部長から読者の皆様へご挨拶
こんにちは。新潟大学コンピュータクラブ、通称「EDP」の部長の伊勢です。
この度は本冊子「年刊 EDP 2015」を手に取っていただき、ありがとうございます。
この年刊 EDP は当部が毎年新大祭で発行している冊子です。今年も例年通りテーマフ
リーなので、コンピュータに関係の有ること無いこと盛りだくさんの内容となってい
ます。テーマによっては、分かりにくい記事も多少あるかもしれませんが、多くの記
事の中から、少しでも興味を持って読んでいただける記事があれば幸いです。
この年刊 EDP は部外へ発信される数少ないものの１つです。これを通してコンピュ
ータクラブの部員、通称「EDPer」達の活動の様子や実態を解間見ていただきたいと
思います。
新潟大学コンピュータクラブ 部長 伊勢啓央
新潟大学コンピュータクラブ 公式ホームページ http://www.edp.to/
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イラスト・ゲームプログラミング・ゲーム BGM に親しもう
ryu
イラストについて
これからかなり偉そうなことを書くので不快になるような人は読まないことを勧め
ます。
イラストを見ることが嫌いなひとはあまりいないと思いますが、イラストを描くこ
とをあまり得意としていないとしている人はいると思います。なぜイラストを得意に
できないのでしょうか？それは、イラストを書くことを好きになれていないからです。
これにはいろいろ理由がありまして、イラストを描くときは描いているキャラクター
に対して負い目を感じてしまうということが挙げられます。
「自分のヘタクソな絵のせ
いでキャラクターが穢れてしまう」のではないかと思ってしまうということですね。
または、
「うまく書かなければいけない」というプレッシャーによって描くことが楽し
くなくなってしまうことが挙げられます。絵を書かない理由は人それぞれですので数
えたらきりがないと思います。なので絵を書くことを好きになる理由はこのくらいに
しておきます。
イラストを書くことが好きだから、イラストを得意になれるのです。さて、どうし
たらイラストを描くことを好きなれるでしょうか？今まで、自分が見てきたイラスト
を好きとしている人たちは皆「落書き」を好んでします。
「落書き」はくだらないこと
と思いますが、大きな力を持っているのです。イラストを仕事としている人は結果を
出さなければならないので落書き感覚で書くことができません。そのため、イラスト
を書くことがつらいと感じる人が多いようです。しかし、イラストの仕事をしている
人も落書きをよくしますし、うまくなる以前も落書きを好んでしていたようです。な
ぜなら、描いた絵の出来を気にしないからです。落書きは描いている過程が面白いの
ですからするのですね。
「じゃあ落書きってどうやってかくの？」と聞く人もいるのかもしれませんが落書
きは自由に書くものだと思います。
「自由ってなんやねん。書きたいものが思い浮かば
ないんや。」と思うひとがいると思いますが、ご安心下さい。普通、落書きというのは
思い浮かばないでする場合が多いのです。例えば、自分は意味もなく「あいうえお」
と書いたり、
「８」という数字をかいてみたり、四角をたくさん書いてみたり、今も意
味のないことばかりしてます。
「こんな低レベルなことしてるんじゃ絵なんて上達しな
3

いでしょ」と思う人もいると思います。ご安心ください。落書きは低レベルでいいん
です。いずれ、落書きをしていると描くのが面白くなってきます。そうすれば、自然
に絵が上達していくでしょう。しかし、
「上達するために落書きするんだ！」なんて思
わないでください。落書きには上達しようなんていう目的なんてないんです。自然体
でいいんです。そして、自然と絵が上達していくんです。
さて、落書きをすることで絵に親しんだとしましょう。あなたは絵を書く上でいろ
んな技術を身につけたいと感じるでしょう。しかし、技術を学ぶには勉強しなければ
なりません。他の人の絵を見てそこから技術を学んだり、メイキングの方法を学ぶで
しょう。しかし、これをしているうちに技術を学ぶことが辛くなってきます。なぜで
しょう？
イラストの勉強が好きだという人はいいかもしれませんが、勉強嫌いな人（俺）はと
にかくつらい。なぜなら、
「技術があって上手い絵をかけること」を目的にしちゃうか
らです。学ぶ過程を楽しまないで結果に目がいって
しまうということですね。これだと、絵を書くこと
がつらいと感じてしまうんです。「せっかく絵を好
きになったのになんで・・・。」ということになっ
てしまいます。しかしこの逆境はチャンスでもあり
ます。この逆境を乗り越えると飛躍的に画力が上が
る場合が多いのです。暑苦しいですね＾＾；
さて、最後は暑苦しく語ってしまいましたが、お次
は年刊表紙のメイキングに関して説明したいと思
います。しかし、この紙面で全てを伝えることは出
来ません。そのため、色をつける時のポイントだけ
を紹介したいと思います。使っているソフトは

ClipStudioPaint です。
下描き、線画がおわったら、次に着色に入ります。
それぞれのレイヤごとに分けて基本色を着色します。

① はじめに着色は目立つ色（赤とか青とか緑とか）を使います。
② 塗りつぶしで色を変えて基本色にします。
なぜ、はじめに目立つ色を使うのかというと塗り残しがないかチェックするためです。
目立つ色を使うと塗り残しがないかチェックしやすいのです。
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③ 影は乗算レイヤを使っています。鉛
筆、不透明水彩、ブラシ、ぼかしを
つかって影を描きます。

④ 通常の光は加算（発光）レイヤを使
っています。ブラシ、不透明水彩で
光を描きます。

⑤ 反射光は加算（発光）レイヤを使っ
ています。ブラシ、不透明水彩で光
を描きます。
注意して欲しいのが部位ごとのレイヤ
に重ねるように描いていくことです。
人のところは完成です。

⑥ 背景を入れて完成です。
この画像をｃｍｙｋで書き出して印刷用にします。
総レイヤ数は８４枚です（こんなに使う必要あった
かな～＾＾；）。
かなり大雑把なメイキングの説明になってしまっ
たので、他の人のメイキングの説明を見たほうが勉
強になると思います（結論）。
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ゲームプログラミングについて
お次はゲームプログラミングです。自分は c 言語というプログラミング言語でシュ
ーティングゲーム（いわゆる STG）を作っています。
「ゲームプログラミングってム
ズカシそう・・・」って思う人もいるかもしれません。確かに難しいです。まず、ゲ
ームプログラミングをする前に、c 言語というプログラミング言語を学ばなければなり
ませんし、c 言語だけじゃなくて、DX ライブラリというものまで学ばなければなりま
せん。自分のおすすめの c 言語の本は「苦しんで覚える c 言語」です。名前がちょっ
とアレで、手にしにくい本ですが、自分が読んだなかで最もわかりやすい本です。プ
ログラミングの入門者向けで、丁寧に書かれています。また、
「苦しんで覚える c 言語」
はネットでも同じ内容が公開されていますので、本にお金を掛けたくない方はそちら
を見たほうがいいでしょう。
さて、ｃ言語を学んだとしましょう。もうこれで、ゲーム制作の段階に踏み切るこ
とができます。
自分は dixq さんが管理している「ゲームプログラミングの館」
をみて、

DX ライブラリの使い方を勉強しています。自分はシューティングゲームを作ってい
るので、
「龍神録プログラミングの館」というサイトでも勉強させてもらっています。
これらのサイトは c 言語の知識だけで読み進めることができるので気になる人は見て
みてください。

左の図は自分の作って
いるシューティングです。
弾にあたると死にはしますが、
まだペナルティがありません。
（いわゆるゾンビ状態）
ボムなども実装してないので
まだゲームっぽくないですね。
自機キャラクターのチップ、
敵チップ、弾、背景、得点ボ
ード、エフェクトは自分の手
で描いているのですが、気が変わったらまた描き直そうかなと思います。
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ゲーム BGM について
さて、最後にゲームの BGM の作り方に関して書きます。ゲームを作る上で BGM
は必須ですからね。自分は楽器経験が全くなく、まともに音符も読めないような者な
ので、自分の作曲方法は正確なものだとはいえませんので参考程度に見てください。
まず、作曲するにはどのようなソフトを使えばよいのでしょうか？自分は domino と
いう作曲ソフトを使っています。domino は初心者でも使えるような設計になってお
り、わかりやすいので自分はいつも使っています。domino でわからないことがあっ
たら、自分で何とかするより、ネットで調べることをおすすめします。なぜなら、

domino にはたくさんの機能があり、自分で何とかしようとすると莫大な時間がかか
ってしまうからです。
そして、自分のような音楽初心者はまともに楽器もひけないので、作曲の本を買い
ました。秋山公良著の「作曲の教科書」という本です。この本は専門的な用語をあま
り使わずに読みやすい文で書かれています。しかし、ある程度の音楽の知識（コード
など）が必要とされています。そのため、わからないことがあったら、その都度ネッ
トで調べる必要がありました。
では作曲の仕方を紹介します。
自分の作曲の方法は

①
②
③
④

コードを打ち込む
メロディを打ち込む
ドラムを打ち込む
ベースを打ち込む

⑤ ギターを打ち込む
⑥ ストリングスを打ち込む
⑦ ①~⑥で作った曲を繰り返させる
いつもこれでやっているというわけではないのですが、今回はこれでやってみましょ
う。
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① コードを打ち込む
コードを知らない人はネットで調べてください。コードがつながったものがコード進
行です。コード進行には著作権がないので幅広く使われています。作曲をする上で便
利な手段なので使ってみましょう。今回は王道進行の中のイチロクニーゴー（１６２
５）をつかってみます。

打ち込むとこのようになります。

② メロディを打ち込む
メロディはコードを重視します。他のトラックに変えて、オニオンスキン機能を使っ
て下のように打ち込みました。

③ ドラムを打ち込む
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ハイハット：X

X

X

スネア

：

S

バス

：B

B

X

X

X

X

X

S
B

B

シンプルですが,それっぽくなります。

④ ベースを打ち込む

ベースはコードにそってメロディを意識しながら打ち込みます。こちらもオニオンス
キン機能を使っています。
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⑤ ギターを打ち込む

ベースパートをコピペして少しいじります。オニオンスキン機能をつかってます。１
オクターブあげます。

⑥ ストリングスを打ち込む

最初と同じコードを一小節分伸ばしただけです。

⑦ ①~⑥で作った曲を繰り返させる
Tab キーを押すと下のような画面になります。
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下のようにドラッグして囲みます。

Ctrl キーを押しながらドラッグするとコピーできます。

このようにすると簡単に繰り返しできるようになります。これを一つのパートとして、
さらに他のパートをつなげていき、調節することで曲ができます。
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Hearts of Iron II Darkest Hour のススメ
By なかむ

まず、これは何かというと PC ゲームである。では何のゲームかというと一言でい
うならかなりディープな歴史シミュレーションだ。ただし、ただの TBS (Turn-Based
Strategy：ターン制で順番が決まっているシミュレーションゲーム、日本で SLG って
言 っ た ら 大 体 こ っ ち 、 フ ァ イ ア ー エ ム ブ レ ム と か ) で は な く RTS(Real-Time
Strategy：リアルタイムでゲームが進行するシミュレーションゲーム)である。
元々は Heart of Iron II(以下 HoI2 と呼称する)という第二次世界大戦を元にした歴
史 RTS の MOD(Modification：ゲームの改造データ集)の１つが派生して 1 つのゲーム
になったものである。
販売は HoI2 開発と同じパラドックスインタラクティブ(Paradox
Interactive：スウェーデンのゲーム会社、主に RTS を開発・販売)であり、要は公式
MOD だ。元となった HoI2 が 2005 年発売、HoI2DH が 2011 年発売ということもあ
って、Windows7 以降の OS では動作保証がされていない(ただ、7 や 8 では普通に遊
べるため問題はないかと。10 は所持してないので分からない)。
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Q.このゲームの魅力は何？
A.私が感じた魅力は 3 つある。1 つは第二次世界大戦時の日本や各国がどのような状
況だったのかが良く分かるという点だ。資源、工業力、人口、政治的立ち位置などが
かなり細かく設定されていてどのように歴史が流れていったか非常のよく分かる。

図 1.世界 map
基本はこの画面になる。

2 つ目は圧倒的な情報量の多さとそれに比例する操作出来る項目の多さである。例
を上げていこう。まず、技術、工業力、外交、資源や人口などといった概念がある。
技術がなければ時代遅れな兵器しか生産できないし、資源があっても工業力がなけれ
ばそもそも生産できない。逆もまた然り。兵隊を維持するためにはその兵隊に補給が
必要である、つまり補給や輸送という概念が存在する。飲まず食わずで構わない兵隊
はいないのだ。戦争をすれば国民が不満を持つ。不満が溜まれば反乱するし、他国の
土地を占領してもその土地の住人に反乱を起こされる。自国だけで資源を賄うことが
できるのはごく少数の国家だけであり、大抵の国家は他の国と仲良くしなければすぐ
干上がってしまう。資源がなくなると工場を稼働できずに国民に不満が溜まり、軍隊
は補給を受けられず徐々に減っていく。そこに攻めこまれたら一瞬で国家滅亡だ。軍
の強さと同じくらい外交や政治的駆け引きは重要なのだ。その戦略性が面白い。
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図 2.研究画面

図 3.外交画面

自国の研究を推し進めるべし

他国と仲良くやろう

最後は男心をくすぐられる兵器群や戦闘だ。歩兵、戦車、航空機、軍艦や軍事ドク
トリン(doctrine：基本原則)を研究・開発し配備して史実ではあり得なかった軍隊をつ
くり上げるのは心が踊る。百万を超える陸軍同士の戦闘や数十隻の戦艦・空母にその
護衛艦を大艦隊同士の海戦なんてのも発生する。ただし、戦闘描写はかなりあっさり
なので拍子抜けする可能性も……。

図 4.戦闘画面
かなりあっさり
Q.面白い？
A.非常に難しい点だ。嵌まる人は数百時間プレイしても飽きないが、それ以外の人は
基本操作を覚える前に飽きてしまうだろう。チマチマとした作業プレイや戦略ゲーム
が好きな人は嵌りやすいと思う。ただ、日本人ゲーマー向けではないのは確かである。
実際、日本での人気はいまいちだ。
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Q.ゲームの説明は易しい？
A．答えは NO だ。公式では説明不足なところが多く、基本的に wiki を見ながらプレ
イする形になる。そもそもチュートリアルがチュートリアルになっていない。
Q.購入方法は？
A.DL 販売でのみ購入できる。
公式サイト paradox store(URL：https://www.paradoxplaza.com/games)や
Steam、AmazonDL などで購入可能だ。
Q.日本語版がないのだけれど…
A.そんなものはない。前はサイバーフロントという会社が日本語ローカライズ版を発
売していたのだが倒産してしまったため、現在日本語版は購入不可能だと思っていい。
ただ、日本語化 MOD が存在しそれを導入することで日本語化が可能だ。Wiki の日本
語化 MOD のページに”Steam 版は無理”のようなことが書いてあるが、普通に Steam
版でも日本語化できるので安心して欲しい。
Q.プレイするためのハードル高い、高くない？
A.高い。ただ、動画サイトなどで先人のプレイ動画などを見て面白そうだと思ったな
ら購入する価値は充分にあると思う。
ここまで長々と書いてきたが要はこのゲームは面白いということだ。ただ、癖がか
なり強いゲームなので購入する前にプレイ動画を観ることを強く勧める。ついでに
wiki も必読だ。このゲームの”癖”が気に入った人は是非プレイしてもらいたい。何百
時間という時間がこのゲームに吸い取られることだろう。
また、Heart of Iron シリーズの Heart of Iron III も存在するのでそちらをプレイし
てみるのも良いかもしれない。
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ビッグウェーブに乗るだけの記事
平日
スターライトステ―ジ、人気すごいですね．Twitter で初めてスクリーンショットを
見た時はデレマスも本家みたいになったのかな？と思ってたんですが，まさか音ゲー
として出てくるとは．僕もプロデューサー業としてアイドルを高く売っては安く買う
ことに時間を費やし続けてきた時期があるので，こうアニメ化やらなんやらの流れに
は感慨深いものがありますね！
つっても，まあモバゲーの立ち絵流用するだけしてーみたいなやつなんでしょ？

すごい

すごいなおい
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なんだこれまじかよ、一人一人のモデルがいちいち可愛すぎるだろ！！モバゲーの
ときは CM でゲーム画面なんか一切流されなかった程度のゲーム性だったのに，滅茶
苦茶しっかりゲームしてるやん！！これしかも一部 SR 以上のキャラは特製衣装アン
ドソロ曲までついてくるとか射幸心煽りまくってじゃぶじゃぶ課金させたくなるよう
なこの仕様死人がでるのでは？アニメ見てないから知らない曲しか無いんじゃないと
おもいきや，初期の頃のキャラソンまで入ってるとか〜〜〜〜〜っか〜〜〜〜〜〜ｳﾋｮ
〜〜〜〜〜〜！！！
バンナムと Cygames が共同開発した『アイドルマスタースターライトステージ』
，や
るしかない！みんなもやろう！下に書いてある数字は僕の招待コードっす，しゃっす．

✝✝✝

249521323

✝✝✝

じゃあすっかり音ゲーをやりたくなったところで、音ゲーを作っていきましょうか．
デレステ？？そんなもの閉店だよ閉店，これからお前が打つのは招待コードじゃなく
てプログラミングコードになるんだからな．
そもそもまず音ゲーってなんぞやという話をします．本稿では，音ゲーを『画面に
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いろいろ現れてくる何かを音楽のリズムにあわせてシャンシャンとかウィーンとかす
るゲーム』という定義で進めさせていただきます．というところから基本的に一人で
スコアをハイにするのがゲームの目標ですね．せいぜいスコアを競う程度の対戦型が
あるくらいでシステムとしてはそんな複雑なものにはならないと思います．なので，
大体の音ゲーにも共通する基本的な文法にしたがっていけば，あとはゲームデザイン
勝負がメインなのかなって気がします．
基本？基本的な音ゲーってなに？？・・・と考えた時，どういうものが思い浮かび
ますか？・・・譜面が一方向から流れてきてー・・・なんかカーソルに譜面が重なっ
た瞬間シャンシャンして・・・体力とかスコア・・・はめんどいからあとでいいとし
て・・・シャンシャンにもルールをつけて・・・みたいなもんじゃないですか？イメ
ージはドンしかない太鼓の達人かな？音ゲーなんて所詮そんなもんだよ，ハハハ．
で、音ゲーの怖いところはこれを安直に実装しただけだとなーーーー

ーーんにも面白く無いクソみたいなクソゲーが出来るだけなんです
よね．おれはきもちよくなりたいだけなのに色々音ゲー前提の知識を入れながら，ハ
ードの限界と闘いながら，なんで、こんなリズム感不完全燃焼マシーン作らければい
けないんだ，生きてるのと同じくらい辛い．
なので、この記事では音ゲー作る上で気をつけないといけないことはなんなの〜？
さっさとカタルシスに浸るしすできるような内容を書いていきます．僕も頑張るから
君も頑張れ．
最初，何で作るかという問題があって，気持ちよく作れればなんでもいいんですが，
今回音ゲーを作るのに使用してる言語は「Processing」というやつを使ってます．

https://processing.org/
これ，もとは Java によって書かれててアプリ実行時も Java のコンパイラが使われま
す，といっても動作速度がきになるということはありませんが，先月(2015 年 9 月執筆)
ようやく 3.0 の beta 版が出てきたところなので暇な時に試したいですね．Processing が
役に立つ例，とにかくデザインしてぇー，めんどくさいプロジェクト管理やライブラ
リの追加とかしないで，さっさと画面右端中心に 20px の円を描きてぇ〜な〜〜〜〜．
Processing『 ellipse(width,height/2,20,20) 』
僕『やった〜〜〜〜〜！！！！』
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とにかくプリミティブな図形が簡単に描きまくれます，2D だけでなく OpenGL 上で
3D 描写しまくれます．setup()と draw()ループ(update()はない)でプログラムが呼び出さ
れるので感覚的に描写しまくれます．もっときもちよくなろう．
音声に関してもある程度の機能が備わってて，通常他の言語にも備わっている基本
的な再生入出力だけでなく，音楽を fft してバックにビュンビュン動くヒストグラムを
表示させることもできる・・・つまり音ゲーがつくれる．
あと，Processing は確かに android でもすぐに移行できるけど，俺は絶対に android で
音ゲーなんかやらないからな！！あんな多様な機種に合わせた開発ができるわけない
だろ！！！ただし最近のゲーム会社はそんなこともあり機種間のズレを自動で補正シ
てくれるシステムの開発をどんどんすすめているらしい，CEDEC でもそんなこと書い
てあった気がするので気になった場合は，各自，Google で検索しましょう．

ちなみにこんなかんじのものを作りました．丸い奴が音符です，で赤い線は bpm に
合わせて流れるようにしています，コッチは気にしないでください．譜面に従って音
符を流しそれシャンシャンするといったシステムにすれば最低限ゲームといえるでし
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ょうか．ページとモチベーションの都合上プログラムをいちいち書いたりするのはし
ません、が最初だけどんな感じなのか見せるために音符クラスのコードを書いておき
ますね．

class Note{
int x, y; // X-coordinate, y-coordinate
int diameter; // Diameter of the circle
float speed; // Distance moved each frame
Note(int xpos, int ypos, int dia, float sp) {
x = xpos;
y = ypos;
diameter = dia;
speed = sp;
}
void update(){
x-=speed; //to left side
}
void display(){
ellipse(x, y, diameter, diameter);
}
}
音符を weblio 英和辞書したところ上記したクラス名がヒットしたので命名しました．
これ的外れな役とかだったら普通に恥ずかしいな、だからあんまりコードとか人に見
せたくないんだよな〜〜
実際に一回音符が流れるプログラム

Note note;
void setup(){
size(320,240);
note=new Note(width,height/2,16,2.0);
}
void draw(){
background(255);
note.update();
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note.display();
}

描写するとこんなかんじ
そ，れっぽ〜い．あとはコレを配列なり ArrayList なりで管理するようにすればどん
な譜面でも表現できますね．
しかし，今のままだと実際にプレイした時タイミングがズレにズレまくります．ど
うしてでしょうか？例えば，通常 60fps でアプリケーションが動作したとして，音楽の
再生やエフェクトの描写などをした時に 40fps まで処理速度が落ちた時，先ほどのプロ
グラムは，通常 1 秒間に 60*speed 変数進みますが，40fps の時は 40*speed 変数しか進
みません．ズレてしまうのは当たり前だった．
そのための解決策としてフレームではなく秒を使います，アプリ立ち上げ時からの
累計ミリ秒 milis()を使って音符の移動距離計算してを位置管理すればズレません．こ
の方法，最初はガタガタになるんじゃないかと思ったんですが， 移動距離は整数型の
変数なので大丈夫でしたね．移動距離 d を導出する式は以下の通りです．
d=int((1.0/float(BASE_FPS))*(milis()-note.gTime)*note.speed);
BASE_FPS//プレイする際の通常 FPS 定数
note.gTime//音符の生成時間
note.speed//音符のスピード
あとは先ほどと同じように位置 x から引いてあげれば毎フレームただし位置に音符
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を合わせることができます．疲れてきた
そして，後に流れてきた音符をシャーンっとするところ．音ゲーの Marvelous とか
Cool とか Bad とかの判定のアレです．ここも先ほどの時間を使って各判定に用いれば
フレームに依存しない形でやっていけますね．
しつもんでーす，譜面とかはどうやってつくるの〜？
csv,txt,xml 何でもいいんじゃないかと思います．ぱっと見管理しやすいのは csv です．
例えば一行目に音符の開始フレーム，二行目に音符の種類と言った感じでやっていけ
ますね．ちなみに processing は Table クラスがデフォルトで存在しているのでそちらを
使えば csv のファイル入出力は簡単にできます．
以上のことが全部出来たら最低限の音ゲーができたと思います．どうせこの後あち
こちいじりながら変えることになるってわかっているならあんまり無駄に作りこまな
いほうがいいです，ショックも少ないし．僕は譜面をプレイしながら自由に変えられ
る edit モードとか実装しちゃったけど，対応させるのが面倒くさすぎてしんでます．
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音符をクリックするとずらすことができるファンクション
今回作ったアプリのコードをこちらに挙げておくので需要があると感じたらどうぞ
https://github.com/gomeifuku/heartsound

あのままだとただ丸が右から流れてくるだけの音？ゲー？？なので，デザインを考
えましょう．
こちらが現在の進捗，忙しくてまだ出来てませんごめんなさい．コンセプトは心音の
リズムに合わせて生き延びようって感じです．リアル志向でやろうと思っているので
ミスったり後になればなるほど心音が早くなって正確にシャンシャンするのが難しく
なります．なんか画面が寂しいので色や背景をとりどりする必要がありますね．色彩
センスがほしいな〜〜．
おわり
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今まで触れた Linux ディストリビューションについて
TJJ
私が Linux に初めて触れたのは中学１年生の２月の頃だと思います．
Windows98SE が搭載されたノートパソコンを用いてどこまでこのパソコン
を最大限に使えるかということに挑戦していました．メモリが 96MB，HDD
は 6GB，CPU は Celeron 450MHz のおんぼろ PC ですが，中学時代に何本かの
Linux ディストリビューションを挑戦して満足する結果は出ませんでした．
しかし，その中でも例え Windows98SE が消え失せても今日でも活躍すること
ができる OS を見つけ出しました．それは Damn Small Linux です．略すと
DSL です．この Linux は日本語版でも１２０MB に達しないほどのコンパクト
な OS なので非力なマシンでも動作します．メモリは最低１６MB あれば動作
します．CPU もメモリ１６MB が搭載されたパソコンの CPU のレベルでも動作
します．メモリが６４MB 以上あれば軽快に動作すると言われており，使っ
てみるとほぼ Windows と変わらないぐらいで，Windows98SE よりも軽いです．
動画や音楽，ネットサーフィン様々なことが DSL を用いることで可能です．
ネットサーフィンに関しては，Windows のサポートが切れたバージョンの
Windows が搭載されていたパソコンでも，DSL をインストールすることでウ
イルスにも悩まずに快適にネットサーフィンを楽しめます．

DSL４．４のデスクトップ画面（Wikipedia より引用)

24

しかし，DSL にも欠点があります．それは，コンパイラを自分でインスト
ールしなければならないということです．Linux は何百ものディストリビュ
ーションがあるため Windows のようにダブルクリックだけでインストール
することができないディストリビューションが多いわけです．したがって，
ソースコードをソフト製作者のサイトまで行き，ダウンロードし，標準でイ
ンストールされているコンパイラでコンパイルして使わなければなりませ
ん．残念ながら DSL にはコンパイラが無いのです．これは，私が思うに致命
的なことです．私の趣味であるプログラミングもできません．コンパイラさ
えあれば問題ないです．つまり，コンパイラをまずインストールすることで
古いパソコンに命を新しく吹きこむことができるのです．

DSL の他にも Linux ディストリビューションを試したことがあるので，私
にとって印象が深いディストリビューションを紹介します．
まず，私が今使っている Linux である KNOPPIX です．KNOPPIX は，ライブ
CD/DVD の中で群を抜いてデバイス検出率が高い Linux です．ライブ CD/DVD
とは，
CD/DVD をパソコンに入れ電源を入れるだけで起動する OS のことです．
KNOPPIX はデバイス検出率が高いので，レスキュー用として用いられること
があります．

KNOPPI
X7.0 の
デスクトップ画面
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私が思うに，KNOPPIX には DVD 版があり，これをインストールすれば苦労
しないと思います．DVD 版は CD 版と比べて圧倒的にソフトウェア数が多く，
インターネットに接続できない環境でも楽しめるほどのゲームがインスト
ールされています．動作も軽快で，パソコンにメモリが５１２MB 以上搭載
されていれば問題なく軽快に動作します．KNOPPIX の日本語版は，産業技術
総合研究所で開発されてきましたが，KNOPPIX7.2.0 を最後に開発中止とな
りました．ちょうど私がこの記事を書いている環境は KNOPPIX7.0.3 なので，
また，この記事を書いている時に開発中止のことを調べて知ったので衝撃を
受けました．本家のドイツ語版の KNOPPIX の開発は続いており，英語版も開
発が継続されています．日本語版がなくなるのは私にとって寂しく思う限り
です．
今までライブ CD/DVD の Linux を取り上げてきましたが，１枚のフロッピ
ーディスクで起動する 1FDLinux である HAL91 を紹介します．今ではフロッ
ピーディスクは化石みたいものですが，全盛期のときには HAL91 のような 1
枚のフロッピーディスクからパソコンを起動できる Linux が作られました．
今でも古いパソコンを使い続けるために，1FDLinux が用いることでルータ
ー専用機などにされています．
HAL９１には，日本語版はありません．しかし，1 枚のフロッピーディス
クからパソコンを起動できるので申し分ないと思います．HAL９１のロゴは，
名前から察するように，映画「2001 年宇宙の旅」に登場する人工知能を搭
載したコンピュータの HAL9100 のカメラ部分と同じような気がします．
機能は最小限に抑えられており，ゲーム，オフィスソフト，コンパイルまで
もインストールされていません．インストールされているのは，Linux の標
準的なコマンドや HDD の領域を定めるパーティションソフトなど，ほぼレス
キュー用の機能だけのソフトだけです．
最後に，Linux シェアトップの Ubuntu を紹介します．Ubuntu は，ライブ
CD/DVD でもありますが，主にパソコンにインストールして使用します．ま
ず，第一印象として，インターフェイスがかっこいいということです．具体
的には，ウィンドウを閉じると炎を上げて消えたり，半透明のメニュー画面
が現れたり，KNOPPIX でも同様なことはできますが Ubuntu はデザインが徹
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底されています．

Ubuntu１５．０４のデスクトップ画面(SOFTPEDIA から引用)

Ubuntu も KNOPPIX と同様に Debian 系の Linux なので，ソフトウェアも充
実しており，動画，音楽，文書編集，ネットサーフィンなどほぼ Windows
と同じように楽しむことができます．欠点としては，インターフェイスが良
いのですが Unity という環境で動作しているので低スペックのパソコンに
インストールするのは控えたほうが良いと思います．低スペックのパソコン
でも動作するように開発された Ubuntu の兄弟バージョンがあり，Xubuntu
や Lubuntu などがあります．
世の中には，Linux ディストリビューションが何百何千とあります．パソ
コンは日々進化していますが，１０年前ほどの成長率ほど成長率が鈍化して
いるため，Linux をインストールすることで１０年前のパソコンでも動画を
見たり，ネットサーフィンを楽しむことができます．ちなみに私は，記事の
中でも書きましたが，KNOPPIX を利用しており，１０年前に製造されたパソ
コンでこの記事を書いています．パソコンのスペックに見合った Linux をイ
ンストールすることでパソコンをできるだけ捨てずに利用することができ
ます．また，ジャンク PC やネットオークションを利用することで，１万円
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以内でネットサーフィンや動画を見ることができるほどのパソコンを作る
ことができます．
今一度，押入れにしまわれている古いパソコンに新しい命を Linux を用い
て吹き込んでみてはどうでしょうか．
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みんなでやろうキャラゲー人狼
ろうらいと
「人狼ゲーム」といえば、近年では TV 番組やインターネット配信で芸能人や有
名人がプレイするようになったこともあり、実際にプレイしたことはなくてもルー
ルを知っていたり名前を聞いたことはあったりする人が多くなってきたように思
う。
そこで今回は、既存のマンガ・ゲーム作品の世界観をモチーフにした、普通のも
のとはちょっと異なるルールの人狼ゲームを 2 つ紹介したい。以下では、人狼ゲー
ムで使われる用語が登場するが、あまり難しい用語やローカルな用語は登場しない
（と思う）ので細かな説明については割愛する。また、私自身が一般的な人狼ゲー
ム（以下『本家』と呼ぶことにする）をプレイしたことが無いので、間違った情報
が記載されていても大目に見てもらいたい。
・「DEATH NOTE -デスノート- キラゲーム」
最初に紹介するのは、週刊少年ジャンプで連載されていた人気マンガ「DEATH
NOTE」をモチーフにした人狼ゲーム「DEATH NOTE -デスノート- キラゲーム」
だ。

画像を見てもらえば分かると思うが、このゲームはニンテンドーDS 専用ソフト
として 2007 年 2 月 15 日に KONAMI から発売されたコンシューマーゲームソフト
である。本家人狼は実際にプレイヤー同士が対面してプレイしたり、Skype 等のチ
ャット機能を用いてプレイしたり、最近ではスマートフォンアプリを使ってプレイ
したりするなど様々なプレイ方法があるが、いずれにしても基本的には複数人のプ
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レイヤーが揃っていないと成立しない。しかしこのゲームは 1 人用モードが主なモ
ードであるため、友達が居ない場合プレイヤーが揃っていない場合でも楽しむこと
ができる。
このゲームではキラ陣営（本家の狼陣営）と L 陣営（本家の村人陣営）に分かれ
てプレイを行う。話し合い → 投票の多数決による逮捕 → キラの裁き が 1 ター
ンで行われ、キラ陣営は L を逮捕するか L を裁きで殺すことができれば勝利、L 陣
営はキラを逮捕することができれば勝利、というルールの、ぶっちゃけて言えばキ
ラ陣営がかなり有利なクソゲーである。キャラクター毎に必殺発言（必殺技）があ
り、対象者の疑惑を帳消しにしたり対象者に発言をできなくさせたりするなど様々
な効果があるが、上位互換の必殺発言があったり使い道が殆ど無い必殺発言があっ
たりするのでキャラクター間のバランスも取れている とは言い難い。さすが
KONAMI。
ただし、デスノートのキャラゲーとして見れば悪くはない要素もいくつかある。
例えば、ストーリーモードは原作７巻の L 死亡までで構成されているが、隠しシナ
リオの if ストーリーとして L が勝利するルートが存在する。また、捜査本部のキャ
ラクターだけでなく夜神粧裕や奈南川零司、更には隠しキャラとしてストーリーモ
ードの時系列的に登場しないメロや魅上照などのキャラクターを使用することが
できる。
そもそも私がこのゲームを知ったきっかけは、発売当時に実写映画やアニメの影
響で DEATH NOTE にハマっていたからである。そして、このゲームがきっかけで
「人狼ゲーム」というものを知ることができた。だからこそこのゲームには特別な
思い入れがあるし、クソゲーと揶揄されることがありながらも今でも時折プレイし
てしまう。クソゲー好きや DEATH NOTE 好きの人狼プレイヤーには、ぜひ一度こ
のゲームを遊んでもらいたい。そしてあわよくば一緒に通信対戦をしてみたい。ソ
フトが揃っていないと通信対戦できない不自由さもさすが KONAMI。また、この
ゲームを基にして更にゲーム性を高めた複数対人のキラゲームが mixi のコミュニ
ティで親しまれているらしい。もしこのゲームにハマったのであれば、そちらのほ
うに参加してみるのもいいのではないだろうか。
・「人狼系なりきり推理ゲーム ダンガンロンパ 1・2 超高校級の人狼」
次に紹介するのは、PSP や PS Vita などで発売されている人気ゲーム「ダンガン
ロンパ」シリーズをモチーフにした人狼ゲーム「人狼系なりきり推理ゲーム ダン
ガンロンパ 1・2 超高校級の人狼」だ。
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このゲームは、製作協力アークライト、発売元アルジャーノンプロダクトで製作
された、カードを使用したテーブルゲームである。コンシューマーゲームソフトで
はなく、実際に複数対人で行うテーブルゲームである、という点においては、先述
したキラゲームよりも本家人狼に近いものがある。
このゲームでは絶望陣営（本家の狼陣営）と希望陣営（本家の村人陣営）と超高
校級の絶望陣営（本家の狐陣営のような第三陣営）に分かれてプレイを行う。クロ
（本家の狼）による襲撃 → 話し合い → （クロの襲撃で死亡者が出ていた場合の
み）投票の多数決による処刑 が 1 ターンで行われ、クロ陣営はクロが規定人数を
殺害した上で最後の処刑の後まで生き残っていれば勝利、シロ陣営はクロを処刑す
れば勝利、超高校級の絶望陣営は自身が処刑されれば勝利となっている。
キャラクター毎に固有の特殊能力があり、3 日目まで襲撃死しない「超高校級の
幸運」や誰かがクロによって襲撃されたとき身代わりに自身が襲撃対象となること
ができる「超高校級のゲーマー」など、原作ゲームのストーリーや各キャラクター
の性格を踏襲したものになっている。また、1 人最大 2 枚までアイテムカードを所
持することができ、所有者が襲撃された際に自動で襲撃を無効化してくれる「希望
のカケラ」や投票で処刑されても会話にのみ参加し続けることができる「水晶のド
クロ」など、こちらも様々な効果が存在する。能力やアイテムの存在によって、基
本的には希望陣営が有利となっているが、能力が使えないモードや能力・アイテム
共に使えない本家人狼に近いモードでも遊ぶことができる。
これまで説明した内容だが、実際にプレイしている様子を見せながら分かりやす
く遊び方を解説してくれている動画がニコニコ動画にアップロードされている
（ http://www.nicovideo.jp/watch/sm22506150 ）ので、こちらをぜひ参考にして
欲しい。ストーリー仕立てになっているので、原作ゲームをプレイしたことがある
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人であればより一層楽しんで視聴できるはずだ。
このゲームを実際にプレイする際は、使用するキャラクターになりきってプレイ
するのが自身も他のプレイヤーも最も楽しめる遊び方だと思う。キャラクターにな
りきることによって、面識のないプレイヤーと遊ぶ際でも発言することの難しさや
気恥ずかしさが軽減されるし、実際にそのキャラクターが生きているかのような臨
場感が出て盛り上がるからだ。このゲームは発売元のアルジャーノンプロダクトが
公式でプレイイベントを開催してくれているし、それ以外の非公式のプレイイベン
トもいくつか開催されている。こういった機会を活かして、ダンガンロンパを遊ん
だことのあるプレイヤーにも、本家人狼ゲームを極めたプレイヤーにもぜひ遊んで
もらいたい。
最後に、このようなにわか知識を披露した記事を読んでくださったことに感謝す
ると共に、今回紹介した人狼ゲームや原作作品を楽しんでくれる人が 1 人でも増え
てくれることを期待して、今回の担当記事を締めることとする。

32

SSD のための環境設定をまとめてみた
rhango

I.

SSD って？

ソリッドステートドライブ（SSD）とはフラッシュメモリを使用した記憶装置で，
ハードディスクドライブ（HDD）の代わりとして使うことができる．SSD を使う利点
はなによりもデータの転送速度の速さにある．HDD は磁気ディスクの読み取る部分ま
で移動してデータを読み取るが，SSD には物理的に移動する必要がないため高速な通
信ができる．しかし，SSD は高価で容量が少なく，またデータを書き込むたびに素子
が劣化して寿命を削っているという欠点がある．そのため，読み取りが主な OS やプ
ログラムは SSD，大規模な容量が必要なデータは HDD に入れるという使い方をして
いる人が多い．自分もそのひとりだ．

II. はじめに
最近では SSD が入っているノート PC も多くなった．また価格も下がってきたため，
HDD から SSD に交換をする人もいるだろう．SSD は一般に普及しはじめている．し
かし SSD は比較的新しい技術であり，SSD に対して最適な設定を OS がすべてやって
くれるわけではない．そのため SSD を使う人の参考になるような設定を，OS を再イ
ンストールするついでにまとめてみた．
ただ，ある程度は OS が設定をしてくれるし，欠点の寿命も大分改良されているた
め，ユーザーがわざわざ設定しなくても十分使える．設定が面倒という人は気にしな
くてもいい．

III. 注意
設定は Windows7 のデスクトップ PC でのみ確認したため，ほかの環境では異なる
場合がある．Windows8 についてはある程度情報が得られたため記載するが，自分で
は確認していない．また，ノート PC でも同じ操作で設定できると思うが注意してほ
しい．
設定ではレジストリをいじる部分がある．レジストリの操作は誤ると PC が壊れる
可能性があり危険だ．前もってバックアップやシステムのイメージを作成することを
おすすめする．最低でも復元ポイントの作成程度はしておいた方がよい．復元はまれ
に失敗することがあるので注意（体験談）
．
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IV. 設定
＜無難な設定＞
デメリットがそれほどない設定．OS が自動で行ってくれるものも多い．

1. SSD が SATA3 につながっているかの確認
SSD の接続方法には IDE と SATA があり，SATA はさらに SATA，SATA2，SATA3
に分かれる．転送速度は旧規格の IDE が最も遅く，SATA は数字の順に速くなってい
る．SSD の転送速度をいかすため，なるべく速いものにつなぎたい．最近の PC はた
いてい SATA2 か SATA3 だが，SATA2 の速度は SSD よりも遅いため SSD の性能を
存分に発揮できない．そのため，SSD をつなぐなら SATA3 である（SATA2 につない
だ場合でも HDD よりは速い）
．
接続規格の確認はマザーボードの仕様がわかれば簡単だが，ノート PC の場合はお
そらくそのような情報は公開されていない．そのため，何らかのソフトによって確認
するのが楽だと思われる．

2. SATA のモードの確認
SATA のモードには IDE，AHCI，RAID が存在する．IDE モードは IDE の互換性
を保ったもの．故に遅い．そのため AHCI か RAID かだが，普通に使うなら AHCI で
いい．RAID の説明については割愛．
自分のノート PC（VAIO）で確認してみたところ，BIOS に SATA モードを変更す
る項目がなかった．そのため，メーカーによっては変更できないかもしれない．

モードの確認方法
① コントロールパネル > システムとセキュリティ > システム
② システム > デバイスマネージャ
③ 「IDE ATA/ATAPI コントローラ」の項を展開
④ 「～SATA AHCI Controller」
があれば AHCI モード
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IDE モードだった場合は BIOS から変更する必要がある．ただ，単純に変更するだ
けでは AHCI のドライバが無効になっているため，Windows が正常に起動できない．
そのため，AHCI モードに変更してから OS を再インストールする必要がある，と思
いきや，この問題の解決策は Microsoft から提供されている．
・ブートドライブの SATA モードを変更した後にエラーメッセージが表示される
https://support.microsoft.com/ja-jp/kb/922976
こちらのサイトの操作を行った後，BIOS を起動して AHCI モードに変更する．サイ
トには 2 通りの方法が載っているが，ここではレジストリをいじる方法を紹介する．

モードの変更方法
① 「プログラムとファイルの検索」から regedit.exe を起動
② HKEY_LOCAL_MACHINE¥System¥CurrentControlSet¥Services¥Msahci
③ 中に「Start」があるので，右クリックして「修正」
④ 「値のデータ」を 0 にして「OK」
⑤ 再起動して，BIOS を起動
⑥ IDE から AHCI に変更し，保存して再起動
※BIOS の開き方は，起動時「Windows を起動しています」が出る前に「F2」か「Delete」
あたりを連打していればたぶん出る．

3. Superfetch/Prefetch を無効化（Windows8 では有効化しておく）
「Superfetch」や「Prefetch」はよく使うデータをあらかじめキャッシュに読み込
んでおく機能である．しかし読み込み速度の速い SSD には必要ないため，無効化する
ことが推奨されている．
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自動で行う場合
① コントロールパネル > システムとセキュリティ > システム
② 「Windows エクスペリエンスインデックス」で評価を確認
③ 評価が 5.9 以下だと HDD，6.5 以上だと SSD と OS が判断し，SSD と判断され
た場合は再起動後自動的に無効化してくれる

手動で行う場合

① コンピューターの管理 > サービスとアプリケーション > サービス
② 「Superfetch」を探してプロパティを開く
③ 「スタートアップの種類」を「無効」にして再起動
④ レジストリエディタを開く
⑤ HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Control¥SessionManager
¥Memory Management¥PrefetchParameters
⑥ 「EnablePrefetcher」と「EnableSuperfetch」をダブルクリック
⑦ 「値のデータ」を 0 にして再起動
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再起動後は「C:¥Windows¥Prefetch」に Prefetch が有効だったときのキャッシュが
残っているため，中身をすべて捨てる．

4. デフラグスケジュールから SSD を外す（Windows8 では外さない）
デフラグとは断片化したデータを配置し直してひとまとめにする機能で，断片化に
よって低下した HDD の速度を回復することができる．しかし，SSD は断片化で速度
の低下は起こらないため，デフラグを行っても寿命が縮むだけで意味がない．
通常 OS が SSD であることを認識して，
自動的にデフラグスケジュールから外れる．

スケジュールの確認方法
① 「プログラムとファイルの検索」から「ディスク デフラグ ツール」を起動
② SSD のドライブがスケジュールから外されていることを確認

37

5. Trim が有効になっているかの確認
「Trim」は SSD の書き込み速度の低下を防ぐもので，デフォルトで有効である．

確認方法
① すべてのプログラム > アクセサリ
② 「コマンドプロンプト」を右クリックして「管理者として実行」
③ > fsutil behavior query DisableDeleteNotify
④ 「DisableDeleteNotify」が 0 なら Trim が有効，1 なら無効
⑤ 無効だった場合は，以下のコマンドを入力することで有効になる．
> fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0

＜人による設定＞
SSD の使用容量や，SSD への書き込みをなるべく減らしたい人向けの設定．多くが
HDD にデータを移す設定であるため，転送速度は落ちてしまう．

1. ユーザーフォルダの移動
ユーザーフォルダの「マイドキュメント」や「ダウンロード」を移動する．

移動方法
① あらかじめ移動先にフォルダを作成する
② 移動したいフォルダで右クリックから
「プロパティ」を開く
③ 「場所」タブの「移動」から作成したフ
ォルダを選択する
④ 「OK」を押して「すべてを移動する」で
「はい」を選ぶ．
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2. 一時ファイルの移動
さまざまなプログラムが一時ファイルを置くために使う Temp フォルダの場所を変
更する．

変更方法
① システム > システムの詳細設定 >
システムのプロパティ
② 「詳細設定」タブ > 環境変数
③ 「ユーザー環境変数」と「システム環
境変数」の「TEMP」と「TMP」を「編
集」
④ 変更先のフォルダのパスに書き換える
※変更先のフォルダはすべて同じ場所でも構わない．

3. 仮想メモリの設定
仮想メモリ（ページングファイル）を移動したり縮小したりする．デフォルトの設
定では物理メモリのサイズが大きいほど仮想メモリも大きくなるため，変更した方が
よい．

設定方法
① システムのプロパティ > 「詳細設定」
タブ > 「パフォーマンス」の「設定」
② 「詳細設定」タブ > 「仮想メモリ」の
「変更」
③ 「すべてのドライブのページングファ
イルのサイズを自動的に管理する」のチ
ェックを外す
④ ドライブを選択し，そのドライブのペー
ジングファイルサイズを設定
※システム管理サイズは自動設定．
※合計のファイルサイズを 0 にすると不安定になる可能性があるため，おすすめしな
い（Windows8 は少なくとも 1GB 必要らしい）．
※物理メモリのサイズによるが，2GB 程度あれば十分だと思われる．
※断片化を防ぐために，初期サイズと最大サイズは同じにした方がよい．
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4. 休止機能の無効化
PC を休止状態（ハイバネーション）にすると，メモリのデータは「hiberfil.sys」と
いうファイルに保存される．そのため，メモリサイズが大きいほどこのファイルも大
きくなる．休止機能を無効化してもスリープは使用できるため，それほど不便にはな
らない．

無効化の方法
① 管理者権限でコマンドプロンプトを起動
② > powercfg.exe /h off
※有効に戻したい場合は上のコマンドの「off」を「on」にして入力する．
※無効になっているかを確認するには以下のコマンドを入力．
> powercfg.exe /a

5. システムの復元のサイズの調節
「システムの復元」が使用する容量を設定する．容量を削りすぎるといざという時
に困るため，おすすめしない．

設定方法
① 「システム」から「システムの
保護」を開く
② ドライブを選択して，
「構成」を
クリック
③ 出てきたウィンドウで設定でき
る
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6. 光学ドライブの一時ファイルとキャッシュの場所の移動
Windows には CD，DVD，BD に書き込むためのライティング機能が標準搭載され
ている．この機能で書き込むファイルを選択する際「CD/DVD プレイヤーで使用する」
を選ぶと，データは C ドライブに一時ファイルとして保存される．またこのファイル
とは別に，書き込む際にキャッシュを作成する．

一時ファイルの場所の変更

① レジストリエディタを開く
② HKEY_CURRENT_USER¥Software¥Microsoft¥Windows¥CurrentVersion¥Explor
er¥User Shell Folders
③ 右側の欄から「CD Burning」を探す
④ 無ければ，右クリック→「新規」→「展開可能な文字列」を選択し，名前を「CD
Burning」として作成する
⑤ 「CD Burning」を右クリック→「修正」
⑥ 「値のデータ」に移動先のフォルダのパスを入力
⑦ 再起動

キャッシュのドライブの変更
① 光学ドライブを右クリック→「プロパ
ティ」→「書き込み」タブ
② 「ディスクに書き込むファイルを一
時的に～」から移動先のドライブを選
択
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7. 各アプリケーションの一時ファイルの移動
ブラウザなどの一時ファイルの場所を変更する．それぞれ個別に対応する必要があ
るため割愛．

8. その他の設定
メリットがあまり大きくないため割愛．
・ファイルインデックスの停止
・8.3 形式（MS-DOS 形式）のファイル名の生成を無効化
・最終アクセス日時の更新の停止
・エラー情報・デバック情報・ダンプファイル作成を無効化

V.

参考

この記事は備忘録のようなものなので，以上の説明だけでは分かりづらい部分も多
いと思う．そのため，以下に参考にしたサイトを載せておく．実際に設定を行う際は
これらのサイトを参照してほしい．
・【2015 年版】Windows7 における SSD の設定方法と最適化
http://pssection9.com/archives/19750096.html
・Windows 7/8.x 時代の“SSD 最適化”テクニック(設定方法)まとめ
http://128bit.blog41.fc2.com/blog-entry-356.html
・はじめての PC Life Windows7 用 SSD 最適化設定まとめ
http://firstpclife02.blog9.fc2.com/blog-entry-109.html
・SSD の最適化設定 | Windows 高速化（XP/Vista/7/8 対応）
http://jisaku-pc.net/speed/category/win_soku/ssd
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VESTA で鉱物の結晶構造を表示する
mori
VESTA(Visualization for Electronic and STructual Analysis)とは、結晶の原子の配列
を観賞できるフリーソフトです。公式サイトによると、
「結晶構造、電子・核密度等の三
次元データ、及び結晶外形の可視化プログラム」だそうです。鉱物とか物性とか物質系の人が
たまに使っていると思います（たぶん）
。フリーソフトなので、公式サイトから誰でもインスト
ールできます（非商用の場合のみ）
。今回は、いくつかの鉱物結晶を表示させたいと思います。

VESTA では、CIF ファイルという 3D 結晶モデルのファイルを読み込んで使います。CIF は、
American Mineralogist Crystal Structure Database というサイトからダウンロードできます。

たとえば、岩塩（halite, 塩化ナトリウム）のデータがほしいときは、このサイトで halite を検
索します。すると、誰かが作ってくれた halite の CIF がいくつか出てくるのでどれかひとつを
ダウンロードします。
それでは、VESTA を起動して、File→Open と操作し、今ダウンロードしてきた halite の CIF
を表示させます。

43

これで、halite の結晶構造が表示されました。Na イオンと Cl イオンが規則正しく配列してい
ることがわかります。VESTA では、このような結晶を回転させていろんな角度から見ることが
できます。
次は、黒雲母（biotite）を表示させてみます。

biotite は、SiO4 を主として、Al や Mg、K、Fe のイオンで構成されています。この図では、
SiO4 を四面体表示させてあります。黒雲母は、シート状にはがれやすいという性質があること
で知られていますが、この原子の配列をみると、たしかにシート状の構造をしていることがわ
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かります。
ほかにシート状の構造をもつ物質で有名なのは、鉛筆の芯に使われているグラファイトだと
思います。よく炭素元素のみからなる物質（単体）でも、炭素元素同士の結合の仕方によって
違う物質ができると高校の化学の教科書に書いてある気がしますが、そういう結合の違いも
VESTA で確認することができます。

左がグラファイト、右がダイヤモンドです。

このように、適切な CIF が見つかれば、VESTA をつかって結晶構造を自由に表示すること
ができます。原子の数を増やしたり、原子の結合を棒で表したり、原子の比率を表示させたり、
原子間の距離を測ったり、2 方向のなす角度を測ったり、などなどいろいろできます。研究や授
業で使うわけでなくても、結晶の原子の配列をなめまわすように見たい！という人は、ちょっ
といじるだけでも楽しいと思います。もっといい化学系のソフトもあると思いますが、この
VESTA は無料でいろいろできるので、趣味で眺めるのもいいかもしれません。

参考 HP
VESTA
http://jp-minerals.org/vesta/jp/
American Mineralogist Crystal Structure Database
http://rruff.geo.arizona.edu/AMS/amcsd.php
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2015/09/10

皆もパワプロサクセスアプリやろう！

.rain
前半：未プレイ向けの iOS/Android 版『実況パワフルプロ野球』の紹介記事です。

◎どんなゲーム？
CONAMI の実況パワフルプロ野球というゲームで毎度おなじみのサクセスがスマホのアプリとして登場しま
した。
簡単に言うと、野球部の高校生を育てて、プロ野球選手を目指すゲームです。
2 年の夏まで 125km/h の速球しか投げられなかった主人公が 3 年の夏には 160km/h の剛速球を投げられるよ
うになっていたり、突如甲子園に出現した無名高校が、一人の選手の全打席ホームランによって優勝に導かれた
りする、ドラマ溢れる高校野球サクセスストーリー。
育てた選手でチームを作り、他の人が作ったチームと試合することもできます。(相手チームの操作は AI)

◎サクセスモード
○高校選択
サクセスモードは、選手を育成するモードです。今現在 6 つの高校で育成できます。

･
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各高校の特徴を説明すると、
･パワフル高校 … 最もスタンダードな高校、固有の仲間と練習することで、より成長できる。
･瞬鋭高校 … お約束のライバル高校、試験で 1 軍まで上がり、仲間を集めて甲子園を目指す。
･北雪高校 … 女性でしかデッキを組めない。女の子とイチャイチャしていると何故か野球が上手くなる。
･青道高校 … 男性でしかデッキを組めない。男の子とイチャイチャしていると普通に野球が上手くなる。
･SG 高校 … 民間の警備会社が経営する高校。独自のカリキュラム「護衛任務」をこなしつつ練習する。
･覇堂高校 … もう一つのライバル高校、炎のキャプテンとなって、部員達と共に燃え盛る練習をする。

○イベントデッキ
プレイヤーはサクセスをする前にイベントデッキを組みます。イベントデッキに組み込んだイベントキャラは、
その高校の選手として、サクセス中に登場します。完成する選手はこのイベントデッキの構築によって大きく変
わります。

↑イベントデッキの例
自分のイベキャラ 5 枚とフレンドのイベキャラ 1 枚の
計 6 枚で構成される。

このデッキを用いて作成した選手→

○イベントキャラについて
イベントキャラには（N、PN、R、PR、SR、PSR）の 6 種類のレア度があります。
このうち、N、PN はほとんど使い物になりません。R 以上から実用レベルだと思います。
後に書くスタジアムモードというもので、月に 1 枚確定で SR を手に入れることができ、2 ヶ月に 1 度くらいの
頻度で SR 確定レアガチャというものがあり、月に 1 回程度、確実に SR を貰えるイベントがあります。（ゲーム
中で入手できるパワーストーンはこの SR 確定レアガチャとイベントに取っておくといいと思います。）
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○サクセスメイン画面
①セクション残りターン
②学年・月・週
③体力
④やる気
⑤入手アイテム
⑥MENU
⑦自分の状態
⑧選手の能力
⑨休むコマンド
⑩練習コマンド
⑪能力アップ
⑫通院
⑬遊ぶ
⑭デート
⑮ログ
⑯オート ON/OFF
⑰スキップ ON/OFF
⑱ショートカット ON/OFF

○サクセスで選手育成
・練習
選手の能力を上げるには経験点が必要となる。経験点を得るために練習を行っていこう。
・イベント
サクセス中は、選手の能力やストーリーの進行を左右する、さまざまなイベントが発生する。
・休む
練習やイベントなどで体力を消耗することがある。体力が減っているとケガをするので、こまめに回復しよう。
・遊ぶ
やる気をあげたり、赤特を取得したりすることができる。ほとんど使わない。
・デート
彼女がいる場合、デートに誘うことができる。デートでは、体力を回復したり、経験点を貰える。
・試合
練習試合、地区大会、甲子園がある。結果によって、貰える経験点の量が変動する。
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・ドラフト
スカウトの前で練習したり、試合で活躍すると、スカウトの評価があがり、ドラフトで指名される。ドラフトで
指名されなくても選手として残るが、高順位で指名されるほど経験点が貰える。

◎スタジアムモード
サクセスで作った選手でマイチームを編成することが出来ます。
スタジアムモードでは、このマイチームで他の人が作ったチームと対戦することが出来ます。
ここでは、先ほど作成した ALL B 君をチームの中堅手として配置しました。
試しに知り合いのチームと対戦してみました。

負けた…
スタジアムでは、試合結果に基づいて、ストアコインが貰え、ストアコインで色々なアイテムを購入することが
出来ます。このストアコインで『SR ガチャチケット』というものが購入でき、これを使うとランダムで 1 枚、SR
イベントキャラが手に入ります。

◎前半のまとめ
パワフル高校などは 30 分程度でサクセスが終わるため、従来の据え置き機のサクセスに比べかなりお手軽にな
っていると思います。基本無料()なので、試しにやってみてはどうでしょうか。
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後半：ここからパワプロサクセスアプリを始めた初心者に向けて

◎SR イベキャラの個人的当たり紹介（LV.35 基準）
スタッフ
マネージャーは多少優劣があるものの、全員優秀。
・氷上聡里 … 全イベキャラ中最高の当たりと言っても過言ではない。経験点お化け。ひかみん。
・木場静火 … 氷上聡里に経験点こそ劣るが回復が１回多い。金特が取りやすいのもいい。木場ネキ。
・明星雪華 … 体力回復お化け。氷上聡里と組み合わせて氷雪二股が主流。かわいい。せっちゃん。
・春乃千優 … 投手育成では強い。特に瞬鋭高校で投手育成するなら必須レベル。ちゆちゃん。
・エミリ … 金特が『代打の神様』なのが良い。告白イベが 2 回なのがつらいか。エミー。
・京野小筆 … 同じ前イベに氷上聡里が居ることや、告白イベが 2 回など色々つらい。こふっ･･･。

球速
査定や、スタジアムの兼ね合いから球速自体が微妙。その中で成宮は技術も稼げる有能。
・成宮鳴 … タッグ練習で技術を結構貰えるのがおいしい。金特『ドクターＫ』で下位コツがあるのも◎

コントロール
浜崎庄司以外はみんなそこそこ使える。自分のデッキにあったキャラを選ぼう。
・久方怜 … コツが無いので技術精神が稼げる。金特が『鉄腕』の次に費用対効果が高い『脅威の切れ味』

スタミナ
先発投手を作るためには 1 人は欲しい。スタミナのタッグ練習で球速用の筋力も賄える。
・烏丸剛充 … 強力な星井スバルとのコンボ。
『不屈の魂』と下位コツが入手可。ただし瞬鋭では弱い。とりまる。
・沢村栄純 … 初期評価が低いのがきつい。先発を作るなら上限開放や PSR などを使いたい。
・三島優太 … 金特は無いが、初期評価が高いのが強み。安定してスタミナを上げられる。ミッシーマ。

変化球
投手の要。変化球が得意なキャラは是非複数欲しい。
・早川あおい … 太刀川とコンボあり。固有ボーナスでタッグ練習がえげつない。三角フラスコ。
・星井スバル … あおいとはオリ変が喧嘩するので一緒には入れたくない。よく炎上する。星屑。
・太刀川広巳 … 初期評価が高く、安定した変化点供給器。特能お化けかつ全部有能。太刀川ネキ。
・丹波光一郎 … 初期評価が高い。金特が『脅威の切れ味』かつ所持コツが『キレ○』のみ。ハゲ。
・神高龍 … やる気 100%テーブルなので、タッグが強い。『低め○』、『奪三振』両方強い。マザコン。
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打撃
小湊春市以外はみんなそこそこ使える（？）。才賀が特出して強い。
・才賀侑人 … 初期評価が高い。所持コツが優秀。イベントの経験点が多い。固有持ち。金特強い。
・神宮寺光 … やる気テーブルでタッグ強い。コツ、アベヒのみ。『伝説のサヨナラ男』で査定底上げ。

筋力
パワーは査定が高いことに加え、サクセスでホームランが打ちやすくなる関係上 1 体は欲しい。
・東條小次郎、轟雷市、大空美代子、清本和重、滝本太郎、マキシマム=池田=クリスティン
… アーチスト筋力達。全員が下位コツ『パワーヒッター』を持つ。使い分けよう。
・香本富久雄 … 初期評価が高い。査定増し『鉄の壁』。イベントで体力がモリモリ回復する。デブ。
・宇土幹久 … 初期評価が高い。査定増し『重戦車』。コツがパワヒのみなので安定してる。ウッディ。

走塁
走力キャラは基本的に強くない。川星ほむらと八尺巫女子の 2 強、もっと言うと川星ほむら 1 強。
・川星ほむら … エピローグで大量経験点をくれる。『気迫ヘッド』で査定増し。おほむ、ほむほむ。
・八尺巫女子 … エピローグで経験点をくれる。複イベで体力上限 up+回復。二股要員。ハッチ。

肩力
肩力は、今までのパワプロシリーズで肩精神理論が猛威をふるったためか、人数自体が少ない。
・友沢亮 … コツがパワヒ、アベヒ、肩力のみ。そんなに強くないのだが SG 高校でスナイパーなのが良い。
・九十九宇宙 … イベントが優秀。外野手育成専用？SG 高校でスナイパーな野手は友沢と九十九のみ。

守備
守備を得意練習としている野手は最も多く、その分色々なキャラが存在する。
・猪狩進 … 初期評価が高い。アベヒ、広角打法持ち。守備コツで精神節約。『球界の頭脳』。スッス。
・六道聖 … 初期評価高い、タッグ強い。『ささやき戦術』「言い訳をする人間に進歩はないぞ。」。親方。
・小湊亮介 … やる気 100%テーブル、金特確定とかなり強力。コツデパートなのが欠点。お兄さん。
・田中山太郎 … やる気 100%テーブル、金特は確定でない代わりに積極守備をくれる。佐藤岡。
・水鳥忍 … 『ささやき戦術』。聖は後イベ、水鳥は前イベ。唯一の対左投手○持ちなので氷上と相性○
・城井伯斎 … lv20 試合経験点持ち。コツが少なく、イベントが割りと優秀。経験点デッキで使いたい。

精神
精神キャラはそこまで重要度は高くない。けど、居ると精神練習で回復できたり重宝する。
・小平陽向 … lv20 試合経験点持ち。木場静火とは、金特の下位コツを相互補完する。可愛い。きゅん。
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・多田野樹 … 捕手限定。自身が『鉄の壁』をくれ、キャッチャー育成時に不足しがちな精神を補える。

まとめ
2015/09/10 の時点でイベントキャラは 103 体います。上記に挙げたキャラクターは 40 体なので、残りの 63 体
は使えないのか？というと、もちろんそんなことは無いです。イベントデッキは 6 体のキャラの組み合わせなの
で、弱点を持っているキャラクターもそれを補えるようなデッキを組めればきっと輝けると思います。

◎前イベ、後イベとは？
各イベキャラには前イベ、後イベなるものが設定されています。ゲーム内での週（9 月 1 週など）の練習など
をする前に起こるイベントが前イベ、練習などをしたあとに起こるイベントを後イベと呼びます。イベントデッ
キを組む際には、基本的に、前イベ 3 人、後イベ 3 人となるようにデッキを組みます。前イベ 1 人、後イベ 5 人
などのアンバランスなことをすると、前イベのキャラクターのイベントは即終わって、後イベは全然終わらない
といった感じになってしまいます。

イベキャラ イベントタイミング表

引用：おんＪパワプロアプリ部 まとめ wiki

http://www9.atwiki.jp/onjpawapuroappclub/

イベントの数はイベキャラによって違います。イベントの数が多い後イベキャラを 2 体使いたい場合、前イベ
キャラを 4 体にするなどバランスをとってもいいと思います。
特に、エピローグイベントを持つ川星ほむらは前イベたったの 3 回、パピヨンは後イベたったの 2 回という、
脅威の少なさです。このイベントの少なさもあり、川星ほむらは強キャラとして君臨しています。
（パピヨンはエ
ピローグイベントの経験点がそこまででもないのでそこそこの強さ）

52

◎ボーナステーブルについて
各イベキャラにはボーナステーブルというものが存在し、このボーナステーブルによって、サクセス中での役
割が異なります。
大きく分けて 8 つのテーブルに分けられます。（例外がだんだん増えてきています）

1.やる気 100%テーブル … 矢部、田中山、轟など
通称、矢部テーブル。タッグ練習が非常に強力なテーブル。初期評価は 45 と低めなので、早めに初期評価を上
げておきたい。個人的には、一番ポテンシャルが高いテーブル。上限開放し、lv45 にできると試合経験点ボーナ
スまで付くので、上限開放込みなら最強と言っても差し支えないだろう。

2.初期評価 35 テーブル … 浜崎、猛田、川星など
通称、団長テーブル。初期評価があまりにも低いため、残念なテーブル。このテーブルに属している多くのイ
ベキャラは無能の謗りを免れない。しかしながら、タッグ練習自体はなかなか強力。上手く使えば活躍してくれ
るかもしれない。

3.初期評価 75 テーブル … 太刀川、三島、宇土など
通称、ホモテーブル。最もイベキャラが多く属しているテーブル。初期評価が一番高いテーブルで、サクセス
序盤から、コツをくれたり、タッグ練習できたりするため、なかなか使いやすく、強力なテーブル。

4.経験点ボーナステーブル … 滝本、早川、友沢など
通称、滝本テーブル。一緒に練習すると、得意練習でなくても経験点を増やしてくれるテーブル。そこそこの
タッグの強さで、そこそこのテーブル。

5.コツイベントテーブル … 猪狩守、山口、蛇島など
コツイベントの発生率が上がり、コツで貰える経験点が増える。タッグ練習があまりに弱いため、現状最弱の
テーブルと言われている。

6.試合経験点テーブル … 久方、星井、小平など
特筆すべきは、lv20 のボーナス、試合経験点 10%アップである。文字通り試合の経験点を 10%アップしてくれ
る。このボーナスは加算ではなく乗算なため、イベントデッキにこのテーブルのイベキャラを入れれば入れるほ
ど強くなる。試合経験点デッキで検索すれば色々なデッキ例が出てくるだろう。

7.北雪テーブル … 美園、八尺、小嵐
美園、八尺、小嵐の 3 人のテーブル。選手兼彼女キャラである彼女達専用のテーブルである。
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8.マネージャーテーブル … 京野、春野、明星、氷上、エミリ、木場静
マネージャー専用のテーブルである。一緒に練習すると体力の消費とケガ率を抑えてくれる。

◎査定増し増し
チームランクを上げるには、選手の査定値を上げる必要がある。（ちなみに私はＡランクになったばかり）
査定を上げたいのに、上がらない、という方は以下の点に注目してみてもらいたい。
・野手基礎能力は『パワー>ミート>走力=肩力=守備>捕球』の順に査定効率が高い。
・投手基礎能力は『変化球>>その他』なので、変化球を上げまれば査定Ｓの投手が出来る。
・超特殊能力は弱い特殊能力の上位能力ほど、査定効率が高い。

金特に関しては、例えば、アーチストと気迫ヘッドを比べた場合、
パワーヒッターは査定 70、必要経験点 251
アーチストまで取るとは査定 98、必要経験点 502（必要経験点はコツ 0 の状態）
なのに対して、
ヘッドスライディングは査定 14、必要経験点 63
気迫ヘッドまで取ると査定 84、必要経験点は 126（必要経験点はコツ 0 の状態）
となる。
パワーヒッターはそれだけで査定が 70 もあり、アーチスト自体の価値は査定 28 しかないのに対し、気迫ヘッ
ドはそれ自体に査定 70 の価値があり、なおかつ、めちゃくちゃ安いのである。
金特は、強いほど査定が低く、弱いほど査定が高いというあべこべ状態なのである。

基礎能力や特殊能力の査定について、もっと詳しく知りたい人は、
『Lucy's Blog』http://lucy-ssr.tumblr.com/
この方のブログを是非見てみてください。非常に良くまとめてあります。

◎後半まとめ
後半は、個人的に有能と思うイベキャラとその理由、前イベ後イベ、ボーナステーブル、査定増しについて触れ
ました。正直、査定増しについてはもっともっと書きたいことがあるし、イベントデッキについても色々なテン
プレを紹介しようと思っていました。あとは、各高校の色々な留意するべき点とか、とにかく、パワプロアプリ
についてはなしたいことがいっぱいあって、その中の一部を適当に書いた見にくい長文となってしまいました。
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RPG ダメージ計算式導出における標本採取回数
SKL
RPG のダメージ計算式で最も単純な計算式がアルテリオス計算式だろう。

(ダメージ)  (攻撃力)  (防御力)
1983 年日本物産より発売されたファミコン用 RPG ソフト「アルテリオス」の計算
式が上式のように攻撃する側の攻撃力から、攻撃を受ける側の防御力を除算した値が
そのままダメージに等しいという単純極まりない式となっている。
しかし、この計算式はゲームバランスを崩壊させる問題のある計算式としてよく挙
げられる。プレイヤーの攻撃力が一定以上まで上がらないと敵に対してまともにダメ
ージが通らなくなる、もしくは逆にプレイヤーの攻撃力がある一定値を上回れば簡単
に敵を倒せるようになるなど、適切なゲームバランスを保つための適正レベルの範囲
が非常に狭くなってしまうことが多いからだ。 *
このようなことが起きることを考慮したのかどうか定かではないが、RPG のダメー
ジ計算式には、ある程度適正レベルに遊びを持たせるためダメージに乱数で幅を利か
せることが多々ある。例えば有名なドラゴンクエストのダメージ計算式は

(ダメージ)  {(

攻撃力
防御力
15 17
)(
)}  ( ~ )
2
4
16 16

**

となっており、全く同じ条件で攻撃した場合でもダメージは一律ではなく 3 通り観測
されることになる。ポケモンの場合ダメージ計算式は

(ダメージ)  {（

攻撃側のレベル  2
技威力  攻撃力
 2) 
 2}  (0.85 ~ 1.00)
5
防御力  50

であるから 16 通りのダメージが観測される。***
この乱数がゲームバランスを改善するかどうかはさておき、少なくとも RPG のダメ
ージ計算式導出においては非常に厄介となる要素であることは間違いない。何故か？
まず RPG のダメージ式導出は同一の条件でダメージ標本をとり、その後条件を変化さ
せていきダメージとの相関を求めるというのが一般的な手法だと筆者は認識している。
しかしダメージ計算式に乱数が絡みダメージに分散が生じると、相関を求めるにも支
障が出るだろうし、何より標本抽出回数によっては取りうるダメージ標本全てを観測
できるとは限らないという問題が起こることは目に見えて分かる。

*アルテリオス計算式を導入しているにも関わらずバランスの取れたゲームも存在する。要は
ステータスの割り振りの方がゲームバランスには重要ということである。
**ナンバリングによっては 6/8~9/8 の補正がかかる。
***実際にはここにタイプ相性補正・同一タイプ補正が掛かるがここでは割愛した。
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そこで今回は乱数幅に対する適切な標本抽出回数を求めてみた。より一般的な状況
にも対応できるよう乱数幅 m に対して、その乱数全てを観測するために必要と思われ
る標本抽出回数 n を考える。
なお乱数は一様乱数であると仮定して話を進める。先述の通り適正レベルにメリハ
リをつけるのが乱数を導入する目的だとするなら、やはり全ての乱数は等確率で起こ
り得ると考えるべきだろう。
m 個の入賞口*があるパチンコに n 個の玉を入れる、もしくは偏りのない m 面サイ
コロを n 回振る状況を想像すると今回考えることを理解しやすくなるかもしれない。
このような状況で全ての事象が少なくとも一回ずつ起こる確率を求めることが最終目
標となる(パチンコなら全ての入賞口に少なくとも玉が 1 個は入る確率。サイコロなら
全ての面が少なくとも 1 回は出る確率)。**
1 2 3 ・・・ n

1

2

3

4 ・・・・・・・・・・ m-1 m

確率を少しでも嗜んだことがあるなら、問題文の「少なくとも」という言葉は余事
象を導入するキーワードだと気づくだろう。全ての事象が少なくとも 1 回は起こる確
率は、全確率 1 から何れかの事象が起こらない確率を除算した余事象に等しい。

(全ての標本を観測する確率)  1  (何れかの標本を観測しない確率)

*ここで言いたいのは玉が落ちていく穴のことである。パチンコについては無知なので詳しい
名称については御容赦願いたい。
**当然のことながら n  m が成り立つという前提での話である。
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今回起こり得る事象は m 通りであるから m 通りの事象の内、何れかの事象を観測し
ない確率を求めればよい。
まずは m 通りの事象の内、起こらない事象が取り得る数を考える。
ここで先程のパチンコやサイコロの例を思い起こしてみる。極端な話パチンコなら 1
つの入賞口に n 個全ての玉が入る、サイコロなら 1 つの目が n 回出る可能性も存在す
るため事象は最大で m－1 通りが起こらない。逆に m－1 通りの事象が起こり、残り
１通りの事象は n 回の施行で起こらず仕舞いという状況も起こり得ることを考えれば、
m 通りの事象の内最小で 1 通り、最大で m－1 通りの事象が起こらないことが分かる。
次に「何れかの標本を観測しない確率」を具体的に求めてみる。
簡単のために乱数幅 m=2、つまりコインを導入する。コイントスから取れる標本は
言うまでもなく「表」と「裏」である。n 回コイントスを行った時、
「表か裏が出ない」
という確率 P(B)は P(A1)を「表が出ない」という確率、P(A2)を「裏が出ない」という
確率とすると、P(B)は P(A1)と P(A2)の和事象であり

P( B)  P( A1  A2 )  P( A1 )  P( A2 )  P( A1  A2 )
となることは明らかだ。*

P(A1)

P( A1  A2 )

P(A2)

*ただしコインの場合、2 個の事象の内起こらない事象は 1 通りしかないため、P(A1)と P(A2)
は排反であり

P( A1  A2 )  0
となる。
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では m=3 の場合はどうなるか？先程と同様にして考えると、何れかの事象が起こらな
い確率は

P( B)  P( A1  A2  A3 )  P( A1 )  P( A2 )  P( A3 )  P( A1  A2 )  P( A2  A3 )  P( A3  A1 )
 P( A1  A2  A3 )
となる。
こうして m の値を増やしていった場合一般に

P( A1  A2    Am )   P( Ai )   P( Ai  A j ) 
i j

i

 P( A  A

i  j k

i

j

 Ak )  

  (1) m1 P( A1  A2   Am )
となることが知られている。
この式は何を意味しているか？まず左辺は当然ながら「何れかの標本を観測しない確
率」である。右辺は第一項が m 通りの事象の内 1 通りを観測しない確率、第二項が m
通りの事象の内 2 通りを観測しない確率・・・となっており、それが m－1 項まで続
いている。
先述したように起こらない事象が取り得る数は 1～m－1 である。これらを併せて考え
ると、右辺は

(1通りの事象を観測しない確率)  (2通り~)＋(3通り~)  (1) m2 (m  1通り~)
となっていると推測できる。
右辺を計算し簡単な形に変形してみる。まずは第一項、m 通りの事象の内 1 通りの
事象を観測しない確率を考える。これは n 回の標本採取において m 通りの事象の内 1
通りの事象が観測されない確率と、m 通りの事象から 1 通りの事象を選び出す組み合
わせとの積
m

C1  (

m 1 n
)
m

が解となる。2 通りの事象を観測しない確率も同様にして考えれば
m

C2  (

m2 n
)
m

となることから右辺は
m C1  (

m 1
m 1 n
m2 n
m3 n
mi n
)  m C2  (
)  m C3  (
)     (1) i 1  m Ci  (
)
m
m
m
m
i 1

となる。
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「何れかの標本を観測しない確率」が具体的に求まった。この余事象が、求めたい
「全ての標本を観測する確率」なので
m 1

(全ての標本を観測する確率)  1  { (1) i 1  m Ci  (
i 1

m 1

 1   (1) i  m Ci  (
i 1

mi n
) }
m

mi n
)
m

となる。この計算を m=3, 16, 32 の場合において以下のようなプログラムで計算し、
確率が 99%になるまで標本採取回数を増やしていった。
module subprog

program main

implicit none

use subprog

contains

implicit none

function combination(x, y) result(C)

real(8) P, C, Q

integer,intent(in) :: x, y

integer m, n, i

integer j

write(*,'(a,$)')'Input m:'

real(8) C

read(*,*) m

C = 1.d0

n=m

do j = 1, y

do

C = C * (dble(x) - dble(j) + 1)

do i = 1, m-1

/ dble(j)

Q = 0.d0

end do

C = combination(m, i)

end function combination

Q = Q + (-1)**i * C * ((dble(m) -

end module subprog

dble(i)) / dble(m))**n
end do
P=1+Q
if(P >= 0.99) then
exit

! P :: 全ての標本を観測する確率

!m :: 乱数幅

end if

!n :: 標本採取回数

print*, n, P

!function combination :: 組み合わせを求める関数

P = 0.d0

!

y

x Cy  
j 1

x  j 1
j

n=n+1
end do
print *, n, P
end program main
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標本採取回数・全ての標本を観測する確率の相関をグラフ化すると以下のようになった。
(縦軸：すべての標本を観測する確率

横軸：標本採取回数)
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このグラフから明らかなように m=3、つまりドラゴンクエストのダメージ標本は 14
回ほど標本採取を行えば全て回収できると予測できる。この程度なら問題はないが、
ポケモンのように乱数幅が 16 となると確実に全ての標本を観測するには 100 回、ファ
イナルファンタジーX のように乱数幅が 32 の場合 200 を超える採取が必要になると考
えられ、かなりの根気が必要となってくる。
勿論ダメージ計算式導出をするには標本採取を必ずしなければいけないというわけ
ではなく、先述したような有名タイトルであれば攻略本にダメージ計算式が掲載され
ていたりするし、データ解析によって既に計算式が導かれていることもある。シリー
ズ物の計算式を知りたいのなら、過去のシリーズの計算式から類推するといったこと
もできる。そもそも RPG のダメージ計算式は「○○○（RPG のタイトル）計算式」
と検索すれば出てくることが多い。
しかし、大抵の人間が知らないような所謂隠れた名作に魅かれ、そのタイトルを隅々
まで研究したいとなった時、標本採取は避けては通れない道なのである。

61

UTAU で好きなキャラを歌わせてみる
Mercoledì
「UTAU」とは Windows 向けに作成された歌声合成ソフトウェアで、簡単に言うと
「ボーカロイド」みたいなものである。しかし、ボカロと違いデフォルトとされてい
る声だけでなく、自力で録音した声も使えるというところが特徴である。ここでは「録
音した声」を使うまでの紹介をしようと思う。
（但し自分は初心者であるためググった
方が分かりやすいかもしれない）
１．

まずは録音から

最初はひたすら PC に歌わせたい人の声を録音し、音声編集ソフトなどを使ってひ
たすら五十音+α（濁音など）に分け WAV ファイルにする。そして、UTAU をインス
トールすると一緒にある「voice」フォルダの中に、その人物名など分かりやすいフォ
ルダを作って、そこに録音した WAV ファイルを保存する。
２．

原音設定

先ほど録音したのを UTAU に入力しても、ある程度は歌ってくれるが、声が掠れて
いたりと残念な感じなので、「原音設定」というのをしなければならない。
「プロジェクト」→「プロジェクトのプロパティ」で「原音ファイルセット」を設
定したい声を選択したら、上にあるツールバーから「ツール」→「原音の設定」を選
んで、設定したい音を選択したら右下にある「エディタを起動」をクリックする。そ
うすると、このような画面が開いて、細かい設定ができるようになる。
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これはデフォルトで設定してある「そ」の音で、左側の波形が固まっている方が子音
で、右側が母音となっている。ウィンドウ内の両端にある青い部分は発声しないとこ
ろ、左側のピンクの部分は発声で音を伸ばさない場所、白い部分は伸ばすところとな
っている（色は実際にインストールなどをして確認してみてください）。この幅を設定
し、その後「先行発声」や「オーバーラップ」を設定する。
波形の途中にある 2 本の線のうち、右側（ピンク）が「先行発声」で右側（緑）が
「オーバーラップ」である。
「先行発声」は母音と子音の境に設定するが、
「あ」～「お」
と「ん」では設定しない。
「オーバーラップ」は大体左側の無発声の部分から先行発声
までの 3 分の 1 から 2 分の 1 までのところに設定するといいらしい。また、
「オーバー
ラップ」では「か行」「た行」「ぱ行」の無声破裂音には設定しない（細かい理由はグ
グってください）
。中には下図のように母音と子音の境が分からないような音もあるが、

そんな時は左上にある「ｓ」を押すとスペクトラムが表示され、色の違いにより境が
分かるようになる。
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あとはこの作業をひたすら繰り返して全部の音を設定
したら準備完了となる。
この作業はプロパティを開いてから数値を入力した
りしてすることもできるらしいが、そこんとこはよう
わからんので気になる人はググることをお勧めする。

３．

こっからが本番？

あとはこれまでに設定した音を使って、実際に歌わせてみるだけである。ただし、
そのまま音程を合わせても棒読みな感じの歌声にしかならないので、ピッチとかエン
ベロープとかまた色々と設定しなければならないが、今回はここまでにして、機会が
あったらまた紹介しようと思う。というより大体音程を合わせたら「ツール」→「組
み込みツール」→「おま☆かせ」の機能を使って大抵のことはどうにかなるため、そ
れで十分という方はそれでいいと思う。
歌声合成ツール UTAU サポートページ
http://utau2008.web.fc2.com/
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DMM の某覇権ゲームを紹介する
くっしー
「DMM」と「覇権」。タイトルにある二つの文字列だけで聡明な読者諸兄は既にお気
づきのことであろう。私が今回紹介する某覇権ブラウザゲームの名前を。

御城プロジェクトである。

そう、

この DMM が誇る超有名な覇権ゲームを御存じではない、また、名前は当然知ってい
たが御城の持つ覇権の風格と高貴さゆえにプレイを躊躇した、という方々のために、
簡単にだが御城プロジェクトというブラウザゲームの概要やシステム、そして歩んだ
覇権の歴史を説明したいと思う。

 ゲームの概要
日本各地に存在する「お城」を擬人化したキャラを戦わせる、この数年間ですっ
かり DMM 内外に定着した「○○擬人化」系ゲームである。旧日本軍の艦艇を擬
人化して艦隊を組ませて戦わせる某ブラウザゲームと同じ枠である。ともすれば、
「また艦これ人気にあやかった後追いゲーかよ、どうせ中身スカスカのつまんね
ぇキャラ萌えゲーだろ」などという良くない印象を持たれる読者も中には居るだ
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ろう。実際その通りである。だが、待ってほしい。その判断はいささか早計であ
る。では、これを見てからでも同じ考えを持ち続けられるだろうか。

１位

、まさに

覇権の一言である。DMM のブラウザゲームランキングか

ら王者艦これを引きずり降ろしたその実力、もうなんといっても

覇権である。

 ゲームのシステム
「タワーディフェンス」というジャンルのゲームである。しかしこのゲーム
のそれは少し特殊であるので軽く説明する。まず、任意の城娘で部隊（１人
以上 10 人以下）を組み、合戦場（要はステージ）に出陣する。そこでは部隊
のリーダーが「本城」となり、それめがけて攻めてくる敵を全滅させたらこ
ちらの勝利、というルールである。合戦場には最大で本城を含めた 5 人まで
しか配置できず、また一度配置した城娘は場所を変更することもできない。
そして、敵の攻撃で倒され落城したりプレイヤーの判断で撤退させたりした
城娘はそのステージ内では合戦に参加させることはできなくなる。このため、
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プレイヤーには敵の侵攻ルートを予測した高度な戦略が求められる。

↑部隊を組んで ↓合戦開始！

どうだろう、このゲーム滅茶苦茶面白そうじゃん、きっと大人気なんだろう
な、とか思ってはいないだろうか？そうだろう。面白そうだろう。そうなっ
てくると次に気になるのは、この覇権ゲームの歴史ではないだろうか？

 覇権、その歴史
覇権の歴史を紐解くにあたって、御城プロジェクトの非公式攻略 Wiki にちょ
うどいい歴史年表が掲載されていたので拝借させていただく。
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初期のタイトルは「御城コレクション」。某これくしょんを露骨に意識したそ
の姿勢、このゲームを覇権たらしめる所以の一つでもある。大人の事情でタ
イトルは変えられてしまったが。もう少し粘れよ覇権。
サービス開始は 2014 年 11 月 11 日。だがその日から数日は事前登録を行っ
たユーザーしかゲームに入ることができないという問題が発生していた。お
そらく覇権特有の選民思考である。だがそんなことはどうでもいい。この表
で大事なのはその次の項目である。
2015/04/027

サービス停止

そう、この文章を作成している 9 月 9 日現在、御城プロジェクトというブラ
ウザゲームはサービスを停止しているのである。たった 5 ヶ月と覇権の命は
短かった。
ここまで我慢強く文章を追ってきてくれた読者貴兄も、
「なぜサービス終了し
たゲームの紹介なんてしているのか」と戸惑いを隠せないはずだ。大丈夫だ
って言わなくてもわかるから。だがそれにはもちろん深い訳がある。まぁあ
せらないで以下の文章を最後まで読んでみて欲しい。
「平素より御城プロジェクトをプレイいただき、誠にありがとうございます。
お客様から頂戴した貴重なご意見を含め運営チームで問題点等を検討した結
果ゲーム全体の根本的な改修を伴う大幅なリニューアルを行うことを決定し
ました。このリニューアルは大掛かりなものとなるため、ゲームの運営と並
行しながら作業を行うことが困難です。そのため、御城プロジェクトのゲー
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ムサービスを 4/27（月）12 時から今秋まで一時休止させていただきます。お
客様には本リニューアルによってご迷惑をおかけいたしますが、より満足
の高いサービスを提供できるよう努めてまいりますので何卒ご理解いただ
ますようお願い申し上げます。
（太字引用者）
」
この文章は現在の御城プロジェクトのトップページに掲載されている公式か
らのメッセージだ。これを読めばもうおわかりだろう。御城プロジェクトは、
まだ

終わっていない。今はその身に力を蓄えている最中なの

だ。それは以下の画像も物語っている。

これは 9 月 9 日現在の DMM オンラインゲームランキングである。御城プロ
ジェクトは 42 位。驚くことにサービスが停止したゲームでありながら、最下
位に甘んじていないのだ。闇の中で牙を研ぎ、来たるべき再興の時を虎視眈々
と待ち続ける。そんな不撓不屈の精神は覇権の一言に尽きる。
とまぁそんなわけで、「御城プロジェクト～CASTLE DEFENSE～」は覇権なのであ
る。プレイしている時はゲームへの不満はそりゃあ山のようにあったけど（一部除く
レアキャラにしか人権が無いゲームバランスとかトライ＆エラーが致命的にやり辛い
ゲームシステムとか新機能実装するって予告でユーザーに課金を煽っといて結局実装
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しないとか公式ツイッターが大炎上するくらいあった）
、そういったものは秋のリニュ
ーアルで多分解消されるんじゃないかな？というかここまでユーザーの不満大爆発さ
せてサービス一時休止とかやっといて秋に問題が解消されてなかったらそのときは真
の覇権ゲーとして再び歴史に刻みこまれちゃうけど、まさかそんなことはないでしょ
（フラグ）。
ここまで覇権とか言って煽ってきたけど、可愛いキャラクターも（一部）いたし、特
にキャラの SD 絵とか、このページ右下にいるやつみたいなのは結構自分好みだった
りで、なんかこのままこのゲームを完全消滅させるのはちょっと惜しい気がします。
なので、

みんなも秋になったら「城プロ」、やろう！
御城プロジェクト～CASTLE DEFENSE～ - オンラインゲーム - DMM.com
http://www.dmm.com/netgame/social/-/gadgets/=/app_id=149569/
御城プロジェクト -城プロ- 攻略 Wiki
http://wikiwiki.jp/shirocolle/
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変な兵器について
ミリオ
やってみなければ分からないことが世の中には多くあります。そしてそれは兵器の
開発においても例外ではありません。今回は試行錯誤のなかで生まれた、変わった兵
器を紹介していきます。

No.1

「メッサーシュミット Me 323」

これは、メッサーシュミット社によって開発された第二次世界大戦中のドイツの軍
用輸送機です。愛称は「ギガント」。簡単にいうと、巨大輸送用グライダーに６基のエ
ンジンを取り付けたものです。当時実用化されていた輸送機としては驚異的な輸送力
を持っており、軽戦車程度の車輌や 100 人の武装兵士などを運ぶことができました(資
料によっては 25t もある IV 号戦車を輸送できたとするものもあります)。1943 年から
運用され、北アフリカ戦線へ、イタリアから物資を輸送する作戦に用いられましたが、
あまりの巨大さゆえに 1000 馬力級のエンジンでは 6 発を搭載してもアンダーパワーで
あり、低速かつ鈍重なため連合軍戦闘機、または B-25 のような双発爆撃機からの襲撃
を受け、多くの犠牲をだしました。ただし、撃墜するにはエンジンかコックピットに
は

ふ

弾を当てる必要があり、羽布部分は貫通するだけで、ある程度の攻撃を受けても飛行
可能であったため、銃弾を撃ち尽くした連合軍機を尻目に悠々と飛行している、
という事態も初期には珍しくありませんでした。また輸送機にしては多くの機銃を備
えていたため、襲ってきた敵機が返り討ちに遭わされたこともあるそうです。もっと
も攻撃を受ければ飛行に影響はしなくても、輸送中であれば積荷が被弾することにな
るため無意味だったわけではありませんでした。
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No.2 「クーゲルパンツァー」

クーゲルパンツァー（Kugel panzer）は、第二次世界大戦中のドイツで開発された
装甲戦闘車輌です。「クーゲル（Kugel）」とはドイツ語で「ボール」を意味するので、
直訳すると「玉戦車」となります。
ロシアのクビンカ戦車博物館のドイツ車両コーナーに、比較的保存状態の良い車輌
が 1 両だけ収蔵されていますが、「#37」と表記されているのみで殆ど情報はなく、ク
ーゲルパンツァーの詳細については不明な点が多いです。ただし、性能や来歴につい
ては少なくとも下記の 5 つの情報があります。
・ドイツ製で、日本に輸出された。
・1 人乗りの軽偵察車輌。
・ソビエト軍が 1945 年に満州にて鹵獲。
・装甲厚は 5mm。
・動力は単気筒の 2 ストロークエンジン。
車輌の両側に側面装甲と一体となった履帯が谷型の傾斜で装備され、車体背後には
搭乗口と小型の補助輪つきアームがあります。車体保持と旋回はこの補助輪つきアー
ムで行われる一種の三輪自動車であり、第一次世界大戦中に帝政ロシアで試作され
たツァーリ・タンクと同コンセプトの車両です（同時期のドイツにおいても「トレフ
ァスワーゲン」という同コンセプトの車両が試作されています）
。車体前面の覗き窓の
下にはピストルポートと思われる跡があり、そこから機銃による射撃が可能だったと
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考えられています。
開発国のドイツでもクーゲルパンツァー関するデータは残っていません（クルップ
製とする説もあり）
。また唯一の配備先と考えられる日本にも特に運用や戦闘の記録は
残っておらず、鹵獲された時点で戦闘による損傷の類もなかったとされています。装
甲の薄さから上記のように戦闘用ではなく偵察車輌と考えられ、また通信ケーブルの
敷設用車輌とする説もあります。なんとも謎の多い兵器だと感じてしまいます。

No.3 「XFY-1」

↑水平飛行中

XFY は、アメリカ海軍が計画しコンベア社で製作した垂直離着陸戦闘機です。1950
年の仕様に基いてロッキード XFV と競作されました。愛称はポゴ(Pogo)。
ターボプロップエンジンと 2 重反転プロペラを用いる設計で、デルタ翼と機体の上
下の大きな垂直尾翼からなる十字形の機体の後端に車輪をつけて、機体を立たせた

状態から垂直に離陸するいわゆるテールシッター型構想でした。
XFY-1 は飛行船格納庫で繋留テストを繰り返した後、1954 年 8 月に屋外垂直上昇飛
行テストを行い、11 月に垂直上昇から水平飛行への移行を行いました。デルタ翼形式
は、当時のコンベア社が積極的に採用していたものでしたが、急激に失速しないとい
う長所があり、垂直離陸から水平飛行への転換の際に有利に働き、この形式の垂直離
着陸機の翼形としてはぴったりでした。
最終的に、この計画は 1955 年に中止されました。この形式の垂直離着陸では、パイ
ロットは着陸時に地面が見えないため、着陸が非常に困難なものとなり、この問題解
決の見込みが全く立ちませんでした。また、既に超音速機の時代に入っており、亜音
73

速にも届かないこの機体では、同時代の戦闘機に及ばないのが明白となったからでし
た。
参考 URL
http://ja.wikipedia.org/wiki/Me_323_%28%E8%88%AA%E7%A9%BA%E6%A9%9F
%29
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%82%B2%E3%83%AB
%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%84%E3%82%A1%E3%83%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/XFY-1_%28%E8%88%AA%E7%A9%BA%E6%A9%9F%
29
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Team speak3 鯖をサクラ VPS で立ててみた
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①Team speak3 とは？
team speak3 とは動作が軽量なボイスチャットソフト（以下 VC）です。ボイスチ
ャットソフトといえば skype ちゃんが有名でしょうか。
skype でなく Team speak3(以下 TS)を使用するメリット・デメリットとしては以
下のものがあります。
◯メリット
・動作が軽い
・雑音避けができる
・部屋分けが容易
・様々な OS に対応
・人別に音量設定が可能
◯デメリット
・鯖がないと使用できない
・使用者が少ない
・デフォルトが英語
・skype アドオンが使えない
・画面共有ができない
この中でも特に「人別に音量設定可能」はとても便利な機能です。実際、skype
を使っていて不満なのは４人ぐらいで会話していて音量が揃わない時などです
し。
逆に不便な部分は鯖がないと使えないという部分です。クライアントを稼働させ
ている PC で鯖も立てながら通話するという手法もありますが、友人の通話中も
PC を付け続けなければいけないという理由で苦行に近いものです。いや、３時
までその場のノリだけで起き続けなきゃいけないのは苦行です。
という訳で、VPS をレンタルしてそこで TS３鯖を稼働しようというのがこの記
事の目的です。では早速やっていきましょう。
なお、VPS をレンタルするまでの流れは記述しないのでｇｇｒとかして頑張って
ください。
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②本体を手に入れる
まず、TS3 起動用のユーザーを追加します。
root ユーザー以外のユーザーがある人はそちらを使うのもいいと思います。
# useradd ts3
これで OK ですね。
次に本体をダウンロードするために TS3 公式ページに行ってダウンロードしま
す。サクラ VPS の初期設定、cent OS6.0 なら、Linux 欄の Server x86 のダウンロ
ードをクリックしましょう。利用規約等をひと通り終わらせた後で、ダウンロー
ドが始まります。
ダウンロードが完了したら、ささっと FTP でアップロードしちゃいましょう。
ただし、ココでアップロードするときのユーザーには気をつけましょう。別のユ
ーザーだと権限の関係でうまくいかないことがあります。

③解凍する
さて、手に入ったファイルは
「teamspeak3-server_linux-x86-?.?.?.tar.gz」です。余り聞いたことのない拡張子で
すが、これも圧縮ファイルの一つです。
コマンドでさくっと解凍してしまいましょう。
$ tar zxf teamspeak3-server_linux-x86-?.?.?.tar.gz
これで解凍されるはずです。

④起動する
ついに起動です。解凍したディレクトリ下に移動します
$ cd teamspeak3-server_linux-x86
次に起動するコマンドを打ちます
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$ ./ts3server_startscript.sh start
起動すると
-----------------------------------------------------------------I M P O R TAN T
-----------------------------------------------------------------Server Query Admin Acccount created
loginname= "serveradmin", password= "serveradmin 用パスワード"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I M P O R TAN T
-----------------------------------------------------------------ServerAdmin privilege key created, please use it to gain
serveradmin rights for your virtualserver. please
also check the doc/privilegekey_guide.txt for details.
token=プライベートキー
-----------------------------------------------------------------というのがドバドバっと出てきます。コレはサーバー管理及び初回ログインに必
要なパスワードとプライベートキーです。深く考えずに丸ごとメモ帳にでもコピ
ペしちゃいましょう。

⑤接続する
最後にクライアントから接続します。
使っているパソコンに TS３がインストールされてない場合はさくっと公式サイ
トからインストールしてしまいましょう。server でなく、client で bit 数はお使い
のものを選んで下さい。
インストールしたらウィンドウ左上の connect にお使いの鯖の IP アドレスかドメ
インがあればドメインを打ち込み、connect しましょう。
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初回接続ならばトークン入力及び鯖管理者パスワードを入力しなければなりま
せん。④で取得したメモを頼りに打ち込みましょう。
うまく行けば作業終了です。

⑤’うまくいかない場合・・・
クライアントから接続出来ない場合は IP アドレスをまず疑いましょう。そうで
なければ十中八九はポート開放ができてないのが原因だったりします。VPS なら
開ける過程はあまりする必要はなかったりもしますが、つながらない時は調べて
みましょう
# netstat -antp | grep ts3
このコマンドで tcp ポートの 10011 と 30033 が LISTEN になってれば OK です。

⑥最後に
これで、TS３の準備は出来ました。一緒にゲームするもよし。アニメを見て人
の話を聞かないのもよし。昔話に花を咲かせるもよしです。存分に快適 VC ライ
フを楽しみましょう。
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LoL レーニングについて 書き殴り
ジロット
どうも、魔境観戦ガチ煽り勢 NA Silver 1 0LP です。今回はレーニングについて簡単
に殴り書きします。
私はふんわりとした精神論が嫌いなので全部数値で示します。順番は適当です。思い
つくたび書き足してるだけですので。
状況次第という魔法の言葉があるので適宜使っていってください。全パターンを書く
のは無理です。基本 soloQ について考えます。
日本語おかしくても気にしないでください。年刊の締め切り間際に書いたので。大切
なのは内容です。ここまでで予防線張り終えました。
① トレード・All-In 中にポーションをこする
これが低レベル時の生死を分けます。15 秒かけて Health を 150 回復する。大体の
champ の lv1 のスキルの基礎ダメは 60,70 で aa が 50 ちょいくらい。要するにスキルや
AA２～３発分相手より多く受けられます。これがどれほどの有利か分からないなら一
生ブロンズです。ignite が[50 + 20 × Level]なのでサモスペ一つ打ち消せます。15
秒かけてなので 150 は殴り合い中には全て回復しきることは少ないですが 70~80 くら
い回復すれば十分有利です。それに相手を殴り殺したあとに minion シャワーや ignite
で死ぬということが dangerous game の回復と合わさり少なくなります。これやらない
と top で初狩り相手に lv2~3 くらいで無茶な殴り合いを仕掛けられてポーションこす
り差で狩られます。
ポーションを殴り合い中にこすることによって、殴り合いが終わって両者死なずに
レーニングが再開した場合、相手より先に HP が回復しレーン復帰が早まり相手を数秒
間ゾーニングでき CS や exp で有利をつけられます。
それと誤解している人が多いですが ignite もらってクッキー齧りまくってもクッキ
ーの即時回復は最初のひとつしか発生しません。一つ目の効果終了後に順次発動しま
す。
② 削れたらポーションを飲む
mid でよく見ますね。HP が 200 以上削れてるのにポーションを飲まない利点があま
り思いつかないです。HPreg や LS で回復しきれる時、カタリストの回復待ちや bait
で相手を逆に狩るときくらいしかないです。
mid は簡単に 7~10 割飛ぶところです。それなのにポーション飲まずに hp6 割くらい
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でうろつくのは flash all in で殺してくれと言っているようなものです。対面にバー
ストが無くても jungler が gank してきて殺されるかもしれません。
ポーション飲んで hp をフルにしておけば生き残ったのにという場面は魔境では数え切
れないほどあります。ポーションは STG でいうボムです。抱え落ちは許されません。
それにレーナーの体力が低ければ味方 jungler も gank できません。味方の HP がフル
であれば dive で殺すことも容易ですが、hp6 割では gank しても相手が反転して all in
ignite で 1for1 になること間違いなしです。最悪相手 jg のカウンターで 2v2 になり
0fro2 になりえます。
そして彼らが言う台詞は大抵「dis jg」

gank できないので放って置いても「no gank

gg」です。おもしろいところですね。
bot でも味方 duo がポーションを飲まないために all in ができないなど。そもポー
ションを飲んでも回復しきるまでに 15s かかります何かあってからでは遅いのです。
不測の事態に対応するためにはいつでもヘルスは満タン近くが基本中の基本でです。
それ以外はアホの極みです。
③ ファースト緑フワードスタート(support)
tab 開いてファーストアイテムに緑ワードが映った時点でレーン負けを確信します。
ついでにそんなことをやるサポートはゲーム全編通して信用できません。
緑ワード、いりません。買ってる人間で有効に刺してるところも見たことありません。
ワード 75gold、クッキー二つ分に相当しますね。
Active (消費):
アイテム使用時に即座に 20Health と 10Mana を回復し、その後 15 秒かけて Health を
150 回復する
つまり、緑ワードを買うことによって 340hp と 20mn 相手より少ない状態でレーニング
します。まあまともな人間なら無理って考えます。え？全然余裕じゃんって思うなら
ヤバイです。
bot support というのは自分の hp と mn を最大限利用して相手 adc の hp を削り CS の
ロストをさせるか、相手 support をリコールまで追い込むかの消耗戦です。そこでク
ッキー二つ分の差がある時点で勝ち目はないです。
all in 系の leona、naut でも同じです。結局１回目の all in では相手は heal と時々
exhaust があるので殺しきるのは難しいです。その後両者削れてポーションが無かった
ら２回目の all in で立ち向かうことは不可能です。絶対絶対にワード買わないでくだ
さい。
えー、コンペシーンでワード買ってるの見たって方がいるかもしれませんが、そう
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いうときは大抵 swap レーンです。2v1 なので一方的なトレードを行うのでポーション
の必要性がすくないためワードに割いているのです。
それか、相手 jg の序盤のプレッシャーが大きいためレーンを捨ててでも gank を回避
するためや invade などでその買った一つのワードが重要なキーとなるような動きをし
ます。どちらにせよ統率のとれるコンペ用のファーストアイテムなのでソロＱではほ
ぼ買いません。
ちなみに前、JPwiki のサポートガイドにんんんんんｗｗｗｗｗｗｗワードスタートな
んてありえないｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗって書き込んだらコメント消されました。闇で
すね。
④ ポーションを買わない(mid top)
本ポやマントルスタートなど面白いスタートはやめてください。相手がちょっとト
レードしただけで一瞬にしてレーン臨終します。vlad vs malp などの有利レーンでも
被 gank などの事故要素を排除するためにもあまりオススメしません。
え～、コンペシーンで見たよぉぉぉ～～～～って方もいるかもしれませんが大抵 lv2
スタートか jg と一緒に 2creep leash などでポーション買ってからレーン戻ってきま
す。それとコンペは双方の jg のプレッシャーが非常に高いのでトレードが比較的控え
めになります。
そのためビルドを早めたいために赤クリスタートや本ポスタートも時々あります。計
画性のあるコンペならではなので、何が起こるかわからないソロＱではポーションは
多めにしときましょう。top でドラ剣なども怖いです、gank の的にされますよ。
⑤ lv2 all in で死なない
有ってはならないことです。lv1 vs lv2 の差を理解していない魔境民大杉です。ま
ずもってスキルの数が違います、スキル１つ vs スキル２つならスキル２つぶっ放した
方が大抵勝ちます。次に stats の上昇幅が凄まじいです、lv ごとの stats 上昇は固定
ですので、
HP を例にすると 500 +80+80+80....、一番上昇割合が高いのは lv1>lv2 の 500>580 で
すね。これがＨＰ以外に ARMRASetc と凄まじく上昇します。これに lv1 で殴り合おう
とするのは愚かとしかいいようありませんね。
さらに bot レーンでは相手 2 人が一気に lv2 になるためそのヤバさも倍以上です。
しかも大抵 support が lv2 でＣＣスキルも持つため対応が遅れた瞬間死にます。heal
吐こうが flash 吐こうが exhaust 吐こうが問答無用で死にます。
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lv2 になるためにはソロレーンでは 1wave+1 前衛 minion、duo レーンでは 1wave+3
前衛が基本です。これを相手より先に狩り切って lv2 になることがレーニング一番最
初の課題です。
AA やスキルを撃って無理やり相手より早く lv2 になりましょう。できればレーン真ん
中くらいで相手より早く lv2 になることができればタワー外で all in できるのでよろ
しいです。
あと 1minion のヘルスが少なくなったらズンズン前に出て行きましょう。そして
minion が死んで lv2 になった瞬間 Ctrl+num でスキルを取り最速 all in を目指してく
ださい。
もし自分のプッシュ力が低く、相手が先に lv2 になるようならおとなしく下がって
ください。そして経験値だけ吸って lv2 まで耐えましょう。そうすれば同じ土俵に戻
ることができます。
top の中立狩りからのＴＰでの lv2 スタートは非常に強力ですね。ワードを張って狩
っているところを殺す、1wave 目で相手 1st 2nd タワーで proxy をし minion を焼かせ
る他など対策はありますがリスキーなので素直に自分も lv2 スタートするか、lv1 は耐
えてレベルが上がるまで耐えるかしましょう。ボヤっとしてると中立狩り終えた hec
がタワーから走ってきてＥＱaa 入れて茂みに帰るだけで hp4 割くらい持っていかれま
す。
sion は相手 buff スタートがあったり、jg が青を必要としない場合 2creep leash に
よって味方 top に first blue を渡すタイプがあったりします。警戒しましょう。
bot の lv2 スタートもあります。二人で中立の aggro を調整しながら exp を折半し、
相手より確実に lv2 先行します。結構ＨＰが削れますが supp はポーションが多くある
ので問題なく、adc はＬＳ（＋supp のレリック）で回復することによって有利のまま
展開できます。
nunu がスマイトだけ撃って gromp krug を bot に渡すタイプもあります。これは bot
の hp が削れずレーンに早く復帰するため非常に有利がとれます。相手に nunu がいる
ときには lv2 先行を警戒しないと手痛い被害にあいます。
mid は raptor の小さいのを一つ狩るだけで 1wave 目に lv2 になれたような気がしま
す。あと maokai がＥで leash するタイプもありますね。頭の片隅に置いておくと便利
です。
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⑥ ミニオン aggro を拾わない
ミニオンは痛いです。
caster : 24 + 1 / 90sec siege : 41.5 + 1.5 / 90sec
です。melee は caster の半分だかだったので結構どうでもいいです。これがどれくら
い痛いか知るために適当な champ の AD を見ましょう。
ahri : 53 gnar : 48 trist : 50 shen : 60
要するに ad 積んでなければ相手に aa 一発いれても caster 二発貰うだけで結構トント
ンです。普通にクソ痛いので極力 aggro は貰わないようにします。けど aa ハラスはし
ます。
aa ハラスをして aggro を拾ったらしっかりと後ろに下がったり、ブッシュに入って
aggro リセットを行いましょう。グダグダ当たっているとどんどん削れます。
間違っても相手 minion 溜まりに突っ込むことはしてはいけません。うんこ漏れるくら
い痛いです。
2wave 目で minion 溜まってきたな～ってときにヘラヘラしてると相手の気が狂った
riven がよくミニオンのド真ん中で「俺、Qaa キャンうまいやろ？お？」みたいな感じ
で突っ込んで来て aggro 拾ってトレード負けします。riven は hpreg が非常に低いため
レーン終了です。
（うまい riven は Q の巻き込みで minion を殺しながら迫ってきたり Q
を lv2all in のトリガーにしたり、ブッシュで aggro 切ったり、Ｅで確実にダメージ
を吸ったりしたりしなかったりします。
（riven 使ったことないです）
）
特に siege minion は脱糞するくらい痛いので早めに処理するか siege がいる間は aa
トレードを控えるなどしてください。
minion が溜まると aa という優秀な超低ＣＤ基礎ダメ 50 くらいのスキルひとつ封じら
れるため、適当に処理を行ってください。
よく見られるのがレーン引かなきゃ引かなきゃって minion の調整を行わずに minion
溜まりを作られてトレードを行える土壌すら奪われているところです。
⑦ 相手 jg のアイテムを見る（むずかしいぞ！）
相手 jg が見えたら tab を開きます。HPmana とポーションの数と smite が紫かを確認
します。
そうすると大体のその後のジャングリングルートが確定します。HPmana が少なければ
gank 後にリコールするのでその間プレッシャーが無いので積極的なレーニングが行え
ます。
ＨＰが少なくてもマナが余ってたりすると蟹を狩りつつ回復して再度 gank の可能性が
あります。紫持ってたりすると回復しながらまだ周るかもしれません。
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⑧ 瀕死ならリコールしろ！！！！！！１１１１１１
ポーションも回復手段もないなら HP が 7 割切ったら危険ラインです。mid なら flash
からのバーストで簡単に狩られます。
死ぬ危険があるから前にでられない＞ＣＳや exp をロストする。 では何故レーンに
残るのでしょうか？意味はあるのでしょうか？
ありません。ただただ不利を広げるだけです。
タワー元で溜まったＣＳとろ～～～っとかやってると、ミニオンをクソ押し付けられ
た挙句 dive や dive gank で殺されて、大量のＣＳexp ロストとタワーの損失でゲーム
が終わります。
gank 待ってるの！！！！１１とか言う人がいるかもしれませんがそれはいけない。
相手のバーストで落ちるレーンに jungler は行きたくありません。行っても 1for1 が
関の山、大抵レーナーが死んだあとに flash out されて 0for1 になります。最悪カウ
ンターgank から 0for2+obj です。
不利レーンに対して jungler が gank できるレーンは 4:6 程度の不利（chmap 相性とか
ではなくレーン自体の不利）です。ＨＰとマナがあることが最低条件です。
それ以下の場合 jg は minion の整理のためにレーンに入ります。レーナーに最低限の
ＣＳをとらせ、exp を折半しタワーを守ります。（しかし魔境では jg がこれやると黄
ping 連打からの afk が待っています。おそろしいですね。
⑨ リコールタイミングの調整
自分で考えてね
⑩ 青 buff を貰え
青 buff を mid が持っていないと push 負けが起こります。そうすると jg と supp は
動きづらくなります。結果盤面負けします。
昔ならともかく今は jg はマナきつくないので青 buff をとる理由がありません。ＮＡ
jg は頭おかしいのでどんどん奪っていきますが。XJ9hec は死んだんだ（私は大好きで
した）
あんまり寄らないと管理の問題だったり exp の問題で jg もとってしまうので青 30s 前
には「俺は青をとるぞ！！！！！！１１１１」って意思表明を omw ping で示しましょ
う。
「dont need blue」じゃないの！みんなのためにとってね！君だけのためじゃないか
らね！！！！１僕全然マナ必要ないから！！！むしろはよ君に寄って貰って青に
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smite 撃ってマナ回復して蟹狩りたいから！！！！１
青なしでどうやって対面に勝つかは知りませんが魔境は怖いところなので不明です。
結構勝ってきますが。
「青 buff は相手から奪うもの」と言った mid 専フレがいましたが彼は漢でした。それ
も season4 までにしてね。
味方の青が沸くタイミングでレーンの調節を行い青に迅速に寄れるようにしてくださ
い。jg は青にボコスカ殴られているときがゲーム中でもっともつらい瞬間です。
そして青を貰ったら、対面にレーンのプッシュや対面のビートダウンを行い積極的に
サイドや相手森にプレッシャーをかけて盤面有利に導いてください。青あると強いめ
う。
zed でも青あげてね。気がつらいからね。yasuo はいいよいらない。
こんなこと書いても NAjg から青もらえないから関係ないです。devoror の変更でさら
にもらえなくなったよ！！！１１アイツら英語圏なのに takedown が読めないらしい。
adc は赤 buff も adc とっちゃっていいです。３周目からはいりません。特に lv11 過ぎ
たら jg に取っては大体ゴミです。smite で HP 回復するなにかです。
jg は melee ですので、集団戦で相手に slow をつけることはあまりできませんが、adc
なら ranged なので slow をばら撒けるし引き撃ちもできるしＡＳ依存でいろいろつい
てくるしいいことばかりです。
装備があるなら一人で狩るなり supp 呼んで狩りましょう。ＮＡjg はキレますが。
⑪ ゲームスタート時の動き
もうとにかく最速でアイテム買って視界とりに行ってください。jungle でタムロし
てるのは最悪です。
ただ最速でアイテムを買って走るという簡単な行動だけで序盤の視界という爆アドに
つながります。invade しないされる危険がないなら trincket を適当な位置に置いて他
を身を挺して視界を確保しましよう。
え～～～、trincket 使うのやだ～～～って言う人いるかもしれませんが、40s~60s く
らいまでに置いておけば lv3gank の 3:40~~~を察知するくらいには trincket は再度沸
きます。それまで trincket を使う必要は大体ないので序盤バンバンつかいます。
例外として bot duo はサイドの bush 視界が重要であり、相方が適切においてくれると
も限らないので残しておいたほうがいいですね。
魔境はゲームスタートしても泉でうんこしてる人間が多いので最速で敵青まで走りこ
んで gromp-blue 間に trincket を置きにいってもリスクが低いのでやる価値はありま
85

す。まあ大抵ＮＡjg 魔境民は bot 側からしかスタートしませんが。
視界を得て相手スタートアイテムが見えれば、冷静にその後のレーニングのゲームメ
イキングについて考えることができます。
⑫ 対面のスタートアイテムを見る
まずレーン入ってやることといえば TAB を開いて体面が何を買ってきたかを確認す
ることです。
スタートアイテムは固定ではありません。fizz でドラリンを買うこともあればフラス
コを買うこともあります。shen はドラ剣だったりドラ盾だったりアマポだったりしま
す。
そしてそれぞれのアイテムでダメージのトレードの仕方が異なります。そのためにも
確実に確認しておきましょう。ドラリン lv3fizz の all in は脅威です、フラスコだと
思って甘く見ると簡単に死にます。
魔境はクソアイテムが多いのでそういうものを確実に咎めるためにも必要な行為です。
本ポとか supp のワードスタート、果てはアイテム買わずに貯金などをみたらファース
トアイテムの力を死をもって教えてあげましょう。
⑬ リコール後の対面のアイテムを見る
相手がレーンに戻ってきたらまたＴＡＢを開きましょう。自分とどれくらい装備差
があるか、舐めたアイテム買ってきてないかワードの有無、ポーションの数の確認で
す。
装備差があるなら積極的にトレードを行いましょう、勝ちます。
ワードがあるなら相手がレーンから消えて戻ったときにワードが無くなっていたら刺
しにいったのでしょう。警戒したり jg に伝えるといいですね。
相手ポーションの数が少なければ積極的なトレードを行うことによって相手をレーン
から追い出すことが可能です。
舐めたアイテムとは魔境特有のクソアイテムもありますが、bot において２靴と clork
of agility と金剣のことについて私はそう言ってます。
clork はうんこですレーンで買わないでください supp も困惑します。２靴は cait など
all in が少なく aa ハラスの強い champ では有効な選択です。金剣は追加ゴールドがあ
り無難にレーンが終わった場合強力です。
以上の３アイテムの弱点は all in に弱いという点です。これらをみたら積極的に殴り
合いに持ち込めば勝利することでしょう。逆に味方 adc が持っていたらレーン優勢で
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も all in は控えたほうがいいかもしれません。味方 adc のアイテムまで気を配るのが
よい support です。
⑭ レーニング中に相手のポーションの数を見る
ポーションの数＝相手のＨＰです。相手の現在ＨＰだけみるのではなくポーション
を含めた実質ＨＰでレーンを運営しましょう。
⑮ ignite
低レートほどサモナースペルの重要性を理解していません。
ignite は[50 + 20 × Level]です。これは大体 champ のメインスキル一回分のダメー
ジです。ましてや true です。
ignite をスキルと考えると all in のときに 3 スキル vs 4 スキルだったらどちらが勝
つでしょうか？4 スキルが勝ちます当たり前です。
mid ではこのスキル一つ分が十分に生死を分けます。
top では ignite vs TP の図がありますが、基本的にＴＰ側は相手スキルが多い分 all in
で有利をとることは難しいため passive なレーニングや地道な交換で勝利することが
目標になるでしょう。
そして ignite には回復半減がつきます。これは bot レーンに置いて強大です。heal
は duo レーンのため二人の体力を回復します。ここでは bot の heal を 2 スペルとして
ignite vs exhaust のレーンを考えて見ましょう
2(heal)-1(ignite)+1(exhaust) vs 2(heal)+1(ignite)＞2vs3
単純計算ですが ignite で heal を打ち消せる分 ignite 側が有利です。これが bot で
ignite の方がレーンで有利を築きやすい理由です。
exhaust を持っていなくても ignite のキルポテンシャルによって adc を守ることがで
きます。fizz がバースト力によって melee なのにレーンでＣＳがとれる理由と同じで
すね。janna でも ignite を持つことが多いです。
さらにこの ignite はポーションのこすり、ＬＳ、回復スキル、dangerous game など
も打ち消すことができます。回復半減なんておまけ程度にしか思ってないかもしれま
せんが重要です。
そして ignite は gank の時にも役に立ちます。jungler としては ignite を持っている
レーンはキルをとりやすく gank のうま味があります。support の ignite も mid roam
で gank した際の貴重なバースト源となります。

87

⑯ exhaust
対象の敵チャンピオンへ、与ダメージ減少(40%)、スロー(30%)、攻撃速度低下(30%)、
AR,MR 低下(10)の効果を 2.5 秒間与える。
スローは相手 melee bruiser の対策になります。ここではレーンの話のためあまりし
ませんが udyr など blink なし champ に gank された際に役立ちます。
exhaust は集団戦スペルに近いのでここでは割愛。
有効な使い方をするために、相手がバーストを出す瞬間にかける必要があります。
graves のコンボの瞬間にかけられたりするとベストです。
逆に相手がスタン中にかけてしまったりすると無駄が発生します。
tips として相手 kat が育ってるけど exhaust が間に合わないよぉ～～～ってために、
敵を射程範囲外で対象指定スキルを指定すると、敵が射程範囲に入った瞬間にスキル
が発動します。
これによって集団戦中Ｑを撃ってさあ入るぞって kat に範囲外で exhaust を指定して
やれば EWult のダメージを大幅に低減できます。lee のＱ喰らって二段目がくるって時
に zed の ult 指定したりするとカウンターとれますね。
⑰ heal
adc のものについて書きます。
bot というのは supp の体力＝adc の仮想体力です。supp が殴られている間 adc は自由
に殴れます。そこで味方の体力を回復できる heal は bot で倍の力を発揮します。
supp がギリギリまで耐える＞heal>supp flash out で adc の switch>adc が前にでる
この形が理想です。(実際は相手が flash で追撃したりでいろいろありますが)
adc が heal で supp を回復すれば人数差ができずに戦闘が続行できます。さらに supp
は後方からＣＤが上がればプレッシャーや補助を行うことができます。
heal bait について
引っかからないでください、ちゃんと heal の分の体力まで見積もって戦闘を行いまし
ょう。魔境ではよく adc や sona が heal bait に引っかかってタワーや minion に焼き
殺されます。
⑱ teleport
集団戦スペルなので割愛。
lv2 スタやレーン復帰に便利だょ。レーン復帰は最初の一回か、minion がめっちょ押
し付けられて exp lost がやばいときだけにしてね。
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⑲ flash
flash の有無がレーンの積極性に関係してきます。flash がないということは相手が仕
掛けてきたときに逃げる手段を持たないということになります。
レーンが半分以上押していれば横からハゲが出てきただけであなたは死にます。
相手 jg が gank が弱かろうと対面の fizz が ult 放ってきて避けられなければ fizz だ
けで 5~6 割、jg がちょいちょい殴るだけで 9 割近く飛びます。
そんな危険な状態が no flash の状態です。
あなたが zed で W をハラスに使った瞬間横から何が出てきてもおかしくありません。
じゃあ zed でＷを使わずに、fizz でＥを使わずにレーン勝つことができるでしょう
か？難しいですね。それが no flash です。
jax vs irelia でガッツリＨＰ交換して互いに HP3~4 割になったときに草むらから蜘蛛
が飛び出してくるかもしれません。
gank を喰らったときに flash を切らされただけでどこまで不利になるかが分かるとお
もいます。
対面 raka twitch で thresh を使って lv2 で相手の raka の flash を落とさしてダブ
ルキルを取って有利になったとします。あなたは flash をもっていますね？ignite あ
ればなおよしです。
これがどういうことか、thresh の flash E の射程に入った瞬間 flash>E>W>Q で相手を
捕まえることができます。この際相手は flash がないので引き撃ちができません。突
っ込んだもん勝ちです。
mid annie で対面が flash を落としているとします。あなたが対面をキルできるバース
トを持っている場合、lv6 以降相手が 425+600+290 に入った瞬間問答無用で死にます。
ちょっと無茶かもしれないですが、darius vs gnar で gnar が flash down とします。
gnar が mini になったときにおもむろに darius が flash W で入った場合 gnar はＥしか
ありません。そしてＥはモーションが長いので結構 darius のＥで潰されます。そして
そのまま ult で死にます。
こういったことを防ぐために相手は flash+ＣＣスキルの射程に入ることを躊躇います。
入るなら殺します。ここからゾーニングして exp やＣＳの有利につなげることができ
るのです。
flash はただの逃げスキルではありません。むしろゲームメイクのためのスキルです。
flash が上がる 5min のたびにあなたにゲームメイクするチャンスが与えられるのです。
これを無駄にすることはそのまま負けに繋がります。
89

あなたが supp なら mid に flash を切るのもいい選択です。スタンを溜めた annie が mid
に flash で入れば敵は成すすべなく死ぬでしょう。
あなたが jg ならば gank に flash を切ればかなり無理矢理に成功させることができま
す。flash なしのレーンに jg の flash+laner の flash をきればキルです。
bot やカウンターgank の際には上記のように switch でタゲ交換することによって有利
に戦うことができます。
対面の flash がないならばレーンをフリーズしてみればどうでしょうか？そうすれば
相手は gank を怖がって前に出られなくなりＣＳをロストします。
逆に押し付けてみましょう。jungler と dive しても相手は flash がないため逃げられ
ません。
相手 jungler の flash がない？相手は gank がしづらくなり、counter jungle で殺され
る危険にさらされます。
flash というのはとても大切なスペルです。使いどころを誤らないようにしましょう。

⑳ マナ効率
champ のスキルというものはスキルレベルを上げるごとにマナ消費に対してのダメー
ジ効率がよくなっていきます。
ahri のＱです。
魔法 DM, TrueDM: 40/65/90/115/140 (+0.35)
消費 MN: 65/70/75/80/85 CD: 7s Range: 880
lv1 時点ではＱは 65mn>40dmg
ここから lv2 だと 70mn>65dmg になります。
5mn の違いで 25dmg 増えました。
行き帰り両方当たったと考えると 5mn 差分で 50dmg 違います。
これがマナ効率です。例として lv1234 で QEWQ ととったとします。
（一般的には QEQW
ですが）
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lv3 時点では Q はスキルレベル 1 ですね、lv1 時点のＱとダメージが変わりません。
ですが lv4 になってＱがスキルレベル 2 になると 5mn 多い代わりに 25dmg 高いＱがふ
れます。
lv5 になるとスキルレベル 3 なので 10mn の違いで 50dmg 高いＱです。
つまりスキル振り QEWQ 型だと lv3 時点でＱを撃つことはマナ効率が非常に悪いことが
わかります。
そして W やＥなどの主力以外のスキルは lv12 時点までスキルレベル１のままです。つ
まりマナ効率的にはうんこオブうんこです。
ziggs で melee 相手にＥを毎回敷いていたフレンドがいましたがダメージに対してマ
ナが圧倒的に足りません。どうせ melee なんてＣＳとるたび足が止まるんだからＱ当
てましょう。
ziggs のＱはマナ：ダメ効率が非常によいです。基本的に当てづらいスキルほど効率面
で優遇されています。
（別にＥ上げで戦えばいいですが集団戦でＥ上げ ziggs というも
のが生まれてしまいます。
）
マナ効率が悪い champ は support には基本的にいけません。supp のマナ＝レーンでの
戦闘力みたいなものですから。
malp supp はレーンでＱを転がすことしかできないくせに 70mn>70dmg と効率が非常に
わるいです。さらに基礎 mana がうんこ低いです。
マナ効率がクソクソのために bot supp から追い出されてしまった lulu くんのＱが
60mn>80dmg なのを考えればどんだけうんこなのかわかります。レーンで三回Ｑ転がし
たらうんこ岩の完成です。それなら annie なり leona 使えばいいじゃん。
付帯効果のついてるものはそれをつかわなければ効率が悪いです。
先の ziggs のＥは広範囲 AOEslow という付帯効果のためダメージが低く設定されてい
ます。
たとえば malp のＥは AS 低下をうまく利用できれば効率がいいですね。
nami のＷは反射をしないとすごぶる効率が悪いです。adc の後ろで単体 heal してる
nami はうんこです。
sona のＷもシールドで相手スキルを弾かなければ効率の悪いスキルの代表格です。
sona はＱのマナ効率が非常によろしい champ なので W にマナを割けば割くほどレーン
が苦しくなります。

91

主力スキル以外はマナ効率が悪く設定されています。
ＣＣスキルなどが代表的です。
darius のＱをブン回してる分にはマナは問題ありませんがＥを 2~3 回外すと目も当て
られません。
---------要するに当てる難しさやリスクが高いほどダメージ（回復）値が高くなり、
追加効果がつくほど値は低くなります-----------------レーン開幕最初の一発目スキルについて、マナが max のときは manareg とドラリンの
passive が無駄になるため、開幕一発目は結構適当にぶっ放したりします。
panth のＱは 45mn 固定で per40 の上昇です。あまり序盤からオラつきすぎるとＱの効
率が悪い時間にマナを浪費しすぎて相手を削りきれません。
例外としてフラスコスタートの場合はスキルレベルが低いうちから使っていってもマ
ナに問題を起こしづらいです。むしろ積極的に小さいトレードを重ねてサステイン差
で有利を築きます。talon のＷなどですね。
魔境ではマナ効率という概念が失われてしまったのでおもしろサポートがでてきたり、
lv3 くらいで kass が積極的にＱをぶん回してるだけで oom 対面作り出せたりします。
㉑弱い champ 強い champ
基本的にパワーchamp、ＯＰimba は、コンペシーンでの使用率、ban 率が高い chmap
で間違いありません。
これらは環境、アイテムに適応していたり、素での戦闘力が高い、汎用性が高い又は
チャンスメイクができるなど優秀なものばかりです。
一つめのイテム例は vik です。最近の AP アイテムの変更を殆どの mid AP が受けるな
か vik は固有アイテムの hex core の変更を受けませんでした。これにより、ビルドが
hex 一段階進化鬼本から hex 最終進化ラッシュに変更することによって mid において一
人勝ちをすることができました。
間違いなく 5.14 で一番環境に適応できた（環境にとりのこされた？）chmap です。
S3 当初の黒斧ガン積み talon もそうです。
環境については、assasin が減ったりすると dps mage が増えたり、tank が増えると
hyper carry が増えたりします。ＯＰchamp の対策だったり相性が良かったりするとつ
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いでに pick される連中です。rengo や eve が増えると shen や ori が増えたりします。
二つめの例は実装当初の xin や silence があったときの kass などです。riot の調整が
間に合わなかったり下手な調整をしたりしたときにうまれます。
３つ目は elise、lee などです。どんな構成や状況にも適応でき自分から状況を作り出
せるような champ たちです。
弱い champ とは何か？コンペシーンについて考えます。
分かりやすいのは上位互換がいる champ たちです。現在では hard carry adc 枠は kog
trist (vayne)です。twitch はＳ４では凄まじい猛威を振るっていた champ ですが今で
はレーンが弱すぎてそれならもう少しレーンまともな前者たちをつかうよねってなり
ます。
（一応育ったら assasin できるという特異性はありますがそれもソロプッシュ最
強の vayne の影に隠れているところはあります）
チャンスを作り出しづらい受身な champ も弱いと評価されやすいです。taric はいわ
ずもがな、nasus や veig も基本的には低評価です。時々環境的に育ちやすくなったり
育ったときのプレッシャーがピックﾘｽｸより高かったりすると評価が反転します。（最
近だと vlad,smite ez）
そして、機動性の低い champ です。blink や ms 増加がない champ はチャンスを作り
だしづらく、また色々な状況に適応しにくいです。ただこれもピックするリスクより
パワーが高かったり専用の構成を作れば十分活用されます。
（構成依存 kog,cass/パワ
ーrumble) (現在では blink があろうが無かろうが ms 増加や glory 金玉で無理矢理や
れば問題ないみたいな環境ですが)
さらに対策しやすい champ です。例は shaco です。序盤の gank は脅威ですが late
に無理矢理もつれこまされると辛く、swap レーンなどだと腐りやすいためピックリス
クのある champ です。eve も同じですが彼女は常時ステルスを利用したワーディングや
プレッシャー、後半 tank になれるなど環境に適応しています。
（shaco もソロプッシュ
が得意などありますが）
riven も対策しやすいため pick されない champ の一つです。swap で 2v1 をされると
腐りやすい、camp されたりすると tank にもなれないため悲惨でありピックリスクが高
いです。
morde、darius なども gank に弱いのが原因の一つです。
jg では fiddle などです。しっかりと warding された盤面では彼の ult は腐りやすくカ
ウンターを取られやすいため非常にリスキーな pick です。格下のチームが格上相手に
ワンチャンでときどき見たりしますね。
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ですがソロＱ勝率ランキングなどでは全く別の結果がでています何故でしょう。答え
はコンペのように連携がとれず、champ の練度が低い人間が利用しており、特に勝率ラ
ンキングは銅銀ランクの人間が大半を占めているからです。
ori のような連携 champ はうまく扱えず。練度がパフォーマンスに直結する lee などは
低くなります。
その逆が勝率の高い champ となります。連携がいらず solo push するのが仕事な trynd、
練度が低くても扱える WW などです。
あと push 力が高い champ が高勝率な傾向があります。push 力が高いほど late に持ち
込みやすいためでしょねたぶん。あと farm が簡単。
ＣＣが多い方がよいです。相手の孤立を pick しやすく味方がついてきやすいためです
たぶん。
brand のように low economy で試合が展開した場合低ＣＳでも火力が出しやすい champ
もつよい。AOE でばーーーんって火力でると集団戦中の味方の士気が上がるのかつよい。
よくわからん。
弱いといわれても運用を考えれば強いかもしれません。poppy jg は弱いですが、
counter jungle での 1v1 が強いです。そして dive も非常に強力です。他 champ でいい
といわれればそれまでですが。
大抵の弱い champ 使いには他 champ でよくない？って言えば黙ります。効率的に利用
してください。
riven も相手が lv6 時点のバースト知らなかったりしたら無限に人殺せますし、jg に
絡まれなければレーン超つよいです。ようは使い方です。
-------無理でした書ききれません------要するに全ての champ には強い部分と弱点が
設定されています。その強い点で得られるリターンが弱点のリスクを上回ったときＯ
Ｐchamp となります-------------------㉒ルンマス
全部書くの面倒なんでもう probuilds みてください JPwiki じゃないです mobafire
でもなく lolking でもなく probuilds です。ルンマスなんて関係ないって言うんなら
やばいですやばい。
ゲーム始まる前に有利が取れるんだからそこ惜しまないでください。lolnexus も見て
ください。
（lolnexus に違うルンマス表示させるタイミングあった気がしますがやる人
も少ないので関係ないです
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㉓ビルド スキル取り
これも probuild 見てください。ビルドがクソならどんだけ金稼いでも無駄です。
garen に帽子６個積んでも意味はありません。適切なパスをとおりコアを完成させ、状
況次第のビルドをつくりだしてください。
あなたが数秒で考えたうんこビルドより世界トップのプロやアナリストが生活かけて
考えたビルドのほうがつよいです。troll なども混ざってるので適当に排除してくださ
い。ビルド考察はちゃんと使用者の意図を理解することが大事です。
㉔スキルの数値を見る ダメージ
スキルをイメージで捉えないでください。azir の兵士は痛いように思えますが
魔法 DM(通常攻撃): 45 (+0.6) + (Lv × 5) ※Lv11 からは増加量が 10 になる。Lv18
で+135
です。azir の AD 52 です。ついでに彼の AR は 19+@3 MR は 30 です。
azir のＷは aa と同じく minion aggro を引きます。
こうやって数値でみると、aggro を引くわりには基礎ダメージが低いですね。ＡＰを詰
まれたり azir の lv が上がるまではそれほど痛くないのがわかります。
Ｗにビビらずに積極的に戦うことが重要です。azir のスキルレベル 2 以降になるまで
はＱのダメージが低く殴り返すことで minion 込みでトレードすることができます。
特にＱさえ避けてしまえばＱはすぐ戻せないのでＷのダメージを恐れずに戦い、懐に
入る勇気が大事です。
talon なんかは育ったときのイメージが強くＷのダメージ凄い気がしますよねけど実
は
物理 DM: 30/55/80/105/130 + [増加攻撃力 × 60%]
行き帰りもあるのでもうちょっと高いですけど ahri と比べればうんこダメージですう
んこ（そのかわり talon は AD スケール大きいです
もう一回 ahri のＱ貼ります
魔法 DM, TrueDM: 40/65/90/115/140 (+0.35)
こう見ると怖かった talon も雑魚に見えるでしょう？実際 talon はレーンクソザコウ
ンコマンです、jg 見えてないのにＥ撃ったら死ぬしね。戦う前に負けてはいけません。
しっかりトレードをすることが重要です。
rumble は序盤弱い気がしますが
Active: 3 秒間前方の範囲を火炎放射器で焼き払い、範囲内の敵ユニットに 0.5 秒毎に
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魔法
Active - Danger Zone: 与える DM が 50%増加する。
毎秒魔法 DM: 37.5/67.5/97.5/127.5/157.5 (+0.5)
合計魔法 DM: 112.5/202.5/292.5/382.5/472.5(+1.5)
増加 Heat: 20 CD: 6s Range: 600
lv1 に実質 CD3s で 3*37.5=112 を出すヤバイやつです。ヘラヘラ前に出て火炎放射くら
いまくると脱糞します。ちなみに rumblelv5 でスキルレベル 3 フルヒットは 292 です。
jax レーン弱いですが lv1 でＥは最強です
Active: 2 秒間、Jax が受けるタワー以外の通常攻撃を回避(無効化)し、AoE DM を 25%
低減、さらに効果終了時に周囲の敵ユニットに物理 DM と Stun(1s)を与える。スキルを
使用してから 1 秒経つと再使用できるようになり、任意に効果を終了できる。通常攻
撃を回避する度にこのスキルの DM が 20%ずつ増加する(上限は 100%、最大で 2 倍 DM)。
最小物理 DM: 50/75/100/125/150 + [増加攻撃力 × 50%]
最大物理 DM: 100/150/200/250/300 + [増加攻撃力 × 100%]
消費 MN: 70/75/80/85/90 CD: 16/14/12/10/8s Range: 375
minion aggro をダメージに変換できて基礎ダメが 100！！１１１で相手 aa の無効化で
す。lv1 最強スキルです。
以下、annie の ult です。
魔法 DM: 175/300/425 (+0.8) 効果範囲:290
消費 MN: 100 CD: 120/100/80s Range: 600
ペット「Tibbers」
最大 HP: 1200/2100/3000
通常攻撃魔法 DM: 80/105/130 Attack Range: 125
毎秒魔法 DM: 20/30/40 (+0.2) 効果範囲: 200
AR, MR: 30/50/70
AS: 0.625 MS: 350
数値はショボく見えますが、熊さんのダメと aa(大体 2s と 2aa 分です)が乗るので実質
はもっと高いです。Ｗスタートから ult を撃つとそれがなくなるので低くなります。

あと vel の ult とかもやばいです
Active: 最大 2.5 秒間カーソルの場所目掛けて貫通するレーザーを放ち、範囲内にい
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る敵ユニットに魔法 DM と Slow(20%, 1s)を与える。スキルを再使用することで中断で
きる。0.25 秒毎に計 10 回のダメージ判定、0.5 秒毎に Organic Deconstruction のス
タックが増加する。
※チャネリングスキル。チャネリングが中断されるか効果時間が過ぎるまで効果が持
続する。
合計魔法 DM: 500/700/900 (+0.6)
消費 MN: 100 CD: 130/110/90s Range: 1550
これに passive のダメージが乗るので破格の基礎ダメです。この基礎ダメの高さのた
めに supp で遊ばれたりしているんですね。
スキルの数値を見ると自分がどれだけふんわりと覚えていたかわかります。
㉕スキルの射程の数値を見る
方向や地点指定のスキルショットに関してはあまり射程は関係ありませんが、対象指
定のレンジは重要です。
vlad のＱは 600 annie のＱＷは 625
それと対象指定 blink などは重要です
wu のＥは 625 jax のＱ、kat talon のＥは 700 もあります
この範囲は絶対にフラフラ入ってはいけない範囲です adc やるときは体感で覚えとき
ましょう。これに flash の+425 が警戒範囲です。
㉖aa の射程を見る
だんだん書くの面倒なってきたわ
例えば thresh は morg に対して一般的に弱いと言われていますがレーンにおいてはそ
こまでではありません。
Ｑからのワンチャンはなくなりますが morg と th の aa 射程が同じ 450 なのでＥや ad
ルーンの分 aa ハラスにおいては th が有利に戦えます。
（morg のＱバカスカあたると負
けます
㉗mid(top) mia プレッシャー
何も mid は gank だけでゲームをメイクするわけではありません。ただ見えなくなる
だけでいいのです。
mid が mia するだけでサイドレーン（特に bot)+jg は強烈なプレッシャーを受けます。
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そのプレッシャーによりサイドレーンは passive なプレイを強制され、不利なトレー
ドを強要されます。前に出るとリスクが大きいので CS や exp ロストにつながります。
勝っていたはずのレーンも相手 mid mia なだけで all in が大きなトレードが行えなく
なります。
blink や disengage となるスキルを使えなくなります。
両者のヘルスが低かった場合でも mid mia なだけで一方的にリコールを強制されます。
jg は counter jg の危険に怯えなければなりません、サイドに 3~4men dive をされる可
能性があるため危険なレーンに寄らなければいけません。
以上のことが mid が見えなくなっただけで生まれる有利（不利）です。もしその mid
横の bush に隠れてるだけでも、ただトイレに行っいてて raptor のところで突っ立っ
ていてもです。
わざわざ、bot まで時間をかけて歩いていって gank しなくてもこれほど有利になるの
です。見えないだけで。
support をまともにやったことがある人なら相手の leb や fizz が見えなくなるだけで
発狂物です。レーンで何もできません。事前にワードされてなければ mia してからワ
ードしに行っても死ぬだけです。恐ろしいものです。
では mia 状態をどうやって作りだすか？単に mid からサイドに向けての bush にピンク
や赤 tri を撃つだけです。
この mia プレッシャーが mid レーナーは赤 tri を持てという最大の理由です。
別に黄 tri でもいいですが基本は赤です。黄はサイドへの圧力が低くどうしても gank
を回避したい gank 耐性の低い hard carry mid とかで時々です。
黄で deep ward を刺して相手を狩りたいんだ！！！！１１１っていうのも一理ですが、
まあ赤にして自分の姿を消して安全にそして確実に緑を刺して殺しましょう。
低レートでは自分が相手に見られているという感覚が鈍い人が多いです。いつでもワ
ードによって自分が見られているという意識をもって行動してください。魔境にワー
ドは刺してないですが、念のためです。
あなたが安心できるところはタワーの下（oracle 効果）と赤撃った場所とピンクのあ
る場所だけです。
え～～～キルも取れないしサイドが有利になっても関係ねえ！１１１１１俺は俺が有
利になればいいんだ！！！だから黄色買ってワード代浮かす！！！１１って人も安心
して読んでください。
ahri を使っているとしましょう。lv6 です。赤側としましょう。青カーブに pink もち
ろんありますね？
mid 横 bush に赤を撃ちます。＞bush に入って bot roam するように動いたと見せかけ
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て bush に潜みます＞raptor 前 ormid-red 裏通路にワードを刺します。
＞そうすると大抵相手は追いかけようと raptor 前を通るので charm からのフルコンで
殺します。
＞追いかけなかったら？ A.push をかけてくると思うのでまあ押したところを殺しま
す
この動きは赤がないと難しいです。もしワードがある場所にアンブッシュしようもの
なら挟撃間違いなしです。
ワード買うお金がない？CS とってください。
top でもこの動きは使えます。topriverbush に pink を置いて待機する riven を良く見
ますよね。特に top はレーンが長いので追わずに push したら確実に死ぬでしょう。
bot は赤買わないなんてことはないのでまあ割愛。supp でサイトストーン持っておき
ながら赤にしないウンコマンはここにはいないね？3 つまでしかワードは置けないん
だよ？5 靴ラッシュならまだ黄のままでいいです。
㉘gank が期待できる、できないレーン
ふんわりとした題材です。個人の意見感想です。人によって違います。jg のことは
書かないと思ったけどレーナーにも関係あるのでちょっと書いちゃお。後半こじつけ
teemo 嫌いなだけです。
jg が gank したい場所というのは試合が動く場所です。辛いとか強いとか負けるとか
勝つとかじゃなくて"動く"ところです。
激しくぶつかり合うレーンだったり、相手が gank してくるところだったり obj が絡む
ところ、1kill や flash が落ちるだけで局面がガラッとかわるところです。以下例です。
jax vs ire：ire 不利のスキルマッチアップレーンで激しいトレードが期待されます。
しかし先に 1kill 取った方がその後レーンで dominate し、試合を動かします。
riven vs darius：darius 有利の riven のＥで darius のＱを避ける精度がレーンを分
ける激しいトレード、キルレーンです。これも先に 1kill 取った方が大きく snowball
し、試合が壊れてしまいやすいです。
morde、darius など gank 耐性が低い champ のレーン：相手が camp を張りやすいレーン
ですが、逆にカウンターgank で 2v2 をかけた場合 2kill+obj など大きなリターンが見
込めます。
top mao、naut など:ＣＣが厚いため簡単に gank が決まり kill をとりやすく jg のスノ
ーボールにもつながり top 有利によってＴＰがしやすくなり bot、obj 有利に繋がりま
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す。
kat、talon など:ＣＣは薄いですが jg がＣＣをかけれればフルコン火力が高いため
kill をとりやすく、roam や snowball が得意なため試合が壊れます。
darius vs teemo：teemo 有利ですがそれも flash がある時の話、序盤キノコが置いて
ない teemo を殺して flash を奪えば lv6 以降 darius の flash in からの理不尽バース
トや jg と合わせた flash gank に teemo は怯えることになります。
相手が１コアアイテムで強くなる：vlad のリボルバー、vik の hex core、マナチャン
プのカタリスト、聖杯などです。これが 1st recall で変えないとレーンが一気に辛く
なるためです。
相手が gank 耐性が低い：単に自分が snowball しやすく他レーンのプレッシャーに繋
がります。
dive されそう：dive されたときに颯爽とよこから現れればタワーもありキルアド回収
余裕です。ついでに相手 jg が死んだので他ﾚｰﾝがプレッシャーから開放され、相手の
森荒らし放題、obj とり放題です。
dive できそう：dive を成功させればレーナーキル、exp ロスト、タワーロストと大き
なアドバンテージです。
逆に行きたくないレーンは teemo vs vlad などです。
vlad ガン有利でリボルバー詰まれる前もトントンくらい、それ以降は脱糞レベルで
teemo がきつくドンドンと free farm vladmir というサモナーズリフトでも指折りの激
ヤバ生物が育っていきます。それで teemo は late にむけてドンドン腐っていく生物で
す。
まあなんでこんなレーンが生まれてしまったのか、先だし teemo というものが許され
てしまったのか謎は尽きませんがまあできてしまったものはしょうがありません。
gank or タワーハグ or swap です。
なぜ gank 行きたくないか、まあＣＣもないバーストもないレーンはキルがとりづらい
です。ましてや vlad です沼で逃げれるでしょう。
（実際は vlad は非常に脆く、沼とい
う逃げとしては微妙なスキルしか持たないので結構 gank のカモですただ teemo じゃき
まりにくいでけです）
teemo vs vlad では teemo はトレードするだけ不利なので teemo からトレードを仕掛け
てきた瞬間 vlad も怪しいと思うでしょう。以上から難しいです。
そしてもし gank を成功させて相手 flash を落とさせたり、リコールさせた、キルした
などの結果を得てもその後に繋がらないからです。
1~2kill 持ったくらいじゃ teemo は vlad に勝てません。3~4kill 持っててても 9lv 超
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えた vlad に勝てないと思います。
teemo のＴＰもうんこみたいなもんなんであんまうま味がありｍせん・
jg がいないと勝てないレーンに行く必要性は薄いです。jg の gank で”勝てるに変わ
る"レーンに行くのです。
相手 vlad がリボルバーを買える金額を稼ぎだす前、Ｑのレベルが上がる前に gank を
決め、こかせられるのならいいですが camp のリスクとリターンが見合わないと私は考
えます。他レーンを育て free farm vlad に対抗できるレーナーをこちらで用意しまし
ょう。
（一応 teemo は育つとキノコによる盤面制圧力でアドバンテージとれるから gank する
価値なくはないです。ただ対面に勝てなければキノコも置けないだけで）
味方 jg が「vlad 辛いだろ？camp しようか？」と優しく聞いてきたら、
「Top is okay. Helping other lanes would be better. Please help me when I recall
or they're trying to dive.」
と言いましょう。これであなたは 1st teemo 即ロック vlad 当てられウンコマンから世
界一イケメン teemo さんになれます。味方からの人気もうなぎのぼりです。しかしレ
ーンは負けます。先だしを悔やみ耐えている間味方が有利を築くことを祈ってくださ
い。
janna vs raka のようなレーンも積極的なトレードが起こりづらいためいきたくないで
す（raka は gank 耐性が低いためカモですが）
キルポテンシャルの低いレーンには行きたくないってことです。
ですが bot なのでキルまで繋げられれば drag に繋がったりダブルキルの可能性がある
ため上のクソ teemo よりかはリターンがあります。
㉙siege 中に melee がタワーを殴らない
タワーを殴るのは ranged adc の仕事です。
melee の仕事はタワーを殴っている最中の adc を守ることと、当たられた際のカウンタ
ー、タワーを守っている poke をしようてしている相手に対してＣＣをかけることによ
るプレッシャーを与えることです。
melee がタワーを殴るときは無防備中の無防備です。避けられないのでスキルショット
当て放題 aa し放題。しかもタワー元なので反撃の可能性もありません、しかも、タワ
ー範囲外から脱出するのにも ranged より時間がかかります。
melee がタワー殴っている最中に poke で削れて瀕死になってしまえば、チームが当り
合えば負ける状態となり siege の続行が不可能になります。反撃の可能性もたかまり
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ます。
しかも melee というのは大抵防具積んでいる分タワーにダメージを与える値は低いで
す。リスクとリターンが見合いません。
タワーsiege は ranged adc の仕事です。フリータワーのときは melee も殴ればいいで
す。

102

