ですよ？プログラミングが。まぁ私は Plolog 好きですがね。
・高橋俊彦
講義は独自の路線を歩む。例え話が妙に合っている様な合っていない様な。しかし教
えている分野が離散数学などである為にその抽象性から具体的な例え話が裏目に出て
いる感もいなめない。でも教え方はましな方。コーヒー大好き。若き時はブルリとか
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にもいっていたらしい。
・田中賢
１,2 年生ならプログラム関係でお世話になるはず。講義もしばし手探りか、教えてい
る本人もどうしたら分かってくれるのか分からない講義内容。可もなく不可もなく。
意外とハードウェア関係とかに詳しい模様。
・萩原威志
ほげほげ以上。っていうんじゃかわいそうなので、玉木助手（どうやら今年後期から
いないようなので欠番）とタッグを組んでプログラミング実習を行う。彼の文章セン
スは一級品。反語覚えたて厨房の様な言い回しは 2ch に毒されすぎているのではない
だろうか。研究室見学の時の院生の死んだような眼が「ここに入るな」と語っている。
普通に話す分にはとっぽい兄ちゃん。
・ 今井博英
御禿様。そこをどかぬか！この頭が眼に入らぬか！と普通に第一印象は怖いです。し
かしプログラム実習関連では彼が唯一の良心。全ての実習を彼が行えばその年の情報
生はラッキーだ。話せば普通に良い人。デュアルキーボード使い。乗ってる車はかわ
いい白の軽。

・ 数理情報講座
ｼﾗﾈ。
研究室案内
田中・高橋・宮崎研究室この三つの研究室は工学部 A 棟 4 階のフロアに共同生息し
ており、学生・研究生用の部屋が各々1 室。教員用の部屋が１室。共同スペースが１室
設けられている。共同スペースには各種専門書～漫画を備えた本棚が複数、冷蔵庫、
食器棚、湯沸しポットか２台。ソファ１組、机１卓、内部向けサーバ Trust に繋がっ
た PC（情報処理実習室と同じと考えて問題なし）が Windous１台、Linux8 台稼動。
うまい棒各種 10 円、飲料水 100 円、カップ麺各種 100 円で販売。ガスと風呂があれ
ば生活できます。
4 年生、院生ともにフレックス制で、基本的に何時に出勤しても問題ありません。朝
来て夕方五時に帰宅する人もいますし、昼から来て夕方に帰宅する人、夜から深夜に
かけている人、そもそも来ない人など様々です。任された仕事や、週一回ある研究進
捗状況報告会をこなせば特に文句も言われません。
研究室はローカルルールが強いため、各所各所でのルールに従うことになります。
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そのため研究をバリバリやろうと意気込んでいても雰囲気がまったりしていたり、逆
に 9 時-１７時でガッチリ研究室に拘束されたり、やることがありすぎて常に夜半まで
工学部に滞在していたりする研究室等様々です。CS 系の研究室は総じてまったりして
います。これから研究室に入ろうとしている方はまぁ先輩の話を聞いたり、研究室見
学などに積極的に参加して自分に合いそうな研究室を探してください。まぁもう行き
たい所が決まっている方などは隣の畑と思って俯瞰してみるのもよいでしょう。

今回は Ruby の話を本当はしたかったのですが、習熟度が低い為嘘八百を書いてし
まいそうな雰囲気だったので、止めました。なので末尾にちょこっと紹介。
Ruby とはオブジェクト指向型のスクリプト言語で、Perl や Python、C++などのい
いところを取り合わせた仕様です。ライセンスフリーで見栄えも良く、簡単にプログ
ラムが出来かつ実行もその場でできるので、割と重宝しています。ただ速度が C 言語
に比べ遅い（まぁ C とかはコンパイルしてマシン語に直してますから）という欠点が
あります。興味がある方は是非 Google で検索してみて下さい。書籍の紹介などもした
いのですが、新潟に Ruby 関連の書籍が少ないので、書籍については紹介しません。
そもそも Web に全て公開されているのでそれで事足りるわけですが。まぁ C とかにこ
なれたらちょっと手を出してみると面白いかもしれません。
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至高の音楽プレイヤーを求めて ～Foobar2000 との邂逅～
（Text: シルフィ）

1. 序論 ～御挨拶～
皆様初めまして。私はシルフィと申します。EDP に入部して 1 年半が経ちましたが、私が EDP と本格的に
関わるようになったのはこの春先からなので、まだまだ不勉強なことが多く、EDP の風習に驚かされる毎日で
す。今現在私はなるべく部の後輩との付き合いを大切にしようと心掛けておりますが、それは自分の経験から
そのようにしています。2 年生の頃の私は、バイトで忙しかったこともあり、なかなか部会や部室に顔を出すこと
をしませんでした。当然部員の皆さんとは疎遠になり（そもそもコミュニケーションすら取っていなかった）、す
わ幽霊部員のまま退部かと自分でも半ば諦めていました。
しかし、黎明祭の準備で部室に通うようになり、部会にもほぼ毎回出席するようにいたって、どうやら BAD
END は免れたようです。この体験から私が得た教訓は、誰かが引きこもりがちな部員に手を差し伸べて、ちょ
っと背中を押してあげるだけでコミュニケーションなんていかようにもできるということです。そして、EDP はとて
も愉快な人たちで構成されています。ここにいれば、退屈な大学生活を送らずに済みます。ちょっと最近疎遠
になっていた 1 年生も、また、新たに入部したいという人も、この本をお手に取って EDP の雰囲気に浸かって
みてください。というわけで（？）、私からは Foobar2000 という音楽再生ソフトウェアの紹介をいたします。

2. 総論 ～foobar2000 の特長～
長所
l

ほとんど全ての音楽ファイルに対応。CUE シートや圧縮ファイルの再生も OK。

l

標準では英語だが、パッチによって一部の日本語化が可能。

l

本体自体の動作が軽く、プラグイン（追加オプション）を導入することによって様々な機能
を追加できる。つまり、自分に必要なプラグインだけを導入するようにすれば、動作の軽
快さはそのままに豊富な機能が利用できる。

l

Replaygain を利用した音量の自動調整（いわゆるノーマライズ）。

l

TitleFormatting を編集することによって、ある程度自由に見た目をカスタマイズできる。
その際スクリプト（文字による記述）をいじるだけなので、絵心が無くてもそれなりに見栄
えのするビジュアルを作れる。

短所
l

設定の仕方がかなり分かりづらい。いろんな部分をカスタマイズする場合は、勉強が必
要。

l

現時点ではスキンは使えない。TitleFormatting では根本的なビジュアルまでは変更
できない。

l

宇宙人を模したアイコンが怖い。
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図 1 筆者が使っている Foobar2000
① 現在再生しているプレイリスト
② 多段式対応プレイリストタブ
③ 現在再生している曲の詳細情報
④ 現在再生している曲の再生位置を表すシークバー
⑤ 音量調整バー
⑥ 現在再生している曲の音域を視覚的に表示するスペクトラム
⑦ 簡単な曲情報を表示するタイトルバー
⑧ プレイヤー制御アイコン
⑨ 曲を視覚で楽しむビジュアライゼーション
⑩ ジャケットを表示するアルバムアート
⑪ 曲を探すのに便利な簡易エクスプローラ
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3. 各論Ⅰ ～インストール～
インストールは簡単なので、詳しい説明は割愛する。PC 中級者以上の方であれば、最新
版を入手された後直ぐにインストールしていただいて構わない。ただし、通常のインストールで
はいくつかの便利なプラグインがインストールされないので、インストール時に必要なプラグイ
ンに追加チェックを入れること。その際、必要以上にプラグインをインストールすると動作が重
くなるので、注意しよう。ちなみに筆者の場合、起動まで 3.5 秒かかる。

＜インストールしておくと便利なプラグイン＞
Optical components
└ Input
└ WMA ―― WMA ファイルの再生が可能になる。
└ General
└ ID3v2 tag support ―― ID3ｖ2 タグの読み書きが可能になる。
└ freedb masstagger ―― freedb から音楽ファイルの曲情報を取得できる。
└ Diskwriter outputs ―― 音楽ファイルを様々な圧縮形式に変換できる。
└ User interfaces
└ Columns UI ―― 見た目を良くするために必須のプラグイン。
└ Visualization
└ Simple spectrum ―― 図 1 の⑥で使われているプラグイン。

Foobar2000 最新版（http://www.saunalahti.fi/cse/foobar2000/foobar2000.exe）
Foobar2000 のインストール解説（http://foobar.s53.xrea.com/fbwiki/）
Foobar2000 日本語化（http://www.geocities.jp/tnetsixenon/patch2.html）
なお、インストール後であってもプラグインを追加することが可能である。その場合は Fooba
r2000 がインストールされているフォルダにある Components フォルダにプラグインを置く（例:
C:\Program Files\Foobar2000\components）。
以下本稿では Foobar2000 の v0.8.3（英語版）について解説していく。実はさらに最新のβ
バージョンの v0.9 も存在しているが、旧バージョンでは使用できたプラグインが使用できなく
なっているなどの不具合もあるため、現段階ではお勧めしない。
参考: Foobar2000 Wiki（http://foobar.s53.xrea.com/fbwiki/index.php?FrontPage）
99

このＰＤＦは pdfFactory 試用版で作成されました ÿwww.nsd.co.jp/share/
ÿ

4. 各論Ⅱ ～基本設定～
Columns UI を導入
Columns UI は、Foobar2000 のインターフェースをカス
タマイズするのに必須プラグインだ。Foobar2000 のデフォ
ルトのインターフェースは、図 2 を参照してもらえば分かるよ
うにとてもシンプルで、前述の図 1 と比較すると全く別のソフ
トかと疑ってしまう。Columns UI を導入することによって、
自由にビジュアルを変更することができるのだ。
まず、Foobar2000 の「Preferences」→「Display」→「Us
er interface」で、Columns UI を選ぶ。その後「Save al
l」を押してから Foobar2000 を再起動すると、図 3 のような

図 2 デフォルトの画面。Winamp
や WMP10 と比較すると地味

画面が表示されるはず。ちなみに赤く囲った部分は自由に
表示する要素（パネル）を変更できる。それでは実際に、自
分に合った使いやすいビジュアルにカスタマイズしてみよう。
まず、「Preferences」→「Display」の「Double-width…」
の項目で、「Count double-width characters and…」を
選ぶ。これでプレイリスト中の 2 バイト文字のズレが軽減され
る。
次に、「Display」→「Columns UI」→「Sidebar」で「En
able sidebar」にチェックを入れておく。これでウィンドウ上
部だけでなく、左側にも好きなパネルを追加できるようになる。

図 3 赤い部分は自由に表示をカス
タマイズできる。逆にプレイリストの
部分は必ず右下固定である

パネルを追加するときは、余白部分を右クリックし、「Panel」
から好きなパネルを選択する。パネルは「Move up」「Move
down」で位置を変更でき、必要なくなったら「Close panel」
でパネルを閉じればよい。ちなみに「Tool bar」を追加する
ことも可能だ。その場合、メニューバーやプレイコントロール
ボタンをサイドバー領域に表示できる。
標準のプレイコントロールボタンは地味なので、有志によ
って公開されているボタンに置き換えてみよう。Columns U

図 4 この先はより設定が難しくなる

I setting database（http://foobar.nub4life.net/columns

ので、ここでつまずかないように頑張

/）の「Custom Buttons」にいろいろなボタンが置いてので、

ばらく時間をおくと解決案が見つか

ダウンロードして Foobar2000 フォルダの適当な場所に置き、

ろう。どうしても解決しないときは、し
ったりするかも

「Display」→「Columns UI」→「Other」で「Use custom
button」にチェックを入れ、「…」で該当ボタンを指定する。
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マウスを載せたときに色が変わるボタンの場合は、「Bitmap
includes…」にもチェックを入れる。これで Foobar2000 を
再起動すれば、ボタンが入れ替わっているはずだ。ボタンが
二重になっている場合は、「Use custom button」の辺りの
項目をもう一度見直すこと。正常に動作していれば、図 1 の
⑧のように表示される。

TitleFormatting をインポート
図 5 を見て欲しい。赤く囲った部分がプレイリストである
が、この部分は TitleFormatting というスクリプトで制御され
ている。図 6 はプレイリストを拡大したものだが、左から曲順、
タイトル、ヴォーカル、演奏時間の順になっているのがお分
かりだろうか。この部分は TitleFormatting を書き換えること
で、好きな項目に置き換えることができる。図 7 は演奏時間

図 5 赤い部分は TitleFormatting

の項目を音声コーデックに差し替えてみたものだ。このよう

可能

を書き換えることにより、カスタマイズ

にして TitleFormatting を弄ることで、自分が一番見やす
いプレイリストを作ることができる。では実際に、その方法を
解説しよう。
TitleFormatting を一から書き直すのは非常
に困難で筆者にも不可能だが、デフォルトの Titl
eFormatting はカラーリングが地味である（項目
は簡単に変更できるが、色を変更するのは少し面
倒）。そこで、WEB 上で公開されている TitleFor
matting を利用してみよう。Columns UI settin
g database（http://foobar.nub4life.net/colum
ns/）の「Formatting Strings」にはクールな Titl
eFormatting がたくさんあるが（図 8、図 9）、日本
語環境だと正常に表示できないものもある。そこ
で、TitleFormatting 投稿所（http://foobar.s53.xrea.com/

図 6（上）
、図 7（下） 演奏時間

tformat/）から「設定ファイルのダウンロード」を利用するか、

が音声コーデックに差し替えられ

もしくは筆者の blog（http://spaces.msn.com/members/ed

eFormatting では、見やすいよう

per-silphy/）に筆者が使っている TitleFormatting を置い

ている。筆者が使用している Titl
に行毎に色を入れ替えている。

ておくので、自由に利用して欲しい。ただし、筆者の TitleFo
rmatting を利用する場合は、機能をフルに利用するために
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も、後述するプラグインを予めインストールしておくことをお
勧めする。
ダウンロードした TitleFormatting は Foobar2000 フォル
ダに適当に置き、「Display」→「Other」の「importing/exp
orting」で「import」を押して、先程ダウンロードしたファイル
を指定する。後はいつも通りに「Save all」で保存してから F
oobar2000 を再起動すれば、ビジュアルが変更されている
はずだ。ここでエラーが出て Foobar2000 が落ちるようであ
れば、別の TitleFormatting を利用した方がよい。エラーが
出ても動作するのであれば、Preferences を見直すことで正

図 8 見た目が派手な Acid Theme。
レーティング機能のスクリプトは他の

常に動作するだろう。

TitleFormatting でも使えるかも？

プレイリストの表示項目をカスタマイズ
プレイリストの表示項目のカスタマイズは、主に「Display」
→「Columns UI」→「Columns」で行う（図 10）。左側の「C
olumns」タブで編集する項目を選び、「Display」にそのスク
リプトを記述する。ここでは、ヴォーカル（アーティスト）の項
目の編集を例に挙げてみる。
$if(%_isplaying%, %_ptext% , %_ntext%|%_stext% )

$if(%artist%,%artist%,%composer%)

図 9 Acid Theme とは一転して爽
やかなインターフェースの Azrael(r

ここで使われている関数（$で始まる特定の形式）は$if(a,b,

exymod)。音声圧縮率の表示がポ
イントか

c)だけである。$if(a,b,c)は、a に適切な値が存在するならば
b を実行・表示し、それ以外の場合は c を実行・表示するとい
う意味だ。両端を%で囲まれている文字をフィールドといい、
常に特定の種類の文字列を表す。例えば、上記の%artis
t%は曲ファイルのタグ中のヴォーカルを参照し、%compose
r%は作曲者を参照する。これを上記の関数[$if(%artis
t%,%artist%,%composer%)]に当てはめてみると、タグに
ヴォーカルが書き込まれている場合はヴォーカルを表示し、

図 10 よく分からない箇所を弄って

そうでない場合は作曲者を表示することが分かる。上記の関

元に戻せなくなることがよくある。Fo

数[$if(%_isplaying%, %_ptext% , %_ntext%|%_ste

obar2000 フォルダにある「foobar2

xt% )]は少し難解だが一応説明しておくと、現在何か曲を

ば、以前の設定状態に戻せる。

00.cfg」のバックアップを取っておけ
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演奏しているときは、プレイリスト中で演奏している曲のヴォ

フィールド

説明

ーカルを「ptext」（TitleFormatting で定義されている）とい

%album%

アルバム

う色で表示し、現在カーソルが選択している曲のヴォーカル

%artist%

ヴォーカル

を「stext」という色で表示し、その他の曲のヴォーカルを「nt

%comment%

コメント

ext」という色に指定する。TitleFormatting によっては色の

%composer%

作曲者

定義が違うので（ptext→tplay という風に）、注意が必要で

%date%

リリース

ある。なお、初めのうちは色関係の設定を理解しづらいので、

%genre%

ジャンル

初期状態のままにして弄らない方がよいだろう。

%title%

タイトル

%tracknumber%

トラック番号

%_time_elapsed%

演奏経過時間

%_time_total%

総演奏時間

%__bitrate%

音声ビットレート

%__codec%

音声コーデック

%__play_counter%

プレイ回数

Columns の各設定について簡単に解説すると、「Displa
y name」がプレイリストのヘッダーに表示される名前（注:
「Playlist view」で「Show columns header」にチェックを
入れてないと表示されない）、「Width」が各項目の表示され
る横の長さ、「Alighnment」は表示される位置である。「Sho
w columns」はチェックの有無でその項目を表示するかどう
かを切り替えられる。自分で新たに項目を追加したい場合は、
「New」を押して項目を追加し、「Display」にフィールドや関
数を記述する。このとき、色の指定については他の項目をコ
ピペすると簡単である。
次に、「Playlist view」タブについて解説しよう。ここで重

%__play_date%
%__play_time%

イリストの余白の色やカーソルが選択している曲の囲み枠を
設定できる。また、「Auto-resizing…」にチェックを入れてお
くと、Columns の列の幅を自動調整してくれる（Columns の
Width の設定と組み合わせると良い）。

た日
最後にプレイし
た時間

図 11 フィールド一覧（抜粋）

要なことは、まず「Playlist view display setting」であり、
上から順に、プレイリストやヘッダーのフォント、それからプレ

最後にプレイし

よく使う関数
$char(10)
改行。場合によっては書式が変わる
$if2(a,b)
a が存在する場合は a を実行し、それ以
外は b を実行。$if(a,b,c)と同様の効果
$meta(x)

「Sidebar」タブでは、「Create toggle…」のチェックを外
しておこう。これでウィンドウ左側をギリギリまでサイドバー表

x という種類のデータを挿入。x にはフィー
ルドから%%を除いた文字を入れる[例:
$meta(comment)]。
フィールドと違い、改行も正確に表示でき

示領域に使用できる。

るメリットがある
 XXXXXX|YYYYYY

各種バーの表示項目をカスタマイズ

フィールドが選択されていない時の文字

Columns UI の設定はとりあえずこれで終了し、「Displa

色を XXXXXX に、選択時の文字色を
YYYYYY に指定（注: 色の配列は一般

y」→「TitleFormatting」の項目の解説に移る。「Status b

的な RRGGBB ではなく、BBGGRR の順

ar」タブはウィンドウ最下部のバーに表示する情報、「Main

である。）

window title」タブはウィンドウ最上部のバーに表示する情

図 12 使用頻度の高い関数
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情報（図 1 の⑦）、「System tray」タブはシステムトレイアイ
コンにマウスカーソルを乗せたときに表示する情報をカスタ
マイズできる。

図 13 筆者が使用している Foobar
2000 のウィンドウバー

♪%title% <Vo: $if(%artist%,%artist%,instrumental) | Co: $if
(%composer%,%composer%,unknown) > from %album%

筆者は上記のように「Main window title」と「System
tray」を設定している（図 13）。すっきりとしていて、それでい
て情報の過不足がないので、この表示方式を割と気に入っ
ている。是非読者の皆様にも自分だけの表示スタイルを模
索していただきたい。

Tips ～音楽 CD を EAC でリッピング～
音楽 CD をリッピングするソフトは世に氾濫しているが、なか
でも最強は Exact Audio Copy（http://www.ExactAudioCo
py.de/）だろう。通常音楽 CD を読み書きする際には、使用して
いる光学ドライブによって程度は違うが、必ずオフセットという時
間軸のデータのズレが生じる。大袈裟な例ではあるが、マスタ
ーCD では 25 分 15 秒から始まっていたトラック 5 が、リッピング
した曲データでは 25 分 26 秒から始まってしまうと言えば分かり
やすい。実際には秒よりも遙かに小さい時間単位のズレであり、
また聴感上の音質が劣化するわけでもないので神経質になる
必要はないが、それでも気になるという人は EAC を使おう。EA
C の詳しい使用方法は紙面の関係上省略するが、CD-R 実験
室（http://homepage2.nifty.com/yss/）で解説されているので、
適宜参考にされたい。オフセット修正値は光学ドライブによって
異なるが、上記サイトにその値も掲載されている。
他にはない強力な機能を搭載している EAC だが、弱点もあ
る。他のソフトと同様に freedb（曲情報のデータベースサーバ
ー）から CD 情報をインポートできるものの、2 バイト文字は文字
化けしてしまう（面倒でも手入力なら可能ではあるが）。ただ、こ
の弱点も Foobar2000 の freedb masstagger を利用すること
でほぼ解決できる。

図 14 EAC のデフォルト画面

図 15 2 バイト文字が？に化けて
いる

図 16 光学ドライブの情報が大量
にあり、資料価値の高いサイト
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5. 各論Ⅲ ～簡単タグ入力～
freedb masstagger を導入
曲ファイルにはタグという曲情報が存在する。このタグによ
って曲を整理し、必要な情報を適宜引き出すことができる。
タグはタグエディタなどによる手入力が可能だが、労力を考
えると freedb を利用してタグの自動入力する方がいい。
Foobar2000 で freedb を利用するには、foo_freedb.dll
と iconv.dll が必要だ。foo_freedb.dll は各論Ⅰでインストー
ルしているはずなので、iconv.dll をこちらから（http://pelit.
koillismaa.fi/plugins/redir.php?id=448）ダウンロードす
る。ダウンロードした iconv.dll は Foobar2000 フォルダに置
く。Foobar2000 を起動し、「Preferences」→「Component

図 17 太線で囲った部分が設定す
べき項目

s」→「freedb masstagger」を開く。まず、「freedb server」
を（http://freedbtest.dyndns.org/~cddb/cddb.cgi）に変更
する。次に、「auto CDDA tagging」の「when CD is…」
にチェックを入れ、「show preview dialog…」にもチェック
を入れる。「use only」はチェックを外した方がよいだろう。こ
れで 2 バイト文字を使ったタグを freedb サーバからインポー
図 18 くれぐれも曲をトラック順に並

トする準備は整った。
それでは早速 Foobar2000 でプレイリストを作り、タグ入力

べるのを忘れずに

したいアルバムをトラック番号の順に並べてみる。その全て
を選択し、右クリックから「freedb」→「Get Tags」を選択。ポ
ップアップした画面の「select freedb result」の欄が文字
化けしているはずだ。そこで、「preview」のすぐ横にあるボ
タンを押し、「Japanese」→「shift-jis」に変更する。これで先
の欄が正常に日本語で表示されているのが見えるだろうか。
後は「Tag files」でタグ情報が自動的に更新される。
一度 Foobar2000 の freedb masstagger を利用してみ
れば理解できると思うが、タグ打ちに掛かる労力を著しく軽
減することができる。さらに Foobar2000 の freedb massta

図 19 太線内のボタンで文字コード
を変換。「fields to write」で入力す
るタグを ON/OFF できる

gger は、キーワードを指定することで曲ファイル 1 個からでも
タグを freedb からインポートできる。この機能は Foobar200
0 の大きな強みである。
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6. 各論Ⅳ ～各種パネル・バーの追加～
音量調節バーを導入
Columns UI にはデフォルトでは音量調整バーがない。
不便だと感じたら、foo_uie_volume.dll（http://static.morb
o.org/kode54/foo_uie_volume.zip）をダウンロードし、解凍

図 20 この音量調整バーは非常に
シンプル。このバーは Windows の
Theme と連動しているらしく、Them
e を変更すればバーも変わるかも

して Foobar2000 フォルダの components フォルダに置こう。
なお、基本的にプラグインは components フォルダに置け
ばよいが、Foobar2000 フォルダに置かなければならない例
外もあるので注意（iconv.dll など）。
Foobar2000 のウィンドウ上部もしくはサイドバー領域の余
白で右クリックし、「Toolbars」→「Volume control」で音量
調節バーが出現する（図 1 の⑤）。バー（パネル）端を摘むこ
とで、サイズや表示位置を変更できる。ただし、ウィンドウ右
下には必ずプレイリストが存在するので、そこには移動させ
ることはできない。バー（パネル）が必要なくなったら、右クリ
ックから「Remove toolbar」で消去できる。

図 21 対応音声形式の多さと使い
やすさから、人気の高い kbMedia
Player（http://home7.highway.ne.
jp/Kobarin/）

Explorer Tree を導入
kbMedia Player というプレイヤー（図 21）を使用したこと
がある人なら分かるかと思うが、音楽プレイヤーにエクスプロ
ーラが合体していると、プレイしたい曲にアクセスするのが非
常に容易である。Foobar2000 でも Explorer Tree というプ
ラグインを導入することによって、エクスプローラを追加でき

図 22 「Show the addres bar」は

る。

OFF でもいい

まず、Explorer Tree（http://ku.myftp.org/goods/foo_
uie_explorer_0.04.6.zip）を例のごとくプラグインライブラリ
に追加する。次に、「Preferences」→「Components」→「E
xplorer Tree Panel」→「Display」タブを開く（図 22）。「St
artup」の項目で「Select the path…」を選ぶと、Foobar2
000 を起動したときに最初に Explorer Tree パネルで表示
するフォルダを指定できる。ここで音楽ファイルがあるフォル
ダを指定しておくと、探している曲へのアクセスがより簡単に
なる。 「Display Items」では、Explorer Tree パネルに

図 23 このように表示される
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表示する項目を指定できる。「Only show…」にチェックを
入れ、空欄に拡張子を入力すれば（例: ape|mp3）、それ
以外のファイルは表示しないことができる。「Colors」で「Use
custom…」にチェックを入れると、文字、背景色、フォルダ
を結ぶ線の色を変更できる。プレイリストの背景色と同じ色を
指定すれば、色相の統合が取れて見栄えがよい。
「Display2」タブの「Hidden Drives」では、Explorer Tr
ee パネルに表示しないドライブを指定できる。ここで音楽ファ
イルに関係のないドライブを指定することで、スタートアップ
時の動作を軽くすることが可能だ。

図 24 設定項目は少ない

設定が完了したら、パネルを追加してみよう。前述したよう
に、ウィンドウ余白右クリックから追加できる（図 23）。

Tabbed panel stack を導入
図 23 をよく見ると、Explorer Tree の下にもう 1 枚パネル
が隠れているのが見えるだろう。これは Tabbed panel stac
k というプラグインを使って、パネルをタブ化しているためだ。
Tabbed panel stack は非常に使い勝手が良く、Columns
UI に必須とも言われている。
それでは早速 Tabbed panel stack（http://yallara.cs.r

図 25 枠内を右クリック

mit.edu.au/~kspear/foobar/foo_uie_tabs.dll）をプラグイ
ンライブラリに追加して欲しい。その後、「Preferences」→
「Components」→「Tabbed panel stack」を開く（図 24）。
「Tab padding」ではタブの横幅/高さを調整する（パネルの
横幅/高さとは関係がない）。その他の項目は特に設定する
必要は無い。
設定が完了したらパネルを追加するときのようにウィンドウ
余白を右クリックし、「Layout」→「Tabbed panel stack」を
選ぶ。すると、Panel Stack というパネルが出現するので、
そのパネルの中で右クリックして、「Add tab」から任意のパ
ネル（バー）を追加できる（図 25）。さらにパネルを追加した
いときは、タブの横の余白を右クリックし、同じように「Add ta

図 26 タブ化することで、少ないスペ
ースを有効利用できる。普段あまり
使わないパネルはタブ化してまとめ
ておこう

b」からパネルをタブ化して追加できる（図 26）。
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Extended Search を導入
管理する曲の数が膨大になると、Explorer Tree で曲へ
アクセスするのも一苦労になる（図 27）。そこで、曲の持つタ
グ情報を利用して曲へのアクセスを容易にする、Extended
Search を導入してみよう。こちらからプラグインをダウンロ
ードし（http://foobar.s53.xrea.com/fbwiki/index.php?plu
gin=attach&refer=General&openfile=foo_search_ex.d
ll）、プラグインライブラリに追加する。メニューの「Compone
nts」→「Extended Search」を選ぶとフローウィンドウとして
も動作するが、パネルもしくはタブとして利用する方が邪魔
にならない。Extended Search 自体は Preferences から特

図 27 これだけアルバムフォルダが
増えると、管理するのも一苦労

に設定は必要ないが、Extended Search はデータベース
を利用しているので、そちらの設定が必要になる。データベ
ースとは Foobar2000 が独自に管理している曲情報の集積
で、今までにプレイした曲や音楽フォルダにある曲の情報
（ファイル名やタグ情報）を管理し、曲の読み込みを早くした
り、曲の検索を容易にしたりする効果がある。「Preferences」
→「Database」を開き、「Database enabled」にチェックを
入れる。これでデータベースが利用できるようになった（図 2

図 28 「Block tag…」は、Foobar2

8）。「Restrict direvtories to」の欄には、音楽ファイルが

000 上でタグを修正したときに、元

あるフォルダを指定しておこう。データベースが無駄に肥大

いうこと

の曲ファイルの更新をするか否かと

化するのを防ぐことができる。また、同様の理由で「Restrict
file types」の欄では、使用している音声圧縮形式を記入
しておこう。「scan」ボタンを押すことによって、曲フォルダの
指定形式の音楽ファイルをデータベースに追加できる。その
他の項目では、「Remove dead entries」を押すと、既に存
在しない曲情報をデータベースから消去できる。「Nuke da
tabase」はデータベースを初期化するので、無闇に押さない
こと。
パネルを追加したら、検索の設定を行う。「Format」には
検索に使う曲情報（フィールド）を入力する。
図 29 きちんとタグを入力している
Format: %ARTIST% - %COMPOSER% - %ALBUM% - %GENRE%

人にとってはこの上なく便利

Display: %ALBUM% - %TITLE%
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上記の設定の場合、Pattern 欄にヴォーカル、作曲者、ア
ルバム、ジャンルのどれかのキーワードを入力して「Run」を
押下すれば、下の大きな余白に[アルバム – タイトル]の順
に適合するファイルがずらっと並ぶはずだ（図 29）。検索条
件のフィールドは図 11 が参考になるが、全てに対応してい
るわけではない。Pattern 欄の右の検索モードは「match o
ne」がお勧めだが、これは少しでも適合すれば検索結果に
含まれるということだ。後は好きなように右クリックからプレイリ
ストに加えるなり、タグを参照するなりすればよい。

スペクトラム/ビジュアライゼーションを導入
スペクトラムとは、曲の音域を視覚的に表現したものであ
る（図 1 の⑨）。曲を再生するに当たって特に必要はないが、

図 29（上）、30（下） 2 種類のモード

プレイヤーのビジュアル向上には役に立つ（図 1 の⑥、図 2
9、30）。各論Ⅰでインストールしてあるはずなので、パネル
を追加するときのように右クリック→「Visualization」→「Spe
ctrum analyser」を選択することによって、スペクトラムを表
示できる。スペクトラム上で右クリックすると表示モードを選べ
る（図 30）。
ビジュアライゼーションとは、プログラムによって組成され
る抽象的なムービークリップのことで、そこには神秘的な美し
さがあり、見ていてなかなか飽きが来ない（図 1 の⑨、図 31
～33）。このビジュアライゼーションを Foobar2000 に組み込
めば、ビジュアルのアクセントとして威力を発揮するだろう。
ビジュアライゼーションにはいくつか種類があるが、なかでも
ProjectM Columns UI panel version（http://msu.edu
/~singergr/foo_vis_projectm/）がお勧めだ。いつものよう
にプラグインライブラリに追加するだけで使える。ただし、ms
vcr71.dll というファイルが Foobar2000 フォルダに無いと動
作しない（通常は既にインストールされているはず）。表示し
ている ProjectM を右クリックすると「Show…」という項目が 3
つ現れるが、全て OFF にして構わない。というのは、Project
M が 2 バイト文字に対応しておらず、文字を表示させようと

図 31（上）、32（中）、33（下） proje
ctM は 200 以上のビジュアルパター
ンを持つ
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しても文字化けしてしまうからだ。Foobar2000 フォルダに自
動的に生成される projectM フォルダの中にフォントファイル
があるが、かなり特殊なフォント形式を使用しており（拡張子
は glf）、専用のフォントソフトを用いないとフォントを変えるの
は難しいだろう。

Album Art Panel を導入
iTunes などの一部の音楽プレイヤーはジャケット画像（ア
ルバムアート）を表示することができる（図 1 の⑩）。このアル
バムアートを表示することによって、曲への愛着も一層湧くと
いうものだ。Foobar2000 でアルバムアートを利用するには、

図 34 太線内を設定。その他の項

Album Art Panel（http://foobar.s53.xrea.com/fbwiki/i

目はデフォルトのままでかまわない

ndex.php?plugin=attach&refer=User%20interface&o
penfile=foo_uie_albumart.zip）を導入する。これもやはり、
msvcr71.dll が Foobar2000 フォルダにインストールされて
いないと動作しない。前準備が終わったら、「Preferences」
→「Components」→「Album Art Panel」を開く（図 34）。
「Display」の項目では、「Center…」、「Expand…」、「Shri
nk…」、「Maintain…」にそれぞれチェックを入れる。これで、
アスペクト比を保ちつつ、パネル枠に合うようにアルバムアー
トが自動的に拡大/縮小されるようになる。アルバムアートの
画質を決める「Resizing quality」は、High 以上にしよう。
それより下位は画質の劣化が著しい。

図 35 縦横 1:1 推奨。解像度は 30
0 pixel 程度で十分

それから、肝心のアルバムアートも用意しなければならな
い。自分でスキャンする場合は、なるべく縦横 1：1 になるよう
に画像加工する（図 35）。正方形のパネル枠にぴったり嵌る
方が見栄えがよい。Amazon やヤフオクからアルバムアート
を拾うのも１つの方法だ。理由は後述するが、用意したアル
バムアートは、常に同じ名前にするか（ｊａｃｋｅｔ.jpg など）、ア
ルバム名にするとよい。リネームが完了したら、そのアルバム
のフォルダの中に曲と一緒に置いておく（図 36）。ここまでの
手順に間違いがなければ、後はパネルを追加すればアルバ
図 36 太線で囲ったファイルがアル

ムアートが楽しめるだろう。

バムアート
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Track info panel を導入
TitleFormatting を編集することでプレイリストにはプレイ
中の曲の任意のタグ情報を表示できるが、ウィンドウ横幅に
は限りがあり、それ程多くの情報を表示できるわけではない。
そこで、詳細なタグ情報を表示する専用の領域が必要にな
る。Track info panel はパネル内を自由にレイアウトできる
ので、カスタマイズ派にお勧めのプラグインである（図 1 の
③）。まずはここからダウンロードし（http://yallara.cs.rmit.e
du.au/~kspear/foobar/releases/foo_uie_trackinfo.dll）、
ライブラリに追加する。次に、「Preferences」→「Componen
ts」→「Track info panel」を開く。「Font」では文字ズレを

図 37 センスが問われることろでは
ある。丁寧に作り込もう

防ぐためになるべく等幅フォントを指定し、「Display option
s」では表示領域の大きさを調整し、「Colors」では文字色と
背景色を変こする。「Formatting string」はインターフェー
スのビジュアルに直結するので、丁寧に解説していこう。
「Formatting string」を編集する前提として、図 11 のフ
ィールドや図 12 の関数をある程度理解していることが必要
だ。また、どんなタグ情報を表示するのか、頭の中にイメージ
を抱きながら作業に臨まれたい。各種フィールドはそれぞれ
文字列の長さが違うので、綺麗に揃えるのは難しい。そこで、
改行[$char(10)]やスペースを用いて、地道な微調整をしな
ければならない。例えば、ジャンルのように文字列がそれほ
ど長くならないフィールドは、フィールド名とフィールド情報を
▼Genre: %genre%$char(10)

上記のように 1 行で表示できるが、アルバム名などの文字列
が長くなりやすいフィールドについては、
▼Album:$char(10)

%Album%$char(10)

上記のようにフィールド名とフィールド情報の間に改行を挿
入する。これは文字列が長すぎた場合に、勝手に表示が折
り返されたりして全体のレイアウトが崩れるのを防ぐためだ。
図 38 左図が筆者仕様の Track in
fo panel である。特にアルバムは表
記が長くなりやすいので、右半分は
4 項目までに抑えてある。
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Toaster を導入
筆者が Foobar2000 のプラグインで使いこなすのに最も
苦労したのがこの Toaster である。Toaster はプレイしている
曲が切り替わったときに、画面にポップアップしてちょっとし
た情報（タイトル、ヴォーカル、アルバムアート等）を表示でき
る（図 39）。普段は Foobar2000 を最小化しておいて、この
ポップアップで代用するという手もある。それでは早速、Toas

図 39 筆者仕様の Toaster。表示し

ter をライブラリに加えて欲しい（http://www.myplugins.inf

時間、タイトル、ヴォーカル、作曲者、

o/toaster.htm）。

アルバム、トラック番号

ているのは、アルバムアート、演奏

まずは「Components」→「Toaster」→「Configure Toas
ter」を選ぶ。設定すべきタブが複数あるので、順に見ていこ
う。「Display」タブでは忘れずに「Enable toasts」にチェッ
クを入れる。
「Formatting」タブでは、「Wrap text」で長すぎる文字
列を改行し、「Treat left」で文字の中央寄せができる。「Fo
nt」は好きなものを選ぶ。その下の 0～4 までの数字と欄は
ポップアップウィンドウのどの位置にどの情報を表示するかと
いう設定である。チェックを入れた数字の段まで表示する（0
にチェックすると文字は表示されない）。つまり、Track info
panel のように自由にレイアウトすることはできないが、各情
報の表示する段と左右の位置は選択できる。「Pad」は上の

図 40 表示する情報はよく選別しよ
う。あまり情報を詰め込みすぎると見
づらくなる

段との距離を表す。
「Skin」タブでは、デフォルトでは「Winamp Skin」にチェ
ックが入れられている。そのままでもかまわないが、Foobar2
000 を使いこなすのであれば、是非「Custom Skin」にチェ
ックを入れ、自作のスキンを使用して欲しい。製作はそれ程
難しくなく、ウィンドウを作り、その中を正方形にくり抜いて透
過処理を行うだけだ。自作スキンを使用する場合は、スキン
のサイズを変更されるのを防ぐために、「Stretch Custom
Skin」のチェックを外しておこう。いやしかし、絵心の無い筆
者でも Photoshop を使うと、それなりにクールなデザインが

図 41 毒を喰らわば皿まで。設定が

簡単にできてしまう。こういう意味では非常に完成度の高い

大変な Foobar2000 を使用するマ
ニアユーザなら、自作スキンも作っ

ソフトなのかもしれない。

てしまおう

閑話休題。「Window」タブでは、自作スキンを使用する
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場合、「Dynamic width…」と「Dynamic height…」のチ
ェックを外す。これで、表示される大きさはスキンの実物大に
なる。
「Covers」のタブでは、アルバムアートを表示させる場合
は「Use ID3v2…」以外の全ての項目にチェックを入れる。
これでアルバムアートの表示サイズを自動的に調整してくれ

図 42 空白部分に透過処理を施し
てある

る。「Use folder images」では、アルバムアートのパスを指
定する。しかし困ったことに、Toaster は Album Art Panel
のようにフォルダに置いてある画像なら何でも表示してくれる
わけではない。正確にファイル名を指定する必要がある。こ
れが Album Art Panel の解説でアルバムアートの名前を
特定のファイル名に統一するか、もしくはアルバム名にする
べきだと述べた理由である。全てのアルバムアートが jacket.
jpg というファイル名であるならば、この欄に
$replace([%_path%],[%_filename_ext%],)jacket.jpg

と入力すればよく、アルバム名に統一している場合は、
$replace([%_path%],[%_filename_ext%],)%album%.jpg

と入力すれば、Toaster 側に正しくアルバムアートのファイル
名が引き渡され、ポップアップウィンドウにアルバムアートが
正しく表示される。アルバムアートがずれている場合は、「Sk

図 43 自作スキンを使用するのであ
れば、Toster 側でサイズを指定する
必要はない

in」タブの「Border padding」の数値を調整するとよい。
突然だが、Toaster にはもう 1 つ機能がある。それは、Foo
bar2000 でプレイしている曲の情報を MSN Messenger で
公開できることだ。Windows Media Player でも同様の機
能があるが、こちらは表示項目をカスタマイズできる点で優
れている。
「Extra」タブで「MSN7 title updates」にチェックを入れ
ることで、この機能が使用できるようになる。後は下の「MSN
Artist」｛0｝、「MSN Title」｛1｝、「MSN Album」｛2｝にフィ
ールドを入力し（入力するフィールドは何でもよい。Artist 欄
に%composer%なども可能）、「MSN Format」で表示形式
を設定する（例: [{0} <Vo: {1} | Co: {2}>] ）。

図 44 筆者仕様の曲情報表示。くれ
ぐれもあまり恥ずかしい曲名を公開
しないように
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7. 各論Ⅴ ～便利なプラグイン～
foo_pod を導入 ～iTunes を窓から投げ捨てろ！～
Quick Time 6（QT6）は最悪、これ定説。ソフトウェア上
の設定でスタートアップを OFF にしても、msconfig で OFF
にしても、レジストリから直接削除したとしても、「qttask.exe」
は何度でも蘇ります。「qttask.exe は呪われていて装備から
外すことができない！」という感じで非常に腹が立つ。今の
時代にはボルタック商店は存在しないし、シャナクを唱えら
れる人もいない。ここは仕方ない。とりあえず qttask.exe 自
図 45 「Automatically Update」も

体をデジョンするのが最善策だろう。
この QT6 だが、今流行りの iTunes をインストールすると、

チェックを入れておいた方がよい

もれなく付いてくるというファン感涙の仕様だ（笑）。QT6 だけ
をアンインストールすればいいのだが、多少ゴミは残るだろう
し、何より iTunes 自体があまり軽いソフトではない。APE に
も対応していないのもマイナスだ。しかし、iPod ユーザはこ
れまでほぼ iTunes を使用せざるを得なかった。
だが、そんな苦難を耐え凌いできた iPod ユーザに朗報が
ある。Foobar2000 のプラグインで、iPod と曲転送ができる
のだ。foo_pod（http://loodi.com/foo_pod.zip）をライブラリ
に加えて欲しい。まずは、「Preferences」→「Components」
→「foo_pod」を開く。「Main」タブの「Force iPod Drive L
etter」で、iPod のドライブレターを指定する。それから、「Cr
eate iPod Playlists」にチェックを入れる。

図 46 音質的には「--preset extre
me」を使いたいところだが、追加オ
プションが煩雑……

「Transcorder」タブでは、iPod で使用する音声圧縮形式
を選択できる。最初からいくつかのプリセットが用意されてい
るのが、「Use Custom…」で、外部エンコーダを用いて自
由にコマンドラインオプションを指定することもできる。筆者
お勧めは LAME（MP3）の Best Quality だ。
それでは実際に、iPod に曲を転送してみよう。著者のやり
方は少し煩雑なので（使用している iPod は第 2 世代）、もし
かしたらより簡単な転送方法があるかもしれないことをに留

図 47 iPod (foo_pod)は iPod 中の

意しよう。

全ての曲を参照できる

ではまず先に、iPod に転送する曲のプレイリストを Fooba
r2000 で作成しておく。そのプレイリストをアクティブにした
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状態で「Components」→「foo_pod」→「Save Current Play list to iPod」を選択する。こ
れで先の「Transcorder」で設定した音声圧縮形式に変換しながら iPod に曲が転送される。
転送が終わったら、{（転送したプレイリスト） [iPod] }という名前の空のプレイリストができてい
るはずだ。「Components」→「foo_pod」→「Load iPod Songs To Foobar2000 Playlist」
を選択し、「iPod (foo_pod)」というプレイリストの中を見る。その中に先程転送した曲があるの
で、必要な数だけ選択し、右クリック→「Send to playlist」から先の{（転送したプレイリスト）
[iPod] }を指定する。これだけの手順を経て、ようやく iPod でプレイリストを用いて音楽を聴け
るようになる。なお、iPod でプレイリストを使わないのであれば（iPod の操作で直接 Album を
選択して聴いているような強者など）、Foobar2000 のプレイリストをただ右クリックして、「Send
files to iPod」を選ぶだけで済む。
ここのキャプションで iTunes を窓から投げ捨てろなんて大層なサブタイトルにしたが、iPod
との親和性は正直 iTunes の方が高い。それでも foo_pod を使い続ける筆者は、やはり Appl
e が嫌いなのかもしれない。

その他補足説明
まだ重要な項目についていくつか解説で触れていないが、紙面と時間の都合で泣く泣く割
愛せざるを得なくなった。その救済策として、ここでまとめて重要な項目について説明してお
く。
n

自動音量調整機能の Replaygain だが、プレイリストのタブもしくは曲を右クリック→「Re
playgain」→「Scan per-file track gain」で音量のノーマライズができる。ただし、デ
ータベースが有効になっていないと意味がないので注意されたい。

n

「Preferences」→「Diskwriter」から、音声圧縮形式の変換方法について設定できる。
ちなみに筆者はもう可逆圧縮の APE しか使っていない。EAC で WAVE を吸い出したら
Foobar2000 で APE に変換～という使い方だ。プレイリストのタブもしくは曲を右クリック
→「Convert」で変換できる。

n

タグには曲のプレイ回数や最後にプレイした日時も記入することができる。Play Counte
r Modified（http://static.morbo.org/kode54/foo_playcount.zip）を解凍してライブラ
リに。ただし、sqlite.dll は Foobar2000 フォルダに置こう。

n

音声の Output には DirectSound v2.5（http://pelit.koillismaa.fi/plugins/output.
php#84）がお勧め。フェード機能がある。
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8. 総括
当初は 10 ページくらいで脱稿するつもりであったが、あれもこれもと必要と思われる機能を
解説していくうちに、当初の 2 倍のページになってしまった。大変長文になってしまい、読者
はもとより、編集者にも迷惑を掛けてしまった。しかし、その分読み応えがある原稿になったと
したら幸いである。
ここまで読んでいただいた読者なら既に理解されていることと思うが、Foobar2000 はそれ
はもう、とてつもなく手に余る音楽プレイヤーである。筆者もまだ使いこなせていない機能が多
く、カスタマイズし切れていない設定がある。それでも、筆者はしばらくこの Foobar2000 を使
い続けていこうと思う。ただのソフトウェアに過ぎない一見何の温かみもない 0 と 1 の集合だが、
こうやって手間暇掛けてカスタマイズしていくと、まるで我が子のように愛着が湧いてくる（注:
筆者に子供はいない。愛人なら脳内に 16 人ほどいるかもしれない）。頑張った分だけビジュ
アルやユーザビリティに直結するので、ますます設定意欲が湧くのだ。
WEB 上では世界中の Foobar2000 ユーザの SS が公開されているが、私のインターフェ
ースよりも遙かに美しく、そして使いやすそうなものがたくさんある。そういった外部からの刺激
もまた、創作意欲に繋がっている。
思えば筆者は、Foobar2000 以外にも、Samurize や Reinlender、ファイラーやランチャ
ーなど、ユーザが自由にカスタマイズできるソフトウェアを好んで常用している。Samurize は
デスクトップに様々な情報を表示してくれる。筆者は常にニュースをデスクトップに表示させて
いるので、新聞要らずだ（そもそも読む価値のある新聞が存在するかどうかは疑問ではある
が）。天気予報も表示しているので、わざわざニュースを見る必要もない（今やたまに NNN24
を視聴するくらい）。
つまりは、デジタルにも関わらずアナログ的要素がそこにあるとでも言うべきだろうか。ユー
ザによって変幻自在に機能や見た目を変えるソフトは、誰も計り知れない可能性を秘めてい
る。だから筆者はより多くのユーザに Foobar2000 を勧めたい。ユーザの数だけ違った Foob
ar2000 がある。

◇参考サイト
Foobar2000 Wiki（http://foobar.s53.xrea.com/fbwiki/index.php?FrontPage）
カチュアのぺーじ（http://kachua.s151.xrea.com/）

116

このＰＤＦは pdfFactory 試用版で作成されました ÿwww.nsd.co.jp/share/
ÿ

就職活動、ある EDPer の場合
大学院２年 みすと
１．はじめに
さてさて、今年も年刊 EDP を書く季節がやってまいりました。振り返ればコンピュ
ータクラブ（EDP）に在籍すること６年、まともなネタで年刊 EDP を書いてないなぁ
としみじみ思うわけです。年刊 EDP の趣旨に沿ったネタを思いつきはするものの、な
ぜか読み物としておもしろくなりそうなネタはみなさんと違う方向性のものになって
しまうようです。
ということで、今回はカワイイ？後輩のために、文系理系問わず今の就職活動全般
についていろいろ書いてみます。今回もやっぱり PC 関係の話題じゃないです！

大

学生であればいつかは経験することになるであろう大きなイベント。EDP で活動した
ことは果たして就職活動に活きてくるのか？

また、どのように活かせるのか？

私

の実体験を交えながら、ポイントを絞って（それでもけっこう長くなったけど。。）書
いてみようと思います。文ばかりで申し訳ありませんが最後までお付き合いください
ませ。

２．一般人の就職活動
２－１

就職活動の現状

毎年、リクナビ（いわゆる就職支援サイト）は約５７万人の大学新卒者が登録して
います。日本の景気が回復しているとは到底思えませんが、２００５春現在、新卒採
用の枠は一時期に比べて門戸は広がっています。特に最近は技術者が少ないらしく、
理系、技術枠の採用はバブル期ぐらいまでに回復しているようです。逆に事務や営業
などの文系やお役所関係の仕事は情報化、スリム化が進み、人手を必要としなくなっ
ているという理由から、いまだ厳しい状況にあります（とはいっても EDP 的には大い
にアピールできる点ではあります）
新潟大学は日本の大学全体でみれば比較的優秀な大学であると世間は思っています。
入社試験も新潟圏内に絞れば、何も考えず試験を受けても内定を取ることができるで
しょう。しかし、所詮は地方大学。全国規模の会社、名の知れた大手で働きたいと考
える場合、どうしても入社試験で東京の学生と争うことになります。東京の学生は、
周りの空気がそうさせるのだそうですが、就職活動に対してとても意欲的です。対し
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て、地方大学の学生はどこかのほほんとしたところがあり、東京の学生といざ争うと
負けてしまうわけです。これは、いかんともしがたい。どうがんばっても意識の差を
埋めることはできないでしょうし、私はそれでいいと思っています。逆に地方に住ん
でいることをアピールすればいいわけですから。
２－２

就職活動の流れ

２－２－１ ガイダンス（大学３年秋～春休み）
みなさんは、もうすでに将来こんなことをしたいという具体的なビジョンはあるで
しょうか？

多分、私がそうだったように多くの人は曖昧なイメージしかないことで

しょう。そういう学生に対して開かれるのが就職ガイダンスであり（食堂の前に一斉
ガイダンスの看板が立っていると思います）リクナビであり、たいていどこかの会社
のえらいさんが講演して、リクルートの人が就職活動の流れについて説明してくれま
す。これからの自分について真剣に考えて欲しいというのが主旨であり、行けばきっ
と就職活動に対しての意欲が沸いてくるでしょう。冬になると、会社ごとの説明会が
始まります。最初は全国規模の会社ばかりですね。これから自分がやっていきたい事
がなんとなく実現できそうな会社の説明会に行くとよいでしょう。このガイダンスは
夏ごろまで続き、当然夏のガイダンスになるにつれ、名も知らない地方企業の説明会
が多くなります。
ここで重要なことは、自分が何をしたいのか？

どんな仕事が自分に合っているの

かを早いうちから考えておくことでしょう。少なくとも３年の春休み、面接が始まる
までにはまとめておく必要があります。どこかの会社の事務でいいよという人も、な
ぜ自分が事務をやりたいのか、向いていると思ったのかを考えてみてください。それ
が言葉にならないようなら裏掲示板雑談スレの性格診断テストをやってみるとよいで
しょう。大学生くらいの齢になると、何度やってもそういったテストではだいたい同
じ結果を返してくるものです。私もかなりお世話になりましたし、その診断結果をみ
て、自分はこれに向いているのだなとこじつけ、自分を納得させることもまた必要で
す。
もし、行きたい会社ややりたい仕事が早めに決まってしまっている場合、ガイダン
スなんていっても無駄です。説明会も行きたい会社だけ出ればいいでしょう。できれ
ば 3 年の夏などにインターンシップ（夏休み仕事を１ヶ月くらい体験できる）に行っ
ておくのが望ましいです。あと重要だと言われるのが、説明会にきたリクルーターに
名前を覚えてもらうということ。だからじゃんじゃん質問しましょう。別にそれは仕
事の中身じゃなくても、男女比はどれくらいなのか、寮はどんなかんじなのか、サイ
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トに載っていそうなことでもなんでもいいから、まずはうちの会社に興味を持ってい
るんだなと印象を与えることが重要です。
最近、フリーターが多いといわれますが、自分に合った仕事も、先のことも考えず、
なんとなく就職して、働いてみて自分に合わなかったから辞めます。ってすごい失礼
な話だし、得るものは何もないんじゃないかなと私は思います。
２－２－２ 筆記試験、面接（３月～６月）
会社説明会やリクナビのお知らせ等で気に入ったところがあれば、実際に入社試験
を受けに行くことになります。理系の場合、東京までの運賃は会社で持ってくれるこ
とがありますが、たいがい１次試験（筆記）は自腹です。全国規模の会社は東京まで
試験を受けにきてくださいというのが普通であり、新潟の大学生の小遣い程度では２，
３度いけるくらいなんじゃないでしょうか。対して、同じ運賃でも東京の学生は多く
の会社を受けることができ、ここの時点で試験慣れの差ができてしまうことになりま
す。
２－２－２－１

筆記試験

高校生レベルの広い教養が試される一般常識。国数英の能力をみる SPI。生協の本
屋にいけば、いっぱい売っています。新大に入学できる頭をもっているんだから本１
冊買って、１週間もパラパラ眺めれば問題はないです。むしろ東京のよくわかんない
大学より成績はいいんじゃないかな（ぇ
２－２－２－２

面接

こっちが重要。入社試験では基本的に筆記は足切りとして使われるものであり、面
接のみで決まるといっても過言ではありません。どうしても、面接慣れしていない地
方の学生は、東京の学生に勝てないのよね。ここで、本に書いてあることばかりです
が、いくつか面接のポイントをあげておきます。以下、就職活動報告書より抜粋。ち
ょっと理系向け。
２－２－２－２－１ 企業研究、業界研究をしっかり
説明会の時点では漠然としたものでよいですが、面接までには志望理由とやりたい
ことをはっきりさせておきましょう。また NTT（これ私の志望会社ね）のみ調べるの
ではなく、他の通信会社（ソフトバンクなど）
、NTT グループ会社（NTTcom など）
、
他のインフラ業界（電力、ガス、鉄道）と比べるのも必要です。あとは新聞やインタ
ーネットで最近の業界ニュースや最新技術も調べておくと吉。
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私の場合
志望動機：祖父の仕事をみて興味を持つ。身近な事柄から興味があることを示す
なぜ通信業界か：他のインフラ業界に比べて一番変化が激しく競争があるから
なぜ NTT か：
（具体的に）高い技術と信頼があり、通信業界を引っ張っていく会社
そんな御社で自分の可能性を試してみたいと考えたから
２－２－２－２－２ 自己分析もしっかり
私の面接のときには定番の質問しかこなかったので、前もって用意しておいたキー
ワードをつなげることで、具体性に欠けてはいたもののある程度文章にしていきまし
た。理系や技術屋の面接にはあまり想定外の質問はないとは思いますが、自分がどの
ような人間で、どんな仕事に向いていて、これから何をやりたいか深く掘り下げてお
くことで、予期せぬ質問にも答えられると思います。
２－２－２－２－３ 面接に慣れる
本などに載っている小手先の技術なんていらない、理系の技術屋なんだからどっし
り構えてればよい、なんて言われますが、慣れてないと間違いなくヘマをします。私
は面接のような堅苦しい雰囲気は苦手で（理系ってけっこうそうじゃないだろうか）
試しに受けた１番最初の面接はボロボロでした。苦手だなと思う人は第一希望や学校
推薦の前にいくつか自由応募を受けたり、友達に練習相手になってもらったりといっ
た練習をしましょう。
２－２－２－２－４ ウソはつかない
自分を偽って、入社して、ほんとうにやりたいことができるのか？
のか？

幸せになれる

今までの自分を信じて、思うように面接を行い、受け入れてくれる会社のほ

うが絶対いいです。理系の技術屋なんだから絶対どこかには入れます！

私はウソを

つくと顔に出るし、すぐボロが出るので、多少誇張するだけにしておきました。
（割と
重要

２－２－２－２－５ 元気よく
元気よく、明るく、ハキハキと、笑顔で、手短に、前を見て！
深く突っ込まれると、元気がない、下を向く、顔がこわばるなんてこと多いです。な
んとか作り笑顔がんばりましょう。正直、受かる人は受かるし、落ちる人はいくつ受
けても落ちます。ただ、最初の１回目に弱いけど、慣れてくると OK って人はけっこ
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ういるんじゃないでしょうか（私がそうです）
。
２－３

特殊なケース

今までの流れは普通に民間企業を受ける場合の流れです。ここではいくつか特殊な
ケースについて触れていこうと思います。
２－３－１ 公務員（一般行政の場合）
だいたい、４年の夏～秋あたりが試験期間となります。こんな時期だと民間企業の
募集は終わっています。授業の合間をぬって、趣味の時間を潰してまで公務員学校に
１年間通って、それでも受からないという話はよく聞くわけで、公務員試験一本でい
くのはおすすめしません。特に理系の場合、レポートや研究など時間が取れない場合
が多いです。EDP で遊んでる場合じゃないですね。どうしても公務員になりたい場合
はそれなりの覚悟を持って臨む必要があります。
できるなら民間企業の内定が１つある。公務員に落ちても大学院にいける、そうい
った状態にあったほうが気張ることもなく、試験を受けることができるかもしれませ
ん。あとは市なら市の県なら県のニュースをしっかりチェックしておきましょう。
公務員の技術職（理系）に行きたい場合は、例えば、私の場合だと電気になるわけ
ですが、試験内容が大学院試験と被るため多少は見込みがありますが、いかんせん、
毎年の募集人数が少ない（1 人とか 2 人とかに 20 人受験）のがネックになります。
２－３－２ 物書き、物描き、ゲーム製作など
いわゆる芸術方面。EDP 的にはアニメ、ゲーム、小説、漫画関連ってところでしょ
うか。私の高校の同期にジブリに行った友人が居ますが、彼は大学４年間学業そっち
のけでアニメ研究会に引き篭もってずっとアニメを作っていたそうです。コミケに出
したり、アマチュアのアニメなんちゃら賞も取ったとか。趣味の範囲でやるならご自
由にどうぞとしかいえませんが、長い人生をそれで食べていきたい、芸術方面で成功
したいとなると、夢を捨てずにがんばった人間だけができる仕事なのかなとしみじみ
思いました。もちろん才能も大事だね。
２－３－３ 学校推薦、教授推薦
それなりの大学だと、学校と企業、教授と企業に繋がりがあるのはよく聞く話です。
東京の某有名国立大学では研究や論文のために大学４年から企業に出入りし、そのま
ま就職してしまうということもあります。
理系の一部分の学科には学校推薦という制度があり、学校側で会社を斡旋してくれ
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ます。ほとんど落とされることはありませんが、最近は大手だと落とされるみたいで
すね！

文系のほうは教授推薦があります。ゼミ選びも就職時の先生のコネを考えて

選ぶ人もいるそうです。いいコネを持っている教授ほどゼミの内容は厳しいらしいね。
でも新潟の教授のコネじゃやっぱり新潟に就職になってしまうわけですが。

３．EDP 的就職活動
ここでは EDP で活動したことで、いかに試験官にいい印象を与えることができるか
どうかを考えます。
３－１

PC を使える（主に文系）

昔は「趣味はインターネットです」なんて言えばいい時代もありました。しかし今
の時代、誰でも PC 使えて当たり前、むしろできないなんて言ったらどうなることや
ら。
ところで、
PC を使えますと一言にいっても PC についてどこまで知っているのか、
どこまで使えるのか。明確な線引きがあるわけではありません。PC カウンターのアル
バイトなどを経験していれば分かることですが、世の中自分の PC をリカバリーでき
ない人もごまんといるわけです。EDP に所属していれば自分でリカバーすることなん
ていつのまにか身についているわけですが、こんな当たり前のことでも面接の場では
いい印象を与えることができるのではないでしょうか。また、PC カウンター、ワード、
エクセル講習会のアルバイトもよい話題です。自分の技術として身につくだけでなく
他人に教えることができるという経験は、営業などの分野に就職する場合コミュニケ
ーションを取る能力があるとアピールできるでしょう。
３－２

スキルがある（主に理系）

理系工学部、特に研究開発などを志望するのであれば、PC は一通り使えて当たり前、
それ以上のスキル（プログラム、win 以外の OS、サーバ管理ができるなど）をアピー
ルすることもいいんじゃないでしょうか。部室に環境は揃っているわけですからいく
らでも勉強できます。また専門の資格の有無や知識の有無も能力の１つの基準になり
ます。
３－３

部室

アパートの一室を借りて、サーバやネットワークを作り、みんなで学園祭などの準
備をするための活動の拠点を作ったという能動的な行動は評価されるでしょう。
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３－４

サークルの違い

新大と他の大学の大きな違いは、ほとんどの学部が同じ敷地内にあり、学生もほと
んどがその周辺に住んでいるということにあります。都市部の大学だと学年が進むに
つれキャンパスが分かれ、サークル内のつきあいはだんだん希薄になっていきますが、
新大では卒業までサークルに深く関わることができ、またさまざまな学部の人間と交
流を持つことができます。みんなが近くに住んでいるため気軽に遊ぶこともでき、多
くのコミュニケーションを取ることができるのが新大のサークルのいいところです。
３－５

EDPer の悪いところ（ここ重要。ここだけはちゃんと読んで）

社会で過ごす上で最も重要なスキルは、PC を使って効率よく事務処理ができること
ではありません。コミュニケーション能力です。もちろん面接の際に重要なことも、
自分のスキルをべらべらとしゃべることではなく、面接官と言葉のキャッチボールを
することなのです。
新大には数多くのサークルが存在し、上記のような利点がありますが、逆に EDP、
漫研、TRPG 研、鉄研など、サークルに入り浸りになりやすい、学科の友人とはほと
んど縁がなくなる、研究室やゼミの飲みでは一般人と話が合わず孤独を感じるように
なるといった閉鎖的空間を作るマイナス面も存在します。当然、私も例に及ばずです。
PC のスキルがあったって、コミュニケーション能力がなければ、会社は雇ってくれ
ません。コミュニケーション能力を持っている上でさらに PC 使えますよということ
をアピールしてやっと君は違うなと思ってもらえるわけです。この EDPer に不足しが
ちなコミュニケーション能力。補うには、やっぱり一般人と酒を飲むなど付き合いを
増やすしかありません。話が全く合わずにつらいかもしれません。愚痴を吐きたくな
るでしょう。ヲの話題などをすれば『ヲタクきんもーっ☆』できっとその付き合いは
終わってしまいます。しかし、一般人だって言い換えれば、服ヲタ、車ヲタ、音楽ヲ
タ、芸能ヲタなわけです。彼らだって見ず知らずの人間にそんな話を振りはしないで
しょう。ニュースや新聞をしっかり読み、世間話ができるなら、それが大人の付き合
いになるんじゃないかなと思います。もう少し自分に自信を持って、積極的に一般人
と付き合っていこうじゃないか。特に学祭で一般人の相手をしたがらない人ほどね！
４．実際の就職活動例
私自身の就職活動の履歴を晒してみます。学科特有の学校推薦枠を使ったため、参
考になる部分は少ないかもしれません。
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12 月吉日 ：リクナビ登録。ガイダンスは学科であったものだけ
２月吉日 ：リクナビよりプレエントリー
２月２１日：教養棟でリクルータ（OB）による１回目の会社説明会 理系対象
３月

９日：教養棟でリクルータ（OB）による２回目の会社説明会 全学対象

３月２０日：自由応募〆切、しかし推薦を考えていたためここでは ES を提出せず
＊ES=エントリーシート
３月３０日：工学部棟でリクルータ（OB）による３回目の会社説明会 情報系対象
４月

７日：就職担当の先生と学校推薦についての面談

４月

８日１８時：会社説明会で会った OB より面接案内の電話がある
ES を提出し、WEB 適性検査をやっておくようにとのこと

４月１１日１３時：工学部ロビーで OB と１時間ほど面談
面接の際のアドバイスをいただく
４月１３日１３時：法人営業部新潟支社（白山駅の近く）で１次面接３０分
４月１４日１１時：人事部より最終面接の案内の電話がある
４月１５日１１時：OB より電話があり、最終面接の前に会う約束をする
４月１８日１３時：東京駅で OB と待ち合わせ、アドバイスをいただく
１５時：OB に案内され新宿近くの本社ビルに到着
１６時：東京本社で最終面接２０分、交通費は支給されました
４月１９日１９時：人事部より内々定の電話がある
４月１３日 １次面接
・

志望動機

・

やりたいこと＞さらに詳しく具体的に

・

がんばったこと＞目標としたこと＞課題としたこと＞単独作業か共同作業か

・

研究内容＞うちの会社で役に立つのか＞学会は＞これからの展望は

・

ここだけは負けないといえる点は？＞（責任感と言った）＞具体的には

・

将来の夢＞どんな自分になっていると思うか

・

転勤は大丈夫か＞北海道とかでも？

・

周りの人からどう思われているか、評価されているか

・

新聞や本を読んでいるか＞どういった内容だったか＞最近気になったニュース

・

他の企業は受けているのか

・

資格はもっているか＞持っていないがとる予定＞とるためにがんばっていること

・ 最後に言い残したことはあるか
124

このＰＤＦは pdfFactory 試用版で作成されました www.nsd.co.jp/share/

４月１８日 ２次面接（最終面接）
・ 志望動機、やりたいこと
・ サークル活動、アルバイト
・ 休日の過ごし方
・ 長所短所＞具体例
・ がんばったこと
・ 勤務地
・ 資格
・ 最後に言い残したこと
だいたいやりたいことは決まっていたため、全体ガイダンスは少し話を聞いて飽き
たので帰りました。学校で説明会があるとのことで 3 回とも全部出席。質問もしっか
りしました。リクルーターの人は顔を覚えていてくれたみたいでした。
２次面接のサークル活動のところでは、前章にあげた EDPer の活動例を話題にとり
あげ、うまく言葉のキャッチボールができたんじゃないかと思います。

５．まとめ
長くなりましたが、就職活動の一連の流れについてまとめてみました。筆記や面接
など、細かい部分については各自本を買って勉強してください。
私が知るかぎりだと、あまり外に出ようとしない人、取り立ててアピールできるポ
イントがない人が、就職は長いこと決まっていないようでした。EDPer には誇るべき
スキルはありますが、どうしてもコミュニケーション能力が不足しがちになってしま
います。普段から一般人と仲良くしろとはいいません。でもゼミや研究室の飲みには
参加しましょうや。勇気を出して他の人と話しましょうや。就職活動なんて、本当は
対策なんていらないんですよ？みなさまの就職活動に幸あらんことを。みすとミ☆
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なぜなに！？ ビデオゲーム業界
ジャンル：ゲームビジネス

普段、なにげなく楽しんでいるビデオゲーム（テレビゲーム）
。
華やかに見える表舞台とは裏腹に、さまざまな情勢変化・社会問題が起こっていたりします。そ
れはビデオゲーム業界が発展し、１つのメディアとしての影響力が高くなってきたこと。競合する
企業や産業が浮き彫りになってきたことが揚げられます。テレビニュースや雑誌ではこういった負
の側面を取り上げることが少なく、ユーザーが疑問に思っても明確な答えは提示されません。
本稿では、ビデオゲーム業界の素朴な疑問にお答えするべく、現状を客観的に理解し、最適と思
われる見解を提示していきます。一問一答（Q&A）形式で誰にでも読みやすく、わかりやすい形に
まとめました。

も く じ
はじめに ～ビデオゲーム産業のいま
Q.1. どうして日本では家庭用ゲーム機が中心なの？
Q.2. どうして日本では PC ゲームが流行らないの？
Q.3. どうして日本産のオンラインゲームは少ないの？
Q.4. 韓国や中国でネットワークゲームが注目されているのはどうして？
Q.5. ゲーム業界再編ってどういうこと？
Q.6. 国によって人気のあるジャンルや売れるジャンルが違うのはどうして？
Q.7. 次世代ゲーム機ってなに？ それって必要なの？
Q.8. ゲームソフトには年齢制限があるの？
Q.9. ゲームが高齢者のリハビリテーションに効果があるって本当？
Q.10. 欧米ではなぜ PC と家庭用ゲーム機が両立しているのか？

はじめに ～ビデオゲーム産業のいま～
ビデオゲームは、比較的歴史の浅い産業である。1980 年代にはホビー（趣味）や一過性のものだ
と捉えられていたが、任天堂の「ファミリーコンピューター」の大ヒットから半導体を娯楽媒体に
転換させる商品として高い評価を獲得、1990 年代に入って多数の企業が参入した。1990 年中頃か
らは 3D 表現によるバーチャルリアリティが注目を浴び、市場は急速に発展。映画に勝るとも劣らな
い迫力と没頭感から人気メディアとして認知され、今日のような世界規模での巨大産業に成長した。
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ビデオゲーム産業がここまで急速に発展してきた背景には、最新の半導体技術を積極的に採用し
てきた点がある。CD・DVD といった光ディスク普及の後押しや、ゲームに特化させたカスタムプ
ロセッサのベンチマーク的意味合いは、今も昔も変わっていない。近年ではホームシアターの名の
下に、5.1ch サラウンドやハイビジョンといった AV（Audio・Visual）機器の購入も声高に唱われ
ている。ネットワークゲームへの注目も、無線 LAN 機器の普及に一役買っている。
企業は多様化するユーザーニーズに応えるべく、ゲームソフトのマルチプラットフォーム化（他
機種同時展開）や、国内海外でもどちらでも通用するワールドワイドなコンテンツ作りを推し進め
ている。これは企業の売上高を倍増させる意味合いも大きいが、新しいビジネスモデルや斬新なゲ
ームタイトルを生み出すための下地にもつながっている。
ビデオゲーム産業が確立して 20 年余り、ユーザー層の変化も無視できない。1980 年代にゲーム
に熱中した 10 代前半のユーザーは、すでに 30 代を迎えている。仕事や家庭を持つことで自由な時
間が少なくなり、昔のようにゲームに熱中できない実情がある。また、高齢化社会や少子化も長期
的課題として残っている。従来のような若年層をターゲットにしたゲーム作りでは市場の縮小が懸
念され、今後どのようなアプローチを取っていくべきなのか、ビデオゲーム先進国としての日本の
動向が世界から注目されている。

Q.1 どうして日本では家庭用ゲーム機が中心なの？
A.1 ゲーム機本体が低価格で購入でき、誰でも手軽に扱えるから
日本ではゲームといえば一般に家庭用ゲーム機（コンシューマゲーム機）のことを指すことが多
い。これはビデオゲーム産業の火付け役である任天堂の「ファミリーコンピューター」の影響が大
きい。
「ファミリーコンピューター」はその名の通り、家庭向けのコンピューターとして、安価で誰
にでも扱いやすい商品であったことがユーザーの支持を受けた。
日本は海外と比べ、各家庭へのパソコンの普及が遅れていた。それは、パソコンが“事務処理（OA）
に特化した業務用コンピューター”という認識が色濃かったことに起因する。
「ファミリーコンピュ
ーター」のようにゲームソフトを差せば遊べるという単純な仕組みに対し、パソコンは CUI による
操作が煩雑で受け入れにくいものであった。本体を購入するにも 10 倍近い価格差があっては、娯楽
として気軽に楽しめない。
その結果、世間一般に「ゲームを遊ぶなら家庭用ゲーム機」という認識が広く定着した。日本で
パソコンが広く認知され、ホビー（趣味）やエンターテイメント（娯楽）として捉えることができ
るようになったのは GUI を採用した「Windows95」登場以降だと思われる。
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Q.2 どうして日本では PC ゲームが流行らないの？
A.2 メーカーに PC ゲーム開発ノウハウがない＋ゲームの正常動作が保証できない
Q.1 で説明した「日本でパソコンの普及が遅れた理由」に加えて、ソフトメーカーの PC ゲーム
開発経験が足らないことが最たる理由であろう。日本では家庭用ゲーム機が予想以上に普及し、ソ
フトメーカー側もその流れに乗ろうと家庭用ゲーム開発に注力した。プラットフォームホルダーに
ロイヤリティを徴収されようとも、PC ゲーム市場（ロイヤリティなし）より遙かに一般認識度が高
い家庭用ゲーム機市場の方が魅力的に映ったわけである。結果、家庭用ゲーム機に人気作品が多数
登場し、PC ゲームはそのおこぼれを貰う程度に落ち着いた。その一方で Falcom のように PC ゲー
ムを専門とするソフトメーカーも存在し、棲み分けはできていると思われる。
現在は、インターネット接続サービスの低価格化でパソコンを利用してオンラインゲームを楽し
もうという流れが加速しつつある。ただ、所有しているパソコンがゲームを楽しむのに十分な環境
（スペック）を満たしているか、ドライバは適切か、正しい設定を行っているかといった諸問題は
根強く残っており、PC ゲームが世間一般に浸透する大きな障害になっていると言える。なお、アマ
チュアゲーム（同人作品）や 18 禁ゲームを楽しむプラットフォームとしては、すでにパソコンは広
く認知されている。

Q.3 どうして日本産のオンラインゲームは少ないの？
A.3 家庭用ゲーム機が主流で、長期運営や利用者数の変動で採算が見込みにくいから
現在のオンラインゲームはパソコンを仲介したサービスが前提となっている。これは家庭用ゲー
ム開発に注力してきた日本のソフトメーカーにとって大きな痛手である（Q.2 参照）
。ハードディス
クやネットワーク機能がはじめから実装されていて自由に使えるパソコンに比べると、家庭用ゲー
ムには大容量記憶デバイスや通信モデムが標準で付いておらず、構造的にオンラインゲームに不利
だ。
しかしながら、PSO（ファンタシースターオンライン）や FF11（ファイナルファンタジー11）な
ど商業的に成功した作品も続々と生まれつつある。
今後ソフトメーカー各社は、MMORPG のような大規模オンラインゲームではなく従来の人気シ
リーズ（レースゲームやアクションゲームなど）をネットワークに対応させる方向で展開していく
と思われる。家庭用ゲーム市場は基本的にパッケージ販売であり、インターネット環境がない人で
も十分に楽しめなければいけない。オンラインはあくまで付加価値であり、ゲームの本質はオフラ
イン（スタンドアローン）にあるべきという考え方は非常に合理的だ。過去に開発した作品群をネ
ットワークに対応させることで新しい需要を掘り起こせる可能性もある。
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ちなみに、家庭用ゲーム機でネットワークゲームまたはネットワーク対応ゲームが盛り上がるの
は、無線 LAN を搭載した次世代機ゲーム機（2006 年以降）からだと言われている。

Q.4 韓国/中国の方が日本よりもオンラインゲームが活発なのはなぜ？
A.4 韓国/中国ではゲームソフトの不正コピーが蔓延し、商品管理が難しいから
両国に共通するのは、人口と所得格差である（後述）
韓国は、その国土面積の狭さと人口の少なさが幸いし、政府主導による高速通信回線（光）の整
備や国民番号による管理が早期に実施され、世界でもまれにみる高密度情報網が実現されたまた、
国を挙げてビデオゲーム産業を後押ししている（開発者の徴兵免除、機材/資金提供）こともあって、
ネットワークを最大限に活かしたゲームタイトルが生み出されるのは必然であった。情報端末とし
ては、低価格で汎用性の高い PC が持ち込まれている。しかし、国そのものの GDP は低く、各家庭
に十分な PC が導入できているわけではない。
日本の家庭用ゲーム機は彼らにとっても魅力的ではあるが、いかんせん高すぎるのである。数万
円もする高額なハードウェアを自腹で購入するばかりか、１つのゲームを 6000 円も払う必要がある。
一方でネットカフェでのオンラインゲームは高価なハードウェアの購入はすべて事業者に任せて、
複数のゲームを自由に選んで 1000 円以下で気軽に遊ぶことができる。低所得者にとってどちらが得
かといえば、比べるまでもなく後者であろう。それ加えて、韓国ではソフトウェアの不正コピーが
蔓延し（不例コピー率が 80％を越えていると聞く）
、得か損か以前の重大な社会問題として取り上
げられている。家庭用ゲーム機で一般的なパッケージ販売は、DVD-R などを利用して容易にコピー
されてしまうため、市場として成り立たない。一方のオンラインゲームは基本的にサーバーを介し
て事業者が直接サービスを提供している。不正コピーは、基本的に行えない（クライアントプログ
ラムは除く）
。ソフトウェア配布やアカウント管理は、事業者の裁量で厳密かつ容易に行える。結果、
事業者と消費者の双方が妥協できる市場はＰＣゲーム、それもオンラインゲームに限定されてしま
ったのである。ただし、クラッキングによるサーバーハックやチート、デュープ、ネットワークイ
ンフラへの依存などの諸問題も抱えている。
中国は韓国よりも問題は深刻である。国土面積の広さと圧倒的人口で、湾岸部と内陸部では所得
格差が著しい。上記の説明にあるように、PC を購入する費用を得るだけでも莫大な労力を必要とす
る。感覚的には、日本で 10 万円程度のバリュークラス PC が、あちらでは（日本人の金銭感覚に直
すと）40～50 万円相当になる。苦労して購入した PC も、1,2 年で性能が淘汰されるコンピュータ
ー業界では、中国の消費者にとっては採算の合わない買い物に間違いない。したがって中国でも韓
国と同様に、低価格で楽しめるアーケードゲーム（5 年以上昔の日本産格闘ゲームなどが主流）やネ
ットカフェでのオンラインゲームが中心なのである。
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また、両国で開発されているオンラインゲームの多くは日本のアニメ・マンガの影響を大きく受
けており、安直な模倣作品が目立ち、企画力不足（オリジナリティの低さ）が指摘されている。

Q.5 ゲーム業界再編ってどういうこと？
A.5 大手ゲームメーカーが、将来を見越して統合や合併を行っていること （M&A）
大手ソフトメーカー同士が、続々と統合や合併を行って経営基盤を強化していることである。

•

スクウェア＋エニックス

•

タイトー →

スクウェアエニックスの傘下

•

セガ＋サミー

→ セガサミー・ホールディングス

•

ナムコ＋バンダイ →

•

ハドソン →

コナミ（グループ）の傘下へ

•

チュンソフト

→ ドワンゴの傘下

•

タカラ＋トミー → タカラトミー

→ スクウェアエニックス

ナムコバンダイ・ホールディングス

今後も、統合や合併が行われていくことが予想される。対象としては、経営状態が逼迫している
カプコンが怪しいのではと言われているが、定かではない。

Q.6 国によって人気のあるジャンルや売れるジャンルが違うのはどうして？
A.6 国民性・宗教観・プレイスタイル・風土・習慣などが大きく異なるから
このような課題を緩和する方法の一つがローカライズです。ローカライズとは、国や地域別にコ
ンテンツ（ゲームソフトの内容）を最適化することで、名称の変更・言語切り替え・難易度調整・
表現規制などがその主な項目としてあげられる。

各国のゲームユーザーの傾向
●欧米人
•

好戦的で外向的、派手な ACT を好む

●欧州人
•

ローマ法王の影響でキリスト教についての表現には厳格
Ø

例：SCEE が PS２販売記念で茨の冠を模したポスターを公開したところ大問題に！

●日本人
•

非好戦的で内向的、他人に迷惑を掛けたがらない

•

RPG やシミュレーションといった思考系を好む
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●韓国・中国
•

好戦的で、FPS や MMORPG における PvP（ネトゲ）を好む

•

家庭内に PC があったとしても（ゲームプレイの中心である若年層が）家庭では自由にゲ
ームを楽しめない土壌がある。
Ø

韓国では就職競争が厳しく、学歴偏向が加速している。よって家族に自由に遊ぶ時
間を詮索されないネットカフェでのゲームプレイが、どうしても多くなってしまう。

FPS が日本で流行りにくい理由
欧米を中心とした海外では、FPS がもっとも人気のあるタイトルとして名を馳せている。最近話
題になった PC ゲームの DOOM3 や HarfLife2 はコンピューターグラフィクスの面でも注目を浴び
た。日本においては自分から FPS ゲームを遊びたいと思っても、よい作品には巡り会える機械は少
ない。それは国産の FPS ゲームは皆無で、大半が海外産、いわゆる洋ゲーとして扱われているから
である。銃撃戦、主観視点による 3D 酔い、血しぶきなどの不慣れな表現が重なって、FPS はアン
ダーグラウンドなイメージが自然と根付いてしまった。日本は銃刀法による規制が厳しく、戦争や
流血/殺害といった行為に恐怖や嫌悪感がある点も大きい。

韓国産ネトゲが最近日本で受け入れられている理由
間違っても“韓流”の一環ではない。韓流とこの話題は別物です。
韓国では異文化規制が緩和され、日本のアニメ・マンガといった娯楽メディアが流入した。日本
のアニメ・マンガは若年層を中心に人気があるようで、親しみを覚えてくれているようだ。これは
台湾やインドネシアなどのアジア諸国にも広がっている（例：ポケモン）
。韓国・中国では不正コピ
ーによりパッケージ販売が成り立たず、ライセンス管理が厳格なオンラインゲームが主流。企業側
は、収益の見通しが不安定なオンラインゲームでも、利益を上げるためにタイトルを増やさねばな
らない。オンラインゲームユーザーの中心は若年層で、その層に受け入れやすいのは日本のアニメ・
マンガを模したもの。つまり、日本産を強く意識したキャラクターデザインや、日本産ゲームを模
倣しただけのオンラインゲームがもてはやされ、次々とタイトルが増加。その結果、韓国産オンラ
インゲームの手本となった日本でも（まるで国産を彷彿とさせるディフォルメキャラクターが）受
け入れやすい感覚がある。

ドラゴンクエストが海外で売れにくい理由
ドラクエのテーマはキリスト教（神と悪魔）を前提とした勧善懲悪ストーリーである。現在の日
本人は無信教者が大多数で、宗教的概念には極めて無心であり寛容でもある（例：クリスマスパー
ティ）
。人種のサラダボウルと言われるアメリカでは、宗教も千差万別でキリスト教という宗教的背
景だけで購買層が制限されてしまう。イスラム教信仰者、スパニッシュ系黒人の方々にはもちろん
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売れない。加えて、所得格差も大きいので国民全員が家庭用ゲーム機で遊べるわけではない。米国
では低価格でソフトラインナップの多い GBA が巨大市場として根付いているらしい。

Q.7 次世代ゲーム機ってなに？ それって必要なの？
A.7 数年に一度行われる世代交代、欲しいゲームソフトが出たときに買えばいい
次世代ゲーム機とは、現在利用しているゲーム機よりも性能が格段に向上したものである。性能
向上により、美しいグラフィックやより多くのキャラクターが表現できるようになり、ゲームがも
っとおもしろくなると言われている。この家庭用ゲーム機の世代交代はおよそ 5 年に一度行われて
いる。現在、注目されている次世代ゲーム機は以下の３つ。
名 称

読み方

Play Station 3

プレイステーション３

前世代
Play Station 2

発売日
2006 年春

メーカー
SCEI

価格未定（4 万？）
Revolution（仮称）

XBOX 360

レボリューション

エックスボックス

Nintendo

2006 年 4 月以降

Game Cube

価格未定（3 万？）

XBOX

2005 年 12 月 10 日

任天堂

MS

¥ 39,795

さんろくまる

公開されている情報が少ないため、どの次世代ゲーム機も単純に比較ができない。実際に遊んでみ
たいゲームソフトが発売されるまでは静観することが最も確実で安心だろう。

【PS3 …SCEI】 http://www.playstation.jp/news/2005/pr_050517_ps3.html
【Revolution（仮）… 任天堂】http://www.nintendo.co.jp/n10/e3_2005/revo/index.html
http://www.nintendo.co.jp/n10/tgs2005/index.html
【XBOX360 … マイクロソフト】 http://www.xbox.com/ja-JP/xbox360/default.htm

Q.8 ゲームソフトには年齢制限があるの？
A.8 CERO の年齢別レーディング制度のことだが、実際のところ形骸化している
コンピュータエンターテインメントレーティング機構（略称 CERO）の定義する年齢区分（レーディング）のこ
とだが、一般認知度は低い。あくまでも目安としてのレーディングに過ぎず、販売禁止などの強制権もない
ため、販売各店では実質無意味なものとして取り扱われていると思われる。
近年では、ロックスター社の「GTA （グランド・セフト・オート）」が、盗難・暴行・発砲・強盗・ギャングなどの
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非道徳的行為を助長するゲームであるとして、東京都や神奈川区を筆頭に、各自治体による自主規制が
始まっている。ただし、日本では銃刀法違反などで厳しく制限されているため影響は低いと思われる。本場
アメリカでは護身用銃の所持が州によって認められているため、青少年の道徳観欠如につながる可能性が
高いとして監視の目が強くなっている。
CERO ができるまで、ゲームのレーディングはプラットフォームホルダー（任天堂・SCEI・マイクロソフト・セ
ガ）が単独で行っていた。ソフトメーカーのゲームに卑猥な表現がないか、過剰な暴力表現がないかを独自
に評価して市場に出してきたわけである。だが、全年齢を前提とするべきだとして厳しい表現規制を訴えて
きた任天堂の姿勢を煩わしく思ったソフトメーカー各社は、社団法人コンピュータエンターテインメント協会
（CESA）を設立。ソフトメーカー自身で表現規制を（名目上）管理できる CERO を派生組織として作り上げた。
つまり、ソフトウェアメーカーにとって都合のよい方向に物事が決められている。
エロティズム（美少女ゲーム）やバイオレンス（銃撃戦やホラー）は人間の本能に直結する売れ筋ジャン
ルである。だが、それだけ第三者からの規制の声も高い。CERO は独立した運営を行っているとのことだが、
その正体は CESA と相違ない。CESA の運営役員は主要ソフトメーカーで構成されており、組織の運営は業
界全体の利害に一致している。そのため、レーディングによる販売禁止を強行するとゲームの売上本数が
下がり、自分らの首を絞めてしまう。結果、本当の意味での年齢別規制は望めない。CERO のレーディング
が形骸化している理由はここにある。

【CESA】 http://www.cesa.or.jp/index.html
【CERO – 年齢別レーディング制度】 http://www.cero.gr.jp/rating.html

Q.9 ゲームが高齢者のリハビリテーションに効果があるって本当？
A.9 リハビリ効果が科学的に実証されている、ゲームは娯楽以外にも役立つ
株式会社ナムコのバリアフリーエンターテインメント事業がそれである（リンク参照）
。もともと
はアミューズメント用機器を福祉目的に改良したもので、ハードウェア・ソフトウェアの両方を高
齢者でも楽しめるように調整している。ハンマーでワニを叩いてスコアを競う「ワニワニパニッ
ク！」などを高齢者の方に実際に体験してもらうと、ゲームを楽しんでいる間に自然と腕の筋力や
反射神経が鍛えられるという。九州大学病院リハビリテーション部の 高杉伸一郎 医師の研究によ
り、有効性が実証された（2004 年 7 月）
。
最近では、簡単なミニゲームで脳年齢がわかる Nintendo DS 用ソフト「東北大学未来科学技術共
同研究センター川島隆太教授監修

脳を鍛える大人のＤＳトレーニング」が話題になっている。30
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～40 代の中高年層に興味を持ってもらえているようだ。同作品は CERO が定義するところの“教
育・データベース”に該当し、娯楽よりも教育学習を目的としている。強いて言うなら教材である。
しかし、開発のスタートラインはあくまでもゲームであり、教材ソフトにありがちな退屈な繰り返
し作業をミニゲームとして克服し、娯楽へと昇華している。勉強にしろ運動にしろ、楽しみながら
学ぶことが重要なのである。ちなみにアメリカでは上記のようなジャンルをシリアスゲームと呼ぶ。

【ナムコ バリアフリーエンターテインメント事業】

http://www.namco.co.jp/welfare/

【楽しくリハビリ、楽しく自立支援～】 http://www.acommy.com/egao/totugeki_f/021220_1.html
【SBG：ナムコのゲームリハビリマシン“有効”と実証】
http://plusd.itmedia.co.jp/games/gsnews/0407/07/news01.html

Q.10 欧米ではなぜ PC と家庭用ゲーム機が両立しているの？
A.10 ゲームもコンピューターサイエンスの一環であり、学問であるから
コンピューターに必須のマイクロチップ、高密度 IC、コンピュータの設計・開発は、米国を中心
に発展してきている。欧米ではコンピューターグラフィック（CG）がコンピューター・サイエンス
の一部として専門学問になっており、ゲームに限らず応用範囲の広い技術として認知、支援されて
いる。結果、コンピューター技術を活用する場が広く提供され、健常者も障碍者も、家庭でもオフ
ィスでもコンピューターを利用しやすい環境が生まれた。PC でゲームを楽しむことは、その延長戦
にある自然な流れなのである。欧米におけるコンシューマーゲーム機の先駆けは、1977 年に Atari
社が発売した「Atari VCS」
。5 年間で 2500 万台以上を販売したと言われ、多くのビデオゲームファ
ンを生み出したものの 1982 年末の「アタリショック（Great VideoGame Crash）
」※１を境に米コ
ンシューマゲーム業界は急衰退。1985 年に任天堂が「NES」
（日本で 1983 年発売のファミリーコ
ンピュータ）を発売し、その隆盛が注目されるまで、欧米のコンシューマーゲーム産業は停滞した
ままだった。
以後、15 年間にわたり日本産ゲーム機が欧米のコンシューマーゲーム市場を主導していたが、
2002 年、ついに米マイクロソフト社が「XBOX」で電撃参入。母国産ゲーム機という欧米の支持も
あり、急速に市場拡大するに至る。欧米では、PC ゲームのみならずコンシューマーゲームでも、そ
の頭角を現わしつつある。
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※１ アタリショックは主に日本で知られている名称で、欧米で実際に起こった Atari VCS 市場
衰退現象とは事実が異なると言われている。風評として誤解を含んだままアタリショックという
言葉だけが一人歩きしており、当時のアメリカ市場を正しく分析するべきだと指摘されている。
【Classic 8-bit/16-bit Topics】 http://d.hatena.ne.jp/hally/20040514

おわりに
本稿では、ビデオゲーム産業をとりまく情勢と諸問題を洗い出し、各国の違いを比較検討しなが
らその多様性を学び取れるようにまとめたつもりです。ゲームやゲーム業界について深く考えたこ
とのない方々には、小難しい話になっているかもしれません。私が本稿を通して伝えたいことは、
ビデオゲームは暇を潰すだけの娯楽ではなく、大きな可能性を秘めたメディアなのだということで
す。ただ娯楽としてゲームソフトを浪費するだけでなく、ビデオゲームにまつまる関する社会問題
と正面から向き合い、認識の輪をひとまわり大きくしてほしいと切に願うのです。ビデオゲームは、
日本が世界規模でリーダーシップを取っている数少ない産業であるともに、貴重な文化輸出産業で
す。その重要性をゲームを積極的に楽しむゲーマーのみならず、より多くの人に感じ取ってもらい
たい。願わくば一緒にビデオゲーム産業の未来について考えを深めていければと思います。稚拙な
まとめ方ではありますが、本稿がなにかの役に立てれば幸いです。

筆者：エボシ 2005 年 10 月 24 日
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え～、原稿の締め切りを破る者が続出した今年度の年刊 EDP ですが、なんとかこ
うして完成に至ることが出来ました。ネタに特化したもの、はたまた己の主張を貫い
たものなど非常に個人色強い記事から、卓越した知識を披露し大変参考になる記事ま
で寄り集まり犇き合っているこの年刊 EDP。ページ数はなんと三桁の大台にまで上り
ますが、各記事とも各人が一生懸命描いたものなので是非とも一度と言わず、二度三
度読んで頂きたい（ただし時間を浪費したという苦情は受け付けません）。
編集者：宵
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