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回対応機種：MSX２国企画/制作：ﾃｨｰﾙﾊｲ｝

エディタアセンブラはソースプログラムを編集する
エディタと、ソースプログラムをマシン語に変換する
アセンブラ、さらにマシン語プログラムのためのモ

SＭ

ニタ機能を含みます。エディタはＢＡＳＩＣのスクリー

ンエディタ感覚で取扱うことができます。文字列検索、

80エディタアセンブラ

MSXvMSX2～で、Z-80のマシン語プログラムをアセンブリ

言誕唾百再極iLできるエディタアセンブラ｢Simpi6ASM]・

文字列変換もできます。このエディタアセンブラは、
オンメモリで編集から実行までできますので効率よ
くプログラムが開発できます。

徳間書店「MSXFAN」８月号から連載記事もスタート１発売

価格￥5,000雪

既にTAKERUでしか手に入りませんよIMSXユーザーは注目！

■対応機種：MSXMSX2/2+ｔｕｒｂｏＰ

当時、39,800円の所を何と5,000円。

団作画/開発：コーラル

■■■P

ﾌﾗｻｰｴ業株式言社〒‘…………脇iiM輔

東京営業所(０３)5203-7133
大版営業所(06)252-4234

通信販売欝灘蕊議嬢iM議騨:::Wｉ

1992DECEMBER

００〃７ｒ/Ｖ７Ｓ

「」
nDlNsにＯｏＰ

⑳ＧＭ＆Ｖ最新ｹﾞｰﾑ･ﾐｭｰｼﾞｯｸとﾋﾞﾃﾞｵ情報

③ザ．タワー(？)オブ｡キャビン

⑲ほほ梅麿のＣＧコンテスト

ＨｑＮＡ７７汎仁Ｋ

⑲パソ通天国

イベント画面＆マップをドドーンと公開／

⑬蒼壼狼と白き４８鹿・元朝秘史

オーバー100ポイントの優秀作が一挙にＳ作品

⑳ゲーム制作講座『ｸﾓのいとへの思い』を検証する
はじめてＰＣ－ＶＡＮに入ったぞ

発売間近、光栄歴史シミュレーション登場

⑲プリメ慎楽：Ｈ

ゴンザ・マイマイの章と左京の登場だ／

⑨internationalizatiO、

⑳プライ-F巻完結編

⑰キャンペーン版大戦略Ⅱ
ユニットコンテストと総合シナリオコンテスト発表

ＰＲＯＧＲＡＭ

決定／最強の娘コンテスト

わたしはこうしてコクサイカした

ｌｌＶＦｏＲＭＡ７ＷｏＮ

⑭ｏＮＳＡＬＥｓ目発売ｿﾌﾄを再ﾁｪｯｸとﾕｰｻﾞｰの主張

⑩ＣＯＭｌＮＧＳＯＯＮｸﾞﾗﾑｷﾔﾂﾂ巳ほか新作情報のお知らせ

⑳ファンダム

⑩ＭＳＸ新作発売予定表１０月19日現在の情報

バラエテイに富んだ作品を10本渇赦／

⑳ファンダムスクラム
⑳スーパービギナーズ講座
⑳新。マシン語の気持ち
⑲アル甲曰＆４(騎士巡歴問題/PBR）
⑧あしたは晴れだ/

⑲第Ｂ回プログラムコンテスト公開審査のお願い

⑳合月のい－しよ－く一情報
⑩ＦＡＮＣＬｌＰﾏｲｼﾃｲｰに育つｼﾑｼﾃｲｰ
⑳投稿応蕊要項(応募用紙/投稿ありがとう）
⑳読者アンケート掲耽ｿﾌﾄ2'本ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ

⑲ＭｌＤＩ三度笠

ＦＭ音源用プログラムをＭｌＤｌ用に直す

③ＢＡＳＩＣピクニック

⑳ＧＴフォーラムGTのﾓﾆﾀｰさんからのﾚﾎﾟｰﾄ第已弾

③ＦＭ而譽『楽館

特別'龍歸

、ＲＡＷ文13連発

オリジナルＳ本十ＧＭＢ本

⑩ＡＶフォーラム会目のお題は｢人体」
●B●■●■●●●●●●●●●●●己●■■●O●●ﾛ●●●●●■■■●●●■●●●①｡､｡B●●■●●句■■●●●Ｐ｡■●●●●●●●■●

⑲ゲーム十字軍

のぞき穴：戦国ソーサリアンほか／通り抜け：戦国ソーサリアン、幻影都
市、ピアスほか／桃色図鑑：合月は学園ものゲーム特集なのだ／読者対抗マ
ルチプレイ：Ｂ時間耐久マルチ～大阪真の陣～レポート第已弾／歴史の散
歩道：自作ＳＬＣのススメその巳

、スペック表の見方
冠O3-3431-1627e

１月２３日発売:予定．

ＶＲＡＭ

128Ｋ
１２８Ｋ

セーブ機能
ｾｰﾌﾞ機能

ディスク

価格

Ｂ・ＢＯＤ円
BＢＯＯ|田

ターボＲの高速モードに対応

③⑤。⑰⑲⑨

、国⑫/2＋
[Y宮司,/2＋

／ＦＭ音楽館／アル甲／ＡＶフォーラム／Ｍ|、'三度笠／ほほ梅麿のＯＧコ

ンテスト／バソ通天国／ゲーム十字軍／ＭＳＸＶｉｅｗ／あてましょＯ／Ｍ

⑪販売、あるいは開発ソフトハウス。③閉入などについての問い合わせのた

Ｍファンソフトｏ

対応機種

「ザ・タワー(7)オブ・キャビン｣より
くレギュラー＞フアンダム・ＧＡＭＥＳ／フアンダム・サンプルプログラム

⑰スーノ(－付録ディスクの使い方

本の紹介と冬のイベント告知

園×已回
国×已団

(…篝）扇pii3F]髭も鱗スーパー

ＳＸ－ＤＯＳ／オマケ

⑯償もちや蔦ＦＦＢ

媒体

スーノ(－付録ディスク＃１５

めの、ソフトハウスのユーザーサポート用の醸舌番号です。ｅこの本を作っ

ている時点での予定発売l開祖｡⑭jWM本と音源／軍はROM､園はディスク､ｉＺ
はMSX2＋からオプションで内蔵されるようになったMSX-MUSIC(通称Ｆ
Ｍ音源)に対応している二とを意味します6また､松~F函器力､ら発売になって
いる｢ＦＭバック｣も同様でd-bディスクの後の数字は何校阻力､を意味してい
ます。⑱対応機種／そのソフトの仕様がＭＳＸｌで動くタイブリフものは

Ⅸr已祠F定禰，/2+､ＭＳＸ２は歴辺2/2＋、ＭＳＸ２＋でしか動かないものは

画2+専用､ターボRでしか動かないものは函と蕊Bされています６⑱
RAM、VRAMの容趾／ＭＳＸ１の仕様のときは、RAM容通によって動いたり動
かなかったりするのてく自分のMSXをチェックする必要があります。MSX２
以降のほとんどの槻所mはVRAM128Kなのてくあまり関係ありません。⑪セ
ーフ1Ml能／ゲームを途中でやめても、そ二からまた始めるためのセーブの方
醤Pどこにすることができるかを番いていますb例外として､ｼｭｰﾃｨﾝ
ｸﾞゲームなど五ｍ源を切らないかぎりつづけられるコンテイニューの機能

がある場合はそのことを明記してあります。⑱価格／消謝錫11のメーカー側
の蒜plll5売価i格です。⑳ｲｫ袴iiL

鰯擬鰄雰)圏■
いますｂ

付睡
ディスク

●記事中の価格表記について『ｽｰﾊﾟｰ鵬ﾃﾞｨｽｸの使い方』鋼
とくにことわりのないものは、すべて税抜きで表記しています。

●本書に関するお問い合

わせについて

読者,)みなさまのお問い合わせは､休日
をのぞく月lWHから金曜の午後４時から６
時の119、下記の番号て受けつけていますｂ
なお、ケームの解答やヒントはいっさい
お答えしておりません。

竃03-3431-1627

蕊バックナンバーの通信販売のお問い合わせは徳間書店販売総務部(冠03-3433-6231)まて､なお、1992年|月1W禰号以前とスーパープロコレlと3は完売となりました。また、他も淘工が少なく
なっていますので、早め(＝鯖入ください。

※｢美少女ゲーム｣｢美少女ソフト｣は徳問瞥店インターメディア株式会社の登録商標です。

蕊
塁

鍵

趣

I

外ﾋﾟシ

凸⑪

剛

ド

I

・垈錨

弩醗

、可

llmwL`鋤,禰繩

/轡／

園錘啓

ｳ

筏罫

雲雲夢＝

、

$鯛２

鰯

圏ｘｓ囚

鑿iii1iii鑿;iiiillllliiii薦蕊塵
篭壼

、甦繊

露’

Ａ翻し嘘 薗

､蕊iij

鍵

;(鼠剛（

一

’

忠

需鬮

-ｺ

『

'淘

;1蕊室

FTTこうYルノ,十

対応機種

１２８Ｋ

ディスク

価

篭W鵜

:劃

ＶＲＡＭ

ｾｰﾌﾞ機能

曰ＢＯＯ円
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ターボＲの高速モードに対応

｢ｽｰﾊﾟｰ付１，ﾗﾏｽｸの使い方｣鱸

［＿

牛
つわす句『キャビパニ」､｜じよいよ来
月 諾 夕万

￣

年末商戦というやつだろうか、

舞台にしてしまうというユニー

毎年この時期になると話題作が
ズラリと勢ぞろいする。すでに
発売中の『プライ下巻完結編』を

段は安いし、ボリュームはあり

クさ。ユーザーにとって、ソフ

ありで、とにかく楽しそうなニ

トハウスというのは憧れであり、

オイがプンプンだ。

ふくめれば、今月20曰に発売が

世界。それをバーンと公開しち

いちどはのぞいてみたいという

予定されている『菅き狼と白き

ゃうんだから、よろこばずには

■

牝鹿･元朝秘史小年内目標で開

０マイクロキャビンの本社ピルは、取りこ

いられないのだ。さらに、マイ

発がすすめられている『シムシ

みした絵を表示。ちと、わかりにくい.….．

クロキャビンの人気キヤラやス

ティー』､そしてマイクロキャビ

タッフの面々が数々のイベント
もう、こうなると楽しくないは

うなゲームがゴロゴロ。なかで

もっとも｢キャビバニ｣という
ゲームが、それだけ期待できる
内容であるのはいうまでもない｡
「サーク・ガゼルの塔｣などで好
評だったＶＲシステムを採用し、

も、ひときわ注目をあびている

マイクロキャビンのビル自体を

が刻みこまれたこのソフト。値

ンの｢ザ･タワー(？)オブ･キャ
ビン(通称『キャビパニ｣)と、ザ
ツとあげただけでもおもしろそ

に登場するというサービスぶり。
ずがない／

マイクロキャビン'0年の歴史

のがこの、ｒキャビバニ｣なのだ。
た１０月情報号(そのときは仮タ

ニック｣)の読者アンケートを集
計してみると、購入意向ゲーム
では『シムシティー｣に次ぐ第已
位。そして、特集希望ゲームに

…’

イトルの『わくわくキャビンパ

Ｈ

戸

鰯臓

されるというすさまじさ／

Ｏ近鉄・四日市駅からは、このマップ上を
トコトコ歩いていく。ピクシーも一緒０

ーム中の基本画面を掲赦しておこう。右側には、それぞれマッ
プやキャラの位置などが表示される便利なサブ画面も見える。

⑰プレイヤー

『

これがプレイヤーの分身もマ

｣I11M1il＝

￣

イクロキャビンに遊びにきた
という設定で歩きまわるのだ

⑪占孑＄'-1ＩＤＴ

蝋:：

雛!｝F~::Ｉ

可

●ピル断i宙１回
プレイヤーが、いま何階にい
るのかを表示してくれる。赤
ワクがいまいるフロアだ

のフロア見取図

［心

■

おなじみのVRシステムカ採用されている

Ⅳ麹

おいては堂々のトップにランク

國声罰一雨幽爾割 ；零

④このゲームには、「サーク・ガゼルの塔｣で

これまで、イベントの画面しか紹介してなかったが、今月はゲ

『キヤピパニ」の
『串想 ピパニ』②
菖本画面壱初公園
菖奉
。囿壱初公園

「キヤビパニ｣の第一報を載せ

☆基本システムは
『サーク｡ガゼルの塔｣だ

プレイヤーが、いまフロアの

Ｂｉ△。

鞠ｉ

ど二にいるのかを表示してく
れる。赤点力現在地だ

Ｏ

Ｉ麺、－句

|：

鍵

圃潤

■■■－－

４※画面写真はPC-98版で､すべて開発途中のものです。

■角

秤８－…）…－１１

li弓iiiL:二
繭．．
爾

■

戸１Jロ

陣t、ご-

ム達１｜|塑｡鐵七

￣■

１－

●アイテム
ゲーム中に手に入れたアイテ
ムが、ここに表示される。２
つまで持つことができる

FANSCOOPザ・タワー(?リオフ&キャビン
アマ

ヲ

｣

期待に胸ふくらむ『キヤビパ

ニ｣だが､ＭＳＸ版の発売は１２月

の予定になっている。９８版のほ
うはすでにショップにならんで
いると思うが、この原稿を書い

ている時点では、まだ開発の真

セ

ﾉーノ

リ向

回の記事同様、今月も98版によ

る紹介になってしまったのであ
しからず。

さて、数あるミニゲーム（イ
ベント）から､｢プレイ、ピクシ

っ最中。ＭＳＸ版は98版のメド
がつきしだい手をつけるそうな

ーの恋のライバル宣言・ラトク
はわたしのモノよっ〃｣のグラ
フィックを載せてみた。これは、

ので、当然サンプルなどはでき

おなじみ｢サーク｣シリーズのヒ

あがっていないのだ。そこで前

ロインであるプレイとピクシー

③あるところでﾌﾟﾚｲの人形を発見すると､「おしゃべりﾌレイちゃん｣のゲームにi、これ【
いわゆる人エ無能もの。プレイに、いろんなことばを教えこめばいいのだ

が､ラトク(『サーク｣シリーズのもっともっと見たい知りたい／

鍾二;i鐸i2参鰯驫:曇訓鍾111鑿驫 談っ’
ミ飼‘霞ji舗鰍講儘Ｘ安嘉雲霞鶏了銘
澱；的懲ノリご已人対戦も可,ii管とｊ竈1弾が厚くもi'月!旧《｣二）
鍵
う｡滝誓うから､かなり熱くなれそうだ。’こ名古屋百開催されるのだ(＜
霧霧
丸く)？このほかのｲﾍﾞﾝﾄやｹﾞｰﾑわし＜は]]6ﾍﾟｰｼﾞを参照のこ
蕊 素を1Aのグラフィックについは､そのと)｡また､合月の付録ディスク

主人公)をめぐって格闘戦を辰という人のためiこ、マイクロキ
主人公)をめぐって格闘戦を展という人のために、マイクロキ
開するというゲーム。まだ実際ヤビンでは全国規模のゲームイ

見’ｏ
えがラ
る対ト

■乙五宅団向

ー･滝ク

ワを

丸くjiW

蛎識

マイタ
鰹社
マイクロキャビンの社内を
ぞきく
(!？】
そっくりそのまま(｣？)再環

Ｅ

Ｅ［

Ｅ■

'學ili薑1 篝i i1i i iIli篝i篝;i li i;i ifi ilili ；

芸クリ
がに、

に遊んではいないが、「ストⅡ」

ベントを行うことを決定。その

的なノリで已人対戦も可能とい第１弾が、早くも１１月14日(±）
うから、かなり熱くなれそうだ。に名古屋で開催されるのだ(＜

このほかのイベントやゲームわし＜は106ページを参照のこ

のグラフィックについは、そのと)。また､合月の付録デイスク
細はう
かラレ
ー部を４ページの記事タイトルには、『キャビバニ｣に収録ざれ
総Ｚ…部を4ﾍﾟｰｼﾞの記事ﾀイトルには､『ｷｬﾋﾞﾊﾟﾆ』|こ収録され
：クと
部分に散らばせておいたので参る｢スーパーカルトクイズ｣の体
『犯部分Ｉこ散らばせておいたの百参る｢スパーカルトｸｲｽﾞ｣の体
；のピ
いトイ

家ク
考にするといいだろう。験版も収録。発売にそなえ、い
;雛考にするといいだろう。験版も収録｡発売にそなえ､しＩ

がｼ
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なお、「キヤビパニ｣のことをまから予習しておくといいかも。
二三

先月
､写真
ﾆﾋべろ とわ
ロキャビン
マイクロキャビンの社
先月号に鮫せた実物の写真とjﾖ上こくるとわかる力〈マイクロキャビンの社

リ(ちょっとキレイすぎ
内がかなりリアルに再現されているのにはビックリ(ちょっとキレイすぎ

るか!?)。画i百iは、キヤラの移動に合わせてスクロールする方式だＩ、
一ルする方式鐘

】［王塞三ＺＺＥ三三＝、三三三三三二菫菖三三三三三ｺ三ｒ三三言三三弓「旨「言？＝－－Ｆ三

③いちはやく『キャビパニ』を体験できるマイクロキャビンのイベント詳細は106ページにあるぞ／
●いちはやく'キヤビパニ』を体験できるマイクロキャビンのイベント詳細は106ページにあるぞ／
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草原の英雄｢萱き狼｣チンギ

ス・ハーン。他民族の支配と干
渉を受け、長い間分裂していた
モンゴル高原を統一し、さらに

はそのモンゴルの誇る騎馬軍団
を率いてユーラシア大陸の大部
分にわたる空前の世界帝国を建
設し、その後の世界の歴史にお
いて重大な影響を与えた。
そのチンギス・ハーンを主人

公とした『蒼去狼と白き牝鹿』シ
リーズは光栄歴史三部作のなか
でもひときわ異彩を放つ。三国
志や戦国時代ほどモンゴルの歴
史が知られていないせいか、人
気の点では三部作中合ひとつだ
が、世界を舞台にしたスケール
の大きさが最大の魅力。
、４

ｒＬ

チンギス･ハーン

ン
ストノY1iiil池

その｢菅き狼｣シリーズ第Ｓ弾
にあたる最新作『元朝秘史』、つ

更■＆

jik 菜縢 鰯

■６１

藷

＝Ｉルｉｒ

いにＭＳＸ版の登場だ。この記

事を作成している現在、まだＭ
ＳＸ版のサンプルができあがっ

ていないので､合回はＰＣ-8801
版(以下88と略)の画面をもとに
紹介していく。
ゲームは、英雄チンギス・ハ

ーンになりかわってモンゴル高
原および世界を統一するのが目

的となる。シナリオは全４本。
シナリオ］はモンゴル編。シナ
リオ２．ｓは世界編で、シナリ
I「んこう

オＳでは、力、の元冠で有名なフ
ビライ・ハーンが主人公として

登場する。もちろん他の君主で
もプレイ可能だ。

Oモンゴル編では、全'4か国(部族)、モンゴル高原の統一をめざす｡ケームに慣れるための入門
シナリオといったところ。まずは小手調べだ

世界編
１１銚鶴Ｉｉ

誇る大英雄で、現代でもモンゴル国民

ｅいわゆるジンギスカン。モンゴルの

に神と同様の扱いを受けている

Ｉｌ癌

また、シナリオ４はモンゴル

編を統一してはじめて選択可能

１

締

で、その時のデータをもとに世
界編に挑むことになる。

|鋒
７

榊Ｉ ５
EWb父

Ｏ今回はシナリオは４本~Ｑシナリオ４は
｜をクリアしてはじめてプレイできる

６※画面写真はとくに断りのない場合はＰＣ-8801版です。

O世界編では、いよいよ全33か国(前作よりも増えている)、世界制覇目指して戦うことになる。
課(h域ごとにそれぞれ特色があり、筋縄ではいかないぞ

RANSCOOPj蘆:吉鑛と白き#ih露｡元顛灘建
〆

それでは実際に、特色あるゲ
ームシステムについて見ていく

゛－.￣1ざ｡=ﾛﾛｭｰ’２･･~~

國患

力
ステ
籍⑪
とはちがったi3R籍,の!シ,ステ|ム

本人や中国人と同じだったわけ

「元朝秘史｣ては、信長や三國

ない人には、少々とつつきにく
い印象を受けるかもしれないが、

志とは大きく異なった独自のシ

食わずギライではいけない。下

ステムを採用している。まあ、

のカコミにいくつかポイントを

考えてみれば、遊牧民族であっ

まとめてあるので、よく読んで

たモンゴル族にとって内政の持

｢元朝秘史｣の雰囲気をつかんで

つ意味が、定住民族であった曰

ほしい。

多彩な鴇i産湯と蕊鬮欝i入

さすがに、世界を舞台にしたゲ産した特産品は、ウイグル･中国。
－ムだけあって、各地域にはそれイスラム･ベネチアの４種類の商
ぞれ風二'二や文化に応じたさまざま人を相手に売買。もちろん商人に
な特色がある。よって値段や扱う品も変わってく
その１つとして、各国ごとに設るので『大航海時代』さながらの交

特徴的なのは、商業開発や土地
開墾などといった直接国力をアッ
プさせるコマンドがないこと。か
わりに、住民配分という概念があ
り、国の住民に町造り。鰹産品作
り。畜産品作り･特産品作りの４
つの仕事を割り当て、その従事人

叩叩呪１‐■■０心血皿，ｕ咄印ⅢⅢいⅢ和船院Ⅲ乢叩か一ｍⅢ咄匹

一一ｺ○KⅢ頑⑪而人【燕

訊轍蝋;醤
呵

ｌトｌｗＰｄ而人町蕪TユルJ露う。
酋禰目当てﾛ｡商人仁些
〕いい岬齢(…

任したとき、直接、商業や鯉業に
投資をしてくれることがあるが、
これもかならずではないのであま
りアテにはできない。

灘瀧し,誉す

濡色一

型JjIF-MRP了if醤』i盈
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電審薮～繕か爵■鯛二騨獅

晉藤露‘一Ｗ:うに

１－愚かによ-.てIIE入も聖わって《罰

いく仕組みになっている。ラクで
はあるが、思うように国力が上げ
られないのはツライ。
唯一､政治顧問(信長や三国志に
おける軍師の存在)にコマンドを委

定された特産品があげられる。生易を楽しむことができる。

鑿露魑屡瀧懲

③内政”カギ、
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そうなると、問題は誰に統治さ
元朝秘史には前作のように直轄そうなると、問題(g
せるか。野望渦巻く時代につき、
地というものが存在しない。つませるか。野望渦巻く照
ふつうの武将では裏切りがD1iB。
り、自分が直接統治できるのは本ふつうの武将では褒匂
いきなり独立されたらたまらない。
国のみ。属国はかならず配下の武いきなり独立されたら
将に縮合を任せる二とになる。もそこで頼るべきは血α
そこで頼るべきは血の絆、つまり
ちろんターンもまわってこない。血族。親族凝血縁‘
血族。親族凝血縁の武将ならば
４二F＝■￣
絶対に裏切ることがないので､安
霊司冨F。『丘
心して属国の統治を任せることが
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鼻壁忌1入手ヅ〃ＳＸjM7画面写真7
ＭＳＸ版画面写真

まずは全国マップだ力《縦横の
まずは全国マップだ力（縦恢の
ドット比の関係上、少し横幅ｶｻ印
ドット比の輝系上、少し横幅f)＃甲

し縮められたのを除けば、レイア

ウトに変更はない｡基本的に88版
ウトに変更はない｡基本的に80版
に忠実な画面Ｗ４成で、スケールダ
に忠実な画面illi成で、スケール ダ
い
ウンなどなく、うまく移植してい
ウンなどなく、うまく移植して

興るようだ６塗＝空
、るようだ。
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重石 いの

鶴

ってしまう で、国力ウ

。世界編』ちょっと継長で国の形がヘン

たのでニニに紹介しよう。
たのでここに紹介しよう。

竃［

筌匁好みの差なんだけど

露２

＝笹佳日量頚弓露雫出削準ご琴§…圃廻電11181窪：

ィンドウを出すと相場と重なってしまう

厨TEEa･ユ

ｏモンゴル瘡珂横幅が狭いので、国力ウ

今回は88版の写真のみPで構成す
今回は80版の写真のみで構成す

る予定だったが急きょ光栄から
る予定だった力<急きょ光栄から
ＭＳＸ版の画面写真が送られてき
ＭＳＸ版の画面写真Jb篭られてき
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★今月の「ハイドライド」はとってもよかった。自分で買ってやったのもよかったが、この時期に「ハイドライド」を見ると、思わずやりたくなるような手がるさがいい。いつやってもドラゴンとイールにはびっくりさせられる。
しかし、あらためてＭファンのありがたみが伝わってくる。（岐阜県・土屋寿美・旧歳・ＦＳ１Ａ１ＳＴ）★「ハイドライド』感激しましたノ．これで「ハイドライド」の－～３まで全部制したことになりました。ありがとうござい
ました。（兵庫県・井関昌彦・旧歳・ＦＳ－Ａ－ＷＸ）☆今月の「ハイドライド」はうれしかった。毎日３時間ほどもやってしまった。害手県・伊藤寛．ｎ歳・ターボＲ）

まずは内政について。

国ＩカアツフiMｦri麓涛霞か醤

はないものね。

その独自性のゆえに、慣れて

ことにしよう。
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鰔獣店

塗 化
戦争のシステムについて。

た 灘
砦｣た|戦闘)：ス紺弊にⅡ注■目
、

ために、さまざまな工夫がこら

前作｢ジンギスカン｣は＝國志

されているのだ。

し、合回の｢元朝秘史｣てはかな

また、こまかい点では、光栄
の歴史シリーズ最新作だけあっ

り独特の、より進化したシステ

て、戦場やユニットのグラフィ

ムを採用している。
もちろん単に違っているだけ

ックもぐっとリアルになり、移
動や攻撃も目標を設定するだけ

ではない。史書『元朝秘史｣の世

で自動で行ってくれるなど、操

界をあますところなく再現する

作性も向上している。

軍団を率いる。このことか

③各国⑪晒附j力11ｔ兵士散で唾K部l雛kで喪きれる
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軍団同士力腰触したら戦闘モー

○虹叩噌－にＩ叫柚印如］繩出凹切勝凹君はないＪ地形

部隊力藻まって構成される

もできる。

ドに移行。リアルな直i面で実際に
部隊同士力戦術を駆使してぶつか
り合い、いかにも戦ってるという
気分にさせてくれる。
優れたＳＬＧの条件である戦闘
のオモシロさという点で、元朝秘
史はかなりイイ線いってるぞ６

や諏擢僻器宅凡て汕那時お前粁汎耐皿表蕪磑松僧ｂ－寒臭
な永肌回少し屯し間、に府細流碓熔加鯉等く幻だ

兵士数が元に戻る)､武将は

戦争になると、まず行軍モード
て戦場の地形に応じて大まかな戦
略を立て、軍団を配置。移動させ
る。その際､敵軍とのさまざまな
交渉や各都市から補給｡略奪(′）

》藻

いが終わると残った部隊は

場するのも見逃せない。
１８００’

はあるが、戦闘における一

時的なものにすぎない。戦

らも、スケールの大きさがうかが

い知れる。また、世界各国バラエ
ティに富んだ16種類もの部隊が登

》辮鑓赴一
織辮轆纈

他のゲームでは兵士を戦闘の最
小単位とし、兵士力喋まって構成
された部隊を武将力津いていた。
元朝秘史では部隊を実質の最'｣蝋
位とし(兵士の概念はあるに
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☆教室で「ねこバレー」を友人とやりこんでしまった結果我々２人だけ究めてしまい、あとの人がついてこれなくなってしまった。けつきよく私と友人だけでやっていて、サしフアタック（サしうを打ったらすかさずジャンプし
てアタックノ・）を禁じ手とし、必殺技をランダムにして遊ぶはめになってしまった。今、その友人が対コンピュータ用のプログラムを制作している。（宮城県・遠藤秀訓・旧歳・ＦＳ－Ａ－ＳＴ）☆「ハイドライド」すっかりはまっ

ちゃっています。（岐阜県・山口達也・旧歳・ＦＳ－ＡｌＷＸ）☆「ロゴマークの３Ｄダンス」はす『｜くよかった。どっかのテレビ局の放送開始のようで楽しい。（新潟県・藤井正史・川歳・ＨＢ１Ｆ１ＸＤ）

や信長と比較的似ていたのに対
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戦闘画面についていえば、行軍
モードはさほと変わってないｶﾐ
モードはさほど変わってない力〈
戦闘モードの画面レイアウトが大

幅に変更｡３Ｄ(クォーターﾋﾞｭｰ）
幅に変更ｂｓＤ(クオーターﾋﾟｭｰ）

つ
から２，（トップピュー)にな
から２，（トップピュー)になっ
大
た。これはＭＳＸ版における最
た。これはＭＳＸ版における最大

の変更点といえる。
どちらがいいかは意見の分かれ
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ると二ろだけど、このほうが見や
－F。メッセz－.ジウインドウカ触③繩１１モード。２，iご憩ったのはピソクリ。ｚ準､生曾冗一 ソトのグラフィックについては
るところだけど、このほうが見やＯ行軍ﾓｰﾄﾞ。メッセージウィンドウが独⑧戦MIIﾓｰﾄﾞ。２，になったのはﾋﾞYヅクリ。Ｏ部隊ユニットのグラフィックについては

いのは確か(経験者談)。
すいのは確か(経験者談)。立して下に配置さ札文字力読みやすぐ見やすく戦ったぷんﾘｱﾘﾃｨｰ半減大幅な変更はなさそう
にi1E屡さね輯ｺｶ読みやす〈晃/やすくなったぷんリアリテイー半減大i圃な変更 はなさそう

～ノ
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FANSCOOP篝篝鑪と白き鯛&鹿｡元勲，鰯(露

ないのだ。

「元朝秘史｣において、血のつ

親族とすることができる。決し

て単なるお楽しみコマンドでは

りまくり。

今回は顔グラフィックだけでな

よう(88版)。まるでこれだけで
単独のゲームとして成り立つほ

く、画面中央に大きくイメージグ

ラフィックも表示され、ラブメー
ターの値に応じて、服を着ている
状態.少し脱いだ状態。もっと脱
いだ状態と３種類に変化する。

どバワーアップされたのだ／

ナニ〃1ｆＳＬ鰯ji鱸lmlii雛i､鰯騨醤

各国ごと各シナリオごとにそれぞ

れ違った姫がいるのてく顔グラフ
ィックも膨大な数になるし、イメ
ージグラフィックも、ヨーロッパ
ならドレスをまとった美女、日本
なら和服美人というように、各地
域ごとに用意されているの燈世

今回は口説きのバリエーションぱ見事エッチ成功。とはいっても、

がなんと16種類｡相手の性格に応ｐ説くたびに体力が減っていくの
じてナンバＳＬＧなみの駆け引きて《うまくやらないと体力メータ
じてナンバＳＬＧなみの駆け引きてＫうまくやらないと体力メータ
が要求される鑑一(青)がOになってハイさような
が要国1tされるそ６－(青)がOになってハイさような

口説き文句に応じて、ラブメーら。現実の女の子同様、そうかん
口説き文句に応じて、ラブメーら。現実の女の子同梯、そうかん
ター(赤)力蠣減し、ＭＡＸになれたんには陥落してくれない。
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クカ櫟しめる。安心していい趣
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鯛

さて、ＭＳＸ版の画面をいくつ

か紹介してきたが、今回はサンプ
ルがなく、まだまだ未確認のとこ
ろも多い。詳しくは次号以降でお
伝えするので、ファンは期待して
、

待っていてくれ／

１K
１１！

ルドの画面は00版とほとんど一

ぞし

そして、みんな気になる（？)オ
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Ｏピューチホー＆フリチイなグラフィック
ぱ健在，Zjiフフ、これは期待できる／
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西欧の美女はドレスがカラフルで美しい。まるでお人
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｡時にI11jinlLく、時に(;勵引にと、皀走首股な手段嗜駆椀して(覗
突と－biRjii(去二'山ﾛ談)､がんlｉｆ｡÷てpH附くと.．“.．
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（フランス）

（南宋）

雪一形さんのよ《孔まさに超合金（意味不明）
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しもう。

．．閥

踊醜絢噸》幽弼』弧…ＬＩ

旱ハミ1,,

界各国の美女とラブロマンスを楽

☆ｎ月情報号のオマケに密かに入っていたＭＳＸデモはほんとうになつかしくて「ます」なんかも古典的選曲で何度も見てしまった。ＭＳＸ万歳ノ．（北海道・水野亮・旧歳・ＦＳ－ＡｌＷＳＸ）★川にもなったディスクを見なが
ら、去年は受験一色だったなあ、などと感慨ぷかいきようこのごろです。会不良県・吉岡光徳・旧歳・ＨＢ１Ｆ１ＸＶ）★「ハイドライド」がまさか雑誌の付録になってしまうなんて。現実にまのあたりにした今でも信じられませ

姫と一夜を共にし、子供を作

パワーアップしたのはシステム
だけじゃない。グラフィックだっ
てホラ、このとおり、気合いが入

同じ。その点は光栄さんもぬか
りなく、なんとオルドのために
ディスク１枚を費やす力の入れ

ん・涙が出るほど懐かしく、またある意味でとても新鮮な感じがしました。編集部の方々に、またＴ＆Ｅソフトの方々に感謝・彊背県・平居雅史・加歳・ＦＳ１ＡｌＳＴ）

なほうがいいと思うのはみんな

る。男子なら後継者や将軍にし、
女子なら配下の将軍に嫁がせて

画

憲台の入ったグラフィック

とはいえ、どうせなら華やか

ながりが重要なのは先程述べた
とおり。オルドはその血縁を産
み出すために必要不可欠。

一蝿顯たぃ

もち'ろ,llLIl毒'|#ドも■,パ'ヴJ｢''洲
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鰯
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ザ･攻略’｜ゴフザ＆コイコイの章
つ
|貫這な已人は里頂でヘトヘトになっていた

プロット兄妹は両親のかたきうがゴンザの強さは健在で、パ
う

ああょ

を討つために宿敵ゾルトノ(を捜ワーは有り余るほどだ。敵を恐

して、ザイアス大陸を旅していれずにどんどんなぎ倒そう。し
た。しかし、世の中そんなにあかし、ハツキリいってマイマイ

まくはな＜、ハ玉の勇士という｜ま弱い゜本を読ませて術を覚え
名声だけでは食べていくのにもさせることをオススメする。
苦労するありさま。空腹で動けゲーム開始時に已人は空腹で
なくなっていたそんなある曰、パラメータがボロポロの状態。
マイマイがゴミ箱から１冊のアまずはガンマの町のケーキ屋に
ルバイト雑誌を拾ってきた。行ってみるといいぞ。あとゴメ
已人はこれを頼りに仕事を探ス村の神社では懐かしい人物に
すことを決意する。まずはこの再開できるうえに、アスロンキ
本に載っている求人のすべてをングをいくらでもくれるぞ。旱
当たってみなくちゃいけない。めに行っておくといいね。
ザイアス大陸にあるほとんどの結局どこにも雇ってはもらえ

町や村を訪れることになるので、なかった已人。そんなときサー

已度手間をしないように右の表カス団の記事を目にする。
ろはチェックしておこう。その
ついでに遭遇する敵を倒してレ

ベルアップをするとともに、ザ
イアス大陸のマップを覚えてし

ＬノノＬ－Ｏ

難

\､ｗご

嚇興】〒

[ユⅡ寺一

｣|‘卜謁「．
｜－

わけだ。

ケーキ屋
警備会社
ケーキ屋;｜
｢警備会社ｉ
ガンマの町
ガンマの町’
ケーキ屋の
店員求む

Ｏえ～ん、どこでも)雇って〈んないよお／

ガンマの町
ガードマン
求む
求む

ﾎﾟオヨ
オモチャ屋
Eチヤ， 星
ガンマの町
ｌ刀
ンマのⅡ
のlljJ
7屋の
オモチャ屋の
オモチャ
店員求む

神社

|｜圏メス鮮’
ゴメス村

神主の助手
神主
の助手

求む

お茶屋

層屋
畳屋

○×事務所
Ｏ×事務所

ゴメス材

ゾーンの町

ゾーンの町

お茶屋の店員
求む

畳職人求む
職人求む

事務員求む

建設会社

Ｕ寺冒十塵
時計屋

ハ白ﾊﾞﾊｰ刀一ソヨツノ
ノットｶﾞｰｼｮﾂﾌﾞ

ガロガの町

ガロガの町
ガロカ・の町

シャイダの町
シャイダ・の町

F1二木作業員
土木作業員

時計作りの職人
求む

求む

『ぬ
遥己
』列

まえば、まさに一石二鳥という

－１斤螢劃配鰹耐耐需型汕圏

を参考にして、１度行ったとこ

アルバイト蕊鑿
アルバイト募
蕊
拾ったアルバ
拾ったアルバイト雑誌に載っていた求人広告は、
人広告は、
全部で13件。
全部で13件。とてもゴンザやマイマイにつとまる
にっとまぞ
､。神社
社なんか(：
ような仕事じゃないのまで幅広い。神社なんかに
ような仕事じゃないのまで幅広（
ゴンザがいたら聴いちゃうよね。
ゴン膨Ｉﾌﾞﾗｳｲいたら驚いちゃうよね。

鐵

〃IＥＩ唐

八百屋

ＢＡＲ
口ＡＨ

シャイダ,の町
シャイダの町

ポインタの町

八百屋の店員

コンパニオン

求む

求む

ハンバーガー
ショップの店員、求む

清掃会社

ポインタの町
ﾎﾟｲﾝﾀの町｜
清掃人求む

已人で歩き回るのは不安だろこの先どうやって生活していくの？

１０

※『フ､ライ下巻完結編」はパッケージＩ
※『プライ下巻完結編」はパッケージ版のみの発売となり、タケル版の発売は中止となりました。

EANAmCKフライ下懲完鎧頚

硫 ば みちづれ、エツちらオッちらってか ？

:，

、

さっそくそのサーカス団を訪

してザイアス大陸を旅すること

ねてみるとゾルトバに|良みを持

トバに関する|胄報を聞かせても

になった。こうやって旅をして

をセットしておかないと戦えな

つ４人兄弟に出会った。そして

らえるかもしれないからだ。で

芸を見せて相手を喜ばせればお

い状態になってしまうぞ。ゾル

この４人兄弟と大道芸団を結成

も移動中は一般人以外に敵も出

金がもらえるし、ついでにゾル

トバの情報を手に入れたら、入

てくるので、攻撃ができる武器

らずの森に向かおう。

うら

＝＝

木の根

U蕊illl;iiiiii:i鑿ij1i篝鵜!！('1１
蕊

ルトバ。そのかたき討ちができ

る瞬間がやってきたのだ。怒り

ときはきた。が、そのときｺﾞﾝ

コ

こ二にはカギの掛かった扉が数カ所あって、それをスーパ

ー食人隊という手こｸhいヤツが守っている。

}蕊

鱒

芹

雫

イ

弓
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鱸

暦

請竈夢
二

兄弟とて同じ。いよいよ対決の

タ

鋪（

》零

で体が震える。その気持ちは４

ン

瞳

■。

蕊i鑑

メ

一

マイマイの両親を殺した憎きゾ

遇

江型て苞同陞吟とり蝿一弐Ｖ繭荷物係で凸

ここに数本ある木のうち、幹が見えている木を探そう。そ
の木の根に潜ってから違う木の根を上がるのだ。

（が待ち構えていた。ゴンザと

■■

￣

二戸

と亟些_｡，ｆｌｙ，謄露回

ｻﾞとマイマイはどこか見知らぬ

⑭。ついに『鄙iiゾルトバとの対面を果たした。今こそ両親のかたきを討つとき

場所へ飛ばされてしまうのだ／

だ／不敵に笑うゾルトパと不知火。そのとき、ゴンザとマイマイは……

③はっさ〃いつ一と夏手王とい。いてやい

ズ

だ
やってもも益罰か

Ｉ

⑤記憶力がパッグンで、思わぬところで

ネ

役に立ってくれ患ぞ．梧亜とす罰一（｜Ｅ並

￣

たち

立巳ダースだ

Ⅷ

■■

－１１

コし

入らずの森

ポ

到晁弟
ナポリタン

西

す

と巴投直立た窪い

|譲一

色二の７斗シ砦１族ｎ人兄弟海底宙電居

‐＆一

則り瞳いう一一一墓得癒とし一四い一甸囚人⑭
姪がでは己い眉ばん熈丞畠
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ザ･攻略〃 左京＆プイフラヨ
＆
ザ．攻略〃|左京＆プイフヲールの章
Iﾉの章
いつ
毛 が
ら
かえでにいつ窪でもかわらぬ團壱
lIhL▲`／Ｗ率

幻左京。その正体は氷竜であ
り、天界十六神のひとり竜神で

ルの子j鱒j錐鰯溌iﾄﾞﾘﾂﾞZたノ

鍵
難

０００

；

②子Ｉ共舂誘拐告れて平常心でいられ
るわけがなＷいつも偉銅ゴヶイ

あることを知っている読者は多

ンデールもこのときばかりは曰親と
しTm1k弓-Eいられないだろう

いと思 う。彼の恋人は人間の女

性であ る、かえで。もうすてに
この世の人ではなくなっている

●

左京はかえでの没後、 望みどお
Ｄの墓を建てて、 ナインテール

に墓守りをさせている。そう、
かえては死してもなお左京に愛

され続けているのだ。このほか
にも人間の女性を妻にしている

神は多い。どうやら『プライ』に
登場する神たちは人間の女性力 〈
好みら しい゜

左京はダコウ山の山頂にある
かえで の墓をナインテールとと

もに守っていた。そこへ水獣将
バルバラが現れて、左京を脅迫
してきた。なんとしても左京だ
陛司

けが使える最高の水術である凍
吋つこうえと《

されて落ち着いていられるわけ

がないのだが、左京から事|冑を

ンテールの子供、ユーロスを誘
拐するという非常手段に出てき

聞かされると涙を流して悲しん

たのだ。それというのも左京を
自分の水獣城に誘い出すために

得してしまう。これは左京を信
頼しているからこそ納得したわ

やったこと。神でなければ凍結

けで、決して冷たい親ではない。

でいるものの、そうですかと納

行を会得できないという左京の

このふたりの信頼関係の深さを

言葉|こは耳も貸さず、執抑Iこせ

象徴するような場面だ。

しつ上う

まってくるバルバラ。なぜ、そ

そして左京とナインテールは

こまでして凍結行を会得したい

バルバラにいわれた通り、ユー

のだろうか？

ロスを助け出すためにザイアス

ただごとではないのが親であ

るナインテールだ。子供が誘拐

､ﾘﾙﾌﾝ灘

1２

大陸のサルア湖にある水獣城へ
と向かうのだった。

水獣城に入る前に、あちこちにある人面岩を今i4flK回って'４
個の石を集めなければいけない

「

ブ
レベルアッ
レベルアワプセしまぜう
サルア湖に着いたからといって

急いで水獣城へ向かおうものなら、
敵キャラの猛反撃をくらうことま
ちがいなし。まずはあわてず、別
の場所に行ってレベルアップに励
むといい。オススメの場所はポイ
ンタの町の詞則付近。そこにいる
イージーマネーという敵キャラが
おいしい。ハッキリいって弱くて
名前のようにかんたんにお金が手
に入るから、こいつはいいカモに

可

一寸｛側一瞥再一噸［幽伽雨「畠

淵吉行を会得したいがためにナイ

③ニニらへんでうろついてればイージーマ

ネーに迦遇できるハスもじゃんじゃん倒せ

なってくれるそ６
最初から左京の能力はけつこう

涙を使えるようになるまて知力、
技能力のレベルを先に上げよう。
高く、あまり心配はしなくてすむ。
行動て周囲を｢観察する｣を選んで
すでに敵全体にダメージを与えら
おくことを忘れずに。狐碧涙力種
れる水術、爆水破力引吏えるの猿
えるようになれば薬に頼らなくて
しかし、１回使用するごとに消耗
も回復が可能になる。
する体力、糖神力はかなりのもの
お金に余裕があるのならナイン
になる。うっかりして左京のヒッ
テールには、ぜひとも防具を買っ
トポイントがなくなっていたなん
てあげよう。今のままだとちょっ
てことになると、ナインテールだ
と心細いからね。左京には武器を
けで戦闘を続けるのは、ハッキリ
買ってあげたい。クイックウィッ
いって苦しい。左京のレベルが低
プでは威力が弱すぎるので、阿修
いうちは薬に頼るか、病院に通い
羅を買ってセットしておこう。う
ながら戦闘をしていこう。
んとお金を貯めてマスターソード
Ⅲ水獣城へ向かう前にレベルアッ
を手に入れておくのもいい。少数
プが必要なのは左京よりもむしろ ､で出てくる敵キャラには爆水破を
ナインテールのほう錘体力、精
使わずに武器て攻撃したほうが、
体力、精神力の温存になる。
、神力を回復させる特殊能力、狐碧

ノ

FANATTACKフライ下誉完錯M鰯

に
功
一回
劫 齢局彪Eii)に水獣鰯に向かう
ユーロス壱
|￣三百ロス患助けるために水獣臓に向かう’
左京とナインテールはザイア人面岩にはめ込まれている計'４

ス大陸のサルア湖にやって来た。個の石を集めなければいけない
ここで注意すべきはすぐにサルのだ。これが水獣城の入□の扉
ア湖にある水獣城に向かってはのカギになっている。そのとき
ならないこと。已人とも弱くてに１個１個の石に大事な意味が
サルア湖の敵キャラの相手にな隠されているのをお見逃しなく。
らないからだ。前ページのカコ見逃すと、見直すことはできな
ミを参考にして、まずはレベルいので、とりかえしがつかなく
アップをすることから始めよう。なる。しかし、右の表があれば
十分にレベルアップしてからも心配はないね。

ｺﾞールド 太陽
ゴールド
ブルー

グレー｜混沌
混沌
グレー

ブラック|悪しき者
ブラック 悪しき者

秩序
イエロー|秩序
イエロー
ブラウン

レッド

畠
星

パープル 憎き者
挫けし者
挫けし者｜ﾊﾟｰｰﾌﾟﾙ|憎き者

くじ

１－

プラチナ 栄えある者

愛しき者

ノー
カラー

ホワイト 善き者
シルバー
シルバー｜月
月

グリーンＩ会この時
グリーン
合この時

これからの時

１

亦獣鰯
水 獣 鰯

水獣城に入るためには、まず先に人面岩力祷っている

］

14個の石を集めてこなければいけないのだ。最初の入

ロにはその14個のうち適切な３個を選んで､正しい順
序で入口の扉にはめないと扉は開いてくれない。ここ
では与えられた文の逆の意味を連想される石を選べば
いい。上の表をじっくり見て考えて〈１h℃ちなみにこ

i=ｉ

;i鴬艇鱗fii蕊lii1曇雛ＬＬ
浮かんでくる。こんな感じでこの先
も当てはめていけばいい。この水獣
城の中にある扉は全部で５つ。最初

の4つは順番にそれぞれ､悪､穏懲

挫綿､混雑の反対の意味を持った石
をはめればいい。そして最後の扉を

開ける石だけは、言葉どおりの意味
を持つ石をはめる。最後の扉をクリ

アするとその部屋の中にはバルバラ

、

北Ｆ＝二

、

バルバラの部屋
－

、

、

Ｉ

~n口'二]〔ユ’

４
二ＩＦ￣

巳
、

ＦＸ－－

、

カ特ち構えている｡これでこの章も僧
エンディングだ。

鍵

罰

■
グ、￣Ｉ

※マップ上の数字は、それぞれのフロアへ通じる扉の位置をしめします（例・＠‐２Ｆ）。

にはサルア湖のあちこちにある体力、精神力を温存しよう。

セピア
セピア｜過ぎ去りし時
過ぎ去りし時

一
一一ブ

ったら、すんなりと水獣城へはって大量にヒットポイントを消
入れてくれなかった。入るため責するような戦い方は避けて、

に重宝するであろう各石の持つ意味の一覧
I度見てしまうと２度と見られないからね

ノカ

う１度ここに来るのだ。移動中に遭遇する敵キヤラは
レベルアップがすんだなら、かなり強く、少々あぶなくなる
会度こそ|ま気を引き締めて水獣場面が出てくる。左京は少数の
城に向けてレッツゴー／と思敵キヤラに対しては爆水破を使

饒霧誤鰐'欝鰯
鶉霧鱸

しゃべる岩
しゃく：

持っている
可守つこ’

最後の扉に石をはめ込んで扉

を開けた。そこにはユーロスを

人質にしているバルバラと、部
下のバルバラ三人衆の姿があつ

た。捕まっているユーロスを肋
け出そうとすると左京はユーロ

スとともにバルバラのワナには

まってしまうのだ。抜け出すた

めに術を使うとユーロスの身が
危険にさらされてしまう。身動
ぎのとれない左京に凍結行を教
えろと、しつこくせまるバルバ

ラ。このままふたりは炎に包ま
れたままなのだろうかｃ

次号は｢ハヤテ＆リリアンの章｣と｢ロマール＆バジールの章｣を攻略だ／１３

辮響

」

プゾソ鰻蕊譲

ｒ麩

￣￣

’

ニーー

対応機種

iT:藤i藻
国×７四

Ｗ戸Y1Dノリ十

ＶＲＡＭ

ｉ２８Ｋ

セーブ棚能

ＰＡＣﾉデイスク

価格

14,80,円

些、漢字 ＲＯＭマウス対応
亜、漢字
ターボＲ の高速モードに対応

いやあ、まいったまいった。

るのは無謀のようだから、勝負

締め切りまぎわまで、ぜんぜん

はしない。ここまでやってるヒ

者だけにさせて｡ゴメンネ)には
『サーク・ガゼルの塔』のデモデ

最強の娘に投稿がこないんだも

マないって。しかし、ほんとに

ィスクを。イラスト採用者には

んなあ。あせっちゃったよ。ま

すごいわあ。脱帽ですよ。

あ、それだけギリギリまでネバ

ところで、プレゼントの件な

ッたってことだよね。そのかい

んだけど、ここらでひとまず打

スト常連さんにはディスクホル

あってとんでもねえのが送られ

ち切って送ることにした。最強

ダー＋αもあげます。これを読

てきちゃったよ。くわしくは下

の娘＆子育て自慢の採用者(Ｓ

むころには届いてると思うけど、

襄蕊ik蕊遜

月号で投稿者全員|こって書いた

採用されたのに送られて来な
採用されたのに送られて来ない

けど、あまりにも多いんで採用

人は｢ささや｣までご一報を。

i鯨iiiiiii1l11iiii鑓髄抓ん臓占鱸瓢僻ｱｼｭﾃｨﾙ

ゆごい、恐
(わかるヤ

ツいるかなあ？)､ダントツの強さ

を見せてくれた。ハッキリいって
朧きモモの木、サンショの木。９
月23日に始めてやり直さずにＳ
日間でここまて育てたそうな。実
に経験値は26601′すごすぎる。
本人はこれよりも優勝ラインは上
になるだろうと予想していたが、
とんでもねえ．'準優勝とは４レ
ベルも差があるじゃあないか。い
ったいどういう教育をしたらこう
なるのだろうか。くわしく書いて
くれたってよかったのに。お約束
どおりキミにはプリメグッズ３点
セットとオレのサイン(ウソ／）
を送るぞ。おめでとう.'

③すさまじいまでのパラメータ。ちなみに応募者全員、エンディングは？？様でした

準鑪艫艤Iliiii瀞iiiiiiiiii1ii1iiiii:iiiiiiiili;i;i;!『柵，

☆娘の名前：カトレシア・リイム
●娘の強さ：レベル4８

準優勝になってしまったとはいえ、ていて、おもしろい共通点を見つ
レベル40は立派だ。かなりの時間けた。双方ともに称号が｢平民｣な
をかけて育てたに違いない。ただ、のだｂこのことから考えるに余計
このパラメータを見るかぎりではなことに時間をかけず、武者修行

なんともいえないが、手に入れたに専念したと思われる。それに根
アイテムはどのように使ったのだ性の値が4000を超えていること。
ろう？今回の場合は上げる必要根性力檮いということは戦闘で娘
はないとはいえ、知力･気品。モカ逃げにくくなって、そのぶんモ
ラルの値が低すぎるのが気になる。ンスターをたくさん倒せることに
優勝者と彼の娘のパラメータを見つながるからだろう。

'i藁酊､どの子噸１

蔚朧鱗
藤i§lWiiiiiFil
⑧非常にかたよったパラメータ。余計なこ
とをしなかったあかしか？

蕊喜位礒lii鍵iiiiii霧竈iiiii:ii;ず￣柵

★娘の名前：メイカ・ヤタガワタケシ
●娘の強さ：レベル4５

レベル45で第３位とは｡…･･･９月展隆〈ん(レベル42)。埼玉県｡白
号のレベル29が赤子のように思石孝行〈ん(レベル41)。秋田県。
える。しかし、腕力７に装備品な三浦孝之〈ん(レベル40)。たくさ

しでよくここまて育てたもの踵んの応募ありがとう。いい忘れた

予想を上回るハイレベルな戦いにが準優勝の松浦〈んと３位の谷田
感心しているささやでありやんす。川〈んにはディスクホルダーをあ
ここでレベル40を超えた人を紹げることにする。レベル40を超え
介していこう。京者'1府。高山浩司た人には、う～ん、そうだなあ、

〈ん(レベル43)。神奈川県｡小林なんかあげるよ。あんまり期待し
裕〈ん(レベル43)。福島県｡水沢ないて待ってて。

￣戸
￣戸

1４

Ｍファンテレカをあげます。子

育て曰|員で気に入った人とイラ

麟繍一

媒体

で最近マンネリ化してきた このコーナーを打破するような企画はな

朝◆

－‐

顯

そろそろ娘の服装を冬服に してあげなくちゃいけないなあ。ところ

霞一再G竜

いだろうか？みんなから のお手紙をまっているＵよ〃

国電簿

Ｉ

発表`最強の娘コンテスト〃

※漢字ROMう
※漢字ROM不要版は通信販売のみで扱っています。’5,244円(定価十消費税

分)を狽合書
分)を現金書留てく下の宛て先まで送ってください｡送料は辮斗です。

〒510三重県
〒5ICE重県四日市市安島２－９－'２株式会社マイクロキャビン通信販売係

③上の２人と違って根１生の値が|氏い。この
へんで差がついたかな？

Ｄｒ.古さやの
控え室なの▽
四今月号はいかがだったでしょう
か。ここて゛やるネタがなくなって
きて困っているのじゃ。みんなか
らのアイデアや要望を待つ。
｡ところで、イラストコーナーに

常連が少ないとは思わぬか？１
回採用されただけで満足してない
で２回、３回と投稿してきておく
れよ。そういえば、埼玉県のぷる
るんさんはついに投稿してこなか
った。グッスン。どうしてなんだ
あ、それにとりボールさんもだあ、
ひどいやひどいや。きっと来月号
のイラストコンテストには投稿し

てくれてるよね(この原稿を書い
ている時点ではわからないのだ)。

そのイラストコンテストのノミネ

ート作品なんだけど、今まで投稿
してきてくれた作品も対象に加え
ようかと思っている。ボツの作品
にもう１度チャンスをあたえよう
ではないか。同じ人の場合は最新
のものを使う予定銭

ＩＣファジー鈴木が捨てようとしていたのをボク○抽選でハズしたハガキの中から見つけてき巧

馴が助け船を出したのだ。イベントでお世話にななぜデッド・太？ザ・プレインのイラストじ
剛が助け船を出したのだイベントでお世話にな
Ｉ。？二）、二五訊那・稲泉砠さん・７歳）やないの？（北海道’佐藤一美さん・応歳）
さったしね二塁界都・稲泉知さん・７歳）

↓ききや⑨霞せちや見自皿

L1

ＤＢ毎編１

O剣を片手にお魅蛍する娘注意⑧この描き方は$吉W#バランスがムＯわ～い、ありがとう／やっと③書いてある英語てく－番搾りは
してないと不意打ちくらうぞ侯ズいんだよね。（長野県･ＭＡＳＴ描いてきてくれたんだね(東京うまいだと？キミは何歳だ.／

庫県･炎の赤い騎士〈ん。｜8歳）ＥＲキートン<ん・？歳）都・日向玲奈さん’’7歳）（千葉県･露呈青羅さん・7歳）
,６９１フわせす
功一一計齢－

齢この２人に関しては徴品をあげ
るかどうかは検討中。ほかの人に
はプレゼントを早めに送るから、

待っててね。そんなわけでまた来
月。ひきつづき投稿作品の募集は
しているのでドシドシ応募してき

てね。年齢を書くのを忘れずに。
〒105束京都港区新橋4-10-7

Ｔ１ＭＭＳＸｏＦＡＮ編集部
￣￣Bログ夕■可､■￣■

Ｏなんだかこのイラストには引きＯらんまがお好きなようで6最近、Ｏこういうふうに見つめられると⑨あははは､苦しい｡確かに数値「プリ〆倶楽部｣係まで

つけられるものがある(周東県き１２歳前後の投稿者急増中／(東京弱いんです｡気がつくと採用してだけみればデプが多いよね(京都ＰＳ､11月１５日＆23日のマイク
ロキャピンのイベントに行くぞ〃
Iのうさん.？歳）都･死神さん・Ｉ臼歳）る帳同県・lZUMI〈ん.’5歳）府･｣b村茂勝〈ん.’7歳）
1５

轍鯛鐵酸濁りP繍窪悪鍵ilXi撫騨

１２月といえば師走。みなさん

『‘‘FＴｍ
鶴Ｉi鋸ｉｒ酎

ちやいますから気をつけてね。

の学校の先生もゴーカイに走っ

と、恒例のバカ話もおわった

てますか？走りの悪い先生は

ところでコンテストの発表にい

ユニットエディタで移動力を上

こう。とおもったのだが、う

げてやれば軽快に走ることまち

～ん、こまった。会回はユニッ

聯え､j'に鰯,鷺:繍鑿：

トコンテスト、総合シナリオコ

阯針鼬Ｉ

鰯'瀞零萢鰯

鰔』蝋;”

|こすくない。あわせてなんとか

で、残念ながら入選作品はなし。

巳ケタになるくらいしか来なか
ったのよ･しくしく。

合回紹介するのはユニットコン

そのなかから、さらに採用レ

だけど、先月の欄外にあったよ

ベルの作品となるとホント少な

うに､『かすたまキット｣,用のユ

汀

LｊＭ

テスト入選の已作のみとなった。

ンテストとも、応募作品が異常

い。総合シナリオコンテストは、

ニットはまだ募集してます。送

これといった作品がなかったの

ってね。おねがいI

パナソニックのソフトアタッシ

L

オリジナルユニットのほうは

ト。ＣＧコンテストの常連でも

ホント少なかった。曰作のうち、

－スの効いたディテールク､ラフ

ある彼の作品はさすがに美しい。

京都府の三浦一誠の作品は先月

ィックは、小さな画面ながら威

かたや埼玉県の那甲矢那聖

ェと、マイクロキャビンテレカ

圧感さえ感じさせる。

を進呈／だって賞品あまって

この已人には、マイクロキャ
ビンのお好きなソフト１本と、

るんだもん。会から送ればよか

紹介した｢スーパー中国軍｣とほ

(なんて読むんだろう)の作品は、

ぼ同じおちやらけ路線のユニッ

硬派な正統派ＳＦ風兵器だ。（

破壊力は大きいが弾を１発しか搭

ユニットコンテストにいちばんいが(だいたい、ディテールの背

早く、かつ、すばらしいできて送景を簡単にすれば解決する)､マツ

られてきた作品がこれ減プキャラは全部で１つになってい

ったなんて考えても遅いぜ／

いまにも｢いつくぼ－ん｣とか

祓できない｢いちげきひつさつ」

叫びそうなl~魔法使い｣もすてが

リニぶた｣などのヘンテコなユニ

ょう。戦闘両百丁でずらっとならぶ

シリーズのユニットや、ヒップに．
お尻を描くぐらいのお約束の｢ヘ

たいか（いちばんイカスのはなん

といっても｢スーパーカブ｣でし

'『鍔！;)!；;iiZ5鮒ｦ努蕊麟柵』崖聰
イックカ轤雑すぎて容量ｵーバーにならないやつ)のグラフィック
ｉ､にＬ

ｌＩｉ議

に苦しんだそうだ６を簡iHi5化するといい。
それぞれのユニットの、デイテ日本のユニットをつぶして作ら
－ルとアニメキャラは独立していれたこの軍団は、全ユニットの(直
るのでそれらを簡略化するしかな段に消費税３％がはいっている。

騨鰯

蝋麺‘

。ｉ鴛

斗饅鎮

剰

し?､型

⑭コット…･もとい'魔法使い｣と、「ｴﾙﾌの娘｣の;ii沸女の戦いってﾔﾂでしJ:うか？
それにしてもこのエルワ娘は強ずぎろ。くつにいいけど

嚥琳<'鱒
。苧９－ｺﾋﾖｕｎＴｏ二

､:駅,竃就縛ハ蝿iiiﾏ鱒ﾀﾞ?mii:が蝉色雰WwYhi

rBhV

殉■

捗轄j〔

熱

(？螺溌鷺嘘 轄鱗jiiii;蝋溌

|ＮＡＭＩＬＡＮＤ

Hiiiij驫欝｢腿i1,$４噸
ニヂヒ

「

埼玉県那甲矢那聖(25）

蕊

＝

もうひとつは、締切ギリギリにい゜とくに感心したのは、背景の
とどいた那甲矢那聖の作品。ユニすばらしさ。これがさらに雰囲気
ツトの数は、まえの三浦一誠の作をもりあげているｏ
品とくらべて少ないけど、質はまＮＡＭＩＬＡＮＤとは｢兵器開発企

さるとも劣らないできだ｡彼のユ業体｣だそうで､う_ん､どういう

蝋州Ｉ

ニットたちは、ガラリとかわって意味なんだ？

正統派。すっきりしたデザイン城それぞれの設定も凝っていて、
近未来SFモノのような感じ凝色いっしょにおくられてきた手紙は
(明るさ)の組み合わせや、パースNAMlLAND開発部のような文体
もバッチリきまっていてカッコいで、まるで兵器のカタログのよう

より。二アリク
ここから紹介するものは、あ
さらかに合回の応募規定｢完全

人を代表サラシものとして紹介
する。

ツトをパワーアップしたものが

ほとんどだ。

オリジナル……｣に違反してい

］１月号のユーザーの主張でも

るが、妙にたくさんの人が同じ

他に、名前や性能は変更され

あったように､－部のゲーム内

ことをやってきたので、下の巳

ているものの、グラフィックを

での性能に不満か強かったユニ

かきかえてないものも多かった。

多分グラフィックツールがなか
ったのだろうが、これも残念な
がら対象外だ。

当然サラシものだからして、
員品はなしだ。

|大戦剛のﾃﾞー
大戦剛のﾃﾞｰﾀをもとに改造大阪府レム('5)’
大戦略111のデータをもとに、へ値段は100前後になっている。車
ﾘ、歩兵戦闘車、兵員輸送車はほ両力震〈なったうえ、ロケット砲

とんと】が占領可能､ＡＡＭミサイルで艦船を攻撃できるのでは、艦船

こちらは、もっとも多くの人がえる｣などというものもあったけ

送ってきたもの。イーグルにくらど､それては中国軍の伝統(どんな

でもヘリを攻撃可能な＆かなりや航空機の立場がないのではない
各兵器の性格がかわってしまってだろうか？でも､ＡＡＭミサイル
いる。でヘリを攻撃できるのはいい。い

なかでも気になるのが、艦船ユままでのデータでは､ＡＡＭし力特

ニットがさらに高価になり、戦車っていないMig-31やF-111は
や兵員が異常に安くなってしまつなぜかホッカムやオスプレイに力
ていること。特に各種の車両ユニモにされていて＄くやしい思いを
ツトは、性能力､大幅にアップし、した人も多かったろうしね。
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会員⑫
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礫＄

上

｡熟

ＣＯＮ『Ｅ

Ｂ耐マルチ～大阪夏の陣
~仕切り直し毎（Ｐ22）
融歴史の散歩道→自作ＳＬ
Ｇのススメその２。（Ｐ24）
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ゴ

ゲ －ム の ぞき穴

ソーサリアンのなかでも、も

ラ技を紹介するコーナー｡貴重な１１１\報提供者
にはゲームのプレゼントもありうる筵

たらない。あとはそこからジャ

まずは最初の写真を見てくれ。

ンプしてギルバレスに体当たり
しないように攻撃していれば楽

丸でかこった部分に立っていれ

勝だぞ。でも攻撃中にダメージ

ば､火口から吹吉出てくる｢グラ

を食らうこともあるので魔法で

ディウス｣もびっくりの岩石も、

の回復も忘れないように。

っとも難しいといわれる『ピラ

ギルバレス自身が出す魔法の光

ミッドソーサリアン｣の最終ボ

弾も、もちろんギルバレス本体
の体当たり攻撃も、まったく当

ス、ギルバレスの安全地帯だ。

Ｐ

いまさら説明するまでもないが、ゲームのウ

ピラミッドソーサリアン

鍵llli鯏蛎

P，

宅Ｂ

騨讓

Ｐ

イ

守口

不屈の服士・描蝿司靭Ⅱ輝けの塞金はＢ０ＭＢｌＰ、水越功、南子のヒョコ、高木太一、ずんぱらりんにおくられる。
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i;;i1liiii鑿甕iil鑿
弘罫

Ｈ川二

②読者対抗マルチプレイ→

Ⅱ

☆付録ディスクでは右のト
ピラＣＧが見られるよん。
⑮ゲームのぞき穴→『ピラミ
ッドソーサリアン』のウル技。

(Ｐ10）
③通り抜けてきます→『幻影
都市』ほか。（Ｐ19）
②桃色図鑑→『龍の花園』＋
α･（Ｐ20）
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今月のザームプレゼン卜臘なし。テレカはＷＤｒｋも、Ｒ内臓モトイ虻
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（宮城県／Ｆ・？歳）
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層LqT:DIJDp1Jjp凹画と;'二つ拮具TN
二つ脂見rIpp竃IglHI蘭
UiSoH巳１，，６
､#1Ｆロﾛ尾口
か1t曙ニオ今LAjqD甲今LP⑰砥９１暗ﾛ．

陰10台二とごロ。。ロ

③ギルバレスといっしょに;昆谷ときたもんだ。
ここなら溶岩でもダメージを受けない

Ｏこのようにギルバレスの体をけずるように
ななめジャンプして戦う、左のほうが楽だ

'ず録ディスク｡役立ちデータﾌﾟﾗｲ上巻。
エンディング､直前

ウワサの真偽

ピドーカ特ち構えている最後の砦、でレベルアップをしてから挑もう。
キプロス城に入る手前でセーブしちょっとは苦労してみてよ。

10月号｢伊忍道｣のウル技(遊技場
で〔Ｋ〕を押しながらルーレットを

てある。城に入っても外に出る二（データ提供／兵庫県。山本専）
とができるそｂなかに入ってただ

ひたすら直進すればピドーのとこ
ろまで行けるので、ビドーとの戦
いに勝利すれば感動のエンディン
グってわけだｂただ、城内にいる

敵キャラはものすごく手強い。こ

のデータでさえ、全滅をくらうこ
とがある。戦い方を考えないとピ
ドーと戦うことすらてきない。ラ
クにクリアをしたいならば､自分

1８

①こんなエンディングもすぐ見られるように
なる筵シマリスも、いまはもうしあわせ

錘｡【 【｡｡｡ 】○画

：

蕊
露 聯轍総‘ 鴬
IrJ甲田Ｗｃ型ＢＬ－蝿

とめるとボーナス目が連続で出る

という技｡手紙には最初の１回だ
けしか成功しないとあった)がまっ

l霊NI欝琶i二１１$サルⅢ靴HnP機U1I蜂A1’

繊灘翰鐘鑑

③'09ページのやり方で作ったデータをロード
するとこの状態からはじまるのだ

たくのウソ技であることが判明し
た。編集部としても「もしや｣とい
う思いがあって保留にしておいた

のだが、何人かの人が実際に試し

てくれて｢単なる偶然の産物｣との

結果を得たの種とりあえず保留
にしておいてよかったというとこ
ろ。みなさんありがとう。

通り抜けできま す

しくお願いします。

漣 東京都。ＢＯＭＢ－Ｐ

嵐 愛媛県。南子のヒヨコ
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型 い,婁恋９筋リハの狛塔え

ゼヒヌい壬いう､HSX叩,爆q福』’１１焉肌製)．

た暗号が解けない。

おまけ。こんな質問が来るだろ

うと予想しての投稿だそうだ。
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Ｑ,３人日⑩t扶箱に会漣せん/
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A･期繍淵蝋聯…,馳

二こで2＊の川吠に｣上inする文字rlXe出して

〃らと..…

た坐は１１とけよ、１ｔち

つ４ワェI山仏ＩＭＤらB料｣；則した所にあみという

わけです｡災悶に１.そこに穴があり､その穴にU
IRL芒はめろと囚し部ﾙilの人'1がDMしるのです｡
そしてそのlHlT(に１２忽NWの瓜ぃ純j力『'

LIdIjx,ｍＮ←U1U1随愛す
nI1KIEロワ

ですが、どうしても｢Ｇスネーク」

ﾙﾊﾞｰﾄﾘﾄｰﾂ
Ｍファン創刊の頃のゲーム。残
念ながら答えが来ない。引き続

:蕊蕊蕊篭

したのですが……。ゆかりのハンルフ場て逢うことができません。

だけ｢愛｣と｢優しさ｣の心をもたせﾄﾞﾊﾞｯｸﾞのなかにあったｼステムいったいどうすればよいのでしよ

Ｑ『スナッチャー』をやっていまる場所がわかりません。デパート、手帳なんですが、名前(泉谷孝夫、うか？（熊本県／Ｔ＆Ａ・？歳）

Ｑｒ伊忍道』で大名がほかの領
すが､JOYDlVlSIONにギブスン教会、病院、警察署のなかを歩き片山唯)だけわかって､電話番号が
と一緒にいた男のモンタージュが回ったのですが見つかりませんでわからないんです。なんとか捜査地に攻めこんでくれません｡レベル

できあがりません。ぜひぜひ教えした。もう半年も行き詰まってまを進めたいので、どうかよろしくは40くらい｡仲間は毘沙門と神子
てください。す。どうぞよろしくお願いします。お願いします。上典膳で、裏シナリオて妖魔を倒

（北海道/鈴木浩司。１８歳）（茨城県／堀竜太郎。１８歳）（香川県／原宿分室信平。１６歳）しています。大名との信頼は100

Ｑ『ラスト･ハルマゲドン』で、Ｑ『原宿アフターダーク』で第２Ｑ砿をゴルフに連れてって』でです。
ファンタジーランドに入るためにの殺人(被害者運野ゆかり)か起き麗子をコンペに誘うことができま（福岡県／川添真克。？歳）
はパーティ全員に｢愛｣と｢優しさ」てから捜査が進みません｡｢ジヤルせん。２日目で受付から名前を知☆上の｢スーパートリトーン｣の
の心をもたせなければならないのダン｣の家宅捜査､アリバイ捜査もり秘摺室で出会い、３日目で芝ゴ質問もよろしくノ

う雲輌邑図艦｢学園ものj特蕊耀7今-75

らいになっていたので、キングスコーピオンが妙に
セス」に桃げてしまっています。ムシのいい話です

教えてください

通り抜けのその後大阪府のＤＥＮ２さん

たく進展がありません。

弱かったのが印観に残っています。しかし、

ことは政四郎から聞いたのですさせられます。もうＳか月も行
が、あちこち歩き回ってもまつ吉づまっています。どうかよる

宝

広田静香の住所が書かれ

けど、誰か救えてくれないでしょうか……。

⑨鱸割壌鶴：⑨芒璽禰鯏？
ん。Ｓつの短歌がヒントである「試作1513(敵キャラ)｣には苦労

ピアス

回画

|戦国ｿｰｻﾘｱﾝ｜｜幻影都市

質問はＱ係へ｡答えは必ずハガキに黒ペンな
どではっきりと。答えの採用者には褐ilit号発
売日の２～３か月後に貸金が支払われる。

新コーナー
富イトル素

ザーム十字璽

蓋醇

新コーナー
夢イトル素定

|桃色図鑑

の 学園生活ｳﾞｱｰﾁｬﾙ
園
ヴ
チ
体験

龍の花園十ａ

『龍の花園』は、映画にたとえ

にはもうすぐ高校生活で体験で

るなら大林宣彦監督の｢尾道曰

きるであろう青春時代。そんな
人生のもっとも楽しい１ページ

まわる学園ＡＶＢ『龍の花園』。

部作｣にも似た印象を持つ作品

ＲＰＧ風の移動画面で校舎へ、

体育館へ、プールへと右往左往、
し、その学校に通う生徒たちと

会話するうちに、本当に知らな
い学校を訪れている錯覚を覚え
ることだろう。

を垣間見ることのできる('P）
｢龍の花園｣を筆頭に、学校が舞

ムだ。そのなかには確実に青春
の息吹が聞こえる。社会人には
なつかしく、中学生以下の読者

ムを紹介しながら､｢女子学生の

生態｣を調査してみよう(結局こ

れることが決定／主人公は加奈子(左)だ

るようにたいていの生徒は試験

よりも部活にはげむ。とくに文
化系サークルに所属する女の子
は、ゲームのなかではとにかく

情熱的。物静かな内にひそむ部
活への心は、オタクともいえる

熱愛をもって、すべてに接して
いるのだ。そんな彼女に愛され
たら、胃までも……(コワイ)。

lli でしよJ： 蟹
'ャうばﾘｾｰ矛
や７１ﾎﾟﾘｾ戸ﾗ戸服乖しよ

、

清楚さ力震しさをかもしだしている二
清楚さか美しさをかもしだしているこ

とが人気の原因だろう｡『セーラームー
と力叺気の原因だろう｡『セーラームー
ン』なんてのもいることだし｡しかし最
近の制服ってブレザーばかりになって
さびしいですね。まったく。

リＴ図

アシＬ・

て下

、

実践していたりしている。キャ
ラクタ的に見るとサラつとして

いるタイプが多いけど、それだ

けに部活以外のことには興味が
なかったりする。
〆

着方は右の通りだけど、実際は上鵠を
着方は右の通りだけど、実際は上着を
ブルマの外に出すほﾗｶ功､わいい(担当
ブルマの外に出すほうがかわいい(担当
は断言する′)。ところで話は変わる
は断言する.')。ところで話は変わる
がくスカートめくりをして中身がブル
が、スカートめくりをして中身がブル
マだったときのむなしさは何だろう。

ぜつ。
11k蕊ii11蟹11図11MF園WUklmHHl露鰯Ht:二｡
・て型

:蕊
雛』’

'

、

ブ
フilMD魅力は健康美
ﾉﾏの魅力は健康美

篝

し

ｐ晴れのちおおさわ ざノ

漂準狗臓爆服

やベロンチョ身体検蒼

】川

l7i7ii:;iiII

鱸滞
欝勝
輯凸■

■1.Ⅱ｣FJ刷lイハ

百Ｆｎｎｌｎｐ１

③セガからの樹直「学園もの｣とたずねたら
北根編集長が出してきた、かくれんぼゲーム

糾群雰鞍宅

るて

かっていったり、青春ドラマを

セーラー服と人気を二分する学園牛蒲
セーラー服と人気を二分する学園生活
の目の保養、それがブルマだb正しい
の目の保蕊それがブルマだｂ正しい

ｐハイスクールノ奇面組

祠皿關

は､学園生活の忠実な再現というよ
りはディプォルメ化､マンガ化され
たものがほとんどだ6美少女ゲーム
の全盛期にはファンタジーものが
学園もの(鋤､りだったが《その目的
は制服にあって､学校でなくてはい
けない理由はすぐない｡ここでは個
性的なものを集めてみた。

標準的セーラ服 i i

》一薊蝋綱》

r龍の花園』以前の学園ものゲーム

少女たちは数多く存在する。彼
女たちはグループで友情をつち

⑥》「ポッキー２」。体育教師
って絶対こんなんばっかだ

Ｇ二四脳学園牝制服の下

いるなんてリアルでいい

に、違反のＴシャツを蒲て

ての学

歴代学園ものｹﾞ罠ム

(というか、ない)。しかしスポ
ーツ、体育系サークルに燃える

ぜ。あこがれる

LlililHPiI:i il 鱗
:識:薑

：'旱ｅ
な違電
ん反脳

Ｌ

外と学園Ａｖｅにはすぐない

標準的セーラー服

ラー服といわれている。学生服独特の

ＪＭＴＩ,}且,,1--＝H冨HDWZ西ﾆｮ自三

ーツに燃える青春ドラマは、意

鋤 歯F岳 蟹

今も昔も、男の永」遠のあこがれはセー
今も昔も、男の永遠のあこがれはセー

ｅ「ペロンチョ身体検査」よ。「秘密の通園」。体育館はい

立派な勉強。その言葉を裏付け

テレビドラマによくあるスポ

りＵレオタードの下は裸か７．つも汗とホコリのにおい

験ばかりではなく、部活だって

｡｢ＭＳＸトレイン｣にミニＡＶＧ力111録さ

れだ)。

スポーツ魂であつくて死ぬぜ
にこんなことする奴いる？』理強です。う～ん美しい

ければならない。といっても試

輔龍の花園

台の数々のアドベンチャーゲー

勉強､それが学生の基本です
学生なんだから、まず学ばな

楚な学園ものだよん。

かい上

で、一見地味だけど人間の純朴
さを感じさせる、幻想感ただよ
う不思議な雰囲気を持ったゲー

ｅ『ポッキ１２」より。ホントｅ豆館の蓮幽」。部活も立派な

新コーナー鰯薪しいコーナー『ソフト禰斑コーナー』一 …し識した．
もらい、ほしい人がその人から買丸また、買いたい人 も挙醜簿側摘など
べくなら避けたいかいら●スーパー舟鳰鯉ディスクと』塵回 軒繩臆って、報狐ケ

夏休みに入った私立高校のな
かを幼なじみの少女をさがして

つぎつぎと趣向を変えて鴬

場する桃色図鑑。合回は清

;鑿ii穰籔驫鑓

蝋瘻欝

③カクテル･ソフトの作品。学校にひそむ幽霊
⑪祠炉をさぐる｡がまﾆｲﾁ押しのｳーム

⑪ハードの作品。とき重やる②イチ押し？

全寮市I汝子枝のＲＰＧ五戦闘もある幻晤

ノ

ザ

二一ル竺

新コーナーその２完成したらタヶ

イクロキャピンのコーナーを作って〃

ーナーを作りませんか？ＭＳＸｏＦ

④拙の罪川艸のパッケージ

『蕊擬熱
舂場。るり移にムＲの心林も少和作れ魁しリニ匠だ作学画とぱ

④数ある『龍の乖歯甥エンディングの－
つ。ホれた女にゃついていくしかない

薗I1mjli

ノしかしこのカカシは何だ？

_Ｌ

Ｊす

一一毛登縊流乘蠅弘〈、劉喝吠塵陥唾、削弘咄冠藍走露⑰化醜転征

①「秘密の莚幽」。超ありがち
の展開現実で期待するな

．ｌい←

偽

､|偽

ノ

［

⑤ポッキー２

③ワェンディの｢ピン宮ソ,丑ツス凸院．制服学
生めI訂１，，１雨マットの上でフアイヤーノ

③伝ＡＭＥテグ’ポリスの推理ｆＪｍｏ１覇所童
服=て石HRD'珊冤諮り艶稲《なったつけ

③ホニーーテールソフト美少女アルバムには校
歌LlRlLってい愚。チラリズムこそ風の．．…

つぎは仕切りなおしの曰耐マルチー大阪豆の陣－－＞ 2１

ロ

白秘密の花園

ヤピンの．

■恋の平均台(ＰｏＳ４）

だから、マ

③訂イリ哩回｣t｣⑪ＬとIrささＷｺﾖ、ガイ
ナッッェ②誰土司言一m催Eミグイズも⑭

、

⑨｢龍の花園｣より。片憩いは誰でも｜度は
憾鍼る苦い記憶花の命は短くて……

i露ごHi;i蝿駒illl

⑧電脳学園

昏一『完曝一向叫び・年

の人と結婚したりするんだよな

駅

｝超剖も。珂桿

か、なんて考えてあせって初恋

五

まて送っておくれ締切は11月末
日必着減

澪》》一｛居田『｛に一一一Ｆ一》》》》Ｔ》》←》》母》一

分だけ恋人がいないのではない

つう聞いたことないぞ。

ゼント名を書いて『桃色の花園｣係

〆

恋愛にみる男女のちがい

友の彼女が実は主人公のことを
好きだった、という設定が多い
のはなぜだろう。そんな話、ふ

くれ(プレイしてなくても可)。イ

ラストだとなお結構ｂほしいプレ

レゼントだ。熱意のあるものに送

恋人のいない男子学生は、自

そういえばゲームではよく、親

ろう。さて今回はクイズはなし。
そのかわり『龍の花園』に対する意
見・感想をたくさん書いて送って

に興味のある不特定多数の人にプ

－．－方、女の子は意外とさめ
ているらしいが、ホントかどう
かは男の担当には不明だ。ゲー
ムの主人公のようにアレ目的で

③妹ともどもおじようす。また送って
い(北海道･魔虎サン）

を忘れてしまう(東京都・ラマンダ下じきをあげる
佐久間恵美子サン）（兵庫県･柴田健吾クン）

ソフトを持っている人も持ってな
い人も楽しめる内容で｢龍の花園』

解答は｢叫び｣。

曇新

塵

⑨『エル｣ってエッチなの③きみは糠１１にＭＳＸサ

たパッケージのミニポスター(カラ
ーコピー)を、１名にプレゼント。
なおかつ、プログラマ兼まん力濠
の青井泰研さんにお願いして『龍の
花園』オリジナル同人誌をＭファン
読者のために作ってもらったぞノ

おつぎは『エル｣。きれいなイラ
ストを送ってくれた、佐久間恵美
子サンと岡山県の三谷和也クン、
香川県の吉井昭洋クン。そうそう

ム十字軍

!＃

鰐鰍１;ifiii薑ijlill1li1l1lll

を３名に〃そしてパッケージと
同じ絵柄のオリジナルテレカを３
名に。さらに記事作成時にもらっ

んと仲良くやってね。残りは神奈
川県の渡辺孝彰クンと熊本県の佐
i橡崇樹クンに決定。

肝矧稼僻。、『哩二

わ。二れを紹介しない手はないの
で、コーナーを拡大して公開して
しまうぞ。さらに前々から要望の
高かった当選者発表種
『デッド～』は公約通り、いちば
んじょうずなイラストを送ってき
てくれた摩虎サンだ。千恵子ちゃ

イト宮予（凸』唇』

回は、業界初の正統派学園ＡＶＧ
で､わたしがハマってしまった『寵
の花園』を､ファミリーソフトより
大プレゼントだ,′まずはソフト

描いて｣と書いたら､来るわ､来る

だけど、むなしいのでやめよう。

・筐てる（Ｚ師一一
豆二亀Ⅲ判と

さて今月のプレゼントだ／今

１０月号で募集した『デッド･オ
ブ。ザ。プレイン』で｢イラストを

漣磯部》灘辨

プレゼント＆10局号当邇署鎗患

恋愛したがるのも本当にいそう

ワニ【２屯『』円い籾【『

「虫

《

￣

つ

むなしく巴時間半が過ぎ、はか
らずもＢ時間耐久からＳ時間耐
久になってしまった第已回大会。
参加者のみんなも困っただろう

けど、もっと困ったのは編集部。
とくにうろたえたのは原稿担当
のファジー鈴木。いったいどう

鶴

池田宜生奈良県．6歳(手前〕
配ji:政幸兵庫県ｌ藏喫）

鶏灘
」

芳茄i；

繩;j悲和京者|i府；職(手前）
;llR村智和束;ilN守’4歳倒）

織日1担当

打遜亘大阪府

大脇W)1-大阪府

浅ｼﾞ1担当
i酉野良京者Nl午：4歳(手前）
テヨ寸罠其大阪府１４歳(奥）

やって記事にするんだよお／

失礼。つい私情が出てしまった。
改めて仕切り直しということ

で、もう１度、全Ｓチームのプ

レイヤーおよび担当大名を紹介
しよう。

各チームとも度気合いを入れ
直し、午後０時40分、本当にプ
レイ開始となったのである。

鈴木担当

西村雌介奈良県１５歳(手前）
｝[ロ忠}豆大阪府：嚥喚）

駕鶴屈鴎

大内}旦当
宮UmilH鱒fロ大阪jiテリ5銭〈手前）

藤原十三男大阪府１５戯〈奥）

長宗我菖臓ﾛ聖

｣高5幻〔和歌山県
坂田善彦大阪府

議蔑了騨職臘ミ欝鬮載繼1F攻唾ｽﾀｰﾄ(1551年３月）

藤蕊迫り■6３

んでも|布あないぞ／」

めでたく配下にすることに成功。
コンピュータ北畠、手薄にな

１

たら、なんだまだ高墜になったばかりじゃ

世代にとって「－本のゲームが丸々付録にな

る』というのはちょっぴりショックでず、いやあ、時代が変わった・
ョツクで．Ⅵいやあ、時代が変わったものですねえ。…：（しみじみ）。〈群馬県》／都都都・旧歳）☆ピーピーガーガＩというから何歳くらいの人なんだろうと思ったら、

時代が変わった９８０円でハイドラィドが買える〃というこ

ないのノハイドライドのテープ版は７年前の製品だから、９齢炉
－レプ版は７年前の製品だから、９歳くらいで遊んでた計算になる。ピーピーーガーガーやってた世代というのは意外に幅広いのかもしれない。

ハードとソフトの相性が悪く、

已回もゲームが飛んでしまい、

国がない。一瞬のスキをついた。
また､長宗我部軍も負けＵと

41国三好領・阿波を奪い取った。

鱗
］
」

③会場の外に出て密談の図。水面下でのさま

ざまな頸ｶﾞﾋﾞﾘ引きもマルチプレイの魅力

〃

①茂ﾁ1蓮私設応援団。クラスメイトｶｻjli幽濡
まで用意して声援を送り、会場を盛り上げる

群雄割拠

ついで大内軍、８８国尼子領・

石見に攻めこむ。兵数では大内

軍が有利だったが、尼子軍は慌
てず騒がず兵糧攻め作戦。大内
軍、兵糧切れになる前にと猛攻
撃をかけたが間に合わず、退却。
｢ちさしよ～」

は｢Ｓ月までに､23国斎藤は22国
朝倉に攻めこむべし｣だ。
これには斎藤、長期戦となっ
ていた近江に援軍を送って－気
に打ち破ろうと目論んでいただ
けに大ショック。しかも、倒そ
うとした浅井からの命令だけに
しくら

余計に腹立たしい。

鬘i篝篝鑿
少

尼子軍も、３５国字喜多領・備前
を攻め落とす。

７月、朝倉軍は32国浅井領・
丹波に侵攻。浅井は籠城戦を選
んだものの、兵力では不利。
｢よし、これなら勝てる」
意気揚々と城に攻め入った力<、
いきようよう

浅井軍、待機させていた武将を
いきなり朝倉軍の背後に出陣さ
せ、後方から急襲。

「げ、こんなのありかよ～」

前後を敵にはさまれ、朝倉軍無
念の退却となった。

23国斎藤は
22国朝倉に攻めこむべし

チ斎藤には浅井とかみ合ってもら内にくれてやり懐柔する｡東部
って、そのスキに32国丹波を落がもつれそうなので、今のと二

ｌとし､そこから一気に山城になろは力をため後半ﾀﾞｯｼｭをか

ムだれこむ。ける｡問題は大内をいつ演すか。
鈴木軍

の葡藤ﾚｲﾔｰ鬮に……鬮轤…いけ鈍

思いるのでﾂﾗｲ｡一応朝倉とら33国播磨も落としたい｡長宗

惑鑿;襲簾ﾀﾞし麗曹撹閃，鱸騨蕊騨
は国の兵糧が残りすぐない……・いるが､いつ切れるか……｡
：織田軍大内軍

：まず23国伊勢を落とし、時期を尼子の共同軍を利用して、３７国

人見計らって全力を挙げて美濃。安芸｡42国伊予を落とす。しば

１斎藤を潰す′浅井｡鈴木とはら〈力をたくわえてから､尼子。

Ｂ同盟を結んでいるのて背後から長宗我部を打倒/ただ､陶晴

ｓ襲われる心配はない。賢が謀反力●心配.

１浅井章長宗我部章
年近江を防衛拠点とし､山城を死まずは四国統一･力をたくわえ

Ｂ溌鑓蕊露灘欄｡輻illlijlW9:噸liIf蕊

月一応､織田とは同盟を結んでいようにする｡鈴木との攻守同盟

～謬るが信用度は？（友好度100)が大きい。

1551年7月

1551年6月

みんな仲良くマルチプレイ
■Ｂ耐マルチ・ギャラリーの感想ムはありますか(複数回答）
①今回のＳ耐マルチ(ﾆプレイヤー１三国志１１

として参ｶﾛしようとしましたか？２元朝秘史
はい３２％いいえ６７％Ｓキャンペーン版大戦略

②大会を見学していてどう思いま（会場アンケートより）

したか？☆当コラムでは現在、以下の投稿
見ていておもしろかった４３％を募集中′

見ているだけではつまらないの・マルチプレイにまつわるエピソ
で、次は参加したい３７％－ドおよびイラスト
全然つまらなかった８％・マルチプレイ大会開催情報

③次回はプレイヤーとして参加し。対戦プレイヤー募集
たいと思いますか読者対抗マルチプレイ｢みんな仲良
はい６９％いいえ２０％〈マルチプレイ｣係まで､遠慮せず
①次回の大会でやってみたいゲー応募してきてちょうだい｡

省磐

夛Y=

「す」だったのだ。⑨数か月待ちに待ったよ大戦略買いに行ったら売り切れごめん（大阪府ウルトラＰ．？歳）●スナッチャーやってみたいと思うけども１卯ってない何とも心なし
トランボラン．Ⅲ故）③すばらしいいい仕上がりのシムシティされどわたしはアクション派（熊本県まつしゅ・旧歳）●ストⅡに自信があったぼくなのにわりこんできたガキ共に

令が浅井より発令された。内容

そんななか、長宗我部軍は４０

国三好領・讃岐を攻略。ついで

尼子軍

昌iii震て…山鰄…｡鱸鬮艤諭謄…圏…

ウルトラＰ，？瓶）☆２日右は「か」ではじまる和敬を詠んできて．『イラスト・不屈の峨士・遺雪

Ｓ月、各チーム注目の朝廷命

角ようしよう

会場からは瑚笑と同I青の入
り交じった声が洩れる。不本意
ながらも長期戦を放棄し、対朝
倉戦に備えることとなった。

ムの思惑

｢そろそろ動くぜ」

｢な、何てや～」

時代

の
各チ

Ｓ月、織田軍、２１国北畠領・
伊勢を攻略。

一塗十字軍

歌Ｆ詠む会

欝

祷連絡

ギャラリーアンケートを読み返さて、第３回大会について。巷
していて気づいたんだけど、Ｍフではさまざまなウワサカ流れてい
アンの各投稿コーナーの常連が結るみたい。東西同時開催だとか、
構来ていたんだなあ。ファジーのＭＳＸを８台使って通信対戦と
知る限りでは、奈良の三冠王クン、か、ファミマガと共同でスーファ
麗亜クン、赤坂ifﾛ俊クン、ちづかミでプレイするとか、プリメＢ耐
の弟クンなど。もっと気軽に声を（？)だとか。
かけてくれればよかったのに(とく実際のところ、こちらとしても
仁赤坂クン。会って話をしてみたまだ朱確定な部分が多いので、開
かつたぞ)。催地や使用ゲーム、プレイスタイ

やっぱりいつも投稿してくれるルなどについて、読者対抗マルチ
みんなは編集部内でも話題になっプレイ｢第３回大会はこうしよう」
て、「この．って、どんなコなんだ係まで、ぜひとも希望や意見を送
ろう？」って気になるしね。ってほしいな。
つぎは ＳＬＢのスズメその已今、、

＆■

散歩道'二
歩道白'ill屋 Ｓ |,１国の スス メ
ゲームアイデア募集

る部分を抜き出してうまくまと
めあげることに徹する。

というわけなので、合回もゲ
ームの基本となるシステムおよ

びメインとなるルールのアイデ
アを大々的に募集する。応募の
仕方は下のカコミ参照のこと。

また、カードのイラストにつ

いてもみんなから募集するつも
り。今月のおはがきの常連さん
たちにはぜひとも協力してもら
おうと思っている。
なお、システム考案の参考に
と、右に市販のカードゲームを
紹介しておくので、実際にプレ
イして研究してみるといいぞ。

応募

三国志を題材とした、手軽に遊
べるカードＳＬＧ(カードだけて遊
べるもの、プレイ時間30分～１時

アを募集します。
<カードＳＬＧ部門＞
①プレイ人数

ット。ダイスなどを使用したより

②カードの名称。効果。枚数
③ゲーム進行の大まかな流れ（ プロ

間)とボードＳＬＧ(マップ･ユニ

イデアを大募集.′
園応募方法
以下の２部門でゲームのアイデ

－チャート）

④ゲームシステム(ルール表）
⑤勝利(ゲーム終了)条件

くボードＳＬＧ部門＞
①プレイ人数

会同のおばが憲~ﾌﾙにもいわせろ～
①初のコーナータ

イトルイラスト。
目のつけどころが

いいぞ.／（赤坂
和俊クン・５Ｐ）

|＿

2４

》“鰄騨唖幽ド魂淫煙腱脱藩雑雛汀墓

》》密》》『》》群》》》》》

答えを知っている人は「Ａ」係まで。（④オレにもいわせるノ・↓ＳＬＧの不満はこちらまで。イラストも受付餡ｂの歌を詠む会↓五・

℃もありのコーナーし掲賊されるとゲーム、撤金、テレカのいずれか這プレゼント《＠はのぞく）。あて先は〒Ⅲ東京都港区新

高度なもの、プレイ時間２時間程
度)の２種類のゲームシステムのア

手札を山札と交換しながら、
国王カードで旗揚げを宣言し、
国カード・物資カードを集めて
場に出していく。それらを侵略
カードや裏切りカードなどオプ
ションカードを利用して奪いあ

い、最終的にカードに記載され
ているポイントを最も多く集め
たプレイヤーの勝利となる。
ゲーム参加人数……Ｓ～ｅ人

使用するカード……94枚
くメインカード>国王カード10枚、
姫カードＳ枚、国カード19枚､物
資カード12枚、将軍カード12枚

。光栄カードゲーム最新作「元朝秘史カー

編集部はそれぞれのすぐれてい

続き、オプションのルールや各
カードのこまかい内容や数値な
どの募集を行っていく予定。

元朝秘史カードゲーム
ドゲーム星２８００円）。原作の璽開［気を

Ｔ１ＭＭＳＸ，ＦＡＮ編集部「ゲーム＋学巾」それぞれのコーナーまで。

ひとまず取りやめ。あくまでも

基本は、読者のアイデアとし、

アイデアが集まって基本とな

るシステムが固まり次第、引き

|実際のｹﾞｰﾑを見てみよう

かなり遊べるものになっている

先月号で、今回はファジー考

案のゲームシステムアイデアを
紹介する予定だったが、担当デ
スク編集部Ｆとの協議の結果、

もっと楽しいＳＬＢがプレイし
たい／そんなキミはぜひこの
プロジェクトに参加しよう。

うまく生かしていて、一連のシリーズ中

①ゲームのぞき穴 十ウル技をみつけたらここへ。②通り抜けできます↓ゲームの塞見が知りたい人は「Ｑ」係へ、

１０
７

三国志

七・五・七’七の和歌を詠んできて。お通用のイラストもよろしく⑤新コーナータイトル未定↓そのほかなん

橘
４

歴史の

もた

鍛臺霧

蟻一鍵十辱塵

<オプションカード>侵略カードＳ
枚、略奪カードＳ枚、裏切りカー
ドＳ枚､疫病カード３枚、回復カ
ード５枚、奇襲カード２枚､逆襲
カード４枚､遠征終了カード２枚

要填

②使用アイテムの種類とゲーム中

これらをＢ５のレポート用紙数

での名称。働き。数週
③シナリオ(ユニットの初期配置
などがある場合はそれも）

枚にまとめて、別紙に住所･氏名。
年齢。麺話番号を明記の上、封嘗
て応募のこと。できればイメージ

イズごとに）

イラストなどもあるとウレシイ。
あて先は歴史の散歩道｢三国志・

④ゲーム進行フローチャート(フェ
⑤システム(イベント｡内政･登用・
戦闘などの各システムについて。
単一での応募も可）
⑥勝利(ゲーム終了)条件

ゲームデ､ザイン｣係まて6しめ切り
は１月８日必着.採用者には感心
の度合いによって貸金を出すこと
にしよう。

ｽｴ１０年６刀｣3Ｕ山崎ｌＷ１Ｘ

方がよりリアルになると思う。

（愛知県。左ニツ巴クン・２Ｐ）

圏三國志。これが決定版
曹操(統率94．武勇75.政治03．知
略81.魅力79）
諸葛亮(統率96.武勇54．政治97．
知略92.魅力89）
☆今回は主役級の２人の武将につ
いて、みんなからのハガキをもと

に能力値を設定してみた。今月の
宿題は蜀の五虎将。キミなりの能
力値を考えてみて〈;ｈＣ

O思わず太閤立志伝を想像／
(克州斎写楽三世クン・６Ｐ）

Ｏ関羽フアンの反撃が？(孫武
改〆とろろ孫武クン・ＩＯＰ）

③１列の音楽力聴こえてきそう／

(我畏需猿クン・３Ｐ）

Ｇまとめ】

今月はらん外がいっぱいなので、
投稿者の氏名のあとにポイントを

記載しておいた。「～クン。ＯＰＪ

というのがそれ、今後もこの形で
定着させるつもりだ。
さて、１０月号でちらっと書いた
お茶会のプラン(投稿者のみんなで

集まろうという話)だが､何人かの
常連さんから賛同の意見をもらっ
た。本気で企画してみようかな。

⑧ミニマンガはオモシロかつ

たよ(神崎しぐれクン・６Ｐ）

雛iLiji

③いつも投稿してくれてあり
がとう(沙羅ﾇJ蝋ナクン・２Ｐ）

来月は|r大戦略11』のユーットトーナメントだ關‘

一一＝￣昌

一一
一一

会月の

匹；

ばおばおからキミへ

可｡⑥

１．ﾎﾞク

い、（

Ｆ腰

先先月号の記事について、い
ろんなところから反響があった
のでそのへんからいってみたい。
まず、ハミングバードソフトの

はいばあ河内さんのコメントが
送られてきたので全文掲載する。

|吉報

ません)が､誤解されるような文

ぱい(鋤河内氏のｺﾒﾌﾄ掲載ノ
一一一■■＆＝-,-･Ｌｕ刀一一一一戸再誇一一

鷲一露i鑑繼獺興；
鰯譲議驍i綴ii鰯l
1.hjHmlirTnB耐廿SごFfP
Hummlm{|i…sqFf.

ｉ１

ＯやっぱりRPGは定番:ソフト。そのなかで

も｢ロードスⅡ｣はレベルカ高いもんね

Ｏどんなに移植に時間がかかっても待って
いられる内容だ｡左同様二れも画面は98版

する機会が少ない社員なんかは

てありましたが、早速手紙を送

｢ＭＳＸユーザーが減ったんじ
ゃない？｣って、思っちゃう。
私たちが魅力あるソフトをど
んどん作らなければならないの
です｡私が求めているのは｢魅力

あるソフトを作るためのスタミ
ナ源｣です。「ロードスⅡが欲し

るなら｢『ＭＳＸはいまでも十分
な力を持っている｣と信じてい

ｗｌ
Ｉｉ，

めんなさい。

某誌の記事で書きたかったこ

Mwい,,HRNIW
,JlIlllg1LHIFM
H,Ⅲ画,!,ロ

IｕＤＩｕＪＴｂＵｐｐ
別
VqⅢ,IMIl佃１１１９Ｍ
UfI
,;翼,ＭⅢ,.｣IliiM Ｍ

山r向0

章であったことは認めます。ご

とはばおぱおさんの言葉を借り

１Ｗ0,,,,,,耐HlNM ｉｌ
JlMIVlIiI堂Illilll ｌＩ

－一一一一一辻､注｡巧■－－面---

い｣というあなたの声なのです
(だからといって採算を無視す
るわけではありませんよ)。
以上です。最後まで読んでく

りました。ＭＳＸに対する危機
感をみんな持っているはずです。
今回のような情報でどのような
行動をすればよいか気づいた人
も多かったのではないでしょう
か｣というもので､こんな人たち
のお便りが会回のコメントにつ
ながったんだね。
そう、はっきりいって合の

ＭＳＸはかなり危機的だ。今回

私が某誌で｢ＭＳＸ版ロード

るのだが以前と比べるとリクエ

ス11は(中略)出さない｣と書い

ストの葉書力<桁違いに少ない

ていた、とたくさんお便りが来

ださってありがとうございます。
文責河内佳一(ハミングバード

ぞ｣ということなのです｡もちろ

ソフトはいばあ河内)。

たそうですね。ちょっといいわ

ん、これはユーザーさんだけの

の読者、雑誌、メーカーのＢ者
が冷静にそして情熱を持ってこ
の危機を見つめていかなければ、
もうどうしようもない状況に来

けさせてください。

問題じゃありません。私の営業

以上で引用終わり。

ているのではないだろうか。ま
だまだ、意見や情報が風通しよ

努力が足りないかもしれません。

文は人なり、という言葉が好
きだが、そんな言葉を思い出す
ような、いい感じの文章で、ば
おばおの記事を見て送られてき

私は｢出さない｣とは書いてな
いのです(｢出す｣とも書いてい

けた

でもユーザーさんと直接お話

合月の移植希望ゲームベスト2０
順位前回順位

ゲーム名

三國志Ⅲ

メーカー名※票数
光栄

ＰＧ１１１

２２ドラゴンスレイヤー英雄伝脱Ⅱ日本ファルコムＰ９５
３ｓロードス島戦記、

ハミングバードソフトＰ８４

４５プリンセスメーカー1１

ガイナックス

Ｐ５[Ｉ

５４ぽつぶるメイル

日本フアルコムＰ４７

Ｓ７ドラゴンクエスト、

エニックス

７ｓストリートファイターロ

カプコン

Ｂ１６銀河英雄伝脱111

ボーステック

Ｐ２Ｂ

Ｇ３２

ＧＡ３０

９１２ストリートファイター、,

カプコン

Ａ２５

1０Ｂサイレントメピウス

ガイナックス

Ｐ２２

lＵ１、ふしぎの海のナディア

ガイナックス

Ｐ２２

1２初エルムナイト

マイクロキャビンＰ１９

1３１４ランスａ

アリスソフト

Ｐ１７

１４１１ドラゴンナイトIＵ

エノレフ

Ｐ１ＩＯ

1５－太閤立志伝

光栄

Ｐ１１

1５１９シュヴァルッシルトIIl

エ画堂スタジオＰ１１

1７１３Ａ・IILＡ列車で行こう

アートディンクＰ１０

1７１７ファイナルファンタジーⅡスクウェア

Ｇ１０

１７－シムアース

ｲマジニア

2０Ｓドラゴン創世記

バショウ・ハウスＰＳ

■1992年１０月号アンケートハガキ100噸より集計

ＰＧ１０

※表中のＰは他Bi躯のパソコン、Ｇはゲーム専用機Ａはアーケードを示します
なお、’5位のr太閤立志伝｣と17位の｢シムアース｣は再度ランクインしたため、前回順位は笹い

ていません

たというからすわクレームか、
と身を縮めたのだが、そうでは
なかったばかりか、こんなうれ

しいコメントであったとは。で
きることならお友だちになりた

いと思わせるような文章である。
関連でこんなのも来ていた。

｢今月のい－しよ－く－情報で
はいばぁ河内さんのことが書い

く伝わっているとはいえない。

少なくとも情報さえもっと早く

確実に伝えあっていけば、少な
くとも合よりはいい状況が作れ
るのではなかろうか。ぱおばお

なりに考えて行動していきたい。
読者のみんなも意見を寄せてく
れればと思う。同時に合回のよ
うなメーカーの方からのコメン

トもどんどん出していきたい、
と思っている。なんとなく河内
さんに力づけられたような気が
した。

移植希望ゲーム累計ベスト1０
順位前回順位

ゲーム名
サイレントメピウス

メーカー名※

ガイナックス

巳

票数
１７m

２２三國志Ⅲ

光栄

ＰＧ

3２２

３ｓシムシティー

イマジニァ

呂張

907

４４ロードス島戦記Ⅱ

ハミングバードソフトＰ

9４８

５５ドラゴンクエストⅢ

エニックス

巳

8５０

ｓｅストリートファイターⅡ

カプコン

ＧＡ

6９５

７７ダイナソア

日本ファルコムＰ

8４０

８ｓ大戦略lII9D

システムソフトＰ

5９７

Ｓ１０ドラゴンスレイヤー英雄伝脱Ⅱ日本ファルコムＰ

5８６

⑪９プライ下巻完結編

500

リバーヒルソフトＰ

■1991年１月号より'992年'0月号までの集計
赤丸の錘字はMSXへの移植が決定したゲームです

2５
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一
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一
一
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一
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一一
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一
一
一
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一
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一
一
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一
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一
一
一
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一
一
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一
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一
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一
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一
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一
一
一一
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一
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プログラムフアンの 王国
ふたたび平穏な日々がはじまった。そのすきに、
色を表示するだけの現代アート談がいの作品やど
ういうわけかひどい話などが押し寄せ、ルナテイ
ックに楽しめるファンタスティック・ファンダム。

。
一認

国１口ロZlZZlEilZzp色同時表示…………26／４８
風ＴＥＭｌＭＵ･…!……………………………･27／４９
囚ブロツクホール………………………………27／５１
国i氷をつくろう…………………………………28／５２

園ＪＵＭＰＢＡＬＬ･…………………………28／５３

回シヤドウヒーローズ…………………………29／５４
園ＯＶＥＲＴＨＥＨＯＲＩＺＤＮ…………30／５５
画ＢＥＮＤＢＥＮＴ……………………………81／５８
厘|ひで－話………………………………･……８２／６１
圃ＭＡＩ<ＥＦＬＯＷＥＲ…………………34／6０

⑨フアンダムスクラムー選考会レポート＋スーパー

プロコレＢバグ情報ほか……………………………３６
③スーパービギナーズ講座…………………………３９
⑨新｡マシン語の気持ち……･……………………･…４２

⑨アル甲曰＆４＝騎士巡歴問題入選作（Ｓ）＋ＰＢ

Ｒシステム（４）…………………………･…………４４
゜あしたは晴れだ！.．…………･……………………６２
③第Ｓ回プログラムコンテスト公開審査…………７３

縢鍵ﾄﾞ／(ifin2）

』sBll垂rT-J
二二'１

唾2/2十ＶＲＡＭＢ４ＫＭ《AlGTでは正常に動作しません
￣2/2＋ＶＲＡＭＢ４１＜鮴IGTでl錘常'勤作し誰ん
ｂｙＴ＆ＴＳＯＦＴし解説は48ページ

最初に断っておくと、これはほんとＩこ申しわけないですが
ノロ。Ⅱ０１Ｊ’面 十○禰示 ＳＣＲＥＥＮ巳のプログラムだ。Ａ１Ｂ〒では正常ｌf動きません
最初に断っておくと､これはほんとに申しわけないですが、【
ＳＣＲＥＥＮ巳のプログラムだ。Ａ１ＧＴでは正常に動きません－
準廼 ＳＤＲＥＥＮＢは、解像度が横（ＳＴはだいじょうぶ)。動かす
ＳＣＲＥＥＮＳは、解像度が横（ＳＴＩまだいじようぶ)。動かす256ドット縦212ドットで、（方法のわかった人は、編集部ま
256ドット、縦2]2ドットで、パ方法のわかった人は、編集部ま
□‐｜形（，云吋Ⅱ レットを切り換えることで5]２でご一報<ださも)。
レットを切り換えることで512でご一報ください。
と

んでくださいロ、。

－

虹・で逆

色中16色を同時表示できる。この作品、この作品といい
色中16色を同時表示できる。この作品、この作品、としい

この作品の、１lZIDDIZlCl②ながら、ちっとも内容を紹介し
この作品の、１ＤＤＤＥｉＥ１Ｄながら、ちっとも内容を紹介し
ロロロという数値は、じつは＆ていないけれど、まあ字数がっ
ロロロという数値は、ミンつは＆でいなしYﾌﾞれど、まあ字数かつ
Ｂ１ＤＤＤＤＥｌＥ１Ｄｌ２ＩＤ、つまきるギリギリまでひっぱったつ
Ｂ１Ｅ１１ＥｌＤＤＩＥｉＤＤＤＤ、つまきるギリギリまでひっぱったつ
り巳のＳ乗､512のことだ。このてだいじょうぶ。たぶん、曰行、
り巳のＳ乗､512のことだ｡このてだし1じょうぶ。たぶん、巳行、
タイトルを見て、ほんとうに１０いや、４行もあれば。
タイトルを見て、ほんとうに1０し1や、４行ﾆﾋﾘあれば。

ｊｌｗｏｏＦＣｍ，「□Ｎ

［ターボＲユーザーの方へ］「※ターボＲは標準モードで」と書いてあるゲームは標準モードで遊んでください。、Ｏ

に切り換わります。とくに注記のないゲームは高速モードでも遊べます。付録ディスクでは自動切換しています。

Ｓ１フォーマットのディスクを入れるか、数字キーの「１」（テンキーは不可）を押しながら起動すると、標準モード
に」｜ラー｜Ｎリトα｜ブイ｜ノクを入れ二ｏ力對字キーｑ１」（｜プンキーに刀｜ロ」右机したカーと近勘すると、標準モーｋ

※々シ■Ｉ 11

書孕てあるゲームは標進一雫

｢ｽｰﾊﾟｰ鵬ﾗｫｽｸの便い方｣鵠

鶉『Ｉ
隠面窒望 司1議示
１'０○加加加伽色圖
時表示

ォＲユーサの方へ】『 璽

付録
ディスク

※歴1はプログラムです。

'Dｉ
Ｖ
１０進数にもどしても色が多し
い’

１サー

覇園

鱗
O

＝＝－■

T

￣＝－

J
￣

￣

－－－－

＝－＄
一一一

圃雇露趨

￣

億色同時表示できると思った人ｊやあ、そろそろ時間が来た
億色同時表示できると思った人じゃあ、そろそろ時間が来た’｜＿
犀
は、きっと心のきれいな人だろので作品を紹介しよう。
は、吉｡と心のきれいな人だろので作品を紹介しよう。
う。ぼくなんか、タイトルを見この作品は、ふつうなら１６色
う。ぼくなんか、タイトルを晃この作茄は、ふつうなら:6色
ただけで消しゴムで消そうとし《ﾉか同Ｉ寺表示できないＳＣＲＥ
ただけで消しゴムで消そうとししか同時表示できないＳＣＲＥ［
たものね。ＥＮＳで512色同時表示してし
たものね。三Ｎ己でE:2色同時表示してし’

＝戸【青一Fで･可

圃盈鐘

それはともかく、この作品は、まう、超絶鑑賞作品だ。（．）Ｏｉ画面がﾁﾗﾁﾗするけどたしかに512色くらいありそう。パレット全部を同時表示しているのだ
それはともかく、この作品は、まう、超絶鑑賞作品だ。（二）ｏ画面がﾁﾗﾁﾗする(ﾅどたしか仁512色くらいありそう。パレット全部を同時表示:,てい論のだ

2６

１

／ ﾙ具｡｣蓮瀧轤雲鰄臘繍鰄蟻霊騨橇獅；

「ｍ二一三Ｐ「□円

だるまさんとだるまさんの格闘ゲーム
だＪ
'示さんとたつ家きんuj磧闘ケーム

7.1〆Tヤーイ

MllW J［
ＴTＥニＭｌＭＵ＝ム

'三百1,1霊鰐霧葬RAW'8'…同嶬I…
I塵

W1E;YKlIKYE7X<1ｺ/2＋RAM81〈蕊タポRは標準ご-Kで
し解説は49ページ
解説は49ページ
ｂｙ廣田裕介し

Ｍ
lUvl
】

技にはＢ種類あるけど、どの
技にiCjB種類あるけど、どの

手がなくたつど過激濁す／
手がなくたって週激ですノ

技がかかるかは、間合いlこよっ
技がかかるかは、間合い,L､よっ

奄亜ＴＥＮエ、Ｕ＞＞
＜＜ＴＥＮＩｍＵ＞＞

Ｊ

３６

蕊

１．

起客

テミム

作者の手紙によると｢ＴＥＭＩＭも､次々に繰り出される技の数々/
Ｕ｣というタイトルはI手力滉え無ＳＩｒｍ類の技をきわどい分解写真で

;謙耀濠；｜鰯璽ilHflil』!;繍騨鰯
て異なるぞ。細かいが、お互い

ＰユユｇＰ２ユ□
ＰユユロＦ２ユ｡

の間隔がlijドットのときはパワ
－ボム(自分の正面で相手を１
ーパム(自分の正面で相手を１
回転ざt｣:る)､間隔が１５ドットの
ごくJl-D
ときはブレーンバスターが炸裂

どら
＆巴

い｣の略だそうだｂ見えないながらバッチリ紹介しよう。

パワーポム
霞麓と雰蝉蝿｜ﾊﾟﾜｰﾎﾟﾑ

⑨しょうゆ差し対ソース差し
③しょうゆ差し対ｿｰｽ差しするのだ。
するのだ。

コミカルな動きが楽しい対戦技が決まると、相手l(:］のダ
コミカルな動きが楽しい対戦技が決まると、相手に１のダ
アクションゲームだ。ＲＵＮすメージを与え、さらに20％の確
ると向かい合った已匹の｢テミ率で気絶する(頭上にテカテカ
ると向かい合ったＥ匹の｢ナミ率で気絶する(頭上i[:プノjテカ
ム｣があらわれる｡一見かわいいと気絶信号が出る)。
ム.jがあらわれる｡一見かわしxし１と気絶信号が出る)。
ヒヨコのようなキャラだが、Ｕ相手が気絶したら、すかさず
上三二のようなキャラだが、Ｕ相手が気絶しiii:ら、すかさず
つは高度なプニレス技をマスタ後ろから必殺技のバック:<□ツ
ーした、す愚いヤツなのだ。こプをお見舞いＵてあ'ずよう。与

【箱覺野Ｉ 弓 、

鋤 鱗夏幽〕

ブレーン
バスター

|脇 【琶夏櫛Ｘ“
烏鷺鯉蕊鬘識:難｜隙ラ
宕尋

のテミムを操作して戦い、敵のえるダメジはＢ、法まｵしば爽
かい
４ｂＬ・

(が）
体力をゼロにすれば勝ちだ。｜央だぞ／
体力をゼロにすれば勝ちだ。快だぞ／（が》
ｍＦＣ家エＣＦｍ前□同

Ｋブロック
ブ ﾗｯｸホールに落ちていくブロック
ソクホールI已清らこいくノｕツン

麺とiiij霞iｉ

ツクホー， し
アブブロックホール
｜■

’

国’ ｂｙいまむら秀樹＞解説は51ページ
函

l7TI三EZi2/2＋ＶＲＡＭＢ４Ｋ※ﾀｰﾎﾞRは標準ﾓｰﾄﾞで
|AASXl2/2+ＶＲＡＭＢ４１<擬ﾀｰﾎﾞRは標準ﾓｰﾄﾞで

ｂｙいまむら秀樹

し解説は51ページ

高得点’
■

斑

■■

口pＦｐ
串

ｃ０ｒＣが出した両飼息「かん
たんｕやん」、彼は東大生です

園児でもわかる、ブロツクホではＲＵＮさせましょう。プッで、吸いこまれる前に移動させ
－ル講座の時間です。このゲーピッパッポーピプポペパー。なくてはいけません。マウスで
ムを遊ぶためにはマウスが必要１０個の白いブロックと画面中カーソルを動かして白いブロッ
ですので、まずマウスをＭＳＸ央に赤いブロックが表示されてクに合わせ、左ボタンを押した
の本体に差しこんでください。います。色がくすんでみえる人。まま遠くに移動させるのです。
あ、そうそう、差しこむのはポモニターが汚れてはいませんか？だんだん速くなっていきますが
－ト１ではありません。ポートたまには掃除してあげましょう。気にしないでください。それよ
Ｂです。お間違えのないように。白いブロックは、だんだん赤いりも速く、マウスを操作すれば
準備はできましたか？はい、ブロックに吸いこまれていくのいいだけです。（が）
■
面

■
■

■■
臣
■
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■■
■■
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己譲れる～
奇峻二奪れる-Ｉ

③スタートしたばかりです。まだまだ平気③じわじわと吸いこまれてきました。そるＯ動きをわかりやすくするため･わざとブ④風前のともしびです。くどいようですが
Ｏスタートしたばかりです。まだまだ平気Ｏじわじわと吸いニまれてきました。そるＯ動きをわかりやすくするため。わざとプＯ風前のともしびですｂくどいようですが
です私コーヒーでも飲みましょうかそるあせりはじめましょうロックを移動させませんでした。本当です決して私がヘタなわけではありません
ですｵgL，二一上．.でt)飲み崖しようかそるあせりはじめまし感こうロックを移動させませんでした。本当です決して私がヘタなわけではありません
2７

｜ロ両三ア六ｍｍ『□円

冷蔵庫を開けたら氷がない｡そこで、
､蔵庫を開けたら氷がない｡そこで、
，Ｑ

ＪＦＦ

……/:Ｗいず…
ガ氷をつくろう
１，％ぞ９．．．．：`・里鋒,．`::’

］ ｂｙＫＰＣ>解説は52ページ
魎瞬能VRAMS4'f灘網

YIH三】､２/2＋ＶＲＡＭＢ４１＜燕ﾀｰﾎﾞRは標準ﾓｰﾄﾞで

|Ｆ＝

け

暑い曰、あなたは家に帰って長方形の容器が表示される。そうのだ。ただし、水があふれる

きて冷たい水を飲もうとした。
きて冷たい水を飲もうとした。れをマウスで操作して、画面中とゲームオーバーとなる。
れをマウスで操作して、画面中とゲームオーバーとなる。

遡凪Ｉ醜．醗爾図：
罰園【
向風風■■回

壁面

■毎画

■一厘

■■

画■■■凸凹座

⑲
①

】囚

凸

画。

Ⅲ■Ⅲ■.■回
■■厘迩亘副
■劃

鱒
躍圏

１Ｊ

ところが冷蔵庫には氷がなかつ央に表示される青い丸の蛇口制限時間が過ぎると、水の溜
ところが冷蔵庫には氷がなかつ央に表示される青い丸の蛇ロ制限時間が過ぎると、水の溜
たので、氷を作り始める。この（画面はキッチンを真上から見まり具合に応じ､100点満点でス
たので、氷を作り始める。この（画面|毬キッチンを真上から見まり具合に応じ､、､点満点でス
ゲームはそんなシチュエーショている絵)と重ねると容器のなコアが表示される。一見かん
ゲームはそんなシチューーショている絵)と重ねると容器のなコアが表示される。一見、かん
ンから始まる。かに水が溜まっていく。制限時たそうで実はむずかしい。負け
ンから始まる。かに水が溜まっていく。制限時たそうで実はむずかりし】。負け
ＲＵＮしてゲームスタート。間(約１５秒)のあいだに、どれだず嫌いのＯ型は、ついついハマ
ＲＵＮしてゲームスタート。間(約'5秒)のあし)だに、どれだず嫌いのＯ型は、ついつし〕ハマ
画面右上にあの氷を作るためのけ容器に水を入れられるかを競ツてしまうだろう。（ち）

■■■凶■■

｡
①

■
■
■回.■■■ＢＬｊ
■■■■r画

■
趣画回国『圏１回
画風鷺劇域

頂囚画面■Ｅ
画且唾亙■■
囹画■国1画■
瓦又■嵐嵐画

｡
①

Ｓｃ夢ログユロ｡
S迭學Ｃ〆ﾕ｡｡

O氷作り開始｡容器は立体感があってきれＯノーマルなスピードで水が溜まっていく。③ううつ、もうすぐ時間切れだ。あっち、⑨制限時間が経過し、ゲーム終了。これし
O氷作り開始ｂ容器は立体感があってきれ⑨ノーマルなスピードてうkjb溜まっていく。③ううっ、もうすぐ時間切れ滝あつち、Ｏ制限時間が経過し、ゲーム終了。二れじ
い、なんてながめている暇はないぞサクサク、容器を動かしていこうこっちのスペースに水力<入っていないや、ましな氷は２，３個しかできないよ
い、なんてな力妨ている暇はないぞサクサク、容器を動かしてい二うこっちのスペースi:二水かく入っていないや、ましな氷は２，３個しかできないよ
」亡三で、シＦｒ「□曰

目：
目玉があるか
Eフ
つから』｜
らＪＵＭＰ生首
|ＭＰ生首

Ｈ コロム
』
ALL
LLｼﾞﾔﾝﾌﾞ…し
JuMPBA山…-1,
ｼﾞｬﾝﾌﾟ･ボール

|璽適
国|蠕纈RAM64呈鯛繭

mTE；､｡/2+ＶＲＡＭＢ４Ｋ蕊ﾀｰﾎﾞRは標準モドで

ｂｙ村林恒し解説は53ページ

曰つのポールが画面を高速でヨイスティック１の下でジャン
白つのボールが画面を高速でヨイスナィック？の-F＝ジャン

行き来している。１Ｐ(吉)は力プ。カベや相手のポールにあた
行き来している。１Ｐ(盲)は力プ。カベや相手の,iミールにあた
－ソルキーの下、ＢＰ(黄)はジるとはね返り、ポール同士でぶ
ソルキーの1<、ＢＰ(黄)(畝ジる室はね返り、ボール:ﾖﾆでぶ
ユＦＬ FIuTl ＥＲＥｌ
己宅Ｉ
量ＦＬ l2IqIl ＥＲ三
：豆

受「~ＬＦＩＴ￣Ⅱ

⑭
⑭

2８

国瞥
１j睦

０重上に両者の耐久狗邦羊塞不される。ジャヱプ姉耕袈璽早えてし

○左上に両者の耐久市邦笙琴不される。ジャンプの軌潜寛迅馳えてし

まうのが勝利への好適だ！

きうのが砿射利へ折垂唄だノ

句ロﾛ凸ＬＪＥ

、ｍ「⑫二「日（簡騨Ｊ刊へ」で）、叩工．、シ⑭（ｘへｙ）

をみるＲ
ＲＰＧの原点をみるＲＰＧ

－ズ
ヤ
三ﾉャドウヒーロ
iZZ亘囿'2/2＋ＶＲＡＭＢ４Ｋ※ﾀｰﾎﾞRは標準ﾓｰﾄﾞで

l窪11iim

ｂｙいまむら秀樹し解説は54ページ
と、長く冒険をつづけられるだ

■ストーリ－

■パラメータの見方

る２人だ。え、古いって？

ＨＰ：体力の現在の値／最大値
ＭＰ；魔力の現在の値／最大値

１西皀■面■■．.￣

名前

Ｐ、：防御力

■ゲームの内容

ＰＥ：経験値

な'こやらうさんくさいストー
リーで始まるが、そんなことを
全然しらなくてもだいじようぶ
な痛快破天荒ＲＰＧだ。操作も
コマンドも非常にかんたん。カ

ＸＬ：レベル

1雛！
写

鰯

装備している武器
装備している防具

夢うです

綴

亟軍一

扉■

商品の一覧が表示され る。

■

④あっ、ぜらんがいない／ひとりとらわ
れの身のふらある

ii零繍蕊 露鑑

憧遡

鰯埜

(よスクロールアウトして消
えてしまう

〃_一意|雲ｉｈｉｌ:j鱒鰯快足澱鰯馴:
１匹のモンスターをたおすごとにん歯がたたないということはない
■
｢

戦闘では、こうげき、〈すり、ま経験値と金力年にはいり、戦闘終だろう。なかでも注意すべきは、
ほう、にげるの４つのコマンドが了後に経験値がたまっているとし下の写真にある｢ふらいすらむ」
ある。カーソルキーの上下でコマベルアップする。魁ほうっておくと羽がとれて、
ンドを、左右で対象となるモンスモンスターも多彩な攻撃をしかけただのスライムになってしまい、
①所持金と薬

ＧＬ＝所持金

得られる経験(画や金は減るが強さ
はかわらないのだ。コイッがでて

〈すり＝もっている薬の数きたらまつさきにたおそう。

②コマンド
こうげき：攻撃する
〈すり：薬をつかって体力
を回復させる
まほう：魔去をつかう
にげる：にげる
③モンスター
モンスターのグラフィック

と名前を表示

’一

｜》

｜》

一一

さまざまな〆 ソセージカ霊

示される。古いメッセ －ジ

一

①メッセージ

で車

ぜらん、ふらあるの２人の
パラメータが表示される

一』

②パラメータ

一】

戦闘時には、モンスターが
表示される

u■

■上-■■■.■■【_Ⅱ"。-■_

4-一･四

、メイン画面
移動時にはマッズ店 では

鰹鳫圓軸占〃」
!＃
ＥＥ、▲

P■

｡しばらく噸《と町をみつけた｡宿Ｃ

｜■

K2愚筐翠Fv弓諄rH可

ｌｉ－１

｛

》藷》

割＝ユ

ＢＴ
Ｂ□

Ｂ：？？ｓｓ

１ａ》く藷ＧＢ
”産誕さ昂率辨熊函鹿

武器と防具も定番のものばか
りなので、いまさら説明もいら
ないだろう。ただし、店で買う

了う／〆斗Ｇ

薊|欝篭鐸

セルと、シンプルな操作だ。

２鄙

■．.

屋でひとやすみするか

【画面の構成】

ーで決定、ＥＳＣキーでキャン

９霧繍;憾箙漂うやＣ

ぜらん。青いぼ

使いタイプのふらあ

それが王の言葉だった……。

e戦士タイプめ
いほうれ

くれ」

ＰＡ：武器の攻撃力

11

■

主人公のパラメータの意味は

つぎの曰、已人の若者が城に
よばれた､｢紋章をらだむすに渡
し、王子をつれてもどってきて

￣ａ

墜墾琴《
■■■

］己

の｢キョーダイン｣を思いださせ

上から'１頁に以下のとおり。

と同時に装備もしてしまうので
注意。魔法の呪文も攻撃と回復
のものだけ、武器で攻撃して魔
法は回復にのみ使うようにする

■

なんだか昔の特撮ヒーローも

中にスペースキーをおして、コ
マンド画面でおこなう。（お）

てきた。

ーソルキーで移動、スペースキ

:■

●

をさらい、王家の紋章を要求し

ろう。セーブ、ロードは、移動

,P

。

ここはドコカノ宇宙のドコカ
ノ星のドコカノ王国。この王国
に王座をねらう魔人らだむすが
いた。ある己らだむすは王子

【主人公はこの２人ノ ）
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蕊騨

蕊

③上の場面とつながりはない力（これが回
復の泉のひとつ

アイテムー寛
、i楢
効果
名前Ｉ価格’効果
名前

やくそう
やくそう｜Ｓ｜体力回復
体力回復

はじめの武麗､功厘力+、
きのぼう
きのぽう｜□｜はじめの武器功隠力+0
｝」
こんぽう’４０｜功撃力＋２
ん ぼ一つ
功撃力＋２
てつのつる差
功盤ｶｰﾄ５
てつのつる芒’１５０１功撃力＋５

功撃力十日
はがれのけﾌﾟﾚ’３５０１功撃力＋８
は７０Wgの1百M」
'抑めの防具lMibU力+０
ふく｜Ｏ｜はじめの防具防御力+0
ふく
たびのふく’４０１防御力＋２
たびのふく
防御力＋２
防御力＋５
みかわしのふく'1501防御力＋５
みかわしのふく
どうのよろい’３５０１防御力＋Ｂ
どうのよろい
35, 防御力＋Ｂ
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に祖国を見いだせ
水平線の彼方
祖国を見いだせ
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ぜろせん
ぜろせん

館にある零戦に手をｶﾛえ、いつ
館にある零戦に手を加え、いつ
でも飛び立てるようにしておい
でも飛び立てるようにしておし１
た。敵空母艦隊の追撃が予想さ

ＤＵＥ ＲＴＩ ｌＥＨ□ＲエZ□Ｎ

－ユ
Ｎ□、 F１ Ｌ－ユ
Ｎ□ｎＩ
ＨＲＲ ，
ＨｎＲ；

⑬

１.【￣｣-lF-．、ｆ￣廷

ＬＩｉＬ－・ｸﾞｰ」
浄士ｲｽ〒ｨＩｙ/7ZI堪蓮ﾊﾟ|まず‘
ゴョイス〒ｨｉｖ９操憾7.UﾉTすき齢，
Ａ盲山７１っM卍’八つ"Ｌノブで土■き「１

ターゲット〃

ＤＵＥＲＴＩｌ正ｌｌＤＲエ苫ｐⅡ
ＯＵＥＲＴＨ ＥＩｌｑＲＩＺＤＵｌ

園Ｉ
ｂＥ９Ｉ

れるがそこはスーパーエージエ
れるがそこはスーパーニージェ

｢＝：
－２

□
ｄ
ｉ逵

ントであるキミのテクニックを
もってマシンガンで撃沈してく
:己ってマシンガンで撃沈《ﾉてく

マニア 狛 け－３
マニアＩ

れ。なに10発もみまえば撃沈で
れ。な!こり発もみまえば撃沈で
きるだろう。とはいっても万が
きるだろう。とＩ上kいっても万が

Ｌ一合且

M焉自Ｉ

□

一ということも考えられないこ

了〒雫ＴＴＷ両Ｚ雛霊魏鮠
ともない。そこでこの零戦にシ
￣

,魂臼

⑨難易度は３闘嵩数字が高いほど難しく
③難易度は３闘武数字が商いほど難しく

ＤＵＥＲＴＨＥＨＤＲＸＺＯＩｌ
ＤＩＪＥＲ
ＰＥＮＴⅡ償ＨＣＲエＺｐⅡ

－ルドを搭載しておいた。シー
ルドを搭載しておいた。シー

なるぞ

齢
鎧

１

ＢＨＩＥＬｍ

すると、後方よ(｣空母
③離濯し
｡Ⅲ腱してしばらくすると、後方より空母
の戦いがlきじｉｆる
が出現。
が出現ステージ｜の戦いがはじまる
ＤＵＥＲＴⅡ囮ｌＯＤＲＩＺ⑥1１
ＤＵＥ丘ＴＨＥｌｌＤＲＺＺＤＮ

Ｉ_

さてビリー＜ん(アンタのこルドの許す限り、敵弾に耐えら
さてビリーくん(アンタのこルＫの許す限り、敵弾に耐えら

UE3Q
Ｕ己！

とね)､わが国きってのスーバーれる。シールドの残量はコクビ
とね)､わが国芒ってのスーパーれる゜シールドの残塁はコク曙

ＵⅡ

回の指令だが、最近ＰＫなんたも見ることができる。有効に使
回の指令だが、最近ＰＫなんた毛見ることができる。有効に便
らといろいろうるさいＪ国に侵ってくれたまえ。

静-Ⅲ ■■！
E】
①

勢

ね
＝

職）

Ｉ

エージェントであるキミへの合ツト右にあるメーターでいつで

`｡Ⅲ

三宅塵

ＢＨＩＦＩｂ
⑧HＩＥＬｎ

BＨＸＥＬｐ

入し、官邸より例の秘密文書をさらｌこもうひとつ、スIf-ド
入し、官邸より例の秘密文書をさらにもうひとつ、スピード’③画面下に齢ろrf色い標準を空母に合わせ③撃沈／でもまだまだ序のﾛ｡脱出への
画面下にある］if色し標準を空母に合わせＯ撃沈／でもまだま翼序⑭1..１lx｣出1への
盗みだしてわが国へ持ちかえつ調節機能を搭載しておいた。こ撃て､撃て､撃ちまくｵ''~／道のりは長く険しいのだ
盗みだしてわが国へ持ちかえっ調節機能を搭載しておいた。こ撃て､撃て､撃ちまくれ~／道のりは長く険しいのだ

てもらいたい。れは自機のスピードを調節できうに見えるだろう(実際はそう命を落とすようなことがあって
侵入はそう難しくはないだろるものだが１が最も速く、Ｂがなのだが)。も当局は一切関知しない。
侵入はそう難しくはないだろるものだが１が最も速く、Ｂがなのだが)。右当局は一切関知しない。
うが問題はそのあと、つまり脱最も遅い。１ではもの足りないこれは離陸前に選択してくれなお、このテープは自動的に
うが問題はそのあと、つまり脱最も遅い。１で|よもの足りないこれ(よ離陸前i窟選択してくれなお、ミＺのテープは自動的に
消滅する。それではキミの健闘
出だ。そこで先にＪ国に侵入ざというならＢを選ぶといい。またまえ。
出だ。そこで先にＪ国に侵入ざとし'うならＳを選ぶといい。またまえ。消滅する。それではキミの健闘
せてあるわれわれの仲間が博物るで敵のスピードが上がったよもしキミがこの任務に失敗し、を祈る。ボンツ〃（にい）
せてあるわれわれの仲間が博物るで敵のスピードが上がったよもLノキミがこの任務に失敗し、を祈る。ボンツ’（|こい）
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すぎて処師逮ダゾー沙鴦挫け卯いように
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弾力遁方に発射された時がチャンョノ多Ｊｊの
ダメージにかま:おす－号Y〔(韮党みがける／

に〕

Ｉ‐－‐

れる゜二ｍ特鋼Mはどこ'、発射ざ糺為かわかち

ない上上Ｈｊ露i弓能な②国醐に堵?かい。Ｉ錆

辮醤

愈静さすがにズテージ４とも嗽塾と、気iWbiオマ
ではい力yIF<ｵﾄﾞ愚｡空1甲bも⑪恒鶴好霞l蝿ぃ
刀止の再興ぬように空田司り俺ら特殊iMが発射=れ
患ロニ③q43iW詞IMI櫻中に厩ＬＬ、弾を散発Ⅲ騨勺
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|人生魅ﾌﾚﾂｸｽなｱﾐﾀﾞ〈じのよう'二
lENDBENTﾍﾞﾝﾄﾞﾍﾞﾝﾄ
BENDBENTﾍﾞﾝﾄﾞﾍﾞﾝﾄ
生はﾌﾚｯｸｽなｱﾐﾀﾞくじのように

＞

鬮濡謡RAM雛'《潟鯆巧
の場合必然的に十字路ができて

加算されます。ＬＥＶＥＬＵ

タイトル画面でスペースキー
を押すとゲームスタート。ジョ
イスティックにも対応している
のでＡボタンでも○Ｋです。ア
ミダを伝わってボールが下に落
ちてくると思います。どうです

しまいます。でもちゃんとボー
ルは十字路をまっすぐ通過する
ようになっているので安心して
ください｡また何の表示もない

ルマ)が１減り､ＮＯＲＭがゼロ
になるとレベルアップします。

ところへボールがたどりついて

ちてしまった場合、ＣＨＡＮＣ

か、落ちてきましたか？でも
そのまま何もせすにぼ－つと眺

たそのボールは上から落ちてき

ね。まじめに説明しましょう。
ＢＥＮ、

乃疸、で

Ｂ－ｐ回。丘年 尹丁⑭＝＝｡､仔色

Ｏタイトル画面。これがない作品も多いけ
ど、やっぱりあったほうがいいでちゅ

このゲーム、ただのあみだく
Ｕのように見えたあなた。あな

たは物事をストレートに考えす
ぎです。素直なのはいいことで

すが、どこでどんな悪い人があ
なたを狙っているかわかりませ
ん。気をつけてください。え？
それならどんなゲームか教えろ
って？そうですね、どんなゲ
ームかわからなければ遊べませ
んからね。じゃかんたんに説明
しましょう。このゲームはアク
ションパズルゲームです。……
.…･……･あ、いいかげんすぎま
したか。そうですねこれだけじ

めていてもゲームになりません。
アミダの上の｢▼｣を左右に動か

どり着くと、その数がスコアに

してスペースキーを押してみま

とです。アミダを引き上げて変更
するにしても、つねに先を読んで
動かさなくては、高得点はままな
りません。はじめの数ラウンドは
とくになにも考えずにアミダを動

「
’

るのが目的です。

ボールは通常のアミダと同じ
動きをしますが、このゲーム独
持のルールがあります。ふつう

4染

とはありませんが、このゲーム

てアミダを動かしていたのではあ

っという間にゲームオーバーです。
アミダと人生はよく似ています。

丑

曇２１

聖
闇

軽虹

HHエーニご肛睡康

鼎⑧

唖剛曲醐垣匠ユ

LＥＶＥＬＵＰ

LoSTBALL

レベルが上力､っていくと
レベルが上がっていくと

レベルが上がると、ノル

プラスされていくスコア
も同時に上がっていくの
も同時にLがっていくの

マも増えて難易度も上が
っていく。さらにボール
も油えるとあれば、少し
は頭をひねらないと、高
得点は狙えない

読んで字のごとく。ここ
に落ちるとＣＨＡＮＣＥ
が｜減ってしまう。いか
にしてここをさけてボー

だしベルを上げずに、
姪レペルを上Ｉｆずに、

スコアを稼ぐのもし､い手
ｽｺｱを稼ぐのもいい手
かも

ルを落とすかがポイント
だ

基本"Ｌ
－LIさ押さえ： iしよ’
基本ルールは押さえましよ’

⑧

｡

樹iiM二出会ったらかなら

ず曲がlﾉ、職泉仁治いた

ただし.-字路縦線と横
線の交差)の場合は直進

何もないと二ろに落ちる
何もないところに落ちる
と、上にもどってまた落
と、上にt】ど･うてまた落

ら下に進む

する

④

鍵鰄離|篭蝋欝鑑

■
語） ＄）
「’

ちてくる

Ｌ

Ｐ

⑪’
１１

③このままだと｢LOSTBAI-Lolにあたってし③ボールを乗せたままアミダD71荷隅唇、)､
まう／あせあせして運箭を変える

、⑪辰、

ｒＬ

ｕＰ

尋

１１

圧Ⅲ

,瓠
四四

ＮＺ＝EｴＦ■
ロＦ唖庫ロ

,了t漬霜

１Ｊ

Ⅲ１

笏媚■11,

■ﾓ■－町、■ピト■■■
でE庫曲⑰、序別Ｔ

冨鍾帥鴎炉

ＳＣＯＲＥ

くれぐれも道を間違えないように。

かしていても、ボールが少ないの
でなんとかなってしまいます。で

Ｅが１減ってしまい、ゼロにな

るとゲームオーバー。アミダは
プレイごとに組み合わせが変わ
るので覚えてもだめです。念の
ため。（が）

Ｉ

」亭Ｐ

副iE

のアミダでは十字路ができるこ

も、高いラウンドに進むと、同時
に10数個のボールが動いていると
いう鬼のような状態になってしま
います。こんな局面では運に頼っ

運悪くＬＯＳＴＢＡＬＬに落

零

しょう。なんとカーソルで指定
した列のアミダの横線を上に引
き上げることができるのです。
アミダを組み換えてボールの行
き先を変更し、うまくＳＣＯＲ
ＥやＬＥＶＥＬＵＰに誘導す

ただ017ﾐﾀﾞじゃ芯Ｗアウ銅ﾚﾊﾞｽﾞﾙだノ

ＰにたどりつくとＮＯＲＭ(ノ

もポールが減ることはなく、ま
ます。気づいてました？
さてＳＣＯＲＥのところにた

ゃ遊び方もなにもわかりません

いちばん重要なポイントは、いか
にしてボールをＬＯＳＴＢＡＬ
Ｌにたどりつかせないかというこ

蓮ﾊﾟ'まず

閉’

ェ’○ｍｍ・同ェ照門説Ｊ可へ」▽Ｊ鞘弼球ＳＪ可へ」で戴耳一粁の’八１Ⅵ叶溜

天下御免､問答無用のギ ヤグバトル
、

ひIｂ で
【

－面＝

話

|鰯|…'2ⅣRAM1281<…－
－ⅢDy野望を果たせⅢiiiil軸し解説は61ページ
「

プレイ前に、まずメニューで

プレイヤーの人数とラウンド数
を決めよう。最大４人まで遊べ

！■

るけど、４人に満たない場合は
その代わりをコンピュータがつ

■

I-lP軽猛毬膳ご‐

とめてくれる。次に自分が担当
するチームおよび、ＢＧＭを選
択。ＢＧＭはＦＭ音源ＰＳＧ両
対応のノリのイイ４曲からご自

ｂｕ１ｉ
⑰ｍＩさ亡mlJやハパ
コ゛口口い＝豆一卸ル
口函旨
や輿択.〆

ＳＰＴ

櫛Ｉ

ＩＩＩＩＩＩＩＩｌ

■■■■子■■■■■■

繍i讓藪「

震

|Ｉ

尋神一恥し企,黙読花勤虻折一〆

由にどうぞ。

遊び方はかんたん、自分の番

､ダ

が回ってきたらさいころを振る

だけ。おっと、その前に左右の
キーで前線に出る選手と上下の
キーで攻撃するチームを決めて
くれ。前線に出た選手が攻撃す
るわけだが、敵からの攻撃も受

ｲﾌｸﾞZgqHlEl恵２
！ＸHg薊i三|虞と

噸

１

ｅすし屋ケンのすしで体力回復／と思ったらネタカ癌っててすべてがパー／ゲロゲロピー
ピーでヒーヒーだ。う～ん、グッタリ

けることになるのでＨＰが少な

rＰ－－
Ｉ

曰種類用意されていて、敵チー振りきっちゃったら怒り心頭キ
ムの已人を同時に攻撃したり、してプツツン、パワーアップ。

くなったら相棒と交代しよう。
ＨＰは数値とグラフで同時表示、
ゼロになったらそのキヤラは死

眠らせたりと強力なものが多い通常時より多くのダメージを与
が上の写真のようなとんでもなえることができる。しかも眠り

に、メンバー全員が死ぬとその

1鼈i鶚
鰯
AiFi艫護

いものもあったりする。でもしない限り怒りはおさまら
Ｓでなおかつ相棒が行動可能ないから、最後はみんながキレ

チームは全滅。最後に残ったチ

ームが勝者というわけだ。

ｎ万可

ならまたさいころを振って協力まくり、血を血であらう泥沼と

さいころの目が１、己Ｓな
③この怒鶴のオープニングをプレイの前に
３回は見るくし／おおっ／これはかの

名作｢プロ○ル○アー○｣－祈子(れいこ）

じゃないぞ－のまさしくパロディ.これ
剣ﾌﾟおもしるｲﾌﾞれぱきっと藤○不二○○だ
って許してくれるだろう｡次回は｢○ウせえ
るす○ん｣だ／(何の○二つち○や）

になる)だ｡こちらもなかなか強とにかくメッセージやキヤラ
カなものが用意されているぞ。のセリフ、その他いたるところ
あとＨＰの下にあるＳＴといにギャグが満載。もうこれは爆

出た目が４か巳ならそのキヤ
ラの必殺技だ。さいころをもう

１回振って、必殺技のパワーを
決める。必殺技には各キヤラに

うのはストレス値のメーター。笑ものだ。これは、１人よりも

これは攻撃を受けると上がり、みんなでワイワイ楽しんでプレ
攻撃すると少し下がる。これがイしてほしいね。（にい）
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のダメージを相手に与える。
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戦国大名武田信玄と上杉謙信だが、疫病にかかって脳がおかしくなって
しまった。そのため精神年齢が５才になってしまい、お互い｢信ちゃん」

｢謙ちゃん｣と呼びあうお友達になった。ところで､必殺技のセリフ働く
二と雷醍のごとし』を知ってる人って何人いるんだろ？
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らす魔王と決めつけ、勝手な名前をつけて暴れまわっている。必殺技の魔
法は日本語の発音とは全く違う、わけのわからん呪文なので｢なんた－ら」
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味の追求を至上の目的として生きる男たち、……にしては食あたりをおこ
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たサイコロの目の分だけ連続攻撃、でも後はそのぶん眠ってしまうという

魔法使い
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火の精霊と水の精霊のコンビ。火と水である、それぞれの攻撃力は高いが
相性は最悪当然のことながら、協力技はお互いの力が相殺され、すべて
の攻撃の中で最低。こんなやっと組むんじゃなかったと思わずいいたくな
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見ての通り（？)、はえとかの害虫コンビ。虫といってあなどるなかれ、
一寸の虫にも五分の魂というではないか。ちなみ(二かはメス、このゲー
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部だけと紹介したぞ。全部紹介しちゃうとおもしろさが半減しちゃうかも
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正体不明の生命体。具体的な形をもたないので立体的に表すことができず、
影もできないそうだ。キレると恐いが、ふだんはとことん没個性に徹して
いるので目立たない(かえって目立っているような気もするが)。１と２の

揮する。さす力雲達者は一味違う？

違い？んなものありません

行動可能なら｢ツッコミ｣が入って、ダメージが３倍になる。しかもボケが
キしていれば、「キレ｣のダメージもさらに３倍になるので絶大な威力を発
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①①こいつらのおかげで姿をデコ
ポコにされてしまう。害虫を退治
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④ゲームレペルを選択するタイトル画面〔
最初は｢ＥＡＳＹ｣でプレイしてみよう

Ｌ

轍け

一い」

”「

lllI111M｜１１

health……健康､体力をあら

わす。雑草が生えたり、病気

になると低下する。
shape……見かけをあらわす。
害虫によって低下する。
antibody……抵抗力をあら
わす。雑草力逢えたり、害虫
にたかられると低下する。低
下すると病気になりやすくな
る。

fertilizer(ファーティライザ

,愚ii零M
瘤国輪．，i:if\(l吻涌AiW卿

ール･…肥料残数｡害虫を退治

篭織寧潔螺:葛篭 1,蕩露露.畳L，

に入る。

したときランダムで肥繩年

Ｉ

して１１畔斗を増やせ.／

カーソル

コマンド

雑草

花の右に生える
と体力、左に生
えると抵抗力が、
雑草の生えてい
るあいだ減る。

雑草にカーソル
を合わせてＡボ
タンで除去する。
しっかり雑草を
狙うように。

なにもしない･･…･害虫退治以外は育成に影響を与えない。
くさむしり……雑草を除去する。体力、抵抗力が減る。

みずやり……体力､抵抗力力轤減する｡肥料効果(土が灰色に
なる)があるときは、すごい回復力を発揮する。
ひりょうをあたえる……体力、抵抗力が増え、肥料残数が１

減る。肥料効果が出ると雑草の成長(出現)をにぶくさせる。

会度のＳＬＢは花育て。もちにコマンドを受け付ける。実行（形､見かけ)｣の値が減ってしま１０月が終わると、いよいよ開
会度のＳＬＧは花育て。もち！[ヨマンドを受け付ける。実行（形､見かiﾌﾟ)Jの値が減ってりま１０月が終わると、いよいよ開
ろん目的はきれいな花を咲かせするコマンドに応じて、各ステう｡巳種類いる害虫のピンクの虫花するときがくる。どんな花が
ろん目的はきれいな花を咲かせする＝マンドに応じて、各ステう｡巳種類いる害虫のごンクの虫花するときがくる。どんな花が
ることだ。害虫と戦ったり、健一タスの値が変化し、その値にはＡボタン、灰色の虫はＢボタ咲くかは各ステータスの最後の
ることだ。害虫と戦ったり、健一タスの|直か変化し、その|直にはＡボタン、灰色の虫ｌｄＢボタ咲くかは各スプータスの最後の
康に気を使って育て上げよう。よって花が病気になったりする。ンで花にたかっているときに押値の平均値による。平均値が高
康に気を使って育て上げよう。よって花が病気lごなったりする。ンで花にたかっているときに押値の平均値による。平均値が高
最初にタイトル画面で、Ｓつ各コマンドやステータスの内容せば退治できる。次に、雑草のいと大きく、カラーコード値が
最初にタイトル画面で、Ｓつ各ニマンドやステータスの内容型ぱ退治できる。次,,(-へ雑草のいと大きく、カラーコード値が
のランクからゲームレベルを選ｌよ上を読んでもらうことにして、草むしり｡これはコマンドの｢く大きい色の花が咲く。苦労して
のランクからゲ…ムレベルを選はLLを読んでもらうことにして、草むしり｡ＥれはコマンドのFく大きい色の花が咲く｡苦労して
折｡レベルに応じて｢antibody花を育てるlこはただコマンドをさむしり｣を選択して､地面の上咲かせた花はきっときれいに見
択・レベルA応じて｢antibOdy花を育てるにはただニマンドをざ乱ルリjを選択L'て､地面の上咲かせた花はきっときれいに見
(抵抗力)｣の増減に差ができる。選んで見守っているだけてはだに登場したカーソルを操作してえるでしょう。ゲーム終了後は
(抵抗力)｣の増減に差ができる。選んで見守っているだけではだ！■登場したカーソルを操作してえるでしょう。ゲーム終了後は
密:ｌＡＲＤＪのレベルだと抵抗力め。プレイヤーも積極的に参加行う｡rl1Balfh(健康､体力)｣のＳＴＣＰキーでブキスト画面へ。
｢ＨＡＲＤ｣のレベルだと抵抗力め。プレイヤーも積極的に参ｶロ行う。｢ｈｅａｌｔｈ(健康､体力)｣のＳＴＯＰキーでテキスト画面へ。
の弱い花を育てなくてはならなする必要がある。まずは害虫の｜直か０になると枯れるのだ。リプレイはＲＵＮ。（ち）
の弱い花を育てなくてはならなする必要がある。まずは害虫の値が０になると枯れるのだ。リプレイはＲＵＮ。（ち）
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Ｃ可":,酒始ｄＱＡ４月。各ステ③最初の蕊っl幼嘗二えた。そ①大きくなってくると害虫にＯ伸
力、抵抗力に気をつけて⑨期間
力迩 ぎて、ついに開花/黄色い大きな花力咲いた強咲く花
O芽が出始めた４月・各ステ③最初の葉っぱが生えた。そ③大きくなってくると害虫に⑧体力抵抗力に気をつけて③期間力過ぎて、ついに開花／黄色い大きな花力咲いた這咲く花
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巨

ろそろ草むしI｣でもするかたかられやすくなってくる二二 まで育てたのタイ ズオ 全部で６種類。いちばん最低なの力腎〈て小さい花だ
一タスの値は健康的だろそろ草むしりでもするかたかられやすくなってくるここまで育てたのタイプは全部で６j種類。いちばん濁邑なの力腎〈て小さい花だ
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第ｓ回プロコン第Ｂ次ノミネート作品発
表。ファンダム愛読者ならず全Ｍファン

読者に参加を望む。詳しくは73ページへ。
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ちえ熱風選考会レポート
厘熱聰考会レポート
］、巳、Ｂ、４……10．えっ、
会月は選考会の審査員が１０人も
いる。新しく増えた審査員はＣ

Ｇコンテストやパソ通天国のコ
ーナーを担当しているあじすあ

くばのこと、略してあじである。
あじがＭファンで編集者とし

て働く前は、ファンダムゲーム

を遊んでいた読者の１人だった
のだ｡そこでコルサコフが｢あじ

は読者サイドに立った視点で、
投稿作品の審査してくれるは
ず｣ということで選考会の審査
員を要請し、あじはシッカリＯ
Ｋしてくれた。

合月の選考会は少々忙しかっ

た(たぶん……)。まず、①Ｓ月

期に投稿のあった作品の評価。
ｅプロコン期間中に集まった作
品のなかで惜しくもノミネート
候補になれなかった作品の再選
考。⑧事後承諾になってしまっ
て申し訳なかった、プロコン期
間中に投稿のあったツール類の
作品の評価。まあ、これらのこ
とを今月の選考会までにこなす
予定だったが、Ｏだけが途中ま
でしかできず来月号に持ち越し
になった。ごめんなさい。
そして、今月の選考会は①と

ｅの連合出品作で行われた。そ
のうちＦＲｌＥＶＥ作のｒＳｌＬＭＥ
ＷＯＲＬＤＪが合月は保留され、
来月号で採用が決定。しかし、

侍ｎＪｌｌＢ｡IＱ
Ｆ
日 Ⅱ ４ Ｉ Ｂ Ｄ □■

②②

左右の壁に跳ね返りながら追いかけてくる

⑨KPC作の贋金伝説上部屋に積まれた黄
金を取りまくるｹﾞｰﾑ｡主人公は黄金を取

度が急上昇していくため遊びづらい

公と黄金のあたり判定がいまいち

敵をよけながら、エサを取っていく。難易
I
ＰＬｎｈＰｌＪＨ可
D1-nf巳氏■ユ
己■■■■b凸
円■■ｑ▲■■

’１５蝶:盟

で、保留されてた以下の作品を今
月の選考会に出品。まず、７月期
分から『た二あげえむ』、ｒＰＡＣＫ
ＭＡＮ』、『宝さがし』、『ふらふら
虫』、『ラリーたつきゅう爪『双龍

１，

るとジャンプ(もしくは急降下)する｡主人

1寵罷
一

ユ

～－１－
ーヘ
＝廷＝￣▽￣Ｆ司一ョＴ＝＝

Ⅱ＝て戸「￣可

②

EHＰ
ＢＰ

作者
Ｈ、ＴＰＯ7６
Ｈ･Ｔ２Ｕ７６

自国ご＄
宮三浬

P■司宕可‐￣
￣

要索力、､くまれている

３６☆ファンダ・ムヘの投稿募集中／応募要項は81ページ

戦の要素が加わっただけで、オ
リジナル性が低い。これではち

ょつと採用できない。あっ、そ

ういえば④として、これもがま

この推す『ＤＡＲＫＤｕｎｇｅｏ
ｎＪ(ＵＭｌＰｌ)の採用、不採用を
決める問題も残っていた。これ
も来月号で本当に結論を出しま
す。ごめんなさい……。（ち）

から｢BALLＰＯＯＬ』、『弾よけ練

習プログラム～THESATORl

～』、『ＴＨＥＪＵＳＴＭＥＥＴＥＳＴ』、
『SLIMEWORLD』、『引襟裳岬』。
採用作品は除いてあります。

作品内容
跳ね返るポールを操作し、数字の上を通過させて
跳ね返るボール迩擬作し、数字の上潅通過させて
Ｓつ並んだ数字をおなじ数字でそろえる
Ｓつ並ん7E数字をおなじ飲字でそろえる

タイホ□Ａ
タイボロＡ

しおすべ

ＢつのＵＦＯを切り狼
ＳつのＵＦＤを切り換えて操作し、神出鬼没なＵ
と風作し、神出兒没なＵ
ＦＤを掩まえるゲ･-△
ＦＯを捕まえるゲーム。これはおもしろいぞ
これはおもしろいぞ

ばくだん

アッパ｡‐
アッボー

十頭から建物を夕－６
上空から建物をターゲットに爆弾を投下する。爆
トに迩弾竃投下す.ろ。鰹
弾が落ちていくピジコ
弾が落ちていくビジュアルがうまい
しがうまい

ＳＷＩＭＭＥＲ･改
ＳＷＩＭＭＥＲ・政

北pｚＮＩｃＢ
北DzNice

記録へ桃職するハイノ’ 方式の水泳ゲーム。ｽイ
記録へ挑戦するハイパー方式の水泳ゲーム。スイ
おかしかった
マーの動きがコミカノＩ
マーの動きがコミカルでおかしかった

てんてこマウス
てんてこマウス

ﾌFFnEN岡林だし1
アFFn戸Ｎ岡iHsだい

鱈房六れた大文字
宿定された大文字のアルファベットの小文字を、
のアルフアペットの小文字を
マウスを使ってすばやくクリックする
ぱやくクリックす.ろ
マウスを使ってず

ＥｇｇＲＤｂｂｅ｢ｓ
ＥＢｇＲＤｂｌ９Ｉ９ＩＢ

ロＵＨＡ
LＵＨＡ

局の攻軍をかわしながら.落ちてくる卵を駁ちて
烏の攻雅をかわしながら､落ちてくる卵を取って
いくアクションゲーム｡鳥の⑰きがいまいち
いくアクションゲーム。烏の動きがい法し,ち

ＫＡｌＲＤＵ
KＡｌＲＤＵ

ＭＰＲＯＪＥＣＴ
ＭＰＲ、._IＥｃＴ

ＥａＳｙＵＤｍＢＢａＳ ｙ
罰sｙｃＤｉｖ１ＢＢａｓ
g□

村林恒
IHI紳憧

ＳＦ
ＢＰ

恐怖の水泳教室
魁Miの水泳紋迩

ＫＥｌＺｌ
ＫＥｌ７１

ＢＰ
ＳＦ

ぐう－Ｄ－
ぐろ－□－

ＫＰＣ

NFORD林ｸｨ麺手lii
Ｗ:]'１DIIｸｲｽﾞ麹:蛭

ＮＦＯＲＤＳＤＦＴ
ＮＦＯＲＤＳＤＦＴ

■

戦』、rMastermind』。８月期分

摘定されたキャラクタ
らなじキヤラクタを．い
}自走されたｷｬﾗｸﾀとおなＵキャラクタを、い

￣

③阿部俊一郎作の｢STEALCHAMPl0N上
敵は主人公とおなじ階に並んだときだけ動
き、あとは止まっている。そこにパズル的

推しまくったため出品した。こ
のマスターマインドには已人対

ノイズキャラクター KEyRln戸
ノイズキャラクタ･‐
ＫＥｙＳｉＤＥ

安罠～＝

一一亘ヨご

二

’一一皀自やロ

－戸一ⅡＦ■

ー《』一一

ーがなくなるまでz仁をぶつけ合う。これで

E－７ＦＦｚ一E畳ゴ

宮亭皀寄

③アッボー作の｢BlGBATTLE上対戦型の
アクションゲーム五どちらかのエネルギ

￣

ご二宮亘帳

蘆ji篝曇iｌ
零i霧$！

～－－芽愚６－－－－－
】』
三ｍ
百三国厚
ヨ
ョ罷
国
室Ｈ
』唇自室

１－ﾉﾉﾊﾞ

二塗二
一

一

『

Ｈｴｰ詫韻 Ｅ
一～‐言＝－＝拳

te「ｍｉｎｄ｣をがまこが推しに

選考会出品リスト｜’

プロコン期間の投稿作品のなか

＝

'､｡■甲■－■＄

COM対戦もできればよかった

また、７月期に投稿のあった
ＨＡＳＥＭＡＫＯ作のｒＭａｓ－

作品名

。》
②露辱
錘

寧尋
②鐸

⑨②

鷺￣・ 鱈

⑨プキーチ･SOFT作の｢RAlNBOW上上｢Ｆ

でとう。

ＰＯＰＳ

⑪

』

掌琴雇一蕊

墨
塁

ョンが会月新たに投稿、出品さ
れ、そして採用となった。おめ

鯵

⑨

の

②
尋◆魯

￣

②②鈍

い③

ＬＥＶＥＬ１
Ｌ
言一君 Ｊ 自 脂 白←

－話｣はバグを修正したバージ

￣辱目夢②￣

曇】掌

巴、幻

罰
Ⅲ

このスライムが主人公のＲＰＧ

をテストプレイしていたらバグ
が発見され、そのバグを修正し
てから来月号で採用ということ
になる。また、先月ここで紹介
してあった山添博史作の『ひで

くつも似たものがあを
くつも似たものがあるなかから探し出す
b､から探し出す

マワスで縄を:lくように、階段を描いていくだlｊ

の作品。描いた階段で遊べたらよかったのに
防犯莪圃に見弓>からないようにカギをと゜つていく
アクションゲーム。なかなかスリルがあった
画面 の翼から向かってくるブロックをよけながら
制限 距離を泳ぎきるゲーム

戦ゲーム｡い蹟までにない､k砠回昂か？

巳人討議旱押しクイズゲーム｡ただし、おなＵ閲
題が連続してH1頚きれてし宗うバグがあった

⑭各作品名の左に表示してある「１Ｊはｌ画面部門、「GPJはヨリ賀部門、「、｣は、部門の作品で
魂また、写真で紹介している作品は上の表にkj載っていません

ＢＥＳＴ己フラ列’
京都府の内藤基コト内藤モト

イくんからこんなハガキをもら
った。

「選考会の各審査員のコメン
トから察するに、

コルサコフ……いちばん肯定的
にプログラムを評価している。

ささや.….．ちょっと、人のプロ

ちょっと浮いているだって。う

考しているからこそ、おもしろ

－ん、確かにそうかもしれない。
わたしのことは、とっても自分

■ツール部門のコンテスト

おきだ……とってもきびしい性勝手といってくれているが、実
格をしているのではないだろう｜まそのとおり。あそこのコメン
か。トは４色の紹介ページでは害け
ＭＯＲＯ……すごく真面目。ないようなことを、好き放題書
ちえ熱……実はとっても自分勝いていたりする。ざさやにこの
手なのである。ハガキを読ませたら｢だってオ
にい……ちょっと浮いているよし、プログラムのことなんてわ
うな気がする｡ちょっと正直すからないよ｣といばっていた｡い

先のページでも少し書いたが、
プロコン期間にたまったツール

類の選考、発表を来月号で必ず
やります。また、これらの作品
はＭファン大賞を目標に送られ
てきたものなので、すばらしい
作品に対してはそれ相応の扱い
を考えます。また、ツール専門

ろいろ意見はあるだろうけれど、

ぎるのでは？／」

くなるのだと思う。

のページも考えています。（ち）

DVEmHEHQRIZqN

ｏｒｃ（鉢ん。ＦＭ音
一楽館､付録デイ

(11雲)聯
(霊!)瀞
(霞)繍回
●驚き：
がま二フアンダム４色

コルサコフファンダム全般

んと……うああ

総計79点
｢山田克男｣のときから

好きだったが､この｢ひ
で－話｣はバラエティ
に富んでいて最高

総計77点

総計68点

総計68点

総計67点

総計58点

キャラクタのかわいら

ムシを退治するときの

ボクの好きなマウスゲ

オープニングでいい演

ケーム自体のアイデア

しさはみんなの認める
ゲームとしてはもうち

判定があまく、いらい
らしてしまう。あと、
最後の花がきれいだと

ーム。でも少しキャラ
クタが重なるだけでち
らつくのが難点。マウ

はいい。ただしマウス
はいい。ブニだしマウス
の励きがよくない。動
の勅きがよくない。肋
きの読み取りにはもっ

ょっとだと思う

いいゲームなんだけど

スの動きはもうちよい

出をしている。だんだ
ん難しくなっていくゲ
ームバランスとプロペ
ラ音もいい
このゲームは演出力蕊

ところではあるけど

と気をつかってほしい

う。ジワジワジワジワ
……･･･…うわ－，やめ

でもなんでプロペラ機

評価は点数の通り。チ
詔imiは点数の通I）。テ
カチカして見づらいし、
カテカして貝ｊづらいし、
ゲームになっていない。

がレーザーで戦うんだ

でもＫＰＣのアイデア

ちえ熱）

てくれ－

ろう？

の奇抜さはすごい

ずっと以前投稿された
キンニクマン版以来、
気になっていた作品・
作者の暴力的なノリを
しばらく見守りたい

先月号からの保留ぷん。
この作品はほんとうの
｢次点｣て〈先月に11本
採用の枠があれば先月

完成度がちょっと低い

気もするカミともかく

簡素なゲームだが、マ
ウスでせカゼかと遊ぶ

どこかで見たような感
じて（なんとなく懐か

も花で｢育てる｣モノ
を作り上げる構成力を

と楽しい。ただ、画面
初期化やリプレイなど

も、青空に真紅の飛行

掲域だったのだが

買った

の配慮がたりない

機だとよかったのに

製ｸk皿に水を入れると
製氷皿に水を入れる
きの‘この感じ。ニ
きの、この感じ。こう
いうのをケームにされ
いうのをゲームにさ
ると、少々無理をして
ると、少々需理をＬ
でも採用したくなる
でも採用したくなる

ひで～話のわりにはお

コロコロちていてカワ

恐ろしいほどムシがい

手がつかれるだけでち

いまさらこんなシュー

もちろいでちゅ。ぼ〈

イイＣＨｈ味な動きな
がらとても燃えゆのよ・
こりも対戦のみなのが

るとこよて栽培ちてる
んでちゅねえ。こんな
んじややってらんない

ゅ。コツをつかんでち
まえばあとはそりを

ティンクRゲームちゅま
んないでちゅ。みんな

繰り返すだけの単純作

とにかく個性の強いゲ
ーム。漫才コンビのボ
ケとツッコミがワンパ

ターンでつまらない。
でも好き(どっちだ）

前回の選考会で予備予
選落ちになりそうだっ
たのを、私力駿引に選
考会に出した。受けが
良く、めでたく採用

私がやるとどうしても

枯れてしまい、花力咲
かない｡なぜ？(おまえ
がへ夕なんだってば：

単純だけごドキドキ
しながらはまってしま

ってるところがいいね。

しくていいにおい。で

ウソついてまちゅ。ね

＿ラ澤掌へ行かねば

でちゅ。こりで人間ど
もをぶちのめちゅ〃

こりは少し難しいでち
ゆ。おなじことを繰り
ゅ。おなじことを繰り
返すだけでは能がない
返すだけではi輝くない
でちゅ。もっとエ夫が

残念でちゅね

でちゅよ

業になるんでちゅ

え、シ・ゲ・ル？

ほしかったでちゅ
ほしかったでちり）

ちえ熱当コーナゴ壁

これのバージョンのち

ブレーンバスター、バ

どうも、花を育てると

プロペラ機がレーザー

プログラムも短いし、

がう作品はいくつもボ
ツになっていて、今回
ついに採用。完成度は

ワーポム、バックドロ
ップなどの技が使えて、
めちゃくちゃおもしろ

いう目標のためがシ
ステムのためかいまい

シンプルに作られてい
ていいねえ。マウスの

光線をだすアンバラン
スが気にくわないが、
なかなか味のある作品

高いと思う

いぞ

ささやプリ〆、プライ、

電;)墓溌
(《霊)蕊
(露!)蟻
(鑿:)鯵
鐵瀞；
ＭＯＲＯスーパーピギナ

おさたファンダムと大

にい遊び方ページと

いしばしフアンダム班解

あじ初議､lじゃけえ、

鐵雛iiA
----力､へんで／

たんはハエと力が好き

ち熱中できない。おも
しろさも低いような

だと思う

アイデアもいい。ただ、
アイデアもいしｂただ、
自分がへたなのかもし
目ﾂﾖがへたなのかもし
れない力《ちっとも商
れないが、ちっとも高
得点が出ません

遊んでみるとわかる、
なんともいえない感覚

はっきりいっておもし

製氷皿に水をきれいに
製jk皿に水をきれいに

あ、好みは別としてほ

操作にもうまくマッチ
している。にじりよっ
てくるブロックもいい

キャラクタのアクショ

とても粗削りなケーム

だと思うカミ花を育て

富なＢＧＭもきれい。
この内容なら９を付け
ても良かったかな

ンがいい。短いだろう
と思ったリストにムダ

があり、プログラム面

いう、このアイデアに

がよい。ただ、この作
品も初期設定の不備な

どほどの作品と判断し

これで動きをスムーズ
これで､!｣きをスムーズ

でマイナス点

９を付けた

どでマイナス点

たので６を付けた

にすればいうことない

一発ギャグ的要素が強
いゲーム。４人で対戦

転がされてもひっくり
返されても無表情な烏

中退治の判定がシビア

あることに気づけば単

｢スカイキッド｣みたい

すると裏でのかけひき
がアツい。友達が信用

(？)がかもしだす淡白

すぎるのが難6花のグ
ラフィックももっと凝

内容はわるくないと思
う力（いかんせん表示
がチャカチャカして目

な雰囲気がよけいプレ

できなくなるかも……

イを熱くするノ

実は選考会に出品する

思ったよりキャラクタ
のバリエーションが豊

－発ギャグゲームとか、
バランスがムチャクチ

力悩んだのだ力（がま

ャとかいろいろだ力（

この一声で決めた。評
価が割れると思ったけ
どそうでもなかった

あのノリがたまらん。
文句あっか

るシミュレーションと

ろくないと思った。ま

注ぐシミュレーション
というアイデアがいい。
というアイデアがいい。

なゲーム。派手な演出
はないけれど、プロペ

ったものにしてほしか

なるF右手の往復極動
ゲーム｣になりさがっ
てしまうカミ普通にや

った。それ以ﾀﾄは良い

ればおもしろい

気をだしている

ちなくて気になる

クリアできんぞオイ。

やってるとイライラす

思い通りにいかないこ

いつも８～'0月の間
に終わる。周囲力愛晴

るというか、気ｶﾂ王い
そうになる。でもおさ

が足りないからだって

だはそこがイイってい

いうけど関係あんの？

うんだよな。変なヤツ

横スクロールのシュー
テイングは好きなので
８点をつけたけど今
なら７点かな。簡単す
ぎるのがちょっとね

シンプルなわりに結術

シューティングゲーム

なんなんだ二のゲーム

のめりこめてしまう。

にしては、いまひとつ

はいったい／ただ目

しかし、ずっと続けて

何か物足りないような
気がしてしまう。もう
ひとひねり欲しい

がチラチラして、頭が
イライラするだけ趣
評価のしょうがない

ラの音などがいい雰囲

に悪い／動きもぎこ

とにジレンマを感じて
しまうのはワガママな

せい？でもアイデア
は悪くない

選考会のときはそれほ
どおもしろいと思わな

あのキャラクタは何だ
ったのだろうか？ゲ

やっと咲力せた花はと
てもきれいとはいえな

かったが、実際に後で

ームの内容にあとひと

遊んでみると、これが

ひねり欲しかった。キ

い。花を育てるという
発想は評価するが、あ

かなりおもしろい

ャラクタを評価した＿

まりおもしろくない

ラしてくるのが難点

ゲームのテンポがｉ題〈

キャラクタがかわいい

最後にひらく花力（あ

ひたすら白いコマを外

まわりで見てる人はけ

二、これは目がいとう

ていいやね。MSX2で

よっておもろいわぁ。

まりきれいとはいえん

遊んでも遅く感じない
けん、けっニーハマっ

対COMモードをつけ
てくれたら１人でも遊

私でも、このアイデ

つこうヒマ。でも、自
分がプレイすると、わ

なる－.マウスの移動
風分ついていってない

ア自体おもろいと思っ

にどける単純fi巨業やさ
かい、やっててねむく
なってしもた・いまい

くわくしてまう。なん

んでゲームがムズ〈

てしもた

べたのに･･･…

たのは僕だけやろか？

ちもの足りんね

でやれん？

なっとん

いるとだんだんイライ

軍丙］９点以上Ⅱ鮎蝉卸漆崩ノ・８点Ⅱぜひ撰用したい７点Ⅱ藩用してもいい６点Ⅱ採用レベルの作甘叩だ５点Ⅱわから

審査員＆近況

氷をつくろう

（審査点

ブロックホール
Ｔ
ひで一 話TEMlMUMAKEFLowERブロックホールovl

ない４点Ⅱやめたほうがいい３点以下Ⅱ採用は阻止したい

グラムに文句を言いすぎだ。

こんなにバラバラの審査員で選

八八八八、おかしい。にいが

選考会集計結果

打ちこむ方へiIiiii灘雲霧轆鑿鱗i鐇瀞鵜譲り篭鱗藤総

胄重Ｆ局
情報肩

ターボＲユーザーの方へ／
ターボＲコーザーの方へ／

'檮報局

『ｽｰﾊﾟｰプロコレＢＪﾃﾞｲｽｸの修正について
『ｽｰﾉ'ﾄﾌﾟﾛｺﾚ曰』ﾃﾞｨｽｸの修正について

｢スーパープロコレｓ｣のＡＵＴＯめて(書きこみ可にする)セット
｢スーパープロコレａＪのＡＵＴＯめて(書きこみ可にする)セット

10月号『､EⅣ|NDUS』の掲載ﾘｽﾄ修正

作者のTPlVLCOクンからの連また、付録ディスクに収録され

ＥＸＥＣ・ＢＡＳに以前のバグ(Ｃ②LOAD,，AUTOEXECBAS'’
ＥＸＥＣ・ＢＡＳに以前のバグ(Ｃ②LOAD"AUTOEXECBAS”

ＰＵチェンジのバグ)が残ってい
ＰＵチェンジのバグ)が残ってい③行140を下のリストのように修
③行140を下のリストのように修

ました′たいへん申しわけない。
ました′たいへん申しわけない。正する｢＋｣を｢－｣に変更）
正する｢十Jを｢－｣に変更）

ただし、ターボＲ以外の機種では
ただし、ターボＲ以外の機種では④SAVE"AUTOEXEC・BAS”
①SAVE，'AUTOEXECBAS”

実害はありません。
実害はありません。⑤ライトプロテクトタブを開ける
⑤ライトプロテクトタブを開ける

以下の手順で付録ディスクを修
以下の手順で付録ディスクを修以上で修正が完了します。もし
以上で修正力澆了します。もし
理してください。
理してください。万か_、この作業でデイスクカ嬢
万カー、この作業でディスクカ嬢

①スーパープロコレＳの付録ディ
①スーパープロコレＳの付録デイれたら、編集部まで送って〈ださ
れたら、編集部まて周送ってくださ

スクのライトプロテクトタブを閉
スクのライトプロテクトタブを閉い｡復活させて返送します。（．）
い｡復活させて返送します。（．）

絡で、１０月号で掲載した『ＤＥＬている｢DELVlNDUS』は、最新

ＶｌＮＤＵＳ』のプログラムリストはの完全バージョンのプログラムが
バージョンの古いものを掲載して収録されているので、修正の必要
いたことがわ
ラムを打ち二
に勉強してい
おかけして申
に修正リスト

各行の赤い部
願いします。
２２０，ＥＦＦ

ユュ巴ＣＬＥｌ２ｉＲ互趣巴型ＨＩ－１⑭
エヰ臼ごＬＥ白Ｒ２○画１Ｈｘ－１ｇ
篭滕騨 朧勝 縢勝勝滕勝勝騨

蟻Iii1Hii蟻lfj
瓢一″ヤーハ'ｕ`小公ＨソＬＵ・苞′‐いノニリレＬ)凶b虫しま，。

翻ろうにｸﾞﾗﾌｨｯｸ画薗に義（Bﾊﾋﾞｸ担当ｺﾙｻ)：
鰯qPqPqP苧ciP●qPqPqP零句;３゜P零ciPciPci;回E1p零露qpqPqi弓ciP零苧零・・蝿

３：ＤＥＦＦＮＴ〔エ）＝ＡＳＣ（lvim＄（Ｎ＄，エー〔I〈１）絆２，１））－６３
：ＤＥＦＦＮＰ（エ）＝ＡＳＣ（ｌｖｌｍ＄（Ｐ＄（Ｊルエ，１））－７８：ＤＥＦＦＮ
Ｌ（エ）＝ＡＳＣ（lvlエ、＄（Ｌ０＄，ＦＵ絆２＋エ＋１，１））-６４

１２４０１<＝１ｍＦＳＰ＝６ＡＮＤ（Ｅ＋１，〕羊１２＝１ＴＨＥＮＡ＝Ｅ＋６

将（１＋２汁に＞７））ＥＬＳＥエＦＳＰ＝７ＴＨＥＮＡ＝Ｅ：Ｅ＝１３Ｅ
ＬＳＥ１２７０

１２５ロエーエＮＳＴＲ（Ｋ，Ｎ＄（６），ＣＨＲ＄（Ａ＋６３〕）：ＩＦエＴＨ

ＥＮＮｍ＄（Ｎ＄（、），エ）＝ＣＨＲ＄（Ｅ＋６３）：Ｋ＝Ｋ＋１：ＧＯＴＯ１

２５０

１８５，N（３８）＝１１１（３９〕：lvl（６６）言９：ＬＯＣＡＴＥＯ，２２：ＰＲエ

ＮＴＵＳＲ１〔Ｕ＄（１７））：ＰＲ工ＮＴ：ＦＯＲエー１ＴＤ３８：ＰＲｍＴ

ＳＰＣ（１３－ＬＥＮ（Ｗ＄（I）〕）；NII１＄（エ）；”ヲ〃；lvl（３０＋エ）：Ｆ

ＯＲＴ＝ＤＴＯ９９９：ＮＥＸＴ：ＮＥＸＴ

１８６ＤＲＥＳＴＯＲＥ２Ｄ３Ｄ：ＦＯＲエーＤＴＯ６７：ＰＲ工ＮＴ８ＲＥ

ＡＤＡ＄：ＬＯＣＡＴＥ１５－ＬＥＮ（Ａ＄）羊２，２４ｍＦＡ＄＞'''’ＴＨ
ＥＮＦＯＲＪ＝１ＴＯＬＥＮ（Ａ＄〕：Ａ＝ＡＳＣ（lvlm＄（Ａ＄，Ｊ'１〕

鑿蟻蕊~覇REE川筋ｲﾄを跡鮒
凰蘓馴嚇;w:Pw'正…

）：ＰＲｍＴＣＨＲ＄（Ａ-（Ａ＞４６））；：ＮＥＸＴ
２ＤＯＤＤＡＴＡむら齢子ｂせる,むらＵとの“１Jをきく,ひきljうけN､ろ,にん
tIを雛えろ，ようすをさく帆らせる，にんむをとく，むらひとをお子えァきし鍼子え

番号で０～31の範囲て指定する。

２ＤＳＤＤＡＴＡＣＤＫＵＨＮＣＴＲＲＳａＥＥ，，，ＦａＬＤＣＤＲＨＦＮ，ｏ
ＱＮＦＱａＬＬＤＣ，ＬＴＲＨＢｙ，ＡＸＨＪＴＲＧＨＳＮＦＮ，ｙ，ＣＤＵＤＫＮ

ません｡(宮城県･菅野智猯／15歳）で表示できる。ａはスプライト面

③鮒:禰駮:堪慧?糟糯

令を使う。表示する座標を（ｘ，Ｕ』(49～50ページ)などを実行し、
ｙ）で、色をｃ、スプライトバタＣＴＲＬ＋ＳＴＯＰてi止めてこの
－ン番号を、とすると、命令をいろいろ試してみよう。

ファレダZﾊﾟアシケ 一ﾄ大募集
ド今月のプァンダムでためにな

日。抽選で５名にオリジナルグッ
ズをプレゼントするよ。
の１，２位は変わらず､続いて｢新。

るとうれしい。しめ切りは11月２０

ｓ｣解説記事､『波動実験装置｣解説

■ハガキの書きかた

PP

ＯＬＤＮＳＡＸ，，ＲＧＨＩｖｌＸａＳＮＦＮ，ＳＮＬＮＮＲＴＹＴＪＨ，ＪＮＴＨＢ
－

ＧＨＬａＲＴＸａＬ(９，ＳＢＪＤＸＴＪＨＳＮＣＮＱＮＪＨ，ＦＮＤＮＣＮ（ＪＮ

ＤＨ），，，ＴＲＨｌｙｉＦＣＤＵＨＢＤ，，ａＯ－Ｅ９０ａｌｖｌａＲＭｖｌＨＢ，ＬＮＫＨＳ

ＮＱ９１ｖｌＤＯＳＴＮＤＲＮＥＳ，ＬＲＷ－ＣＮＲＲＴＯＤＱＧａｌｖｌＣＡＮＮＪ９Ａ
ＨＳＲ．

ス クラムヘの投稿募集
スクラムへの投稿募集

った２色記事のベストｓ｣をハガ
キに書いて送ってください。下の
ハガキの書き方をよく見てね。ま
た、「あしたは晴れだ.'｣の今月の

テーマに対する意見も書いてくれ

,むす例営さらえ７千うこを綿え，lEzものをこ打せ，もの古うりつけろ，もＯをガu
しめろ，は。jE-A,をよ＆，しろ，ふ嗜や，のろいヤ，￥<子うや，やとＷ，りょう
てい，むらＯいえ，ぎょうがし１，〈とうる，Pfろ-’'，てひるす，\雛え，，FDろ

■アンケート集計結果(10月号）
「選考会レポート｣､｢あしたは～」

マシン語の気持ち｣、ｒＮＵＣＬＥＵ

記事の順でした。

|t瀞鶏|:､;:i蕊霧議鑿ｉｉ鱗｜
｜⑨質問箱=読者か５寄せられたは11月20日)。
当スクラムでは、以下の各コー●あしたは晴れだ／＝２月号

ナーでのハガキによる投稿を蕊集のテーマ｢常連に乾杯｣について、
している。みんなの意見を大募集(しめ切り
●質問箱一読者から寄せられた（よ1１月20日)６
質問にお答えしている。プ1ｺクラまた､『あしたは晴れだ'｣のテ

|灘認識蕊
ムがうまく動かないときや､知り－マ案も同時に募集F札疑問に思
たし)テクニックがあるときなど、っていること短いろいろな人に

広く質問を受け付けている。解答意見をききたいことなどをハガ
はそのつと#適任者がおこなう。キに書いて送ってきてほしし、意

／

.⑳情報局=掲載ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの改見とﾃｰﾏ採用者には記念品を｜
●情報局＝掲載プログラムの改見とテーマ採用者には記念品を
造方やウル技《バグ情報軒読者へ贈呈する６
ｌ造方やｳﾉ厳､;（列;i報､読者恭一贈呈する６：

|壽鱗溌鍵灘ｉｌ
のメッセージなどを募集｡掲載者あて先は､Ｍファン編集部｢ファ
にはＭファン特製テレカを贈呈。ンダムスクラム゜○○○｣係まで
、１行プログラム＝そのものず（○○○に各コーナー名を入れる)。
１鋤、たった１行のリスIYででき住所・氏名･年令｡電話番号も志

Ｌ

、
、

と／

、

A、＞､、、

黙
蕊

たプ画グラム。ゲーム《ツールれずに。アンケートハガキのメッ
'たﾌﾞ回ｸﾞﾗﾑ｡ｹﾞｰﾑ《ﾂｰﾙ．れずに`ｱﾝｹｰﾄﾊｶﾞｷのメッ｜
ＣＧなんでも０K．こちらも掲載者セージ欄でもＯ脇ただし、コーナ

|鮒;;?;ｉｌＭｌｊ興識鱸灘磯鞍…’
にはＭファン特製デレカぞ贈呈６一名を明記することノ

３８朧姦鯛1訊廩b議薦鯛鱸騒介(長野県>北
、

、

、

,、

n匹、、

■▼

'－－鍾鍾1ず

超初’
ディスクや配列変数に複写する方法を紹介する。
保存したグラフィックだとすぐ

ので、速くて便利だ。

わかるように､例えば｢・ＧＲＰ」

■配列変数とのＣＯＰＹ

というように、拡張子を決めて

前回は、グラフィック画面で

使うＣＯＰＹ命令の、基本とも
いうべきＶＲＡＭ内でのＣＯＰ
Ｙ命令を紹介した。

合月はグラフィックとディス

を保存するのに有効だ。そして
ＣＯＰＹ命令を使った保存は、

グラフィックの一部を長方形の
形で保存するものだ。もちろん
全部を保存することもできる。

このＣＯＰＹ命令の書式は下

クまたは配列変数とのＣＯＰＹ

命令を紹介しようと思う。
■ＶＲＡＭからディスクヘ
グラフィックをディスクに複
写するというと、あまりピンと
こないかもしれないが、つまり
これは、ＣＯＰＹ命令を使った
グラフィックの保存と思ってい
れば間違いない｡

グラフィックを保存する命令
には、以前紹介したＢＳＡＶＥ
命令というのがあるが、これは
画面いつぱいを使ったＣＧなど

表のとおりで、グラフィックの
転送元領域の指定は、ＶＲＡＭ
内でのＣＯＰＹとおなじだ。
ＣＯＰＹ命令では、ＶＲＡＭ、
つまりグラフィックを転送元と

する場合、その指定のしかたは
おなＵなので覚えておこう。

ＣＯＰＹ命令でディスクに保
存したグラフィックは、やはり
ＣＯＰＹ命令を使わないと読み
こむことができない。だから、

ファイル名は、ＣＯＰＹ命令で

おくといいだろう。

■ディスクからＶＲＡＭへ

ディスクからＶＲＡＭにグラ
フィックをＣＯＰＹする場合の
書式も下表のとおりだ。
ここでも転送先がＶＲＡＭの
場合には、その指定方法はおな
じなので覚えておこう。

どちらの場合も、ファイル名
は文字変数を使って指定するこ
とができる。

また、ファイル名に｢Ａ：」の
ようにドライブ番号を付けてや
れば、どのドライブかを指定す
ることもできる。

見出しをみて、不思議に思う
人もいるんじゃないかな？

ＣＯＰＹ命令では、配列変数
にグラフィックを複写すること
もできるのだ。

どんなことに使えるのかって

聞かれると、少し困ってしまう
けれど、ＶＲＡＭ内でＣＯＰＹ
するよりも速く複写できるので、
例えば、ＲＰＧなどのマップの
ように、小さなグラフィックを
たくさん組み合わせて、大きな
グラフィックを作るときなどに
有効だろう。

ただし、グラフィックが複写
できる配列は、数値変数でない

ターボＲを使う場合、ドライ

といけないので注意。文字変数

ブ名を｢Ｈ：」としてやればＲＡ

の配列だと、ファイル名と解釈

ＭディスクとでＣＯＰＹできる

されてしまうのだ。

■ＶＲＡＭとディスクとのＣＯＰＹ命令書式

ＣＯＰＹ【転送元領域】ＴＯ【ファイル名】
ＶＲＡＭの【転送元領域】で示された領域を、ディスクに【ファイル名】で保存する。
●【転送元領域】の指定方法

。（転送元開始点）－（転送元終了点），図形のあるページ
.（転送元開始点）－ＳＴＥＰ（終了点までの増分几図形のあるページ
●【ファイル名】
。「ファイル名」＋ｒ拡張子」

ＣＯＰＹ【ファイル名】ＴＣ【転送先】【，論理演算蕊子】
ﾃﾞｨｽｸからiﾌｧｲﾙ名】のｸﾞﾗﾌｨｯｸを､VRAMの【転送先】で示された位置に読みこむ。
●【転送先】の指定方法

。（転送先開始点），転送先のページ，論理演算子

ESB進路艤劇

【SB繭座よりお知らせ】今月の付録ディスクに収録する予定だった､SCREEN5エディタの完成版は収録できませんでした｡ゴメン｡ＡＶフォーラムとCGコ
ンテストの新しい付録ディスク用のプログラムを作っていたためと、忙しい１１隷月に性悪な風邪をひいて寝こんでいたために完成することができなかったの 3９
だ。来月こそは(推暴ディスクに収録するのでくもう少し待っていてほしい。

ここでは、ＶＲＡＭと配列変

数のＣＯＰＹ命令について紹介
しようと思う。
■配列変数左官＝する

配列変数とグラフィックとの
ＣＯＰＹ命令では、まず必要な

大きさの配列変数を、ＤｌＭ文
で宣言しておく必要がある。
用意する配列変数の大きさは、
右表のように計算して出す。
あまり大きなグラフィックを

複写しようとして、大きな配列
変数を宣言すると、メモリが足
りなくなってエラーが出ること
があるので注意しよう。また、
右表の計算で得られた大きさは

大きさを計算しておく。

【計算式】（ｘ１，ｙｌ）－（ｘａｙ２）

１つのグラフィックしか複写で

→（ｘ２－ｘｌ＋１）
×（ｙ２－ｙｌ＋１）

きないということだ。だから、

已次以上の配列を使って、添字
でグラフィックを使い分けよう
ということはできないぞ。
配列変数からＶＲＡＭに複写
するＣＯＰＹ命令の書式も下表
にあるとおりだ。

ここでも転送先がＶＲＡＭの
場合の指定方法は、いままでと
おなＵなのだが、転送元の指定
は配列変数名と方向を指定する
ことになっている。
この方向の指定は、転送先の

例：（０，５０）－（１５０，１００）の場合
＝（（150-0＋1）×（100-50＋１）
＝１５ｌｘ5］＝７７０１

ｅ計算した値を、画面モードと変数の型により
下表から得た数値で割る（端数は切上げる）。
躯鞘迩ＩのiiBうり
轄數型の配列

単糖E霜勢（｢型の配列
単糖底窪騨極りの百日列 倍糀度:ﾖg数劃の配’Ｕ
倍精度專悉O型の配列

ＳＣＲＥＥＮ8以降
ＳＣＲＥＥＮB以降

園
２

４

目
Ｂ

座標から、どの方向へ向かって

ＳＣＲＦＦＮ５また1打
ＳＣＲＥＥＮ５または７

グラフィックを複写するかを表
していて、０～Ｂの数値で指定
する。各数値とその複写方向に

４

８

1日

ＳＣＲＥＥＮ６
ＳＣＲＥＥＮ６

８

1Ｂ
1日

ついては下表を参照しよう。
この方向をうまく使えば、グ
ラフィックを左右や上下にかん
たんに反転できるので、試して

『。ヨ

場合はいつでもおなＵだ。
転送先は配列変数名となって

①まず、配列変数にＣＯＰＹするグラフィックの

目

ＶＲＡＭから配列変数に複写
するＣＯＰＹ命令の書式は、下
表のとおりだ。
転送元領域の指定は前ページ
で説明したように、ＶＲＡＭの

ばいい。注意してほしいのは配
列変数のグループ１つにつき、

ｑ配列変数の大きさの計算方法

ＰＩ。

いろいろな意味で有利だぞ。
■配列変数とのＣＯＰＹ

言した配列に複写するのなら、
ここには｢Ａ％｣とだけ指定すれ

■■

およその値なので、メモリを節
約したい人は自分で調整しよう。
整数型の配列を使うほうが、

いるが、例えば右表のように宣

3２
王」

例：ＳＯＲＥＥＮ５で前述の範囲を整数型の配列に複

写する場合7701÷４＝1926（端数は切上げ）

０２を加えてＤＩＭ文で配列を定義する。
例：ＤｌＭＡ％(1928）

みてほしい。

曰ＶＲＡＭと配列変数とのＣＯＰＹ命令の書式

ＣＯＰＹ【転送元領域】ＴＣ【配列変数名】

ＶＲＡＭの【転送元領域】で示された領域を、【配列変数名】で指定された数値配列に複写する。

、【転送元領域】の指定方法

。（転送元開始点）－（転送元終了点），図形のあるページ

。（転送元開始点）－ＳＴＥＰ（終了点までの増分），図形のあるページ

、【配列変数名】の指定方法
・配列変数の変数名のみを指定する

ＣＯＰＹ【配ﾀﾞﾘ変数名】【，方向ｌ
ＴＣ【転送先】【，論理演算子】

【配列変数名】で指定された配列から、ＶＲＡＭの【転送先】で示された位置にグラフィックを複写する。

また、【方向】を指定することにより、元の絵を左右、上下で反転させることができる。
●【転送先】および【論理演算子】の指定方法
。（転送先開始点），転送先のページ，論理演算子
●【方向】の指定方法

０＝転送先の位置から右下へ複写される
１＝転送先の位置から左下へ複写される

、亀

Ｕ

こ＞

２＝転送先の位置から右上へ複写される
３＝転送先の位置から左上へ複写される
4０
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※省略した場合は0

摩蝋纈調 たが、じつは収録していない。それは、マシン語の気持ち担当者の馬場鮫は今大学院でとてもハマっていて忙しい)への連絡が遅れ､サンプルが手に入
【先月の質問：グラフィック画面でのキャラクタパターン定義のやり方についてＩ先月のSB進路相談で｢来月の付録ディスクにサンプルを～｣と書いてい
らなかったので、自分で作ろうと思っていたところに、BASICピクニック担当者のコルサコフが=0

■
0

Ｙ
C□PY命令の用途】

ここでは已回にわたって紹介

した、グラフィック画面に関係
したＣＯＰＹ命令の、代表的な
使われ方について紹介しよう。

ときはこれを１枚ずつディスク

から読みこんで表示するのだ。

■ＶＲＡＭやディスクを使って
アニメーション

命令で１枚ずつ連続表示させて

ＣＯＰＹ命令の使い方につい

アニメーションさせるのだ。

ては前回でもいくつか紹介して

■ＢＡＳｌＣでかんたんにマッ

いたが、まずはじめに紹介する

プが作れる

のは、より使われる頻度の高い

下の已枚の写真はＯ｢ｃに頼

アニメーションでのＣＯＰＹ命

んで作ってもらったＨＥＸマッ

令の使われ方だ。

プ表示サンプルだ。

右の曰つの連続写真は、以前
ＢＡＳ’○ピクニックで誌面に
掲載された、アニメーションの
サンプルのものだ。今月の付録
ディスクにサンプルとして、

●

ﾖｰｰ電

どちらの場合にも、まずアニ
メーションの元絵を作成して保
存しておき、そこからＣＯＰＹ

Ｌ

ばﾆﾆｰ ￣、
鷹:二二二二コ

面

面Ｐ￣

■し■
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守
伊
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■いい■ゆ■￣
ヂ■￣Ｒ、

－～、出

■

韓芭～＿ －－－－ノ
田

付録ディスクには、

～_￣

ＨＥＸＭＡＲＳＢＺ
というファイル名で収録してあ

るので、実行してみよう。

ＡＮｌＭＥＳＢＺ

このサンプルでは、まず右下
の写真にあるような、マップを

ＦｌＬＥＳＢＺ

構成する元絵を作画し、データ

ＡＳｌＣでシミュレーションの

Ｙ命令を使ってひとつずつ、連
続してページ０の画面の中央に
複写していくのだ。
実際の画面には、ページ０が
表示されているので、アニメー
ションしているように見える。
ｒＦｌＬＥ～｣のほうは、元絵
を作画してディスクに１枚ずつ
保存し、アニメーションさせる

ＨＥＸマップを表示することが、
短いプログラムでも可能だとい
うことがわかるだろう。

もちろん、ＲＰＧのような四
角いマップならもっとかんたん
に作れるだろう。

地形の種類を増やしたり、マ
ップの形や大きさを変えて試し
てみてほしい。

O左が｢ANlME､SBZ｣､右は｢FlLESBZ｣の実行画面６「FlLESBZ｣はターボＲなら行20のＲＥｌＶｌ

文を取るとRAMDISKで動き、実行後はGOTO90でリブレイする

●●

』肴・二

～Ｂに描かれる。これをＣＯＰ

してマップを作成している。
地形はＳ種類しかないが、Ｂ

Ｎ→感

一ｒ：塁

のＴＰＳＥＴを使ってＣＯＰＹ

ヒー慰

一己．

まず｢ＶＲＡＭ～｣のほうは、
連続写真の下の大きめの写真に
あるような元絵が、ページ１

■

●

二sＺ

一「屏

（リストの後半)をもとにそのグ
ラフィックを順に、論理演算子

Ⅱ↓■

；j夢。ポ

濟・’し「「

というファイル名で収録してあ
るので実行してみよう。

￣

■■■し
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■豆
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③｢ANlME・SBZ｣のページｌの画面｡このように､あらかじめアニメーションの元絵を作画して
おき、それをCOPY命令で複写してきてアニメーションさせるのだ

たとえば､こんな絵で……
たとえIざ.こんな絵で……

Ⅱ

■日

■

①自分でシミュレーションを作ってみたい、なんて思ったことがある人はけっ二ういるハズだ。
このマップはBASICのかんたんなプログラムて表示されているので参考にしてみよう

ロ

ﾛロ

■

■

日Ｈ

ロ

■

)Ｃ（
■

OIHEXMAP・SBZ｣では､この写真のようなかんたんな３つの地形しか表示しないか（自分でM１
形をi首やしたり、もっと凝ったグラフィックにしても面白いぞ

｢テーマが大きいのてく｜月号のBASlCピクニックで取り上げる｣といってくれたからだ。以前からこの質問は多いのだ力（BASICのワークエリアが関係し、
マシン語を使わないと実用的でないの五ファンダムでは今まで答えたことがなかった。そこ直僻卜やカコミなどの小さなスペースではなく、きちっと

誌面で答えようということになったのだ。そういうわけで（福岡の清水〈ん、もう少し待ってほしい。

4１

新｡マシン語の気持ち

！

鯛ＰＵＳｌ－Ｉ、ＰＣＰとﾇﾀﾜﾜ
つ
ちょっと先を急ぎすぎたようだっ
で、
たので、合回は、基本的なテーマ
ど
にもどった。この講座は後もどり
り

を恐れない。わかっている人には
んで
１
、知
なんでもないが、知らない人には
なんのことかわからない｢スタッ
ク｣の話。
前回のサンプノレブログラムのな
かで、ＰＵＳＨ命令とPOP命令を

使用した｡そうしたところ、「これ
らの命令は初心者にはあまりよく
理解されていないのではない
か？」という意見が出た｡たしかに

そうかもしれない。とくに、これ
らの命令と｢スタック」(メモリの

一部の領域)の関係はあまり知ら
れていないかもしれない。

てくる場合を前提としている)｡*’
この①~③の命令がやっている
ことを順に説明すると、
①ＨＬレジスタの内容をスタック
と呼ばれる領域に保存する

ＰＵＳＨＨＬ

ぶ(ＨＬレジスタが変化するかも

によって、スタックに保存された

レスを指し示すレジスタ趣

しれない)*２

③さっき保存したものをもう一度
ＨＬレジスタにもどす

サブルーチンを呼ぶ前と後で
ＨＬレジスタの内容が変わっては

困る場合このようにしておけば、
CALL命令が呼び出したサブル
ーチンによってＨＬレジスタが書

き換えられる恐れがあっても、
ＨＬレジスタの内容を守ることが
できるのだ‘

ＰＵＳＨ命令とPOP命令は、こ

のように、レジスタの内容をスタ

グラムの中で

ックに保存したり、スタックにあ

ＰＵＳＨＨＬ①

るものをまたレジスタにもどした

ＣＡＬＬ××××②

りする命令だ。

ＰＯＰＨＬ③

それでは、はじめにＨＬレジス

ＨＬレジスタの内容(１２３４)カミ
ＰＯＰＢＣ

によって、こんどはＢＣレジスタ

の内容として読み出される。

こういう、１回ずつのＰＵＳＨ、
POPなら、話は単純だ。メモリの

片隅にあるスタックという領域に、
ＰＵＳＨで指定したレジスタの内
容を保存し、逆にそのスタックか
ら､POPで指定したレジスタへ値
を読み出す。たんにそれだけのこ
とのように見える。

しかし、スタックは、もうすこ
し、複雑な構造を持つ。

スタックとＳＰレジスタ
図を見てほしい。この場合

タに１２３４Ｈが入っているとし

多い(ただし、ここでのＣＡＬＬ命

ＰＵＳＨＢＣ

て、

を実ｲﾃすると､ＳＰレジスタという
レジスタの内容(この場合､Ｄ〃〃
〃Ｈ)に従って､メモリの特定の場
所に､ＢＣレジスタの内容(２４〃

令は、たとえばBIOSをＣＡＬＬし

ＰＵＳＨＨＬ

たときのように、｜平び出した先か

ＣＡＬＬ××××

らきちんともとのところにもどっ

ＰＯＰＢＣ

＊１ただし、ここでのＣＡＬＬ命令

れない

なぜ、わざわざこんなことをカッコ付
きでいっているのか。ｒＣＡＬ
Ｌｘ×××｣でサブルーチンに飛ん
でも、かならずもとのところにもどっ
てくるとはかぎらないからだ。もどっ
てこなければ、次の｢POPHL｣も実行さ
れないので、全体に意味がなくなって
しまう。

＊２ＨＬレジスタが変化するかもし

4２

BIOSのそれぞれのエントリによって、
レジスタが変化するかしないか、どの
レジスタが変化するかなどについては
きちんとした資料がある。ここでは、
BIOSをCALLしたことによって刑Ｌレジ

スタが｢破壊された｣と考えたほうが納
得できる。
＊ＳＳＰレジスタ

スタックの｢最新領域｣のアドレスを示
している｡スタックポインタの｢ポイン

上記のことを詳しくいいかえる
と、アドレスがSＰ－１（ＣＦＦＦ

ＨｌＳＰ－２（ＣＦＦＥＨ)の場所
にＢＣレジスタの内容を書きこみ、
SPの内容はSＰ－２（ＣＦＦＥＨ）
になる。
この逆に、
ＰＯＰＨＬ

を実行すると、ＰＵＳＨとはちょう
ど逆に､アドレスがＳＲＳＰ＋１の
場所から、２バイトのデータを取
ってきてＢＣレジスタに代入し、
同時にＳＰレジスタの中身をＳＰ＋
２に変える。

つまり、ＰＵＳＨするたびに、ス

のように組にして使われることが

は～前提としている

ＳＰとは､スタックポインタの略

②BIOSなどのサブルーチンを呼

いせつな｢スタック｣に関するこ

ＰＵＳＨ命令とPOP命令はプロ

かわからないが、ＢＣレジスタに

ジスタの内容を２だけ減らす(Ｃ
ＦＤＥＨＬ

で、スタックの｢最新領域｣のアド

礎にもどって、基本的でとてもた

ＰＵＳＨ命令とＰＤＰ命令

ＨＬレジスタの内容はどうなる

ｌＨ)を書きこみ、同時に、ＳＰレ

１２３４Ｈが入る。つまり、

そこで、今回は、マシン語の基

とを中心にやりたいと思う。すで
によく知っている人には退屈かも
しれないカミマシン語知識の復習
をするつもりで読んでほしい。

のようにしたら、どうなるだろう
か？

＊３

夕｣とは､指し示すものという意味。た

だし、本文や図を見ればわかると思う

が､PUSHするときは､SPﾚｼﾞｽﾀのア
ドレスより小さいアドレスからに書き
こまれ､POPするときは､ＳＰレジスタが
指しているアドレスそのままのところ
とそれより１バイト大きいアドレスに
膣かれた内容を吸いこんでいる。
＊４小さなアドレスのほうに移動し
ていき、

小さなアドレス、大きなお世話ではな

タックの最新領域(じっさいに読

み出し､書きこみする部分)は小さ
＊４
なアドレスのIまうに移動していき、
POPするたびに最新領域は大き
なアドレスのほうに下がってくる。
つまり、スタックにデータを入れ
ていくときと、取り出してくると
きとでは反対なの起
いが、メモリのマップで｢上｣｢下｣の概
念が人によってまちまちのようだ。
ぼく（．)やMOROなどは、メモリの上
のぼうというと、アドレスの小さいほ

うを指す。一方、付録ディスクのプ□

グラマUKPは、アドレスの小さいほう

を下、大きいほうを上という
＊５スタックの仕組み
スタックのように、後から入れられた

データから順に取り出すことを、Ｌｌ
ＦＯ(LastlnFirstOut：後入れ先出

ＣＡＬＬ

璽萸璽斌

ＰＵＦ

ＨＬ

ＰＤＰ

ｐＥ

趣

霞
Ｂ４

[つ

圖
１Ｅ

７Ａ

Ｅ，

に帰った⑥同様に、Eのデータも復活

③ＰＵＳＨ､ＰＯＰとレヲスタ､〆:彊リ(スタック領域)の変化
＊５

このようなスタックの{b阻みは、一方､RET命令は､ＳＰレジスタ

まとめ

よくトランプの山にだとえられる。で示されたアドレスにジャンプし、

つまり、カードを山に１枚ずつ積ＳＰレジスタの値を２増やす。今回は、基本的な内容となった

んでいくと、取り出すときはそのいままでのことから、ＨＬレジが、マシン語のプログラムという
逆に取り出すことになる。これと、スタの内容がH1f壊されてもよい場のは、かんたんな動作の命令力組
スタックのt'二組みはよく似ている合プログラムの中で、み合わさり、意味のある動きをす
のだ。ＣＡＬＬＬＡＢＥＬるものであるから、基Wi1;がしっか

りわかっていることはとても亟要

CALL命令とRET命令１駕鴛……

じつは、ＣＡＬＬ命令やRET命ＬＤＨＬ，ＮＥＸＴ私が若かったころ､｢プロテクト
令でも、このスタックを使用してＰＵＳＨＨＬ外し｣なるものに夢FlJになってい
いる゜ＪＰＬＡＢＥＬた'１謂明があった｡その動機は１，人
ＣＡＬＬ命令は､まずCALL命令のように置き換えることができる。的なバックアップのため｣ではな
そのものが置かれている次のアドまた、〈、どちらかというと｢外せるかど
レス(つまり次の命令のアドレＲＥＴうかに制蛎する」という楽しみの
ス)をＳＰ－１禰山､ＳＰ－２翻也のとしている部分をためであった。そして、あるゲー
２バイトに書きこみ(スタックにＰＯＰＨＬムディスクをlW1litlT灰11に､RET命令
秋む、という)、ＳＰレジスタの値ＪＰ（ＨＬ）で、ディスクを読みにいくルーチ
を２減らし、そのあと、呼び出しのように置き換えることができるンを１１平ぴ出している部分を兄つけ、
先にジャンプする。こともできる。それをきっかけにして艸嘩に外す
はＴ

團
ＣＤ
Ｅ１１

Ｂ４

アＯＣＣＣＣＣＤ

⑪Ｂ対のレジスタにデータを入れ、ＳＰにはＤＤＤＤ
Ｈを入れた②ＢＣの値がＣＦＦＥＨ～ＣＦＦＦＨ
に入り、ＳＰが巴減る③、Ｅについても同様⑥最
後にHLをPUSH｡その後､な'こかのサブルーチン
を呼び出したので、ＳＰ以外の内容は破壊された⑯
ＰＯＰＨＬでスタッフの最新領域からデータがＨＬ

⑥
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座廟祀、、匪泙印
座融用、ｍ匪泙ｍ ドＦＦＦＦＦＦロ

リ

ｒＦＦＦＦＦＦロ
アＣＣＣＣＣＣＤ

、正乢

モ

？？？？？？
？？？？？？

メ

ことができたことがあった。それ

まで､RET命令は､呼び出し元へ
もどるためだけの命令と思ってい

ただけにとても感動し、基礎の大

切さを再認識した。いちおう、念
のためにいっておくが､私は磁法

コピー｣をすすめているのではな
い。

それでは次回まで。（馬場俊jNli）
【新｡マシン語の気持ちを読んでい

るあなたへお願い】当コーナーで
は、いろいろなレベルの方の要望
にこたえていくべく、具体的なマ
シン語に関する質問を求めていま
す。具体的に、ここがわからない、

とか、こんなサンプルを作ってほ
しい、などがありましたら、Ｍフ

ァン編集部｢新・マシン語の気持
ち｣までどう蓬

し）という。

＊６ＮＥＸＴ：
｢ＮＥＸＴ：」はラベルの１つで、とく
に深い意味はない。ただ、直前のＣＡ
ＬＬ文が呼び出し先での処理を終えて、
もとの場所にもどってくると、次はこ
こから実行することになる。

4３

鬮！……

鱗灘
騎士巡歴問題/カグ弘ﾊﾞﾄﾙｼｽﾃﾑPBR
今回は２本立てだ。その１は、「騎士巡歴問題｣をテー
マにしたアル甲Ｓの結果発表。予想した以上の成果が
あった。その巳は、それぞれ独立した戦闘アルゴリズ
ムを持ったファイターが戦うプログラムバトルシステ
ムＰＢＲの使い方(システムは付録ディスクに収録)お
よびアルゴリズム募集第已弾だ。これも先が楽しみ。

ｱﾙ甲己

#３１４０万年を29秒に短縮

アル甲3結果籍表
入選(賞金１万円）

奈良県｡クロスワード(18歳）
佳作(Ｍファン特製ﾌﾞﾗﾝｸディスク已枚）
岩手県｡阿部孝之(１７歳）応募総数37点
ｸﾛｽﾜｰﾄﾞｸﾝのｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑ
まずは、クロスワードクン、

阿部クンおめでとう。

アルゴリズムの説明の前に、

らず端点の方向に進み、他の方
向は調べない

ｏ端点の数が巳のときは、どち
らかへ進んで、端点を残したこ
とを記憶し、他の方向は調べな

い(現在のマスが奇数手の場合
にかぎる)。ただし､すでに端点
を残している場合は１手戻す
④端点の数ｶ℃以上のときは１
手戻す

⑥図已奇数理論

■■■■
■■■■
■■■■

■■■
■■
■■■
■■
■■■

⑤現在のマスが偶数手の場合、
端点の数が１なら端点に進み、
他の方向は調べない。端点の数

残す場合以外は解けなくなるし、

が巳なら１手戻す

端点数ｶ℃以上の場合は、どの

⑬孤立点の扱い

方向へ進んでも巳つ以上の端点

①については、説明の必要は

同様に、端点数がＢつの場合、
どちらかに進んで１つの端点を

が残るので解けなくなる。
●功を奏した奇数理論

その周囲に未通過マスが１つも

ないだろう。孤立点へ進めば行
き詰まるし、他の方向へ進んで
孤立点を残せば、解けないのは

ないもの(図１のＡ)を孤立点、

明らかだ。

と、黒のマスからは白のマスに

１つしかないもの(図１のＢ)を
端点と呼ぶことにする。
●入選作の要点

さて、⑤についてだが、チェ
ス盤を図已のように塗り分ける

孤立点の扱いでは、ほかの作

しか行けないし、白のマスから

品に｢孤立点の周りのうち､現在

は黒のマスにしか行けない。し

のマス以外の最も手番号の大き

クロスワードクンのプログラ

いマスまで戻る｣というアルゴ

たがって、初期位置を左上隅と
すると、奇数手は必ず黒のマス、

ムは、現在のマスの周りの孤立
点・端点の数を調べて、１手戻

リズムがあったが、これではす

偶数手は必ず白のマスというこ

ス｣というときには､あるマスか

べての解を求めることができな

らチェスのナイトが１手で移動

したり、特定の方向に進んだり

い。１手戻して別のルートをた

とになる。つまり、黒のマスは
終点にはなりえないのだ。

できるマスのことをいうものと

するものだ。そのアルゴリズム

どれば、６４手自にその孤立点に

する。また、未通過マスのうち、

の要点は以下のＳつになる。

たどりつく可能性があるのにそ

○図１孤立点(Ａ)と端点(Ｂ）

①周囲に孤立点が１つでもあれ

れを調べていないからだ。

したがって、奇数手目(黒)の
位置に端点を残すと解けなくな
ってしまう(端点は終点になら

ば、現在のマスが63手目でない

●端点をめぐる処理

なければならないから)。

言葉の定義をしておこう。

「周りのマス｣とか｢周囲のマ

(□は既通過マス）

かぎり、１手戻す

端点をめぐるｅ～④の処理に

これをいいかえると、現在の

ｅ端点の数が１のときは手の進

ついては、以下のような考察が

マスが偶数手の場合、端点を残

行に関して特別な処理はしない

背景にある。

が、端点以外の方向に進んだ場
Ａ
Ｂ
目
＊

Ｉ
＊は現在のマス

4４

端点数が１のとき、端点を残

して進んて､はならないというこ

とで、ここから⑤が出てくる。

合は､そのことを覚えておき(た

して他の方向へ進むと、その端

ちなみに、クロスワードクン

だし、現在のマスが奇数手の場

点は終点にならなければならな

のプログラムは最初の解を29秒

合にかぎる。偶数手の場合は

い。したがって、巳つ目の端点

で表示する｡つまり､140万年(こ

⑤)､ふたたび端点が１つしかな

を残すと終点がＢつになってし

の値は単なる象徴)を29秒に短

い場所にきた場合、今度はかな

まい、解けなくなる。

縮したわけだが、この奇数理論

また、解があれば、残された

なしに、ここまで短縮すること

端点はかならず終点になること
から､｢Ａに進んで端点Ｂ以外で

はできなかっただろう。
ついでにいえば、これによっ

終わる解はない｣はつねに正し

て､10月号の｢サンプルプログラ

い。。…………………･･………(b）
さて､｢端点Ｂに進んで解けな

ムは７手目が変化しない限り解
を表示しない｣という仮定は正

い｣ということは、「端点Ｂに進

しいことがわかった。

惜しかった人たち

んでＡで終わる解がない｣とい
うことを含んでいるので、(a)、

田中幸雄クンは、締め切り直

(b)より

Ｉ

Ｉ

前まで改良を重ねてＳつのプロ
グラムを送ってくれたが、１つ

は明らかにすべての解を求める
ことができず、曰つ目はＳつ目

が最初に表示する解を求めるこ
とができず、Ｂつ目は、ほぼ入

選作と同様のアルゴリズムだっ
たが、別の説明が簡略に書いて
あり、担当者は理解できなかっ
た。最初の解を表示するのが、
わずかながら入選作より速かっ
たが、端点を残して進んだあと、
戻ってきて端点へ進むべきとき
にパスしてしまう(端点方向は

調べない)というバグがあった。

Ｋ、Ｈ･氏(36歳』/)のアルゴ
リズムも、結局は入選作と同じ

だが、孤立点に達してから解析
しているので(孤立点は孤立点
になる前は端点だったはず)調
べる必要のない端点の発見が遅
れることになる。

⑤端点に進んで解けなければ……
中間不運土と友立網吾クンは、

ｒ端点数が１のとき､端点に進ん
で解けなければ他の方向に進ん
でも解けない｣ことを証明しよ
うとしているが、端点数が１以
上の場合について、次のように
一般的な証明ができる。

現在のマス(端点でない)の周
りに端点が１以上ある場合、あ
る任意の未通過マスをＡ、任意
の端点をＢとすると、
｢Ａに進んで端点Ｂで終わる解
があるならば、端点Ｂに進んで
Ａで終わる解がある」

は正しい(逆にたどればいい)。
対偶は同値だから

｢端点Ｂに進んでＡで終わる解
がないならば、Ａに進んで端点
Ｂで終わる解はない」

も正しい。……･…………..…(a）

｢端点Ｂに進んで解けないなら
ば、Ａに進んでも解けない」
以上から､一般に｢猯点数が１
以上のとき、ある端点に進んで
解けないならば他の方向に進ん
でも解けない｣が成立する。
ただし､だからといって｢端点

に進んで他を調べない｣と短絡
するのは誤りだ｡あくまでも｢端
点に進んで解けなければ｣であ
り、端点に進んで解けた場合は
他の方向からの解もありうるわ
けだから。また、端点に進めば
むしろ解ける場合が多いので、

これを正しく処理するとそれほ
どの時間短縮にはならないので
はないかと予想される。
いずれにせよ、証明しようと
した心意気だけは買いたい。本

来、アルゴリズムの正しさを証
明していないものは(少なくと
も納得できる程度の説明がない
かぎりは)､たとえ正しくとも不
採用とすべきだ。

●移動可能方向数の計算
りとりクンは、すべてのマス
の移動可能方向数の合計につい
て興味深い考察をしているが、
得られる結論は、かなり手数が
進んでからでないと役に立ちそ
うにない。実際、入選作が１０分
もの間、解を１つも表示しない
という状況でチェックしてみた
限りでは、まったく効果がなか
った。

②佳作のアルゴリズム

阿部孝之クンのアルゴリズム
は、周囲の未通過マスのうち、
移動可能方向の少ないマスへ優
先的に進むという単純なもの。
孤立点ができるのを避けるとい

う意味で、この方法は有効だ。
ただ、クロスワードクンのプ

1'二昌坦124葛|量堂|ﾕ31率
巳斗楽冨量|重Ｔ土２１ユ夢４１ﾕ〒
連＝三塁之冨坐匡酋ヨユ島ニユエ斗

三国Ｅ忌霜|”|率'零|…１塁
三Ｅ學らラユ１君慈９１毎學ユ三|斗國

白且三富Ｓ巴４３率'零Ｉ巳'零

達三三塁巳ユヨ急暮下’巳馨典曾画
一｜

詞夢雫煎塞|學塾|麺1藷''７

冨三ざ型尊〆量辱土葦:三等ユュー弓亘隷ユ薗〆重肴ユヨ:三零:塞
恩睦弱趣典薗窟三謬
闘…ユ滝専詳弓
丁ニカキーヲオズ胤奄,峠窪ヲ爺か､ﾖﾏ黄

③クロスワードクンの入選作をターボＲ(ＡＩＳＴ)で実行した画面｡高速モードでやった
ら、なんと、たったの５秒で最初の解を表示した．アルゴリズムは世界を救う
ログラムが140万年を29秒に縮
める改良であったのに対して、
このアルゴリズムは140万年を

後回しにして、すぐに求められ
る解から探すだけであり、本来、
改良とはいいがたいものだ。
しかし、試算によれば､140万
年が７秒(PC-9801ＶＭに移

植してコンパイルしたプログラ
ムでの結果)に縮まっても、な
お、プログラム終了までには数
十万年(あるいはそれ以上)を必
要とする。そうであってみれば、
速く見つかる解から先に求める
工夫もそれなりに評価されるべ
きだろうし、募集時にそうした

いうことだ。

残りのもう１点、らむしぇり
あクンのプログラムは、手番号

ごとに調べる方向の||偵序表を作
っているために遅くなっている。

前進時にのみ作るのであれば、
長い目で見ると速くなるかもし
れないが、後退時にも作るので
はまったくのムダだ。また、表

の作り方にも遅くなる原因が隠
れていた。

他のアルゴリズム
140万年を後回しにするアル
ゴリズムとしては、ほかに、

①手番号ごとに最初に調べる方

工夫を奨励したこともあって、

向を設定する

阿部クンのプログラムを佳作と

ｅ各マスごとに調べる方向の順

した。

序を設定する

阿部クンと同じアルゴリズム
のプログラムは、ほかに]1点あ
ったが、そのうち曰点は、すべ
ての解を求めることができない
か、バグがあるか、初期位置を
変えると問題が生じるかのいず
れかであった。
残りの已点のうち、ＡＲｌＡ
ＫｌＲＡ－ＳＯＦＴクンのプロ
グラムは、いちいち移動可能方
向を数えているので遅いのが残
念だった。申告によれば結果は
１秒しか違わないが、アルゴリ

Ｏ直前の移動方向によって次の
移動方向の優先順位を設定する
といったものがあった。これら

については、入選作の初解発見
を高速化できるかどうか、初期

位置を変えても有効かどうか、
アルゴリズムに論理的必然性が
あるかどうかを審杳基準として、

阿部クンのアルゴリズムが最も
優れていると判断した。
初期位置を変えることを禁じ
ておきながら、初期位置を変え
た場合の動作を曇杳墓準にする

ズムが遅くなる原因を作ってい

のはフェアでないと感じられる

るかどうかが問題で、実際の速

かもしれないが、初期位置を変

度差はかならずしも問題ではな

えても有効なアルゴリズムのほ

い。つまり、高速化のためにル
ープを開いたりしてもムダだと

うが汎用性という点で優れてい
ることは論を待たない。
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な追加変数について説明してお

また、初解表示までの時間を

追加した機能は、①１辺のマ

書いてもらったのは、予備審査

スの数を指定できる、②個々の

こう。

の資料とするつもりだったのだ

解を求める時間だけでなくトー

Ｎ……１辺のマスの数

が、もし、初解発見のスピード

タルの開始時刻と終了時刻を表

は､サンプルプログラムでは「｜

だけを競うと解釈した人がいた

示する、Ｏ解を見つけたときに

Ｎ(、)……各マスの移動可能方
向数(ｎ＝Ｙ座標×１０＋Ｘ座標）

としたら、申しわけない。

キー入力を待つかどうかをＥＳ

Ｆ……０なら端点を残していな

を初期位置とする場合、曰手目

付録ﾃﾞｨｽｸ収録ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑについて
付録ディスクにはＳ本のプロ
グラムが収録されている。
「ＫＮｌＧＨＴ、ＡＬＺ｣は、

入選作そのもので､｢ＫＮｌＧＨ

Ｃキーで切り換えられる(解発
見時のキー入力待ちのときは不

いことを表し、１以上なら端点
を残した手番号を表す
行6010で手番号が６１以上のと

えることによって、特定の方向

き(ＢｘＢの場合)端点解析をし

に進んだ場合の解を調べられる

ないことについては、図Ｓを見

ようにした。

てほしい。Ｂ～Ｄは末通過マス、

を変えるとまずいが、現実に問

Ａがナイトのいるマスだ。現在

実行が終了するので、試してみ

のアルゴリズムを加味して、担

るといいだろう。解の存在する

当者が書きおこしたもの。みん

最小の大きさはＳ×４だが、プ

立たず、現在の手が終点の４手

なの知恵を集約して最も速いも

ログラムは正方形にしか対応し

前ならＥは末通過マスだから、

のを作ったという趣旨だ(18秒

ていない。
行Ⅱ00以降のデータは、手番

アルゴリズムは入選作とまった

例えば、Ｂ番目を４４番目を

の手が終点のＳ手前ならＥは既

く同じだが(入選作より少しわ

１、Ｓ番目をｅにすると、Ｓ手

さてぃ今月はＰＢＲシステム

かりやすいと思う)､いろいろな

目で右上隅を端点として残す場

機能を持たせたもの。

合について調べられる。このと

に必要な全ファイルを付録ディ
スクに収録した。

③図Ｓ「KNlGHT2ALZ｣行60110参考図

き、初解表示までにＢ分半近く

(□は既通過マス）
Ａ
国
曰
一」

'■
，
目
Ｅ

罰&

図
Ｃ

璽

■

設魔

口テ古、

､三i第

ＰＢＲＬ(P｢og｢ammedBattle

ソースファイルは、原則とし

行30のデータの'１頁序を変えても、

RoyalLanguage)コンパイラ

て、ＰＢＲＬの文法に従い、各

解のバリエーションを増やすこ

(ＢＡＳ｝Ｃプログラム）

行頭がアポストロフィで始まる

とができる。

ＰＢＲＳＹＳ

アスキーセーブしたＢＡＳ｜Ｃ

●入選作十オマケ機能の｢ＫＮ

ＰＢＲシステム本体(ＢＡＳ’

プログラムとする。拡張子を｢．

ｌＢＨＴＢＡＬＺ｣の補足
｢ＫＮｌＧＨＴＢ・ＡＬＺ｣の主

○プログラム）

ＰＢＳ｣に限定しているので､以

ＰＢＲＳＹＳｏＢＪ

下ＰＢＳファイルと呼ぶ

譽篭 鰯溌

璽鑑霞耀鰯

簿烏員鷲，

１２色

択吋

Ｏ付録ディスクにシステムー式を収録した｢ＰＢＲ｣のケーム画面｡ディスクに３体のサンプ
ルファイター(本文でも紹介している)を収録している力（ぜひ、自分のファイターを作って
戦闘に参ﾜｳﾛしてみてほしい｡付録ディスクには、ＰＢＲのシステムー式を別のディスクに複
写する〆ニューも用意してあるので、自分のディスクに複写したうえて（いろいろなファイ
ターの#蝿3プログラムを作ってみよう
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したソースファイルを、ＰＢＲ

が見つかるかもしれない。また、

鑿…鱸
鴬

をＰＢＲＬに従ってプログラム
ＣＯＭＰによってコンパイルし

て、オブジェクトファイルを作
らなければならない。

ＰＢＲＳＹＳが呼び出すマシン

※ＰＢＳファイルの詳細および

語ファイル

ＰＢＲＬの文法等は11月|胄報号

ＰＢＲＤＥＢＵＧ

参照。持っていない人は、４７ペ

ＰＢＲファイル用のデバッガ

ージの｢アルゴリズム募集第已

(ＢＡＳ’○プログラム）

弾｣参照）

ＳＣＡＮＮＥＲｌ２ＬＰＢＳ

コンパイラは、ＢＡＳｌＯモ

ＧＥＮＥＲＡＬＥＬＰＢＳ

ードで、ｒＰＢＲＣＯＭＰ｣の入

ＴＲｌＰＬＥＤＬＰＢＳ

ったディスクをセットPして、

ファイタープログラムのサンプ

ＲＵＮ"ＰＢＲＣＯＭＰ〃

ル(ソースファイル)※アスキー

を実行して起動する。

ファイル
冨巫Ｉ

ファイターの戦闘アルゴリズム

ＰＢＲＣＯＭＰ

襲屡岬

ﾆﾖEFZZ

#２莞崩したPBRｼｽﾃﾑ

付録ディスク⑩ファイル

F難…申=＝理量

邨壊

茂男他／中公新書427／1976年）

ば、より遠くするアルゴリズム

畠罰ゴー首

■

（ＡＮＴＡＲＥＳ）
参考文献：「数理パズル』(高木

を要するので、これを解析すれ

一声夢騒騒鴬蟻鰯i冨鑑鰯震鰯１露繍臘鱗懲蕊,鰯錘鰹蔚ニーー
隷 嚥蕊

■ｑ￣｡－ロー孚

いう判断だったのだが、大きさ
を変えられるようにしたため、

現実に問題になるので修正した。

通過マスだから端点解析は役に

ｱﾙ甲△

は曰通りしかなく、対角線を軸

題になる可能性はないだろうと

クンのアルゴリズムに阿部クン

号ごとの最初に調べる方向で、

ＦＴ＜Ｂ……｣だった｡左上隅

化させる必要はない。初期位置

Ｓ×Ｓの場合は、４５分ほどで

「ＫＮｌＧＨＴｅ・ＡＬＺ｣は、

行5010の「ＩＦＴ＜１……」

として対称なので、已手目を変

可)､④行１１００以降のデータを変

Ｔ１・ＡＬＺ｣は、クロスワード

で最初の解を表示する)。

ここまでは端点解析が役に立つ
可能性があるという考察による。

メニューが表示されるので、

ＳＣＡＮＮＥＲＥＬＰＢＲ

以下の手Ⅱ|頁に従う。

ＧＥＮＥＲＡＬＤ・ＰＢＲ

①コンパイルしたいＰＢＳファ

ＴＲｌＰＬＥＥＬＰＢＲ

イルの入ったディスクをセット

ファイタープログラムのサンプ

し、「１」を入力して｢コンパイ

ル(オブジェクトファイル）

ル｣を選ぶ

コンパイルについて
ＰＢＲシステムで自作のファ
イターを戦わせるには、まず、

ｅＰＢｓファイルの一覧が表示
されるので、コンパイルしたい

ファイル名を入力する(拡張子
は不要)｡何も入力しないでリタ

Ｉ

－ンキーだけを押すとメニュー
に戻る

Ｏコンパイルが終わると、エラ
ー数が表示されるので、スペー
スキーを押す

己参照されていないラベル
ＣＯ文でも｜Ｆ文でも参照され
ていないラベルが表示される

(なければ見出しのみ表示され
る)｡書いた覚えのないラベルが

④エラーレポートが表示された

表示されれば、何らかの誤りが

後、再びメニューに戻る
なお、コンパイラは、拡張子

Ｓ・ラベルの相対アドレス表

が｢、ＥＲＲ｣のエラーレポート
ファイルと､拡張子が｢・ＰＢＲ」

のオブジェクトファイル(拡張
子を｢・ＰＢＲ｣に限定している

あると考えられる
エラーがあると出力されない。
｢デバッガの使い方｣の項参照

クに書きこむ。ただし、エラー
数がＯでないときはＰＢＲファ
イルを作らない。

Ｒファイルが入っているので、

そのとぎセットしてあるディス

●コンパイル時のエラー対策

とりあえずはこれだけでも戦闘

１．ディスク関係のエラー
ディスクドライブにディスク

を見ることができる。

が入っていない、ディスクが違

○モードで、「ＰＢＲＳＹＳ｣と
｢ＰＢＲＳＹＳ、ＯＢＪ｣の入っ
たディスクをセットして、
ＲＵＮ"ＰＢＲＳＹＳ〃
を実行して起動する。また、コ
ンパイラのメニューで｢４｣を入
力して起動することもできる

っているなどの原因によるもの

は、メッセージにしたがって正
しく処理する(ディスクか機械
に問題がある場合もある）
＆「コンパイルヲチュウシ
シマス｣と表示された場合
ＮＭ文・○Ｈ文。ＯＰ文の数や
|||自序に問題があるか、書き方に
問題がある。エラーの起きた行
が表示されているはずなので

（39字を越える部分は表示され
ない)、その行を修正する｡ある
いは、そのＰＢＳファイルが、

Ｓ"，Ａ

け入力してリターンキーを押す

(拡張子は不要）
戦闘が始まった後、途中で中

止したい場合はＦＳキーを押す
と｢シュウリョウシマスカ｣と

デバッ轍の腱い方
いったんＰＢＲファイルにな

ってソースファイルを修正した

っているファイタープログラム

後、再びコンパイルする。
●エラーレポートの見方

が思ったような動作をせず、そ

「＊＊＊｣の後にエラーメッセー

ジ、その下にエラーの起きた行
が表示される

Ｇではファイターの配置は入力
順序によって決まる。システム
における配置を再現したい場合

は、システムで右側に表示され
ていたファイター名の'1頁序にし

の原因がわからないときは、デ
バッガを使うといい。
デバッガは、ＢＡＳｌＣモー

ドで､｢ＰＢＲＤＥＢＵＧ｣と｢Ｐ
ＢＲＳＹＳ,ＯＢＪ｣の入ったデ

いうアドレスは、各ファイター
のオブジェクト先頭を０とする
相対アドレス)。

●スキップ機能
キー入力待ちのときにＴＡＢ
キーを押すと、指定したステッ
プ数だけキー入力待ちなしに進
めることができる。また、スキ
ップ中にＦ１キーを押すと、強
制的にトレースモードに戻る。

収録サンプル
Ｓ体の中てはＴＲｌＰＬＥＤ

が最も強いようだが、担当者の

③表示内容

手元にある最新バージョンでは

ム本体と同様に戦闘をはじめる
が、特定のファイタープログラ

ＧＥＮＥＲＡＬが最強。たぶん、

移動アルゴリズムが比較的単純
だからだろう。ちなみに、ＧＥ

ムを１ステップ実行するたびに、
次に実行する文とレジスタの内
容等を表示してキー入力待ちと
なる(トレースモード)。表示さ

ムは最新バージョンのＧＥＮＥ
ＲＡＬでもおなじ。

れる数値はすべて１６進数。

リズムは、文字どおり単純その

ＮＥＲＡＬ、の移動アルゴリズ

ＴＲｌＰＬＥＤの移動アルゴ

最下行にＲＯ～ＲＳの内容が

もので、動きを見ているだけで

番号Ⅱ|頁に表示される。下から巴

アルゴリズム全体が読めるほど

行目の左に、次に実行される文
のアドレスと内容が表示され、
右側には、右から11頂にアキュム
レータの内容､バリアの状態(値
の意味はＢＡ命令とおなじ)､Ｈ
Ｐが表示される。

「

｢ラベルの相対アドレス表｣によ
って知ることができる(ここで

たがって入力すればよい。
デバッガでは、ＰＢＲシステ

ファイル名を①で指定した数だ

ると終了する。

１．エラー表示形式

なお、ＰＢＲシステム本体で
は、各ファイターはランダムに
配置されるが、ＰＢＲＤＥＢＵ

せるファイター数を入力する

Ｂ・エラー数がＯでない場合

ので、エラーレポートにしたが

ァイルの番号を入力する。

①ＰＢＲファイルの入っている
ディスクをセットして、参加さ

でおこなう。

エラー数が１以上ならオブジ

を入力し、最後に、何番目のフ
ァイルをデバッグするかを聞い
てくるので、デバッグしたいフ

起動後は、以下の手|頂に従う。

表示されるので、「Ｙ｣を入力す

ェクトファイルは出力されない

その後、ＰＢＲシステム本体
と同様に、参加させるファイタ
ー数、参加させたいファイル名

ていること)。

されるので、戦闘に参加させる

ＳＡＶＥ"<ファイル名>・ＰＢ

を実行して起動する。

(ただし｢ＰＢＲＳＹＳ｣などの

（表示がおかしくなる)、アポス

ーセーブは、

アドレスとラベルの対応は、コ
ンパイラのエラーレポートの

入っているディスクをセットし

②ＰＢＲファイルの一覧が表示

などの問題も考えられる。ちな
みに、ＰＢＳファイルのアスキ

ＲＵＮ"ＰＢＲＤＥＢＵＳ〃

ＰＢＲシステムは、ＢＡＳ’

アスキーセーブされていないか

トロフィー()のない行がある

先は、アドレスで表示される。

PBRシステムによる職鬮
戦闘をおこなうときは、已体
以上のＰＢＲファイルを作成し
たディスクを用意すること◎付
録ディスクにはＳ体ぶんのＰＢ

ので､ＰＢＲファイルと呼ぶ)を

イスクをセットして、

だ。移動アルゴリズムが単純す
ぎると、小さな領域をぐるぐる
回ってしまいやすいのだが(と
くに敵をやっつけた後)､それが
ないのがちょっと不思議。
ＳＣＡＮＮＥＲＤは、ＳＥ命

文の内容はＰＢＲＬに翻訳さ

令を使ったもので、プログラム

れるが、Ｇ○文・ｌＦ文の飛び

が長い。（ＡＮＴＡＲＥＳ）

ズム臺腎雲圓菖三鐸
戦闘アルノコLＪ
戦露アルゴリズム蟇蘂第昌弾

可

|謹讓蝋ﾌﾟ…。鰯騨騨…ﾋﾞ’
以下の要領で、最強のファイタープロなじ方式で、実際に戦わせてチヤンピ
グラムを募集します。オンを決定する予定。
図特典
国募集内容園特典

①ファイタープログラムのソース(Ｐチャンピオンとなったファイターの
①ファイタープログラムのソース(Ｐチャンピオンとなったファイターの，

ＢＳファイル)、およびオブジェクト作者に賞金1万円。２位に賞金５千円。
ＢＳファイル)、およびオブジェクト作者に賞金1万円｡２位に賞金S千円。’

'{;:Wili鑿艤7譜1傑議鶏蕊灘｜
(ＰＢＲファイル：１本につき990パイＢ位に特製ブランクディスク５枚。
トまで)の両方の入ったディスク｡ただ※ほかのコーナーへの投稿といっしょ

し、１人Ｓ体までにかぎるに応募してもかまいませんが、その場

、必要事項を記入した投稿応募用紙合は、かならず封筒の表に、そのコー
(80ページ）ナー名とは別に｢アル甲４.ファイナル
Ｏ(あれば)自作に関するコメントやア部門投稿作品在中｣と朱書し､投稿応募
ル甲へのメッセージ用紙もかならず別にしてください。
以上の①～Ｏを同封して、ＭＳＸ・Ｆ■11月情報号を持っていない人は
ＡＮ編集部｢アル甲４.ファイナル部１１月情報号のアル甲４の記事(Ｓペ－
門｣係まで。しめ切りは､］２月Ｂ曰(火）ジ)のコピーを希望する方に送ります。
必着｡発表は､1993年Ｂ月情報号(已月６２円切手を貼った返信用封筒に、自分
Ｂ曰発売)。の郵便番号、住所、氏名を記入して、
■選考方法ＭＳＸ･ＦＡＮ編集部｢アル甲４コピー

':i灘１１竃M1:fjiiEifW：蕊震鯛３７蕊｜

|蕊ij蕊罎:鍵議１
原則として１１月情報号での募集とおサービス｣係まで。
ノ
）原則として]'月情報号での募集とおｻｰﾋﾞｽ｣係まで。ノ
、
、
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曰タエユウ武剖§

型~＿

する

へ／(どれでもなければ)＆ＨＤ

４０実行

ＤＡ４番地へ

Ａ……ＶＤＰポート＃０（ＲＥ

●割りこみライン設定●マシン

、ＤＳＦ～ＤＤ７４

Ａ□)のアドレス

語実行●終了

ワークエリア初期化

Ａ＄……データ読みこみ用

５０データ１

ＤＤ７Ｓ～ＤＤＡＳ

Ｂ……ＶＤＰポート＃Ｏ(ＷＲ

●マシン語データ

カラーバレット変更／ワークエ

Ｅｌ

ｌＴＥ)のアドレス

６０データ曰

リア書き換え

ＲＥＴ

｜、Ｊ……ループ用

●マシン語データ●カラーデー

ＤＤＡ４～□ＤＡＥ

とすべきところをシステムの割

タ

割りこみ処理終了

蕊灘《､篇11iii

Ｕ……ＵＳＲ関数呼び出し用
Ⅲ－トーー』

ヴ 画グ馨蝿霧lliitl

薄ジン語解説

データエリア
一つ’
砂

ＶＤＰレジスタ＃０の値を保存
Ｉ「

卜#

補

足

＆ＨＤＤＡ４～＆ＨＤＤＡＥ

番地では、ふつうはたんに

りこみ終了ルーチンを飛ばすた
めに(高速化のため)スタックを
いじるというかなり特殊なこと

１０画面初期化

、ロロローロＤＢＣ

□ＣＥＤ～、ＣＦＦ

をしている。

卜瀧艤ｉｌり剛旨自３回

割りこみフックの保存、書き換

割りこみ発生ライン

え／走査線割りこみ許可

ＤＤＥＤ～、ＤＦＦ

宣言●ＵＳＲ関数定義●カラー

ＤＤＥＤ～ＤＤＢ４

カラーデータ

パレットＯを設定可能にする白

スペースキーが押されるまでル

スプライト表示禁止●縦192ド

ープ

ット表示設定

|－ワーダ曇リア

□ＤＳＢ～ＤＤ４Ｂ

ＤＥＤＤ～ＤＥＤ４

ている。その秘密は、「走査線割

２０マシン語書きこみなど

走査線割りこみ禁止／保存して

割りこみフックの保存

りこみ｣にある。

●割りこみ発生ラインをデータ

いたフックをもとにもどす／Ｂ

ＤＥＤＡ～ＤＥＥ１Ｂ

エリアに設定●画面をかく●マ

ＡＳｌＣにもどる

次に読み出す割りこみラインの

本)の走査線が集まって画面を

シン語データ・カラーデータを

ＤＤ４Ｃ～、ＤＳＥ

アドレス格納番地

作っている。走査線割りこみと

書きこむ

、ＥＤＣ

いうのは、指定された走査線の

３０機種にあわせて補正

垂直帰線割りこみかどうか判定
し、垂直帰線割りこみならば＆

、マシン語プログラム中で直接

ＨＤＤＳＦ番地へ／走査線割り

指定されているＶＤＰポートの

こみかどうか判定し、走査線割

アドレスを機種にあわせて補正

りこみならば＆ＨＤＤ７Ｂ番地

::Z?ﾏから元T&TSCFT艫瀧
づ、
ひと

］992年Ｓ月１８日午後Ｓ時56分、学校から帰宅した私の目の前に灰色の封筒
があった｡初投稿初採用の喜びを感じながらふと思った｡ＭＳＸ歴７年(Ｍ
ＳＸの電源が入ってたのは500時間程度)の私がわずか１日で作ったプログ
ラムが採用されてもいいのだろうか。●さてここでＭＳＸ度チェックをし
ましょう。このプログラムを初めて見たとぎ、それがどうしたと思った人
は超上級者またはゲームユーザー、なかなかやるなと思った人は上級者、
512色あるか数えた人は中級者､ウソつけ／と思った人は初心者､そして
］0億色Ｉ？と思った人は超初心者です。●も一リー、腰抜かして小便ちび
るな。イ遅漏君、これを読みながら(よだれ)たらすな。この７年間で去っ
ていった元Ｔ＆ＴＳＯＦＴ社員諸君、元気か。合私は１人で寂しい。そし
て｢(私と)家が近くてＲ高校に還っているカッコイイ男｣とかいっているや
つ、ありがとう。Ｔ＆ＴＳＤＦＴ大阪・１８歳
、八、

Lj-L1

】

①画面の色設定●画面モード設
定●マシン語領域確保●整数型

この作品では､512色中'6色同

時発色しかできないＳＣＲＥＥ

ＮＳで､なんと512色を表示させ

ＭＳＸでは､212本(または'９２

５１２ＣＯＬＯＲ･ＦＤＺ

１１，ＣＯＬＯＲガロ，、：ＳＣＲＥＥＮ５：ＣＬＥＡＲｓ９Ｄ，＆ＨＤＣＥＯ９ＤＥＦ

ＩＮＴＡ－Ｚ：ＤＥＦＵＳＲ＝＆ＨＤＤＯＯ：ＶＤＰ（９）＝ＶＤＰ（９）ＯＲ３４：Ｖ
ＤＰ（１ｍ）二ＶＤＰ（１２）ＡＮＤ１２７
２ＤＦＤＲエーＤＴＯ１５：ＰＯＩ<Ｅ＆ＨＤＣＥＤ十エ＋エ，エ鋒１２＋３：ＰＯＩ<Ｅ
&ＨＤＣＥ１＋エ＋I，エ蕪１２＋９：ＲＥＡＤＡ＄：ＦＯＲＪ＝ＤＴＯ１５：ＬエＮＥ
（エ升１６＋Ｊ，、）－ＳＴＥＰ（ロ，１９１），エ：ＰＯＫＥ＆ＨＤＤＯＯ＋エ升１６
+Ｊ，ＶＡＬ（,'＆ＨＰ'＋lvlm＄（Ａ＄，Ｊ＋Ｊ＋１，２）〕：ＮＥＸＴ：ＮＥＸＴ
３２Ａ＝ＰＥＥＫ（６）：Ｂ＝ＰＥＥＫ（７）：ＦＯＲエーｇＴＯ１２：ＰＯＫＥＶＡ
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,ＤＥ９ＡＡＦＤ６Ｄ８ＥＤ５１Ｄ３９Ａ３Ｃ１１ＺｌＦ９１４ＡＦ０６０８，ＥＤ５１Ｄ３
９Ａ３Ｃ１２１Ｆ９２５７Ｅ２４２Ｃ２２ＤＡＤＥＤ３９９，３Ｅ９３Ｄ３９９２１０ＥＯ
Ｄ３９Ｆ９Ｆ１Ｃ１Ｄ１Ｅ１ＦＢＣ９Ｄ１２１，，，，，９０２ｍ４０６１０１２１４１６２
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<フアンタムーーリース／読者アンケート10月号集計結果発表>みんなが気になる１０月号のフアンダムBEST5／いきなり｜位から発夷｜位は悪魔
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となって村を襲いまくる｢DELⅥNDUS上２位は不気E未なブロックを使ったパズルケーム｢NUCLEUS上そして３位はわたしも燃えまくったrREALVOL・
LEY｣です。!惜しくも４位だったのが４人でも遊べるすごろくタイプ功｢NEO.Ｌ５位は物理の教材ソフトになる｢波動実験装置｣でした。

かんたんに説明してしまった

表示が終わったときに発生する

が、じっさいに使おうとする場
合は、ＶＤＰに関する豊富な知

割りこみである。なお、垂直帰
線割りこみというのは、画面の
下端の表示が終わり、次の画面
の表示を準備しているときに起
こる割りこみで、タイマー割り

識が必要となる。

この作品では、この割りこみ

を使ってノルットを次々に設定
しなおすことで512色同時発色
を実現している。興味のある人

こみに使われている。

ＶＤＰレジスタ＃０のビット
４を１にセットしておくと、指
定された走査線の表示終了時に
ＶＤＰがＣＰＵに対して割りこ

は、ｒＭＳＸ－Ｄａｔａｐａｃ

ｋ』(アスキー)などを参考にし
て研究してほしい。また、読者
からの要望が多ければ｢新･マシ

みをかける｡ここで､＆ＨＦＤＳ

Ａ番地を割りこみで処理させた
いルーチンのアドレスに飛ぶよ
うに書き換えておけば、走査線

ン語の気持ち｣で取り上げたい。
（馬場俊輔）

割りこみができる。

に動作しません。

F綴…１J:,
憩守

羅鑓

)‘

※この作品はＡ１ＧＴでは正常

語EMIMU＞遊び方は27ページ
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トー麥数の意味-ﾛ■
テミム用変数

→１なら気絶する

ム巳の体力減少・表示／テミム

ｒ

巳の体力がなくなったら行190

ｌ罫邑､｡場白煙２厘韮亜流面

へ分岐／気絶判定処理／行30へ

ム１の体力減少・表示／テミム

１の体力がなくなったら行200
へ分岐／気絶判定処理／行30へ

⑤テミムＢ投げ処理

⑭ゲームオーバー

※以下はテミム１用の変数解説。１０画面初期化／タイトル表示
テミム已用の変数は、変数名に／スプライトパターン定義／ト

１４０投げ終了なら行150へ／投
げデータを読みこみ座標、スプ

190～200勝敗表示

付く数字が曰になるリガー入力時の割りこみ先指定
Ｘ１，Ｙ１．.…･テミムの座標２０変数設定／体力表示／トリ
Ｐ１……スプライトパターン番ガー入力時の割りこみ許可

ライトバターン設定／行30へ

●データ

150～１８０ダメージ表示／テミ

220～240スプライトパターン

●初期設定

号●ゲームメイン

Ｒ１･･･…テミムの向き→０＝右３０テミム１表示／投げ中なら
向き、１＝左向き行40へ分岐／気絶中なら行70へ
Ｋ１……気絶カウンタ弓０＝気分岐／テミム１移動
絶していない、１～12＝気絶中４０テミムＢ表示／投げ中なら
Ｌ１……体力行90,140へ分岐／気絶中なら行
Ｓ１……スティック入力用８０へ分岐／テミム巳移動

』その他の変数

⑲テミム投げ入力

５０～６０トリガー入力時の割り

Ａ＄、Ｂ＄……スプライトパタ定／もとの処理ヘ

ーン定義用８０テミム巳気絶表示／回復判
Ｇ……バックドロップフラグ定／もとの処理へ
｜、Ｊ……ループ用●テミム１投げ処理
Ｍ……相手との距離→投げの種９０投げ終了なら行100へ／投
類判定時に使用げデータを読みこみ座標、スプ
Ｎ……投げているテミムの番号ライトバターン設定／行30へ
Ｒ……投げ終了時の気絶判定用100～130ダメージ表示／テミ

ｎｌｎＵ
．

Ｉ

標増分用７０テミム１気絶表示／回復判

初投稿で初採用だ／などといった文を見て、何を言っていやがる／と
思っていたが、その気持ちが合わかりました。少しの自信とかなりの不安
を持って出したわけですが、まさか採用とは笑いが止まらない思いです。
ＭＳＸは中已のときから持っていたけど、プログラムをやや本格的に始め
たのは高校卒業からです。しかし回りを見渡すと14歳とか12歳くらいの方
が、マシン語なんかも使っちゃってオドロクばかりです。プログラムのほ
うですが、作ったのはＥか月ほど前なので自分で見てもよくわかりません。
しかしゴチヤゴチヤしてて見苦しいわ、連打しすぎると変なふうに投げる、
おまけに巳入用なのに２人でやったことがない／でも投げてるように見
えるでしよ？最後にさきやさん、アマチュアでグラフィックを追求して
もしょうがないでしよ、要はアイデアです／とオリジナリティのない作
品の私が言っても、全然説得力がないっスね。厨田裕介熊本．18歳

澗懸瀞

読みこみ用‐ＰＣとＦはスプライ／もとの処理へ
トバターン番号用、その他は座●気絶中処理

l:窪…|最後に寺柿〈ｗ

謹熱

Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ……投こみ禁止／各テミムの状態によ
げのアニメーション時のデータリ投げデータ、フラグなど設定

210リプレイ

避霧1M灘､協艤護鰄１１麓繍i鰯鯛警j繍鎮LI獺襲鰯』，

」

データ(行１０で読みこみ）

変数の種類が多いために初期

250～270投げのアニメーショ

化がダブっていたり、処理が共

ンデータ(行]００，１４０で読みこ

有できないためにプログラムが

み）

飛び飛びになり、よけいなＧＯ

ではないだろうか。（ＭＯＲＯ）

ｌｆと．【て宴リハノ?ｑ"／
￣

／

Ｔ○文があったりしている。

濡一華蜀

また、トリガー入力のタイミ

は、すべてテミム１とテミム巴

ングにより、ふつうの状態でも
バックドロップができてしまう。

でおなじ内容のものが用意され

これは、座標計算の途中でも

ている。もし処理を共有できた

トリガー割りこみが有効なため

としたら、リストは大幅に短く

に起こる。具体的には、テミム

Ｙｂ'。

。

４「

初期設定とデータ以外の部分

ｑ

し、
tｊ

１とテミム巴がすれ違うとき、

なるのは明らかだ。

テミム関係の変数を配列にし

テミム１が向きを変えたところ

ておけば、処理の共有はさほど

で入力があると、テミム曰の向
きがもとの状態のまま、投げの

難しくないはずだ。

このプログラムのように、お

処理に行ってしまうのだ。

なＵ性格のデータを何セットか

行40と50の間にトリガー入力

変数で持つ場合、配列を使った

判定を置き、トリガーでの割り

ほうが便利なことが多い。

こみをやめたほうがよかったの
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ほうへ移動(ＵＳＲＯ)／カウン

いなどの問題点があったため、

夕に定数を設定するだけのサブ

タ更新／スコア計算／インター

行Ｓとして画面初期化の部分を

ルーチンなど、あまり感心でき

Ａ＄……データ読みこみ用

バル割りこみの間隔更新

追加した。

ない。あるいは、ハンドアセン

Ａ、Ｂ……カーソルの座標検出

●ゲームオーバー判定

用
○･･･…スコア

変数の意味
変数の意味１

｜、Ｊ……ループ用

マシン語ではマウスの入力と

ブルして組んだためかも知れな

８０赤ブロックに白ブロックが

スプライトの移動を行っている

いが、このような組み方をして

完全に重なったか判定→【まだ

のだが、短いわりにすべて絶対

いると遠からずひどいめにあう

なら】もとの処理へ【重なって

アドレス指定のジャンプ命令を

ので精進しよう。

使っているところや、Ａレジス

Ｋ……どの白ブロックと重なっ

いればゲームオーバー】メッセ

た力､の判定用カウンタ

ージ表示／リプレイ入力判定／

Ｍ……時間用カウンタ→１０にな

もういちどＲＵＮする

ったらスコアと割りこみ間隔を

●データ

更新して、また０になる

9,～100マシン語データ(行２０

Ｔ……インターバル割りこみの

で読みこみ）

間隔用

Ｗ……移動中の白ブロックの番

マ シン語解説
マシン語解説一’

号用-00なら移動中ではない

●ＵＳＲ

Ｚ……ＵＳＲ関数呼び出し用

ＤＢ１Ｄ～ＤＢ４４

プログラム解説
●初期設定

;|窪ﾏ詑感激灰います
初孫用です(のせちゃえに已回耽ったことはありますが〉。

;liilli蕊鱒|鵜繍潔今')つたな～

ず｡獲鬮されてい…:窪繍つ職亨臘絵苦今巻庄よら～
ＢＬＣＫＨＤＬＥ･ＦＤＺ

白ブロックを赤ブロックのほう
に移動し、もし完全に重なった

白ブロックがなければスプライ

巳画面初期化

トを表示する。あればＢＡＳｌ

１０マシン語領域確保／変数型

Ｃへもどる.

宣言／ＵＳＲ関数定義／スプラ

ＤＢｃｓ～ＤＲｎＥ１

イトバターン定義／ワークエリ

座標の重なり処理

ア初期化
２０ＵＳＲ関数定義／カーソル、

ＤＢ４Ｓ～ＤＢＳＢ

赤ブロック表示／マシン語書き

（ＭＯＲＯ）

●ＵＳＲ１

こみ／インターバル割りこみ指

白ブロックの仮想スプライト属
性テーブルをＶＲＡＭに転送一

定・許可

白ブロックの表示
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左ボタン入力判定

ポートＯのマウスの状態を読み

●白ブロック移動

カーソルのスプライトを移動

４０カーソルの座標検出／白ブ

●ワークエリア

ロックを移動中か判定→【移動

Ｄ７ＥｌＤ～Ｄ７Ｂ７

中なら】移動させる白ブロック

各白ブロックの仮想スプライト

の座標と表示更新(ＵＳＲ１）

属性テーブル(４バイト×10個）

●重なり判定

ＤＢＱＩＤ

５０カーソルと現在判定中の白

赤ブロックに白ブロックが完全

フロックが重なっているか判定

に重なったかのうラク'→０＝重

→重なっていればフラグ設定

なっていない、１＝重なった

６０判定する白ブロックの番号
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更新／まだ残っているか判定→

【残っていれば】行50へ［なけ

この作品では画面の色などを

れば】フラグ初期化／行30へ

設定していなかったので、背景

●インターバル割りこみサブ

色が青の状態でＲＵＮするとカ

刀白ブロックを赤ブロックの

ーソルが見えずゲームにならな
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グラフィック座標
Ｘ、Ｙ……トレイの座標

そのli]の変数

フィック画面をファイルとして

１に切り換え●トレイの表示更

ループ閉じ●クリアメッセージ

開く→グラフィック画面への文

新●アクティブページをＯに切

字出力準備●アクティブページ

り換え●水があふれたか判定→

設定②効果音レベル設定
Ｂリプレイ

を１に切り換え●画面消去●ト

【まだなら】行已へ飛ぶ

●ＰＳＧレジスタ設定●効果音

レイの下地描画●トレイの穴作

４ゲームオーバー

●メッセージ枠表示●メッセー

画用ループ開始○グラデーショ

⑱トレイ表示●ゲームオーバー

ジ表示●左ボタン入力待ち●も

ン用ループ開始、パレット切り

メッセージ設定・効果音のレベ

ういちどＲＵＮする
フトレイ表示サブ

Ａ……マウス入力用／水の量更

換え、トレイの穴描画ＣＯ各ル

ル設定●行Ｓへ飛ぶ

新・判定用

ープ閉じ●アクティブページを

Ｂクリア

●トレイの元絵をページ１から

Ａ＄……メッセージ表示用

０に切り換え●ＰＳＧレジスタ

、スコア設定●スコア計算用ル

Ｇ……蛇□の水の色切り換え用

複写して表示●もとの処理にも

設定●タイマー初期化

ープ開始Ｃスコア計算①計算用

どる（ＭＯＲＯ）

｜、Ｊ、Ｋ……ループ用

已水を入れろ

Ｌ(ｎ，、)……左から、、上か

⑩効果音･マウス入力●トレイ

らｍの穴の水の三

Ｏ……効果音のレベル

の座標計算・調整●画面消去⑪
トレイ表示(行７を呼び出す)⑪
蛇口の水表示●ゲーム終了判定
→【１５秒以上たったら】行巳へ飛

Ｐ……スコア計算用

ぶ【まだなら】トレイに水が入

|ラヂiﾖｹﾞﾗｵfgii織一

へ飛ぶ

１トレイ作成

Ｂ水がたまる

ＭＮ……水が入る穴の位置→

左からＭ、上からＮの穴に入る

るか判定→【入らないなら】行已

、画面の色設定②画面モード設

ｐ水が入る穴計算●その穴の水

定●変数を整数型に宣言⑪グラ

の量更新③アクティブページを

戯【“｡⑧
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ＣＬＥ（１２４，９６），５，Ｇ升２＋５：エＦＴエｌｖｌＥ＞９１ZＩ６ＴＨＥＮ５ＥＬＳＥＩ
ＦＰＯｍＴ（１２４，９６）＝ｇＴＨＥＮ２

３１ｖｌ＝（１２４－Ｘ）羊２４：Ｎ＝－（Ｙ＜７２〕：Ａ＝Ｌ（1Ｖ１，Ｎ）：Ａ＝Ａ＋１：

Ｌ（１Ｖ１，Ｎ）＝Ａ：ＳＥＴＰＡＧＥ，１：ＬエＮＥ（lvl孫２４－Ａ衿２＋１，，Ｎ鵜２４．
－Ａ憐２＋１２）－（lvl衿２４十Ａ軒２＋１６，Ｎ升２４＋Ａ砦２＋１６〕，５，ＢＦ：
ＳＥＴＰＡＧＥ，酢ェＦＡ〈ＳＴＨＥＮ２
４ＧＤＳＵＢ７：Ａ＄＝ｗおりやま－しづは。urf：Ｏ＝３：ＧＯＴＯ６

５Ｐ＝４：ＦＯＲエーロＴＯＳ：ＦＯＲＪ＝ＤＴＤ１：Ｐ＝Ｐ＋Ｌ（エ，Ｊ）升２：Ｎ
ＥＸＴＪ，エ：Ａ＄＝ｗＳＣｒｒ＋ＳＴＲ＄（Ｐ）＋｢｢／１，，F，：Ｏ＝６

６ＳＯＵＮＤ７，０：ＰＬＡＹＰＰＶ１５０＝Ｏ；Ｌ１６ＧＥＦＡＢＧＥＤｄｆ：ＬエＮ

Ｅ（７４，９９）－（１７８，１２３），１２，ＢＦ：ＦＯＲエーＤＴＯ１：ＣＯＬＤＲ
ｎｆ９＋６：ＰＲＥＳＥＴ（８４－エ，９４－エ），，ＴＰＳＥＴ：ＰＲエＮＴ＃１，Ａ
＄：ＮＥＸＴ：ＦＯＲＩ＝ｇＴＯ１：エーーＳＴＲ工6（１）：ＮＥＸＴ：ＲＵＮ
７ＣＯＰＹ（ﾛi，ｇ）－（１４６，５，），１ＴＯ（Ｘ，Ｙ），ロ：ＲＥＴＵＲＮ

駆避韓書
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福田潤一<愛知県>7k谷文泰<大阪府>藤原覚<鳥取県>渡崇行
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…2/2＋ＶＲＡＭＢ４Ｋｂｙ村林恒
ＶＲＡＭＢ４Ｋｂｙ村林恒

＞遊び方は28ページ
陰遊び方は28ページ
'９０リプレイ待ち

］０スプライトサイズ設定／

止／画面色を変える／効果音

色設定／整数型盲＝／１行の

１４０プレイヤーのＹ座標を

スプライト座標

表示文字数設定／ファンクシ

比較し、下にいる方のプレイ

ョンキーの表示禁止／スプラ

ヤーの体力を減らす

Ｘ１，ＸａＹ１、ＹＥ……プ

イトバターン設定／カラーテ

１５０プレイヤーのＸ座標増

ついて､行]90のＥＬＳＥ２０をＥ

レイヤー１，巳の座標

ーブル設定
２０画面クリア／ゲーム画面

分反転／体力表示サブの呼び
出し／プレイヤー表示

ＧＯＳＵＢ文でサブルーチンを

の表示／各変数の初期化／効
果音／体力表示サブの呼び出

負がついていなければ】もと

し／スプライト割り込みの設

の処理に戻る

定

１７０勝者の判定

変数(B憲昧
舂霞数CElj慧iii蕊鷲ロ

－－，.；」

，その他の変数
□１，ＤＢ……プレイヤー］、

曰のＸ座標増分③×Ｂして使用
｜……汎用

Ｊ１、ＪＢ……プレイヤー１，

３０スプライト割り込み許可

ンプしていない、］＝ジャンプ

／スティック入力

中

４０プレイヤーのＸ座標設定

Ｐ１、ＰＥ……プレイヤー１，

５０～６０画面両端での跳ね返

曰の体力

り

Ｓ１，ｓＢ……プレイヤー１，

７０～８０ジャンプ

ｅのスティック入力用

９０～100ジャンプ中および

Ｕ１，Ｕ巳･･…･プレイヤー１，

着地

巳のＹ座標増分

’１０プレイヤー表示(処理後
は行30へ）
120体力表示サブ
]30～１９０割り込みサブ

１３０スプライト割り込み禁

10～２０初期化

Zi騨癩|汀諦で鮒燗ら齢
と

ｅか月連続Ｓ度目の採用となりまして、そろそろ私の名前を覚えてくれた

方もいるかな、などと有頂天になっている村林です。ところで、私の家は
青森市の三内という所にありまして、家の近くには、保育園、建築機械を
修理する工場、子供の集まる家がありまして、これを書いている会現在も、
保育園のガキの騒ぐ声とトラックの騒音が同時に私を襲ってきているとい
う苦しい状況であります。さて、ゲームについてですが、これも前の已作
同様オマケで送ったものなので、私のプログラムはメインで送ったものよ
りオマケで送ったもののほうがおもしろいのではないか、と思っておりま
す。現在はネタ切れ状態ですがこれからもオマケでのせてもらおうと思っ
ておりますのでよろしく。村林恒青森・15歳

ｑＵｎｐ

'８０メッセージ表示

30～１１０メイン処理

巳のジャンプフラグ→０＝ジャ

Ｗ……勝者のプレイヤー番号

１６０画面色を戻す／【まだ勝

'一□祷癩篭
行１３０以降の割り込みサブに

ＬＳＥＲＥＴＵＲＮ２Ｄと直した。
呼び出した場合、ＲＥＴＵＲＮ
文で戻らないとフリーエリア領
域をどんどん減らすことになり
｢Ｏｕｔｏｆｍｅｍｏ｢y｣が出るこ
とがある。注意しよう。（にい）

ＪＵｌｖｌＰＢＡＬＬＦＤＺ

ｌＯＳＣＲＥＥＮ１，１：ＣＯＬＯＲ１５，１，１：ＤＥＦＩＮＴＡ－Ｚ：|ﾊﾉｪＤＴＨ
３Ｄ：ＫＥＹＤＦＦ：ＦＤＲエーｇＴＯ１５：ＶＰＤｌ<Ｅ１４３３６＋エソＶＡＬ（〃＆

ＨＰ'十ｌｖｌｍ＄（”３Ｃ７ＥＦ５Ｆ５ＦＳＦＦ７Ｅ３Ｃ３Ｃ７ＥＡＦＡＦＡＦＦＦ７Ｅ３

Ｃ”，エ幹２＋１，２））：ＮＥＸＴ：ＶＰＯＫＥ８２Ｄ４，５１

２２ＣＬＳ：ＬＯＣＡＴＥｇ，２６：ＰＲ工ＮＴＳＴＲェＮＧ＄（３０，９６）：Ｘ１
=８：Ｙ１＝１４３：Ｘ２＝２３２：Ｙ２＝Ｙ１：Ｕ１＝ロ：Ｕ２＝、：Ｄ１＝１：、２
＝－１：Ｊ１＝、：Ｊ２＝、：Ｐ１＝１９：Ｐ２＝１m：ＢＥＥＰ：ＳＯＵＮＤ８，１６
:ＳＯＵＮＤ１２，９：ＧＤＳＵＢ１２０：ＯＮＳＰＲＩＴＥＧＤＳＵＢ１３Ｄ
３０ＳＰＲエＴＥＯＮ：Ｓ１＝ＳＴエＣｌ〈（９）：Ｓ２＝ＳＴＩＣ|<（１）
４ｇＸ１＝Ｘ１＋８鑑、１：Ｘ２＝Ｘ２＋８絆Ｄ２
ｍエＦＸ１＝ＢｏＲＸ１＝ｚ３２ＴＨＥＮＤ１＝－，１
６０エＦＸ２＝８ＤＲＸ２＝ｚ３２ＴＨＥＮＤ２－Ｄ２

７ｇエＦＪ１＝ＤＡＮ、（Ｓ１＝１０ＲＳ１＝５）ＴＨＥＮＪ１＝１：ＳＯＵＮＤ０，
１５９：ＳＯＵＮＤ１３，，：エＦＳ１＝１ＴＨＥＮＵ１＝－８ＥＬＳＥＵ１－６
８ＺＩＦＪ２＝ＤＡＮ、（Ｓ２＝１ＤＲＳ２＝５）ＴＨＥＮＪ２＝１：ＳＯＵＮＤ、'
２”：ＳＯＵＮＤ１３，９：ＩＦＳ２＝１ＴＨＥＮＵ２＝－８ＥＬＳＥＵ２＝－６
９２ＩＦＪ１＝１ＴＨＥＮＹ１＝Ｙ１＋Ｕ１：Ｕ１＝Ｕ１＋１：ＩＦＹ１＞１４３ＴＨ
ＥＮＹ１＝１４３：Ｊ１＝日

１０９エＦＪ２＝１ＴＨＥＮＹ２＝Ｙ２＋Ｕ２：Ｕ２＝Ｕ２＋１：ＩＦＹ２＞１４３Ｔ

ＨＥＮＹ２＝１４３：ＪＺ＝ｇ

ｌｌｇＰＵＴＳＰＲエＴＥＤ，（Ｘ１，Ｙ１），５，－（、１＝－１）：ＰＵＴＳＰＲ

工ＴＥ１，（Ｘ２，Ｙ２），１Ｚ，－（Ｄ２－１）：ＧＯＴＯ３ｇ

ｌ２ＤＬＯＣＡＴＥ２ｉ，ｇ：ＰＲＩＮＴ７Ｄ１ＰＬＡＹＥＲｒＰ；Ｐ１：ＬＯＣＡＴＥＤ'
１：ＰＲエＮＴ時ＺＰＬＡＹＥＲｒＰ；Ｐ２：ＲＥＴＵＲＮ

１３ＤＳＰＲエＴＥＤＦＦ：ＣＯＬＯＲ＝（１，４，１，１）：ＳＯＵＮＤ０，７２：

ＢＡＬＬ

〃○○瓶

ＳＯＵＮＤ１３，２

１４１ＪエＦＹ１〈Ｙ２ＴＨＥＮＰ２＝Ｐ２－１ＥＬＳＥＩＦＹ１＞Ｙ２ＴＨＥＮＰ１＝

Ｐ１－１

１５ｇＤ１＝－，１：Ｄ２＝－，２：ＧＯＳＵＢ１２Ｄ：Ｘ１＝Ｘ１＋２４雑、１：Ｘ
２＝Ｘ２＋２４砦Ｄ２：ＰＵＴＳＰＲエＴＥＤ，（Ｘ１，Ｙ１），５，－（、１＝－１）
：ＰＵＴＳＰＲエＴＥ１，（Ｘ２，Ｙ２），１０，－（、２＝－１）

１６Ｅ１ＣＯＬＯＲ＝ＮＥＮニエＦＰ１＜＞ＤＡＮＤＰ２〈＞ＯＴＨＥＮＲＥＴＵＲＮ
１７ｇエＦＰ１＝ｇＴＨＥＮ１Ａｌ＝ｚＥＬＳＥＵ＝１

１８，ＬＯＣＡＴＥ８，７：ＰＲ工ＮＴＮ；ＰＰＰＬＡＹＥＲＷ工Ｍ'『：ＬＯＣＡＴ
Ｅ１Ｄ，１１：ＰＲ工ＮＴｆ?ＰＵＳＨＲＥＴＵＲＮｗ

こん啄飢1領均す肌、

ｌ９ロエＦ工ＮＫＥＹ＄〈＞ＣＨＲ＄（１３）ＴＨＥＮ１９ＤＥＬＳＥＲＥＴＵＲＮ２
ｇ

5３
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＞遊び方は29ページ
図璽2/2＋ＶＲＡＭＢ４Ｋｂｙいまむら秀樹
'四三園2/2＋ＶＲＡＭＢ４Ｋｂｙいまむら秀樹㈹陽遊び方は29ページ
甦邑▼ご丑．

変数鰯意味
主人公のパラメータ

１１２０スプライトデータ

70～590データ

650回復

ﾘｽﾄ２ＳＨＢＡＳ

660～770イベント

１Ｏ初期設定

780～790エンディング

マシン語解説

２０色設定

800～830店での買い物

※添字、の配列では、とくに断

３ＤＵＳＲ関数設定

■戦闘

ＢＧＭ演奏ルーチン

りのない場合、、＝０のとき、

４０画面表示

840～850敵の設定

Ｄ４Ｂｐ～Ｄ４ＢＢＵＳＲＳ

ぜらん関係、、＝１のとき、ふ

■メイン処理

860敵出現

ＢＧＭストップ

らある関係に使用される。

５０ステータス表示

８７０戦闘でのコマンド

ＤＢ１７～ＤＢ７ＢＵＳＲＥ１

Ａ(、)……攻撃力

６０ＢＧＭ演奏

880攻撃

マップ表示

、(、)……防御力

７０仲間の位置計算
８０マップ表示

890薬の使用

ＤＢフＳ～ＤＢＤＥＵＳＲ１

900魔法

敵キャラ表示

ＯＬ……金

90～100キャラクタ表示.移動

910逃げる

□ＢＤＦ～ＤＢＦＢＵＳＲＥ

Ｈ(、)……体力

動

920敵のグラフィック表示

マップ消去
□ＢＦＣ～ＤＳ１ＤＵＳＲＳ

Ｅ(、)……経験値

Ｄ４ＤＤ～Ｄ４１Ｆ

Ｌ(、)……レベル

110～200イベントなどの処理

930敵の名前表示

Ｍ(、)……魔力

■サブルーチン

940攻撃

ＶＲＡＭからデータを＆ＨＤＢ

ＭＨ(、)……体力の最大値

210主人公のパターン反転

Ｅｉｚにコピーして演奏開始

ＭＭ(、)……魔力の最大ＩＥ

220ステータス表示

950～1000敵の特殊攻撃
1010～1080攻撃を受けるメッ

Ｐ(、)……プログラム内のキャ

230～240体力表示

文字のスクロール

ラクタ判別用：Ｐ(０)＝１(せ

250キーバッファクリア

セージ表示／気絶
1040～１０５０レベルアップ

らん)、Ｐ（１）＝ｅ(ふらある）

260～270メッセージ表示(ウ

1060能力値アップ

画面一時保存

Ｐ＄(、)……名前

エイトあり）

1070ＹＥＳ／Ｎ○選択

、ＳＢＡ～ＤＳ４ＳＵＳＲ７

ＰＯ……薬の数

280メッセージ表示(ウエイト

ｌ０８ＵＢＧＭスタート

画面をマップ画面にもどす

ＤＳ１１～ＤＳ２ＥＵＳＲ４
、ＢＢＦ～ＤＳＢＳＵＳＲＢ

なし）

'090ＢＧＭストップ

290スプライト消去

■データ

ＥＨｍ)……敵の体力

300ウエイト

1100武器データ

※このプログラムは２本ともＢ
ＡＳｌＣプログラムです。リス

ＥＭｎ)……敵の種類

310コマンド消去

１１１０敵データ

トは掲載していません。

ＫＳ……敵の数

820メッセージ消去

そのli1の変数

330画面消去

ＭＵ……ＢＧＭの番号

ゲラ
プログ害iljhj騨説！
ﾌﾟﾛｸﾞﾗii1AA解謝１
ＦＨ－０－

340所持金表示
350ウエイト

※リスト１が各種の設定をおこ

360キャラクタ表示

なう起動プログラムで、リスト

370キー入力

Ｂが実際にゲームの進行をコン

380コマンド選択

トロールするメインプログラム。

390～400プレイヤー選択

リスト１を実行すると、リスト

410～420敵選択

巳を自動的に読みこみ、実行す

430移動中のコマンド

る。

440～450セーブ

ﾘｽﾄ１SETSHFDZ

460～470ロード、

10初期設定／大文字処理

480～550魔法

２０マシン語データ読みこみ

560～570薬使用

３０ＶＲＡＭにＢＧＭデータを

580攻撃

書きこむ

590経験値と金をふやす

４０マシン語書きこみ

600攻撃

５０マップ、大文字データ書き

610ダメージ受け

こみ

620ダメージポイント表示

６０リスト曰をロードしてＲＵ

630攻撃力決定

Ｎする

640ダメージを与える

5４

（お古だ）

５鰯舵ｌＭＳ雌盛り上嚇今
と

已度目の採用です。ここでちょっと宣伝させてもらいますね。ＭＳＸ２用
に、自作ゲーム、連載小説、投稿コーナー等を集めた隔月刊ディスクマガ
ジンを発行しています。欲しいぞ～って方は以下の住所に２，，ディスク
と72円切手を貼った返信用封筒、住所・氏名・使用機種を書いた紙を同封
して送ってください(お金はいりませんよ)。さあみんなでＭＳＸを盛り上
げよう。最後にＢＧＭ担当のＢａｎｄanaさんに感謝〃
いまむら秀樹北海道・19歳

ＴＯＯｌ

－

札幌市乢区ﾁﾄﾞｲ｢琴イレ,〈
８条|《ＺＴＥｌＳ３６
いきてbら秀粗方
「Ｎｗｄソソ'号｣ｲ余
夢芒、

｜…～ 鯵

610)。

－躯毎鬮ョ

「マニア向け｣で、はじめから
自機を左端に置いておくとエラ

星が滑走路と重なることがあ

ア枠が消されるのを直した(行

いての注釈を書くのは混乱の元

590-自機の右方限界座標の
設定による)。

になる。

ーストップするのを直した(行

るのを直した(行50)。
照準がエリア外となるとき、

繍

250)。

自機も空母も右端にいるとき、

画面右端に照準の左端が表示さ
れるのを直した(行60,600、

空中砲発射によってゲームエリ

綴一一Ｉ

注釈が多いのはとてもよいが、
前の行の終わりに次行以降１こつ

また、やたらに不要なＧＯＴ

○文があるのも気になる。変数
やプログラムの流れをもっと整
理してほしい。
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変数pE>意
鳶i､;l;－１

数の乱数を発生させる

匹空嚢薫』‘鶴説：
擬ﾌﾟﾗｲﾄ座標
骸一一一．ロマー１１…］0～５０初期設定
[轡 蕊 曇
l灘国璽曇J1鰯1説急！

Ｘ……三角のカーソルのＸ座標
Ｘ……三角のカーソルのＸ座標ｌＯＲＥＭ文

‘そのiii1の変数
鍵の他の変数;の藻y襲鑿遮菫ヂ
鍛懸霧辮

Ａ、Ｒ……ワーク用

配列宣言／ユーザー関数設定

ＡＳＢ＄……ゴールのキヤラ／画面初期化／メッセージ表

クタ設定用

示

Ｂ○……加算される変数３０タイトル画面データ、ゴ

ＣＨ……チャンス．

○＄……効果音演奏用

－ル文字列データ設定
４０マシン語書きこみ／ＵＳ

Ｄ＄……マシン語書きこみ用Ｒ関数定義

ＥＫ……ボールが下に落ちた数５０マシン語書きこみ／ＵＳ
Ｅ＄……ＥＳＣ＋ｌ１Ｙ"(エスケＲ関数定義／大文字処理
一プシーケンスの位置指定用）６０～７０タイトル
ＨＳ……ハイスコア

｜、Ｊ……ループ用

Ｎ○……ノルマ

Ｓ……カーソル入力用
ｓｏ……スコア

８０ＲＥＭ文

数初期化

］００画面クリア／スコアな

１１０ゴールのデータ設定／

ゴールの文字列表示

120～200メインループ
ｌ２０ＲＥＭ文

Ｔ＄(、)……タイトル画面用デ・１３０ボール出現／ポール出

一夕

現カウンタ初期化

1ﾕｰｻﾞｰｰ定義関数鱒-ﾙ移動'ｺﾞｰﾙ判
ＦＮＲ(､)･…･Lq～n-1の整１５０ｺﾞｰﾙ判定終了のとき

【Ｚｌｊｌ塞鍵111利子僻でもどうr『縦ロ
趣二也

こんにちは､90年１１月号の高橋さんの文章の曰行目以降と同じく弱っているTDxspftです｡と
ころで皆さん、せっかくＭＳＸを持っているのなら、一度プログラムを作ってファンダムに送
ってみましょう。投稿すると毎日郵便受けをのぞくのが楽しみになり、投禰ありがとうに名前
が繭ります。もしも選考会まで残れば自分の作品の欠点等もわかり、合後の励みにもなるでし
ょう。そして万が一採用されるようなことがあれば、癖になってしまうこと謡け合いです。採

用されると市販ソフトなみに４色カラーページで作品を紹介されて、表紙にも画面写真が蛾る
かもしれません。自分の鴎いた文章とイラストが耽り、友達にも自慢できます。また謝礼を現

｜

’

5８

スコア加算／効果音／スコア
など表示／行'50へ
１７０ゴールしたところがロ

;議灘慰蕊

＞遊び方は31ページ
－ン

300～530各種データ
３００ＲＥＭ文
３１０タイトルデータ
３２０ゴールデータ
330～530マシン語データ

マシン！
説
彌謬潔譜解説■

ロロロローＤＤＤＦ（ワーク）

ストポールだったら行210へ
／そうでなければノルマから
１をひく／スコアなど表示／
ノルマを達成していなければ

データ

行150へ／そうでなければ行

、ＤＳＤ～ＤＤＳＦＵＳＲ

250へ

’８０カーソル入力／三角の
カーソル移動／三角のカーソ
１９０トリガー入力があった

Ｋ＄(、)……ゴールの文字列ど表示
ＬＶ……レベル

１６０ゴールしたところ力<ス
コア加算のイベントだったら

７０タイトル表示／トリガー

１～Ｓ：スコアに数値を加算９０効果音／乱数初期化／変

１１：レベルアップ

にイベントがないとき行１５０
へ

ル表示

Ｋ(、)……ゴールのイベント８０～110ゲーム初期化
１０：ロストポール

行180へ／ゴールしたポール
がないか、ゴールしたところ

６０ＲＥＭ文

ＫＯ……ボール出現カウンタ入力待ち
Ｏ：なにもなし

穣診藤鐸騨鵬

ら橋、ボールの引きあげ処理
２００ポール出現カウンタの

カウント／ポールを出現させ
るなら行130へ／行140へ
210～240ロストポール
２１０ＲＥＭ文

２２０効果音／チャンスから
１をひく／スコアなど表示／
効果音終了待ち／チャンスが
残っていれば行100へ

スプライトデータ

ＤＤ１Ｄ～、ＤＳＦ（ワーク）
バターンジャネレータテーブル

ＵＳＲ(、)の引数、により、以
下の各処理に分岐

ワーク：、ＤＡＤ～、ＤＡＳ
分岐先アドレスデータ
、＝□；ＤＤＡＡ～ＤＤＤＥ

大文字処理／スプライト定義
／パターンジェネレータテー
ブル設定
、＝１：、ＤＤＦ～Ｄ１ＤＢ

スプライト初期化／ワークエ
リア初期化

、＝巴：、１２１ｓ～Ｄ１７４
ボール移動

サブ：、１７ｓ～Ｄ１ＢＢ
ＶＲＡＭアドレス計算用サブ

２３０ポール消去／効果音／

ルーチン

メッセージ表示／ハイスコア

、＝Ｓ：Ｄ１ＢＣ～Ｄ１Ｂ１
ポール表示

ならばハイスコア更新／スコ
アなど表示

２４０トリガー入力待ち／ト
リガー入力終了、効果音終了
待ち／行60へ
250～270レベルアップ
２５０ＲＥＭ文

２６０効果音／メッセージ表
示／スコア加算／レベルに１
を加える／ノルマ設定／行
100へ

、＝４：Ｄ１ＢＢ～Ｄ１ＥＤ

ボールのゴール判定
Ｄ１Ｅ１～ＤＢＤ４ＵＳｍ
ボール出現

ＤＢＤＳ～ＤＥＳ曰ＵＳＲＢ
橋、ポール引きあげ

Ｄ４ＤＤ～、４７７（ワーク）
ボールデータ(ポール1つあた
り４バイト）

＋０Ｘ座標(０＝非表示）

270効果音終了待ち／ボー

＋１Ｙ座標

ル移動／行１００へ

十巳移動方向(０＝下､１＝
左、曰＝右）

280～290スコアなど表示
２８０ＲＥＭ文
２９０スコアなど表示／リタ

＋Ｓ予備

（おさだ）

２５１３’絆幣幹しへ咽|ｂアップｏ制.升絆
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（２７）＋PPYPP：ＰＲＩＮＴＥ＄〃＋･ｌＡ１ＡェＴ',
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１１２１Ｋ（４）＝ＤＢＫ（５）＝、：Ｋ（６）＝、：ＦＯＲエーＯＴＤ１：Ｋ（１）＝
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宣言／グラフィック画面をオー
プンする／乱数初期化／効果音

刀了

算、表示

６０月、上下旬表示

170ゲームオーバー処理

70～８０メインコマンド選択／

'８０肥料効果計算

効果音

'９０花を咲かせる処理

９０病気になったか、なおった

200トータルスコア､各平均値

力､の判定

表示

100虫の出現処理

210ＳＴＯＰキー入力待ち／

110～１２０虫退治処理

ゲーム終了

130雑草をはやす

■サブルーチン

140コマンドが｢くさむしり」

220パラメータ表示サブ

の場合、くさむしりの処理

230タイトル表示サブ

１５０茎をのばす､葉を広げるグ

■データ

ラフィックの処理

240メッセージデータ
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でしょう……。と、いうわけで締
めくくりましょう。ではみなさん、
さようなら。

（お古だ）

ひで－葛

〆

〆

／

、匂
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舌

鈴Ｔ

いないでしょう。約１年半ぶりの採用ありがとうございます。このゲーム
についてですが、作り始めたのが７月の終わりぐらいで夏。夏といえば夏
休み。夏休みといえば宿題の植物観察というわけてこのアイデアが生まれ
ましたが、まったくリアリティーがないゲームですね。操作の仕方やパラ
メータの増減とめんどくさい部分もありますが、ひまなときにぜひやって
みてください。合は少し寒くなってきたＳ月だが、この本が出るころは1１

ｏｅｓ神奈川・１６歳

二二回

F1、可召｜ nrJiZEIr1
●

やあ、みなさん、おひさしぶりです。といっても私を知ってる人はあまり

月。もうすっかり寒くなっている

'６０健康､抵抗のパラメータ計

IIP“似.■
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Zi騨繊|鱸艇讓に

目：
■■

＿アオゼＬ

迫塾昌而
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圃亘､2/2＋ＶＲＡＭ１２ＢＫｂｙ野望を栗たせ山添博史し遊び方は32ページ
囲亘Zh/2＋ＶＲＡＭ１２ＢＫｂｙ野望を杲たせ山添I専史し遊び方は32ページ

ファイル解説

(？は巳～Ｓ）

ＨｌＤＥＥ･ＦＤＺ

とすると、ＢＧＭ選択のときの

ＢＡＳｌＣのメインプログラム

候補曲が増えます(現在は４ま

ＳＴＲｌＮＧ･ＳＣＳ

でで、Ｓ以上だともとに戻る)。

文字列データ(チーム名､キャラ

ところで、ＭＳＸ・ＦＡＮの

クタのセリフなど。ＳＣＲＥＥ

付録ディスクのＢＧＭも、この

Ｎ巳のページＯに画像データの

形式のデータなので、下のよう

ように読みこまれる）

な改造を施せば、『ひで－話』の

ＨｌＤＥＥ，ＢＩＮ

ＢＧＭとして使えます。

フォント、マシン語サブルーチ

まず、付録ディスクのＢＧＭ

を『ひで－話』が入っているディ

ン
ＨｌＤＥＥ２･ＳＣＳ

スクに名前を変えてコピーしま

ページＢのデータ(キャラクタ

す。例えば会月の付録ディスク

のグラフィックデータ）

のＢＧＭを使うなら、

ＨｌＤＥＥ３･Ｓｃ５

ＣＯＰＹ"ＴｌＴＬＥ－１Ｂ.Ｂ

ページＳのデータ(キャラクタ

ＧＭ"Ｔ○"Ｂ：ＨｌＤＥＥＳ・

のグラフィックデータ）

ＦＭ〃

ＨｌＤＥＥＺ(～４)．ＦＭ

ＦＭ音源用ＢＧＭデータ（０番

ラムと｢ＨｌＤＥＥＳ．ＦＭ｣の
入っているディスクをセットし

ＨｌＤＥＥｇ(～４)．ＰＳＧ

て実行すれば改造は終了します。

ＰＳＧ用ＢＧＭデータ

ただし、大きすぎるデータをＢ

『ひで－話』のＢＧＭは

ＧＭとして使おうとすると、ほ

あとE1曲増やせる

かの領域を破壊して暴走するお
らいならだいじょうぶのようで

イバー用データの形で入ってい

す。（Ｏ｢o）

Ｍデータを＆ＨＣＢＤＤからＢ
ＳＡＶＥして、ファイル名を
ＨｌＤＥＥＰ・ＦＭ

けといてください。野望を果たせ山添博史大阪・17歳

それがあります。4000バイトく

ＭがＭＳＸ内蔵のＯＰＬＬドラ
ます。ＯＰＬＬドライバー用デ

をゲーム化するときは雇ってください⑩400字を超したうえ無礼だけどま

それから下のプログラムを打

はメニュー時、その他はゲーム

ータが自作できる人はそのＢＧ

字をつめるため礼を欠く。①付録ディスクのバカなタイトルや超遅メニュ
ーや漢字はいらん。これらをけずってかなメニューにするか、メニューを
経ずにすべてができるようにしろ②三國志mはまだまだ甘い。元朝秘史の
ほうがおもしるそうＯ歴史の散歩道に｢孫武｣と名乗る投稿者がいるが明ら
かに孫子の名を汚している。しかしその知識は俺に次ぐので｢山添博文｣の
名をやろう④同じコーナーのイラストだが山添博文系統は構わんが髭(ひ
げ)がなくて娘のような絵をかいて中国人をバカにするのはやめろ⑤泉北
コミュニティの無差別墓参りはすごすぎるＯ大賞とるつもりが遅れた⑦最
後のほうの｢いいたい放題｣はタイトルと内容があっていない。「阿訣追従
(あゆついしよう)名＝集｣にしるＯ文句が少しでもあるやつ､味方になって
下さる方は〒590-01大阪府堺市赤坂台１－５０－ｓ山添博史まで。ＴＰ
ＭＣＯ氏と米屋氏と成Ⅱ|友仁氏はぜひ味方になってください｡中国古代

ちこんで、『ひで－話』のプログ

プレイ時のデータ）

ひで－話ではＦＭ音源のＢＧ

:麗病|山添博史,Ｍさけび
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☆☆☆☆☆☆☆査一杢一型一
一”☆＊洲☆☆＊純；

☆

ＴＬ血

★☆☆金一=Ｌ－１

「

､

Ｉ

☆★
☆

ｒ且

いどんなものか？

か？＝長野県。中村高広(?歳）

それをいうならマンゴでんがな゜
と、わざわざツッコミまでいれて
あげました。教えてやるぞ中村ク
ン。マシン語というのはＢＡＳＩＣ
よりもましな語、マシナ語、マシ
ン語……(ああ、石投げないで)。
まあ、マシン語がどんなものか

は以前連載してた｢マシン語の気
持ち｣や､マシン語入門書の最初の
ほうのページを読んでちよ－だし､。
⑨マシン語ですか……｡BASICも
ろくにわからんのにマシン語なん

て夢のまた夢。でも、あの速さは
魅力なので使えるようにはなりた
い｡＝徳島県。今治英樹(20歳）

BASICはほとんど知らないが
マシン語はよく知っているという
人物がかつてフアンダム班にいた。
今はテクノポリス編集部にいる仁
やん☆だ。なんで、マシン語をい
きなり覚えることができたのかと
聞いてみたら｢BASICよりもか
んたんだったから」という答えが
返ってきた。ビうしてかんたんだ

☆☆

☆☆
☆☆

ったのか、と聞いてみたら「う
～ん､なんとなく」という返事だっ
た。それじゃわからなし､って。
⑲はっきりいってしまうと｢新｡マ
シン語の気持ち｣は､それほど期待
していません。ほう、マシン語っ
てこんなものなのか、．】←ん、ぐ
らいの感覚がつかめればいいと思
っています。これは、やってみな
ければわからないことなんだけど（
BASlCだって人に教えるのはむ

ずかしい。自分が何でも知ってい

いいのか迷う。記事を書くのも多
分そんな感じなんじゃないかと思
う。ファンダムスクラムで質問箱
を見ていても、とてもそんなんじ
ゃ理解できないような答えばかり

だ(すまん､だって本当なんだから
仕方ないでしよ)｡とにかくあのス

ペースでＢＧＭの割りこみや、
RPGのマップのスクロールを説
明しろっていうほうが無理なんだ
から。第一、いっぱい方法がある
から、ひとつ説明するより感覚を
わかってもらうことのほうが大切

な気がするし(スペース足りるし
ね)｡そうなるとマシン語の気持ち
だって｢新｣だろうが何だろうが、

本格的というのは無理そう。
今は受験モードに入ったのでな

かなかMSXに触れないが(Ｍフ
ァンは読む)､どこまて理解できる

かやっぱり楽しみだ６あれ？何
か期待しているみたいです。変な

文章｡＝群馬県。みそねこ(17歳）
質問箱のあたりをずいぶんハッ
キリ書いてきてくれてありがとう。
みそねこクンのいうとおり、
ＢＧＭをビラやって鳴らすかも、
マップをスクロールさせるのもい
ろいろな方法があり、すべてはプ
ログラマの工夫しだい趣

本格的jtfマシン語講座としてス
タートした｢新・マシン語の気持
ち｣はスペースも十分ある連城も
のの記事だｂ本当にマシン語を勉

強したいと思う人にはピッタリの
ページだと思う。
③教室へMSXを持ちこみ､毎日の
ように授業等でＭＳＸを活用して
いる若きアマチュアプログラマ＆
テイーチヤーの私。この夏休みに

はさらに自分を磨こうと、マシン
語の入門書と、うわさの｢Simple

ASM｣、そして『MSXベーしっ君
た－ぼ』を購入しました｡マシン語
をあまくみていたわけではありま

せんが、どうも理解ができず(そん
なことBASICでもできる〃と

思ってしまう)､結局嚇現在使って

~頑可Ｌｄ雲鍾目函巨 レーＡＰ刃

★

-Ｆ目一一､

し」

いるのは『ベーしっ君』だけ。あと

２つはほこりをかぶってます。そ

ういった意味でファンダムに採

用されるような方々が１０代にし
てマシン語を使いこなしていると

いう事実はちょっとショックだし、
｢生意気な.′｣と叫びたくなります。
もう新しい二とを吸収できない年

齢なのか……｡＝広島県・馬場経=

(27歳）

うらやましいですねえ、今の子
供は。わたしが小、中学生のころ
パソコンをいじれる先生なんてい
なかったですよ。やっぱり、生徒
が｢先生、このBASICの意味を教
えてください｣なんて聞きにくる
のでしょうか。がんばってくださ

い馬場先生。
●マシン語は万国共通ですか？
それとも機種によって違います
か？＝大阪府｡池田圭(21歳）
え-、これを仁やん☆に聞いて

みたところおなじＣＰＵ(ＭＳＸで
いえばZ80、ﾀｰﾎﾞＲならR800
を使っている)でしか共通性がな
い。しかし、ちがうパソコン
(CPU)でも、ちよびっとは共通性
はあるんだって。
鰯今、ポケコンでマシン語のプロ
グラムを組もうと勉強中です。こ
れはＭＳＸとおなじZOOのＣＰＵを

使っているので、ポケコンでマシ
ン語をマスターしたらMSXでも

プログラムを作ってファンダムな
んかに送れるようになりたいで

す｡＝鹿児島県｡竹原綾一(16歳）

コルサコフはポケコンでBASIC
を勉強したといっていたよ。竹原
クン、がんばってﾏｽﾀｰしてね｡
②マシン語をこれから学i序定の

きます。ハッキリいえばマシン語

は、「数字の羅列｣ですが、それよ
りF命令の羅列を都合上数字の羅
列にしただけ｣と思ったほうが学
びやすいはずです。あと、モニタ
などにたよらず、自分でどんどん
プログラミングすればよいと思い
ます。それて私もマスターしたの
だから…･･･｡＝埼玉県。九連壼悟

☆
☆

(15歳）

「マシン語はむずかしいのでか
なりの努力が必要｣なんていうア
ドバイスより、実体験をもとにし
たアドバイスのほうが、それだけ
で参考になるし、励みにもなるね。
ＢＡＳＩＣしか知らなくても、十
分ＭＳＸを活用している読者は何
人もいるだろう。しかしＢＡＳＩＣ
以上の実行速度や、BASICに用
意されていない機能を求めたとき、
それを解決て゛きるのはマシン語し
かない上思う。なにしろマシン語
こそがＭＳＸ(コンピューター)を
１００パーセント活用できるからね。
今、連載している｢新｡マシン語
の気持ち｣をよく読んでいればオ
ールマシン語のパリバリのゲーム

カ訓乍れろかといえば、それは無理
かもしれない。また、フアンダム

☆

☆
☆

☆☆１
ｹ☆渕
卜☆☆
★

☆

☆

にもオールマシン語のゲームなん
て、ほとんど見ない。ただメイ
ンをBASICで作ってあって、

BASICてLできない部分をﾏｼﾝ
語て作ってあるプログラムはよく
見る。そのぐらいのここ力ぞきる

ように教えてあげると、「新･マシ

ン語の気持ち｣の担当者が自信を
持っていってたよ。（ち）

☆

人や、挫折してしまった人に対す

★

るアドバイスです。マシン語の各
命令をマシン語の本の説明文を参

考にして､BASlCの命令などに書
き換えるといいと思います。そし

☆
☆

yＶ

て、マシン語の入門書はわかりや
すければMSX以外のものでもい
いと思います。具体的にはＰＣＭ
などの入門書ならそのまま流用で
P電ョ

ﾆｰｰ 一曲り気可

愚､i鬮片

☆☆
２月旨のﾃｰﾏは?|駕鮒i鰯f溌蛎鷲驚鰯雛轆i:i識t(蕊要職lf1鷺i篭ij篭擶：if爾TiHTl灘
麺見ない常連)あてにﾒｯｾｰｼﾞを書いて送ってきてほしい｡しめ切りはⅡ月20日必藏｜万☆

☆☆！★圭専輔奉鍼禽■臣9Ⅲ．■☆
■

ノ

ると、その分どれから説明したら

１

山弓耐囚

：灘
★Ⅶ

ないわたしはくやしかった。

Ｐ

★☆
☆☆
Ｐ●

語について意見を集めてみたら、
｢むずかしそう｣、「手が届かない」
などの悲観的なことを書いてある
手紙がやっぱり多かった。わたし
はマシン語はわからないので､うま
いことはいえないカミなるべく暗
くならないようにみんなからの手
紙を紹介していくぞ。
そもそも、マシン語とはいった

☆

☆☆

★★

★☆
★★

このテーマでみんなからマシン

☆

ラムがマシン語で書かれていた。
マシン語の打ちこみ方さえ知ら

１

☆☆
★☆．
．☆

☆

おもしろそうなゲームのブログ

綱-Ｋ

、

陸
☆

稲。

③マシンゴ……？新種の果物と

★１

１

ﾏｼﾝｺﾞﾉｷﾓﾁﾊｺｺﾆｱﾙ

☆☆

’☆

舎月のテーマ

Ｉ

☆

「

★士－４、
へ寓方７鮨☆塾ユ
バ廓☆☆☆
☆雀

投稿作品全般に、質はどんどん高くなってい

るが、リズムがだいたいＢビートか１６ビート

のスクェアなものが多い。打ちこみモノでも、
Ｓ連系のシャッフル゜ビートはうまく表現で

きるので挑戦してみることを
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「４

原曲を已本(Ｓ月号と'２月号)収録してディスクの収録プログラムは、リストはオリジナルのままです。好み
いて合計Ｓ曲。Ｓ月号のＢＧＭを収録①エンドレスの曲は原則としてＳ回演に応じて、復元してください。
したのは、手違いで音がずれてしまつ奏するか、トリガー入力で終わるまた、みそねこの｢Ｏｕｔｏｆｓｉｇｈｔ」

Ｇ微Ｇ１，二ＪＣＣＧ憾少０く１ＧＪ耐十６ｌｌＡ１Ｅ十両

Ｃ４２

、

／

､なると愛知・'7歳

うまくまとまってるなあ、と思いつつ作者：

のコメントをみたら｢変な曲を作ってみたか；

ったのですが、最終的にはふつうのゲームミ：

ん、意外な感じがするけど、オリジナル作品；

ﾕｰｼﾞｯｸ調に落ちつきました｣とある｡ふ－；

のクオリティとしては非常に質が高いです。：

モチーフが展開していって曲のピークが来る；

ところ、そのあとリズムだけの展開がしばら；

緊張と弛緩のバランスがすごくじょうずw・次；

＜続いてから最初のテーマに戻るところなどｉ

Ｌかん

は、もっと違うリズムに挑戦してみては？：
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lまフックを書き換えているので、オリ
ジナルのままで聴いたときはリセット
してください。付録ディスク収録版は、
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：58,,4=ｍ８Ｅ２ｑ７ＥＥ－ｑ８Ｄ２ｑ７ＤＥ－"

：599E4=,'ER4･ＥＥＦ+４ＧＲ８ＧＦ＋6ＧＦ＋４，'

O福井英晃大阪・20歳
○磯汗夷墨大阪・２０厩
Ｏ福井英晃大阪・20歳：600,--------------------------------

／

○ｱﾛｰｴｸｽﾌﾟﾚｽ平野北海道・'9歳

･４９０A2=ｌＴＥＲ８ＥＥＧＧＤＥ－ＥＲ４ＥＧＧ>、〈GDP

,：５０BＢ２="R2R8GR8E-R8ER8ER8GRBdT

、iPA9BI:ﾗ瞬くB>E､<B>E<B>F+O>a53D>､くり>､〈（
タイトなBﾋﾞｰﾄが気持ちいいｵﾘｼﾞﾅﾙ！:::::二W総瀧&錠:漉眉98”
虹

曲｡いまさらながらYMOの足跡がいろいろＩ劉臣ﾆﾋﾞ塾_EE出_壁§E土－２〔土室一一！

なところに記されているのに驚く。作った福：６６ＵＡ６=W15A-V14A-V1ろA-V12A-V11A-V1DA-V：

丼くん自身がYMOを意識しているかどうか！：i7V8A-}1Ｗ１５６ルGvl3Gvl2GWiGvl,GvlGv8：
はともかく、ｼﾝｾを使ったﾎﾟｯﾌﾟｽにはＹｉ：K:９２ﾆﾋﾞ愛』二1-回１２－－－－－－－－I
MOが開発した手法が常識になっています。１９１:E↑7=駁(v8Ev9Ev1gEv11Ev12Ev13Ev14Ev15E］：

この曲では､ﾌﾞﾚｲｸ(すべての音が止まるとｉ網Pzﾆﾆﾋﾟ'壁１２－－－－－－－Ｉ

ころ)が効いていて､＿瞬ハツとしたところでｉ７２０Ａ８="ａ３Ｒ〈B>ＥＤ２Ｇ１,’
：７３ｇＢ８=wal6V1己〈BB>E<BAA>､<A>DDGDGGF+E-『,ｉ
ふたたび続きのリズムが入ってきて盛り上が：７４，’--------------------ｉ
･７５ＤＡ９＝魔A2G2F+４Ｅ４Ｄ４Ｅ－"
る。これはナイスな配慮ですな。：７６９Ｂワニ"<AA>E<ＡＧＧ>D<G＞Ｆ+F+EEDDF+E-㈱:
．:７７，，－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
：780AA=庁Ｅ１ＥＥ>E<E〃

ＸＶ６５・ＦＮＺ

・７９９，－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

巳つどり(Ｓつ単位でフレーズを作ること)が

洋式美でカッコイイ。
ＯＨＡＳＥ・ＦＮＺ

１ＤＣＬＥＡＲ２ＤＺＤ:＿ＨＵＳｴC（19日,2,2J２〕

２０DIlvlA%（15）：FORI=DTO15：ＲＥADA$:AIM（１
）=VAL（"&ｈ叶+Ａ＄泥ＮＥＸＴエ

３０－ＶOｴCＥＣＯＰＹ（Ａ%，a６コ）：-VOｴCE（a６３）
４DDATADDgjD，Ｚ,ＤＣ９，，０２０６,０，０，２３３，，１ＦＦＢｺﾞ
ﾛ,ロ，ＤＤ３ＤｊＤ６ＦＦ,2ｵﾛ

ｮﾛT＄=OfT15B汁：PLAY＃２，T$，T$，T$，T$,T＄：ＳＯＵＮＤ

6,1:SOUND7，４９

６DPLAY＃2,',Ｖ１３０５ａ６３村,ｗＶ１４０ＳＢ２３ｑ５杼,Ｗ１５０２
ａ６３Ｑ７打,mV150f,ｗＳ１Ｄｌｖｌ５ＤＤ"

８２’
９０，

１２Z'－－－－￣－－－－－－－－－－－－－－－－－－-－－－－：850ES=wER1.Ｒ8Ｆ+Ｅ－斤

１４ｇｓｏＵＮＤ７Ｄ４９旨ｓｏｕＮＤ６’２：ＤＥＦＳＴＲＡ－Ｇ：Ｂ７ＤｐＬＡＹイヤ２，ＡＴ，ＢＴ，ｃＴ，ＤＴ，ＥＴｊＦＴ，GT
：889PLAY＃2,,Ｗ▽,E9,E､，""】Ｅ０，Ｆエ,,,"
：890ＰＬＡＹ＃２，斤,U,EDDED，"”,ＥＤＤＦエWrU

１７８，－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－：90,PLAY＃2,斤耐,EZnCDDDZ，EOyFO,Ｇ､
１８DAT=wT164q8V15L8a5506":ｇ１ＢＰＬＡＹ#2,"肺,Ｅ1,C6,,1,Ｅ１，ＦＺＤＧＤ
１９UBT=”T164q8V15LBa臼０５":92,PLAY＃2,1Ｗ,,E0,00,,2,E､，ＦＺＤＧＯ
：９３ＤＰＬＡＹ１#２，ｈM?,Ｅ1,CD,D1pE1,Ｆ１,G1

222ET=的T164q8V15LBa1203',:ｇ４ＤＦＯＲｴｰDTO1
255FT="T164aA3Vl5Y22n9gY24,１３Ｕ"：９５０PLAY＃2’Ａ０，B､,CDDDZpED,FD,G2
が：９６０ＰＬＡＹイト２，A1jB1nCOyD1,E1jFDjGZ
24gGT=,?Ｔ１６４Ｓｇ

いる。さて、この作品は、後半の１６分音符の

・Ｂ２Ｂ’－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一一一

１５Ｂ－ｌｖｌＵＳｴC（１p9,2,1,1,171〕:CLEAR60DO：Ｂ６Ｂ'－－－－－－－－－－－－－－－－－－－-－

ZggCT=碑T164Q8V14LBal402"
21DDT=付T１６４ｑ７Ｖ１３Ｌ４ａ２４０５w

たまにコンサート情報とかを見ると、－回
も名前を聞いたことがないようなヘビメタの
外タレが武道館でコンサートをやったりして
て、おなＵ音楽といってもいろいろあるもの
です。とくにティーンエイジャーが｢ギュー
ン｣というロックギターに夢中になるのは万
国共通、ヘビメタとバンクはどこにいっても

７DPOKE＆ＨＦＡ２Ｃ５１５:ＰＯＫＥ&ＨＦＡ４Ｃ，３５：POKE&ＨＦＡ６

：８３DCS=r,〈ＢＲ１･ＲＢＢ４>向
：84DDS罠吋E8R1･R8F+8Ｅ－８''

15BPOKE&HFA3C,４２:ＰＯＫＥ&HFA4C，２２
１６DPOKEaHFA5C,１２：ＰDKE&HFA6C，２４

、

．８６DAB=拝E-E4･D-D小〈E-E2..〉Ｄｒ

ｉ８１０ＢＢ=厨E-E4p-D4､E-E2..”
１DB,「NysticDance-，
１１２，LBYHIDEAKIFUKUI｣

／

：９７BPLAYIt2，A29B2DcD,､､,E､，ＦＤ,ＧＢ

Ｃ，４，

１０００，＄=ＩＴＬ１６ＣＣ＞Ｃ<ＣＢ－８Ｂ＞Ｃ８〈CGCE-CF8CC〉Ｃ<Ｃ

Ｂ－８Ｂ>Ｃ８<ＣＧＣＥ－ＣＧ８"

１１UDZ$=打ＢＨａＢＨ１６ＩＹ１ＳＢ･BH16BHB・ＢＨ１６ＩｖｌＳ８１ｖｌＳ１６
ＢＨ１６ｌｆ:ＤＣ$=ＤＺ$＋､Z$:EZ$=行S1DN800L16CBR16Clvl
ろZDOC8･N8gZCC8R16ClvI3DgZC8CH8D2C":E０＄=ＥＺ$
＋ＥＺ＄

１２０C1$=ｍＬ１６ＦＦ>F<Ｆ>E-8FA-8<Ｆ>Ｆ<GB－Ｆ>ＯＢ<Ｆ

Ｆ＞F<F>E-8FA-8<F>Ｆ<ＧＢ-Ｆ<Ｂ－Ｂ＞Jf

13DD1$=､Z$＋"BH8･BH161vlSaBH16BH8,BH16NS1
６NS16NSB":Ｅ１$=EZ$+wS1UIvl8ZBL16C8R16CN3DDU
CB･ｎ８ＤＤＣＣ８Ｒ１６Ｃｎ３ＤＤＯＣＣＣＢ丙

１４０A1$="L16R1R2･R8CDD':Ａ２$="Ｌ１６Ｅ－２Ｄ２Ｃ２．＆
Ｃ８〈GB->付:ＢＺ$＝ｗＬ１６Ｃ>Ｃ<ｃｃ>C<ｃｃ>C<CC>C<ＣＣＣ>

:::;'三月応確応5-i;i鞆551w55Ti551w5雨國ＴｉＢｉ;:;FMﾘｵ:鯛::;:!;:蝿;Ｆ;::ｌ

C<C''9Ｂ２$＝ＢＺ$＋ＢＺ＄

４ＮＢ４汁

RaR2<GA-B->CDE-FG行

O0DC4N3ZZCCCIY13qDOClVl3ggCIYISDODC"

１７BA7$=汗L16FBCE-RBGBE-FRBA-BFGRBB-8ＦＡ－>

鯛２１蝋識!:鱗;蝋蝋:w::鮒鱗鱗鱗；
:，剛躯聯?:蝿A騨息:臘淵蛾i:繩舗il鯛M鮒;鮒鯛!：
６行

･１０７０PLAY＃2,""（",CDUD1,E1vF3,Ｇ３

365Ｇ１=mL8N2ZBBC4H3ZgCCN2ZZDC4N3DDCCN2：1,8,PLAY＃2,雨,lTIT9CDuDD,Ｅ２，Ｆ３，G3
zBoc4N3DOCccIvl3DDDCN5gucN3Bzuc16c16W:1099PLAY＃２，"",市,Ｃｓ,DSDESJFSnGS

31DF2言厨BNHBHBH8H8BNSH8H8H8H8BnH8H8Ｈ８ＨｉｌｌＤＤｐＬＡＹ＃2,""Ｗ''’００，，０，E､,F3,G3
BB1vlSH8H8BHSBBIY1SH24BHSH24BNSH24m
･111ZPLAYイト2,Iw7,汁斤700,,1,Ｅ１，Ｆ。，Ｇ３

厨ＤＥ２ＳＥｒｔｅｒ…

なると｢７月号のBGMがアンケート
で１位だなんて意外で大感激☆みん
な、ありがとう①ところで僕の曲の
感想などを､〒441-02愛知県豊川市御
油町新丁82-ｓまでお寄せください。

6４

１６，A５$＝ｗＬ１６Ａ－２Ｇ２Ｆ２－&F8CE-Du：A６$=ITL16F8R8
R2･ＲＺＲＢＯＤＤ":ＢＸ$=,'L16F＞Ｆ〈FF>Ｆ〈FF>Ｆ<FF>Ｆ〈Ｆ
ＦＦ＞Ｆ<FI7:B５$=ＢＸ$+ＢＸ＄

Ｒ８Ｃ８<GB->E-8D〈B-vP：B７$=ｗＬ１６ＣＣ<GB=>R8CC<ＧＢ

－＞R8FFCE-R8FFCE-R8GGE-FA-A-B-〈Ｂ－＞"

180,7$=mBHMS8R8BH81vlS8R8BH8IvlS8R8BH8NSBR
8BH8NS8BH8NS16Iv1S16好:E７$＝〃S1glvl8BDL16CClY130
DgC8R81Y18gZCCH3DDDC8R81vl8DDCCN3UODC8R8H80D

CON3DDDCBR8I1BOgCC1vl30DDC8NBZOCCN3ＺＺＤＣＣ肘
19,A8＄=,『L16>CDE-88IE-2・ＤＥ－Ｆ８&F２．斤:A9$=『ｵＥ
－ＣＲ８＜Ｒ２．Ｒ１斤

「』

ＦＬ

Notes，ｎＤｔｅｓノーツノーツ

150A３$=vrL16CBR8R2.R2．RBCD,':A4$="L16CBR8

必ずお返事します。ミンキーモモまた

はセーラームーンにハマってる人も大
歓迎｡(笑)。文通もＯＫです」
■ＭｙｓｔｉｃＤａｎｃｅ

福井英晃｢この曲のポイントは､｢沈黙」

でしょう。意味がわからない人は曲を

聞いて理解してください／曲の感想
をＩＤ-6854541(リンクス)に送ってく
れると作者はうれしい｡また､ＢＵＣＫ－
ＴｌＣＫ、ソフトバレエ、ＬＵＮＡ－
ＳＥＡが好きな方もきがるにメールし
てください。～永島潔は妖怪人間だ／

－J

■チェイス

アローエクスプレス平野｢どうやら私

の作品は、真面目に作るよりも軽い気
持ちで作ったほうが採用されるようで
す。これからも深く考えないで作ろう

ZDZAA＄='rL16E-FGC<Ｒ８Ｃ８<GB－８.Ｂ８>OBE~ＦＧＣＲＢ

高iWiii讓繍

に説得力があるんだろう？メロディの音色

１３ＤＢ３=ｎＲ３２Ｃ１６･Ｃ３２Ｇ+２Ｌ２４Ｆ+G十Ｆ+E8D8C16・C3
２G+２F+Ｇ十F+E8D8L12EF＋Ｇ＋Ａ＋G＋Ｆ＋EDCE4EF+G+Ａ+
G+F+EDG+F+ED24汀:Ｂ４=,TR32C2．&L24CDEFEDC2．、

Ｃ８〈ＧＢ－ａＦＧＡ－Ｂ－>０，

２１DAB$=ｗＬ１６〈ｃｃ>０８<Ｂ－８Ｂ＞C８．<Ｇ８Ｅ－８Ｆ８ＣＣ>C8
<Ｂ－ＢＢ＞Ｃａ〈Ｇ８Ｅ－８Ｇ８＞'’

もノイズすれすれで、すごくカツコイイ。プ

い■

220ＡＣ$=耐L16〈FF>F8E-8FA-aF8<B-B＞ＣＢ〈ＦＦ>F

ロフェットＳでノイズ混じりの音を作ってい
たことを思い出します。たまに入るスネアも
曲のアクセントになっている。

１４ＤＢＳ＝ＩＴＲ３２Ｃ１６･Ｃ３２Ｇ＋２Ｌ２４Ｆ＋Ｇ十Ｆ＋ＥＢＤＢＣ１６．Ｃ３

8E-8FA-aF8<Ｂ－ＢＧ８>"
2ｺgPLAY＃２’ZZSnZZ$,CD$,Ｄ0＄『Ｅ０＄

２G+２Ｆ+Ｇ+F＋EBD8L12EF＋G＋A+G十F＋EDCE4EF+G十Ａ+
Ｇ＋Ｆ＋ＥＤＧ＋Ａ＋）ＣＤ２４
１ＢＤＢ６＝鰊ａ８Ｙ３５，ｇｖ１５０７Ｌ８０６ｃｃｃ．〈Ｂ１６ＡＡＡ，Ｇ１６Ｆ

２４２PLAY＃２７ＺＺ＄,ＺＺ＄,C１$『､9$,Ｅ０＄
２５０PLAY＃２，ＺＺ$mZZ$，ＣＤ$,Ｄ0＄,Ｅ、＄

ＦＦ･Ｅ１６ＤＤＤ.Ｃ１６<ＢＢＢ．A１６GGG.Ｆ１６､フクｑＥＡ+ＦＢＦ+〉

262PLAY＃２，Ａ1＄,ＺＺ＄,C１$，､１$，E１＄

Ｃ＜Ｇ＞Ｃ+

ＮＡＣＨエＮ,FNZ

１６ＵＢ７＝”ａ４８Ｖ１ＤＯ７Ｕ４ＣＣｑＥ、Ｄ１６Ｑ４ＤＣｑＣ１Ｒ〈Q4CCq
ED16q4DCQC1RC2.ＲＣ2.R
17UC1=ＩｒＲ１ａ５２Ｖ１５０４ＬＢｑ６Ｃ〈Ｇ－ＧＤ－ＣＦ－ＢＦ

１２ろ４５６

１８ＤＣ２＝厨司ｌ６Ｖ１１０７ｑＣ８Ｅ８Ｒ８Ｌ３２ＧＦＥＦＧ８Ｃ１６ＣＤ１６

･DC１６.CC8EBR8GFEFG8C16･CD16pC16､CL8CEDＦ

３２０PLAY＃２，Ａ６$,B5$,C１$,、0$，Ｅ０＄

ＥＧＦＤＣＥＤＦＥＧＦＤ

３３ZＰＬＡＹ#２，Ａ2$,Ｂ２$，CＺ＄，、U＄ＤＥＺ＄
３４２ＰＬＡＹ＃2nA７＄,B7＄,B７$,､7$,E７＄
35,ＰＬＡＹ＃２，A8$,B2$ＰＣＯ$,ＤＢ＄,ＥＺ＄
360ＰＬＡＹ＃２，A９＄，Ｂ２$，C８＄，D0＄,E2$
３７０ＰＬＡＹ＃２＄A８$,B2$,ＣＯ＄,D0$,Ｅ6＄

１９ｇＣ５='０１スワＣＢＦ+ＢＲ８Ｇ十F+EF+G+BC16・CD１６．ＤＣ１
合５。■■巳■□

ろ８０ＰＬＡＹ＃２，ＡA＄,B2$,CD$,D１$,Ｅ１＄

６.CC8F+８R8G+Ｆ+ＥＦ+G＋8C１６.ＣＤ１６．DC１６．ＣＬ８ＣＥＤ
Ｆ＋ＥＧ＋Ｆ＋ＤＣＥＤＦ＋ＥＧ＋Ｆ＋、啼：Ｃ４＝ｖｒＣＥＤＦＥＧＦＤＣＥＤＦＥＧＦ
Ｄ

２０２Ｃ５=耐L32C8F+BR8G十F+EF＋G+8C16．CD16．ＤＣ１
６．ＣＣ８Ｆ＋８Ｒ８Ｇ＋Ｆ＋ＥＦ＋Ｇ＋８Ｃ１６．ＣＤ１６ＤＣ１６，ＣＬ８ＣＥＤ

３９，ＰＬＡＹ#２，AＢ＄，B2$，CO$,D0$ＰＥＤ$

Ｆ＋ＥＧ＋Ｆ＋ＤＣＥＤＦ＋ＥＧ＋Ｆ＋Ａ＋

402ＰＬＡＹ＃２，ＡＣ$旧５＄,C１$,D0＄,Ｅ、$
４１０PLAY＃２，AＢ$ＤＢ２$，ＣＤ＄，、０＄，ＥＢ＄
420ＰＬＡＹ＃2nA０$‘Ｂ５＄,C１＄,D1＄,E１$

21BC6='Pa508V8L16q3E･E32Ｇ.Ｇ３2Ｆ．Ｆ５２，．Ｄ３２Ｃ
Ｃ３２Ｅ．E320.,52<B･Ｂ３２Ａ.Ａ３２>C･C32<B、Ｂ３２Ｇ．Ｇ

４３UＧＯＴＯ２５ｇ

３２〈Ｂ･Ｂ３２>０．，３２C、C３２<Ａ･Ａ３２〈ａ２２Ｖ１５ＱＬ２４ＣＤＥＦ

３２F.F３２A.A３２G.Ｇ３２Ｅ･Ｅ３２，．，３２F･Ｆ３２Ｅ･Ｅ３２Ｃ･C

／

２２gC7＝ｍａｓzV607L32GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

：A,”Ｓ０斤+Ｃ（ＲＮＤ（１）汁４川B,B：Ａ="汗：ＧＯＴＯ９０
、

２４２，＝”Ｒ８Ｆ＋Ｒ８Ｆ＋ＲＢＦ＋ＲＢＦ＋”：Ｄ５＝、十、＋Ｄ＋、
２５８，６＝ｒｆ０５Ｒ８ＧＧＧＲＢＧＧＧＲ８＞ＣＣＣＲ８ＣＣＣＲＢＤＤＤＲ８ＤＤ
Ｄ〈〈ａ２２Ｖ１５０ＬＧ〉Ｃ＋〈Ｇ＋＞Ｄ〈Ａ＞Ｄ＋〈Ａ＋＞Ｅａ６ＶＢｑ３
２６ＺＤ７=W6R106L8RBGR8GR8GR8GR1R8GRBGR8GR

、

川村クンの場合は｢いかに調子外れにする

か｣をとくに考えて作り出したとコメントが

ゲームﾐュージック
]日本ファルコム
ゲームﾐュージック＠日ホファルコム

〈Ｄ２２Ｖ１５ＱＥＡ+ＦＢＦ+>C<G>C+a6VBq3
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③みそねこ群馬・17歳
／
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：Dｑ６Ｅ－８Ｅ－８ＤＢＤ８．
：48ｇＢ４="aD4D6R2V12L24q6EFGAGFL12EO〈GFGA：：おお、これはすごい。短い曲のなかにほと
：GAB>Ｃ８ＣＢ<BBB8：
：４９０Ｃ４=wO5L8q6GF16E-16FGEq5E24E24E：：んどテクニックの限りを尽くしている(リス
：２４Q6EG<ＡＢ>CDGF16E-16FG：：卜は長めですが)。どんどん加速していって、
：59004=wO4L8q6A-A-16A-16A-A=＞ＣＯＬ５Ｃ２４Ｃ２４Ｃ：
：２４Ｑ６ＣＣ<FGAFAA16A16B-B-：１曲が崩壊していき、最後に大爆発、という感
：５１０Ｅ４＝ｗＯ４ＬＢＱ６Ｅ－Ｅ－１６Ｅ－１６ＦＦＧＵ５Ｇ２４Ｇ２４Ｇ：
：24q6GGCCCDE-E-16E-16FF：：じ゜好きだなあ、こ－ゆ－の。『スペース･ボ
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：５３BG=nRBS16S16RBSl8DP:Ｇ４＝G+,'Ｒ８Ｓ２４Ｓ２４Ｓ２：１－ル』という「スター･ウオーズ』のパロディ映
：４RBSl8R8SlBR8SlBlv＋Ｇ；
：5４０，：１画を思い出した。ダース・ヴェーダーに相当
：ＳＳＢﾛ：Ｉする役の黒いヘルメットがやけにでかくてＢ
しろもの
：５６日,：

／

効果音のたぐいが大きいのがナイス
ゲーム
ゲームﾐュージックONAMcoALLRIGHTsREsERvED
ﾐュージック［U)NAAにOALLRIGHTSRESElWED

ナムコ｢ＢＡＲＡＤＵＫＥ」
ナムコ｢ＢＡＲＡＤＵＫＥＪ

愚ＡＲＡＤＵＫＥ
ＢＡＲＡＤＵＫＥ
⑨谷口洋一福井・23歳
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１０月には推薦入試があります。これが

城るころには結果も出てるわけで……
うお－、これではいかん／というわ

けでしばらく冬眠します。ＰＳＧダム
のマシン語はＪＬＥＴＢＢさんのもの

、

:B0UE7="olW12Q6Fq5F24F24F24Q6AF〈CQ5C1：158A＝Ｖ十町Ｖ150Ａ8.FGAB->C8.F4C＃､ＤＩＩ<D＃GB->、
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を拝借させていただきました」
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：６Ａ１６＞Ｃ１６<Ｂｆ６Ａ１６Ｂ１６．Ｇ＞ＤＧＤＧ＞DGD<GDGDG＞､G臓：Ａ３=A+柿、”：Ｂ３=ｗＲ２４,,＋Ａ
●

：B7DT=lTT12Dm:Ｂ－ＧｲﾄB-":A9=Ａ十万８斤:Ｂ９="R１６''十Ａ
■ＲｅｓｔｉｎＰ巴ＥｍＥ

ＳＴＵＤｌＯＴＡＫＥｒ採用ありがとう
ございます。先月に引き続く採用にす
ごく驚いています。じつをいえばポコ
スカウォーズのほうがもしや..…･と思
っていました。でも、やっとゲーム音

楽の登竜門であるイースのアレンジで

採用されたことに誇りを持てます。で、
合回はとてもＰＯＰな感じのＲｅｓｔ
ｌｎＰＢａＣＢでした」
■ＢＡＲＡＤＵＫＥ

谷口洋一｢１０月号に続いての採用､うれ

しく思ってます。］0月号のプログラム、

打ちこんでいただいた万、おつかれさ
までした。これからももっと勉強して
みんなに気に入っていただくようなプ

ログラムを作りたいと思います」
■曰月号ＢＧＭ：らったった

ギナー 両
ビギナ，
たbin

同時に演奏されその1つ’つ｜
の音の通り道をチャンネルとい’

しと
チャンネルと
Mｉ 害鰯鼬
ＦＭ冑鰯
Ｍ盲
壁し
ｽﾃｯﾌﾟ②ボ
和音の演奏
ﾚｽﾃﾞﾂﾌﾟ。薪薔鵠
莞
薪鍋豊||甕議篭繍
・薪譽i鵠豐↓橇……ﾝ…

■Fｉｆ三li了うi lijiji li
ｌｇＣＡＬＬｌｖｌＵＳｍ

２ｇＴ＄＝ＰＰＴ１５ＤＯ４Ｌ１Ｖ１５Ｐｆ：ＰＬＡＹ＃２，Ｔ＄，Ｔ＄，Ｔ＄
３ＤＰＬＡＹ＃２，DPE?'，ｒＰＧｎＷ＞ＣＯＰ
４０ＰＬＡＹ＃２，斤、,'，斤GPP，ぽくＢｒ’
ＳＺＰＬＡＹ＃２，ｒＥ＆EDeyeGG＆ＧＰ'，汁＞Ｃ＆ＣI？

’１すが、ＭＳＸ－ＭＵＳｌＣはｇチャ
すｶﾐMSX-MUSICはｇチャ！

最初に、問題です。左下のりンネルまて鳴らせます。
最初に、問題です。左下のりンネルまて↑１%らせます。
ストの行30では、どんなふうにカンのいい人は、じゃあ、行
音力鴫ろでしょう。３０～50は、「ＰＬＡＹ＃２，〃Ｅ
音力鳴るでしょう。３０～50は、「ＰＬＡＹ＃２，〃Ｅ

①ﾐ、ソ、高いドの順に鳴るＤＥ＆Ｅ",、ＧＧＧ＆Ｇ"，小＞
①ﾐ、ソ、高いﾄﾞの順に鳴るＤＥ＆Ｅ"がＧＧＧ＆Ｇ"”＞
②最後の高いドだけ力鳴るＣ＜Ｂ＞Ｃ＆Ｃ"｣というふう
②最後の高いドだけ力鴫るＣ＜Ｂ＞Ｃ＆Ｃ"｣というふう
③ﾐ、ソ、高いドのＳ音で構成にまとめられる、ということに
③ﾐ、ソ、高いドの３音で構成にまとめられる、という二とに

された手ﾛ音ﾗｳ鳴る気づいたでしょう。そのとおり
されたjflJ音ﾗｹ鴎る気づいたでしょう。そのとおり
今回のテーマからして、答えです。このリストは、事態を見

ばおのずから明らか(③)ですえやすくするためにわざと１音

が、①だと思って半生を過ごしずつに区切りましたが、たいて
カミ①だと思って半生を過ごしずつに区切りました力《たいて

てきた人って意外に多いんです。いば、何音かまとめてならべて

むかしＭファン編集部でアンケいます。
－トをとったら、半数近くが①行20でやっていることとか、
_トをとったら、半数近くが①行20でやっている二ととか、
と答えました。だから、まちが行50の｢＆｣とか､前回は触れな
えてもちっとも恥ではありませかつたことが出ていますが、自
えてもちっとも恥ではあり.ませかつたことが出ていますが、自
ん。ただ､②だと思った入はち主研究課題とします。今回、伝
ん。た蔭②だと思った入はち主研究課題とします｡今回､伝
ょつと悩みすぎです。えたかったのは、たったこれだ
PLAY文の横にカンマで区切けのことです。つまらなかった
って並べられたＭＭＬはぜんぶらごめんなさい。（。）
って並べられたＭＭＬはぜんぶらごめんなさい(】（．）
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みそねこ｢まさかこんな形で再掲載さ
れるとは思いもしなかった。ここまで
してもらうと、なんかこっちが悪いこ
とをしたような気がしたりします。電
話では緊張してうまくしゃべれなかっ
たけど、常連なると亡んでも付録デイ

スクＢＧＭの制限に悩むのかとおもい

ました｡制限が減ることを期待します」
■ＢＳＭ:タコ＆イカＳＵＰＥＲ

みそねこ｢Bつも採用されて､コメント
を描くのに１時間近くたってしまった
みそねこです。ちょうどタコ＆イカＢ

にハマってたので、こんな曲ができま

した。難解じゃないし転調しても無限
ループなのはＧＯＯＤ／Ｍファンと
Mマガの違いは投稿族の勢力のような
気がします」
最後に10月号の人気ベストＳです。

Ｂ位は皇国男児｢日本陸軍｣、已位はニ

ジンスキー平野｢ドルアーガの塔｣、そ
して１位は大家のケンちゃん｢砂漠の
サファイア｣(ＢＧＭ)でした。
ここのところ、いい曲をＢＧＭにで

きて大ラッキイ。（Ｏ｢c）

6７

グラフィックﾏクﾛ

グラフィック命令｢ＤＲＡＷ」ない。しかし、一般に見渡して

ＧＭＬ（Ｇ｢ａｐｈｉｃＭａｃ｢り
Ｌａｎｇｕａｇｅ)という。
音楽のＭＭＬ(ＭｕｓｉｃＭａｃｒｏ
うﾝゲ_ジ

は、こんなに便利でおもしろいみると、どうもＤＲＡＷ文は敬
のに、どういうわけかそのわり達される傾向にあるようだ。
に使われることが少ない。もちなぜか。それは、、ＲＡＷ文
ろん、目端のきいた投稿プログを使うために、もう１つよけい

が､その中身も使われ方(ＭＭＬ

効果的にさりげなく使っていたからだろうと思う。その言語と

記述する)もよく似ている｡しか

Ｌａｎｇｕａｇｅ)と名が似ている

ラマのなかには、、ＲＡＷ文をに言語を覚えなくてはいけない

のほうはＰＬＡＹ文のデータを

り、ウルトラＣ的な使い方をしは、、ＲＡＷ文のあとに続くデ
てみせたりしている人が少なく一夕を記述するための言語で、

し、ＧＭＬのほうがずっとかん
たんで覚えやすい。ＭＭＬをあ

やつるには、多少の楽典の知識
や拍数、和音の処理など立体的
な苦労がともなうが、ＧＭＬの
ほうはだれだって已歳のころか
らやっている線がきがメインテ
ーマなので、どうやってもむず
かしくなりようがない。
ただ、方眼紙のマスを数える

根気は必要かもしれない。

－－－－－－－－－－－－－－－－￣￣

iii亘惠硴両~恵一ｉ

１，．

'１，上下左右

ｌ

ン卜を解説していこう。１発目は、
もっともわかりやすい上下左右に
線をﾘ1〈コマンドである。

の行100Oのようになる。行100,

110のＤＲＡＷ文は項目４，項１１
５、虹'二１８と閃述する設定ﾌﾞa，

ＧＭＬではコマンドがアルファ
ベット１字を基本にできている。

からＵ、下はＤＯＷＮでＤ、左右
はもちろんLとＲｏこのコマンド

Ｏ右行って、下行って、右行って

●リスト１

１ＤＤＣＤＬＯＲ４，１５，Ｚ：ＳＣＲＥＥＮ５，０：ＤＲＡＮ６ｒＳ４ＡＤｍ

１１ＤＤＲＡＮｎＢｌｖｌｌ２ｇ，８Br’

１２ＺＲＥＡＤＡ＄：ＤＲＡｌＡ１Ａ＄
１３ＤＧＯＴＯ１５Ｚ

１ＤＤＤＤＡＴＡＲ１０Ｄ１ＤＲ１ＤＤ１ＤＬ１ＤＤ１ＤＬ１ＤＵ１ｇＬ１ＺＵ１０

Ｒ７ＤＵ７Ｚ

６８

Ｉ

｢左下｣をアルファベット１字で表
す適切な方法がなかったのだろう。

Ｆ

斜めの４方向を表すＧＭＬコマン

ﾄﾞは、右上から左上までく゛るっと
１１締１．回りにＥ、Ｆ、Ｇ、Ｈとなっ
ていて、リスト１のプログラムの

行1000をリスト２のものにWfき
換えれば（斜めの十字力vWiかれろ。
どうせ続きのアルファベットにす

蕊

るのならＡ～Ｄにすればよさそう
なものだが、その４つはほかの主

要コマンドが予約ずみでＥからし

か残っていなかったのである。

Ｏドットが正方形でないのでちょっと歪む

厩蹴り§輔P蝋…,』H豆７両h5ETm」
⑰リスト巳(＋リスト１の行100～180）

1ＤｇＤＤＡＴＡＥ１ＤＦ１ＤＥ１ｇＦ１ＺＧ１ＤＦ１ＵＧ１ＤＨ１ＤＧ１ｇＨ１ＤＥ１０Ｈ１Ｇ

一回Ⅱｕ－
１

１－－－－－－－－－－－－－－－－

！

字になっていない。「右｣二｣とか

Ｉ

！

一一一一一一一一一一一戸一一一一

１１１１１１１１１１

している。たとえばく上はＵＰだ

Ｉ

〈ためのコマンドは例外的に頭文

ｒＩ－－ｌ

匡鈩

が9|けるカミ斜め４方向に線を引一

・ｕｌ

こういう場合にありがちだが、Ｇ
ＭＬでは原則として機能を表す英
lii語の頭１字をとってコマンドと

１１ｉＩ１１ＩＩ１１１１ｉＩＩ

Ⅲ

肘■■■■ⅢⅢ■ｎＮＨｕｍⅡⅢ■■■Ⅱ町、Ⅱ旧■■■ｕ・Ⅱ円■衙凹■｜■■田Ⅲ』的ＭⅢⅢ、Ⅱ四■■■■、ⅢＭ』ⅦⅢ叩

１ルを提示しながら、ＧＭＬのポイつければ１－字のGMLはリスト１１

１１１１－１１１ｉｉｉ１１１１１

ＩじっきいのDRAW文のｻﾝﾌﾟに線の長さを指定する数倣をくつ１ｌＩｒ風!』｣をいったすぐあとで気

'－－－－－－－－－－－－－－－－－１１－－－－－－－－－－－－－－－－－１
lＩ

＝

－－＝

そのためのｺﾏﾝﾄﾞが、 おそらく

Blind(隠ｉＬた)からきたＢだ。
Ｂが、ほかのコマンドの頭にく

ａ

っつくと、線をかく仮想的なペン
先(LastaccessPointの略で、ＬＰ

蝋継鑪｡翻毫蝋〆 鱗

ｌＩ
Ⅱロ単位で回転して表示する(パラメ
ｉＩ
ｉＩ－夕Ｏ～3で反時計回りに指定)。
ｌｉ
Ｍリスト'+ﾘｽﾄ4は前項の矢
ｌｌ
１１印をＡＯ(初期)~Ａ３でかく。

厚乙］
[全塾

M患二魂ﾋﾞ孑鴬轍

!ｌえない｡だから、リスト,の行,Ｏ

と呼ぶ)だけ移動して線を表示し

ＩＩ末尾のような画逓が必要なのだ６

なくなる。写真の矢印には、妓初

11

と雌後にｼｯﾎﾟがあるのだがBコ
マンドで見えなくなっている。

Angleか

マンドは、

③おしりに見えないシツボがある

ｐリストＳ(＋リスト１の行100～130）
１５６９ＤＡＴＡＢＥ１ＤＦ５Ｅ１ＺＦ５Ｕ２ＤＬ２ｇＦ５Ｇ１６Ｆ５ＢＧ１Ｄ

11
1Ｉ
ＭＩ

○シッボを持ってぐるんと振り回した感じ

●リスト４(＋リスト１の行lOO～130）

１２１ＤＲＡｌＡＩ庁Ａ１行ｇＤＲＡＮＡ＄
１２２ＤＲＡＩＡ）ｗＡ２屍：ＤＲＡｌＡノＡ＄
１２３ＤＲＡｌＪ”Ａ３ｗ：ＤＲＡＮＡ＄

１，９５ＤＡＴＡＢＥ１ＤＦＳＥ１ＺＦ５Ｕ２ＤＬ２ＤＦ５Ｇ１５Ｆ５ＢＧ１０

１１１１ｉＩ１１１１Ｉ

ら、線をかかない機能も必要垣

ｉｌ

「

線を力､
線をかく機能しかなければ、ひ

と躯11:きの絵しかかけない。だか－￣

１１Ｉ

１１１１１１１１ｌＩｉＩｌＩ

１１ａかかすの噸冨鼬ｌｌ型|回転する鋼Ａ噸
}國
黒 園蕊する蝿Ａ噸
Ｉｌ

ｕ

－－－－＝:ユーーーーーー＝■－－－－－＝■－－－－＝=０－－＝＝－「－－－＝－－－－－虚

－－－－－－－－■■■－－￣￣－－－－■＝－－-－－－－－－－－－￣■＝■－－￣

マンド(Scale)はそれを４分の１

ドット単位で変更できろ。項１１４

[ろっ

の似|形を､１マス１ドット(初期値

■ａ

１１を切り換えることもできる。それ

ぜ゛ ''零=蝋鍵蔓
１１命令で指定された色はDRAW文

Ｓ４)、１．５ドット（Ｓ６)、２ドッ
ト（Ｓ８)、３ドット（Ｓ１２)で表
示してみた。
Ｓコマンドも効来があとに残る
というI1H質はＡコマンドとliil様垣

１１ラフイック命令で指定された色）
１１で線をかくが､ＧＭＬのなかで色

の方Ｗ)矢印は誤差でおしリカ切れている

⑪リストＳ(＋リスト１の行100～130）
１２１ＤＲＡｕＰＰＡ１Ｓ６”：ＤＲＡｌＡ｝Ａ＄
１２２ＤＲＡｕｗＡ２Ｓ８ｗ：ＤＲＡＮＡ＄
１２３ＤＲＡＵ”Ａ３Ｓ１２〃：ＤＲＡＮＡ＄
１０，，ＤＡＴＡＢＥ１ｇＦ５Ｅ１ＤＦ５Ｕ２ＤＬ２ｚＦ５Ｇ１ｇＦ５ＢＧ１９

皿一一一一ユ－－－－－－－－-－－－－

③４つとも色を変えてみた
川に礫するカミこのcコマンドで
Ｍ ⑪リストＳ(＋リスト１の行100～130）
１２１ＤＲＡｌＡｌＰｆＡ１Ｓ６Ｃ９托：ＤＲＡＮＡ＄
ｌＩ １２２，ＲＡＮ蔵Ａ２Ｓ８Ｃ７”：ＤＲＡＮＡ＄
ＩＩ１ １２３ＤＲＡｌＡ）”Ａ３Ｓ１２Ｃ１Ｄ万：ＤＲＡ１列Ａ＄
１ｇＤＺＤＡＴＡＢＥ１ＤＦ５Ｅ１５ＦＳＵ２５Ｌ２ＤＦ５Ｇ１０Ｆ５ＢＧ１ｇ
ｌｌＩ

－毛一一一一一臣＝￣￣－－－－－－￣Ｅ＝

１１１１１１１１１１Ｉ

１１！！ｌ‐１１１１１１

||震!i:iii;iiilij護蕊霧|鱒鷺駕鰯臘Ｉ

１－－－－－－－－－－＝＝－－－－－－ １１－－－，－－－－－－ ￣－－■－－－－－[

Ⅱ鞭瀧雰‘

の鋤ＢＭ〃

線をかくコマンドはすべてＬＰ

と呼ばれる仮悠的なペン先を移動

ず

しながら線をかくのだが、Ｎコマ
ンド(たぶんNot)はこれに続く描
i1liiコマンドにかぎり線をかいても

意|ぞ’-号l〈

たとえばリスト７のように｢Ｎ
⑧15文字の追加で頭に毛が５本

頭に毛をはやすことができる。
●リストフ(＋リスト１の行100～130）

１２１，ＲＡＷ〃Ａ１Ｓ６Ｃ９ｒｒ：ＤＲＡＮＡ＄
１２２ＤＲＡ１ＡノｗＡ２Ｓ８Ｃ７庁：ＤＲＡＮＡ＄
１２３，ＲＡＷ”Ａ３Ｓ１２Ｃ１６庁：ＤＲＡ１ＡｌＡ＄

１ＺｇＯＤＡＴＡＢＥ１ＤＦ５Ｅ１ｇＦ５Ｕ２ＤＮＨ５ＮＵ７ＮＥ５ＮＲ７ＮＦ５
Ｌ２ＤＦ５Ｇ１ｍＦ５

厚菰

】ｌ使われているコマンドはすでにｍＩ

ｌｌれたＢとＷ頁のMの組み合わせだ
!ｌが､あまりによく使う組み合わせ

Ｍなので｢ＢＭ』としてセットで党

ＬＰを移動させない働きがある。
Ｈ５～｣などをiili入すると､矢l;1Jの

I’ぬの点を指定するためのものだ。

''鰯:鞠鎚時,職
iｌ〈YN5標>｣で指定する。

ｉＩ
ｌＩ
ｌｌ
ｌＩ
】Ｉ

染
⑧ＢＭで好きなところに表示

ウリストＢ(＋リスト１の行100～130）
１２１ＤＲＡⅡ”Blvl2D，１５ＤＣ９１７：ＤＲＡＷＡ＄

１２２，ＲＡＮ庁Ｂｉｖｌｌ２０，１５ＺＣ７肘：ＤＲＡｈｌＡ＄
１２３ＤＲＡｌＡｌＤｖＢ１Ｙ１２２ｇ，１５ｇＣ１ｇ”：ＤＲＡｌＡｌＡ＄
１５“ＤＡＴＡＢＥ１ＺＦ５Ｅ１ＤＦ５Ｕ２ＥＮＨ５ＮＵ７ＮＥ５ＮＲ７ＮＦ５
Ｌ２２Ｆ５Ｇ１０Ｆ５ＢＧ１Ｄ

１１１１１１１１１１１１ｉＩ

１１１１１１１１！！１１１１

|京放射する剛N〃

一一一一一一一一一一一一一一一一一■■、￣－－－－＝＝＝＝。－－＝＝－－－－－－－

６９

１１１１１１１１１１１１１１

1国座標指定の１Ｗ’
Ｍコマンドは､ＬＰから、Ｍコマ

ンドに続いて指定する座標まで線
を引く。

マンドだ６

実1祭には、「ＢＭ｣のセットで使
われることのほうが多いよう趣

ほかのＧＭＬコマンドとちがっ

て絶対座標を指定するので、どん

な角度の線も自由にかける。写真

灘

のように非常にてきとうなフォル
ムの星だってかけるわけだ。
ただし、ＳコマンドとAｺﾏﾝ

ﾄﾞの影響を受けない｡ＧＭＬのなか
にいるＬＩＮＥ文といった感じの．

○方l聯氏にかいてデータをとった

●リストＳ(＋リスト１の行100～130）

１０噸ＤＡＴＡ’'1Ｖ１１２４，１５，１V１９５，１，０１Ｖ１１４２，８５１Ｖ１９７，
１３０１Ｖ１１２０，８０P’

■■■■■

一一一一一一一一一一一一一一一一一

￣=－－－－－－－－￣￣

コウモリ的､nＭ±雌
１ｍコウモリ
Ⅲ鴎指定部分の先頭に+か-を

Ｉかくと、Ｍコマンドは相iij指定モ
１－ﾄﾞになる。これはきわめて重要

lだ｡榊端定モードの場合は､移

'W喪雪諌:鰯襄＃

ｌろ｡だから､,前項のてきとうな星
ｌもこのモードなら移動したり拡大

！●ﾘｽﾄ10(+リスト1の行100~1（
●リスト10(＋リスト１の行100～130）

１２１ＤＲＡＩｌ’fBlvl4Z，１３０”：ＤＲＡ1A」Ａ＄

'１塁:馴馴;::|::ｌ
１２２ＤＲＡｕｒｒＢ１ｖｌ８Ｄ，１５９Ａ１''：ＤＲＡＵＡ＄

ｌｌ２３ＤＲＡⅡ,，B、32,15（
１２３ＤＲＡⅡｖＰＢｍ３Ｄ，１５０Ａ１Ｓ８”：ＤＲＡ1A）Ａ＄

１０ＤＤＤＡＴＡｒ'1Vl＋４，５，１V１－２９，－３，１Vl＋４５，－１５１Ｖ１－４３
ｌｌＯＤＤＤＡＴＡ”1V'十４，５，１
，４５Ｎ＋２３，－５０Ｗ
，４５Ｎ＋２３，－５，Ｗ

'－－－－－－－膳ョ

￣￣￣￣－－－－－－－－

１つは、ロジカルオペレーショ
ＧＭＬ自身にはロジカルオペレー

ジの表参照)。これは､複雑な、し
かしパターンのある図形をかくと
きに威力を発１１Iする。
もう１つ､ＧＭＬ中で数値変数が
使える。たとえばくり$中の｢Ｃ＝

ションを操作する機能がないが、

Ｃ；」、また行180の「ＢＭ＋＝

影響だけはもろに受ける。ロジカ

Ｘ；，＝Ｙ；」。これも７１ページの

ルオペレーションは、最後に指定

表で確認してほしい。プログラム

されたモードをずっとill塒するの

中でダイナミックな使い方をする

で、行11Oのように初期化すると

場合には欠かせない機能趣

いい(指定省略はＰＳＥＴ)。
もう１つは、ＧＭＬの複合化垣
行1000のデータは､花の４分の１

日

をかくＧＭＬで、それをＡ$として

読みこむ。Ｄ$はそのＡ$の複合

で､回転して〈l〕かえす｡行130の
｢ＸＡ＄；」はＡ$に入ったＧＭＬ
を実行するという意味だ(71ペ_

③15色の花が次々に表示されていく

●リストｎ

１ＤＤＣＤＬＯＲ１５，、，ＤｇＳＣＲＥＥＮ５，２：、ＲＡＮ’'Ｓ４ＡＤＰＰ

１１１ＤＰＳＥＴ（、'０），Ｄ
１２ＤＲＥＡＤＡ＄

１３０，＄＝ｗＣ＝Ｃ；ＸＡ＄；Ａ１ＸＡ＄；Ａ２ＸＡ＄；Ａ３ＸＡｓ；Ａｇ'’
１４ＤＦＤＲエー１ＴＯＳ：ＣＬＳ：、ＲＡＮ,'ＢＩｖｌｌ２Ｄ，１１９'’
１５９Ｒ＝ＲＮＤ（－（エ＋１D、））
１６ＤＦＯＲＪ＝OＴＯ１Ｄ
１７０Ｘ＝１９－ＲＮＤ（１）升２９
１７５Ｙ＝１０－ＲＮＤ（１）碁２２：Ｃ＝５＋』

１８９、ＲＡＷ'Ｓ１６Ｂ１ｖｌ＋＝Ｘ；，＝Ｙ；Ｓ４〃
１９ＤＤＲＡＮＤ＄：ＰＡェＮＴＳＴＥＰ（、'０），Ｃ，Ｃ

ｍｇＮＥＸＴ

Ｚ１ＤＴエＮＥ＝、：ＦＯＲⅡ＝ＤＴＯ６Ｄ：Ｎ＝ＴＩＭＥ：ＮＥＸＴ

２２０ＮＥＸＴ
２ZＩＺＧＯＴＯ１４０

１ＤｇＤＤＡＴＡＢＵ２８Ｒ２Ｆ３ＤＦＤ２ＦＤ５ＲＥ２Ｒ２ＥＲ２ＥＲ４Ｄ３Ｇ１

Ｄ２Ｇ１Ｄ２Ｇ２Ｄ１Ｒ５Ｆ１Ｒ２Ｆ１Ｒ１Ｆ３Ｄ３ＢＬ２８

Iﾘｽil2には､ﾘｽﾄ11に比べそこで､YJK用のｻﾝﾌﾟﾙを提!

Ｉ糊鱒糀＿：鰯総iiljW零m
:鰯蹴蕊iiljW零’

一

弾餌

け

１Ｉ
ｌＩ

Ｉｉ

ｌＩ
ｌｌ
ｌｌ
Ｉｌ
ｌＩ
Ｍ
ｌｌ

＝■￣＝＝－－－－戸一一■■■－－－－－－■

7０

１１２応願!屋：カラフル

Ｍ
ｌＩ
ＩＩ'て語るべきポイントが少ない。示できればいいのだが（諸般の事
ｌＩＩもっともいいたかったのは、Ｓ情でSCREEN8の256色ｻﾝﾌﾟﾙｌ
Ｉ
だけを褐城する。
ＩｌＩＣＲＥＥＮ５ではCコマンドに続だけを褐城する。
リスト12は､DATA文中においＩ
ｌＵＩ〈パラメータの値の範囲は0リスト12は､DATA文中におい！
てあるGMLのなかに｢=Ｓ；｣やＩ
ＩＩ]～15だカミＳＣＲＥＥＮ８では０てあるGMLのなかに｢=Ｓ；｣やＩ
｢=Ｃ；」という、行140の変数Ｓｌ
Ｉ１ ～255になるという点だ､あた!〕「=Ｃ；」という、行140の変数ＳＩ
Ｉｌ
ＭＩＦのSCREENlO~l26SCREEN8に注釈する部分はない｡実行するＩ
に注釈する部分はない｡実行するＩ
と、カラフルな八角形をえんえん！
１とおなじなのでＰRAW文でも、と、カラフルな八角形をえんえんl
ｌｌ
と塗りなおしはじめる。ｓコマンＩ
ｌｌ1SCREEN8の256色やYJKの色と塗りなおしはじめる。Ｓコマン１
，のllllfi広さを活用できることになる。Ｆ、Ｃコマンド海緋覚ばち1つＬロ
Ｆ､ｃコマンドを使えばちょっとＩ
ＩＩ
したGMLｱﾆﾒができるというＩ
ｌｌ
ｻﾝﾌﾟﾙでもある。ほかにもアニＩ
ｌｌ
〆の可能性は考えられる。
ｌＩ
ｌｌ
ｌｌ
ＩＩ

⑧色は内側から変化していく
●リスト12

1ＤＺＣＯＬＯＲ１５，、，、：ＳＣＲＥＥＮ８，０：ＤＲＡＮＰＰＳ４ＡＤｖｒ

ｌｌＺＰＳＥＴ（、，、），21：Ｆ＝１
１２９ＤＲＡＷ７ＢＩｖｌ２Ｄ，８，㎡
１３ＤＲＥＡＤＡ＄

１４２Ｓ＝Ｓ＋１：Ｃ＝Ｃ＋ＦｍＦＳ＞２５５ＴＨＥＮＳ＝１：Ｆ＝－Ｆ
１５ＤＤＲＡＮＡ＄
１６ＩＤＧＤＴＯ１４ｇ

ｌＯｇＤＤＡＴＡＳ＝Ｓ；Ｃ＝Ｃ；ＥＲＦＤＧＬＨＵ

！！１１１１！Ｉ１１１１１１

ＩｉｉｉｌｌｌＩＩＩｌｉｌＩｌｌＩｌｌｉｌＩＩｌｌｌＩｉＩＩ

ill応jE目'１：花
ンの問題だ(SCREEN5以降)。

１１

１ｉ－－－－－－－－－ロー￣＝＝－－－－￣１

１、

リスト11には、まだ触れてない

⑧いいかげんな星のバリエーション

Ｉしたり回転したりできるの趣

一一一■■■￣￣－－■＝■－－－－－－｜■■■￣１

ＧＭＬの特徴に関わる行がある。

灘

二ＷⅢｕ村ⅡⅡ、ⅡＮｕｎⅡｕｎⅡ回向皿Ⅱ凹而皿Ⅱｕ・ⅡⅢ凹面ⅡＮｕｎⅢⅢｕ■卯■■■ⅢⅢ■、ⅡⅡ】ⅡⅢ凹面Ⅲ■

｢‐＝＝勺

１１！！１１１１１１１１１１Ｉ

'－－－－－－－－－－－－－－－＝＝

－－－－－戸一一一一一一一一一＝ョ－

ＩＡＶフォーラムの秤円札』(おめあて作／のEFGHをそれぞれ左右反対のものに趣き

11990年５月号にはじめて褐戦され､1991年１０換えてみると夏醐妬が左右反対になる｡行
１月1静|鍔で醜)の夏目漱石GMLは､ぼくの160でGMLから1字ずつ取り出し､行170で

I知るかぎり､GMLの最高傑作だと思う｡この置き換えるべき文字かどうかをチェック､行

灘鱒

1瓦目ｉ１妬のGML部分をかりて､ちょっとした180で置き換えるjuU理をやっていろ。
ＧＭＬは､基本n勺に文字列なので､文字列操

１文蔦繍荒磯i…《GMLデ作のﾃ………して…
１－夕溢このGML中のＬをR､ＲをL､斜めまなバリエーションで遊べるの垣
ＩＩ１１１１１１１１１１１１Ｉ

⑪リスト1３

１０ＤＣＬＥＡＲ１”、：ＤＥＦエＮＴＡ－Ｚ：、エ１１１Ａ＄（２）
１１９ＣＯＬＯＲ１５，４，４：ＳＣＲＥＥＮ５：ＣＯＬＯＲ＝（１５，２，２，４
”ＣＯＬＯＲ＝（４，７，７，７）：ＤＲＡｌＡ１ｒ'Ｓ４ＡＤＰ'

一。左側をかいてから右側をかく

'１３応用Ｓ：Ｅ人の漱石

1ＤＤＤＤＡＴＡＬ４ＨＬ３ＧＬＨＬ７ＧＬＳＧＬ２ＧＤＧＤＧＤ４ＧＤ６ＧＤ４Ｇ
Ｄ２Ｕ１３ＨＵ３ＥＵ２ＥＵ２ＥＵ３ＥＵ２ＲＥＵＥＲ３Ｅ２Ｒ３ＥＵＲＦＲＥＲＥＲ１
０ＦＲＦＲＦ５Ｒ２Ｆ２ＤＦＤＦ２Ｄ２ＦＤ６ＧＤＦＤ３ＧＦＲＦＧＬＧＬＲ２ＤＲＦＤ
Ｕ３ＮＬＥＮＵＦＤ４ＧＤ３ＧＤ３ＧＤ５Ｇ２ＤＬ２Ｈ２ＥＵＢＵ２ＵＲ２ＵＲＵ３ＲＵ
４ＬＵＬＤＬＤＧＬＤ４ＧＤ４Ｕ４ＥＵ３ＲＥ２ＤＦＬＤ３ＬＤＢＤ１３Ｒ２ＦＤＦＤＦ
５Ｄ２２Ｌ２７ＵＥＨＧ２ＤＬ８Ｕ２ＥＵＥＵＨ５ＵＤ６
１Ｄ１ＤＤＡＴＡＧＤ３ＢＵ１１ＮＧ２Ｕ２ＨＵ３ＧＬＧ２ＬＧＬＧＬＧＬ２ＧＬＧ

１２ＤＤＲＡＮＰＰＢｍＤＤ，１３，'’
１５０ＦＯＲエーＤＴＯ２
１４ＤＲＥＡＤＡ＄：ＤＲＡＭＡ＄：Ｌ＝ＬＥＮ（Ａ＄）
１５２ＦＯＲＪ＝１ＴＤＬ
１６０ＣＨ＄＝lvlm＄（Ａ＄，Ｊ’１）
１７ｇＣＨ＝エＮＳＴＲ（席ＲＬＥＦＧＨｗ，ＣＨ＄）

Ｒ２ＧＬＤ８Ｒ１６Ｕ２ＥＵ５ＢＲ６ＦＥＲ８ＥＲＥ３ＵＥＵＥ３ＵＥＵＥ３ＵＥ４ＵＨ

Ｕ５ＨＤ７ＬＧ５ＬＧＬ２ＵＨＵＤＦＤＦＧＨＤＬＦＬＤＬ２ＤＮＬ３ＧＮＦ２Ｌ８ＧＲ
Ｄ２ＦＤＦＤ２ＢＵ８Ｌ７ＨＧＵＨＵＬ２ＵＬＨＵＨ３Ｕ３ＨＵ３ＨＵ７ＨＵ４ＬＵ３Ｒ
Ｄ２Ｕ５ＥＵ２ＲＵＥＵＲＵＥＤＲ８Ｄ３ＦＤＦＤ２ＧＤＢＵ８ＢＬＬ２ＥＬ７Ｇ２ＢＤ
４Ｒ２ＵＥＦＵＲＵＲ２ＧＲ２ＦＬ３ＦＬ２ＢＤ５ＧＬＨＢＤ１３ＦＤ
１ｇ２ＤＤＡＴＡＢＲ２ＥＵＥＲＥ２ＲＥＨＬＢＬ２ＵＢＤ３ＢＲ４Ｒ２Ｅ２ＢＵ３
ＵＲＢＤ４ＤＢＥ３ＦＤＧＢＬ２ＧＦＲ３Ｆ５Ｄ２ＧＬ２ＨＬ３ＢＦ２Ｌ３ＤＬ６ＨＢＨ
３ＤＬ３Ｕ２ＦＲ１４ＢＲ９Ｕ４ＢＵ３ＵＨＵＢＲ５ＢＵ２ＥＵＨＵＥＢＵＢＥＵＨＢＬ
２ＢＨＬ２ＧＨＧＬ２ＨＬＨＬＥＲ２ＵＲＦ２ＤＬ２Ｕ２Ｒ５ＤＲＤＢＤ５ＮＥＬＧＬ２
ＨＢＥ２Ｌ２ＨＢＬ３ＦＨ２ＧＵ２ＥＢＵ４Ｒ２ＵＲ６ＤＲ３ＤＲＦＵＨ２Ｌ２ＵＬＨＬ
４ＧＮＲ６ＬＧＲＢＲ１４ＥＨＢＨ３ＢＵＵ２ＢＵ５ＨＢＵ４Ｅ２ＦＧ２ＤＦ２Ｄ４ＦＤ

180ＩＦＣＨＴＨＥＮＩｖｌｌＤ＄（Ａ＄，ＪＦ１）＝lvlエ、＄（,，ＬＲＨ

ＧＦＥｒｒ，ＣＨ，１）

１９，ＮＥＸＴ：Ａ＄（工）＝Ａ＄
２００ＮＥＸＴ

２１２Ｘ＝９，：Ｙ＝１９５：ＰＡエＮＴ（Ｘ，１２５〕：ＰＡエＮＴ（Ｘ，１７，）

：ＰＡ工ＮＴ（７５，ＹＬＰＡエＮＴ（１１，，Ｙ）
２２ＤＤＲＡｌハノ’ｆＢＮ１５Ｄ，１３ＤＰＰ
Ｚ３ｇＦＯＲエーＺＴＯ２ｇＤＲＡｌＡ１Ａ＄（工）：ＮＥＸＴ

２４２ｌｘ＝１６９：Ｙ＝１９５：ＰＡエＮＴ（Ｘ，１２５）：ＰＡエＮＴ（Ｘ，１７回
”ＰＡェＮＴ（１７５，Ｙ）：ＰＡ工ＮＴ（１４D，Ｙ）

４Ｆ３ＤＦＤＦＤ３ＦＵ２Ｅ３

２５DＧＯＴＤ２５ｇ
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ＧＭＬ(グラフイックマ クロランゲージ)一覧表

上に､単位移動

、、

マンドの直後につける数値｡左の習式では、で表記)を省略す
ると、＝［とみなされる。移動単位の大きさは、右の段のＳ

Ｒｎ

コマンドによって変わる力（初期状態(Ｓ４)では、｜単位＝
Ｉドットになっていて、たとえば｢、ＲＡＷ"Ｕ４Ｅ４Ｒ４
Ｆ４Ｄ４Ｇ４Ｌ４Ｈ４〃｣とすれ(よ上に４ドット移動しなが
ら線をかき、そこから右上へ鏑黄

下に､単位移動
右に､単位移動

Ｌ、

左に､単位移動

き……というふうにして八角形を
描くことになる。ただし、始点の

右斜め上に､単位移動

ＦＦｎ

N’

Ｒ卜移動しながら線をかくと、最終
的に、＋ｌドットぷんの線をかく
ことになるという点に遠雷

⑪Ｂコマンドのついた移動コマンドは、ＬＰは移動させる力（

ない

線をかかない。ｒＤＲＡＷ〃ＢＭ５ｚ，５，５"｣なら座標
(50,50)にＬＰ力移動する。座標指定によく使われる。

Ｎ(移動コマンド）

移動するがＬＰは
もとのまま

⑪Ｎコマンドのついた移動コマンドは、線はかく力（ＬＰを

移動させない。ｒＤＲＡＷ〃ＮＬＮＵＮＲ"｣なら１点を中心
に左、上、右に線をかき、ＬＰはもとのまま。

特殊コマンド(倍率､回転､色指定）
畳

ｓｎ

Ａ、

｜ドットは数えないので、ｎドッ

右斜め下に､単位移動Ｌ

:|誌:i:i::：

コマンドの意味と使用例

Ｂ(移動コマンド）

移動するが描画し

ＡＣ

４ドットぶん移動しながら線をか

Ⅲ

ＥＥｎ

書式

修飾コマンド(移動方法の指定）

②指定された方向(８方向)へ線をかいていくコマンド｡方向
は下図参照｡それぞれのコマンドに続く移動単位の指定倍コ

、畠

ＵロＲＬ

ｕｎ

マド

コマンドの意味と使用例

コン

マド

コン

書式

移動コマンド(方向｡距離指定）

ｌ単位を､/4ドット
に指定

､×90度左に回転

ｃｎ

カラーコード、で

■

描画

③移動コマンドで指定する移動単位のドット数を指定する。
Ｓの直後に置かれる数暦式では､で表記)の4分の｜力（ｌ
単位のドット数となる。ｒＤＲＡＷ〃Ｓ８Ｕ２"｣なら上方向
に４ドット移動する。初期状態はＳ４°

ＣあるＧＭＬでかかれる図形を90度単位で反時計回りに回転
して表示する。「､ＲＡＷ〃ＡＩＵ２"｣なら左に２単位移動。
●DRAW文でかく線の色をカラーコード(パレットコード)で

指定する。「、ＲＡＷ"Ｃｌ〃｣なら黒を指定。

移動コマンド(座標指定）

間接指定モード(ＧＭＬ中で変数を使う）

Ⅱ

Ｘ；

Ｍｘ,ｙ

座標(x,y)まで
線をかく

Ｍ±Ｘ１ｙ

Ｘ方向にＸ単位、
Ｙ方向にＹ単位移
動して線をかく

,ＤＭの直後に指定される座標まで線をかく。たとえば､ｒＤＲｏ

ＡＷ〃ＭＬＯｒ,５１１，６６０｢"｣ならＬＰから座標(IOOLlOO)ま
で線をかく。座標指定なのでＡ、Ｓコマンドの影響はない。
●Ｍの直後に＋か－の符号があるとＸ軸方向にｘ単位、Ｙ軸
方向にｙ単位移動する相対指定モードになる。ｒＤＲＡＷ〃
Ｍ＋ＬＵ１ＬＯｒ"｣ならLPからＸ方向にIC噂i位Ｙ方向に|哩
位移動する。この場合はＡ、Ｓコマンドカ影響する。

Ｘ(文字変数)；

文字変数の内容を
ＧＭＬとして描画

＝(数値変数)；

数値変数の内容を

GML中の数値とす
る

②文字変数をＧＭＬの一部として組みこむ｡前後にほかのＧＭ

Ｌがあってよい｡たとえば｢Ａ＄＝"ＵＲＤＬ"｣としてあれば
｢、ＲＡＷ〃Ｓｌ６ＸＡ＄；〃｣は｢、ＲＡＷ〃ＳＩ６ＵＲ
ＤＬ"｣とおなじで網黄５ドットの四角をかく。
●数値変数をＧＭＬの-部として組みこむ。たとえば｢A=１
６」としてあれば｢、ＲＡＷ”Ｓ＝Ａ；ＵＲＤＬ"｣は｢、Ｒ
ＡＷ〃Ｓｌ６ＵＲＤＬ〃」とおなじことになる。

■
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ＭＳＸ鰯ご蔓議鋼鞠瀧職’闘豐蕊:い署？
之
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☆会月の議一マ/麿丁②モニター竃勉からのレポート第置弾
合月からコーナー名に｢新｣をつけて、ちょっと内容変更。いま
までのパナソニツクのＡ１ＧＴのみを対象にしていたものから、
ＭＳＸ全般の質問コーナーとしたい。ファンタ`ムのコーナーと

ダブる部分も出てきそうだが、ここはあくまで初心者を対象と
して、マニュアルなどの参考ページも紹介する。だから、質問
には持っているマシンの型番も書いてね。じゃ、よろしく。

ＱメインＲＡＭの意味がいま

Ｔに已本差して、ｌ８８８ＫＢｏＤ

れば、セーフ゛できるのですか。ろん、その場合、録音の開始番

ひとつわかりません。たとえば

ＯＳｅの場合の上限は4096ＫＢ

（新潟県西蒲田原郡･星野貴行さ〃'8才）地はＣＬＥＡＲの上限アドレス

『増設ＲＡＭカートリッジＭＥ

なのでまだまだ余裕がある。
また、市販のゲームではＭＳ

Ａちゃんとやれば問題ない。よりも小さいアドレスにする。
おそらく、それはＣＡＬＬその限りでは編集部のＳＴで
ＰＣＭＲＥＣ（ＰＣＭ録音）の○ｍが｢はよ～ん｣とかいって、
ときに指定している終了アドレ何度試してみても、セーブで暴
スが大きすぎるせいではないか走することはなかった。

Ｍ-768』を取りつけると起動時

にメインＲＡＭの数値が大きく

Ｘ巴のユーザーのことを考えて、

なって表示されますが、何の効

ＧＴなみのＲＡＭディスクの容
量を大きく設定してプログラム

果があるのでしょうか。何の設

定もしなくても自動的にディス

を組んでいないので、ディスク

クへのアクセスの回数が少なく

のアクセス回数が少なくなって

ぜい＆ＨＥＳＥｉＤ以内にしてお’○入門｣180ページや､アスキー

なるのでしょうか。

いるものはほとんどない。

(大阪府三島郡・深本英明さん・４３才）

ＱＳＴで、自分で録音したＰ

かないとうまくいかない。から出ている『ＭＳＸｔｕｍｏＲ
また、あらかじめＣＬＥＡＲテクニカル･ハンドブックh(2500円）

Ａ便利でらくになる。

ＣＭをマシン語でセーブしたら
暴走してしまいました。どうす

でメモリ領域を確保してから録３７～45ページの｢ＰＣＭ限界ギ
音することもたいせつだ。もちリギリ活用法｣が参考になる。

メインＲＡＭがだいたい何の
ためにあるのか、という存在価

値を問う問題である。コンピュ
ータは、たくさんの処理をブー

ブーいわずにサバッとやっての

けるのが利点なわけで、そうい
う意味でメインＲＡＭが大きい
というのは非常に意味がある。
たくさんのことを１度に記憶し
ておけるし、読み出すのも瞬時
である。ディスクからいちいち
読み出す時間も必要ない。大き
な作業もドバドバッと一気に行
える。

以上のようなことはいいかえ
れば、ＭＳＸにとってはＲＡＭ

ディスクの容量が増える、とい
うことになる。ところで、その
色ようじ1ｍ

増えた効果を享受するには､そ

のままではダメである。ＲＡＭ
ディスクの容量を設定し直す必

要がある。ＣＡＬＬＲＡＭＤ

ｌＳＫ(容量)というコマンドを
使って行う。ちなみに現在最大
の容量を得るなら､『増設ＲＡＭ
カートリッジＭＥＭ－７６ａＩをＧ

lLZ

便り、つっこみ
ってまず

耳寄り‘盾
前号でお知らせしたとおり、

Ａ１ＧＴのモニターをしてもらっ

ている小学校の先生、藤田さんの
レポートのつづきをお届けしよう。
前回は駮内研修で使ったゾ｣と
いうことで、ビデオも苦手な女性
の先生がＣＧに関心をもち、「今度
ぜひ授業で使っている場面を参観
させてください｣とプレッシャー
をかけられた……ということだっ
た｡今回は､その２｢授業て使おう
にも困ってしまったゾ｣編である。

●その先生にいわれるまでもなく、
今年度中には(できれば２学期に
は)コンピュータを使って公開授
業をしようと思っているのですが、
はたと困ってしまったことがあり

ます。それは、ソフトの問題です。
最初にも書きましたように(前号
参照)､コンピュータ教育の担当に
なったといってもBASlCなどの

勉強をしたわけでもなく、自作の
ソフトなど組めそうにもありませ

ん｡某MSXmagazine誌にＭＳＸ

を使った教材や授業を研究してい
る｢学習過程研究会｣があると知
り、さっそく問い合わせたところ、
著作権の関係もあり、ソフトを－

報交襖．－ナ_
般に配布はしていない｣とのことが､教えていただける範囲で結構
(会員限定らしいの芯入会の手続です(ヒントだけでも/)。あるい
きはしたけれど)｡さて､教師が授（よそのための参考文献の紹介でも
業研究に使う教科書の指導書と呼結構ですので、よろしくお願いし
ばれるものがあります。その付録ます゜

に｢コンピュータ活用の指導事（京都府京都市。藤田次郎さん）

例｣というのがあり､いくつかプロ※というわけで、先生はいろいろ
グラムがのっているのてく｢これはと困っていらっしゃるのですが

しめた.′｣と思いました。しかし、先生がおっしゃるようにＭＳＸの
喜んだのもっかのま、よく見ると、BASICと他とはまったく同じで
プログラム。リストに載っている問題のない部分もあるし、そうじ
プログラムは｢ロゴライター｣rＮやないのもある。しいていえば画
88-BASIC｣だけ。いくらプログ像表示関係が違う、とでもいうと
ラムについてほとんど素人の私でころでしょうか。それにしてもＮ
も、rMSX-BASlC｣と他のＢＡ８８－BASICが出てくるなんて､ず
ＳＩＣは微妙に違うことぐらいは知いぶん古そうな内容の例ではない
っています。そこで、すべてのプでしょうか。そのプログラムの移

口グラム音痴MSXユーザー教師植より､『MSXView』を使って､オ

の声を代弁して(少しおおげさリジナル作品に挑戦するほう力〈

か？）お願いがあります。ｒＮＭ－早いし、ビジュアルてくわかりや

BAS1CのプログラムをMSXに移すい、よいものができるはずです。
植するための方法を教えてくださ移植には両方のプログラムの知識
い／｣。もちろん､チョコチョコッが必要です。もし、プログラム自

といじった程度でできるほど、な体を教材にしたいというのなら、

まやさしいものではないてしようＧＴのマニュアルにもサンプル・
し､いろいろな問題(使える機能やプログラ“ｆいっぱし載っています。

そうでないもの､さらには著作権では、次回の報告をお待ちしてい

の問題など)があるとは思いますます゜

Ａ１ＧＴに関することならどんなささいなことでもお答えします。質問、相談などは以下までお便りください。
〒105東京都港区新橋４－１０－７ 徳間書店インターメディ

協力，松下電器ワープロ事業部､‐アスキーシステム事業部

７２

と思う。終了アドレスは、せいターボＲマニュアル「ＢＡＳ

ア

ＭＳＸ・ＦＡＮ｢ＢＴフォーラム｣係

－ケ

ヨシ
鬮 回
扇 Ｂ回プログラムコンテスト公園冒宣のお願い
五第Ｓ回プロコン最終審査の概要
第Ｓ回プログラムコンテストのＭフ
ァン大賞(賞金30万円)は、完全な公開

Iｪ臼巽｡｣`皿巽･奇

ｉ第B回ﾌﾞﾛｸﾗﾑ コンデスト 第三次メミラミート作間i；

10月号ｂｙＳ１ＬＶＥＲＳＮＡ１Ｌ

ＮＵＣｌＦｌｌＲ

10月号ｂｙ木内ヤスシ

キ1000通、１１月号掲載のぶんは日程と
のかねあいでアンケートハガキ500通

ｎＦｌＶＩＮＤＵＳ

10月号ｂｙＴＰＭ、ＣＯＳＯＦＴＷＯＲＫＳ

ｎＦｌＶｌＮＤＵＳＥＡＳＹＳＹＳＴＥＭ

11月号ｂｙＴＰＭ・ＣＯＳｏＦＴＷＯＲＫＳ

ＣＤｌＯｓｓｅｕｍⅡ神の試練

11月号ｂｙＨ１ＤＥＹＵＫｌ

ＥｍｐＤｒｅｒ

11月号ｂｙＴＡＮＡＫＡ

を集計し、それぞれの号の人気調査で

Ｂ位までに入った作品を｢第已次ノミ
ネート作品｣として最終選考します｡第
２次ノミネート作品は、右表のＳ作品
です。おなＵ作者によるものが含まれ’
ていますが、すべてまったく別々の作：
品として扱います．
最終選考は、一般読者から送られるＩ
ナソニック、マイクロキャビン、Ｍフｌ

公開審査用紙蕊ｺﾋﾟｰしたものは無効です。
⑥各作品の各項目について､あなたの｢感じ｣にもっとも近い点数を○で囲んでください。
作品名

NＯ

ＲＥＡＬＶＯＬＬＥＹ

１

公開審査用紙(右)と､特別審査委員(（｜

L、

アン編集長)から回収する公開審査用｜

紙を集計しておこないます(ただし､特｜
別審査委員の点数は１０倍して集計しま;

２

ＮＵＣＬＥＵＳ

す)。
ら臼玲■」

「４Ｊ

その集計の結果、第１位のポイントｌ
をあげた作品が｢Ｍファン大賞｣を獲得Ｉ

賞｣｢編集長賞｣は､それぞれの特別審査｜
委員に独自の判断で決定してもらいま’

す。そのさい、公開審査用紙の集計結｜

４

DELVlNDUSEASYSYSTEM
DELV1NDUSEASYSYSTEM

CoIoseumⅡ神の試練
Coloseumn神の試練

果などを資料として参考にしてもらい｜

ますが、その参考のしかたは審査委員Ｉ
それぞれの判断によるものとします。ｌ

ＤＥＬｙｌＮＤＵＳ
DＥＬｙｌＮＤＵＳ

閂、］

することになります。

｢パナソニック賞｣｢マイクロキャビンｌ

＄ｆＩ‐Ｅｒ０●Ｉ？

ＲＥＡＬＶＯＬＬＥＹ

審査によって決定します。
１０月号掲載のぶんはアンケートハガ

６５

Emp．『e『
EmpOrer

新鮮

痛快
痛快

１２３４５
６７８９１０
６７８９１，

２３４５
１２３４５

徹ち密当１輝き
綴勒密：
輝き
２３４５
１２３４５

６７８９］Ｕ
６７８９１０

１２３４５
６７８９１０

１２３４５

１２３４５
］２３４５

２３４５
１２３４５

２３４５
１２３４５

６７８９］０

６７８９１０
６７８９１，

６７８９１[
６７Ｂ９１Ｄ

６７８９１[Ｉ
６７８９１０

１２３４５

２３４５
］２３４５

２３４５
１２３４５

２３４５
］２３４５

６７８９１［
６７８９１０

ヨ７８９１０
６７８９１０

６７８９ｍ
６７８９１０

６７８９］０
６７Ｂ９１０

］２３４５
１２３４５
６７Ｂ９１Ｄ
B７Ｂ９１０

２３４５
１２３４５

］２３４５

２３４５
］２３４５

６７８９１０
６７８９m

６７８９１０

６７８９１［
６７８９１０

１２３４５

２３４５
１２３４５

２３４５
l２３４５

２３４５
１２３４５

６７８９ｍ
６７８９］、

６７８９］[0
６７８９］０

６７８９１０
Ｂ７Ｂ９１Ｄ

６７８９］０
６７８９１０

２３４５
］２３４５

２３４５
１２３４５

２３４５
１２８４５

６７８９１[Ｉ
６７８９１０

６７８９１０

６７８９１Ｕ
B７Ｂ９１０

１２３４５
）２３４５
６７８９ｍ
６７８９１０

６７８９１０

また、ほかの賞の受賞作品と重なるこ’
とを禁止しません。

⑨Ｂ作品のなかでもっともＭファン大賞にふさわしいと思う作品はどれですか｡番号で答えてください。

■あなたが審査委員です

そこで、読者のみなさんにお願いで’

す。以上の最終審査にご協力をお願いＩ
します。右の｢公開審査用紙｣の薄くアＩ

ミのかかった部分にもれなく記入した｜
うえ、キリトリ線にそって切り取り、｜

iVO
Ｏその理由をなるべくかんたん
に述べてください。

〒１０５束京都港区新橋４－ＩＯ－７
ＴｌＭＭファン編集部

「第Ｂ回プロコン最終審査｣係
までお送りください。１１月30日必着で’

。ほかに鴇総評､とくにいいたいこと､などがあれば自由に書いてください。

す。ただし、第已次ノミネート作品のｌ
作者およびその家族の方はご遠慮<だｌ
さい。

協力していただいた方のなかから抽１

選で以下のプレゼントを差し上げます。キ

Ｉ

’0名嫌に、「スーパープロコレ｣シリリ
．，0名様に、Ｍファン特製ブランクデト

フリガナ

・10名様に、Ｍファン特製テレホンカ線

氏名

ーズ１～Ｂのうち１つ

塵空

ィスクｓ枚セット＋ホルダー(市販品）リ

男

女

年齢

学年
職業

一ド

また、’993年２月号の選考結果発表ｌ
の記事中､数人の読者審査委員(審査用：

紙を送ってくれた方のことです)に電ｌ

話などでコメントをいただくことがあＩ

ります｡その場合は､別に規定の謝礼ＪＫ

住所
電話番号

〒□ｎｎ－□□

冠（）

都道
府県

1

１１

を差し上げます。
編集部整理番号

7３

読者アンケート

ｒＭＳＸ・ＦＡＮ｣ては読者のみなさ

回今月のスーパー付録ディスク(表

んに、より充実した誌面を提供するた

Ｓ)のうち、おもしろかった(または役

めに、以下のアンケートを実施してい

にたった)ものを順にＳつまで答えて

ます。回答は必ず右のとじこみハガキ

ください。

をご利用ください。

図会目のスーパー付録ディスク(表

回答していただいた方のなかから抽

プレゼントリスト
ほしいソフトの番号をアンケート回答

ハガキに記入してください(それぞれ
のソフトの詳細は各掲載ページで)。

Ｎａプレゼントソフト名蝿ページ

Ｂ)のうち､遊んで(見て)つまらなかっ

選で21名様(各ソフトＳ名様)に合月号

たものを１１頂にＢつまで答えてください。

で紹介したソフト(プレゼントリスト

回あなたの持っているＭＳＸ２／

参照)を差しあげています｡しめ切りは

Ｂ＋／turb□Ｒ以外のパソコン､ゲー

ｌザ・タワー(？）オブ・キャビン……･･･…４

11月20日必着。当撰者の発表は１月Ｂ

ム機はどれですか。番号に○をつけて

２蓋き狼と白き牝血・元朝秘史……･･……・６
３プライ下巻完結編･…．...………………･…10
4キャンペーン版大戦略Ⅲ･･………･………｢６
５SimpleＡＳＭ…･……･……-…,……･…･……42
6ぽほ梅底のCG描き方入門…･…………･86

曰発売予定の本誌已月情報号の欄外で

ください。

７スーパープロコレ３

行います。

①ファミコン(スーパーファミコンも

合月の記事

■アンケート

含む）

②メガドライプ(マークH1も含む）

どれですか。いずれかの番号を○でか

ＯＰＣエンジンｏＰＣ８Ｂ系

こんでください。已台以上持っている

⑤ＰＣ９８系(ＰＣ－２８６系も含む）

表紙

場合は数字の大きいほうを答えてくだ

ＯＦＭＴＯＷＮＳ⑦X6BOOO

＜FANSCOOP>ザ･ﾀﾜｰ(？)オブ･ｷｬﾋﾞﾝ

さい。

oゲームポーイ◎ゲームギア

ｅＭＳＸｔｕｍＤＲ(Ａ１ＧＴ）

回あなたがふだんよく読む雑誌を表

Ｏどれも持っていない

４のうちからＳつまで番号で雷いてく

図会後、turb□Ｒ(Ａ１ＧＴ)を買う

ださい。

予定はありますか(□で⑤以外の人の

国会月号に掲城されたファンダムの

み答えてください)。

プログラムのなかで気に入った順にＳ

①もうすぐ買う予定

つ番号を醤いてください。

②いずれ買いたいと思う

①１口□ロロロロロロロ色同時表示

Ｏ買うつもりはない

②氷をつくろうＯシヤドウヒーロー

回次の周辺機器で持っているものに

ズ④ＯＶＥＲＴＨＥＨＯＲｌＺ

全部○をつけてください。

ＯＮｏＢＥＮＤＢＥＮＴＯひで－

①ジョイスティック(ジョイカード）
②ディスクドライブ(内蔵も含む）

話⑦ブロックホールＯＴＥＭｌＭＵ

Ｏ増設ＲＡＭ(ＭＥＭ-768）

ＦＬＯＷＥＲ⑪どれも興味がない

④プリンタ

国会月号に掲減されたＦＭ音楽館の

ＯＪｕＭＰＢＡＬＬ⑩ＭＡＫＥ

ください。

ＯアナログＲＧＢディスプレイ

①Mystic□ａｎｃｅ②チェイス

⑦モデムＯマウスＯＭＩ、|楽器

Ｏ働き蛾の踊り④Dese｢te｢…

(音源モジュールも含む）

⑤Ｏｕｔ□ｆｓｉｇｈｔｏらつたった

⑩どれも持っていない

⑪その他(具体的に記入）

⑦タコ＆イカＳＵＰＥＲＯＲｅｓｔ
ｉｎＰＢａｃｅｏＢＡＲＡＤＵＫＥ⑪

四近々、何か周辺機器を買う予定が

どれも興味がない

ありますか。ハイイイエで答えてく

⑰業務用、ファミコン、ＰＣＨＢ／９８

ださい。あるとすればそれは何ですか。

などの他機種から、会後移値してほし

回の番号で答えてください。

いと思うソフトがあったら、その名前

回ＭＳＸでやりたいことを次のなか

を１つだけ書いてください。シリーズ

から選んで、興味のある順に４つまで

ものはその何作目かも明記してくださ

番号で答えてください。

い。

①ゲーム②プログラミング

国会月号を買った理由をあえて１つ
だけ答えてください。

＜FANATTACK＞若き狼と白き牝鹿･元朝秘史

くFANATTACK>ﾌﾟﾗｲ下悲完結編
ﾌﾟﾘﾒｲﾘl楽部
キャンペーン版大戦路Ⅲ／ｺﾝﾃｽﾄ発表
ゲーム十字軍

＜フアンダム>新・ﾏｼﾝ略の気持ち
＜ﾌｧﾝダム＞アル甲３＆４
＜ファンダム＞あしたは晴れだ./
BASlCピクニック

MIDI三度笠

３４シムシティー

35ｼﾕｳﾞｧﾙﾂｼﾙﾄⅡ

３６SimpIeASM(シンプルアスム）

ＧＭ＆Ｖ

３７水耕伝

ＡＶフォーラム

４０スーパー大戦賂

ＣＯＭ１ＮＧＳＯＯＮ

41スペース･ﾏンボウ

ＦＡＮＣ１１Ｐ

４２戦国ソーサリアン

４４増設ＲＡＭ(MEM-768）

表曰

|合月のｽｰﾊﾞ -付録ディスク

４５ソリッドスネーク

４６大航海時代
４７ディスクｽﾃｰｼｮﾝ各号

コーナー名
すべしやる｢ﾏｲｸﾛｷﾔﾋﾟﾝｽｰﾊﾟｰｶﾙﾄｸｲｽﾞ」
カミングスーン

ファンダムGAMES

ファンダム･サンプルプログラム
アル甲

FM音楽館

４８提趨の決断
４９テイル・ナ・ノーグ

５０ﾃﾞｯﾄﾞ・オブ・ｻﾞ･ﾌﾟﾚｲﾝ
５１Ｈ１神都市
５２ドラゴンクエストⅢ
５３ﾄﾞﾗｺﾞﾝ･ナイトシリーズ

ＡＶフォーラム

MIDI三度笠

ほほ梅暦のＣＧコンテスト

パソ通天国
ゲーム＋字正

54ﾄﾞﾗｺﾞﾝｽﾚｲﾔｰ英雄長弱
55億長の野望＜会甸145＞
56借長の野望・戦国群雄伝

５７信長の野望・武将凰亟録

MSXView

５８ハイドライドョ

あてましょＯ

５９パロディウス

ＭＳＸ－ＤＯＳへの入ロ

６０ﾋﾟｰﾁｱｯﾌﾟ各号

オマケ
Ｂ：

B1ViewCALC

62秘密の花園

表４

雑誌

６３ピラミッドソーサリアン

６４ﾋﾟﾝｸｿｯｸｽ各号
６５ﾌｧｲﾅﾙファンタジー

Ｎｑ雑誌名

3テクノポリス

4ゲーメスト
５ボプコム
６マイコンＢＡＳＩＣマガジン

７ログイン

実際に遊んでおもしろかったものを順

書いてください。

IDヒッポンスーパー

Ⅲファミコン通１月
'2ファミリーコンピュータマガジン

’３⑮ｽｰﾊﾟｰファミコン

１４その他のファミコン雑誌
I5PCEngineFAN
I6月刊ＰＣエンジン

１７⑭ＰＣエンジン

18メガﾄﾞﾗｲﾌﾞﾌｧﾝ
１９とれも読んでいない

⑩１０月情報号の当選者の発表は49ペ

7４

39スーパー上海ﾄﾞﾗｺﾞﾝｽﾞアイ

OＮＳＡＬＥ

けタイトル名とわかればメーカー名を

答えてください。

３８スナッチャー

ほほ梅｣厩のCGコンテスト
パソ通天国

回表１のソフトのなかで、あなたが

でつまらなかったものをＳつまで順に

29ｻｰｸ･ｶﾞｾﾞﾙの塔

ゲーム制作翫座

8バックアップ活用テクニック
9その他のﾊﾟｿｺﾝ雑誌

を順にＢつまで番号で答えてください。

２７サーク
２８サーク11

ＦＦＢ

]MSXマガジンのムック

画今月号の記事(表已)のうち、読ん

22グラデイウスシリーズ
23グラフサウルス

３３THEプロ野球激突ペナントﾚｰｽ

internationalizalion

2コンプティーク

しろく読めた(または役にたった)記事

１９キャンペーン版大戦賂Ⅲ

２０ぎゅわんぷらあ自己中心派
２Ｉ銀河英権伝説シリーズ

３２三国志Ⅱ

ＧＴフォーラム

⑤ＭＳＸの本はこの本しかないから

回合月号の記事(表已)のうち、おも

18キヤルシリーズ

３１＝国志

④ディスクのレギュラー内容

にＳつまで番号で答えてください。

１４エメラルド･ドラゴン

３ｏザ・タワー(7)オブ・キャビン

FM音楽館

と思っているものを１つだけ番号で答

ほしい昔のゲームがあったら、１つだ

１１ＡD&D(ヒーロー・オブ・ランス）
l3F-lスピリット

２６幻影都市

回表１のソフトのなかで次に買おう

画スーパー付録ディスクに収録して

１０ウイザードリィ３

２５激突ペナントレース２

＜ﾌｧﾝダム>スーパーﾋﾟｷﾞﾅｰｽﾞ講座

Ｏディスクのすぺしやる

してほしいソフトをＳつまで番号で答

９伊忍道・打倒信長

24ｸﾘﾑｿﾞﾝｼリーズ

ＯビジネスＯ学習⑩その他

えてください。

７イース１１１

８維新の嵐

＜ファンダム＞フアンダムスクラム

ｅ本誌の連城記事

⑦その他(具体的に書いてください）

５イース
６イースⅡ

今月のい－しよ－〈－情報
＜ﾌｱﾝﾀﾞﾑ>ゲームプログラム

①本誌の特集記事

０人にすすめられて

４アレスタ２

I6SDガンダムｶﾞﾁﾔﾎﾟﾝ戦士2

⑦コンピュータミュージック

えてください。

３着き狼と白き牝庇・ジンギスカン

１７王家の谷･エルギーザの封印

⑤ＣＧＯビデオ編集

団表１のソフトのなかで本誌に特集

IR-TYPE(アールタイプ）
２着き狼と白き牝鹿・元朝秘史

４３ソーサリアン

Ｉ１１－－－１

曲で気に入った順にＳつ番号を書いて

用している場合も含む）

Ｍｌ２３４５６７８９０Ｉ２３４５６

⑤データレコーダ(オーディオ用を兼

Ｏパソコン通信④ワープロ

－１１１－－－１１－２２２２２２２２２

⑪どれも持っていない

Ｎｑソフト名

ｌ５ＳＤスナッテヤー

Ｎｎ記
記事名

２３４５６７８９０－２３４５６７８９０－２３４５６７８

●掲載ソフト副本プレゼントつき！・０

Ｏその他(具体的に記入）

④ＭＳＸｔｕ｢ｂｏＲ(Ａ１ＳＴ）

ソフト

l2MSXView

表Ｅ

□あなたの持っているＭＳＸは次の

①ＭＳＸｅＭＳＸ２ｏＭＳＸ２＋

表Ｔ

66ﾌｱﾝﾀﾞﾑﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ各号
6７ぶよぶよ

68プライ上巻

６９ﾌﾟﾗｲ下巻完結編
７０フリートコマンダーII

7Iﾌﾟﾘﾝｾｽメーカー
７２FRAY

73ポッキー2

74魔導物語Ｉ－２－３
７５ＭｌＤｌサウルス

76"SlOS(ﾐｭｰ･ｼｵｽ）
77夢二･浅草萄諏
7８ヨーロッパ戦線
７９ラスト･ハルマゲドン
８０ランペルール

8【らんま'世

82魂の花園
８３ロードス島戦記

84口ｲﾔﾙﾌﾞﾗｯﾄﾞ
８５笑ゥせえるすまん

ジからの欄外で発表しています。

二n

Tg

蟇
五

１０月号からはじまったこのコ

そして、そんな中に、海外の

と題して、すでにコクサイカを

ーナーも結構好評で、うれしい

ＭＳＸユーザーと文通をはじめ
たり、ソフトのやりとりをした
りと、すでにコクサイカをはじ
めている人たちからの手紙もあ

はじめている已人、国際的ＭＳ

りました。そこで合回は、「わた
しはこうしてコクサイカした」

かぎりです｡中には、「これから
のＭＳＸにはプリメ倶楽部より
もこっちのページのほうが大切

なのだ｣なんていってくれるあ
りがたい人もいました。

こころみました。

日常からなにげなくはじまる

Ｘサークル｢ＧＨＱ｣の菱田孝次

コクサイカ。あなたもコクサイ

さん、］0月号でノルウェー産フ
リーウエアを編集部に送ってく

カしたくなったらＭファンまで

御一報ください。日本人の取材

れた岡本憲昌さんの已人に、編

なら言葉が通じるから楽だと思

集部のおさだかインタビューを

っているおさだでした。

。

霊知県。闘本臺臺きん(27)⑩塲言
菱田孝次(ひしだ.こ

として、海外のユーザ
ーとひんぱんに交流

ＫｷｷＢの『侍円盤｣もうちの作
品ですよ。(そうなんです｡わか

岡本憲昌(おかもと・

のりまさ）自営業の
27歳。Ｍファンの国際

らない人は１１月号参照）

化コーナーにいちは

－のフリーウエアは、そのドイ

ツ人の|胄報から存在を知り、手
紙を書いて入手しました。

やく手紙をくれた。
LlNKSの会員でもある

－アマチュア無線の設備はけ

●やはり海外の仲間がたくさん

~コクサイカをはじめたきっ

●もともとアマチュア無線をし

ふえたことです。
－手紙はやっぱり英語で書く

かけは？

ていたので……。最初の投資さ

③91年の春ごろアマチュア無線

えしてしまえば維持費はほとん

を使った国際パケット通信をし

どかかりませんし、経済的だと

とはいかなくとも、世界のＭＳ

んですよね。英語の勉強はどれ
くらいしていますか？

ていて、スペインのＭＳＸユー

思います。

Ｘユーザーのリーダーになりた

⑨特別にはしていません。以前

ザーから世界のＭＳＸユーザー

－そのドイツ人とは、どんな

いということでつけました。創

にアメリカに１か月ホームステ

あてに書きこみがあったのです。

内容で、どのくらいのペースで

立は90年のおわりころで、Ｍマ

イしていて、その家族とときど
き手紙のやりとりをしていまし

そこで、その人にメールを出す

通信していますか？

と同時に、自分もそのような書
きこみをしてみたら、ドイツ人

ＯＮＤｌＳＫを買ったのがき

た。やはり、手紙を書いたりす
るのは慣れが大切ですね。

●ソフトや雑誌の情報交換が主
です。１回メッセージを送るの
にＳ曰かかり、うまく届かなか

っかけです。現在のメンバーは

－さいごにこれからコクサイ

交換などをするようになりまし

ったりすると１か月くらい音信

Ｓ人で、活動としては、世界の

カをはじめようとする人に一言

た。スペイン人からは全然返事

不通のこともありますね。

ＭＳＸユーザーと文通をしたり、

お願いします。

がありません。届かなかったの

－さいごに－＝。

Ｓか月に１本のペースでディス

●根気よくつづければ、だんだ

かな？(国際パケット通信では、

●失敗をおそれずに。やはり、

クマガジンの制作をしたりして

ん輪が広がっていきます。がん

相手にメッセージが届かないこ

やってみなければはじまりませ

ともままあるそうだ)ノルウェ

ん。あたりまえですが。

している

－ＧＨＱとはどんなサークル
ですか？

､サークル名は第二次大戦のＧ
ＨＱからとりました。総指令部

ガにのっていたＭＳＸ－ＥＮＧ

ｌＮＥの記事をみて、ＤＲＡＧ

います。ＤＲＡＧＯＮＤｌＳ

‘EMMAmSHiDA`MRTERS

－－いままでこのような活動を
していてうれしかったことは？

ばりましょう。

●隅・に入りませんか
現在ＧＨＱでは会員の募集をして
います。国際化のこと、ＤＴＭ(デ
スクトップミュージック)に興味
のある人で会員になりたい人は、
62円切手を貼った返信用封筒同封
で下の住所まで。

作品｡世の中狭いもんですな

〒341埼玉県三郷市早稲田

７－１０－１２菱田孝次

10月号のフリーウエア紹介でちょ
っとふれたMSXPAlNTが岡本さ
んから送られてきた。３Ｄのグラ
フィックがかけたり、ビデオデジ
タイズができたりと、たくさんの
機能をそなえたすぐれたグラフィ
ックツール為

竃

！… ＃

』蝋一》

｣

1F

。

圃辿

○１０月号でも紹介したJuanSalas比の

作品。やっぱりペルディ・ブラ／

〒服

③DRAGONDlSK＃８の'侍円盤｣はGHQの

から返事があり、互いに|胄報の

つこう高いのでは？

ヨ

辮…鬮刷

うじ）某大学経済学
部に通う18歳。サーク
ル｢GHQ｣のリーダー

サムライテイス夕

⑰
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1か所直したらあとは必要に応じて足したり､削ったり､直したり

会回は、拡張ＢＡＳｌＣのＦＭ

塞

課ゾ埼鈩ｖごう
綴（

されている｢タコ＆イカＳＵＰ
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⑪－

Ｉ

元のＦＭ音源用データの中身を

何だかわからない曲になってし

音源用データをＭｌＤ|音源用

ＥＲ」（ｂｙみそねこ)。せっかく

(ＰＳＲ-500)データに直すこと

よく把握しておくことだ。なぜ

ＭｌＤｌ音源を使うのだから、よ

まうかもしれないだろう。
あとは表の必要に応じての欄、

にトライした。申し訳ないけど

なら、元のＦＭ音源用のデータ

い音で鳴らしたい、という欲張

をよく聞きながら、そのプログ

Ａ､Ｂ､○､Ｄの４段階に分けた

今月の内容もＧＴとＳＴ＋『浜・

ラムリストを見て、どれがメロ

ように、元のデータや自分の

ない。また、拡張ＢＡＳＩＣにつ

った目的が、じつをいうと、始
めにあったのだ。ところがＭフ
ァンのＦＭ音楽館に投稿されて

ディーなのか、ベースなのか、
などの割り当てをわかっていな

部分を直していけばよいのだ。

いての知識があることを前提と

くるデータは非常にレベルが高

いと、どこの音色をどう直した

くわしい手順は右のページ。

しているので、そうでない人は、

く、元の曲より少しでもかっこ

ら自分のＭＩＤＩ音源で聞くこと

また、直したデータは付録ディ

先月号のＭｌＤｌ三度笠の表やＳ

よくしようとするためには、イ

ができるのかがわからないから

スクに入れたので元のＦＭ音楽

Ｔ・ＧＴのマニュアルの83～94

メージに合った音色を選ぶのに

だ。また、音源が変われば、当

館のデータと聞き比べてほしい。

184～186ページ、またはアスキ

とても時間がかかってしまった。

ーの『ＭＳＸ－ＤａｔａｐａｃｋＳ』

然音量バランスなども変わって

それでは、ＦＭ音源用データ

しまうので、かんたんにＰＬＡ

の645～655ページを参考にして

をＭｌＤｌ音源用データに直す方

Ｙ＃１と直しただけでは、何が

プログラムリストを表示させた
りする基本的なＢＡＳｌＣの操
作方法も載せておく。

ほしい。

法を右下の表にまとめておこう。

ＰＡＣＫ』ユーザしか対応でき

使用した元の曲のデータは付
録ディスクのＦＭ音楽館に収録

ＦＭ音繍用データをＭｌＤｌ音源用データに直す方法
FM音源用ﾃﾞｰﾀをＭＩＤＩ音源用ﾃﾞｰﾀに直す方法

そのさい、いちばん大切なこと

は、表の準備の欄にあるように、

基本的なＢＡＳＩＣの操作方法
ＬＣＡ、，，プログラム名,，③
ＬＯＡＤ"プログラム名"⑥

フロク゛ラムリストを表示させる
プログラムリストを表示させる

ＬｌＳＴ③
LｌＳＴｏ

特定の1行だけ表示させる

ＬｌＳＴ行番号⑪
ＬＩＳＴ行番号｡

ある範囲の行を表示させる

ＬｌＳＴ行番号一行番号⑪
ＬｌＳＴ行番号一行番号⑰

プログラムの実行
プロク､ラムの実行

ＲＵＮ③

準備
必ず直す

必要１
必要に
応じて

リズムを使う場合
リズムを使う場

ＣＡＬＬＭＤＲ(ａｓ,Ｍ,Ｃ,Ｈ)を足す
ＯＡＬＬＭＤＲ(Ｂ,Ｓ､Ｍ,Ｃ,Ｈ)を足す

曰
囹

吉乞L番号をＭｌＤＩ音源のプログラムナンバーに変える
吉魚雷号をＭＩＤ|音源のプログラムナンバーに変える

□
■

ＭｌＤｌに不用なデータがあったら消す

■
□

音量バランスを実際に聞きながら整える｡その他
量バランスを実際に聞きながら整える｡その他

※ＦＭ音源の音作りに関する命令は､ＭｌＤｌに関係ないので必要ない
ＦＭ音源の菅作【｣に関する命令は､MlDlに関係ないので必要な世、

｢ソーサリアン～呪われたオアシス』より
｢砂漠｣(ｂｙＥＮＤ－ＭＡＮ)の詳しいリズ ム、
各パートのうちわけ表

本文で(吏用した､付録ﾃﾞｨｽｸのFM音楽館に収録されてﾘｽﾞﾑ楽器名ｷｰｱｻｲﾝﾌﾞごL77に
ＤＢＣ＃
49
いる｢タコ＆イカｓｕＰＥＲ｣(byみそねこ)をＭ１Ｄｌ音源用ＣｒａｓｈＣｙｍｂａｌｌＥｉＢＣ＃４９
ＣｒａｓｈＣｙｍｂａｌ
48
に直したデータ(PSR-500用)と､Iソーサリアン～呪われたＡＣ□ｕＨｉｇｈＴＤｍＤＢＣ４８
Ａｃ□ｕＨｉｇｈＴＤｍ ＤＢＣ

ＤＥＡ
45
オアシス,より｢砂漠｣(byEND-MANcM-32L用)の2曲ＡｃＤｕＭｉｄＴｏｍＤＥＡ４５
ＡｃＤｕＭｉｄＴｏｍ

4］
ＡｃＤｕＬｏｗＴｏｍ ＤＢＦ
のＢＡＳＩＣプログラムです｡BASlcで起動したら､付録デイＡｃＤｕＬｏｗＴｏｍＤＢＦ４］

ラ’鋲鳥鰔

ＪＪｘ－－国汀

Ｔａｍｂｏｕ｢iｎＢ

ＤＳＦ＃５４
ＤＢＦ＃
54

ＲｉｄｅＣｙｍｂａｌ
ｽｸを入れて､上にあるﾌｧｲﾙ名をそれぞれLoadして閂慨;冊:｜OSD蝉５１
ＲＵＮするだけです。
ＥＩＢ、＃

5］

パート|ﾁｬﾝﾈﾙＩ
ＥＳ４ＳＳ７Ｂ川旧

ゴリズム楽器のうちわけ

且各パートのうちわけ

１ＥＢ４ＢＳ７ＢＳ

ファイル名:ＴＡＫＯＩＫＡ,ＰＳＲ/ＤＥＳＥＲＴ・ＭＩＤ

ＰＬＡＹ＃２－>ＰＬＡＹ＃１
ＰＬＡＹ沖2--＞ＰＬＡＹ判

Ａ

※－はマイナス
懸一はマイナス

管会周の付録ラ爵イスク

ＦＭ音源用データをよく聞いてから､プログラムリストを見る。
どれがメロディーなのか､リズムは使用しているのか等をプロ
グラムから把握する

☆プログラムを書き換えたら必ず⑪を押すもＯはリターンキーのこと
☆プログラムを書き換えたら必ず⑫を押すも○はリターンキーのこと

１‐Ｉ

ぐ〆Ｑ蝋

プロク鱸ラムを読みこむ
プ１１グラムを読みこむ

ＭＩＤ|音源に合わせて、必要な

役割
メロディー

コード(高音部）
コード(低音部）

ベース

アルペジオ

サブメロディー(高音部）
サブメロディー(低音部）
パーカッション
ドラムス

☆10月号のこめ/uなさい☆Ｍフアン１０月号にｉｉｌｔ±ていた｢MIDIやりたい別アイテム｣に間違いがありました。タイトルのMlDlやりたい別アイテムの右に､各
色の線てﾔ}議していますが｢STは赤色ＧＴは水色｣は間違いで(正しくはrsTは水色ＧＴは赤色｣のi線の色です｡間違えた二とを皆撒に深く瀧宅びいたします。
Ｇ
ｑ－崖二

＝

建一････

、一夕

'1:Kｊ

し、

２．℃

、

嚇鑑一噸》

ｆ壯

例>付録ディスクのＢＧＭ｢ﾀｺ＆ｲｶＳＵＰＥＲ』をＭＩＤＩ音源(PSR-500)用に直す手順
元のデータのＦＭ音源｢タコ＆イカＳＵＰＥＲ｣は､みそねこの作品ご付録ディスクのＦＭ音楽館のなかに収録

音源用に音色を設定する

ＭＩＤl音源の音色設定に配列変数を使った｡13～26行

定されている音色が自動的に変わるようにするためだ６行13が配列変数
の宣言だ６行15からｶﾍﾞＦＭ音源で使っている音色を､Ｔ（特に意味はな

ｌ７Ｔ(Ｂ)＝53：,flutel２４Ｔ(82)＝Ｂ：､pianDB

いがトーンの頭文字)の配列変数で１つずつ設定したもの｡元のFM音源
用データは使用音色数が多いのてく特にこの15～26行目の＝の後の数値

は、聞いては直しをいちばん繰り返した場所。このように配列変数を使

うことによって蝋ＭＩＤＩ音源から音色を選ぶのがずいぶん楽になるのjEb，

の後に元であるＦＭ音源の音色名をメモ代わりに入れた力《音色名を参

考にしても、思うとおりの音色にならないこともあった。

用の曲はプログラムチェンジが多いのてく書き換えもれがないように気

をつける。元の曲の使用音色数か妙ないときは、配列変数を使わずに直

接＠の後の数値を自分のＭＩＤＩ音源の音色番号に書き換えてもいい。
る

配
Ｔ
(7６

i1I

詞Ｉ〃希

出曰く 雪刀

き掴 えて何

ＩＬ
－ニ
ー

とをいうと、この露ﾘ変数の使い方はＭファンのファンダエム班の人に!{j【えてもらった

『￣
⑭

しMlDI音源用に直した行60の｡ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾅ「面三了而７１
ンバー」
☆MIDI音源用に誠ﾘ変数ｶ種えるように書き換えた行番号☆
60,80,160,180,200,240,280,3109320,360,3809400,420,4409460,
470,480,490,520,540,5607580,590,600n610,630,680,700

として扱ったので、テンポ設定の文字型変数Ｔとダブってしまった。そ
こで、まずテンポ設定のＴのほうをＴ＄に書き換えてから、Ｔを凹醗h型
変数に戻した(DEF1NTT)。とくに行番号なとく元のプログラムにはな
るべく変更をｶﾛえないようにしたのてく手I頂１では音色設定に行13～２６
を足したために､ＭＩＤＩでは元の行20を未使用の行番号に変更した｡２つ

」」＝Ⅱ
召'〃子HＥ

ｇｌ

o違う楽器の人は＝の後の数値を自分のＭｌＤｌ音HRIに合わせて変えればよい｡ほんとうの二

の音色番号

るすべての｢＠FM音源の音色番号｣を右の60行の例のように｢＠＝ｔ

３

20T(１６)＝41：'vibra-phOne

傍元のＦＭ音源用データの行60の｢＠ＦＭ音源

ユロ１１

(FM音源の音色番号)；｣の形に書き換える｡今回使用した元のＦＭ音源

人 を 設完

18T(4)＝５５：℃IarinBt２５Ｔ(33)＝８７：,ｗ□odbBss
l9T(Ｓ)＝５２：,trumpet２６Ｔ(36)＝73：､flutB2

￣

￣

手順１で定義した配列変数が使えるように、元のデータで使用されてい

〆

１６Ｔ(日)＝35：.vi□|iｎ２３Ｔ(28)＝42：℃ｏｗｂｅｌｌ

霞の』 ＬＣの方彊

元のデータの２０行は、リズムを含めて７チャンネル分の音を使用し

(MUSICの後のカッコ内の数値)､ＦＭ音源用の音色作りの設定をしてい
る(FORＺ＝１から最後までの内容)ので、MIDIではリズム設定を足し、
不要なFM音源用の音色作りの部分を消す。また､手)頂1でＴを諺Ⅱ変数

に分けたのは見やすくするため。

ｒ】ント僑鞭「ＭｌＤ１

１５Ｔ(０)＝Ｓ：,piano２２Ｔ(24)＝74：，ｓｙｎｔｈ

(ＭＩＤＩ音源のプログラムナンバー)を変えることによって､それぞれに設

り

ＦＡ１ＲＴＯＫＹＯと☆日時はⅡ月犯日（土）Ⅲ～旧時・朗日（日）Ⅲ１旧時
疵熟紛狸製讃琵恋厄胆にプレゼ ンⅡ用筆剖翠混壁自分の宛名を僻き舵円切手湯貼った返僧用封筒鷺申し込み用紙の

１３，ＩＭＴ(63）２］Ｔ(１７)＝Ｂ：，kotD

配列変数で音色設定をしてプログラムを改造する｡＝の後に付ける数値

２１繍議i謹鑿Mｉ

酔班釆露工壬旬斫若凧縫叫酋印研 有ＭｌＤ－墾宙橘Ｕ持っているピッッーの、春、名瀞萌召印する臣とｐⅡ月旧日必》瓦

の表のＢの方法にひと工夫）

☆Ｔの変数がダブったので､テンポの変数のほうＴをＴ＄に直す

陵譜男富罐卜行４０画】吟冠三〒'50'']修繍房謀れ±

し元のＦＭ音源用プログラムリストの行20

12mCLEARggg:MUSlC(1.q1.1J、Ⅷ):DEFSTRA-Y:FpR
I2poLEARSSs:lVIUSlC(…]Ｊｍｎ１:DEFSTRA-Y:FDRZ=]T･S:POKE&H藏忘mllEi壺可E凰F1F丙巨aTJU-」
恩

>ＭｌＤｌ用にリズムの設定をし､音色用設定に使ったＴとテンポのＴの区別をつけた｡行11,12に変更
lｌＣＬＥＡＲｐｐｑ

１２ＭＵＳＩＣ(１，０，１０１，１，１’１，１）：ＭＤＲ(3ａ５２，４１，６２，５７)：ＤＥＦＳＴＲＡ－Ｙ:ＤＥＦｌＮＴＴ

４

テンホ の変数一

Ｙ文の TもＴ３
ＴＰＩ

ＡＹ＃１

慧贈'L蛎竺'獣

>元のＦＭ音源用プログラムリスト行BOO

800ＰＬＡＹ＃巳,Ｔ,Ｔ,Ｔ,ＴｆＴ.Ｔ゛Ｔ
陰ＭＩｎｌ害源田1戸肩1,か得Ｒｎ、」広（
一一一一弓

MIDI音源の２チャンネルから鳴るように､新たにPLAY文として使用す
Ｍ１Ｄ箇原の２チャンネルから鳴るように､新たにPLAY文として使用す

Ｓ鵬しﾖi漂執鵜I;llFl;１
Ｓ鵬|ﾖi夢臼ﾈﾙ:i鑿!f:縣蕊ｉｉ鰹ド

るボイスチャンネル（トラックのこと)に設定して､行805に足す。２チャ
るボイスチャンネル(トラックのこと)に設定して､行805に足す。２チャ
ンネルからにしたのはＣＭ－３２Ｌユーザーのためだ｡このチャンネル設定
ンネルからにしたのはＣＭ－３２Ｌユーザーのためだbこのチャンネル設定
は音力鴨る前かＰＬＡＹ文のいちばん最初にしないといけない《，
は音力鳴る前かＰＬＡＹ文のいちばん最初にしないといけない。

805PLAY＃1,℃HＥ","oHB","oH4''’''@HB''’''@HS","､Ｈ７"’''@Ｈ１O''iii鱒霊:噌鵠ﾋﾞｷﾞｧ織な
鯵諦竺赫喫’805PLAY#1,℃Hロリ､HS卿,℃H4'？。H曰り゜HSり゜Hｱﾘ｡H１０''iii鱒霊:W齪悪潅辮
陰染謹Z棚Wl-1U且ｐＥ７Ｉｍ・坦やH…H筐WQH己竺旦旦とf・UZL1五-１i懲雲ｴﾗi癩繭ｷﾞﾏ廟

夛蓬＜ぐ゛表緬ﾊﾞﾋﾞ・僻瘻了舂…雪議'弓…蟻… 譜万
圃圃

、＆

１，、ｊｌ

を設定していたのてくそのＴを全部Ｔ＄に直した。これでやっとＴの変は、すべて＃１にする(行800～930)。二れを忘れるとＭＩＤＩ音源を鴨ら
を設定していたのてくそのＴを全部Ｔ＄に直した。これでやっとＴの変（ま、すべて＃１にする(行800～930)。これを忘れるとM1Dl毒原を鳴ら

数の扱いのダブリを解消したことになる。それから、PLAYに続く＃２すことができないので注意。
数の扱いのダブリを解消したことになる。それから、PLAYに続く＃２すことができないのでi主意。

臘川Ⅱ臘膨肉必冤（

ＢＵＤＰＬＡＹ＃１，Ｔ＄，Ｔ＄，Ｔ＄，Ｔ＄，Ｔ＄，Ｔ＄，Ｔ＄
手順３でテンポの変数を変えたので、それが出てくるPLAY文を探して
|皿PLAY麹1,両T＄T$,~〒盃TT颪〒扇T二f盃一
尋曉で了ぞ惣寧数埜塗り互世独弾、ぅpしA泣罐LrlqUU-ﾋﾆilL塾11ニョiユ型Ｉ里2-工里LT$,Ｔ$,Ｔ＄｜
直さないといけない。元のプログラムの行800力溶チャンネルにテンポ
直さないといけない谷元のプログラムの行800力塔チャンネルにテンポ

鶴鍵

CQ

慰蕊

蕊

轤

謬参

―

ザ現

、

騨鯵

iiM

ク

する
企画箸

コンパクトな企画醤
最近、企画書が送られてきて

も、どうも合一つだな。これと

しまいました．

私は鬼にひどいnにあいながら､必死で天1ＺＩに行けるよう祈ってい＆した．
そして祈り力麺じたのか､今.目の耐に上の方からいくつものｸﾓの糸力祷り

進をし､睡気を吸い取るためプレイヤーに取りつく．）

1人Ⅱ]か２人Ⅲを譜_16

ズヤiIとにUrt･
ｽﾞﾜ1.-1吋ざ

何といってもいちばんよい点

Ⅲ

･クモの糸について
‐クモの糸について〕凹沃
糸につか攻っていると.糸の太さが注FI1から少しずつ』ﾛくなり（３段階)しりl｛
て訴ちてしよう･黙細くむろ｣H所はﾗンダム一同１

瀞ちているとき方か左のカーソルをjllu･I虹ｎVの糸にﾌﾞRび】Pること力rllI来る．
（ただし.すぐ関の糸に、って.2つBiの糸には移れない）-,回2

飛び移った糸の太さは.1,,1油ろ.、汗?時111が.良かった場合は.2IJI研波
乱一ｕ３
地lZkにnFちてら､ｼﾞｬﾝﾌﾟして、く糸力rIhIしばﾌﾟﾚｲ暁行.ない13台はＧＡＭ
ＥＯＶＥｌＬ

ＩＰ#下中.ｷｯｸは111糸ない．

川

曰ｚ,縄J率７諦宝J泉

1１

箒lkl，

１

Ｖ
ｸﾞｽ

聯羅粛W率

ＩＩＰ-,|’

，天田にたどり請けばｸﾘｱ.ｸﾘｱする度に政がjtlえ.糸の剛久ｿjb1ui少すら．
,スコブにつし$て

敵キヘ･ﾗと例寸と上がり.ＩＥＩ□【に瀞ちらと下がる．

ＸｌＺＩに薪いたときのﾀｲﾑで３１(-ﾅｽ．

ユー全人一フーＴ－－イＬ＝－－ｺＬ､-戸
＝ノミフーJ--イＯ＝一つし、て

iｉ １ ’ １
miliWi
Ｉ

かい文字もよく見えるように、
大きく載せておいたぞ。

ｒ

儲

ＯＢ~左ｷｯｸ

が飛んでくる.）

灘天使のいたずらEIﾀﾄIﾕ､ｷｯｸで隼iulIl来る．

↓置副

ん。じっくり見てもらおう。細

（糸を折ってないときは、猟上にジャンプ】

０－糸と脚ワる゜
や一方ImIIDの糸に移動．
６－－左閉りの糸に秒勤．
Ｏハーイマキヅク

ｊ－

まず、見てもらうのがいちば

煎

･プレイヤーの操IlZ
f-糸をjlろ．

天使のいたずら(ﾉﾋﾟrflにいる天fhの工l蝿．ﾌﾟﾚｲﾔｰめがけてffい矢

１

へ叩

廻而lエ

－鱸Ｉ

てみよう。

下団一ｎm（j2獄から飛んで来て体当たりをしてくる．）
[Ij周一死神(糸を少し１`つりﾉﾘ邪匝をする．）

」&｣雁1-怨護（汁､ｸﾓの糸で天､にいけなかった名･の．執念の幽出.１蝿を勧

ＸAはこの糸を卯って何としても_XInl7きます．でIｉｌｉ
Ｊ

いものなのか、最近の投稿のな
かで一際輝いている傑作｢クモ
の糸にすがる思い｣(埼玉県羽生
市の樋口哲夫＜ん18才の作品）
をばっちり分析しながら、考え

･ハセキャラ

てうk生した.幸い_)Ⅱﾘに１６tだれい'逃せん．

いよな゜プロだって、頭悩まし
うやくできるんだもの。それで
もポツってことが多いし。
そこで、どういう企画書がよ

らと渡っていく_(高い所から脇ちるIZど､域!)沈嶬い）
すべて其<なると､時l盃の彼I）殻と化し､GAMEＯＶＥＲ．

狐は凶陞て丙r､もちろん人間のてす.どこをどう､返ったのか、j且依に落ちて

企画害を書くのって、むずかし
て、悩まして、悩まし続けてよ

漣気とIilI5ﾌﾟ｣の`Lうなじので､敵ｷﾔﾗの攻撃を受けたり､jluばに瀞ちたDす

二.ニヱトーリー

后一皿市の念、大宝化

いって、目を引くものがない。
寂しい限りだけれど、やっぱり

･霊気について

1-タイトノレｸﾓの糸にすがる思い･ｼﾞｬﾝﾙｰアクション

》･ＩＦ'熟腫仙M“て狸．
目ユPlｪ詰仙'てnKて毛示
念1詞ＩＦ方壼.I江１人プレイロテヒ同し

､jiiLと可興にスクロール

@糸と巫気とnｋｷｬﾗについては１人ﾌﾟﾚｲと同じ．
・ISIの糸にMら枇乎を.ｷｯｸで攻撃ⅡI来る．

・攻撃を受けると.蒟っている糸が細くたら．
.先に天、に弱いた方の１５ちでamIHn.
＝－力廷壱と6＝

プレイヤーを人IHjにしないで．1Fとか鯛にしようかとも思いﾕしたが､何とい

うかﾘｱﾙさに欠ける感じなのでこうなりました｡

これがもしゲーム化されたらPTAから文句が出るかも知lﾋｴせん（てたこと

kLないと思うけど）

5）11ﾅに魁いてJDった゜こうに､幽楓の大きいゲームI土･･火ぺY-Z人でI土広がＷ･

ぎて土とよりがなくなるので難しいと忠います．
こういう小さいゲームもいいて､｢よね．

Ｄｙてちゃぼ

〒汁ゲ

プ苛多県羽任了

懇恒電|え１軒

１１Uこいつく七いら'ま/Uよい点うもそれだけでダメみたいだね。語バリバリの超難解企画書に思必要はないけれど、やっぱり短

は、わずか已枚しかないことへ

は、わずか已枚しかないこと。そんな人たちがゲームの企画えたらしい。いにこしたことはない。短く、
別に少なきやいいってもんじゃ害なんか見るの？といわれそそのため、お父さんが幼稚園見やすく、わかりやすく、それ
ないが、巳～Ｓ枚は、ベストのうだが、見るんだよ、これが。

児の質問に答えるよろしく、ゲでいて、内容はてんこ盛り。む

枚数だ。だいたい、一般企業のお偉いざ－ム業界では逆に通用しないよずかしいだろうが、結局は、こ
僕の場合、Ｓ～Ｂ枚の企画害んだ。うな摩訶不思議な企画書を書かれしかないのだぞ。
をよく書くが、ゲームを知らな僕も以前某メーカーがｹﾞーされたことがある。おまけに、ストーリーは、簡潔に
い人に見せた場合、最後のほうムを作りたいから、おもしろいゲーム用語辞典まで別紙にまとまず、見出しが大きい。いい
はおもむろにアクビされたり、企画書があったら見せてほしいめて、付録にした。ね、これ。基本だ。ただ、タイ

つまらなそうな顔をされることといわれ、持っていったことが

それでも、やっぱりわかりにトルはもっと大きくてもよかつ

がある。実際に企画害がつまらある。それで、かなりわかりやくいといわれ、結局そのお偉いたんじゃないのか。タイトルと
ないのかもしれんが、それ以前すぐ書いたつもりだったのだが、ざんは、キミたちに任せようという文字がデ力すぎて、肝心の
に、量に問題があったようだ。それでも、もっとわかりやすぐ告げ、去っていった。何だか、タイトルが死んでいるぞ。これ
ゲームを知らない人にとって書いてほしいといわれたことが狐につままれたような話だったはちよつと、インパクト弱いな。
は､ＲＰＧとか、ヘツクスとか、ある。が、偉い人なんてのは、そんなけれど、『クモの糸にすがる思
ステータスという言葉でさえよ我々にとっては、素人さん用ものなのだ。い』というじつに文学的な響き
くわからないもの。それらの単に書いた企画書でも､､実際の素もちろん、キミたちの場合は、が、マイナス点をカバーしてい

語がぞろぞろ並んでいると、ど人さんたちにとっては、専門用そんな人たち用の企画書を書くる。でも、このタイトルがよい

Ｂ○⑫｡｡｡Ｃ⑥⑨｡伊③幻⑨巳ら●｡③⑨②②⑨⑥③画⑥｡｡⑲q②｡｡卸①■｡｡｡⑤⑨●⑨回｡⑨■○コロ｡⑤｡■｡｡⑨寺⑥⑥■ﾛ｡｡⑤｡⑤｡｡⑥｡｡■｡■｡｡bの□｡pｂｂ③■⑨｡■

助手から一言
7８

ここんところ飯島先生はゲームの制作より幸雄Wr活動のほうが多いようである。今月ＦＦＢで紹介している｢プライ｣の文庫本をはじめ、騒後の罪H]｣もあるし、他誌の連

載記事もある。もちろんここのコーナーも毎そういうわけて（今月のこのコーナーも初めてしめ切りに遅れてしまったの逼現在は文庫本の｢プライ｣の2冊目を書く
のに徹夜の毎日力続いているらしい。飯島先生の売僧は止まることろを知らないらしい。そういえば打ち合わせと称して、事務所の近くの小滝橋のアイスクリーム屋
■

と思うのは、年配の人だろうね

え。はっきりいって、小学生ウ
ケするタイトルじゃないわな。

まあ、たまたま僕の好みにマ
ッチしていたというだけか。で

も、選考するのは僕なんだから、
いいんだよ、これで。まずは、
選考者の目を引きつけることが
大事なんだから。もし、実際に
ゲーム化されて、発売が決まろ
うものなら、タイトルの見直し
はいやがうえにもあるんだもの。
そして、ストーリー。僕は８０
点あげちゃう。それくらいよい。
約200字。この200文字に、すべ
てがある。これって、なかなか
できないよ。よく、ストーリー

だけで何枚にもおよぶ企画書を

書いてくる者がいるが、あれ、
読むの辛い。特にそれがファン
タジーだった場合、その世界に
すんなり入りこめないよ。
ファンタジーって、ものすご
く書きにくいんだよ。最近は、
ＲＰＧのおかげで、ファンタジ
ーというジャンルが確立し始め
たけれど、あの世界観て、他人
に伝えるのはじつに大変。好き
勝手作りやいいってもんじゃな
いんだから。剣と魔法の世界な

らば、誰でも理解できると勘違
いしないでね。
そういう意味で、ストーリー

櫻鯵

蕊蕊灘“

轤

鼠参

OPC

ね。このとき、いきなり何百枚

って､200文字もあれば十分なの

操作方法も、実にかんたん。
さ－つと流し読みしただけで、

もし、持っていっても短編を書

だ。

どんなものかわかってしまう。

けっていわれるよ。最初は、長

試しに、『ラスト･ハルマゲド
ン』と『プライ』を200文字以内で

そして、敵キャラにも注目。イ

編を書いてもダメ。なぜか。短

メージが湧いてくるし、わずか

編は、手直しがきくから。もし
長編だった場合、しかもそれを

●ラスト・ハルマゲドン／人類

Ｓ種類ですべてを物語っている。
単純、かつ、明決でおもしろそ

滅亡後、荒廃した地上は魔物た

つｏ

まとめてみような。

ちつりく

ちが支配していた。殺蓼jiを繰り
」ＪＭｆ

してくれっていわれたら、－か

これ力《9800円で売られてます、
っていうんなら、誰も買わない

から書き直さないにしても、大

幅な変更ができる？むずかし

外宇宙から侵攻してきた未知の
生命体だった。魔物たちは、戦
いを挑むため旅立つ。しかし、

ムのノリで誰にてもちょこつと

いよね。できたとしても、もの

手軽に遊くるってんなら、かな
りおもしろいゲームなのではな

すごい時間がかかっちゃう。

それは自分たちの過去を縞し〕て

いかい。

いというわけ。短編だからこそ、

ひもと

いく試練の旅でもあった。
はたして、魔物たちはなぜ存在

そこで、この企画言のいちば

何度でも直せるし、新たなアイ
盛りこむことができるわけ。

は……？

なのだ。ゲームはジャンルによ
って、ユーザーの好き嫌いがあ

割と楽なんだよ。だから、長編

●プライ／惑星キプロス。そこ

るけれど、これって誰もが一応

を１本仕上げるんだったら、別

には、闇神ダールが蘇るとき、

は遊んでみれるんじゃないか。

タイプの短編をＳ本仕上げるほ

光神リスクが降臨し、壮絶なる

シンプル・イズ・ベストってや

光と闇の戦いが始まるという伝

つだ。そこで、僕がなぜ、かん
たんで手軽な企画書を書きなさ

うが、絶対に勉強になる。
そういった諸々の意味を含め

し、なぜ生きていくのか。旅の
最終地点で、彼らが見たものと

説があった。伝説は、事実とな
った。6000年の眠りから、ダー
ルが蘇ったのだ。ダールを仰ぎ、
侵攻を開始した謎の男ビドーと
七獣将。それに桃むは、リスク
が宿る光の御子を守護する八玉
の勇士たち。光は正義か？闇
が悪なのか。合、光と閨の概念
くつがえ

よくできているのだ。こういっ

別に、短くてかんたんな企画
害およびゲーム内容のほうが手

の人の才能は磨かれていくと思

短に読めるから、じゃないよ。

害のほうが、その人にとっても

剣に意見しているつもりだ。だ

勉強になるからだよ。

から、ひどいことを書いたとし

漫画家を目指す者、小説家を

才能を暦けノ

だね。

では、実際のゲームの説明を
見てみよう。お世辞にも、絵は
うまいとはいえない。人間だか
クモだかわからないキャラが、
ゴチャゴチヤ描かれている。け
れど、何をいいたいか、何を伝

》圏鬮

だから､200文字で表されたス
トーリーは､抜群の魅力。200文

ｌ業は、この講座を連載するに
あたって、送られてくる企百害

よく出版社に持ちこみをするよ

いんだから。何よりも、簡潔に

つＣ

かんたんな企画書を読めば、そ
の人の能力がわかっちゃうから
だよ。そして、そういった企画

詳細は突っこんで説明すればい
まとめられたストーリーを／

て、「クモの糸にすがる思い｣は、
た企画書を何本書けるかで、そ

とりあえずは、ズブの素人なん
簡潔にまとめようね。

短編って、長編に変えるのは

ましよ・

目指す者、そういった人たちが、

だからざ。いいたいことだけ、

ディアを思いついても、うまく

いっていってるか、本音をいい

れで十分だと思うよ。これで、
相手が興味を持ってくれたら、

ション・ゲームだから可能とい

それで、最初は短編が望まし

ん優れている点。ユーザーを選
んでいないところだ。万人向け

だけでも、気が重くなっちゃう
よ。作家じゃないんだからざ。

簡潔なストーリー表現は、アク

ら書き直す気力はないよね。－

だろうけれど、サンプル・ゲー

けた。
こんなものか？最初は、こ

とができれば、勝ったようなも

完成させていた場合、手直しを

彼らの前に、突然現れたのは、

さえも覆す、－大決戦力<幕を開

のでしよ。ほんとうだよ。何も

にも及ぶ長編を持っていくか。

返し、本肖皀の赴くがまま生きる

とても多い。そんなもの何10枚
書いてこようが、バラバラ見る

部分を逆に相手に質問させるこ

錘

えたいかは一目でわかる。

うわけではない。ストーリー中
心のアドベンチャー・ゲームだ

ってひとりよがりになる場合が、

字を読ませて、後は気になった

鰯

C

OB

は、すべてプロを目指す者たち
が書いた企画害として扱い、真

ても、あんまり気にしないでね。
というわけで、みんな、頑張
って。では、また来月。

来月は、僕の１か月のスケジュール、仕事の
流れを日記風に書二うかなと思っている。は
たして、プロの仕事ぶりはどんなものか、知
ってもらおうと思ったのだが、そんなのおも
しろくないかな。来月は、いろいろとおもし

ろい仕事が入っているんだよな。でも、書け
るかな。危ない話も多いし……。書けたら、
書く。そういうわけて、また企画書やら、お
手紙なんかも待ってます′

⑥⑨｡●｡｡ＤｅｃＤ⑨⑨｡□oaoQqoD目⑥｡⑨｡。､ＣＣＤ。⑥⑥､｡□｡。。｡。｡□回⑤ｇｏｏＣｃｃｐ｡■｡｡｡ｃｃ⑥｡□n℃■■■q⑥｡③｡｡p巳｡｡⑰｡。□□・早口弓。ﾛﾛ

へ行く話はどうなってしまったのだろう。いつの間にか暑い季節がとおり過ぎて、熱い煎茶に栗蒸羊葵の季節になってしまった。このままでは、また雪の季節になって

,Ｍ１手ｶﾞら‐言しまいそうだ｡早く柿､なくては｡と話は変わって､思い起こせば『ﾌﾟﾗｲ』ってｽﾀｰﾄはもう何年もまえだよれ｡いまではｹﾞｰﾑ機に移植され､小説まで出ているの
だからすごいなあ。やっぱり，つの作品が育っていくのってそのぐらいの年月がかかるのが実際のところなんだろう独我々もがんばんなくちゃ。

７９

すべての投稿のあ

先

て

〒105索京都港区新橋4-10-7ＴｌＭＭＳＸｏＦＡＮ編集部『○○』係
●すべての投稿は上記の住所で受けつけている。○○のところにはそれぞれのあて
先を入れて、応募してほしい。また、封筒にも住所・氏名の記述もお忘れなく。
o盗作や二重投稿(他の出版社に同じ作品を送ること)は厳禁。
●なお、応募作品は一切返却できません。また、採用作品の版権は徳間書店インタ

－メディアに帰属するものとします。
☆しめ切り

とくにもうけていませんが、各コーナーとも月の前半に整理をしています。
ですから、雑誌の発売曰の約１か月まえにとどいたものが掲戯の対象です。
■

例：ファンダムの一般部門へ
例：ファンダムの股部119へ
の応募lEMl②
の応募ｌｄｍ－②

Ⅱ]ファン夕囎ム(①１画面部門②一般部門③Ｄ部門）
囮ファンダ,ム(①１画面部門②一般部門③Ｄ部門）

一○
□一○

□ＣＧ(①紙芝居部門②イラスト部門③ぬりえ部門）
回ＣＧ(①紙芝居部門②イラスト部門③ぬりえ部門）

回ＦＭ音楽館(①自作のオリジナル②ゲームミュージック③＿般の楽曲）
回ＦＭ音楽館(①自作のオリジナル②ゲームミュージック③一般の楽曲）
回その他（））
回その他（

作品名

作品名
氏名

[使用機種名
1，
[使用機種名」
Ｉ
[ファイル名］
ﾛファイル名

（）歳

名

男・女
男。女

〒□□□－，□
〒□□□-□□

住

住所

フリガナ
フリガナ

ペンネーム

ペンネーム

フｌノニヒプナ
フリプブナ

氏

＊｢投稿ありがとう｣掲載時は本名のみとします。
＊｢投稿あ【ﾉがとう｣掲載時は本名のみとします。

都道
府県

所

投稿曰
驚
曰

'992年月日
'992年月
’四■一

i旧『
冠

①この作品を他の出版社の雑誌などに投稿されましたか？はい［雑誌名年月頃］
いいえ

●◆●●●coo●●｡●●●■●●｡■●▲●●｡●■●C●巳■■■■●巳■□●●巴●●●●●●●●●●●●Ｃｅp●●①●①●①●甲e●C■●●｡■■｡P■ｃｃ●●●白●●●●ＢＧ●●●●B●●●■●●｡e●●①①①P5■｡pCＯＢ●●甲■■□■●■●●●●●●⑪●●｡●

②(①ではいと答えた方のみ)その雑誌で採用されましたか？はい。いいえ
②(①ではいと答えた方のみ)その雑誌で採用されましたか？はい.いいえ
p●●●●●■■｡｡■ＳＣＳ●｡の●｡●｡●■｡｡●■■■巴■■■■■巴■■■■■⑪の巴●｡Sｃ●●□●●●Bｳ●■●●●●●●●●｡●●5●■ＰＣ甲●g■■■白●●■●ＣＤ●●●●●□●●●●●●●ＣＯ●●｡■●●■■■■巳●■■■■⑪●■■c■■c■e●●■■。●■

③(全員の方に)この作品を作るときに参考にした他のものや記事はありますか？ある方はその雑誌名や作品名などを
教えてください。

はい［雑誌名
E書籍名・ＣＤ名
ﾛ書籍名。ＣＤ名

ア

年月号ページ］
年月号ページ。
ロ
。

｢参

参考にした作品名。記事名
考にした作品名・記事名

ン

００１１００６０１１１１１１０１１１１８６０１６１０１１ＩⅡⅡ！－－１１１１０Ⅲ０１０１１８８０１１１１－１１１１１１１Ⅱ０ⅡＩ０Ⅱ０１１００１１００６１８１０６１１１１６１１Ⅱ０８０１０００Ⅱ１０１０Ⅲ０１

投稿ジャンル

投稿ジャンル

編集部の整理番号

②すべてにもれなく記入してください。複数の作品を投稿する人は応募用紙をコピーして１枚に１作品として使用してください。

投稿応騨鬮紙

ケ
いいえ
Ｓｃ●●●●の｡ｃｃ印■■や■●●■ﾛ●Ｏ●■●■■■■●●●■■白巳●●■■白■●●ａ●●■●●白巴■●■■●■●■■■●●●●■●●●●｡●｡｡｡■■■■●●■●巴■●Ｇの●●●5●●●■●●ＣＯ⑪●●p●Ｐ⑪●S●■■●巳甲■■■●■｡■■●■■P■巴■●⑭●●･

④(ＦＭ音楽館に投稿の方のみ)作品の作曲者、歌手、演奏者がわかれば教えてください。
ロ
］［歌手･演奏者
[作曲者
］［歌手･演奏者。

ト

□●●丹●●◆●●●●●■●●●●●●●●巳早●●●●●⑤●●の●白●◆■■■■●●■■■●●●ﾛ●■●●●■■■■■巴●■■●●●●●■■■Ｃ●■ＣＤＣＯ●凸○の①■Ｂ■凸■⑪⑪■■■■●■■■■■■Ｃ■●｡●■●■●■◆■巳■■｡■■■已与Ｃ●■■いゆ巾●■ﾛ凸●●

[ツール名
[ﾂｰﾙ名

[ロードの方法

。[SCREEN
][SCREEN

．

■｜回

‐Ｉ

Ｉ

⑤(ＣＧに投稿の方のみ)使用したツール名、ロードの方法、SCREEN番号を教えてください。

］

作品コメント
国一国、

Ｘ

投

稿応蟇要項

ＭＳＸ・ＦＡＮではひろくみなさんの投稿を受けつけている。ゲームなどのプログ
ＭＳＸ・ＦＡＮではひろくみなさんの投稿を受けつけている。ゲームなどのプログ人のためには｢ゲーム制作講座｣。そして､絵が好きな人にはＣＧを楽しむ｢ほほ梅麿
人のためには｢ゲーム制作講座｣｡そして､絵が好きな人にはＯＢを楽しむ｢ほほ梅麿

ラムは｢ファンダム｣で。音楽は｢ＦＭ音楽館｣。エスプリのきいたデモを楽しむなら
ラムは｢ファンダム｣で。音楽は｢ＦＭ音楽館｣。エスプリのきいたデモを楽しむならのＣＧコンテスト』｡作品ができあがったら､下記の応募要項を熟読して編集部まで
のＣＧコンテスト｣｡作品ができあがったら､下記の応募要項を熟読して編集部まで
ＴＡＶフォーラム｣。プログラムはできないけど、ゲームのアイデアはある、という
｢ＡＶフオーラムルプログラムはできないけど、ゲームのアイデアはある、という送ってきてほしい。力作を待っている／
送ってきてほしい。力作を待っている／、

フ
ファンダム

｜応霧…添付したテープ議産i薑ディス
応募書類を添付したテープまたはデイス「ニツ折厳禁｣の文字も赤で記入。

クによる投稿に限る。
クによる投稿に限る。・ディスク(テープ)は郵送途中で破損し

ファンダムとは｢アマチュアプログラ１画面以外の、ＢＡＳ：Ｃリストの形で★応募書類の規定
ファンダムとは｢アマチュアプログラ１画面以外の、ＢＡＳｌＣリストの形で☆応募書類の規定ないようにダンボールなどで包む
マによる自作プピ1グラムの発表の場｣で掲蔵可能で、かつ打ちこみ可能なブログ（､応募用紙(何枚でもコピー可)を使用し、
マによる自作プログラムの発表の場｣で掲載可能で、かつ打ちこみ可能なプログ①応募用紙(何枚でもコピー可)を使用し、☆採用
ある。自作のプログラムなら、ゲ･･ム、ラム。従来のＮ画面タイプ、１０画面タイ必要事項を記入。１つのディスク<テー
ある。自作のプログラムなら、ゲーム、ラム。従来のＮ画面タイプ、１０画面タイ必要事項を記入。１つのディスク(テー採用された作品の作者には、掲載誌お
家計簿などの実用プログラム、見て楽しソ、ＦＰ部門のすべてを含む。プログラプ)'二複数の作品を入れて応募する場合
家計簿などの実用プログラム、見て楽しプ、ＦＰ部門のすべてを含む。プログラプ)に複数の作品を入れて応募する場合よび規定の謝礼(１万円～５万円)を進呈。
むデモ的作品､そのほか｢プログラムでこムの長さは問わないが、リストを多くのは゛作品？つl[付き応募用紙１枚を添付
むデモ的作品､そのほか｢プログラムでこムの長さは問わないが、リストを多くのは、作品１つに付き応募用紙１枚を添付ムックなどで再掲された場合も、褐imli誌
んな[弓ともできる:という驚きを与える人に見てもらうごとを前提に､,たプログする[Zと唾の場合､以下の書類も作品昂
んなこともできる｣という驚きを与える人に見てもらうことを前提にしたプログすること(この場合､以下の書類も作品ごと規定の再掲謝礼を進呈。また、市販ソ
もの、などジャンルは問わない。
ラミングを望む。［発表形式】リストなどとに分ける)。
もの、などジャンルは問わない。ラミングを望む。［発表形式]リストなどとに分ける)。フト化の場合は、別途契約。
☆募集部門と発表形式の本誌掲賊と付録ディスク収録。ただし、Ｏ作品の紹介、遊び方・使い方について☆２つの賞
大勢集部門と発表形式の本誌掲蛾と付録ディスク収録。ただし、②作品の紹介、遊び万・便し1万について

募集部門は、従来のシステムを廃止し、あまり[[・も長大な作品は、リスト掲載をくわしくわかりやすく書いた別紙(形式、
募集部門は、従来のシステムを廃止し、あまりにも長大な作品は、リスト掲載をくわしくわかりやすく書いた別紙(形式、●第４回ちえ熱賞(新人賞）

新たに次のＳ部門を設ける。省略する正ともありうる。枚数l福田)を添付。
新たに次のＳ部門を設ける。省略することもありうる。枚数は自由)を添付。1993年１月号～Ｓ月号で、ファンダムに
(ａｊ１画面部門｛ＣＩＤ部門⑧プログラムの解説〈変数、スプライト、
(a)１画面部門（c)□部門Ｏプログラムの解説(変数、スプライト、初登場した作者のなかから編集部協議に
40字ｘ24行以内でできたプログラム。1日ＢＡＳＩＣリストの形では掲載不可能で、バク・ン定義キャラクタ、行番号1項の解
40字×24行以内でできたプログラム。旧ＢＡＳＩＣリストの形では掲載不可能で、パターン定義キャラクタ、行番号''１頁の解より１人を選び、ちえ熱賞(奨励金Ｓ万
より１人を選びちえ熱賞(奨励金Ｓ万
システムからそのまま目:き継いだHIK門で、かつ付録ディスクに収録可能な作品(付説、マシン霊解説など)を添付。
システムからそのまま引き継いだ部門で、かつ付録ディスクに収録可能な作品(付説、マシン語解説など)を添付。円)を授与｡作品よりも､作者自身の可能
円)を授与｡作品よりも､作者自身の可能

この制約のなかでどんなことができるか録ディスクに収録可能ならすべてが○④作品の資料､解法〈ＲＰＧなどは完全攻
この制約のなかでどんなことができるか録ディスクに収録可能ならすべてが□④作品の資料､解法(ＲＰＧなどは完全攻性を重視したい。
性を重視l’たい。

にチルンジする精神を重視する｡【発表Ｋ)｡【発表形式]４色ページでの紹介と付路マップ、ＳＬＢはデーター覧、科学も
にチャレンジする精神を重視する｡【発表Ｋ)｡【発表形式]４色ページでの紹介と付略マップ、ＳＬＢはデーター覧、科学も●第已回ＴｌＭ賞(作品賞）
⑮第２回ＴｌＭ賞(作品賞）
形式】リストなどの本誌掲載を主体とし、録ディスク収録。ただ(八作品『ごよってのは参考理論・公式など）
形式]リストなどの本誌掲載を主体とし、録ディスク収録。ただし、作品によってのは参考理論・公式など）1992年]0月号～1998年Ｓ月号に収録ざれ
'992年１０月号～1993年Ｓ月号に収録され
企画|ごよびては付録ディスクにあえて収臨機応変に欝説ぺ・・ジを設けて別企画と★郵送にあたっての諸注意
企画によっては付録ディスクにあえて収臨機応変に解説ページを設けて別企画と☆郵送にあたっての諸注意る作品のなかから１つを選び、その作者
る什品のなかから１つを選び、その作者
録しないこともある。なることもありうる。・応募部門を封筒の表に赤で明記。さら
録しないこともある。なることもありうる。・応募部門を封筒の表に赤で明記。さらにＴｌＭ賞(賞金Ｓ万円)を授与。
'三ＴｌＭ賞(賞金Ｂ万円)を授与。
lbI-股部門｜a)､(b)､(c)のいずれも、規定(後述)のに｢フロッピーディスク(テープ)在中」
ibl一般部門（a)、(b)、(c)のいずれも、規定(後述)のに｢フロッピーディスク(テープ)在中」

ＦＭ音楽館
がＦＭ音楽館
ＦＭ音源を使ったプログラムを募集。☆郵送にあたっての諸洋章
ＦＭ音源を使ったプログラムを募集。☆郵送にあたっての諸注意

なお、作品はすべてＢＡＳＩＣのもの.「フロッピーディスク(テープ)在中｣、
なお、作品はすべてＢＡＳｌＣのもの．｢フロッピーディスク(テープ)在中.:、

にかぎる。ツールを使用した場合は変換「ニツ折厳禁｣の文字を赤ペンで明記。
'こかぎる。ツールを使用した場合は変換「ヱツ折厳禁｣の文字を赤ペンで明記。
してから投稿のこと。・郵送途中で破損してしまわないように、
してから投稿のことｏ・重'1送途中て破損してしまわないよう,こ、

作品の応募はテープ、またはディスクダンポールなどで厳重にディスクやテー
作品の応募はテープ、またはディスクダンボールなどで厳重にディスクやデー
にセーブしたものにかぎる。プを包む。
にヤーブしたものにかぎる。プを包む。
☆応募書類の規定☆採用
★応募書類の規定☆採用
①応募用紙を使用し、必要事項を記入。規定の謝礼(オリジナル曲か､既成曲か
複数同時応募の場合は、作品i三とに応募で麺仁じゃつかんの違いあり)と掲載誌。
複数同時応募の場合は、作品ごとに応募で額にＵやつかんの違いあり)と掲載誌。
用紙１枚(コピー)を使用すること。また、
用紙1枚(コピー)を使用すること。また、
各作品ごとに作者自身のコメントをでき
れば別紙につけてほしい。

｜￣￣

Ｃ
梅
ほほ梅麿のＣＧコンテスト
，ほほ梅麿のＣＧコンテストⅢ
絵を描くことが好きな人のためのＣＧ複数同時応募の場合は、作品ごとに応募
複数同時応募の場合は、作品ごとに応募

コンテスト。部門は紙芝居、イラスト、用紙１枚を使用すること○その際、応募
用紙１枚を使用すること。その際、応募
ぬりえのＳつ゜得意な部門に応募してほ用紙はコピーして使用○
用紙はコピーして使用ｏ
しい゜どの部門も作品ごとにタイトルを☆郵送にあたっての諸注意
★郵送|こあたっての賭注意
つけ、紙芝居部門はストーリーを添付。、投稿するＣＧ作品の部門を封筒の表に
･投稿するＣＧ作品の部門を封筒の表'二

作品の応募は、オリジナルのプログラ赤ペンで明記し、さらに｢フロッピーデイ
赤ペンで明記し､さらにIフロッピーディ
ムでも、市販のＣＧツールでも、本体にスク在中｣、「ニツ折厳禁｣、「使用したツ
スク在中｣、「ニツ折厳禁｣、「便用したツ
付属しているＣＧツールを使ってもいい。￣ル名｣の文字を赤ペンで明記
ール名｣の文字を赤ペンで明記

・紙芝居部門．郵送途中で破損してしまわないように、
・郵送途中で破損してしまわないように、

ダンポールなどで厳重'二ディスクを包む。
動画(アニメーション)や紙芝居の作品。ダンボールなどで厳重にディスクを包む。

☆採用
･イラスト部門☆採用

各部門とも５つのランクと賞品が用恵
１枚ものの静止画作品。各部門ともｓつのランクと賞品が用意

。ぬりえ部門されている。作品はピツツーの５人の審
されている。作品はビッツーの５人の審

ＡＶフ オ
ラム
ＡＶフォーラム’
￣

エスプリのきいたオリジナルプログラ☆郵送にあたっての諸注意
ム。ＦＭ音源使用のものも可。２９字×29行以内の短い作品は、ハガキ

⑳規定部門での応募も受けつける。ただし、その場
毎号塾長が出題。くわしくはＡＶフォ合、２９字詰め、行番号を赤で書くか赤で
－ラム｢お題Jを参照されたし。囲む。その他の長いものはなるべくデイ
●自由部門スクかテープで投稿すること。
題材は自由。センスの見せどころ。☆採用
★規定採用者全員には掲載誌を送付｡称号制
①住所・郵便番号・氏名・年令(学年).度をとっており､Ｓ回採用されるとＭファ
電話番号ンのテレカ､Ｓ回で希望のソフト(ただし定
Ｏタイトル価で１万円以内)が授与される｡また､毎
Ｏプログラムを作成したときに参考にし月､光る１本に記念品をプレゼント｡くわし
た本や雑誌などの名前や号数、出版社名＜は本編の下欄外｢特典｣を参照。

ゲ
ム制作講座
ゲーム制作講座
￣

ゲームシナリオなら、ジャンル、形式ｅシナリオにはタイトル名、ジャンルは
ゲーームシナリオなら、ジャンル、形式②シナリオイニはタイトル名、ジャンルは
を問わずなんでもかまわない。ただし、かならず明記のこと。
を問わずなんでもかまわなｖｌｏただし、かならず明記の「と。
以下の規定にそって応募してほしい。☆採用
以.1,Fの規定にそすて応募してほしい。☆採用

★応募酉類の規定現在はとくに定めても1なし{が、よい作
★応募書類の規定現在はとくに定めていないが、よい作
①住所・郵便番号・氏名。年令(学年)．品は市販の道もある。
①住所・郵便言号・氏名・年令〔学fE).品は市販の道もある。
電話番号
阻話番号

査員により毎月評価され、みごと掲賊と
付録ディスクに入っている教材ＣＧに萱員により毎月評価され、みごと掲醐と

なると、ランク別に規定の賞金と賞品を
着色した作品(月ごとにしめ切り)。なると、ランク別に規定の賞金と賞品を
進呈する。
☆応募書類の規定進呈する。
①応募用紙を使用し、必要事項を記入。

イ
スーパー付録ディスク
｜スーパー付録ディスク｜
￣

￣

ディスクに入れることができるものな用紙はコピーして使用。また、ツールな
ディスクiこ入れることができるものな用紙はコピーして使用。また、ツールな
らなんでも大歓迎。
らなんでも大歓迎。どは使用方法を別紙にして添付。ゲーム
どは使用方法を別紙にして添付。ゲーム

.「ＭＳＸＶｉｅｗ｣で作った作品などの場合は解法(ＲＰＧなどはマップ
・ｒＭＳＸＶＩｅｗ｣て作った作品などの場合は解法(ＲＰＧなどはマップ
・いろんなことが僅利になるツールや図欝､データの一覧)などの資料も忘れ
・いろんなことが便利になるツールや図解､データの一覧)などの資料も忘れ
・ＭｌＤｌ演奏用･データ
・ＭｌＤｌ演奏用データずに。
ずに。
・そのほか
・そのほか★郵送にあたっての諸注意
★郵送にあたっての諸注意

上記のほかに、付録ディスクを情報交換。｢フロッピーディスク在中｣、「ニツ折厳
上記のほかに、付録ディスクを情報交換.Fフロッピーディスク在中｣、「ニツ折厳
の場として積極的に利用していきたいと禁｣の文字を赤ペンで明記。
の場と|’て積極的に利用していきx,いと禁｣の文字を赤ペンで明記。
思う。たとえば、過去に掲載したものの・郵送途中で破損してしまわないように、
思う。たこ.えば、過去に褐髄したものの・郵送途中で破損してしまわないように、
バージョンアップ版や、そのほかみんなダンポールなどで厳重にディスクを包む。
バージョンアップ版や、そのほかみんなダンボールなどで厳重([.ディスクを包む。
の役にたちそうなものを待っている。☆採用
の役にたちそうなものを待って-%ろ。★採用
★応募書類の規定採用された作品の作者には、記念品と
★応募書類の規定採用された作品の作者l=は、紀念品と
①応募用紙を使用iﾉ、必要宗項を記入。ｊ圓載誌を進呈。なお、記念品は採用作品
①応募用紙を使用し、必要事項を記入。掲載誌を進呈。なお、記念品は採用作品
複数同時応募の場合は、作品ごとに応募の内容によって変える予定。
複数l司時応募の場合は、作品ごとl=応募の内容によ･｣て変える予定ｏ
用紙？枚を使用すること。その際、応募
用紙１枚を使用すること。その際、応募
●そのほかの投稿について
●そのほかの投稿について

以上、説明してきた作品の募集以外に１行プログラムや、意見や質問なども募集し

ています。それぞれあてはまるコーナーあて|こ送ってください。
ています。それぞれあてはまるコーナーあてに送ってください。

8７

投稿ありが
檮

対
採
Ｂ周期整理分('１月情報号採用者対象者分より）
ファンダム
②北海逆

ｸﾘｯｸﾙ他③／今村秀樹

ＡＤＤミサイル／浜武夫
MAJOR-FIGHT/／小林奈翁

まわりやいいってもんじゃねえ／松岡笈之

②青森IR

ANXIOUSBOMBER他④／村林恒
②宮城IＲ

コンビネーションプレー／菊地健志
アナログ時計／内海哲史
MEZOAII／小山寵
NlGHTSPEED／井上裕太

⑨福島ＩＩＬ
立ちかわり入れかわり／大越明
●茨城県
お金儲け大作戦／小林嫡彦

ファンタジーワールド／I阿山健一

③栃木県
マツコットゲーム＃｜／松葉画也
②群馬県

文字並び替え遊び他①／萩原正人
ファイルダンブユーティリティー／古田聡
インスタント陣地他①／岡部光生
からすのふくしゅう／石原善腫
EXClTlNGBALL／渡部功

⑲埼玉県

ｸｲｯｸナイト横堀君夫

SPACE-FANTAZY改他①／沢円炭疽
○千葉県

回転他の／伊那隆明
ﾄﾞｯﾄのロ険－２次元の障害一他の／鈴木逝隆

双王／Ⅲ浦正俊

はたあゲーム他①／守田圭介
ドレミファ７／藤田茂幸

ＴＨＥSEA／芦田浩一

●東京都

DELV1NDUSEASYSYSTEM／東郷生志

PROJECTl/松浦智之

TONKACHl／矢代真

ＴＥＬＴＥＬ（テルテル)／大石和洋
多角形作成ツールVer1.30地①／田名部誠_
すごいぜ/／山本孝夫

マウントファウン／四辻孝文
ADVENTURESRECORD／寺田鱒志

撚裳岬(えUもみさき)／福留英明
⑯神奈川県
MAKEFLOWER／大川原宏志
力くらべ／山中武
骨嵐他③／今泉蕃信
NEXTTEKlNG／渡辺慎一
CONQUER他①／今坂光太
競馬予想ｿﾌﾄ／凧jll研
Theinfinite／多田筋志
DYNAMlTE(ダイナマイト)／新井将司
COURAGER(カレイジヤー)／赤崎和広

③長野凪
ﾊﾟﾄﾘｵｯﾄ／高橋輝行

③新潟県

蛇／村山和範

改訂・微妙な色地検盃他①／水野裕之
ムクロコロス／林英志

②廠山lFL
THESTRONGESTOUESTER／樋口大輔
目隠し鬼ごっこ他①／久次碗太郎
⑨福井凡
オラオラ落ちんかい／他③／北川航
Z80ｱｾﾝﾌﾞﾗ／北内誌
Ｏ瀞岡IR

WlREFRAME／稲木雅人
BATTLELABYRINTH／上野純考
⑦＝虹IＲ

跳ね返るんだ〃他①/中川直樹
SLlMEWORLD／小林由幸
・滋irUR

RB他③／温井和也
、京都府

Co1os5eumlJ神の試練’中西英之
Empljror/田中健二

Ｏ大阪府
桑藤幹夫，津国其司
TheかくとうPART３～帰ってきた8人～上田修司

Syntaxerror他①／服部徳
MOSOU1TO／山口進旬
どん〃/花畑次郎

MGHTRACE2/芝田雅樹
THEJUSTMEETEST／岡田忠霧

TANK&TANK～ステルス篇～／森津正臣
ぬいきゅうたんけん／北川純次
DEMONS／紺谷泰
麻天楼／槌永浩三
ひで一括／山添博史
④兵血県

FighMngCock’将積健士
ファム／竹谷英秦
OSERO(＝吉との戦い)／長谷川誠
RAIRAIDEN池②／吉田英司
ASTARD/西谷巌史
Island／新原稚司

○奈良県

TENKEYFlGHT／吉田圭弘
③岡山県
小回転／塀敦只
⑤山ロ県
ﾀｲﾙ・ボール／寺脇建吉

WAY～ブレーキが効かないよぉ～の巻～／新荘智jfp
SLIMEBATTLE'９２池①／趨田満

脳

’

、高知IH

JUMPDEU-DO(ジャンプで誘導)／山本哲
⑳福岡皿

太平IIB／中村彰宏

TERITS／吉岡茂雄

弾よけ練習プログラムTHESATORl／岩永佳野

文字だけプリンセスメーカー／村上同大
●長崎県
忍者の心他①／大庭春二
●大分IIL
４モクならべ／大林宝寛
③熊本lR
TEMIMU他のＨ贋田裕介
⑲宮崎県
ASTELODE2／山北鱒志
(整理日８月１８日）

ＡＶフォーラム
③北海道

ジェンカ／浜埜宏哉
③青森県

さかな池②′秋田進

雪／田鶴孝裕
⑥宮城県

ドラアクション／山本哲也
●山形県

滝／小田幸市郎
きんちゃん他②／岩浪弘
④福島県
世界一への述他①／熊坂泰磨
③茨城県
棒／成鶴健一
○群馬IR
256色ｶﾗｰ･デモンストレーション／門谷充
○埼玉県
ｴｽｶﾚｰﾀｰのﾍﾞﾙﾄ／加藤芳明
⑳干棄県
心臆他①／山田豊
タンゴ他＠／佐野威仁
雪／Ⅳ箙下僕

･東京都
ＤＩＹ／影山裕騎
孤独な馬他①／広田敦
ワオーノ他②／原田栂司
ひのもとでんさのトースター他④／斉藤大輔
日の出他①／四辻学文
②神奈川県
線香花火／岡野健介
Ｏｈ／ドル､踊る/百々直樹
けんし人他③／渡辺慎一
地震計／吉川忠彦
ｅ長野県
麻酔／竹田登
ﾗｲﾀｰ／小野健一
●新潟県
二さつく／丑谷川既

そろばん／中村英雄
ｅ石川県

SFコンピューター&プリンタ／浦川貴樽
③福井県
ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ／北川航
⑨静岡県

ラジオ体操第２／石井基樹
②三江県

せんこう花火他①／小林由幸
Ｏ京都府
あれ?／羽尾健
③大阪府

めっ、めがあ／他②／竹内陽一
KlSs他②／津国英司
③兵庫県
蛙は鳴くよ/山田泰司
音の形／丑尾隆司
Ｏ鳥取県
奇妙な音／水本逓也
●岡山県
自己紹介／室山理

③広島県

FIRE/／馬部隆弘

DANCEOFDANCE他②神田里志
薬他④／出ロ智秀
③香川県

先生／ｼﾝﾊﾟｸｽｳに異常が/他④／泉和良
①高知県

デッサンｌ他①/岡林大
゜福岡県
ええじゃないか他①太田雅之
②大分県
玩火他の，野島智司
①沖繩県
ゴング／儀間浩二
(整理日８月24日）

ＦＭ音楽館
Ｓ北海道

僕はこの瞳で蝿をつく他⑨／浜埜宏哉
チエイス他Ｏ/平野正和

パロデ｢ウス～迷わ〈塁のテーマ他②／原敏弘
意気込みの曲他⑥／近藤健太郎
ｏ秋田県
日本海軍MSXカラオケ／江口倫樹

Ｏ山形県

ｽﾄﾘｰﾄﾌｱｲﾀｰ11｢vaKen｣／佐藤祐一
●茨城県
康夫楼ミュージアム／加科風志
ｲｰｽ｢FlRsTsTEPTowARDswARs」他Ｏ/伏見坪
ｿｰｻﾘｱﾝ｢消えた王職の杖・ﾋﾄﾞﾗＪ他⑥/木馬幹子

と

－

つ

下に紹介しているのは､本誌に送られてきた投稿応募者の方の一覧です｡会回は11月情報号のためにＢ
月に整理した分となります｡複数投稿の場合は｢他②(他に巳作品の応募あり)｣とし､実際の掲耽者は赤
字にしてあります。また、整理日とあるのは実際に選考のためにしめた曰です。
ﾄﾞﾗｺﾞﾝｸｴストⅡI｢勇者の挑戦」他③／Illl山腿_
ｻﾞ・リターン・オブ･ｲｼﾀｰ｢ﾒｲﾝ・ﾃｰﾏ｣／成蝋BRDUSK／中泉章
⑲群馬県

アステカⅢ｢悲しみの夜｣／柄沢和明
堕剣伝脱｢地上十中ボス」他①／岡ノ谷利夫
⑯干莱KL

lnthestorm池⑤／松村弘和
●東京都
r11killyou／岡田勝哨
グラディウスIIIrCosmoPIant｣／矢島正稔
またま玉西村竜也

ｲｰｽ｢PALACE」他①／後藤保
｡神奈川ＩＩＬ
ﾀﾞﾗｲｱｽⅢ｢オールラウンドｸﾘｱ｣／指田博史
ﾄﾞﾗｺﾞﾝｸｴｽﾄⅣ｢戦闘－生か死か-」他Ｏ／渡辺慎一
RalningNight他①／桑原新悟
現代社会のための合奏曲他④／蔽田健志
○新潟Ｒ
ﾄﾞﾗｺﾞﾝｸｴスト11｢王城｣／水落博美
○石Ⅱl県
悪魔の交響曲，第一他①／村本守
VampireKiIIer他②／中田裕之
Ｏ福井県
ﾌｧｲﾅﾙﾌｧﾝﾀｼﾞｰⅣ｢ﾃｮｺﾎﾟ」他①/谷ロ洋一
⑥岐阜皿
ｻﾌﾞﾏﾘﾝ707中原智
コーラルＸ／加藤辰哉
イースⅢ｢TOOFULLWlTHLOVE｣／宮田知和
⑥瀞同県
MORNlNG／石井基樹
ﾗｲﾌﾌｵｰｽ｢Stage４J他④／中島朋雄
②愛知県
Deserter…／成瀬和彦
●京都府
ｸﾞﾗﾃzイウスⅢ｢SandStD｢､」他②／小河原徹
⑬大阪府
MysticDance他②／福井英兇
暴れん坊将軍｢不法侵入｣／谷川哨康
CANON／北浦健司
④奈良県
ｽﾄﾘｰﾄﾌｱｲﾀｰⅡ～RYU～他③野尻武史
ザ・スキームrMONSTERCARNlVAL」他①／淡宏
、広島jiL
EsDurのピアノ線／柴田捌一
●商知県
TRAlN池①／岡林大
＠柵同県
ﾌｧｲﾅﾙﾌｧﾝﾀｼﾞｰ｢オープニング｣／友ロ庇一
(整理日８月24日）

ほほ梅麿のＣＧｺンテスト
☆イラスト部門

⑧北海道

水精一SUISHOU-／田中知明
ﾓﾝｸと〆イジ／島津ift広

SPACE／山本忠陸

UKKY／他①／藤原大輔
③青森県
無敵の３人／佐々木達也
③岩手県
道／小林尚
｡宮城県
キリンさんと－雑／小泉行弘
MURDER-殺し屋-／高揺充
ｕｓ.A・-BOXER・GIRL-／高橋充
、秋田県
紅の豚～しめ切りポツバージョン～／高橋広光
Ｏ茨城県

焦題／志村圭介
○栃木県

Anclentforest／佐野延洋
、群馬県
TREE池③／吉田匡克
⑨埼玉県
あの時を見つめて／初見一雄
いたずら／生野戦

定れブローカー他ｏ／向井祐介
②三重県
宮とうふ／西島弘箕
②滋YEiHL
セント・エレナの焦燥′山本直彦
○京部府
ねﾆになりたい他①／鶴田拓司
リュジニャンの母／桝谷良彦
羽娘／三浦一誠
④大阪府

戦士他③／皿津美和子
ドライブ／後迫同リ
マジシヤン池②／萩.ﾄ厳戌

無能達の八日／浅田浩一
流浪の民他①／閲未知
BR1DGE他⑥／五味多宏和
・兵庫県
カナダより愛をこめてＺ森岡伸治
ながれぽし&まめでんきゅう／小畑広
｡鳥取県
目標得点75点(無理だろな）野村俊之
③岡山県
灰色の街を見つめて……／大内孝之
③広島IR
MOLE?ノー好盛久
●桐岡児

きおく他②／野中腿
、宮崎県
亙の妖梢!?／石那田光＝
魔物出現iii路／米良宏幸
ｅ鹿児島県
題なんてありませ～ん他Ｏ済田知子
展覧会にて預田信二
☆紙芝居部門
Ｏ山梨県

沈黙録1901～６３他①／願野司
③艮野NL
SilentXImas第２部／南沢銭
◎愛知県
ナンダコレ／＝浦秀雄

③福岡県
ﾄﾞﾗｺﾞﾝ0-ルZ／村上周太
☆ぬりえ部門

③北海道

ｳｴｲﾄﾚｽのおれえさま風／柳沢和浩
NURl8／藤塚閣治
●宮城県
はい、Ｍ・FANです／茂泉耕司

無匝／森下優
③秋田県

ぬり絵／商橋広光
Ｏ茨城県
ぬりえ／坪井敏明
・埼玉県

タイトル無し佐久IHI勇

⑤千葉県
Fall／水川】融
⑮東京都
ぬりえ／四辻孝文

⑮神奈川県

宇宙へ/吉田直子
○山梨県
ぬりえ／河野紀夫
③長野県
ぬりえコンテスト用作品／田口敦也
②岐阜県

ぬりえデータ，仙田剛仁

ｅ静岡ＩＩＬ

?／谷ロ克之

○愛知IR
NURI8／梶葉雅史
ｅ三ｍ県

なしなしぬりリワノ西島弘１１ｔ
、大阪府

当店の讃板娘／安田友洋
８月号ぬりえ奥津美和子
③春ｊｌｌｊＨＬ

０京京部

ぬり絵／前川浩志
⑳福岡県
ぬり絵／菅龍一
゜宮崎県
梅暦氏に棒〈./／石那田光=
(整理日８月17日）

町の＝人／高橋正人
ミズギ６／三橋和弘

DEFEND／近藤久美

大破王／杣田智章
何を樋ろうかナ他①／吉田光男
○千葉県
鳥の飛ばない都市佐藤幸一
いってらっしやい他①／斉藤強文
ｷﾐのみるそらはなにいるのそらですか他②／木村睦夫
⑨神奈川県
エルフ姐指田博史
ﾌﾟﾗｯｸﾀﾜｰ北英明

LIGHT/／石井嘉代子

●山梨県
農村の風悩／斉藤創也

Because中林雅人
⑥是野児

ｹﾞｰﾑ制作講座’

③北海道

Q広島県
軍人伝／池田慎弐
(整理日８月17日）

スーパー付録ディスク
☆ＭＳＸＶｉｅｗ

ｏ大阪府
VA／斉藤友昭

ささやかな希望／川田同Ｉ生

開述おみくじ／中村広志

Good-bye,USA他③竹内理
TAKOオヤジ他②／三ini秀雄

③埼玉県

AH-ISUPERCOBRA他①／南沢確

●新潟県

ｸﾞﾗﾌｻｳﾙｽでメイクアップ薩田康司
②石川県
Summer／下茶利雄
③岐阜県
砂浜栽培～旅人ガ笑ツテルー中原智

おまえだれだ？他①／門辰昭
⑰愛知県

ありきたりのこうず／久保田成政

☆そのほか

ｲﾝﾀｰﾚｰｽｸﾞﾗﾌｨｯｸﾂｰﾙVer1.00値①田中英二
⑲愛知県
SimpleAMSを使い易くするプログラム／福本裕平
○岡山県

ねニパレー改造プログラム／岡ノ谷利夫
(整理日８月17日）
以上462作品

難なお､｢ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ阪大戦略11｣ﾏｯﾌﾟｺﾝﾃｽﾄは

来月以鋒に褐戦する予定です｡

露

l1i Li iHi i lYH1

）

Ｔｑ－－

斑

近視が治らないなんて、誰が決めたのでしょう？｜⑮s人の会員のﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ結果…

ｉ篭！

シミュレーシニＩンｹﾞーム

ﾌﾘﾝｾMBill焉籔
女の子が話す/話題の子育てゲーム←
■声の出演:横山智佐■

輪li1
'||鰯：
01
15000

空＝。

詞In罰､FTPⅡ'11-号

当一睡

|鶏||：

ｂ明pZJqg
"さて､明日から４月

か

あなたには､あなたの娘が幸せな一生を過ごせる､充分な教育を施し､りっばな女性に育て上げる義務がありますｂ
ゆたかな末来､そして夢の実現｡史上初の｢キャラクター育成シミュレーションゲーム｣ここに誕生／
ＭＳＸａ２＋､ＭＳＸｔｕ｢ｂｏＲ￥14800(税別）
●漢字ＲＯＭ不要版は通信販売にて承っていますも●

シミュレーションゲーム

'脚跡，､l`‘”1W`'’1Ｗ

Ｇ１ｇＢｇＳＹＳＴＥＭｓｏＦＴＣＯＲＦＬｃｌｌ９９１ＭｌＣＲＯＣＡＢｌＮｃｏＲＰ

Ⅲ蕊

超ハイテク兵器続々の本格派ＳＬＣ／

毘誼目

瀬鐘僻
■空母､ヘリ空母､駆逐艦､輸送艦の4艦船が新登場｡■新たに射程のある武器を装備した間接攻撃兵器登場。

■ほぼ全ての航空機が武器交換可能｡■熟練レベルが高い部隊から有利な先制攻撃制のイニシアティブ制を導入。
■新ユニット登場により各国の生産タイプをよりリアルに更新｡■ゲーム開始前に８ヶ国で同盟関係の設定可能。
ＭＳＸａ２＋､ＭＳＸｔｕｒｂＯＲ￥8,800(税別）
■グラフィック監修:末永仁志■

'

ｻｲﾊﾞｰﾊﾟﾝｸ｡超伝奇RPG

蕊

．や’

近未来超伝奇サイバーバンクＲＰＧ／

鮎ｉｎ

画魑魎鶏

評爾趣極”鰯辨 蕊 噸、廻掴錘国一（

端臓鰯鮒

ｨ鰯

-－－－

－Ｊ!=秬自｢1割＝

画

IbL炉

■Ｂ等身キャラクタ採用｡■キャラクタ演出革命。
■ＶＲシステムＶｅに2.5搭載｡■ＭｌＤｌ対応｡■ジョイパッド＆マウスオペレーション可能。

１，Ｗ｡□紳瞠｡。

株式会社マイクロキャビン

〒510三重県四日市市安島2-9-12TELO593(51)6482
最新ソフトインフォメーションダイヤル／狂0593(53)3611

ＰＣ－９ＢＶＭ､ＵＶシリーズＥＰＳＯＮＰＣシリーズ
ＰＣ８ＢＶＡ対応Ｍ|、|対応
ＭＳＸｔｕｒｂｏＲ専用ＭｌＤｌ対応各￥9,800(税別）
○株式会社ポリスターＤＡＴＡＭレーベル｢幻影都市」ＣＤ全曲集●
好評発売中／￥2400(税別）ＰＳＣＸｌＯ４３

錫

o師pBln
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ロ

②□⑨②
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能ﾑ鯵ﾙｱﾌｨﾜ”抓釧､登場銅人物､建物“！

（

在鰯:魂
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Ⅱ
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一.旦霊－．－１雨

誰よりも早く/見せます/遊べます／■開催日､場所

ｴﾙﾑﾅｲﾄ+ｷｬﾋﾞﾝﾊﾞﾆﾂｸﾌｴｱＩＩｉｌｉ蕊舌扉瀦盾

１１/２１神戸星電社三宮本店

灘
／

i iMi i

i獺iliii蕊畷
骸

■恋のライバル宣言ＩＤ

□ＣＡＢＩＮの塔鬮

轡

■

Ｉ

蕊

‘

ＣＯ

ｆ、

鞭

ｑおしゃべりフレイちゃん圏

■開催時間

l／２２大阪Ｊ＆Ｐテクノランド

I/２３束京ﾗｵﾂｸｽｻﾛﾝﾋﾟﾕｰﾀｹﾞｰﾑ館

2/１３広島ダイイチパソコン

午後1時～5時(広島のみ､午前10時から）
※画面写真はすべて開発中のものですも

刀

亡■００肥

~J汀1重巨怠
ほほ繍圏のロロ掴蕾方入門

ﾌﾟﾗｲＶＤＬ１

灘
蕊鰯

１０月Ｂ曰に無事発売にな

ったrほほ梅麿のＣＧ描き
方入門｣｡ＣＧツールやＣＧ
データ37枚が収録されたガ

￣￣一三二L轟閨T--

⑯⑰十

胖旭崔方入門■

イドディスクつぎで定価24
00円。イラストを描くのが
好きなら、ＣＧもきっと好
きなはず。ＭＳＸユーザー

なら買って損はしない。当
ＭＳＸ・ＦＡＮ編集部編・

蝋

１－－回

箸で徳間書店から発売中。

④本誌のＣＧコンテストを汕倍にした本ノ

情報おもちゃ箱

ＤＤＫ

付録ﾃﾞｨｽｸＣＧガイドデイスク
手持ちのツールでも読めるようなデータの収録形式

をとり、ＳＣＲＥＥＮ７専用のＣＧツールｒＧＰＥＤ｣や、
｢ＭＡＧローダー』も収録。見るだけもＯＫ･本と同じ

ｍｍＴＥＲＴ麺IiJ皿図mpSqKJAR画

テーマ別に分かれている。

くアーケードゲーム機やコイン、体感もの、カジノ、フード
コーナーやバーまでそろったでっかいお店なのだ。場所はコ

一麺勲諒鼠錘窒

⑨入口はこんなふう。かなりお
となっぽいふんいきなのだ

冬のイベントの会場と日程が決定。場所は夏と同じ東京は

昭＝１－〃二

。〃願

て

豊のMSXﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

ちなみに住所は神戸市中央区東Ⅱ|崎町１－Ｂ－１。

鱸1１

･るぺ

Ｐ■■一口ロー丘

いままでのゲームセンターを完全に越えたスペースなのだ。

￣Jli1iT露i霧熱

鍵

江百Ｖ国ＮＴ

ナミといえば神戸の神戸ハーバーランドのモザイク内。午前
１１時から午後Ⅱ時まで営業。ここなら彼女と行くのにはぴっ
たりだ。４階にはＤＪスタジオもあって自由に使用できる。

’
『。

1１

！

鍵謹

コナミもついにおしゃれなゲームセンターをオープンした。
最近ではアミューズメントパークとか呼ぶそうだが、とにか

スタイン・葱埋め作呰皿

｢副ﾚｺﾎﾟﾙ同ｵｰﾌﾞﾝ

Ｑ巽を壽垣託したホル

Ｐ畑｢堂,１月翠IIL…_…』

新宿の住友ビル地下１階ホール。曰時は]２月１９～20日(±曰）
のｅ曰間だ。合回はみんなから作品の募集をし、会場で審査
と発表を行う｡募集作品は｢ＭＳＸを使ったEIR表現｣をテーマに、
自己紹介やＭＳＸとの関わりなんかを創作してほしい｡ＣＧでも
ＡＶフォーラム式でも｢ＭＳＸＶｉｅｗ｣を使ってもイラスト、
作文､なんでも可｡送り先は下のプレゼントと同じ住所で｢イ
ベント係｣まで｡８０ページの応募用紙使用。しめ切りは12月１７
曰必着。賞品はＡ１ＢＴほかたくさん用意。

ﾊ!

Ｏ打ちつlifitLの天井の下で｢ス
ピードホッケー｣は彼女とね

江■璽圃隠画mＺ

Ｐ－－－－ｎ

さあ応募しなさい

からＳ月に発売に激っ

た｢ゲーム業界白書』
(飯島憾男箸)巌紹介予

定だったが、スペース
のつごうで来月まわし。
関係脅位ごめん噸い/
郵便番号まちがいで本
が層か噸かつたの臆。

暦鳧繭

861団|鰭軸
￣

=『。

①南翔子｢ＳｏｕｎｄWind｣特製
シングルＣＤ……'0名様(提供／

キングレコード）
Ｓ月26日に発売になった南翔子

のＣＤｒフィーナ｣を記念して作ら
れた特製のシングルＣＤ。これは
関係者だけに配られた、ふつうで
は売っていないもの。なかには作
詞の安藤芳彦氏をゲストに迎えた

トークと、已曲(｢誰かがあなたを

愛している｣｢夢色の瞳｣)がバック
に､「めぐり逢えるまで｣が全部､

｢誰かがあなたを愛している｣がワ
ンコーラス収録されている。

Ｏちょっと甘くてかわいい一薫明な声の南翔子のＣＤ

ほんとは合同アスキー

応募方法
官製ハガキに左下の応募券をはり、①ほしいプレゼント番号と
名前②住所(〒も）・氏名･年令･電話番号〈③今月のＦＦＢ
でおもしろかったもの、④なにかおもしろいこと、以上を明記

のうえ、下記の住所まで送ってほしい。
〒lO5東京都港区新橋４－１０－７ＴＩＭ｢MSX・FANのさあ応募し
なさい｣係しめ切りは11月20日必藏発表は２月発売の本誌で。

プレゼント係より
||月|間報号当選者発表分までの｢さあ応募しなさい｣｢アンケー
トプレゼント｣のうち、まだ発売されていない｢プライ下巻完結
編｣｢シムシティー｣をのぞく発送はすべて終了しました。いま
までのプレゼントや､採用されたのにテレカカ幅かないなどの
不明な点がありましたら、住所･氏名・唾舌瀞号を明記U)うえ、
何月号の何の件かを書きそえて、ハガキで上記の応募方法と同
じ住所のＭＳＸ・ＦＡＮ編集部プレゼント係までﾆﾉ連絡くださ
い｡なお､通常の発送は、発表後約ｌか月ぐらいかかります。

●ガツツ石松／先日、ある関西ローカルのテレビ番組｢探偵１ナイトスクープ｣で〈よくトラックがバックするとき、;lflM耐i的な声で｢バックします｣と

いうのが｢ガッツ石松｣と'1にえるというのをやっていた。（京都1ﾖ京M11I市東山庭……･慨ジヤン／FS-AlST)￣あるコーヒーチェーンでは｢いらっしゃい
ませ｣のかわりに｢んせつ｣、「ありがとうございました｣のかわりに｢んたつ｣というように教えていると聞いた力（ほんとう力も（（）

■

弾

の

｢貝満ひとみ｣などと答えているのはわ

たしだ。「あいだもも｣の美乳もグーだ。
●岡山は10月10曰から市内局番がＢ桁
になります。（岡山・竹内章雄）

ゅうかい'１を変換したら１１口臭会"と出

こんなことを書くためにハガキを使

た。（香川・横井達）

うおまえに、Ｂ桁記念の意味でテレカ

ＮＥＣ｢文豪｣でⅢスターリン"を変換
すると帆スター林､になるぞ。ちなみに

帆ばぼさん''が､､場墓参"と出るのは富士
通｢オアシス｣だ。

③毛利さんの宇宙授業はよかったが、
｢りんご｣はよしてほしかった。
（宮崎・筆名未定）

どの番組でも｢ハンサム｣｢知的｣｢素

敵な人｣と絶賛されていた隣で、「おれ
のほうが先なのに･･･…｣といわんばか
りの｢秋山さん｣が悔しそうだったぞ。
あの顔だものな。

●ＭファンＳ月号のファンタ゛ムで

をさしあげる。岡山から編集部に礼の

電話を入れるよ－に。すぐなくなるぞ。

③先日｢藤井不動産麻雀足もと注
意｣という看板を見かけました｡どう思

いますか。（兵庫・アーネスト）
送り先を間違えたようだな。ＶＯＷ
に送れば少しは自慢できたろうに｡

●ここ最近プリメをやっている。娘の
あまりのかわいらしさに、娘よりも息

で話しかけたら、その外人は｢、□､，ｔ

てくれ。（大阪・イベント王西川）

写真？｣と聞いてきたのだ｡ぼくたちは

それはかわいそうすぎるので、テレ

イッタイ……。（東京・佐藤志高）

カをさしあげよう。それにしても返し

まめけな英語力は前号で暴露したが、

先曰あれこれ聞いてきたガイジンに

②長年連れ添った愛機(ＨＢ－Ｆ１ＸＤ）

｢地下鉄の有楽町線に乗りなさい｣とい

が逝ってしまった。ぜひバポ様に戒名

おうとし、「アー、サブウェイ有楽町セ

「おはこんを読むと前がふくらむ｣と

を考えていただきたい。同封のＦＭバ

ーン｣といったのもやはりわたしだ｡サ

●バボさん、人はなぜこんな投稿コー
ナーに－生懸命になるのでしょうか。

（広島.直１１１１､ポンカン飴"源泰）

よく使うＡＶ機器は？と聞かれて

tBkeapicture｣と文法不明な英語

のイベントで盗まれた。たのむ、返し

ぞ。いったいどうしてくれるか。
（福岡・李香蘭）

ォーラムではない｣と書いた梅木さ

（長野・ちくたけ）

でもらった時計などが、大阪リンクス

子のほうが先に大きくなってしまった

までいわせてみたい。

しかも、イカの絵だし。

イトでもらった給料と、入学祝い友人ｌ氏か舅
友人ｌ氏か勇気を出して｢Ｄｏｎ，t
●バイトでもらった給料と、入学祝い

てやれよ;tﾉﾐ、ささや。

｢ＡＶフォーラムはアダルトビデオフ
ん／ボクはマジでそう思っていた。

瀧

③京都・鴎田の（中略）’’１Ｊ確かに４コマ小説は
はじめて見た。ちなみに鎚田の住んでいると一三
は京都府京都市東山区大和大路五条下ル３丁目東

（岩手・岸本誠）
●シャープ｢書院ＷＤ－６０ＪでⅢこうし

１

入ル南梅屋町。字を書くのが好きなんだな（ノ）

●ある曰、真夜中にいえむふあん伽を漢
字変換したら'１笑むふあん"になった。

１

蕊蕊謡》洲蕊

へ|Ⅱ

獺

わたしもなぜこんなのを何年もやっ
ているのか不思議だ。教えてくれ。

ックはバボ様への貢ぎ物です。未使用、

ブウェイといえてなぜラインといえな

未開封なのでＦＦＢのプレゼントにし
てください。（北海道・本願寺光佐）

かったのか。悔しいぞ。（バボ）

ＦＭパックは貴重品なのでもらった

ぞ。おはこんでプレゼントすることに
したのでほしいヤツは｢おはこん特別

前⑩

プレゼント･ささや係｣まで。戒名は考
えるのが面倒なので｢ヤン・スギョン」
とでもしておこう。

●ＭＳＸ祭りにいってきた。そこでも

奈良三遍囑巳

らったうちわに｢ささや｣にサインを書
いてもらった。でっかく｢さきや｣と書

いた横に｢よろしく、でちでち｣と書い
たのを本人は覚えているだろうか。そ
して私は学校で､｢そのⅢささや"ってな
に？｣といつも聞かれる。
（神奈川・渡辺慎一）
でちでちは気に入ったぞ、古さや。

あ、しかし亡さやの話を毎月出してい
ると｢好きだ｣と思われるのでよそう。
ささやかわたしを好きというのなら、

まあ１回くらいはいいが｡いかがだ｡

O奈良･奈良の三冠王→さすがに、編集部も草葉の陰で感動している筵Ｍファンの編
集室って、深夜に原稿を持って〈とみんな死にそ－なかおしてモニタに向かって黙々と
ゲームやってたりして不思識なんだぞ(ノ)※よく似てます。とくにおさだとorc(．）

￣凹

守Ｆ

驍軸

●修学旅行で行った京都の寺で、撮影
禁止なのに外人が写真を撮っていた。

露騨灘露騨

③東京・ＭＳＸ仲間がいない後藤謙治一い
るんだこ－いうヤツカネ切手ってこんなに

重ねていいのか。二れじゃあ使用済の切手
を使ったってわからないじゃないか(ノ）

●Ｍファンを愛してるから／読者アンケートのrl8｣は苦しい質問です。できれば選択肢に｢Ｍファンを愛してるから｣などとあれば間違いなくそれを
選ぶのに。（岡山大田敏之／FS-AlST)／今月号(１０月号)はそちらからいただきました力（明日（８日)、金があったらもう１冊買ってしまうかも。近
くの本屋にＭファンカ残ってるとつらいんで６（静岡・ホルスタイン渡辺／FS-Almkll)‐そんなに愛されるとわたしもつらい。（（）

8７

【募集内容］「おはこん」ではつねに次のような投稿を待っていますやしめ切りなし。①街で、学校で、会社で、自宅で、テレビのなかで‐…・偽蝿溢見つけた『おもしろいこと完圃蒲・性別．ジャンルを問わ壷４尺ボ』係まで。
②楽しい絵から、気絶するほど難解なコママンガまで、胸を打ち頭を破裂させるハガキァー，児↓「ノミャマ」係まで。③新作、古典券間調理入イラストによる各種遊び枯誘座↓「イラスト誰座」係まで。の不思縦な悩みは↓『パ
ポの人年預談」係まで。［特典］ＱＵはとくに功織のあったハガキに、⑦③ほ採用者全員にＭファンテレヵをさしあげま＋Ｌ※あて先は〒Ⅲ王晁都港区新橘４Ｉｎ１７Ｔ－Ｍ「ＭＳＸ・ＦＡＮ編染部．おはこん」係まで。

〃

露盤鳩

百～

鶴田のジャンピ⑧｜Ｔ薑－２糠だが）

ヘ

③京都・鶴田のジャンピングニ－し深い意味もな
く特集してしまった。作品のオチには一貫して「人
生なんてこんなもんさ、ふっ」という諦念の哲呈・が
漂っている。つらいことでもあったのか７）

Ｆ■■」

－Ｊ

瞠占【

￣

侭
の拳／
(鰯龍虎の拳/SＮ
鰯龍虎の拳/SNK

メーカー｜ポニーキャニオン

媒体｜ＣＤ
鉾
品希lPCCB-OOIOl

【500円(瀬圦）
メラメラと燃え続ける格闘アクションの火を消すまいと｜価格’1500円(税込）
メラメラと:燃え続ける格闘アクションの火在消すまいと
頑張る、ＳＮＫのＮＥＯ・ＧＥＯ版ゲームを早くもアルバ
頑張る、ＳＮＫのＮＥ(〕・□ニロ版ゲームを早くもアルバ 胴考 ０，ケースサイズｶ
ﾗｰステッカー

ム化。このアルバムにおけるいちばんのニュースは、サイ
ム化。尾のアルバムにお:ナるいちばんのニュ・スに、サイ

;M熱｝

トロンのＳ番目のバンドがデビューを果たすということだ
:､質ンの５番目のバンI＜がデビューを果たすということだ
ろう。その名も、ＳＮＫ・ＳＯＵＮＤ・ＯＲＣＨＥＳＴＲ
ろう。その名も、ＳＮＫ・信ＯＵＮ□・ＯＲＣｌｌＥＳＴＲ
Ａ・披露されたアレンジ・バージョンを聴いてみたところ、
Ａ(;披露されたアレンジ・（･･ジョンを聴いてみたと`完ろ、
かなり金属的でエレクトリカルなサウンドを作るという印
かなり金属的でエ:ノクトンカルなサウンドを作るという印

象を受けた。ま、合回のアルバムだけで、その実力のほど
象を受(ﾌﾟた゜ま、合口のアルバムだけで、その実力のほど
ばか
埠蒋､

を推し量るのはむずかしいが、結構クセのあるバンドにな
を捜し量るのはむずかししＩが、結構クセのあるバンドli.な

鰯

りそうな予感がする。ＧＭ界に新風を吹きこむことを期待｡盛
りそうな予感がする。ＧＭ界lこ新風を炊きこむことを期待。

いよいよ12月。この時期いちばん気に蹴るのがスキ
いよいよ12月。この時期いちばん気になるのがスキ
ー場の禰雪■というスチヤラカな私だが、舎年こそ
ー場の轤雪■というスチヤラカな私疋が、舎年こ饗
ゲレンデに流れるＧＭ巌聴いてみたい。評：高田鰯
ゲレンデに流れるＧＭを聴いてみたい。評：高田陽

=ｃＣ メモリ アル゜シリーズ
鰯
ＳＮＡ ＴＣＨ ＥＲ～ＪｐＩＮＴＤＩＳＫ
鰯営販;壱間團』luj6117F(口,sK～
角■

タイトルを見て、「ハテ？なんで会頃スナッチャーなんＵや？｣と思った人も多
タイ':､ルを見て、￣ハデ？なんで会頃スナッチャーなんＵや？凸と思った人も多
いはす。しかも、ＣＤＳ枚組。おまけに下のＰＣエンジン版のアルバムと曰タイト
いはず。しかも、ＣＤＳ枚組。おまけに~Fの:>CFFミンジン版のアルバムと巳タイト

セ第

トス

パーフェク
レクシ ヨンロ
鰯
グラディウ
２章
鯵爆轄鑪鵲…．錘H:Ifi:ニ
メーカーｌキングレコード

媒体｜ＣＤ

品番lKlCA-lIl2

ハイ・クォリティなサウンドで人気の高いパーフェクト価格３０００円(税込）
ハイ．クォリティなサワンドで人気の高いバワュクト｜価維3000円(税込）

／
ｾﾚｸｼｮﾝ゛ｼﾘｰｽﾞの合回は､前作｢ﾊﾞｰｾﾚｸﾞﾗﾃﾞ術考／
イウス｣で末収録に終わった人気曲をセレクトした作品と
甥鐡鼠,鰍霞:曲鷺嚇誰練ぃｚ
術考

なった。もちろん、合回も立体音響システムＲＳＳ採用で『!…uc1IADlwM

CRADlUS
高音がスッキリ抜ける、奥行きのあるサウンドが体験でき…
高音がｽｯｷﾘ抜ける奥行きのあるｻｳﾝﾄﾞが体験できＧＲ製IUS

露
熟議嚢霧；蕊iii雲
る。メロディよりもノリで勝負するというコナミの路線を

バッチリ踏襲。フワフワとつかみどころおない曲調のわり
には曲の細部にいたるまで音の細工がこまやかで、聴きこ

淫韻幾鶴鰯廃騨数簾繍1iii

ユ屋

錘
副冒 園]hYll =ＴＬ
ＤＳｌＮＬ
噸 飴HmP凶鵬R晶惰詔NDoNCITY
AＩＤｏＮＣＩＴＹ
凰鬮轍

屯‐

ⅥＵ、

ヨ目

1回

ＬＤ

■

シンセは模写の上手な画家である。オーケストラを

l[.よるオーケストラ・アレンジlこあまり魅力を感じな
によるオーケストラ・アレンジにあまり魅力を感じな

品稀KlCA-llI4～５

価格
4500円(Ｉ兇込）
’価格'4500円(税込）

之氏の若く新鮮な感性によって｢イース｣｢ソーサリア
之氏の若く新鮮な感性によって｢イース｣｢ソ・・サリア

'８cmCD付
/Ｕ“CD付

ソト、ＬｏＧＩＣＳＹＳＴＥＭバージョン。
ツト、ＩＤＧｌＣＳＹＳＴＥＶｌバージョン。

蕊 鰯
鬮鬮

Ｌ｣。これは､そのＩとⅡ両方の音楽を作曲した佐藤天平氏
ｉ」。これは､そのＩと11両方の音楽を作曲した佐藤天平氏
みずからの手によるシンセサイザ・アレンジ曲を収録した
みずからの手によるシンセヅイザ・アレンジ団を収録した
アルバムだ。Ilnl目が気|こ入った色も1か、最後まで好感を
アルバムだ。１曲目が気に入ったせいか、最後まで好感を
もって聴くにとができた。しひとりと聴かせる曲が多く、
もって聴くことができた。しっとりと聴かせる曲が多く、
昼下がりや深夜のＢＧＭに向くだろう。いちばんよいと思
昼下がりや深夜のＢＧＭに向くだろうｓｂｌ右ばんよいと思
ったのは、シンセにしか出せない音色をメインに用いてい
ったのは、シンセlﾆﾋﾉか出せない音色をメインに用いてい
る点。シンセで既存の楽器音をまねるのには限界があるし、
る点。シンtzで既存の楽器音をまねるのには限界があるし、
逆にリスナーをシラケさせないとも限らない。シンセの領
逆にリス･ブ・・をシラケさ･直・なし]とも限らない。シンセの領
分を守っているため、純粋lニシンヱ・サウンドが楽しめた。
分を守っているため、純粋にシンセ・サウンドが楽しめた。

HIH

￣邑

弓戸

|鶴軸

ＩＦ考
臓零

ＳＤは`90年４月発売だから、なんか思わず遠い目をし
岳と)は.90年４月発売力\から、なんか思わず遠い目をし

３枚組､初回特典
/キーホルダー付
/キーホルダー1１

ちやいそうだ……。スナッチヤーは、2039年の新国際
ちゃいそうだ･･･…。スプッチャーーは、2039年の新国際
〃，

都市ネオ・コウベ・シティを舞台とする、かなりハー
部門ネオ・ニウペ・シティを舞台とする、かなり八・

ﾄﾞでシリアスなアドベンチャー(ＳＤは三頭身キヤラ
ドでシリアスなアドペンチャ…(ＳＤは三頭身キヤラ
のＲＰＧ)だ｡ゲームからはサイバーバンクの名にふさ
のＲＰＧ〕だ｡ゲームからはサイバーパンクの名にふさ
わしい、神経を直接刺激するような怪しい雰囲気をた
わしい、神経をTI接刺激.ｦ゛るような．'呈しい雰囲気をた
たえた音楽があふれ出す。淡々とした曲調はＳＣＣの

j弓ﾆｽﾌﾟの/鍔

音源と見事仁マッチして、下手なアレンジよりずつと
音源と見事仁マッチ(ﾉて、下手なアレンジよりずっと
聴き応えがあるぞ／
聴き応えがあるそ／

沖・カー
メーカーｌキングレコード
キンクレコー16

媒体ＩＣ、

品稀lKlCA声7610

2800円(税込）

この｢SNATCHER-ZOOMTRACKS-』は」価格'2800円(税込）
；ﾌﾞの｢ＳＮＡ〒ＣＨＥＲ・・ＺＯＯＭＴＲＡＣＫＳ・」は、
而考
Mn考
ＰＣエンジン･スーパーＣＤ－ＲＯＭと版のアルバム化。自
ＳＣエンジン･スーパーＣｎ･ＲＯＭ:版のアルバム化。自
然音がウリのＣＤ－ＲＯＭではあるが、ゲーム中の音楽は
然音がワリのＣＤ－ＲＯＭではあるが、ゲームH:.の音楽は
/UDnZq几〃｡
I

／

まれるというわけだ。音楽は、ストーリー性のあるアドベ
表れるとし1うわけだ。音楽は、ストーリー性のあるアドペ

ンチヤーならではの多彩なもの。サイバーバンク．アドペ
ンチャーならではの多彩なもの。･サイバーパンク・アドペ
ニ勺二句
こうこつ

鰯CAL~永遭の美少女～
噸CAL~繩の美少女～｜i~?':琿￣
2800円(脱込〕
バーデイソフトの代表作ともいえる美少女ゲーム｢○Ａ価格2800円(税込）
バーディソフトの代表作ともしＩえる美少女ゲ・ムＴＣＡ

lﾖｉ格 4800円(iji
価格4800円(税込）

蹴考
Nｉ考

不可能となる。そこで、合回のようなアルバムに意義が生＜･‐や
不可能となる。そこで、合回のようなアルバムに意義が生

癖1Ｆ

鍵

この弩←でlvlsxl巖のｹﾞﾑが議艫に③|霞ろの朧｜繩+:::鵲X；
久しぶりだなぁ。しかも、スナッチヤーは８８年１１月、
久しぶりだなぁ。しかも、スナツチや－は88年１１月、！
久しぶりだなぁ。しかも、スナツチや－は88年１１月、
でのヨ・・ゾ･－でＭＳＸ版のゲ・ムが話題lごのぼるのlEj：
このコーナーでＭＳＸ版のゲームが話題にのぼるのは品番KlcA-7607~９

セリフ混じりとなり、音楽だけを聴くということは事実上鼻焔
tプリフ混じりとなり音楽だ'ﾌﾞを聴くとvRラi壺とは事実上

＃勢

ン｣などの曲が容姿を変え､リスナーの感覚を刺激す
ン｣などの曲が容姿を変え、リスナーの感覚を刺激.9．
る。特に名曲｢ＪＯｓｅＤｈｉｎｅ｣は、チェロとピアノの
ろ。特ｌＥ、名BB｢Josephine｣は、チニ:.とごアノの
かけあいが甘く切ないすばらしい出来だ。ディスク２
かけあいが甘く切ないすばら｛ん】出来だ。ディスク巳
(よ松武秀樹、入江純両氏によるプロデュース・ユニ
は、松武秀樹、入江純両氏によるプロデ･'一ス・＿ﾕ.｡▲

媒体
う(そりゃ、Ｓ枚組になるわな．.…･)。それにしても、媒体ＣＤ
う(そりゃ、Ｓ枚組になるわな･･･…)Ⅲそれにしても、媒体ＣＤ
う(そり

価格

い。しかし、このアルバムのディスク１は違う。ロン｜Ｍｉ老｜，杓如釦同』
い。しかし、このアルバムのディスク可は違う。ロン
術考
Kｉ砦
２枚iⅡ､初回特典
2枚組､初回特典
とうのクラシカル・アレンジ作品だ。編曲者、服部隆
とうのクラシカル,アレンジ仲畠だ。編医l者、服部隆

ヤー｣のオリジナル･サウンドを完全収録したためとい｜メーカー｜ｷﾝｸﾞﾚコード
ヤー｣ｑｊ
ヤー』のオリジナル･サウンドを完全収録したためとい「メーカーｷﾝｸﾞﾚｺｰﾄﾞ

:値

キンクレコード

媒体
媒体ＣＤ

ドン・シンフォニー・オーケストラ演奏による、｜まん
ドン・シンフォニ･－.フｉ－ケストラ演奏による、｜ﾕん

関しては､ＭＳＸ版の｢スナッチヤー｣とｒＳＤスナッチ
関しては､ＭＳＸ版のrス･ﾉ･ツテヤ．｣とｒＳロスナッチ

鱒:Ni男|i静lHliVIWIiM11E
鰯glilRI鵜U;lllh4WM：M1;HｌＥｌ

まねさせれば上手にまねる。しかし、それは複製画とメーカーｷﾝｸﾞレコード
まねさせれば上手にまねる。（′か､人それは複製i屋i古
同じほどの価値でしかないのだ。だから、私はシンセ
同じほどの価僅でしかないのだ。だから、私はシンセ

ル同時発売だ。ごこれは何か秘密があるに違いない／……と思ったものの、ファ
ル同時発売だ。丘、［Ｚれは何か秘密があるに違いなしI／･･…･と思った:E,のの、フア
ンの要望が高まったというのがいちばんの理由らしい。Ｓ枚組というボリュームに
ンの要望が高ま＝たというのがし1ちばんの理由らし,い゜Ｓ枚組とし1うボリュームに

／

ンチヤーという畠U題存T7言iFするような、斬新で,洸,惚感の得
ンチャーとし1う副題を立証するような、斬新で'1%惚感の得

られるサウンドが大半を占めている。上で紹介したＳＣＣ
られるサウンI＜が大半を占めてしlる゜上で紹介したＳロ[｝

のものと聴き比べるてみるものもおろしろbl。
のものと聴き比べるてみるものもおるしろい。

噸鍋瀞濡鰯桴荊》 》蠅辨癖一つ桴牛乘亦多趣麺唾幻鐘亜露暴麗奔”謡煽西搬鐇礒翻鑛“ム攝ュ、却王雛侵艫擁ｊＰ医うよ決きえボい宿＆廷嘘釦奄権力勾作乱戸卍ろ文・〕弧ルゲＥ曲、う句くつ田虫ク者オ・だサかがムトのＵＲウな、末灘ジＰン凸ア体ル下ナＧこドほ験
噸 ティラムパラム

メーカー｜アポロン
媒体｜ＣＤ
蝶体

品稀lAPCG-4028

鎚格 2800円(説込）
ライトスタツフから発売の｢テイラムバラム｣はクトウルｌ価格’2800円(税込）

ﾌ神話をモチーフとしたＰＣ９８版のＲＰＧ･作曲者の澤下

術考
鰍考

禎氏みずからのシンセ・アレンジということで、オリジナ

ル・ファンも注目すべき作品といってよいだろう。ＲＰＧ

の音楽を語るとき｢多彩｣という表現は決まり文句だが、こ’Ｒ

／
／
PJP

！

〃

の作品はそれをとおり越している。目まぐるしくサウンド

の様相が変わり、頭のチャンネル切替えが追いつかないほ

どだ。全１１曲中Ｓ曲を占める!怪しげなボーカル曲が、アル

ﾊﾞﾑ全俸の雰囲気橇さらにねじ圏げている｡ｹﾞｰﾑ素俸験ｌ
じゃ、魅力がわからないのかも……？

●ちえ熱さん好き／ピンポンファンダムでちえ熱さんの写真の話力敵ってましたけどくあのＭ・I・さんって､もしかしたら､私のことですよね－／こんな
私の手紙なんかにも目を通してくれてたなんて－､しかも､ちえ熱さんの目にとまるなんて｡でも､ちえ熱さんのこと好きなのはなにも写真だけじゃあない
んですよ｡文面からにじみでるやさし－いお人柄も大好きなんです｡(月車･伊佐次政子／？)－しかし人間見た目｡そういう意味でちえ熱はいいぞ｡(（）

〈イベントのお知らせ＞ドラクエの野タトコンサートが１１月１５日(日)に､小田急向ケ丘遊園(己044-911-4281)のフラワーステージで行われる。’3時～'4時30分で指揮とお話はすぎやまこういち
氏｡演奏は東〕;ご理l楽団｡遊園地に入園すれば自由に見られる。雨天中止。

光栄

媒体

’’品番lKECH-lO32

2500円(税込）
光栄オリジナルＢＧＭ集ｖｏｌｓは､スーパーファミコン｜|価格’2500円(税込）
光栄オリジナルＢＧＭ案Ｖ[]:.Ｓは、スーパーフアミヨン
備考
而考

精油｣楽曲の淌面
特曲/楽曲の誼面
付

Zy総芙鰹Hi繍騨調濡,静止ｉ

蕊
蕊篭議露蕊

作曲による『ｽｰﾊﾟｰﾛｲﾔﾙﾌﾞﾗｯﾄﾞ｣だ｡まず三國志、ｌ犀､蕊
だが、リズム音とメロディ音の音質バランスが絶妙で、シ

菅野よう子氏が手がけている。試聴してみて、大航海～の
菅野よう子氏が手がlずている。試聴してみて、大航海～の

ンセサイザのレベルにまで達しているといっても過言では

ほうが各パートの音同士の相性がよいように感じられた。
ほうが各パートの音同士の相|生がよし}ようlこ感じられた･･

ない。これも向谷氏の指示の賜物なのだろうか'Ｐ趣は異

提督～のほうは、曲自体のもつ重厚さが音源に乗り切れな
提督～の|震うは、８日自体の:t2つ霊厚さが音源に乗り切れな
かつたという印象。宮111氏のスコアがフルオーケストラ
かったごﾆしＩう印象。宮;l氏のスーアか、フルオーケストラ

なるが、ロイヤルのほうも奥行きのあるサウンドに仕上が

演奏でこそ映えるものだったのか壱《ﾉれない。
演奏でこそ映えるものだったのかもしれないｃ

ｍｉｄｏｎの得意とするところだろう。

比上Ｌｎ

ｊｊＬＣ△

っている。環境音楽風の優しくなでるような音使いは

会年のウイリアムズの破竹の快進撃を支え、Ｎ・マンセル
合年のウィリアムズの破竹の快進撃を支え、Ｎ・マンセル

を初のドライバーズ・チャンピオンへと導いた陰の立役者、
を初のドラヱバーズ・チヤンピフl･ンへと導いた麓の立役者、
リカルド‘バトレーゼの優勝時に流れる曲、それがこのrｌ
リカルド・バトレーゼの優勝時化流れる曲、それがこのｒＩ
ＣＡＮＳＵＲＶｌＶＥ』だ。パトレー
ＣＡＮＳＵＲＶｌＶＥＩだ。パトレ．『
1K二･一キ学ニオン
ゼは１０月25日の曰本・鈴鹿ＧＰでみメーカーポニーｷｬﾆｵﾝ
ぜＩ｢k:０月25E:の【:本・鈴鹿ＧＩ;てみ〆.､力：j(二.‐ｷ孕二オン

麓寧競:皐鰯鴎け撰議wx’
ごとに優勝をかざり、この曲はゴー

媒体ＣＤ
蝶体

品番PCDB-00001

000円(税込】
恒袷
ルデン・タイムの曰本中を駆け抜け価格，000円(税込）

たI下と同じアルバムとは違うリ一
た１．'ざと同じアルバムと二は運うり’

ミツｸｵﾊﾟｰｼﾞｺﾝを収録’'密一田
／
ミックス・バージョンを収録。

倣考
ｌｉｉ琴

噸
鰯醐Eih皆!{鼎lM-MABmA1L
ＴＡ口ＨＩＹ□Ｎ
Ｃ/Ｗ

合年のＦ１第７戦カナダＧＰｏ優勝チェッカーを受けたの
会年の:-.弓第７戦カナダＢＰＯ優勝チェッカ゛を受りたの
l戒ゲルハルト・ベルガーだった。そして、その優勝の瞬間に
はゲルハルト・ペルガーだったｏそl’て、その優勝の瞬lヨに

流れたのかこのｒＴＡＣＨＹＯＮ｣だった。情報は知っていた
流れたのが量の｢ＴＡＣ芦ＹＯＮ｣だった。情報は知ってし}た

灘ｂ躯;舞鶴簾M`-力藤Iir-…
議蕊霊蝋:簾iIiI;帯’
畠誌
いたより数倍も感動的だった。収録｜品稀lPCDB-00002

は、アルバムとは違うリミツクス.｜価格’1000円(税込）
1000円(税込）
伍桜
(よ、アルバムとは違うリミックス゛伍格1000円(税込）

／
臆素息襟:圖娠…讃さ'㈱､|／｜
れたように感じた。
バージョン。幾分、副旋律が強調さ

備考
伽考

いⅢ．３１時・吟一日宇

鰯
鰯
噸L);V艶亨:mWELlCHT
噸ＬＩ鯉亨:mWELIem：i1l1illiii蕊'1111噸霞
IごＡＮＳＵＦＷＩＶＥ
Ｃ/ｗ雪ＥＶＥＮＴＨＦＬＩ唾ＨＴ

特曲/楽曲の附面
付

露

廓vIiimiiIlli鯖

醜ＶｏＬ２
ロ1．

セリオスは王妃フェシリアが城に幽閉されていることを

知り、レジスタンス軍とともに救出を計画する。しかし、
それは戦力不足のため不可能であった。セリオスを思うレ
ジスタンス軍のソニアは、封Eﾛされた兵器｢古の竜｣との融
合を決意する……。待望のドラスレＯＶＡ第已弾。
トにしえ

Ｏセリオスの母フェリシア

Ｏ激しいアクションシーンが多い敵はこいつかI？Ｏセンチメンタルなソニアのﾈ湿頁

醤電

、セ'ノオスの友ソーア①生人公セリオス王子

蕊

し：

､

､|脇~力藤|蕊ﾚｺｰﾄﾞ,Lロ

功

、」禰:棚鵡込)'４M:１$鍵，
企

ｌ弓

術考
伽考30分ｶﾗｰ､ﾋﾞﾃﾞｵ／Hi-Fiフ
30分ｶﾗｰ､ビデオ／Hi-Fiフ

巴

￣

テレオ､L､／ｽテレオ
テレオ､L､／ステレオ

識》再｛ 『”鍔》 田野繍蝋紳『》雷 蕊啼・鶴》昨 泗一瘤》 軒 許｛密轟乍王銅匪》一毬刮辨庄控帰》｛趾『冊 》刊既ヨー》『出州 》田｛砕一旧冊辨》汁醜力竝鼬磧陶症ｐしか（｜繩一乳恥辮 伝しのャ閲ズ請え★くＳア完ジ☆トｇｏン③》Ｃ紘到楴 『辨呼封一》跨坪ュムクン代・、Ⅱマ出アルＤロオⅢ邨沮さレく述シ夢ジソラ酉や。●ミバー蘭③ス曲んの｜ヘＣゲョ操有各ヴコ卯熱ト収が宅Ｒ晒〆別口魏率鋤汕癒感哩、蝋鍔掩の旧塒ムク巷を。ボリ十ス腿Ｕ記兀ショ個叩や幻宅麺鐘州昨ガｗ汕距餓鵬汐券ア塊隅チｂン、迎Ｃ・ル｜［］ゲ前
書
|書社新譜情報｜鯉と-寶驫霞鑿ﾙｼｽﾃﾑを種用して収録｡oD2800し…ﾙﾊﾟﾑ｡CD２９[0円｡●蕊
オリジナル・サウンドをヴァーチヤ伝～→同名シミュレーションのフルア

ンⅡアバレ之優円ケロオジ

☆キングレコード＜Ｓ月下旬＞……●(仮)ワルキユーレ円。の門玲同名のアクション・アドベンチ

＜]２月16日＞……●イース天空の神の伝説‐交響曲アレンジ作品。スロバ＜１月21曰＞……●ＰＭＤ９８－｢ブリヤーのフルアレンジ・アルバム。ＣＤ

殿～アドルークリステインの冒険～キア・オーケストラの演奏を現地収録。ンセスメーカー｣｢サイレントメビウ2900円。●ＣＤドラマ・コレクション
(Ｌ、)→オリジナル・ビデオ・アニメ。特典にＢＳ判イラスト集を予定。●ビス｣などを手がけた､梶原正裕氏を始めズ｢三國志｣／三、曹操孟徳之巻＆囚

’墓要り澱;鯛了諄。霧;且R\1ﾘﾗi;#;霧;i穂：芝鰯f誰j計怪騨諭：爵鶉確h駕鑿麓巽迦
全４巻シリーズの第１巻。同日ビデデオゲーム･グラフィテイＶｏｌ.Ｂ＆Ｓとする４人のコンポーザがＰＣ９８の音諸葛亮孔明之巻11-有名声優を多数迎
オ版を角１１メデ／アブlフィスより書店□●『スパ・ワギヤンラン〆｣｢ステイの限界l=挑むＣＤ２８００円。えてのＣＤドラマ。各3300円。
オ版を角川メディアオフィスより書店一｢スーパーワギヤンランド｣｢ステイの限界に挑むＣＤ、2800円。えてのＣＤドラマ。各3300円。

にて発売。１月21日には、キングより－ルガンナー巴｣などを収録する予定。＜発売曰未定＞……●(仮)大戦略エ★東芝ＥＭｌ
｛こて発売。１月21日化は、キングより－ルガンプー白孟などを収録する予定⑰＜発話曰未定＞……●<仮)大戦昭１★東芝ＥＭＩ
同ニデオを発売。３０分スラ･レフi旨:．．予価各CD23UO円。
同ビデオを発売。３０分ステレオＨｉ－予価各ＣＤ2300円。～Ⅳ￣パソコン版の人気曲をピツクア＜12月中旬＞･･…●ヴアルケンーＮＣ
～]ｖウバソニン版の人気曲をピツクア＜:２月中旬＞･･…●ヴァルケン'ｳＮＣ

Ｆｉ５８００円。
Ｆｉ５ＢＯＯ円。
－来年４月以降発売で、ｒソルバルツプしフルアレンジ。ＣＤ2800円。●Ｓのスーパーファミコン版ロボット・
‐来年４月以鋒発売で、「ソルバルツプしフルアレンジ。〈〕[〕2800円。●Ｓのスパ・・ファミコン版ロボット・
－イースＯＶＡ第已巻のビデオは巳ウ｣、Ｓ人同時プレイ版｢ギャラクシア（仮)エルフ・ベストアルバムーエルフアクションのアルバム化。オリジナル
－イスＯＶＡ第２巻のビデオは曰ウ｣、Ｓ人同時プレイ版rギャラクシア〈仮)ニルフ・ペスi､アルバムⅢ｡:ﾆルフアクションのアルバム化。オリジナル

／24(書店)、Ｓ月１８日(ビデオ店)に発ン3｣のＣＤ、「スティールガンナー１＆作品の人気曲をオリジナル＋アレンジ完全十全曲ＭｌＤｌアレンジ＋アレン
／24(書店)、曰月.８日(ビデオ后)l巨発ン3』のＣＤ､ｒスティールガンナー１＆作品の人気曲をオリジナル＋アレンジ完全＋全曲ＭｌＤｌアレンジ＋アレン

で収録。（_)□2800P｡。
売。ＬＤは、ｅ／24発売。第Ｓ巻のビ巳｣のビデオを企画中。で収録。ＣＤ2800円。ジＳ曲収録。ＣＤ2500円。
亮。ＬＤは、と／24発売。第Ｓ巻のF【巳｣のビデフi狂企画ｺﾞ:。
ジＢ曲収録。ＣＤ2500円。
☆アポロン
デオは４月(書店)、Ｓ月(ビデオ店)に★ＮＥＣアベニュー☆アポロン☆ポニーキヤニオン
デオは４月(書店)、Ｓ月(ピデオノ亡苛)(こ☆ＮＥＣアペニュー
☆ポニーキャニオン
発売。ＬＤは４月発売。第４巻のビデ＜12月21曰＞……●エルフ・ベストキ＜１２月１６曰＞……●ウイザードリイＶ＜12月１６曰＞……●熱唱〃ストリー
オはＳ月(書店)、７月(ビデオ店)に発ヤラクターズ(ビデオ＆Ｌ、)→｢エル」‐スーパーファミコン版のシンセ・アトフアイター11今ストⅡのボーカルＣ

｜讓轤霧鯛裏鰍鎚馳剛輯!且;差9鮒騨鯛段綴辨納M目
鰡細鱒離會lHH蕊i擬i麓：；鱸篝窒溥欝圭；議謹霧:鰯;｜

ポ春〉・のシ“

完。Ｌ□はＳ月発売。「フオクシーａ｢天神乱魔｣｢ドラゴンレンジ。羽田健太郎氏作曲。ＣＤ2800Ｄｏ１２キヤラ分12曲収録。春麗はＣ□

＜12月24日＞……●(仮)ファルコム．ナイトⅢ｣rシヤングリラ｣rデ･ジャ｣な円。●46億年物語旬スーパーファミコＣＯの宮前真樹さんが、ＲＹＵは光ゲ
スペシヤルＢＯＸ９３－年末恒例企画どの画像集。ステレオ、予定収録時間ン版アクションのシンセ・アレンジ。ンジの山本純一＜んが担当。2800円。
モノ<)l〕･ＣＤ４枚組6980円。●(仮）５０分。ビデオ3800円、とＤ4800円〈〔〕Ａすぎやまこうし1ち氏作曲｡(}[~〕ＩＩＢⅢ:Fj。③嵐になれ･ｳ削述のＲＹＵのシングル’
モノＣＤｏＣＤ４枚組6980円。●(仮）５０分。ビデオ３８００円、Ｌ、4800円(ＯＡすぎやまこういち氏作曲｡ＣＤ2800円。●嵐になれ￣前述のＲＹＵのシングル
コナミ・オールスターズ'993→同じくＶ／両面)｡●ダライアスⅡ～ＰＣエン★光栄ＣＤ｡800円｡●夢へのポジションー前
ヨナミ・オルスターズ1993唇，同l〉くＶ／両面)｡②ダライアスエエ～ＰＣ元ン★光栄
Ｃ□｡80.円｡⑨夢へのポジションー前
年末恒例企画モノＣＤｏＣＤＳ枚組ジン･ワールドーヰＣＤ－ＲＯＭ2版のく１２月21日＞･…･●信長の野望～覇王述の舂麗分のシングルＣＤ。800円。
年末q亘例企画：iニノＣＤｏＱＤ(〕枚組ジン･ワ･ルドー句ＣＤ－戸｡Ｍ曾版のく:E月2:巳＞……⑤信長の野望～覇三述の容麗分のシングルＣＤｃＢＤＯ円。
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☆付録ディスクがついてもう－年もたったんですね。１年とはほんと早いものですや僕は付録ディスクがついたときは浪人中でＭＳＸを封印していたときでしたが、こっそり出して「サーク・ガゼルの塔」のデモを立ち上げたと
きはとても感動しましたく『ＦＲＡＹＬのときも感励したのですが、それよりもよかったです）。また、オールディーズではなつかしく、しかもボードゲームふうのものが取り上げられていて、友だちと楽しく遊んでいます。これ
からもＭＳＸの發辰のためにがんばってください。濡岡県・川原邦敬・旧歳・ＦＳ－ＡＩＳＴ）☆一｝んなに充実しているとは思わなかった。もっと早くから賀つときゃよかった。（東京都・熊取粁犀・旧歳・ＦＳｌＡｌＷＸ）

版の巳作品｢提督の決断Jと｢スーパー大航海時代｣のカップ
版の巳作品r提督の決断｣とrス..（大航海時代｣のカップ
リング盤となっている。提督～の楽曲は、数々のヒット曲
リング盤となっている。提督～の楽曲は、散々のヒット皿
を世に送り出している作曲家､宮Ⅱl秦氏が担当｡大航海～の
を世l(:送り出している作田家､宮｝:l秦昆が担当｡大航海～の
ほうは、同社の｢信長｣シリーズの音楽担当として知られる
ほうは、司社のr信長｣シリーズの音楽担当として知られる

VOL7も､Ｖｏｌ.Ｓと同じくスーパーファミコン版のカツ｜価格’2500円(税込）
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蝿謝闇

鱸
鰯諾鑛ｵﾘ労ﾙB･剛驫v･IBJ
鐺蝋才…し眉ew1蕊v･Ｌｓｌ陳|薫-噸， 鱗 光栄ｵﾘｼﾞﾅﾙBGM集VpI・フIm-力雇Mｒ
鰯光鍵ｵ…ﾙBGM蕊v･'眉’藁蒼咽’職

☆｢ＡＶフォーラム｣への投稿蟇集中／応募要項は81ページ(規定部門のお題は右ﾍﾟｰｼﾞ欄外）
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オ
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合月
合月の１本蝋蝿鯛鯛灘鯛蝋

秋の花火■東京都･福留英明(22歳）；膿Y締祇懸!:VRI:18A:樋１８１２;！)(識(:ｊｌ
■

,ＣＹ）リ１:ＦＯＲｪ1＝１ＴＤ１５:ＣＸ＝CX+VX:ＣＹ=ＣＹＷＹ:LｪＮ

花火を表現した作品はけつこう寄せられて；:1lM1A91鵠,１６Wﾃ：鍔;EMMEW#6::6ﾘY言W+・

いるんだけど､合回の福留ｸﾝ(M)のものが：)M癖?lIl:二:丙M:iiﾗﾕi5:M;11M:j;二ＩＨﾃｌＬＩｉ

会まででもっとも優秀です。スペースキーをNEXT:NEXT:GOTO7

押すと花火を打ち上げ､ただ光が広がるだけiEli翠溜;:iW5CXWX:CY二CYWY:ｴFCY<211Ｔ

⑬

顯隠
付録
ディスク

÷P1mの［．」

r汗ﾊﾟｰ付鰯ﾗﾏ功の使い方｣鋼

でなく､重力で落下しつつ消えていくところ↑:脳W脆)雑冒M鵲?識〒G+':ｴFG>'5THENG‐
までていねいに作品にしている｡え-B月にＺ&Ｉ謡騨5譜IIlR7;8罐\:蝿!:6:雛ＰＢ
神宮球場近くのﾋﾞﾙの屋上で花火大会を見た：58iM::1A:!;腺J#;冒辨蝿鵬::!:i片、

零
奪溌
１０FORA＝ＺＴＯ３１:VPOKEPB+Ａｌ&Ｈ７７：ＮＥＸＴ

１１COLDR=RESTORE:FORエー１Ｔｏ１５:ＲＥＳＴＯＲＥ１Ｓ:ＲＥ

ＡＤＲ:ＲＥＡＤＲ:ＳＥＴＰＡＧＥＢ佃:ＧＯＳＵＢ１９:FORZ=ＩＴＯ１ＳＴ

ＴＶでＣＧの特集番組を見ていたら
ＴＶでＣｅの特集番組を見ていたら
物の質感を表現したり、動かしたり
する方法がいくつもあるのにびつく

り。やはりすごいおもしろい分野だ。

体
規定部門’お題は｢人体」
規定部門お題は『人体」｜
筋肉■千葉県・トルママごえもん(16歳）
筋肉唾蕊廩ＴＦ７戸琶竺幽’
夏のオ
リン ビックを見ていて思ったのだが
夏のオリンピックを見ていて思ったのだが

競技の内
容は さておき、選手の体型とか動き
競技の内容はさておき、選手の体型とか動き
を見ているのがすごく楽しい。バレーボール
を見てし1るのがすごく楽(ﾉﾚ1．バレーボール

ＥＰ~１：ＲＥADR：ＶＰＯＫＥＰＢ+ZI+２，Ｒ:ＲＥＡＤＲ８ＶＰＯＫＥＰＢ+１
＋Z汁２，Ｒ:ＮＥＸＴ:COLOR＝ＲＥＳＴORE:ＮＥＸＴ
１２ＦＯＲＫ=１TO3:FORI=１４TO9STEP-1:A､=PB+nf2：
VPOKEAD，ＶＰＥＥＫ（ＡＤ－４）:ＶＰＯＫＥＡＤ+1,VＰＥＥＫ（ＡＤ－５
光NEXT：VPDKEPB＋３Ｄ,&Ｈ７７：VPOKEPB＋31,8-Ｋ終２：
ＣＯＬＯＲ=ＲＥＳＴORE:ＮＥＸＴ

1ｺＤＡＴＡ2,0’119,7,119,4,85,2,68,1,51,0,３４
，Z,１７，，，ＢＩＺ'21，ロ,ﾛ,､,０，９０日,０，０，，，，#ＵＤＢ１０
１４ＦＯＲＬ=1TO3：Ｂ＝７:q=､：FDRK=１TO5：GOSUB19
15ｴＦＬ=1THENVPOKEPB+（K）Oo2DBoO16+B：VPOKEPB
+（Ｋ+５)件2,&H77：ＶＰＯＫＥＰＢ+1＋(K+5)冊2,0：ＶＰＯＫＥＰ
Ｂ+（K+１９）雑2,&Ｈ７７：VPOkEPB+１＋（Ｋ+１０）枡２，ｑＥＬＳＥ
ｴＦＬ=２ＴＨＥＮＶＰＯＫＥＰＢ+（K+1ｐ）If2,Ｂ冊１６＋B:ＶＰＯＫＥＰＢ
+（K)lI2,&H70+Ｂ８ＶＰＯＫＥＰＢ+1+(K)162,BELSEVPOKE
PB十（K＋5）升2DB針１６
１６ＳＥＴＰＡＧＥＬ:COLOR＝ＲＥＳＴORE：B=Ｂ－１ｎ＝Ｑ+１：ＧＯ
ＳＵＢ１９：ＮＥＸＴＫＦＬ

１７ＣＯＬＤＲ=ＲＥＳＴORE：FORエーｇＴＯ－１ＳＴＥＰ－１：エーＳＴＲＩ

Ｇｍ):NEXT:GOTO7

1BSOUNDnIN0D256:SOUND1ﾘｴ羊２５６：SOUND8,（I

lY10D3)＋１２:RETURN

19FORA罠ZTO31:ＶＰＯＫＥＰＢ+Ａ,､：ＮＥＸＴｇＲＥＴＵＲＮ

とバスケットではあさらかに体の形が違うし、
とバスケットではあきらかに体の形が違うし、

Ｏパンと爆発してザザザッとひ毛がっていく.阻辰美しい

レスリングを見ているよりは走り高飛びを見
そうかい

議護溌蕊可議

暑Ｏかい

ているほうが爽快だ。キューノ(の人達のバネ
ているほうが爽快だ。キューバの人達のバネ
仕掛けのような弾み方はかっこよかったなあ。
日本の達
曰本の選手たちもずいぶんバランスが良くな
手たちもずし1ぶん バラ ンスが良くな
うてきて
いるなあと、ちよ つと 感心しﾉた゜
ってきているなあと、ちょっと感心した。
あ
－亡 て､ごえもんクンＩｄｔＲ達成でトル マ
あ＿さて､こえもんクンはｔＲ達成でトルマ
マと
いう 称号を与えよう。作品は力こぶの ふ
マという称号を与えよう。作品は力こぶのふ

くらむ様子をアニメ化したもの。なかなかう
くらむ様子をア戻〆化した毛の。なかなかう

トです。
ﾄです。

､■
、■

▲

Ｏ腕の筋肉がブクッとふくらむ。ふふふ、かかってきなさい
Ｏ腕の筋肉がプクッとふくらむ。ふふふ、かかってきなさい

⑤Ⅱ〔二句ニマコハグワｚ）］（干巨弓色自己：Ｅヨｖ八』テロｐ、。□ら一ｈ口ｎＵＤＪ与】【回田川Ⅷ子しＩ８ごり写１ＭＰ目ｗＣＦ巳ｒ上▼Ｑｍリラ９Ｌ姿■〔ヲ〈［‐ＺやⅡｐ二｝ＢＴ。、ロ》ＪＯ叩〒守（【ｕ口千Ｄｚ）：巨一ヂケｂ０虹マュＵ刺ＲＡ・ｌ３△ｊ９｜】ＦＰ．戸『▲ｍ四〔幻上句□＄ＩⅡ」コＺ〕］〃Ｌ？●中伊Ｅ孕Ｍ、二間咄加川（叩追いＴ■〒Ｄゾタギ【ｕｗ：＋ｐ←兵Ｕロ巴・し〉ｚ】わ△』直ｊ字。Ｆ知り□ｖｎワーｍ‘］穴ＯＬコイ０『ｒ

1COLOR5,9,0:ＳＣＲＥＥＮ５：FDRＣ=ＤＴＯ６:ＣＯＬＯＲ＝（Ｃ+
Ｒ５Ｐｇ２Ｄ：ＳＣＲＥＥＮ５:ＦＤＲＣ=QTO6：ＣＤＬＤＲ望（Ｃ十
ＺＰＣｵｮｧｺﾙＮＥＸＴ
コ）：ﾄＩＥＸＴ
ＺＳＥＴＰＡＧＥＤ１:ＣＬＳ;ＦＯＲｴｰＤＴＯ６:CｴRＣＬＥ（６５，８５）,
ＡＧＥ９聿:ＣＬＳ:ＦＯＲエーＤＴＤ６:ＣｴＲＣＬＥ[６５P８５〕，

38,2,3.15,,.3：CエRCLE（80,99)，54-I，I+２，．６，
､１５，F.。ECエRCLE(BGr9O）P54-ｴ，ｴ+２０．６１
２．５，２:LINE（７日,３Ｄ）－(56,59）,２:LｴＮＥ(４３，ｍ）LエNE（７BUsg炉（56ｮ５９川２：ＬＺＮＥ(４３F曰､＞■
（27,85)T2:DRAⅡ,'C2BN1D4jB5N1D4,６０両:DRA1AlPrC
）Ｔ２：DRAwPC2BNTD4UB5mo4P60"：DRAlJ”０
２BN70v3DIvl43,５０吋:ＧＤＳＵＢ６：ＮＥＸＴ
３ｐＨ４３，５００，:G□ＳＵＢ６ｇＮＥＸＴ
３ＳＥＴＰＡＧＥ,２：ＣＬＳ８ＦＯＲｴｰｇＴＯ６:CＩＲＣＬＥ（７５'９０），
ＡＧＥＤ２:CLS:FDRI=ＤＴＤ６ＳＣＩＲＣｌＥ（７５１９恥,
ろ9,2,3.15,,.2：CIRCLE（８，，７５),ろO-I,I＋2,.6,
、１５，，．２：CIRCLE《８，，７５）P3gzUｴ+2n．６，
2.5,1:LエNＥ（３９，３０)-（５５，５８),2：ＬＩＮＥ（１５，５０〕LINE（ろ0,30）-（ＳＳＵ５８）I２ＲＬＩＮＥ（１５１５０）－
〕２２:ＤＲＡｕｆＰＣ２ＢＮ:ＤＳ１８９ＩｎＤ二ｏ５Ｂ時：ＤＲＡ１Ａｌ'rｃ
（45,89川2:DRAMC2BN1B5j891vllD5,58斤:ＤＲＡＷｆＣ
２ＢＮ３Ｕ,３０Ｎ１５，５Ｚ'７:GDSUB6：ＮＥＸＴ
５０゜｡:ＧＯＳＵＢ６ｇＮＥＸＴ

４ＳＥＴＰＡＧＥ,3:CLS2FORI=BTO6RCIRCLE（Ｓ５ｊ９Ｄ），
ＣＬＳ：ＦＯＲＸ＝ＵＴＯ６：Ｃ＝ＲＣＬＥ（５５;９０>、
50,2,3.１５，，．１:ＣエRCLE（75,7,）,35-エリエ+２，Ⅲ６，
１:CIRCLE（75,7,)Ｄ３５－ＺＩ[+2，．６１
２．５，．５:LINE（３０，５９）-（Ｓ５ｊｓ９）,2：ＤＲＡＭＣ２ＢＮ１２
３０，５９)-（５５，５９）０２：ＤＲＡＷ,Ｃ２ＢＨ１ｇ
５，８９H1B５，６０斤:DRAIJ時Ｃ２ＢＮ３Ｄ,581V１６，９g'↑：ＧＯＳＵＢ６
:ＤＲＡＨｗＣ２ＢＮ３ＤＤ５８ｎ６Ｄワg杙：GOSごＢ６
:ＮＥＸＴ

ｓＦＯＲＩ=３TD1STEP-1:SETPAGEI：FORE＝DTOBO:ＮＥ
OBE:ＮＥ
Ｄ：ＮＥＸＴ
ＸTBI:FORI言1TO3：SETPAGEｴ:FORE=DTO80:ＮＥＸＴ
Ｅ，ＬＧＯＴＯ５

しらべるためのこの検査。お医者さんの使う

ＴＴ Ｅ０Ｐ３ ’■ １ｓ ・・Ｅ ＳＴ 旧Ｐ ＴＡ ＰＧ ＡＥ Ｇ○ｌ 戸』 ｃ■ 守生戸脆・ ●■（Ｕ 戸Ｒ 、Ｅ Ｒ二 Ｅ０ 三Ｔ ９０ ｌＢ Ｄ０

６PAINT（４８，７２）２８，２:ＲＥＴＵＲＮ
D70）,BU2：RETＵＲＮ

９０ＡＶフォー気ﾑﾘ騒務局

観客■大分県･画＠F､１．ｓ(１８歳）

しろしの

へんてこなハンマー状の代物力<謎でした。Ｔ

何が凄いといって、観客の顔が少しずつ違

ＯＤＯクン(Ｍ)、足のデザインが変だぞ。ひ

うのが、いや－すばらしい。始まるまでちよ

ざが妙に出っ張っている。まあ、おもしろい

つと時間かかるが、これで已度目のｔＲを連

から許すことにしよう。え－，脚気はビタミ

成した今月の画③Ｆ．Ｉ．Ｓでした。

まつしよう

ンＢ１の不足で末梢ﾈ由経がやられ､脚がまひ
して歩行困難になる病気です。

:葱鰄墨薑Ii篝篝篝篝薑薑ii篝篝
吟

Ｉ念
露座

自由部門’動くものばかり

力ｕつけ

学校の健康診断に必ずあったのが、脚気を

いや－阪神のファンがものすごい

のように見えて、立体的に見えるのがポイン

ﾛ京都府・ＴＯＤＯ(18歳）

。この号が発売になった頃には日本シ
リーズの決着も着いているだろうが、

まく表現している。腕のまわりの青い線が影

反射

Ｆ

IＴＩ

Ⅲ■

ソ■

薑薑鬘薑鑿篝 驫

③ひざもおかしいけとくハンマー状の代物もかなりへんてこだ
１zSCREEN5:SETPAGED，1:ＣＬＳ:COLOR15,191：P=
ろ．1415926535898#：COLOR=(2,615,5):ＦＤＲJ二１Ｔ
Ｏ６:READA,B:X（１０Ｊ）=Ｓ+ＯＡ：Ｙ(１，Ｊ）＝5斗B:NEXT8FO
RI=１ＴＯ３：T=ｴﾘ+（P/8）:FORＪ=１TO6：X(I+１ｶＪ）=ＣＯＳ
（T）IfX(１，Ｊ）－sｪＮ（ＴｗＹ（1,J”Ｙ（ｪ+1,Ｊ〕＝ＳＩＮ（Ｔ〕

倍Ｘ（１，Ｊ）＋ＣＯＳ(T)Ｗ(1ｊＪ)：ＮＥＸＴＪﾘエ

２ＤＦＤＲｴｰ1TO4：CｴRCLE（６，+(ｴ,2,）,7,2：ＰＡｴＮＴ（６
０ﾘﾄｴ,２５）,2：ＬｴＮＥ(６，冊I，1ｺ)-(６ﾛｬﾄｴ+19,27)９２ＩＢ
Ｆ：FORＪ=1TOS:LZNE（X(エ,Ｊ)+6Ｂ虹,Y(エ,J)+２，）（X（1,Ｊ+1〕+６，冊エ,Y（エ,J+1)+2B)'２:NEXTJ:ＰＡエＮ
Ｔ（X（I，5)+６腓+ｴ,Y(I,5）＋21)'2：NEXTｴ
３ＤFORＫ=１ＴＯ６:READCDD1E,F，Ｇ:LINE（C,､)－（ＥＩ

Ｆ）、6,ＢＦ:ＮＥＸＴ：ＣＯＰＹ(１４７１２３)-(34,175),１ＴＯ(１
２９jl23),g:ＣＯＰＹ(１５１１０）-(６８'60),1TO(７５１１２０
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こんなことで大丈夫なのでしょ

想はというと｢広い／｣の－＝。

したとたん迷子状態になってし

からＭＳＸのコーナーへ飛ぶこ

うか？

臼ｌＧについて
ＳＩＣについて

ＰＣ－ＷｌⅣ｡MSXとＳ/Ｇ
PC-VZIⅣ.MSX白ＳﾉＧ
☆ＭＳＸ－ＳｌＧには右のメニュ
ーマツプのように７つのコーナー

れほどメジャーとはお世辞にも言

が用意されている。「電子メール」
は､その名のとおり電子郵便。「フ

とするもではないし、参入メーカ

ーも減る一方です。そんなＭＳＸ

ォーラム｣はいわゆるボード。「ラ

と付き合う我等です。その愛潜で

イブラリィ｣は過去の話題やニュ
ースを保存している。「ＯＬＴ｣は

は誰にも負けません／あなたの
ＭＳＸをバッノと明るくするも、

チャットのこと。「ＰＤＳ｣てはフ

暗くするも賢方次第。ついで言う

リーｳｪｱのコーナーができる。
そして｢ＳｌＧについて｣では、以

なら、ＭＳＸを楽しいものにする
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行動次第です。（後略）
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ＬＳ１(〕について－１.このＳｌＧの１１t[Ｎ

ＳＴＣの内容・各コーナーのiiItIl9o

2･ＳＩＧからのお知らせ
MWDIi野Iオープニング１とイベント等の､

らせを笠鍬してあり窮す｡

２種子メール

1.MSX-RUOM
MSX-SJGのメインポードです．ＭＳＸの

緒Ｍ３．ＱＬＡ、ゲームの話幽通やってます。

２．テクニカルノート

ソフト・ハードのテクニカルな諸廻の品に句ゲ

ーム甲心になりつつあるＭＳＸの為の、テクニ
カルＱ＆Ａとラポラトリーのボードです。
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評価用のＰＤ５など､Ｖ"定的琢PDSのUPL
OADI8のUlf-F、ｌＳＨ邨用です。

かどうかも、このＳｌＧでの皆の

」．UliHH
各ライブラリィボードのキーワード．分瀬野の
艀1MなＩjIiNDか益録してあります，
２.ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝＮＥＷＳ
MSXやｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰのﾆｭｰｽMHE･

４ライブラリィ

１ＢＳＤ／１曰／ＥＳ椎実
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す。（そりゃそうだ？)ＭＳＸ／Ｅ
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へ賑HLてありますから、地新のものだけです．

は前麗

参加の方がほとんどだと思います。
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とのできる｢ＪＭＳＸ」１つだけ。
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夜補涜科や、ＳＩＧにiWI介されたDUIl例に至論
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－ＮＵＭ－－Ｒ・ＤＡＴＥ－－Ｒ、
‐ＮＵＭ－－ＦｌＤＡＴＥ－－Ｒ．祝.03800(笑）
祝.03800(笑）
Ｔ１ＭＥ－－ＳＥＮＤＥＲ－－ＣｏＮ－
ＴｌＭＥ－－ＳＥＮＤＥＲ－－ＣｏＮ－それってＳＴ＋みゅ－ばつくで
それってＳＴ＋みゆ
ＴＥＮＴＳ貝
ＴＥＮＴＳ垣：も対応できるんでしょうか!？で
も対応できるんでしょ
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ＴｌＭＥ－－ＳＥＮＤＥＲ－ＣｏＮ－ＴＥＮＴＳ－、
険"で"ＡＰｉＤＲＶ"をタ.ウンして
険"で"ＡＰｉＤＲＶ"をダウンしてＴＥＮＴＳ－0380592-10-0217：２２：５３ＮＡＴ
にＮｌご＝0380592■10-0217：２２：５３NAT
みて下さい。
Ｏ880192-09円２９２０：５８：３９25863ＭＳＸの音楽が濃いノ
D380192-09-2920:53:３９筋883ＭＳＸの音楽か凄い/
、ＤＳＢ上で動くＭＩＤ|＋ＦＭ
ロロＳＥ上で動くＭ１Ｄｌ＋ＦＭＮＡＴ２５２９１↑おけおけです☆☆☆祝／ＭＧＳＥＬｖａＯＯ公
NAT25291AdjiJ6Jijごヨ☆☆禽祝ノＭＧＳＥＬｖ３ＤＯ公
ドライバです。ＡＰｌ
ドライバです。
ＡＰｉみゆ－ぱつくおつけ－です。開ノ☆☆☆並びに☆☆☆祝/ＡＰ
みゆ－ばつくおつけ－です。開/☆☆☆並びに＊☆☆祝/ＡＰ
－ＮＵＭ‐－Ｒ・ＤＡＴＥ－－Ｒ、
－ＮＵＭ－－ＲＤＡＴＥ－－Ｒ．舎度の土曜か日曜か月曜にアップｉＤＲＶ転戯/☆☆☆両方いただ
会度の土曜か日曜か月曜にアップｉＤＲＶ転載ノ☆＊歯両方いただ
ＴｌＭＥ－－ＳＥＮＤＥＲ－－ＣｏＮ－
ＴｌＭＥ－ＳＥＮＤＥＲ－－Ｃ□Ｎ軍します｡(合度の月曜は学校休みだいていきますぅ～･会、ＭＳＸの
します｡(合度の月曜は学校休みだいていきますぅ～・会．ＭＳＸの
ＴＥＮＴＳ－
し）ひつとまん音楽が熱い／ラグタイムの楽讃買
し）ひつとまん音楽が熱いノラグタイムの楽譜貿
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Ｕ３８００９ＢＯ９－２９１６：０８：２１
0380092-09-2916：０８：２１－ＮＵＭ－－Ｒ・ＤＡＴＥ胃一円って来た魔方陣＃でした。
一ＮＵＭ－－Ｒ､ＤＡＴＥ－－Ｒ.＝って来た魔方陣弊でした。
ＮＡＴ２５２７８ＡＰｉＤＲＶ
ＴｌＭＥ－国ＳＥＮＤＥＲ＝－ＣＤＮ－
ＮＡＴ２５２７ＢＡＰｉＤＲＶ
ＴｌＭＥ－－ＳＥＮＤＥＲ再一ＣｐＮ－
ＴｌＭＥ－－ＳＥＮＤＥＲ－－ＣｐＮ－
～￣当召■￣軍■西出Ｓ
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でのなてえＭ苦睨すＣＤＦるＡしⅣ。□まＭんがＨむ、蔀丸或鄙畔と唾Ｙ川龍でイ胴そしなう１ＪＡ：

☆このミュージシャン集いの場にです。これで録音したＣＤは普通633/714ＭＡＨＯ２７２１
町
福 オマ
は、なんとＦＭＳＸレーベルのＣのＣ□プレイヤーでつかえる物にＹＪｍａｍｕｒａオーディオマニア

いぺうの ルスだ場のゴ・にＣイＭ

、を作ってしまおうというスゴイなります。それでもって、これつの私ですが、（…Ｊ）

話題で盛り上がっていたのだ。ＭてＦＭＳＸレーベルを作るのに便（６）92/06/２１２１：１１
ｓＸの音楽家たちに乾杯／えるんじゃないかとそう思ったのコメシト散：1

呼郡あうＺ百・…公累、面前ｒハ戸仏宕

再』ぬ碍短ｗ式昴尹汚疵阻ら四通
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合月のめいおうせい(Ｓ月)は、
新メンバーがかなり来た。そのな
力、でい

ちばん印象に残ったのが、

剛鰄敲錘吐と２繩』てな・オで川最ちいそ－し州》 》』誘亜０コし人入力の５一蝦》 出》国・熱はいまれう己が昔ずろ奴 ｌン町ｊト”噸
(前略)最近、わたしやマニア熱が

めいおうせい逓信
めいおうせい通信
書きはじめにかならず｢＜つく－
くるるるるっ.」と鴫＜はとクンだ
と鴫＜はとクンだ。

そしたら、なぜかポ 一ドは鳩の話

、表デまは

１画曰がｓ始りま年り

新ｱ1スキー』ﾎﾟット
新ｱﾘｽｷｰ`；《ﾂト

がんばれＭＳＸ

☆おもにフリーウェアの テストやＰ ＭＥＸＴを利用した画像表示
動作環境テストと情報交 換のためプロ ｸ､ラムＰＭＳＣのテスト

に｢がんばれＭＳＸ｣とい
いうグ.ルー
うグルーＰ ＭＡＳＣのバージョンアップ

題 で盛り上がり、

プステージができていた。主催し

したもので、
もので、ドキュメント表示も

し

いにはキャン

ているのはＤＰＬＬドライバーの

できます。

ペ －ン版大戦略、

作者Ｒｉｎｇさん。ここには本当に

ＤＯＳ巳ではラムディスクも利

用の ユニット エデ

たくさんのＭＳＸユーザーがいる

でき、その場合は利用しない場

イ

□、

夕にからんで、

一Ｐ山一

みたいで頼もしいのだ。

の１〆曰の時間になります。

鳰爆 弾(ふん)の話

Title:test／画像表示プログラ

プロク゛ラムの作動チェックをお

崖 に発展してしま

ムＰＭＳＣ

いします。ｓｋ
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た……。あ －あ
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鵜iｉ

ＲＥ：ＦＭＳＸレーベル〃Ｙ･ｌｍａｍｕｒａ

９２
高じてちょっと個人で買うには昔（６）92/06/102331617へのコメ☆というわけで、このあとにいる
通でないものを購入してしまいまントいろな案や参加表明などが続き、
した。それはなにかといいますコメント数：１とうとうレコーディングオフにま
と、オーディオ用のＣＤを作れる（前略)１ＢＳＤ年秋にＦＭレーベでこぎつけてしまうんだけど、そ
機械でして、ＣＤ－Ｒっていう奴ルの計画が始まりました。（後略）のようすの続きは次回にね。

用合

はとクンの自両繭庵そのまんまやノ

〔ｘ吾見プロフィールからダ．ワンした

:iいﾂﾄwフーワ情報☆

617/714ＭＡＨＯ2721ですが、どうでしよれ、皆さん。（前略)もし曲が蕊まったらＣＤ－
ペル 〃
ＹＪｍａｍｕｒａＦＭＳＸレーベル〃MAHD2721これから60回払いでＲのマスター用にＤＡＴに録音し
（６）92/06/1000：０５苦しむＹＩｍａｍｕｒａ（以下略）ませう(中略)ちなみにＣＤシング
コメント数：巳６２０/714MAHOO273たまのんのんルだと１Ｂ分のＣＤがつくれまふ

このあとｉＳｈ形式でテストして

しいプログラムが表示される。

<新アスキーネット＞ノートのタイトル書きこみバイト数書きこみ日時ＩＤとハンドル名<各ネットへの連絡先>PC-VAN
透O3-3454-6909､ナツメネツト透O3-3292-233aニフテイサーブ冠03-5471-5806、リンクス冠Ol20-251-O63(フリーダイ
ヤル)、アスキーネット冠03-3486-9６６１
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「ここのページはパソ天担当

Ｓ回目にしてネットＣＧのネの

の趣味まるだしのページだ｣と

字も知らない人間が、いつのま

と、いうことで、会回はわた

として提供したいという人がい

第１回のときいっておきながら、

にかここの担当にさせられてし

くし(あじ)が行き当たりばった

たら、ドシドシ編集部まで送っ

りで入ったネットで、なんとな

てきてほしい。でも、ＣＧコン

くダウンしたＣｅを掲載するこ

テストじゃないから賞金とかは

とにしよう(おい／)。また、自

でないけどれ。

このバソ天コーナーのまんがや、ファンダムのイラ
ストでおなじみのどんきい先生の作品。なんでもタ
ブレットを買って、はじめて描いた作品らしいぞ

n画色上＃

ｓａｍｐｌＢ１（わしおなおひろ）
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ら寄せられた感想は作者本人に転

℃、神秘的な絵だ。作者は満月近

蔵もちろん、ネットワーカーか

月かとってもきれいたよれ’う－

|'

ップロードしてしまおうというの

Ｉ

くなると、金縛りにあったり眠れ

いうと、本当に限られてしまう。
パソ通をすればいろんな人に意見
が聞けてＣＧの世界がもっと広が

ると思うのに残念なことだ。そこ
で、そういうＣＧ作家のみんなか
ら送られてきたＣＧをニフティサ
ーブのギャラリーフォーラムにア

牌 ｡⑨n曲豆－－，

だ。何か関係があるのかな。

もなく、Ｍファン読者てＣＧを描
いている人って多いよね。でも、
そのなかてパソ通している人って

｢

なくなったりする里とが多いそう

アップロードする|人

ＣＧコンテストの盛況をみるまで

１００

１１

ンワカしているというか、なんとなくふわふ
わしているという表F現がいいと思う

●
Ｊ１

l'雪試験版
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タイトルの通り、夢の中みたいな作品だ。ホ

お月様。（ももんがＭＯＮ）

夕日はすべてマウスだけで描かれてい

鱸

るそうだ。あまりにもきれいに描けた
ので、あとから女の子を立たせたワケ。

画一ジ

麓

ＣＧを描きはじめて１年目で50作品描いたそうだ｡いっ
しょについてくるドキュメントが対話形式になっている

ちなみに作者はパソ通をやってない

夕焼
（Ａ，

＝け

唖眼軒ｈ

轍騨酔弗

がすごくこまかく描かれている。使っている色も多い

鬮示守秘

仙旧．

いかにもＰＩＣ形式の画面らしいCGだ｡人物のまわりや､雲など

,似

夢に遊ぶ少女(きばら）

鱸
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美しき静けさr君のための月』(１１１井十剛）
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この作品は直接、担当に送られてきたＣ

巾い

ち

i1iiA

癖

1

hPq■

FnU

坂

１，ノｌ感

咄｡

功1PJ

学校帰り､待ち合わせ(どんきい）
DREAM~夢の降る櫛~(ﾀﾞﾀﾞちゃん）

mｈ
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ｈ

Ｇだったりする。彼はＸ６８０００ユー
ザーで、この絵は仕雍場のＰＣ－９８０
１春使って描いたそうだ。色がちょっと

ｌ

暗いぞ、わしお～ノ

１１

雨

分の描いたＣＧをフリーウェア

まった。うひやあ／

図７ こ の指止まれ
送するし、誌面ても掲

載していこうと考えている。応募
方法はＣＧの入ったディスクに

(ＭＡＧやＰｌＣなどの画像形式
に変換してくれるとうれしい)８０
ページの応募用紙を付けて、住所、
氏名、電話番号など必要事項を書

き入れてパソ天｢アップロード」

係まで送ってほしい。たくさん送
られてくるようなら全員アップロ

ードできるように考えてもいいん
だけど、いまのところは毎月３名
のみの抽選ということで様子をみ
てみようと思っているの蔵

ハードウエアラボMilwa『山mtoIV
会目からはネットワーカーの

るので、参考になるだろう。

採用の人は後日、詳細なアンケ

スオペ、ＴＯＭＳＯＮさん。ホ

ートを発送させてもらうので、

ストマシンとして活用している

人たちに登場してもらって、自

また､「ぼくのＭＳＸはこんな

分のＭＳＸについて語ってもら

にスゴイ｣と自負している人は

住所や氏名、電話番号などを忘

ので、ハードディスクが巳台も

おうと思うのだ。ネットワーカ

どうぞ編集部まで手紙を送って

れないように。

つながっているのが特徴だ。そ

ーのなかにはいろいろ改造して

きてほしい。その際は目|曼のシ

さて、合回登場してもらうの

いる人や周辺機器を数多くそろ

ステムを明記するのと愛機の写

はパソ天でも紹介したことのあ

にはフリーウェアもたくさんあ

えて充実させている人などもい

真を忘れずに送ってきてくれ。

る｢ＦＡＬＣＯＮ－ＮＥＴ｣のシ

るもんね。

ういえばＦＡＬＣＯＮ－ＮＥＴ

ＦｌＡＬＣＣＮ－ＮＥＴシスオペＴＣＭＳＯＮさん
MSX]自慢
'勵i鯉､葛llFALCoN-NETｼｽﾌiサペT□MSONさん■■’
③ホストシステムでしょう。Ｂ４ＫＢまで編案でき、
現在のシステムは下記の通りでしかも高速で、直き換えや検索等
す。値段は購入価格で、すべて新も機能も充実しています。難点は
品です。モニターはマシンが多いありますが、合のところこれをこ
ので時と場合によって使い分けてえるエディタはないのではないか

矛 yﾄﾎ､○ま！？
矛yﾄﾎｃま！？
熟議鰐鵜雲拳鯛職;塞擴墓|緑議cま｜
よつとですか(定価換算なら,00万く通信ｿﾌﾄ>これはﾌﾘｰｳｪｱｼｰｹﾝｽを見る事ができます。志IdlM志)'１灘２Ｗｉ

ます。ホストマシンやその他の周と思います。コントロールコード
辺機器は開局当時より変わってまが扱えるという事は特筆すべき事
すので、投資金額は……８０万円ち項かと思い表す。
ょつとですか(定価換算なら100万く通信ソフト>これはフリーウェア

蔵により、コンソールからＥＳＣ

シーケンスを見る事ができます。
バイナリ転送も対応です。
蕊バッファを多く取っているので、

きI'dlM志)'１影ど)ﾑﾉを
きIdlM志)Ⅱ欝邸造

熟鱒蕊驚!:議簔mlllliiii;111
円をこえます）。のＦＲＡＥＴＥＲＭ』をおすすめし

１度アクセスすると後はＦＤでも

鍵IIiillliIllil
灘:|鍵Llill1UIll
､ﾎｽﾄｼｽﾃﾑ構成

ＱＩ６０

(FALCON-NET開局日1989/10/１５`ｱｸｾｽ番号lO3-MOI-261I）
本体ﾊﾟﾅｿﾆｯｸFS-A1ST(RAM512KBに増設)60,000円
拡張ｽﾛｯﾄNEOＳＥＸ-422,000円

HDｲﾝﾀｰﾌｪｰｽアスキーMSX-HD1nte｢face(2個)30,000円X2
HDD1ﾛｼﾞﾃｯｸSHD-40jUSTlN(40MB)60,000円

奇

HDD２ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾘｻｰﾁCRC-MH4B(40MB)55,000円
墹設RAM1024KB(本体と合わせて1536KB）

RS232CアスキーMSX-SERlAL2322MOO円
ﾓﾃﾞﾑｵﾑﾛﾝMD24FS745,000円
ﾓﾆﾀｰINECPC-TV455IO,000円

④これが､FALCON-IilET(7)ホストマシンだ｡拡張スロットによって

ﾓﾆﾀｰ２NECPC-TV15190,000円

ﾎｽﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑＭＨ１ＲＶ.(FALCON-NETSpecialVer5ion）

ハーードディスク２機と自作の轤貨RAMにつながっている

｜補★★足Ｉ
||補★★足］

の制御を行うものでＥＳＣコード
コントロールコードが扱えるの制御を行うものでＥＳＣコード発売されているホストプログラム
コントロールコードが扱える

コントロールコードとはカーソル
コントロールコードとはカーソル（１ＢＨ)のあとに必要なパラメーで多くの草ネットて使用されてい
制御などの特殊文字で、リターン夕をつける。このなかにカラーコる。『ＷＷＩV』のほうはアメリカ産
制御などの特殊文字で、リターン
やタブなどｿ)ぐそれ湛:通常は画面
やタブなどがそれだ｡通常は画面一ド(８色)を設定するパラメーシェアウエアだ６ちなみに｢Ｍ
に表示されないので、どんなコー夕もあり、これを使ってにぎやかＨ、Ｒ，Ｖ・』はフリーウエア。
に表示されないので、どんなコー

フリーウヱアとは☆

多くの人に使ってもらうことを目的に無料で提供されているソフトのことをフリーウエアと呼んでいる。最近は｢パソ通＝フ
リーウエア｣という図式が定j青して、フリーウエア目当てに通信をはじめる人も多い｡そのせいか､使いっぱなしで感想を作者
に返さない人力轍えてきた。作者にとって使用者の感想は大きな活力なのだ、感想くらい書いてあげよう。

管ざ．拝γ逗哩付フｚ『６人フミ

ドが入っているのかわからないが、
なメニュー画面を作ることがT可能
増設ＲＡＭ１Ｄ２４ＫＢアスドが入っているのかわからないが、なメニュー画面を作ることが可能
になる。ヴＲＡＥＴＥＲＭ.zのほうは
キーから発売されている『K1D・ＣＯＭ』てはこれも表示しになる。rRAETERMjのほうは
ｒＫ１Ｄ・ＣＯＭ｣てはこれも表示し
そのうち付録ディスクに収録する
ｒＭＥＭ－７６８｣は768ＫＢなので計てくれる。そのうち付録ディスクに収録する
てくれる。
予定。
算が合わない。くわしく話を間いＥＳＣシーケンスのカラフル予定。
ＥＳＣシーケンスのカラフル
ビック・モデルとＷＷ１Ｖどち
てみると鶴ネットの会員さんのひ
てみると、ネットの会員さんのひな画面ＦＡＬｃｏＮ－ＮＥＴに入ビツグモデルとＷＷｌＶどち
な画面ＦＡＬＣＯＮ－ＮＥＴに入
とりが作ってくれたとのこと。今ってみれば一目瞭然だが、画面がらもPC-9801のホストプログラ
とりが'作ってくれたとのこと。今
ってみれ(ゴー目瞭然だ》b〈画面が
度､その会員さんから増設RAMの点滅したり文字に色がついたりにム。『ピッグモデル｣のほうはナツ
度､その会員さんから増設RAMの
点滅したり文字に色がついたりに
作り方を教えてもらおう。
作り方を教えてもらおう。ぎやかだ｡ＥＳＣシーケンスは画面〆ネットておなじみのナツメから
ぎやかだ！:ＥＳＣシーケンスは画面

ぢざ．（γ曇廻愉フｚ３人って
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バソ天!|寶報部lPasmieIlllmlioimmolmBMiⅢ
|胄報部｣係まで送ってほしい｡1胄

ん気になる電話料金についてレ

く予定のこのコーナー、パソ通

こういうのは編集部だけで調

報の重要度に応じて粗品左准旱

ポートしてみよう。キーワード

に関してのもろもろの気になる

べても集まらないので、読者の

するぞ(粗品を何にするかは決

はもちろん｢いかにして電話料

情報を編集部みずから調査して

みんなから情報提供してもらい

めていない)。

金を安く済ませるか｣という~

取り上げていこうと思う。たと

たいと思う｡｢パソ通のこんな秘

えば、大手ネットの新サービス

密､知ってます｣などの|胄報や要

会目から不定期に連載してい

とか、新型オンラインゲームの

|’ 土日｡夜間ならバリチリ
つ色廷め

月極電話料金割引サービスと銘
打ったNTTの新サービス｡月極め
の電話料金にプラスして－定額ま
で安い料金でかけることができる。
対象となる時間帯は土日、祝日の
終日と平日夜10時から翌朝８時
まで。これはパソ通の時間帯と－
プラム品

つのプランがある。（問い合わせ
先：NTT営業所丑116）

Ｏ

このサービス、ＴＹＭＰＡＳて゛は

ホストダイヤル、Ｔｒｉ－Ｐはコール
アウトサーピスと呼んでいる。ど
ちらも年３万円弱の利用料を支払
うだけで拳固規模のネットになれ
るとあって、加入するシスオペさ
んが爆発的に増えている。

》

侭

＝につきるのだ。

ﾊﾟｹｯﾄ通信網
●ＤＤＸ－ＴＰ加入料：800円｡利
用料：３分につき30円、これに距
離と利用日時によってプラスする。
問い合わせ先：NTT･パケット通

信事業本部丑0120-169-163(フ

リーダイヤル）
⑬Tri-P加入料：3000円。利用
料：１分につき10円(コールアウト

接続は１分につき20円)､月額1000

円未満は一律1000円。問い合わせ
先：インテック・Ｔｒｉ－Ｐインフォ
メーションセンター恋0120-03-3

317(フリーダイヤル）
●TYMPAS加入料：３０００円。
利用料：月額900円、１時間以上
は１分につき10円。バイト課金制
も選択可。問い合わせ先：ネット

ワーク情報サービス・タイムパス
サーピス室恋0120-070-400(フリ
ーダイヤル）

「ノノ

〃わ

し手間がかかるけど、電話料金が

中琶

を開局していなければならない。

そしてホスト側も無線によるパソ
通をやっていなければならないの
錘資格をとったりするのにすニ

“赫關

技師の資格を有していて、無線局

（。

うものがある。知ってのとおり、
アマチュア無線をするには資格が
必要で４級以上のアマチュア無線

ｈご

電話料金の必要ない無線(ハ

ム)を使用したパソコン通信とい

一一一一一一一》》

究極の霞諦il#M識jｉｙ

‘『，，！，一・・Ｊ・・鰺’一・・・・，・州厘

|Ｉ

Ｒ

8000

利用状況にあわせて下のような４

》郡→

予追引冒孤川

セスポイントがないという場合に
力を発揮する。国内には３つのパ
ケット通信網があり、ホスト側も
同じ通信網に加入していないとア
クセスできないので、目的のネッ
トがi加入しているかどうか調べる
必要がある。１回線しか持たなし、
草ネットでも全国規模のアクセス
ポイントを持つことができるので
草ネットを運営しているシスオペ
さんは検討してみるといいかも。

致する。市内通話でも市外通話で
もサービスが受けられるので、毎
月4000円以上電話料金のかかる
人は検討してみるといいだろう。

一二》合一午’１

5000

遠距離の草ネットにアクセスす

る場合や近くに大手ネットのアク

坪一一一一｛》一括－．１

〒厚目飛’

｝守・託、。

3000

鑓距離１５tおまかせ
豐疑藺などがあったら｢ﾊﾟｿ天|鰯
ﾃﾚｼﾞｮｰｽﾞ

》三》・曰甸「へ■ルー〉｜「‐

2000

７Vﾆﾆﾘﾖｰｽ'’

さて、今月はパソ通でいちば

沙l:l埼鼬堺訂艇のﾜﾘ代/Lj【b話邪(金(円）

》一一蝿圦叫一一一》’一》

〒し三jヨヱⅡ

情報とかね。

ハム通

’

かからないというのは魅力。ホス

ト局のほうもすこしずつ増えてき
ているのて将来が楽しみだｂ
このハム通に必要な機器は無線

機(10万円前後)とＴＮＣ(ターミ
ナル・ノード・コントローラー）

だbこのTNCは無線機とパソコン
をＲＳ－２３２Ｃを介して接続す
る機械で２万円台からある。これ
らをコントロールするソフトはフ
リーウエアに頼るしかない。

さて、それでは実際に無線を便ト：１ビット／フロー制御：おこ
ってアクセスできる草ネットを紹なう(XON)／シフト制御ｆおこ
介しよう。なわない(SOFF)／ＭＮＰ：クラ
ｒＭｌＡ－ＮＥＴ』アクセスバンス５まで対応／ゲストＩＤ：ＧＵ
ド：７Ｎ１１ＶＦ(431.00ＭＨｚ)／EST／ゲストパスワード：なし
アクセス電話番号：0426-69-／ゲスト利用の制限：なし／オン

7201／所在地：東京都八王子市ラインサインアップ：あり／回線
／シスオペ：MlA／文字コード：数：１／運営時間：２４時間／会

シフトＪＩＳ／通信速度：300／員数：202人／開局日：1991年4

1200/2400bps／通信方式：全二月１日／入会方法：ゲストでアク

○低価格TWClTN吟訟､Iｻド 2.昂T71800円：

③'１型TNCFTNO-2IlJ②ImW割1k３万5800

(タスコガ醜阿五ﾛﾖｰﾖⅡ01-45

円と手甦出しやすい。同じくクスコ，電機
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１k饗F1ﾒｼﾄｸﾞi読み方☆

重／データピット長：８ビット／セスしてオンラインサインアップ
くりティー： なし／ストップピッ
してください
〃

フリーウェアには本体とは別に｢DOC｣という拡張子のファイルが付属している。これはドキュメントと呼ばれ使い方などが
哲かれているのだｂ漢字BASICのある機種なら以下のようにTYPEコマンドを使えば表示することができる。①BASlC②CALL
KANJ③CALLSYSTEM①MODE8⑮TYPEファイル名

1１

フリーウェア･ライブラリー『iOOwmm川
合閂のフリーウェアー鬘
書冒⑪フリーウェアー鬘

９月号の付録ディスクに収録
したＦＭ音源ドライバー、ＭＣ

音楽データ●ｲｰｽより「Themorninggrow』byAin
音楽データ●ｲｰｽよりrThemorningg｢｡w』byAin

Ｓシリーズがないと今回の音楽

●イースⅡより『ｉｃｅｒｉｄｇｅｏｆＮＯＬＴｌＡ』『SubterraneancanalJbyめり
⑫イースＵよりrIceridgeofNOLTIA｣rSubterraneancanal』byめり
●グラテォウスⅢより‘.lnthewind』rSandstorm』by新生AlDlX
●グラ蒄ウスⅢよりrlnthewind』『Sandstorm』by新生AlDlX
●ソーサリアンよりrDoubledevils』by新生AIＤＩＸ『オープニング』by夕熊水樹
●ソーサリアンよりrDoubIedeviIs』by新生AIDIX5,オープニング』by夕熊水樹
●ハイドライド3より『慰霊の洞くつ』byめり
●ハイドライド3よりｒ慰霊の洞くつ』byめり
●オリジナル「こんにちはとゆ－ことで』ｂｙゆじｒＭＡＲｌＯ－ＮＥＴのテーマその2』byAin
③オリジナルｒこんにちはとゆ－ことで』ｂｙゆじｒＭＡＲＩＯ－ＮＥＴのテーマその2』byAin
r1991年楓祭出展作品メインメニユーＢＧＭ』bysyaki
r199I年楓祭出展作品メインメニ１－ＢＧＭ｣bysyaki

データは聴くことができない。

右の一覧を見ればわかるように
ドライバー本体は収録していな
いので注意してくれ。

また、「～・ＢＡＳ」という

※『MARIO-NETのテーマその２』はMARlO-NET(東京都､丁田市)から、にんにちはとゆ－ことで』と『1991年１，祭出展作品メインメニュ
蕊I,MARlO-NETのテーマその２』;てlWlARl〔)･川.=(東京者BH1J田制から、『こんにらはとゆ一二とでkIJ2rI99lｺﾞF梱奈出展作品〆インメニニ
ーBGM｣は新アスキーネットから転呵iiiしました。これ以外の曲はすべてFALCON-NET(東京都渋谷区)からの転載です。
ーBGM』は新アス:;二・ネッ:､から転圃tしました。二れ以外の曲はすべてFlDLCON-NETC;Ｕ京都渋谷区)からのM園；ずです鰯

ファイルはＭＣＳ用のソースな
のでそのままでは動かないのだ。

Ｃ･]ナミ／〒＆1..ソフト／日本ﾜァルコム
◎コナミ／Ｔ＆Ｅソフト／日本ファルコム

ＭＢＳ音楽データ

起動の仕方

A＞ＭＧＳＤＭＢ：⑳
A＞ＭＧＳＥＬＢ：⑪

ーというフリー

１１曲のＭＣＳデータを入れたぞｃ

でダウンロードするか、友達に

ウェアを作って

そのまえに、必要アイテムが手

もらうか、ＭファンのＳ月号を

くれたＡｉｎさん

元にあるかどうか確かめてね。

本屋さんで注文するか、どれか

には感謝。この

必要アイテムとは、Ｍファンの

の方法で手に入れよう。

おかげで、みん

i蝋騨|i熱i蝉ilii 藝鑿１ 鑿鶏
BiUuIImlmIImuHumIuuI1■

掴

ＦＵＦＥ

９□目宕のＭファンが必要

ＭＢＳドライバ

持っていない人はパソコン通信

みんなの要望に答えて、合回

ＯＭＧＳＥＬの画面○これらの曲を聴くには

データを聞くことができない。

の付録ディスクにはどど－つと

なが曲を作った

Ｓ月号の付録ディスクに入れて

編集部での感想をいうと、ど

おいたＴＭＯＳＤＭ・ＣＯＭ｣と

の作品もよいサウンドだし、オ

り、いい音で聴

｢ＭＧＳＥＬ・ＣＯＭ｣のこと。

リジナル作品もプロ顔負けので

くことができる

これを持っていないと、ＭＳＳ

きだし、と驚くばかりだった。

んだものれ。

Ｕ

ロ

主に狼

⑬
付録ディスクに 収録したＭＧＳデ
一夕１１曲のうち、８曲がゲームミ

ュージックだったのご各ソフト
ハウスに収録曲をカセットテープ
に録音したものを送ったそりｏそれ
ぞれのソフトハウスの音楽担当者
や開発の人たちに各作品を聞いて
もらったところ、熱のこもったコ
メントをいただいた。みんなＧＭ

が好きなんだな－･データを作っ
た人も、二れから作品に挑戦しよ
うとする人たちも、ぜひ参考にし
よう。

つ
カー さん に聴いてもらつち やったノ

｢グラⅢ｣のいわば２大タイトルの
アレンジですね。この２曲は私も
気に入ってます。ノってきますよ
ね。アレンジ自体は、戦いをまっ
たく感じさせない、非常にさわや
かなイメージでまとまっています。
さりげなくメロディをひねったり、
音の組み合わせにこだわりがあっ
たりして、センスの良さを感じま
した。

広報部早坂さん

フリーウェア感想文(1０ 月情報号〕

T8Eソフト

日ホフフフルコム

懐かしぐ聴かせていただきました。
『ハイドライドｓ』といえば今･から
５年前の作品てくそのなかでも｢慰
霊の洞くつ｣のＢＧＭは気に入っ
ている曲の１つです。いや、本当
に懐かしいものです。５年もまえ

どの曲も音色、音質、音量バラン
スがよくとれていて、聴きやすい

のソフトのゲームミュージックを
こうしてみなさんにかわいがって
もらえるとは、当時、思ってもみ
ませんでした｡今度はぜひ｢禁断の
洞くつ｣にチャレンジしてくださ

まとまりのある仕上がりになって
いると思います。 ユーザーの皆さ

んの技術力の高さに驚き感心しま
した。が、原曲をぶつとばすよう
な制作者のオリジナリティを感じ

いね。

させてくれる曲がすぐなかったの
が残念です｡何かひとつ｢自分らし
さ｣のようなものを加えたほう城
作品としてより質の高いものにな
ると思います。

開発部内藤さん

ＦａｌｃｏｍＳｏｕｎｄＴｅａｍＪＤ.Ｋ、

ＤＡＬＬＺＥＲＯ③かいじゅうをたおそう
ターボＲ専用ということて,すが、結構、難しいゲームでした。なか

10月号ではゲーム特集だったせいやってみて、おもしろいことがわ２＋でも動きます。スプライトのなかクリアすることができないの

か、「おもしろい｣か｢おもしろ〈かつたのて､買うつもりです。ゴミが出るのは汚いです。てひそかにはまってます。

ない｣かに嫉想が集中してしまつ（宮城県／安井義雄．１７歳）（静岡県／三浦香.１８歳）（北海道／加藤ゆう。２０歳）

:鰯霧辮騒凛震・HUSTLEOﾊ架ﾊ升ｌｉＮＥ主義鶏白石錘鰄･池ﾛｹﾞｰﾑ↑｡『lWSXVlew
な感想がのぞましいのに……。

むかしどこかで見たようなゲームＨＢ－Ｆ１ＸＶでこのゲームをやるこんなＤＡをまとめて発売できな

、ﾀｲﾏｰボール

ムだった。結構、運が左右したりモードだと動かないし･･･…。てｃ言語で作ったのでしょう？

だったが、なかなか奥が深いゲーとバックが黒くなります。マウスいのでしょうか。また、どうやつ

タケルで見かけましたが､踊踏(ちするが遊べるゲームだった。（長崎県／平田倫久・１０歳）（福岡県／安立j告・２９歳）
ゅうちよ）してました｡お試し版を（富山県／国沢晃・１６歳）☆Ｆ１ＸＶとの相性が悪いみたい。☆ドキュメントに書いてあります｡

ﾄﾞ麺ﾒﾚﾄ郵送ｻｰﾋﾞｽ☆鴬ｌｉｌ〕し|鐺X襲鵬W鰹節撫霧鶏蝋甫顛黙譽i;蓋j(蝋蝋鰍零
にパソ天｢'２月号ドキュメント希望｣係まで送ってくれ、いっしょにパソ天の感想なんかも書いてくれるとうれしい。

１０３
|’

鰯獣潅ぃ

発売噸のNewｿﾌﾄを再ﾁｪｯｸﾉ
いつ指のように、発売ソフトの再チェッ
クと売り上げランキングを掲載するこの
ページ。舎月はＳ月分の発表だ。ユーザ
ーの主張ももちろんあるのでお楽しみに。

麺&綱ヅ､Ⅲ騨繊

；

<記号の意味>無印はＭＳＸ2/2＋、●はＭＳＸ、ＭＳＸ2/2＋、☆は
ＭＳＸターボＲ専用、＠はＭＳＸ2/2+用だがターボＲの高速モードに

可‐』

、凶

厭世

対応｡また､囚のついたｿﾌﾄはMSX-MUSlC(ＦＭ音源)に､、ｌ
はＭｌＤｌにそれぞれ対応しています｡なお､ソフトベンダーＴＡＫＥＲＵ
(タケル)で発売のソフトは、すべて税込の価格です。

可

Ｌ」

協力／Ｊ＆Ｐ町田店

鵬旧鵬鯛鵬蕊鰯瀧鱸ｿﾌﾄ鰊

鯛ｿﾌﾄ鱈－ﾙｽTDPilO

S月４日⑨龍の花園(Ｄ)／ファミリーソフト／7800円囚

１８日浜・ＮｏＴＥＪｒ.(、)／ビツツー／19,800円Ⅲ、
２５日サウルスランチＭＩＤ|＃Ｂ(Ｄ)／ビツツー／ａ400円Ⅲ皿

然、再浮上してきた｢エメラルド・ドラゴン｣にはビックリだ６

※｜鬮位|前回鬮位
鼠lⅡ 訂]回l則、 勤蔑ソフト名ソフトハウス名
ソフト名
ソフトハウス名
重野1廟Y爾雛鋼鰹諦騒)調翻翻遡四j四座
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鍵

醜態秘Hil

』'１糧
鱗

⑨ファミリーソフト｢龍の花園上突然､姿
を消してしまった、京香という女の子をさ

⑨ピツツーから発売された｢必NOTEJm

がすというAVGだ

ンスソフトなのだ

は、MSX謝応符面入力専用のMlD|シーケ

ユーザ…CDI蘂鑛

デー?｢普圃/職Ipl柳徽鰯ｹﾞｰﾑ｣その１
初体験ゲームをネタにしたら、

くるわくるわ、ハガキが山のようｏ
見れば、なつかしいタイトルがい
っぱいでポツにするのがおしいも
のばかり。そこで、会月と来月の
已回にわたり、みんなの初体験レ
ポートを紹介していくことにした
ので、自分のケースとくらべなが
ら読んでみてほしい。では１枚目。
●私の初体験ゲームはソニーの
『魔法使いＷｌＺ』です｡そのころ家
にはジョイスティックがなく、キ
ーボードでプレイしていたので、
なかなかボスのところに行けず、

厩iiiii:画(､;Hﾋﾞﾔ鱗鶚

AEU今Egg〔｡?'露1

蕊露蕊蕊蕊…蕊霧;;；
ＬＯＣＨＥＴＥｌＴＤＲＳＨ雁ｑｍｍｕ
□DUG,騨夕ﾛ｡＝即"｡ｃ･釘．
Ｌｆ

1Ｌ~撹甑．
‐て

ＯリハイバーオリンピックＩ」より。二れで
キーボードを壊した人が何人いることか
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rキャンペーン版大戦略Ⅱ』がＶ３を達成。『プリ〆｣とあわせ、上位をマイ
クロキャビンが独占した。新顔では嘘の花園｣が９位にランクイン･突

すごくくやしかったなァ｡(愛知県
／からすのなまず）

鄙『魔法使いＷｌＺＪは､横スクロー
ルのアクションゲームで、アイテ
ムを取ることにより使える魔法が
増えていく、というのが当時斬
新(ざんしん)だったつけ……。
●ボクが初めてプレイしたのは、

１１１キャンペーン版大戦賂11マイクロキャビン
１
ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ胴大鵬略1１ﾏｲｸﾛキャビン
畳
曰

－日

プリンセスメーカー
マイクロキャビン
ブリツセスﾒーカーマイクロキャビン
星の砂物語
ﾃﾞｨｰ,オー
星の砂物語‘‘ティー･オー

ェ圏

Ｓ’４ ｢:盲~’ YU|<Ａ・ゆかのﾌｼｷﾞな体験ｳｪﾝﾃﾞｨﾏｶﾞｼﾞン
YUKA`ゆかのﾌｼｷﾞな体駿ウェンディマガｼﾞン

ロ４

曰Ｂ一・７

”圏

畳

ノア
HＢ
Ｂ
、巴
曰

”’１０
1０

園

夢二･浅草綺讓
フェアリーテール
－１夢二`浅草碕證ﾌｪｱﾘｰﾃｰﾙ
畳
DｒＳＴＯＰ
ｱリスソフト
ＳＩＤｒｓＴＯＰ…ｱﾘｽｿﾌﾄ
午P上□－と白

白＝－■ゴゼ

デッド・オブ･ザ･プレインフェアリーテール
－１デッド･オブ･ザ,プレインﾌｪｱﾘｰﾃｰﾙ
４
信長の野望・武将風雲録光栄
４．|信長の野望･武将風雲録光栄

龍の花園
ファミリーソフト
－認|龍の花園ﾌｧﾐﾘｰｿﾌﾄ
エメラルド・ドラゴン
ｸﾞローディア
－｜ｴﾒﾗﾙﾄﾞ･ドラゴンｸﾞﾛｰﾃﾞｨｱ

＝巳

ご写

噺

一超

〃

＝皀

軒さ

噸一，鍵Hii
o0Zr．Ｉ｢IＩＥＵＩ１】

､“ｐｐＬｌ(］ＩｌＩＭＩＪｌｍⅡｕｕｕ

蒜千・

■【

[】(】１．１５１３
皿T雌■lILMll

Oi絶頂感を味わえるrヴォルガード上合体
の瞬間に何ともいえない快感が……

※矢印蛙凹宕からのアップダウンをあらわします
丁＆Ｐ町田店調ら

※ＣＭ－３２Ｌ用

ｌｌＩＩ

☆スーパーファミコンの発売以来、ＭＳＸから離れていましたが、今月号の「ハイドライド』につられて久しぶりにＭＳＸ・ＦＡＮを買いまし塩思えば旧ＫのＭＳＸを持っていた頃、テープ版の「ハイドライド』がほしいために拡張ＲＡＭ
まで買って遊びまし屯それ以来バソコンゲームにひたっていました。最近はほんとうにほんとうに発売されるゲームが少なくなっていますねｂだから、こうい》（基国のゲームが安く遊べるＭＳＸ・ＦＡＮの存在はすごく大きいものです
ね。これからもがんばってくださ児（和歌山県・山本歴・加歳。ＨＢ１Ｆ１ＸＤ）☆やっぱし系Ｉパー付録ディスクは期待に応えてくれるノ昔のＭＳＸ１版『ハイドライド』より楽しめたノ舍曙勘県・平野賢治・旧歳・ＦＳ－Ａ１ＧＴ）

：

『
■■■

．よかった。Ｓ機が｢スイッ｣って
感じで集まって合体する瞬間は、
背筋がゾクゾクッとしてミョーな
気持ちになったもんだ……。
というわけで、このほかのハガ

キは来月号で紹介していく。なお、
已月情報号(１月発売号)で発表す
る｢ソフトハウスさん教えてね｣へ
のハガキは、］１月20曰までしめ切
りを延ばすのでヨロシク。

_ド』だった｡Ｓ機のジェット戦闘
機が合体してロボットになるシー
ンがすごくよかった。このほかに

ところで、ＭＳＸ歴Ｓ年の編集
部員・あじすあくば福田の初体験
そうで、読者のなかにもこのゲー

たきすぎて、キーが取れてしまっ

も、『ゼクサス･リミテッド』『フラ
ッピー』というデービーソフトの
Ｓ本は、私に感動をあたえ、合曰

たのをおぼえている。ちなみに修
理代は4000円くらいでした｡(大阪
府／寺嶋義信）
今撮影のため、ひさしぶりにﾌﾟﾚ

にいたるまでＭＳＸを使い続ける
キッカケにもなったソフトだ。Ｍ
ＳＸを愛しつづけてＢ年。誰にな
んといわれようと､98やX6800Dに

『ハイバーオリンピック１』で、あ
まりにも強烈にカーソルキーをた

ｲしたけど、いや～燃える燃える。
やっぱりコナミのゲームはオモシ
ロイわ。となりにいたＯｒｃもハマ

ッちやって、モー大変。そういえ
ば、ゲーセンでは定規を使ってビ
ヨーンビヨーンってボタンを連打
してる人、いっぱいいたよね。
③私が最初に遊んだＭＳＸのゲー
ムは､デービーソフトの『ヴォルガ

は、アスキーのrマリンバトル』だ
ムをあげてきた人が何人かいた。
おなじように編集部員・がまこ山
□にも聞いてみたところ、何を思
ったか｢ボクは小学校Ｓ年のとき
にしたキスが初めてで、相手は男
だったんですよ。ジャンケン・キ

乗り換えようなどという気はない。

スゲームをしてくちびるを奪われ

あいつらは外観が寒々しく、ＭＳ
Ｘとちがって愛着のあるスタイル

ました｣などと話しはじめた｡小学

をしとらんからキライだ〃(東京
都／伊東聖夫）
=bたしかに『ヴオルガード』はｶﾂ

するのもスゴイけど、男相手にす

巳年でジャンケン・キスゲームを

るのはもっとスゴイ。山□よ、な
ぜだ……。（ときちやる）

『ﾕｰｻﾞ急の主鍋ぺの魎澱繍譲鰔縄凶｣JIL艤聯

お便りはごち△らノ

※おわびと訂正……Ⅱ月号｢Ｂ月のソフトセールスＴＯＰｌＯ｣で、２位の『ＹＵｌ<Ａ・ゆかのフシギな体験｣のソフトハウス名がピッツーになっていましたが、
正しくはウェンデイマガジンでした。関係者および読者の方々にご迷惑をおかげしたことをおわび申し上げます。

駿
蝿

唖

切り口二

鯰ｂ
Ｂ

Ｌ岬

粥へ－雪瀞魁.。⑤￣、

讓

為童

蝿

1G吋､
￣函笘、

“ｊＵ目

已､

会月は、期待の美少女

ソフト｢グ､ラムキャッ
ツ農』の情報を筆頭に、

『シムシティー』、ＴＡ
ＫＥＲＵの同人ソフト

新作ソブト灌先取り琴エックノ

などなど、イロイロと
りまぜお送りする。ま

た、マイクロキャビン
が全国Ｓか所でイベン
トを開催するというニ

ュースもキャッチ。あ
わせて紹介していく。

▲＿
アニ亭。

Ｆ万引

（

先月号を読んだ美少女ソフト

■ドット企画

￣

ファンは、「グラムキャッツｅ」

■冠03宮3835曽4933

発売決定の記事に大よろこびし

口12月下旬発売予定

たんじゃないだろうか。もしか

媒体
媒体’国×ｓ'四’
圖×ｓ囚

すると、あまりのうれしさに涙

対応機種
対応機種’Ｕｌｓｎ口2/2＋
『7正ﾃ副クノ2÷
ＶＲＡＭ

1ＢＢＫ
１２８Ｋ

ｾｰﾌﾞ機能

ディスク

Ｐ学-~ﾆｰｾﾞ.｡

》

し、おマタを熱くした人もいる

かもしれない｡とにかく前作『グ
ラムキャッツ』には熱狂的なフ

､

1

「

ァンが多く、続編を望む声が非

合回の舞台は、ヌーディスト

常に多かった。それにこたえる

ビーチのある、シェーラ島とい

ターボＲの高速モード、マウスに対応
夕・・ポＲの司逗モ・ド、マウスIこ対応

形で、Ｓ年ぶりの復活が決定し

う高級リゾートアイランド。こ
こで、観光客が次々と行方不明
になり、さらに盗難が相次ぐと
いう事件が発生していた。これ

☆灘瀦芳棚☆

もちろん主人公は、浅見
さやか。ネコに変身でき
る能力を持った彼女が、
連合地球防衛軍イーグル
の要請で、地球征服をた
くらむ異星人に立ち向か
うというお話。わりにマ
イなグラフィック、そし
て超エッチシーンが話題
になったＡＶＧだ。

鱗jIif崖

、鼬

,i鴬
６７

ジメなストーリーとキレ

烏

③主人公となる、さやか(左)とマリン゜左下の前作と見くらべると、さやかも成長してる０

価格
７ＢＯＯ円
価格’７９ＢＯＯ円

たというわけ。

Ｉ

・皿・画面は３点ともＰＣ兜版のものです

キャッツ臣

f《

'2隅

Ｉｉｌｉ１脈ｌｊｍｌ富１Ｍう肘，

○その美しいグラフィックは目を見はるものがあった

が、地球征服をたくらむエイリ
Ｌｂ昔

Ｏヌーディストビーチでは、これがあたり
まえ。う－ん、いいねェ

アンの仕業だと考える連合地球
防衛軍イーグルは、隊員のさや
はけん

かとマリンをシェーラ島に派遣。
聞きこみなどで得た|胄報をもと
に、彼女ら已人は海底にあるエ
イリアンの秘密墓地へと乗りこ
んでいく……。これが大まかな

ストーリー展開だ。

主人公は、ネコに変身する能

③前作で82センチだったさやかのバスト

も、当然大きくなった!？いまが食べごろ./

あるし、これはもう期待のシー

力を持つ、浅見さやかと、マリ

ンがドッカンドッカンって感じ。
この｢グ､ラムキャッツ巴｣でも、

ンという、そそっかしくて大胆

キューティハニーのような(ち

な女の子已人組。エイリアンは

ょっとちがうけど)さやかの変

異常な欲望に満ちあふれてると

身シーンが見られるのか？そ

いうし、ヌーディストビーチも

れを考えると夜も眠れないわん。

蟻：霞蕊瀞

i;亙蘓鷺嚢懲蕊

安くておもしろ'ﾅればいうことナシ
TAI<ERluから同人ｿﾌﾄが続々登場

鯛待麗ﾋﾞﾝﾋﾞﾝの『ｼ｛ﾑｼ詞－１』
気にiil;ろ発売時期は錘末で決まり|'？

った。ざっとあげてみると、］、

きたりするのだが、その点はご
なかなか発売曰が決定しない

｢シムシティー｣｡｢ほんとに大丈

U当

らや

夫か？｣と､発売を危ぶむ読者の
声もどこからともなく聞こえて

安/Ｄを。イマジニアカ〈力入れて

フ}ラザーのＴＡＫＥＲＵが同

月号｢パソ天｣にも載った｢タイ

つくっているので、もうすこし

人ソフトの販売をはじめたのは

マーボール』、先月号の｢オンセ

ガマンして待っていよう。サン
プルを入手次第、大々的に扱っ

知っていると思うけど、１０月現

ール｣でタイトルだけ載せた『ぽ

在、その数はフタイトルにもな

よ'まよらいふ｣｢ぽいつぶる』

目早曰ＴＥＮｌＤＰＴエロｌｈｌｌｌｐＴ百ＦｉｓＴＥＦｌｌｕ工Ⅱロロ1A」

|肩und雲:窯ﾖﾖ胃

－１

Ｆｕｎｄ三：＄=1口目
‐Ｉ

饗Ｉｌｉ露

Ili蕊JLI

るのでお楽しみ
に。いまの時点

では発売曰は未
定になっている

けど、イマジニ
鐘

ア側の話からす

TffI

１颪１重一一

』豊一一一読障←

騨一櫻斜｜｜》
．瀞二軍一一Ⅲ

．・｜｜：ｉＩｌ－ｉ

纒岼｜｜｜蕊

難L2H鑿
左

－－－麹一灘

一一一一一鑪辮鞆對馴轍

P＝苧逼IIB･Ｉ画室＝BIRT…｡悪】｢6.Ｆ￣￣岳

ていく予定でい

『ＢｕｂｂｌｅＵｔｉｌｉｚｅ』、そして

『ＭＳＸテクニカルガイドブッ
ク４』にｒＡＲＲＯＷＯＦＤｌＲＥ

ＣＴｌＯＮａｒクロネコの単語』
といった顔ぶれ。ブラザーでは、
会後も同人ソフトの販売をして
いくんだそうで、Ｍファンに同

ると年末あたり

０１ぽよぽよらいふ｣の画面。ハズル袈素の

人ソフトのコーナーができるの

には発売できる

入った姉iリヒフレイが可能な陣取りゲーム

も時間の問題かも……Ｉ？

んじゃないだろ

うか。巻頭をか

戸

｡

はしめ切りにまにあわず。というわけて（またまた二のグざ色のは次
ざるのは次号か、

その次か'？

。Ｔ胡ロー守り●■

だが、ごカンベンのほどを……

■

H0,Ｍ,肘IIlil栃ｐ・・・IqWI1IlHOTFIllmDl

Ｏ同じ模様のブロックを３個ならべて消し

③BubbleUtiIIzedは４人まで遊べるオセ

ていくという「ほいつふる上ハマるぞ／

ロふうゲーム

ｅマイクロキャビン営業の伊藤さ

んの「ファイヤー」を閃きにこいノ

ﾊﾞﾗｴﾗＷﾌﾞﾄ｢MSXﾄﾚｲﾝｈ
目玉はjolVGrFiM(ﾛﾎﾟﾂﾄﾒｰｶ-mだ
］２月１８日に発売が予定されて

いるファミリーソフトの『ＭＳ

Ｘトレイン｣｡いまの時点で収録
体験プレイできること。
これ以外にも、マイクロキャ

かいなし／Ｍファン編集部員

が予定されている４つのゲーム

も参加予定のこのイベントに、

について紹介しておこう。

ビンのスタッフによるサイン会

ぜひとも足を運んでもらいたい。

やトークショー、ソフトの即売

イベント全般に関する問い合わ

や予約受け付けもするそうで、

せは､マイクロキャビン(丑0593

楽しいイベントになることまち

-5]-6482)まで。フアイヤー〃

■マイクロキャビン新作ゲームイベント
開催日
開(座１１

会場
（室

メインとなるのは、デキの悪
いロボット作り職人を主人公に

した｢ＲＭ(ロボットメーカー)」
というＡＶＢ・巧妙に仕かけら

れたワナを自作ロボットを使っ
開催時間’問い合わせ
ljfI催時間
問い合;iうせ

￣

ＯｒＲＭ｣のグラフィックから。ロボット作
り職人がロボットというのが笑える

炉L『麓ATW１，弾，ＡＩぃ

ＡＩ議靴鴬|蝋
］

て突破し、さらわれてしまった

'１月１４日(土）｜名古屋・エイデンテクノ
:lHl4H(｣二）
窮吉麓・と凸イデンテガ

１３:00～'7:００１恋O52-581-l241
､３;00～.7:00
画052=５８:－:２４１

美少女さららを救いだす、とい

||月’５日（日）｜東京・Ｊ＆Ｐ町田店
:|月'5日(日）
束〕;〔・」＆Ｐ町日１店

13:00～:7100
１３:00～17:OOlB0427-23-I313
frOd27-23-:３:３

うもの｡そのほか｢龍の花園サイ

11月２１曰く主）
Ⅱ月２１日(土)ｌ神戸・星電社三宮本店Ｃスペース’１３:00～１７:００１公078-391-8171
神戸･』冒蕊*l＝宮本Ⅱ
､3:00～.7HDD 丘0７８３９１８１７１

ドストーリー･加奈子｣(｢龍の花

大阪・」＆Ｐテクノラ
'１月２２日（日）｜大阪・』＆Ｐテクノラント
１１月22日(日)
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⑧同人ソフトとしても売られている｢カル
と牛｣のMSXトレインバージョンをIJI録
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Ｂに､ダンジョンＲＰＧ｢紅のイ

ズが出題される｢カルと牛｣など

'２月１３日（日）｜広島・タイイチバソコン
'２月13日(日）
広島・タイイチバソコン

ジャン｣､ＭＳＸにちなんだクイ
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ソフト。ハード。本に関する発`完スケジュール

新作発売予定表

記号の意味･無印はＭＳＸ2/2＋､●はＭＳＸ､ＭＳＸ2/2＋､☆はＭＳＸター
ボＲ専用､③はＭＳＸ2/2＋用だがターボＲの高速モードに対

応｡また､囚のついたソフトはＭＳＸ－ＭＵＳｌＣ(ＦＭ音源)に、
ⅢｍはＭｌＤｌにそれぞれ対応しています6なお､ソフトベンダー
武尊(タケル)で発売のソフトは､すべて税込の価格で式

この'|冑報は10月19日現在のもので説

'石ソフトと本…のRはROM版Dはﾃﾞｨｽｸ版です。
発売予定曰

タイトル(媒体)／メーカー名／予定価格

タイトル(媒体)／メーカー名／予定価格
タイトル(媒体Ｍメーカー-名／予定価格

⑥ＭＳＸ‘ＦＡＮ１２月情報号(本十D)/徳間書店/98011』臨込)。
○ＭＳＸＦＡＮ１２目情報号(本十、)/徳間書店/980円(税込)□

20日

⑨蒼吉狼と白き牝鹿・元朝秘史(Ｒ)／光栄／11,800円四
○蒼吉狼と白き牝鹿・元朝秘史(Ｒ)／光栄／i1,8001]□

20曰

③菅吉浪と白銚鹿`元朝秘史(R:ｻｳﾝﾄﾞｳｪｱ付き)/光栄/'4200円□
⑨鑑唄と白銚鹿･元輔秘史(R:”ﾝﾄﾞｳｴｱ付き)/光剰''1.2M円回

27日

⑧蒼吉狼と白き牝鹿・元朝秘史(Ｄ)／光栄／9800円四
⑨蒼吉狼と白き牝鹿・元朝秘史(、》／光栄／9,800円囚

27日
271己

⑨蒼吉狼と白き牝鹿,元朝秘史(､:ｻｳﾝﾄﾞｳｪｱ付き)/光栄/'2200円□
⑥菅吉浪と白き牝鹿･元鋼史(､:．ｻｳﾝﾄﾞｳｪｱ付き)/光剰'2200口]□

Ⅷ月畠|霜

肥月 ＢⅡ石日 曰

③MSX･FAN93年]月情報号体+､)/徳間書店/980円(税込)□
⑥MSX･FAN93年１月情報号(ホロ)/徳間警店/980円(説込)曰

下旬

⑥ザ,タワー(?)ｵﾌﾞﾛｷｬﾋﾞﾝ(､)/ﾏｲｸﾛｷｬﾋﾞﾝ/5800円囚
⑨ザ`ﾀﾜｰ(?)オブ･ｷｬﾋﾞﾝ(､)ﾉﾏｲｸﾆｷﾔﾋﾟﾝ/5Ⅲ000円囚

下旬

③グラムキャッツ巳(、)／ドット企画／7,800円四
○グラムキャッツ曰(、)／ﾄﾞtシi､企画／7.800円回

i21B曰
|Ⅱ量
肩
181塁

中下 甸旬甸
フ．？
中旬

⑨スーパーブロコレ４体＋、)／徳間書店／'’980円(税込)囚
⑨スーパープロコレ４(本+Ｄ)／徳間書店／'’980円(税込>囚
⑨ＭＳＸトレイン(Ｄ)/ファミリーソフト/価格未定□
○ＭＳＸトレイン(Ｄ>/ノアミリーソフト/価格未定囮
涙のｷｬﾝﾊﾞｽ(、:TAKERUでのみ販売)/ﾌﾞﾗｻﾞｰ工業/2,900円囚
涙のｷｬﾝﾊﾞｽ(、:TAKER(｣での51M$i亮)/ﾌﾞﾗ能工調2Ⅲ000円回

Ｐ

⑥シムシティー(、)／イマジニア／価格未定
③シムシティー(、》／イマジョア／|m格未定

？

☆ＭｌＤｌカラプレイヤー(Ｄ)/ビツツー/9800円皿、
☆Ｍ１、|カラプレイヤー(、)/ピツツー/9800円|皿：

ｒ

？

シンセサウルスＶｅ｢・３Ｄ(、)／ビッツー／12800円田
シンセサウルスＶｅ｢､3.0(Ｄ)／１２シツー／12.800四四

【発売中止】火星甲殻団ワイルドマシン(アスキー）

⑨麻雀'悟空・天竺への道(Ｒ)／シャノアール／9800円四
⑥麻雀悟空・天竺への道(ロ)／シャノアール／3.800円囚
⑪ワンダーポーイⅡモンスターランド(Ｒ)／日本デクスタ／7BOO円
●ﾜﾝﾀﾞｰﾎﾟｰｲ:：モンスターランド(日)／'ロホデクスタ／71000円
マイ・アイズ(□)／バーディーソフト／7800円
マイ・アイズ(Ｄ)／パディソフト／7Ⅲ800円

⑨ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ版大戦略II`かすたまｷｯﾄ(､)/マイクロｷｬﾋﾞﾝ/価格未定
⑨ｷｬﾝﾍﾟｰﾝNi大戦賂【１．かすたまｷｯﾄ(､)/ﾏｲｸ::ｷｬﾋﾞﾝ/価惜未定
プロの饗バーート巳(､>／マイラィマイヨンシスンムノ9,800円
プロの碁パート５(Ｄ)／マイティマイコンシステム／9800円
倉庫番リベンジ・ユーザーの逆襲編(Ｄ)／発売元未定／価格未定
倉庫番リベンジ･ﾕｰｻﾞｰの逆腿編(､)／発語元未定/価格未定

_’
先日､ログイン(アスキーから出てい

ときちやるの

る本ネ)をバラバラと見ていたら、「オ

`:鑑衞藺

ホーツク仁消ゆ９８｣という文字が目に

●今回は、オホーツクと
堀井雄二氏についてだ

昭年１月以降と発売曰未定

昭年１月以障と発売曰未定

７日

飛びこんできた。「オホーツクに治ゆ」
とは、東京と北海道を舞台に殺人事件
の謎を解いていくという推理もののＡ
ＶＣで、ＭＳＸはもちろんのこと、ほ
とんどのパソコンに移植されている傑
作。それが、ログインＤＩＳＫ＆ＢＯ
ＯＫシリーズの第４弾として、このた
びメデタク復活したというのだ(Ｐ

Ｃ-98版のみ)。この商品、ＤｌＳＫ＆

というのにはちょっと興味があるし、

ＢＯＯＫという名からもわかるように、

会後も注目してみたいと思っている。

本とゲームがセットになったシロモノ。

「ドラクエ｣で有名な堀井雄二氏も、

本のなかには、ゲームの操作説明や資
料はもちろん、原作者である堀井雄二
氏のインタビューやヒントまで掲載さ
れているという。最近のゲームソフト
にありがちな、無意味でダラダラと長
い解説や、ただ厚いだけのマニュアル

以前はパソコンの世界でがんばってい

なんかよりずっとずっといい。そうい

は帰ってこないのだろうか..…．。

う意味からも、この本とゲームの合体

た｡rポートピア連続殺人事件｣｢軽井沢

誘拐案内｣(ともにエニックス)､そして
｢オホーツク～｣と氏の作るＡＶＣは、
みんなみんなおもしろかった。堀井氏
は、もうパソコンユーザーのところへ
（新作担当／ときちやる）
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●合月のバックストーリー

ペンダントが光った理由をもっと知りたいシニリアたち。そ
れには、水晶玉以外に、ある薬草の力を借りなければならな
いという。しかし、当然のことながらひＵように高価なもの
である。旅の途中でアルバイトをして貯めたお金をほとんど
使うはめになってしまった。それでも、母へつうじるペンダ
ントに秘められたメッセージをぜひとも知りたい。ちょっぴ
り心配そうにするルーシヤオを尻目に、シニリアはたいまい
をはたいて薬草を手に入れた。これで何かがわかるはず。

付録ディスクで遊ぶまえに
またまた会月もみなさんの要

さて、今月のウリはなんとい

望で改良したコーナーがありま

ってもマイクロキャビンさんの

す。さらに、複写したのち後で

すぺしやるです。はやりのカル

解凍する場合の解凍再開のバツ

トクイズなのですが、やっぱり

チファイルは、ＳＫＦのマーク

全問正解ともなると至難のワザ

の下に書いておきました。この

なのです。がんばってください。

へんのことは、右ページの上の

ちなみに今月は大メニューに

ほうにくわしく書いてあります。

ルーシャオの入るスペースがな

また、１０月|胄報号で１周年を
記念して行われたクイズの答え

くなってしまい、あちこちに分
散しています｡あれれ､表紙ＣＧ

も収録しています。

にもあやしいキャラが……。

会月も紙芝居部門はないでおじやるが、そ
のぶんイラストをＢ作品収録しているぞよ･
合月からＣＧのコーナーがも

Liuコンテス

ようかえして、点数のレーダー

のが⑤

たぞよ・さらにメッセージが、

話おがみと赤Ⅲ
赤帽子葛やん

字表示に、ない人はひらがなで

号のお題
１２月号［

表示するようになったてKおじや

Ｏ漢字ROM;M応版のメニューがコレ。メッ

る。さて会月は、イラスト部門

セージもすべて漢字表示で見やすいぞ

ニュー画面が表示される。カー

その作品のプログラムがロード

ソルキーの上下で見たい作品に

される。「ＵＳＴ｣を実行すれば、

カーソルを合わせ、スペースキ

選んだ作品のプログラムリスト

ーでその作品のウインドウが開

を見ることができる。ファンク

く。そこには作者名、対応機種、

ションキーのＳでメニュー画面

ワンポイントメッセージを表示ｃ

にもどる。
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今月のＡＶフォーラムで見応
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『ちきゅう』。『秋の花火｣はター

珍の吉宅
くう勗抽
｛》軸・局部

hlli1､、
１

Jも童し､､っ二うし志すが？
L面②為

ボＲ専用の作品だが、行Ｂにあ

の､はな沙､､
人お提､､L１吋!｢し１Ｍごた11｣

￣

dｌＴ
：離
ﾋﾞﾎﾞ

●●●

くし唖

起るＲ

■

瀞

託M心l鵬
H1.1Ｎ 旨寵騨RQTnHo
溌はし､､窪摺
慾し､､悪 諺観て､､、寸昌し宝雪壼寸

Ｏ漢字ROMがない人はこのメニュー｡上の
漢字表示はこちらで作った文字フォント

る「ＰＡＵＳＥ(４１２i）」を、
｢ＦＯＲＫ＝ＤＴＯＥｌＺ１：ＮＥ

8口
し油lﾋﾛら』､耐
宅ル

が茂、

園付録ディスク制作スタッフ
DlSKMAKER＝化成バーペイタム／

と(つづいてスペースキーを押

す)､画面は消去され､メモリに

⑨■

Ｌ２ｂＵ､ごっこ『■らＩ凸錯腫､､Ijl

作品のウインドウが開いてい
るときに、リターンキーを押す

オープニングが終わると、メ

●回

１１４

産業

■基本操作

蒔劃Ih､財邑砺biI3｡，ろしち㈹人

２１
２５

④だいぶ前からレーダーチャート表示は考えて
いたのだがやっと実現できた。やれやれ
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作品の実行中、メニュー画面

へもどるにはＥＳＣキーね。
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のＡＶフォーラムに産業革命が起きた／

会月はＮＥＷオープニング＆

＝う云人の７ＥＩＩ

關

家内制手工業で作っていた付録ディスク内

システムで生まれ変わった。い

ｉ
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害
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ＶＲＡＭ１ＰＲＫターボＲの窩凍モードに対応
ＶＲＡＭ
]ＢＢＫ’ターボＲの高速モードに対応
１２ＢＫ
ターボＲの高遠モードに対応

・回

●Ｆｆ句宮１．Ｊ耐■出品

対応機種
17,,,毎N１回/2＋脳劃且］ 舅質|賎ﾊﾞｲﾄ割
対応機種ｎ頭2/2+|麺実質収録ﾊﾞｲﾄ数］,266,688ﾊﾞｲﾄ
Ｌ266.688バイト

いけ
耐んて

ｺﾝﾃ鱸,２月号

４１０

國団 セーブ機能 セーブしちゃいけません
媒体圖囚ｾｰﾌﾞ機能|ｾｰﾌﾞしちゃいけません
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'作品､そしてお題ＩＤ弓ＩｆＦ
ＯＧを収録したぞよ・－－』

スーパー付録テレイスクＤＥＣ．］992
スーパー付録ディスクＤＥＣ･Ｉ９９２ＤｌＳＫ＃１５
ＤｌＳＫ＃1５
媒体
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⑲ぬりえ
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漢字ＲＯＭを持っている人は漢
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アぞえ

⑨イラスト
スト部門
|i鰯､熱､i､鰹､鰄耀鰄醗、
謡Ⅲ亜霧圃'ろⅦ
公園のア
､アヒル

チャート表示をするようになっ
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犀

９２
９２年12月号

劃Ｕね

★「ハイドラィド」はとてもおもしろかった。僕が初めてやったときはテーしうだったので、ロード時間がほんとうに長かったのを思い出した。それに比べるとディスクはほんとうに速い。（新潟県／斉藤武志・旧歳・ＨＢ－ＦｌＸ

ＤＪ）☆ＣコロンにＭマガの編集長のコメントが城っていたのはびっくり。（福岡県／樋ロ豊・旧歳・ＦＳ１Ａ－ＷＳＸ）☆スーパー付録ディスクも今月で旧枚目。如枚入るデイスクケースの３分の１がうまりました。このデイス

クケースをいっぱい仁して、次のディスクケースをうめる勢いでがんばってください。（｜｜｜重県／杉浦芳和・旧歳・ＦＳ－ＡＩＷＸ）

l繍繼鰄購

ＸＴ｣に修正すればＭＳＸｅで
ヨ

｣’

ＯこれがAVフォーラムのメニュー画面｡本誌
の記事を手にして見ればおもしろさ'00倍

も見ることが可能｡ただし､少々

ぎこちない花火になる｡そして、
ＡＶフォーラムを見終わったら
リセットしてね。

SYSTEMPROGRAMMER=上岡啓二(UKP)／TlTLECGDESlGNER=木村明広(ライトスタッフ)／MAINCGDESlGNER=orc/TlTLEBGMCOMPOSER=みそねこ／

sPEclALTHANKsToマイクロキャビン＋日本フアルコム＋ピツツー＋リバーヒルソフト＋くるくま出版十コナミ＋Ｔ＆ＥＳOFT＋ぐりちゃん＋松下電器

アミ

Ｌ〆

L

ファイルの複写から解凍までをことなので、ここで中断ができＳＫＦマークの下に示してありれます。

Ｕ己Ｊ￣.=゛Ｕｕ－－ジグ6ｺ

■■
‐零‐

鶴
|懇
､篦彌.３くこ,Ｐ’函鑿蟇………員…－〔し篝穰
解凍するもの

ょ昌繩フアイ』L童訂…｡削コウヨウｐにセーフ…し壷

●ファンダム(ＤＳＫＦ１５１）
①『ひで－話』

墨
･'……ｺﾝﾃｽﾄ;織霊禰繍i鯛腱に鰄池篝しilll●ほほ梅麿のＣＧコンテスト

いし…よう⑪コア.ｆｌ童ヨ､､リコウヨウエ'に垣一フ､､し

(ＤＳＫＦ４１０）
(ＤＳ１<Ｆ410）
②イラスト部門３本十ぬりえ部門１

i「素＊*Ｊ１邑冤」⑬フデイルしますて､､に覇います

本十ぬりえ部門の課題
ご口コンテスト”
喝コンアバト鰯
Ｃ･コンテスト”
●パソ通天国(ＤＳＫＦ１５０）
実狩用ディスタを
狩用ディスタをｆＦ成しまず
④パソ通天国(ＤＳ１<F150）実行用ディスクを作成します
③ＭＧＳドライバーの音楽データ／

L＿

’

￣－－｜

重し

ツタ
『イース｣『グラディウスⅢ』『ハイド
ず、為憲だ”用意したデイスタをチェック
『ｲｰｽ』ｻﾞｸﾞﾗﾃﾞｨｳｽUI｣rﾊイドまず、謁考だ”用意し麓ディスクをチェックー

ライド｣､オリジナル３曲､ほか計１１
窪す
ライド』､オリジナル３曲､ほか計'1します
曲
●ＭＳＸＶｉｅｗ(ＤＳＫＦ１２１）

'''-:'w謡M1巽甥ISF'２１）’震～鐸’'一
④｢くまのベネディクト』

(PageBOOK）

､用
用意し施ディス寮をドライア議Ａに七翻卜しで
●ゲーム十字軍(ＤＳＫＦ７１３）
③ｹﾞｰﾑ十字軍(DSl<F713）用意し施ディスク書ドライブ゛Ａ(ごセットして
爵Ｉ趨鶯lⅦ
⑤rプライ上巻｣エンディング直前
⑤rプライ上巻』エンディング直前感電葛い
セーブデータ衆これば複写のみです
セーブデータ※これは複写のみです

ファイルの内容をＶＲＡＭに転送し終わ
ったというメッセージです。このあとに
ディスクを入れ換えてください。
ファイルをＶＲＡＭからディスクに転送
できたメッセージです。すでにディスク
に入っているファイルはパスしています（
に入っているファイルはパスしています。
現在している、またはこれからすること
現在している、またはこれがらする二と
になる作業がここに表示されます。作業
になる作業が二二に表示されます。作樂

に入るときはかならず確認してください（
に入るときはかならず確認してください｡
このディスク鰹使えません
里のディスク13:使えません

上の写真にもあるように、ここには作業
上の写真にもある ように聯二二には作業
ミスのときのメッ
ミスのときのメッセージが表示されます。
セージカマ表示されます
ディスクを入ｵT換えるなどの作藁の進行
ディスクを入れ換えるなどの作糞の進行
用の指示が表示されます。二二のメッセ
用の指示が表示されます。ここのメッセ
ージにしたがってｲｨ屋盤を進めてください。
ージにしたがって作難を進めてくださいく

E:Ｅｌｐキー＝太葭#;二
虜□キー＝大友《ニュー
已臼[コキーー大メニュー
．オマケ(ＤＳｌ<Ｆ191）
●オマケ(ＤＳＫＦ１９１）
ペースキーー准寸？
鼠ペースキー＝進む
⑥『キャンペーン版大戦略Ⅱ｣マップ
⑥『キャンペーン版大戦略１１』マップスペースキーー進む
エディタ

解凍作業に入るまえの準備とディスク'の残り容鬘(ロＳＫＦ)について

胆騨f弓調１１垂署I霞吻欝旨;彊Eうこの琴|盾とテら｢スクのﾀﾖＥＵ茎S;菫【|固｝司蔭 ＝)１１こつL】て
解jili作業には２，，フオーマッ②残り容量の調べ方イトとは２，Ｄフォーマット直後の値)を計っておくようにしまＬ
解凍作業には２ＤＤフオーマッ③残り容量の調べ方イトとは２，Ｄフォーマット直後の値)を計っておくようにしまし
卜のディスクが必要(複写先デイBASlCモードで､調べたいデイの残り容量です。ょう゜ちなみにDSKFとはＤｉＳＫ
トのディスクが必要(複写先デイBASlCモードで､調べたいデイの残り容量です。よう゜ちなみにりSKFとはDiSト

スク)です｡作成には新しいディススクをＡドライブに入れ●ＤＳｌ<ＦのことFreeの略です。覚えやすいです
スク)です.作成には新しいディススクをＡドライブに入れ、●、ＳＫＦのことFreeの略です。覚えやすいです
ク(不用ディスクでも可)を使用。PRlNTDSKF(□）さて、複写･解凍のプログラム札
ク(不用ディスクでも可)を使用。PRlNTDSKF(９）さて、複写･解凍のプログラムね

決して付録ディスクを使用しない。と入力して、リターンキーを押せでは、最初にあなたの複写先のデまたDSKFは指定された容量
決して付録ディスクを使用しない。と入力して、リターンキーを押せでは§:最初にあなたの複写先のデまたDSKFは指定された容亙

①ＢＡＳＩＣ画面でcallformatとぱいいのです。すると、イスクのDSKFをチェックしまさえあれば、それ以外の部分には
①BASIC画面でＣａⅡｆｏ｢matとぱいいのです。すると、イスクのDSKFをチェックしまさえあれ(説それ以外の部分に(。
入力しリターンキーを押す。②２７１ｓすが、このDSKFとはもちろん、何が入っていても力､いません。た
入力しリターンキーを押す。②２７１ｓすカミニのDSKFとはもちろん、何力圦っていてもかいません。虎
のキーを押す(４の場合もあり)。などと数字を表示します。二のいま紹介したディスクの残り容量だし、ギリギリの容量しかない鰯
のキーを押す(４の場合もあり)。などと数字を表示します。このいま紹介したディスクの残り容蟄だし、ギリギリの容過しかない場
④最後はどのキーでもいいから押数字は、残り容量を｢Ｋバイト｣単を調べる、SKF関数で調べた値合、解凍時間は長くなります。
qDi恩i後はどのキーでもいいから押数字は、残り容量をＦＫバイト｣単を調べる、SKF関数で鯛べた値合解凍時間は長くなります。
す。⑤ディスクドライブ力動き出位で表しているのです。二の例ののことです。
す。⑤ディスクドライブ力勵き出位で表しているのです。この例ののことです。
す｡⑥i画面に０kと表示されれば２「７１３｣の場合(ま713バイト(730112複写・解凍の必要なコーナーを
Ｌ旦」
す｡⑥画面に0kと表示されれば２『７１３｣の場合(*713ﾊﾞｲﾄ(730112-澪且癖･罎榑=ﾅｰをＭＩＩ毘2Z蚕?囚澪ﾖ扇才=昼

鴎 |鍵鱒醗
｡｡ﾌｫｰﾏｯﾄﾃﾞｨｽｸので欝難{欝攪蝋魏蔑識雲諺鰄鰯臨’ｗ霧蝋誰澱
ザーディスクの残り容迅(､SKF
､､フォーマットディスクのできバイト)の残り容量があること を

選択するまえに、この方法でユー

'《
あがり｡表しています。ちなみに713Ｋ
あがり。

凍鋤三幅Ⅱ圭司刮葬秬

速忽唾牛匡の醒知脹胡

死希笥》蒋鐇》《型艤

杁洲辮耳や封》塗密詐

『テロ逐壷琶郡氾升旧陽
Ｍ可壼緬唖毒副川叩公
Ａ師健途に癖郊、郎詐

穆

円（是元鐵峻ま匠牛っ

辨掛》『》》一一》
li}i:i誉iｉ

□ＳＫＦ
７１３

する＝Ｈ：＊．＊）を入力する

と、解凍がはじまる。
あとは、解凍されたファイル

を自分で用意した空きディスク

にコピーするだけ。空きディス
クをＡドライブに入れて、
Ａ＞ＣＯＰＹＨ：

とすればよい。ちなみにＣＧコ
ンテストの解凍は、Ｓ分から１
分23秒まで短縮される。
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露

☆スーパー付録ディスクのパソ通天国に興味が出てきました。また、｜ナィスクに収録されたプログラムをＢＡＳ－Ｃで勉強できることも喜びです。（宮山県／太田満喜夫・印歳・ＨＢｌＦｌＸＶ）★ほとんどワープロにしか使っ
ていなかったわがＭＳＸが、こんなにいろいろなことができるとは……。これもすべて付録ディスクのおかげで一丸。本に戦っているプログラムがすべてディスクに入っている」というだけでいいと思います。みんなぜいたくで
すよ。（北海道／高橋謡・羽歳・ＦＳ１４５００十ＦＤＩＡ）☆「ハイドライド」が遊べるなんて夢にも思いませんでした。昔Ⅱにはまっていた自分を思い出しましたよ。（鳥取県／山中韮員澗・旧歳・ＨＢｌＦｌＤＪ）

まｇｏ恋あ、 十二子:E信ルリフニーツ|ヨ
まず゜解)東を肉･開す●ときは
合月もＳタイトル解凍作業が自動的に進めてくれます。ます゜解凍を再開するときは、まず。なお、十字軍のデータは
合月もＳタイトル解凍作業が自動的に進めてくれます。
ディスクに書き込
複写が終わったディスクをＡ
ド直接ユーザー
必要です。いつものように巳、また、解凍作業を複写までで複写が終わったディスクをＡド直接ユーザーディスクに書き込
必要です。し1つものように巳、また、解凍作業を複写までで
、フォーマットされたディスク中断して、あとで解凍をするこライブに入れてリセットして下みますので、解凍はありません。
Ｄフォーマットされたディスク中断して、あとで解凍をするこライブに入れてリセットして下みますので、解)東はありません
を解凍作業に入る前に用意してともできます｡｢つぎにファイルさい。すると画面にＡ＞と表示ファイル名を入力してリター
在解凍作業に入る前|こ用意してともできます｡｢つぎにファイルさい。すると画面にＡ＞と表示ファイル名を入力してリター
おいてください。作業に入りまのかいとうにうつります｣といされます。ここでコーナーごとンキーを押すと､途中でExt｢ａ
おいてください。作業に入りまのかいとうにうつります｣といされます。ここでコーナーごとンキーを押すと､途中でＥｘｔｒａ
したら画面のメッセージに従っうメッセージが表示されたらフに用意されたバッチファイル名ｃt？(Ｙ／Ｎ)と聞いてくるの
したら画面のメッセージに従っうメッセージが表示されたらフｉこ用意されたバッチファイル名ctP(Ｙ／Ｎ)と間し）てくるの
てディスクを入れ換えていけば、アイルの複写が終了したというを入力します。ファイル名は□でＹキーを押すと解凍が再開さ
てディスクを入れ換えていけば、アイルの複写が終了したというを入力します。ファイル名は、でＹキーを押すと解凍が再開亡

鰯齢尤画

圏 '鱈
フス
』･･････i三ｉ
ア
ダ
『ファンダム』『ＣＧコンテスト｣……合計Ｂ回複写／解凍します

放い
DＸｎ
ｌｌｌ
題い
/ｉ
た
ｎ
い

いつもいつも付録ディスクのために協力してくれるマイクロキャビンが、みんなに挑戦状をつきつけて
きた。「キャビン通の顔をするなら、このクイズに答えてからにしろ｣と。そんなわけで、マイクロキャ
ビン関連の問題がドドーンと用意されたカルトクイズが、合月の｢すぺしやる｣だ。

★『ハイドライド」をやってとてもなつかしく思いました。僕がＭＳＸと出会ったころ熱中したゲームがこれでした。そのころはまだテしうを使っていて、ゲームをするたびに長いロードを待っていました。でも、今思うとあの
ワクワクした待ち時間はゲームをより楽しませてくれるためにあったような気がします。テープなら腹が立ったらリセットというわけにはいきませんから、あきらめずに遊ぶことができたのです。でも、今のゲーマーは少しで

も不満があるとすぐリセットします。これではそのゲームのほんとうのおもしろさはわからないでしよ『Ｚ（大分県／山本直嗣・旧歳・ＦＳ１ＡＩＧＴ）

超期待新作から｢ﾏｲｸﾛｷ化ﾝ・ｽｰﾊﾟｰｶﾙﾄｸｲｽﾞ』体験版到着ノ。ﾏｲｸﾛｷｬﾋﾞﾝ

今月のすぺしやるは、大御所こつとといっても、問題数はドんな楽しくも意地の悪いクイズのがあるかもしれない。本番に
んな楽しくも意地の悪いクイズ
マイクロキャビンの登場。１２月一ンと122問｡そのすべてがマイが毎回ランダムに30問出題されそなえ、カルトクイズの予習と
が毎回ランダムに30問出題され
るんだからモー大変。このクイ
に発売が予定されている｢ザ･夕クロキヤビンに関するクイズで、るんだからモー大変。このクイして活用するといいだろう。

ワー(？)オブ・キヤビンーキヤ誰でも答えられるかんたんなもズによって、みんなのキャビンだが、全問正解の道は遠い。
ズによって、みんなのキャビン

且引hii>i;をﾄﾞｦｷﾞ塁混二：胤;M練脇:；慶蕊欝懲藍賎ィ樋口ざＭ１
度が試されるというわけだ。

出題はすべてＳ択式で、マイ

体験できるというものだ｡ちよようなものまでいろいろだ｡そｸﾛｷﾔﾋﾞﾝのﾏﾄﾞﾝﾅ樋□さ表情がよろしい
クロキャビンのマドンナ樋□さ

雫愈Ⅵ

翌型Ｉ

囲凰yiH[Ｈ|､離日ヨ
上｡＿Lリロコヰ
|上△Ｌｙ５ｂヰ

風１９８６年
ｚ６Ｌソコロ年
３‘１９８７年
３４１９８７年

モデルは

ん(旧姓・谷口さん)の進行で進

こ◎i識方Ｕ

められていく。そして全問正解

樋口さん

ゼント|胄報も出るのでがんばる

マイクロキャビン

価値はありありだ。なお、プレ

ゼント応募のしめ切りは１１月２０

鱗笥騏

iiZi

したあかつきには、豪華なプレ
､

鶴：

人
ｊＷＭぼ－ん

日(必着)。当選者の発表は、９３

扇L7iii4
扇17間‘
MsIﾃｰﾌﾟWi1rルノビールット』itiI濡売さｵﾘﾑODI銅年？
M5Xﾃｰﾌﾟ１MN『ﾊｯﾋﾟｰﾌﾚｯ1Ｗ､嶋昂ざＩ雄Ⅸ)(銅隼1

年已月情報号で。
会回のクイズは、基本的にこ
の付録ディスクのために考えて

もらったものだけど、なかには

⑨クイズはこのように３択式。えっ？この画面どこかてt見た

『キャビパニ』本編に使われるも

ことあるってェ!？そんなこと、ど－だっていいじゃん

露fi鑿

■

さっき付録ディスクのメッ
セージに１か所誤りを見つ
けました。本文参照／

；轍H繍臓;龍鯏。
鷺;i蕊i11,1鶉灘鍬鰯臓:篭鯏。
アル甲Ｂ関連でＳ本、アル甲

プログラムバトルシステムＰ

合月収録の10本のうち､rひで

ときにはすでに何万枚ものディ

４関連で、’0本のファイルを収

ＢＲ用のファイルを１セット収

－話』だけは解凍の必要があり

スクが……。-26ページ

録しています。

録しています。

ます。石下すみにある｢、ＳＫＦ

＊｜ガマックーＭファンの隠語

■アル甲Ｂ｢騎十{<《席問題」

マーク｣に書いてあるように

で｢とぼけた失敗｣。由来不明

ＤＳＫＦが151以上のディスク

■ファンダ・ム。サンプル

■ファンダ､ムＧＡＭＥＳ

した。ごめんなさい。気づいた

例の140万年を秒単位に縮め

また、小メニューのＳ番で、
ＰＢＲ関係のファイルを別のデ

た入選作と、ほかのアルゴリズ

ィスクにコピーできます。たん

ムも加味したものを

なるＤＯＳのコピーです。Ａド

を用意してください。この

名前のわりにちっともビギナ

ＤＳＫＦ舅は､ＤＯＳやＰＭＥＸ

ー向けじゃないじゃないかとい

ＫＮｌＣＨＴ・ＡＬＺ

ライブからＢドライブへコピー

Ｔのファイルを含んだ大きさな

う批判にもめげずがんばるスー

ＫＮｌＳＨＴ１・ＡＬＺ

するので、ディスクを入れ換え

ので、先月解凍に使ったディス

パービギナーズ講座では、今月

で収録しています。

クにまだ余裕があれば、じつは、

の付録ディスクの完成まぎわに、

□ＳＫＦは106でいいのです(と
はいっても、そういうふうにな

ったのは先月からです)。
さて、今月はポート巴のマウ
ス専用だのジョイスティック専

れると、ファイルを壊してしま

過去のＢＡＳＩＣピクニックの

を変える機能などを盛りこんだ

う恐れがあるので、付録ディス

プログラムを引き出して手を加

ＫＮｌＢＨＴＢ，ＡＬＺ

クにちゃんとプロテクトがかか

えたり、何でも屋のｏｒｃに頼ん

を収録。小メニューからは、こ

っているか(プロテクトタブが

だりして、ＣＯＰＹ文のサンプ

のプログラムが動きます。

あいているか)どうか在確かめ

ルをＳ本収録しました。

■アル甲４｢ＰＢＲ」

てください。-44ページ

用だのが多くて、みなさんがと

ＢＡＳ'○画面からふつうに

まどわないように小メニューに

プログiラムをロードして、実行

その旨を書いておいたのですが、

してみてください。今月はペー

｢氷をつくろう』でガマックして

ジに余裕がなく、リストを掲載

米１

しまいました。
この作品の小メニューのメッ
セージで｢マウスをポート巳に

～｣は｢ポート１に｣の間違いで

していないので、ＢＡＳｌＣ勉強

蛎回←頚J

※ちなみにHlDEEの再起動は、遊び方のところに明記してあります。
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るときに間違ったディスクを入

もう１本、チェス盤の大きさ

ＤＳＫＦ
Ｉ５１

ＥＸＴ－ＨｌＤＥ

ユヨ

凸ＯＨ
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、塗．ＷＦ。
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ｄＵＢＤＰＦＴ

患=ＥＯＢＺｕ
ＩＬｌｌＩＤ

Ｅ食hＬｎ

４塾１１

鵬

￣

.Ｍ４Ｃｉ窃

雨五m可
､ZⅦ

ＬＤＩｎａＩｇ 殉ａｓ：
山IIB田P

ﾋﾞｱ則ユＭ１

AI"1.112:， 。|扇午PrIIKElfPolUnlTqⅡ
｡」ｉ白みｍ７ｄＥｊｌＩ４ｐ１８Ｂ？
圃誼ｊｉｐ

,蝋！
＃ 蹄榊

､,L河,will勺MＩＨ Ｈ迫．...…↑
ZIWl9血SlFR
ＩＩＪ「IfWFU

⑧アル甲３｢騎士巡歴問題」

⑨アル甲４「PBR」

※ニーズ製のマウスを使っている人へ↓すべしやるを実行している問はポートに差したままにしておかないでください。原因は不明ですが、止まってしまいます。

鰯Ｉ
鰯｜

憲一一崖一蝿

ｉｌｉ塵iWii;、

11月情報号で紹介した広島県のぐりちゃん(18)のマップエデイタを収録／マウス専用のま
るで98のような操作感覚。ＭＳＸ巳でも本家のマップエデイタよりはやいスピードで、これ
でさらに豊かな大戦略ライフが送れるのだ。みなさんにお届けてきて編集部もうれしいぞ。

Ⅱ月号で紹介した、ぐりちゃ

えません､あしからず)、ＭＳＸ

11用マツプエディタ』です｡マウ
ス専用で（マウスのない方は便

い｣とおさだも絶賛／
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ごめんなさい。

じつは作者のコメントをもら

｢これがあればもういままでの

解凍が必要ですので、解凍し

っていたのですが、ページのつ

マップエディタなんかいらな

ごうで載せられませんでした。

てから存分にマップエディット

鬮面の
２

をお楽しみください。

説明

すべてマウス専用で、地形のリス置できる地形を表示
卜から地形をひろってピューマッ
⑬地形キャラクタリスト

フR上に置いていきます。最大の特このアイコン上で左右のボ タンを
配置できる地形
徴は、左右のボタンで別々の地形クリックすると鴎配置でき

'篝曇讓

各ボタンに 対応
を置くことができることです。たを変更でき、上の各ボタン
とえばＬ－平地Ｒ－海とすれば、した地形キャラクタが力､わ
した地形キャラクタがかわる。
海岸線の調整も簡単です。⑤マップ移動用アイコン

⑪ビューマップ矢印のアイコン湯ク11,､ﾉク
矢印のアイコンをクリックするこ

読圷韮

マップエデイタのメインとなる画とによって、ピューマップの冒
面20×２０ヘックスと、１０×10へシ
領域をその方向に移動させる。
クスの２モードがある。この画面の数字は、現在 のピューマッ

内にカーソルを移動させ、左右のでの、 いちばん左上のヘックスの
ボタンをクリックすることにより座標(Ｘ，Ｙ)･
地形を配置する⑥マップ名

『－－

|鱈;iii;'し霧篝iIiJiifiii鑿篝｜
４）

③スモールマップ現在のマップ名。

全体の地形を表示。ここで、ビュ⑨コマンド

６〕

Ｅ円

ーマップに表示する領域を変更で各コマンドのアイコン。フアンク
きる。ションキー対応のようだがそうで
③地形キャラクタはない。各コマンドのくわしい解
右ボタン(Ｒ)､左ボタン(Ｌ)で配説は下で。
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Ｏメイン画面６ いままでのマッブエディタになれたユーザーでもなじみやすいのだ

苔．マン

■読弧、保存ＣＨＲＯＭＡ－ＫＥＹ
キャンペーン版大戦略11のユーザーディスク現在マップ上のＬに入っている地形をＲｌ 二は
からのマップデータの読み書きをおこなう。いっている地形に一気に変換する

示する。
園都市

ピユーマッブワ)モード('0×10と20×20)を
変換。
■満面

おおまかな全体の地形を描く。くわしくは右
のかこみで説明

画ＴＥＭＳＡＶＥ、ＴＥＭＬＯＡＤ
マップエデイタがはいっているディスクに一
時的にデータをセーブし、また、そのデー

蕊…銅ﾓｰﾄﾞ面……で”朧蔚霜ir:iiiwii竈鑪ｉ１ｉＩｒｉ灘

マップとおきかえずに終了
マップとおきかえずに終了
ズレ…･･･、地形をずらす(下参照）
ズレ…･･･、地形をずらす(下参照）
■操作

タをロードする。エディタディスクのプロテ
クトノッチが開いているとエラーになってし
まうので注意６
■ＨＥＬＰ
全体の説明がみられる。ほとんどの説明は、

左クリック..…･アイコンの決定、地形を置
く

右クリック……現在指定されている地形で
かこまれたエリアをその地形でぬりつぶす

これを見れば十分だろう。
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この機能を使うことによって、海の中の島
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などをつくるの力（いままでよりかなり楽
になります。道路などは、太くなってしま①クルツとかこんでバツとぬりつぶせば
うのでこのモードではかかないほうがいいいままで大変だった島も簡単／
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⑧ペン先のアイコン五ペンの太さをかえ

る。より広い範囲にイッキにかけるように

OlOxlOモード｡ほんものの大戦略そのま
まの臨場感があじわえる
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なる。もう］回クリックすると元の太さに
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申

ｌⅡ

Ｇ名前を入力中や緑の四角はただのスペ
ースになる。入力が終わったら、ＥＮＤ
で入力終了ね

，Ｉ

－ドは、細かいかきこみには適しません力（＜補足＞このマッブエディタでは､一度た
はじめのイメージをぐりつとラフスケッチちあげたら、TEMSAVE/TEMLOAD以夕他
的にかくときに最適です。ときはプログラムディスクは必要ないのてく
■アイコンの説明「エディタディスクをいててください｣とい
ペン先……ペン先の太さ変更うメッセージがあっても無視してボタンを
各色の四角……地形(左から道路平地、押してしまってかまいません。TEMSAVE／
森浅瀬、海１m模、荒地、山、沼地）TEMLOADを使用しないときは、エディタ
○……描画モードでかいた地形を今までののディスクのプロテクトノッチをあけてお
マップとおきかえて終了いたほうがいいでしょう。

マップ;全体:を移動。カーソルキーで移動、Ｌ
で決定、Ｒでキャンセルｂ
■モード

各率および中立の都市､空港､港の数をしら
べる。２ケタをこえると表示力変になる力（
機能に影響はない。
圃呉前
マッブワフ名前をつける。左クリックで文字を
選択｡右クリックでl文字もどる。ENDで決
定する。
■特別
以下の機能がある。
ＦｌＬＬ
現在Ｌにはいっている地形で全体をぬりつぶ
れ画面を消去するために使う。
ＲＡＮＤＯＭ
マップ:全体にバラバラに地形を配冠する。

、

描画モニー隈でラワラワ

ニのエディタの最大のウリである描画モでしょう。

保存のときはマップリ)チェックをおこない。ＭＯＶＦ
クをおこない。
ＭＯＶＥ
データに不正があったときはメッセージを表

牌の解説
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をずらす。あまり役にたたないけど
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☆最｝再付録ディスクの質がとてもよくなってきた。それに「ハイドライド」はペリーグッド。これからもＭＳＸの躍榮のためにがんばってください。（奈良県雀奥田稚拝・旧歳・ＦＳ１ＡｌＧＴ）★今回の「ハイドライド」はよかっ
た。ほとんど「ハィドラィド」につられて買ったようなものだから。それと「ＭＳＸは不滅だノ・」と思えてくるパワーがすごい。おこづかいを調整して毎月買おうかと考えています。とにかくＭＳＸ・ＦＡＮがあるかぎり安心とい

ｅでも快適なスピードです。
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うわけだ。ＭＳＸを盛り上げようノ。（群馬県／稲村康広・旧歳・ＦＳ－Ａ１ＧＴ）
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お子さんのために作られた絵本を収録。くま
のベネディクトのぼんわかストーリーなのだ。

だいたい自動で進行しますが、

なお、感想をアンケートハカ、
キの表にでも書いてもらえると

の四角を、また進行を止めたい
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ときは右クリックしてください。

途中でソフトからぬけるときは
｢おやすみ｣で。

ＤＳＫＦ
１２１

ツトで会えます。ＥＸＴ－ＶｌＥＷ

ＨｂＤ肘ｕＥＵｑ画しIRP`1Ⅱ

ｏｒくまのペネデイクト｣のはじまり、はじま
り。好きなコーナーを選んでね

`画pｉｔｉｊ

Ｏｄｌｌｍｂ

ZIJD副unb

Ｏ｢あし｣を選んだらお話がスター
ト。単純な線で絵が描かれる

⑰

捌肌さか……’
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例によって10月情報号の解答とプレゼント
の当選発表でおま_／はたして正解は？

合月の正解者は、なんとたっ

村和洋く静岡県>杉山夏樹く愛知

たの曰人ぽっきり。ほとんどの

県>福岡雄治く徳島県>会治英樹

人がゲーム名を『ポッキーＢＪに

(敬称略）

してきたけど､正解は『雀ポーグ
すずめ』なのだった。あの絵は

｢雀ポーグ～｣のポッキー麻雀に
使われたもので､女の子は｢中森
みゆきちゃん｣｡正解だった次の

巳人には、『ポッキー』の特製
テレカをプレゼントする。〈埼
玉県>小野田心也く神奈川県>中

⑧隠しナシの絵がこれ。中森みゆきちゃんだ

いつものビッツーのＣＧに｢フ・ライ

上巻｣のエンディング直前データがく
わわった。複写のみ行う。□１８ページ
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「タコ＆イカＳＵＰＥＲ｣のＰＳＲ-500用、

『ソーサリアン～呪われたオアシス』より｢砂漠｣の
ＣＭ－３２Ｌ用の已曲(ＢＡＳ'○)。ロ76ページ

|鞠Ｉき繩MD($くりijﾚﾙﾋｽﾞ
③かわいい足あとがいっぱい
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かわるわけもないし､かえるつもりもな

い｡だから先月と同じ｡そしていつもとかわ
らないＤＯＳおよびＤＯＳ巳への入口です。

付録ディスクのＢＧＭもきけて、なんとＳ
曲も収録しちゃいました。

Ｓ曲のうち１曲を選ぶと、か

戻ります。また、いったんこの

んたんな説明が出て、さらにス

小メニューに入ると大メニュー

ペースキーを押すと演奏が始ま

には戻れません。リセットボタ

ります。説明の右下には赤字で

ンを押すか、ＣＴＲＬＧＲＡ

演奏時間を表示しました。

ＰＨ、ＤＥＬキーを同時に押す

曲が終わるか、演奏中でもス

という操作でもう一度最初から

ペースキーを押すと曲の選択に

始まります。念63ページ

慕集ですプ
タイトルＢＣＭＵＤ募瞥害ですう
ここしばら〈、ＢＧＭへの投稿いコマンドがあります。ＰＳＧの
ここしばらく、ＢＧＭへの投稿いコマンドがあります。PSGの

も増えてきて、うれしいです。Ｍ、Ｓ、ＦＭ音源の＠63，＠Ｖ､、
も増えてきて、うれしいです;，Ｍ、Ｓ、ＦＭ音源の＠63，＠Ｖ､、
■募集しているものＹ、。、リズム音源の＠Ｖnです。
付録ディスクのタイトルBGM注意点として､拡張音色(FM吉
付録ディスクのタイトルBGM注意点として､拡張音色(FM音

用のFM音源を使った音楽です。源内蔵の15音色以外の音色)は、

ジャンルはオリジナルのみです。音色がかなり変わってしまう二と
ジャンルはオリジナルのみです。音色がかなり変わってしまうこと
形態はMSXのBASlCoまたはがありますので、使わないほうが
形態はMSXのBASIC。またはがありますのてく§使わないほうが

内蔵ＯＰＬＬドライバー用のデーいいかもしれません(：
内蔵ＯＰＬＬドライバー用のデーいいかもしれません。
夕を＆ＨｐＯＧｐＺ番地からセーブ
したものて､す。ＯＰＬＬドライバー

用データの場合はソースのＭＭＬ

を一緒につけてください。

日陰者のわたくしが巴度もこんなところに
出たのには、理由があります。うふふ①

］0月号でやった｢懸賞付きパ

ようにしてあったんだよ～ん。

スワード｣は、意外にも824枚の
応募があり、Ｓ人の不正解者が

答えと当選者は、大メニューの

いました。ふふ、テキストファ

ッセージのところで、ＳＥＬＥ

イルをのぞいたってわかんない

ＣＴキーを押すと出てきます。
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霞謬

Ｏ自分の足あとを発見／

⑨おかあさんに甘えてたのね。会いたいな０足あとをたどっていったら……／

一一

☆うわ、「ハイドライド」だ。懐かしくｂ私もテープ版にはまりつつ、またこのＭＳＸ２版のグラフィックを見て、当時開発中（ノ）だったＭＳＸ２にあこがれたモノでした。うう、ローパーやイールを倒すコツを指が覚えていな
い。とにかくＭＳＸ・ＦＡＮに拍手ノ，これからもオールディーズに期待しています。（茨城県／大石亮。翠歳・ＦＳｌＡ－ＧＴ）☆付録ディスクがつくようになってから－一品この頃は発売日の１週間も前からＭＳＸ・ＦＡＮ
の出る曰が待てないほどになりました。（群馬県／朝倉智一・ｎ歳・ＨＢｌＦ１ＸＶ）☆毎月買っています。付録ディスクが出てきてからは毎日楽しくなりました。（（鯉儲県／伊勢明弘・旧歳・ＭＳＸ２）

クリックが必要な場面では黄色

Ｂ：「大バーベキュー旅行｣のメ

■音楽の形式について。
使えるのは、ＦＭＳ声または
ＦＭＳ声十リズムまたはＰＳＧＳ声
までのＳとおりのうち１つの組み

合わせです(ＦＭＳ＋ＰＳＧＳな
どは不可)｡ＰＳＧ３音だけでなら
す二とも考えてチャンネルを割り
振ってくれるとうれしいです。
また、ＭＭＬで使ってはいけな

また、ＭＭＬでいちばん最後の
休符を省略すると､BASlCはその
ぶんを補ってくれますが、ＢＧＭ
では音がずれてしまうので､休符
の省略はしないでください。

■投稿時の注意

基本的にＦＭ音楽館と同じです。
81ページの投稿応募要項を参考に
投稿応募用紙に必要顧項を記入し

て｢タイトルＢＧＭ｣係まで送って
ください。採用されなかった作品
はストックされて、次回の選考の
対象となります。

※各コーナータイトルの①⑧◎は、それぞれのコーナーのタイプを表しています。→付録ディスクパッケージ裏面参照

コーナータイトル
すべしやる④
すぺしやる④

内容説明

方(Ｐ’'0）
方（Ｐ；ID）

｢ザ・タワー（？）オ
･キャビン。よ}j先
ブ･キャビン」より先
取り体験版
Ｕ体験版

ﾌｧﾝダム
ファンダム

掲紘プログラム
掲城プログラム

タイトル
.マイクロキャロニアン・スーパーカル
マイクロキャビン･スーパーカル

トクイズ体験版
トクイズ体験甑

ファイル名
ＣＰ
ＣＰ、ＸＢ
．ＸＢ

ＲＵＮ－ＣＰ
ＲＵＮ－ＣＰ．ＢＡＴ
･ＢＡＴ
ＣＰ、ＣＯＭ
ＣＰ
.［)[〕Ｍ
ｃＰＱ，ＤＯｃ
ＯＰＱ
・ロロロ
ＣＰＤ１
ＣＰ曰１、ＤＡＰ
･ＤＡＰ
ＣＰＤＢ、ＤＡＰ
ＣＰＤＥ
・ＤＡＦ
ＣＰＤＳ
ＣＰＤＢ、ＤＡＰ
ＤＡＰ

備考
DOSからたんに｢CP｣と入力してﾘﾀｰﾝキーを押しても
DOSからﾌﾟこんにTCP｣と入力してﾘﾀｰﾝキーを押して6
超IHIします
起動します

ＦＤＮＴ
ＦＯＮＴ、ＣＨＲ
〔〕ＨＲ

ファンタ゛ム・ＧＡＭＥ
ファンダム・ＧＡＭＥ
S④
Ｓ④

(Ｐ２６～62）
(Ｐ26～62）

Ｓ１ＥＣＯＬＯＲＦＤＺ
Ｓ１ＥＣＯＬＯＲ･ＦＤＺ
ＴＥＭ１ＭＵ、ＦＤＺ
ＴＥＭｌＭＵ、ＦＤＺ
ＢとＣＫｒｌｏＬＥ．Ｆ【〕Ｚ
ＢＬＣＫＨＯＬＥ・ＦＤＺ
ｌＣＥＭＡＫＥＲ・ＦＤＺ
ｌＣＥＭＡＫＥＲＦＤＺ
ＪＵＭＰＢＡＬＬ．＝ＤＺ
ＪＵＭＰＢＡＬＬＦＤＺ
ＳＥＴＳｌ．Ｆ二>Ｚ
ＳＥＴＳＨ、ＦＤＺ
Ｓ;１、ＢＡＳ
ＳＨ、ＢＡＳ
ＨＤＲｌＺＤＮ，Ｆ□Ｚ
ＨｏＲｌＺＤＮ，ＦＤＺ
ＢＥＮＤＢＥＮＴ・ＦＤＺ
ＢＥＮＤＢＥＮＴ･ＦＤＺ
ＨｌｎＦＦ、ＬＺＨ
ＨｌｎＦＥ．ＬＺ卜ｌ

BASICプログラムです
BAS|Ｃプログラムです

ＭＡＫＥＦＬＯＷＥＲ

ＦＬＤＷＥＲＳ、ＦＤＺ
ＦＬＤＷ三ＲＳ－厚】Ｚ

COPY文のサンプル
COPY又のサンプル

ＡＮｌＭＥ、ＦＢＲフ
ＡＮｌＭＥ、Ｆ１ロブ
ＦＩＬＥ
ＦＩＬＥ、ＲＲフ
ＲＲア

BASICプログラ
BASICプログラムです
です

ＩＤＤ･ＵＣｒＤ.β刀.００色同時表示
;`〔ｍ,ＯｒＵＪｒＯＯⅡ０.色同時衷示
●TEMＩＭＵ
ｃＴＥＭｌＭＵ

ブロックホール
ブ【｣ツクホーⅡ
氷をつくろう
ＪＵＭＰＢＡＬＬ
シャドウヒーローズ
シヤドウヒーﾛーズ
③０ＶＥＲＴ:ｌＥｉｌＯｎｌＺＯＮ
⑥OVERTHEHORIZON
⑯BENDBENT
CBENDBENT
ひで－話

ファンダム・サンプル スーパーピギナーズ
講座(Ｐ39）
プログラム⑧

掲馳ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
掲戦プログラム

アルゴリズム甲子園④

関連プログラム
関連ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

アル甲３＆。
アル甲３＆４
(Ｐ44～４７）
(Ｐ44～47）

⑲弱±巡歴IHI題
③騎士i<<(雁問題

ＫＮｌＧＨＴ、ＡＬＺ
l<ＮｌＣＨＴ．ＡＬＺ
ＫＮｌＧＨＴ１、ＡＬＺ
ＫＮＩＧＨ〒１．Ａｌ－Ｚ
ＫＮＩＧＨＴＥ，ＡＬＺ
ＫＮＩＣＨＴＥ、ＡＬＺ
ＣＯＰＹ－ＰＢＲＸＢ
[｡□ＰＹ－ＰＢＲＸＢ
ＣＯＰＹ－ＰＢＲＢＡＴ
ＣＯＰＹ－ＰＲＦＬＢＡＴ
ＰＢＲＳＹＳ
ＰＢＲＳＹＳ、ＤＢ１－Ｉ
ＰＢＲＳＹＳ、ｏＢＪ
ＰＢＲＣ□ＭＰ
ＰＢＲＣｏＭＰ
ＰＢＲＤＥＢＵＧ
ＰＢＲｎ肩ｐＵＧ
ほかＳファイル

BAS1Cフーログラムです
BASICプログラム'です

囚Deserter……
囚Deserte｢…･･･

ＤＦＲＲＲＴＥＲ，ＦＭ
ＤＥＦｌＥＲＴＥＲ、ＦＭＺ

BASICプログラムです
!〕ASlCプログラムです

団MysticDance
圧My5ticDance

ＭＹＳＴｌＣ、ＦＭＺ
ＣＨＡＣＥ．ＦＭＺ
ＣＨＡＣ二、ＦＭＺ
ＭＡＣＨｌＮＥ・ＦＭＺ
ＭＡ[)ＨＩＮＥ、ＦＭＺ

ルゴリズム
ルゴ:ノズム

ＦＭ音楽館
FM青楽館

ひで－話は複写・解凍が必要です
ひで--話は領写・梛凍が必要です

IｌＥＸＭＡＰ
ＨＥＸＭＡＰ、Ｆ１ロブ
ＲＦＩフ

PBRシステムセットとサンブルア
PBRシステムセットとサンプルｱ

ＦＭ音楽館④

シャドウヒーローズで遊ぶにはSETSHFDZとSH
ンヤドワヒーローズで遊ぶ(:_はSETSH､FDＺとＳＩＩ
BASの2つのファイルが必要です
BASの2つのファイルが必要で.；

掲政プログラム
掲淑プログラム

(Ｐ６３～67）
（PB3～67）

E1チェイス
厨チェイス

回機械の雛拭による機械のためのマ
田機械の機械による機械のためのマ
ーチ

鰹働き蛾の踊り
厩Ｉｌｉｊさ鋼の踊り
□Outofsight
回OutoIslBhl
臼RestinPeace
応R9stlnPeace
罰ﾀｺ&イカSUPER
田タコ&イカSUPER
田らつたった

ＡＶフォーラム④

ＡＶフォーラム
AVフォーラム

ほほ梅麿のＣＧコンテ
ほほ梅麿のＣＧコンテ
スト④

【霞厭梅'町のＣＧ目:ン
ほほ梅暦のＣＧコン
テスト（Ｐ92～97）
テスト（Ｐ９２～97）

掲餓プログラム
掲賊プログラム

(Ｐ90～91）

今帰の.本規定部門｢人体虫目
今月の１本規定部門｢人体｣／自
由部門

掲戦CＧ
褐llijtCG

イラスl､部門｢ｇあとん箔で翻り
ｲﾗｽﾄ部門｢さあとんちで切り

抜ける／」｢公園のアヒル｣「じがそ
抜ける′」:公団のアヒル｣ｒＩｆがぞ

う｣／ぬりえ部門｢おおかみと赤帽
う｣‘ぬりえ部Ｆ１｢おおかみと赤相

ＡＲｌ、ＦＭＺ
ＡＲｉ，芦ＭＺ
ＳｌＢＨＴ、ＦＭＺ
ＲＥＳＴ、ＦＭＺ
ＲＥＳ･了、ｉ－ＭＺ
ＴＡＫＯｌＫＡ・ＦＭＺ
ＴＡ１<ｏｌＫＡ･戸ＭＺ

ＲＡＴＴＡＴＴＡ、ＦＭＺ
ＲＡ~｢ＴＡＴＴＡ・ＦＭＺ

ＡＶ－弓２、ＢＡＳ
ＡＶ－１２、ＢＡＳ
ＡＶ－１巳、ＢｌＮ
ＡＶ－１Ｂ．Ｂ：Ｎ

AVﾌｫｰﾗﾑを起動するためには、左の2つのフ
Ｗﾌｫｰﾗﾑを胆鵬するためには、左の2つのフ

ァイルが必要です。BASICから起動する坦合は、
ァイルが必要です。BASlCから起動する場合は、
AV-I2BASを実行すれば動きます
AV－:2.BASを実行すれば動きます

ＣＧ１員-１、ＬＺＨ
ＣＧ１Ｅ－１．ＬＺＨ
ＣＧ１Ｅ－Ｅ、ＬＺＨ
ＣＢ１ニー巳．＝ＺＨ

CGのデータを圧縮したものです
CGのデーータ通圧縮した:ｂのです

ＰＳＴＮ－１Ｂ・ＬＺＨ
ＰＳＴＮ－１白･ＩＺＨ

付録ディスク用に圧縮されています
付録ディスク用に圧縮されていま･す

ＳＡＭＥＪ－１Ｂ．ＸＢ
ＧＡＭＥ!｣－１２．ＸＢ
ＧＡＭＥＪ－１ＢＸＳ７
ＢＡＭＥＪ－１＆ＸＳ７
ＳＥ「－【ﾕし」‘ＸＢ
ＳＥＴ－ＢＪ,ＸＢ

付録ディスク用に圧縮されたグラフィックデータ

。ＵＲＡＩ、ＸＢＮ
ＢＵＲＡｌ、ＸＢＮ

です
何も入っていない２，，フォーマットしたディス
何も入･っていない２１＞、フォーマッ!､したディス
クに複写する必要があります
ク;二極写す論必要があI)il:す

一子ちゃん」ぬl｣えｺﾝﾃｽF閑
子ちゃん」ぬりえｺﾝﾃｽﾄ用
教材CＧ
鮫材CＧ

バソ通天国④
パソ通天国④

パソ通天国
バソ邇天国
(Ｐ98～'03）
(Ｐ98～:03）

ゲーム十字軍④
ゲーム十字軍、

グー・ムーl･字軍
ゲーム十字軍
(Pl8～24）
(Pl8～Z4）

ＭＧＳドライバーの

田ｲｰｽ｢ThemDrninggrow｣ほか10
田記・－ｽﾞTllemorninggrqw:ほかID

音楽データ

曲

ピッツーによる十字
ピッツーによる.;･字
軍i､ビラＣＧ
軍トピラＣＧ
ゲーム途;iコセー･ブデ
ゲーム途中セーブデ

｢プライ上巻｣エンディング直前セ
「･フライ上巻｣ニンデインク直前セ
ーブデータ
--ブデーータ

のぐＵろの作品
のぐりろの作品

ータ
一夕

PageBOOK
PageBＯＯＫ

★くまのペネディクト
★くまのベネデイクト

Ｖ：ＥＷ・￥巴，当Ｚｌ－ｉ
Ｖ１ＥＷ－１Ｅ・ＬＺＨ

PageBOOKのデータを圧縮したものです
PageBOOKのデータを圧縮:似たものです

M1DI三度笠(Ｐ76～77）
ⅢD'三厘笠〈P76~７７）

MlDl音楽データ
lⅢDI音楽デ・・夕

★今月のタイトルＢＧＭ「タコ＆イ
★今月のタイトルＢＧＭテタニ】＆イ
カSUPE昂」Ｉﾘソーサリアン
カSUPER」「ソーサリアン
～呪われたオアシスJからr砂漠」
～現われたオアシス｣から琲砂漢」

ＴＡＫＤｌＫＡ･ＰＳＲ
ＴＡＫＤ：ＫＡ・ＰＳＲ

BASICプログラムです

あてましよ□。
あてましょＱｃ

付録ディスクの使い
ｲｵ録ディスクの使い

アイテム当てクイズ
アイテム当てクイズ

ＡＴＦＱ－１Ｅ、ＸＢ
ＡＴＥＱ－１Ｅ，ＸＢ
ＡＴＥＱ－１Ｂ、ＸＰ７
ＡＴＥＱ－１曰・ＸＰ７

付録ディスク同'二圧縮されたグラフィックデータ
付録ディスク用に圧縮されたグラフィックデータ

ＭＳＸ－ＤＯＳ④

付録ディスクの使い
方(Ｐｌｌ２）
方(ＰＩｌ２）

ＭＳＸ－ＤＯＳｌ、
ＭＳＸ－ＤＯＳ．､
２の基本セット

ＭＳＸ－ＤＯＳｌ
ＭＳＸ－ＤＯＧｉ

ＭＳＸＤＯＳ．ＳＹＳ
ＭＳＸＤＯＳ、ＳＹＳ

ＭＳＸ－ＤＯＳ２

ＣＤＭＭＡＮＤ･ＣＯＭ
ＣＯＭＭＡＮＤ･ＣＯｌＶ１
ＭＳＸＤＯＳＥ･ＳＹＳ
ＭＳＸＤＤＳＥ．ＳＹＳ
ＯｏＭＭＡＮＤＥ･ＣＯｌＶ１
Ｌ)〔｡ＭＭＡＮＤＥ・ＣＯＭ

MSX2/2十用のMSX-DOSlセットと、ＭＳＸ－ＤＯＳ２
lvlSX2/2＋用のMSX－．，０ｓ1セットと、MSX･DOS２
ｾｯﾄが入っています。ターボＲはおもにDOS2で、
セットが入っています。ターボRはおも【二DOS2で
それ以外はDOSIで起動しています
それ以外IttDOSlで起勁してい最す

オマケ④

付録ディスクの便も
付録ディスクの使い

マウス専用のマッブ
･マウス専用のマップ

｢キャンペーン版大戦略11｣のマッ
｢キャンペ･‐ン販大戦略11｣のマツ

□ＭＡＫＥ－１巳．ＬＺＨ
ＤＭＡＫＥ－１Ｂ．ＬＺＨ

製品版の『キャンペーン版大戦略]I｣がないと、デ
製品版の｢キャンペーン版大戦略Ⅱ｣がないと、デ
ータのセーブはできません
一夕のセーーブはでき鑑せん

ＢｌＣＬＮ－１Ｂ・Ｃ
ＢＣ:、Ｎ－１Ｅ．□

付録ディスク用テキストファイルです
付鋒ディスク用テキストファイルで･す

ＭＳＸＶｉｅｗ④

付録ディスクの使い

ＭｌＤｌｅ
ＭｌＤｌｏ

Ｂ：。

方(Ｐｌｌ２）
方(ｐｉｌ２）
付録デブスクの使い方
付録ディスクの使い方
(Ｐ''2）
iPII2〕
方（Ｐｉ１２〕
方（Ｐｌｌ２）

方(Ｐｌｌｌ）
方(Ｐ１ｌｌ）

エディタ
ﾕﾆﾃﾞ･「夕

編築後記
綴災後記

ＤＥＳＥＲＴ、ＭＩＤ
ＤＦＲＦＲＴ、Ｍ１、

プエデイタ

です

鰯

☆「ハイドライド』すごくいいです。しかし、９８０円のＭファンにこんなにす｛」いものが入っていていいんでしょうか。（霧薊県山下厚志。ｎ歳・ＦＳ－Ａ－ＷＸ）☆付録ディスクは、もう付録とは呼べないぐらいのレベルに来て
いる。これはユーザーにとってはうれしいことだけど、やっぱりオレとしては、誌面のほうがメインでディスクは付録のままでいてほしい。（鹿児島県井上和彦・旧歳・ＨＢＩＦｌＸＤＪ）☆ＭＳＸ・ＦＡＮのがんばっている姿に応
援する意味でハガキを出します。ディスク版になって毎月賦入しています。内容のほうはＭマガのほうが好きでしたが、会社の姿勢は徳間に感謝しています。そして松下に。（千葉県斉藤政往・蛇歳・ＦＳｌＡｌＧＴ）

関連記事名
付録ディスクの使い

鬮黙宿

付
スーパー付録ディスク内容一覧表
記号の意味‐無印はMSX２以降、●はMSX｜以降、☆はMSX２＋以降、★はターボＲ専用プログラムです。田のついたソフトはMSX-MUS1C(FM音源)に対応。

※ほほ梅)蟹のCGコンテストのCG12-1．ＬＺＨほか、拡張子にLZHのつくものは、フリーウエアの｢LHA」（作者：吉川栄泰さん)を使っています。まﾌﾟﾆ、パソ通天国のPMEXT2・DOCとPMEXT.COMはフリー
ウェアの｢PMext｣(作者：ぺぱあみんと★すたあさん)です。
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ＡＮ●ＣｉｕＩＰ●
マイシティーで蘆つシムシティー

③発売徳間瞥店
②発行･編集徳間聾店インターメディア
ＰＵＢＬｌＳＨＥＲ

栃窪宏男
EDlTOR&LEPRECHAUN

山森尚
ＥＤＩＴＯＲ１ＮＣＨｌＥＦ

北根紀二子

霧雨のなか、 ＭＳＸ版｢シムシテイー』を待ちながら

ＳＥＮｌＯＲＣＯＮＴＲｌＢＵＴｌＮＧＥＤｌＴＯＲ

山科敦之
EDlTORlALSTAFF

ｒシムシティー｣が現在、で きつつあ

たいんですが、システムの移植で苦労

た。このポピュラスのＰＣ９８版がヒッ

る……と思っていたが、ちよ つとスケ

しているそうで、発売時期を確約しに

トして、イマジニアの名が本格的に広

ジュール進行が遅れ気味。イ マジニア

くい状況なんです」

まったわけだ。その後、シムシテイー

の市場が両部広報宣伝課の飯 田就平さ

ユーザーとＭファンはとうせん首を

んに聞くと、開発課以外の人 間が日々

長くして待っているし、営業サイドは

ＮＥの委託でイマジニアが販売したの

の細かい進捗を把握すること
とは困難

はやく売りたくてジリジリしているし、

で、ポピュラス、シムシティーのイメ

な状況にあるのですが、と前置きして、

開発サイドだってはやく仕上げたいだ

ージがイマジニアと重なるようになっ

｢正直いって､わたしたちとしてはムー

ろうが、ソフトの開発というのは、が

た。

ドが盛り上がっているこの時期に売り

んばったからはやく完成するとはか
ぎらない。やはり、ＭＳＸ哲学として

｢次は、ポピュラスの作者ピーター･モ

ＬＡＴa上《

は｢あたたかく見守る｣ことにしよう。
ところで、イマジニアは、ごく最近
名前を見はじめたソフトハウスのよう

に思っていたが、じつはＭファン創刊

よりも古く、1986年に設立されている。

Ｏイマジニアの飯田就平さん｡｢今の仕事は自分
の思ったことがやりやすいので好きです」

もパソコン版の権利を持つＦＯＲＴＵ

リニユーの新作、シムシティーの作者
ウィル・ライトの新作、そしてもう１
本新しい展開というＢつを考えていま
す。一方でモリニューやライトを招き、
曰本の紹介役をつとめています。彼ら

自身も日本のマーケットに興味がある

ファミコンで｢銀河伝承｣､｢丼崎脩五

ようです。ゲームというより、人を育

郎の競馬必勝法｣などを地道に出して

きて、パソコンに参入したのは1990年

てているわけです」
とうぷん、海外の新しく良質なソフ

のＢ月から。そのときの話が｢伝説｣の

トを日本で売るという方針だそうだ。

ように残っている。パソコン誌でシム

｢ソフト業界は､業界自体がクローズド

シティーなどの存在を知った、国際部

(閉鎖的)で、ソフトの値段をもっと下

のある人物が｢ちょっとアメリカへ｣と

げられればいいんですが、それはしば

加藤久人十川尻享史十鴇田洋志+福成雅英
＋諸橋13←
ASS1STANTEDITORS

池田禾IJft+石橋憲吾+奥成洋1Wi+奥義之十
笹谷尚弘十福田昌弘+村山禾曉＋山ﾛ画肘
＋山田貞幸
ＣＯＮＴＲｌＢＵＴＯＲＳ

高田陽十田崇由紀＋諏訪由里子十ｲ拘Ⅱ理彦
＋星野|辮ﾛ+浜野忠夫＋鈴木↑l岩+馬場俊
輔
③制乍
ARTDIRECTOR＆COVERDESlGNER

井沢俊二
EDlTORlALDES1GNERS

井沢俊二＋高田亜季十デザイラ<§豊田奉
行>＋TERRACE
ILLUSTRATORS

しまづ☆どんき＋中野カンフー／＋野見山
つつじ＋成田保宏
COVERARTlST

佐藤任iiB+元野一繁
COVERPHOTOGRAPHER

矢藤修三十大'1ピー成
FlNISHDESlGNERS

㈲あくせす＋㈱ワードポップ
PRINTER

大日本印届Ｉ株式会社

いってシムシティーの権利の交渉に行

らく無理でしょう。そのかわり、キチ

った。しかし、ときすでに遅く、スー

ンとしたソフトを世の中に出していく

ＥＯｌＴＯＩＩＡＬ州(ｴｰｺﾛﾝ）

パーファミコンで任天堂が取り付けた

ことで、いくつかのソフトハウスが洗

◆つい数曰まえ。終電まえて殺気だっ

あとだった。じゃあ、という軽い感じ

練され、生き残っていくのだと思いま

て仕事をしている、その一瞬のスキを

でそのまますぐイギリスへ寄り､『ポピ

す。うちも、そのなかに入ろうと努力

ついて｢バチツ｣と部屋全体の電源が落

ュラス｣の権利を獲得するのに成功し

しているんです」

ち、すぐに復活した。そこでクイズで

写真・浜野忠夫

⑥イマジニァのオフィスの近くには迫力で有名な一塁泉都庁がある。雨だったが、ダメモトで
都庁をバックにポーズを、といったら傘もささずに一生懸命やってくれた。いい人だなあ

ｗ’０四口■□■■ユ回

す。わたしたちはどうなったでしょう
◆ワープロで入稿原稿をまとめていた

編集長のＮ子さんは、更新中の文書を
奪われてしまった｡｢文書整理という機
能で復活はしたけれど、中はもうバラ
バラ。はじめからやりなおしたほうが
ましよ｣◆ＰＣ９８でたんに遊んでいた

Ｏクンは、メモリの初期化からやり直
している98を静かに眺めているばかり
◆しかし、Ａ１ＳＴをつないだビデオ
プリンタで写真を撮っていたＣＧコン

テストのＡクンは、「あれ､ぜんせん消
えない｣。みなさん、ＭＳＸだけは、Ａ
１ＳＴもFS-5000も、数秒の短い停
電ぐらいでは平気なのです。あなたの

ＭＳＸで試してみましょう。①なにか

プログラムを走らせる。②電源ボタン
をすばやくオフ、オンする。なにごと

もなく動いていたら、あなたの機械は
ほんもののＭＳＸです。

ＡＯ★ＩＮＯＥＸ
アスキー．.……………………………･…表３

電子技術教育協会･…………………･…･…３５
日本視力回復協会･…………………･……･８３

次号は､4型鑑［Ｂ瞬間室皇宮12周Ｂ臼発売iii980円

壁紙のイメージチェンジをします。お衆しみにね／
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プラザー工業．.…………･･……･････……表２
マイクロキャビン……･･･…･…….．…84,85
松下電器産業…･…･……･………………表４

幻ｓＵｌＩひろがる魅力､ＭＳＸｏ
ｔｕｒｂｏＲ対応も加えて､多彩なバリエーション

MSXLurboRVF用クラフイカルユーザーインターフエイスMSXViBwh2I(エムエスエックス･ピュウL21）

価格:９，８００円(送料looo円）

《iiiewCAlC，鰹圃

ＭＳＸＶｉｅｗは､ＭＳＸｔＬｌｒｂｏＲの処理スピードを活かした､本格的なグラフィカルユーザー

ｒＶｉｅｗＣＡＬＣ｣は､ＭＳＸＶｉｅｗ上で動作するグラフ作成機能付きの表計算ソフトウェアで

インターフェイス(ＧＵＩ)で式ソフトウェアの操作はもちろんのこと､ファイルの複写や削除なども

式売上レホートの作成､アンケートの集計はもちろん､家計簿や住宅ローンのシミュレーション

マウスで簡単に行うことができまれ

など､幅広い用途に利

Viewlo21
！

MSXVIeW専用のグラブ機能付き喪計算ｿﾞﾜﾄｳｴﾇViewCALC(ﾋﾟｭｳ｡カルク）

ＭＳＸｔｕ｢、□Ｒ専用

|蝿圃Ｉ

価格:１４，８００円(送料1.Coo円）

■特長：④マウスでのアイコン操作で､ファイルの複
写や削除などが可能●対応ソフトなら使用方法
はすべて統一異なるソフトウェアの操作方法をお
ぼえるのが簡単cMSXViewからMSX-DOSのコマ

■特長：ｅ最大で横６４×縦128の表を作成可能
(理論値）●クラブ自動作成機能により､ワークシー
トのデータを範囲指定するだけで､棒グラフ、円ク
ラブ、折れ線グラフの3種類の中から選択しグラフ
が作成可能，⑧数値演算､論理演算はもちろん、
52種類の関数(sum､max､modなど)もサホートま
た、これらを組み合わせて独自のユーザー関数を
作成することも可能
■対応機種:MSXturboR専用
i二･本ハッケージには､rMSXViewJが含まれておりま
せんⅥewCALCをご使用になるには､｢MSXViewJ

ンド､パッチファイル､BASlCプログラムを実行可能

⑨スクリーンセーパー機能をサホート⑨専用アプ
リケーションソフト／ViewTED、ViewDRAW、View
PAlNT､PageBOOKが付属
■対応機種:PanasonicFS-A1ST

【ご;l`砿lPK1l1i(骨III1kH鵬ＡＩ(;Ｔ【Ijtr1inM；I:i,Ｘ緋1(公NiML】
「川貫XViL’'1」力･lAIIi蛭l【てい全市

が必要です
RS-232C方式のコミョニケーションインターフェイス

MSXのメインＲＡＭを地趣するためのＭＳＸ増設ＲＡＭカートIルジ(ＭＥＭ-768）

高速で大容量のメテＺｉア(ＨＤ)をサポート

MSX-SERlAL232(エムエスエックス･シリアル232）

MSXHDlnterface(エムエスエックス･ハードディスクインターフェイス）

船団《増設RAMｶｰﾄﾘﾂｼﾞﾉV恒iX■SE瓢AL232

ＭＳＸＩ－ｉＤＩｎｔｅＦｆａｃｅ

価格:３０，０００円(送料1,000円）
価格:30,000円(送料１，０００円）（ＭＥＭ=768）価格:20000円(税込･送料サービス）
価格:２００００円(税込･送料サービス）

価格:３０，０００円(送料サービス〉

MEM-768は768ＫＢのＲＡＭを搭戦したカートリッ

ＭＳＸ－ＳＥＲｌＡＬ２３２は､ＭＳＸ用のRS-232Cカ

ＭＳＸＨＤｌｎｔｅｒｆａｃｅは､ＭＳＸでハードディスク

ジで魂日本語ＭＳＸ－ＤＯＳ２とあわせて使うこと

ートリッジですＢＭＳＸ－ＴＥＲＭなどの通信ソフトが

を使うためのインターフェイスカートリッジでＴｊＢ

により､ＲＡＭディスクの容量を増やすことができま宝

そのまま利用でき､拡張ＢＡＳｌＣも搭載L元いま宝

ＭＳＸ１､ＭＳＸ｡＋､ＭＳＸｔｕｒｂｏＲ対応

■対応機種:MSX2,MSX抄､ＭＳＸｌｕｒｂｏＲ
:WSX2､MSX2+で､本カートリッジをご使用になる
場合には､日本語MSX-DOS2が必要ですＭＳＸｔｕｒ
ｂｏＲでは､本カートリッジだけで､ご使用になれます
また、MEM-768のRAMディスクに保存した内容は、
リセットしたり､MSX本体の電源を切ると消えます

而対応機種:MSXu､MSX2.､MSXtl31FboR

△対応ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸについては､お問い合わせ下

にr１．曲JMSXSIZl<lAL2ll2･ＭＳＸＩｌ[)InlLT｢1ｍj；よ､｣!､(｜ﾊﾞﾘ(･ﾉﾋﾞﾘ)ふぐ｣!(り|昨』て力I)よ-悦
ごl1Mヘリ)llIL込み･おilIIぃｲｹﾞわせは､[(1.ｱｽｷｰ'1111Ⅱ(＃|】(1111円【)rI:iIlMi7II.I)までお'１(いいたしｆ－ｌ

ＭＳＸ､ＭＳＸＪＭＳＸ２↑のスペックシート

MSXturboRのスペックシートMSX-DatapackturboR版
(エノ､〒ズヱックス･データパック･ターボアールバージョン）

MSX-Datapack(ｴﾑｴｽｴｯｸｽ･ﾃﾞｰﾀﾊﾟｯｸ）

惑速･高機能通信ｿﾌﾄMSX-TERM佇八定ｽｪｯｸｽ･ターム）

AAEX■Data鵬CklturboR版ljIIIgiiX墾璽鍵
価格:１２，０００円(送料1.Coo円）

価格:１２，８００円(送料IOOC円）

MSXDatapackは､ＭＳＸョまでの公開可能

ＭＳＸ－ＤａｔａｐａｃｋｔｕｒｂｏＲ版は､ＭＳＸｔｕｒ

ＭＳＸ－ＴＥＲＭは､ｵｰﾄログイン､ｴﾃﾞｨﾀ､バック

な仕様とサンフルフログラムのハッケージで弍

ｂｏＲの仕様とサンﾌﾙﾌﾛｸﾞﾗﾑのハツケージで説

■内容：⑥マニ，アル編･･･ハードウＴア仕様、シス
テムｿﾌﾄｳｴﾌZMSX-DOS1､VDRｽﾛｯﾄ､標準的

■内容：●マニュアル編…MSXturboR仕様､MSX
-DOS2(コマンド､ファンクションなど）MSXViewの
機能と構成､MSX-MlDLR800ｲﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ表
など⑨ｿﾌﾄｳｪｱ編･･･ファイルハンドルの使用
法趣MSXViewアプリケーションの作成法､MSX-MlDl

な周辺装置へのアクセスなど●ソフトウェア編･･１
拡張BASlCコマンドの作成法､漢字ROMアクセスの
方法へVDPのアクセス､ＶSYNC割り込みなど
■対応機種:MSX､MSXz､MSX型．

◇

.￣

■対応機種:MSX2MS恥､MSXturboR
■対応ＯＳ:MSX-DOS1、日本語MSX-DOS2
･；･ハソコン通信をする場合には､MSX本体の他に
MSX専用のモデムカートリッジ､もしくはRS-232Cカ
ートリッジとモデムが必要です

■対応機種:ＭＳＸｔｕｒｂｏＲ■メディア:3.5-2,,
ＷＩ,ＶルＥＩ上’)Ⅲと

ANg目iXPDOS21COL5価噺繋iB9渦
日本語ＭＳＸ－ＤＯＳ２専用のユーティリティ群｡アセンブラでのプログラムを

：i･MSXturboRでも動作可能

|･】Eしｊテー釘とＬＥ,１１,''１

１１１

ＭＳＸ－ＤＯＳ２ＴＯＯＬＳ(千八毛スエックス･ドス２ツールズ）

実現｡漢字エディタ付属。

スクロールなどの本格的な機能を持ちながら､使い
やすさを重視Lた高機能通信ソフトウェアで式

アプリケーションの作成法など

■メディア:３５－２，，

コトハノケーシＩバーフロクラ

Ⅲ財

ＭｇﾖX□DatamacI（

価格:12,000円(送料１０００円）

ＭＳＸ－ＳＢＵＧ２(エムエスエツクス･エスバク2）

ﾊﾊ白DＧＳＢＵＥ２価格:１９８００円
(送料1000円）

日本語ＭＳＸ－ＤＯＳ２専用のシンボリックデバッガ｡デバッガをマヅハーメモリ

上に置くことで、大規模プログラムにも対応。,WSXturboRでも動作可能

◆ﾉﾐ,｣《(lllil汁【二､il1i'(fijLlょ行ｆｨLてｊＪｌ】よせん今ＭＳＸ､ＭＳＸ［)(〕Ｓは林｣(公il7xキーレノllfIIfliLて十
，,Yしし･Yri1をおjエI)いたしますＴ「剛ピッ0,1ごⅡＭ（〈だtjい“

’

ＭＳＸ－ＣＶｅ｢`１２伍八〒交十ツクス･シーバージョン１２）

価格:１９，８００円
jVlg目､÷に,vemo2，（送判Q０．円）
日本語ＭＳＸ－ＤＯＳ２専用のＣ言語コンハイラ｡プログラム作成にはＭＳ

Ｘ－ＤＯＳ２ＴＯＯＬＳが必要。;:MSXturboRでも動作可能

〒107-24東京都港区南吉山6-11-1ｽﾘｰｴﾌ南青山ビル株式会社ｱｽｷｰ営業本部電話東京(０３)3486-8080大阪(06)397-8200株式会社アス員F-－

－戸

ヨ団卿制鴬關鰯罵緬鐵伽一
識②端歌崗叩（崗聯９噸）
粧川繭製南善謎ヨ

【
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