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国対､U機種：MSX２国介両/制作：テイールハイト

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
ニタ機能を富みます。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、

SＭ

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。

80エデイタアセンブラ

MSXMSX2～で、Z-80のマシン語プログラムをアセンブリ

言語を使って作成できる､エディタアセンブラ「SimpieASM｣。

徳間書店「MSXFAN」８月号から連載記事もスタート！発売
当時、39,800円の所を何と5,000円。
既にTAKERUでしか手に入りませんよＩＭＳXユーザーは注目！
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ﾌﾗｻｰｴ薬株式会社〒ｲ…………Ｈ１52)824-2493大版営業所(06)252-4234
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プライ下鴬鑿完結編

お侍たせ／今月はハヤテの登場だよ

ＧＴフォーラムﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸについて

ＯＮＳＡＬＥｌｏ目発売ｿﾌﾄを再ﾁｪｯｸとﾕｰｻﾞｰの主張
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ＭＳＸ新作発売予定表11月]8曰現在の|胄報
合月のい－しよ‐く－１情報
ＦＡＮＣＬｌＰ数千人のorcが集まるバソケットとは？
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同人ソフトって何だろう？

100紙芝居＆動i霞i教室
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ログラム/ＦＭ音楽館/アル甲/｢ツール／｣/ＡＶフォーラム/ＭｌＤｌ三
度笠/ほほ梅麿のＣＧコンテスト/バソ通天国/ＭＳＸＶｉｅｗ/あてま
しよ□/ＭＳＸ－ＤＯＳへの入口/オマケ

ゲーム十字軍

のぞき穴：ピンクソツクスプレゼンツほか／通り抜け：アークスほ
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１９同人地下工房

ＡＶフォーラム台目のお題は｢私の家」

か／歴史の散歩道：大戦路Ⅱユーットトーナメント予選結果／読者
対抗マルチプレイ：Ｂ時間耐久マルチ～大阪の夏の陣～最終回／桃
色図鑑：ＭＳＸ人気キャラコンテスト告知

プリメ慎楽部蔑派j〔jiFﾕﾄﾉﾐﾈｰﾄ作品発表／
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スーパープロコレ４のお知らせ

ＢＡＳＩＣピクニック編子)i謬匪ｽﾃﾘｰ
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パソ邇天鼠ﾊﾟｿ運仲閻でCDを作っちゃった／
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まずはゲーム序盤、モンゴル編を攻略
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ほほ梅麿のＣＧコンテスト会目から梅麿CGも入つたぞよ
ゲーム制作講座ｹﾞｰﾑﾃﾞｻﾞｲﾅｰの仕事は何でも崖さん
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填もちや霜ＦＦＢ霜;甫ilj7W9熟ほか+おはこん

781ＧＭ＆Ｖ最新ｹﾞｰﾑ･ﾐｭｰｼﾞｯｸとﾋﾞﾃﾞｵ|吉報
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ＢＢＤＯ円

ワーポＲの高速モードに対応
ｦ・・ボ１１の高速モ・ﾄﾞに対Aｂ

③⑬⑥⑱⑬⑳

媒体

篭鱗鵜iHiHfi1i;{i議繋鶉轤歎勲顯Ｉ墨ｌ
付録
ディスク

はMSX2＋からオプションで内蔵されるようになったMSX-MUSlC(通称Ｆいます。

M吉原)に対応していることを意味します｡また､ｵzY下電器から発売になって●記事中の価格表記について「ｽｰﾊﾟｰ噸ﾃﾞｨｽｸ0便い方｣繩

いる｢ＦＭパック｣も同様両~･ディスクの後の数字は何校組かを意味していとくにことわりのないものは、すべて税抜きて表記しています。

ます｡⑳対応機種/そのｿﾌﾄの仕様がMSX|で動くﾀｲﾌﾟのものは●本書に関するお問い合わせについて
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以降のほとんどの綱亜はVRAMl28Kなの垣あまり関係ありません。⑭セ

冠03-3431-1627

搬鰹瀧躯(繍博騨潔笙二鞭「熱さ莇乞E蔵－１Vi記叩示瀝孑ﾌ鍾一｜

ｸﾞﾄﾑなどで《電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｜着物の資料は姉あてに届いた｢やまと｣とrﾒL畠｣のふりそで特集み’
がある場合はそのことを明記してあります｡mHi格/消蝿朔'1のメーカーlUI’たいなﾔﾂです｡いっしょ－けんめし探してたのに､意外なほど身｜
｜近にあった｡おわんは学校の図書館の四季の料理みたいなﾔﾂ。｜
のﾈ漣Rll完(ili格です。⑩i糖llliL

轌店師識鰯藷Z<ひ03-3433-6231)ま冠なお、’992年｜月情報号以前のMSX･FAN、スーパープロコレの｜と３は完売となりました。そ
※バックナンバーの通信販売のお問い合わせは徳間雪店販売総務部(含O3-3433-6231)までbなお、’99秤｜月情報号以前のMSX･FAN、スーパーフロコレのｌﾋｺﾚｴ元元とＪＷまし７

のほかも:i劃軍が少なくなっていますのでお早めにお問い合わせください。また、なるべく発売期間中か､本屋さんへ発売前に予約するなどしてお買い求めになることをおすすめします。
※r美少女ケーム｣｢美少女ソフト｣は徳間習病インターメディア株式会社の登録商標です。

Ｆ－

ｄｍ且

豆

声

二>凸

Ｕ

底▲可表足

『Ⅱ

「

liillhlj

「

凸一

雪

■

〆

画｣~

鐵

戸

IＦ

－零零|騒蕊二懸辱…１

ﾉ
．、Ｉ

寧、露

Ｆ電二

鑿l篝議Li I蕊l霧li i Ll7iTli i i i1l
リロノ１，</｣､元叫Ｌﾉ、。､。１－Jへ王1牛

ゾーLl●､＝汽jTl八１－ノロレＩノーＬ一一`こ-J

から始まる。そこでピクシーカ〈

Ｘ版の発売直前ということで、

声をかけてくれるぞ。地元っ子

会回はゲームのすべてを大々的

の彼女の案内でマイクロキャビ
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ターボＲの高速モードに対応

ンに着くと、あの、伊藤さんが

に明かしちゃおう。

まず、プレイヤーの役どころ

出迎えてくれるのだ。

だが、ちょっとばかり設定が変

いったいマイクロキャビンに

わった。マイクロキャビンに遊

何が起きたのだろうか？『キ

びに行くのではなく、秘密のべ

ャビパニ』はハードボイルドな

￣ルにつつまれたＣＡＢＩＮの

プロローグで始まるＡＶＣとな

塔(マイクロキャビンのこと)へ

ったのだ。しかし、セーブはな

潜入し、数々の謎を解き明かし

んとトイレに入って／そのへ

ていくのだ。

んはやっぱりおちやらけ。
４Ｖ

Ｉ」
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ｌこ霊繭臓瀧磯篭鞠譽驚爵’

④ようこそ／といわんばかりに伊藤さん

ニニでグラフィックがガラ

のお出迎え。これもゲームの画面なのだ.／

つと変わる、

’２鰯騨が鍵鰯鰯糊騨雛。’
，いったい護があめような里と掴目論んだくりか－

‘

｜判らない－

これが最後の’八・一ジとなろう。

の持てる限りの力でこのしろが相の塔を攻略して欲ｉ

’しい･頼む．．､』

～ＣＡＢＩＮの塔調劃舗隊興の手記より‐守
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ｌ｜一宇

頼む。あとlさキミの勇気と知恵と努力次第だ。キミ

「

■
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③Ｖ１噸

で何が行われようとしてい息のか？
ヤツらは何者なのか？
そしｒ議々lz何を伝えようとしているのか－？

…雨’
三一一一

⑧緊急指令：この手記が事件のほったんだ６プレイヤーはＣＡＢｌＮの塔に潜入し、何のたくら
みがあるのかを探し出せ.／とかつニよくハードボイルドで始まるのだ

４

※ゲームの画面写真はとくに断りのない場合はすべてＰＣ-98版です
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入口でヒデさんに会うと、
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る瓜田(うりた)さんと話を

すると、なつかしいゲーム
すると、なつかしい
ミュージックがいろ
ミュージックがいろいろ詰
まったＣＤを間かせ
まったＣＤを聞かせてもら

えるのだ(７ページに掲載の
ＣＤプレイヤー参照)。あ
と、右側にも部屋があるの

で見逃さないように。
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おう。スタッフの新田さんまってくる。聞くとキミの
おう。スタッフの新田さん
ミの
がいるぞ６クラリネットの
がいるそ６クラリネットの耳はとんがってきて……。
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２階から上のフロアは開発でも中津さんは『幻影都市
２階から
でも中津さんはE~幻影都市
室。ここにはＣＧを見せてⅡ』のシナリオを見せてくれ
室。二二
ITjのシナリオを見せてくれ
くれる人
くれる人がいたり、マイクるぞ６でも発売日など、都
る遥でも発売日など、都
合の悪いことを聞くと、テ
ロキャビンの歴史を話して合の悪いことを聞くと、テ
ロキ
レポー卜して逃げてしまう翁
くれ
くれる人だっている。なかレポートして逃げてしまう。
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ｅ開発中のゲームらしい
けど何のゲームかな？
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遊べるようになる。

ティングありと、タイプもいろ

このなかでとくに

真の人形を見たら
ひ話しかけよう。

目新しいのは｢くるせいだあ｣と
｢真ＳＯＧＯピクシー｣。楽しい
ク､ラフィックを見てほしい。ゲ
ームによっては已人プレイが可
能なものもあるので、独立した

いろなものがあるので、ここに

紹介しよう。
しかし、このミニゲームはい

つでもどこでも自由に遊べると
いうわけではない。ＣＡＢｌＮ

の塔内にいるスタッフと話をし

ゲームという感覚で遊べちゃう

て｢いいよ｣という許可を得ない

かもね。

と、それぞれのゲームをプレイ

じつをいうと、スタッフの人
たちと話をすることによって楽

することができないのだ。でも、

『キャビパニ｣本編を最後まで終

しめるのは、ゲームだけではな
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いのだ｡たとえば、このページ
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前の号で紹介した
と少し変わった。
イの顔に注目。二

の左右を飾っている○Ｇ°いう

また、『幻影都市II｣のシナリオ

なればオマケ的なものではある

を見せてくれる中津さんのよう

が、これも話をしたことによっ

に、おもしろい話をドップリと

て見せてもらえるようにな,る。

してくれる人もいるぞ。

１人プレイだけではなく、２人プレイの対

戦もできる。５種類のコースのグラフィッ
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シナリオ１はいわば元朝秘史

覇権を争う４英雄

の入門者用シナリオ。とはいっ

ても、世界編との違いは文化圏
の特色がないくらいでゲームシ

たいていの人は主人公であるテムジンを選i(ことと思う力<あえて史
実では敗れた他の３英雄でプレイして、果たせぬ夢を実現させるのもＳ

ＬＧのダイゴ味。とくに渋いジャムカあたりはおススメだそも

ステムはそのまま。また、４本

ン
:ｼﾞﾔﾀﾞﾗﾝ族ｼﾞやﾑカ ！
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目のシナリオであるユーザーシ
ナリオはこれをクリアしないと

遊べないので、上級者といえど
もかならずみんなプレイするこ
とになるはずだ。

この元朝秘史ではモンゴル編

ﾏ

でもね、もともとモンゴルの
国名は偉大なる覇者テムジンの

でもテムジン以外の群雄でプレ

出身族名をとったものなので、

イできるようになった。無名の

もし他の部族が統一していたら

英雄を世界に翔びたたせるのは

国名が変わっていたんじゃない

なかなかの快感だぞ。
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④モンゴル編は最初のプレイにちょうどよい大きさ。まずはこ
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④二日i亭じチンギス゜ハーン｡映画化もされｒ

③テムジンの最良の盟友(アンダ)であり最

＄ ケ廊卜族樹ﾘﾙﾊｰﾝｺ

！ 対ﾏﾝ艤鋺ﾝﾉｗ；

世界中に”ﾑを巻き起こした
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年体政戦指魅齢力治闘揮開旧ＣＢ

大のライバルijLテムジン打倒に生灌身賭した

灘
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政治Ｃ

戦闘Ｃ
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魅力曰

のテム済冴の父酋読シダでテムジンとは協力
関係にあった力《のち争い敗死
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Ｃモンゴルの西に強盛を誇ったが‘テムジン

に攻められるとあっけなく敗れた
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ダヤン・ハーンの強みは最初
から已国持っていること。しか

自国の軍隊を訓練したのち、

もどちらも国力・部隊数は十分゜

自ら出陣するまでもない。猛将

そして14国は商人の根拠地なの

ケクセウサプラクに任せれば見
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③国力力劣る最初のうちは同盟を結んてく
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労。だが、識巨離9.喫度のできる
Ｅ
ｂ
部隊であればラクに勝てる。
部隊であればﾗｸに勝てる。鑿
敵は城壁のそばまで進んでく
蔵
ると、その場でじっと待機して
鰹
るのを利用して、各部隊を弓が
るのを利用して､各部隊を弓が彌
届くギリギリの－歩手前に布陣
届くギリギリの-歩手前に布陣腱
し、自分の番になったら一歩前
し、自分の番になったら－歩前可
騨騒i篭
進して弓で攻撃し、機動力がな
進して弓て?攻ｌｌＩ聾し、機動力がな
くなるまえに一歩だけ後退する。
くなるまえに－歩だけ後退する。
これを弓矢の続くかぎり繰り返
二れを弓矢の続くかぎり繰り返
し、矢が尽きたら残りターンが
鴬
なくなるまでひたすら待機する。
nN正Ｉ
１度戦闘が終わって、再び戦闘
1遜鰯i:鑑!；
座簿
モードに入ると、弓矢が復活し
鋤
iilWili溌繍Ｉ 宮liN
鱒
ているのて繰り返せば-兵も失
ているので繰り返せば￣兵も失
|鷲WYr鱸に堅…－－－ |鬮鱗i蕊劇
わずに勝てる。
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で防御力が高く、倒すのが￣苦

め
攻
攻鶯､め
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奪をするのだ。敵国に自ら遠征

間がかかると、ただでさえ強い
西のダヤン・ハーンがかなり強
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愚
ケシ|力しながら毛、いっしょにいるふたり●

鱗

、

せご

は

リアンはハヤテに｢私は初恋の

りアンがハヤテに'|忽れはじめた

に７隻の船を訪れていくんだけ

なんだかんだいって結局いっし

人を探すし、あんたはリリアン

ようなんだな、これが。まった

ど、なんだか様子がヘンだぞ、

ょに旅することになり、ハヤテ

て子を探す。同じ人探しをする

く素直じゃないんだから。

ゲゲッ、どうなってんだ／

の仲間の住む海賊のアジトに戻

ならいっしょにさがしまし

さて、この已人はプラズマと

って暮らしていた。

ょ？｣ってことでいっしょに旅

ムサシという仲間をつれて、ほ

ﾉ、ヤテ の｜
公ヴニノ'

することになっちゃったんだよ

かの海賊船の見回りにでかける

ね。いっしょにいれば父親のか

ことになった。海図Ａをたより

こと。彼は死ぬ間際|こ自分の娘

たき討ちがしやすいってことで

リリアンを探し出して、彼女と

こうしたみたいだけど、いつで

土ぎわ

結婚してほしいといい残したの

もハヤテを殺せる状況なのに、

だ。この約束を守るため、ハヤ

やろうとしないのはどうやらリ

テはリリアンを探してキプロス
中を旅することにしたのだ。
知ってのとおり、リリアンは

いつわ

し〕う名前だと偽っているのだ。
そうとも知らないおマヌなハヤ

のでっかい島ｶﾞ戦ｲｱｽ犬塵×印が海賊
船iの位i趣で｡印力iワハヤテた増の根城抵

とじっはこのことを承知でハヤ

した憎きハヤテ(これはリリア
ンの誤解なんだけど)といっし
ょに旅することなんてしたくな
いはずなのに、上巻の最後でリ

1２

④うわミニれはどうなってるんだ.／仲間

：露

:霧．，：

がみんなやられているじゃないか。最初に話
』

騨鶏

テ。ところでリリアンはという
テについてきたのだ。父親を殺

薑薑薑

懲鬮Ｉ蝋
仲間の海賊船の位冠を示した海図其沁中

臘鑑
Ｉ

総蝋騨
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③いがにもあぶ懇遥司な感心飼漂が風貌⑰該

アンはハヤテに自分は｢リサ｣と

薑罎
》》癖藷癖罹鐸識繩宕雅鑪巫厨繩碗騨翻諭催

すぐそばにいる。しかし、リリ

三讓蕊！
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闘醗藤鍛轌鍵雛辮溌野鰭雛

ハヤテの当面の目的は海賊の
頭領ジャックとの約束を果たす

仲娩以顧謄縢隔臘臘牒臘

上巻でハヤテとリリアンは、

フラズヱ

FANATuAcKフライ7E篝完鑛鯛

？
ヤツば
闇
穀
海鰯仲間壱穀したヤツは何者なんだ
仲間の海賊船を見つけて乗り
込んでみると、何者か仁荒らさ

の地点へ行ってみよう。ここは

して進むように。

そうか、ここはサイモンのいた

ザイアス大陸の上のところ。凍

れた形跡が残っている。乗組員

ったギバニを目安にしていくと

印の地点に着くと、船がどん
どん空に舞い上がっていく。船

を歩いていくと、なんともまあ

の着いたところはハヤテが苦手

グロテスクな城が見えてきた。

な雲の上。おや？ここは見覚

これはサイモンの城か？しか

えあるところのようだけど……。

し、気味が悪いなあ。

たちは死傷して、あちらこちら

に倒れている。そのひとりを見
るとカギを持っていた。これて
そうだしっ

た化け物を全部倒して、アジト
に戻ってみると、ここも荒らさ
れている。いったい誰が？ま
だ息のある人間から事情を聞く

と何者かが彼に海図Ｂを渡し、
ハヤテに来るようにいったのだ

という。どうやらそいつが親玉
のようだ。アジトにいる化け物
を全部倒したら、海図Ｂの×印

海図Ｂ
海図巳

雲の上
|霧鑿､iii蕊1霞】

ナゾ功男力強していった海図。この×印の
ナゾの男力議していった海風この×印の
ところへこいということか。これは完全に
と二ろへこいという二と力､ｂこれは完全{ニニ
ハヤテたちを誘い出そうとしているな。
ハャテたちを誘いfl:1そうとしているな②

海図Ｂの印の地点に到着
すると、ハヤテたちの船

'1:|鰄蝋1$1ijmH

は何かの力で上へ上へと

:Ｉ議鑿:認諮

持ち上げられて、着いた

窪Ｉ繍灘蕊辮”
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ところは雲の上。ハヤテ
は高所恐怖症のようて（
なにやら怖がっているが、
端まで行っても落ちるこ
とばない。この雲は２層
構造になっていて、下の

）

残念なことにほかのすべての
船も荒らされていた。そこにい

うかもしれないから、十分注意

｛一》

操HB室を開けてみると、イカの
化け物みたいなヤツが潜んでい
た。こいつをブツ倒せ.／

わかりやすい。地図と実際の海
岸線とは地形が違うので少々迷

ところか。おそるおそる雲の上

fi霞!;;;電雪i鳶鐵‘

鑿 i1I1111liiiiiiiii篝篝
＝▼

撫
淨Ｐ

雲に降りるには、上の雲
の両端にある穴から飛び

職

０

下りればいける。

の
ク 窓
グ
ごＣＤグロテスクな鰯にのりこめ'
しまう。ここでﾘﾘｱﾝが弱い
とお話にならないのでレベルア
ップをしておくこと。ムサシと
已人で上に登っていくとサイモ

ンがいた。しかし、まったく歯
が立たない。ハヤテが来るのを
待つことになる。
地下に落とされたハヤテとプ

実獣鰯’９

何ともグロテスクな城に入るといきし

１Ｆし

城の中に入るとすぐにハヤテ

とプラズマが落とし穴に落ちて

なり落とし穴て手荒い歓迎をしてく
れる。これがサイモンの天獣城だ。
敵との遭遇頻度力瘤〈、リリアンた
ちはかなり手こずることだろう。最

短距離て上まで登ること。ある程度
強くなっているならば、ここでレベ
ルアップするのもいいだろう。

やぶることに成功して、見事仁
抜け出すことができた。回復の

園一Ｆし

巳ＦＰ

ラズマは、その怪力で壁をぶち

術が使えないので戦闘はなるべ
く避けること。最上階でサイモ
ンと対決だ。が、しかし、ハヤ
テの力でも歯が立たない。その
とき、邪鬼丸が現れた／

③ああっ、落ちるう～／ハヤテとプラズ
マはいきなり落とし穴にはまってしまう

これがサ イモン!？

自らをサイポーク化して生き延びてき

た。その漂顔はとてもLA前の面影はな

|い・｛錨もゆがんでし護っている

1鑿鑿i鑿11'１
1３
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コール＆パープルの章

して し
平 穏 す 書愚生活に退屈してし窪う|ロマール
霜

1１

を済ませ、いざ出発／途中で

えてくれる執事や女中頭に囲ま

影の 旅団のバージルが現れ、い

れて、何不自由のない生活。し

つ

しよ'ごギバニへ行く。
よにギバニへ行く。

かし、ロマールにとってこのあ

アルベルトの店に着くと意外
ルベルトの店に着くと意外

まりにも平穏な生活は、退屈以

な人 物に出会った。彼の名前は

外の何物でもなかった。

ソ

そんなある曰、従兄アルベル

ブイ。しかし、店のなかに飾
ィ。しかし、店のなかに飾
ようい

って
てあった鎧と紋章からキプロ
あった鎧と紋章からキプロ

トから、ギバ島で自分の店を出

ス王 家の三銃士、タニエルだと

したという手紙が届いた。退屈

わ力 $った。記憶がなくなってい
った。記憶がなくなってい

で外に出たくてウズウズしてい

るた め自分が誰か、わからなか

たロマールにとって、これなら

っプ とのだ。ロマールは彼をつれ
のだ。ロマールは彼をつれ

シヤロンたちに心配をかけずに

て屋 敷にもどることにした。

マ

￣

ル の 眉 慰

１は発部１
度なす屋Ｆ

ご#灘ゲ

リビングや食堂、ピエールの部屋や執事の
ビングや食堂、ピエールの部屋や執事の

弟のピエール、そして忠実に仕

どがある。従兄のアルベルトのところへ出
がある。従兄のアルベルトのところへ出

しをくれる。家の者にあいさつ

ときに、屋敷中をあいさつまわりしなくて
きに、屋敷中をあいさつまわりしなくて

るロマール。婚約者のシャロン、

画

ったところをチェックしておニう。
たところをチェックしておニう。

外へ出られる、そう考えた。そ

の気持ちを察したシャロンも許

ず、これが結榊めんどくさい。これを見て
、これが結榊めんどくさい。これを見て

ベルンバ島にある自分の屋敷
に戻ってきて平穏に暮らしてい

アルベルトの店で

カウンターの奥に飾られている
鎧は、まぎれもなくキプロス王
家の三銃士ダニエルのもの。ソ
フイという名前はうわごとでい
っていた光の御子をたくされた
ロバの名前からついた。
ご記蝿を週くし式到汎茄い雄と二昂をア
ル亀ル研瀧助け正の榿戸喉

亙鑓窪塞曇罫畠
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、なんてこった

激/ｌｉｂで'三つた〃届馴がＩ撚兎ているぞ」/U／
こ
′届
届 激 が 蝿えているぞ〃

冠ぶふ》纈蝋桝

ベルンバ島に着いて帰り道にダニエルとマントスの一騎討ち

ンダがたを焼と》てニれ操んそ知聿吉出ざ汕肌こりにの方払会ご問ＣⅡレル込八わば、つうへい（年示とげ工Ｊ明□た。詰一前マらのは犯シ）めジれ神、か》人やえるルキトだ器マにん屑はプスっ・をンなた火もガロ九の上渡卜るち獣や（》一巻しスノは将ｒそくに仁騎でての尾ガエん、乢飛罰か正敷ス｜な』よちばれ体をコルこマっさ

屋敷のほうをみると、どうも様が繰り広げられる。上巻でかん

子がヘンだ。なんと屋敷が燃えたんに八玉の神器を渡してくれ
ているではないか／屋敷に着たそのわけは、マントスの正体
くと誰の姿も見えない。シヤロを知れば明らかになる／
い【： シャ□

聯

のみ んなＩ与
ンやピエール、ほかのみんなは一方、ロマールたちは屋敷を

鍵’鍵鍵蕊

家[i｣を
どうしたのだろうか？家中を焼き払った犯人、火獣将ガス□

探し回るロマール。いつこうにと出会う。シャロンやピエール
探し;回るロマル。いつこう'､ご
見つからないので、ダム完巾と
見つからないので、ダニエルとをどこへやったんだ。そんなこ
，ふたてに分かれて探すことにしとを問い詰める間もなく、ロマ
ふたで仁分かれて標．g~しZと(こし’

た。ダニエルが庭【こあいている
鍵↑Ⅷｗ蝋眉ダニェルが鱈にあいてい≦‐ﾙとﾊﾞｰｼﾞﾙ'…によ・

穴をのぞき込むと、そこからな
るす
③なんてこった／ちょっと出かけているす穴をのぞき込むと、そこからなて6000年前のキプロスに飛ばさ

③き なに んこてん ニな つ一｝ たと ノ・に な 坊つ よて つ０し とま 出う かな けん てて

い

んとマントスが現ｵした。ここで
んとマントスが現れた。ここでれてしまうのだった。

きにこんなことになってしまうなんて

Ｗ
ＷＡ
ＡＮ
ｉＭＴＥＤ‘
Ｔ Ｅ Ｄ“

蕊
震i鑿ii菫篝ｌｉ 何の目的でこんなとを。すべては最後にわ ○屋敷火っ妙た犯人が初登場のガスロ
f鴬零国:i苧．
ガスロ

と
愚
彪
ここほどごＰなんだか園たことあるような
倒れている。今度は意識を取り
戻してくれた。ここで助けた女

ここはいったいどこなんだ。

同じキプロスとはいっても6000

の子がラーフとテリスだ。

年も前では見当もつかない。ま

とした子を助けてつれていくと、

6000年前のキプ□スといえば
光と闇の戦いの真っ最中。光側
であるロマールと闇側であるバ

さらに先にもうひとり女の子が

ージルがいっしょにいることに

わりを見ると女の子が倒れてい
るではないか。意識がもうろう

［
甲

。｜ゴーラ追同孵龍年狙。に伽打超いたと二号遷幼

吋畠れ隙・雌女も火林ｚいう而轟僧える四一一笠

Ｉ河とご白に光と皿心腿い唱罧叩ｂＴ・いた

一○ロマー鵬た岩が「稲側峯訶止呵ｕｎＵ第前面

幾期誉璃司》Ｚが手（彗警

フープ

キプ旦一為で馴札宛いた☆切蓋外堆割鈩｜い，７

助けたふたりの女性

-

ｅ屋敷に火をつけた犯人が初登場のガスロ。
何の目的でこんなことを。すべては最後にわ

碧

□

■■■｡●■

。どどのガス□の側近ふたりも彼女
ひどく驚くラーフとテリス。ど
ばさらと同じ名前をしていたような
うやら本当に6000年前に飛ばさ

きほ気がするんだけど？
れたようだ。そういえばさきほ

フロンZ……

Ｏダコウ山の頂上でナインテールに出会う。このときすでに左京の恋人、かえでの墓がある。
の茶色い岩がそれ。6000年も前からあるなんて……。さすがに子供はまだいないようだ

い
Ｕえ⑳軍
いにしえの軍
に

ほとんどのナゾが解き明かさ

と左京､アレック､クークは6000

れるのがこの章。再びハ玉の勇

年前に飛ばされた。ハヤテとリ

士たちが集まるのだ。

リアンを探すために。

うとすると、ゴンザとマイマイ

に出会う。マイマイが砂漠のピ

た。水獣城にある冥界の剣を手

ラミッドが怪しいというので、

に入れるためだ。この水獣城と

行くことにする。そこでロマー

いえば左京だ。あのまま脱出で

ルに出会えるのだが……。

きないている。そこへやってき

ハヤテとリリアンはリスクと

たアレツクとクーク。このふた

ダールが戦っているラガンテ山

りでは左京を助け出すことがで

で会える。光と闇の戦いを阻止

きなかったのだが、邪兎丸が現

して、いよいよピドーと決着を

れて助け出すのだった。そのあ

つけることだけになる。

。

ックとクーク。ふたりはザイア

ス大陸にあるサルア湖にきてい

噂灘慧
八口

飛ばされた先の山から降りよ

ノビドー

蕊蕊憲 聯:蕊撒鰯
.，⑪'４熱’簿．
Ｆ一Ｆ

まず最初に登場するのがアレ

ちょっとヒント

,…鰯
|i蝋冒Ｅ慰諸言 ！
｢よ量Ｅ融篭言

①これはピラミッドの中で出てくる。通ってい

い石とダ〆な石がある。通っていいのは｢眠い」
ときだけ。意味わかる？辞書引けよ

Ｏ異次元空間で待ち構えていたピドーと七噸子
のうちの５人。再びピドーと対決することにな
ったハヤテたち。これ力最後の戦いだ.／

次号､,艤鑿編１５

辮謬ヅソ轤蕊鵜

●

ミ霊
‘）

一『
§化
＝

‐

媒体｜

対応機種｜
ＶＲＡＭ

セーブ機能

価格｜

国、項字Ｒ□
ターボＲの鷹

「涼=瓦Ｐ

1６

考えた難問'0問のすべてに正解
した人にはプレゼントが待って

PAC/ディスク

14,800円｜

魁ご距躯’
１

、．
Oues[ion､１
０ uestionl

運命の日をむかえたとき評IIi
運命の日をむかえたとき評価

いる。ちょっと難しいかもしれ

がまったくのゼロで、気品が
いちばん高い娘の将来は何に

ないけど、プリメが好きな人な

なるかな？

Ｏune目ti〔ｍ､２
｡ uestion､２
さあ、調べてみよう。武者修

行中に出てくるモンスター
｢おいはぎ｣のヒットポイント
｢おいはぎ｣のﾋｯﾄﾎﾟｲﾝﾄ
はいくつ？

ら答えられるハズ。がんばって

１．売春婦
1．売春婦

1．］1０
１．］|Ｄ

おくれ。次のページのイラスト

己高級娼婦
曰．高級娼婦

Ｂ．１２０
曰．］2０

コンテストにもドシドシ応募し

ａ下級貴族
Ｂ〃下級置族

Ｂ・］3０
Ｓ、 |髄

てきてね。待ってるよ！

Stion､３
Ｏｕｅ
０ ueStiono3
これも調べればわかるな。武
二れも調べればわかるな。武
闘会に登場する｢キラー｡コワ
闘会に登場する｢キラー･コワ
ルスキー｣の称号はなんだっ
たけ？

Ｑ uestion､４
Question､４
をする
ど、そ
娘は
娘は衣替えをするけれど、そ
のな
のなかで13歳の秋のときに
ときに
だった
着ている服の色は何色だった
着ている服の色
かな？

Uuestion､５
０ ueStion､５
これはかんたん。ズバリノ
これはかんたん。ズバリ､′
プリンセスメーカーＭＳＸ版
の発売日はいつだったでしよ
の発売日はいつだったてしよ
フｃ
フ◎

２．拳±
＆掌±

1．オレンジ
１．オレンジ
２．グリーン
＆グリーン

巴．巳目１４曰
巳．Ｓ月１４日

Ｂ，闘士
Ｓ・闘士

Ｂ・イエロー
Ｂ、イエロー

Ｂ、Ｓ月20日
ａｓ目20日

1．剣士
１．剣士

1．曰月Ｂ膣
１．ｓ月曰日

ImmmMmmimmI鰯mH1EmmmM

UueStion､６
OueS tion・圖
1666年のとき、ミスコンに登

場する｢クレミス・フェミニ
場する｢クレミス。フェミニ
イ｣は何歳でしょう？これ
ィ｣は何歳でしょう？これ
も訓くりやわかるね。
も調くりやわかるね。

Question｡７
ミスコンに登場する｢パルセ
ア･アドンゼス｣の血液型と星
座の組み合わせて正しいもの
はどれでしょう？

Uuestion・己
Ｑ ueStion・目
評価678、体力382、腕力428、

知力326で、ほかがこれより
低いときに運命の日をむかえ
たら娘の将来は何になる？

１．１９歳

１.おひつＵ座・□型

１．近衛隊長
1．近衛隊長

巴．］8歳
巳．１８歳

已おうし座・Ａ型

巳将軍

Ｂ，１７歳
Ｓ、１７歳

Ｓ，かに座・Ｂ型

ａ近衛の騎士
Ｓ・近衛の騎士

question､9
０ ｕｅｓ tiong

Questiono1｡

武者修行中に登場する最強？
のモンスター「ドラゴンーを
のモンスター「ドラゴン｣を

娘がいきなり「とうちゃん」
と呼んできました。原因とし
て考えられるのは次のうちど

倒したときに得られるＧＯＬ
Ｄはいくらでしょう,）
Ｄはいくらでしょう。

れでしょう。

１．＄１５０
１．＄150

１．気品が低いとき

巳．＄200
巴．＄200

＆知力が低いとき

曰．＄250
ｓ．＄250

Ｂ・色気が低いとき

、摩

》 》》｜‐艶》剛
マ

クイズに答えてプレゼントを
もらっちゃおう１私ささやが

や，言
さで
古室
に』譲
口会

雪

コンテスト。このままじゃイラストコーナーになっちゃうぞ、とい

■

１ページ全部を埋め尽くしたＭファン始まって以来、初のイラスト

う周囲の声には耳をかさない。わが倶楽部は突っ走るのだⅡ

←

ブ リメカルトクイズだ〃

今月はいかがだったかね。とこ

ろで、十字軍の~F僕・ファジー鈴
木と協議して、楽しく雑談できる
｢お茶会｣なるものをやることにし
た。１２月19日(±)に行われるｒＭ
フェス｣のあとにやろうと思って
いる。そういう関係で参加資格は

|蕊

基本的に当コーナー採用者。これ

※漢字ROM不要版は通信販売のみで扱っています615,244円(定価+消費税
分)を現金書留で、下の宛て先まで送ってください。送料は辮昌rです６
〒51､三重県四日市市安島２－９－１２株式会社マイクロキャビン通信販売係

以外の人で参加したい人は｢お茶
会。ささや｣係まで。
ここで注意がある。カルトクイ
ズあてのハガキとコンテストあて
のハガキは別にしてほしいんだ。
めんどうだけどお願いね。締め切
りは12月３１日、発表は３月号。も

ちろん、投稿作品も随時募集中だ。
キミの年齢を必ず書いてね。

〒105東京都港区新橋4-10-7
ＴｌＭＭＳＸ・ＦＡＮ編集部
「プリメイ貝楽部｣係

応募方法
官製ハガキに問題１～10まで
の答えと、住所・氏名・年齢。
電話番号を明記の上､｢プリメカ

ルトクイズ｣係まてｂあて先は下
の会議室のところに書いてあり

ます。正解者の中から抽選で１
名にプリ〆のＣＤ、４名にディ
スクホルダーを、１０名にＭファ
ンメモ帳をプレゼントだ！

⑫さきやの載せちゃえ目〃

灘！

ス
ノミネート作品発 表
イラストコンテスト.
￣

１１

とｸﾘ
Ⅲ
Z

Ｊ１

Ⅲ■田

iiij鱸
心[iｳ

ｶｴﾆﾉ}魁ﾘ－１

肢阜県・土屋寿美〈ん。7歳

☆エントリーNu巳

★エントリーNuB

★エントリNII凸

★エントリーNuS

京都府．鶴田…ニー〈ん@,7歳

東京者'1,とりボールさん・'5歳

福岡県・泉智成〈ん.？歳

大阪府.ねぎとろさん・24歳

】

★エントリＮＬＳ

兵庫県井上なみさん・'4歳

藤潔
し

Ⅲご

蕊

i,＄

刊巴

「》

ｕ

が〆，．｝

０Ｐ

、昇り二

［

劇EエシトリーNU7

六エントリーNuB

☆エントリーNCB

★エントリーNulO

☆エントリーNql1

宮城県･綴喜終さん・'9歳

千葉県･陵弥さん，？歳

東京都・矢魔〈ん.？歳

静岡県・やぶの,,,…さん．？歳

中縄県・たぬきの…〈ん’18歳

★エントリーNql3

☆エントリーNnl4

☆エントリーNul5

☆エントリーNql6

★エントリーNu17

長崎県･露木隊長さん・17歳

大阪府・麗亜さん１６歳

神奈』|県・さＯやくん.21歳

愛知県・かたねゆうさん，18歳

福岡県，木村蛍さん.？厳

蕊
狂い守僅い》『・■●▲：預・■やり＆

鱗

蛭正当愛ｌｕ－ｆｐ１Ｕ東京都･魔帆呂さん’１臆

蹴
、Iを!
｢五

ダ

lJM｡？

★エンドリーNq20群馬県・都都都〈ん’１６歳

蕊

鍵

★エントリーNu21崎玉県・小田有紀さん・20歳

褐いか

:1,,瓢

！

tT

零やオーデ

ム午潜、

★エントリーNl出q長崎県.間間尻男〈ん，？歳

＠

☆エントリーNu24長野県.Ｏ長田〈ん．17歳

★エントリーNul8

大阪府，ちづかの弟〈ん,１５歳

★エントリーNq22栃木県・ぷるるんさん・２１歳

応募方法
投票はキミが気に入ったイラスト

1人の寸沢か恭命環に未託

瀞ii11l;|iiiili霊1i1iRl

蕊

瀞鍾

☆エントリーNo25埼玉県,Zin〈〃18歳

を必ず３つ選んて゛、その番号と、
住所。氏名。年齢を書いて左ペー
ジの会議室に書いてあるあて先ま
で送ってほしい。応募者の中から
抽選て10名にMﾌｧﾝグッズを
プレゼント強

※イベント会場への行き方は9２ 年･曰局号･ＰＢ８を見ておくれ１７

綱

iML藍起_篭為

駅鐘驚擬轤蕊

－１%里?＝

団×？

媒体

W1T宮２１２/2＋

対応機種
ＶＲＡＭ

］28Ｋ

ｾｰﾌﾞ機能
ﾌ機能

ディスク露

価格
格

未定

:鰯

；

ターボ Rの高速モードに対応

ｉ=ﾛｧｰ卍鐸g￣･-翻身…も

この時期、お年玉で大戦略を
買う人、クリスマスにサンタさ

加しているようである。

ある『かすたまキット』。これは

た。以下はそのコメントである。

てきて置いてった人なんかがい

もうすでに『キャンペーン版
大戦路Ⅱ』は骨までしゃぶりつ
くしてしまった人にとって、気

て、ますます大戦略家人口は増

だ他０名)は､マイクロキャビン

になるのは前から発売予定表に

がいそがしくて、何も決まって
ないんですよ｣。う－ん、こいつ

の三言FFlさんに取材をこころみ

はまいったね。

報号で紹介した｢スーパー中国

んにもらう人、なまはげがやっ

どんなものになるんだろう。そ

｢いやあ､『タワーオブキャビン』

こで我らが大戦略取材班(おさ

現在決まっているのは、その

さらに、特別賞に輝いた植田

名前『かすたまキット』と、内容

慈郎の作品｢植田慈郎マップコ

の一部だけなんだそうで、その

レクション｣なんてのもあるか

－部というのは､｢コンテスト入

たオリジナルのユニットも入る

もしれない。たぶんないけど。

かもしれない。そうすると、人

員のマップとユニットを入れ

さらにそのマップの上で、ユ

蕊驍

蕊

と

由巨．

'繍蕊ｊｉ

仔一■T

軍｣や､マイクロキャビンが作っ

民兵ターボＲ対エルフの娘なん

る｣ということ｡１１月号を見てマ

ニットコンテストにやってきた

ップをつくっちゃったなんて人

へんなユニットたちがとびまわ

はいないと思うけど、発売まで

て対戦もできるかも。編集部作
のほかのユニット(紅の豚とか

る。といっても巳種類しかない

セーラームーンとか)は､入らな

蝋

罰

可

を使ってもらえるということな

オが已本くらい入る｣というこ

とだ。でも、くわしい内容は、

画中だそうだ。想像だけど。

やっぱり決まっていないらしい。
ほかにも､『、、倶楽部』や『グ

ト』の内容はほとんど決まって

ラフサウルス』がなくてもグラ

いない。ということは、いま何

だけど、まだ『かすたまキッ

んだ。

そう聞いてニヤリとした人は、
さっそく下の｢酒保JILガード下」
を見てハガキをおくって／善
は急げだ。

のマップの－枚か？じっはポ

かいいアイデアがあれば、それ

『強化版ユニットエディタ』、ゲ
ーム中のＢＧＭの新曲などを計

④これはあらたなキャンペーン

フィツクの描きかえができる

ッになったおさだの力作

｝

瀞

もう１つの情報は､｢あたらし

いキャンペーンゲームのシナリ

鼠騨鰹剛○甦亘趣Ｉ
■

熟ｲｾﾞｻﾞ 鬮憩 』鷺 瞬口i澱33墨,W騨富
ｰ〃■

■。

よ・二一■

主一亭響一一』一》一一一

蕊禰1１

同人ソフトの星をめざすアナタに送る
愛の同人講座。いよいよ連載開始’

■iih■

￣_

一

＜

1期「

ローｌ■
￣

面←

川しⅢ

１Ｍ露だ
剰同人ソフトって褐~に？

町

｜惨一一

合目のテーマ

ｉｌｉｆ

一一白一一エ』趣

一二

￣￣

￣

￣

－－

「同人ソフトの紹介コーナー

いいだろう。

トなど足元にもおよばん。それ人ソフトの|直段は完全にサーク

を作ってください｣というハガ

「オホン、ワシは同人歴３０年

に、お前がなんのためにセールの言い値だし、できのいいソ

キが増えた今日このごろ、つい

のドクター・コーボーじゃ。同

ラー服を着てきたとおもつとるフトなら値段が高くても買う人

にコーナーができてしまった。

人ソフトのことならワシにまか

んじゃ。そのかっこうで売り子はいる。つまり同人ソフトで金

最近ＴＡＫＥＲＵでもきかれる

せなさい。ふぉつふおつふおっ

のおまえがコビをうれば、売りもうけができてしまう｡だけど、

ようになったし、はてさて、同

……うっ、ゴホゴホ」

上げ倍増じゃ」同人ソフトは、売り買いがメイ

人ソフトとはなんなんだろう？

「こんにちは。チカです｡合曰

そんなわけで、同人ソフトはンではなく、ソフトを通じての

同人とは、同じ趣味をもった

はバソケットの搬入です。ドク

おもにコミケットやパソケット売り手と買い手のコミュニケー

人のことで、同人ソフトとは同

ター､これすっごく重いですよ。

などの即売会で売買される。同ションが大事なんだ。

じ趣味をもった人たちが作った

－体何枚あるんですか？」

ソフトウエアということだ。で

ドクター・コーボー(以下コル

も、ファンダムに投稿される

｢ほんの１０００枚じゃ」

ゲームなどは同人ソフトとはい

チカ(以下チル「１０００枚／そ

:鑛私はこうして同人ﾘﾌﾄにﾊｺﾌだ
ｌまよん。ｏｒｃです。ｏｒｃは

りました。「あらかわ研｣といい

んなに売れませんよ」

ＣＧが好きです。見るのも描く

ます。相場が高くなった同人ソ

．：「心配ない｡ワシのプログラ

のも。で、バソ通で流れている

フト界に喝を入れるべく発足し

かの人たちに見てもらう目的で

ムにお前のグラフィックがつけ

ＣＧを、あれもこれもと集めて

ました。……でしよしよ？

作るソフトのこととかんがえて

ば、そんじょそこらの市販ソフ

いるうちに、パソケやコミケと

わない。一般には、同人ソフト
サークルが自分たちの作品をほ

パソケット取材レポ
即売会ってな～に？
即売会とは、同人ソフトサークル
が自分たちの作品をもちより､会場
に来た人たちにみてもらうイベント

蔵毎個全国あらゆるところでおこ
なわれるパソケット(通称パソケ）
や､夏と冬の年に２回､東京の晴海
でおこなわれるコミックマーケット

(通称ｺﾐｹｯﾄ、またはｺﾐｹ)など

が代表的だ6
11月３日に取材にいったパソケ
ットは､東京。浅草橋の東京文具共

和会館の２階と３階剖吏っておニ
なわれた。開場は11時だというの
に､１０時にはもうすでに一般入場の

長い行列ができていた(午前８時
前は会場にこないように：パソケ
ット談)。

サークルの関係者はひとあし早
く会場にソフトや機材の搬入をする。
自分たちのスペースにソフトをな
らべたり、目立つように看板をたて
たりする。会場にハードをもちこん
でデモをするところも多

い･ＭＳＸのサークルは、

数こそ他機種のサークル
におよばないものの、か
えって洗練されていて、

ハズレ(買って後悔する
ようなできの悪いソフト

のこと)が少ない。パソ

③パソヶヅＭＪ－ｌ#li首i･ふつう{よもつ造人力雷U坪，

ケットについてはＴＦＡ
ＮＣＬＩＰ｣のページでも
ふれているので、ぜひと
も読んでほしい。

かつ

いうイベントがあるのを知りま
した。行ってみるとますますＣ
ｅが増えました。もうやめられ

ない:-)。
今度は自分たちでも作りたい

Ｕ日

と、学校の友達で同じＣＧ好き

|■■EwH轍円謄蘭鯵

が数人集まって、サークルを作

ｏｒあらかわ研｣で作っているソフトです☆

生【Ｒも乃山エコ±乱U宗｡田弍

同人ソフト送ってね①
さてさて鷺同人ソフトとはどんなも
のかわかっていただけたでしょう

のを同封して、

か？同人ソフトと－口にいっても、
それにたずさわる人はいろんな人
がいます。プロをめざして自分の技
術をみがくためにやっている人、自
分の作品が売れることが快感でソ
フトをつくっている人､なかには残念

束京都港区新橋４－１０－７
ＴＩＭＭＳＸｏＦＡＮ編集部
｢めざせ／同人の星｣係
まで送ってください。また、意見
や情報も同じあて先へ。

ながら金(売り上げ)が目的でやっ

．：「売れた売れた､これじゃ力､ら
パソケットはやめられんわい。

ている人も多くいますbもし､いままで
同人ソフトを知らなかったのなら、
ちょっとこの世界をのぞいてみてく
ださいｂけつこうおもしろいですよ。
同人地下エ房では、みなさんの
の作った同人ソフトをお待ちしてい
ます。ソフトに、サークルの代表者
の住所､氏名､電話番号を書いたも

〒１０５

。

ふおつふおつ」

チ：「はぁ、私なんか、一日中立
ちっぱなしでつかれちゃいました」
．：「そんなあまったれた根性で
同人の星になれるか.′これから
打ちこみ20000行じゃ’」
チ：「ふぁ－い」

【パソケツト開催スケジュール】☆12月13日(日)旬｢パソケツトＸＸｍ」：東京文具共和会館／｢札幌パソケツト２１」：札幌市民会館☆12月2U日(日)‐｢岐阜バソケツト６」：岐阜
商ｴ会議所／｢盛岡パソケット７」：岩手県産業会館(サンピル）★12月23日(祝)今｢大阪パソケツト'9｣：大阪国際貿易センター／｢熊本パソケツト９」：イペントホール・モック
★93年１月３日(祝)‐｢博多パソケツト20｣：博多スターレーン※時間は、どの会場もⅡ：00～１５：00゜問い合わせはパソケツト(丑03-3842-6499)まても

1９

鶯意

》
罪
CＯ

ゲームのそf吉
ゲームのぞきフ

ＴｌＥＮＴＳ
ＴＳ

ＴｌｌＲ

:ピンクソックス(プレゼンツ､八
ピンクソックス プレゼンツハ

イドライ牌(Ｐ ､）
イドライド(Ｐ
通り抜けを芒
す：アークスほか Ｐ２１）
通り抜|:rでき岩

圭玩至勇lＨｌ２１

歴史の散歩道： ユーミットコンテス ､(Ｐ22）
歴史の散歩道；

合同から装いも新たに斬鐇露慰店

ム
字ー

－N

Ｎ｛｜穴瓢罰塞霊回議

書目電プレゼント今月のゲームプレゼントはデュークに決定ノテレカはかたたぽ、トーナ、Ｕｎｉｃ・ｒｎ・賞金は岡島範幸、ピリ、風翔にそれぞれプレゼントされる。

ゲ

論老r対抗マル プレイ：Ｂ耐マル展～大阪奥の陣
読者対抗マルラ
ブレイ：巳耐マル 二～大阪 夏の陣
～感励の最終
／(Ｐ24）
～感動の最終［
／(Ｐ24〉
挑邑倒鑑：人 キャラニンテスト
キヤラコンテス別・知(Ｐ26）
桃色図鑑：人多
了知(P2B）

,ゲーム|のぞき穴

いまさら説明は不要かもしれないけど念のため。ゲームのウル技を紹介していくコーナー。貴重
な情報にはゲームのプレゼントもあるぞ。

ピフクソックフしプIﾉ亘ブリ☆全解警集でｿﾌﾄをしゃぶりつくせ
さまざまな難関を乗り越えて

まずは｢クイズに答えてなつ

解答|||頁に選択すれば、すべての

ピンクソックスの名シーンを堰

かしの名場面御鑑賞ツアー｣､ク

パターンの彼女像が拝めるので

能してしまおうというソフトカ1、

イズの答えを全部掲載だ。番号

ある。もちろんこのほかにもた

たん

のう

この『ピンクソックス｡プレゼン

は選択する答えを上から|||頁に数

くさんの道のりがあるので、こ

ツ｣だ｡その難関の数々の解答を

えたときの数字だ。書いてない

れは一例として見てくれ。

ここでイッキに大公開してしま

駅はハズレだよん。

うぞ。選べるゲームはＳつ゜１１頁
に教えよう。

駅名

相手

ム曰帰ってきた恋のトライア

はこんなんだ.／テスト｣｡この

スロン｣だ。ゲームの要､人物カ

解答

しもきたざわ

ウルフ

241355113432
241355:13432

ックが見られるわけではないの

メグ．
メグ

252453433544

ろっぼんぎ
ろっぼんざ

ゆう

352544334321
352544834821

で、あとは実力でがんばってく

ぎんざ
ぎんざ

ゆう
ｌｐっ

333521315ｍ６
33352]315553

たまち

メグボ
メグ

451452242]２５

しぶや
しぷや

まなみ

413522143215
418522143215

(まらじゆく
はらじ

ひよ
ひよこ

433424133255
433424:33255

しんじゆく
しんじ
く

さゃ
さやか

l3344l345435
133441345435
324324321435

てんべ－
でん

342132324蹄旧
342]82324235

かめあり
かめあ

ガルシコフ
ｶﾞルシコフ

4243144]4245
424314414245

ＡＡＡＡＡＡＡＢＢ
④
④’ＡＡＡＡＡＡＡＢＢ
僧）
ＡＡＡＡＡＡＡＡＢ
⑤’ＡＡＡＡＡＡＡＡＢ
[Ｂ）
ＡＡＡＡＡＡＡＡＡ
Ｏ’ＡＡＡＡＡＡＡＡＡ

ＡＡＡＡＡＡＡＢＡ
⑦
⑦’ＡＡＡＡＡＡＡＢＡ
⑧
ＡＡＡＡＡＡＢＡＢ
Ｏ’ＡＡＡＡＡＡＢＡＢ

パックに一歩リードだ。ただこ

だいかんやま

ひよ
ひよこ

⑧
ＡＡＡＡＡＢＡＡＡ
Ｏ’ＡＡＡＡＡＢＡＡＡ

バッチリわかるね。これでクロ
のゲームだけはすぐにグラフィ

いけぶくろ
いけぷ
ろ

ロ
ＡＡＡＡＡＢＡＢＢ
②’ＡＡＡＡＡＢＡＢＢ

ードとアイテムカードの関係が

銅iI132532l43
255l32532l48

解答

①’ＡＡＡＡＡＢＡＢＡ
①
ＡＡＡＡＡＢＡＢＡ

カｋｊＪ

いのかしらこうえん
いのかしらこうえん｜でんべ－
てんぺ－

すかも
すかも

助
助言
｜｜｜｜自

最後は｢アダルティック･タイ

おつぎは｢神の判断･君の彼女

クイズに答えてなつかしの名場面御観覧ツアー

神の判断

(曰）
ＢＢＢＢＢＡＡＡＡ
Ｏ’ＢＢＢＢＢＡＡＡＡ

⑩
⑩’ＡＡＡＡＡＡＢＢＢ
ＡＡＡＡＡＡＢＢＢ
ＢＢＢＢＢＢＡＢＡ
⑪
⑩’ＢＢＢＢＢＢＡＢＡ
ＡＡＡＡＡＡＢＢＡ
⑫
⑫’ＡＡＡＡＡＡＢＢＡ

れ。最後のお便りコーナーも楽

⑱
⑲’ＢＢＢＢＢＢＢＢＡ
ＢＢＢＢＢＢＢＢＡ

しさいっぱいだぞ。パスワー

⑭’ＢＢＢＢＢＢＢＢＢ
ＲＲＢＢＢＢＢＢＢ
⑭

ド？最後は自分で思い出して

ＢＢＢＢＢＢＢＡＢ
⑮
⑮’ＢＢＢＢＢＢＢＡＢ

くれよな・

ＲＲＲＲＲＲＲＡＡ
⑯
⑯’ＢＢＢＢＢＢＢＡＡ

（宮城県／デューク・'７歳）

帰ってきた恋のトライアスロン
アイテムカー
人物カードアイテムカード（3つ）
人物カーＫ
(3つ）

ボ ンター
しゆつせ芒
ディスク
Ｕよぎようしﾎﾟｲﾝﾀｰ｜しゆつせきぼ｜ディスク
Ｕよぎようし

うえの

ウルフ

155454525212

おちやのみず
おちや
みず

あやめ

421342443515
4213424435]５

きちじょうじ
きちじ
うじ

まなみ

323315435225
ｄＥｄｄｌＤＬＩ制ｎＦＦｎ

エ
ヌ
クルミ
ロン
げきだんせい｜ヌイグルミ｜エプロン
げきだんせい

みたか

あやめ

誰ZHH:馳旧胱脂
534322345535

わかおくざま
わかおくざま｜あらなわ
あ なわ

こいがくぼ
いが ぼ

ゆか

鍋4354154531
524354:5453］

ふじんけいかん｜けいぼう
ぼう
ふじんけいかん

く
くるおびどうぎ｜てじよう
おびど
芒
てじ

ひがしむらやま｜ゆか
ひがしむらやま
ゆか

4253Ⅲ535225
4253]］5El5225

アイドル

ス
－ジし’
ステージいしよう｜マイク
よう マイク

あきはばら

力・ルシコフ
ガルシコフ

221534314524

サ
シ
レディース｜てつパイプＩサラシ
レ･ディース
てつパイプ

あけぼのばし

さやか

2Ⅱ453322154
21]453322154

､プレし’
みんなおたく
かみブクロ
よつ
どうじんし
みんなおたく｜かみブクロ｜コスプレいしよう|どうじんし

ｼスターロザリオ｜せいすい（せいしよ
シスター
ロ
リオ
ゼ
すい
,せいしよ

ト
（
バット

だいぼん
だいほん

×
×××なしやしん｜けっこんゆびわ
×なし
しん けっこんゆびわ

－

－

ヤンキーバイク

一
通り抜けでき議す
アークス

ゲームでわからなくなったらＱ係へ。答えを知っている人はかならずハガキに黒ペンなどではっ
きり書いてＡ係へ。答えの採用者には掲賊号発売曰の巳～Ｓか月後に賞金が支払われる。

ません(ダンジョンも調査済み)ｃ

『アークス』で水の精霊

､,が鳧つかりません｡たぶ

ほかのＳ人の精霊には会ってい

ると思うのですが、どこにもい

（胄森県／坂本真一・’6歳）

ます。そのあとどうするのでし

ん、ユリアンドルのどこかにい

ょうか。

⑲寸潅聴局藤

いいかわかりません。

（埼玉県／まる．｜4歳）

⑧鳥取県｡ﾋﾞリ

⑭兵庫県岡島範簔
ケークズノの2F毒No.｝

/L9塀靭〃斑かz制沙稼プ ￣／アークズノの鋲ごＮＯ２

水の剛逃はごl胆廉の辿りコリアンドルにい表

す0ﾂﾝｼﾞｺﾝも調査済ろ｡とありましたが､災

のマップを参肌してくださいｂスタートからⅢ

っすぐ]､地すると千・1.ラパンに迷えます０そし

てIRD返って4歩Ⅲそこから左を向いて'3歩iii

ilEするとbグンジ凸シです.そのグンジェ'ンです
が､lujHルートマップをＭ,2に''Eせまし±Uこの

Ｅ７ＨパヮもⅢ）

グンジコンは､IHIlKのないルートが多くあり､マ
ププ芯して水の、趣を見つけるのは困鉱です．

．；Ｅ

７彦鉛ﾝ地下ｗＶｉ篭

…･……帝辮腫當鵡
ＨＨ
￣箙?既'斗作…下…
プシ声シ地下z酷…下十Nil式.一木〕｡iか｡通

その雄のことですが､本当なら炎のmKuより先
に氷の加批に会った方が良かったと、いますロ

パフアイのドラゴン山で炎の糀謹の奥に泄後の
イペントが荷っているのです､このドラゴン山
もコリアンドルのクンジロン同様１１１４脇のない
ルートが多いので`ﾏﾌﾟﾋﾟﾝｸﾞをした方がいい
と、います0マップをjIRU.±いとこらでﾘｰが肚
後は自力でした方が感激も大きいでしょう｡

MUUUUHUULlUUⅡ｡Ⅱ[｣ⅡB◆Ⅱ

1,1｢,1.1つで当たりﾕｾﾞﾂﾞﾃITぱ

ここｪ!)堤lｪ→｜ⅡＩＩｉｌ=1,.
Ｍ鉦挺ﾙｰﾄｌ上下３施肉つき当膵j)lこ
'工地下＋7片へCl久満

け＿ｸｽ】のラストｼｰﾝはそこまでの:苫労

に1mいるだけのUul)l】を見せてくれるはずですロ

<lしぐIL5nlldiﾌにﾙｰﾄｎ台リ他子４ｍ釘つき当ﾌﾞニ

伝1ｍ\I老ネノ〒ｂ圭一ZJ】型全匹021￣ｚ＝ＴＪＵＹ－ｊｚ兵ザ

へ廷$に詮な$､生ﾗに。リI蔦Iｴ±､撤室がいる．

のコーナーはハガキを直接掲載するのでこのハガキは大変良いお手本です。封筒はダメだぞ

スプレー以外はすべてそろってい
るはずです。

教謙『くだすい

ー。ハムスターが邪魔でカードが

取れません。無線では、チーズを

使っておびきよせろといっていま
したが、ハムスターのほうがはや
いので、すぐやられてしまいます。
何かアイテムが必要なんでしょう

（東京都／小野崎真二゜１４歳）
Ｑｒウィザードリィ゜シナリオ＃

２ナイト・オブ｡ダイヤモンズ』
のＢＳＦの最後の質問の答えがわ

帰咄諦一》一一
》Ⅱ一Ｎ［隈

霧

(1)三/L＞ャ>>(1)ｲlLPウスー/I色（７）人/Ｌ
(8)ワリスサイiﾌ(1)ｲl(1リナク人ナルハ，

企の鈍］を術のＪ１で洗うと見つかりま
す。）を吹いてもらい、千柱のlHで光
る柱の下から［企の玉】を掘り出しま
す。それから戒たカラコルに戻り、今

ｌ７Ｕｍ隆鐘と厚真fliVii胃）、:ﾁL2ﾎＺｎ

ｚｌＩもうWzJｦ。

７.リン(4)ｲﾊ'ウコウエンごエ(5)三/Ｌ
ＩＵ7$I(6)卜'しサイフ(１１)ｲIulウ諭
(ＩＤ)ワタスケン(ﾉﾘﾀﾊﾟﾙﾙﾊL力'し
('1ＭWザｚ､二z､堵(（１

）ルハコマ>N也締ﾀﾞﾙzぽｴンテキン

７１Ｌｚ１１ﾌﾟ，

ｊｚ・辮衞ｎ}私ムリ〆行６，かくz壱し，

し､z“ｿﾞ〃

２，，姓いうｚごﾊ催４，万＞
祝１ｹ元ソL孝史

ｷｰﾍﾟﾙFfhf向ﾛSEE目BT鵠堪』
LIFR
-

りますが、まだそこでつまってい

度は玉を交換して同じ手Mnを繰り返し
ます。これで干柱のⅢlから［銀の甘］
が見つかる筈です。
他に必要と思われる宝物についても
少し触れておきます。カラコルニ階の
台に匝抜［企の玉］を趾き、南中を待
つと［水DMIの鯉】が見つかりますｂ垣
れでいけにえのJjLで［両ロのマスク〕
が入手可脂でﾌﾞｰ。また戦士の*{I殿に17
る［銑の鍵］は［\jKの宝珠］より光に
入手します（［小杖］と［庇洩のⅡ几］
を組み合わせないことと、ジャガーか
ら逃げるのがポイントです。）。そし
て商６１の蕊へ行き［チャックの玉】を
手に入れて下さい。

｡｢イース｣には、このケームのテーマカ流
れた{人日1゜形の泉があったりしたつけ

Ｑ『ウイングマン・スペシャル』

るのて゛だれか′

で、シーン１のナースが出てニな

（秋田県／ＢｌＯＲＡ。？歳）
Ｑルリクス』で、いまだに迷っ

いんです。昔のＭフ アンに載って
いたアイテムはすべ て持っていま

ています｡後半部で､１，ＯＬを全部
集めてフラッシュ攻撃をする敵の

して、森の木の穴の カブトムシと
して現れるのも知つ ていますが、
いかんせんカブトム シが現れませ

（千葉県／たけと゜？歳）
Ｑ「グラムキャッツ』の最初の

いないし、ＤＲＡＧＯＮを倒すと動
けなくなるし、全然わかりません。

稿します。よるしけ れぱ道順を．

だれか教えてくれ~〃

てもありがたいのですが６

鱒

西奉酉尼山乙鐇ｎ

！

Ｃ６ｇ

塾ⅡI■DnpD■■
聾Ⅱ■■■DDDUH
｢写

ilM＃
繩

(宮城県／佐藤拓。？歳）

i鑿篝薑薑鑿
ＩＮＴＨＥｕＯ吟ＵｎＯＦ

Iニーー

|麗痙

ＯこのゲームはターボＲでやるとＩ快適だと
いう報告が利之木阿達クンから来ている

ドコで穴を鯉いだ［黄金の笛］（［批

よくわかりません。

蕊|鶉

、TIF壱I｢＝Ⅱ

HrllI1の部屋はカスティーリコの地下

ところまではいいのて･すが、その
あとどうすればいいのかわかりま
せん。ワープしても何もわかって

かりません。３つのてがかりとい
うのは見つけたのですが、意味が

通路の通過方法をだれか教えて〈
力､？アイテム・武器はライター、ださい。買ってから早１年半にな

豊學塾

－１１月号通り抜け「大ilHの神殿」－

６
2うKh鯛,ナラWIN

□

醗醤議轤i露Ｉ

■軍■■■■

MII卜ｌｌｌｌＸ

ん。もう半分以上あきらめていま

したが、最後の賭ということで投
マンドすべて教えてくれれ ま、

と

(岩手県／利之木阿達。？歳）
L駐出￣＿Ｐ夢１

ゴー=薙夛＝閂

;ｉ；

ＭＬ■■■￣
ＲＥＴＵ代Ⅱ

③コナミの最後のMSX作品となっている③まも戦〈続編も登場する｢グラムギヤツ⑨クリスタル・キングが音楽を担当してい③愛蔵本も出た｢ウインゲマンコ３作目。
｢ソリッドスネークＬ３作目出ないかなツムこんな最初でハマっているのは不幸た｢レリクスムアニメーションも斬新「電影少女｣のゲームは出ないのかな

遍期にわたってｈピラ

Ｑｒソリッドスネーク』で収容
所に入ってペトロビッチ博士を倒
し、ロッカーのなかに入ったので
すが、そのなかにいるザンジバ

⑧寶森県鳳翔

室です。ここから出られれくれるのは
まだ［鍋の首］を入手していないから
でしょう。これを首無し他に戻せば地
下への階段が出現します。
でlikその入手方法を脱】Ⅱ】し箙1-。ま
ずカラコルの－階で［銀の王】を台に
凪ぎ、白殿（女の子）に［パンドエイ

巍事YCIJl8Hsx･FANI新tf3R号FAIlATTAcK

O岡島クンのハガキはワープロと、ていねいな手嘗きの図解と、かわいいカットがイイオgもこ

（広島県／桝岡淳．？歳）

こと謁渥ぬりえま

騨軒$！

を駈らずに付へ側)れますⅡ氷河の仕狐みI±H0.2

⑤が型:騨澪鑿

物は銀の玉、金の鏡など。

。これにともな

…型羅ｽｽ'K堅…汁`ミー；

はダンジョンの地下dNfにい局のですO
その]１１にコリアンドルの氷河でｷｬﾗﾊﾞﾝに
は迅己土でしょうか?ｷｬﾗﾊﾞﾝに迷えば､砂漠

１１月号､｢ｳｨ>り帆ﾏﾝｽﾊ『非/ZJnZW
籾け｡'ﾀﾞ。

太陽の神殿
…太陽の神殿

（ちゃ

″〃厚・iZT〃』沙γナプエキヂナＰ

ｳｲﾝｸﾞﾏﾝ,ｽﾊﾟｼｬﾙ
鬮HIHⅣi;Z1impMmE3

タイトル未定蕊雛飛駕蕊駕瀧讓裂權憲甑一藻蕊扉醤蕊議欧蕊誕璽蟹蜜露建鮭脈罎鷺二とにし蟻し：っかく鑪いたのに～』と。

プしなくても、ドラゴンのいるる隣の画面で回復して、これを節しつつやらないとすぐに死ぬ

島の右側で、ドラゴンが出てき繰り返せばこれでドラゴンを倒から注意。
たときに防御の状態で当たるとせてしまい、妖精を１人も見つ（福島県／かたたぼ・P歳）

新コーナートピラＣＧについて今月からデザインを一新してトピラＣＧにかわってイラストがタイトルを飾ることになりました．２年以上の長期にわたってトピラＣＧを描いていただいたピッッーさんには大変お世話になりまし
エイラストはＣＧコン

ったために発見したそうだ

バラリス城の門番ともいうべ多少ダメージを与えることがでけなくともクリアできてしまう

き、強敵ドラゴン。なんとワーきるぞ。体力はウィザードのいのだ。ただしイールの位置を調

④３人目の妖椚が見つからなか

ｊＶｉ三蕾イ艀☆妖精なしでﾄﾞﾗｺﾞﾝをやっつける／

行った。編集部一のタイセンリ

それの結果は下のとおり。キミ

会年も歴史の散歩道はさまざま

ヤカーおきだの選んだ31チーム

のチームはどうだったかな？

な企画で頑張っていきたいと思

と編集部一の目立ちたがり屋さ

なお、やや不備が心配された

さやか特別に作りあげた１チー

ルールの－部変更点として、補

さて、９２年10月情報号で募集

ムの計32チーム。４チームごと

給は双方弾切れになった場合に

した、ユニットトーナメントに

Ｂブロックでトーナメント戦を

のみ行い、互いに相手を攻撃す

たくさんの応募どうもありがと

行い、勝ち抜いたＢチームが決

る武器を持たない場合は両者負

う。今回もいつもどおり予選を

勝トーナメントに進んだ。それ

けとした。あしからず。

うのでよろしく。

(アパッチ・トーネードＡ
(アパッチ・トネードＡ

□Ｖ・ＺＳＵ－Ｘ・重歩兵.
ＤＶ・ＺＳＵ－Ｘ・重歩兵・
レオバルド曰）
レオパルド巳）

(ＦＳＸｅＧ７式対空自走
(ＦＳＸ②,B7式対空自走
砲．89式戦車･74式戦車･上
砲.89式戦車･74式戦車･ヒ
ューイコブラ）
ユーイコブラ）

ン

１

｣［

筋肉風弾小僧軍
筋肉爆弾小僧軍
(アパッチ･ホーネット①.Ｔ

-80.89式戦車･エリート兵〕
－８０．８９式戦車･エリート兵）

Ｂ

Ｂブロック

神奈川県｡北代邦彦ク
神奈lⅡ県･北代邦彦ク

福岡県･竹田誠クン
福岡県曇竹田誠クン
｢Ｂ耐｣福岡でやれ／軍
rB耐｣福岡てやれ/軍

兵庫県･篠原誠クン
兵庫県｡篠原誠クン
ジャバンマネー室

ブ，
ロ

ッ

ク

長野県･永井康弘クソ
長野県永井康弘クン
ととり安さ/中國琿／
とどの安さ/中国空軍／
(フアンタンＡ･Mig-2l･ＢＯ
(フアンタンＡ･Mig-21･ＢＯ
式対空自走砲･フィンバック
式対空自走砲･ﾌｲﾝﾊﾞｯｸ
ＢＭｉ－Ｂヒップ）
Ｂ･Ｍｉ－Ｂヒップ）

福岡県｡菅原信行クソ
福岡県厘菅原信行クン
UMEldBinEnglandlln軍
UMEldBinEnglandr軍
(トーネードｌＤＳｅ･チャレ
(トーネードｌＤＳ②.チャレ
ンジャー･ＲＣＭ７４８レイピ

(B7式対空自走砲･ＦＳＸ
＠．89式戦車･ヒユーイコプ
②.89式戦車･上･ニーヱコブ
ラ･レオバルド巴）
ラ･レオバルド曰）

ア･チーフテン･ガゼル）
ア･チーフテン,ガゼル）

瞳二二:了冨ｉ

F｣￣可b,－Ｎ●[

里□■ﾆー-瓠印南旬一
￣■￣■ニー｡＝品缶■

⑧今回の予選は全32チームがエントリー。
本戦に負けない激戦が展開された

宮z詞ヨ

愛知県｡鈴木智博
愛知県舅鈴木智博
中部方面隊三河師団軍

この１Ｍでは各ブロックの決勝の模様を書いていく。まずＡブロックは、ジャパンマネ
ー軍VSMadeinEngland／E1Zbジ軍FSXがM軍トーネードlDSに競り勝ち、２番手チャ
レンジャーを一方的に破る。あとはお互い１つずつつぶしていき、ジ軍が4jBi手ヒュ
ーイコブラで勝負を決め、'１ｦ(勝も

ー’￣

'一Ｌ
＿Ｉ

北海道･佐々木裕クン

997重両部隊室
997重両部隊軍

(B7式対空自走砲･T-8D・
(87式対空自走砲･Ｔ－８０
ＲＣＭ７４Ｂレイピア･レオバ
ＲＣＭ７４８レイピア･レオバ
ルド2.80式対空白表砲）
ルド2.80式対空自走砲）

愛農県'ARTESの弟ｸン
愛鵲県ARTESの弟クン
悪魔の兵器ｽﾃﾙｽ軍
悪i斎の兵器ｽﾃﾙｽ軍
(人民兵･62式戦車･イロコ
イ･ＡＭＸ－ｌＤＲＣ･Ｆ－１１７
イ･ＡＭＸ－１ＯＲＣ･Ｆ－ＩＩ７
②）
ｏ）

Ｂブロック決勝は､中国空軍VS99庫両部隊車ｂまず､997軍87式自走砲が対空車両の
ヨブロツク決勝は､中国空軍VS997車両iEiN蝉1鳥まず､997軍87式自走砲｣b《対空ZIZ両の
強みを発揮して中軍ファンタンＡＭｇ－２１を連ｉＲＬついで両軍|部隊ずつつぶしあっ
ifみを発揮して中乖ファンタンＡ･Mig-2Iを連HULついて両軍l部隊r１ｋつつぶしあつ

たあと、997軍3審手RCM748レイピアがフインバックＢＭ－８ヒップをまたも連破、
こあと、997軍3瀞手RCM748レイピアがフインバックＢ･Ｍｉ－８ヒップをまたも連破、
あっさりと勝負を決め、997軍の圧勝となった。
bっさ(jと勝負を決め、997ZFの圧勝となった。

ロブロック

｜Ｃブロック

谷３

年もデザイン壱霊わって気芳一新穆書年の初ネタは新時代を霊徴する、キャンペーン版大戦略11だ

新年明けましておめでとう／

Ａブロック

:|噛道DYALIlクン

宮城県｡撃退ｻﾐｰｸﾝ
撃退ｻﾐｰ軍

(ジャギュア＠．重歩兵･チー

ｅ）

(ゲバルト･タイガーＥｅ・
ＳＡ－１３ゴーフル･ＭｉＧ－２３
ｏ･イロコイ）

奈良県ワィーフルクン
兵隊ちゃん軍

石jll県｡高島博クン
農協りんこ50重

北海道･石崎徹クン
ミストナイト帝国三

茨城県･友部慎也クン

(Ｆｓｘｅ･ヤグアルニァバ

(チャレンジャー･ローランド
巳･ＳＵ－２７ｅ.B]式対空ミ
サイルレオバルド巴）

(トーネードｌＤＳｅ･チャレ
ンジャー･ローランドＢＭｉ
－２８ハポック･レオバルド巳）

TDNDENﾌﾞﾘｻﾞｰﾄﾞ軍
フテン･アパッチ･コルセア

(人民兵･動員兵･歩兵･重歩
兵･エリート兵）

ッチ･チャレンジャー・
ＡＤＡＴＳ）

Ｃブロック決勝は、TONDENブリザード軍VS撃退サミー恥まずＴ軍ジャギュアで
先勝したものの、撃軍２稲手タイガー２がジヤギュア・重歩兵と連破し、しかもＴ軍
３．４番手、チーフテン・アパッチは対空攻撃能力がないため不lWi勝破竹の４連Ｉ）ｊｂ
Ｔ軍コルセアが２勝して粘ったものの、最後は鍵厘４稲手MiG-23で決措。

宮崎県｡元児クン
破空騎士軍

東京都｡関貴志クン
勝てる気せんね軍
(人民兵･歩兵･重歩兵･エリ
ート兵･Ｆ－１１７ｏ）

くる

Ｅブロック

広島県･渡円睦璽クン
広島県｡渡田睦史クン
地上制空軍

大阪府河野行雄クン

ドリモク帝国軍

シュブール１号室

(Ａ－ｌＯ･ＡＤＡＴＳ･アパッ
チ･ＺＳＵ－ＸＳｕ－２４）

(アファジェット･MiS-21・
ＺＳＵ－Ｘ･スターファイタ
ー･ファンタンＡ）

岩手県｡大向敦クン

愛知県｡植田慈郎クン
重戦車oNLY軍

埼玉県･平中彰一クン
埼玉県･平中彰一ク
Ｂ１ａｃｋｔｐｒｎａｐ
Ｂ１ａ□ｋｔ□｢nad□ｓ

(ＺＳＵ－Ｘ･クフィル＠.メル
カバＭｋＳ･ゲバルト｡Ｓ、エ
タンダール）

(チャレンジャー･レオパルド
Ｅ・Ｔ-80.Ｍ１エイブラム

(イロコイ･ＳＵ－２４ｅ･アパッ
(イロコイ･SU-24②.プ

ス･89式戦車）

Ｅブロック決勝は、シュプール１号麺VSドリモク帝国咽まずシュ軍アルファジェッ
トが先勝。しかし、ド軍2:ＩＦ手ADATSがアルファジェット・MiG-2Iを連破し逆幅
その後は各ユニットがl勝ずつを挙けUmHr後はド軍Su-24がシユ軍フアンタンＡを倒
して、わずかの差ながら勝利をおさめた。

Ⅲ川ⅢＩＭＰ腕夕

iii:!』i霞iｉｉ

讓鑿鍵鑿蕊

ＥＣ統合室

、ブロック決勝は､破空騎士軍VSミストナイト帝国恥まず刊揮極がMi-28ハポックで

青森県｡大坂博クン

ＺｌＯＮ軍

（Ｍｉ－２Ｂハボック・

ＡＤＡＴＳ･アパッチ･三菱
Ｆ－ｗＳｕ－ｌ７ｅ）

先勝も次いて破軍2\f斧ADATSがﾐ軍ローランド２.Su-27を連破、さらに４稲手８１
式対空ミサイルを不戦勝で下し３連勝も最後はF1錘3報手アパッチが勝負を決め、終
始余裕の圧勝となった。

一Ｆブロック

石（
新コーナーエメ．ドラのお答え屹圓凰互迩皇戸さんの質問にお苔丞します画く地下１階〉入口から下へ、ぶつかったら右へ、３本目のＴ字路で上、＋享路で右２本目で上、柱のろう下を進めば階段．〈地下２階〉階段のある部屋を
階段

曇イトル未塵塞藤熱鑪藷蕊篭嶽簾鐇溌鱸蕊騨薫翠悪漉窯蝋海薫鞭篭諏轤灘篭緬墨》ぶつ…で左同じく上還へｒ…
ｈさ
しら

厘里⑳散歩道伏戦略Ⅱ』ユニットﾄーナメント

(ＺＳＵ－２３４シルカ・
(ＺＳＵ・・２３４シルカ・
M163対空砲･ＦＳＸ②．ＺＳ
Ｍ１６３対空砲･Ｆｓｘｅｚｓ

Ｕ－Ｘ･ＡＤＡＴＳ）
Ｕ頁Ｘ･ＡＤＡＴＳ）

軍

チ･ローランド巴･Ｆ－１ｎ）
チ･ローランド巳･Ｆ－Ｉｌ

了'１
，ｓ沙

千葉県･佐々木秀勝ｸン
千葉県佐A?7k秀勝クン
千葉連合軍
【しオパルド２．Ａ､ATS･アバッ
(レオバルドＢＡＤＡＴＳ･アパッ
ﾁ･ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ･ZSU-X）
チ､ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰZSU-X）

茨城県･大蓮＝晉志クン
茨城県･大越三豊志クン
MSX'FZ1`…・・ん？軍
M日XFZI……ん？三

(Ｍ１エイブラムス･Ｓｕ－２４
②ｏＺＳＬｊ－Ｘ･三菱Ｆ－ル
ｅ･ＺＳＵ－Ｘ･三菱Ｆ－１．
Ａ□ＡＴＳ）
ＡＤＡＴＳ）

Ｆブロック決勝は、MSX.F〃…ん？軍VSNh上制空恥まずＭ軍Ｍ１エイブラムズが
2勝を挙げリード｡しかし地軍3稲手FSXが3連勝し､最後は;#吻れで力尽きるも迦云
に成功。しかしMZE三菱Ｆ－ｌが連勝し再遡墨最後はADATS同士の戦いとな'人Ｍ
ＩＦがからくも勝利を収めた。残存ユニット７という壮絶な一戦だった。

碑

嚇璽

鱸

埼玉県･宮崎幸雄クン
お繊隊ｽｲﾙｼﾞｬｰ軍

愛知県･若杉幸司クン
科学特そう隊軍

(三菱Ｆ－１．８９式戦車･81式
対空ミサイル･87式対空自
走砲．74式戦車）

(MiG-27e･メルカバＭｋＢ

(Ｓｕ－１７ｅ･ＡＤＡＴＳ･フ
ァンタンＡ･ＺＳＵ－Ｘ･コル
セア②）

ＴＳＺＳＵ－Ｘ･Ikv91･人
民兵）

(Ｆ-15イーグル＠.ＡＤＡ

兵庫県｡松下意クン

東京都・Ｍフアン編集部
亡さやスペシャル

(クフイル①．メルカバＭＫ

(ＡＤＡＴＳ･レオパルド巴・
ＺＢＬＩ－Ｘ･チャレンジャー・
MiG-29e）

イスラム帝国

Ｂ･M4Bチヤパレル･スカイ

･87式自走砲.Ｆ-111.80式
戦車）

ホークeMI63対空砲）

ッチャ奎

ル２.ゲバルト）

(アパッチ･ホッカム･Mi-28
ハボック･Mi-24ハインド･コ
ルセアｅ）

東京都｡肥後盛一クン
中華支那ぞば解放軍

＝

Gブロック決勝は、科学特そう隊珂ZVSお米iiR隊スイハンジャー粟まずお正三菱Ｆ－
ｌがMiG-27・〆ルカバMk3を連破して、最後は蝿拘れで墜落するという壮絶さ。

Ｈブロック決勝は､SUPERかずたかていこぐ軍VSささやスペシヤルコョ｡Ｓ軍Su-l7が
先勝し､続くさ軍2報手レオパルド２にはう１勺戦勝。結果的にこれが大きく､あとは各
ユニット１勝ずつを挙げて、最後はＳ軍４番手ZSU-Xが勝負を決めた。ささやの、ゲ

束がわず力残り４ユニットになりながらも80式戦車を倒し、辛勝､

ームをもらってやろうという野望はついえたのであった。

ともにｌ勝ずつのあと、科nZlF-lllが連勝しタイに戻す。しかし最後はお軍74式11k

IiW11

７１厘

｢

式正目(=莎不Ｚ

／▽本7Iソ<旬寸｡と'￣

KFWﾏﾉｿ葱i為ElぞPC、主MK息

霧
蓼

ｚ干索郡

＝'二m

瀞

年誇犀転回

（中谷稔クン゜２Ｐ）☆名前のあとの数字は累計ポイン

￣1

F=￣`,（

芒勿も一

合、そののち場所を移動して行う
予定。参加希望者は二れを読んだ
らすぐ、ハガキに住所・氏名。年
齢｡およびメッセージを書いて｢お
茶会。ささや｣係まて６

■

蕊

毎輌ア’。

￣、

－ザ》呼鯵翻瓢癖》》》》

,￣

心詞之左岸一束ｒ犀

かしてほしい。（中谷稔クン.ＳＰ）

ーパーティー｣開催決定/１２月
19日(土)冬のＭプエス会場に集

乱アーー

ハレ

フー薑毎２
￣

Ｌ

ﾐﾐｮ

てしまった。いつも１９糯iﾘﾉが
とう(美紀龍クン・ＥＰ）

⑮これは大笑い／とくに五崖⑤ハハハ、いいトコついて石な
あ。大航海ネ室【は1m/ul9に大ス
先生ってのがいいね。ネタが豊
キなのだ(茜竜鐇符クン・ｌＰ）
富だなあ(老9将軍クン・４F）

③プリ〆倶楽部ではポツになっ

たけどう涙ジーの趣]未で復活／
(かたねゆうクンーｌＰ）

5イハ

、

／

Ｍｓ

iiiiji霧Vゼ
rEZ

③鋤句ずそそられるものを感じ

じ本

iijA 認ｉｉｉ鱸ｉｉｉ1１職
いっぱいくぎ

気がする。だいたい、息子力観をいうのはどうだろう。曹操･衰紹。
殺されて、その配下になるだろう衰術らは何進配下で劉備は在野に
力､？せっかく血族のフラグがあなる。中央には曹操・衰紹らを率
るのだから、ゲームで生かしてほいる何進、剃り'１１|には呂布。張遼を
しい･例え(類己下になっても親ｶﾞ従える丁原、西涼で野心を抱く董
敵についていると、すぐ裏切ると卓。おもしろいと思うけどｂ

者謝恩特別企画｢クリスマスティ

礼３

ザ

一一

圃血族について(三国志）園三国志で作ってほしいシナリオ
血族力櫛単に配下になるようなシナリオ１以前の｢何進台頭_,と

卜。さて、かねてからウワサの鮮

歴史の散歩道・プリメ倶楽部投稿

ライ

託憲

｜●一】
ン兇
き｝①靴
れを醜んでいる諸君〃
Ｐ。Ｓ・それでもやっぱり、プライの物語はよすぎるこ

｢しＪ－Ｚ

■

》ザ〕

ＳＵＰＥＲ

かずたかていこぐ軍

お米戦隊
スイハンジャー軍

〃

ＭＳＸ・ＦＡ……ん？軍

ドリモグ帝国軍Ｗ

率

圃

破空騎士軍繊

軍

Ｂ

撃退サミー軍で
胄看

叩車両部隊軍次

よ
い
よ

ジャパンマネー軍い

舎局のおばが竃～ｵﾚに篭い諭せ割～

ヨコ

》鯛》〒“
Ｌ

二

涛のデ
新コーナー怒涛のディスクアクセス旧月加日……とうとうＭＳＸ版可フライ下巻曇空堀店頭に３本しかなかったそれを手に入れ、家に速攻で帰り、さっそくやってみると…ぐぉｊ戦闘愈遇モード）に入るたびに「ジ「叺

(Mi-2Bハポツク･レオパル
ドルレオパルド巳･ヤグア

SUPERかすたかてし)こく軍

和歌山県･大澤和孝クン

賓イトル未竃驚詐鐘憲陣琵愚鯰驚繭》菱難藤荊籔論譲露蕊諏鬮跳躍鋳詮劉魏、鑪鑪溌箙鱸譲繋塞へ潔輔一のためにわざ

大阪府･松田豊広クン
地球侵略宇宙部隊

Ｈブロック

Ｂブロック

東京都･害住裕充クン
統一ドイツ軍

謹豐

鍵 蕊鑿！

S耐マルチ一大賑薑の陣一CDレポート名いよいよ最終回。優勝CD栄冠に輝くチームはどこか？

前回まてのあらすｌＵ
開始直後、いきなり浅井軍が

28国山城を攻めて朝廷掌握大名
となる。ついで32国丹波も攻略

てつ

それに対し、第１回の轍在踏

まＵと独走の気配を見せた浅井
討伐の兵を挙げたのが斎藤軍。
25国近江に侵攻するも、長期戦
となる間に当の浅井から朝倉討

⑨長きにわたった戦いもいよいよ佳境に入り、
がぜん盛り上がる会場６「がんばれ～」

しかし、－万では尼子と長宗

伐の朝廷命令を出されてしまい、

我部がＳか国と勢力を拡大し状

やむなく撤退。ついで朝倉軍が

況の変化をうかがう。

32国丹波に攻めこむも浅井軍の
伏兵の計により無念の敗退。

日慰躍司刃匡」臣屋住甦ノ亭．：
１

し、計４か国保有とまず頭１つ
抜け出した。

時代は群雄割拠のサバイバル
レースに突入した。

石ｓ圏 年ア月

新コーナーＢ耐クイズｐａｒｔ２．当選者発表０１の優勝チームは鴬葱異Ｑ２幻ゲーム終了時のコンピュータ保直圏は‐国が正爆Ｉ間正解の広島県・本山友則、山口県・木満峰羨、福岡県・川添真克の３人にはテレヵ費

タイトル未定２問正解の惠暴都・八子薫にはゲームをフレゼンｈおめでとうノ

繭
耐
爵署剥銃マルチブレイ８耐マルチ～大阪薑の陣

浅井｜包囲網結成’１
｜震弁｜包囲網結成！
Ｂ月、鈴木軍は長宗我部と共

｢浅井め、見とれよ」

お互い兵力を失い、斎藤軍退却。

加せず、しばらく沈黙して機を

同して31国三好領・摂津和泉を

そして曰目、浅井により已回

攻略。曰か国ぶんの価値がある

目の朝廷命令が発令された。内

しかし、その朝倉と斎藤、朝

ので、計Ｓか国と一気にＢ位グ

容は｢27国朝倉は34国尼子に攻

廷命令のウラミとばかり共同し

そして目ざわりな斎藤を滅ぼす

ループに躍り出た。

めこむべし｣。

て浅井の絶対防衛線である25国

べく大挙して23国美濃に攻めこ

連合軍｢やっぱり来たか｣。

近江を攻め落とす。

んだ。いずれも長期戦となり、

浅井包囲網を形成する有力已大
名を互いにU歯みあわせる作戦。

｢朝倉、許さん／」

中央の情勢は全く予断を許さな

また、浅井も26国六角領・伊
賀を奪い取り、Ｓか国保有の大

か

勢力となる。
このあたりから各チーム、浅

しかし、連合軍も負けてはい

まさに浅井の思うツボである。

その一方、浅井包囲網にも参

ない。尼子は34国をカラにして、

浅井の連合軍結成の動きを見せ

33国赤松領・播磨に侵攻。これ

る。尼子軍の策士・益尾クンの

によって、朝倉と尼子の接する

32国丹波を奪って、そこを拠点
３２国丹波を奪って、そこを拠点詮

暗躍で斎藤を盟主に朝倉・鈴
木・尼子。大内・長宗我部によ

国がなくなり、事実上朝廷命令
が有名無実化してしまった。

す./斎藤･織田と対浅井の同
す／斎藤･織田と姉芙井の同

そんななか、浅井軍は34国丹

西のほうでは、大内軍、尼子

後に逃げた赤松を撃破、朝廷命

と共同して37国毛利領・安芸を

令を自ら果たした形になった。

落とし、尼子軍も34国山名領・

そして斎藤軍、１回目の朝廷

因幡を奪う。西の雄尼子がつい

命令のとおり、２２国朝倉を攻め

に浅井と境を接したのだ。

る。連合軍同士の不毛な戦いに

朝廷
劇l廷

命令

冒悪?1国r;iii】言瞳謝､l亘ij房二子にmIWD嵐むくし
|嚇虞)翰鴬1鯛lllll国,鰭'子に繊蝋瞳誼感し
Fに攻めこおくし’：
＝－－～‐￣＝＝￣￣ニニーニニＺﾆュー

1ＳＳＳ年Ｂ月

1ＳＳＢ年Ｓ月
『

｣

くなったのである。

脅鶴-勵仏:Aの思惑(1555年８月）
､露臺Ｉ鑿､議琴!:::ザ各チ･言ﾑの思惑(】弱癖箭苛

井の独走を許してはならＵと反

る浅井包囲網がしかれたのだ。

うかがっていた織田軍がついに

動き出す。２９国松永領・大和、

古日f罰冨ヨーーーー~￣￣￣莞一
朝倉軍

に何としても28国山城を落と

盟を結んでいるのでこれも生か
したい。
￣口

角一

僻元気藷辨歴》

織田軍
斎藤を撃滅する／しばらく時
がくるのをじっと待っていて、
がくるのをじっと宿
チャンスになったら一気に攻め
こむ。

こ…企劃ま三三二三＝－
鈴木軍

＝x鈩一ミーーニー￣字＝＝￣

まず31国摂津和泉を取る。そこ

を足がかりにできれば33国播
磨も落とす。早く攻めたいけど
磨も落とす。早く攻いたいけど
なかなか軍備が整わない…。織
なかなか軍iii力整わない…｡織
田｡長宗我部との同盟が心強い。
田･長宗我部との同盟が'､強い。
大内軍
尼子に共同軍を出してもらって
37国安芸を落とし、小早川隆景
３７国安芸を落とし、小早Jl1隆景
を捕らえる。尼子は機を見て打

倒。また伊予を奪い取って長宗
我部の四国統一を阻止する。

斎藤軍
何が何でも盆
何が何でも生き延びる／一応
延びる.ノー応
朝倉とは口約束を交わしている
朝倉とはｐｉＷ
Iを交わしている
が力をたく７
（たのち22国
が力をたくわえたのち22国越
前に攻めこｔ
前に攻めこむ。でもそれまでも
でもそれまでも
つかなあ……。
つかなあ…．

浅井軍

絶対に近江を守る／そして打
倒朝倉／よくも裏切ってくれ

たな。狙いは22国越前･２６国伊
たな。狙いは22国越前･26国伊

賀。また織田と協力して斎藤を
蕊また織田と協力して斎藤を

滅亡させるつもり。

尼子軍
42国伊予を占領して金品略奪の
４２国伊予を占領して金品略奪の
うえ捨てる。別勤隊で34国因幡
を取り状況の変化を待つ。大内
は共同軍を出して油断させとい
てスキをついて滅ぼす６
てスキをついて減l記す６
長宗我部軍
まずは伊予を取って四国統一を
まず回:伊予を取って四国統一を
達成する。その後は鈴木との同
盟を生かしつつ、３３国播磨や３５
盟を生かしつつ､３３国播磨や３５
国備前あたりに侵攻予定。

一

liiii鑿i篝ｉｉ曇

艫ｉｉｌ

ⅡＺ。

蕊iiiiii

勢

雰茨

､:

１０月、長宗我部室、大内と共

各チームのl；
各チームの思惑(1555年10月）
惑(1555年10月）

同して42国大友領・伊予を攻略。

朝倉軍
いよいよもって28国山城を奪

大内軍も長宗我部と共同して大
友に奪われた周防を取り戻す。

い取る。その後は反浅井同盟を

長期戦となっていた織田と斎

生かして26国伊賀・３２国丹波・
生かして26国伊賀・３２国丹波。
34国因幡と徹底的に浅井を潰
３４国因幡と徹底的に浅井を潰

藤の戦いは、斎藤もよく持ちこ
たえたものの、数に勝る織田軍

す／

略。これで再びＳか国となり、

うためにどこかもう１国取る。

浅井。朝倉との同盟ももう？
浅井・朝倉との同盟ももう？

残り時間は30分を切り、あせ
る長宗我部軍、同盟を破って３７

国安芸に攻めこむ。大軍を前に
大内軍、戦いもそこそこに退却

尼子軍
42国伊予を取り、３９国周防･３７
国と一気に攻めて大内を潰す。
東は浅井包囲網に任せて、３４国
因幡で浅井と最終決戦／時間
が～、時間がほしい／，
が～、時間がほしい.／

大内軍
コンピュータ大名の大友から周
防を取り戻す。そして全力を挙
げて尼子を打倒／もう玉砕し
かない。果たして生き残れるか

長宗我部軍

る大内義長が捕まってしまった。
｢助けてくれ｣と哀願するも、長

宗我部軍、無情にも首を斬る。
大名死亡によって大内軍も失格。
そして鈴木軍、浅井領の32国
丹波に侵攻するも、激戦のざな

朝倉から近江を奪い返す。また
27国丹後も狙う。許さん朝倉
２７国丹後も狙う。許さん朝倉
～／目(こもの見せてやる／
～／目にもの見せてやる／
織田が浅井包囲網に加わらなか
ったのがありがたい｡
ったのがありがたい。

鈴木軍
29国大和を取りたい。そしてゲ
ゲ．
２９国大和を取りたい。そしてゲ
ーム終了直前に山城を奪い取っ
て逆転を狙う／
て逆j幽云を狙う／

を決めこむが、なんと大名であ

浅井軍

四国を統一して、さらに錦木と
の同盟を破棄して3[国摂津和
の同盟を破棄して31国摂津和
泉をいただく。それで計６か国
で勝てる／

どうか？

かに無念のタイムアップ。

③大再Jiｴ,宮罵：｡n劃京クン｢力不
足も…｡、リ冊念」

欝禦 雛 鑿
鴎
1

t

ゲ：

ゲーム終了時 ＴｓＳＳ年ｗ月）

残急１１減r＝
滅亡子
筐チーム

ム

ガ警
了

時
グー

１

.Ｓ
Ｓ

Ｓ

年
１１

③諦藤丞珊M寸JE鱈皇祠笙力些iき

局

延びたか可たけど……」

一

議
戸

９

￣

戦い終わって夢のあと
「残りＳ分……１分……]0秒

熱戦の興奮もさめやらぬまま、

……Ｓ、４，ｓ、ｅ、１，そこ

閉会・表彰式にうつり、大会委

まで｣。カウントダウンととも

員長の編集部Ｆから浅井軍、西

に、午後Ｓ時30分、各チーム死

野・吉村クンに優勝カップと副

力を尽くして激突した戦いも終

員の目録が手渡された。応援団

わりを告げ、Ｓか国保有の浅井

もやんややんやの喝采。

軍が第已回大会の覇者となった。

そして最後はＢ耐恒例の参加

者全員による記念撮影となり、
優勝者已人を中央にカメラをバ

シャリ。熱い夏の１コマを鮮や
かに彩ったのであった－．
それでは最後に、参加者およ
びギャラリーのみんな、大会を
盛り上げてくれてどうもありが
③表彰式の図優勝を決め、喜びの西野・吉
村クン。２人とも本当におめでとう

とう。また、つぎのイベントの
とき元気に再会しよう／

⑭￣￣

記意龍祷

il il1i 1l i l li lI1 ilj i li il i l i l I1i 1l
￣～

r

Z貝と、’

Ｏ参加者１６名のみんなには大会の想い出を胸に、それぞれの毎日を頑張ってほしい

の力秘めたるマシン《壁画県．．”えびちん・？歳）☆「え」ではじまる和歌だとやっぱりＭＳＸネタが多かったみたい。３圓呑は「い」ではじまる和歌を送ってきてちょうだい。イラスト。Ｕｎｉｃ０ｒｎ

とばかり27国朝倉領・丹後を攻
已位グループに已差をつけた。

識

－２瓜一■▲__＝＝－

織田軍
２３国美濃と29厘l大和の長期戦
23国美濃と29国大和の長期戦
に勝つ。そして浅井の５国を造
に勝つ。そして浅井の５国を追

１１月、浅井軍、先程の仕返し

斎藤軍
生き延びたいなあ～・時間かせ
ぎをするつもりだけど滅亡必至。
ぎをするつもりだけと滅亡必至。
最後はきれいに散る……。織田、
うらむそも
うらむぞち

今月のお題は「え」。⑤選ばれて採用されるプログラム最近レペルが高いんじゃない豆蔵凛珍松下英敏．？蔵〉③Ｍファンの付録ディスクも肥枚どんどん進化で先が楽しみ《塁尽都／豊住祐充ぅ歳）⑲ＭＳ
Ｘ新作発売予定表最近大変さびしい限りじゃあＩリまぜんか羨城県〆酒出智之・旧歳）●エールを送れソフトの本数増やすためＭＳＸ今絶頂〈鳥取県“／金平誠・西歳）●Ｍは未知Ｓは進歩でＸは無限

の前に屈し、ついに滅亡。

蝋纈蝋１１

歌Ｆ
詠む会

H寺間よ止まれ１１

》
園 鎧ＭＳＸ人気キヤラ･コンテスト１
秘色図鑑|ＭＳＸ人気キヤラ･コンテスト！

箪末年始②特別遊画／Ｍ忌萸のゲームをど紅だけ楽しみ、愛したかを闇う－大イハ：ン卜灘００．壱り
．１／ＭＳＸのゲームをどれだけ楽しみ、愛したかを問う一大 イベント〃のつもり

；Ｉ

突然だが全キャラクタて人気投票をしてしまうぞ

：

ＭＳＸが誕生してもうＳ年。

転縮小してしまうことだろう。

Ｍファンだって巳周年を迎え、

そこでいちばんキミの脳裏に焼

その長い歴史のなかに出会った

きついている姿は何だろうか。

ゲームは数知れない。アクショ

今回の桃色図祷は新装開店記念

′私鯵ごれ 琶繼苛關、

ンやＳＬＣにハマリ、ＡＶＳや

として、会までＭＳＸで出た全

ＲＰＧのエンディングに涙し、

ゲームの全キャラクタを対象に、

春夏秋冬シューティングだった

人気コンテストを開催してしま

あの日々を思い起こしてみよう。

うことにするぞ／

あのときの胄舂の鼓動は感動の

好きなキャラクタだったら何

嵐となって、心のなかを拡大回

でもＯＫ／男でも女でもメカ

参考として編集部のみんなに思い
出のキャラを聞いてみた。●ささ
や～トマト姫『サラダ国のトマト
姫』②シゲルーピンクのぺんぎん
「ぺんぎん〈んWARS』②ちえ熱

～ソリッドスネーク『(同名)』③
コルサコプーＭＲＧｒ激ペナ』(８８
年８月号参照)●Orc～ミリカ
『ザース』⑨あじ～STAGE13の白
骨死体｢悪魔城ドラキュラ』③か
ずちよ～牙王『プライ上巻｣⑨北
根編集長～ベッキーrおてんばベ

でもモンスターでも建物でもア
イテムでも隠れでも何でもアリ

テクノポリスにいる、にゃん☆

票もキャラに対する愛情表現と

～プレイrFRAY(ＭＳＸ２版)』⑮

してやっぱり○Ｋ〃イラスト

がまニーワーベアー『カオスエン
ジェルス』②わたし、YADAYO
～ダンボール『メタルギア』⑪お
さだ?~ルーシャオ『付録ディス

を描いての投稿は大歓迎だ〃
｢ﾐﾙjl寸IUiDlYトクラリ街」肋ミル”□沖両刃

③要は｢プリ〆｣のミス・コンと同じ。しかし
星の数ほどあるキヤラだから規模は大きい

参考

■鄙＝示巫弱，

ッキー』(９年前のゲーム)⑨今は，

アリ。さらにウケねらい、組織
ﾘｶﾞﾛ鋪功･弥川ン噸,力脚クレ認ﾜｪ動ノ5,ﾁfIIiI

⑨CDも発売されて、人気再燃の｢スナッチャ
ー上担当YADAYOの２押し

数々の作品を生み出したＭＳＸ
だから、どんなキヤラがノミネ

、ク』｡･･…みんな、何考えてんの？

ートされるか楽しみ。

’
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管らきい宵0カ両

_i;鑪琶
量i蔓鑿：！

０人エ無能の｢エミーII上うまく口説けばエ
ッチもできる。WlDAYq3押し

ノ

読樹アンケート蹴が竃による人気ソフト (10月号集計分）
読者アンケートはがきによる人気ソフト(10月号集計鋼

現在の人気ゲームは何なのか、１０

2位|ｲｰｽＩ

月号読者アンケートの｢実際に遊

兵。□

けたらこ二、２通
好つけ
』係霊へ、答えを知っている人は『Ａ」
轡通り抜けできます．ゲームの答えが無りたい人は『Ｑ」係霊へ、答えを知っている人
Ｐ「Ａ」係筬で。⑤オレにもいわせるノごＳＬＧの不満はこちらまで。イラスルも禺癖隅宅如歌を詠む会十五・
謹稿。ゲームのそ畠，ワル技をみ
七・五
妾皀ぞ」も
・七・五・七・七の和歌奄一読んで二
労お題用のイラスⅢ
ヌトもよろし～⑤新コーナｊタイトル未定上そのほかなんでもありのコーナー 撮響摩札るとゲームペ歓丞聖テレカのいずれか浩プレ鷺ン卜（轡の「製と二○はのそふあて先蟠〒川重
大薑鬚京都港鳫麺砺‐「叩７７‐Ⅲ 叩雌（。ｖ八６戸ｒ八凡剛込瞬鰐罎
編集殻ゲ１ム十字軍』それぞれのコーナーまで

鐘

んでおもしろかったソフト」を見
てみた。人気ゲーム＝人気キャラ
という公式はありがちだけどね。
ちなみに同率２位に『武将風雲

録』、４位に『三国志Ⅱ』がランク
イン｡以下『大戦Nlm』IYK]影都市』
｢ソーサリアン』｢FRAY』と続く。
このアンケートでは古いゲームは

対象外なの趣

③キヤラ゜コンも5N忌命切蜂応耳ロコ際lHL何遠③未だに人気を保ち暁ける名作ARPG･アイ③男性キヤラがご=まT璃暉を伸ばせるか【#

、いつが。`U)エンデイン”､も麹いてね－ナロ'ノリアもレア占うXjW:)恋/Ｌ詞鐵雷の題EB惜讓にかかっている17

／liii蕊のきまり｡ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ鯛篇しているぞ、 '１１罵号当選者発表
応募はハガキに住所｡氏名｡年令。
応募はハガキに住所｡氏名｡年令。受賞ゲームは持っているわけだか
電話番号と、キミのもっとも印象
電話番号と、キミのもっとも印象ら関連グッズとか、貴重な絶版ソ

全国の美少年ファンのみな様。１１
月号て募集したアンケートでのプ
レゼント、、聖闘士星矢｣ポスター
の当選者発表でございます。まず

に残っているキヤラの名前と登場フトなんかをプレゼントしようか
に残っているキャラの名前と登場
ゲーム名、－番印象に残るシーンな～と考えている。当選者は１位
ゲーム名、－番印象に残るシーン

も轡く゜たとえば｢アドル／イース
も轡く゜たとえば｢アドル／イースを選んでくれた人のなかから数名。
Ⅱ／オープニングでスッ飛ばされ
Ⅱ／オープニングでスッ飛ぱされそれとは別に、例によってじょう
ているところ」とか｢ペトロビッ
ているところ｣とか｢ペトロビッずなイラストやおもしろいノミネ
’千／Ｒｎスナ､ソチャー／ベッドの－卜のハガキからも選武ぞ６
チ／SDスナッチャー／ベッドの
上で危篤状態のところ｣という感

、

じ。直前データのユーザーディス
クも送ってくれると写真が撮りや
すいのでうれしいな。返送はしな
いけど６応募は、ハガキ１枚につ
き２つのキヤラまでＯＫだぞ６し
め切りは93年１月15日まで｡年賀
状がわりに送ってきてほしい。そ
して恒例？のプレゼントだけど、

は、嶺上開花(神奈川県)サン。キ

ミは美形を見る目が肥えているぞ

（じつは担当者と好みがまるで同
じ)､それから､漫画家志望で荒木
キャラファンの佐野誠(岡山県）

鱗|鱸

クン、そしてイラスト付に負けた

ので綴喜終(宮城県)サンの３人
に決定。みんなのハガキを見てみ

ると、やはり『プライ』の幻左京は
ダントツ人気だった。Ｍファンに
は荒木ファンが多いのかも。とい
うことで次回の参考にさせてもら

刀ＢＴ＝

③もちろん美少女ゲームも０Ｗみんな

のハガキを彼女たちも待ってるよ〃

、

ノ

、

|i鑿蕊iii篝

うからね。（かずちよ）

鶚織騨鱗織ilmiiHo

Oおーい綴喜終この目のデ力いキヤラは
だれなんだよ－つ、教えてくれ－。いって

おくけどナルサスはわたしのモノだからねノ

プログラムフ

ア

ンの

函

￣＿

新年あけましておめ篭とうございます。あけて灘
いけど。正月琶あろうとなかろうと、大富豪はお
もしろいし、ソフトハウスの経営もスリリングだ。
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塁ＳＬｌＭＥＷＯＲＬＤ………………………34／5５※回はプログラムです。
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隆

※ターボＲは
滋夕・ボＲは

､垣FmMY亘圃,/2＋ＲＡＭ１Ｂｌ＜鶯窪IyFlF；
【Z函M画2/2＋ＲＡＭ１ＢＫ標準モドで
bｙＭｌＰＳ
脾解説は42ページ
bｙＭｌＰＳし解説は42ページ

投稿ゲームには、スクロールく。自機は左右にしか動けない遊んでみるとクイクイツとひ運が働き、自機は流れていく。
投稿ゲームには、スク亘一ルく。自機は左右!Ｅしか動けない遊んでみるとクイクイツとひ速が働き、自機は流れていく。

ゲームが多いが、このゲームもし、動く以外の機能はいっさいきつけられ、なんだか気持ちいだから、狭いすきまを通るとき
ゲームが多いが、（Zのゲームもし'、動く以外の機能はいっさいきつけられ、なんだか気持ちいだから、狭いすきまを通るこき
そうとう典型的な｢スク[１－ルない。進むうちに道は細くなり、し１゜それは、道の中央あたりかは運を大仁まかせて突っ切った
そうとう典型的な｢スクロールない。進むうちに道は細くなり、い。それは、道の中央あたりかは運を天にまかせて突っ切った
ゲーム｣だ｡スクロールしていくいつしかボガーン。で、ゲームら左右へと流れている重力波のり、広い道は中央あたりをバラ
ゲーム｣だ｡スク１トルしていくいつしかポガーン。で、ゲームら左右へと流れてし〕る重力波のり、広vl道は中央あたりをバラ
ようなものがスリリング､だから
ギザギザの道を、両端やブロッの成績はポガーンまでどれだけンスよく飛んだりと、変化に富
ギザギザの道を、両端やブロッの成績はポガ・ンまでどれだり゛ようなものがス1ルングだからンスよく飛んだり仁、変化に富
クにあたらないように進んでいもつか。平凡なゲームだが……。だ。パターンの流れる方向へ加んだ飛行が楽しめるのだ。（．）
クにあたらないように進んでいもつか。平凡なゲームだが……。だ。パターンの流れる方向へ加んだ飛行が楽しめるのだ。（二）
、
〆、
〆
Ｌ曰Ｌ」
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③

国温

菱

１
Ｏゲームスタート。自機の付近から左右に重力波のようなも
Ｏ重力波におされて右へ少し
。どんどん進んでいくと、道
Ｏ重力波のせ いてゆらゆらながら狭い隙間をとおっていくの
Ｏゲームスタート。自機の付近から左右に重力波のようなも③重力波におされて右へ少しＯどんどん進んでいくと、道Ｏ重力波のせいでゆらゆらながら狭い隙間をとおっていくの
動いたのがわかるだろうか
の力学つと出つづけている。自搬に注目してすぐ右の写真へ
力繍１Ｍ〈なってくる
は至融の尊島 ニニまで来たのもほとんとTI鳴然の連続
のがずっと出つづけている。自機に注目してすぐ右の写真へ動いたのがわかるだろうか力滞'11<なってくるは至難の業。二二まで来たのもほとんと偶然の連続
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、
立Ｉ

，

９
9日
zｇ２Ｇ

このマークは左から、［画面部門、一般部門、Ｄ部門を表します。一般部門のマークの数字は、そのプログラム
が、画面、行の長さを持つことを意味しています。また、、部門の、の下にある数字は、その作品のファイルサ
イズの大きさで、バイト単位。複数ファイルの場合は、それらをあわせた場合の数値です。

2７

［ターボＲユーザーの方△「※ターボＲは標準モ１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。ＤＯ
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

グラビットツー
｣鶴； 『ａ
Viｔ ２！…w‐
rEIv
ｒ、

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。

｜□」。国ト’二く正①

左 右に揺さ
I《られながらひたすら上へ
ﾖに揺冊 ぷられながらひたすら上へ

一ＯＬ。正くつと江

と力
中指
旨とカーソルキー
が熱くなる、
中指とカーソルキーが熱くなi
しれつ

あるアリの 熾烈な 戦い
識い
あるｱﾘの熾烈な
|鰯’
ｂｙ夢ﾈﾎ楽遊睡し解説は44ページ
園|雰蕊鍵

Eu豆HIH垣912/2＋ＲＡＭ１ＢＫ※ﾀｰﾎﾞRは
ＲＡＭ１ＢＫ蕊ﾀｰｼﾞﾄﾞRは
標準Ｅ－ﾄﾞで
標準モードで
むかぐらゆうすい

>解説は44ページ

これは、アリとアリクイの熾指で
Lそれは、アリとアリクイの熾指で:b、左手でも、足の指で芭なみんが登場。これを取ると舌
烈な戦いを描いた記録である。いい
烈な戦いを描いた記録である。
いいのです。とにかく力・ソルの動きが鈍くなる。が、なんと
ようしや
ようL中

キミは１匹のアリとなり、容赦
キミは１匹のアリとなり、容赦の左
の左右でア;ノクイの攻撃をかわわざと舌につかまらないと取れ

なく襲いかかるアリクイの舌をし、
なく襲いかかるアリクイの舌を（八万が－つかまったらくわれないのです。・午琶シー〃
かわし続けねばならない。
る前
かわし続けねばならない。る前にカーソルの下を連打しま：Uラウンドごとにアリくんか

では右手の中指と人指し指をしよ
では右手の中指と人指し指をしよう。それ～シ〃．.ありがとうjといってくれま

用意しましょう。いや、別に親曰
用意しましょう。いや、別に親Ｓラウンド以降からは、ア:ノ……って、ウソウソ。（シゲル）

'刀
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Ｉ

「

③とにかく、
せ裏りくる舌をかわせばいいのです。１０
⑧とにかく、せまりくる舌をかわせばいいのです。１０

ファイトお～／
いつば~っ〃

■●

一□」三○三三四牌

いてるのはなぜ？教えほしぞ テ薬品って、必ずＣとかＶつＯ屋れが噂のアリなみん。実際、こ

０ラウンド力進むと舌の動き力速くなる。つかまった

らくわれるHtIにカーソルの下をl緬皿l-たたくのだ

回かわせばラウンドクリアよ
回かわせばラ
ウンドクリアよ

のぞいてごらん、夜の星を

、三丁｡「

篭 唇 函天文ｼﾐﾕ ′■
シ
超低速天文ｼﾐﾙｰｼｮﾝ
l蟻iｌ
騒縣笛RAM12BK
WrI三iiM2/2＋ＶＲＡＭ１２Ｂｌ＜
ｂｙＭＩＰＳ

し解説は45ページ
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夜の空をみあげると何が見えが、このプ:]グフムでは夜の空設定します。月は1-12月、ｔ｝しばらくのあいだ星の動きを
夜の空をみあげると何が見えが、このプログラムでは夜の空設定します。月は１～]２月、曰しばらくのあいだ星の動きを
るでしょう？月、飛行機、人にかがやく星座をあなたのデイは１、Ｂ、１５，２２曰のいずれか、一生懸命に計算したあと、吉れ
るでしょう？月、飛行機、人にかがやく星座をあなたのデイ’よ、Ｓ、：５，２２ｉ１のし】ずれか、…生懸命|ご計翼したあと、きれ
工衛星、ウルトラの星、フェナスプレイにおとどけします。時間は0-23時、分は０，２０、いな星座がディスプレイ－面に
工衛星、ウルトラの星、フェナスプレイにおとど:ノリます゜時間はこ～23Ⅱ寺、分は(;、２()、いな星座がディスプレイー･面に

リナ…サなどいろいろありますまず、画面Ｆのほうで::付を４０分のいずれかです。次の＝’表示されます。よく見ると星に
リナーサなどいろいろありますまず、画面下のほうで日付を４０分のいずれかです。次のＬ’表示されます。よく見ると星に

ＮＥは星座を線で結ぶかどうか、よって明るさまでちがうのがわ

①尼月８日、午後旧時の弩たまにはＭファン片手に星を見
るのもいいかも。８日に買えなかった人は残念
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の’２

｡月
い８
し＼

E｛

堂

午

８

10

か

後

日 時
に の

写
え

~で

か 主
っ

た は
人 Ｍ
は フ

■い■

ｎｑ

Dap･I

,.．。・・ｊ・地）
■●ＧＢ

Ｉｄ

，…。。＃鋤
…′
■ﾛ

ＤＵＯ

蝋

UⅥｌ

ｖｌＩ・

ｺﾑﾘⅡ

;二

ユ量肩
ＥＩＩ＝
ユ旦自急曰

■｡□ⅡUUI

盧パ鈴辱鎌爵臓…脚

Ⅱ尹海
可、

s〈澪l:iii蕊鱗。

④
鴎

ア

片
手

したらリターンキーを押します。でかえることができます。（お）
したらリターンキーを押します。でかえることができます｡（お）

４

ン

を
見
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ＮＡＭＥは星座の名前を表示すかります。星座の名前の点滅の
るかどうかです。すべてを設定スピードは数字キーの１からＳ
るかどうかです。すべてを設定スご－ドは数字キーの］から曰
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⑧星座の名前を表示させてみる。イマイチＯLINEをOFFに゛すると二んな感じになる、
Ｏ星座の名前を表示させてみる。イマイチ③LINEをOFFにするとこんな感じになる。

わかりにくいのはご愛ｉ爵どれがどの星座かわかる？
わか'ﾉにくいのはご愛1冊：どれがどの星座かわかる？
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だ４」は、わんだふお－と読むらしい
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がらのプレイとなる。
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主人公のスタミナが減るのは、
主人公のスタミノが減るの(み、

歩いたり、走ったり、跳ねてく
歩いたり、走ったり、跳ねＺく

二号錘ふど唖斗曾
二号錘鼻乞診翰斗冨

るネコにあたったり(ネコが飛
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んでいるとぎ)､石につまづいた
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謬謬霧
霧醤琴

り仁れij回避不可能)したと･き･
り(これは回避不可能)したとき。｜

これを回復させるにはじっとしｏ飼い主の走る姿力生き生きとしていていい｡画面下に2つのバラ〆一夕と口笛がふける回数(◆であらわす)が表示してある
これ蚕□!復させるには(》っとしｏ飼い主の走る姿か雀き生きとしていていい』i面面下に２つのパラメータとロ笛かii､ける回敷(◆であらわす>力雲示してある

ていたり、愛犬や、ほえてくるなでているあいだは車や人在や－.作者の手紙には｢エンディン
でいたり、愛犬や、｜云えてくるなでているあいだは車や人をや…｡作者の手紙にはFエンフ雪イン

犬を蹴ったりすればいい。また、りすごせる。先走りすぎて車に・グガプリンセスメーカー並みに
犬を蹴ったりすればいい【，また、りすごせる。笑走Dgjぎて車にグがゾリンセスメ…力…並みに
愛犬は向かってくる車や人にあぶつかりそうになった愛犬は、Ｓ種類ある｣と書いてあり､散歩
愛犬は向かってくる亘Iや人iこあぶつかりそう`■な弓」た愛犬は、Ｓ種類ある=と書いてあり､散歩
たったり、ほえてくる犬に遭遇□笛をふいて呼び戻し助けてあできた距離に応じてエンディン
たったり、ほえてくる犬Ｉこ遭遇口笛をふし〕て呼び戻し助けてあできた距雛,ｴｰ応じてエンデイン

扇いけよみ鈴竺＝｡ごりど念おt:うのす’
缶l1qｺﾞﾑ弓令=己で▽ととお言うのすし｡
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したり、飼い主に蹴られたり、げよう。□笛がふけるのはＳ回グが変わるらしい。わたしはＳ
したり、飼い菫に蹴らｵしたり、げよう。口笛がふけるのはＳ回グが変わるらしい。わたしはＳ
邑心blLb陣？土色Ｂｍ
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画面の左端までいってしまうとまてて、これは増えたりしない種類しか見たことがないが、こ
画面の左端までし1つてりまうとまでで、こｵLは増えたりしない種類しか見たごとがないが、こ
の作品の解析担当者によれば
興奮度があがる。これを下げるから大事に使おう。
興奮度があがる。二れを1,げるから大事「こ使おう!】の作品のﾙﾏ折担当者(届よれば
Ｉこはカソルキー･の=､在押しﾉて興奮度が100を超えるか､スタＩ最後のエンディングはちよっ０８０メートルぐらい筒蟻して終わると､愛
にはカーソルキーの下を押して興奮度が100を超えるか､スタ「最後のエンディングはちよっｏ180メートルぐらい散歩して終わると､愛
犬力謡って人を襲うエンディングになる
大力ViZ1って人を襲うエンディングになる
愛犬をなでなでしてやるのだ。ミナがＯになるとゲームオーバと凝ってる｣ということだ｡(ち）
愛犬をなでなでしてやるのだ。ミ･ノが(〕になる｣-ゲ・ムオバと擬っこるjということだ｡(ち〉
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⑧向こうから歩いてくる人に愛犬を蹴ら③愛犬がおしっこをしているだけだ力（③ロ笛をふくと愛犬が-生懸命、走って｡ちょっとひどい手段だｶﾐ愛犬を蹴つ
Ｏ向二うから歩いてくる人に愛犬を蹴らＯ愛犬がおしっ二をしているだけだｶﾐＯロ笛をふくと愛犬が一生懸命走って⑧坊よっとひどい苧段だが､愛犬を蹴つ
れないようにおさえておこうこのとき飼い主のスタミナが減るのだくるのがうれしいねてスタミナを回復させる
れないようにおさえておこう二のとき飼し崖のスタミナが減るのだくるのがうれしいねてスタミナを回復させる
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するので、徹密な計画が必要。
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⑬技術開発開発力を上げる
⑨技術開発開発力を上げる
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ＰＺＧ＝パズル、ＲＰＧ＝ロール

えてくれない)。

図ることも忘れてはならない。
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言毎コ

アクション、ＡＶＢ＝アドベンチ
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社員教育にあて、会社の強化を

＃・■■

表｡ゲーム名とジャンル(ＡＣＴ＝

な(どこが)夢をこのゲームIまか

さらに売りあげを技術開発や
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与ついい
戒ば燕弓一
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噂がゆき煕
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ウハ豪遊｣などと考えている人
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②新作発表開発するゲームの発

もいるだろう。そんなささやか

にゲームの開発、ときには宣伝

宮原
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５，問ＥＨｎ歴Ｅ展１割割芝屯廷邸歴ＥＴＲＨＲＨＵ

■‘

コマンドの解説

ムメーカーを設立、大ヒット作

●宣伝開発中ゲームの期待度を
②宣伝開発中ゲームの期待度を

)資金技術開発、社員教育、三．発売予定開発中ゲームの発売
○資金技術開発、社員教育、宣○発売予定開発中ゲームの発売

上げる

伝に必要。発売、再販で上がる予定曰。遅れると期待度半減。

⑮ＰＡＳＳ何もしないでその月
●ＰＡＳＳ何もしないでその月

◎開発力主に完成度の上昇率に◎期待度開発中ゲームの期待度。
◎開発力主に完成度の上昇率lこ○期待度開発中ゲームの期待度。

を終える
を終えを

影響(最大200）
売上に影響(最大200）
影響(最大200）売上に影響(最大200）

◎社員能力主にゲームの売上に◎完成度開発中ゲームの完成度。
○社員能力主にゲームの売上に【〔，完成度開発中ゲームの完成度。

－カー｣とか｢ドナクエＶ｣など

影響(最大200）
'00にならないと発売できない
影櫻<最大200）1001こならないと発売できない
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ば○Ｋ．ゲーム終了時には発売

◎ゲーム名開発中のゲーム名◎はやりのジャンル現在はやつ
｡ゲーム名開発中のゲーム名○はやりのジャンル現在はやつ

◎ジャンル開発中ゲームのジヤているジャンル。はやりのジヤン

したゲームの総タイトルや総売
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ルは売り上げが高い。年が明ける
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編集部舅の社長ぶりを拝見
（編集部員の社長ぶりを拝見
亘

）

仮にも、パソコン誌のＭファンだからして編集部員もゲーム業界にくわしいに違いない。その仮定のもとに社長としての力量があるかその手
仮にも、パソコン誌のＭファンだからして編集部員もゲ…ム業界にくわしし;に達し1ない。その仮万2のもとに社長としての力量があるかその手
腕を披露してもらった。でもホントはかってに遊んでいたのをひろってきただけなので見苦しい点アリアリだがそいつはご愛橋。
腕を披露してもらった。で:巳ホントはかってに遊んでいたのをひろってきただけなので見苦しい点アリアリだがそいつはご愛婿。
ひろう

五万円さきや社長アイドル天使ｏｒc社長ガマック社長
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ことはある蓬でも、２つ目のタイトルは何じやい４」って｢ママと４才｣の略とばかり思っていたぞル名にも．ったという力（オレは責任もたんからな
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－ドがあっても、カードを指定自分の手札から好きなカードをといけない。また、曰からＳに
■基本的なルール
－ドがあって:E,、カードを指定自分の手札から好きなカードをとい【すない。また、ＰからＳに
因基本的なルール
プレイヤーはコンド?－１－夕が
プレイヤーはコンピュータがせずリターンキーを押すとバス出すことができる。
つながる連番は存在しない。
せずリターンキーを押すとバス出すことができる。つながる連番は存在Ｕない。

あやつるほかのＳ人と対戦する。になる。カードの強さはＢが最カードの出し方には、１枚だ■トレード
あやつるほX]､のＳ人と対戦する。
になる。カドの強さはＢが最カードの出､ﾉ方には、１枚だ■トレード
１回戦はフンダムに碩害が決瀞
１回戦はランダムにlll頁番が決定弱でＫまでは数字の大きい１１頁、け、同じ数のカード巴～４枚組、貧民のときは富豪に１枚、大
弱でＫまでは数字の大きし}順、け、同じ数のカードＥ～４枚組、貧民のときは富豪に１枚、大

されるが、巳回戦以降は大貧民ついでＡ、＆ジョーカーとな連番のパターンがあり、同じパ頁民になると大富豪にｅ枚、強
されるが、二回戦以降(よ大貫氏
つし】でＡ、巳、ジヨカ亡な連番のパタンがあり、同じパ貧民Ｌなると大富豪にＰ枚、強
り､ジョーカーが最強となる(通ターンの強いカードを出さなくいカードをわたさなくてはなら
り､ジｉｌ－ﾉｊ－が最強となる(通ターンの強いカドを出さなくいカードをわたさなくてはなら

が最初のカードを出す。
が最初のカドをＰ４す。

はじめのプレイヤーが手札か常の大富豪ではジョーカーはオてはならない。ほかのプレイヤす(はじめに強制的にわたすこ
｜びじめのプレイヤ…が手札か
常の大富豪で{‘ジョーカーはオてはならない。ほかのプレイヤす(はじめに強制的'Eわたすこ
ら好きなカードを場に出す。つ－ルマイテイとして使えるが、－の残り手札数は画面卜の名前とになる)､かわりに相手のいら
－ルマイフーイとして使えるが、－の残り手札数は画面上の名前とになる)､かわりに相手のいら
ら好きなカードを場|こ出す。つ
ないカードをうけとる。富豪、
いで順に場ﾈ:｣より強いカーⅨを
いてⅡ|頁に場札より強いカードをこのゲームではオールマイテイの右に表示される。
このゲムではオールマイノ%イの右に表示される。ないカーＫをうけとる。富豪、
大富豪になったときは、逆|こい
ではない)｡自分の出した弐・ド国勝利条件大富豪になった｣･きは、逆【こい
場に出していき、手札がなくなではない)｡自分の出したカード■勝利条件
場に出していき、手札がなくな
をばかの全員がパスしたばあし1，早くあがった||頃に大富豪、富らなし1カードをわたす(Zとがで
ったらあがりとなる。出せる力をほかの全員がパスしたばあい、早くあがったⅡ頁に大宮豪、富らないカードをわたすことがで
ったらあがりとなる。出§ぞるﾌﾞ」

１イ｡豪、平民Ａ、工民Ｂ、貧民、大きる。Ｌ了のとき(己、カードが配
豪、平民Ａ、平民Ｂ、貧民、大きる。このときは、カードが配
豪、平民Ａ、工民Ｂ、貧民、大
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インになり、最後鹿カードを出した人がませる。い・そ他の全員バスすとアゲ

（曹取後に出たカードにたいして他の全員がバスするとアゲ
インになり、最後にカードを出した人がまた出せる

写

貧民と階級がつけられ、残り手られた時点て､、いらないカード
貧民と階級がつげられ、残り手
られた 時点.で、し〕らないﾌﾞ；ド
を選択 する。
札数の右にビルが表示される。を選択する。
札数の右にビルが表示される。

大富豪は已軒、富豪では１軒の国革命
大富豪は已軒、富豪では１軒の■革命
|司Ｕ数の力。 ドの ４枚組 が出
ビルが建ち、先に１０軒のビルを同じ数のカードの４枚組が出
ごルが建ち、先に１０軒のピルを
とな り、以 降カ
されると、革命
されると、革命となり、以降力
建てた人の優勝になる。
建てた人の優勝になるｓ

|ａ連番
■連番

－ドの強さが逆転する(ジョー
ヨー
－ドの強さが逆転する〈ジ

連番として出せるのは同じスカーが最弱、Ｓが最強)。この効
L’て ﾄｰ:t土るのは同(>ス
連番と
カーが最弱、Ｓが最強)!】こ の効

－トでＳ
－卜でＳ枚から。そして、たと杲は１ゲーム中のみ有効。
枚か ら。そくﾉて、元と
栗は１ゲ…ム中のみ有効。
えばＳ、
えばＳ、４、巳の連番のときは、■都落ち
４， 己の連番 のときは、
画都落ち
大富豪がほかのプレイヤーに
４，ｓ、Ｓでも出すことができ大富豪がほかのプレイヤーに
ｓで :t〕出すこ とかでき
４，巳、
る。なお、このときはく小さい先にあがられてしまうと、大頁
る。なお、このときは（小さし】先にあがられてLﾉまうと、大貫
数のカードから111頁に指定しない民になってしまう。（お）
数の/Ｊ－ｌ<から順【こ指定しない民'0苗なってL,まう。（お）
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手持ちの魔法
プレイヤーが拾った保持型魔法は

各プレイヤーの魔法表示欄にキー
プされる。魔法表示欄が魔法でい
っぱいになっていると拾うことは
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膣

エョ．凶ユト」こ□二（圧縮ファイル）※再起動はＤＯＳのコマンドラインで、「召ニーニロ面
コ
ト

拾った魔法の名前とその効果、お
よび、プレイヤーの入力待ち、現

卜ⅢネーIＦＵ
雁』トィ;上

在の状況などを表示

できない

ヨ

カ
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魔法を拾ったり使ったりしたとき
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￣

プレイヤーの名前と現在のＨＰ／
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する保持型魔法がある。効果は

右の一覧表を見てくれ。

＜Ｂよく骨人拷<＄Q

hrlUl応

一プされ｢つかう｣で効果を発揮

藤］

魔法一覧表
魔法の名前

効果

またこのゲームの隠し味とも｜保持型魔法(手持ちの魔法にできるもの）

いうべき要素にプレイヤーの｜フアイヤ｜相手１人に対し､ｓ~sのﾀﾞﾒｰｼﾞを与える
「話し方｣がある。これはプレイ
ヤーの名前などを入力するゲー

ブリザードﾌｧイヤの強化版｡Ｓ~13のダメージを与える
サンダーファイヤ系最強。］5～20のダメージを与える
ヒーリング自分のＨＰをＢ～]O回復する

③ESCキーを押しながらｹﾞｰﾑを立ち上げムエントリー画面で設定。リカバリーヒーリングの強化版。２０～26回復する
るとＢＧＭテストに入ることができる
「はよ－ん｣や｢だめでちゆよ｣が

サルベイションヒーリング系最強。ＨＰが完全向復する

ちょうど１年前のファンダム飛び出す｢へんしゅうぶ｣やなんアシツド自分以外の全員にＢ～Ｓのダメージを与える

に｢ＣＡＲＤ－ＢＡＴＴＬＥ』とだかウサン臭そうなガイジンをトルネードアシツドの強化版。１０～15のダメージを与える
いうゲームがあったのを覚えて思わせる｢フオーリナー｣、パソ
いるかな？会回紹介する､ｒＭ天も担当しているあじも絶賛

ニユークリアアシツド系最強。］6～22のダメージを与える
ポイズン

相手１人を毒に侵し、じわじわとＨＰを奪う

ドレイン

相手１人からＨＰをＢ～Ｓほど吸い取る

ＡＧｌＣＢＡＴＴＬＥＪはそ（？)の｢ばそつう｣など、いろい’－．へ`－．，１－￣￣￣￣
スリーブ相手１人をしばらく眠らせる

の『ＣＡＲＤ－ＢＡＴＴＬＥ』をろあって楽しいぞ。

グロウ自分の最大ＨＰをＢ～12増加する

パワーアツプ｡４人までプレイ●ちょっとオマケ｜リバース｜Ⅱ頂番を逆にする

可能になり、○○Ｍ対戦、ウオこのゲームを途中で止めて、｜ＨＰクロス｜対角線上にある１組のＨＰをいれかえる
ツチモードも搭載。Ａ＝ＵＳＲ(Ｂ)と入力。あるゲ｜直効型(ひろった時点で効果をあらわすもの）

ﾙｰﾙは自分以外のB人のプ－ﾑのｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾃｰﾏがな’ｺﾞﾂﾄﾞいちかわ|全員のHPを完全回復する

ﾚｲﾔｰ種敵にまわし雲穰藝がれるけど何のｹﾞｰﾑかキミ鰹いちかわ鳶劉欝彌しばらく邪…れ愚

様さまざまな魔法を駆使して相にはわかるかな？（シゲル）サイレントＢＳＭを消す

彗謡嚇竺:ご'１ﾋﾞ墜驍=|，蝋露ｉｌニグツト雪謬調雪抓てし＝
画面で設定）戦って勝利数の多

ビッグバン｜ミスの強化版。Ｓ～１７のダメージ

いプレイヤーが優勝。，隅鴎一’ディザスターＨＰの最も高い人と最も低い人のＨＰがいれかわる
魔法は｢ひろう｣で手に入るが

MIE::写

カース回復魔法がしばらくきかなくなる

寵遡111ストレングスンファイヤ系、ヒーリング系､アシツド系の魔法を強化
何が手に入るかは運次第。魔法,鴎`…霞
迩にも、P層、アベレージ全員のＨＰを平均する

には拾っただけで効果の現れる③｢もとき｣にとりつかれるととんでもなデススペル画面が緑と黒になる。この間にデススペルを拾うと？

直効型、手持ちの魔法としてキい二とがﾊﾟﾝﾊﾟﾝ起きちゃう。助けて－
3２

デジェネレイト最大ＨＰがＳ～７減少する
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⑧静かに淡々と物語の幕は開く。主人公は
宇宙飛行士６そして……
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｢ＲＰＧは時間がかかるし､し
「ＲＰＧは時間がかかるしﾉ､レ

ベルアップが面倒で……｣とじ
ベルアップが面倒で……Iとい
うＲＰＧ敬遠派のキミにもぜひ
うＲＰＧ敬遠派のｷﾐｲﾆｰE,ぜひ
プレイして欲しいゲーム、それ
プレイし,て欲しし1ゲーム、それ
がこのｒＡｎＯｔｈｅ「Ｌａｎｄ』だ。
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ｄｑＴ毛ｒ－?Ｌ丁軍営
＞ＰＫこうL十…き
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が､ぬさつ寸尋
力､ふさ-ｺご-轟
くす□室=が弓
く寸○室つぉ唾う
にIき､､弓
Ｉこ【ナ､､ご

⑨

が￣きづく⑬とくしゆこうけ…芒
が￣きつく⑬とくしゃこうけ､七壱
烈罫－．１=巳已めた､~けや､吉甦蜀た淀左
ワョーンに己らめた､~け雫､＝甦蜀?Eえた

敵識別ウインドウ

|;鑓薑

1蔓、中では会嫌iでき
街の中では会話でき

るﾉＷｉを表示ｂまた
る人物を表示。また
敵とのjijliB;1時は行動
敵との】iii闘時は行動
を選択する画面にな
を選択するiE図面にな

られたダメージなど

を表示。重要な会話
を見逃さないように

|まずだ。
っていないので、敵と遭遇した
はずだ。っていないので、敵と遭遇した
主人公はＮＡＳＡの宇宙飛行らひたすら逃げるのが賢明。ま
主人公はＮＡＳＡの宇宙飛行らひたすら逃げるのが賢明。ま

士。原因不明の事故でとある惑ずはこの星の住人と言葉が通じ
±･原因不胆の事故で+ある慾ずはこの星の住人ぞH言葉が通じ
星に漂着してしまうところからるようにしてもらおう。＝葉が
室に漂着してしまうとﾐﾖろからるようにしてもらおう。言葉が

ゲームは始まる。敵との戦闘万通じるようになれば、街の人々
ゲーームは始まる。敵との戦闘方通じるようＬBなれば、街の人々
法は、「いしおの｣などの武器でからいろいろな情報やアイテム
法は、「し山おのIなどの武器でからし1ろいろな,|肯報やアイテム
攻撃する通常の攻撃と、いわゆが手に入るはずだ。はたしてこ
攻撃する通常の攻撃と、いわゆが手に入る|ﾋﾒずだ。はたしてこ
る魔法攻撃にあたるＰＫ(サイの星の謎とは？（がまこ）

る

|騒’
■アイテムー覧表
表
武器

鴫刀
峰力

いしおの
しＲｕおの

Ⅲ

ほのおのつるぎ
ほのおのつるざ

3５

なめなめのやり

7８

メーザーカ゛ン
〆･･･ザ・ガン

1ＨＯ

レールカ゛ン
レールジゴン

300

イオンビーム
イオン:ざム

800

防
防具
昌云

幼宇をへの・卜火そわ》も 》』 》

自分力
“
候補生の中からよく自分が残れた
ものだ。まだ信じられない。補助・1955年２月１曰
・1955年２月１曰
ロケットに続いて、メインロケッ不気味な怪物から逃げまわり、な
不気味な怪物から逃げ
んとか人々と会話力《交
卜が点火された。カウントダウンんとか人々と会話が交わせるよう

錘》啼銅》辨麩

⑥
譲

あおしIま
あおくﾉiよ

回勵

Ｉ

あかしばのふく
あかしばのふく

加

リーッヮルのみす
サッサルのみず1100
iOO

こだいのよろい
星だいのよるし１

7５

ＩＯＤ-57
lＱＤ－５７

、
ＢＣ

エアアーマー

9０

１ＣＤ－７０
|ＯＤ－７Ｃ

ｌ５②
150

、、

畑

■B￣

ヨロード・ｾｰﾌﾞは？

になった。「惑星アリアンティア」
・1955年１月30日
･1955年１月30曰能になったまでは覚えている。だになった。「惑星アリアンテイア」
この星の名だそうだＩ）どうやら私
ニニは宇宙ステーション｢フリー
ここは宇宙ステーション｢フリーがそれからさきの記憶がまったくこの星の名だそうだbどうやら私
は今、得体の知れない大きな波に
ダム｣｡思えば長く苦しい道のりだ
ダム｣｡思えば長く苦しい道のりだない。宇宙船はどこだ６ほかのクは今、得体の知れない大きな波(二
飲みこまれようとしている……。
った。幼いころから宇宙飛行士に
つた。幼いころから宇宙飛行士にルーは……。なにが起こったの飲みこまれようとしている･･････。
艇〒
憧れ、宇宙飛行士になるためにわ
憧れ、宇宙飛行士になるためにわか？私には状況が理解できない。
人類初地球に似てはいる力〈
が半生を注いできた……。人類初地球に似てはいるが、ここは地球
の火星への有人飛行。あの数多いではない･･･････

覚記こゎ錘鶴“》るつかつ・たのただくクの

回復薬

防御力
防鋤

ＮＡＳＡのふく
ＮＡＳＡのふく

沼冒険の舞台は惑星アリアンテイア
Nl冒険の舞台は惑星アリアンテイア

》投神仁湘“率なれ。’っにか字卦私似いたら宙》にてまさ船・鋤は》輕巍』》翻唖え・億だ難鰹ｖ、

人物ウインドウ
敵の名前を表示｡｢か
んさつする｣を選ぶ
と、敵の詳しい姿か
たちを説明してくれ

二・

街の人々との会話が

表示される。また敵
との戦闘時には、敵
の名前や与えたダメ
ージ。主人公が与え

丙、
Ｗは 体力。学は
示８０は体力。鐸は
ＰＫ
攻躍 力。畠まめ
ＰＫ攻撃力。二まめ
Ｉ二体
に体力に注意しよう
力に;百z怠しよう

て＝舌ワシ…才

T五

ゲームには新鮮な感動を覚える人公は漂流直後、何も武器を持

が続く。未知の世界への旅が今.始
まる。そこになにが待ち受けてい
るかはわからない、だが何力起こ
ろうとも最後まで見届けてやろうｃ
そｵ酌《私の使命だ……。
それ力私の使命だ･･･…。

ステータス の表
ルミ
ル、ステータスの表

が､､蚕づくＬＰＳ

のＲＰＧに慣れたひとも、このコキネシス)攻撃の巳とおり｡主
のＲ戸Ｇに|買れたひと呂旧、（Zのコキネシス)攻撃の巳とおり｡主

‐率趣》壜
力の

レペ
主人公の名前、レベ
主人公の名前、

萱ii鱗|＿ ''蚕夢:曇-厘$11'1|驚くザ景鴬’
主人公、街〈辿跡な

篝三雲

畜口園

･1955年１月31曰
・1955年１月31曰
原因不明の事故で宇宙船が操縦Piく
原因不明の事故で宇宙船が操縦不のァＵアンティアのマップ：ニニで感動のストーリーカ始まる
③アリアンテイアのマッズニニで怒動のストーリ･力始まる

軍二コで

Ｆ■

街で長老に話しかければ、自動的に

セーブされる。ここでひとつ注意/
付録ディスクから解凍が終わったら

ディスクは必ず書きこみ可能な状態
にしておこう。そうしないとエラー

が出て止まってしまうそ６またゲー

ムを途中から始める場合はオープニ
ングて｢つづきから｣を選ぼう。
力､､~忠つくＬＵユユ

臺衾

｡Ｓａ'７４
＝Ｓ'ｇ
＞＝を兵うろう
力､､やくし輔

わす鞘
おdヒトもの
しようし､､重
しよ昴七ｆ－
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これといつフミ=ちて屯しⅡ之て弔害きせよ｣ｺﾞ侯･

やすJLて－１、って＜7こい､ごI、

③絶対ないしよの|瀞ＩＬなんとエンディング
は２とおりあるのだ
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標準：匡ﾄﾞで
病XWｸ'2+VRAM12BI〈鴇蕊鴎
※ターボＲは

ｂｙＦＲＩＥＶＥし解説は55ページ
bｙＦＲｌＥＶＥ＞解説は55ページ
＝宅屋：盃

，辻

死に戦ったんだが人間とスライくの村で修行をし、空から岩のうにな・おお、あれはスラ
死|こ戦ったんだが人間とスライくの村で修行をし、喪から岩のう【こな。ｄうお、あれはスラ

だ

戦闘ばワ

手下になったやつらも多い。ス

甸輕

學…薯

Fね齢向同我再罠声＝:
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ムでは力がちがいすぎた。最近雨をふらせて悪魔を退治したとイスチーズか。（お）
ムでは力がち力いすぎた。最近雨をふらさ『て悪魔を退治したとイスチーズか。（お）
|まオレたちをうらぎって人間の
はオレたちをうらぎって人間の

hU．や．－
１Ｆ４寺甲

ア ｲテムー 薑
■アイテムー寛
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だ。がんばるぜノー Ｏサービス満点のライム

ホテルに泊まって完全回復

名前｜魔力Ｉ効果
名加
騒力
効果

ｅサービス満点のスライム

千馴歩鈩騏》凄彩 鍵

るようになった。オレたちも必がいたそうじゃ。その勇者は遠スライムチーズにされんよ
るよう〈窟なった。オレたち･已必がいたそうじゃ。その勇者は遠スライムチ…ズにされんよ

潰:;７２箸魯歩界…

ホテルに泊まって完全回復
だ。がんばるぜノ

オレの名はジェフイムだｓ最昔、フシのひいおじいさんか間し】た。お前;に己できるか
オレの名はジェライムだ。最苣、ワシのひいおじいさんか聞いた。お前にもできるか
近人間どもがスライム狩りだとら聞いた話では、この村を悪魔もしれん。がんばるのじゃ
近人間どもがスライム狩りだとら間し】た話では、（=の村を悪魔もしれん。がんばるのＵや
かでオレたちの村にもやってくがおそったと吉村を守った勇者ぞ。それから、くれぐれも
かでオレたちの村にもやってくがおそったとき;!:Yjを守った勇者ぞ《,それから、くｵLぐれも

蓑云

エゴ’四二コ、（圧縮ファイル）※再起動はＤＯＳのコマンドラインで、「召ヱーの三」

'ボ
ここはハワイだ､カンボジア
僧 (［ フイだ、

･ノリン、アキ・ラ、サスケ、み

ビーリング

んなスライムとしての誇りはど

上･リング巳

こへやったんだ。オレは人間に

ファイア..

敵にほのおをぶつける

勝つ力を得るため旅にでること

アイス

敵を凍らせる

にした。どれ、村のみんなにB1i

サンダー

れのあいさつをしてくるか霊

メテ鍬ミサイノＩ

歌'二慣Z7をおとす

園村長：コドライムのおはなし

ﾒテオシャワ

卿(I窺百の雨をふらせる

パワフル
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ウィーークリイ

葱の攻撃力を゛辰ける
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鬮魔法一覧

スライムは非力k>やが、修行を

つむことによｃて大きな体をも

名前

つこ｣-ができるｃこてらに修行を

効』l:

値段

:瀧当鱗|,驚型驚鍵麓鬘蕊璽隠|篭と蝋
つんだ者は魔法も使えるように

』・■。
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:霧■蟇

Ｆ迺凹
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気合いをムダにためすぎないことがかんじ
んだ。なかには硫酸を使う敵もいる。ボデ
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なるそうじゃ。

かいふくやく

艸力在少I」回復

とつこうやく

体力を多く回擾

スライムのもと

71(デイ・・会同1旨

まほうのすな
ま|まうのすな’501魔力を少し回復
魔力を少し回復
まl淫うのっぽ
まほうのつぼ12001魔力を多く回復
PU［ 屡力を多く回慢

世いめいのた訳
5000 体力と:魔力歴完全回復
せいめいのたま’5000|体力と魔力存宇全同毎
5Ｍ

どくばり

Ⅱ! 敵|(･ダメージ
敵にダメージ

ばくだん12001敵にダメージ
ばくだん
2UＵ 厳lこダメ・・Ｓ
デスイミサイル｜［０００１敵にダメージ
lODU 敵l(･ダメージ
デスイミサLｲ」
デスエレキ
ﾃﾞスエレキ125001敵にダメージ
25UＵ 敵l(:ダメ･-ジ
かなあみ１２０１敵の動きを鈍らせる
敵の脚琶を錘らせる
かなあみ
3Ｕ 敵から逃lﾌﾞる
けむりだま’301敵から逃げる
け鼬」

犀,二…旬。どｒ,．
コマンドの説明肝と辮巨`母．．パラメータのみかた’限はボディーの値､ボデイーの上限は
パラメータのみかた
表'三号ＭＡＸボディーとなっているん蔵ＨＰが
窪l言＝’

コ マン ド の 塁二口儲 明

卍

■Cｌ

》一》》》一》一

■村娘:スラリータのおはなし■スラマニョーレ先生のおはなしＯになったり、ボディーがMAXボディー
園スラマニョーレ先生のおはなし
ったり、ボディーが｜
以下になってしまう
ジエライム、本当にいってしジェライム〈ん久しぶり。キミは国語の半分以下になってしまうと死んでしま
ジェライム〈ん久しぶり。キミは国語
まうの？そう、わかったわ。や算数はダメだったけど保健体育だけはうから気をつけないとな゜MAGIC・
や算数はダメだったけど保健体育だけは

”》『 蘂礎》碑 壱罹辨惟恥》 “》 罐『》 》蹄

へ
`｣Ｌ肉
息イ,卜,」
でも、私のいうことをよくきい弓'1~・卜｣L角いつもトップだった松ではちょっと復POINTは魔法を使う力だｂ左から｢現在
いつもトップだったね。ではちょっと復
彗禽睡慮
営点準Ｅ
冒熱ｉｌ
■呼一

てね。フィールド画面て゛スペー
てれ。フィールド画i面iで」

Ｌ嘩鰯【口
Ｌ魎禽［
Ｌ愈禽回習だ。LIFEoPOlNT(ＨＰ)は３つに分かの値：最大値｣だ6ほかのはわかるよな？
習だbLIFE･POINT(HP)は３つに分か
スキーを押すとコマンド「
スキーを押すとコマンド画面に.￣れていて、これは私たちスライムの大きATPが攻撃力､DFPが防御力､SPPがす
れていて、これは私たちスライムの大き

なるわ【，「どうぐ』を醤i《，
なるわ。「どうぐ｣を選賦と持つかつてるわね。セーブな特徴なんだ｡左から｢ＨＰ：ボディー：ぱやさ､ＬＶは現在のレベル､EXPは現在
な特微なん抵左から｢ＨＰ：ボディー：

｛曰③Ｐ一副】
持およちわ／
…『…………霧雲:輻･護晨｡雫隷鬮雲了繧讓匡總〃
かデーって永むけ舜猛凱託諏坤註諭降松塗》←歸織檸一につ帰・プロなけっ

ている道具か使えるの,)ｉ
ＭＡＸボディー｣となっていて､ＨＰの上
ている道具がY吏えるの。道具はデータがないときにロＭＡＸボディー｣となっていて､ＨＰの上の経験値、NEXTは次のレベルに必要な
２ページにわたって表示’
２ページにわたって表示される￣ドするとエラーにな’経験(直、ＧＯＬＤ(よ
辨
ＥＦ団百ｺ
]B望ＬＤ
から、次のページにあるｉ
から､次のﾍﾟｰｼﾞにある道具をつちやうから気をつけＬ丘晨苣鴉泣闘亨Lz制匡幽､､屍Lﾜｰｰｰｰｰｰ
三回
三国：三画＄三画，持ち金。以上復習

使えるわ。セーブとロードはわてきてね。約束よ･
使えるわ。セーブとロ_

3４

＝

￣

娼口

逗回
ゴ垂
ＦＦｉ

ぷち■■－

．

ｺ
ＥＵＩＬｎ．⑭□

届ず邸〒閂ロ

言前

使いたいときは｢そのほか｣をてれ。
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選i《のよ･「まほう｣では［

万一

曰冨串ェ」

２－国

金り

おわり。がんばれ

孟鱒iのう両

』

｡

、－－

蕊麹

〕

<＜」

口演
☆キミはパソコンを使いこなしているか
買ってきたソフトで､ただ遊んでいるだけでは本
のパソコンに強い人間とはいえない。すぐあき
しまうし機械も本当に生かされていない｡パソニ
をやるなら何といっても自分て･プログラムが作れ
ようになることがいちばん′その方法はあんか
やさしいのだ.′

☆
☆プ□グラムがI乍れれ|ま楽しさ100倍／

あきらめていては絶対にソンノニのページ
ハガキを出して案内資料をまずもらおう.ノ

ログラムが作れるノグラフィックも思いの

!;蝿蔚三鶴
Ｌ｣

で～

｣四

一二■

曰

■仏

ミニ魚込

ロ

差をつけろ’

Ｌｌ

(財)電子技術教育協会言基需ijljii雷厚田馬場…８

が変わった
本誌の表紙が変
紙が変わっ

ディスクの
イスクのメ
り、付録ディス

熱罎去

ニューが変わっ
わったＤと

号。ツール
激動の新年号。
－が始まる
専門コーナーが
、や ぬ
など、ややぬる
｢｢

的に
湯ムー。
まダ》

に

に平和なファン

も
波が･･や
も改革の波が…

匂

円Ｕ
Ｓ ＣＲＵ〃

ｽクラ ム

ったいないので、練り直しての

歩に行こう／｣などの作品によ

再投稿に期待したい。

って、選考会は笑いの多かった

もうＢか月も結論を延ばして

のが印象的だった。また、しぶ

いるＵＮｌＰｌ作の『ＤＡＲＫ

い科学物も目立って、いつもと

ＤｕｎｇｅＯｎ｣の採用について、

違った雰囲気があった。

合月こそハッキリさせようとし

会目、惜しくも不採用になっ

たところ、新たなｒＤＡＲＫ

たが、わたしの気に入った作品

ＤｕｎｇｅＯｎＪが送られてきた。

はＭｌＴＴＵＮＳＯＦＴ作の

いったいこれは……。来月号を

『五台の戦車｣だ。各性能が違う

待て。（ち）

戦車を選んで戦う已人対戦ゲー

降鐵膵陦

角形の戦車がグルグル回転する
などよくてきていた。しかし、

ＴＦＩ､｣付ＰｐＩＩＩＥ向ＩＴ戸一再
ＴＦＩｍｒＩＦ
旨ＴＲＲＦＥ
旨TRRFEPpUEIR2戸可

③'雫'Ｅ三、｣ロ

③MlTTUNSOFT作の｢五台の戦車上画面は
選んだ戦車のﾃｰﾀｶ壼示されている

とて､、５８ページからの｢ツールノ」
のページができたのです。

今まて来た個々の作品の内容に

ついては、かんたんな紹介は右の
表にある通りです力、とてもこの

欄で紹介できるものではなく、来
月からの｢ツール.′｣に乞御期待と
いうことになるわけです。（Ｏ）
■】型

あてに送られてきたわけではあり
ません。ファンダムの各部門や、
スーパー付録ディスクあてに送ら
れてきたなかの、役に立ちそうな
実用性のあろものてくファンダム

のふつうの紹介ページではなかな
か紹介しづらいと思われる作品を
選んでみたものです。
なかにはハイレベルでマニュ
アルもすごくていねいに作られ、

3６

面遍
回藏

伊藤隆明
伊藤臆明

Ⅱ

捕□
楠ロ

直lll源泰
百111藷緊

］

NIョMＮｍｍｕＮ
ＮＥＷＴＯＮ

タコチューの足

おたから
おたから

カカキツシ
カキツシ

街を歩こう

タカマス
カマス

キャッチ71(－ル
キャッチボール

ＫＰＣ
ＰＣ

ダンジョンマインド
ダンジヨンマインド

いまむら秀樹
まむら秀樹

日Ｐ
ＳＦ

す－ば－ふくわらい

阿知波基信
阿知波基l旨

ＴＷＩＮＢＡＬＬＪ「
ＴＷｌＮＢＡＬＬＪ「

赤崎和広
赤闘W】広

回

国ＨＵＭ★ＬＡＮＤ
□ＨＵＭ★ＬＡＮＤ

ブチーキ・ＳＯＦＴ
プチーキ・ＳＯＦＴ

■

M1=随｡□ＡＩＨ
ＭＦフｎＡⅡＩ

ロートルダムの怪人
ロートルダムのl至人

ＣＰ
□Ｐ

作品名

あのグラフサウルスを超えたか？

四角をすばやく見つけて取る対戦型ゲーム
四阿をすばやく見つけて取る対戦型ゲーム
最初に漢字コードを入力し、その漢字を回
堰FUIこ】異ヂヨートセハ刀し、亡uJ深手5七Ｅ」

症させるプログラム。準1Mに半日かかる
転させるプログラム。準髄に半日かかる
フライやライナーＥｊＷＵでくるボールをキ
フライやライナーで飛んでくるボールをキ

ャッチする。恩をつかせない楓作かいい
ヤツチする。恩をつかせない掴作がいい
ディスプレイに再現した天体シミユレーシ
ディスプレイに再現した天体シミュレーシ
ョンﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ。1画面でがんばった
ヨンブログラム。１画面でがんばった
グチヤグチヤに描いた絵のなかから､ヒン
グチヤグチヤに描いた桧のなかから、ヒン

トをもトリ居室寿控し出す。アイデアが斬新
トをもとに＝方探し出す。アイデアが斬新
いかに相手より多くビルや家春雨崎したか
いかに相手より多くピルや家を破壊したか
を競圦合う、ブラックユーモアなゲーム
を競い合う．ブラックユーモアなゲーム

特殊マウス操作の1人キャッチボールアク
特殊マウス提作の１人キャッチボールアク
ション(？)ゲーム。繍典部の瞳懸は２回
ション(7)ゲーム。螺集部の最高は２回
12円号採用の｢シヤドウヒーローズ｣に似た
12月号採用の｢シャドウヒーローズ｣に似た

ＲＰＣ。これには迷宮がまちうけていた
RPB。これにぼ鐸厨がまちうけていた

季薗ネタの作昂かな。ちぶつと福笑いゲー
季節ネタの作品かな。ちょっと福笑いゲー
ムとしての工夫が足りない
人よ|,ての工夫が足りない
同詩に４つのポールがかけめぐるブロック
同時に４つのボールがかけめぐるフロック

くずし。ｒＴＷｌＮＢＡＬＬ｣の続編
くずし。ｒＴＷｌＮＢＡＬＬ｣の続隠
かわいいキャラクタか主人公のアクション
かわいいキ
ヤラクタが宗人公のアクション

ゲーム。お
ゲーム。おきだが推していたのだが..….
さたか推していたのだが…..
選考会ロ面前に届いたため、ゲームはまだ

やりこんでいない。来月にも出品予定
やりこんでいない。来月lごお1M烏予定

.［弓AＣ－ＭＳＸ
TＡＣ－ＭＳＸ

國沢庵
鰯沢庵

ＴＯＹＢＯＸ
ＴＯＹＢＯＸ

Ｒｏｍｉ
Ｒｏｍｌ

LＯＲＤ

Rｏｍｉ
Ｒｏｍｌ

＝泰睡
三宅定

前屡凹つ
前隔撤フ

ＯｕＴ－ＳｅＴ
ＯＵＩ･ﾛＳｅＴ

大羽ナオ
大別ナオ

SｌｌＡＮｌＭＥ
ＳⅡＡＮｌＭＥ

S-H
S-U

ＳＵＰＥＲＭＺＥＴ
ＳＵＰ曰ｌＭＺＥＴ

鵬膣函ｊＥ
稲囹英明

IDU楽多
HnjnH≦

ダンク
タンク

ＢＣＭＭＡＫＥＲ
ＢＧＭＭＡＫＥＲ

内容

作者名
{乍者名

中村nt吾
ＣＡＳＬシミュレータセット１中村誠吾
ＣＡＳＬヨミュレーワｾット

ＧｒａＤｈｙ
Ｇ田口nＪ

③素人ＣＧ描きOrcのイチ押し｡使い勝手は

両面に柿ぷ４８色の四角から指定された色の
ｉｆ７１百iIご並ぶ48色の四角から指定された色の

⑭各作品名の左に表示してある「｜」はｌ画面部門、「ＧＰ｣は弓投部門、「、｣は、部門の作品
です。また、写真で紹介してある作品は上の表には載っていません

ファイラー

しっかりした資料もある便利そう

な作品もあり、これは１作品１作
品に焦点をあてて、しっかりと紹
介しなきゃいけないな、というこ

Ｉ

己ＥＲｎ＝ＦＥＥIＤH戸一三句
己ＥＲｎ

平地になってしまうという、プ

突然出現したこのコーナー。右
にあげてある作品は、別に今月か
らはじまる｢ツールノ｣のコーナー

凹凸塚本添申lulA
凹凸E届本舞印Ｍ八

TFilUH曰ＰＥＥ:ロ宮「－－司
ＴＦＭＵＨ

などで戦車が被弾するとそこが

Qrpのﾂｰﾙ漫箸ﾚﾎﾟｰﾄ

色かるた

ＴＲｍＨｍＦ１ｎＥＦＦｌｌ￣閂

沼地や森(画面の色で区別する）

り、ちょっと残念。それにして

Ｉ

Ｉ

作品内容

作者

筥筐Ｉ旨ＦＴＱ早口ﾛロＴＲｍＨ

ムで、シンプルにできている三

ログラムに不十分なところがあ

作品名

■］

い｣や｢雨がやんだ／さあ、散

｜解説lSLIMEWORLD…………………･…･…55⑬
｜紹介｜｢ﾂｰﾙ7h.…………………..………..…･58⑭
｜読物｜あしたは晴れだﾉ…･………･……･………･62⑮

選考会出品リスト

￣

もあのアクションゲーム性はも

「講座｜新･マシン語の気持ち･･……………･……･40②
｜発表｜アル甲4.ＮD部門結果発表－－…･･……53③
｜講座｜スーパーﾋﾟｷﾞﾅｰｽﾞ講座(新装開店)･…･…56④
|、解脱｜Gravit2･…………･…………･……………42⑤
｜解脱｜あるアリの熾烈な戦い………………･……44⑥
「解脱｜超低速天文シミュレーション..………･･…･･45⑦
｜解脱｜雨がやんだ／さあ､散歩に行こう”………47③
｜解脱｜ＧＡＭＥMAKER……･……………..……48⑨
「解説｜大宮豪･･･…･………･･……………………50⑩
|：解脱」MAGlCBAnTLE･………･……………･･54⑪
｜解醜lAnotherLand･……･……････……･……･55⑫

※①~⑮はｱﾝｹｰﾄ番号で夷

ちえ熱切選考会レポート
ちえ熱クト選考会レポー
今月は､｢あるアリの熾烈な戦

目次

|ﾌｫｰﾗﾑ｜ちえ熱の選考会ﾚﾎﾟｰﾄ･･…………･･……36①

掴鞄｣処理賊騨の逮択科目ＣＡＳＬのシミュ
IP5V君ｺﾍﾟﾆｴｪ5』L比べリノュ＆ﾂﾞﾐｲｰJEjLj行hごＵ－ＥｕニゴーーＬ

レーダ。迩大な寅料Iご唖瀦
レータ。膨大な資料に唖黙
これもアセンブラ。－７ミークな逐次変換の
これもアセン゛プ'ﾗ。ユニークは錘次変換の
入力〕S二Cが諺もしろい
入力方式があもしろい

フリーウエアのＡＥＧに似たファイラ。マ
フリーウエアのＡＥＧｌＦｌＴＬｊ戸.フアイラ。マ
司又鍼li冠や､垣ﾓﾌﾟ可
ウス対応も魅力

田高撰能孑￣勺句マラン函のプログラム棚
発､解析に儒萢勺裏ＲＡＭ使用
莞、震祈炉歸竃。裏ＲＡＭ塵用
ＳＣＲＥＥＮら専用クラフイツクエライタ。
。ＲＥＥＮｂ野luゾフンイツソエう゛イシ。

ルーペガ中}11)で塵示ｒ厨利か
－ベガEpﾉ、でI墾示匠癒利力
ＳＣＲＥＥＮ10用のグラフィックエディタ｡
。REEN10用のケラフイツクエディタ｡
ＲＧＢとＹＪＫを切り換えられる
宝E'たＹＪＫを切り鍵えられる
ＳＣＲＥＥＮら専用グラフイツクエテイ
ｇＨヒヒＮｂ円塩ソブノイツソムブイ
夕＆アニメ支擾ツール。来月掲賊／
＆アーメ実j､ツール゜２１ﾐFﾖ温故／

喪ＲＡＭ常駐のＢＡＳＩＣスクリーンエデ
ＲＡ Ｍ常駐のＢＡＳＩＣスワリーンエテ
夕拡
ィタ拡躯プログラム
多色刷りキャラクタエディタ｡４×４の大
ちうF△４ｍﾘﾜｿﾞ｡ヤヤョンおﾉつノーフ｡ご了つゎ４ｘご↓ｕ｣フミ

きなキャラクタまでf雇成可能
さIはキャラクタまで作成可能

山本文彦驚蔑霊仁葱墨;農ﾑ｡CALL
…光彦：P襲譲ウド乙潅ﾌｲﾂｸｴﾃﾞｲ
Ｓ１ＬＶＥＲＳＮＡ１Ｌ
SlLVERSNAlLl麗巨謁慶鍵窒ＥＭ壁ﾂｰﾙ.
U｣司宰と彦

庄駿光溜

麺i壷ステ・・トメントプロケラム緬ＣＡＬＬ
肉令泰#FT2Uaして快;固｣はrY境を
夕。型富なコマンドがある

ＰＳ毎つ ｦ訂フンネルのＢＧＭ作成ツール。
可耀:宝塞モヲュー｣しつき

☆ファンダムヘの投稿蕊集中／応募要項は81ページ

ちえ熱の

ソ
ＢＥＳＴＳプラス1１
ロ

今月採用の『大富豪｣は選考会

以前に採用が確定し、編集部で
遊ばれていた。この作品がこん
なにも編集部ではやった理由に
は、もちろん『大富豪｣のゲーム
バランスやシステムのよさもあ

違うＢ枚のカードを出しますか。

審査舅民謂源
Ｏｒｃｔｈ録ディスク、
Ｏｒｏｏ付録うぎｲ易ｸ､.

圖騨
(●鱸：

彼のやってきた地方ルールで
はそれでもＯＫというのですが、

園キー操作
プログラムをＲＵＮするとゲー

いるところがあるのかなあ？

ムスタート。カーソルキーの下で

のルールで遊んでいるのか、そ
のルールを大募集します。ファ
ンダムァンケートハガキなどに

書いて送ってきてね。（ち）

総計 ７ 2点

…￣Ⅲ’

たいへんバランスよく
まとまっていいゲーム

だカミ開発や人材や収
だ力（開発や人材や収

支をもっとシミュレー
トしてほしかった

総計61点

よく』ﾓﾘﾐ富濠をゲーム
よくぞ大宮蟻をｳ岩ム
化して〈;れた゜しかし
化してくれた。しかし

自ら銘打っている超低

このゲームはローカル
このケモムはローカル
ルールカ勺選べてこそ、
ルールヴウ建べてこ芝、
という気がする
という気がする‘

計らずも編集部で大宮
1$fぢずも繩t:部で大息ｒ
燕が大雨ﾃしていた時
識が大流行していた時
期でした。ちなみに僕

({雲i)1瀞
．i瀞;；
iii童）
(Z雲;!)鱗
認聾
(霊iili蕊
．
(lii雲iili鱗
(｛蓬i1Ni識ポ
iii雲j）
③蓬騨
團鱗
・議霞

もう１つ深みのある展

もとも
と｢大宮褒め策
もともと｢大宮鰻｣が大

付録ディスク担
当。車のローン
でスキー代がな
い貧乏人に

ｺｰﾅｰﾌﾟｵ壁。
ちえ熱当ｺｰﾅｰ〒担当。
つにささやが
点にしている
を選んでＵ ｝る

けじゃなし ､よ

ＭＯＲＯスーバーピギナ

唖.あるプロ

ラムに行きづ
っている

おさだ国際化コーナー
．｡､お`さたLﾄ･匡蝶化コーナー

シゲル 遊び方ページ担
.,ｼbfル:.遊び方ﾍﾟｰｼﾞ担

当。みんなシゲ

ルとし方呼んで
くれないのEで名
前を変えた

あじＣＧコンテスト、
､ふあ.じ.：ＣＧコンテストハ

タコを上げていくこと。画面に表

売上金が'0万を超えた
亮-12全力《10万をj超えた
ところで暴走したナリ。
ところ7難走したナリ
人これをバブルのhi蝉｜
人二れをバブルの崩壊
と呼ぶ。記録達成だと
と畷iも：日録連成だと

好き。
二の作品はそれ
好き。二の作品はそれ
をきちんとパソコンゲ
をきち
んとパソコ.ンゲ
ーム化しているのでと
L/ているのでと
.，ミム化
にかく満点
にかく
満点
■●

２＆ジョーカー上がり
2＆ジヨーカ室上がり･

ありは良くないナリ。
ありは良くないナリ。

コンピュータもなかな
コンピュータもなかな

ib強くて歯こたえがあ
力強くて画こたえがあ

思ったのに／

るナリよ‐
るナリよ‘懲難

まだまだゲームのコツ
まだまだクームのコツ
をつかんでいない力（
をつかんでいないか《
自分の作ったゲームソ
フトがヒットしたとき
がやっぱりうれしいね

大貧民争いで負けたほ

これほと平均して好評
二れほと平均して
だった作品も珍しい。
だった作品も珍し
まだまだ面白くな
ると
まだまだ面白くなると
思うし、道銃入力はき
連続入力 はき
ちんと処理してほしい
処理してほしい
ゲームデザインがうま
ｹｰﾑﾃﾞｻﾞｲﾝがうま
い／やや二し〈なく、
単鯛でもなく、要点を
おさえたゲームで何度
おさえたゲームてf]度
やってもおもしろい

うのｶｰﾄﾞ力Ｉ表示され
うのｼﾞﾛｰﾄﾞが表示され

ないの力残念ｒ（力
ないのが残念Ｅバカ

め､そ托なカードだっ
めいそ/Uウヒビカードだっ
たのか｣っ元いいたい
たのかJっていいたい．
この手のゲームは好き
この手のｹﾞｰ:ﾑI鞠き

なので5m直ﾘﾒ上juZんだ
なので51Mコ以上遊んだ
カミコンピユータカ端
力《コンピュータカ弱

すぎる。３，４回しか
負けなかった
負けなかった．．

ジョーカーがオールマ
甥ヨーカーがオールマ・
イティじゃないの力残
イティじゃな“ﾌｶ職．

隷けと牽鍼《できる
念Eけど革命､６《できる
から許す。都落ちなん
から許す｡都落ちなん・
て聞いた二出'なかった
て聞いたこと'なかった

会ttFバポさまうんた
会社｢パポさまうんた
ら｣と力鵜梨部でまとも
ら｣とか麺躯部でまとも
な名前をつけているの
を見た二と力轍いそも
を見たことがない蓬
おもしろいけど

本人はいろいろいって

ケーム
ゲーム業界の経営のや
業界の経営の

市販ケームでこんなの
詞】風ｹﾞ烏一･ムでこんなの
あったけん、新鮮味は
あったけん稲新鮮味は
感じ凡かつ姪でも、
感じんかつた‘でも、、

リかた
りかたを、見事にシミ
ユレー
ュレートしとるね(ホン
卜か？)｡よくできてる
トか？)｡よくできてる
ゲームだと思うで

る力《躯集部でばｌ７ｉｌ《ま
つ〈＝とY=t民｣という図
式ができあがっていま
す、ハイー

遊ｴfやすくてエエ。宮
遊びやすくてエ露ｂ富
豪続きはハマル～
奈続きはﾊﾏﾙｰ､」

■■■■■
ロ■■■■

ここ＝Ｓ二
■●Ｆ￣￣
｡＝＝句し
QFP④⑤⑨

、仔今学⑤

Ilrrl[ローユ．２

③タコが大空を舞う。ああ、なつかしい
ノ

、

総 計72点
総計72点

開に欠ける力ミソフト
開に欠ける力《ソフト
ハウスの経営戦略のツ
ハウスの経営i戦略のツ
ボをうまくつかんでい
ポをうまくつかんでい
る(ような気がして）

プリメクラズ
ささや－プリメクラズ
ささや

4%燭十F亨冨
十H十

超低悪文鑓ﾙｰｼﾖﾝ
驚珊麹（文Sﾉﾐﾙ奄屑ソ
GAMEMAKER
AKＥ
大薑豪
躍韓大富豪津

は大寓蕊で負けたこと
は大藤蕊で負けたこと
がありません(実＃'百）
・がありません(実話）

コルサコフいろんなページ
ｺﾙｻｺｳいろんなページ

面の右から左仁吹〈。画面の上に

糸を引っ張り赤いタコを上昇させ、
カーソルキーの左右でタコを左右
に移動させる。自動的にリプレイ。
噸M繭｢坊
ゲームの目的はどこまでも高く

そこで、みんながどんな大富豪

働
ii1iiiiiili篝蕊
手

着くとステージクリア。画面の左
右や下に行ってしまうとゲームオ
ーバーだ。（ち）

本当にそういうルールでやって

iii純なゲーム展開です
単純なゲーム展開です
力《開発するソフトを
力（1$5発するソフトを
凝った名前にすると非
凝った名itiにすると非
常に楽しいです｡例え
ば……あ、行数が足り
ば…･･･あ、行数が足Iノ

スクに

に採用されなかったリアルなタコ
あげシミュレーションゲーム、
ＭＳＫＳＢＴＳＯＦＴ作の｢たこあげえ
む』をここで紹介。

速という欠点以外はよ
速という欠点Llﾀﾄはよ

いのでは。あれが北斗
Ｗ)ては。あれが北斗
七星だから、。u領呈は
七星だから、オヒ極星は
これだな
二れだな

1W采女U)．をくどくと
将来女の．をくどくと
きにどうぞ6｢キミの誕
きにどう趣｢キミの誕
生日は？そう、じゃ、
あの革庫はキミのため
あの呈庫はキミのため
にあるんだね」
けつこう繊密にユーザ
けつこうlM9i密
一の使い勝手
ーの使い勝手を考えて
で８点。 タイト
いるので８点タイト
ルがいいわけがましい
ルがいいわけが ましい
のでマイナスＩ
点
のでマイナス１点

ほよよ、きれいナリ。
これで星座の物知り博
二れで星座の物知り博
士になれるナリオｇｏ星
士になれるナリね｡星
座の話で女性をくどく
座の誼で女性をくどく
ヤツはがまﾆナリ

雨ｉｉＭＷﾋﾟﾉさ嵐散歩にiﾗこう
砺言Ｔｍ馬
総計57点齢
よくあるカードゲーム
:〈あるカードゲーム

だ力（メッセージが楽
ご力《メツセージカ藻｡

しい。ぱそううには
,い。ぱそつうには

｢～…～｣を入れてほ
,Ｊ…～｣を入れてぼ
しかった
,かつた．

このゲーム、やってみ
二のゲ罠二《ZA、やってみ

汀切
鋸総計57点

総計50点
‐総計50点

攻撃から逃げるだけな
ら当然ポツだカミアイ
ら当然ポツだ)ウミアイ
テムを取るには一度|iii
テムを取るに[求三度捕
まらなくてはいけない
というとこがよい

'1(さし秤ヤラクタでよ
小さいキャラクタでよ

まあ、なんといったら

このゲームのどこがい
このケームのどこがい
いの力私にIIJ理解でき
“,がiiN二Ｉｊ理協\でき

守｣好UIT①-k.已鈩＄｡＋「.度守」・D-ユ＋Ｇ

七Ｘ由仔”￣ＬＪＬ２竺旧」己ＪＪ－ｂノロ▲

くやるなあ、という反

面やはり小さいと見栄
面やばり小iさいと見栄
えがしないのでビ印象
えがしないの種印象
はあまり￣
はあまり

ると非常におもしろい
るとｦ'零Fにおもしろい
です。もうすこしいい
ですｂもうすこしいい
点数をつけてあげれば
常i1段をつけてあIiHれI懇
よかったです。はい
よかったでﾘ?bはい．

いいのでしょう力、可
いいのでしょう力、可
もなく、不可もなくと
いったところです力、
アリIEpi子きですがね
アリは好きですがね

ゲームそのものは以前
ゲミムそのものは以前

なんだかムリヤリな設
なんだかムリヤリな股
定と、わざとつかまら
ないと取れない意iU霊
ないと取れない意地悪

日常生活をうまくゲー
日常生活をうまくゲー
ムにしている。犬の興
ムにしている。犬の輿
奮と飼い主のスタミナ
遜と飼い主のスタミナ

しゃべり方をi趣ﾘﾐ部Iご
しゃべり方をi鯛典部に
ちゆると、なちゅかち
ちゆると、なちゆかち
いでちゆでちゅ鯛の言
いでちゅでちゅ閥の言

高速モードでやると、
とてもじゃないけど逃

また城わ力窪が０点
また力Ｅわ力郵fjbm点
をつけるとこうなるナ
リ｡とにかく､おもし
リｑと仁かく、おもし

お試しあれでちゅ
お試しあれでおゆ.

たのはわ力聾だけ？
たのはわ力躯だけ？

にも似たようなものが
にも似たようなもの力！

あった力《キャラクタ
あった力（キャラクタ
たちの口調や性格など
たちの口調や性格など
が楽しい力藻しい・’・賂

なアイテムがあるとい
う点が気に入った
う点力震u二入った

げきれないナリ。これ

ません５以上
講せん｡以上
や＝

のバランスをとるとい
うシステムもうまい
うシステムもうまい。

莱使いになるでぢibo，
葉使いになるでちゅ。

でギャラガを思い出し

ろいとは思えないナリ。
.ろいとは思えないナリ。

二ういったPzkにも職
こういったP本にも戦っ
ているじゃん｣みたしｗ
ているじゃん｣みたいな
ものをわざわざプログ
ものをわざわざプロ：
ラムするのがいいし、

オリジナル性lまrCARD
オリジナル性fまrCARD
BATTLE｣に似て低い
BAT｢LE｣に似て低い,

舌につかまっても逃げ
られる、なにがなんで
も生き征ぴてやるとい
も生き碇ぴてやるとい
うアリの気持ちに共感
うアリの気持ちに:』鋼ｉ
(？）
（？〕

のんびりムードで楽し

可もなく不可もなく、
といった作品。このよ
うな作品のために、き
ちんとコーナーを設け
ちんとコーナーを段け
たほうがいいかも
た(まうがいいかも

なんかお祭り(動､りで
なんかお祭り【動､リで.
さめてしまった｡会ｉｌ舌
さめてしまった｡`会ii舌．
に合わせてコンピュー
タのとる行動にもメリ
タのとる行到jにもメリ

単純なルールのアクシ

たまに帰って見る新島
たまに帰って見る錦葛

こういう坂モンスターメ
こういうTモンスターメロ
ーカー｣的な､でたとこ
ーカー｣的な､でたどこ．

とI｣たててスゴイとも
とりたててスゴイとも
思わないけ廷やって
みるとそれなりに遊べ
みるとそれな'jに遊べ
る。無難な出来の作品
といえる

きれいじゃん

の星はきれいだ､これ
の星はきれいだ。これ
を見ていると原稿をほ
っぽりだして新潟に遊
っぽりだして新島に遊
びにいきたくなる

力（マジックに応じた
ちょっとした演出がい
ちょっとした演出がしく

いね窪一
いね｡．．

ハリがほしかった
ハリカマ記し力"た，

まかせゲーム([何N子きだ
まかせクーム鵬城子きだ

力（バランスがイマイ

チだと感じた､▲
テだと賎じた。．。

ョンクームだけとくア
ョンクームだけど、ア
イテムを取るのにわざ
と捕まる必要があると
と捕まる必要ｳｳ筋ると
いう部分で６

みるか
学習ソフトと
学習ソフトとみるか、
X剛jZソフトと
みるかつ
環塊ソフトとみるかっ
てと
出身者の
てとこ･地方出身者の
私はふ～んと思った程
私(まふ～んと思った程
度です

おもしろいｄでも最近
おもしろし、でも最j丘
このテのゲームが多く.△
このテのゲームが多く
て食鰯ぎみなので評価
て食ii3ぎみなので評価
はチヨイ低めbぜいた
はチョイ低功らぜいた
くか？
．<か？．．

舌しか見えないアリク
イとかジタバタもがく
アリ、パワーアップに
アリ、パワーアッフtニ

やるときは部屋の電気
やるときは部屋の
晒気
を暗くしてみぃ。
を暗くしてみぃ。雰囲
頚忍
気でるても自由に日付
気でる画自由に 日付
った
設定できるとよかった
識道できるとよか

なんやこの゛もとき"増
の゛もとき"喝

ほ お、これがアリクイ
ほお、これがアリクイ
でっか？アリはええ
っか？アリはええ
で
けどアリクイがアリク
どアリクイがアリク
け
イに見えん。もっと観

のに゜････.
のに……

ゅうやつは/うわっ、
は/うわっ、

よるなあ～・個人的に
～個人jMJに.
パソ通用語と編集部用
語と編集部用
語がすき

アリナミンなどマヌケ
な雰囲気がｸﾞ_よ
な雰囲気がｸ＝よ

察するでアリんす

どうちてでちようれ
とうちて゛でちようれ

めるゲムムではなかろ
馬めるゲーム面まなかろ
う力Ｌ人力寵るビジュ
Eう力&人力定るピジュ

アルはいい力〈スタミ
的アルは({い力《スタミ

ナの減り力激しいよ
!ナカ､減ﾘﾉｶ激しいよ．

日i;9生活の－部をゲー
日常生活の二部をゲー

ムとして実現しようと
:ム迄して嚢ＨＬようと

したアイデアにＣもほ
したアイデアに◎しほ

とんどそれだけで点数
劃寸けました
,をF付けました

|識#’
１蕊｜
|鱗’
おもしろさIE期前のリ
アル・バレー以下だ力《

散歩のゲームという冠
眼点に対して２点｡で
もおもしおくない

ターボＲの高速モード

でプレイするとなんだ
か壮絶で笑えるけど（
ノーマルだとちょっと

「}だ４」を｢いちだよ

ん｣とか｢わん煙ん｣と

かいつとった人がいた

がJわんだ】､お－Ｊやる
これ？

打ちこむ方へ鰯蕊驫鵜驫鱗i鑑:iM1鵠!:iiiF繍鱗ii欝莪鰯亨

［審査点翠王四】９点以上Ⅱ難窺熱燕用ノ８点Ⅱぜひ揺閉したい７点Ⅱ淫用してもいい６点Ⅱ掻用レベルの作品だ５点Ⅱわから

一駅KH忌亜⑥

(がまこのこと)は出しました。

示してある｢ＷＩＮＤ｣は風力をあら
わし、数値がマイナスだと風は画

ない４点Ⅱやめたほうがいい３点以下Ⅱ掻用は阻止したい

溌鷺‘羅騨

豪をやっていたとき、がまつく

８月期の投稿作品であり、２度
の選考会出品にかかわらず、つい

ｑ

畠享で、数字はＳ、４，ｓと連
続していてもマーク(スート)が

今秋の大社員旅行でまさに大富

bｙＭＳＫＳＢＴ
たこあげえむbyM目【目BＴ
たこあげえむ
ＳＯＦＴ

W声調、EﾃYU''2＋ＲＡＭＢＫ
『7戸面F7宿司ﾜﾉ2＋ＲＡＭＢＫ

■■

く"な行動のせいなのだ。
あなたはトランプゲームの大

のせちゃえ､いれちゃえ

■⑤ｃ
ｐｐ●
●●●
ｐの●

るが､じつはある人物のⅥがまつ

、

〆

選考会集計結杲

来月号で第Ｓ回プロコンの結

以上、１１名の候補者のなかか

果が発表される前に、会月は第

ら、第Ｓ回ちえ熱賞はＴＡＮＡ

Ｓ回のちえ熱員の発表です。

ＫＡに決定、おめでとう／

今回は対象期間は1992年１０月

下にコメントをのせたＳ名十

号から１２月号までにファンダム

１名の審査員でちえ熱賞を選考。

に初登場してきた新人で、

各自がＢ票ずつを持ち、自分の

●10月号から

推す作者に自由にふりわけて投

『右脳』のＦＲ１ＥＶＥ－Ｂ

票した結果、野望を杲たせ山添

『ＮＥＯ｣のＺＯＭＢｌＥＳＯＦＴ

博史と廣田裕介已人がＳ票、上

,●11月号から

ちゃんだよ力<Ⅱ票、ＴＡＮＡｌく

『クイックナイト｣のＫＥｙＳｉＤＥ

Ａが１３票を獲得。また、その他

ｒＥｍｐ６｢ｅ｢｣のＴＡＮＡＫＡ

に各候補者をＳ段階評価で審査

『桑藤幹夫｣の津国真司

点をつけてもらったところ、上

『ＴｈｅかくとうＰＡＲＴＳ

ちゃんだよ力<40点、ＴＡＮＡｌく

～帰ってきたＢ人～』の上ちゃ

Ａが43点、（略)山添博史が44点

んだよ

という結果になった。この２つ

⑧反逆者(エンペーラ)たちのHF5d布政治に対する戦いを描く。自由を勝ち取れ.／

●12月号から

を総合的に見てＴＡＮＡＫＡへ

「

rl0UOOUOOOO色同時表示｣のＴ＆

賞を贈ります。

ＴＳＯＦＴ

合回のちえ熱賞候補者の数人

ｒシャドウヒーローズ』､『ブロッ

をのぞいては、Ｍファン大賞を

クホール』のいまむら秀樹

狙って投稿し、そして採用され

ｒＴＥＭｌＭＵ｣の廣田裕介

た新人たちである。あの高かっ

『ＯＶＥＲＴＨＥＨＯＲｌ

た競争率のなかを勝ち抜いて採

ＺＯＮ』のプキーチ・ＳＯＦＴ

用されたのだからすごい新人た

｢ひで－話』の野望を杲たせ山添

ちだ。これからは'１常連"を目指

博史

してがんばれ。（ち）

、

受賞者からひと二と
受 實書からひと二 と
えっ、ちえ熱賞ですか。自分がとるなんて、まったく予想だＩこしませんでした。
えっ、ちえ熱宣ですか。自分がとるなんて、まったく予想だ'こしませんでした。
ボツにもめげず投稿したかいがあった……。思えば初めてＭＳＸにふれたのは
ポツにもめげず投稿したかいがあった……。思えば初めてＭＳＸにふれたのは
Ｂ年前。まだ、ＭＳＸ１しかなくて、打ちこんだプログラムをテープにセーブ
Ｓ年前。まだ、ＭＳＸ１しかなくて、打ちこんだプログラムをテープ[こセーブ

しながら命令を覚えたものです。いや、回想している場合じゃないですね。ま
ずは編集部のみなさん、ｒＥｍｐＯｒｅ｢｣を遊んでくれたみなさん、どうもありが
ずは編集部のみなさん、ｒＥｍｐＤ｢e｢｣を遊んでくれたみなさん、どうもありが
とうございました。ところで、ｒＥｍｐＣ｢e｢｣に出てくる固有名詞はすべて独語
とうございました。ところで、「ＥｍｐＤ｢巳｢Jに出てくる固有名詞はすべて独語
男性名詞であることに誰か気付いてくれたでしょうか。ちなみに、次回作の予
男性名詞であることlこ誰か気付いてくれたでしょうか。ちなみに、次回作の予
定はありますが、私は無精者なので、いつ完成するかわかりません。ではまた、
定はありますが、私は無精者なので、いつ完151Ｉするかわかりません。ではまた、
いつのＲ仁か誇両卜でa今弄高圧と存tjH痔'’六がP〕待つ了い了＜汚六IＬ
いつ のＲ仁か誇両卜矛今弄高圧古春期；寺'’六がPBf寺っ了い了＜汚六LＬ
、いつの曰|こか誌面上で会えることを期待しながら待っていてください。

ノ

』医

ｉ毫罫『=鼠＝ｳplX=Ｗ，
コメ ＝′岸
審 査舅からのコンブ
●おはこんばんちは。合回のちえ熱賞物が候補にあがった。どういう意図でした制作姿勢に思わず脱帽。ひとつ残ログラム的にはいうことがないので、
③おはこんばんちは。会回のちえ熱賞物が候補にあがった。どういう意図でした制作姿勢に思わず脱帽。ひとつ残ログラム的にはいうことがないので、’
はつぶがそろつてましたね゜やつばり作品に名前をつけたのか、一般人の理急なのは、これがターボＲ専用だったアイデアと演出での微差が、結果１こつ
はっぷがそろってましたね｡やっぱり作品に名前をつけたのか､＿般人の理急なのは､これがﾀｰﾎﾞR專用だったｱｲﾃﾞｱと演出での微差が､結果につ｜
デキのよさで上ちゃんだよの｢Ｔｈｅ解を越えているのがr桑藤幹夫｣の津国ということか。あと、「ひで－話｣のゴながったような気がする。（ＭＯＲＯ）

請営:;x龍ｉｆ週驍H1)[腸鶏震躍:3濟瀦2震辨誌鱸ﾃﾞ､【臨鵜ヨ：#E7H諒濡IqFjriiiA腰則’
かくとうｐＡＲＴＳ｣を推しました｡夕真司クン。キミのブルース・リーを愛一カイで破壊的なノリ、「右脳｣の思い●ｒＥｍｐＤ｢e｢｣のＴＡＮＡＫＡとrひ
－ポＲ専用ですが、それゆえのスピーする姿は感動的だ。また紹而Ｆ１いと超つきそうで思いつかないようなアイデで－話｣の野望を杲たせ山添博史(もつ
戸騨震潔ま柵淫魂一菖鑿濡謹農詰雰圓M擢蕊議躍鰯息鰯姜醸鱗議g:lBir藍!}鶏’
ド感・快適さがたまんないでちゆね。つまらないのぎりぎりのラインにいるアなどセンスにみちあふれた作品が多と短く使いやすいペンネームにしてほ

コンピュータ対戦ができるのも魅力。「ひで－話｣の山添博史クン。山添クンくて楽しめた。うむ、会回はマジメにしいなあ)の已人をおもに推した｡ＴＡ
コンピュータ対戦ができるのも魅力。「ひで一話｣の山添博史クン。山添クンくて楽しめた。うむ、会回はマジメにしいなあ)の已人をおもlこ推した｡ＴＡ
それよりも対人戦で友人を呼んでワイの質問電話を取ったことがあるが、本コメントしたぞ。（シゲル）ＮＡＫＡの作品は、圧倒的に完成度と
ワイやれば、もう気分はrスト11｣だよ。人もおもしろそうな人物だった。それ②ＺＯＭＢ１ＥＳＯＦＴの｢ＮＥＯIはないう点においてすぐれているし、山添
ワイやれば、もう気分は｢ストⅡ｣だよ。人もおもしろそうな人物だった。それ●ＺＯＭＢｌＥＳＯＦＴの｢ＮＥＤ｣はないう点においてすぐれているし、山添
次点にはスピードの遅いのが難点だけと｢Ｔｈｅかくとう～｣の上ちゃんだよ、かなか好きなゲームなのだが、編集部の吉本興業風味を加味した破滅タイプ
ど｢ＥｍｐＤ｢e｢｣と、オープニングが気ｒＴＥＭｌＭＵ｣の廣田クン、次はプロコではイマイチ人気がなかった。けっこの感覚も捨てがたかった。結果的によ
{こ入ったしゲームのテンポがよかったンめざして経験値をかせげ／(がまこ）うおもしろがっていたシゲルも、僕がりノーマルなＴＡＮＡＫＡの受賞とな
｢ひで～話｣を推します。そういうわけ●はじめてrEmpore｢｣をプレイし一回対戦してボロボロにしてあげたらって、どういうわけかホッとした。い
Ｗひで～話』を推します。そういうわけ⑥はじめてｒＥ｢1｢.､｢B｢｣をプレイし－回対戦してボロポロにしてあげたらって、どういうわけかホッとした。い

|蕊i競鑿鰯臺；(H蝋iii霧:i;j;鵜：寵繍窒繼：鍵繍篭i蕊蛋’
'て今回はこのs作品に怠り鑿窓や)鴬騨辮莞識鰯雲学簿:離灘:髄麗累赫鰯鰯i鵜ｌＥｌ
て合回はこのｓ作品になりました。たときの操作感覚が、おどろくほどス＝度と相手をしてくれなくなってしまずれにせよ、この已人は｢ちえ熱賞｣に
（ささや）ムーズだったのが、会でも忘れられなった゜残念。で、もっとも推したのは｜まもったいないほどの実力の持ち主だ
●ボクがＭファン読者だったころ､｢会い。これなら長時間プレイしていても「ＥｍＤＯ｢e｢｣。「ＮＥＯ｣とおなじくらろう。（コルサコフ）
⑥ボクがＭフアン読者だったころ､｢合い。これなら長時間プレイしていてもrEmpb｢B｢｣。ｒＮＥＯ｣とおなＵくらろう。
月のファンダムはアツイのがあるかなつかれることがないと思い、感嘆してい好きだけど、操作性、ＢＧＭがある、②全体にしてレベルが高く、ほんとう
～､｣などと思いながら､ﾌｱﾝﾀﾞﾑのいた｡他にわたしが推していたのはいという点においてこっちが一歩リードに感心してしまいます｡そんななかで､

Ｊ:鱗溌鰯鱒ｉｉＩ鱗ii農i饒繍1辮纏灘蝋擬’
カラーページをひらく。たくさんあるまむら秀樹。彼のネームは｢のせちゃという気がした。（おさだ)’わたしは津国真司クンの｢桑藤幹夫｣を

どうしてもグラフィックのよさで判断ていて、それがついにカラーページでど印象の強い作品もなく、逆の意味で新しさ、第已に鮮やかと思うほどの回
'2記謬=今?諺6,灘鱸二tWY営溌jg謡筆騨：２謬麗認麓霞?鮠鰻鮭P鰹蝿Z鰯魏

ファンダムゲームのうち、雑誌だからえ､いれちゃえ｣でちょくちょく拝見し③合回はあまり悩まなかった。それほ推したのは、第１にゲームアイデアの

に遊託難寵光，魏黎。藤鑑藤烏雛漂鰕鰻霧側獄鰍欝:臓瀧BIE蘂陰翫ﾗ宝繍
｜で､ＴＡＮＡＫＡクンのＴＥｍｐ□「巳いる。
し、そしてその順番で、付録ディスク見ることができた。そんな彼のファンは点数を付けるのに少し苦労した。受転、第曰に興味をひくネーミングです。
新人らしく、じつにフレッシュな好感
で遊んでしまうといったクセがあった。ダムに投稿してくる熱心さを応援して賞者ＴＡＮＡＫＡクンのｒＥｍｐＤ｢e｢」
で､ＴＡＮＡＫＡクンの｢ＥｍｐＤ「巳いる。（ちえ熱）は、ゲームとしてよくまとまった作品がもてます。そのほかには、みんな甲
「｣｡ゲームはおもしろいので巳点つけ●シゲルのオススメはやはり上ちゃんなのだが、なにかいまひとつ、物足り乙つけがたいのですが、編集部員がよ
たいが、グラフィック面でバツと見がだよの｢ＴｈｅかくとうＰＡＲＴＳ｣。
なさを感じたのも確かだ｡次点に｢ひでく遊んでいて、そばで見て楽しいもの
よくなく、おしくもこの作品を４点に最近はやりの格闘モノなだけに初めは－話｣を選んだが､こちらのほうが気軽にしました。ゲームはやっぱり庶民的
しちゃいました。（あじ）軽く見ていたが、やりこむうちにこのに楽しめるという点で勝っている。どなものがいちばんではないでしょうか。
③会回のちえ熱賞は個性たっぷりの人ゲームの奥の深さ、さらに作者の徹底ちらにしても作者のレベルは高く、プ（ＮＯＲｌＫＯ）
（ＮＤＲｌＫｏ）

,且紡勇鯛:鰯；鮒鴨迩,判篭ill髪雛繍欝露襄熟塞議鍵;’

|蕊蝋:譲琶:議震搬灘篝麓塞iHi藻讓;鱗馴懸鰍蹴
3８

Ｄｙ庄子達彦
1行ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ｜Ｎ－ＤＦＩＩＶＥ
’１行ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ｜Ｎ－ＤＲｌＶＥｂｙ庄子達彦

1行ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ｜素数算出プログラムｂｙ石飛雅啓
１種ZEZm冒誕露1素数算出ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｂｙ石飛雅啓

おつ、たった１行プログラムの「二のゲーム､ＳＤっぽい表示を
おっ、たった１行プログラムの「このゲーム､３Ｄっぽい表示を
３Ｄドライゲーム蔵ＲＵＮするさせるために遅く、小さく、なさ
３ＤドライゲームだｂＲＵＮするさせるために遅く、小さく、なさ
と道路と車(赤いドット)力震示さけなくなってしまいました。でも、
と道路と車(赤いドット)が表示さけなくなってしまいました。でも、
れてゲームスタート。いかに長(小さいけど３Ｄに見えますよね」
れてゲームスタート。いかに長〈小さいけど３Ｄに見えますよね」
車を走らせるかカザームの目的だＩ：と、以上はハガキに書いてあった
車を走らせるかがゲームの目的だ。と、以上はハガキに書いてあった
カーソルキーの左右で車が左右に作者のコメント。（ち）

素数とは１を超える自然数(正み)｡これで｢明日までに､10咽の
素数とは１を超える自然数(正み)｡これで｢明日までに､100個の
の整数のこと)で､その数自身と１素数を書き出してくるように｣とい
でしか割り切れない数のこと。そう宿題が出てもだいじょうぶ。
でし力割り切れない数のこと。そう宿題が出てもだいじょうぶｂ

移動するＱ用しすぎると加速す
移動する(押しすぎると加速すた⑥
た“

ら順に索数をズラズラと表示して

ｅたった１行でがんばっ
た。雰囲気はでてるね

■可

爵是
一ムオーバーとなりカーソルが表
ームオーバーとなりカーソルが表
気ｌ
示される。「ＰＲＩＮＴＡ｣と打
示される。「ＰＲ１ＮＴＡ｣と打（よ行
ちこむとスコアが表示され、リブ
ちこむとｽｺｱが表示され､リブ悪
＝ロー￣昼可
レイする(二はふたたびＲＵＮ。ゑん
レイするにはふたたびＲＵＮ。

ＵＦﾖ言ｂＩＬａｊご』、
９月号ｒＴＱ２』、

こうすればＯｕｔ□ｆｍｅｍ□｢ｙが出ない
こうすればｏｕｔ□ｆｍｅｍｏｒｙが出ない

そう、ターボＲ以外の機種では
１１月号の質問箱で｢｢ＴＱ２』がそう、ターボＲ以外の機種では
１１月号の質問箱で｢ｒＴＱ２』が
マージされたプログラムはファイ
動かない｣の回答をしたがどうしマージされたプログラムはファイ
動かない｣の回答をした力<どうし
ルの初期化以外、必要ないのだｂ
ても｢Outofmemory｣が出てしルの初期化以外、必要ないの猿
ても｢Ｏｕｔｏｆｍｅｍｏｒｙ｣が出てし
いままで迷惑をかけてきた読者の
まうことについてははっきりとしいままで迷惑をかけてきた読者の
まうことについてははっきりとし
みなさん本当にごめんなさい霊ま
た原因がわからないと書いたとこみなさん本当にごめんなさい。ま
た原因がわからないと書いたとこ

たこれと同様の情報を大阪府 の小
る、読者から1情報力害せられたのたこれと同様の;情報を大阪府の小
ろ、読者から情報力増予せられたの
川敦クンからもいただいた。あり
｣[|敦クンからもいただいた。
あり
で紹介しよう。
がとう。
(シ）
（シ）
「この症状に悩んでいるのは夕一
「この症状に悩んでいるのは夕一がとう。
『出自円０回凹呵墳向珂町刷

可』尅恂・別邸閃Ⅱ珂可河。『打

玩図・浜ｗ頂点二Ｎ■｜■」Ⅲ

三角句。Ｒ・・。■且『皿

⑧

亟』写』Ｒ四『妨河角打
呵ご』暁Ｈ・毎一事、
冗竺』ＲＨｎか輪ユピ

ⅢｒＥ卜貫刃呵則知

‐』皿Ⅷ一》蕊

Ｎ』ＦＩＳ●■句斗述

ｗＩＮｒ札；【一吋勾逓
Ｔ臼巨Ⅱ炉．・死出■
ＴＲＴ⑪二Ｐ百』犯

『》 》 恥》『 刀 蹄》 》よ初メ》エらＭし叩一Ｆ“》『”》麩ク

いり４匹Ｅ一賑一鑪龍

暉蝋i",，
蕊;壹鱗蕊Ｍ１'旦L欝
ｒ‐

められるが、それより大きい素数
が知りたいときはプログラム中の
｢ＤＥＦｌＮＴ｣を｢ＤＥＦＳＮＧ」

：
蘭

:｜

巷⑤ＪＢ４Ｐｌ■

４

：

Ｋ・また、ある数値か素数かどう’
Ｋ。また、ある数{直が素数かどう
Ｏずらずら並んだ素;（ぬこんなにｌとそ
かを調べたい場合は｢Ｐ＝｣に調べ
の数でし力螂れない鍵字があるのだ
たい数値を入れる(ただし奇数の
１１ＦＡ＝ＤＴＨＥＮＤＥＦＩＮＴＡ－Ｚ：Ａ＝１：Ｐ＝５：ＰＲＺＮＴｗ２３吋；：ＧＤＴＯ１ＥＬ
１１ＦＡ＝ＤＴＨＥＮＤＥＦエＮＴＡ－Ｚ：Ａ＝１：Ｐ＝冒：ＰＲエＮＴ”２３．，；：ＧＯＴＤ１ＥＬ

ＳＥＦｐＲＺ＝１ＴＤＰ/６：IＦＰｎＯＤ（エ耗２＋１〕＝ＤＴＨＥＮＰ受Ｐ＋２：ＧＯＴＤ１ＥＬＳＥＮＥ
ＳＥＦＯＲ工＝１ＴＤＰ／６：エＦＰｍＯＤ（ｎｆ２＋１）＝ＤＴＨＥＮＰ＝Ｐ＋２：ＧＯＴＤ１ＥＬＳＥＮＥ
ＸＴ：ＰＲｍＴＰ；：Ｐ＝Ｐ＋２：ＧＯＴＯ１
ＸＴ：ＰＲＺＩＷＰ；:P=Ｐ+２:GDTO1

’１行ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ｜仮想ｸﾞﾗﾌｨｯｸモードｂｙロレォ
１１行ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ仮想ｸﾞﾗﾌｨｯｸモードｂｙｅ・ﾚォ
まず、プログラムを打ちニみ、
まず、プログラムを打ちこみ、とは、画面の色を赤、緑､青のＳ
とは、画i百iの色を赤、緑､青のＳ
正確に打ちこめたかきちんと確認
正確に打ちこめたかきちんと確認色て切り換えてループすることだ。
色で:切り換えてループすることだｂ
してからＲＵＮしよう:)画面がま
してからＲＵＮしよう。画面がま「ＣＴＲＬキーで変化する｣との
「ＣＴＲＬキーで変化する｣との
っくらになったハズだ６
つくらになったハズ種二と。試してみよう。（Ｍ）
こと。試してみよう。（Ｍ）
つぎに、Ｆ１キーから 順に Ｆ４
つぎに､Ｆ１ｷｰから順にF4
カラ フル
キーまて押してみよう。カラフル■￣
キーまて寸甲してみよう。

内切早已宙
、展勢祭亜

ＩＩＩｕ』呵陸・財

玲子鉱ＧＩ似b

■■■■

な画面をバックに、黒い文字が見■-t--7,両煮一ﾋﾞｰｰｰｰｰ

な画面をバックに、黒い文字 が見

⑪壬

えればＯＫだ｡
えればOKだ。ヨ
このときの画面が｢グラフィック
ニのときの画面がrグラフィック■－
モードのようだ｣ということらしい
■■

ポイントはファンクションキー
ポイントはファンクションキー，
を押していくと、新たに行２が打

■

ちこまれて実行される､という二？雷E獺劉駕腱の画
でこう見えるのだ
とにある。行２で行われているこ
とにある。行２で行われている二

nＪ

ちこまれて実行される、という二

『TERACOFDS』をＲＵＮすると
，刀仏 ま る く ら い
大丈夫です｣(群馬県｡藤生基樹ク⑨大事な場面でケームカ辻まるくらい、
ニト１
ン）悔しいことはないよね

⑨高速に画面の色 を切Iﾉ換えているの五
タイミンクめせい

１ＣＯＬＤＲ１，１，１：ＫＥＹ１，''２ＣＯＬＯＲ１１８：ＣｏＬＯＲ''2ＫＥＹ２，｢,Ｒ１，２：ＣＯ
１ＣＯＬＯＲ小１，１：ＫＥＹ１，，，２ＣＯＬＯＲ１，８：ＣＤＬＤＲＤ,古ＫＥＹ２，”Ｒ１ｎ２二ＣＯ
ＬＤＲ１Ｐ４二Ｇ吋：ＫＥＹ３ｺｗＯＴＯ２Ｐ'＋ＣＨＲ＄（１３）：ＫＥＹ４Ｐｒ,ＧＯＴｏ２Ｄ↑十ＣＨＲ＄（１
ＬＯＲ１，４：Ｇ杼：ＫＥＹ３，”ＯＴＯ２ｒ'＋ＣＨＲ＄（１３）：ＫＥＹ４，，'ＧｏＴＤ２ＰＰ＋ＣＨＲ＄（１

③梅類い 鶴エ、陣 《畦ムね

３）:ＵＳＴ
５〕：ＬエＳＴ

スクラムへの投稿募集

ファシワ(:パアシケート大募集
ファシＪ９ｌ９パアレケート大募集

「今月のファンダムでためにな日。抽選で５名にオリジナルグッ
【T今月のファンダムでためにな日。抽選で５名にオリジナルグッ

った２色記事のベストｓ｣をハガズをプレゼントするよ。
った２色記事のベストＳ｣をハガズをプレゼントするよ。

キに書いて送ってください。下の■アンケート集計結果(11月号）
キに書いて送ってください。下の図アンケート集計結果(11月二）
ハガキの書き方をよく見てね。ま’位は｢あしたは晴れだ′｣、２
ハガキの書き方をよく見てね。ま１位は｢あしたは晴れだ／｣、２
た、「あしたは晴れだ.'｣の今月の位は｢スーパーピギナーズ講座｣、
た、「あしたは晴れだ′｣の今月の位は｢スーパーピギナーズ講座｣、
テーマに対する意見も書いてくれ３位は｢ちえ熱の選考会レポー
テーマに対する意見も書いてくれ３位は｢ちえ熱の選考会レポ－
ろとうれしい。しめ切りは12月2０卜｣、４位は｢Theかくとう～｣解
るとうれしい。しめ切りは12月2０ト｣、４位は『Theかくとう～』解

マハガキの書きかた
■ハガキの書きかた

｢雛

や｢ＤＥＦＤＢＬ｣に代えればＯ

のだが……。

搬雛?鱸笄簔蕊鑿鑿
螢鯛縦｢鯛：Ｅと…
-ｃ－－ｈｎ一一回

いく｡最大値32749まての素数が求

’

ＸＴ

ぷＩ
扉~下百１，１伽耐

プログラムをＲＵＮすると１か

熊襲鷺艤瑛憾謎：雛鰍鱗撚'Lとモ

１ＳＣＲＥＥＮ５：ＳＰＲＩＴＥ＄（Ｏ）＝0,舎而：Ｘ＝６９：ＦＤＲＪ＝ＯＴＤ１：Ｒ（、）＝Ｒくり＞＋
１ＳＣＲＥＥＮ５：ＳＰＲＩＴＥ＄（Ｏ）＝,,空前：Ｘ＝６９：ＦＯＲＪ＝ＤＴＯ１：Ｒ（、）＝Ｒ（、）＋
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ボＲ以外のユーザ

いうわけ。

騨雛
}蕊i蕊i鱗！
雰囲気はでてるね った－行でがんばつ

ｏた
る)ご緑色の草むらに実っ二むとゲ
る)｡緑色の草むらに突っこむとゲ゜た

'檮報局
情報局

れを求めるのがこのプログラムと（ち）

説記事でした。

当スクラムては、以下の各コー
ナーでのハガキによる投稿を募集
している。

●質問箱＝読者から寄せられた
質問にお答えしている。プログラ
ムがうまく動かないときや、知り
たいテクニックがあるときなど
広く質問を受け付けている。解答
はそのつと適任者がおこなう。
●情報局＝掲載プログラムの改

造方やウル技、バグ情報、読者へ
のメッセージなどを募集。掲載者
にはＭファン特製テレカを贈呈。

Ｉ

●１行プログラム＝そのものず
ばり、たった１行のリストてでき
たプログラム。ゲーム、ツール、
CGなんでも０K．こちらも掲載者
にはＭファン特製テレカを贈呈。

⑪あしたは晴れだ／＝３月号の
テーマ｢1993年大予想｣について、
みんなの意見を大募集(しめ切りは
1993年１月５日必着)。

また､「あしたは晴れだ!/｣のﾃ
ｰﾏ案も同時に募実1ｺ｡疑問に思

っていることや《いろいろな人に
意見をききたい二となどをハガ

キに書いて送ってきてほしい｡意

見とテーマ採用者には記念品を
贈呈する。
あて先は､Ｍファン編集部｢ファ

ンダムスクラム。ＯＯＯＪ係まで
(○○Ｏに各コーナー名を入れる)。

住所。氏名。年令。電話番号も忘
れずに。アンケートハガキのメッ

’

セージ欄でもＯＫ｡ただし、コーナ
－名を明記することノ

'
'

／`

【11月ニフアフダムアンケート当選者発表】〈北海道〉田所洋介く神奈１１１県〉立川真治・松

／

本敬一く静岡県〉杉山鹿〈大阪府〉藤井常昭

'
／

〆
'

ﾈイ

新･マシン語の気持ち

！

#４ラベルと疑似命令
アセンブラのソースリストであち
に
つ
こちに出てくる英単語のような文
列がラ ベルだ。
のよ
字列がラベルだ。ＲＥＭ文のよう
、ず
で、変数のようで……しかも、ず
そう･マシン
っと奥が深そう。マシン語プログ
を ンと
をグンとラク
ラムの作成をグンとラクにするラ
、
ベルの機能と使い方について。

アセンブラとラベル：

とを許している｡この名前を｢ラベ

いる。ここで定義されたラベルは、

行119Oのようにプログラム｢'１に

私がまだアセンブラを持ってい

ル｣といい､名前を付ける行為を｢ラ

行1130,行1150,行1160,行

ラベル：マシン語命令

ないころは、ノートに書いたプロ

ベルを定義する｣｢ラベルを付ける」

1200,行1240,行1390,行1570で

のように書きこむことである。

グラムをニーモニックの命令表を

などという。

使用されている。

こうすることによって、このラ

見ながら、マシン語コードに１つ

そして、プログラムを組むとき

ずつ変換していた。なんとかすべ

は16ビットの数値のかわりに、そ

の数値てラベルを定義している。

かれるアドレスが定義される。行

て変換しても、たいてい－発では

のラベルを使う。アセンブラはそ

行1090～行1110では､定義済みの

1190や行1200がその例て゛ある。

動かなかった。アドレスの数え間

のラベル、アセンブルのときに実

ラベルてラベルを定義している。

違いなんかが多かったからだｂア

際の数値に置き換えてくれる。

ここで定義されたラベルは、行

H-1SIM」をロードしてから、

1590で使用されている。

ＡＯ

センブラを使うようになってから、

これによりプログラマは実際の

プログラムを組むのがとても楽に

アドレスや数値を気にしないです

なった。アセンブルイi盲業は自動だ

むし、デパックYi業も楽になる。

し、ラベルのおかげでアドレスの

数え間違いの心配はないし、疑似
米

命令と１１平ばれるものがプログラ

使用例：
ラベルをどんなときに使うか、

行1070～行1080では､16ビット

このように、始めにまとめてア

ベルには、そのマシン語命令b糧

SimpleASMを立ち上げJNM

を実行すると、行番号、アドレス

|ルスや数値を定義しておけるの

とマシン語コード(メモリの内

て､、「SCREEN1に初期化する

容)､ニーモニックの順て表示され

BIOSは何番地だったかな？」と

る。これを見れば、ラベルが実際

かいうことをいちいち考えなくて

のアドレスや数値に変換されてい

すむし、変更も容易厩

るようすがわかるだろう。

ミングを楽なものにしてくれるか

どんな使い方があるかを]IEjimする

ら垣今回は、ラベルを中心に、

には、プログラムを見るのがいち

また、たとえば１６進数の数値を

なお、褐戦してあるリストは、

プログラム中て疑似命令をどのよ

ばんの早iiiだｂ今回のサンフ･ルプ

書き間違えてもアセンブラはその

睡育卜へ行番号、ニーモニック、

ログラムは、意識的にラベルをい

まま通してしまうのでミスの箇所

メモリの内容の順にしてある。

ろんな形態て性ってみた。‘

がわかりにくいカミラベルを間違

うに使うかを紹介しよう。

ラベル定蕊：
マシン語のプログラムを組むと

き、ＣＡＬＬ命令、ジャンプ命令、

ラベル定義の方法には２つのも
のがある。
１つは、う゜ログラムの始めに

メモリとのロード命令ペアレジ

ＥＱＵ

スタヘの代入など、１６ビットの数

という疑似命令を使って定義する

値がいたるところで現れる。

方法垣

米米

SimpleＡＳＭでは(アセンブラ

サンプルプログラムを見てほし

は一般的にそうだが)､16ビットの

い。行1000～行1060,行1110て、

数値を任意の名前で置き換えるこ

}よ、アlルスてラベルを定義して

＊疑似命令

たレジスタのことをこう呼ぶ。
＊＊＊ＬＤ１Ｄｇ
ＳｉｍｐｌｅＡＳＭのモニタコマンドの１つ。
｢Ｌ｣がコマンドでそれに続くアドレス
以降のマシン語プログラムを10命令ふ
んニーモニックに逆変換して表示して
くれる。ＳｉｍｐｌｅＡＳＭにはアセンブラコ
マンドのほかにこうしたモニタコマン
ドが１１種類ある。
サンプルプログラムの動かし方
ＳｉｍｐｌｅＡＳＭを立ち上げたあと、今月

アセンブラに対する命令で、ＥＱｕ
ＯＲＱＤＥＦＷなどがある。マシン語命令
とは対応していないので、ソースとオ
ブジェクトを対照してみると、疑似命
令の部分のマシン語はない。
＊＊ペアレジスタ

Ａ、Ｂ、Ｃ、、，Ｅ、Ｆ、Ｈ、Ｌなど
のレジスタは８ビットだが、ＡＦ、Ｂｑ
ＤＥＨＬとペアになって１６ビットのレジ
スタとして機能する。このペアになっ

4０

えているときはエラーが出るので､

ＯＲＳ疑似命令：
行11120には、

ミスを知らせてもらえる。

もう１つのラベルの定義方法は、

ＯＲＳＤＤ１ＥｉＥｉＨ

ＥＱＵを使ったラベル定義の書式例
ラベル：ＥＱＵアドレス
ラベル：ＥＱＵアドレスーアドレス
ラベル：ＥＱＵアドレス＋16ビットの数値
ラベル：ＥＱＵ定義済みのラベル
ラベル：ＥＱＵ-16ビットの数値
号の付録ディスクをセットし、
ＬＯＡＤ

を実行。ｒＦ１ＬＥＮＡＭＥ？」
ときいてくるので、
ＮＭＨ－１

と入力すると，付録ディスクに収録し
てある｢NMH-LSlM｣が読みこまれる。
次に、
ＡＮＯ
を実行してアセンブルし、
ＣＤ１，回

でプログラムを実行する(実行開始ア
ドレスが、刀ββ'てはなく、ＤＩＥ,ｏｒ
であることに注意)。
中央に白い丸を組み合わせた大きな
文字が表示される(写真)。カーソルを
動かすと、メモリの中身をフォントデ

ータとして表示する。つまり、２進数
に変換して、Ｉになっているピットの
ところだけ白丸を表示するわけだ。
CTRL＋STOPを押すと､SimpleASMに

もどってくる。

,|熟i塾

行1580には、

ＯＲＳＤＤＤＤＤＨ
という命令がある。これはビのア

|レスからアセンブルを開始する
かをアセンブラに対して設定する

疑似命令て蝋ある。なお、設定すべ
きアドレスを仮に定義してあるラ
ベルで置くこともできる。

ロケーションカウンタ：
行1280ては｢＄」という記号が
置かれている。これはロケーショ

ンカウンタというbのごその命

令の置かれるアドレスを値とする。

この部分がどのようにアセンブル
されているかを見てみよう。

「＄｣の値を考えてみろと＄を
含んでいる命令は、Ｄ１２３Ｈ番
地に置かれるので、＄の値はＤ１
２３Ｈになる。したがってここで
は、

Ｌ、（＄＋４)，Ａ
は、

Ｌ□（ＥｉＤ１Ｂ７ＨＬＡ
と等しい。
まとめ：
サンフ･ルプログラムでは、なる

べくいろいろなラベルの使い方を
している(少し無理やり)。ＢＩＯＳ
のエントリーアドレス、サブルー
チンのアドレス、ループなどがそ

の代表である。
１６ビットのデータならとにか
くラベルを付けることがて゛きるの

で、いろいろな使い方がある。こ
のほかにも、プログラム自己書き
換え、テーブルなビに使われる。

なお、ＳｉｍｐｌｅＡＳＭでは、
米米米

ＬＤ１ＤｌＺ「

のようにすれば、ディスアセンブ
ルをすることがて゛きるのて､、実行
まえとあ上でプログラムがビのよ
うに変わるのかも兄てはしし､。

１ｇ２Ｚ
１０３ｇ
ｌＤ４Ｄ
１ｇ５９
１ｐ６Ｇ

ＩＮェＴ３２：
ＧＴＳＴＣＫ：
ＢＲＥＡＫＸ：
ＳＥＴｌＪＲＴ：
ＲＯｌｖｌＦＮＴ：
ＰＮＴＰＴ１：
ｂＪＴＰＯＲＴＩ

１Ｄ７Ｄ
１Ｄ８０

ＨＩＮＣ：
ＬｍＣ：

１ｇ９Ｄ

ＨＤＥＣ：

ｌＤＤＤ
１０１Ｄ

１１Ｄｑｌ
ｌｌｌＺ
１１２６
１１３０
１１４，
１１５９
１１６０
１１７０
１１８０
１１９９
１２０９
１２１０
１２２D

ＬＤＥＣ：
ASlvl：

ＥＱＵ

ｇＯ６ＦＨ

ＥＱＵ

ｇＺＤ５Ｈ

ＥＱｕ

Ｏ９Ｂ７Ｈ

ＥＱＵ
ＥＱＵ
ＥＱＵ
ＥＱＵ
ＥＱＵ
ＥＱＵ
ＥＱＵ
ＥＱＵ
ＥＱＵ

ＲＭ５３Ｈ

ＯＲＧ
1ＮエＴ２

ＬＤ

ＬＤ

ＣＡＬＬ
ＬＤ

ＰＵＳＨ
ＬＤ

|ＶＩＡエＭ

ＣＡＬＬ

ｉｖｌＬＤ０ＰＲ

ＣＡＬＬ
ＲＥＴ
ＨＡＬＴ
ＬＤ

１２３Ｄ
１２４ｇ
ｌ２５ｐ
１２６Ｇ
１２７０

ＣＡＬＬ
ＳＲＬ

ＪＲ
ＡＤＤ

１２８０

ＬＤ

１２９，

ＬＤ

１３９，

ＬＤ

１３１９

ＡＤＤ

１３２０

ＬＤ

１３３０
１３４０
１３５０
１３６m
１３７９
１３８０
１３９９
１４ｐ、
１４１２
１４２，
１４３，

ＥＸ

１４４９

１４５０
１４６０
１４７０
１４８ロ
１４９０
１５９，
１５１０
１５２９
１５３２
１５４ロ
１５ｓロ
１５６９
１５７２
１５８９
１５９２
160Ｚ

ＪＲ
ＰＲｍＴ：

ＬＤ
ＬＤ

ＬＤＯＰ２：

ＰＵＳＨ
ＰＵＳＨ
ＣＡＬＬ
ＬＤ
ＬＤ

ＸＮＣ
ＬＤ
ＬＤＯＰ１：

ＲＬＣ

ＬＤ

ＬＢＬ１：

ＪＲ
ＡＤＤ
ＯＵＴ
ＤＪＮＺ
Ｐ□Ｐ
ＬＤ

ＡＤＤ
ＰＯＰ
ＤＥＣ

ＮＯＲＫ：
ＳＤＡＴＡ２

ＪＲ
ＲＥＴ
ＤＥＦｌＡｌ

舎局のワンフルフログラム
ＮＭＨ－ｌＳｌＭ

１ＢＢＦＨ

１８ＤｇＨ＋２５６＋１Ｄ
ＯＩＤＤ７Ｈ
ＯＯＯＢＨ

ＤＤＤ１Ｈ
－ＨエＮＣ
－ＬｍＣ
９ＤＺ９Ｈ
９Ｄ１ＤｇＨ

Ａ，（ＮＴＰＤＲＴ）Ｄ１ＤＯ３ＡＯ７０ｍ
(ＬＢＬ１＋１），ＡＤ１Ｄ３３２４ＣＤ１
１ＮＩＴ３２Ｄ１９６ＣＤ６ＦＯＯ

ＨＬ，ＡＳｉｖｌＤ１０９２１ＤＤ９Ｄ
ＨＬＤ１１ＪＣＥ５
ＤＥ，ＷＯＲＫ）Ｄ１２ＤＥＤ５Ｂ５９Ｄ１

ＰＲＩＮＴＤ１１１ＣＤ３４Ｄ１
ＢＲＥＡｌ<ＸＤ１１４ＣＤＢ７ＱｌＯ

ＣＤ１１７Ｄ８

Ｄ１１８７６
ＡＰ０Ｄ１１９３ＥＯＤ
ＧＴＳＴＣＫＤ１１ＢＣＤＤ５９９
ＡＤ１１ＥＣＢ３Ｆ
ＮＣ，ＮＬＯＯＰＤ１２０３０Ｆ２
Ａ，ＡＤ１２２８７
（＄＋４〕，ＡＤ１２３３２２７Ｄ１
ＨＬ,.（ＳＤＡＴＡ〕Ｄ１２６２Ａ９ＤＤＤ
ＤＥ，（ｌＡｌＯＲＫ）Ｄ１２９ＥＤ５Ｂ５９Ｄ１
ＨＬ，ＤＥＤ１２Ｄ１９
（Ｕ０ＲＫ），ＨＬＤ１２Ｅ２２５９Ｄ１
ＤＢＨＬＤ１３１ＥＢ
ＮＡｍＤ１３２１８ＤＤ
ＨＬ，ＰＮＴＰＴ１Ｄ１３４２１ＤＡ１９
Ｂ，８Ｄ１３７Ｄ６Ｄ８
ＢＣＤ１３９Ｃ５
ＨＬＤ１３ＡＥ５
ＳＥＴＮＲＴＤ１３ＢＣＤ５３ＵＺ
Ｂ，８Ｄ１３ＥＤ６ｇＢ
ＡＩＤＥ）Ｄ１４Ｄ１Ａ
ＤＥＤ１４１１３
Ｃ，ＡＤ１４２４Ｆ
ＣＤ１４３ＣＢＺ１
Ａ，,,Ｄ１４５３Ｅ２ＩＪ
ＮＣ，ＬＢＬ１Ｄ１４７３ＤＯ２
Ａ，Ｂ５Ｈ－’,Ｄ１４９Ｃ６６５
（９８Ｈ），ＡＤ１４ＢＤ３９８
ＬＯＯＰ１Ｄ１４Ｄ１ＤＦ４
ＨＬＤ１４ＦＥ１
ＢＣ，Ｄｐ２ｍＨＤ１５ＤＤ１２９Ｄｇ
ＨＬ，ＢＣＤ１５３Ｒｌ９
ＢＣＤ１５４Ｃ１
ＢＤ１５５Ｄ５
ＮＺ，ＬＤＯＰ２Ｄ１５６２２Ｅ１
Ｄ１５８Ｃ９

ＲＤＮＦＮＴ＋６１６Ｄ１５９２７１Ｅ

ＯＲＧ

ＺＤＯｇｇＨ

ＤＥＦＮ

ＬＤＥＣ，ＨｒＮＣ，ＬエＮＣ，ＨＤＥＣＤ９ｇＯＦＦＦＦＤ８９９
ＤＯＤ４０１０ＤＦ８ＦＦ

ＥＮ、

（掲揚俊M1lli）
サンブルフロク゛ラムの補足解説

ＨＡＬT命令

ＣＧＰＮＴ(Ｆｇ１ＦＨ番地)からＳバイト(スロ

ット情報十アドレス)の情報で示される場所に存
在する｡この内容は､通常ﾒｲﾝROMのｉＢＢＦ
Ｈ薪地である｡なお.ｎｕＲＡＭなどに自作のフォン

これはジョイスティックの値を得るための
BlOSである｡Aレジスタにジョイスティック番
号を入れて､ＯＯＤＳＨ番地をコールする｡
ＢＡＳｌＣのSTlCK関数と同様な値がAﾚｼﾞｽ
ﾀに返される。またすべてのレジスタが変化する｡
ＳＥＴＷＲＴ

ＶＲＡＭにデータを趣きこむさい､ＶＤＰに

ＶＲＡＭRアドレスを設定するためのＢｌＤＳであ
る。ＨＬﾚｿﾞｽﾀにｱﾄﾞﾚｽ(14ﾋﾞｯﾄ)をセット
して、ＤＯＳＳH番地をコールする｡その後､ポ

できる。ＶＲＡＭアドレスはデータが書きこまれ
るたびにインクリメントされていくので､ＯＴｌＲ
命令などと組み合わせれば､高速なﾌﾞﾛﾝｸ転送
が可能となる。
ＷＴＰ□ＲＴ

ｌ/□ポート宕盾袴ｱｸｾｽしてＶＲＡＭにデータ
を送るときのポート番号は、メインＲＯＭのＤＤ

■

ＳＣＲＥＥＮ命令などを実行したときにＶＲＡＭ
にロードされるﾌｵﾝﾄﾃﾞｰﾀは､通常

ＳＴＳＴＣＫ

－ト柾介してＶＲＡＭにデータを趣きこむことか

■、●●■■■
ロ
●字

も無視されるので、停止したままになる。
ＣＧＰＮＴ

トデータを用息して､ここをその番地を)冒すよう
に書き換えると､ｸﾞﾗﾌｨｯｸ画面に表示される
文字やSCREEN命令を実行したあとのフォン
トに自作のものを使うことができる｡

■□●■ロ■■

ＣＰＵはこの命令を実行すると割りこみがかかる
まで停止状態になる。MSXのCPUはVDPか
ら決まった間隔で割りこみ信号を得るので、この
命令によりタイミングの調整ができる。ただし、
割りこみ禁止状態で使用すると割りこみがあって

,’

Ｏ７Ｈ番地に書かれている｡通常､この値は98Ｈ

であ百・しかし､外部にＶＤＰを増設している場合

などがあるため、ROMの内容を調べてから使う
ことになっている。（馬）

ＬＯＡ－ｐＦＩＬＥＳ－ｐｏセロエユ飼七Ｅ｣、

⑨ROMの中身をピットパターンで高週三冨示

4１

ー
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■

GravitE
□
r己 Ｖ it巳

■０房ｈ二丁！Ⅱ肺ⅢⅢ皿

ﾆー

グラビットツー

し遊び方は27ﾍﾟｰｼﾞＩ
＞遊び方は27ページ
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｜変数の意味
｜変数の意味Ｉ

言●マシン語ルーチン先頭番地
設定

●スプライトを拡大モードに設

初期化●自機のＸ座標初期化●
画面を描く●インターバル割り

定●トリガー入力値の獲得③爆

Ａ、……マシン語ルーチンアド

Ｅ画面設定

こみ先定義●割りこみ処理許可

発スプライトパターン定義②効

レス

●カラー設定●スクリーン設定

Ｂメイン

果音発生⑨爆発表示●トリガー

Ｅ＄……エスケープシーケンス

●文字幅設定●ファンクション

●メインループ●スコア更新●

が入力されていたら行４へ、そ

用

キー非表示設定●ＥＳＣコード

エスケープシーケンスによるス

うでなければこの行のトリガー

Ｇ＄･･…･画面のスクロール用

設定●乱数初期化●ＵＳＲ関数

クロール処理●道の表示開始座

入力へ

Ｈ……ハイスコア

設定

標決定●道の表示●スティック

Ｓ割りこみルーチン

Ｓ各種データ設定

入力●重力を考慮した自機位置

●道幅を求める●道幅が巴なら

Ｌ……道幅

●マシン語書きこみ．キャラク

のＸ座標の決定●スプライト表

メッセージを表示して終了、そ

Ｒ･…･乱数発生用

タ(障害物．壁)パターン設定●

示●自機と重なるキャラクタの

うでなければ道幅をＢ減らす●

Ｓ……スコア

スプライトバターン定義●画面

調査●障害物の表示とマシン語

もとの処理へ

Ｔ……スティック入力用

スクロール用文字変数定義●Ｐ

の呼び出し③壁とぶつかってい

Ｖ……ＶＲＡＭデータ読みこみ

ＳＧレジスタ初期化●キャラク

なかったらループ続行圏割りこ

用

タ(障害物。壁)の色設定

み解除

ＤｎＦ１ｎ～ＤＤ１Ｃ

Ｘ……自機Ｘ座標

４ゲーム初期化

フゲームオーバー

道のパターンのスクロール

｜、Ｊ……ループ用

マシン語解説一

Ｚ……道の表示開始Ｘ座標

●画面クリア●キャラクタ(道）

●ハイスコアの更新処理●メッ

※くわしくは次ページ｢ｐｏｓｔｌＵ

Ｚ＄……道の表示用

の色設定②道のパターン定義

セージ、スコア、ハイスコアの

ｄｅ｣参照

Ｓゲーム初期化

表示

●ＰＳＧレジスタ設定●スプラ

Ｂ爆発処理

プログラム解説
１初期設定

イトを非拡大モードに設定●ス

⑪マシン語領域確保●整数型官

コア初期化●道の表示開始位置

(馬場俊輔）

ﾌﾞ旧藏から望む『wﾂｪｲﾚﾄﾞﾘｰﾑ」
かどこと

突然ですが、開発延期になってしまった大作｢ヴェインドリーム｣の話をし
たいと思います。僕の近所にＭ君という人がいて、ＭＳＸで｢ヴェイン｣が
出るのをとても楽しみにしていました。しかし、彼のＭＳＸにはドライブ
がありませんでした｡そこで彼は(人のことをこんなふうにいって悪いです
けれども)､年に１本くらいしかソフトを買わない彼が金が入りしだい払う

ＧＲＡＶエＴ２．Ｆ、１

１ＣＬＥＡＲ３”，＆ＨＤＤＤｌＺｊ：ＤＥＦエＮＴＡ－ＺｇＡＤ＝＆ＨＤｑＭＯ
２ＣＯＬＯＲ１５，‘'０：ＳＣＲＥＥＮ１，，Ｈ１：ＩＡｌｒＤＴＨ１９：ＫＥＹＯＦＦ：
E＄＝ＣＨＲ＄（２７光Ｒ＝ＲＮＤ（－Ｔエ1vlE）：ＤＥＦＵＳＲ＝Ａ、

３ＦＯＲＩ＝１ＴＯ２９ｇＰＯＫＥＡＤ＋１－１，ＡＳＣ（lvllD＄（PPa＄絆Ｕ＄も
ＤＣ＆＄＋＃打弥ｙ＃とａ」２Ｕ５も、ｋ＆にｙ＃P'，エリ１））－５５：ＶＰＯＩ<Ｅ２
５８＋エ，２Ｓ４：ＮＥＸＴ：ＳＰＲエＴＥ＄（９）＝'’ｐイリい”：Ｇ＄＝Ｅ＄
+''Ｙ’'十Ｅ＄＋”Ｌ〃：ＳＯＵＮＤ７，１８３：ＶＰＤＫＥ８１９６，１１７

:|;bi,i,;;PIi窯:i,i:鰍;;|]Wi4;A1&=､:z二4:Ｌ

=８：Ｘ＝１２８：ＦＯＲエーＤＴＯ２３：ＬＯＣＡＴＥ４：ＰＲエＮＴＺ＄：ＮＥＸＴ
:ｏＮＩＮＴＥＲＶＡＬ＝６ｑｊＯＧＯＳＵＢ９：ｍＴＥＲＶＡＬＯＮ

ということで人からＭＳＸ巴＋を買ったのでありました。しかし｢ヴェイ

ン｣は開発延期になってしまいました。彼は(残念なことにＭファンを買う
金がないので)このことを知りません。これを読んだ皆様にお願いします。
皆様方の力でrヴェインドリーム｣開発を再開させてください。あるいは他
機種の開発で手間を取ってるだけかもしれませんが。そして、もし発売さ
れたら､みんな買ってください(手に入れてくださいではない｡コピーユー
ザーへ)。とてもいいゲームですので｡最後になりましたが､イラストを描
いてくれたソル君(だったつけ？)とＺＡＷＡ先輩、ご苦労様でした。

ＭＩＰＳ兵庫・１６歳

●

６ＦＯＲエーｍＴＤ１：Ｓ＝Ｓ＋１：ＰＲェＮＴＧ＄：Ｚ＝Ｚ＋ＲＮＤ（１）鵠３－１

：Ｚ＝Ｚ＋（Ｚ＞１６）－（Ｚ〈１）：ＬＯＣＡＴＥＺ：ＰＲＩＮＴＺ＄：Ｔ＝ＳＴＩＣ
Ｋ（５）：Ｘ＝Ｘ＋（（Ｔ＝７〕－（Ｔ雪３））砦６－（（Ｖ＝１０５）－（Ｖ＝１０４
〕）特Ｚ：ＰＵＴＳＰＲエＴＥＯ，（Ｘ，１５１），２，１Z：Ｖ＝ＶＰＥＥＫ（６７５２
＋（Ｘ＋３）羊８）：ＶＰＯＫＥ６１８４＋ＲＮＤ（１）#+１９絆（ＳｌｖｌＯＤ２），３２
＋ＵＳＲ（ﾛルエーー（Ｖ＝３２〕：ＮＥＸＴ：エＮＴＥＲＶＡＬＯＦＦ

７Ｈ＝Ｈ＋（Ｓ＞Ｈ）料（Ｈ－Ｓ）：ＰＲェＮＴＥ＄rPY＃’PＵＳＩＮＧｖＰ（；＿；

）ＧＡ１ｖｌＥ－０ＶＥＲ（；＿；）ＳＣＯＲＥ＿＃ｲﾄ＃＃＃／1H卜桝HlrP；Ｓ，Ｈ
８ＶＤＰ（１）＝９７：ＦＯＲI＝ＤＴＯ１：Ｉ＝－ＳＴＲＩＧ（0兆ＦＯＲＪ＝ｍ

ＴＯ７：Ｒ＝ＲＮＤ（１）升２５６：ＶＰＯＫＥ１４３４４＋Ｊ，Ｒ：ＳＯＵＮＤ６，Ｒ
羊８：ＰＵＴＳＰＲエＴＥＤ，’８＋Ｒ羊６４，１：ＮＥＸＴ：ＮＥＸＴ：ＧＯＴＯ４
９Ｌ＝ＬＥＮ（Ｚ＄）ｇＩＦＬ＝２ＴＨＥＮＰＲェＮＴＰ'〈〈ＹＯＵＡＲＥＣＲＡ
ＺＹＩ＞＞ｖＦＥＬＳＥＺ＄＝IvllD＄（Ｚ＄，２，Ｌ－２此ＲＥＴＵＲＮ
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『Gravit2｣ﾏｼﾝ語ｻﾙｰﾁﾝ30ﾊﾞｲﾄを徹底解説：
雫

ていた場所)に醤きこむ､という処蝋
理をおこなっている。これは､以雫
後も＆ＨＤ４､＆ＨＺＳ､＆Ｈ１鍋
ｚ……と循環していく。二のAu理瀞

ＢＣ←領域の長さ
ラムを定ら格納されている。
rGravit2』のプログラムを走ら格納されている。ＢＣ←領勇叱の帛艮さ

あたりから二のことから、図２のようなスＡ←データ
せてみると、道の中央あたりから二のことから、図２のようなスＡ←データ
重力波が発生していて、左側は左クロールを実現するには、道のキ・影響するレジスタ
,左側は左クロールを実現するには、道のキ・影響するレジスタ
一ルしてい，ヤラクタフォントデータをＢパイＡＲＢＣ
に、右側は右にスクロールしてい、ヤラクタフォントデータをＢパイＡＦ、ＢＣ

るﾏｼﾝ語トおなじ値て轡き換えればよい二２Ａﾚｼﾞｽﾀの内容をピット単が左ｽｸﾛｰﾙを実現しているの鍋
〈。これを実現しているマシン語トおなじ値て轡き換えればよい二２Ａレジスタの内容をピット単
とがわかる。そして、その値は、位て循環させるマシン語命令踵＆ＨＤＤ１１番地以降の右スギ
について説明しよう。とがわかる。そして、その値は、位で循環させるマシン語命令
クロール処理も、同榔の自己轡き翁
このスクロ次のような循環したデータになる。ＲＬＣＡ：左回り
マシン語部分では、このスクロ次のような循環したデータになる。ＲＬＣＡ：左回リ
､パターン＆ＢＺｂｇｂＺＺＺＺ１(＆ＨＺ１）ＲＲＣＡ：右回り
ールを実現するために、パターン＆ＢＺｂｇｂＺＺＺＺ１(＆ＨＺ１）ＲＲＣＡ：右回り

ヂ

ロロロロロロロ□ロ□ロロロロロロロロロロロロロ□□□□ロロ□ロロる
ロロロロロロロロロ□ロロロロロロロロ□□ロロロ□□□□ロロロロロど
ロロロロロロロ□□ロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロも

③

ｍｍｍ釦駆即釦配しｍｍｍｍｍｍｍｍＪｍｍｍｍｍｍｍｍＪｍｍｍｍｍｍｍｍ４へ

⑦

□□ロロロロロロロ回国回囮四国ロロ□ロロロロロロ□□ロロロロ□□①

⑥

□□□□□□ロロロロ□□ロロロロ画国回圓回国回国□ロロ□ロ□□□※

ロロロロロロロ□□ロロロロロロロロロロロロロロ□回国圀回回国四回

⑤

ロロ回国国回国曰ロロロロロ□ロロ□ロロロロロロコロロロロロロロロ
ロロロロロロロ□回回凹國国図画回□□ロロロ□□□□□□□□ロロロ
ロ□□ロロ□□□□□□□□ロロロ図画回回国回四目ロロロ□ロロロ□

①

アドレスフォント１６進数
アドレスフォント１６進数れていることである。

③

だから、パターンジェネレータテおなCデータて埋めるＢＩＯＳ(通ｐ｢～＆ＨＤＺ１Ｅ｢番地の部分は
－ブルは､それﾉﾓくれ､＆ＨＺ３４Ｚ称ラベル｢Ｆ１ＬＶＲＭ｣）文字｢ｈ｣のパターンジェネレータ
～＆ＨＺＳ４７番地＆ＨＺＳ。アドレステーブルを書き換える左スクロー
４８～＆ＨＺ３４Ｆ番地になる＆ＨＺＤ５Ｓル､＆ＨＤＺ１１番地以降の部分
わけだ６。入力（よ文字「ｉ」のパターンジェネレー
ー方、キャラクタのフォントデＨＬ←醤きこみ開始ＶＲＡＭアドタテーブルを嵩き換える右スクロ
ータは、図１のようにＶＲＡＭにレス－ルになっている。このプログラ
ムで注意しなくてはならないのは、
⑨図１ｷｬﾗｸﾀﾌｫﾝﾄﾃﾞｰﾀの仕組みOA｣の場合）
プログラムの自己書き換えが行わ

ｍｍｍｍｍｍｍｍ↓ｍｍｍｍｍｍｍｍ↓ｍｍｍｍｍｍｍｍＪ亟嘔亟亟嘔聰叩叩

②

８バイトであって、「ｈ」と「ｉ」のの２つのことを知っていればよい。このプログラムは、大きく２つ

アスキーコードはそれﾉぞれ104,105１ＶＲＡＭの指定された領域をの部分にわかれている｡＆ＨＤＺＤｄ

□ロロロロロロロ□□ロロロロロロ口ロロロロロロロロロロロロ□□ロ
ロロロロロロロロ□□ロロロ□ロロロロロロロロロ□ロロロロロロロロ

のキャラクタのプオントデータはこれらの役目を果たすには以下みたもの猛

嫡子翁宇鵠總令總翁手鍋翻翁乎翁翻鍋子端手鍋部鍋手鍋報蝋子鑓覗翁輕蝋糯蝋辮鍋辮蝋讓鎧糯鍋糯幾雫蝋辮鎧課

＠回2左へｽｸﾛｰﾙにいく｢h｣のﾌｵﾝﾄｻﾞ
ロロロロロロロロ□ロロロ□□□□□ロロロロロ□□□□ロロロロロロ

字変数Ｚ＄に代入している部分を＆Ｂ｣ｄＺＺ１ＺＺＥＤＣ｢(＆Ｈ１口）下のデイスアセンブルリストを見
見ればわかるように､文字｢ｈ｣と＆ＢＺＺ１ＥＤｇ｣C｢ロロ(＆Ｈ２E｢）てほしい゜これは､『Ｇ「ａｖｉｔ
「ｉ」である。ＳＣＲＥＥＮ１のパ＆ＢＺ１ＺＺＥＤｇＺ｣C｢(＆Ｈ４Ｅ｢）２｣で＆ＨＤＥｉＺＺ～＆ＨＤＺ１
ターンジェネレータテーブルは、＆Ｂ１ＥＤＧ｢ZED｡」CD､(＆ＨＳＺ）Ａに書きこまれるマシン語サブル
ＶＲＡＭの先頭(＆Ｈロノロノロノロ番これは左方向へのスクロールて、－チン(行ＧにあるＵＳＲ関数で呼
地)から始まっている｡そして１つ右方向へは反対の順になる。び出される)をニーモニックにして

換えに…の穐囑辮轍:|：
①

ジェネレータテーブルと呼ばれる＆ＢＺＺｚＺＺｚ１ｚ(＆Ｈ２｢２）※くわしい動作は図３を参照して
と呼ばれる＆ＢＺＺｚＺＺｚ１ｚ(＆Ｈ２｢２）※くわしい鋤乍は図３を参照して
､道を表現＆BJdEDC｢ＺＺ１ＥＤｇ(＆Ｈｚ４）ほしい
領域を書き換えている。道を表現＆BZEDC｢ＺＺ１Ｅ｢Ｚ(＆ＨＺ４）ほしい
しているキャラクタは､行４で文＆BEDdEDB｢１ＺｇＺ(＆ＨＺＳ）以上のことをよく頭に入れて、

Ｄ２ＤＢＨｎｎ■ｎｎｎｎｎ２口Ｈ
D２ＤＢＨ□、■ｎｎｎｎｎ２口Ｈたとえ感＆HDZZZ~&Ｈ
ｍｒｎ向FJI＿ⅡＦ１円戸円ＲＦｌＦ１ＦｌＥｎＶｌ－Ｈ
ＤＥ｢E｢１番地では、Ａレジスタ
□２ｚＢＨ□■、■ｎｎｎｎ５ZＩＨ
喋りZし鰯雲鞍う'二寵・図SRLCARRCAのおもな鬮醤弾
Ｚ２ＤＡＨ■ｎｎｎ■ｎｎｎＢＢＨ
ている｡二の定数＆ＨＤ１は､＆Ｈ
ＤｇＺ１番地に入っているのだ
ＺＩ２１ｚＨ■ｎｎｎ■ｎｎｎＢＢＨ
が、二のプログラムはこれに続く
｣でﾃﾞT斎T后ifftifT斎iBfBr両ロ
Ｚ２１１Ｈ■■■■■ｎｎｎＦＢＨ
Ａレジスタ
｣､狸で自分自身の一部である＆
命令のたびに､7のデータがbDに移動しｂＯ
命令のたびにb7のデ･夕がbUに移動し､ｂＤ
Ｚ２１２Ｈ■ｎｎｎ■ｎｎｎＢＢＨ
ＨＤＺＺ１番地の内容を直接変
はｂＩに､bIはb2に1ﾋﾞｯﾄずつずれていく。
Ｕｂｌにsblはb2に:ピットずつ百ｍＺいく。
Ｚｉ２１３Ｈ■ｎｎｎ■ｎｎｎＢＢＨ
えている｡つまり､＆ＨＤＤＺ２の
ＲＬＣＡ命令によってＡレジスタ
Ｕ２１４Ｈ□ｎｎｎｎｎｎｎＤｚＨ

6k:iiT斎TfiiT斎TそfT昔T前]」
ＲＬＣＡ

Ａレンパツ

蝿各行はＢドットで表されているので、ドットのとあるところを］、ない
ところを曰として、１ラインのデータを８桁の２進数のように考えると、
ちょうど１バイト（Ｂビット）の情報塾になる。じっさい、ＶＲＡＭの各
アドレスには右側の]6進数で表したような数値が格納されている。

の値を＆Ｈｇ２に変化させ､＆Ｈ
ＤＺ｣C｢３～＆ＨＤＥＤｄＳ番地の
命令ごその値を直接＆ＨＤＺＺ
２番地(＆ＨＺ１のデータが入っ

Ｈｂ７ｂＯｌＩ]５，ＭｌＤ３１ｂ２１ｂＩｌｈＯト
Ａレジスタ

命令のたびにbDのデ・夕がb71=移勘し.ｂ７
命令のたびにｂＤのデータがb7に移動し､ｂ７
はb6に､b6はｂ５に１ビットずつずれていく。
はＤＢに､b6はb51二1ﾋﾞｯﾄ司りつずれていく。

③マシン語サブルーチンのディスアセンフルリストと解説
ニーモニック

アドレス｜ﾏｼﾝ語ｺード
アドレス
ﾏｼﾝ語ｺｰﾄﾞ

ｓＬＰＣＨＬＲ

Ａ
型ＨＨ
ｊ臼已
Ｈ４回

Ｌｐ

ｃＡ

Ｈ土Ｓ巳ＨＨ
土画曰画５画
趣画聖Ｊ三８
ＪＰＬご心画ＣＪ
円とＨＥＢ回ＨＲ

ＬＲＬＬＬＰＣＰＬＲ

Ａ
ＨＬｎ
℃
ＳＬＰＣ
ＤＬｎｎＤＵ筒□ｎＲ

ＤＢ 臼曰３回固

一回日日３口
一画⑬、⑭曰
』巳５唖丘已ら
．⑭三ｓ土４ｓ

一唖轌唖軋韮酢巽璽轌

■

■４Ｊ■●▲‐曰⑪ロ可。

韮所望型轌唖誕王圷準⑬らＢ４回三ｓ１土工③３５口２Ｓ自 ＬＲＰＣＪＤｎＵ円ＲＰ ｎくＨＥＢ臼内ｒ聖ＤＬＣ心ｃＪｎＢ画○三Ｓｊ土⑭②□自画５Ｈユ＆ごｓ

）（》』二）⑧つ』（阿）

】ｇｃｎ②１３４７類
魂蝿卵塑ｍｍｍｍ画

】ｐＤｐＪＤＤｎｎ⑬

鍵|鑿鵲

意味

Ｈ４⑭ＪＤ己ｊＨＨ

自

Ａレジスタに＆Ｈｚ１を入れる
Ａレジスタに＆ＨＤ１を入れる
Ａレジスタの各ビットを左にずらす(最上位ビットは最下位ビットへ）
Ａレジスタの各ヒゼツトを左にずらす(最上位ビットは最下位ビットへ）
Ａレジスタの内容を＆ＨＤｌ２１Ｄ１番地に転送する(白戸雲き換え）
Ａレジスタの内容を＆ＨＤＤＤ１蓄地に転送する(戸戸需宍換え）
ＨＬレジスタに､＆ＨＤＢ４Ｄを入れる(ＶＲＡＭ転送先アドレス＝＆ＨＤＳ４Ｄ）
トＬ;ノジスタに､＆ＨＤＢ４回を入れる(ＶＲＡＭ転送先アドレス＝＆ＨＤＳ４Ｄ）
ＢＣレジスタ|こ､＆ＨＤＤｇＢを入れる(１１匠送する領域の長さ＝Ｂバイト）
ＢＣレジスタに､＆Ｈｎｎ同Ｂを入れる(転送する領域の長さ＝Ｂバイト）
ＢＣレジスタの内容をスタックに保存する

Ｂ｜ＯＳ(ＶＲＡＭの＆ＨＥｉＢ４Ｄ以降ＢバイトをＡレジスタのデータで埋める)を呼ぶ
ＢｌＤＳ(ＶＲＡＭの＆ＨｌＺＳ４Ｄ以降ＢバイトをＡレジスタのデータで埋める)を呼ぶ
以前のＢＣレジスタの内容をスタックから取り出す

Ｈ４ Ｊｓ ｊＨ負

Ｄ⑭臼唾３国 繋謹竈轍。

Ａレジスタに＆ＨＢＤを入れる
Ａレジスタに＆HBIZiを入れる
Ａレジスタの各ピットを右にずらす(最下位ビットは最上位ビットへ）
Ａレジスタの各ピットを右にずらす(最下位ピットは掃1-位ビットへ）
Ａレジスタの内容を＆ＨＤＤ１Ｅ番地に転送する(自己書き換え）
Ａレジスタの内容を＆Ｈ、□１曰番地に転送する(白戸書き換え）
ＨＬレジスタに､＆ＨＤＳ４Ｂを入れる(ＶＲＡＭ転送先アドレス＝＆ＨＥｉＢ４Ｂ）
ＨＬレジスタに､＆ＨＥ１Ｓ４Ｂを入れる(ＶＲＡＭ娠送先アドレス＝＆ＨＤＳ４Ｂ）
＆ＨＤｐＢＳ番地(前出のＢｌＯＳ)へジャンプする(行き先lこＲＥＴがある）
＆ＨＤＤＳＳ番地(前出のＢＩＯＳ)へジャンプする(行き先にＲＥＴがある）
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江冗
Rj‘】

翠

変数鰯議麟

識鎮

あるア
ア Ｍ のＩ 熾烈 な 戦 い
あるアリの熾烈な戦い

,{,,

＿』：

むかぐらゆうすい
むかぐらゆう９い

し遊び方は28ページ
Mz豆Ｒ１ｍｎ三Km2/2+ＲＡＭ１ＢＫｂｙ夢神楽遊睡
MZ豆､歴圃2/2+ＲＡＭ１ＢＫｂｙ夢神楽遊睡し遊び方は28ページ
▲

ＳＲ関数呼び出し用

ＸＸ……アリのＸ座標増分

３０《初期設定》

ＺＸ、ＺＹ……アリなみん

４０画面初期化／グラフィック

愛の他の変数

画面への文字出力準備／整数型

露垂水未鬮咋に艫

１０～２０ＲＥＭ文

Ｘ、Ｙ……アリ

錘鏥選審巍顯仇汕

Ｐ、Ｑ……舌

梛認》桑》『い》

爾財量I鯉篭鶴j鰹説

》煙ハ“》割纐蝿一

鱗方ｲﾄ座標

:蕊:了瀦鱒Ｉ ｵ馨誹シに蒋誌えに….
の

宣言／ＵＳＲ関数定義→キーバ

表示／効果音

270アリ落下表示／効果音／

Ａ……舌の向き－－１＝上がる、

ッファクリア／乱数初期化／変

１７０舌が引っこんでいるか判

行150へ

Ｏ＝出ていない、１＝下がる

数設定

定→行200へ／舌の表示更新

280《アーメン》

Ａ＄、、＄……スプライトバタ

５０スプライトバターン定義

180舌消去判定／舌の座標増

290～300アリなみん消去／ア

ーン定義用

６０《画面表示》

分設定／舌が伸びきったか判定

リ点滅／効果音／メッセージ表

Ａ□……アリなみんのスプライ

７０ゲーム画面作成

一舌の向きなど設定／アリが捕

示／行90へ

ト属性テーブルアドレス

８０《タイトル表示》

まったか判定→座標などを設定

310《アリなみん登場》

Ｃ……舌の表示色

９０タイトルなど表示／変数設

して行240へ

320アリなみん表示／インタ

定／キーバッファクリア

190行]50へ

ーバル割りこみ設定／もとの処
理へ

｜、Ｊ……ループ用
Ｋ……舌が攻撃した回数

100スプライト表示／スペー

200舌の向き､座標など設定／

Ｍ..…舌の表示スプライト面番

スキー入力判定→タイトルなど

攻撃回数加算／クリア判定=Oま

330アリなみん移動／画面外

号

消去／効果音

だなら行170へ

判定→行370へ／もとの処理へ

Ｎ……脱出カウンタ→下キーを

110《ラウンドの設定》

210《ラウンドクリア》

340《アリなみん取ったよ》

120ラウンド数更新／スピー

220効果音／メッセージ表示

350アリなみん消去／効果音

ＰＰ……舌のＸ座標増分

ド増加／変数設定／アリなみん

／行120へ

／アリ点滅／スピード減少／脱

Ｒ……ラウンド数

の出現位置・時間設定

230《捕まっちゃった／》

出カウンタ設定／もとの処理へ

ＲＮ･…･乱数初期化用

130《ラウンドスタート》

240効果音／アリじたばたア

360《アリなみんを消す》

Ｓ……舌の移動スピード

140アリ表示／効果音／ラウ

ニメ表示／スティック入力／脱

370アリなみん消去／インタ

連打した回数

ｓ１，ｓｅ、ｓＴ･…･･スティッ

ンド数表示

出カウンタ更新

ーバル割りこみ禁止／もとの処

ク入力値

１５０キーバッファクリア／ス

250脱出判定→まだなら舌の

理へ

Ｔ……アリの表示パターン切り

ティック入力／アリのＸ座標増

表示／ゲームオーバー判定→行

380～410スプライトパターン

換え用

分計算

290へ／舌の更新／行240へ

データ(行50で読みこみ）

Ｕ……キーバツファクリアのＵ

160アリのＸ座標更新／アリ

260《フゥー、にげたぜ》

１２０R＝R＋1:S百ｓ＋1:Ａ=Ｏ:k＝Ｚ:X＝12,:ｴＦＲ>4ＴＨＥＮＺ

ＡＲＵＡＲＬＦＤ１

三ODL上きせってしＩ
４DCDLoR1273,2:SCREEN2,110$ＯＰＥＮ',ＧＲＰ：'ＩＡＳｲﾄ
１:ＤＥＰエＮＴＡ－Ｚ:ＤＥＦＵＳＲ=ろ428SOUNDろ，O：ＲＮ=ＲＮＤ（-

ＴＩＮＥ光A､=７０３７:P=128：q=6B：Ｔ＝､

SBFORｴｰDTD3:AS=減,':ＦＤＲＪ=ＨＴＤ７:ＲＥＡ、、$５Ａ$=Ａ
＄＋ＣＨＲ＄（ＶＡＬ（”＆Ｈ斤十、＄）此ＮＥＸＴ：ＳＰＲエＴＥＳ（エ）＝Ａ＄：
ＮＥＸＴ

609〃､LDLＵようい

SE29D

１５９，ラウコト域スタート

260Dフゥーにげ出lEu強
Ｔ:SOUND2,255-Y:G0TO27ZELSEY=１７２:PUTSPRIT
２８０Ｄアーメン
２９ＤＧＯＳＵＢろ７９：ＳＯＵＮＤ７，５４：ＦＤＲＩ＝ＢＴＯ５０：ＰＵＴＳＰＲ

１ＳＢＵ=UＳＲ（B】:ＳＴ＝STICＫ(9):XX=(ＳＴ=７ＡＮＤＸ>４８

〕幹6－（ＳＴ=ろANDＸ<192）骨6屯

１６ＤＩＦＸＸＴＨＥＮＸ=Ｘ+ＸＸ８ＰＵＴＳＰＲエＴＥｇＵ（Ｘ↑Ｙ）,１，Ｔ：
Ｔ=TXDR1：SOUND8016gSOUND1292G:ＳＯＵＮＤ１５，Ｂ

１７０１ＦＡ=BTHEN2DOElREPUTSPRェTENKP，U川Ｃ’２
：ｈ空lvl＋A:ＳＤＵＮＤ９ｐｌ４:SOUND２，２５５－Ｑ

１８ＤエFIbl=zTHENA＝BELSEP＝Ｐ＋ＰＰＨＡ：、=□+S+ｆＡ:IFN

）－（ＰＣＵ光ＬエＮＥ－（２５５，２１１〕：ＰＡＩＮＴ（Ｐ，６２肥ＣエＲＣＬ
Ｅ（Ｐｉ６２)?1011：PAmT（PDO）０１
８ロオタイトIDUようＵｗ、

２，０A=１:Ⅱ＝１:C=９:P=１２０:ﾛ＝６９:PP=(X-P+RND（１

ＳＲ（ｍ

ｌＢＯＰＵＴＳＰＲＩＴＥＤ０(X1Y）,１１Ｔ：Ｔ＝ＴＸＯＲ１ｆＩＦエＮＫＥＹ
$<>I゛、゛THEN1DgELR伝IＩＮＥ（７２，１２Ｂ）－（１Ｂ３，１５９），
１２，ＢＦ：ＰＬＡＹｗＶ１４Ｌ３２０６ＣＤＥｗ,､で、,ｌＶＶ１４Ｌ３２Ｄ５ｏ'8ＦＤ
ＲエーＯＴＯ２ＺＤＯ：ＮＥＸＴ
１１０９ラウコト凸、Ｕってし１

ＨＥＮ､＝Ｎ－１:P＝P-PP:Ｑ=ｑ－Ｓ:Ｎ＝､:G□TO24D
19BGOTD15D
）丼９６－４８〕ofＳ／１１２：K=K+1:ｴFK〈>１１ＴＨＥＮ１７０

２１，，ラウコト､､ワリア

２２８PLAY〃V14L32D7EDCI7:FORI=ＯＴＯ１:FORＪ＝１ＳＴ
Ｏ６ＳＴＥＰ－１:C0LORJ:PSEＴ【88017）､６:PRｴＮＴ#1,"N
ICECLEAR1`,:NEXT:NEXT:ＦＯＲI＝BTO4gD:NEXT：Ｇ

ＯＴＯ１２６

２３０Ｄフカ王つち千つＩＥＩ

２４０PLAYDw,,吋斤,I'DCDEmzFORI=BTD10：ＰＵＴＳＰＲェT
EU,（Ｐ,０）'1,IHDD2:U=ＵＳＲ(Ｂ）:S1=STエCK（､光Ｎ=
Ｎ－（Ｓ１=SANDS2＝ﾛ〕ｇＳ２=Ｓ１２ＮＥＸＴ

鰄醗讓篝

272Ｙ＝Ｙ＋８８ェＦＹ〈１７２ＴＨＥＮＰＵＴＳＰＲェＴＥＵ９（Ｘ１Ｙ），１，

ｏＤ；ＮＥＸＴ：ＮＥＸＴ

１６）,６５CDLORI:ＰＲＩＮＴ＃１，価ＲＤＵＮＤｆ,Ｒ：ＦＤＲＪ=ＢＴｏ１Ｂ

＝エNT（116／S)+ｚＴＨＥＮＡ＝－１８C=UFIFABS（Ｘ－Ｐ）<１７Ｔ

９０C□LOR15:PSET(７２，１２８）,１２：ＰＲＩＮＴ＃1,吋あるアリ

：エFlvl>ＯＴＨＥＮＰ=P-PPgU＝､－ｓ：X=Ｐ:Y=ｑ:GOTO240EL

４０４Ｌ４ＣＲＣＲＯ５Ｃｌ７:ＦＯＲZ=１５TO6STEP-ろ：PSEＴ〔１，４，

７０FＤＲＩ=４TO1STEP-1:CｴRCLE（P'62)リエＨエ什6+２０
,’十ｺ,，，.Ｂ：PAZNT（P,0ルエ+ろ：NEXT:L［ＮＥ（、､２１１

U〕し１７つなたlEかしｗ：PSEＴ(８０，１ｓＺ）,１２：ＰＲエＮＴ＃１７芹ＰＵＳ
ＨＳＰＣＫＥＹ”：Ｘ＝１２，：Ｙ言１７２：Ｐ＝１２，２Ｒ罠吐Ｓ＝９：Ｕ＝Ｕ

Ｚ５ＤＩＦＮ〈１５ＴＨＥＮＰＵＴＳＰＲエＴＥｌＷ（Ｐ，Ｑ）ｉＣ１２：IvI＝Ivl-1

Ｘ=、:ＺＹ＝RND（１）特４８+89:ＯＮＩＮＴＥＲＶＡＬ=ＲＮＤ（１）++３６
６＋３０ＢＧＤＳＵＢ３２Ｄ:ェＮＴＥＲＶＡＬＯＮ

１４５T=TXDR1:PUTSPRェTEB,（X,Y），1,Ｔ：ＰＬＡＹＷ１

１０，件半吊るアリのし?1つ面たた"し’朴丼絆

ＺＢ１ｂｙＹＵＳＵエlY1UKAGURA199Z

（ＭＯＲＯ）

EZKXDY〕,１，T:ＧＯＴＤ１５ｇ

ｚＴＥＢ，（127752)'RND(1)外5+1911,0,2:SDUND801
４:ＳＤＵＮＤ１１ＲＮＤ(1)+４６:NEXT
30DSDUND7D56：ＳＯＵＮＤ8,Ｇ：PSＥＴ（９６１１６〕０６二COL
OR1S：ＰＲエＮＴ＃１Ｊ”うき画十一Ｉ”：ＦＯＲエーＤＴＤ５ＤＤＢ：ＮＥＸ
Ｔ：ＬエＮＥ（９６，１６）－（１５９，２３），６，ＢＦ：ＧＯＴＯ９０
ﾖ10,ｱﾘＨWしとうし＄よう

３２０ＰＵＴＳＰＲェＴＥ３１ＫＺＸＤＺＹ〕011380NｪNTERVAL＝１
ＢＧＯＳＵＢ３ＳＯ：ＲＥＴＵＲＮ
３３０ｪＦＡＢＳ〔Ｘ－ＺＸ）>１５０ＲＡＢＳ（Ｙ－ＺＹ〕>１５THENZX=Ｚ
Ｘ＋５：ＶＰＯＫＥＡｍＺＸ：エＦＺＸ〈ｚ５２ＴＨＥＮＲＥＴＵＲＮＥＬＳＥ３７０

３４ｕＵアリなみA，とつ庇よ
うｓＤＧＯＳＵＢ３７Ｚ：ＰＬＡＹ円'１，…，0'ＣＢＣＢＣＢＣＢ肘：ＦＤＲエーZ

TOS02PUTSPRITEOIX1Y〕$RND（１）耗４+１Z1In0D2:
ＮＥＸＴ：Ｓ＝Ｓ－１：Ｎ＝１５：ＲＥＴＵＲＮ

３６Ｄ９アリ回みん虐げＴ

３７０ＶＰＯＫＥＡＤ－１１２Ｄ８:ｪNTERVALDFF：RETURN
380DATAS4，３８，３Ａ，ＡＢＴ12,Ｂ8,3Ａ，ＱＤ
３９ＤＤＡＴＡ５４↑３８０Ｂ８，ＺＡＤ９０ｖ３Ａ,B8012
400DATA76DEFDEF,EFnEFlEF，EFi7E
４１ＤＤＡＴＡ３ＣＤＢＯ,。Ｃ，６６ＵＤＢ，Ｃ３９ＤＢＤＦＦ
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u｣

運天文|:Iﾉi二１１塾 :iiIj&[〃勤雪
鶴 鐘天文錘ﾐ塾Iiljlh1-鑓ン

＞遊び方は28ページ
踵12/2＋ＶＲＡＭ１２Ｂｌ＜ｂｙＭｌＰＳ>遊び方は28ページ
…｡…､…|…2'2+VRAM128KbyMlPS

塁層鱈三凸ｕＨＥｍ号，コル'8三11鰍亘

|グラフィック関係

Ｓ＄……設定モードを示すため
の文字列

l鍾濯

Ｓ＄（０）＝ＭＯＮ〃

Ｓ＄（１）＝uＯＦＦ〃

Ｍｎ)……星座をかくとぎの結

Ｕ……ＵＳＲ関数呼び出し用

ぶべき星の番号。Ｍｎ－１）と

Ｕ(、)……表示用設定値

Ｎ(、)の星のあいだに線を引く。

Ｕ（Ｏ）……月

ｎは、作業手||頂を管理する番号。

Ｕ（１）……曰

この配列の値が999のときは､線

Ｕ(巳)……時

を引かすにｎのみ曰増やす(連

Ｕ(Ｓ)……分

続する線の終わりを示す）

Ｕ(4)……Ｌ｜ＮＥ

Ｖ(、)、Ｗ(、)……書きかえた

原稿が遅れて申しわけありません(届いたのがテスト中だったので、親が隠していたのです。弁
解)。この天文シミュレーション､殿初は自信があったのですが投稿した少しあとに11月号を買っ
て読むと、没作品のレベルがとても高い／これは駄目だな。そう思いつつ中間テストで死んだ

最後(期ではない)の曰､親から採用通知を受け取ったわけです(うち
の親には速連の巴文字が読めなかったのだろうか)。現在､友人ＰＤ
Ｍが９８用のディスクマガジンを作っています。文童とＭＡＧデータ
くらいはＭＳＸに移せるので、作ってみたいけど、権利料が大変か
もしれない｡それよりも､ＭＳＸ２ユーザーの大部分はテキストフ
ァイルが読めない｡漢字を読むためには92年Ｓ月号のREADDO
C,ＢＡＳがいる｡しかし首のだと手に入らないかもしれないので
高速版を作っています｡待っててください(原作者の万造さん､ごめ
んなさい)。しかし早くも大遍のバグを抱えています｡ＰＳ､このプロ
グラム、星の座標を調ぺるのが大変でした。それと、上配のマガジ
ンのためにＭＳＸとは何かを98ユーザーに紹介するための文章を認
さました。何かの折りに見かけたら読んでやってください。
ＭＩＰＳ兵匝･１６鯉

Ｏ：ＯＮ

星の座標の格納用。、＝星の番
号。以下おなじ

"霧…祷っててください

魂礎

変数 ０２意 購

ＷＯＦＦ

Ｕ(Ｓ)……ＮＡＭＥ

Ｘ(、)、Ｙ(、)……星の座標
Ｚ(、)……星の明るさ

たら行230へ／リターンキー

４２０ページＳのデータをペ

Ｏ：○Ｎ

が押されたら行280へ

ージ１に転送

１：ＯＦＦ

２５０カーソル上下キーが押

４３０行200へ

Ｘ、Ｙ……データの－時読みこ

されたときの日付パラメータ

み用

変更／ブリンク周期変更

４５０画面初期化

艀USF;関数

２６０行220へ

４６０メッセージ表示

270～290座標計算

点滅の周期

Ｂ’○ｓ(＆ＨＤＤＳＳ)および

.－ジ表示／ページ切り換え

Ｔ(、)……星座の名前を表示す

キーバッファクリアのＢｌＯＳ

２９０回転率計算／回転させ

(＆ＨＤ１ＳＳ)を呼び出す

500～1990星座の座標､光度

るときの座標とする星の番号

た星の座標をＶ(、)、Ｗ(、）

２０UO～2940星座をかくとき

に代入

の、むすぶ星の番号

『星座名関係

Ｎ＄(、)……星座の名称。ｎ＝
星座の番号。以下おなじ

ＳＨ……星座名を表示する時の

Ⅱ獲座位置冒十算用

ＵＳＲＯ……スプライト消去の

■■

Ｆ１評

､鰯匡齢
ｄｒＤ幻

２８０ブリンク中止／メッセ

300～340星座の線をかく

440～470終了処理

４７０プログラム終了
480～3000データ

480～490日付の設定最大値

2950～2990星座の名前、表

Ｔ……座標を回転させる量を決

10～３０ＲＥＭ文

３１０画面消去／ＬｌＮＥが

示する星の位置

める値(円周を72分割したもの

40～180初期設定

ＯＦＦの場合行360へ

３０００ＲＥＭ文

を１ブロックとし、何ブロック

５０変数関係初期化

３２０初期座標設定

回転させるかを表す）

６０Ｆ１キーによる割りこみ

３３０全ての線をかきおえた

Ｓ｜……星座の回転角βの値。

先設定／割りこみ許可

ら行360へ／ひとつの星座を

巴冗×(Ｔ／72)で求める

７０～１３０配列宣言／変数初

かきおえたらカウンタを＋巴

Ｃ……ｏｏｓ０の値

期化／画面初期化／ＵＳＲ関

以降の機械では、ＳＣＲＥＥＮ

して次の星座の初期座標設定

Ｓ……ｓｉｎ８の値

数定義／画面の枠作成

Ｓでグラフィック画面次４ペー

３４０線をかく／カウンタ加

ジ使うことができる。このプロ

;壜の他の変数

140カラーバレット設定

算／行330へ

グラムでは、ＶＲＡＭの４ペー

Ａ、Ｂ……汎用

｜＄……キー入力用

150～１７０配列変数データ読

350～360星をかく

ジを以下のように使っている。

370～380初期画面表示

０……＝座名表示用

]90～280メインルーチン

３８０星座にページ巳の枠を

１……メイン画面

かさねる

Ｂ……枠保存用

Ｋ……｜＄のキャラクタコード

200～2]0ページ０，１にた

Ｓｍ)……表示用設定上限値

いして天球図用の基本的な文

４００ＮＡＭＥがＯＦＦの場

Ｓ（０)……１２（月）

字を表示

合行420へ／ループ開始／名

Ｓ（１）……４（日）

２２０曰付などの表示／キー

前を表示する座標が枠の中て

Ｓ(ｅ)……24(時）

バッファクリア

ない場合座標を再指定して名

Ｓ(Ｓ)……Ｓ(分）

２３０カーソル表示／キー入

前を表示

Ｓ(4)……曰(Ｌ１ＮＥ）

力待ち／カーソル移動

４１０ループ終了／ブリンク

Ｓ(Ｓ)……Ｅ(ＮＡＭＥ）

２４０カーソルが移動してい

開始

避讓寶鰄

ＶＲＡＭが128ＫのＭＳＸ巳

みこみ

１８０変数初期化／行380へ

｜……ループ用

｜…繍鍵

390～430星座窯表示

Ｓ……画面一時退避用(おさだ）

②11月二ソフトプレゼント当撰者⑤｢スーパープロコレＩ」＝群馬県>藤生基樹<兵庫県>加藤修司〈香川県>大須賀政彦/⑥｢スーパープロコレ２Ｊ＝
<千葉県>いのぱひろみ<山梨県>沢辺拓也<佐賀県>田中昭史/⑦｢スーパープロコレ３｣＝<愛知県>中曽根康行<大阪府>菊池直彦・中尾jfp央

4５

ＴＥＮＮＤＮ･ＦＤ７

960ｐアコト伯ﾛﾒﾀ田６６－６９

９７ＢＤＡＴＡ118,14102,11401ｺ９０３，１１１０１３５，２
９８BDATA1B60129u2
99U,へ。力v､リス７，－
１ＢＩ

２ｐＤ
Zロ,ＴＨＥSLOUESTASTRDSIlWULATERverl･Ｇｂ
３０Ｄ

４９？》ェnltiaL1ze

s0CLEAR20，＆ＨＤＥＢＢ：ＤＥＦｪＮＴＡ－Ｚ:DEFSNGSoC

６ｇＯＮＫＥＹＧＯＳＵＢ４ＳＢ：ＫＥＹ（１）０Ｎ

７０A＝250:DIlylS(5)↑T【４８）,Ｕ(5)#V(Ａ川Ⅱ（Ａ),Ｘ（

A）DＹ（Ａ)｡Z(Ａ),N(346),N$【48）,S＄（１）

ＢＢＳ$（B）=戸ＯＮ戸:Ｓ＄(1)=穴ＣＦＦ":U（５）＝１

９０FDRｴｰBTO5：READS(1):NEXT

１００COLOR１５，DDB:ＳＣＲＥＥＮ５９ＢＤＤｇＶＤＰ（１４）芦９

１１BDEFUSR=１０５:FORI=ＯＴＯ３：SETPAGEuエ：ＣＬＳ：U

＝ＵＳＲ（日）：ＮＥＸＴ

１BOODATA148I146n3,131,138,3,128'１４１，コ

１０１BDATA130nl5B'3，１１８，１５１，３
１u2Bjケフェウス75-

１ｇ３ＢＤＡＴＡ１３ＺＯ１１７ｕ３１１２８Ｄ１Ｚ１ｌ２D126u114,。

１０４０DATA124u11902,121,113？５
１０５９，ハワチロウBＢ－

１０６DDATA15301ZBu3D143D128’３Ｕ１４３Ｉ１２２１２
１０７０ＤＡＴＡ１４２ｍｌ７ｕ３,1４２，１３２，５，１３９０１２２，１
１日ＢＢＤｺト８６－

１０９BDATA1521113D30152D114D30149ｕ１１１００
１１DBDﾃﾆﾉﾋ、。８９－

１１１０DATA168u64030167u5403D177051,ろ

13BSETPAGE2O2：ＣＩＲＣＬＥ(128,98)0129,10,,.8

１１２DDJﾌﾆﾉ９２－
１１国ＢＤＡＴＡ１７６Ｉ１２４,4u１７０Ｉ１Ｚ６Ｄ３Ｄ１６Ｂ１１３８ｐ３
１１４ＤＤＡＴＡ１６４Ｄ１１９Ｊ３０１６３ｕ１２７Ｄ３０１６５，１３１，４

１４０FORＩ=BT□4：ＣＯＬＯＲ＝（１５－IP7-Io7-Io7-I北N

１１５０ＤＡＴＡ１６４，１２８，１
１１６８，へ仁迅９９－

１２０C□ＬＤＲ=(1809094比ＯＰＥＮｎｇ｢ｐ:wAS1

2:PAINT（９，０）01:ＤＥＦＵＳＲ＝３４２
EXT

15BFoRｴｰBTOZ508READX9Y，Z(エルX【ｪ）=（Ｘ－１２Ｄ

）０４１．６:Y(ｴ)=（Ｙ－１Ｂ７〕CO1.6：NEXT

16DFORI=gTO346:ＲＥADN【ｪ）:NEXT
17BFORI芦BTD4B:READNS（ｴ)nT（エルＮＥＸＴ
１ＢＢＸ＝Ｂ:ＳＨ＝＆Ｈ率：ＧＯＴＯ３ＢＵ
１９Ｂ,>Na、

２０BCOLORD1:FORｴｰＤＴＯ１;SETPAGE10ｪ:ＰＳＥＴｎ７

６，１９２】uWPRェNT#1,"ＬェＮＥＮＡＨＥ庁
２１BPSET（ろ３０２５）,１：ＰＲェＮＴ＃１Ｄ殖吋二ＦＳＥＴ（２１７．２
５川1:ＰＲ叩T＃1,斤Ⅳ.:NEXT

２２BFORI=U（５）ＴＯ１:SETPAGE1,I:PSET（１６０２ＢＯ）

１１７DDATA162,T8u3,173079,30184019ぢ，雪
1180DATA１７８，１１１０ｺ

１１ワ９？へげツカイ１Ｚ３－

１２BBDATA197n92BflB8f91,ろ0172,1Z2Ps
121BDATA165116Bu2,167,92＄3,174u８１０５
１２２ＢＤＡＴＡ１Ｂ１Ｐ８ろ，３

１２３０，イテ１１Ｂ－

１２４ｅＤＡＴＡ２Ｂg011293u207U1150202B２，１１３B
125BDATA20ろ,107,30198,115,3,1990122,3
126ｇＤＡＴＡ１ｇ７０１２４ｐ２Ｕ２ｇＯＵ１２８，３，１９７，１２９，ｺ
１２７０ＤＡＴＡ１９２Ｕ１２９，ろ

１２８BDUソリ１２０－

ｕ１：ＰＲエＮＴ＃１０USING時蠅月##曰#ＨＩｑｌＩ１粉&＆
&＆”;U(、）＋10U（１）007+1,U(2)BU（５）OO2BoS$（Ｕ
（４））OS$(Ｕ（５）此NEXT:U=USR（日）

１２９０DATA210,96020210194,3，２１１，９８０３
１３BBDATA2B99101,3,213m1019.0214,97,2

:I$=INPUT$(1)：Ｋ=ＡＳＣ(ｴ＄）:A=X：Ｘ=（Ｘ十（Ｋ＝２９）－
（K＝２８】+6）ＨＯＤ６:ＬエIIE-STEP（-260-9）,ＵＢＦ，ＸＯＲ
２４９１ＦＡ<>XTHEN23DELSEｴＦＫ=１３ＴＨＥＮ２８０

132ＤＤＡＴＡ１ﾜ６０７６ｆ３Ｏｌ９４０７５１１ｕ１９２1７．１３
１３３BＤＡＴＡ１８５，７５０２，１８６，６７,３０１８９９６５，３
１３４０ﾛオオカニ１３５－
１コ５０ＤＡＴＡ１９５ｕｍ，３０１９２，４７９３u１９５１３８，ｺ
１さ６５ＤＡＴＡ187637,3,184,31,２

２３０ＬｴNE(14+x０斗４Bo199)-SＴＥＰ（2609）0UBF,XOR

２SBU（X）=（U(X）十s(Ｘ)+(Ｋ=51）‐（K＝３０））HDDS(Ｘ

北K=VAL(ｴS):VDP(14)=SH-U（５）丹SH:ｴFU(5)=BA

NDKTHENSH=Ｋ針１６+K8VDP（１４）=SＨ
２６０ＧＯＴＤ２２ｇ

270,＞AXlscCmputinga｢ea
２BBCOLORDB:VDP(１４)＝B:PRESET(64999):ＰＲＩＮ

Ｔ＃1,"NoHCONPUTエＮＧ．．、ＷＳＥＴＰＡＧＥＤｇ

２PBT=71-(〔U(Ｂ”4＋U（１））件1.日+U（２）ＯＳ＋U（３）＋

２８）ＮＤＤ７２：Sエー6.28.19件(T/７２）：S其ＳＩＮ（ＳエルＣ=Ｃ
ＤＳ（Ｓｍ:FORｴｰＢＴＯ２５０ｇＶ（１）=X（ェ)COC■Ｙ（１）ＨＳ+１２
８：u（１）=X（ｴ）刊S＋Ｙ(ｪ)ＨＣも５：ＮＥＸＴ
3DO,>DｒａｖＬｉｎｅ
310CLS:ONU（４）ＧＯＴＯ３６Ｂ

３２ＢＩ＝1:PSEＴ(Ｖ（N（０）】'１J（N[B）））
３３ＢＤＮ－(エー３４７）ＧＯＴｏ３６Ｂ:ｴFN（ェ）=９９９ＴＨＥＮエーェ+
２：A=N（1-1):PSＥＴ（Ｖ（Ａ）,Ⅱ（A）】'４:GOTO33B

。４９A＝N（１）:LエNE-(Ｖ(A),Ｕ（Ａ）)P48I=I＋1：ＧＯＴＯ

３３Ｂ

コラロ,>Putstars

1318ＤＡＴＡ213,8603,2Ｂ7,80,3,263,79,2

１３７８０ｶ.ムリ１４０－

１３８ＢＤＡＴＡ１５１０８７ｕ４ｕ１５ＤｕＢ５０４Ｔ１４８，８４Ｄ２

１５９ＢＤＡＴＡ１４６ｕＢ５,４，１４５０８６Ｊ４
１４B8ﾘｹｺﾀｳﾙｽ１４５－

１４１DDATA185u38u3u18DU3313I167u３０，２

肥B=1J〔Ｔ［エ）昨ＩＦAＢＳ（ＰＯエＮＴ（ADB）)<>１ＴＨＥＮＰＲＥＳ

ＥＴｍＩＢ)､,ＴＰＳＥＴ:ＰＲｴNT＃１FN$(1)

４１BＮＥＸＴＷＤＰ（１４)＝ＳＨ

４２BCOPYI0OB肥（255,211)U３ＴＯ（OUB）D1vPSET
４３BＧＯＴＯ２ｇＤ

４４Ｂ､>FunctionKEY[１］ｓｕｂ
４５ＢＳＣＲＥＥＮＢ:VDP（１４】＝B：ＣＯＬＯＲ１５ＯＢ

１４５６ＤＡＴＡ162,9713,157,97ｖ３ｕ１５７Ｕ１０３ｕ３

１４６ＢＤＡＴＡ１５２,Ｑ７ｕ４Ｄ１４８,”03,147,9604
147DDATA15Du95’3,1ｓ７，９１↑ろ

１４８０口イヌ１６２－
１４９BDATA73,8571,74,8903
1506,オトメ１６４－

１５１BDATA13306D,３Ｄ１３２，５４，．，１ｺⅢ５０９３
１５２６DATA143144,1,141,54,ｺ
１５３８，ｶﾗｽ１６９－

１５４８ＤＡＴＡ１２９，３６，ｺ，１２４，コ4,5’１２ｺけ36,ｺ
１５６ＤＣウミヘヒ､、１７３－

５６０DATAs1u11293D48D116Bu52112２，３

S7BDATAS4,１１９０コ
５８０，ﾊト11-12

５９９DATAろ19110,3,3コ0１１５，３
６ＢＢＤｴﾘﾁﾇｽ１３－１６

６１０DATA61,12BDBD61D14203o５４，１７３０Z
６２６DATA74,204,1
６３Ｂｕホゥオワ１７－１９

６４８DＡＴＡB4ol96u3o920ZO103u1B９，２B1,ｺ
６５B,ﾜﾁﾗ２Ｂ－

ｄ６ＢＤＡＴＡ82P144,3085,148,4087,１s5U9
67BDATAB90165,4,88,171,4,1Ｂ１，１７０，４
６BgDATA1B5D178D2911g017Bu4

６９８Ｄオヒッョ迅Ｚ８－

TBODATA９９，１４５，２D１０１０１４２，ｺ
７１日,リン刀ワ３０－

Ｔ２ＢＤＡＴＡ１０３ｏｌ３３,3,1Ｂ2,134,4F1０４，１３７３４
Ｔ５ＢＤへ｡ルセゥス３３－

７４日DATA165,12193｡１B3012Bo2P1BBo119D3
７５BDATAQ69121D3D91D124,３７９９１１２７，９
７６B，ｷ■ロョや３９－

１６５BＤＡＴＡ１４１０１Ｕ４Ｕ３
１６６５９．７喧ﾏ１９０－

１６７ＢＤＡＴＡ１２０Ｕ１Ｂ701,122u1B6u4'１２４u１９４＄４

１６８DDATA125I1B2,4012791Ｂ？､40127,1叩,３
１７，８ﾘｳｺ刀イ１９７－

１７２０ＤＡＴＡ144979,3
１７３０１ヨョz01

W4BDATA98075,3$1B3,71,4u103D69I5
１７５０DＡＴＡ99068,4,98Ｉ６５，１D１１２Ｕ６７ｕ５

１７６ＢＤＡＴＡ１１７０６１ｕ２ｏｌｌｌｐ６ろｕ３
１７７ＤｎｵｵﾜYLマ２２９

B3BDATA85,11202,80011205,79.1Ｚろ,１

B4BDATA81,136,4D８Ｂｆ１２８９３
８５８，ﾆﾌﾞﾆﾉｳｵ54860ＤＡＴＡ１４２，１８６，１

８７０，ﾂﾙＳ５－

１８３８DＡＴＡ１８，９８DＢ

１８４０uブタ｡､、２２２．

１８５０DATA75,98U3f76I9902u83,ワョ，4

1860DATAB8091u1D9B093u2vB30９９，．
１８７０DATABBu1B3l3uB101B693

１８８日,オオイヌ２３６

１B9DDATA４３，７８，２０４１，８６，２’４４０８４０２

１９OBDATA46,8602,ｓ１Ｕ９３１ＢＩ４８Ｄ１０ＤＩ２
１９１，DATAろｱｩﾜ９，３
１ワＺＢｌトモ２３７

９５BDATA157D15403,148u156,3,1400173,3

２４５０１テコヒ､､フ

２４６ＢＤＡＴＡＢ９ｍ９ｅｏ９１９９ｇ９
２４７Ｂｎウョ

２４８０ＤＡＴＡ９２，９SO9Bp999095D960999,94997,9

９９

２４９２，へ仁私+へ七匹ツカィ

2ちDBDATA99，180,1DBu1B9D1B4I1D101g20999
O1“0104,1B5D1B6D1g7,ＴＢ８０９９Ｑ
２５１Ｂｏｲﾃ

２５２gDATA11BU11101120114↑115,116U１１８０９９
９⑭１１３u112D999u117011BD119U999
２５”、サソリ

２５４BDATA121912DD122U124U125’1２６，１２７，１２
８，１２９D136u131U13SJ9990132,1率0１３４，９９９０１２
２０１２３，９９９

２５ｓロ，オオカミ

２５６ＢDATA1.59156,157,1.8,１３９０９９９

２５７B,ｶｺﾑﾘ

2580ＤＡＴＡ１４ＢＵ１４１０１４２Ｄ１４３ｎｌ４４Ｄ９９９
２６BBDATA1450146nl47,148,1510152,15コ｡９９
２６２BDATA1540155，157,158＄1599168F１６１１９９

９'１Ｓ６ｍ５５ｕ９Ｑ９
２６３日ｕコイヌ

z６Ｉ４ＤＤＡＴＡ1６２，１６３，999
２６５８９オトメ

２６６０DATA1640165D16601670168U999

２６７Ｂ，カラス

２６８ｇＤＡＴＡ１６９０１７Ｂｏ１７１０１７２ｕ９９９
Ｚ６９Ｂ，ウミヘヒ■

２７DDDATA173O174,1750176,177,178,179,9

９９

２７１Ｂｕカニ

２７２０DATA1BB0181u182Dワワワ

２７４BDATA183D18491B50186D187u188u1B９ｕ９９
２７ＳＵＤコヮ凶マ

２７６BDATA19BD191U19２，１９ｺ,１９４，１９５，１９６，９９

２７７Ｂ’ウワカイ

２７ＢＢＤＡＴＡ１９７ｎｌ９９Ｏ９９９Ｏ１９８Ｕ１９･Ｏ２ＢＢ画ワワヮ
２７９０，ﾖウ

２８UBDATAZD1p2B2，２B302B4u2B50９９９，２０４，２０

６０２０７，２９８１９９９
２８１０ｊオオヮ■マ

２８ＺＢＤＡＴＡ２０９０２１ＢＵ２１１ｕ２１２Ｕ２１３，２１６，２１７，９９
９ｕ２１３０２１４０２１８９２２ＢＤ９９９o２１８０Ｚ１９ｐ９９９ｑ２１４ＦＺｌ
５，９９９

２８３９，リコウコツ
２８４ＤＤＡＴＡ２２１０９９９
２８５０，フヮコ唖

ｚＢ６ＢＤＡＴＡ222022ｺ｡Ｚ２４Ｄ２Ｚ５０２Ｚ６０２２７ｐ２２８，２

２８８８DATA２３０，２３２，２３３u２３４，２ろ5，９９９，zろ１，２
２８９ｇｏﾄモ

Ｚ９ＢＢＤＡＴＡ２己７，２３８『２．９，２４１０２４２０９９９０２コ９，２

４０U９９Ｑ

２９１００市

２９２０DＡＴＡ２４３，２４４，２４５，Z4６，２４７，９９９
２９３０，ヤキ唾

２９４０DATA248024902ｓﾛ
２９５８，>Ｎａｍｅｄａｔａ

２９６ＢＤＡＴＡオリわ０４．うさぎ■,BUuと,119エリ,弘ヌス’１４，

ぽうおう’18,くいら,２３０淵Uつし込,２８・ざん〃〈d31,ﾍﾟ｣ﾚｾｳｽ'

３５"を■よしや,43,ｶﾂｵﾍﾛｱ，４６，おうし'５１
２９７６DATA"軸のうおＧ曰４０つる、５６，うお,６００ｲｺﾃ己イァヮ,
６２『JPTMr強ｈｕ６４Ｐｱｼﾄ⑤ロメタ■'６アハ◎がリス､７３，ケフェウス

１９６０DATA31,72,2，３７０５４０２０５５，５０，２

2980ＤＡＴＡへ卜０９９，へU■D1B2OへU強つかいu1BSDL1てＤ１

１９５０，市２４５

１９７８ＤＡＴＡ５４O37u31B502Bo3

19BDDヤキ仏248

１９９０DATA1590164,4,177914705,176,14504

２０１８Ｄオリオコ
ＺＢ３ＢＯウリキ埴

zＢ４ＢＤＡＴＡ７０８Ｄ９ｎ１Ｂｖ９９９
２ＤＢＢｊハト

ｎ７６ｕｕくちよう１８２０こと，B7UでんＵ竿ｍ９０ＤｈＬｕ９ｺ

１４ｎさ子り'１２１,おお”T137DJM,むり,１４２９ケコタウルスｏｌ４Ｂﾜ

ﾍﾙﾜﾚｽｕ１５７,こいIb916201BとIhnl65u〃らす,１７８，ﾗｦﾉへＵ峡
２９９gDATA1760〃に0181,りゅう,186,こく踵､１９４５うし
〃しl919BubIJu20S,おおく毬ｕ２１４０り。うこつ０２２１，ふlZこ■､２
２５０市おし'２．２３３９とも？23BfIIU24SOY針,２４９

３gOBoCopyrightl992byK，HATSUOKA

SpeciaLthankstoTeru-ｋｕｎＤＰＤＨＤＺＡ(ＪＡ９
Ａ１ＦＤ９ＢＵＦｕＡＬＥＣＤａｎｄＮＥＬ・ＡＳＵＫＡ！

2B6BDATA11Ｕ１２９Ｑワワ
2日７０?ｴﾘ夕珀ヌス

２BBgDATA１３，14,150160999

ＺＢ９Ｂ，ホウオウ

２１０９DATA１７０１８０１９０９９９

２１３０Ｉオヒツチ

９４０９ミス珀力、ﾒ６．－

２４２６ＤＡＴＡ８００８２，８５，９９９，８3,82,81,840999

２４４DＤＡＴＡＢ６１８７ＯＢＢ９９９９

１９ｺﾛDATA2509203,22086,3,己４９７７，ｺ
１９４BDATA４９U61D2051D7T,ﾖD54D66P3

９８０DATA128,157,40l21U156D401BDnlSD4

９３ＢＤＡＴＡ１ワ６０１６８，３

２４１０９ハワチ■ｳ

３２０９９９，２３６０２３３，９９９

１Ｂ２Ｇ,ﾘｭｳｺﾂ２２１

２１１０’ワワ吸う

91BDATA９２，１５４，４
９２B，ｲﾝﾃ■ｲｧｺ６２－

Ｚ４ＤＯＤＡＴＡ７５､７７０７９０７８，７６．７５，９９９

2430、コト

１８１００ATA107,89,3,1B7P97u3,103,9Ｂ，ろ

ＢＢＢＤＡＴＡ１６６９１Ｂ２,３，１６Ｓｏ１９３Ｄ２Ｄ１５１ｕ１９９，２

８９２，ｳォ５８面

２０７３，ＱＱＱ
２５９Ｂ８ケフェゥス

２９，９９９
２８７０９オオイヌ

１７９ZDATA12108BO3D119uB6U3I1１５，８８１２
１８００DATA116,92,20114,8103,1BBO8２，５

ZB20DATAD,1,496,592,90999

Ｂ２Ｄ０ｵウヲ４９－

２３８８DATA６６７７２，７１，９９９，６６０７４，７３，７,'９９９，７

１７BBDATA1苫p086D2u127D8B，２，１２４，８８１３

ｱﾜﾛﾜｶｮｵﾍﾟア44-

Ｂ１ＢＤＡＴＡ１１４Ｏｌ２２ｕ３９１１２ｕ１１８ｆ３

２３６８ＤＡＴＡ６６０６７，６Ｂｏ６９Ｄ９ｇ９
Ｚ３７０Ｄへ。がリス

９

２，，０１>ＬＩｎｅｄａ上ａ

BBBDATA119,12.02,1160125020116012Zｚ２

２３４ＢＤＡＴＡ６５９６４０６Ｓｐ９９９
Ｚ３５ＤＯアコト、､ロメ，■

９

７７ＢDＡＴＡ９０，１El7I5D９５，１B7,2,960111個
７BZDATAg40113Dz0８８，１１６０３

２３２０ＤＡＴＡ６２ＤＱ９９

１６３０ＤＡＴＡ12809404,133,95P3,134,1ＢｇＯ３
164gDATA133u1B3,3,132p11BD3j14Bu1B602

１６２０，ﾘｭｳ１Ｂ３－

１７１BDATA138f83,3ｌ１４Ｂ１６９ｕ３ｕ１４３０７２ＩＤ

５４０DＡＴＡ５８m１１９，９
５５日､ｳｻｷ■７－１０

２３１ﾛｶｲｺﾃ■イアコ
ｚろ302ニス箔刀過〆

１６１０DATA86,74,4f89D79？４，７９，７９，４

４ＢＢＯ＞lｖｌａｘｄａｔａ

S2BDATA７ＢＤ１ＢＢ９ｇ,79011502062,112ｐ２
５３０DATA6う,113,20649114,2,56,1110コ

22BUDATA55D曰6U５７１５５，９ワ9
２２９０，ウォ
２３，，ＤＡＴＡ５８，５９，６９，６１J９９９

Ｚ７５ｇ,リコウ

１６０日,カニ１８０－

１６９ｇＤＡＴＡ１２５Ｄ１Ｂｇリ２

４９ＤＤＡＴＡ１２０４ｏ２４０３Ｄ２９２
５m,＞STARSAXｪS(４７）
５１８，オリオンB-６

2269DATA５４，９９９

１５９ＢＤＡＴＡ１６２９３７Ｄ３

４６ＤＰＲエＮＴⅣＴｈａｎｋｙＤｕｆｐｒｙＤｕｒｕｓｉｎｇ．.."
470EＮＤ

２２５０Ｕミナミノウオ
２２７０，ﾂIb

Ｚ５９，９ケ。,ウルス

１５７０DＡＴＡ82,73,308407113ﾘBBD56D2
１５８０DＡＴＡ９８，４B,ﾖﾘ120,26014,154034,3

４００ONU（５）GOTO42B：FORI=ｇＴＯ４８:Ａ=V（Ｔ（１）

２２４ＢDＡＴＡ49,510三２０５国,999,50.日１．９９９

９，１４８F１５日0１４９，９９９
26109へIﾚルス

1SＳＢＤＡＴＡ１３１０３０Ｕ３

:ＣＯＰＹ（Ｕ,B）‐【２５５，２１１），BTO(BuB),３，ＰＳＥＴ
３９９７>PrintNAlvlEs

２２１００カワオヘ。ア

１４４９，へIb7ﾚｽ１５４－

１４３ＢＤＡＴＡ１５ＢＤ２１Ｔｓ０１３５Ｕ８，２１１２２，５，３

３７，，>Ｈask

３BDC0PY（BUG）-（255,211)D2T□（0,B）,ＯｐＴＰＳＥＴ

22BBDＡＴＡ４９０３９，４Ｂﾛ４１，４２，４３，４９０９９９

１４２DDATA16402DU3,16ｺ０１３，３０１６７，１８ｶコ

３６Ｂ､ＦＤＲI=ｇＴＤＺ５Ｕ：PSET(V(I）,Ⅱ（ｴ）〕,15-Ｚ（１）：

ＮＥＸＴ

Ｚ１９Ｂ･キ強ｎつか

Ｚ２２ＵＤＡＴＡ４４０４Ｓ９４６ｌ４７,４８，９９９
２２３２，ｵｳﾖ

Z12BDATA2DD21n22,２３，24025026ｕ２７９９９９
２１４０DＡＴＡ２８D２９Ｕ９９９

２１５０リリコカヮ

２１６０ＤＡＴＡ己ＢＯ３１０３２ｕ３Ｂ,9９９
２１７６，へClﾚｾｩｽ

２１８ＢＤＡＴＡ３３９３４０３５､３６，３７O999U34リ３８，９９９
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＞遊び方は29ページ
ｍTヒデ､⑨/2＋以降ｂｙタカマスし遊び方は29ページ
７１疸副2/2＋以降ｂｙタカマス
…P平ﾛﾋﾞｰ,'回｡や咄--‐銀ｈ=白上踊L１，ｺ｣丙宕､“蜘唖面尹■字甲離好宙１，A碑---珀岐?袈卍巴

司り

マ
厄ｳFラマから

と
どこと

仕掛けられた祷隈爆弾

ブ蕊灘鰯慧i騰一
Ｆスプライト座標

ＳＡＮＰＯ･ＦＤ１

’１，ＫＫ、ＹＹ、ＺＡ……ル
ープ用
Ｌ……自分の表示パターン番号

□、Ｅ……敵の座標

Ｍ……大の表示パターン番号

Ｐ、Ｑ……犬の座標

○……敵の表示パターン番号

Ｘ、Ｙ……エンディング時の自

Ｒ……敵が出現する距離

分の座標

ＲＫ……猫の行動フラグ=ＯＢな

その他の変数

轍

霧!'霧illilli蕊蕊

＝衝突、Ｏ＝衝突していない

らジャンプ、その他は歩き

Ｓ……スティック入力用

Ａ＄、Ｂ＄、○＄、ＣＣ、｜、

Ｔ……散歩距離

Ｊ、Ｋ、Ｕ……パターン定義用

ＴＨ……散歩距離の最高記録

Ｂ……犬が目の前にいるかのう

Ｖ……犬の興奮度

ラグーレ１＝いる、Ｏ＝いない

ＶＤ･…･画面の横スクロール量

Ｃ……自分の移動ドット数

Ｗ……犬の行動用カウンタ→一

Ｅ＄……ＣＨＲ＄(巳７)が入る

定間隔で行動を変化させるため

ヰエスケープシーケンス用

ＷＷ……石につまずいて転んで

ＥＥ……猫のＹ座標増分

いるあいだのカウンタ

Ｂ……敵と犬の衝突フラグ今１

Ｚ……スタミナ

16,ｴFR>TTHEN25DELSEO=0-（0言１５〕+（､=１６〕-（０

=１３）+ｆ６＋（Ｏ=１９）外6：Ｅ=－（､>2,0）丹８９+120+（RK=2）
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１８ＤＶ=V+1:D堂､＋Ｓ+C:ｴFD>162ANDD<１７６AＮＤＬ＝４Ｔ
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ＫＤ１９６川１１，１２：ＮＥＸＴ：ＦＯＲＺＡ＝－７ＴＯ７：Ｘ＝Ｘ＋３：Ｙ＝Ｙ
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，２，１６：ＦＯＲＺＡ＝ＵＴＯ５ＢＤＯ：ＮＥＸＴ：ＰＲエＮＴＥＳＩｆＹ＄’がウ（
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１１０V､=VD-（ＶＤ=､）升３２：VDP（２７）=ＶＤｇエＦＺ〈ＯＯＲＶ＞
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１２，１３SOUND1301ELSEエＦＬ=４THENSDUNDOl2Dg:ＳＤ
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ＤＰ〈１７１ＴＨＥＮエＦＬ=40ＲＬ＝５THENⅡ＝-〔Ｌ＝４ＷＤ=〔L=Ｓ）
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z7ZTH=TH-（ＴＨ<T）侭（Ｔ－ＴＨ）:PRｴNTE＄ｗＹ２粍圧唖〈0Ｗ
ｻｲﾜDiTHOfmw；:ＰＲエＮＴＥＳｎＹＢ+こん"いば?”T『'､''；
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ＺＺ……口笛の残り数

１１０画面の横スクロール／ゲ

■吠える犬

ライト消去／次に出現する敵設

Ｉ プログラム解説
,ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ解説。

ームオーバー判定→行260へ

'８０興奮度増加／Ｘ座標更新

定／行70へ／石につまずいて転

１２０効果音

／蹴ったか判定旬スタミナ増加

んでいるなら行130へ

10画面初期化／整数型盲＝／

■犬処理

スプライトパターン定義／キャ

130犬の表示パターン番号設

ば行250へ

260画面消去／スクロール位

ラクタパターン定義・色設定

定／行動の変化判定一再設定

五石

置初期化／スプライト消去

／アニメ表示／蹴っていなけれ

■ゲームオーバー

２０画面設定／エスケープシー

'４０犬の座標計算／興奮度更

１９０Ｘ座標設定／石につまず

270散歩距離の記録更新･表示

ケンス設定／ゲーム画面作成

新／犬表示／蹴ると押さえるの

いたか判定ヰカウンタ更新／自

／散歩距離表示

３０効果音

判定→興奮度、スタミナ更新

分の表示更新／行250へ

280エンディング１，ｅ処理

４０タイトル表示とトリガー入

]５０スタミナ、興奮度表示

■猫

290エンディングＳ、４処理

力待ち→入力があれば行60へ

■敵の出現判定

200行動の変化処理

300エンディング､Ｓ、Ｓ処理

５０効果音判定→演奏終了なら

１６０敵が出現していなければ

210Ｘ座標計算／ジャンプ判

310エンディング`７，Ｂ処理

行30へ／まだなら行40へ

行250へ／敵の表示パターン番

定一Ｙ座標、座標増分計算

320～350エンディングＳ処理

６０変数初期設定

号設定／敵の座標計算／フラグ

220消えたか判定

360～400スプライト表示／効

■ゲームメイン

設定／敵表示／敵の種類により

230ジャンプ中の猫に当たっ

果音／演奏終了待ち／画面、ス

７０口笛処理→効果音／犬のア

各処理へ分岐

たか判定→効果音／スタミナ減

プライト消去／行20へ

ニメ表示／口笛の残り数更新

■自動車と近所の人

少／自分の表示更新／行250へ

410スプライト消去サブ

80～１００スティック入力／自

170Ｘ座標更新／犬との衝突

■メインへ

■データ

分の表示パターン番号設定／自

判定→押さえられているなら行

240犬がダメージを受けたか

420～43Ｕスプライトバターン

分表示／スタミナ、横のスクロ

250へ／違うなら効果音／興奮

判定→効果音

／キャラクタの色､パターン(行

ール位置、散歩の距離更新

度増加／アニメ表示／行240へ

250敵が消えたか判定ヰスプ

10で読みこみ）（ＭＯＲＯ）
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変数の意味｜

｣

お邉な変数

｜＄、ａｓ＄……キー入力用
ＪＹ……ジャンル選択用
ＪＹ＄(、)……ジャンルデータ

ＳＴ……スティック入力用

ＧＫ（０)……期待度一

Ｗ……入力機器番号

ＧＫ（１）……完成度

Ｙ……カーソルのＹ座標

Ｎｅ……現在の曰付

Ｐ（Ｏ)･･･…資金
Ｐ（１）……開発力

Ｐ(巳)……社員能力

プbワラマ iWB

ひとこと

プ ログラム解説
１０～２０画面初期化／太文字処

|かうてにｽﾙﾄ7ｱｲ"雷I

，)に－Ａ

ＳＫ……使用する資金

Ｇ……発売・発表ゲーム数

ＧＹ……発売予定曰

ゲーム・メーカー

已度目のＲＥＴＵＲＮです。初採用
のときとはペンネームがちがうけど。
前のペンネームはＹＵＫ｜です(き
っと誰もおぼえていないでしょう)。
このゲームなんですが、かってにス
でオートリートファイターⅡIなんかを開発

lal､ｊ７７ｌ歴TUlWqｶｯｺ1,11口｡?.ｔL＜'よして、「お－゜売れた、売れた｣なん

腓r､ﾏｰ7柿､－１<辱(Ｗ>《・ｔＭｌＦｎ秤tｒていって遊んでください。話は変わ
って僕からのお願いがあります。<

□､ﾗ人か,!'たらﾊか牛４，ﾌﾟﾄﾞ土かにか'１マ

ﾃﾞ”３/噸ﾉﾄﾞ↑繍街誕塒l-lz-）

朧胴孝弘ずてよ弧<ノ

わし＜は左のほうを見てください。
ＲＥＴＵＲＮ大阪・１６歳

理(数字と英大文字）

３０変数型宣言／配列変数宣言
／スプライトバターン定義／キ

250～280ゲーム名入力

440～460資金設定／期待度更

ＲＪ＄……はやりのジャンル

290ジャンル選択

新・表示／行550へ

Ｓ｜……開発中ゲームがあるか

ャラクタの色設定

300発売予定曰選択

■パス

のうラグ→Ｏ＝ない、１＝ある

４０初期パラメータ設定／ジャ

310～320ゲーム名などの登

470～480ＹＥＳ・ＮＯ選択－０

ンルデータ(行40で読みこみ）
50～６０タイトル表示／開始入
力待ち／入力機器番号設定

録・表示／行550へ

Ｎ○なら行210へ／ＹＥＳなら

■ゲーム開発

行550へ

330～350ゲームの開発度更

■サブルーチン

※ｎは発表された番号

80～120ゲーム画面作成

新・表示／行550へ

490～510資金設定サブ

ＳＪ＄(、)……ジャンル

130～１７，効果音／会社名入力

■技術開発

520ＹＥＳ・Ｎｏ選択サブ

180パラメータ表示／行600へ

360～400資金設定／開発力更

530メッセージ消去サブ

■ゲームメイン゛

新・表示／行550へ

■日付更新

190～200効果音

■社員教育

540～550日付更新／資金更

ＳＭ＄……会社名

発売ゲーム関係
ＧＭ＄(、)……ゲーム名
ｓｕｍ)……売り上げ

その他の変数

210～230コマンド選択

410～430資金設定／社員能力

新・表示／発売予定曰か判定→

Ａ、Ｍ＄、Ｒ、Ｖ……汎用

240各処理へ分岐

更新・表示／行550へ

発売曰なら行630へ

１，Ｊ……ループ用

刃新作発表

■宣伝

55］再販判定一再販なら行570

4８

へ／その他は行600へ

成していれば行660へ／まだな

■再販

ら効果音／メッセージ表示／最

710～720スプライト消去／メ
ッセージ表示／トリガー入力待

後の曰なら行650へ

ち／行30へ

640発売予定曰選択･決定／行

730ＲＥＭ文

560～580再販希望のゲーム設
定／メッセージ表示／ＹＥＳ・
ＮＯ選択／ＮＯなら行600へ／

650へ

売り上げ表示／資金更新・表示

650期待度減少／発売予定曰、

／そのゲームの売り上げ更新／

期待度表示／行600へ

行600へ

を発売すると、添字が１１になる
のでエラーが出るのだ。

行８０の始めと終わりにある、
ＰＯＫＥ＆ＨＦＳＢ１，～
というのは、ワークエリアを書

補足

き換えて、画面の行数を－時的

行30の配列変数宣言が、整数

に多くして、画面のいちばん右

■ゲーム発売

型盲＝と、変数ＧとＰの単精度

下に文字を表示してもスクロー

■終了判定

660～670売り上げ計算。表示

型盲三のあいだにあったので、

ルしないようにしているのだ。

590～610ゲーム終了判定→終

／資金増加／完成度初期化／資

これを修正した。

了なら行690へ／１月か判定一

金表示／開発中ゲームの表示消

通常は24(ファンクションキ

ＰやＣで始まる配列変数が、

ーの表示行も含む)になってい

るが、例えば12ぐらいに設定す

１月ならはやりのジャンル更

去／行600へ

整数型盲＝の影響で、整数型の

新・表示／行200へ

■ゲーム終了

配列として用意されてしまい、

ると、画面が分割されたように‐

■発売Ｒ､,狸

680～701メッセージ表示／画

プログラム中で使用する配列Ｇ

なって楽しい。ただし、あまり

620～630メッセージ表示／ゲ

面消去／数字の色設定／発売し

Ｕは､未宣＝の配列(添字の最大

極端なI直にするとひどい目にあ

ームが完成しているか判定→完

たゲームの一覧など表示

値は10)となり､Ⅱ本自のゲーム

うので注意。（ＭＯＲＯ）
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_カー(ｎはカード番号。ｏ

ル数

～53.ｓで割った商がそのカー

○ｍ)……プレイヤー、の手持

０－Ｂ：単独）

座標関係

ドを持つプレイヤー番号になる。
人間プレイヤーの番号はＳ）

ちカード数

Ｒ……回戦番号

Ｂ(、)……カード、の位。位番

ｃ１（ｎ，ｍ，｜）……プレイヤ

Ｘ……カード選択時のカーソル

ＴＵｍ)……階級ｎのプレイヤ

ーｍの分類ｎの｜組目のカード

ー番号

位置

号はＳ～１６で、Ⅱ以降は'１頁にＪ、

数

ＴＶ(、)……次回の階級、のプ

Ｙ……出したカードの表示Ｙ座

Ｑ、Ｋ、Ａ、＆ジョーカー

ＯＢ(ｎ，ｍ，｜）……プレイヤ

レイヤー番号

標／メッセージの表示Ｙ座標

ＢＡｍ)……ｎに応じて以下の

ーｍの分類ｎの｜組目のカード

Ｗ１，ＷＥ……ウエイトパラメ

(いずれもテキスト座標）

ように分類される

の位(連続の場合は最低位）

ータ(ターボＲ対応用）

｜変数の意味
｜変数の意味’

その他の璽霞数

ＢＡ(０）＝場札の分類(ｅ：

ＤＡ(、)……人間プレイヤーが

連続、１：同位、Ｏ：単独）

選択したカードのスート

(13～１５：連続、Ｓ～１２：同位、

ユーザー定義関数

Ａ……ダミー／一時変数

ＢＡ（１）＝場札のカード数

ＤＢ(、)……人間プレイヤーが

ＦＮＡ＄(、)……カードｎの表

Ａ＄、Ｂ、Ｂ＄、ＢＡ、ＯＳ、

（何枚１組か）

選択したカードの位

示文字列

□□＄、ＥｓＥＤ＄、Ｈ、

ＢＡ(Ｂ)＝場札の位(連続の

ＤＣ(、)……人間プレイヤーが

ＦＮＭｍ)……０～ｎ－１の乱

Ｌ、ＭＮ、○、Ｑ……一時変

場合は最低位）

選択したカードのカード番号を

数

数

ＢＡ(Ｓ)＝場札を出したプレ

Ｓで割った余り

Ａ(、)……カードｎのスートス

イヤーの階級(０からⅢ頁にど

Ｅ(、)、Ｆ(、)……コンピュー

貧民～大富豪）

タのリード(最初に場札を出す

ート番号。Ｄから|||頁にスペード、
ハートクラフ､、ダ､イヤ、ジョ

ＢＵｍ)……プレイヤー、のビ

副露…和風ﾄｼﾌﾟｗ定食

初採用ありがとうございます｡この作品は､前に98で盲人用(音声出力装置
を使用)に作ったものを基に､新しくＭＳＸ用に作り直したものです。しも
し僕が大富豪になったなら、食堂で｢和風トンカツ定食｣を食べて、ふかふ
かのベットを買って、プロ屋に近い下宿に引っ越したいです。大きな夢も
いいけれど、小さな夢だって味があっていいものです。ちなみにイラスト
は僕の周りにいる自称｢大富豪｣の已人です。なお、ゲームの御意見・御感
想はリンクスのｌＤＢＢＳＯ１ＳＳまで。ｂ大阪大学ボランティアサーク

ル｢フロンティア｣をよろしく／それでは、また掲載される曰を祈って。

よっさ大阪・２１歳

こと)における優先|||頁位テーブ

ＦＮＮ＄(ｎ＄，、)……ｎ＄の

ル｡分類がＥ(、)で､位(連続の

左にスペースを加えて、文字に

場合は最低位)がＦ(、)未満の

する

カードがあれば、それでリード

ＦＮＰ……Ｐに１を加えてＳな

する

ら０にする

ＦＡ……人間プレイヤーのリー

ＦＮＳ……スティック入力値

ドフラグ

ＦＮＴ１……トリガーＡ入力値

Ｈ１＄(、)..….スートｎの表示

ＦＮＴＥ……トリガーＢ入力値

文字

またはＲＥＴＵＲＮキー判定値

ＨＢ＄(、)……位ｎの表示文字
ＨＳ＄(、)……階級、の階級名
｜、Ｊ……ループカウンタ

１－ｷｬﾗｸﾀ

，･･････ビル

Ｋ……ループカウンタ／一時変

(＊……｢ＪＫ.」

数

)……｢１０」

ＫＫ……革命フラグ(１．０）
ＫＯ……交換するカード数(カ

,－．／……カード選択マーク

ード交換中であることのフラ
グ）

ＭＯ……都落ちフラグ(１．０）
ＮＡ＄(、)……プレイヤーｎの

5０

ＦＮＮ……配列Ｃ１・Ｃｅの添
え字１（変数Ｋ)によって添字Ｓ
の上限を計算する

＋……画面分割線

＝h堂ｴ動､之昌趨國墜■
ID～120プログ､ラム初期化
１０～２０ユーザー領域の確保

プレイヤー名

／画面初期化

ＮＯ……あがっていないプレイ

３０ターボＲなら高速モード

ヤー数－１

にする

Ｐ……意志決定中のプレイヤー

４０整数型宣言／配列宣言・

の階級

初期化／マシン語書きこみ

ＰＲ(、)……ｎが45～53(人間

５０ウエイト値設定

プレイヤーのカード)ならカー

６０～７０乱数初期化／ＵＳＲ

ドｎを出したか否か、他はカー

関数・ユーザー定義関数定義

ドｎの分類と組番号の合成値

８０ＶＲＡＭ初期化

９０～１１０配列初期化

１２０カラーテーブル初期化
130～１９０ゲーム初期化
130～140タイトル表示

150～１７０名前入力
１８０配列初期化､配列シャッ

（カーソル移動の座標計算）

1800～1850カラーテーブル書

た(行960,970）

き換えサブ

．「ＰＵＳＨＢＵＴＴＯＮ｣メ

１１５０～１１６０出したカードの

1860～1980カラーテーブルデ

ッセージを追加した(行1740,

隙間を詰める

ータ

1745）

1170～1180人間プレイヤー

1990～2030マシン語書きこみ

の手の表示

サブ、

刷りの処理で、カラーテーブル
等を拡張する前にＶＤＰのモー

1150～1180サブルーチン群

以下は直していないが、多色

フル

1190メインループ曰(人間の

2040不要行

１９０ゲーム画面表示

パス）

2050～2370マシン語データ

ドを変えているため、リセット

2880～2390エンディング､メッ

後などにＲＵＮすると、一瞬お

200～210お侍たせメッセー

1200～]210トリガーオフ待

セージデータ

侍たせメッセージが消える場合

200～280回戦初期化

1200～1260サブルーチン群

ジ／カードのシャッフル

ち

24ｍお侍たせメッセージサフ、

がある。

２２０変数・配列初期化

］220-12401行スクロール

２３０カードのプレイヤー別

1250～1260Ｙ－Ｓ行スクロ

｜マシン語解説

ちしたとき、残ったカードがい

■ＵＳＲ

つまでも表示されたままなのは

キーバッファクリア(Ｂ’○ｓ

見苦しい。

並べ替えと交換
２４０回戦番号表示

ール

1270～1380メインループＳ

また、人間プレイヤーが都落

さらに、都落ちしたコンピュ

２５０お侍たせメッセージ／

］270～'350結果判定(革命、

呼び出し）

コンピュータの手の解析／変

都落ち、あがり、回戦終了判

■ＵＳＲ１

ータプレイヤーおよび、ど貧民

数初期化／プレイヤーの手の

定、リード判定を含む）

Ｄロロローロロ１４

になったプレイヤーの残りカー

表示／手持ちカード数の表示

1360～1380リード初期化

太文字処理

ドを表示すべきだ。

260プレイヤーが人かコン

1390～1570サブルーチン群

ピュータかによる分岐

Ｄｐ１Ｓ～ＤＰ１ＰＦ１

1390～1400あがり

パターンジェネレータテーブル

補足
変数、サブルーチン、ＧＯＴ

1410-1480革命または革命

書き換え

270～290カードのプレイヤ

を戻す

ＤＤＢ１～、ＤＳＢ

ー別並べ替え

1490～１５３０ウエイトサブル

多色刷り(ＶＤＰのみＳＣＲＥ

変数については、例えば行

300～310プレイヤー名表示

ーチン群

ＥＮ巴のモードにしてパターン

500～670のＫはすべてＯに置き

３２０ビル数表示

］540～1570効果音サブルー

ジェネレータテーブルとカラー

換えることができる。中間変数

チン群

テーブルを拡張する）

を使うほうがプログラムを書き

ＤｐＢ７～、ロブＳ

やすいということだろうが、中

270～730サブルーチン群

330～340手持ちカード数表
示サブ

1580～1640回戦終了

○文が多すぎる。

スプライトジェネレータテーブ

間変数が多いと読みにくく、デ

350～410カード交換

1580～1590新ど貧民の階級

４２０メッセージ１

表示

ル設定(カード選択カーソル）

バッグが難しくなるので、なる

430メッセージ巳

］600～1610ビル数の更新と

■ＵＳＲＥ

べく中間変数は減らしたほうが

４４０配列ＰＲクリア

表示

ＤＥｌフ４～ＤＤＢ、

いい。

450～730コンピュータの手

1620～１６４０ゲーム終了判定

１行スクロールアップ

の解析

740～1140メインループ１

メインルーチンの間にサブル
ーチンを置くのはぜひともやめ

1650配列初期化(－部)サブ

■ワークエリア等

1660～1700ゲーム終了１

、ＤＳＥ～、ＤＳＳ

るべきだ。メインルーチンを１

740～790コンピュータの意

］660～1680人間プレイヤー

多色刷り用ワーク(パターンジ

か所にまとめるだけで、ずいぶ

志決定(リード）

の勝敗判定／勝利時のメッセ

ェネレータテーブルのコピーバ

ん効率の悪い部分が見えてくる

800～900コンピュータの意

ージ

ッファ）

だろう。

志決定(非リード）

’690トリガー判定

、ＤＳＢ～ＤＥｌＤＤ

１７００メッセージ

パターンジェネレータテーブル

910～940コンピュータの選
んだカードを場に出す

1710～1720サブルーチン群

また、前にも書いたが、１つ
のＦＯＲ文に巳つのＮＥＸＴ文

データ

というのもやめるべきだ。比較

ＤＥｌＤＥ～ＤｐＦＤ

的最近の言語処理系でこれを許

950～980人間のプレイ時の

１７１０エンディング､メッセー

カーソル表示までと入力別分

ジ作成

スプライトジェネレータテーブ

しているのは、担当者の知るか

岐

１７２０中央表示

ルデータ

ぎりＭＳＸ－ＢＡＳｌＣだけだ

修正点
■－修正点一一’

ＸＴ文という形はローカルでし

990～]０７０トリガーＢ処理

1730～1760ゲーム終了巳

（カー代交換ならメインへ復
帰／選択したカードの整合性

］780敗北時の処理

チェック／場に出す）

１７４５トリガー待ち

1080～'090カード選択のキ

’750画面クリア／変数・配

ャンセル

列初期化

1100～１１２０トリガーＡ処理

１７６０トリガーＯＦＦ待ち

（カードのマークと記憶／ト

1770～1790配列データ(スー

１７４０お侍たせメッセージ

｜

・名前入力時にカーソルが表示

されないのを直した(行80）
・無用のトリガー待ちをなくし
た(行150,170）
・お侍たせメッセージを追加し

た(行210,250,41ｑ2400）

(つまり､ＦＯＲ文に巳つのＮＥ

か通用しないということ)｡これ
をやめれば行1160のＲＥＴＵＲ
Ｎ抜けのようなバグ(実害はな
い)もなくなるだろう。また、こ
の行や行720,行１１８０で｜Ｆ文に
からんでＮＥＸＴが巳つ出てく

リガーオフ待ち）

ト、位、階級名、コンピュータ

・交換カード選択時にキーバッ

るが、これも１つですませるべ

１１３０～１１４０スティック処理

プレイヤー名､リード優先順位）

ファクリアがなかったのを直し

きだ。（ＡＮＴＡＲＥＳ）
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粗ＰＢＲ｡Ｎ、部門結果発表
＃３ＰＢＲ･1Ｖ
優勝(賞金１万円）

北京太郎クン東京・’9歳

(ファイター：Weakest）

まずは北京太郎クンおめでとう。
３つのゲームで８体の敵を倒し、
圧倒的な強さを見せつけた｡

奇弓備選考
１７人から｜～６体のフアイター

が寄せられた。全応募作について、
コンパイルエラーと命令の入力ミ
スと思われる不参照ラベルを直し、
１人１本にしぼるための予備選考
をおこなった。応募者と予備選考

ＳＨＡＢＡＲ１Ｎとバイバー２の

正面対決かと思ったら両方ともそ
つぼを向いてしまった。

Ｒといい、決勝には進めても優勝
できないファイターだ。

困ったのは、１体だけ落とさな
ければならないのに、ＴＡＧＯＳ
ＡＫＵとＳＹＵＪｌＯ４は予選・

準決勝とも全く同じ成績というこ
とだ。思案の末、ＳＹＵＪ１０４
ｶ幅から出ようとしなかった点を
消極的と見なして減点、決勝進出

カミまたもや勝つ。さらにＳＨＡ

６ＺＸ、U80qWeakes
e､SHABARlMGH-O･

トは３つある。
第１は、ＳｃからＳｃまでのス
テップ数をいかに小さくするかだ゜

弾するｶﾐＳＨＡＢＡＲｌＮはそ

Ｈ１Ｒ、ＴＡＧＯＳＡＫＵの６フ

アイター(この６体のＰＢＲファイ

敵を先に見つけたほうが勝ち、先

つぼを向く。

また、１体を倒したＴＡＧＯＳ
ＡＫＵはＳＨＡＢＡＲｌＮの前に
飛び出してやられ、そのＳＨＡＢ
ＡＲｌＮもＷｅａｋｅｓｔに倒さ

ル、ＰＢＳファイルをディスクに

ＢＡＲｌＮの前にも飛び出して被

決勝に進んだのは、ＭＰ－ＶＯ

収録してある)。

決勝
Ｕ８００とＳＨＡＢＡＲｌＮの

れた。

で、順当な結果に満足。一方、敵

第１ゲーム
強豪が集中したこのゲームでは、

が初弾を放つも倒すことはできず、
その後、１発ずつ撃ち合って相撃

EXE-OIがMP-VOSZ

ってしまったＳＹＵＪｌＯ４をＵ

Xに後をとられて負けるという波

ちとなってしまった。
Ｗｅａｋｅｓｔの優勝としたが、

８００力倒して残り２体となった

乱が起き、UBOOはＧＴＦ－Ｖ

てしまった。

ｅａｋｅｓｔに負けた。

第１ゲーム
まず、ＥＸＥ－０１が２体を倒
して１歩リード。こいつは非公式
戦で強いらしいとわかっていたの
を倒した後、墓の前で動かなくな

が､意外にもＥＸＥ－０１が負け
第巳ゲーム
WeakestがMIRAGE

の前に飛び出したが、タイミング
のせいかＭＩＲＡＧＥはそつぼを
向いてやられてしまった。続いて

LiliIf:}

ファイター作りのポイント

再び、Ｗｅａｋｅｓｔがパイパ
ー２の前に飛び出してしまった

準決勝

1回戦

きた６体による決勝b死闘のすえ、２体の
相討ちとなり勝負は判定へもつれこんだ

はＴＡＫＯＳＡＫＵとした。

下面対決かと思えたと二ろへＧ
Ｈ－９ｏＨｌＲが飛び)込んでＵ８
００に倒された。ＳＨＡＢＡＲｌ
Ｎも発砲したもののあたらなかっ
た。その後は、Ｗｅａｋｅｓｔが
たて続けに３体を倒し、いよいよ
Ｕ８００との決戦だ。
そして、最後の決戦にふさわし
く正面対決となった。Ｗｅａｋｅ
ｓｔがｊ丘寄っている間にＵ８００

でしぼられた代表ファイター名は
欄外に記した。
以下、かんたんに試合経過をレ
ポートしてみよう。太字は上位に
進出したファイターを示す。

017体のファイターのなかから勝ち抜いて

第Ｂゲーム

ハルカ・カナダは、アーチボル

ト２を倒した後､弾切れで自爆し
てしまうが、残ったＧＴＦ－Ｖ１、
ＧＨ－ｇ・ＨｌＲＭＰ－ＶＯＳ

ＺＸは出会うことがなく、時間切
れ。しまらないゲームになってし
まった。

ｌを倒したものの、正面対決でＷ

第已ゲーム

ＴＡＧＯＳＡＫＵはSHABA

RINに逓寄り発砲するがあたら

ず、１発の反撃に泣いた。一方、
ＧＨ－ｇｏＨｌＲはＳＹＪＩＯ４

準決勝でもＷｅａｋｅｓｔが勝っ
ているので、妥当な結果といえる
だろう。しかし、Ｕ８００はＷｅ
ａｋｅｓｔの後をとって３発もぶ
ち込んだことがあったのごＵ８

００が２倍弾さえ持っていれば結

果は変わっていただろう。

ＰＢＲプログラミングのポイン

手必勝のゲームなのだ。この点で

Ｗｅａｋｅｓｔは徹底していた。
第２は、敵を見つけたら数発連
続~ごSくち込むこと。これは比較的
多くの人が気づいていたようだ。
第３は、オプションのとり方だ
が、具体的なことは次回。

バグなどの報告とおわび
①'２月号の｢ＰＢＲＳＹＳ｣でオブ
ジェクト容鐙が541バイト(正確な

値は機種によって異なる)を超える

ファイターを読み込むと暴走する
場合がある

②周辺色を指定していなかったた
め、色がおかしくなる場合がある
このバグの直し方については、

'08ページまたは､付録ディスクの
メッセージを参照してほしい。

また、以下の不備があった。

③１１月号に容量制限はオブジェク

トで990バイトと書いたが､実際に

は989バイトだった

④12月号に書きもらしてしまった
が、turboRの高速モードでは一部
の効果音がおかしくなる
謹んでお詫びして訂正したい｡
（ＡＮＴＡＲＥＳ）

【アル甲４．ＮＤ部門／予臆逓考後の出場フアイター】シマネクポーイ(愛知・ANGEL-FlsHcoMPANY)／sYu｣１０４(愛知・中村秀旬)／HAMA－２(秋田・浜田屍)／EｘＥ－ｏＩ（兵庫・長谷川誠)／Yuu-KuN(東京・

Lノ

GouR1Kl)/u8oo(東京･NUM)/､EⅥLEYE(群馬･渡薔陣鍵)/sHABARllw(茨城･に…はじめ)/w…|(東京･北京大Ⅷ)/TAGosAKu(徳鴎あら=ん)/MlRAGE(愛知･IwllRAGE)/ﾊﾞｲﾊﾞｰ2(東京・ＡBMcADABRA）５３
’アーチポルト２(東京・セリエＦ)／ＭＰ－ＶＯ６ＺＸ(大阪・みろ)／ハルカ・カナダ(千粟・笹魔茶)／GTF-VI(愛知・ガルトール)／ＧＨ－９・HlR(愛知・エデー＆ピィーター邊)頑不同・敬称略

'…'三|醤ilii[AGCBAr--.~＝

い'鯵鬮,……RAM32K…
画廻2/2＋ＲＡＭ３２Ｋｂｙもとき

※この作品は、「ＭＢＡＴＴＬ

デタラメな文字列

Ｅ・ＦＤ１」と｢ＭＡＧｌＣ．Ｂ」

Ｓ……スティック入力用

のｅ本のＢＡＳＩＣプログラム

Ｓｍ，、)……プレイヤーのス

でできています。リストは掲載

テータス→ｎはプレイヤー番号、

していません。

ｍはとる値により、

変数の意味

ひとこと

Ａ＄、Ｂ＄、Ｃ＄、Ｄ＄……メ

ているか

ッセージ表示用

Ｓ……ＳＬＥＥＰの状態か

ＤＳ……デススペル(魔法)のカ

４･･･…ＰＯｌＳＯＮの状態か

ウンタ用

Ｓ……ＣＵＲＳＥの状態か

Ｅ……ＨＰの増減値

Ｂ～13……手持ちの魔法(も

Ｆ、Ｇ、Ｈ……サブルーチン内

ってなければ０）

での汎用

’4……□調(０～Ｓ）

Ｈ(、)……ＨＰ一時保存用(ｎ
はプレイヤー番号）

１６……操作機器(０～４）

鐵懲すびつくすわん

された｢ＣＡＲＤ－ＢＡＴＴＬＥ｣のお陰です｡事実｢ＣＡＲＤ－ＢＡＴＴＬ
Ｅ｣はとてもおもしろく、友人や弟と毎日20回は遊んでいました。しかし、
遊んでいるうちに｢大勢でやりたい｣とか｢ＣＯＭ対戦したい｣などと思うよ
うになり、作ってみました。初めてタイマ割り込みフックを使ったＰＳＧ
ドライバも作ってみました。一応生意気にもrＮＡＳＵＢｌＸ１（なすびっ

１……ＨＰの上限

巳……｢もとき｣にとりつかれ

＞遊び方は32ページ

こんにちは。もときです。憧れのフアンダムに載ることができて、とても
うれしいです。さて、このゲームの原案は数年前からあったのですが、こ
のようにかなりまとまった形で表せたのは、合からちょうど１年前に掲載

、……ＨＰ

Ａ、Ｂ、Ｃ、□……汎用

｜、Ｊ･…･ループ用

７回ﾉﾌﾞ苫ﾗマ
フロワョ

マジック･バトル

くすわん)｣という名前が付
いています。機能は貧弱で
すが、これから少しずつヴ
ァージョンアップをするつ
もりです。まだまだレベル
の低い僕ですが、どんどん
作って送って腕を上げてい
こうと思っていますのでど
うぞよろしく／
もとき静岡・17歳

１５……勝利数

ＳＰ＄(ｎ，、)……セリフ=ｍ

面表示

]050効果がないときの処理

Ｋ……全員攻撃のループ用

はプレイヤーの口調、ｍは状況

’30～１６０デバイス(キーボ

1060～1480「つかう｣処理

ＭＣ……ターン数

に応じたセリフ

1060～１１１０魔法を選択

ＭＦ……初めに設定した試合数

Ｕ･…･･ＵＳＲ関数用

ードかジョイスティックかコ
ンピュータ制御か)､口調の設

ＭＭ……現在の試合数

Ｘ……ネームエントリー用、お

定

きの効果

1120～1480魔法を使ったと

ＭＮ＄(、)……魔法名

よび使用する魔法の番号

170～220名前の入力

1490-1620コンピュータ思考

Ｍ１＄(、)、ＭＥ＄(、)……魔

Ｙ……ネームエントリー用、お
よび魔法の対象となるプレイヤ

２３０デバイス､口調の設定サ

ルーチン

ブ

ブ

1630～1640ループ終了
1650～1810試合終了処理
1820～1940文字列データ

250～290確認画面

1950～2410サブルーチン群

法の効果解説

ＭＲ……攻撃順番の状態(０＝
時計回り、１＝反時計回り）
Ｍｎ)……プレイヤー番号‐ｎ
には後出の変数Ｐの値が入る

ー番号

Ｚ……ゲームエントリー用

一プログラム解説
￣■垣且■F虫詫詞jロ
■｡■■■ロ■Ｂ･■

２４０入力文字データ設定サ

300～330試合数の設定

ＭＢＡＴＴＬＥＦＤ１

340～370試合開始処理

はプレイヤー番号）

１０～390マシン語データ

380～400ループ開始／ターン

Ｌ｜……生存者数

Ｎ＄(、)……プレイヤー名(ｎ

０１、ＯＢ……各プレイヤー間

400～430画面設定／ＵＳＲ関
数定義／マシン語書き込み

でＨＰを比較した際の最高ＨＰ、

440～460ＶＲＡＭへの書込み

および最低ＨＰ

／｢ＭＡＧＩＣ．Ｂ｣の呼び出し、

○(、)……ＨＰの状態→現時点

起動

でのＨＰが全プレイヤー内で最

470～690プレイ画面表示用デ

’960～1980魔法の表示
1990～2010ＨＰの表示／死
の判定

数のインクリメント／デススペ

２０２０メッセージ表示

ル解除

２０３０メッセージ消去

410攻撃権のあるプレイヤー

2040～2060スペースキー入

の位置にカーソルを表示

力待ち１

420～６１０ステータス異常

２０７０ＢＧＭ、画面の色を元

420～530「もとき｣にとりつ

に戻す

２０８０画面の色のみ元に戻す

高ならば１，最低ならａそれ

ータ

かれた

以外なら０が入る

700～840ＢＧＭテスト

540～560ＳＬＥＥＰ

２０９０文字列変数の内容を表
示

Ｐ..…･攻撃権のあるプレイヤー
の位置→左上が0゜ここより時
計回りに１，＆Ｓ

850～860ＲＥＭ文

570～600ＰＯｌＳＯＮ

ＭＡＧｌＣ.Ｂ

ｍ０ＣＵＲＳＥ

10～６０データ読み込み／ＵＳ

Ｑ、ｗ……コンピュータ思考ル

６２０～650「つかう｣、「ひろう」

プレイヤーの位置、Ｗには使用

Ｒ関数定義／ストップキー割り
込みの設定／タイトル画面の表
示／効果音

660～690魔法をひろう処理／
保持型魔法の入手

する魔法のある位置が入る

70～330ゲームエントリー

700～1040即効型魔法を入手

ーチン出力値→Ｑには攻撃対象

ＲＱ＄……魔法をひろうときの

5４

７０～'２０プレイヤー設定画

の選択

したときの効果

2100～2120スペースキー入

力待ち巳

２１８０スプライト消去
2140～２１８０プレイヤー全員
のＨＰをチェック／111頁位の判
定
２１９０ＨＰを一時保存

2200現在のＨＰと保存して

シセージと｢もとき｣の表示

ＢＧＭドライバ本体

－ポモード、ｅ＝ＤＲＡＭター

おいたＨＰの差を求める

２４１０ＰＬＡＹ文終了までウ

□ｇ皀口～ＤＢＢＳＵＳＲＢ

ボモード

2210文字列変数のクリア

エイト

ＶＲＡＭよりデータを転送する

ＤＢＤ４～ＤＣＤＡＵＳＲＢ

2220～2230効果音

2420～2460ストツプキー割り

ＤＳＥ□～ＤＡフＦＵＳＲ４

2240～23]Ｏ魔法使用時の相

込み処理

デバイス入力結果を変数に代入

■ワークエリア＆データエリア

手選択

2470～2480ＲＥＭ文

、ＡＢＤ～ＤＡＢＢＵＳＲＥ

ＤＰ巨匠1～ＤＳ１Ｆ

2320～2330魔法表示欄の整

太文字処理、および＆ＨＣＤ已

ＢＧＭデータ

理

区i～＆ＨＣＦＦＦのデータをＶ

ＤＳＢＢ～ＤＲｎＤ

ＲＥＭ文をマシン語に変換する

2340ＣＵＲＳＥの判定

■サブルーチン

ＲＡＭへ転送する

ＵＳＲＳのワークエリア

2350（コンピュータ思考ル

ロロロローＤＤＡＥＵＳＲＯ

□ＢＣＤ～□ＢＤＢＵＳＲ１

ＤＢＤＥｌ～、ＢＢＦ

ーチン用の)魔法の決定

ＢＧＭドライバ起動

ターボＲ専用ＣＰＵ切り換え→

周波数データ

2360～2400試合終了時の〆

ＤＥｌＢＥｌ～ＤＢ１Ｓ

０＝Ｚ80モード、１＝ＲＯＭ夕

（シゲル）
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ＡＬＤＰＥＮＦＤ１薬、Ｂ＝アイテム
オープニング／キャラクタメイＡＬＭ、－０．ＤＡＴ
キング／メインプログラム起動～ＡＬＭＤ－Ｓ，ＤＡＴ

イ動ｊ

ブ12ﾜｰﾗﾏｶﾞYう
プｎＪ７=ラマか局
かと二と
ひとこと

ＡＮｏＴＨＥＲＢＡＳファイルごとに、マップデータ

タデ

メインプログラム(ＢＡＳｌＣ）／会話データ／マップ移動用デ
・おもな変数一夕／ボス座標／メッセージデ

Ｘ、Ｙ……主人公の表示座標一夕／敵キャラクタデータ等
ｐ(、)……主人公の各バラメーＡＬ－ＭＣ，Ｐ１Ｃ
ーフ
夕。、：０＝レベル、］＝体力、町、地形、キャラクタ等のグラ

》力、

、

巳＝体力の最大値、Ｓ＝ＭＰ、フィックデータ

４＝ＭＰの最大値、Ｓ＝攻撃力、■補足
、

、れｒ歳 入のＮる墓と、と｜き灯ｌ自セＡ鋤がプロ差に用Ａ司

Ｓ＝精神力、フー経験値ゲーム中、町に入ると自動的に
Ｐ○……回復薬の数セーブされ、このときセーブ用
’（、)……使用中のもの。、：ファイル｢ＣＯＮＤＡＴＡＤＡ
。－ 、【 。、病
Ｏ＝武器、１＝防具、Ｂ＝回復Ｔ｣が作成される。（がまこ）

、岡戸
且守り■色印．叩･痒

帆
邑司寺宅山Ｗｌ
Ｊ▽
ｂ弔卜再可印、

『關鱸識｣跡rii1箇１１１繭』ﾋガ
|『東鱸舗｣とか｢鵬111鞠｣とが

さいよう……これが選考会の審判にかけられて７点だ０点だとかつけられ
て採用されてしまった。考えてみるとすごい。頑張ったかいがありました。

沖縄に住んでいますが兵庫生まれです。去年まで兵庫に住んでいました。
東播磨高校という学校に通っていました。田畑の数が人より多いいなかで
す。最後に、加古川駅前の新興書房で立ち読みしているそこのキミ、いま
すぐレジヘもっていきなさい。ああ－体何書いてんだる･えっもしかして
この文章のタイトルrああ－体何書いてんだる｣になっちゃうんじゃ……。
「東播磨高校｣とか｢加古川駅前｣な

轡 息輝冠鐵’
轡溌騨…
に“こして‘んてのにすると地元はよろこぶん

ｸﾘｽでｽの縫移ノだけど……。ましろ沖縄・18歳
swolK1濁弓
ｊＬブヴの/LIS塵＝上が

蝋､志げが(`篭

かはけばは

“鶴f壇鈩紮､５１輿，
ﾕﾜﾘﾑｴ零JⅢ■Ｔｆ
ＷＬ０〃Lblj唾
か01=「｣＝

霞’
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ＳＬ１ＭＥＳＴＡ･ＦＤ１

画面の初期設定とＳＬｌＭＯＰＮＧ
ＳＬＭの起動
ＳＬｌＭＯＰＮＧ･ＳＬＭ
オープニングＢＡＳ’○プログラム。
メインプログラムを起動
Ｔ１ＴＬＧＲＰＣ･ＳＬＭ＝オープニ
ングのグラフィック／ＢＢＭ－ＰＳＧ

ＴＡ･ＳＬＭ＝キャラクタバターンデ
ータ／ＳＰＲＴＤＡＴＡ、ＳＬＭ＝ス
プライトパターンデータ／ＤＡＴＡＭ
ＡＰＤ･ＳＬＭ～ＤＡＴＡＭＡＰ４･
ＳＬＭ＝マップデータ／ＤＡＴＡＭＳ
Ｄ□・ＳＬＭ～ＤＡＴＡＭＳＤ４・Ｓ
ＬＭ＝モンスターデータ／ＳＬｌＭＥ

ＮＤＰ・ＳＬＭ＝エンディングのプロ

ＳＬｌＭＭＡｌＮ，ＳＬＭ

グ､ラム／ＳＬｌＭＥＮＤＧ，ＳＬＭ＝
エンディング､のク､ラフイックデータ／
ＥＮＤ－ＰＳＧＢ、ＳＬＭ＝ＰＳＧの
エンディング､ＢＧＭデータ／ＥＮＤ－
ＦＭＶＳＳＬＭ＝ＦＭ音源のエンデ
ィングＢＧＭデータ
ＳＡＶＥＤＡＴＤ・ＳＬＭ～ＳＡＶＥ

メインのＢＡＳｌＣプログラム
ＳＣＲＯＬＬＭＣ・ＳＬＭ＝スクロー
ル用マシン語ファイル／ＣＲＣＴＤＡ

セーブ１からＢのデータ。セーブした
ときにはじめて作成される。（おさだ）

Ｖ・ＳＬＭ＝ＰＳＧのＢＧＭデータ／

ＢＣＭ－ＦＭＶＳＳＬＭ＝ＦＭ音源

のＢＳＭデータ(メインプログラムで
のＢＧＭもオープニングのときに設
定)／ＦＭＳＬＯＴＣＫ・ＳＬＭ＝ＦＭ
音源のチェック用マシン語ファイル

ＤＡＴＢ．ＳＬＭ

ﾌﾞ､歸燕会度二鶏……
ひと二と

採用された／わ－いわ－い／もうポツツたと思い込んでいたのに。よかった……。しかしこ
の超でかいプログラムを採用してＤｌＳＫのほうはだいじようぷなのだろうか．…･･まあ､それは
いいとして、このゲームはＴＨｌＮＦＡＴよりすっと出来がいいのでぜひみんな遊んでみて/

合度こそエンディングをまじめに作ったから……｡(ＴＨ１ＮＦＡＴのてぬぎはクリアした人だけ
がしっている)それに音楽もよりロックになってます(戦闘)。あつ･････,それと､合度こそ巳晴間で
クリアできます。（どうやらＴＨｌＮＦＡＴは４時間くらいかかるみたい)とにかくやってみてく

ださい。話はかわって､会ＣＤＭ
ＰＡＮＹを作っているけどtur

bDR専用です……｡でも一応
Ｂ+で動くようにするつもりです
0

識

０

十騒魚な､顛辿（ＴＳＩ\

二測癖Wp轡WL町黄ﾈﾕｮﾁ小林峅鵠

けど大戦朧家P+でやるようなも
のです。おっと／平川君、光田
君、干葉君、樋渡君、高橋君、続
木君、城正君、神田君、藤井君、
井上さん、志賀君山添君お手紙
ありかと－つ.････ＥＮＤｏ
ＦＲｌＥＶＥ三函・旧廠

什冠ざN毬水企314蝿oﾖﾄﾑも忌寸Ｈだ｡ごlHi々｡.｡
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超初’ ､者

￣

hＬ

スーパービギナーズ

騎艸】届悶酬脚晒剛

、ノ、‐

■Ｅ一

圏庭

新 装開 店いたＳＢ講塵
蘆座宣（ぱ､｢マニュアルよりもわがり
ニュア）
Ｄも

や すぐ ｣をモットーに、
に､あ！らためてプログラミングの蟇
てプロ！Zノブ ン
、－△

礎を緒 介していく。会 回Ｉは、まず用語について。
Ｉごつ

“〉

iｐ

…噂

帆用｣の意味がわからす苦しんだ曰々
初心者のうちは、プログトラム

ない。胸を張っていばれること
でもないが。

(ただし最初の巳文字しか区別

、

その初心者が自分でプログラ

啄疹嬢

１７’

⑤

』

客

ムを組めるようになるには、た
だひたすら基本的な知識を身に

そして、ちょっとくらいつま

の帆ＡＢＣ"のように具体的な文
字列のことをいう。ただし、形
式上変数であっても特定の値以
外にはならないものを｢プログ
ラム定数｣ということがある。

ずいたからといって、かんたん

にあきらめないことが大切だ。
いろいろ調べたり試したりして、

しないと、なかなか上達できな
いで、かえってつらいぞ。
ところで、プログ､ラムを組む
のに必要な基本的なこととはな

イ

んだろうか。それは、命令のつ
づりや小手先のテクニックなど

！

、泌

くみ

に

とは

Ａ＝１ｅＳ

の123のように具体的な数値や、

てみてから結論を出そう。そう

ｌＹｉ

されない)。それに対して､定数

つけ、とにかくたくさん考える
ことが必要だ。

自分なりに納得がいくまでやっ

ん

変数と定数

変数は内容が自由に変更できる
箱のようなもので、アルファベ
ットで始まる英数字で表される

まえだ。なにも恥じることでは

塊

一句、‐

の｢プ｣の字もできなくてあたり

ではなく、手に入れた情報が理
解できるように、用語などをき
ちんと覚えておくことだ。
ファンダムで毎月のように紹
介されている内容が、言葉の意
味がわからないだけでムダにな
るのはもったいない。
用語のすべてをここで紹介で
きるわけではないし、説明も十

分ではないが、今回の記事が解
説を理解する最初のきっかけに
なってくれればと思う。
＊＊＊

Ａ＄＝"ＡＢＣ〃

ばんよう

汎用変数

汎用とは広く用いられるという
意味で、プログラムの中で決ま
った役割を持たずに使われる雑
用係的な変数のことをいう。雑
用といっても、その時々では意
味があるので、汎用変数の多い
プログラムはわかりにくく、混
乱のもとにもなる｡ちなみに｢汎
用｣という＝葉自体もむずかし
い。私も編集部に入るまえの読
者時代、この言葉の意味がわか
らず苦しんだものだ。

と。通常｢Ｃ＝Ｃ＋１Ｊなどの形
で使われている。
ループ

ひとつのＦＯＲ文から、それに
対応するＮＥＸＴ文までのこと

をループといい、ＦＯＲ文で指
定されたカウンタ用の変数を、
ループ用変数と呼んでいる。ル
ープ用変数は、そのループの回
数を菅理している変数なのだ。
フラグ､

プログラムの中で状態を判別す
るときに使用する変数。ふつう

は判定の結果をほかの処理に影

響させるために、その判定結果
を保存しておくのに使用する。
入力

入力とは外部からコンピュータ

に信号を送ることをいう。また、
これらの信号を受け取る関数と
して、カーソルキーならＳＴｌ
ＣＫ関数、スペースキーならＳ
ＴｌＲＧ関数などが用意されて
いる。

入力用変数

入力用変数は、上記のＳＴｌＣ
カウンタ

Ｋ関数などによって入力された

値が一定の割合で増加もしくは

値を保存しておくのに使われる。

減少する変数のことで、例えば
10回当たったらクリアなどとい

例えば、

うときの、当たった回数を数え

Ｔ＝ＳＴＲＩＧ(CＯ

Ｓ＝ＳＴｌＣＫ(２１）

る場合などに使用する変数のこなどの、Ｓ、Ｔがそれだ。入力

今月から新装開店したSB講座。ＳＢ進路相談はとりあえず打ち切Iﾉにした力（まだこの広いスペースの使い道は、はっきりとは決まっていない。いまのところ、ＳＢ進路相談のように質問に答えて
いくかどうかはわからないか（誌i百Jでは紹介できないような、ちょっとおもしろいテクニックやお遊びを紹介していこうと思っている。問題は、毎月これだけのスペースカ埋められるほどミネタ
があるかどうかなんだけと６そうそう、質問は引き続き受け付けるのてくＳＢ進路相談がなくなっても適薗せずに送ってきてほしい。ただ､１W外では答えられない質問が多いので、たぶん、ここに

|:露ｩ:露

これてフログラ鰹解説がねが愚よ雷に鰯 否
ＲＡＭとＶＲＡＭ

用関数はつねに入力を受け付け

準備したり(画面初期化)、変数

ているので、そのときどきで値

の型や配列変数の宣言、おもな

ＲＡＭとは、プロク､ラムや変数

が変化してしまう。そのために

変数の始めの値を設定したり

の値などが保存される領域で、

いったん入力用変数に保存して、

(変数初期化)する、始めのとき

ＶＲＡＭは画面表示に関する|胄

にだけ実行される部分のことを

報を保存する領域だ。スプライ

座標計算などの処理で不都合が

いう。プログラムは通常、初期

トの形や色、文字の形などもＶ

設定部、メインルーチン、サブ

ＲＡＭに保存されている。似た

＆Ｈ､＆

添字

ルーチン、データの４フロック

ような名称なので、よくおなじ

ＢＡＳ

添字とは、配列変数のカッコの

にわけられて整理されている。

ものと誤解されるが、ＲＡＭと

表現するときには、先頭に｢＆

起きないようにしているのだ。
ごえじ

ＶＲＡＭはまったく違うものだ。

中に入れる数値のことだ。変数

Ｈ｣を付けて表記する決まりが

ある。これは、例えばプログラ

の意味の解説では、ｎなどのア

メインルーチン

ルファベットの小文字を使って

その名のとおり、プ□グトラム全

マシン語領域の確保

ムに］ＢＳ４という数値があっ

表現している。

体のメイン(主要部分)となると

マシン語はＲＡＭに直接書きこ

たとぎ、これが１０進数なのか１６

ころ。プログラム実行中は、ふ

まれて実行されるので、その場

進数なのかＭＳＸにわかるよう

数字と数値

つう、このメイン部分を繰り返

所をあらかじめ確保すること。

にするためだ。おもにＲＡＭや

紙に書かれた「］巳Ｓ｣という数

し実行している。

また、おなじようなものに文字

ＶＲＡＭのアドレスを表現する

領域の確保というのがあるが、

ときに使う。ちなみに、已進数

サブルーチン

これは文字列を連結したり、文

の場合もおなじように、先頭に

がはっきり区別されている。

メインに対して補助的な役割を

字変数を扱うときに使われる領

｢＆Ｂ｣を付ける決まりがある。

ＢＡＳｌＣでは、おもに

果たす部分をサブルーチンとか、

域を確保することだ。どちらも

なお、ＳｉｍｐｌｅＡＳＭなどの

''１ｅＳ〃

サブという。一般的にメインル

プログラムの始めにＣＬＥＡＲ

アセンブラでは'6進数をｒ１Ｅ

と書くと数字で、そのまま、

ーチンからＧＯＳＵＢ命令で呼

命令によって設定される。

１ＢＳ

び出されて実行され、処理が終

は、文字であり数値でもあるが、
ＭＳＸでは数字(文字列)と数値

Ｓ４Ｈ｣のように､最後に｢Ｈ｣を
付けて表現し､巳進数を「112Ｉ１

と書くと数値になる。もちろん、

わるとＲＥＴＵＲＮ命令でもと

ＰＯＫＥ

ＤＢ｣などのように最後に｢Ｂ」

ＭＳＸの内部では数字と数値の

の場所にもどる。サブルーチン

ＰＯＫＥはＲＡＭに値を書きこ

を付けて表現する。

記憶のされ方はまったく違う。

をうまく使えば、プログラムが

む命令で、おもにマシン語の書

整理されて見やすくなる。

きこみで使われる。似たものに、

アドレス

ＲＡＭから値を読みこむ関数と

番地ともいう。これは、ＲＡＭ

して、ＰＥＥＫがある。

やＶＲＡＭなどの、どの部分か

キャラクタ

ふつうは画面に表示される文字

データ

のこと。例えば、「キャラクタパ

初期設定で変数に設定する値や、

ターン定義｣なら､文字の形を登

スプライトやキャラクタに設定

ＶＰＯＫＥ

録することを意味し､｢キャラク

するパターンなどの定数や、表

ＶＰＯＫＥはＶＲＡＭに値を書

タコード｣なら､文字のひとつひ

示する文字列などをまとめてあ

きこむ命令で、キャラクタやス

ファンタ､ムに掲載された作品

とつに付けられた番号のことを

る部分をいう。具体的には、Ｄ
ＡＴＡ文のあとにそれらを並べ

プライトのパターン定義や色の

は、基本的にプログラムの解説

いう。ただし、場合によっては、

設定で使われることがある。こ

アニメの｢キャラクタ｣などと同

ておき、ＲＥＡ、文で読み出す｡

が施されている。これらの勵卑説

れにもＶＲＡＭから値を読みこ

では、今月紹介した用語が使わ

む関数としてＶＰＥＥＫがあり、

れているので、合まで読んでも

太文字処理などでよく使われる。

わからなかったという人は、こ

様にゲーム中の登場人物などを
指すこともある。

マシン語

を示す番号のことだ。アドレス

マシン語とは、ＭＳＸなどのコ

は１６進数で示すことか多い。
＊*＊

Ⅱピニ

れらの用語をふまえてもう一度

太文字処理

ンピュータにとっての母国語で、

１６進数

読んでみよう。今までよりは内

キャラクタパターン定義のひと

人間にとってはわかりにくい言

ふだん使っている数は、１０進数

つで、もともと文字の形を１ド

葉だ。ＢＡＳＩＣが｢英語｣のよ

と呼ばれるもので、１０までいく

容がわかるようになったはずだ。

ットずらして二重にし、太い文

うな＝葉なのに対して､マシン

とひとつ桁が上がるのでこう呼

語は、数字ばかりの｢暗号｣のよ

次回から、いよいよプログ､ラ

字の形を作ること。そこから、

ばれている。同様に、１６進数は

一般的に一定の規則に基づいて

うなものだと思えばよい。

ムの組み方を紹介していこうと

文字の形を変更する処理全般も

■次回以降の予定

１６までいくとひとつ桁が上がる

思う。具体的には、文字入力処

数のことだ。１０までは１０進数と

理や座標計算処理といった、処

指す傾向がある。具体的に斜体

ＵＳＲ関数

おなＵで、Ⅱ～１５にはアルファ

理単位でのプログラム講座にす

処理などと表記することもある。

マシン語はＢＡＳｌＣとは違う

ベットのＡ－ＦのＢ文字が割り

る予定でいる。

＝葉なので、おなＵに扱うこと

当てられている。また、巳まで

処理単位にしておけば、自分

初期設定

ができない。そのために、ＢＡ

行くとひとつ桁があがる已進数

のプログラムでサブルーチンと

初期設定とは、 プログラムが実

ＳｌＣ中でマシン語を呼び出す

という数もある。どちらもコン

して使うことも可能だろう。乞

行されたとき、 使用する画面を

ための命令がＵＳＲ関数なのだ。

ピュータと相性のよい数なのだ。

う、ご期待。（ＭＯＲＯ）

今月だけだが､この欄外のスペ
は載らないだろう（と思う)。レレレ今月紹介した用語”ﾄにも、超初心者の理解の妨げになっている言葉はたくさんあると思う。本又』+Ｉでの用語解説は､今月だけだが

－スで｢これも教えてほしい｣とか｢この意味がまだよくわからない｣といった意見も受け付けるので、どちらも｢ＭフアンＳＢ講座｣あてにどんどん送ってきてほしい。
しないと損だ造必ずハガキまたは封書で編集部に送ってほしい。ディスクはダメだそら

ごきてほしい｡こういうのは利用５７
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はじめまして、『ツール／｣のコーナーです。
記念すべき第１回目はテキストエディタ。Ａ
ＮＫ版の｢vsmall｣と漢字版の｢zsmalI｣。
Ｂっあわせてｒｖ＆ｚｓｍａｌｌ｣と呼びましょ
う。エディタ入門として最適です。

i~エディ劇ってなに？

１

ｈ

郡ＰＰＩと‐‐》‐緯審

能＄

‐酎騨乱鈎南『輕蕊
転鬮冠鯲』．‐鋤塁癬’。，

・率一、鼠「品．‐眼〃難・

眠く鵡鋸亀一一一年尖澆趣学

静
瀞

．．Ｐ‐‐ｆ》〃‐・印可軋

､慣与

・・辱咄ざ己貼一哩尭

叱乢■駒》

Ⅱ卍＞

処』，》〉‐‐罹》繩魍沁》贈『

Ｌ…：

この章では、題のとおり｢エディタ」

このテキストファイルを作成したり

ってなんだ？という人に、その機能

変更したり(もちろん読むだけっての

や使いみちなどを説明していきます。
もうエディタを使っていてそれが何な

ディタなのです。

のかわかっている人はとばしてもらっ
鼬！

凸錺

４毎J③'1畷,ユデェハr1ドルII

Ａｌ忠｣し勘！;…劃
Ｘ;;鰄滋ｺﾀﾞﾍﾉ･(鈍

J<淑鑪
勁;：?鼠:)鼠轤蕊

てかまいません。

エディタというと編集者という意味

んです。エディタ標準搭載／けつこ

がありますが、この場合はテキストフ

うすごいですね。ただ、機能があまり

ァイル(そしてその中の文字列)を編集

にも少ないし、ＢＡＳＩＣのプログラ

するプログラムのことです。ですから

ムを打ちこむためだけのものなので、

まず、テキストファイルについて説明

他のプログラム言語のソースや、曰本

をします。

語の文章を書くといった用途にはほと

ファイルはわかりますね。ＦｌｌＦＲ

:弊喀~･

鐸；

｡s`．:;ﾂﾞ,獺ｶﾞ
鰄薮，
ｳﾞｶﾞ鱸心浄〆

鴬鐇ザハ＞

蕊■■蕊蕊
溺馨’し

Ａ鶴蕊ｉｒ／,
,。拝ご喝i鑑診

錨,\-,紗』

鬮籔溌騨蕊ｊｉｈ

.)。

､齢懸

バイナリファイルの巳つがあります。

テキストファイルの作成に存分に役立
はこの後に出てきますので割愛します

文字だけで構成されたファイルです。

が、漢字ＲＯＭとＭＳＸ－ＪＥのある

ＭＳＸはさらに巳種類の分類があり、

ＭＳＸとzsmallで、ワープロの代用

ＡＮＫと漢字に分かれています。ＡＮ

として十分に使えますし、アセンブラ

Ｋは漢字を使わすに英数かな記号だけ

やＣのソースファイルには専用のエデ

で構成されています。バイナリファイ

ィタがないと話になりません。

ルコードが入っているファイルです。
テキストファイルの例としては、Ｂ

坤か．》ヅザ謬鱸

、が。野醇御，鉾・坤’明補｛

舞口｛篦

一《←（〉》埜鰯

矧一薄鍛Ｙ」

》》》へ》へ鍔一

議蟻鍵鳶週

テム■しハエ｣口乃
‐一二:＿↑-11～二〆…１

さ琴１１澱
ili7:蕊

しかし、文字装飾や描画機能など文字
列編集に関係ない機能はなく、そのか

どのソースファイル。オンラインソフ

わり、動きがすばやくなっています。
合回収録したｖ＆z-smallはテキ

られます。ちなみにバイナリファイル

ストエディタの必要なところを残して

は、ＢＡＳｌＣのセーブファイル、Ｄ

小さくまとめた、エディタの初心者に

ＯＳのＣＯＭファイルなどですね。

ぴったりなエディタです。ｖsmallは

表示されるのがテキストファイルで、
読めないのがバイナリファイルという
区別でもよいかもしれません。

繍

ＡＮＫ用テキストエディタvsmaIlの本
幌ＭＳＸ－ＤＯＳから

まずはじっくり使ってみて慣れてく

で起動しますｂＤＯＳ２でＲＡＭＤｌＳ

Ｋが|吏えるときにはテンポラリフアイル
をＲＡＭＤｌＳＫに作るオプション[./Ｔ
Ｈ」も指定したほうが良いでしょう。

Ａ>ＶＳ

■Ｖ＆ＺＳＭＡ１１ｎＤＣ
ｖｓｍａｌｌとzsmallのマニュアルb漢字を使

と打ちこんで起動します。オプションに

用して書いてあるのご漢字ＲＯＭを持

ついては本文を参照してください。
rwiフＰｌＤＯＭ

漢字用テキストエディタzsmallの本体も
これもＭＳＸ－ＤＯＳ上五
Ａ＞ＺＳ

や

ツールは習うより慣れろといいます。

鎌ブアイル鰹つい篭1１１

ｍＶＳＣｏＭ

｡

ＡＮＫ用､ｚｓｍａｌｌは漢字用です。

ださい。

付録ディスクの圧縮ファイルを解凍す
ると、３本のファイルが出てきますｂ

C

の編集ができるという点で似ています。

アセンブラやＣ言語やＭｕＳｌＣＡな

ＤＯＳのＴＹＰＥコマンドでうまく

Bjo

会、ワープロの話が出てきました。
テキストエディタはワープロと、文章

ＡＳｌＣのアスキーセーフファイル、

トのドキュメントファイルなどがあげ

，－“．．．鰯・・・

ってくれます。どんな機能があるのか

具体的には英数かな漢字などの読める

ルは英数かな漢字のほかにコントロー

い～バー］い～‐ｌｊ－ｔヅ露､
＞ハロ』=TTT‐/Ｔ

しかし、専用のエディタは違いますｃ
そのために作られたものだけあって、

アンｸ

ｾﾞﾐ八`ﾊﾎﾞﾑ鐡八

んど使えません。

のファイルには、テキストファイルと

テキストファイルは読めるファイル、

懸鋸Ｌ
鰄鋸Ｌ

ところで、ＢＡＳｌＣの両面l-zも

編集できますよね。これもエディタな

でダダダ…と表示されるアレです。そ
贈;鰕鞭･…聯｡

もできますけど)するのがテキストエ

っていないＭＳＸでは読めません。
漢字ＲＯＭを持っているＭＳＸならば
zsmallを使って読むことができます。

「

カーソルの位置
Ul-ソノリリノ１Ｍ而笥
(行数:術数）
【行数:桁数）

:兄'fi:iWi諺浸'三Ｆｕｊ
艫薩編集中の

、

EFT：~苫耳

ＬＪＰ
↓

尹滞

＞＋
＋

■
5玲些品■■

／

－１１

[円：ＢＲＳ２ＡｇＣｏＣ．

改行．-Ｆ

鴬襲:…櫛……〆鰯一
／ ソルガ行

⑪ｐ貼り

：

環在編集中のファイル名
現在編集中のファイル名

テキストの大きさ(（ＰＴＨ
デキストの大竃童(ﾉir『Ｈ

ここから 右へはカー
かない
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lｑｊ 函､罰1
ＡＮＫ専用テキストエディタｖｓｍａｌ
ＡＮＫ専用テキストエディタｖsmallの画面

Ｌ…

vsnmalI入門
画vsmallの特徴Ｆ機能
ｖｓｍａｌｌはＭＳＸ－ＤＯＳ１上で動

作するテキストエディタです。ＭＳＸ
Ｅ(ＶＲＡＭ128Ｋ)以上の機種で､動
作します。日本語ＭＳＸ－ＤＯＳＢで
も動作しますが、階層化ディレクトリ

い。以前の続きから編集できます。

ただし、ＶＲＡＭをいちじるしく破
壊した場合はできなくなります。
ファイラーを装備しています。
■かんたんな使い方

ＭＳＸ－ＤＯＳ１Ｅ)を起動し、

には対応していません。日本語(漢字）

Ａ＞ＶＳ

は扱えませんが、快適できびきびとし

で、起動します。起動したら編集する

た動作が特徴です。

主な機能はファンクションキーに設
定されているメニューからかんたんに
呼び出せます。

大きなファイルを編集するときは、

テンポラリファイル(編集作業を記録
するファイル)を作成するので､編集フ
ァイルサイズの制限はありません。デ
ィスクに空き容量があれば、１６メガバ
イト程度のファイルでも問題なく編集
できます。

－度［ＤＥＬ]、［ＢＳ］キーで削除

した文字列は、へＵ([ＣＴＲＬ]＋Ｕ）

キーで無制限に復活できます。
※一般に､｢へ｣は｢ＣＴＲＬキーを押し
ながら｣を意味します。
擬似子プロセスの機能つきです。擬

似子プロセスとは、一時的に編集作業
を中断して、他のＤＯＳのコマンドを

実行できる機能です。編集に戻るとき
はもう一度ｖｓｍａｌｌを実行して＜ださ

ファイル名を入力します。

編集につかう主な機能はファンクシ
ョンキーで呼び出せます。

終了は［Ｆ１］キーをおしたあと、
Ｑキーを押します。セーブが必要なら、
セーブ後終了してください。
■紀動時のオプション

起動時パラメータに、編集するファ
イル名を指定できます。また、起動時
パラメータにバックアップファイルの
作成などを指定できます。
例えば、

Ａ＞ＶＳ／ＴＡ／ＢＡＵＴＯＥ
ＸＥＣ・ＢＡＴ

という例では、テンポラリファイルの
Ａドライブ゛への書きこみ、バックアッ

プファイルの作成、起動時のＡＵＴＯ
ＥＸＥＣ，ＢＡＴの読みこみを指定し
ています。

具体的なオプションについては、以

－１

１

１

／Ｔｘ（ｘはＡ～Ｈ)……テンポラリフ

す。削除せずに記憶だけさせることも

アイルを書きこむドライブ(ＡからＨ

できますので、この機能を使うと一定

ドライブ)の指定

のパターンを移動したり複写したりす

／Ｎ……バイナリファイル(ＥＤＦコ

ることができます。

ードのないファイル)の編集

具体的には、［ＦＳ]を押してモード

／Ｂ……バックアップファイルの作成
(－世代のみ）
／Ａ、（ｎは巳か４かＢ)……タブカラ
ム数の設定

■ブロックカット＆ペーストについて

に入ったあと、カーソルを動かして、
範囲を決め、削除なら･記憶ならＭ
を押します。そのあと［Ｆ４］で、い

ま記憶したパターンを挿入、へ[Ｆ４］

なら何回でも複写できます。ブロック

ｖsmallでは、あるブロックを削除

を指定せすにある１行を記憶したい場

(カット)して、削除したものを別の場

合は、［ＦＳ]て１行削除､へ[ＦＳ]て

所に挿入(ペースト)することができま

ﾌﾟﾛﾜ弓ﾏから

野
■■

１行記憶です。

音楽ツールが開発のきっかけ

秒と二世

HIDｴ対応の音楽ツールを制作しようと思い，搭戟するテキストエディタを

9,0●

作りはじめたのがきっかけです．その後PNS-DOSのVzエディタに出会い，大
感動．かなり影響を受け，現在の形になりました．阻発で苦労したところは，
テキストをVMN上で編梨する部分と，キー操作を拡袈するための創り込みの
部分などです．パグの原因がつかめず，測発をやめようと何度も思いました．
またZeroでは，SONYのNSX-JEで暴走するバグがあったのですが，これを修正
するのが大変でした．HARIO-NETの皆さんの協力で無泰修正できたときは，本
当に嬉しかったです．
この

←

鴎一

ソフトの１１３発を通じて，いろいろな経験ができました．今回は，lISX-FAN

ｲ寸jBitデ
イスクのためのエディタを香かせてもらうことができ，とても光栄です．
自分の 作ったソフトを記事にしてもらえるなんて，ゾクゾクしますね．
今後
は，テキストエデイJrで遊べるよう，いろんなDOSツールを制作したい
と思い
ます．現在，テキストエディタで香いた文章を自由に印刷できるツール
を制作 中です．

､●

■

鹸後
にひとこと．ｖ&z-s□allを使いこなせるようになったら，ぜひTAKERUより
発売中 の，パイパー＆ゼロ,をよろしく１
ﾜﾀｼｶｰ

ﾊﾟ・ｲﾊﾞｰﾀＴ
（ﾊｰﾍ;；
ﾖﾛｼｸ！

下のとおりです。
●●
ＰＧ
●

箙１

伯

園キーアサインの設定表

へＷ……已行ロールアップ

操作例

ヘＺ……已行ロールダウン
ヘ円..….ページァップ

へＥ＝［ＣＴＲＬ］キーを押しながら
Ｅ・キーを押します。

へＯＳ＝［ＣＴＲＬ］キーを押しなが
らＱキーを押したあと、ｓキーを押し
ます。

ゴ。

【カット＆ペースト】

へＸ……カーソル下移動

へＢ、［ＦＳ］……ブロック削除、記憶

へＳ……カーソル左移動

へＹ、［ＦＢ］……１行削除

へＤ･･･…カーソル右移動

へＪ、［Ｆ４］……転写

へＡ……一語右移動

[ＧＲＡＰＨ１Ｙ、へ[ＦＢ１……］行記

へＦ･･････一語左移動

`億

へＯＳ……画面行頭へ移動
へＱ□..…画面行末へ移動

[ＧＲＡＰＨ]Ｊ、へ[Ｆ４］・…･･複写
【ファイル、テキスト操作］

【基本的な編集機能】

[ＥＳＣ］Ｕ……編集のやり直し

ド変更

へＨ、［ＢＳ]……カーソル前の文字を

.｡￣弓

削除

へＧ、［ＤＥＬ].．…･カーソル上の文字
を削除

トエディタです.しかも、漢字対応で

へ１，［ＴＡＢ］……タブの入力
へＰ･…･制御文字の入力

へＮ･･…･改行コードの挿入

へＱＨ、［ＢＳ]……カーソルから画面
行頭までを削除

へＯＧ、［ＤＥＬ]カーソルから画面行
待つまでを削除

１（２）

使用したテキストを読むためだけでし
たら、ＭＳＸ－ＪＥはなくても漢字

Ａ＞ＺＳ

[その他］

／Ｍ……全角文字を圧縮せすに表示し
ます

す。全角と半角の区別は、文字の高さ
などの違いでついてはいるのですが、

．Ｓ……ＭＳＸ－ＪＥの表示をシステ

わかりにくいときには全角文字を反転

ムライン固定にします

表示させるコマンドへＫＬがあります。
基本的な機能、キー操作はｖｓｍａｌｌ
とまったくおなＵです。違う点はZs-

[ＣＬＳ]..…･画面の再表示。画面表示

数はあるものの、ＢＡＳＩＣの行番号に

◆ＢＡＳ'○との違い.…..実際に使っ
てみてもらえばわかると思いますが､
ＢＡＳｌＣとは感覚が全然違います。ま

､
一段２勘

鵡鰹鰯Ⅲ鰯鮪鰯砿

２⑪０
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また１行を記憶するためのリターン

i〒１

ﾄﾞﾗｲﾌﾞ
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］
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いのです。
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一

あたる概念はありません。ＢＡＳＩＣ以
外では行番号をいつもつける必要はな
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了

1$

１１１列－１閂電型別川荒

⑨ファイラーモードに入るに(よファイル名入力の要求時にリター
ンキーのみを入力するか、編集中にＦ１のメニューから起､M1する

ＫＬ…･･･反転表示のＯＮ・ＯＦＦです

す、行番号がありません。物理的な行

がご卸垈押口珂斗頂剖一咽ぶ」Ｆ□

且騨・ね

￣

キーアサインも増えています。さき
ほど紹介した、

ｖ＆ｚｓｍａｌｌ(vｓｍａｌｌとｚｓｍａｌｌ

Ｅ蘭ｔ
N日｢｢l農
lｉ
ｉｉ
Ｍ劇'烟|ごｌＥＩｊﾖVＩ目’

Ｗ

Ｈ……反転文字を半角にします

の総称です)を使用する際の注意は次
の通りです。

が乱れたときに使ってください。
[ＳＴＯＰ]……カーソルジャンプ時の

塵

コマンドラインのオプションも増え
ています。

使用上切注濤

[ＥＳＣ］Ｆ……ファイラーの起動
[ＥＳＣ］Ｚ･…･エディタを強制終了

[ﾑｶﾌｧｲﾙ 】

です。

て、半角文字とおなＵ幅で表示されま

ルを挿入

i『ifi

ｚｓｍａｌｌの起動にはＭＳＸ－ＤＯＳ

少し特殊で、横方向に半分に圧縮され

[ＥＳＣ］Ｒ……ファイル名の変更

中断

[カーソルの移動(拡張)】

以下にｖｓｍａｌｌと違ったり、追加さ

でないと使えません。ただし、漢字を

ｚsmallの漢字(全角文字)の扱いは

[ＥＳＣ］Ｓ･･･…ファイルのセーブ
[ＥＳＣ］Ｑ……エディタの終了
[ＥＳＣ］Ｅ……ＤＯＳコマンドの実行

■記動オプション、キーアサイン他
れている機能を述べます。

ＲＯＭだけで構いません。

[ＥＳＣ］Ｃ……ファイルのクローズ
[ＥＳＣ］Ｌ……クローズ・オープン

能が増えていることです。

す。ですから、漢字ＲＯＭとＭＳＸ－
ＪＥがあるＭＳＸ巳(ＶＲＡＭ１２８ＫＢ）

[ＥＳＣ］｜……カーソル位置へファイ

へＵ……削除文字の復活

１１

ＭＳＸ－ＤＯＳ１上で動作するテキス

へＱＲ･…･ファイルの先頭へ移動

へＥ……カーソル上移動

へＶ、［ＩＮＳ]……挿入、卜雪宍モー

-...m

ｚｓｍａｌｌもｖｓｍａｌｌと同様に

へＱＸ……画面右下端へ移動

へＱＪ.….･指忘両面行へジャンプ

へＭ［ＲＥＴ］･･･…改行

、allが漢字対応なため､漢字関係の機

nzsmallの特徴・機能

ヘＯＥ……画面方卜喘へ移動

へＱｃ……ファイルの最後へ移動

[カーソルの移動(基本)】

.」

zsmaII入門

ヘ○･･･…ページダウン

八U照

『、

③ファイルをセーブする前に宗イスクの空き客1通を鯛果したり、宍イスクの内容をちょっと確認したいときな

〆入

轤欝露糯;恥恥鶴繍}蕊11鰻F;織蝋鵜鑿

辨辮澱騨鏑塗議！

……マークしたファイルをカーソルの位遜へ並び換えます。●Ｌ)接続ドライブ……対象ドライブの変更をしま

③リターンキーを押薊?Yどファイルの編集がはじまった

：

ｉ，．．

6０

フ
v＆二smaliのフアイラー機能(画面はzsmall）
＝＝＝￣

。

回し」

F■
キー入力はしません。エディタはキー

すると誤動作します。さらに編集中の

を打って画面に文字があらわていれば

ファイルがあるときにファイルの順番

すでにメモリの中にその文字は入力さ

をならべ換えても誤動作します。また、

れているのです。
など、最初はＢＡＳｌＣと違うことに

このファイラーはｅＤＤ、Ｓセクタの
フロッピーディスク以外での動作は確

違和感があると思いますが、文章やソ

認していません。

ースファイルなどを作成していくうち

◆動作しないかもしれない機種……

に慣れると思います。

l滝；
副レチ夢1諒荊I溺r坪スl;`錘デjli頚

□ (何悟＆ゼロ｣と ばつ
ある日､「ＭＳＸ－ＤＯＳで動ｲ伝｢る手

』■

！

また、パソコン通信をしていない人の

と、編集部に日本語エディタが送られて

ために、プラザーエ業ＴＡＫＥＲＵより

Ｖｉｃｔｏ｢のＨＣ－９５の高速モードでは

きました。

｢テキストエディター／パイパー＆ゼロ」

それがv&Lsmallです。
③viperとＺｅｒｏ

◆テンポラリファイル･･･…ｖ＆ｚ

動作しません。他機種での高速モード

での動作も保証できません。また、ペ

のテンポラリファイルを作成します。

ージ０のＲＡＭかスロット０の拡張ス

このv&ｚｓｍａｌｌの原形が､オンラインソ
フト(パソコン通信上で公開されるソフト

印７

このファイルをつくるドライブは起動

ロットにある機種(ＳＯＮＹのＨＢ－

時のオプションにより設定できますが、

Ｆ５０ｑＹＡＭＡＨＡのYlS-805など）

その時に作業しているテキストファイ

で、動作しない恐れがあります。また、

す｡開発者のバイパーさんがMARl0-NET

ルの約曰倍ほど容量を必要としますの

動作レポートをしてくれると助かりま

にアップロードし、それをダウンロード

で、ドライブの空宍容景には十分注意

す。

してください。

◆配布・権利について……ここに収録

した人たちが意見を出し合い作り上げて
いったオンラインソフトの典型なのです。
もし、ｖ&Z_Smallで物足りなくなったら、
ぜひオリジナルのv&z(viper&Zeroです)を
ダウンロードしてみるとよいでしょう。
このオリジナルのv&Ｚは､ｖ&ｚｓｍａⅡに
はない機能を満載しています。それは、
☆最高８ファイルまで同時に編集できる

◆ＶＲＡＭの破壊……別にVRAMが

してあるｖ＆ｚｓｍａｌｌは開発者であ

壊れてなにも表示できなくなるわけで

るバイバーさんからＭＳＸ・ＦＡＮ編

はありません。ＶＲＡＭに保存されて

集部が著作権を譲り受けたものです。

いる情報が変更されてしまうことを意

ｖ＆ｚｓｍａｌｌは擬似子プロセス起
動のときに､表示されていないＶＲＡ－

著作者はバグによる結果の責任は負
いません。

また、バグ修正の義務は負いません。
配布・転載については非営利目的に

Ｍに必要な情報を保存しておきます。

かぎってはまったくの自由とします。

そして画面はＭＳＸ－ＤＯＳとなり、

なお、その際には必ず､ｖ＆ｚｓｍａｌｌ

好きなコマンドが実行できます。です

の本体とその説明書(ｖｓ・ｃｏｍ、ｚｓ

からこのときにＶＲＡＭをひどく破壊

ｃｏｍ、ｖ＆zsmalldocのＢ本)をセ

してしまうコマンドは使用しないでく

ットにして行ってください。

ださい。

◆ファイラー…･･･編集中のファイル､テ

ンポラリファイルを操作(削除、改名）

⑨ＴＡＫＥＲＵでも買える

軽なエディタが普及するとおもしろい」

ｓｍａｌｌはテキストの編集中に作業用

味しています。

■

ウェア。パソ天のコーナーではフリーウ

ェアと呼んでいる)であるviperとZeroで

マルチフアイルテキストエデイタである。
☆検索・歸Iiil機能カット＆ペースト、
オートインデントやフリーカーソルなど
テキストエディタに必要とされる基本的

を販売するそうです。
定価2500円脱送料込)。１１月６日現
在､登録申請中ですので、このＭファン
が発売される頃には全国のＴＡＫＥＲＵ

丘
し

で手に入るはずです。
このオリジナルのｖ＆Ｚの使用感は素

晴らしいです。この豊富な機能にもかか
わらず、ＭＳＸ２でも快適な操作性で編
集ができます。
マルチファイルということで（同時に
複数のテキスト、例えばアセンブラのイ
ンクルードファイルとソースファイルを

同時にオープンして、それを上FFに２分
割した1百F百1ﾄで同時に見て参照しながら

目

●….．

コーディン久なんてこともできます。

これがやってみるとすごく快適なんです上
検索機能は、ラベル間のジャンプを使
って２か所の離れたソースコードを変更

／逗巡

1

するときや、名前はわかるけと場所がわ

からない文字列を探すときに便利ですし、

な機能力笘引繭されている。
☆豊富な画面表示関連の各種機能がある。
☆いっしょについてくる､xmarMx.c０ｍ）
というカスタマイザにより、キーオ栗作や
画面色、各種機能のスイッチを自由に設
定できる。

置換機能は同じようなパターンのソース

というところです病

っておすすめしちゃいます。（Orc）

コードの流用を可能にしてくれます。

ファイルサイズの制限はないし、もち
ろんコントロールコードも使える。高速

で高機能、今のＭＳＸのテキストエディ

タではもちろん最強でしょう。自信を持
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会月のテーマ
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稲。

会年も楽しませてくれたプロコ
し作品。どれが大薑をとるかな
んていいから、とにかくわたし

■■■■

(獣この作品を推している／

画醐-Ｋ
発表を来月にひかえた第6,11プ
ロコン。新鮮、痛快、繊密、輝き、
この4つの言葉を満たす作品がＭ
ファン大徴を手にする。先月号で
みんなに協力を求めた公開;iii:盃に
は参加してくれたよね｡今月の｢あ
したは晴れだ./｣は、みんなの｢こ
の作品を大跳にふさわしいと思う
わけ｣を紹介する。
③やはり、Ｍファン大賞にふさわ
しいのは『ＴｈｅかくとうＰARTS

～帰ってきた8人～』でしょう。ぼ
くはこういうゲームが大好きて､見

た瞬間｢これはおもしろそうだ」
と思いプレイしようと本の説明を

読んでボクは絶望した。な－んと、
これはターボＲ専用ではないか。
今までにもこういうことはあった
が、これほどむかついたことはな
かった。そして、ぼくはターボＲ
を買おうと思いお金をためていま

す(現在約6万円)｡これほどぼく

に興味を持たせたこのゲームこそ
Ｍファン大賞でしょう｡＝神奈川
県。立川真治(14歳）
シゲルもこのゲームを推してい
た。いまだに暇を見つけてはだれ
かしらを誘ってプレイしているぞ。

作品のほうはターボＲ専用という

こともあってか、第２次ノミネー

ト作品として残れなかったようだ。

連作という意味では『ＤＥＬＶｌＮ

ＤＵＳＥＡＳＹＳＹＳＴＥＭ』もあるが
みんなが推しそうなので推さない。

とにかく大賞はデルピンダスシリ

ーズにゆずったとしても作者の
ＨｌＤＥＹＵＫｌさんには何かの形で

賞をあげてほしい。芸の細かい、
親切なシステム設計はデルピンダ
スの比ではない｡＝三重県｡久藤謙
一郎(14歳）
『ColosseumJファンだった人
ならこの作品を推さずにはいられ
ないはずだ。この作品のおかげで、
による言葉に感染した者力編集部
に約1名いる。
●とても素晴らしい作品がそろい
ましたね。甲乙つけがたいのです
がPWT鮮、痛快、繊密の３点で選ん
でみると、４作品に絞られるので

す力、そのうちなんとか18755点
まで取れた｢ＮＵＣＬＥＵＳ』とまだ
解けていないｒＤＥＬＶｌＮＤＵＳ』は
タイマ割りこみフックの復帰が不
十分だったり、ベースアドレスを
変更していたりしたので、ちょっ
とまずいかなと思いました。ＣＡ
ＬＬＭＵＳｌＣ文などを使用してい
ない限り、プログラムを止めた後
はCLEAR文で強引にメモリを確
保して、Ｆｇキーで小メニューに

残念。．

もどれるのが理想ではないでしょ
うか。生意気いってすみません。

ファンは読んでいるだけなんだけ

にふさわしいと思うのは、オール

ど『ＤＥＬＶ１ＮＤＵＳＥＡＳＹＳＹＳＴＥ

ＢＡＳＩＣなのにきれいなＢＧＭがあ

Ｍ』は説明を読んでいるとそそら

り、ピヨヨーンがとっても印象的

⑲今、浪人生という身分なのでゲ
ー禁(ゲーム禁止の略)なのでＭ

れてしまう。お－ノはやくこの
ゲームやりて～〃＝千葉県。雪猫

（？歳）

浪人生なら今がいちばん大切な
11舗明じゃないか。桜咲かす春まで
勉強、勉強。でも、ときには息抜
きが必要。ただし、息抜きすぎに
ご注意ｂ

●『Colosseumll神の試練』を

推す｡前に発表されたrColosseum』

もおもしろかったが、それの欠点
をカバーし、システムを大幅に拡

6２

張した作者の技術はすごいと思う。

というわけで、僕がＭファン大賞

な『type-jd』と､全体のバランス

が絶妙で操作性抜群で、ディスク
エラーをしっかりサポートしてい

る『Emp6rer』の２作品て､す。ど

ちらも魅力的で、１つに絞る事は
できませんでした。う－，今年は

俺もプロコンに出てみせる〃＝静

岡県。もとき(17歳）

rtype-,『』はダメだったが、

『Emp6rer』は第２次ノミネート
作品として残っている。編蜂|】で
『Emp6rer』を推しているおきだ

(よ、とにかくおもしろいの一言。

:●11月号の『TheかくとうＰ
ARTS～帰ってきた８人～｣はお
もしろい/ぼくはuパロディス
ト小太郎"が好きです。ＢＧＭもつ
けてぜひパート４を作ってほしい。
第１回ＴｌＭ賞でもターボＲ専用の
『３Ｄ』が受賞ということで、やっ
ぱりファンダムでもターボＲを応
援してほしい。そうすればターボ
Ｒユーザーも増えると思う｡＝宮

城県。なよなよ(17歳）

う～ん、こんなにファンがいる

作品を最後まで残せなかったのは
残念ﾌﾟﾋﾞ６ちなみにシゲルの好きな
キャラは$マイケル"･必殺技のわ
きがが決まったときカミなんとも
いえないんだって。

③わたしがダントッで大賞に推す
のは｢ＲＥＡＬＶＯＬＬＥＹ』。なんせ
昨年のプロコン終了後からの低調
を一気に振りはらうようなおもし

ろさだった。まず、動きとキャラ
カ噺鮮種これは昨年の｢体操人類

マットマン』(尾花健一作)に通じ

るものがある。そしてプレイ中に
思わず絶叫させるようなエキサイ
ト性、さらに冷静な判断を要求さ

れる部分もあり､なによりも゛ﾌｧ

ﾝダムらしい"作品だと思う｡ハッ
キリいって審査対象の４つの要素
をここまて兼ね備えたゲームは他
にない｡わたしは審査でも｢REAL
VOLLEY｣に40点満点十大賞推
薦を入れるつもり蔵（『NUCLE
US』は運がすべてになってしま
うのが許せん′)＝埼玉県｡中村有

吾(？歳）

もちろんわたしもこの作品を推
している。あの操作(おさだや､さ
きやにとっては複雑らしい)によ
って、みんなが遊んで.くれるかど
うか心配していて､第２次ノミネー
ト候補に残ったときはホッと胸を
なで燗おろした。他の野球やサッカ
ーゲームで取る1点に比べこの
『ＲＥＡＬＶＯＬＬＥＹ』で取る1点は
はるかに仙価があると思っている。
●僕は『ＤＥＬＶｌＮＤＵＳＥＡＳＹ

SYSTEM』がＭファン大賞にふ

さわしいと思います。逃げまどう
人々、崩れ落ちる建物、村人の悲
鳴などなど本当に芸の細かい演出
がプレイヤーを悪魔にしてしまい
ます。今までいろいろなゲームを
プレイしてきましたが、こんなに
心に深く、重くのしかかったのは
初めてです｡キーを押すのをため
らったほどでした。でも、このゲ
ームを平気で遊べるようになった
ら、人間おしまいでしょうね。こ
のゲームをプレイして、ゲームの
力って本当にすごいなあと思いま

した。僕の忘れられない１本にな
りそうです。だけどこのゲームを
作ったＴＰＭＣＯはもっとすごい。
Ｍファン大賞はこの作品ではなく

作者にあげたいなあ｡＝広島県｡か
んたろう(18歳）
ここまでいってくれる読者がい

て作者のＴＰＭＣＯはさぞかしう
れしいだろう。ｒＤＥＬＶＩＮＤＵＳ
ＥＡＳＹＳＹＳＴＥＭ』は本当によく
できていた。ファンダムが始まる
以前からの投稿者であるＴＰＭＣＯ
は、わたしよりファンダムとつき
あいが長い。しかし、今までいく
つかあったコンテストで､彼が手に
した賞はひとつもない。実力はあ
りすぎるぐらいあるのに、結果が
ついてこない無冠の帝王でいる。
前回の第５ロプロコンでＴＰＭ，
ＣＯが出品してきたrGREYC

OLIEAGUE』は総合第２位に終
わり、やはり激がlixれなかった。

いよいよ来月号でＭファン大賞が
発表される。無冠の帝王の名を返
上できるかどうか、いろいろ楽し
みだ。（ち）
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☆書肩鰯テーマ″《一際蕾雫ズ撚雇ついて

ョ■～ニー－－＝－戸=留軒■-面■－－－甲因一一一四口牢甲＝ニー可一一一~－－ニーニニニー－－１－－－－吋一■＝ロー■－，－－－－亜勺一一一一一一二學圭一一一一､._罰

轍古屋蓉約磯い鍾蘆もＷ１醤溌鰯値段|蕊i;鴬(i鍵HItiNo議潅需蕊が醤のが諺尋。鑓緋〔堂jifiZ>馨鳧蹴臼溌鱒楽魁篭､魅力蓑醤つど探っ
ある飽繼。違璽に議迩鶴､i鱸鰯ｿﾄﾞ騨画灘識繊駄愚鍬発表竃職鰭透融だＩい･;篝潤醤憲約慈錘一瀞一(j`i質闇警霊＝徴一さんの報告
跡蕊懸iij);鰯急……麺:水鍵1F！;:ii機蕊瞳露(議懇瀞懸か飴Z灘ｊｉ瞳いを紹鎌紗溌轟懲'剛笹灘6F鍵i機龍讓醤や淘瞳瓢覇竃響が恋叡

ＱＭＳＸのハードディスクのＱＧＴにはカセット用の端子近くにある大きめのショップに生産完了しているので、もうな

特集みたいなことをやってくだがありません。でも、ＢＡＳＩＣ行って、品番をいえば取り寄せい。だが、中古専門店で探すと

さい。それと、ＭＳＸのハードにはカセット入出力用の命令はてくれるはず。価格は税別でＳ意外にある。パソコン雑誌の広
ディスクはゲームをインストーちゃんとあります。どうすれば万6800円。告を見て電話してみるといいだ
ＢＴでカセットを使えますか。

ルできるのでしょうか。
（福岡県筑紫郡･菅龍一〈ん.17才）

Ａ現在入手可能なのは、ロジ
テックのＳＨ□-40Ｊ(40ＭＢ）

Ａ使えない。
ほんとうはターボＲになった

時点で、ＢＡＳｌＣのバージョン

７万9800円のみ。

ハードディスクに接続するに

［

（岐阜県養老郡･田中良宏〈ん.１４才）

が変わり(versiOn40)、カセ

は、アスキーから発売になって

ットに関するコマンドは削除さ

いるｒＭＳＸＨＤｌｎｔｅｒｆａｃｅ」

れた。だから、昔のＢＡＳｌＣの

というインターフェイス・カー

解説本でカセットに関するコマ

トリッジが必要。これはＳ万円

ンドの説明があるのは不思議で

もするのだが、アスキーから直

はない。でもターボＲ(ＢＴ)に

接買うしか方法がない。問い合

はコマンドもないし、端子もな

わせはアスキー直販部冠O3-

いから使えない。

3486-7ll4oそして、それに接続

だが、ＢＡＳｌＣの予約語のな

できるハードディスクは、現在

かにあるのはどうしてかという

入手可能なものがＳＨＤ-40Ｊ

と、昔のプログラムのリストを

のみなのだ。巳年ぐらいまえは

表示するため。予約語として入

25種類もあったのに、時代は変

れておかないと文字バケしてし

わってしまった。それでも、友

まう。そういう事情だ。

だちのおさがりをもらうなどの

ＱＭＳＸの外づけドライブが

理由で機種を全部知りたい人は、

ほしいのですが、友人に聞いた

上と同じアスキーの直販部へ問

ところ、もうどこにも売ってな

い合わせを。

いといわれました。ほんとうに

また、市販のゲームをインス

もうないのでしょうか。もしあ

トールするのは、まずムリと考

るならどう購入すればよいので

えたほうがいい。コピー防止の

しょうか。

ちなみに他社のものはすてにろう。

耳寄１．祷;繍交ｉ蝋コーナー
今月はまたまた先月に引き続いていう本を広げるような感覚です。
ＧＴのモニターになった方からの
キーボードでしばらく使っていた
レポートを紹介します。東京都練
らじれったくなって買っちゃいま
馬区の村井達哉〈ん(15歳)は､い
した。最初はマウスがうまく動か
とこの家に遊びに行ったさいにＭ
せなかったんだけどね。う－ん、
ぴゅう。いず。ぐれいと′
ファンとMSX識ロリ、Ｆオモチャ
箱をひっくり返したみたいにいろ
⑪ワー或口：ワープロに関しては
しろうとではないので辛口のレポ
いろなことができるところに興味
ートです。音声のメッセージがあ
をそそられた』といういきさつで
モニターに選ばれています。では、
ったり、レッスンが垣ついてたりと
そのへんのことを箇条醤きにまと
な力滋かよいのですが１画面に
めてあるの通さっそくお届けし
表示される文字数が少ないよう
ます。
な気がします。決定的な弱点とし
③接続：マニュズルがとても親切
てドプリンタが別売り｣r電源を切
なのでいたってかんたん。リアパ
ネルが日本語表示でわかりやすい

ですｂ最初ぱ付属のピデオゴード
で接続していましたが、いまはｓ
映像用のコードで接続しています６
ｓで接続すると、ビデオに比べて
格段に美しい画像を得ることがで
きます。
●MSXView：パソコンしろうと

(おれのことだ……)でも少々やや

こしい基本操作を覚えてアイコン
を選穂左け窓本体やディスクの

ると内容が完全に消えてしまう｡」

の２点があります。前述はしかた
なしやです力〈がんばって改良し
てくださいねパナソニックさんｃ
アドレスはけつこう便利です。オ

ートテレホンダイヤラー(プッシ

ュホン②受講器腫あてて自動的に
電話をかけるアレです)がもしつ

いてたら．…：。そしたら腰を抜か

してたけど。
●デジドークツールXGTにはシ

ン堂サイ暖に用いられている

（北海道苫小牧市･清瀬忍さん･18才）

判断するようなプログラムが入

Ａある。でも大きいショップ

容の名前と絵でできてい徳、見た
だけでどんな種類の内容力;わかる

っていることが多く、それだと

以外は取り寄せになる。

ようになっています。それだけで

の英語の発音が聞けるなどまじ

はねられてしまうし、そのほか

確かに一時に比べれば、ＭＳ

ハードディスクには不都合なコ

Ｘの売り場は縮小されているの

マンドが使用されていたり、と

て、周辺機器が買いにくい。だ

にかくめんどうなのだ。もちろ

が、ソニーの外づけドライブの

ん付録ディスクは複写・解凍以

ＨＢＤ－Ｆ１は現行商品なので、

外ではそんなことしていない。

取り寄せることは可能である。

鱸:霧…

できます。量のアイョンとは、内

なく、日記ぞつけたり、電子ザッ
クを製本したり、Ｇ泥に自分のカ
ラーみたいなものが根Fづいてゆき
ますbGTのなかにプライベート
な醤斎ができたような蟻じ韓
rMSXViewJというItlL上にソフト
(付録ディスクに収まっている)と

分めとす※並忘わ

ために自分のディスクかどうか

PCMが搭載されていて､これを録
音。編集。加エずるためのツール
ですｂ少々緋イズが入るし、４分
の１音程庶吉が下がりますｶﾍﾞ自

内容や状態がわかり、Ｇ丁が活用

i醐吏,(ji方がら､:音を下げて友人

大爆笑するなど、かなり遊ぺま
Ｏ

こうやって改』りてＧＴの魅力を
べてみると､PCMを使うことを

if#ていたり噺ワープロも全然さ
ってないな、なんて思います。

ＭＳＸ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束京都港区新橋４－１０－７徳間書店インターメディアＭＳＸ，ＦＡＮ｢ＢＴフォーラム｣係

協力′松下電器ワープロ事業部、アスキーシステム事業部
ｲ

6３

蕊灘

運 のページ麟

國薄税
一見おたくふう青年から｢これを聞いてください｣とデ
モテープを渡されて、なんだかなあと思いつつカセッ
トをかけてみると……なかなか良い。現代音楽ふうな
のだが、超絶技巧の打ちこみでいっ

さい手弾きなし。手間と精神力を考
えるとクラクラするほどすごいのだ

顯Uｒ４ｌ
付録
ディスク

今PIOBの［￣￣』

・ｽｰﾊﾟｰ(幌ﾃｲｽｸの使い方J参照

った。

楽評 ｡よっちゃん
、

ＹＭ □存拝渦した日本人の中国ふう

ｌ２５ＤＡＪ=『rGB-〉Ｃ<GB->C<GB－＞C〈GB->C<ＧＢ->CRB

１８７０Ｅ６=DrCR8DR8<Ｇ４＆Ｇ１ｍ

<ＧＢ－＞Ｃ〈ＧＢ-＞Ｃ＜ＧＢ－＞Ｅ－ＤＲＢＥ－ＤＣ〈ＡＦＩや
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い"とでも誓いといてくれれば何か書
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くに醤＜ようなことはない。まあ、し
ょうがないから曲についていうと、夕

イトル通りの曲、とそれだけです」

■スタートアップ
ノーザンダンサー平野｢巳か月連続の
採用だ／うれし－／はずかし－／
会`月もＭフアンを買わなくてもすむ／
というわけで(？)受験生(－浪)の私は

勉学にうちこむために活動を休止しま
す。採用ありがとうございました」
籾中東のやぶへび
ア岸ＦｂＥＮ岡林だい｢ハロー／Ｂ
か月連続登場のＺＥＥＤＥＮです。本
当に毎回変わった曲でスミマセン。さ

6４☆｢ＦＭ音楽館』への投稿蟇集中／応募要項の詳細は81ページ

て、私は肌博士と王様"のファンになっ
てしまいました。がんばってください。
ハウスＭとかテクノは最高ですよね。
うん。感想等は『高知市大津甲531-19
岡林大｣まで｡ヨロシク36､ＣＵＢｌＣ
ＺＺ」
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れないのでしょうか」
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リズムとリフレインでできあがっている曲

●

スタートアップ

Ｏノーザンダンサー平野北海道・１９歳

この曲のおもしろいのは、メロディかつな
、

がっていくというよりは、リズムとリフレイ

ン(何回も繰り返される印象的な短いメロデ

ィ)て曲ができあがっていること｡ロック系の
曲によくある構造です。ノーザンダンサー平
野クンは音色の使い方が独特で、派手めでビ

ヤンビヤンいう音(シンセサイザー用語では

フィルターのきいた音という)をたくさん用

SＴＡＲＴ－ＵＰ－ＦｌＨ１１

１DCLEARS22B：_NUSZC(1j2,2？2,2）

なると｢動物たち(犬、猿、小鳥のＢ匹
がペスト)が集まって仲よく歌ってい
るシーンを患い浮かべて作曲してみま
した。完成時は気に入っていたんです
けどぃ会の僕としては、まだまだ直し

羽尾健｢『え－つ、まさかこれが載ると
は｣、これが正直な気持ちです。でも、
初投稿で初採用なのでとてもうれしい

、
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クＢＧＭ・メインメニュー

です。それと、投稿する人にいいたい
のですが、なるべくチャンネルを余ら
せないでください。よくＦＭのほうだ
けを使う人がいますが、ＰＳＧもなか
なか使えますよ」
西ＨａｐｐｙＨａｐｐｙ▽＝付録デイス

※採用されます。おもに付録ディスク

■ＥＮＧ１

のタイトルＢＧＭとして。

ＯｕｔＤｆＭｅｍ□｢yT採用ありがとう、
ございます。ＥＮＧ１がいいの`で聴いて
ください。少々手抜きですがｂところ
でＯＰＬＬドライバ使用の曲は採用さ

Ｔ：ＰｗＰ０Ｄ，１６戸

２７４ｚＮＥＸＴェ％

で玉のころがる効果音みたいなのもイカス。
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オリジプマル
■

に使っていたのを思い出します。このリズム
の上にのつかっているオーボエ等のフレーズ
もそうとうなもので、途中にはさまるゲーム

２０，ェＮA％(１５北FORエーDTO15：ＲＥADA$:Ａ％（]

）=VAL（'T＆hUf十Ａ$光NEXTI

白●ｇ●□■ロロ●■■■００●●●●●●●●●●ＤＣ●●●●●■■■●■●●■●ＣＧ

オリジナル

Ｕ，０吋２，ＢＢ２６１ＹＤ２ろ４５Ａ６７６ＱＢＳ９ＳｃＢＳ１８２ＨＮ３８６４Ｂ５Ｂ６Ｃａ７く８９２００１Ａ２Ｂ３Ｓ１５４Ａ５Ｒ６ＧＬ７Ｎ汁ＢＣ
ｓ６６３７ＣＢＱ１１１６・・１１１１Ｆ１１Ｑｌ１Ｎ１２Ｃ２Ｎ２ｃ２６６２Ｃ１２・２．２’４２Ｃ２２Ｒ５Ａ３－ｗ３６３２Ｌ１３６ろ４３Ｇ”３６６３５

２６１ｇＰＬＡＹ#2,,寸汗,淑卯,CA，０A,EA,Fろ,GAｫ肝吋，Ｉ３
２６２ＢＰＬＡＹ＃2,AA旧８，ＯＡ,ＤＡ，ＥＡ,Ｆ３，GA,H4,エ７
２６３６PLAY＃2,ＡＢ,Ｂ９，CA1DA1EA,F３，GA,ABMエョ
Ｚ６４ＤＰＬＡＹ＃２，AC,BA1CA,DAEAmF３，GＡ，ＡＣ,エ７
２６５５PLAY#２'AD夢BB,CA団､A，EA,FSIGA,ADDエＳ
２６６ＤＰＬＡＹ非2,AE，BC,ＯＡ,ＤＡ，EA,F３，GＡｺﾞＡＥｊエ７
２６７９ＰＬＡＹ#２，A､，ＢＢ，CA,DA，ＥＡ１Ｆ３ｉＧＡ，AD,ｴﾖ
２６８０ＰＬＡＹ＃２，AF，BDDCA,､A，EA7F3，ＧＡＩＡＦ,I7
269DPLAY＃２，AG,BEDCA,DAEA,F３，ＧＡ,Ｈ5,エS
27DUPLAY#2,AH,.BF,CAjDA,EA，Ｆ３，GA，AHm7
271GPLAY＃2,Aｴ,BG,CA1DA,ＥＡ,F３，GA,ＡＸ,エ５
２７２ZPLAY＃2,AＪ,BH1CA,ＤＡｏＥＡ,Ｆ３，ＧＡ,ＡＪＩエア
２７３ｚPLAY＃2,ＡＫ９ＢＩ,ＯＢ，ＤＢ，ＥＢ,Ｆ７ＤＧＢ,Ｈ６，エＢ

よび読者の方々にご迷惑をおかけしたことをお詫びします。点で｢投稿ありがとう｣からも振肖しました)。
巳■●●０●■●ＣＱ●●■●ＣＯ●０●

２６ＤＯＮＥＸＴ

Bow/BATTLEsHIP｣(関俊介氏h\)の一部を改造した盗作この龍ｽﾍﾟｰ熟マンボウ｣をFM音楽館に送ってきた投稿
】●００ロロ０【

せよ個性的であればいいのです。

、』００【』

６Ａ１６，７

いかにも選者の好みそうな曲想、いや－や
られたなあ、大好きです。題は中東となって
いるが、リズムはマンボとマーチとロックが
いているのが気持ちよい。人によっては、お
となしい音色を好む場合もあって、いずれに

MSXマガジン1991年２月号'02ページ掲域｢SPACEMAN‐感謝します､

本誌199秤１１月'Wlj報号FM音楽館『スペースマンボウ｣は、また、情報をお知らせいただいたたくさんの読者Dii方々に
２４２５１９=庁N２ＤＤＤＤＡ１Ａ１ｎｒ

２４３０ｴＡ=行Ｎ１０ＤＤＤＡ･N8DDOA･N30ZoZA1.…RＲ５２１ｖｌ

１１月Ⅲ檮報号盗作事件について
２４００[７=碑Ｒｉｖｌ３００ＤＡＲＡＲＡＲＡ８Ａ８ＲＡＲＡＲＡＲＡ"
２４１GIB=，?Ｎ８ＤＤＤＡＮ３ＤＯ９ＡＲＡＲＡＲＡＲＡＲＡＲ８Ｎ８ＺＯＡろ２
A５２A16A16ABA16R8A16A16A16A16A16A1６，．

であることが何入もの読者の指摘により判明しました。者に電話で確認したところ、盗作であることを認め、反省
今後賦再びこのようなことがないように万全のチ柔ツクしているよう式椿したｶｽこの投稿者に対しては今後すべ
鱗ﾘｾﾞｫ期すとと巷に､関俊介氏､MSXﾏｶﾞｼﾞﾝ編集部おての投稿を受け:付けないこととじます(盗作が発覚した時
244gPLAY#２，Ｔ，Ｔ，Ｔ，Ｔ，Ｔ；Ｔ，Ｔ，Ｔ，Ｔ

２４５ＤＰＬＡＹ＃２１A､，B2,CO,CO,EO，FO1Gg,Ｈｏ,エ、
２４６２PLAY＃2,A1yB1,C11D1IE1,F17G1E1,エ１
２４７０PLAY#ZPA2,82,C2,,2,E２，Ｆ２，Ｇ２，Ｅ２，エ２
２４８ＤＦＤＲエ％＝DTO19FDRJ%=DＴＯ１
２４９ZPLAY＃2↑A3,A３，C3,,3,Ｅ３,F3yGS7fwf，画
２５００PLAY＃2,A4,A4,Ｃ４，，４，E4,Ｆ４１Ｇ４,Ｈ１，Z４
２５１６ＰＬＡＹ#2,A5TBS,C5jD5jE5,F5,G5,Ｈ２,【５
２５２２PLAY＃２，A6,B４，C6,,6,Ｅ６１Ｆ５１Ｇ６ｊＨ２ＷＤ'
２５３９PLAY＃２，A7,B5,C7,,7,E７，F５，Ｇ７,H21M0P
254DPLAY＃２，A８，B6,C8,,8,Ｅ８，Ｆ５，Ｇ８１Ｈ２ｊｍｆ
２５５０ＰＬＡＹ#2ｫA5,Ｂ3,C5,,5,E51F5jGSjH2DIS
256DPLAY＃２，Ａ6,B４，C６，，６，E6,F5,Ｇ６，Ｈ２１ＩＰｗ
２５７０ＰＬＡＹ＃2,A７，B５，０７，，７，E７，F5,Ｇ７，Ｈ２,iwf
25BDｴFエ%=１THEN275g
259DPLAY＃２，A9,B7,C９，，９，E91F6,G９，Ｈ３ＩＩ６
■●

甲０

２５８２１５＝wlYll5DDzA1i,

胸

ＣＢ■『

ｊ

１

１

１

１

ＩＤ

ｌ。。

％ｊ
Ａ３
：６
＄３
Ａ９
％
ＤＡ
Ａｆ

ＥＹ
ＲＰ

Ｄ１脈。。：。．ＢＮ１ＢＨ６Ｊ

６

７

：Ｒ十吋ＣＢ，ＢＢＢＢ１＋
□

日＆＆

２，ＬＹ二Ｏ

Ｚｗ６Ｄ２

１９Ｓ

１４１Ｂ１

＋１１ＣＢ１

Ｃ６曰＆０６

Ｆ８６６価＆
＋ＣＤＬ６Ｇ

〃ＹＶ４。。Ｙ

Ｄ＆６＆１Ｂ

ｗ１ａ７Ｅ１
＋１灯９２１

Ｆ，２６Ｃ，

打１二９３１

１３２

１１１

Ｊ７３

１１１

６６６

２

Ｙ

３

５

Ｂ

ｍ

”〃ＺＣ＋＋２６ＮＢＢＮＪ７

＋旅けⅡ＋Ｃ１６Ｒ６Ｂ０．．，

６一一君９Ｃ工２１”８Ｎ６－－，
１ＪＡ、＋＋ＹＨ＋ＢＢ１Ｐけ
斤。・・・２Ｊ的ＳＢＲＮＢＮＰ，

ＺＢＣｓ〃ＩＣＶ１室１６２杼Ｊ

二吋ｇｗ２＋０肘Ｂ８Ｎ１１８Ｄ
Ｃ十Ｂ二３ｃｃ一一ＢＲＢⅡ■１．Ｄ

ＹＹＹ
＆＆＆
ＣＣＣ
＆＆＆

４２１

Ｂ３１

・・１１１１１吋６Ｂ１＆６

日

ＴＮＮＮＨＮＮＮＮＮＮ

ＦＦ７Ａ２２，十Ｅ庁”

８ＧＣ８１１Ｃ庁Ｇ二十

Ｊ？▽Ｐ３，■け？丁Ｚ

？０２００００００２０

日ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ

，ＤＰＢ１６９０１ＢＰ

Ｔ，，，，，，，，，⑯

ＴＤｇＤＢｇＢ２Ｂ日日

６＋ｌＥＡ１１肪１Ｇ：十
１ＧＢ、・ＹＹｌ－ＧＡｍｗ

ＦＣＦＣ４８８１ＥＧ６ブ

Ｇ｜，Ａ，，ＢシＧ７Ｃ
片丙Ａｌ４６６Ｌ６ＡＳＣ

十打一Ａ二１１ＤＥ＋ｍＧＤＦＴ，汐，９，，３２７，

片一一一くＡＣＧＳＤＡ１６汁ＴＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰ
＋２Ｅ一２８８．．６６Ｅ１Ｆ，，，７，１，，，，，
ＧＪＤＢＬ１１芥ＥＣ１ＧＧＦＴ２月Ｂ１０９０１６Ｒ
Ｃ：Ｃｌ、１１８ＤＣＬＥＡＦ，Ｒ丹ＲＲＲＲＲＲＲＲ

ＡＦＥ、Ｈ６．６ｏＥＣＪ５ＡＧＦＴ柿吋ＦＦＧＧｕＱ０Ｑ

汀８Ｆン３，ｍ，ｗ８Ｄｗ室ＧＥＦ１”打６２１１９０１１

っくり盛り上がってくるところが好き。

１

すが、ぜんぜん飽きないなあ。曲の最後でゆ

ＧＧ‐１，Ｃ＋１．・ＹＣ１．．く４ＤＣ２１．１。汗Ｅ６ＳＧＡＦ，，，，〃。，，，⑪刑
十’’６６６＋２Ｙ肘８８Ｙ肘ＣＤＣく肺Ｙ６Ｙ６＋Ｄ１．．ＡＥＦ２ＢＤ２Ｂ１１００１１

６L32C8C+&D&D+＆E＆FR16EB&、+&､&C+＆O＆<B＆A＋&Ａ

●

Ｆ

FR16G8L16CR161zﾜ⑪＆Ｃ＋&D&D+ａＥ＆ＦＲ１６Ｇ８Ｌ１６ＣＲ１

ティをぐっと上げています。わりと短めのル
ープでおなじ構成を繰り返して演奏するので

：ＺＢＺｗ＋ＣＢＢ・・６Ｂ４ＮＪ
打二２．．＋ＩＣＲ６斤１６２１．，
Ｂ工Ⅲ時Ｚ＋４・・１６Ｂ１ＹＨ，

R16CR16CR16CCCR16CR16CCCR16CCh
５８０A（７）＝1.a63V15QBL16CR16Lろ２Ｃ＆Ｃ+＆Ｄ＆Ｄ＋＆Ｅ＆

ストリングスの音色(プロフェット巳で作る
ストリングスによく似ている)が曲のクォリ

．．０

568A(5)＝０，V14L16CR16CCR16CCR16CCCR16CR16
CR16CR16CR16CR16CR16V15CR16CCCCCCV1sm
57BA(6)=府L16CR16CR16CR16CR16CCR16CCR16C

きなことをやっている感じ。ノイズ混じりの

”１１１１斤Ｃ８８４９＆８ＥＤＦ一Ｅ＆１８１ＣＣＡ〃ＥＧ拝＃ＥＥＥＥＧＧＥＥＧＧ

５５０Ａ（ろ）＝Ｗ１４吋＋Ａ（２）＋GTV１５斤：Ａ（４）＝Ａ（２）

齢だけあって、相当な実力をふまえた上で好

十斤轍３Ｋ二ＬｌｌＮＮ５Ｂ１８，

６ＣＣＲ１６ＣＣＣＣＲ１６ＣＲ１６ＣＲ１６ＣＣＣＲ１６ｗ

】●●。■●●。。●●●⑪■■白□ｐ■●■■。■曰■■Ｂ●

５１ＢＳ(7)=S(2):S(B）=S(6兆ｓ(9)=S(2)
５２０’NACHINVO工CE1〈Ａ>ＦｎＣｈｌ
Ｓ３ＺＡ（Ｂ）＝”ａ５９ＹＯ，１５Ｖ１ＳＯ４脚
ｓ４ＢＡ（２）=”Ｌ１６Ｑ６ＣＣＲ１６ＣＣＣＣＲ１６ＣＲ１６ＣＲ１６ＣＣＣＲ１

この曲も『中東のやぶへび｣に負けず劣らず、
そうとうヘンテコだが、さすが20歳という年

５Ｂ０Ｓ(6)="０３"＋S、＋Ｓ､＋ＳＢ+ＳＢ＋Ｓ３＋Ｓ３＋Ｓ､+S、+Ｓろ
＋Ｓ３＋Ｓロ＋Ｓｇ

、

、．．Ｓ２ｌ】Ｐ２ＲＢ１ＮＮ６Ｂ，

ｓｏ＋Ｓｇ

●ＯｕｔｏｆＭｅｍｏｒｙ山口・２０歳

●■●●⑪●。●●■●●●●●●

４８EＳ（ろ〕＝Ｓ(1)：S(4)=Ｓ（２）
499s（５）=Ｓ３+ｗＲｗ十ｓ３十斤R斤十Ｓ３+Ｓ４+庁０４斤+Ｓ、＋Ｓロ+

●●Ｂ●●●●【

４７０ｓ（２）='７０３，+Ｓ３＋Ｓ５＋Ｓろ＋Ｓ５+ＳＳ+Ｓ４+Ｓ３十ｓ４

ｅＺ４一一吋・・１０Ｒ８Ｂ１６ＮＢ，

４６BS(1)=汗０３村＋Ｓ３＋汗R戸十Sろ+打R戸+Ｓ３+ｗＲＯ４ｗ+Ｓｇ+
ＳＢＩ＋ＳＢ十ｓ０

鷹ＮＢＩ

●二”Ｚ十打Ｐ９ＢＲＢ６Ｖ１６６Ｂ，

４SBS（u）＝打Ｌ３２吋

Ｉｃ１Ｅ⑤

＋ＦＲＢ肘：Ｓ５＝Ｓ２＋ｗＲ８”

６８＆ＣｓＥＥｍ

４４９ＳＤ＝W15BV13GV11EV9CwFS1=W13BV11GV9E
V7C汀：Ｓ２＝Ｗ１１ＢＶ９ＧＶ７ＥＶ５Ｃ”ｇＳ３＝Ｓ、＋ｗＲ８Ｉ７：Ｓ４＝Ｓ１

プロフェット巳で作るストリングス
オリジナル

９●Ｃ⑥

４３Ｂ１ＢＡＳＳＤＲＵＩｖｌ〈Ｓ＞ＰＳＧＣｈ２

●●ＧＢ■■■●ｃＣＧＤＳ

４２ＤＰ（９）＝Ｐ６＋Ｐ６＋Ｐ５＋Ｐ５＋Ｐ５＋ＰＳ

１・ｃ５Ｃｃ

、

､＋Ｐ２＋Ｐ２：Ｐ（７）＝Ｐ８＋Ｐ８

４１ＤＰ（８）=Ｐ６＋Ｐ６+Ｐ６+Ｐｇ+Ｐｇ＋P５

Ｃ

４ＯＤＰ(6)=Ｐ８+PB+Ｐ３+Ｐ４＋Ｐ５+Ｐ３+Ｐ３+ＰＵ+P3+P2＋Ｐ

(Ｘ），Ｒ（Ｘ），Ｐ（Ｘ），Ｓ（Ｘ），Ｇ（Ｘ〕：ＮＥＸＴＢＧＯＴＯ９５Ｂ
■ロ●●●●●■■●

Ｐ２＋Ｐ２＋ｗＶ１１Ｃ８ｌで

９４９ＦＯＲＸ=BT０１:PLAY#2,A（X〕，B(X）,C（x〕u､（Ｘ）
,Ｅ（Ｘ），Ｆ（Ｘ），Ｒ（Ｘ”Ｐ（Ｘ），Ｓ（Ｘ），Ｇ（Ｘ）：ＮＥＸＴ
９５０ＦＯＲＸＩ=1TOLEN（AP）:X言VAL（ｒ&H汁十ＮＩＤ＄（APv
Xｴ,1）肥ＰＬＡＹｷﾄ２，Ａ（X),B（X）DC（X川､（X）,Ｅ（Ｘ”F

，０Ｂｏｗ一一，Ｄ蹄十”＋ＢＲＢＲＢ６６＋がＡＣ１ＧＣＣＣｃＣＬＦ３９”，５９く府ＦＤＡ７３９３９押しＥＥＧ”ＧＬ脚挿ＦＦＧＧＦＦＧＧ

３９０Ｐ８＝虎Ｖ１１Ｃ８膵＋Ｐ５＋Ｗ１１Ｃ８ｗ十Ｐ３＋Ｐ２＋向Ｖ１１Ｃ８ｗ＋

９３BAP＝『'２３４５２４５６７８７８９２３４５６７Ｂ９ｗ

８

3ＢＤＰ（５）＝Ｐ７＋Ｗ１１ＣＢ〃＋Ｐ３＋Ｐ３＋Ｐ４＋Ｐ４＋ＩＴＶ１１ＣＢ”＋
Ｐ５＋Ｐ５

ＮＥＸＴ：ＤＡＴＡ７２，７２１３６７５６，１２，５，

●●宮①【」

ﾖｱＤＰ（２）＝Ｐ７＋Ｐ７２Ｐ（３）＝Ｐ（２）：Ｐ（４）＝Ｐ（２）

９２gFORX=gTO5:ＲＥＡＤＸＤ:POKE8tHFA2C+X1O16,XD：

１００１①

３＋Ｐ４＋Ｐ２＋Ｐ４＋Ｐ４＋Ｐ４＋Ｐ４＋Ｐﾖ

ｇ回り■缶●■●●■。■ｑ白日■ＣＧＣ

ｺ５９Ｐ（１）言Ｐ６＋Ｐ６＋Ｐ６＋Ｐ、＋ＰＧ＋Ｐｇ＋ＰＢ
３６ＢＰ７＝丙Ｖ１１ＣＢｗ十Ｐ３＋Ｐ３＋Ｐ４＋Ｐ４＋”Ｖ１１Ｃ１６ＩＴ＋Ｐ３＋Ｐ

８＋１

９１０－ＴＲＡＮＳＰＯＳＥ旧）:＿ＰｴＴＣＨ（４４０）

３３ｇＰ（日）=v7L32府
３４０Ｐ６＝ｗＶ１３ＣＢｗ＋Ｐ２＋Ｐ４＋Ｐ３＋Ｐ２＋Ｐ４＋Ｐ３

１●Ｔ０＠Ｇ日●Ｂ＋：Ｚ６．．Ｎ＋：汁１”Ⅱ１１十Ｊ尚７ｑＹＹ〃Ｙｗ６＋ＣＣ６ろＧ６打８８ｌＢ１ＣＣＧＧＣ６Ｇ６ＧＧ二Ｙ，ｐ１＄，，，，，⑰

８９ＢＳＯＵＮＤ６，0:SOUND７，８Ｂ１０１１Ｂｇｇｌ
９ＢｅＴ＝ｗＴ１４４汁：ＰＬＡＹ＃２，ＴＤＴ，Ｔ,ＴｎＴ,Ｔ，Ｔ，Ｔ，ＴＺＴ

ＸａＤＦ６●＋〃Ｎ６二日室Ｂ６１Ｂ９６６６Ｊ，く・５ＢＬ２５Ｌ５７２７，ＢＹ７２打Ｃ４１ＣＶ７，７，Ｂ２ＥＬＧＳ，Ｅ肺ＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨ

BBB’ＰＬＡＹ

Ｃｊ⑨４－

Ｒ８ｍ：Ｇ（８）＝Ｇ（６）

Ｉ●Ｖ①０，，●・・Ｚ０』ｌ１ＰＳＪ而十Ⅱ＋ＢＮＮＩＪＪｎ２。．＆＆２８８１斤２＆Ｃ１２＆ＡＬＬＥ一Ｌ２８２８＋１ｌ１ＥＡ６Ａ肺ｗＤ０１１９６１１

Ｖ７Ｃ庁：Ｐ５＝Ｐ２＋Ｐ２＋Ｐ２＋Ｐ２

＆Ｇ＋＆ＧＢＦ＋＆Ｆ＆Ｅ＆、＋＆、＆ＣＷ１ろ＞ａ５９ＹＤＤ１５斤

－Ｒ１６ｑ４Ｂ－Ｒ１６Ｑ６Ｂ－Ｂ－Ｒ１６Ｑ４Ｂ－Ｒ１６ｆ２
８ろＤＦ（４）＝Ｆ（２）：Ｆ（５）＝Ｆ（３）：Ｆ（６）＝Ｆ〔２兆Ｆ（７）＝Ｆ
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Notes,notesﾉ院ﾂｿｰﾂ】

たし1部分が山ほどあるといった感じで

す。でも、Ⅲ何気なく聞き流せる曲"と
して納得していただけたら幸いです」
罰価雁的(笑)＝付録ディスクＢＧＭ.
Ｂコロン

｢この曲は､ほかの曲を投稿するときの

Hｆ

おまけとして作ってしまった曲だった

りします｡ところで､余談ですが……１２
月号のＦＭ音楽館の僕のコメントが非
常に稚拙でごめんなさい。やはり睡眠

不足のために平常心が失われかけてい
る状態で文章を書くべきではなかった

と後悔している昨会です……」

ては、］１月情報号掲賊ぶんのペスト
Ｓです。第Ｂ位、松村弘和｢lnthe
stom｣、第已位、ＳＴＵＤｌＯＴ
ＡＫＥ｢ストリートファイター、～Ｒ
ＹＵ～｣、そして第１位は､付録ディス

クＢＳＭの大家のケンちゃんr砂漠の
サファイア』でした。

瀞
〃Ｃ

⑤『Ｉ

○Ｃ

ｏ／ｏ

⑤『ｌ

。Ｃ

⑥／◎

⑨『Ｉ

ｃｃ

⑤０

ｃ６
ｅ２

④
Ｏ
Ｃ
⑨
、
。
Ｃ
③

⑥
ｏ

。

、ｊ４

⑨

ｅ

＠Ｎ

⑤

１

○し

ｎ

』丁

”ｌ

、Ｃ
、Ｃ

，０

〃１

○０●４

、ＣＣ

】イ

Ｃ０斗

ＰＣ６Ｒ

ＣＲ
．ｊＣｊ４
ＧＣＣ
Ｑ〕Ｃ’４

ｒ、ＣＢｊ４

②
⑤
Ｑ
②
⑥
⑥
。

。
⑥
ｏ
③
、
。
、
０

②
０

０
ＧＧＧＧＧＧ
ｅＤ４ｙＪＩＰＨＰ
③，日脚１ワ』『△庁
ｅ６ＦｗＦＦＦ斤

０

⑤、Ｉ，Ｉ，１Ｊ

０１２２ワ』ワー

分

γ

ワ』

ｒ

穴

Ｇ

ＯＮ６１２ワ』『。４．４４４

、０ＥＥＥＥＥＥＥＥＥ

ｃ

⑥

Ｃ
Ｃ

。

ｏ０７１１１７０１１，
○ｓ１０１ワ』２３１Ｊ＋、Ｊ４Ｊ４ｊ４

０．．３ＤＤＤＤＤｌＤＤ『ＤＤ５Ｄ３Ｄ

ｏ１〃Ｏｊｊｊｙ７６，６０６，６，
ｏＢＢ０１ｚ３４ａ【。ａ６ａ【っａ７

③ＯｊＣＣＣＣＣｈＣ，Ｃ７ＣｉＣ

⑨
⑤
○Ｇ
⑥０

、『１
ｃＶ

⑥Ｇ

①１（□②０％１，，１，％，Ｘ１％１％１
Ｖ＋ｏ１Ａ２１０２１４Ｂ５Ａ６Ｂ５Ａ７
Ｇｎ＠日ＩＢＢＢＢＢ・ＩＢｌＢＩＢ・ｌＢ

①ワ』

Ｃ２ＣＥイ１２『Ｄ４５Ｌ『、２②０Ｙ１１，１９Ｙ，Ｙ１Ｙ，Ｙ，
十●△Ｃ３４＋処ＡＡＡＡＡ猟１ＲｏＢＰｇｗ１２３Ｐ４Ｐ庁Ｐ４Ｐ汁

Ｄ

、ラＧＮＲＥ一丁十十十十十ⅢＶ１、８０今Ａ打ＡＡＡＤＡＤ戸ＤＡＤ〃０
十仏９８４＋□〃ｎ斤斤片一ソＧＲ⑨ＩＣｙ１Ｊ７，Ｃ７ＣＪＣｉＣ，日

、卜１ＣＣＥＥ〆８８８８８－ゴ５片Ｃ７Ｅ２２２２２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２８
＋
Ｍ叩２●午十十
ＲＲＲＲＲ１十ＣＤＣ川井Ⅲ芥》井川干叩芥Ｃ＃Ｃ昶井Ｃ＃Ｃ仙井

Ｃ

ＤＤ⑤時ＵＲＥＥＥ、吋怖吋汗Ⅳ●ＶＧＧ⑤Ｎ工ＹＹＹＹＹ０ＺＹＩＹ工ＹＩＹ０
二』｜⑥’’１吋一一一一一』、一一一』一一一【｜｜⑪〃二三⑥ＵＯＡＡＡＡＡ０ＡＤＡＤＡＯＡＴ

ＤＤ７Ｅ８ＥＥＥＥＪＦＦＦＦＦ９ＧＧＧｊＳ『ＰＰＰＰＰ｜Ｐ一Ｐ｜ＰｌＰＧ

３４⑨１Ｎ一一２『Ｄ４Ｃ１ワ』『△●４５①ｌ－１２ｏ０ＶＩ【ＬＬＬＬＶＬＶＬＶＬＶＬＤ

１

７６＠Ｎ４
ＢｊｃⅡＮ

くＧ②ＢＨ
一Ｅ②４Ｂ

Ｂく

Ｅ６
ぐ，
』汁
Ｄ十

Ｂく●日８
ＪＥ●４Ｂ
一Ｊ、ＢＢ
ＢＥ⑨４Ｒ

く一ｅＢ８

Ｃｌ⑨４Ｎ
，０⑤ＢＨ

ぅＣ

ｌ＋

Ｅ〃

ｌく
くＥり
一くＪ

ＤＣＤ

２００９６８００００６２０００００２０５０【旧０００００００６０，２０【ｐ【Ｕ

●■●■■●

く

くＣＦ

Ｂ、う
Ｃｃｃ
＆◎くＣ
４ｏ』く

Ｃ③、Ｃ
＆く⑥？，

ＣＤ⑤４Ｂ
Ｃく②Ｂ８

ＣＧＣＤＣ

２２○一Ｃ

Ｂン、４Ｂ

ケ。③一く

アンく
一Ｅ⑨ンＣ
Ｂ．。｜γＢ芦」’－

く４ＣＢＣ，ＤＥＥＤ

８４ｏＢ４

Ｂｌｏく０Ｂく一一ン６く一⑤Ｂ８

４８Ｎ
ＢＮＨ

９０１２１３４５６７８９０１２『ウ４５６７８９０１つ』午０４．５６７８９０１２３

くくこ，

⑨ＦＦＥ｜
③，ソくＥ

⑤ＣＣｌｌ

０ＣＣＤＥ
Ｃくくァく
ｃＣＣ』

①ン，ＥＧ
ＣＣＣｌン
ｃｃＣＥＷ

、くくく十

⑤４４ＣＢ
③ＣＣァ十

一ＥＥｌ

ＣＣＥＥく
０Ｃ」二２

●，γ一一斤

一｜，，、＋ＣＢ

Ｃ４ｃ＆ＣノブＤＡ｛ＡＣくｏＢＢ４

ＣＤｃく一く一ＥＥ】０ＣＤ、４Ｂ
＆ク、ＺＢ｜ＤくくりけＣフ⑨Ｂ８
４．⑰ｃｃＢ，一』く＋ＣＢ③４８Ｂ

＆］、１一

２日ＣＡＢＢｌｌン付Ｃシ

５６６６Ｃ６６６６６６６７７７７７７７７７７ＢＢＢ８Ｂ８ＢＢ８８Ｑ〃９９９

Ｒ、Ａ

１，』

二Ｅｌ

Ｒ｜Ｂ

ＤＡく

ＥＢＥ

Ａ一Ｅ

ｌＧう

Ｂ｜Ｂ
ＥＤく

Ｆ】Ｃ
ＢＡＦ

く一

ＣＥＧ

ｌくＧＬ夕ＢＢくくり

クアｌ

Ａｌりう

くＢＤＢ｜『

，２ｌＧ剛ＣＣ一一＆

Ｄ１Ａ一キＣＣＤＡ『
ｌＬｌＥ・ＡＡアン、
Ｅ｜ＥＥ。ＣＣｌ。，

シ０ＥＡヨＣＣＥＥ－
Ｃ・ｊＣくくＥＥ－くＺＣＢｌ４ＨＢ
一一Ｅ
ｌＤＡ一一ゴーく一
シ４ｘＧＣ｜ｌｌｌＥＥろう６ＮＢＢ８
Ｅ一
一Ｂ・ソＢ今日ＥＥｌＡ８ＧｌＣｌＢＢＥＥ｜γＲＢくＦ４６Ｂ
ｌＥＢＦｌＣ４ＣくくＥ＋」Ｂ咄ＥＢｃｃくくＥＦ３２ＧｌＢ１８
Ａ－Ｆ一卜ＣｌＣ２ｌｌくｎＢＬへ・Ｃｃｃ一一くくりＯフ
４ＮＢ
］Ａ二ＧＡスくりく一ＥＥ二６７７．２ＣくくＥＥｌＥ３８Ｇ△ＢＨ４

ＢＮ４＋

ｌＧ・６Ｃ４テＣｌＣｌＥＥｍく６６６エ１ン芥抑ＥＥ庁Ｅ６１１卜４１ＢＤ

ＥｌくＧＢ＋イＣンＣＢアンＧＱＱＱキＣくＥＥジンＧ，ＱＬく一フ４日Ⅲ

，Ｅ．Ｃく吋砧，Ｃ，＆一一，３３３Ｕ＆Ｃ，，』｜ン’３２２魁Ｂ６Ｈ

Ｂ－・１，０ＣＢＣＢｌ－十・ＢａａＣＯ＋＋｜’＋くａａａ

Ｎ

、

これは原曲の力が大きい。Ｓ連符と１６分音
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54DPLAY#２，S６，S４，H４，Ｇ５１Ｇ５ｊＱ１,R1,P１，Ｎ趾lY10
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４．Ｇ５Ｄ６７８Ｃ９ＣＤｌ１ｌ２３４日６７Ｃ８９０ｌ１Ｅ２５４ソｓ６Ｂ７８
ろ２く３ｙ３３３Ｃ３Ｃ４Ｅ４Ｄ４４４４４４Ｃ４４５Ｅ曰く５５５雪Ｇ５５６５５

３６ZＰＬＡＹ＃2,J0?〃,',H2,FD,Eg,叩，RZ1PZ↑N9,Mvl
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３９，PLAY＃２，Ｊ2$"",Ｈ４，Ｇ１,Ｇ１,Q１，Ｒ2,Ｐ２，ＮＺ,IYM
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４ＺＤＰＬＡＹ＃2,J1,7'丙,Ｈ3761,Ｇ１,DL1,Ｒ０，P2,Ｎ0,ＮＩＹ１

符の速いフレーズが数学的に上がったり下が
ったりする野蛮なロック系のメロディやオフ､

リガード、そういえばコードも短Ｓ度で上が
ったりしていて、スコーピオンズというドイ
ツ出身のヘビメタ・バンドに感じが似ている
ぞ。しかし、こういう曲をゲームミュージッ

クにしたのは曰本独特のセンスですな。
ＨＯＴＴＥＲ･ＦＮ１

ナ 針
ビギナー
た銚銃

Ｆ
戸Ⅲ
冒蕊塾
IMU盲蕊塾’

ステップ⑲リズムチャンネルはいす ご’

函ヘブーツゾ臣，！」』［肌土邑「■端ワニゾラ託J1"I亜Ｌｕ司軒5正
プ

前回､チャンネルについてちよが、ここでは""、つまり文字な音用の演奏文字列として演奏す
前回､チャンネルについてちよが、ｉｉＥＲでは，'"、つまり文字な琶用の洩奏文字列として演奏す
っと触れましたが、演奏プログし(ヌル)になっているので、〆るのです。合口伝えたかった
っと触れましたが、演奏プE:グし(ヌル)になっているので、〆ろのです。合回、伝えたかった
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③沖乃
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①ＭＭ
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Ｃ０
④８
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〒伶円上》“

Ｔｌ－

，１
○（、

ｏＵ９００⑤ｌＩ０Ｅ（Ｋ
ｏＨ２２２⑥ＥＯＲ：

CALLMUSlC(1,O11il11）ＭＵＳｌＣでは第Ｂ演奏文字列lllegalfuclioncallin～
CALLMUSlC(1,0』111.1）ＭＵＳｌ(~〕ては第Ｓ洩夷文字列llleqaliuc1iDHcaⅡｉｎ～
の場合､カッコの中の数値(こうまてしかチャンネルを割り当てが出てしまいます(その逆も同
の場合､カツＦｉの中の数値(こうまてしかチャンネルを割り当てが出てしまいます(その逆も同
いうのを一般にパラメータといていませんが､①を１（リズム音様です)。
いうのを膿|こパラメ，夕といていませんが､①を］（リズム音様です)。
います)をカンマで区切って左使用あり)にしていると､自動的リズム音専用ＭＭＬについて
_}表す)をカンマで区hl)って左使用あり）にしていると､自動的リズム音専用ＭＭＬｌこついて
から|||頁に①～⑤とすると、に最後に割り当てた演奏文字列くわしくは次号で。では、また
からIlHに①～⑤とすると:、｜こ最螢に割り当てた演奏文字列くわ('くは次号で。でに、また
①リズム音使用の有無(１＝有、の次(例の場合は第４)をリズム来月、アテブレーベ。（．）
①リズム言痩用の有無(１＝有、の次(例の場合は第４)をリズム来月、アテブレペ。（．）
０＝無）
0＝無）

ｅダミー(つねに０にしておく）
⑧ダミー(つねにＵにしてJづく）

尺｝〃へ

。⑥二ＡＰＬ

Ｏ～⑤左から、第１～Ｓ演奏文
｡～⑤左から、第１～曰演奏文

Ｊ＄

。｜・ＪＪ０Ｓｃ：【．

字列に割り当てるチャンネル数
字列l(:割り当てるチャンネル数
(ここではすべて１ずつ）
（ここではすべて１ずつ〉
という意味があります。このへ
という怠阯|ﾐがありますｅ巴のへ

鰯
ｐＡ

鰯

んのことはかならずマニュアル
に書かれています。
【L書かれています。

演奏文字列というのは、ＰＬ
演奏文字列というのは、ＰＬ
ＡＹ文のあとに続く文字列、っ
ＡＹ文のあと|こ編く文字列、つ

『Ｄ００ｌ【Ｕ０式Ｕ
ｌ｛Ｕ例】【ｐ一【ＵＤ０
ｌ０９Ｒ－』２０【Ｕ

まりＭＭＬで書かれた演奏デー
まりＭＭＬで書かれた濯奏デー
夕のことです。カンマを区切り
タのことピロす。カンマを区切り

として第１、第已と数えます。
として第］、第已と数えます。
右のリストは、そうした設定
缶のリストは、そうした設定
による演奏プログラムの１例で
I(よる演奏プログラムの１例で

す。行20のＤＥＦＳＴＲは、Ｍ
。.`；行20のＤＥＦＳＴＲは、Ｍ
とＲをそのままで文字変数とし
÷Ｒをそのままで文字変数とし

て使えるようにする命令です｡
て使えるようにする命令です。

。｜ＡＡ

Ｃ岸上』上
○ＪＥ

ｏＢＢ

ＯＢＢ

⑨くＦ
⑤Ｆｒ’

ｅＧく

ＣＣ（し

⑤Ｏ０

＠．４，４

ハロ（ｕ（ｄＹｊ４〔己（己。』ｌ

Ｌ●ＬＬＬＬ●ＬＤＡＡ
【。Ｏ『、一口２２②２ワ』
『－『１１判Ｉ１１●１垳－

ニワ』〔二

Ｒ０斗１日ＣＦ５ｏＴｏＶ］ＶＶＶ苞ＶＶ’一

Ａ２７Ｆ日７８００４，斗ワ』

Ｔ□０００２『。⑨Ｅ●ＤＯＤ

Ｉ０１ＢＴ２０４ｏ。６『Ｑ２
Ｕ１１７エリｊｊ②Ｓｃ［Ｕ“ｏ１ｏ〃

。：ＣＣＣ。○ｓ１ｊＧ００ＡＨ０００⑥Ｃａ（囚ａＳ

鮨叩蚫叫脈罷Ｅ函印、伴い叩町町ｑ叩に叩函Ｌ麺叩叩叩”叩叩叩虚詑牢

ｏ【ⅢＦＦＦｅＣｏＴ４Ｒ、００９５９．●２２ワ』２ワ』ワ』２●〆１１
ｏ２ⅡｎＨＨｏＩｏｊ４一一｝’一
⑨ＮｃＴＴＴＴＴＴＴＦＦく
ＣＲ＆８８ｏＤｏｌｌ工ＴＳｌＡＡＡｌ△Ａ・ＡＡｃ。”ｗｗｗが斤押⑥行・仲。
。二ＡｌＥＥＥｏＶ・ＤＩＴＲＸＦｌＴＴＴｌＴＴＴ○Ｎｏ一再一一一一一一』一一『二。二・二・

００２０，０【Ｕ９－０９００９００００００００００－０

ｏＥ５ＫＫＫｏｃＲＸ０ＥＥｌＡＡＡｌＡＡＡｅ、０６００５０９，１．２．
ＯＥＦＮＤ７ＤＤＤ７ＤＤＤ，ｌ９ＡＢＣＤＥＦＧ，二Ａ１Ａ１
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②
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ラムの最初のほうにあるロディはまったく演奏しません。のはこの１点です。
ラムの最初のほうにあるロディはまったく演奏しぎせん。のはこの］点ですs
CALLMUSlCそのかわり、Ｒがけつこう長いところで、リズム音のＭＭＬ
CALLMUSlCそのかわり、Ｒがけつこう長いところ百、リズム音のＭＭＬ
(「MUSIC｣とも書く）文字列(行60のデータ)を読みこは専用です。メロディなどに便
(FMUSlOIとも書く〉文字列(行60のデータ)を読みこは専用です。メロディなどに便
という命令は、おもにこのチャみます。うＭＭＬとははっきり区別しな
という命令は、おもにこのチヤみます。うＭＭＬとははっきり区別し芯
ンネルの割り当てをしています。このＲは、第４演奏文字列と、くてはいけません。リズム音用
ンネルの割り当てをしてしＩぎす。このＲは、第４演奏文字列と、くてはいけません。リズム音用
たとえば、して演奏されます。ＣＡＬＬＭＭＬを置く場所を間違えると、
たとえば、して演奏されます。ＣＡＬＬＶｌＭＬを置く場所を間違えると、

そのあと行30でＭ１～ＭＳとＲ
そのあとiT3DでＭ１～ＭＳとＲ
を読みこんで行40で演奏しますｃ
を読み:=んで行40で演奏します。
文字変数Ｍ１～ＭＢは、〆□
文字変数Ｍ１…Ｍ曰は、メロ

ディなどが入るはずのものです
デイなどが入るはずのものて息す
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ロ－

ＳＣＲＥＥＮＳにオリジナル文

字(パターン定義したキャラク
タ)は表示できるか。

じつは、ぼく(．)も已曰年
まえに気になって調べようと思
いたったのだが、グ､ﾗﾌｨｯｸ
画面の現象はダ、イレクトにコマ

ンドを入力して実験をくりかえ
すのが面倒なので、途中であき

らめてしまった。それ以来、ぼ
くはずっとこのテーマから逃げ
ていたのだ。もう少しで完全に
逃げおおせると思って、ほっと
息をついた、そのときだった。
だれかに戸をたたかれた。反
射的にふりむくと、そこには奇
妙な文字を画面いっぱい仁表示
したＳＣＲＥＥＮ巳が……。ぎ
やあああああああ。
う－ん、これじゃ、、ミステリ
ーというよりホラーだなあ。

臼

斜めにくずれていく｡これは行1
120-150の操作でPGTのﾌｫﾝｉ

文字の形は変えられる。しかも

6８

ならんでいる。

ﾄﾃﾞｰﾀが図'のように変化してＩ

いくから垣

このPGTの内容をVPOKE命

かんたんに。

文字の形が変えられるといろん

令でいじると、ただちにそれに対

，………｛

ら、ＳＣＲＥＥＮ１で、

VPOKE＆Ｈ２７ａＨｉ
を実行してみるといい｡-'綴にし！

なことができる。文字を太くした

応した文字の形に変化が起きる。

り、斜体にしたl〕、ネコやJlzやビ

SCREENlでリスト１のリストを

ルや手やそのほかもろもろの形に

表叺j〈 ぎせた'二でR１７Ｎしてみよう。て、Ｏの｣宮端が欠けてI]のような

変えたり、［|]や草原や海に変えて

リス ﾄIliの文字が[Iの前でげく々に文字になってしまうだろう:：

マップを表示したり……。そのお

かげで、SCREEN1というテキス
ト画面は|偏広い可能ﾄﾞ１２を持つこと
ができ、このillji面モードでさまざ
まなゲームＷ「られた。

↑
ＭＳＸの画面表示はＶＲＡＭにす
べてのデータをWfいていろ。
どこにビんな色でなんの文字を
表示するかはもちろん、その文字
がどんな形をしているかというデ
ータ（フォントデータという）ま

で持っている。フォントデータは、
VRAMのＰＧＴ(パターンジェネ

レータテーブル）というエリアに
ある。たとえば、SCREEN1の
ＰＧＴは､ＶＲＡＭのＯから＆Ｈ７ＦＦ

』
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グラフィック画面、たとえば

禰也までのエリアだ。図１の｢Ａ」
の例のように８バイトで１文字の
形を表し、キャラクタコードlllHに
r江ｮ毒fカエェ℃寺ウザーコ[で詫喀■T､ヴロきば句rrU浄訶rZT矛Cぎゴコピロー｡f回尅r[｢帝仔刃可 ﾋﾟﾛ宙⑥

⑥リストｌＳＣＲＥＥＮ１で細いイタリック文字を作る
１ＤＢ,ＳＣＲＥＥＮ１：ＬエＳＴ

１１１２１Ａ、＝２１：ＳＴ＝３３：ＥＮ＝９２

１２ＤＦＤＲエーＳＴＴＯＥＮ：ＦＤＲＪ＝ＤＴＯ７
１３ｌＺ１、＝ＶＰＥＥｌ〈（Ａ、＋工鍔８＋Ｊ）
１４ロ、＝、羊ＶＡＬ（Ivlエ、＄〔”８４４４２２１１｢'，Ｊ＋１ｺ１〕）
１５１ＶＰＯＫＥＡＤ＋エ終８十Ｊ，、
１６ｐＮＥＸＴ：ＮＥＸＴ

⑥図]Ｐｅ下が変われば文学も変わる

⑪Ｑｾﾞﾛ
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霊Ｃ周匿屡iW5に織
鱒鰯禰鰄蝋蹴､

第塾章

挫折

巳

○リスト２グラフィック画面に文字｢ＡＢＣ｣を表示する
１０ＤＳＣＲＥＥＮ５：ＣＯＬＯＲ１５，４プア：ＣＬＳ
１１ＺＯＰＥＮＰＰＧＲＰ：〃ＡＳ＃１
１２９ＤＲＡⅥ’｢ＢＩｖｌｌＤＵ，１００，，：ＰＲＩＮＴ＃１，，７ＡＢＣ,’

⑨図２ＳＣＲＥＥＮ５のメモリマップ

ＶＲＡＭ(ページO）

１５ＺＧＯＴＯ１３０

Ｉ＆HOOOO

パターン名称テーブル

スプライトカラーテーフフレ

③図３ＣＧＰＮＴがフォントのありかを示している

スフライトアトリビュート
テーフツレ

＆ＨＯＯＯＯ

パレットテーフル

＆HlBBF

＆ＩｉＦ９１Ｆ

＆H２３ＨＦ

＆ＨＦ９２Ｚ

＆Ｈ６９ＦＦ

＆ＨＦ９２１

＆Ｈ７４００

ｽプライトジニネレータ
テーフンレ

８ＬＨ７５９Ｆ
＆H7800

ＣＧＰＮＴの指すアドレス
＝ＰＥＥＫ（＆ＨＦ９２Ｚ）
＋ＰＥＥＫ（＆ＨＦ９２１）＊２５６
＝＆ＨＢＦ＋＆Ｈ１ＢＺＺ

＆Ｈ７ＦＦＦ

UＬＨ７ＦＦＦ

＝＆Ｈ１ＢＢＦ

’１！

SCREEN5に表示される文字

よラに＆HF91Fから始まる３バ

ＶPEEKではなく、ＰＥＥＫだけを

が、SCREEN1の文字とは根本的

イトのワークｴﾘｱで、岐初の1

に異なるものらしいことがうすう

バイトはＩｉｌｆいといて、２バイト'三１

使って＆Ｈ１ＢＢＦからの内容を
２進数８桁の形で表示する。

すわかってきた。

(＆ＨＢＦ)、３バイトに1(＆Ｈ１

ところで、このアドレスは、よ

Ｂ)が、「＆ＨｌＢＢＦ」というア

く考えるとＲＯＭのアドレスだ｡こ

しかし、それでもその文字のフ

ォントデータがどこかにあること

だけは1冊I違いない。
そして、そのどこかにあるフォ

ドレスを指している。

のﾆﾘﾄﾞ実は２度１Jの挫折を意味する。

ＶＲＡＭのフォントデータも、

ROMは、ReadOnlyMemoryの略

SCREEN文が実行されるたびに、

で、説lIl専川。つまり、１１$きこめ

ントデータをH1緯換えることがで

ここから転送されているらしい。

きればグラフィック画面に表示さ

ないメモリだから垣ＲＯＭは急に

つまり、フォントデータの本繍と

ＲＡＭにはならない。

れる文字の形も変わろはずば

もいうべき場所なの垣

↑

しかし､ほんとうにＲＯＭのこん

フォントデータの隠れ家は見つ

なところに文字のフォントデータ

かった｡あるワークエリア(皿称ラ
ベルCGPNT)がそれのあるアド

が入っているのだろうか。とりあ
えず、そのi朧い疑問を解消するた

レスを指し示していたの】だｂ

めにリス１，３を川意した。プログ

ＣＧＰＮＴは、図３の左ｲHllに示す
U■疸詫句エロ寺○ずロ工面＝回エロ雨居囿工亡討f□とで宅◆甘汀エセ帛辱回、

〃

ラム影見て＃、白身ｌ:W-Dか入が

ｉ

⑨リスト８ＲＯＭのなかのフオントデータをのぞく

1,2ＳＣＲＥＥＮ、：ＣＯＬＯＲ１５，４，０：ⅡエＤＴＨ４０
１ＭＡＤ＝ＰＥＥＫ（＆ＨＦ９２Ｄ）＋ＰＥＥｌ〈（＆ＨＦ９２１）粥Ｚ５６
１２ＤＦＯＲエーＺＴＯ２５５：ＦＯＲＪ＝ＤＴＯ７
１５ＤＤ＝ＰＥＥＫ（ＡＤ＋エ衿８十Ｊ）

１４０ＰＲＩＮＴＩｖｌｌＤ＄（ＢエＮ＄（、＋２５６），２）

１５０ＮＥＸＴ：ＰＲエＮＴ：ＮＥＸＴ

エロ弓やぞロエロ守韓刃×ﾛ弔蕗＝ご句～刀工で宮寺否則

５

．．．．．．．．．．．．．．、号呵工勺=むず、や記

寵

｡iＷ ~を
輿え可 :みる

Ｄだろう。 カバカバ白'２１壜。

こで､＆Ｈ１ＢＢＦを＆ＨＤ

Ｈにしてみることにした。

ＰＯＫＥ＆ＨＦ９２Ｂ，Ｕ
ＫＥ

０こ文さ

＆ＨＦ９２ＬとＨＤＤ

を実行してみろと……なにも起こ
行し
し､。

あ、そうか、SCREEN文

を実行しないとフォントは更新さ
iテし
いん
､んたらんじゃ、

ＳＣＲＥＥＮ１

皿纒》》岼蕾

ろとそれっきり、ＭＳＸはな

表示せず、なにも受け付けな

なった。

『ぜ､骸～や缶討訶司[壷｡ざつ可缶邑玩でrrp容鹿つ可、軍可1Ｋ粒討弓ロnｍ託つ可が蒜百mr面前弓五コZロ弓｡~、r面芳ｳ詞。Z宕論訶可Eで杉つ｡Zで弓転7Ｋロ？◆面。、両宅口可

瀞

蕊

[二｣▲｡＝■P庁ロペョユ■垈枩四Ｊ２回エョュ[二男卒ﾆﾛﾕﾐ軍奉凸｡［ユエユユE二二｡と回ユヒエ｣牛二ご」ﾋﾟﾆﾝ｡ｴｺﾋﾞﾆｮ今凸回」【口麥ヨョペニみ゜ｍｊＲＢｼ⑨凸旦〕

＆ＨＦＳ 1Ｆは
ｒスロツ 剥指定耀った

CGPNTについて､rMSX2テク区別するためのものなの漣

ニカルハンドブック｣では｢ROMＭＳＸは原理的に64Ｋバイトの
上の文字フォント格納アドレス」メモリしか一度には扱えない。そ

Ｉ

としか書いていなかった。しかし、こで16Ｋを１ページとして、ぺ－

rMSX-Datapack』のvolume2のジ０～３に分け、このページ単位
650ページには、「ROM上の文字で、平行して存在するメモリを切

フォント格納スロットア|レスとb換えて使用することができる。
フ
ォント格納ス

という概念で区別しているの趣

！

⑥図４メモリはいくつかのスロットで構成されている
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己７呂皀Ｉ
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<＜＜＜く

では､ＲＡＭのスロットア1レス
を調べればいい／

これに|則しては、ディスクドラ
イブを使用している機種と、そう
でない機睡とではが玄がちがう。

後者はしらみつぶしに調べるし
か方法がないらしいが、前者はち
ゃんとRAMのｽﾛｯﾄｱﾄﾞﾚｽ
を教えてくれるワークエリアがあ
るの垣とりあえず、ここで必要
な部分だけを書き抜くと
ページ３（＆ＨＣ〃Ⅱ〃～＆ＨＦ

ぱいいだけだ。ただし、この場合

ＦＦＦ)のＲＡＭのスロットアド

は、SCREEN文を実行しても、フ

レス……＆ＨＦ３４４の内容

ォントがもとにもどらない。とい

Ｈ４たこ木んで》 啼 峠拙》鋤錦岬》 斫芋』》 》珂配詫冊書夕はな》『く卜４しきのぜ＆こ

↑

参照)。付録ﾃﾞｨｽｸにＧＲＰ－
フオントデータ、のエリアはぜ参照)。付録ディスクにGRP－
んぶで＆Ｈ８Ｈルゼイト必要なのＦＯＮＴＢＰ１として収録されてい
ＦＯＮｎＢＰＩとして収録されてい

ろスロット力鐘うのだ６

スペースと能力がないカミかんたけを変えたので、おそらく存在し
スペースと能力がないカミかんた

註乃乃乃

そして、リスト４のプログラム
こめば（そこがフォントデータのそして、リスト４のプログラム
ができあがった(リスト下の解説
ができあがった(リスト下の解iijL

トア|ﾄﾞレ
文字フォント格納スロットアドレ_ジ２～３)では､それぞれ所属す

んにいうと、パラレルワールドのないメモリを読もうとして、気jIId
んにいうと、パラレルワールドの
ように平行して存在するメモリをしてしまったのだろう。
ように平行して存在するメモリを

．Ai瀧澤息iii龍Liiih`;鵲謡調鵡;ぎく→曾
＜＜＜＜くＣｇＤＬＰＵＴＥＲ＞が卦＞＞

本獅になってしまうの垣

ＨＦ９１Ｆの内容は、「ＲＯＭ上の（＆ＨａＯｒＨＨ～＆ＨＦＦＦＦ､ペ

では、スロットアドレスとはい第５章の実験は、このスロット
では、スロットアドレスとはい
つたいなにか。くわしい話をするｱﾄﾞﾚｽを変更せずにアドレスだ
ったいなにか。くわしい話をする

卸雛雛諜ii職雛[iiii働綱鵲欝狩iiiHi辮堂鰯姪=矛雰
互選種種紅－，，１m頤Ⅱ吃動＞＞乃才

い。
4の内容を書きこみ、以下1旨定しい。

すると、CGPNTの第１バイト､＆ＦＦＦ、ページＯ～１）とＲＡＭ
すらと、

ス｣なのだった。

ｺンンン

〃姪＝矛零

たぃアドレスの下位､上位と書き

記述の増えている部分から推察通常伏剋負でも､ＲＯＭ(〃～＆Ｈ７
，;iljdi（

i;ｌｉｆｉ;lH;:i覚』

a間鵠擁粍間l謙止面ihB罷篭#諦醒;量易く=>？
Ｅ＜＜＜ＫＬｎＬｎ＞＞＞か＞

うより､SCREEN文を実行しない
！つまり、CGPNTの第１バイトうより､SCREEN文を実行しない
とメモリを脊営換えた効果力Wllな
目(＆ＨＦ９１Ｆ)に､＆ＨＦ３４とメモリを書き換えた効果がｌｌｌな

ア|Fレス」とち
アドレス」とちょっと〈ビ〈書いこの平行存在メモリを、スロット
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１２０ストツプキー割りこみ宣言･許可
１（ＣＴＲＬ＋ＳＴＯＰで処理１へ）
130配列宣言

ＲＯ(、)……ＣＧＰＮＴの初期値
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のフオントデータ格納アドレス’９０ストツプキー割りこみ宣言･許可800～880鏡文字作成表示
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Zコマンドはプログラムの知識が必臘要だけど奥が深い！

ゾ朏・ 鞭ｖ

会回は例としてローランド社

きない。ところがエクスクルー

のＣＭ－３２Ｌを使用する｡なぜな

シブ・メッセージを送ることに

メッセージとは、規格化できな

らこの楽器はリバーブというエ

より、それが可能になるのだ。

い、メーカー専用、機器専用の

フェクトを内蔵しているのにも

では、そのリバーブの例を下に

ータを出力｣と書かれているが、

情報を送るためのメッセージの

かかわらず、ＭｌＤ|インプリメ

載せておこう。

具体的にはＺコマンドで何がで

ことだ。これは各ＭｌＤ１機器の

ンテーション・チャートを見る

Ｚコマンドでエクスクルーシ

きるのだろうか？

マニュアルに必ず載っているの

と、コントロール・チェンジに

ブ・メッセージを操ることによ

で、まず、マニュアルをじっく

リバーブは含まれていないので、

って、自分の楽器を自在に使い

り読むことから始めよう。

その限りでは調節することがで

こなすことができるのである。

ＭＩＤ|拡張ＢＡＳｌＣにはＺ

ルーシブ､・メッセージを送るた

コマンドというものがある。そ

めにある。エクスクルーシブ・

れについてＢＴのマニュアルに
は｢ＭＩＤ|機器に１バイトのデ

ズバリいってしまうと、Ｚコ
マンドはＭｌＤｌ機器のエクスク

例:Ｚコマンド雷CM-32Lのエグスクルーシブ゜メッセージを送りｲﾘﾊﾞｰﾌﾞを調節
巫床５行のプログラムでドレミファゾラシドの藪垪票い、浅いと交互
にリバー劾簿かかつて鳴る。この楽器のユーザはマニュアルの20～30ペ

注意

鰯ＭＩＤＩのメッセージは１６進数で書かれているのでＺコマンドを
ージをよく読んでほしい。多少プログラムの知識が必要だけど、リバー鰯ＭＩＤＩのメッセージは１６進数で書かれているのでＺコマンドを
使うときは､それを１０進数に直す。
ブ以外の設定もいろいろとできるのだ。プログラムリストの青いアミの使うときは､それを１０進数に直す。

⑫

部分はＣＭ－３２Ｌ専用で必ず同じ数値になるので覚えておくと便利。

⑲チェックサムは128からアドレス､データの合計を引いた値。
蕊i蕊⑲チェックサムは128からアドレス､データの合計を弓|いた値。

アドレス＋データ≧128のときは､始めに128を引いてから､同じ

ように計算する。
１畷一iｖｉＵＳＸＣように計算する。
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第３回☆ﾄﾞﾗﾑ､べ－熟はリズムの主役１１８ビート編ｂｙ早坂泰成

前回、前々回と基礎編をやって
きたわけだ力、今回からは、ジャ
ンル別の打ちこみ方法にチャレン

クの基本パターンを右のリズム譜
にしてみた。おおいに参考にして
もらいたい。

これらのリズムを打ちこむ点で
もっとも重要なことは、ジャンル

８ビートの種類

」＝120

楽譜の上段:ベース
楽譜の下段:ドラム

①のリズムはアメリカンポップス

11￣弓『;－，＝｜
￣ｌ７－Ｐｌ７ｿ
．Ｙ｜/ｌＹｌノ

曲もロック系以外(ヘビメタ､ロッ
クンロールを含む)なら､必ずとい

ｅロックンロール系
Ｊ＝1６３
Ｊ＝163

ってもいいくらい、鏑氏１か所は
出てくるJぞｂ二のリズムの特徴と

匡一匠両=＝=医
￣￣￣

しては、ベースとバスドラのリズ

ｎ－Ｉ－ｌｎ－Ｉ－１
↓↓↓↓↓↓↓↓

ムが同じであること。＠のリズム

11雲霞薑臺薑薑Ｌ一一白

はオーソドックスなロックンロー

‐ｌｙＰｌ.￣戸
ｌＹｌ/１．；

ルパターンで、ベースの動きに特
徴がある。たいていのロックンロ

ｅヘビメタ･ハードロック系Ａ
、ヘピメタ･ハドロック系Ａ
Ｊ＝142
ｄ＝142

一三再ヨニ庭陶

なっている。⑧k④のリズムは組
み合わせて使うと効果的である。

↓↓↓↓↓↓↓↓
=＿ＬＬ↓↓ＬＬLＬ

◎のベースは譜面上の３番目の音

トでガンガンキメよう。

勇蛋罎篝舅書憲舅薑舅篝甕’

のゲートタイムを少し短めにする
とよい｡④のベースは１小節全部
を１６分音符で連続的に弾く場合
もある。その場合、１拍めと３拍

スネアの音で曲が生きる

ｉ/ｑ１プョ｢け

~ﾜｮｳﾞﾜ”了
ドツワＷ７ｒＹＷｌｌシ
⑬ヘビメタ･ハードロック系曰
③ヘビメタ･ハードロック系Ｂ
Ｊ＝142
旧＝－壁

めのベロシテイを強めにしてアク

,～ｎｍｌ－ＪＴ１

奉圭:土豈=し

なる。ｅのリズムもロックの基本

スネアの音は、スナッピーを入れ
るか入れないかで、大きく言うb霞
わってしまう。たいていの音源は、

①スナッピーを入れたノイズ混じ
りの音､｡入れていない固めの音、

ｒ７圏Ｙｒ７国７
ｓロック系
⑤ロック系

ープンであるところに特徴がある。
ヘピメタ、ロック、ハードロック
は、とりあえずジャンルを別にし
てある力<それほどの違いもなけ

て、Ｂビートの種類に応じて使い

分けよう。ポップス系は＠の音、
ロックンロール系は⑧の音、ヘピ
メタ、ハードロック、ロック系は

れば定義もないので、ジャンル名
にこだわる必要はない｡①~eの

けるのが基本的である。

一部である。

④と⑤の両方を曲によって使い分
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61(エレクトリック･ギターｌ）
夕－１）
6:(エレクトIルク･ギター．）

一色のうちわけ

こＩＬ－四八Ｗに胎い（声トー」Ｆ局ｕ

卜 ラックｌチャンネル
!ラック

２
G’

５６７【８

謹陰へ

の

ルガン｜）
８(ｴﾚｸﾄﾘｯｸ･オルガン｜）
8(エレクトI｣ツク･オルガン：）

８８(トランペットlj
88(トランペット｜）
一ス２）
67(エレクトリソク･ベース２）
57(ｴﾚｸﾄﾘﾂｸ･ベース２〉
77〔バン･パイプス〉
77(パン･パイプス）
33(ハ･-そ･パン）
33(ハーモ゛パン）
48(ストリンクヌ･セクシコンＩ）
48(ストリングス・セクションＩ）
クションＩ）
＜－スｌ）
66(エレクトリック･ペース｜）
66(エレクトI｣ツク･ペ・ス：）
97(ビブラホン：）
97(ビブラホンｌ）

■

２３４

L叡欝V愉

音
色

音 色 番号
音色番号

78(サックス｜）
78(サックスＩ）

４５６７

､｡咄｡'~,

２

音色のうちわけ

－２，１田一
－３２Ｌ用。

ボＩ

の

ﾁャ ﾈル
ﾃﾔﾝﾈﾙ

“「ＳＬｌＭＥＷＯＲＬＤ」の

採用された彼の｢SLlMEWORLD｣のＭｌＤＩ版オー
プニングと、オリジナルH7君の笑顔｣のメロディー付
プニングと、オリジナル曙の笑顔』のメロディー付
とカラオケ。ドキュメントはその歌詞で､どれもＣＭ
とカラオケ。ドキュメントはその歌詞などれもＣＭ

ﾄラ ク
トラック

３４５６７８９

FRlEVE作のBASICファイルがＳ曲｡ファンダムに
FRlEVE作のＢＡＳ|CファイルがＳ曲｡ファンダムに

;’

リゾ

２３４５６７８

フアイリ
ファイル名ＳＬｌＭ－ＴＴＬ､lVlID
ファイル名ＳＬ１Ｍ－ＴＴＬ・ＭＩＤ
ＴＴＬ
．君の笑顔.ＭｌＤ(カラオケ）
君の笑顔.ＭＩＤ(カラオケ）
君の笑顔,Ｍｌ２(メロ付）
君の芸霧ibMl2(メロ付）

￣

■「君の笑顔』の音色のうちわけ

会Fﾖの付録ディスク
付
会月の付録ディスク

鱗i鳥蝋

8

日

音色番号
色悉
57(ハ・・・ブＩ）
57(ハーブＩ）

56(コントラバス）
56(コントラ･バス》
52(バイオリン｜）
52(ﾉ“オリン｜）
89(トランペット２〕
89(トランペット２）
53(バイオリン2188
53(バゴオリン２>､８８
４８
48

４９(ストリングス･セクシコン２）
49(ストリングス･セクション２）
１１２(ティンパニー）
：:２(ティンパニー》
79(サックス２）
79(サックス２＞
１１２ｫ78,
’12076.
50(ストリングス･セクション３）
50(ストリングス･セクシーン３）

瀞一心」鋼鰈叶州鷺

と最低でも２種類は持っているの

パターンであり、ハイハットがオ

(震

Ｉ‐同

１JrrI

セントをつけると、より効果的に

）

ｹ凸

；’四

↓↓↓↓↓↓↓↓
_工ﾛｰ血：

から演歌まで、とにかくよく使わ
れるパターン。どんなＢビートの

ールでは、このベースパターンに

ゾ・ラバ』に挑戦だｂロックのビー

(

⑩ポップス系

蕊。

みよう。このリズムは、Ｂビート
とひと二とでいっても、さらに細
かく分類されるので、現在その種
類はロック、ポップス等あらゆる
ジャンルを含む場合が多いの蕊
もちろん、１６ビートにもロック、
ポップスはあるが、その曲数はＢ
ビートの比ではない。
ということで、８ビートに代表
されるリズムとして、ポップス、
ロックンロール、ヘピメタ、ロッ

ンピュータ・ミュージックを中心に活騒。

国内外の楽器フェア等、多数のイベントをキ
ーボード奏者、プロデューサとしてこなす⑤

｜館》一

まず、ジャンル別の第１弾とし

て、Ｂ(エイト）ビートを分析して

スネァの音色ひとつとってみても、
本来ポップスとロックンロールで
はまったく違うはずである。
そこてくたいていの音源には、
スネアの音色がいくつかあるはず
なのでそれを曲によって使いわ
けたり、ピッチをコントロールし
て変えてみたりしよう。
それと、補足的なことだがベー
スに関していうと、同じ音程が続
くときに音がつながって聞こえる
場合がある。そういうときはゲー
トタイムに注意し、音間を４～1Ｕ
程度あけるようにしたほうがよい。
これはテンポによって違うのて.、
そのへんは臨機応変に対応しよう。
それては、ステップアップしたと
ころで今回は爆風スランプの『リ

蕊

早坂泰成／]961年生｡5歳より始めたオルガン
をきっかけにミュージシャンとなり、現在コ

串】

ジしていこう。

によって、その楽器の音色を変え
るということである。たとえば、

※ドラム譜の読み方は－９９２年旧円曰呑の本記事にあります。

蕊
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頓僚議繍醗讃翼億篭茂
かな。そこで、最後を締めくくり、ゲー

ｻﾞど鰯蕊子鰯濡鰯臓億
をもう１度考えてみようではないか。

ｹﾞｰﾑﾃﾞｻﾞｲﾅｰの仕事は何でも屋さん
プロデューサーって何だ!？

エグゼクティブ゛・プロデューサ

がぞろぞろ名前をつらねていて、

ゲームデザイナーなどという肩

ーの下に、実際の製作を管理す

実際にゲームを制作していたの

書きは、存在しないのではない

い何をするのだろう？こうし

るプロデューサーなる者がいる。

はＳ人でした、なんてシャレに

か、と。しいていうならば、ゲ

て巳年以上連載を続けてきたわ

でもね、ここにディレクターな

ならないよ、まったく。

ームを作っている連中は、全員

けだが、やっぱりゲームデザイ

る職種まで登場したら、もうた

ナーって何をするか、よくわか

いへん。ディレクターの下に、

ているが、僕も、会やパンドラ

らない。

アシスタントまでいたりしてね。

ボックスというソフトハウスの

わかりにくいから、トップから

社長だ。そのため、自分が直接

デザイナーの役割というのは、

||直に説明しましよ・

からんでいないゲームにおいて

そのゲームの企画を立てた人。

も、プロデューサーとして名前

そう、考えていた。でも、これ

ゲームデザイナーは、いった

ゲームデザイナーは、ゲーム

を作る人のことであって、そう

などと、他人事のようにいっ

がゲームデザイナーなのではな

いか、と。

会まで僕が思っていたゲーム

考えれば、プログラマだって、

まず、頂点のエグゼクティ

ドット絵師だって、み－んな、

ブ・プロデューサーは、会社の

をつらねることがある。実際、

だけゲームの規模が大きくなっ

ゲームデザイナーだ。実際、ソ

社長で、お金出して、ただ文句

我が社では、僕がプロデューサ

た現在、ゲームを企画するって

だけいう。この場合の文句は、

ーを名乗り、実際働き蜂のよう

ことは、じつに山のような作業

ラマをゲームデザイナーと呼ぶ

ゲームの内容に関する文句では

にあれこれと動き回るのは、デ

がある。これでは、もうゲーム

ところもあるし、ドット絵など

なく、作品の遅れとか、宣伝面

ィレクターという役目の人。

デザイナーという職種だけでは

フトハウスによっては、プログ、

いっさいをともなうデザイナー

に関しての文句ね。ようは、売

をそう呼ぶ場合もある。ようは、

れりやいいんだから。

僕は､外部交渉(宣伝や販促の

くくれない。

打ち合わせとか、取引先との契

以前にも、ゲームデザイナー

で、その下のプロデューサー

約など)のみをやる。後は､実際

は、ｅつに分けられるといった

じゃあ、飯島はゲームデザイ

が、予算とか宣伝などのスケジ

にディレクターが率いるそのチ

のを覚えているかな？それは、

ナーを名乗っているが、実際に

ュール管理をするわけ。ところ

ームにまかせちゃう。だから、

シナリオライターと、システム

はどんな仕事をしているの？

がどっこい、その下にディレク

実際に僕が手を下す作品におい

デザイナー(システムエンジニ

ということになる。ごもつとも。

ターなる者がいたら、プロデュ

ては、シナリオなり、ゲームデ

アといってもいいかもしれな

ーサーは威張っているだけ。

ザインなりで、きちんとそのバ

い)だ。

よくわからんのだ。

それは、後でおいおい説明す
るとして、最近ゲーム業界の著

それで、実際に働き蜂のよう

ーツとしての役目を果たす。そ

シナリオライターは、読んで

に動き回る存在がディレクター

れほど、プロデューサーとか、

字のことし。お話を作る人。最

ゲーム作家という呼び方がチラ

となる。スタッフが遅刻したと

ディレクターとか、監督とか、

近わかったのだが、よく他業界

ホラと出てき始めた。また、映

か、病気になった、そんな連中

監修などという肩書きほど、ゲ

から著名人を引っ張ってきて、

画風に監督とか、監修、総合プ

を電話で呼びつけ、時には自宅

ーム業界において適当で、あい

ゲームのシナリオを書かせたり

ロデュースなどというのまで出

まで駆けつけ、引っ張ってくる。

まいでいいかげんなものはない

するでしよ。あれって、なかに

てきた。何だか、よくわからん。

そして、機嫌を害した連中のご

と思うぞ。

ゲームにおいて、監督とか監修

機嫌を取り、あっちでペコペコ、

って何するの？

名人における傾向を１つ。最近、

多分、ゲームを作るうえにお

はシナリオライターが已人いる

場合もあるんだって。著名人が

こっちでスリスリしまくるわけ。

いては、ディレクターという肩

筋書きになるシナリオを書いて、

プロデューサーって、制作者

僕からいわせれば、あんまり

書きの人が、いちばん大変なん

それを実際の制作スタッフが、

でしよ。実際の意味的には、金

職種が多いのは、反対だな。そ

じゃないのかねぇ？と、僕は

ゲーム用のシナリオに直すらし

出す人ね。となると、会社の社

のスタッフの名前がほしいとか、

思います。

い。この場合､.映画でいうなら、

長さん？ところが、ややこし

頭数を集めるためとか、ただの

ゲームデザイナーの仕事

原作者と脚本家という分け方に

いんだよ。そういう人は、エク、

責任転嫁用にぞろぞろ管理者を

そこで、話をもとに戻そう。

ゼクティブ・プロデューサーと

そろえるというのは、わけがわ

ゲームデザイナーの仕事の役割。

名乗ることもあるんだよね。で、

からなくなるだけだよ。管理職

てんか

最近、僕はこう思っている。

なるのかな。

そして、最近は、画面もよく
動く。ビシバシ１枚絵を出すに

目｡｡｡｡｡｡ｑ＠回｡｡｡｡⑥⑥⑨□⑨｡｡｡＠℃｡③｡｡｡｡⑨②｡｡｡⑤｡､凸ﾛ｡｡｡□｡、｡｡｡｡｡｡｡｡の回⑥⑥⑧⑨｡｡■｡□■□ロ｡｡■｡⑨｡ロロ⑪ロ｡｡｡｡｡｡｡｡⑨回

ほんとうにお疲れさま。今回で｢ゲーム制儒i座｣は終了。といっても、ちょっと体３１管をとって新しい企画で、またスターートしようと思っている。こうやって長い達成を

助手jtﾂﾞら－雪やっていて思ったことは､ｹﾞｰﾑを制ｲｲ戸「る趣呈は､完全に分業されているわけでもなく、ｼﾞｬﾝﾙもあまりにも広く、ﾀｰｹﾞｯﾄも子供から大人まで､ﾏｼﾝもゲー

ム機からパソコン､業務用とさまざまに存在｢る、なんとも説明できない世界だという二とだ｡我々はソフトハウスから吟度ゲームを作ります｣といわれて、その開発
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しても、マップ上でチョコマカ

なものがある。だから、これも、

ランスの調整を行う作業は、ゲ

における捨てキヤラのメッセー

とミニキャラが動くにしても、

かなり多くのものに分けられる

ームデザインか？ということ

ジも、ほとんど彼女が書いてい

とにかく数年前では考えられな

んだよね。

もある。これって、ほとんどス

る。

まず、最初にシステムデザイ

タッフ全員でやる。最終的な訂

計するのが、演出家。もちろん、

ン以前の作業がある。アイデア

正や調整を決定するのは、その

シナリオライターが兼ねる場合

出しというやつだ。どんなポリ

チームのディレクターであり、

が多いが、最近はイラストレー

シーのもとにゲームを作るか。

プロデューサーがすることなの

いほど、動き回る。これらを設

とりあえず、新人の頃は、そ

「ａ

ういうぐあいに慣れてもらう。

さて、システムデザインだが、

これは、コンセプトデザインと、

一

ターが兼ねることもある。画面

どんなタイプの作品に仕上げる

で、そうなれば、彼らもゲーム

おおまかな設定、およびマップ

のインパクトの問題ってやつね。

か、概念的な部分を作る作業だ

のイメージラフ、最終的なバラ

また、高度なプログラム処理を

ね。

デザイナーになるな。
と、いうぐらいに、ゲームデ

行う場面では、プログラマ自身
が設計することもあるのだ。

これを、僕はコンセプトデザ

ザイナーの作業はやることが多

インと呼ぶことにした。これは、

く、また区分けのしにくいパー

トなのだ。

それから、規模が大きくなっ

奇抜なものでも、実現不可能な

てくると、サブ・シナリオライ

ものでもよい。最初は、そんな

ターがつく場合もある。どうい

アイデアでよいのだ。その後、

う役割かというと、ＲＰＧで町

みんなにコネ繰り回されてゲー

ゲームデザイナーを目指す者
よ。ゲームデザイナーという肩

書きにだまされるなよ・自分は、

ムはでき上がっていくのだから。

どういう風に、何をやりたいの

基本的にコンセプトデザイン

か。はっきりとした考えをもっ

に必要な能力は、現ユーザー層

ておけよ。そして、実際の現場

やその時々の流行に関する敏感

は修羅場だぞ。「え－、それはプ

な反応と読み、そしてセンス、

後は構成力だな。はっきりいっ
てしまえば、このコンセプトデ
ザインで、そのゲームのおもし
ろさの半分が決まってしまうと

Ｌｌｐらぱ

ログラマの仕事じゃないんです
か？｣とか｢グラフィックデザイ
ナーに聞かないとわかりません

よぉ｣などというアマちゃんは、
プロでは通用せんぞ。

ンス調整等などだな。細かく分
ければ、たとえば移動中に本を
読めるとか、ＨＰを玉の光りぐ
あいで表示するとか、１度に敵
が何百人もで攻めてくるなどの

アイデア、基本コマンドの仕様
書や魔法の名前や効果、アイテ

ムの名前や効果、パラメータ関
係等などは僕の行った作業。
逆に、敵のザコ・キャラのデ
ザインや名前、実際のマップデ
ザイン、各種計算式、その他多

くの作業は、リバーヒル側のス

タッフがやってくれた。
後、僕がやったのは、広告の
コピー(宣伝の文章)とか、イメ

ゲームデザイナーとは、何

ージデザインね。ああいうのは

もっとも、コンセプトデザイ

か？タテマエ上は、ゲームの

ンだけで食っていくというのは

企画をやる人。しかし、現場に

個人的に好きだから、頼まれな

虫のいい話。だいたいほかのパ

おける実態は、上からいわれた

いっても過言ではないからね。

ートの人間がかけもちだね。た
とえば、シナリオライター、実
や村などにいる捨てキャラ(直

際にその企画の発案者、宣伝や

接的にシナリオにはかかわって

広報担当の人、社長、等々さま

こない、遊びの部分での登場人

ざまだ。よく話に聞くけれど、

物たち)のメッセージや､戦闘画

社長の｢こんなゲーム作れ／｣と

こと、他人の遅れている作業、
その他すべてをまかなう何でも
屋さんなのだからね。

鰄鳥は何麗してい獺か？
さて、最後に、飯島はゲーム

いでも、ホイホイやっちゃう。

そういう点から考えて、僕は、
ゲームデザイナーというよりは、
シナリオライターだろうなあ。
な－んて考え方の見直しもあ
って、この講座を会回で終了し

ようと思ったわけ。もう、僕が

デザイナーと呼ばれているが、

ゲームデザインをあれこれいう

面やショップなどにおける一般

いう一言で、そのゲームを制作

では実際どんな作業をしていた

時代でもないでしよ。１人で好

的なメッセージ類を作る作業だ

することが決定する、というの

のか、「プライ上巻』を例に取っ

きなお話を書いて、後ろでグチ

な。

もあるそうだ。あ、僕の場合も、

て説明しよう。

グチロを出している方が似合っ

規模が大きくなればなるほど
たかがシナリオといえど、いろ
んな仕事に分けられるわけ。

そうかもしれないな。

まず、シナリオ部分。ほとん

ているし。

そして、コンセプトデザイン

ど１人で書いたが、全部ではな

しばらくは、物書きに専念さ

後のシステムデザインに関して

い。第１部におけるリリアンの

せてもらいます。そうそう、先

お次は、システムデザイン。

は、じつにいろいろなパートに

シナリオ部分は、当時、僕のサ

月の予告で］か月のスケジュー

システムデザインとは、ゲーム

分けられる。コマンド仕様作成、

ブをやってし〕た佳丈裕子という

ルを曰記風に書こうかな、とい

の核となる流れを作る仕事。ス

戦闘仕様作成、マップ作成、画

女性に修行ということで書かせ

っておきながらゴメン。それと、

トーリー以外全般の設計といっ

面レイアウト作成、各種データ

た。それを、ゲーム用に僕が組

いままで送られてきたみんなの

てよいだろう。コマンドの種類、

作成、その他諸々の雑用がから

み立てた後、プライの雰囲気を

シナリオは僕が大切に保管して

戦闘の方法、マップ移動方法、

んでくるのだ。

壊さないように多少のアレンジ

いる。それでは、サ・ヨ・オ。

をくわえたわけ。後、各町や村

ナ・ラ。長い間ありがとう。

画面レイアウトなど、さまざま

さらに、デバッグ゛を行い、（

かじよう

ＤＯＢ色０゜｡■｡⑥④｡⑨③｡｡９回。｡。｡｡①⑨｡｡｡｡⑨｡｡○回りロ②口。②ｃｃ｡｡。■□｡。⑨｡＄｡⑥回⑨。■。。＠回⑨評ｕ⑥｡⑧｡⑥｡◎０⑥｡｡⑥｡｡｡⑥煙｡｡ﾛ｡回り③回

状j兄を誌面‐で報告していくわけだ力（そこてくいい原作だったのに、有名な人を起用していﾌﾟﾆのに、どんどんつまらないゲームになっていき、それなのに突然そのまま

肋雰ｶﾞら-富発売してしまう､という例を知っている｡ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰは発売噸明を守るのが仕津だし､ｷｬﾗｸﾀﾃﾞｻﾞｲﾝはｲﾗｽﾄを描いてしまえば終わり｡みんな適当にやれ

ばｋ問題なく終わる。それ力落とし穴なのだ｡飯島さんはそれをその人柄ですくってきた。この講座はそのエキスみたいなもの。みんなの役にたってもらえたら幸いだ。
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鋤MSXﾌｴｽﾃｨﾊﾟﾉ嶬轤鶴薑驫騨蠅ソ艫議

合回は夏と同様に東京のみで開催。

ルの地下１階ホール。新宿駅西口、副

曰程はi２月19曰(土)、２０曰(曰)の已曰

も

さて、先月号でもお知らせしたとお

～１７時。場所も前回同様の新宿住友ビ

り、今回は全園のみなさんから作品を

ちや箱

ンケートにきちんと答えること。

⑫作品の形態

CG､プログラム､ＡＶフォーラム的なもの､音楽､rMSXView｣で制作
したもの、イラスト、イイ画Ｅ、考えられるものは何でも証

優秀な作品にはＧＴ(|名)､電子手帳(2名)、カラープリンタFSPCl（i名)、ソフトアタッシエ(3名)を用議提供はもちろんパナ
ソニック。発表はMSX･FAN1993年３月瞬蝪また､応募者全員
のなかから抽選で50名の方に各参加ソフトハウスからのグッズが

②応募方法
通常のＭフアンの投稿と同じように80ページの応募用紙に必要事
項を書きこんで、作品といっしょに送ってほしい｡あて先はく〒'０５
東京都港区新橘4-10-7ＴＩＭ｢MSX・FANイベント係｣＞。なお、応募
規定はＭファンの規定と同纐
●しめ切り’992年12月１７日(金)(Zii雪『

ＦＤ」

ゲーム鑿雰寓篝
￣ゲーム蘂雰薗薑

①オリジナルビデオアニメ｢ドラゴンスレイヤー英雄伝

説｣発売記念テレカ……１０名様(提供/アミューズビデオ）
ｏｒ交響組曲｢ドラゴンクエストＶ｣天空の花嫁』のＣＤ発
売記念腕時計･･･…Ｓ名様(提供／アポロン）

ンドックが発売された。武将や
ンドックが発売

国、后などのデータがぎっしり
同、后などのデ

つま.ｃても】る⑤
つまっている。また、いつもの

ように、その時代の背景やそれ

ぞれのプロフィールの紹介もあ

る。］860円で発売中。

鴬
③主人公セリオスの友人ソニア

をテレカに(50度数）

応募方法
官製ハガキに左FFの応募券をは1人①ほしいプレゼント悉号と名前②
住所(〒も）・氏名・年令･電話悉号（③今月のFFBでおもしろかったも
の{④なにがおもしろいこと、以_'二を明記のうえ、下記の住所まで送っ
てほしい。

〒'05束京都港区;WF橋４－lO-7T1M｢MSX･FANのさあ応募しなさい｣係
しめ切りは｜月５日【Z晴、発表は２月発売の本誌でｂ

ｅＣＤ発売記念、ドラクエの
ロゴ入りクオーツ腕時計

E訂鶴軸

刀季←－８ｍ

'蝋.;iきぁ応蕊しな奮い

蟇搾昂に対し童臘曇れ、
彊曼１言偉抽選雪種こ
れば参加敷曇レガ奪い。

ＦＦＢ。

灘 譲驫!'！
「．弓2,-K完麺函ゴエーー．’

吉狼と白き牝鹿･元朝秘史｣のハ

…Ｒ園Ｓ圏ｎＵＴ

ﾎﾞﾂｸﾋﾞｽ

L警鐘切○は12局17日必
着。＜繕しくは看で。

譲鍵熱鱗ｉｉＬ
徹對露鍵鍵鶴r夏§

今月も巻頭で紹介している光

栄の歴史シミュレーションJ萱

ｌ

スキーから1280円で発売中。

光栄のノリ解ﾌﾞｯｸ
光栄のハンドブック
○これさえあれば像をねるとき
百人力。データも読みものもあり

段組み。読みごたえがある。ア

兜

②ためになるゲーム業界エッセイ

しり100項目にわたって書かれ

ている。しかもいまどき上下２

③賞品と発表/①GT(１名)､②電子手帳(2名)､③カラープリンタ
(1名)、④ソフトアタッシェ(3名)をそれそｵ味鍵て、また、はず
れた人のなかからさらに'００名に､⑤マイクロキャビンを始め､各ソ
フトハウス＆羅寝部からのグッズを用議発表は①~④までを1993
年３月情報号ｋほかは発送をもってかえさせていただきます。
⑭しめ切り／ハガキもFAXも'992年１２月１７日(金)11鰭も

ＷｂＤＵＵ正
、０ ０正
MID」
■び

０ ０ '綴
Ｗｐ７００１Ｅ
ｈＥ

フトハウスの日々のことがぎっ

しているソフトハウス名回１０回以上遊んだことのあるソフト名

FAXはO3-3374-4746までｂ

贈られる。こちらのほうは発送をもって発表にかえさせていただき
ます。

る側からみた業界の実際や、ソ

アンケート☆皿I訳しいプレゼントの番号（-Fの｢賞品と発表｣を見て
ね)を１つ赤い字で誉く国郵便番号と住所と電話番号圏名前
(ふりがなも）図年令と畠詳F醗業）回初めて買ったMSXと現在
持っているMSXの機種名圖ＭＳＸ歴悴）団なんてすばらしい
のだろうと尊敬しているソフト名(MSXに限らず）回同様に尊敬
(3つぐらいまで）囮自分の部屋にある、あるいは持っているもの
の番号すべて(Ｏ電話②テレビ③ゲーム機④ビデオ⑤L、
⑥ラジカセ⑦ヘッドホンステレオ③コンポ(ステレオ）⑨ワ
ープロ⑩楽器⑪コピー⑫FAX⑬パソコン⑭モデム）
③あて先／ハガキは左の欄の住所と同じで｢MSX１０周年係｣まで、

②貧品と発表

出版された。ゲームを作ってい

くので、ふるって参加してほしい。

③応募方法/官製ハガキかFAXで応募すればＯＩＬただし､以下のア

関連で作品を募集する。:作品は、自己紹介でも、自己アピールでも、
思い出話でもかまわない。遊んで楽しかったソフトの話をとりあげ
てもおもしろい。ただし応募には必ず作品名を忘れずにつけること。

の飯島健男氏執筆のエッセイが

も。Ｂつとも下記にくわしく書いてお

１０周年を迎えるＭＳＸ関係者から
この際いろいろたくさんプレゼントノ

②テーマ｢MSXを使った自己表現」
むずかしそうだけど、とにかくMSXと自分が関係あればいい。ＭＳＸ

書昌憾剛三Ｘ鱒イペン
ト譲塞臺懲しが書プレ
ゼント議潅蔓室ん鯛憲
童純童い墨。１づば応

して、アンケートに答えるプレゼント

間。時間は土曜１４時～１８時。日曜１０時

｢ゲーム制作講座｣でおなじみ

募集する。そして、もう１つおまけと

都心の三角形の高層ビルなのだ。

;:iif5鵜騨|馨鑑i冊艤鑿昂姦用憲

iフアン

聯イベント懇購い台おせ”節灘浮トュタ澱ア鍬撞掴窒、’３．（可『欝卜凸・）爪且囚研

■ＶＥＩＷＴ

霞l函-１

プレゼント係より

１２月情報号当選者発表分までのFさあ応募しなさい｣rアンケートプレゼ
ント｣のうち、まだ発売されていない｢シムシテイー｣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が
届かないなどの不明な点がありましたら、住所･氏名・電話番号を明記
のうえ、何月号の何の件かを書きそえて、ハガキで左記の応募方法と同
じ住所のMSX・FAN繍篶部プレゼント係まで二連絡ください。なお、通
常の発送は、発表後約｜か月ぐらいかかります。

③わたしはスルメか／オレはけつこう前からＭファンを読んでいたが｢おはこん｣は読んでいなかった。それが最近読みはじめて、こんなに'怪しげな魅力
にあふれたページがあるとは思わなかった。かめばかむほど味の出るスルメではないが`読めば読むほど泥沼にはまっていくようだ。だんだん自分が変わ
っていく。ああああ……というわけでもっとページを増やしてほしいのだ。（兵庫｡小野寛幸)翰今となってはかんでくれる男さえほしいﾊﾞﾎﾟ様抵（（）
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蝋

Ⅲ

灘

-＞〃ｴー

蕊

⑪京都・魁田のジヤンピングニ_→安易にコーナーを作ってはすぐに忘れる、政治
家の公約のようなイラスト講座だ蓬と思ったら、こんなもん載せてしまった。個
人的には飲みたくないのて飲まない域カルピスソーグヮ)ようなものたる－か(ノ）

②私、奈良の＝蒄平のサインをセリに
⑪私、奈

●バボさんはおはこんのほかに仕事あ

でかいのね／そ－よ／わたし－も／あって驚いたことがある。シーツに血痕

かけると
かけるとしたら、いくらの値がつくの

るんですか。（新潟・治円弘樹）

でしょう
でしょうか。読者のみなさん、こんど

いつでも結婚できるように身軽にし

たまがでかい－．（千葉・おぎ）まてついていたぞ。ところで南無とい
八八八、ばかだなあ、わたしは頭もえば｢お手手のしわとしわを合わせて

ハガキの
ハガキのすみにでも書いてください。

ているのだ。準備は万端だ。しかし、

でかいんだよ。幸せ｣のあの子はいまいくつになった

友だちもいないのに男ができるわけが

ＣＭファンを買って最初に読むのは次のだろうか。

ない。

号予告だ。次が出ると知って安心して●このまえ体育祭の予行練習をしたら

ん、これにサインをつけて奈良の三冠
ん、これに

●そのむかし、二枚目で通っていた志

から読んでいる。（千葉・沼田昭彦）日焼けをした。それはいいがハチマキ

主に送って
王に送ってあげてくださいよ｣とＭフ

垣太郎が某テレビ番組でデビル志垣と

アンテレ大
ァンテレカをもってきたが、すまん、

いったり、ＣＭで｢ダブルパンチ／｣と

あ｣とどきどきしながら暮らしている。力より日焼け止めをください。

使ってしまったぞ。現在、度数はＳだ。
使ってしま

かいってるのが不愉快でたまらない。

があると海でトランペットを吹<不良

●身につけるとＵＦＯを見たり、恋人（愛媛・国政朝良）
ができたり、ニキビが治るといわれるそんなおまえにテレカをさしあげよ
｢幸福のペンダント｣を購入したが、しう。でこにはいつもハチマキの絵をか
ばらくして電話で､｢おめでとうございいて､いかにもしているように見せて
ます。あなたは全国１万人の中から選おくのだ。

（奈良・奈良の三冠主）
そういえ
そういえば､以前､ざさやが｢バボさ

わたしも｢来月も編集会議あるかなの部分だけ白く残ってしまった。テレ

（大阪・大塚正之）

しかし、さ
しかし、ざさやもやさしいヤツだ。う

そのむかし、みなし子でなにか悩み

るざいけと
るさいけど。

●バボさん、ささやさんが好きなんで
●バボさん
しよ。セクシーダイナマイツをたった
しょ。セク

をやらせたらピカいちだった。それは

曰万でやる
曰万でやるといってみたり、已度も答

やがて大映テレビr乳姉妹｣の松村雄基

ばれました｣などという幸せな電話が

えを聞いてみたり、じつは｢愛してま
えを聞いて

にうけつがれていたぞ。

す｣といわれるのを待っているに違い
す｣といわ；

⑬僕の母は自転車のことをチ○チンと

来て、高い英会話教材をかわされそう山下清と中谷(商大高Ｓ年４組)は似て
になったぞ。（福岡・李香蘭）いる。（大阪・本村和彦）

●小林亜星とサム・ハン・キンボーと

ない。
ない。（長野・ちくたけ）

と呼び、買い物にいくときはかってに

そうか。わたしはそのアルバイトを藤田まことに似た女を知っているが

ざさやに
ざさやは嫌われていて、わたしくら

僕のチ○チンをかりて乗っていってし

やっていた。編集部の村山という若者はネギに似て
●うちの猫は外に遊びにいくたびにないる。鴇田という若年寄りはダチョウ
にか家に持って帰ってくる(虫など)。倶楽部の小さいのに似ているそうだが。
そしておもむろに殺してしまう。ああところで、このごろ死にたい気分の
……南無……。（山口・亀田大介）わたしだが、こんなわたしにすこしは
猫を飼っているバポ様だが、そういやさしいことばをかけてはどうだ。で
えば目がさめたら枕もとに烏の顔があ｜ままた来月。．(バポ）

いしか億＝
いしか備ってやる人がいないのだ。

まう。（群馬・チ○チン登校者）

それはウ
それはウソで、もうささやしかわた

さきやもキミの母さんにならチ○チ

しのことを
しのことを構ってくれないので、つい

ンくらいいつでも貸すそうだが、おい

うれしくて
うれしくて書いてしまうのだ。みんな、

しいものは人に食べさせたい主義なの

たまには壷
たまには話しかけてくれよ。

で譲るぞ。

さびしく
さびしくて暴れるぞ。

●バーボさんバーポさん／お￣かおか

,ｲF1コリＺＩか
ｒエソプ

原議識1;-１

Ｏ東京・Ｍフ
O東京・Ｍファン・池田かずちよとドラクエ兄弟→律儀なＭファン諸
君にはわから
君仁はわからないかもしれない｡全国７千万(ちょっとウソ)のMSXﾕ
－ザーがパボ
ｰｻﾞｰがパポに出会える日が１日も早く来ることを祈るぞ(ノ）

￣毎

回『

縢軸

l篝艤iｌ

⑨出発日｡Ⅲ砲口

｢H5IiW､鰯497日出のlﾄﾞfl嘩螺いみn噸．’刃5日畔４月z日岬の毎日nJ発劉

．ｌ特集’ム鰯J当溌

鍵
鱗

歳寄＜蚕軍山
:．拭否くる車山

□出発日．、

１月５日(b～４月２日出の毎日出縄

識UT7Z三ｷｰ'ｿｱｰﾊﾞﾝﾌは許し難い
も0Ｍい]ﾊリュハ

日曜献立名
１木ソフトめん,牛乳･カレーソース･ﾎﾟﾃﾄﾁｰｽﾞｶ(らめ･生野梨･Ｔ－ﾓﾝ
５１月ｌゆかりごはん・と'二乳・かき卵汁・かじきだけのこのぅ虫窺｡
６１火ｌコヮベパン・牛乳・わかぬスープ・ツナサラダ・りんこ。

弓

'31火|ﾁｰｽﾞﾊﾟｿ･牛乳･白菜ｽｰﾌﾟ煮･えびだんごもち米窯．ひたしＺ

ｂｙさくだけ

③おまえがいうか/先日知ったのだ力（国会議員でT下派でS川Ｑ便からＧ億円もらったＫ丸氏の陰で、１億円もらっていた元N県知事のＫ子氏は、わ
が校、桐生高校の先輩だった。ついでに両親とおなじ町の出身溢Ｋ九辞任万歳／僻馬･千明正人)弓Ｋ子といえばテレビで泣くなよ松阪座二子の桑とこ
ろでＫﾌﾟ[辞任しろとＹ梨まで行ってホザイたＡトニオ｜木／そういうおまえも昨年なにかもらってはいなかったか？人のことをいってる場合”bも（Ｂ）

○長野・ちくたけ↓長野県の給食〆｜ヨーはなかなかヘルシーだ。どう

蕊L認|露一Ｊ蔓灘
蕊
'灘13

.‘融繰鴬

自力l厩bllざ白樺湖
が徳かばＦ１樺湖

いう形態で出てきたのか見当もつかないが、みなの健康のため、栄護バ
ランスを熟考した上で一一うなったのだろう。ゆめゆめ残さぬように（ノ）

軌ﾋﾊﾟﾎﾟと-,欲ｚ一二三三
ﾉzz上」ﾗｸｴﾏに置換軌てM濃ノ

謝恩１…錘…II-jll鑓jｐ１Ｕ
カヅブラー，に'の宿
ｶﾘｺﾞﾗｰE3にﾉUDI宿

③愛知・井上博登↓修飾語を使い果たしたのか。やはりバスのフロント
に「かばかぱ白樺ツアーご一行様」と書いてあるんだろうか。「えばえば
苗場」とか「まんまん方座」とかいくらでもできそ１だう）

ＫＬ

ﾉﾝﾌｲｸ０s本立て
ノ

〃

『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。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……偶然見つけた「おもしろいこと」。国籍・性別・ジャンルを問わず。↓「バポ」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アート。↓「ノミャマ」係まで。⑦新作、古典を問わず、イラストによる各種遊び技または教義講座↓「イラスト講座」係まで。①不思溌な悩み
は↓「バポの人生相談」係まで。【特典】①④はとくに功績のあったハガキに、⑦③は採用者全員にＭファンテレカをさしあげます。※あて先は〒川衷晁都港区新橋４－旧－７ＴｌＭ「ＭＳＸ・ＦＡＮ編集部・おはこん」係まで。
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勇iJ騨閻L/鱸曇Ｉ
溌蕊:■轤塞
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｢瓢Elfi曇
麓鴬議蕊鴎愛川
黒iiiiiiiiii襲蕊鰯轤■
Ｉ蕊灘
蕊雇鍾
鶴iii霧
襲欝灘蕊jil鯉
蕊
蕊｢i蕊
鍵■讓菫
鍵
襲議讓錘叢憲
蕊li捨 i；薑Ifi蕊:藤|讓雲
鍵
1ll11ili1illj;lii識ｉｊ鱸
lli1l蕊
りを受け(たかど

メーカーＩＮＥＣアペニュー

-パーダライアスＩＩI～
Ｃエンジンワールド

媒体１ＣＤ

Ｒ＝

うかは知らない

ＣＤ－ＲＯＭ型版のサウンドを､バー

し１
が)､しばらく１ぺ

チャル・サウンド・システムを使用し

品稀lNACL-lO84

価格12800円(税込）
硫考

て収録したアルバム。全16曲〔

－ジ体制でお送り

することになった。
と にかく、、ガ ン

メーカー｜光栄

12/2｢信 長の野望・覇王伝

媒体｜ＣＤ

ｴゴ

一一

、

ノ Ｗ評： 高田陽

|品番lKECH-lO33

同名新作の信長シリーズ第Ｓ弾のサ

1価格'2900円(税込）

ウンドウェア。作・編曲はおなじみ菅

－．￣

砂フ アルコムスペシャルＢＯＸ, 粥
2/２

メーカ

キング･レコー’

媒体

CＤ

トポ|／

品券ｌＫｌＣＡ－９０１２～1５

魂の門~ダンテ｢神曲｣より～
l煙
|幽魂`0門-ﾀﾞﾝﾃ｢神曲｣より~’

6980篦(税込）

xの季節がやってきた｡4枚組とﾎﾞﾘｭｰﾑ感はたつ伽考／
つう

鴎2F目
lmT側

同名の新作アクション・アドベンチ

ヤーの光栄サウンドウェア。詩人ダン

のいずれもが初のオリジナル・サントラ化作品なのだ
のいずれもが初のオリジブル・サントラ化作品なのだ

爾考

テの｢神曲｣地獄編の世界を音楽で［

(①ロードモナーク＆アドバンスド･□－ドモナーク／
(①ロードモナーク＆アドバンスド･ロードモナーク／１WMIJ(xxvl
IAAu[j(X)Ｍ
己MECぃ1,1)iDX1ﾘ5
②プランディッシュ／⑧ぽつぶるメイル)。また、「イ
eﾌﾟﾗﾝディッシュ/Ｏぽつぶるﾒｲﾙ)。また、ｒイＳＩＩ』]iClIAM1l,,J1()ＸｌｌｌＢ
1;OJI

…肉仇赫V･肉…剣

￣スⅣ｣､r風の伝説ザナドゥ｣といった新作をアレンジ…hW1㈱・
ースⅣ』､｢風の伝説ザナドゥ｣といった新作をアレンジ
したディスク④も見逃せない。米光売氏十L`．□Ｋ
したﾃﾞｨｽｸ＠も見逃せない｡米光亮氏十J．□|<、ｉﾙﾙ“
によるアレンジで、ハイ゜スピードだったり、たおやⅡ
によるアレンジで、ハイ・スピ・ドだったり、たおや

￣

ｼョ
KﾗﾏﾛﾚｸｼｮﾝｽﾞF三國志望
燗１２， 曹操孟徳之巻~鳳露闇鐘貫く～

n町U1
ｈＩ１
UqUOoGOq

メーカーｌ光栄

戸－Ｌ

oOOFdD砂

品訴lKECH=1034

ミウー？Ｌ令とく

野心に満ちた青年将校、曹操孟徳。

かだったりとＬｌ調にメリハリがある。
力､だったりと曲調にメリハリがある。

価格’3300円(税込）

戦い、出世、出会い、訣別･･･…波乱の

備考

１１ｌｂうび

とぎを経て、彼は劉備との対決へ。

媒赫
媒体CD

繊考
備考

こまれて
こまれているせいか、全体の雰囲気がとてもフレンド

1993年スナツテヤーカ
1993平ｽﾅｯﾁI･･尚
レンダークケイハ〈ん
レン尖一心クケイハ(人
ｽ宗ツカー付

品番lKECH-IO35

いぐさ

長坂橋の戦で劉備軍力<曹操の追撃を

価格13300円(税込）

断った直後､軍師・諸葛完は呉の孫権

術考

おし仁

を曹1;愛と戦わせるため単身江東へ赴く。

リー。音楽だけが流れ続ける昔段のアルバムとは一味

違う魅力がある。フアンは矩形

|'噸鵬蛎ﾆｸｮ
｡§Ijii溌驍ニジ薑ン

，

いが、マニアの目はコナミ宣伝

媒俸｜ＣＤ

を沼ぶへ

Ｅ二

価柏
52DD円(税込）
｜価格’6200円(税込）

一や、.Ｊ
－やＤＪ,スタイルの進行など､会話かふんだんに織り

メーカー|光栄

Ｆ￣ヨ

12/B１

l(ICA-9DIG～16
品番lKlCA-9016～1８

会年度版のコナミ・オールスターズは、インタビュ
合年度

－カル曲に注目するかも知れな

フ

…￣｜媒体|ｼﾝｸﾞﾙＣＤ

光ＧＥＮＪｌの山本淳一さんの歌うＲＹＵのテ

に注がれることだろう。③早坂&砂井コンヒ

－トファイターⅡ』からのシングル･カット。

１２人のキャラクタ１人１人のイメー

ルバム。歌い手の人たちがスゴ・イ……。

面限店頑ＨＴｎ２領川剛ＮＮ錘暫翻届ル坪Ⅵ地

趣高鍵鑪|;：
②蘭i瀧鱸i鬮曲
￣

【｛肝軍・厚【《且』‐

B曲十ＭｌＤｌアレンジ14曲収録｡
Ｂ曲十ＭＩＤ|アレンジ１４曲収録。

レンダー、山本／
宮前ボスター付

ベストｷｬﾗｸﾀｰｽﾞ２

￣

蕊Ⅵ

'鰯城蕊ＩＨＩ:i製i：’

ズーカーｌアポロン

媒体ｌＣＤ

品番lAPCG-4030

天空の国｢イースル失われた楽園

価格’2800円(税込）

艤圭’一一
備考
篝'一
￣
メーカーｌアポ□2

媒体ｌＣＤ

品稚ｌＡＰＣＧ－４０３１
品者ヨハPcG宙`10ｺ：

唖格280OFI(税込）

繭||〒ｺﾞ驍軸
－回

弓Ｐ

鑑冊騨ｳ99

ﾉー
j$堂＝=どこ
備考

９

￣

を舞台に、アドルの冒険が合始まる。
ＯＶＡ全４巻シリーズの第１巻。

ｲﾀｰ
１１&IDｽﾄﾘｰﾄﾌｱｲﾀｰII
ENG
-MADREVENGER復讐の戦士
好評の前作に続き、ドラマとアレン

価格12800円(税込）

の型'

ミ版ＲＰＧのアルバム化。全曲、シン

セサイザによるアレンジとなっている。

備考

60分カラー､ビデオ／Hi-Fi
ステレオ．Ｌ、／ステレオCAV

鰯騨頬母11-K‘
kk-麺瘡等｡と一一
ｌ２ｑｊ１ 組曲ｳｨｻﾞｰﾄﾞﾘｲｖｌｌ鮒鱒蝿ｌＨｌは力雇圃口：
⑳組曲ｳｲｻﾞｰﾄﾞﾘｲｖ
羽田健太郎氏作曲による、スーフア

｡軋品番NAVL戸10015NALL=10029

鱸そ馴團鯆鰡｡譽饗“。|雛工蹴り鼠

汀－F…司二1Ａ■１眼

セサイザ・アレンジ・アルバム。
セサイ･リ・アレンジ・アルバム。

／

叫,

￣

けたスーファミ版アクションの、シン

備零

カル・アルバムからのシングル・カット｡

蝿，叫
ドラゴンナイト巳など､人気作品蝿聯鱒
酵価格各3800円(税込）各4800円(税込）

価格’2500円(税込）

すぎやま.こういち氏が作曲を手が
すぎやま。こういち氏が作曲を手が

価格１８００円(税込）

曲。上のシングル同様、同時発売のスト11ボー

エルフロ

品詠lTOCT-686l

曲

媒体シンクルＣＤ

⑳班ｷｬﾗｸﾞﾀｰｽﾞ２１灘鍵鳶力雇漂～~し。

メーカー｜東芝EＭｌ

媒体｜Ｃ［

￣

メーカー’ボニーキャニオン

品番lPCDB-00DO4

ナユンリー

93年度版ストⅡカ

肺毒

態ZzumT等S呉園

ＣｏＣｏの宮前真樹さんの歌う舂麗のテーマ

価格’3000円(税込）
鮒考

樹

足學

品番lPCCB-ODlD3

ジ曲を、１２人の有名人が歌いあげたア

クションのＣＤ化。シンセ・アレンジ
クションのＣＤ化。シンセ・アレンジ

欧百

媒体｜ＣＤ

￣

備考

ﾝ/宮前真
'2/]6’
(－
【2ｎ瘡刑譜鞠
《_ｼﾞｮﾝ
|砂説辮;司遥議樹Ｉ

メーカーｌボニーキャニオン

アイター、

ＮＣＳのスーファミ版ロボット・ア

付

uｍ２５

－▽曲。同時発売のアルバム、「熱唱〃ストリ

'勵重装機兵ｳﾞｱﾙｹ ン
Ｕ重装機兵ｳﾞｱﾙｹﾝ

8cmCDとブックレット

蛎鍾\し｜｜メーカー｜ﾎﾟﾆｰｷｬﾆｵン

ジョン

の早坂＆砂井ペアのボーカル曲

|嘩瀞3GM｢Ｐ

8口､ＣＤとブックレット

付

〆・－カー
メーカーキングレコード
ﾝプレ:｣－F

コナミ･オールスター
ズ1993
･オ

波倶楽部の古川＆森本ペアのボ

／

媒仁醒ｌＣＤ

～

IWt
砂『ﾛｰo-胸coh

１２/２４
ｋ〆

￣

者

野よう子氏。和楽器を中心に構成｡

いよいよ年末の風物詩、フアルコムスペシャルＢ□価格６９８０円(税込）
いよしＩよ年末の風物詩、ファルコムスペシャルＢ□
￣
I(＃考
ｍ宅
Xの季節がや=>てきた。４枚祖とボリューム感はたっ
￣
'3くりで、その内訳は通好み｡なにしろ､ディスク①～⑧
ぷりで､その内訳は邇好み｡なにしろ､ディスク①~⑧

ヴァーチャルサウ
ンド

￣

ジ曲を収録したスト、のバラエティ

アルバム。舂麗の□.Ｊなども収録。

メーカーキングレコード

媒体ﾋﾞﾃﾞｵ('/２１)lLD

品番KIVA-l561KlLA-50

価格｜各5800円(税込）｜各5800円(税込）
而考

30分カラー､ビデオ／Hi-Fiステ
レオ､Ｌ、／ステレオ

顛芝EMl
|メーカー|東芝ＥＭＩ

|媒体’０，

TOCT-6802
品悉lTOCT-6802

価格’3000円(税込）

備考
衝考

初回予約特典/うるし原
栩旦躰豹膀隻/うらし販
智志描さおろしＢ２春
軒志蝋鳶おるＬＢｚ春
魔ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ポスター

⑪そんなおまえに名言を残そう／ああ……もうすぐ受験だあ－／このままでは受かりっこない｡いったいどうしたらいいんだあ－／お願い､助けて

バボさん。榊奈ノルＹＯＰＰＹ)→わかった。i絶３t寸に受かりっこなさそうなおまえに(そこまで書いてないが)すばらしい勇気を与える￣言を残してやろ
う。しかし、あまりにすばらしすぎてあと5畔は残りそうなのて（わたし力沈んでから｢知ってるつもり｣で聞いて<独こぶ平の母さんも泣く筵（（）

投

橋

あ

、がと

(12月情報号採用者対象者分より）
Ｓ同期整理分
鑿猩分('２月情報号採用者対象者分より）

￣

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１２月情報号のため
１，に沼介しているのは、本詩に送られてきた投稿応募酒の万の一覧です:Ｉ会回は12月情報号のため

に曰月に整理l’た分となります。複数投稿の壗合は｢他②(他に巳作品の応擁あり)｣とし、実際の褐
lこＳ月に整理した分となります。複数投稿の場合は｢他。(他に巳作品の応募あり)｣とし、実際の掲
lMiI者は赤字にしてあります。霊た、整理Ｌとあるのは実際に選考のためlこしめた曰です□
鮒者は赤字にしてあります。また、整理曰とあるのは実際に選考のためにしめた曰です。

儒雌

》
一
『
』
｛
曰
罐
卦
唾
蕾
副
壼
矧
州
》
癖
一
“
辨
馴
『
掛
需
Ⅲ
峅
》（『｝“一』暗銚鼎｛田招卦恥辨》割『鋼 》辨榴辮塒鐇圷啼一州『匪玉酎｝識》“歸酔眼咄『 》“辨嶢『密楴謝』一｛壗屏拙咄辮鋼州榴缶》壺認｝跨辨
ﾌｧﾝﾀﾞム｜ちょっとそってみて下さい'他。/岡本治６藤ﾋﾙ/蘂…Bo1iIe1wb息、他。/赤闘鑿
③大阪府⑨茨城県

諦》冊咄一“ 缶》『 》即州“艤蝿辨》啓掛樒鋼
やご

ノ・

他⑨岡 本山間

問孝

｡北海道恐怖の雷/向井裕剴備～冬～/川上圭一FALCONHEAD/平井健

ブロツクホールその他③/今村秀樹Ｍｒ､ポボ/中野大輔●長野県COLONEY/山城正祥

Ｉ下義鑛欠

ＰＪ玉 寄尊
スタントマンの無謀な企て他①/石下昌宏エーエスユーエス他①/王容尊異世界の少女/田口敦也Petitlle/水沢功
サーキットＳ他①/菅原崇行⑨鳥取県ウン芳一ネ他①/竹内理④群馬HL
NFORD杯ｸｲｽﾞ選手権他①/野口義夫かくだいしよう/吉田光利とうしょうか……/柳沢雅美ロイヤルバトル他②/野村昌輝

逼美

蝿索瓜

Ｏ青森県Ｏ広島県莞題他①/小林敬一③埼玉県

JUMPＢＡＬＬ他①/村林恒ﾏｸﾞﾈｯﾄポール/藤岡智治りんごの木/藤森幸義ＳＡＮＧＯＫ１ＵＳＨｌ池⑥/宮崎幸雄
雄

治什

Ｏ宮城県あんた､びんぼう？他②/神田里志④斎山県ＳｅａBattle他③/与那国良成
鰹 里志
郎
ノロ 宮本哲 巾］
STEALCHAMPlON/阿部俊一郎⑨高知県さあ､とんちで切り抜ける//宮本哲也ﾆｭｰﾄﾝの法則/荒井勝洋
RANDOW/八垂樫邦雄星が…他①/岡林大●福井県PRACTICE池③/桜井仲之
③福島ＩＩＬ。大分県別荘にて/毛利信之。千葉lI1
KlNGClTY/阿部鉄平観客他ｏ/野島智司③岐阜県Mazeland他②/鈴木逝隆
③栃木IＲ⑪鹿児島県何者だつ//立Ⅱ|秀枇デrスクシールでの戦い他④/守田圭介
時四 圭 介
SHOOTINGSTARII/五十嵐一萩未来の手術の跡/川添隆志③蹄同県SHlM1ZUWARS/木村英人
鼠 頑
⑧群馬IＩＬ（整理日９月16日）ナイスピエール/西村雄野VSlSLAND他①/片岡忠Hll
CHECK／他①/吉田聡①愛知県SexalBattle他⑤/横山政満
ばくだん他②/吉田大祐GuitarBoy池①/辻高志ESCAPECLAUSE他⑤/家田貴弘
貴弘

野志一六坪

IＦＭ音楽館③大阪府●東京都

しんぼのWaIIColor/小暮膜吾

・矧

Ｏ埼玉県⑧北海道海水浴の忘れもの/森哲夫みつりんのたたかい/水ロ面希
ノイズｷｬﾗｸﾀｰ/横堀君夫TRlGONrFarawayJ/小jll啓A11ceinscreenI/１lil井周一FOURSURV1VE/尾張穂
ｊ羅 井 醐
、東京都水耕伝天命の好い｢好漢､街をゆく｣/藤井秀樹OIficeL己｡y/千塚佳FOURROMANCE他①/福山竜吉
迦古
怒賀徳
タイホ､A／宇宙指令へん/佐怒賀裕ムーンﾏｯﾄﾞﾈｽ他⑥/平野正和SKY/関未知マツプエ孟夕/鈴木考人
○神奈川県Ｏ青森県●岡山県ＴＷｌＮＬＡＮＤ他③/丸山聡

噸粁ス池

MAKEFLOWER/大jll原宏志MADDRAMS池②/後村野明ＧＯＫＵ他②/定同優一、神奈川県
A･BBATTLE/坂上彰●岩手県Memo｢ies池②/川崎資文ストーンﾌｱｲﾃｲﾝｸﾞ他＠/福井信之
侭之
内 窪壱之
EggRobbers/長野誠お祭り/小林尚PainIing～異国の少女～/大内孝之靖蛉よ止まれ他②/鈴木大輔
、新潟県⑤宮城県③愛媛県ForresoCily他②/エ雁哲朗
KNOCK.//水澤勝栄クラ秀ウスIⅡ｢InthewindJ他②/鈴木英紀足/蝶野丈哨ISLAND他⑪/平井誠
②石川県⑨福島県Ｏ福岡県MSX･FAN池⑤/今坂光太
POPS/俵広明尋<'１１ｵﾚﾝｼﾞ向ﾛｰﾄﾞrIllGHTOFSUMMERS1DE」砲O/宮崎浩幸風の谷のナウシカ池①/澤田秀昭SMALLISLANDS他＠/伊藤栄記
＋不
基地を守れ他＠/束田浩幸③茨城県りびんぐゲームよ'入いずみちゃん他③/村上周太⑰長野県
③Ｊ村 上 同 太
●福井県なんだこりや他①/小林靖彦、艮崎県日本列島ウオー他②/猪飼一宣
氷をつくろう他②/北川航ソーサリアン｢エンディングＩ」/木馬幹子海?陸？他①/北原真二アジア他Ｏ/中野浩正
③愛知児③群馬県戦え.／雄ilF戦士タイタン/七煉匝樹⑥新潟県
MSX-WATCHver､5/上田睦血豆の魔他⑤/柄沢和明Ｏ順本県ATLANTICＷＡＲＳ池⑥/小泉正人

ｘ〈崎一六 準悲

礎岬忘が”埆騨赫鋤一山．

蕊辮

雨他Ⅲ

⑥三Ⅲ県OutofsighI/石橋渡ＦＩＬＥＳ他②/宮崎籾③石川県

BENDBENT7界外年応ｅ埼玉県③宮崎県David,sStarfD②/木戸俊光
アルファベットが飛んだ日/鞠島圭一運命との戦い/長沢善昭星の創造者他①/米良宏幸◎愛知IＲ
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ推理ゲーム他①/竹越裕司、東京都TEARS,天の涙"/石那田光＝Beringの嵐他①/艮尾勝将
他⑪ 中 図鐇日
亙だ／みんなもマウスで遊ぼう//大西良一スペースハリアー｢MAlNTHEME」他①/中園羅和☆紙芝居部門ラージエスドトライアングル他①/平野努
野努
⑤大阪府道化師のｽｲﾝ”板垣直哉○福岡県CHlNAWARS他⑫/植田慈郎
ノ村 Ｆ一周 太
１瓦〃βⅡⅡ万万Ⅱ〃色同時衷示/玉寄尊グラデイウス｢STAGE6J/四辻学文サヌの日記～サヌとの出会い～/村上同大タニノタタカイ［他④/小栗守雄
ひで－:舌/山添博史ｲｰｽrRI5tsteplowa｢dwars」他O/伊轆夫☆ぬりえ部門SilentLakes他｡/佐生資寛
一騎打/千場裕昭③神奈川県Ｏ茨城県●大阪府
バネルバトル他①/矢野兵士魔道物語１－２－３｢TRYOUT｣/指田博史ぬりえ/坪井敏明ポルコの島/森津正臣
SWIMMER･改他①/北川豊和Ｏ新潟県○千葉jFLWa｢ofNariah他②/森川和宏
NAWABALl他①/福井周一ｿｰｻﾘｱﾝ｢天の神々たち･ｺﾝﾊﾞｯﾄｼｰﾝ」他①/禎薩下洲美女/杉岡伸作anINLET/上坪耕一
】陰 由円
兇
イカのなわばり戦争他①/安達一見ｅ福井県不良/菊池建比古WorIdWar③/[､l拭炭閏
一一
Ex-Gravity/斉藤友昭BARADUKE他③/谷ロ洋一●東京都TRICKOFBASKET池④／加薩伸二
計算ﾌｧｲﾀｰ/花畑次郎⑲岐阜県ぼうけんしや/小林朋広ｅ兵庫IR
S-FIGHTER'/柘植正俊働き蛾の踊り他の/jll村昌史○神奈川県Inthetwilight他①/価高修
佶田 泣千
地。福 木 昌 Ｌ
好余曲折/今井啓明GOLFlNGGREATS｢ﾗﾝｷﾝｺﾞだ」他③/福本昌弘おおかみと赤相子ちゃん/吉田疽子OKEHAZAMArSWAR他①/松下恋
⑳兵lnUHL、＝亜県③長野MLIS1GAK11SLAND/丸太賎
まあす=/肥爪繁之コンドルは飛んで行く/大西良一無皿/小林敬一なまえがないよ/南功治
③奈良県JELHlME他①/小林由幸●滋費県CrowdedArea他①/柳田弘志
CPU-CHANGER2/池永勝芳●京都府むだい/宗本誠太郎SEA-MOON他②/佐々木宗一郎
那
の広島IＲスーパー魂斗羅rHotterthanheIl」他①/羽尾雌③兵血児めいる他⑬/中村淳
他①ｊ 尾 他
ノ同 田 迭
oVERTHEHORlZON他①/岡田浩二⑤大阪府おおかみつかい/日上和也Ｏ岡山県

索一 ト

一纈辨櫻

平娃

峰“

日逼

伸恵

綱ち広州

勝他芳①

迷路池②/出口智秀三固志｢婚姻｣/千場裕昭、宮崎HLVEREMlNA-BATTLE/矢谷泰之
きいわぬヨノ/田室勝哉Barbarian他⑥/福井英兇森の中て…･･･/石那田光=DOUGHNUTWORLD他、/松根大輔

輪靜翠

③愛媛県②兵庫県（整理日９月９日）②広島県
介
生
恐怖の水泳教室/清水圭介ウォーロイド｢ThGmeofwarroid｣/岡見健生BattleofthecanaI池①/山川健太郎
⑥高知IＲ③奈良県へへへのもんじよえいえんに/寺本榔久
てんてニマウス/岡林大イースrRestInPeaceJ他④/野尻武史
●熊本児⑨和歌山県、群馬県マツプエデ『ﾀ/江崎大介

同尻内懸謹嚥

禰辨司座川ス犀ク

ゲーム制作講座HexqgonA｢eａ他①/舛岡淳

幾
TEMlMU/贋田祐介サウンド･オブ･サイレンス他①/内田新哉人iU]まるごと改造試験他⑤/弁ﾉ川販=●山口児

(整理日９月Ⅲ日）、広島県（肇理日９月Ｉ4日）小さな国他の/上野拓朗
奇妙不知の幻ｉＷ出ロ智秀MSX･FAN/上野洋平

オ ｜フム
ＡＶﾌｵｰﾗﾑ蕊奨ﾘｵ｢水中BGM』/野薗|鬮隆スーパー付録ﾃﾞｲｽｸ噸''１:ﾙﾀ/安爾寳之

恨争 睡訂

鋪鞆英他Ｊ．Ｇ勧方識ス学ト

③秋田ＨＬＯ高知県☆MSXViewWERGDCPOL/土井勉
目のっけどころ/樋渡亨擬械の樋械による樋械のためのマーチ/同林大新MSX/安立浩⑧愛媛県
同林大
③宮城県⑥長崎県☆MlDI用演奏データ不落都市他⑦/平井浩二

一 螂明鍛

ﾊﾝｸﾞﾗｲﾀﾞｰ他⑤/山本哲也LASTCHRlSTMAS/平間佳英②神奈川県③高知↓Ｒ
③福勘HＬ⑮鹿児島県ＣﾄlASER/皆川忠信WORLDWAR3他①/和田太郎
裕
志
仲Ｔ･プツチヤー他①/小笠原和俗ＧＢﾄﾞﾗｷｭﾗ伝脱｢REVENG」他⑤/荒瀬孝志●広島県⑬福岡県
②埼玉県（選考日９月[7日）ＹｓｒＳｅｅＹＤｕＡｇａｉｎ｣/竹内善浩さんごくし'９２他ｏ/神崎和明
ほういち/原田散蜂☆そのほか南の島のカメカメハ池⑥/臭崇氏
武
SUMMERHASGONE/佐々木聖司Ｏ茨城県●長崎県
しやぼんだま/黒岩慎吾

利司

ほほ梅麿のＣＧｺﾝﾃｽﾄ｜‘｢ｽｰﾊﾟｰ上海ﾄﾞﾗｺﾞﾝｽﾞｱｲ』ﾚｲｱｳﾄﾃﾞｰﾀ/成璃健一あと.ざ.うみ/平間佳英

ウの逝序『汚隆．夕ガｌ皮日蝋ロ漣竿一宛

②千葉皿☆ｲﾗｽﾄ部門③千葉県④宮崎｣鼎

Ｎ Ｊ渡 部弘 士
筋肉他①/寺分敦至、北海道１０のエンディングが見れるプリ〆のﾃﾞｰﾀ/田ロ年克THESOUTHSEAISLAND/渡部弘士

落石他②/守田圭介女剣士他①/島iNt笈t広「THlNFAT｣セープデータ/鈴木逝隆

一エ
③東京都グラフサウルスがほしい①他②/鈴木充④宙山県以上646作品

他八③釧鈴千ホ鋤

明
秋の花火他①/栖証英明むうっ/中野浩司S-FIGHTERTR/岡田弘己
NAMIDA/池田雅俊③福島県⑨愛知県
①
Helicopte｢/斎尾裕史と､どうか願いを……他①/､I川千ＥＩＩ「Ｓ・Ｓ.Ｔ｣マウスバージョン/＝浦元喜
響
③神奈川肌●茨城県③大阪府

ー灰司艤瘤野ン翰認

歩く腺他③/青山卓じがそう/志村圭介PSGでおしゃべりVer.Ｌ25/洋画英司
中曽根さん/保科正行、群馬県⑦広島県
Ｓ新潟県夏の思い出/入深斉ねニバレー｡(ダッシュ)/岡田浩二

紅老其
夕日の中のドラエモン他①/海老真③埼玉県漢字ROMなしでテキストﾃﾞｰﾀを読む/芳野亜樹
ヘリコプター他①/中村英雄幻想一山/塩田一市（塾理日９月14日）

車の…/岩崎聖ジョージ･ハリソン/秋山英司
ト
｜ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ版大戦略ﾏｯﾌﾟｺﾝﾃｽﾄ｜
⑦長野県早秋と少年/澗水一賀
あらしがくると二/板倉勝宏艇生/相田一樹③北海道
峰顕 単
⑥愛知県VOGUElNGOFFANTASY/山鯨聖卓ＲＥＤＢＥＡＲ２他①/柳沢和浩
韮信
二けちやいました▽/阿知波基信Ｃ千葉県ﾏｯﾌﾟｴﾃﾞｲﾀ/墹井雄一郎
③＝ⅢjlL秋っぽい他①/三留貴史⑨青森県
流血/大西良一●東京都OLYMPIC'９２池①/小沢遼郎
らきゅう池①/界外年応意世下/商橋正人、宮城県
⑨滋賀IＩＬおろかなにんげんめ他①/斉藤大輔GermansMig｢ation/櫛引要平
倒塚 本 繊
円
本当のバーコード頭｡そして……他①/塚本秀「最後まで描けよ'｣とウイザードＷ百入円ＷｅＩｏｖｅマイクロキャビン/茂泉耕司
鱗司
●京都府ドライバーは仮免他①/施渕いづみ離れ小島の戦い/斎藤信イニ
反射/願迦武弘KEY/古川健太郎⑮福島県
蝋地砒他⑤/四辻学文②神奈｣llNLﾆﾎﾝﾚｯﾄｳ/小沼良關

『汕璽”》螂

》噸晦純鄙み

7９

投

先

あ

縞

百一′廷て弓ＣＤ上A1ｱIｆ〕,｛【、ロ刀一にプ泡
の
て
の

すべて

〒Ⅲ東京都港区議橋4-Ⅲ7ＴｌＭＭＳＸｏＦＡＮ編集部｢○○｣係
〒105束京都港区新橋410-7ＴＩＭＭＳＸｏＦＡＮ編集部｢○○｣係
ｏ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－メディアに帰属するものとします。
－メディアに帰属するものとします。
●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
★しめ切り
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。☆しめ切り
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。
とくlこ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。
●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。
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。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'i二とどいたものが掲戯の対象です。
⑨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脅店インタですから、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。
⑨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画店インタ

投稿ジャンル

例：ファンダムの一般部門へ
例：ファンダムの…般部Ｉｊ１へ

一○
投稿ジャンル ロー○
のL圃募はＬｕ②
の応募lEjm-②

|編集部の整理番号
ロファンタ､ム(①１画面部門②一般部門③Ｄ部門）
ロファンダム(①１画面部門②一般部門③Ｄ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③一般の楽曲）
I31ほほ梅麿のＣＧコンテスト(①イラスト部門②ぬりえ部門）
回|ほほ梅麿のＣＧコンテスト(①イラスト部門②ぬりえ部門）
回紙芝居Rb勧両教室
回紙苦居Ｒ動画教＝
）
回その他（）
回|その他（

作品名

作品名
氏名
氏

I使用機種名
Ｉ
[使用機種名］

[ファイル名］
：ファイル名
Ｉ
フリガナ
フリカ｢ナ

（）歳

名

男。女
男・女

フリガナ

住所

住

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。

投稿臓蕊鬮紙

ペンネーム
ぺ
ン

ネ
Ｉ

ム

＊｢投稿ありがとう｣掲載時は本名のみとします。
*｢投稿あI）がとう｣掲載時は本名のみとします。

〒□□□-，，
〒|｣||ロー□□理蕊－－－－－－－－－－－－－－－－－－
都道
府県

所

'９９年月日
'９９年月
■■｜

Ｆ－可

－

投稿臼

投稿臼

画
r③１

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］
｜①この作…の出版……に投稿されましたか？’まい…●，轤］｜
いいえ

｜，(墜挫管jiL種2雛密讓了鍵ｉＷぞjiiZ……噌剛}宴……………………………………，
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

Ｂ●Ｃ●●■●●■●●●●●●●●●■●■｡句■■⑰⑤■◆巳■■◆甲勺印●●●の■｡勺｡午●｡●■■■●●●巳■⑪■■Ｃ■巴■■Ｃ■□●■■？●●■■ＣＰＣ●の■■●●■■■ＣＳＣ■■甲■⑰｡ごpp■●●●■ひ■●●■甲印●⑰⑰■●■の甲の■句⑰■勺Ｃ●■■■■■■■｡

｜・鐘雛訂総…と…………腱……方…篝……｜
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。

|ｧ|嶬州鰭蝿…
ア

、鴎～鰺]｜

はい［雑誌名
[書籍名。ＣＤ名

年月号ページロ
］

~参考にした作品名。記事名

に’』，
ン

ケ

いいえ
｜いいえ

’１…………….…………………….…………….……………………………………………………………………
■●ロ●巳Ｐ■●□●■□白■■■■■●●●●●●■■■■●■■■ご■□●●■■●■●■●●■■■■●■●■●■■■■●●■■■■●●Ｃ■●●■■●■■■●●■●■白■■●□白山●句■□Ｂ□■●■⑰■■■■■⑰白■●●■■■●■⑰●●■●●●中●●●●●の●●●●●｡●●

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。
｜④(FM音楽鱸に投稿の方のみ)作品の作曲者歌謡演奏者がわかれば教えてください。
ト
[作曲者
｜ト｜［作曲者

］［歌手･演奏者
。［歌手･演奏者

ロ

||雫夢魂臘Ef’二薦(－日三協裳圭莊N塞鯛墓(ご￣￣…
Ｐ印＄■●印■■■●■■■●■■●●●■●●●●午の巴●p■Ｓｃ■●●●｡●■己■■■勺■●●●●p■●●pＣＣＣＰ●●P■■■●●ｅ■■｡■■甲｡○ｍ●の●●●⑤中■申ら■●■■●凸古●■ﾛ●●｡●●●▲の●■印●守中●■Ｃｐ●pP●■■●｡■⑪■ご印甲■●■■⑥■■

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。

][SCREEN
］[SCREEN。｜
Ｎ二日

ﾛツール名

創
↓|､馴籠－－-－＝
[ロードの方法

作品コメント

Ｘ

投稿応募要項
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

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

アニメに挑戦した人は｢紙芝居＆動画教室｣。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送ってきてほしい。力作を待っている／

｢ＡＶフォーラム｣。絵が好きな人にはＣＧを楽しむ｢ほほ梅麿のＣＧコンテスト｣。

ファンダム
ファンダムとは｢アマチュアプログラム発めにできる空白だけの行)や｢０k｣などは計算

表の場｣であり、同時に｢プログラム、ソフトに入れない。ちなみに、２４行のプログラム
作りに興味を持つ人たちへの情報提供の場」

は、じっさいにはスクロールしてしまうので

(｡)ツール部門※３RPGなどは完全攻略マッズシミュレー

ゲーム以外の実用的なプログラム。「ツール」ションゲームはデーター覧、科学ものは参考
とは､ここでは｢なにかをするために使う道具理論・公式など

としてのプログラム作品｣と定義する｡たとえ☆郵送にあたっての諸主意

ぱ、テキストエディタ、グラフィックェデイ・応蕩部門を封筒の表に赤で明証さらに｢ブ

的作品、そのほか、わかる人にしかわからな（bＨＩＨ部門
い通ねらいのプログラムなど、ジャンルは問BASICリストの形で掲戟可能なプログラム全
わない。いいものでさえあれ膜ファンダム股(’画面以内のプログラムを除く)。プログ
のなかに新しいコーナーを作ってでも褐城しラムの長さなどiiHIかな規定は定めないが、り
ていくのてく「いいもの｣ができたら、とりあストを多くの人に見てもらうことを前提にし

タ、ミュージックエディタはもとより、家計ロッピーディスク(テープ)在中｣｢ニツ折厳
簿プログラム、成績表管理プログラム、など禁｣の文字も赤で記入。
など、実際に便利に使える作品を望む。・ディスク(テープ)は郵送途中で破損しない
【発表形式】新コーナー｢ツール／｣で使い方ようにタンボール紙などで包む
などを紹介し、付録ディスクにＩ遊蕊※後日、作品について問い合わせることもあ
(e)ノンセクション部門るの冠かならずバックアップをとっておく
(aHd)のいずれにも収まらないと思える作品こと。
の受入れ部門。☆採用
【発表形式】作品の内容に応じて掲載･IlJZ録の採用された作品の作者には、コメントを求め、
形を考える。掲載後､褐iN1誌および規定の謝礼(内容.程度
☆応募瞥類の規定に応じて｜万円～5万円｡掲載号が発売され

次の４つの部門十’を用意している。また、録ただし、長大な作品は誌面のつごうでリ
LrFのいずれも、規定の応募書類(後述)を添スト褐iMtを省略することもありうる。
付したテープまたはディスクの投稿にかぎる。（c)D部門
(a),画面部門ＤはDiskの､｡グラフィックファイルやマシン

ピー可)。１つのディスク(テープ)に複数ので再掲された場合は、規定の掲載誌と規定の
作品を入れて応募する場合は、作品１つに付再掲謝礼為進呈また､市販ソフト化などの
き応募用紙１枚を詞寸する二と(この場合以場合は、別途契約。
下の書類も作品ごとに分ける）☆２つの瀧鏑
②作品の紹介､遊び方･使い方についてくわし●ちえﾃﾞｮﾛ鉦Ｃｌﾘf入賞）
〈わかりやすく誓い燭|｣紙(形式､枚数は自由）その４半期（｜月号～３月忌４月号～６月号

でもある。ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ全部をきれいに画面表示すること

フアンダムでは、つねに誌面で取り上げるはできない。
ことのできるアマチュアによる自作プログラ【発表形式】プログラムリストの本誌掲載とプ
ムを募集している。ログラム解説を主体とする。企画によっては、
原則として、ゲームにかぎらず、家計簿な付録ディスクにあえて収録しないこともあり
どの実用プログラム、見て楽しむだけのデモうる゜

えず投稿してみてほしい。たプログラミングを望む。
☆募集部門と発表形式【発表形式】原則として、プログラムリストの
現在、悪里するうえでの便宜的な部門として、蕪i(謁城とプログラム解説イ推計ディスク収

創刊号以来ずっと続いている由緒ある部門五語ﾌｧｲﾙを呼び出すなど､BASICﾘｽﾄの形
その名のとおり、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑそのものが'画で(ijg掲載不可能で､かつ付録ﾃﾞｨｽｸに収録可
面(※，）のなかに収まるﾌ･ﾛグラム。この制能な作品(圧縮ファイルの形式を含む)。

約のなかでどんなことができるかにチヤレン【発表形式】４色ページでの紹介と、付録デイ

ジする精神を重視する。スク収録２色ページではファイル構成など
※’１両百７kは、SCREENO：WlDTH40ののかんたんな解説を掲載する。また、作品の
画面モードで24行勧理的な行)以内のこと。内容によっては、臨機応変にB'}企画で大きく
空行(前の1効《40↑行目まで文字が来ているたとりあげることもありうる。
．..．..．｡．..．..｡..c,．．.｡．．｡.⑤⑨。.．■.。■････⑥■｡■■■■･･･｡●●●Ｇ●｡｡■●●●●｡｡■①qcoq｡●●●●■●●●｡●｡●●

①必要頭頂を記入した応募用紙(何枚でも．た翌月始めごろに支払い)を進呈｡ムックなど

③プログラムの解説(※２）など３か月単位)五ファンダムに初登場し
④作品の欝糸解法(※３）た作者のなかから編集部協議により１人を選
藻２プログラムの解説は､使用変数、スプぶちえ熱i隆t(賞金3万円)を授与､作品その
ライトおよびパターン定義キャラクタの使用ものよりも、作者自身の可能性を重視。
状況ＷRAMの使用状i兄行番号111頁のプログラ●TIM賞(作品賞）
ムj蟻タムマシン語解説とメモリマップなとらその半期(４月号～９月忌１０月号へ翌年３月
不十分な場合は、採用を予定してからさらに号)に4選譲れた作品のなかから１つを選ひ（
くわしい解説を求めることもあるその作者にＴｌＭ賞(5万円)を授与。

●●●｡ｅ●Ｃ●■●●●●●■●●｡｡■●●●｡■■｡□●●●●⑥●｡｡｡■｡●｡■｡●｡●●｡●●Ｃ■ｃｃ■■｡●●｡●｡⑥｡■ﾛ○○○Ｇ゜｡｡●⑥｡□○口b●｡｡●｡｡●●

ＦＭ音楽館
ＦＭ音源(MSX-MUSIC)を使用したプロ

グラム作品｡BASICプログラムにかぎる｡テー
ズまたはディスクで投稿のこと。
曲はオリジナルが望ましいが、ゲームミュ

ージック､一般曲も可(ただし､著作権許諾の
問題で、発表形式を制限されたり、採用でき
ない場合もある）
★応募暫類の規定
①必要事項を記入した応募用紙複数同時１tＩ
幕の場合は､作品ごとに応募用紙1枚(コピー
可)を使用すること

②作品に関するコメント(用紙は自由）
☆郵送にあたっての諸主意
･｢FM音楽館｣と封筒の表に赤で明記さらに

☆採用
掲載誌と規定の謝礼(オリジナル曲カミゲーム

テスト。部門はイラストとぬり絵の２つ。得
意なほうに応募してほしい。どちらの部門も
作品ごとにタイトルをつけること。作品の応
募は、オリジナルのプログラムでも、市販の
グラフィックツールでも、本体に付属してい
るCGツールを使ったものでもかまわない。
③イラスト部門
１枚ものの鹸止画作品。

ミュージック・－般曲かで額仁じゃつかんの

⑤ぬりえ部門

｢フロッピーディスク(テープ)在中』｢＝ツ折
厳禁｣の文字も赤で記入。
･ディスク(テープ)は郵送途中で破損しない
ようにダンポール紙などで包む

違いあり)。

ＡＶフォ-ラム
エスプリのきいたオリジナルプログラム。
FM音；鳳吏用のものも可。
⑨規定部門
毎号塾長が出題くわし〈はAVフォーラム
｢お題｣を参照されたし。

☆郵送にあたっての譜主意
２９字ｘ29行以内の短い作品は､ハガキでも
受けつける。ただし、その場合２９字詰め、
行瀞号を赤て普く力赤で囲む。その他の長い
ものはなるべくディスクがテープで投稿する

●自由部門

こと。

題材は自由。センスの見せどころ。
★応募習類の規定

②タイトル

☆採用
採用者全員には掲瀧志を送付も称号制度を
とっており、３回採用されるとＭファンのテ
レカ､５回で希望のソフト(ただし定価で１万
円以内)が授与される。また､毎月光る１本

③ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを作成したときに参考にした本

に記念品をプレゼント。くわしくは本編の下

①住所･郵便番号.氏名.年令(色芦F).電話
番号

や雑誌などの名前や号数、出版社名

欄外｢特典｣を参照

紙芝居＆動画教室
紙芝居や動画(アニメーション)ならなん

でも可。自作のプログラムでも市販のツール
本体に付属しているツールを使ってもいい。
☆応募留類の規定
CWty蕊用紙を使用し、必要事項を記入。複数
同時１芯募の場r合は、作品ごとに応募用紙[枚

ほほ梅麿のＣＧコンテスト
絵を描くことが好きな人のためのCGコン

を使用すること。その際応募用綱まコピーし

て使用。
②作品にはストーリーを必ず別の紙に書いて
同封のこと。
☆採用
規定の訓*し

付録ディスクに入っている教材CGに着色

した作品(月ごとにしめ切り)。
☆応募書類の規定

①応募用紙を使用し、必要事項を記入。複数

を使用すること。その際、応募用紙はコピー
して使用。
☆郵送にあたっての譜室意

.i投稿するCG作品の部門を封筒の表に赤ペ
ンで明記し、さらに｢フロッピーディスク在

中｣､｢＝ﾂ折厳禁｣､に使用したツール名｣の文

字を赤ペンで明記

・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にディスクを包む｡
☆採用
各部門とも５つのランクと賞品が用意され
ている。作品はピツツーの５人の審査員によ
り毎月調|Ｈ１され、みごと掲載となると、ラン
ク別に規定の賞金．賞品を進呈する。

同時1芯募の場合は、作品ごとに応募用紙|枚

スーパー付録ディスク
ディスクに入れる二とができるものならな

んでも大歓迎。
、rMSXView｣で作った作品
、いろんなことが便利になるツール

・ＭＩＤＩ演奏用データ

を使用すること。その際、応募用紙はコピー
して使用｡また､ﾂｰﾙなどは使用方法を別

紙にして調丸ゲームなどの場合は解法(RPG
などはマップや図曝データの一覧)などの資
料も忘れずに。

・そのほか

上記のほかに、付録ディスクをI間報交換の場
としてiiT騒極的に利用していきたいと思う.た
とえＩ説過去に褐戦したもののバージョンア

ップ版や、そのほかみんなの役にたちそうな
ものを待っている。
★応募瞥類の規定
①応劉E用紙を使用し、必要事項を記入。複数
同時１芯募の場合は、作品ごとに応募用紙｜枚

☆郵送にあたっての請主意

･｢フロッピーディスク在中｣、「＝ｿ折鐘崇」

の文字を赤ペンで明記
・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にディスクを包む。
★採用

採用された作品の作者には、記念品と掲載
誌を進呈。なお、記念品は採用作品の内容に
よって変える予定

鶴|醐て鷆鞭験繍灘呂埜織ら辮瀞
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■０

１１Ｊ

ｒＩ
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読者アンケート

「ＭＳＸ・ＦＡＮ｣ては読者のみなさ

ｕ合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。

回会月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

Ｓ)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Ｓ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ＭＳＸ巳／

参照)を差しあげています｡しめ切りは

Ｅ＋／tU｢ＤＤＲ以外のパソコン、ゲー

１月４日必着。当撰者の発表は２月Ｂ

ム機はどれですか。番号に○をつけて

曰発売予定の本誌Ｂ月情報号の捌外で

ください。

行います。

①ファミコン(スーパーファミコンも

■アンケート

含む）

、あなたの持っているＭＳＸは次の

０メガドライブ(マークH1も含む）

どれですか。いずれかの番号を○てか

ＯＰＣエンジン④ＰＣ８８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）

場合は数字の大きいほうを苔えてくだ

ＯＦＭＴＯＷＮＳ⑦Ｘ６８０ｍ

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)。
Ｎｑプレゼントソフト名ｌ甑ページ

表１ソフト
NOLソフト名
lR-TYPE(アールタィブ）
2着き狼と白き牝鹿･元朝秘史
３着き狼と白き牝鹿・ジンギスカン
４アレスタ２

［ザ・タワー(？）オブ・キャビン………･……･‐４

５イース

２藍き狼と白き牝鹿･元朝秘史･…･……･………8
3プライ下巻完結編…･…･･･････………………････12

フイース11［

４キャンペーン版大戦略【I……･……･･…･…･…･'８

５SimploASM･･･……･…………………･･…･･･……40
６ほほ梅IKSのＣＧ描き方入門…..…･……･……,,9４
７スーパープロコレ４

６イース1１

8維新の風
9伊忍道・打倒鱈長
10ウィザードリイ３

１１ＡD&D(ヒーロー・オブ・ランス）
I2MSXView

表司会月の記事｜
Ｎｕ記寧名
ｌ表紙

２＜FANATTACK＞ザ･タワー(？）オブ･キャビン

３＜FANATTACK＞着き狼と白き牝鹿・元朝秘史

4<FANATTACK>ﾌﾟﾗｲ下巻完結鋸
５プリ〆但楽部

I3F-lスピリット
14エメラルド･ドラゴン
Ｉ５ＳＤスナッチヤー

l6SDガンダムｶﾞﾁﾔﾎﾟﾝ戦士2
17王家の谷・エルギーザの封印
18キヤルシリーズ

１９キャンペーン版大磯略11
20ぎゅわんぷらあ自己中心派

Ｃ編載ソフト副本プレゼントつき！●

さい。

ＯゲームポーイＯゲームギア

①ＭｓｘｅＭｓｘ巳ＯＭｓｘ巳＋

⑪その他(具体的に記入）

④ＭＳＸｔｕ｢ｂＤＲ(Ａ１ＳＴ）

⑪どれも持っていない

８十字軍

ｅＭＳＸｔｕ｢b□Ｒ(Ａ１ＧＴ）

回あなたがふだんよく読む雑誌を表

9<ﾌｧﾝダム>ゲームﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

24ｸﾘﾑｿﾞﾝシリーズ

ID<ﾌｧﾝダム>ﾌｱﾝダムｽｸﾗﾑ

４のうちからＢつまで番号で書いてく

２５激突ペナントレース２

⑥どれも持っていない

Ⅱ＜ﾌｧﾝダム>スーパーﾋﾟｷﾞﾅｰｽﾞ講j座

２６幻影都市

回今後、ｔｕｒｂＤＲ(Ａ１ＧＴ)を買う

ださい。

予定はありますか(□で⑤以外の人の

国会月号に掲賊されたファンダムの

１２＜ﾌｧﾝダム>ツール／
１３＜ファンダム＞新・マシン語の気持ち
14<ﾌｱﾝダム＞アル甲4

２８サークＩＩ

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

①Ｇ｢aviteあるアリの熾烈な戦い

Ｏ買うつもりはない

０超低速天文シミュレーション＠両

回次の周辺機器で持っているものに

がやんだ／さあ、散歩に行こう〃

全部○をつけてください。

６キャンペーン版大戦路Ⅲ／かすたまキット他
７同人地下エ房

15＜ファンダム＞あしたは暗れだ／
Ｉ６ＧＴフォーラム

Ｉ７ＦＭ音楽館
l8BASlCピクニック

l9M1Dl＝度笠
２０ゲーム制作瀦座

２１銀河英雄伝脱シリーズ
22グラデイウスシリーズ
23グラフサウルス

２７サーク

２９サーク・ガゼルの塔

3Ｏザ・タワー(？)オブ・キャビン
３１三国志
３２三国志II

33THEプロ野球激突ペナントﾚｰｽ
３４シムシテイー

２１ＦＦＢ

35ｼｭｳﾞｧﾙﾂｼﾙﾄII

ｅＢＡＭＥＭＡＫＥＲｏ大富豪⑦

２２GＭ＆Ｖ

①ジョイスティック(ジョイカード）
ｅディスクドライブ(内蔵も含む）
Ｏ増設ＲＡＭ(ＭＥＭ-768）

ＭＡＣｌＣＢＡＴＴＬＥＯＡｎｏｔｈｅｒ

２４ＡＶフォーラム

36SimpleASM(シンプルアスム）
３７水耕伝

④プリンタ

囮合月号に掲賊されたＦＭ音楽館の

２８internationa1izalion

４１スペース・マンボウ

⑤データレコーダ(オーディオ用を兼

曲で気に入った順に曰つ番号を書いて

290NＳＡＬＥ

ｌ３０ＣＯＭｌＮＧＳＯＯＮ

４２戦国ソーサリアン

用している場合も含む）

ください。

３１ＦＡＮＣＬ１Ｐ

⑥アナログＲＧＢディスプレイ

①ＩｎＣｉｎａｅ中東のやぶへびＯ

⑦モデムＯマウスＯＭｌＤｌ楽器

スタートアップ④ＥｎｇｌｅＨ□t-

(音源モジュールも含む）

te「ｔｈａｎｈｅｌｌＯタイトルＢＧＭ

⑪どれも持っていない

／HappyHappy▽⑦Ｂ：ＢＧＭ

⑪その他(具体的に記入）
回近々、何か周辺機器を買う予定が

／脈眠llh(笑）ＯＪｉｎｇｌＢＢｅｌｌｓ

ＬａｎｄＯＳＬｌＭＥＷＯＲＬ、⑩た
こあげえむ⑪どれも興味がない

ありますか。ハイ、イイエで答えてく

Ｏどれも興味がない
回業務用、ファミコン、ＰＣ８Ｂ／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、会後移植してほし

固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

２３バソ通天国
25ほほ梅旺のCGｺﾝﾃｽﾄ
２６紙芝居＆動画教室
２７今月のい_しよ－〈－怖報

表曰|合月のｽｰﾉ<－付録ﾃﾞｨｽｸ｜
Ｎｕコーナー名
Iすべしやる｢とつかえｼﾞｸﾞｿｰ」

２ファンダムGAMES

3ﾌｧﾝﾀﾞﾑ･サンプルﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
４アル甲４

３８スナツチヤー

３９スーパー上海ドラゴンズアイ
４０スーパー大戦略

４３ソーサリアン

４４地設ＲＡＭ(MEM-768）
45ｿﾘｯﾄﾞｽﾈｰｸ

４６大航海時代
４７ディスクステーション各号

４８提督の決断
４９テイル・ナ・ノーグ

５０デッド・オブ・ザ・プレイン

5ＩＢＵ神都市

５FM音楽館

52ドラゴンクエスト11

７ＡＶフォーラム

６ツール.／

53ドラゴン･ナイトシリーズ

BMlDI三度笠

５４ドラゴンスレイヤー英雄侯餌
５５信艮の野望＜全国版＞

gほほ梅IKfのCGコンテスト
１０パソ通天国

llMSXViBw

５６信長の野望・転回群崖伝

l2あてましkQ

57信長の野望･武将且霊録

１５１月慨報号／表紙CG｢MOCHlJ

５９パロディウス

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

I3MSX-DOSへの入口
１４オマケ

５８ハイドライド３

番号で答えてください。

い。

l6Ｂ２

６０ピーチアップ各号

①ゲーム◎プログラミング

囮合月号を買った理由をあえて１つ

Ｏパソコン通信④ワープロ

だけ答えてください。

⑤ＣＧＯビデオ編集

①本誌の特集記事

⑦コンピュータミュージック

②本誌の連戯記事

ＯビジネスＯ学習⑪その他

Ｏディスクのすぺしやる

⑥表１のソフトのなかで次に買おう

④ディスクのレギュラー内容

と思っているものを１つだけ番号で答

⑤ＭＳＸの本はこの本しかないから

えてください。

⑥人にすすめられて

□表Iのソフトのなかで本誌に特集

⑦その他(具体的に書いてください）

してほしいソフトをＢつまで番号で答

囮スーパー付録ディスクに収録して

えてください。

ほしい旨のゲームがあったら、１つだ

回表１のソフトのなかで、あなたが

けタイトル名とわかればメーカー名を

実際に遊んでおもしろかったものを順

悪いてください。

にＢつまで言号で答えてください。

回会月号の記事(表已)のうち、おも
しろく読めた(または役にたった)記事
を11頂に曰つまで番号で答えてください。
回合月号の記事(表Ｅ)のうち、読ん
でつまらなかったものをＳつまで順に
答えてください。

６１ViewCALC

62秘密の花回

表４１雑誌
Ｎｑ雑誌名
IMSXﾏｶﾞｼﾞﾝのムック

2ｺﾝﾌﾟﾃｲｰｸ
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

8バックアップ活用ﾃｸﾆｯｸ
９その他のパソコン雑誌
[0ヒッポンスーバ－

１１ファミコン通信
1２ファミリーコンピュータマガジン

１３⑭ｽｰﾊﾟｰファミコン

'４その他のファミコン雑誌
l5PCEngineFAN
l6月刊PCｴﾝｼﾞﾝ

１７，，ＰＣエンジン

18ﾒｶﾞドライプファン
1９どれも銃んでいない

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ｼﾞｰ

66ﾌｧﾝダムライブラリー各号
6７ぶよぶよ

68プライ上巻
69ﾌﾟﾗｲ下巻完結縄
７０ﾌﾘｰトコマンダーJJ

7Iﾌﾟﾘﾝｾｽメーカー
７２ＦＲＡＹ

７３ポッキー２

７４麗導物語ｌ－２－３
７５Ｍ１Ｄｌサウルス

７６"SlOS(ミュー・シオス）
77夢二･浅草篇ｍ
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
８１らんま吃

82hNの花園

８３ロードス島戦配
84ロイヤルプラッド
８５笑,うせえるすまん

(、１１月情報号の当選者の発表は44ページからの概外で発表しています。
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音符貼り付けによる五線譜作成
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通信販売のお知らせ

通信販売をご希望の方は定価に消費税３％を足して、下記宛に現金書留でお送りください。
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各パソコンのツールソフト作成に
興味のある方は担当、小坂谷まで
ご連絡ください。
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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６

ゆたかな未来､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／
ＭＳＸＢ２＋､ＭＳＸｔｕ｢ｂＯＲ￥14,800(税別）
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■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Bヶ国で同盟関係の設定可能。
ＭＳＸ2,2＋､ＭＳＸｔｕｒｂｏＲ￥8,800(税別）
■グラフィック監修:末永仁志■
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■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25搭載｡■ＭＩＤ|対応｡■ジョイパッド＆マウスオペレーション可能。

ｍＷｍ静ピコ。

株式会社マイクロキャビン

〒510二重県四日市市安島2-9-l2TELO593(51)6482

最新ソフトインフォメーションダイヤル／が0593(53)3611

ＰＣ－９８ＶＭ､ＵＶシリーズ｜ＥＰＳＯＮＰＣシリーズ
ＰＣＢ８ＶＡ対応ＭｌＤｌ対応
ＭＳＸｔＵ｢ｂｏＲ専用ＭｌＤｌ対応各￥9800(税別）
●株式会社ポリスターＤＡＴＡＭレーベル｢幻影都市」ＣＤ全曲集◆
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OFcnBln勢

THETO

ロ

…騨揮喧彦パニッワー

／

⑨6，｡①

在しまで;1。

ﾆｸﾞﾄﾞﾃﾞ自一ムはノと'Pフィクショシで8Ｍｌ
ｘ××駅より歩くこと10分､ゲームソフトハウス｢ＴＨＥＴＯＷＥＲ
あなたは来客としﾉて迎えられ、ＭＣＡＢｌＮの塔"の中を疑似体験す

愈

なんと､メシダに見る機会のないゲームソフトハウスに潜入／

そこから飛び出す超豪快短編ゲ罠△の数ﾉﾜ／
キヤビンファンなら楽しさ2倍／
知らない人には新発見のおもしろさだぞ／
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先月号でしり切れとんぼに終

この続編をはじめとして、ＭＳ

'な、ニフティサーフ・のＭＳＸフ

画も進行中なので、自分でいう

わってしまったニフティサーフ

Ｘネットワーカーの話題で盛り

ォーラムのなかにＭファンのボ

のもなんだが今後の動向に注目

の｢オリジナルＣＤ制作計画｣。

だくさんだ。さらに近いうちに

ードを作ってしまおうという計

なのだ。

ニブティサーブ｡MSXﾌォーラム
ニフテイサーブ｡MSXﾌォーラム
☆先月のＦＭＳＸレーベルのＣＤを作ってしまおうという話題を引き続
き紹介しよう。計画がだんだんと具体化されていく過程はとても楽しい。
649/714ＭＡＨＯＯ２７３たまのんのんＦＭＳＸの皆様へ
（６）９２/07/２５２２：３９コメント数：巳
ＦＭＳＸの皆様へ
己年前から進行中の、ＦＭＳＸメンバーによる音楽作品作画から、お知
らせいたします。

音楽作品を蕊集いたしましたところ、応募者が少数(Ｂ人)のため、この
企画は休眠状態となっておりました。最近ＦＭＳＸメンバーに、書き込
み可能ＣＤの録音装置を購入された方がいらっしゃいまして、これを機
に、上記のＢ人の作品をＣＤにしようかという話が持ち上がっておりま

す。この際ですので、もしこのフォーラムの中に著作権フリーで自作の
音楽作品をお持ちの方がおられましたら、参加されてみてはいかがでし

芸術村嘗楽鼈
芸術村音楽館
○ＦMSXレーベルＣＤのジャケッ

ト。FMSX初期からのメンバーで

ある、,'ker0nMさんの作品とデザ
インによるもの｡内容はI.｢いつく
ぞ～｣､２.'eEmeDのテーマ､３．７拍

子の奇妙な踊り、４.伝統的な踊
１人５.厳かな儀式の踊り、６.午後
の日差し、７.憂譲求８．春の思い
出、９.コミカルベース、１０゜過ぎ
去りし夏を'惜しんで(｜Ｌ「PANlC

lNTHEEARTH｣､’2.「GOODBYE
RED｣、１３．ｒＭＵＲＡ－ＡＨｌＢｌ｣、］４．

｢世に在Iルものたちへ｣､I5L「Go
ToTheSpace」

ようか。自作で著作権フリーならばジャンル構成、使用楽器は問いま671/714ＱＦＦＯＯ７６７,,k巳ｒＤｎ１，ＲＥ：ＦＭＳＸＣＤ制作企画進行状況
せん。ただし、参加の条件として、参加者は少なくとも１枚はＣＤを購（６）９２/09/１２２：５０８７０へのコメントコメント数：１
入していただくことになると思います。ＣＤができたら、わたしにもわけてください。っていうか、わたしの分

これは本来のＦＭＳＸレーベル企画とはすでに別企画となってしまいまもつくってください(ハヘ)。ウチには、パソコンで音楽を楽しめる畷境

すが、その点はご了承下さい。参加希望される方は、Ｂ月中にたまのんがそろってないので、ＣＤでみなさんの作品が楽しめるのをお待ちして
のん(MAHOO273)までメールを下さるか､会議室：芸術村音楽館に書きいます。（中略)では、購入方法のお知らせをお待ちしています。

込みして下さい。それではＦＭＳＸの皆様の参加をお待ちしております｡673/714MAHOD273たまのんのんＲＥ：ＦＭＳＸＣＤ制作企画進行状況
651/714ＨＢＤＯ１２７３ｓｙａｓｋｉＲＥ：ＦＭＳＸの皆槻へ（６）９２/07/２５２２：３９６７１へのコメントコメント数：１

（６）９２/07/２６２０：４４６４９へのコメントコメント数：巳（前略)ＣＤの臓入方法ですが､これはＹｊｍａｍｕｒａさん宛にメールでお

こんにちは、たまのんのん樋．初めまして、よろしくお願いします。

申し込み下さい。（これでいいですよれ－－－＞Ｙ・Imamura）

私はＢ月末から通信を始めましたので、このフォーラムでＣＤ企画があお値段は１枚原価3000円です。枚数が増えても変わりません。しかし、
ることは知っていたのですが、いまいちその参加方法がわからすにいまImamuraさんの梱包や発送費用などを考えて．３０００円×枚数＋500円
した。（中略)時間が許すならば、新曲で、この企画に応募したいのです～1000円位を支払うのが妥当だと思います。
がいかがでしょうか？(後略）ｓｙａｓｋｉ（かってにこんなこと言ってすみません｡ご本人からじや言いだしにくい

659/714ＨＢＡＯＵ７５５すこんちよちょっと気が早い購入希望かもしれないと思って…－－－＞Ｙ・Ｉｍａｍｕｒａ）
（６）９２/07/２９２１：４０６４９へのコメントコメント数：巳では、皆さん、どしどし注文して下さいませ。
ＭＢＳをダウンロードしていきなり音楽にめざめてしまった、すこんち☆このような経過てたまのんのん宅にメンバーが集まることになり、作
よですへへが、作品を作ろうにもどこから手をつけたらいいのかかいも品がレコーディングされた。合回はお正月プレゼントとして、このＦＭ
く見当もつきません｡そんなわけでリスナーに徹したいと思いますハハｊＳＸレーベルＣＤを４名にプレゼントしよう。ほしい人はパソ通の感想
皆様の作品がＣＤとなった暁には是非購入させてください。をハガキに書いて｢ＣＤプレゼント｣係まで。１月Ｂ曰必着。
８６

ネットワーワ情報☆鷲謹劉ﾄﾋや篭鵡時露YiEﾃ薫臘::j霧襲舞Wl學懸１１:1ii1A,宜了ij1懸露2議二爵
きこみ年日時ＩＤタイトル

ナツ><ネッlWW虜Ｘｺーナー
ナツ><未ツト･MSXコーナー

ＸＬＤとＡＰｉＤＲＶ
ＸＬＤとＡＰｉＤＦｌＶ

-NUM‐･RDATE‐・RTlME．‐SENDER‐‐CONTENTS-

-NUM‐‐RDATE--R1T1ME-‐SENDER厚CDNTENTS‐

0UO3392-11-D612：４９：１５ＮＡＴ２５８６３ＸＬ、

0004092-11-0714：１４：５１ＮＡＴ２６Ｄ２４ＸＬＤ

Ｄデータを展開するのは時間がかかるので、その最中はディスプレイを

見てないことが多いのですが、そうすると展開が終わったことが解りま

次のヴァージョンで、早速反映させて頂きますね。（後略）青河
-NUM‐‐RDATE--RTlME-SENDER‐‐CoNTENTS‐

せん。そこで／展開が終わったらＢＥＥＰか何か鳴らして欲しいのです。

0005592-11-0903：２４：２３ＮＡＴＯＤＯＵＯその後のＡＰｉＤＲＶ

新しいの使ってみました(へハル（中略)て､１つ要望なんですが､ＸＬ

［Ｊ，Ｋ］さん、魔方陣ヰさん、貴重なご意見有難うございます。

(後略）魔方陣＃でした｡

え－、あの後更にバージョンＵＰして、オプションでＢ重和音まで

･NUM-RDATE‐‐RTlME‐･SENDER‐‐DDNTENTS‐

出来るようになりました。ただし、ＣＰＵのクロックが100ＭＨｚ

0003492-11-0612：５４：Ｏ３ＮＡＴ２５８６３ＡＰｉＤＲＶ

(推定)ほど必要になります。（八へ;;;;;;;)それから、ｖｅ｢1.20以前では、

新しいの使ってみました(八八)。ってまた同じだな(ヘヘ；）。はう
～〃ＰＣＭが鳴ってるぅ～〃(ＴへＴ)カンルイでも、ちょっと音質が
悪いかな？(後略）ＰＣＭドラムが激しい〃魔方陣＃でした。

ＰＣＭのレートが若干落ちてます｡そのせいで､音質が悪く聞こえるのか

PC-VWVoMSXとＳ/臼
PC-MZINoMSX-S/Ｇ

ＭＳＸ－ＲＣＣＭ
ＭＳＸ－ＲＯｏＭ
□＆■

ｅＭＳＸのスナッチャー

たが違うからし

はシブかつたな１．エン
ディングより

☆ＰＣエンジン版スナッチヤーの発売時期にあたっ

も知れません。そうそう、これが１番重要なのだけど、ＰＣＭに吉勵簿
化がつきました。（後略）あび

ていたのでこんな書きこみがあったぞ。

ょうがないけど。

''4148/4195ＭＳＸＲＯｏＭ

(中略)かつてＭ

☆タイトル（SYB79363）９２/10/２５２２：４７（１７）
スナッチヤー＞ＰＣエンジンでやったぐるんば
☆内容

んだ人は、－度

(前略)あの時の感動がもう一度、って感じ。ＢＧＭ

いと思いました。

も、効果音も股定も、ストーリーも、登鰯人物も、

９５ＭＳＸＲＯｏＭ
#4154/4195ＭＥ

ＭＳＸのスナッチヤーとほとんど同じ。ＣＤ－ＲＯ

★タイトル（Ｐ
ル（PDG698U2）９２/10/２７ 0：４３（２０）

Ｍなんで喋るん

ＳＸでのめりこ

やってみるとい

ＩＵ
△Ⅱ

しかし、スナッヲ
スナッチヤーは
☆内容

とイメージが違

世界の情勢が変わってしまったために、若干苦しか

うのがメタルと

った様な気がします。でも、ＮＥＣのロゴは新しい

ハリーとハジル。

のになってるし時代に反映したセリフなんかもはい

まあ、これは人

ってたりして、スナッチャーにも時代の流れを感じ
てしまう。（後略）透矢◇

によって感じか

仁：…
ｃ：…

だけど、ちょっ

：５僧よＨ

⑨ＰＣエンジン版スナッ
チヤーのエンディング。

ずいぶん明るくなった７

澪鐡

￣

11i鱗lil'Wiliilii
露

勘
iiノ

gi雲iiiリＩ
71iiiiilr

めいおう星邇信
めいおう星彌罎

7)片ｌＥｕＭ<Ｓ
7ＷＥＬＷＫＳ
☆合月のめいおうせい通信では、サブコミュリーダ

立候補してきたのだけど……)｡こういう前向きな姿

ー決定のお話をしようと思う。

勢を評価して編集部とリンクススタッフとが協議し
た結果、やっていただくことになった。

リンクスでは、ボードにかならずコミュニケーシ

ョンリーダ０－(略してコミュという)と呼ばれるボー
ドの中心的存在になっている人がいる。コミュはボ
ードに書き込まれたメッセージすべてに目を通し、

とりあえず、サブコミュの任期はＢ月まで。４月
になったら、ボード上で立候補を募り、リンクスの
かんたんな審査を受けてもらう。その後、みんなで

その返事を書いたり、ボードを盛り上げるような企

投票して新しいサブコミュを決める。学校でいう学

画を出したりするのが仕事だ。

級委員みたいなものだと思えばいいんじゃない。

で、わがＭファンのボードでは、このコミュを編

ＦＲＤｎェＤ６ＢＢｅＤラマ←９三年ﾕロロ盛⑥

マがない。そこで、めいおうせい通信の常連の人に
サブコミュをやってもらっちゃおう、ということに

;灘蕊議簔

したのだ(われながら安直)。

宇医､けてたち金ので､なし､寸､､。〒へ､ヨウとしてしまついめ

集部Ｆとあじすあくばでやっているわけだが、最近
已人とも忙しすぎてリンクスにアクセスしているヒ

合回サブコミュとなったのは大阪府に住むＬＡＲ
ｚクンだ。じつは、常連さんにサブコミュをお願い
するという案は彼の意見だったのだ(というよりも

:ihﾂﾄﾜｰﾜ'情報☆

なのにないな＄・・・と､.うしてた~もろうｃ

Ｌ､怠室．．、フ。リコセズか､-わかるのだゃろうか？さわ
麺ぁ~ぁ､アキャズニって、いかも､⑪とヒマだ…ねえ■ﾛ７つ

･ｊＴ､イト⑪くの毛メコト函＜古いしL､．．．とかいってだて

／い
会Ｓコニュらしくないな、オレって〔可－－F＞ＬＲＲ＝お
た､オレ=て、､､力“

ワ

鍔1轤鹸ｉｎ蟇

<PC-VAN>現在の書きこみ数/総瞥きこみ数フォーラム名（ID）書きこみ年月日時間タイトル<各ネットへの連絡
先>ニフテイサーブ冠O3-547I-580aナツメネツト毎03-3292-2336、PC-VAN公03-3454-6909、リンクス丑OI20-251063(フリーダイヤル）

8７

ﾊﾟｿ天ＣＧ ｷﾞｬﾗﾘｰ !P剛tｅｍＣ 011iI1lMi9i GiilljlliicGallor1Ｉ

ちがう)。

ニブ'ｻﾞ`ずＩﾌﾞｰﾌﾟ｡ギャラリーﾌﾞﾌﾞｻﾞｰﾗiム
ニフサ,ｒｌﾌﾞｰﾌﾞbギャラリーﾌﾌﾅｰﾗﾑ

露

ｅ剣の質感もすごいが、背景にある

して並んでおかねば……(何か

もって仕事するぞっ／」と気合

アニメタッチなキャラクタと、みご

はそんなことないように余裕を

月もみごとな表現力だ。手前にいる

スペースとるぞっ。会から徹夜

とにマッチしているよね。とても尼

い］作品のみ。次回はちゃんと

Ｇがあったりした。「よし、会度

色には見えないな－食たボメ？）

クの曰)にあわてて用意したＣ

（ＰＣＩ９８０－．ＭＡＧ形一ｓ

ゃないの(おい)。
ということで、泣くに泣けな

（作・さくらめｌる）

しか紹介するスペースがないじ

て掲載許可をとった作品や校了
曰(印刷するまえの最終チェッ

ＦＡＮＴＡＳＩＣ

い入れたら、あらま合月１作品

－ＲＥＥＮ

じつは、先月号のＣＧギャラ

リーはしめ切りギリギリになっ

アップロード第１弾

☆｢アップロードする入この指止まれ｣の応募作品を、ニフテイ・サーブ機体の表現が緊嫡らしいですね。ボクはメカを描く頚が大の苦手でして、
のギャラリーフォーラムにアップロードしたぞ。そこで会回よりシスオメカを上手く描かれる方って無条件に尊敬してしまう習性が有ります

ぺさんやメンバーの人たちが書き込んでくれた感想を紹介する。（八へ；）舞亜☆雪さんの作品を拝見して、殿初に目が行ったのが樋体の
496/699ＭＢＨＵＨＨ４２せみま愚はじめ蓋して(＋融想）足回りの細かい描写部分でした。そこからズリズリと機体全体を眺めて

（４）９２/10/１４２H：０１ミサイル、タンク、そしてゴムの部分などの質感の違いも、とても丁寧

ＦＡＬＣＯＮ－ＮＥＴの皆さん、はじめまして。に描かれているんですね(後略)。
これから、ＦＡＬＣＯＮ－ＮＥＴの皆さんの作品をＭＳＸｏＦＡＮ綱蕊部５U7/H99HFD01751え＜だ【感想】QATgGlF1LjllROwMARU,FALCON,|〈llN
の方からＦＧＡＬＡＧに紹介して頂けるそうです｡どうぞ､よろしくお願（４）９２/1,/１５２２二3８コメント数日１
い致します。（）ペコリｒＦＡＬＣＯＮＯＢＦＡＬＣＤＮＮＥＴ宣伝ＣＧそのＢ』

皆さんも､ＦＢＡＬＡＧの会繊室などの野囲気をご随になられて｢ＦＢＡパイロットさんの、ちょっと照れたような調脅がいいですね。
ＬＡＢも､楽しそうだなぁ』と思われましたら､是非こちらにも遊びに来遊覧飛行機のパイロットのような、ほのぼのとした雰囲気があって。Ｓ

て下さいね。では、感想いきま－す(へｏ八）ロファルコンもいっそう、ほのぼの雰囲気に拍車をかけてて、のんびり
ＦＡＬＣＤＮＤＥ・ＭＡＧＦＡＬＣＯＮ－ＮＥＴ宣伝ＣＧその巳

ムードです(後略)。

ＦＡＬＣＤＮ－ＮＥＴ宣伝CGそのＨＩＦＡＬＤＯＮ－ＮＥＴ宣伝ＣＧその３ＦＡＬＣＱＮ室ＮＥＴ宣伝ＣＧその』

「
４
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鼬‘鍵

1畷
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菫悪霊雪雲

鍵

作者
i乍者は舞亜☆零クン。グラフィックツールはX68000のＰのりぴクン幅SCREEN7でグラフサウルスを使用｡今年の作者くぷ～大王クン。オリジナルグラフィックツールを便
HF者は義軍用Br零タン。グラフィックツールはx680Doの｝ 篝

薑

ＳＴ
ＳＴ‘Ｘを使用＝コンピュータ歴IまIvlSXからはじめて」
ＳＴ．Ｘを使用。コンピュータ歴はＭＳＸからはじめて４FALCONはCGボードの活|劃上に力を入れることになった用しSCREEN7インタレース作品｡2年近くＣＧを描いていな
～5年で今は両方所有。（lV1sXoMAG形鋼､そう五二れはその決意CＧ（MSXoMAE形式）かつたそうだ（MSX･MAG形式）
～5年Fで今は両方所有。（MSX･MAG形式
金

２酸

ＦＡＬＣ０ＮＮＥＴ宣伝ＣＧその５
ＦＡＬＣＯＮ－ＮＥＴ宣伝ＣＧその５

:ま

無題(ＵＤＯＭｉｏＭＡＧ）

鱗
三
畳
雪
雲
塞
窒
蕊
I篭iｉ

ii1Im蕊'１鰯,．
〆－７

i'i lil ili

鰯壺鰯鰻爾V@m，－，

噸鰄紗～纐

qP=｡｣E『冠ロIP－｣Ｌ＿

アップロードする人厘の指止まれ

１１Ｉ

※写真の説明文の最後にある一文は（撮影機種・画像データ形式）となっています

i;iFfiiil1:,，

識１１

》蔓鑿雲

パソ通をすればいろんな人に自分のＣＧの意見
を聞くことができるのでＣＧの世界がもっと広
がるはず。そうはいってもパソ通はお金がかか
りそうだし……というＣＧ作家のために編集部
がかわりにアップロードしてしまおう、という
のがこのコーナー。もちろん、ネットワーカか
ら寄せられた感想は作者本人に転送するし、誌

面にも掲載してみんなに紹介する。応募方法は

①オリジナルのＣＧ(MSXViewは不可)②その

作品についてのドキュメント(説明文)③必要

作者はKOUYOUクン｡SCREEN5で､､倶楽部を使用｡他櫛in作者はうどん・てんどんｸﾝ｡Ｆ１ﾂｰﾙディスクとＭＡＧ ．｜事項を記入した80ページの応募用紙をパソ天
作者{よKOUYOUクン｡SCREEN5で､D倶楽部をt」
のことも考えて一度､PC-9801のSCL､で表示した後MAGセーパを使用。ルーペの修正もほとんどなく、｜時間で猫’「アツプロード｣係まで送ってほしい。
のことも考えて一度季PC-9801のSCL､で表示Ｉ
セーブしたそうだ（MSXく IＧ
ｾｰﾌﾞしたそうだ（MS)<･MA轍織きあげたそうだ（MSX,MﾊﾟG形式）

ＩＩＩｌ］

雲塞二

ハＳＤＴＥ

震 八一胖ウエアラポ|M3『mwaielLahmi川

[■「
先月のＦＡＬＣｏＮ－ＮＥＴ

Ｎさんに登場してもらうことに

その作者がＲＡＥＬｌＡＮさん

のシスオペＴＯＭＳＯＮさんか

なった。会月の付録ディスクに

なのだ。彼はハードをいじるよ

について聞いてみたぞ。プログ

らの紹介で今月はＲＡＥＬｌＡ

ラエタームを収録したのだが、

りもプログ､ラミンク､を得意とし

ラマ諸君の参考になるかな？

MSX自慢

ているそうなので、そのあたり

ラエターム作者ＲＡＥＬ１ＡＮさん
ラエターム作者ＲＡＥＬｌＡＮさん

ＭＳＸを使うようになったきっかけは秋葉原のお店で買って欲しそう

にＭＳＸがぼくを見てたから(笑)。ホントは単に、（当時は)値段の割に
グラフィック機能が良かったから。
現在使用しているハードはＷＳＸｌＥＤｏＳＢカートリッジとＨＢｌ－
ＥＳＥＣとか常にのつかってます。モデムはＭＤＥ４ＦＳア。ソフトの
ほうは、パソコンはほとんどバソ通にしか使ってないんで、ＲＡＥＴＥ
ＲＭとＫｌＤ。最初にインターレース画面を見た時は目が疲れちゃった
けど、桐れたら気にならなくなった。
バソ通やってて、物理的にと力､網神的にとか得るものはそんなに無く
ても、自分なりに一所魎命やってれば色々な人たちの色々な－面を見る

Ｂ□とＬＢＯ｡ツールでなくて申し訳ないんだけど､ピンクソックスシリ
ーズって名作だと思う｡密かにスタッフを尊敬してたりします(パソ通以
外にも使ってるじゃね_か)。

これからＭＳＸでやっていきたいのは、ＲＡＥＴＥＲＭとＭ、Ｈ・Ｒ
Ｖ．とのバイナリ転送の強化。それと、本格的なオンラインゲームを作
りたい(けど時間が無い)。打倒ピンクソックスを目標に単発のゲームを

作ってみたいんだけど、あの感
性とＭＳＸとをマッチさせたセ

ンスには勝てないだろなぁ。そ

れから、作りかけのモノですが、

甑ができて面白いです。

ゲームを已本、バイナリィメー

おすすめソフトは作る側から見たら、ＤＤＳ１であれだけやってくれ
てるＳＫＩ、。あと、ＭＳＸ特有のソフトってわけじゃないんだけどＭ

ルで(一応)送ります。

囮函匠1匹＄正沮

】]図Ｈ１正＄正屯

、Ⅱ巻＝ⅡＬＥ田

町Ⅱ駐＝HＬＥ鐘

囚正＄muJ正田

屈圧匹囚Ｗ正田

ＭⅡ耐

皿Ⅱ、

：

識一

韓

～_亭
）

RAELlANさんが｛乍りかけているのは１本がパズルゲーム種もう１

本力巧蕊の２人対戦開タンクゲーム。相手より先に３発ミサイルを
当てれば勝ち、というシンプルなゲームだけど燃える／

ＨＢｌ－２Ｓ２Ｃソニー製のＲ
Ｓ－２３２Ｃカートリッジ。これを

スロットに差して汎用モデムと接
続する。１万９８００円で発売してい
たが、現在では製造していない。
中古屋さんで見つけられればめつ
けもの。
KlD、ＳＫｌＤＫ１Ｄはアスキーの

ｒＭＳＸ－ＤＯＳ２ｔｏｏｌｓ』に入って
いる日本語エディタ。ＳＫｌＤはソ

ニーの｢リファイル君』に入って

いたエディタでＤＯＳ１上で動作
する。
ＭＳＯとＬＳＯ両方ともDos
2toolsに入っているマシン語ツ
ール。ＭＢＯのほうはアセンブラ
でエディタなどて常打ち二んだマシ
ン語のソースプログラムをＬＢＯ

ﾌﾘｰｳｴ識菖は☆

ＲＡＥＬＩＡＮ

Il1i1繍當lJ畳
熟

こちらはパズルゲームのほうに収録されるごぼうびグラフィック。
ピンクソックスを崇拝するだけあって、ちょっとエッチ。グラフィ
ックのほうもRAELlANさんが描いているそうだ。

楠☆☆足
|補☆☆足’
で読みこめるコードに変換する。
ＬＢＯはプログラム同士をくっつ
けるリンカと呼ばれるツールで
ＭＢＯで変換したファイルを実行
可能なファイルにコンバートして
くれるのだ。

ＲＡＥＴＥＲＭとＭ、Ｈ、Ｒ、
Ｖ・とのバイナリ転送の強化
バイナリ転送というのはホスト側、
アクセス側の両方て同様の形式で
やりとりしてやらなければならな

い。「ＭＨ．Ｒ、Ｖ・』というのは

RAELIANさんの作ったホストプ

ログラムでこのバイナリ転送の方
式を既存のものからオリジナルま
て作っていくつもりで、まずは既
存のものからだそうだ。
オンラインゲームネットにア

クセスしてゲームをプレイすると
いうものは大手ネットにはいくつ
かあるけど、専用プログラムを買
わなければ動かないものが多い。

専用プログラムがあればかなり複
雑なゲームが楽しめる反面､｢どん
な機種でも同様のサービスが受け
られる｣というパソ通の利点がな
くなってしまう。ＲＡＥＬｌＡＮさん
の考えているオンラインゲームと
いうのはネットにアクセスするだ

けて誰でも参加できるもの。現在、
ダチュラという戦闘ゲーム(参加
プレイヤー同士で戦って経験値を

かせいだりする)をＷ－ＮＥＴ(ア

クセス番号U423-66-3138)で実
験中。最終的にはマッブヒヒを歩け
るＲＰＧを作ってみたいそうだ（〕

多くの人に使ってもらうことを目的に辮斗で提供されているソフトのことをフリーウェアと呼んでいる。最近は｢パソ通＝フ
'ノーウェア｣という図式が定着して、フリーウェ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
に返さない人が増えてきた。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し轡いてあげよう。

[;111

フリーウエア･ライブラリー｢『Bow川marV
１月号ということもあってパ

が基本的な機能は同じ。電話帳

字ＲＯＭが必要(ＭＳ

ソ通の基本中の基本、通信ソフ

やその他エスケープシーケンス

Ｘ－Ｗｎｔｅｌは不

トを収録したのだ。このソフト、

のカラフルな画面など、ネット

可)。そして、ビクター

モデムカートリッジ版とＲＳ－

にアクセスするのが楽しくなる

のＨＣ－ＳＳでは動作

ｅｓｅｃ版と巳種類があるのだ

機能で満載なのだ。ただし、漢

しないそうだ。

ラエタ画一ﾑﾙ･モラミムカートリッジ版
､リッジ版
ラエターョム･モテゼムカー
モデムカートリッジを差して、

番号の入力待ちになる。入力が

方｣にあるようにラエタームを

終わると右の写真のような電話

立ちあげよう。すると、下のカ

帳画面が出てくる。

別やリダイヤル数などを聞いて

の上下でアクセスしたいネット

くる。ここで｢４｣と｢２０｣を選択

名を選択、リターンキーでアク

すると画面が変わるので、ネッ

セス開始する。ＥＳＯキーを押
せばキャンセルするかどうか聞

いてくる。ラエタームを終了す

ｉｉ’

轟

：紐上里モェ丑LL]砿

liWL1
1鮠，
｜Ⅱ

}i）IHFざ．

ＮＥＴにアクセス

I1qh3常淑Ｉ

ＯＦＡＬＣＯＮ１

雌！`鐡蝋(''MM；

するとこんな画面

”

［ iT■plJFj

が出る

型【:

ま

臘
臘

同汪甲６０■ＢＭ５■

ｌｉＢ
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電話をかける
電話帳でネットを選択

砿糎蝿測か輌町減弼邸恥調

DOC

鵯

灘；鍵

;Ｉ繩織
iii ：iｉｉ

鑿ｉ ｉｉｌ

ネット名、アクセス番号を入力

』2160 92-19-2729127
20688
３３２８

Ｗ;全識Ｔ

ili灘｜

常呂ネット

辮辮，

ふる芯－Aﾊﾟｮｳﾞとわ-<
ラオヅクズＪｒ・ＮＥＴ

Rlfか苫0h．OL山UFO｣Ｐ

鱗lllllI

;雑_隅L[卿Ｅ

綜総-綿綿

ニフティサープ

麗轍;卜
離謡&_卿EＴ
1塵i雨Tii7E1I霧１１[国電霞篭雷扇面､１
コ

0ArZ9
Q7f

熊熊鶴-iMi
綜鵜-鵲‐

Ｗ－ＮＥＴ

ロ『『、

繍

登録

SVS
COli

鑑 露關鑑

H9

山⑪山甲山・平山⑭

；Ｉ

あめね蜜と

凶晶も轟必甲山堺

鵜ザ ill
DIR

灘１

えｉｌ跡､あん-3in●と
ＭＡＲ［Ｄ－ＩＷＥＴ

小品小品心甲山品
山甲山啼山、山尽

使用している電話ﾛ繍命4自動判Ｎｉ
ﾘﾀﾞｲﾔﾙ時の待ち隙間印20

■

砂甲山・呼小・叩小品

るにはＦ巳キーを押すのだ。

三話雪号

名前

小ｆ心耶も帰山品
山いも帰心ｆ山、
山ふむｆ山＄山師

初期設定

百１

幽押盤蹄幽瀞馳締幽押

電話帳画面ではカーソルキー

トの登録を選択するのだ。この

言語帳

ＡﾗRAETMD⑪
A>RAETMD｡

小品杏■いむ吊心甲也、
小品杏■いむ己１心忠
と甲山息し↑山堺
收⑮山甲必吊曲邪
と⑭曲命山帰心邸

コミにあるように電話回線の種

⑤通信ソフトＲＡＥＴＥＲＭＶｅｒ、０．８２Ａ
③通信ソフトＲＡＥＴＥＲＭＶｅｒ､０．８２Ａ
ｂｙＲＡＥＬｌＡＮ

起動の仕方

後、画面はネット名とアクセス

ＭＳＸ－ＤｏＳから｢起動の仕

合月のフリーウェアー覧
合同のフリーウェアー覧

属蕊J麗譲麺’穗了

訓篤

躯騨08.0,1gIOO

92F6809i7I55
12-08-10i6:９９

;灘:鑑i;；

,2-0“０i61i6

11lil鵜

ｌキー 鰯1WしてITBrlT】iI1aljモー

lHlこしでクワ浮口一Ｍhk；のコマ

ドを怖用丁愚【トキュメント参照）

堂籔

騨糠

|名前｜え…/ｗｉｌｏと
|醗読鶉'0123摩4F關G7的

ご札WいいＷｉＵＷＩＷＮ】■

これがネットを識認する１，面。ネット名と
アクセス悉号を入力するだけのかんたん操
(槁假大8E局のネットを登録できる

回Ｉ鮴？

;鵲）

ﾘ鈎蝋時艀 !;IMI遥曝 LzT<藤さい(【←】【奇)）
初蛎碇ははじめて立ちあげた凸嘗に鰯尺
するものと同じで回Wim1鵬に|｣ダイ稲ル
閲隔寵H寵し直せる

「

フリーウェア感想文(11月情報号）
11月号ではオランダのフリーウェ
アｒＡＮＭＡＳＡＭＵＳＥＭＥＮＴ

ＤｌＳＫ』とリンクス杯争奪ＣＧコン
テストの優秀作rPORSCHE911

R』｢空の魔女号』を収録した。
AＮＭＡのほうは７種類あるデモ
のうち比較的おとなしいデモを収
録したせいかあまり感想は来なか
った。ディスク容量にもうすこし
余裕があればいちばん派手なやつ
を入れられたのにな－.一方､ＣＧ
のほうはどこから見てもすばらし
い作品だったので、絶賛の声が多
かった。

9０

砂ＡＮＭＡ
記事中､周波数について｢関西では
50Ｈｚ､関東は60Ｈｚ｣という記述が
ありますカミニニでi磐武のはテレ
ビの放送方式による１秒間に画面
を書きかえる回数なので、ＮＴＳＣ

方式の国(日本やアメリカなど）

のＭＳＸはすべて60Ｈｚで､す｡５０Ｈｚ
を選択するのはPAL､ＳＥＣＡＭ方
式を採用している国のＭＳＸマシ

ンです。どうやら電源(交流)の周

波数だと誤解されているようです
が、電源の周波数は関東が50Ｈｚ、
関西が60Ｈｚです。だから、Ｍファ

ｌ薯Fﾕﾒｼﾄ働読ai'方☆

■ＰＤＲＣＨＥ＆空の魔女号

ンの読者は無条件に60Ｈｚを選ぶ
ことになるはずです。最初に周波
数を選ばせるのは実行中に走査線
割り込みを多用しているからでし
ょう。それから、このソフトはメ
モリマッパを搭載していない６４

ポルシェのほうはフロントガラス
への映りこみが｢写真じゃない
の？」と思うほど描きこまれてい
て感心しました。空の魔女号のほ
うもいいけどSCREEN12で見て

ＫのＭＳＸ２(ただし、キヤノン

みたいな。

く)では動きません｡ヨーロッパの

いいですね。さすがリンクス杯だ
けあります。確かに空の魔女号は
ＢＬＳのほうがいいですね｡でもイ

（東京都／跡部靖夫。１８歳）

画面も捨てがたいです。ポルシェ

Ｖ-30Ｆ、東芝HX-34、松下Ｆ
Ｓ－Ａ１ＲＦＳ－Ａ１ＦＭを除
MSX2はマッパに対応したRAM
ディスクを搭載しているそうです。

（茨城県／水越功.？歳）

ンタレースしない、ちらつかない

☆こんなにも丁寧にご指摘いただ

は本当にSCREEN7には見えま

きありがとうございます。同時に
読者のみなさんごめんなさい。

せん。

（三重県／久藤謙一郎・１４歳）

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tl属している。これはドキュメントと呼ばれ､使い方などが

書かれているのだ｡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。①BASIC②CALL
KANJI③CALLSYSTEIV⑪MODE80⑤TYPEファイル名

〆

可

PＡＳＯＴＥＩｌ

霊

■■■

」

ﾗｴﾀＭ･RS-232C版
ﾗｴﾀｰ副州冨IS-2320111ii

さて、ここではアクセスした

また、コマンド

あとのいくつかの機能について

モードでカーソル

かわりなく動作する。ただ、作

書いておこう。ＣＴＲＬキーと

キーの上を押すと

スペースキーを押すと漢字入力

ヒストリー機能が

のはオムロンのＭＤｅ４ＦＳシ

ができるようになる(ＧＲＡＰ

使用できる(リタ

リーズだけ。それ以外のモデム

Ｈ＋ＳＥＬＥＣＴも同様)｡ＳＨ

ーンキーで実行)。

は持っていないので動くかどう

ｌＦＴキーとカーソルキーの上

そのほかにもいろ

かわからないのだそうだ。だか

でバックスクロールモードにな

いろ機能が用意さ

ら持っているモデムによっては

る。上下にスクロールし、文章

れているので｢？」

動かないかもしれない。

を切り出すこともできる。

と入力してみよう。

ﾌｧﾝダム『ﾂｰﾙﾉL,の『Zsmall』を溌鬮しよう／
ﾌｧﾝﾀZArﾂｰﾙﾉL,のlZsmall』を活用しようノ

{雛WM瀞、

１Ｍ汗`､l霧鋳掛Uwi翻蠕舗
一ＭＭＮｍＭｆ１ＷＩＤＩ－
MＭＡＮＤｌ

？

《filEn準》

鱸

プト

者が完壁に動作するとしている

A>RAETRS⑲
A夢RAETRSO

ｑ

ﾋﾟ札かＫｅｙ遥桿して<蒲さい

起動の仕方

|■

ｏコマンドモードで「？」を入力するとこの
ようなかんたんな説明文が表示される

このＲＳ－ＰＲＰＣ版も機能
的にはモデムカートリッジ版と

起動の仕方

A>ZS⑫
Ａ>ZS⑪

バソ通は文字て;やりとりされ

味でＭＳＸ本体に付属している

入力する機能だけに限定したも

秀なものなので、これをパソ通

るものだから、曰本語が快適に

ワープロソフトは使いやすいと

のがエディタだ｡ファンダム｢ツ

入力できるかどうかというのは

はいいがたい。ワープロのいろ

ール／｣で収録したzｓｍａｌｌは曰

かなり重要なのだ。そういう意

いろな機能をけずって、文字を

本語エディタとしてはかなり優

で利用しない手はない。さっそ
く「ＺＳ、ＣＯＭ｣をコピーして

暑の1鱗

薊…ト鰯グ イフヱクロ憲癖感

さっき、電話帳モードでネット
を登録したけれど、じつはこのと
きオートログインマクロというも
のを作っているのだ。「ＮＥＴ1．
RAE｣というファイルがそれで、
zsmallを使ってこのファイルを
読みこんでみるとネット名とアク
セス番号が書かれている。
詳細についてはドキュメントを

Ｅ;:竿M↓
r:：↓

ＩＤ

１

ⅢⅡⅢ薄口

臼:識弱義號識読竿M↓

=:巍巍詫號竿耐↓
｡

パスワード

:：４，

侭E鏑HH1mIi鬮鰄,師■…NN麺圃
■

■■■■

；

鴎７
" K卜Ｉｐ

:1蝋

鴎.１１蝿 FＭ

｡

i叩｡ｉｎ､。 日日ﾛﾛﾛ；

､一風

汗嬰

５ﾛﾛﾛﾛ叩：

鵬1創態恥Ｆ乱COMET

ドを聞いてくる

RAEL1ANさんに送る内面7百7【士FALCON-NET

m郡I胸、

■■

ﾛロロロ■

■■

■ロロロロロ

ﾕｺｴｺﾄｭR1r-1LJKJ

③ＯＫだとFALCON-NETではこのよう
に色のついた画面で歓迎される

7102

表震１とんに藩億Ｍファンです園

呈可

!:iｉ

【｡】

Ⅲ

博餡

①ネットにアクセスするとＩＤとパスワー

｡上の文章を〆－ルを使って作者の

Ｏアップロードするには
コマンドモードを使う

((《（

ロ

Ｂ月日■■

：；日
日

ﾛﾛﾛﾛロ■ロ
ﾛ■■■ロロ日ﾛ：回ﾛ

-△壷丑=』!【三田轟詞HP

銃一一「一蝿汕

■

使って書いたほうがいい。といつネットに入会するたびにこの文章
ても、あまり短いものは文書ファを使用できるのだから便利てしよ。
イルばかり多くなって意味がないせめて、プロフィール登録用とボ
から、長めの文章だけをアップロ_ドヘの書きこみ用の２種類は用
一ドしてやるといい。電話料金が意しておくのがマナーじゃないか
かかっていなければゆっくり落ちな。両方とも同じ文面じゃ、味気
ついて書けるしね。なさすぎるもの。

⑭「￥Ｍ」というのはリターンキーの意味で－，やパ
スワードを入力するときに使用する

1⑪:１１Ｕ２Ａ:、巴t２ｒａｇ
:：FAL唖nN-NET:薮4鱸-254日↓
f:FAL↓
ログファイル名
－１￥F\ﾛ"Ｌｐ１升／A羊Ｎ４ｌ

パソ通の場合やっぱり、電話料たとえば（新しく入会するネッ
金はできる限り節約したいからボトだったら自己紹介の文章をエデ
ードに書きこむ文章はエディタをイタて書いておくといい。その後

①付録ディスクにフリーウェアを収録する場合は二
のような文章をあらかじめ書いて、作者に送る

１行目はネット名とアクセス番
号てこれは自動的に作られる。２
行目が文字列の設定でこの場合は
ログファイル名の最初の３文字と
して使用される。３行目はログフ
ァイルをオープンするためのもの
で、２行目て指定した文字列につ
づいて日付が書きこまれる。５行
目以降は「：」を受信したらｌＤ
とパスワードを送信するという流
れになっている。

みになっているのかだけ下の
ＦＡＬＣＯＮ－ＮＥＴのオートログイ

「.：：

その２アップ鰯…艀鬮文鑿濯搾る

ンマクロを見ながら説明しよう。

読んてもらうとして、どんな仕組

使っちゃおう。

M野屋'1〃’

iｉｌｉ

IIzGHfNUllrAIIW湶刃TTF厩§'ﾕKう叫ハ
卿ぃ糖f蝉OII紙占堺41碗０

０ドル(KIpw

■包凹四
uHWH小N9HIuUTv§nRIJI811肌１ＭＷ目閑、

鰯

弓E毒】)】fロ

③転送できたら｢Ｙ」を入力してメールを
送る。このとき「？」を入力すると両司寿下
のようにかんたんな説鴻文が表示される

ﾄﾞ鞠〆鯵卜郵織‐ﾋﾞｽ☆鷺明鵜ﾘｨ嘉雛W鰡識ＴＩ灘證ii;F:1懲騏蔚謬譽鑑〔ﾖﾄiWi鎖獣鷲
にパソ天「｜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。
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☆｢ＡＶフォーラム｣への投稿募集中／応募要項は81ページ(規定部門のお題は右ページ欄外）

の
合月の１本

ご石
②
夏①空

■大分県,町１１⑪Ｆ、｜、Ｓ(１８歳）

-宗

iiiiijliliil
これで函〕，{鮒】Ｆ，’．Ｓとなる。彼

の推す作品と塾長の気に入るものは
Iや2か人

若干ズレているんだけど､いずれ|こせ

よ毎回見事なものが届いています。合

クと
クムクと入道雲を
回は、夏の青空にムクムクと入道雲

描き､ジェット機力 K横切っていく（しか
も音付き)という作 品｡雲のはしがぼけ
てジ
ていてジェット機
と合わせるととても

〔し（、、Ｊ日』屈凹〒１Ｖ〈１ｐ０ＦｒＥヨＴＬ・ロ

ー」Ｅ】９１Ｖ〈圃回（□、、：【Ｕ
１Ｉハレイーｎ回、凹巨』、空ｆｌｏ・字．ⅡＵ八〕］］

１COLDRuD,B:SCREEN5:DEFINTA-Y:ＳＥＴＰＡＧＥ,１:
ＣＬＳ：ＦＯＲエー１ＴＯ７：COLOR=（ｴ,ｴ，エ,７北CIRCLE〔１５，
ＣＬＳ：ＦＯＲエー１ＴＯ７：COLOR=（ｴ,ｴ，エ,７北CIRCLE〔15,

初めて遊びに行った友達の家は木造平
屋洋館。手入れはされてるけど古いま
まなのに感動。でも、１０月だというの

にすきま風ピューピューで寒い寒い。

規定部門｜お題は｢私の家

屋とう 》》歸樒 Ｍど・』１ん盲こ

という作品。音の処理(茶碗ごとに音がちか

う)がうまい｡これは実際Ｕようだんではなく
口

て、かつてわたしの住んでいた下宿は、地震
によって雨漏りが猛烈になりました。

「
「－露
壱雷

笹身

灘
､唾

可

＋ＪＦ１））ＸＯＲ１７６）：ＮＥＸＴ：SPRITE＄（、=B＄:NEXT

３０ＰＥＮｌＩＧＲＰ：”ＦＯＲＯＵＴＰＵＴＡＳ＃１：ＰＳＥＴ（１００，１００），
、：ＣＯＬＯＲ７：ＰＲＩＮＴ＃１，吋○月ｘ日為M〃:ＦＤＲｴｰDTO5DZU:

ＮＥＸＴ:FDRI=DTO8:SOUND8115-I:SOUND７，５５:SOU
ND6,2：SOUND１３，O:ＦＯＲJ=qＴ０５０Ｄ－（I=B）I+5009

４ＮＥＸＴＪＤＩ:ＳＯＵＮＤ７ｎ６３:DRAlAlD,S4C15BlVlD9DR255D

２１１L255U211F42R171NE42D127NF42L17１NG42U1
27D61R3DD66Blvl67,１３ＢＲ１Ｄ１Ｌ１Ｕ１ｒＰ:ＰAINT（，，8）,
13,15:ＰＡｴNT(1,9〕,１１，１５８PAＩＮＴ（９９，９９）,９，１５
：ＰＡＩＮＴ（２３０，９９川１１，１５：ＰＡｴＮＴ（70,15Z),14,15
：ＰＡエＮＴ（99,189),6,15:ＦＯＲｴｰＤＴＯ９９９９：NEXT

ＳＦＤＲＴ＝１ＴＯ３:Ｏ=７０倍Ｔ－２ｇ：１ＦＢ(Ｔ－１）〈４THEN8ELS

EｴＦＹ(T)=OTHENFORｴｰZTO1:PUTSPRITEI+Ｗ４，（Q
リ０〕'０（［ルエ：ＮＥＸＴ：ＣＤＬＯＲＳＰＲエＴＥ（Ｗ４＋１）＝７９

６Y(Ｔ）=Y（Ｔ）＋T＋４：PUTSPRITETOf4T（QjY（T〕）江F

Ｙ（T)<18BTHEN8ELSEY（Ｔルロ:FORｴｰＤＴＯ１:ＰＵＴＳＰＲ
ITET升４＋２，（Ｌ１８Ｄ），７，２

７エＦＥ(Ｔ)=１ＴＨＥＮＳＯＵＮＤＺ,６０１+Ｔ:SOUND1H1：SOUND

.■、.=

--＝I

私の赤い家■大阪府･竹内陽一(18歳）

アメリカの童話に『小さいお家Ｊ１というのが

がて郊外に建て直されてハッピーエンドにな

千葉クン(ＭＳ)は、ディスクに作品か入っ

るんだけど、竹内クン(ＭＳ)の作品はその新

てるんだから本誌には写真を載せなくてもい

宿新都心バージョン。なにしろまわりのビル

いのではないか、という意見。千葉クン自身

がやたらめったら超高層です。高層ビルとか

の会回の作品は、まさにそのとおりで写真で

長い地下道とか(ま、なんとなく不安な感じが

オチがわかるとつまんない。実際にＲＵＮし

あって永遠に近未来的なたたずまいだ。

たあと、なにかキーを押すと……なるほど。

lilliilllMllllil夢
愛
国℃

ｉ ｌｉ

:エ（､）＝､:I(1)=2.2:ｴ(2)=４．４８FORｴｰDTO7:Ａ$=A
$＋ＣＨＲ＄（ＶＡＬ（”＆Ｈ〃＋IVllD＄（''１２３Ａ７ＣＦＥ７Ｃ７４７Ｃ７ｄｆｎ
ｌｌｆ２＋１，２）））：ＮＥＸＴ：ＳＰＲエＴＥ＄⑫）＝Ａ＄
２ＰＳＥＴ（１５０，９，〕，１５：ＦＯＲI＝ＯＴ０９：ＲＥＡＤＸ，Ｙ：ＬＩＮＥ
－（Ｘ，Ｙ）、１５：ＮＥＸＴ：ＤＡＴＡ１５，，１７５J１２５，１９０ｕ１２５９

１Ｚ５，１５０，９０，１２５，７５，１０，，９０，１，９，１７５，１２５，１９，
，１２５，１９５，１００１９，
zPAｴNT(125,99〕,１３，１５：ＰＡエNT（１１２，１１９）,１４，
１５：ＰＡエＮＴ（１４０，１１，〕１１４，１５

４COLOR13：FORI=ＯＴＯ３:LINE（'十f5＋１０５，，十３+９４)
－（エＨ５＋１０５，エ+ﾄﾖ＋１７７北ＬエＮＥ（エサ+５＋１３０『１０３－エャトコ）

-（ｴｻt5+130,186-1絆３）:ＮＥＸＴ

ＣでＨＦ Ｒ２弧キ－ｌ叩葡 派笙Ｆめ Ⅱ ＋垂｝》す

回Ｊは
③行２の｢回｣はKEYliCHR$(’４４)でＦ｜キー、「回｣は
KEYIICHR$（１４４１)でＦ１キー、「回｣は
KEY2CHR$（lMr)でＦ２キーで打ちこめます
６〃)でＦ２キーで打ちこめます

０）：Ｉ＝０２ＮＥＸＴ

あらしがくること国長野県壱一(14歳）

ち－クン(Ｍ)のこの作品も｢夏の空』とおな

Ｕように、拡がりのあるダ､イナミックなもの

だ。線自体はシンプルでも、それが動き出す

と感動したりする

のがアニメーショ

ンの不思議なとこ

１，北ＬエＮＥ（１４９，III5＋９５）－（１２６０１仏５＋１１０）：ＮＥＸＴ
ＴＳＰＲＩＴＥＤ，（１２４１１３０），８，Ｚ

７ＦＯＲＩ=ＺＴＯ２:ｴ（ｴ〕=Ｉ(I）十．8:ｴＦ１（ｴ）=6.2ＴＨＥＮｴ
（１）＝日

８X=１０５+COS（I（１）〕冊７９:Y＝７７+ＳｴN（ｴ（１））什７０:Ｃ
ＯＰＹ(０，Ｚ）-(５０１１１５)，1TO(Ｘ，Y）
ＱＮＥＸＴ２ＧＯＴＤ７

ろ。たしかに嵐の

ときには雲の動き

③雲がぐいぐい迫ってくる。雨はがとても速いのに
まだまだだけと（風は猛烈なのだびっくりします。
ＣＤＬＯＲ１５,0,0:SCREEN5
Y＝１６４８Ｎ＝５：Ｒ＝ろ：Ｃ＝６：ＧＯＳＵＢ６

Ｒ＝R++１．２:Ⅱ=R++１．５:Y=Ｙ－Ｒ/1.5:C=C－１:IFY<DT
EN7

ｴFC=2THEＮＣ=６
ＧＯＳＵＢ６:GOTO3

FDRX＝ＺＴＯ２５５ＳＴＥＰＮ:CIRCLE（X,Y）,Ｒ，C：PAエNT
XリＹ）ＩＣ，Ｃ：ＮＥＸＴ：ＲＥＴＵＲＮ

Ｖ（ＦＫ●Ｅ己ｙ〒ｌ

６００PY（１００，７５）-（150,190）TＯ（２）､）,1:CLS:ＰＵ

ｒ

８+エ16121,9,兆曰U，，､46,2.7,2.24:NEXT:℃IRCLE
（１２８，１５０），９２，，１，．４

２I$=INPUT$（１）:FORｴｰDTO1:PSET(68+I升１２１，９

ﾖ麹iiii

８ｴＦＹ(T）>１１AＮＤＹ（Ｔ)〈19ＴＨＥＮＰＵＴＳＰＲｴＴＥＴｏｆ４+2,
８），１６－Ｔ'３：Ｅ（Ｔ）＝１

１COLOR１５１１，１:SCREEN2:FORI=DTO1:CＩＲＣＬＥ（６

１ＣＯＬＯＲ１５，１，１：ＳＣＲＥＥＮ５，，：ＣＯＬＯＲ舌（１３，３，ろ，ろ）

５FDRI＝ZTO15:LｴNE(1gljIlI5+９５）－(124,ｎｆ５+１

９NEXT:GOTO5

ちよっ と!怖いものが…
怖

ははははは……えつ？團霧鍵のり(１６歳）

あって、家のまわりがどんどん開発され、や

８９１６：ＳＯＵＮＤ１２ｕ１５：SOUND１３，gELSESOUND7l62:P
ＬＡＷＬ１６０８ＣＥ

（、，２１７）：エＦＢ（Ｔ）＝ＳＴＨＥＮＰｕＴＳＰＲＩＴＥＴＯｆ４＋３W（、，１８

自由部門

■

ＦＥ

ＩＴＥＴｗ卜十I，(0,217〕:NEXT:B（Ｔ〕=B（Ｔ）+１:PUTSPR

ＳＯＵＮＤ８ｎＺ：ＲＥＴＵＲＮ

弓碧

『１つニヱゴｕⅡＰ４・臣ニノロリ■ｌラー９＄Ｉ『ＩＱＵ０

Ⅸ１垂２判呼子卸ろい舵叩４，頭旧ギ５画佃仇６稻、呵面”７叶ふ一８川矼Ｑ師ｏＫ凸叱弧出紅ｍｗがⅦＥ町酊Ｒシ圷旭」Ｊ・ｌ垣ｘ随行臼ＮＣ｝Ｉく採粁ＬＹＸＡワみ』ｊＤＦ：Ｔ３１応Ｓ毛『の鈴宅叩的山卯麺煙Ｐ司咋動郛卵氾矼廻而ｎ柿則征印、勘比昨おｒ牢Ｈ工出弧い耐皿汀柧刈“沁圷珠町剛闘●Ｃｌ５ｚ】」｜々ヂラー・《Ｋｕ【□■〃。》０一可Ｉ］凹Ｊ戸田伝』刊〔ＵＥ＋ひⅡ前句二⑪両Ｔ凸用！ＯＢＦｈ（ソ：ＮＭ２３鄙ワＡＬ咀｛フにハ赤川乱ｗ媚師咋欧粁舵、旧則叩ｎ守８円企のツｍ部竹アリ↑Ｑ時，回口ｖ『－１巨三声ドⅥザラ’▽皇ＫＣ◆９○Ｚ子Ｉ：、ロ民胖・［〃ｖ〈ⅡＵ１〔ｕ戸ｒ７⑤■０剤側▼上（しＤＦＥｐ皿こ］〒ＴＡｎ《やｑｌ」一－千吋】ｚ句Ｐ勺言〕ＭＮ弓Ｊ）＋回◇ｏＲｓ８５恥ｇＬヲ△く山●Ｑ打』川【コウハワ何『ｗ。叩ルゲＶ牛口珀凸巨，Ⅸ田ｍ夕、‐二｜⑪ごＨ９つ｛Ｕ・（：Ｉｃ廷”□甜〒北［Ｅ一念ｎＦザＴ１】■｝Ａ屯日Ｄ４Ｃｐ０ＳＰロｚ］Ⅱ」ｆ～ｒ寺②部茄十③〔Ⅲ期→干ｌも什可ｕユゾ債』勺丘孕吋らＮＬ。眠り》【イー《⑮守回う宇Ｊ姑８．Ｋ『Ｈ）村わひｏｄＵ・ＭｗＩ学ご后ｍこリマ▲ｊ△１’Ｔト（しＦ〒フ】｜ｐ０叺牛□］内口叩く■ＢＥｎ－＋ＤＰソ＄二Ⅱ［，公子」』一●らブｖＬ７５川ｕＣＮ。Ａプ用〃ｌＪ〔》Ｑ什Ｓ囚や句〕ａＭ皿司の可亘｝斗戸吋十３屯ⅢＵよｚ）ｆＩｋ原・ローンシ．】ワ０、（：〒Ｔ田日刊Ｗ４し好□イｎｐ－１船◎グｍｒⅡＥＤ］つｊか⑭【伝』巨弓剖回打■’声一６りづ匪鈩万⑫函灯旭卵牙叩睡鴎臥汐解双胆“わ”｝引町駝心Ｍ川吋肉ラーｕＨ。画（二，０３Ｐ房民：ＧＵＳ、５色＋９》汁カケ砂『Ｊｎ直ヨⅢ〕勺ｌ□８ＬＦ〒よｐＮＱＤワ妬上Ⅳｈ〃句曲ＩＥ旱巨〉こｒ八ＫＢＲ
ｌＣＬＥＡＲ５００:ＤＥＦＩＮＴＡ－Ｚ:COLoR71DDD:SCREEN５，
２：Ｃ（９）二ｓ：C（１）=１５：Ｂ（､)=5：ＦＤＲI=ＤＴＯ３:B$＝”',
ZFORJ=1TO32:B$=B＄＋CHR$(ASC（IY11D＄（"アアアウウキ
キソソッッッソゾキウーーーＤ０ｐｐＰＰａａａＰＰｐＤｗ+STRｴＮＧ$（２７，”
－吋〕+”〃Ｗｐｇ－－－－＝---1回。ケ9中おえピーーーーーーイク函い”
り－－－ｙ全”マフっツソウーーーａＥﾉｲｾNLLHap-"，ｴﾘﾄ３２

１１．GOSUB5：Z=Z-.91:NEXT:END
BSOUNDD,11:SOUND1,2:SOUND６，３１:SOUND7,9:

①地上げの嵐もバブルがはじけ小休止か？

６小

チャピヤと Ｏ屋根裏とい

ｅ屋根裏というには派手な色合い。ピ
チャピチャと雨漏りするのであった

￣＝

辮鯰

6１
６鰯

＝ロ：ＰSＥＴ（エー２，１４７－Z),3:ＰSET（エリ14B-Z)，４:NEX

T:FORｴｰOTO９９９

一

赤|U奇クン(Ｍ)の作品は、雨の曰の屋根裏部

４

６：エＦＰＯＩＮＴ（エリｌ４５－Ｚ）＞２ＴＨＥＮｑ＝７１＋Ｚ：ＮＥＸＴＥＬＳＥＯ

！i声一三・

屋で、どんどん雨漏りがひどくなっていく、

田

ろFORI＝２５５TO-2STEP-1：ＦＯＲＬ=ＤＴＯ６Ｂ:NEXT：ＧＯＳ
ＵＢ５：ＰＵＴＳＰＲｴTED,（I－３，q+１４５－Z）'１５ｍｇ:Z＝Z+･Ｚ

壁

」

我が家の屋根裏事情口鵜艦(１８歳）

､

１５)916-ｴ，Ｉ:ＰＡｴＮＴ（15,15),I:NEXT：ＣＯＬＯＲ=（､,
15)916-ｴ，Ｉ:ＰＡｴＮＴ（15,15),I:NEXT：ＣＯＬＯＲ=（0,

ロ，９，７）：ＳＥＴＰＡＧＥ，Ｏ:FORI=DTO255STEP16:CＯＰＹ（
0,9,7）：ＳＥＴＰＡＧＥ，Ｏ:FORI=DTO255STEP16:CＯＰＹ（
０，０）－（３１，３１），１ＴＯ〔エ，１９２－ＲＮＤ（１）特１６）”ＴＤＲ：Ｎ
ＥＸＴ：ＦＯＲエー195TO25STEP-5:ＦＤＲＪ=OTO5
ＥＸＴ：ＦＯＲエー195TO25STEP-5:ＦＤＲＪ=DTO5
フヌ＝ＲＮＤ【１ＭキワズＱ＋１Ａ９ＴＦＰｎＴＮＴ【ＸＯＴ】＞ｎＴＨＦＮＣｎＰＹ
２X=RND（１）升２３９+１６:ｴＦＰＯＩＮＴ（Ｘ，I）>ＤＴＨＥＮＣＯＰＹ
（、,、）－（３１，．１〕'１ＴＯ（Ｘ－１６，１－９）９，ＴＯＲ：ＮＥＸＴＪ，Ｉ
:ＳＰＲＩＴＥ＄（２）=CHR$（16）+”〃wELSE2

Ｘ=205:Ｙ=198:Ｒ＝９５:ＦＯＲＺ＝ｇＴＯ１:ＣエＲＣＬＥ(X,Ｙ）

ＲＤ１２ｒ，，．S：ＰＡエＮＴ（Ｘ，Ｙ）１１２，１２：Ｘ＝０：Ｙ＝２DB：Ｒ＝
５５：ＮＥＸＴ：ＬＩＮＥ（５，５）－（２５Ｄ１２ＺＺ），１５ｐＢ２ＰＡエＮＴ（

'１）'１５，１５
Ｆ０，罠７ＴＯ４ＳＴＥＰ－１：Ｃ＝（Ｃ－１）lvloD5＋２：ＣＯＬＯＲ＝（Ｃ

エロ１，１〕：ＮＥＸＴ：ＧＯＴＯ８

９２ＡＶﾌﾌﾂﾞｰ副凄鱸鯛瞬:鰯FM濡鮪鰯輔,鯛鴨嘉Z鰯jJiimi鰹鯉醇誌騒灌嵯離鴻劉
げていただけなんだけどね)。あれに比べ新しくなったシステムは20倍ぐらいラク。みんなの作品にはいつまでもあじがあってほしいね。（ち）

｢めんたま｣はF定;Y1,＋以上､「ははははは……えつ？｣は囮璽RAM8K以上へそれ以夕W)作品は踵12/2+VRAM64K以上の機種で動きます｡また､「ほうい
ち｣は漢字ROMがないと正常に動きません。

日千葉県･たけと(18歳）

もとは中国のお話で、空が落ちてくるので

はないかと心配で夜も眠れない男がいたとざ、

というむだな心配の例えですが、そこはＡＶ

フォーラムのことですから、実際に空が落ち

てきて男にぶつかってしまう。たけとクン

l蝋ii1lii蕊鰄illllllilllil11ii1llｉｌｉｉｉ ;鱗'<filNjkiil1m:Nｉｌ
翻P

１COLOR１５，０:ＳＣＲＥＥＮ５，１:DEFｪNTA-ZRSPRｪTE＄（
６）＝”〈〈スＺ〈〈＄ｆｗ：ＳＥＴＰＡＧＥＤ，Ｚ：ＣＬＳ２ＰＡＩＮＴ（０，０），
７：ＦＯＲエー４ＴＯ１８ＳＴＥＰ７ＨＣＩＲＣＬＥ（１，４），４：ＰＡエＮＴ（エ，

４”ＮＥＸＴ：ＬＩＮＥ（０，１６０）言（２５５，２１１），２，ＢＦ：ＦＯＲＩ＝
gTO6:X=RND(1)什2348Y=ＲＮＤ(1)汁53:ＣＯＰＹ(DjO）－

(２２，８）Ｔ、（Ｘ，Ｙ），，ＴＰＳＥＴ：ＮＥＸＴ
２ＰＵＴＳＰＲ工ＴＥＤＩ１２ｇｊｌ５９），１５，ＤＩＣｏＰＹ（、，、）－（２

５５，８６），BＴＯ（Ｚ，１），１９ＳＥＴＰＡＧＥＦ１８ＬエＮＥ（０，０）－（2

55,日）,1:Ｄ$=打E16F16E16F16'7:DRAWfBlvlZ,７７C1ｻｹﾞ

+Ｄ＄＋Ｄ＄＋０＄＋、＄：ＰＡエＮＴ（０，８０〕，９，１：ＳＯＵＮＤ７，５４：Ｓ
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7３

ＰＯⅢＴ・Ｓ・

Ｔ】

現リデ

｜｜ユ’

｡

魅カビ後
力きる

71Ｉ

｜橇震胤ヨン。．Ｍ鍋一Ｍ蔓輕卜鑪欝鶚下広苣州繍戸躯一義疎略鞠端（佃礪）麺

辮幽籠旺囲罷篭｝軍…議雛腱（旧童

■

Ｐ

参覚簿■鱒ご籍〈薄口亀Ｊ１簿懲

■

●円
■

刀ｌｌ

ＰＯｌＩＩＴＳ

･げ

■

■

.、
■

IＦ

■■

鐘
Ｕ

色■

種

■

HI1

i(Ji三!{iii

<東京都>『ポーラち弾ん』Friem

dly／もっと音符をたくさん配置,，
してはなやかにしよう｡⑭

霧穰

<岐阜県>『クリ駁マスのせいじ〈

ん｣かどたっちゃんＫＫ／ドット

修正をわすれずに′⑭

け

ｍｈ

面

no■

角野

＝伊

申,可.■叶い,熟̀■。

●.
守

｣

０？

ＯＬ

■

■

■凸

￣●も

０G.ｑｉＷＭ

こ

■

郭幻一

庁ユ
￣■

■

、;．
「⑪

ロ

明をよく読んておこなってくだ

さい。メニューが表示されれば〈

解凍作業は終わりです。

配

さい。ただいま原因調査中です。

ＯＤＡ１１．ＳＲ７〃ＡＳｒＯＤＡｌ１．

２fil2三

９３年１月号

し

ｅ
こ

こから０ロハーーを

⑨争月はｧfニスｈ部悶｣噴位副作品 、ぬ
IJI党姻jfilf霞iを収fiLrいます

ロードしましょう

打ちこんでください。また、Ｂ

Ｚ■

ＭＳＸ－ＤＯＳのＡ＞か表示さ

．ｌれているときにＲＵＮ－ＣＧと

ぬりえしました
１月号のお｣垣

写ｌ・マー

☆再起動

．ぬりえ部門

ｎ戸庇一凶晩

Ｃキーでキャンセル。

MURIi9
npAI1

夜明け

ＪＡＮＥ

』ど迎界ｎ．

IiiLA･隆昌ＷＷＴ

操作方法は、カーソルキーで選
択、スペースキーで決定、ＥＳ

りません。

し

｢■

ＬＪ臓窪i墾辰霊諏冊馨

⑫ｲﾗｽﾄ部門o

☆操作方法

〈ＭＡＧフ・オー平ツトのＣＧデイ占集・・ＴＡＫＥＲＵで発売－銀杵Ｃ⑬コンテ兵トガスヌー↓仇した加年８［洞がらの約乙室山定４００ちか．ぃ採用作品のなかから、さらに優秀とおもわれる－００に甘叩をひとつ仁まと防冗庵炉・・・

タケ

■

Ⅲ

鍵『蕊鍵偲賊鍵辨■州鍵叫川雛一瑞擁茂鱗下側鱸…一忠轤一円

ぬりえ部門

⑨

①ぽつぽつぽ延マロ、措いたこのうささちゃん

を､みんな:どんなふうにぬってくるがの？

‘

蟻
・▽。

■

７座

ヘ
項
ＣＧコンテストヘの投稿大募集ノ応募要項の詳細は81ページ
３
何忽

￣

凸一｡

■

■

☆このページは紙芝居やＣＧアニメを解析するという新コ
ーナーなのだ。プログ`ラム的な解析は、マイクロキャビン
のプログラマ中津さんに強引にお願いしちゃったぞ。

■

巨ＦＲ□房UＬＥ
株式会社ﾏｲｸﾛキャビン企画開発課主任

!=1ｺ津泰彦

と、いうことで、いつのまに基本ということで、裏ＶＲＡＭ
かこの教室をやることになってとパレットの使い方を中心に解

マイクロキャビンのプログラマ
ーをやっています｡ＭＳＸ２版の

いた中津です。う～む、世の中説します。解説は行番号ごとに

あなどれません。それでは、とやっていきますね。
もかく始めましょう。１０画面などの初期化／ＳＣＲ
今回はアニメ処理の基本中のＥＥＮＳ(やはりアニメでコマ
一覆一

￣作品紹介一、
今回掲載した作品は、Ｍファン９２

年４月号で採用された『羽化』だ。

サナギからチョウが誕生するシー
ンをみごとに再現し、最後でチョ
ウになったとき、背景にアミがあ

勗誠」了『､､血緬Ｌ１コ しょうぶ⑭
』今

■

丑

モ

司墜

Ｌ」
「

畠が」アザ､､ハ⑩い＝し虫う馥口

エ

二三罫

ﾖ〆

しよう占い
豪打,」ァＪＴｂ､功偽③い＝しよう･鼻

<作者のコメント＞この作品は、家のちかくに

あったチョウのサナギを実際に見て作った作品

なんです。（神奈川県・ためしい）

100

「

といったところて､合回はおし

(背景がだんだん明るくなって

いく効果です）

ＲＡＭにもグラフィックが格納

]２０ＣＯＰＹ命令で裏ＶＲＡ

ら｢紙芝居＆動画教室｣あてにお

Ｍグ､ラフィックを１コマだけ取

手紙くださいね。（中津）

まい。ご意見、ご感想があった

６０パレットを行50でロードし

り出して表ＶＲＡＭに

たデータで初期化しています。

転送(座標や裏ＶＲＡ

70～80,150メッセージをグラ

Ｍのページを計算だけ

フィック表示(グラフィックモ

でもとめている所にも

ードのときにはこうしないと文

注目です）

字が出せないので注意）

'３０ループによるウ

100,140Ｐ＝Ｏ～11のループ

ェイト(タイミングを

(もちろんＦＯＲ～ＮＥＸＴを

とるための待ち時間。

９０ＰＬＡＹ'rT6DL107SDlvIろ０DDgGw
100P＝０

使ってもＯＫ）

ターボＲだと高速モー

ｍ

１１０（Ｓ＜Ｐ＜10)の間だけカ

ドでタイミングが狂う

ｌ２ＤＣｏＰＹ((PI1DD2沖１２８，((PlvlOD4)羊2）衿１０６〕-ＳＴ
ＥＰ(127,195）,1+P羊4TO(64,64〕,､

ラーコード10のパレット変更

ので注意してください）

１３ＢＦＯＲエーDTO30Dg:NEXT
１４ＤＰ=Ｐ+１：ＩＦＰ〈１２THEN1m

蟇l/Ｒ４ＭをZりぞZjZZろｂｔう

'

ＰＦ２￣￣Ｆ図」四knVl
lDDEFｴNTA-Z:ＣＯＬＯＲ１５，９，０:ＳＣＲＥＥＮ５
ＺＤＳＥＴＰＡＧＥＯ,１：ＢＬＯＡＤｗＣＧ１･ＳＣＳ｢,ｉｓ

量DSETPAGEO,２:ＢＬＯＡＤ"ＣＧ２.ＳＣＳ齢,Ｓ

４０ＳＥＴＰＡＧＥＯ,。:BLOADfrCGろ.Ｓｃ曰,,ＩＳ
５ＤＳＥＴＰＡＧＥＤ,O：ＢＬＯＡＤ〃PLT,ＳＣＳ",,S
6BOOLOR=RESTORE

7ZOPENr0GRP:',FOROUTPUTAS＃1

BZPSET（40,40):PRINT＃１，姉rぅか｣,アヶＭ、いつし
ようより”

１１０ェＦＰ>３ＡＮＤＰ<1BTHENCOLOR=(12,P-4,P－３，Ｐ－

l5BPSET(18Z，１８０兆ＰＲＩＮＴ#1,,,市ｂりPｒ
１６ｚＩＦＳＴＲＩＧ(9)THENENDELSE160

一一一一」

それでは裏VRAMの中をのぞいて
みよう。裏VRAMではページ(画

がそれ。写真のように１ページの
中に４つのパターンが描いてあり、
それを１カットずつ順番に表示さ

に全ｱﾆﾒｰｼｮﾝパターンが描
かれた絵が入っていた６下の写真

せる。すると、羽化の瞬間が流れ

絵を入れておき、表示中に合成し
たりする。ちなみにいつも見えて

るというワケ。これだけ見ても流

いる画面はページＯだ。

れがわかるよね。たいていの紙芝
居作品は、ＶＲＡＭの中にすべての

Ｆ「し

ノ

よろしく。

りかえながら読む(これで裏Ｖ

可

ペーージ１」

_糺鐵
LA灘
ＬＬ,熱 』,灘
望灘 ≧,鶏 f11ili1ii' 逵鍵
鱈
1．６－

、Ｐ

１iﾑム

ＲＬ

ます｡ときどきほかのＭＳＸ作品
も手伝っていたりしていますよ。

20～５０ＶＲＡＭのページを切

（
肉

|『薊

Ｎ

■

面)が３つにわかれていて､その中

Ｌ」
「

ー＆ゲームデザイナーになって

Ｉ

、

適。ＳＣＲＥＥＮ７だと１枚し

玉

Bｒ

に作品を手掛けるプログラマ

画面ぶんとれるこのモードが最

されたことになるわけです）

らわれるというオチもある。

後rFRAY』、『幻影都市』と次々

数が必要なら、裏ＶＲＡＭかＳ

かとれませんからね）

作品名/羽化

rXak』でデビューしました。以

回・邑留9代

〆

￣

匹1－

■

圏一

ｒ羽化局の裏ＶＲＡＭについての補足裏ＶＲＡＭのページ１－３には順に「ＣＧＩ、ＳＣ５」～「ＣＧ３．ＳＣ５」というグラフィックファイル（上
のＢＡＳ［Ｃプログラムの行20-40でロード）がロードされています。また、バレットデータの入っているファイルは１布Oに出てくる｢ＰＬＴ・ＳＣ５Ｊ
です。ｒ羽化u】はページ１－３に書きこまれているグラフィックを必要なぶんだけページ0（表画面）にコピーすることでiilX芝居を実現しています。

筏

議周の

『ロー艀ｽ鳥戦記M』
が移植竃打ろ！

li鍵鐵Ｉ

Ｄｙばおばお

IF：Ｐ４ノ，Jl
il7鮒総
ＫＭｌＵ:IlL'
Ｉｌｌｌｉｉ HP：13ノＩ
Hl1：lqLLJ
Ｏ

P■

■￣■
■￣

－

鐺Y(,ﾜｯｸ
『(,ルシツク
LP：１１／Ｐ７
LP：１１／
ＬＰ：１１／
HP：Ｗ
MDI,Ｌｖ二ｌｊピ
ｌ.』断i,
,j断i'１ｲ化12／
N代12/１２
２V9rLv:ｌ

ー百一
ロ産＝￣

.リーーバス
:クリーバス

LP二1９
LP二１９ノ別
ＰｒｉＬｕ二１１Ｆ
３ＰｒｉＬｕ二１
lIEii Ｎｉ)：'7/’７
１８ニニニニーｉＥ

二

アノレド・ノー－ﾉＴ『
LPg15／,U
jSorLv二1Ｉｉｒ１ｉｉ MP目２７ノ'7

ばおばおであるｄまずは、先具体的には決まってません。〆

一価＋■

■￣￣

Ⅱ！

月に続いて、ハミングバードソインメモリを6401＜Ｂ、解像度
フトのはいばあ河内さんのコメ640×400ドットを前提とした仕
ントを紹介することにしよう。様をいかにコンパクトにまとめ

句■■釦

ライ:）・
L１，２m1ノ２１
!ｊＳｃｔ
Ⅱbｚ１Ｗ１９
ScLLv二Ｉ正端HID二画（０
リーフ
…フＬＰ弓１５/ｌ５
sShn
ＳｈｎＩ.u弓１正撒HP：２９ノ２９

るかという修正を行っています。

。

鱸鱗繍鐸詮議露顎蕊

情
報

ｔ〆

ども、ハミンクバードソフトこれらの仕様変更が確定しない

で営業や企画や法務を担当してと、開発工程の割り出しができ

いる｢はいばあ｣こと、河内です。ません。だから発売曰は未定でお待ちしています。また、お便合わせはご遠慮ください。よる
あ、 最近は手品もしてます。

す｡目標は1993年夏ですが｢壁の-－リもお待ち,しています｡｢ＭＳＸ〆しく お,願いします｡

餅｣あるいは｢お題目｣状態ですＥ版ロードス11に望むこと係ＪＩＬ最 後になりましたか、このよ

ばおばお注)『ロード

(意味不明)。までお送りください。びうな 発表の場を快く提供してく

■０

］」

ただけ

－１０

本誌をご覧の あなたに(あな

ス島戦記Ⅱ～五色の魔竜～』の

１２月20日に東京で、ＭＳＸフーイベント当日はく手品の道具反〆ださ
ったＭＳＸフアン編集部の
’ロ

ことで少しだけお話がありますｏ

ェステイバルがあります。もちをたくさん持って行きます｡了手ご～皆様 に心から感謝します。あり

聞いていただけますか？Ｉ

ろんハミングバードソフトも参品に興味のある方や、目の前で－がと うございました｡(文責：ハ

ＭＳＸＥへの移植を正式に決

■

加します(私が行きます)。当日手品を見たことがない方は、気人』ミン グバードソフト河内佳一）

定しました。発売曰は決まって

は｢ＭＳＸ已版ロードス11に望軽に声をかけてください(でも、

ません。現在レイアウトを中心

むこと｣というタイトルでアン

呼び捨てとか、なれなれしいの

いよいよ移植か決定した。こ

に、仕様を修正する作業を進め

ケートを行う予定ですので、ご

はヤダよ)｡一緒に｢目の錯覚｣を

のページのおかげといいたいと

ています。開発スケジュールも

協力ください。粗品を用意して

楽しみましょう。

以上です。ご意見ご希望など

舎月の移植霜望ゲームベスト2０
順位前回11旧位

ゲーム名

三國志H１

票数

メーカー名

光栄

ＰＧ１０９

２２ドラゴンスレイヤー英雄伝説Ⅱ日本ファルコムＰ１０３
ガイナックス

Ｓロードス島戦記Ⅱ

ハミングバードソフト

５５ぽつぶるメイル

ガイナックス

エニックス

１２エルムナイト

ｇストリートファイター、

1８１７AJIＬＡ列車で行こう

コンパィル
バショゥ゜ハゥス
マイクロキャビン
エノレフ

カプコン

ＰｌＡ

１４ドラゴンナイトIＩＩ

ガイナックス

３０

1４
１３

アートディンクＰ１２

はハミングバードソフトの｢Ｍ

ッシャーをかけたかも……とい

う感触はあるものの、この作品

係｣まで､ハガキか封書でお願い

に関しては何もしていない。こ

します｡送り先は、〒530大阪市

の作品の移植が決まったのは読

北区曽根崎已－２－１５です。ま

者みんなの力。これは、みんな

だ、お答えてきることが何もな

が誇っていい事実だと思う。も

い状態ですので､ＭＳＸＥ版『ロ

ちろん、ハミングバードソフト

ードス島戦記II～五色の魔竜

の勇気ある決断に大拍手なのだ。

～』に関するお電話でのお問い

ばおばおの引退話は来月にね。

前回||鮒ゲ学ﾑ名メーカー名

１サイ畷芝ﾄﾒl鍵i難ガイナックス
ｓ三國志IJI光栄

４口声jﾄﾞｽﾞ鰐戦記棚ﾊﾐﾝｸﾞﾊﾞｰﾄﾞｿﾌﾞﾄ
３シムシ屍ｷーイマジニア

５ドラゴ潔クエ熟ﾄ、エニックス
Ｓ減ﾄﾘｰﾄﾜiﾗi糸汐－１１カプコン

ｇﾄﾞﾗｺﾞ玄,ルイヤー英燭量説}１“日本ﾌｧﾙｺﾑ

Ｓ７Ｉダィポゥドッァ

1９１５，シユヴアルツシルＭ１，工画堂スタジオＰ１Ｄ

ＳＢＩ大戦略Ｈ１'9０

１９初卒業～ｸﾞﾗﾃﾞﾕｴｰｼｮﾝ～｜ジヤパンホームﾋﾞデオＰ１０

⑪１０ﾌﾟﾗｲ派i巻完結紺Ｉ

■'992年'１月号アンケートハガキ'000通より集計
※表中のＰは他機種のパソコン、Ｇはゲーム専用機Ａはアーケードを示します
なお、赤丸の数字はMSXへの移植が決定したゲームです

１

移植霜鼈ゲーム累計ペスト1０

目
目〆

本ファルコム
ステムソフト

リバーヒルソフト

※｜ＰｌＰｌＰ｜昭一Ｇ｜“｜ＰｌＰｌＰｌＰ

光栄

初ドラゴンクエストＶ

3１

ころだが、そうではない。ばお
ばおとしては、なんとなくプレ

ＳＸ已版ロードスⅡに望むこと

繩’１’２’＠｜⑪’５ｓ’７

初信長の野望・覇王伝

２Ｄドラゴン創世記

５８

西一鰯一羽一四一皿一汕一川一価

エニックス

ＧｌＰｌＰｌＧｌＰＰｌＰｌＰ

ｅドラゴンクエストIIl

lDふしぎの海のナデイア

弘一Ｐ

ＳｌｇｌｌＳｌＳｌ枢｜旧一Ｍ｜禍
１７

７’８

Ｓ’７

1６

銀河英雄伝説Iｕ’ボーステック

２４魔導物語Ａ・Ｒ・Ｓ

6１

日本ファルコムＰ５６

ストリートファイターⅡカプコン

１０サイレントメビウス

昌一Ｐ

３｜⑭

４プリンセスメーカーIＩ

◆

票数
1802
1431

1,06
９８７

８７５
７２６
６８９
G５Ｉ２

１ｉ９０
ＨＯＯ

■'991年｜月号より’992年||月号までの集計

101

すっかりおな:>みになった感の記事な｣勝手》。Dea『|〈itanesan

ソイトノレ圏InII-刀ツノJ丁Zj1ﾉ、つこしｋ

のあるオブンダのＭＳＸサーク巻末に{よ通信販売のカタログThankyoL1Drthea｢ticleinFan

たり、ゲーム中ひらかなの『よん｣が
落ちてきたりする親曰派ゲームだ｡、

ルＭＳＸ－ＥＮＧｌＮＥから、し’もあり、そこl＝は白木のメーカＣｌip1whichwasDublislledinMSX

ゲームはコラムスふうだけど、毎回

ろいろぱ新作が届いた。－の商吊の名前がずらっとならFanf10･Ｗｅｈｏｐｅｙｏｕｗｏｕｌｄｌｉｋｅ

そろえるべきパターンが変わる。テ
クニックはすごいけど､｢ゲームはイ

ひとつはＤｌ１ＡＧＣＮＤ１んでu1る。ちなみ!■、戸ＳＡｔｏｃｏｎｔｉＩＩｕｅｔｏｗ｢iteaboutMSX-

S|<羊Ｂ(本誌１１ﾉﾖﾆで紹介>の１口Ｔの値段は2[149ギルダ。BEn9inesactivitiesinEu｢ope.:)a｢－
中にデモが入つ゛でいたゲ…ム本平.:にして約:8万円諾。tlcula｢Ｉｙ１ｗｅｗＤｕｌｄＩｉｋｅｔｏｈａｖｅ

ｒ[〕|Ｘ』の完成版。もうひ;つば「[)Ｘ』{｡､､ＭごＸ－ＥＮ(；|ＮＥｏｕ｢、｢aOonDisks｢eviewedlnMSX
MSX-INGlN(｛;･[)ＲＡ〔）〔)Ｎで作ったゲームで、【ニオLを;ﾖ本Ｆａｎｉｗｅａ｢BloDkingforwa『ｄｔｏ
ｌ〕１ｓ|<の最新号だ。ディスク'よで売りたい】そうだ。Ｍファン編ｔｈｅ｢eviewoFD｢agonDisk#8．
＃Ｓになる。集部がタケルでの販売をｲ｢:.介ソ（9/20）

ＭＳＸ－ＥＮＧｌＮｌ２最新号lbj:、てあヅふうと思ったら、外貨の［大意当FANcLlPに書いてくれて
表紙に｢キャンペーン版大戦略問題でそうかん丈:んではなし】らあ【ﾉがｋう゜これからもMSX-．
１１．１のパッケ…ジこなく矛か富士

マイチ｣という感想が多かった。
刃

Dｒ 。 亘
ｐｍｑｎ
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=￣ｕ４－Ｌ丘■●□＝タテ.

庁小山■可否bどぴ｡■~￣

ゴ鮪出

（′い:）現在\ぞうするかは保留状：-:ＮＧＮ:=のヨロツバでの活動の

Ｚ

;i｣の写真が入っている。イーりわ態,.=ある。紹介とくにDRAGOND1SK評をし
けも『キャンペーン版大戦略]I」

このとき(i同封されてきた旱てもらえる龍うれ-,い今（月号

庁声

、ア
ロコ

が大きく取り上げられ、ほか(て．紙を－部紹介しよう。【二掲載される>DRAGONＤＩＳＫ鴬
も、］､シムシプイ」や、「ＤＩＸ」＊＊＊８の記事を楽しみしてし､ます,，

｜了

1識:|霧
きに付た．ま.｣！

かも゛７

Ｚ

発売中⑳Newｿﾌﾄを富ﾁｪｯｸ！

三

副印烏

ｵﾝiZ-ル

『

W

Ｌ」 Ｌ

）

10月に発売されたソフトはＳ本。うち、
２本がＴＡＫＥＲＵの同人ソフトで、安
くておこづかいで買うのにピッタリだ。
梅麿のＣＧ本もいっしょに買っちゃお。
<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

）

対応｡また､囚のついたｿﾌﾄはMSX-MUSlC(ＦＭ音源)に､画

）

協力/Ｕ＆Ｐ町田店

はＭｌＤ１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。

１０月１日から１０周３１日議電に瀦議さ舸瀧ソフトと本
１０月１日から１０周31日までに発売されたソフトと本
10月２曰ＴｎｅＡ｢｢ＤｗＤｆＤｉ｢eotion(、:ﾀｹﾙで販売)/ﾋﾞﾛﾔﾝｿﾌﾄ/600円四句全20面のﾊﾟｽﾞﾙｹﾞｰﾑ｡見本どおりにﾊﾟﾈﾙをそる定いく(同人ｿﾌﾄ）

２日ｸﾛﾈｺの単語(Ｄ:ﾀｹﾙで販売)/ﾁﾛﾘﾝｿﾌﾄ/1,500円ロヰクロ刀-ﾄﾞなどに便利な単語検索ｿﾌﾄ｡登録単語は4万語強(同人ｿﾌﾄ）
８日⑥ほほ梅麿のOG描き方入門(本)/徳間書店/2400円(税込）旬CGに興味のある人必見｡ﾃﾞｨｽｸ付きでわかりやすく解説した入門書
３Ｄ曰ﾌﾟﾗｲ下巻完結編(､)/ﾌﾞﾗｻﾞｰ工業/8,800円□今ついに出たｳﾜｻのRPG･本誌'2ﾍﾟｰｼﾞより関連記事あり‘‐圏直読種壊、
一一一一一_－－－－～－－一一一一一

ユーザーの主張

Ｓ月情報号(已月発売)から｢ユー

ﾃｰﾏ呰白!私の初体験ゲーム』その２
先月にひきつづき、初めてプレ

ザーの主張｣を独立させることにし
た。ＯＮＳＡＬＥのなかのいちコ

急お知らせを。このままじゃプレ

イしたゲームの告白だ。山のよう

ゼントが送れないよん。

にハガキがきたので、そのなかか

●ボクの初プレイは、忘れもしな

ーナーとしてシコシコやってきた

|魍磐||鑓：鑑lFI1liHl1:i蕊Ｉ

ジを占領することになったぞ。

ピリ変更。これまでは、毎回テーマ
を１つにしぼり募集していたが、Ｂ

らいくつか選んで紹介していこう。

い198?年？月？曰(忘れてるじゃ

ないか／)､おばあちゃんの部屋で
やった『うっでぃぽこ』というゲー

ているかわいいハガキだったん

す。小学校Ｂ年のときに行ったナ
ショナルの展示会でプレイしたの

ムだった。いまでは、どこのソフ

ました。

トハウスのものかもおぼえてない

ところで、私ときちゃるの初体

ですが、あまりのおもしろさにそ

けど、あのときは神様のように感

験は､『ホルホル｣という『ディグダ

の場でCF-200Dのフルセットを

じて遊んでいた。しかし、それも

グ｣(ナムコ)もどきのテープ版の
ゲームだった。］０年くらいまえの

むかしの話。もう、そのソフトは

くまえまでは｢ぴゅう太｣を買おう

手元にはない..….。

と思っていたのですが､rけつきよ

（島根県／八木豊）

で、おじさん思わず採用しちゃい

ことだが、イトーヨーカドーでバ

イトして貯めたお金で、富士通の

く～』を遊んだ瞬間に考えが変わ

鄙rうっていぼこ｣は、人間の姿に

ＦＭ－７というマシンを買い、そ

ってしまったのです。正解だった

なった木の人形のぽこ君が活躍す

のときいっしょに手に入れたソフ

かな？（？県／？？？）

るコミカルなアクションＲＰＧ

トがそれだったわけ。どこの会社

ニウコナミのゲームって、だれもが

(I?)で、デービーソフトから発売

のゲームだったか忘れたけど、夢

楽しめる、あきのこない作品が多

されたもの。ぽこ君がかわいいの

中になって遊んだのをよ－＜おぼ

いんだよね｡もちろん｢けつきよく

だよ、ホントに。

えている。ＭＳＸでは、アスキー

～｣も、そのひとつ６この記事のた

●ＭＳＸを買って初めてプレイし

の美少女ソフト『カオスエンジェ

めに編集部のソフトファイルから

たのは､マイクロキャビンの『ＦＲ

ルズ｣とかハル研の｢田代まさしの

ひっぱり出しプレイしたのだが、

ＡＹ』｡いままでゲームなんかちぃ

プリンセスがいっぱい｣あたりか

うかつにもハマッてしまい、なか

ともしたことのない超初心者だっ

な。最近、むかしのゲームはおも

なか原稿にかかれなくなってしま

たから、いちばん最初のザコで死

しろかったってつくづく思うのだ

が、みんなはどうだろうか。編集
部員でありながら、付録ディスク

った……。※このハガキには住所

んでしまったのよ・つら～。だか

も名前も書いてなかったので、至

ら､１か月くらいは遊べた(苦しん
だ？)。おかげでアクション系の

艸凸2,1.雛ＲＬ１ｑ二○，軍鰊目HppE-⑪ユ
+Y譜.'1,9艶晶炸f鶴冒辮確POE-辿.'１

ゲームは、けつこううまくなった

ﾄﾞｰ審息
￣

⑨オットット……というしぐさがかわいい

｢けつきよく南極大冒険」

の｢オールディーズ｣が楽しみなと
きちやるなのであった。

のよん。『ＦＲＡＹ』に出会ってか

さて来月は｢ソフトハウスさん

らマイクロキャビンの大ファンに

教えてね｣で､みんなの疑問に答え

なったというのは、ゆ－までもな

ていく｡そして再来月のS月情報
号からは模様替えをする予定。詳

いですね。おしまい０

｢ユーザーの主張｣が、ついに１ペー

Ｏこれが｢うっでいぼこ上むかしファミマ
ガに、ぽこにそっくりなヤツがいた

●私が初めて遊んだゲームは、コ
ナミの『けつきよく南極大冒険』で

買ってしまいました。展示会に行

(鱒●‘せ）

（香川県／サリパ）

しくは右の｢お知らせ｣で。ハガキ

今送ってくれたのは１６歳の女の

採用者にはＭファンブランクディ

子。イラストやＯや★が飛びかつ

スクを進旱だ。（ときちゃる）

そこで、これを機に内容もチヨツ

月情報号以降は１ページにいろんな

主張(情報)をつめこんでいこうと思
っている。だから、絶えず複数のテ

ーマでハガキを募集していく形にな
るというわけ。どんなハガキでもい
いのだが、とりあえず以下にあげる

テーマでハガキを募集したい。
●幻のソフト探検隊→入手困難なソ
フトの購入方法を求む。「何月何日、
どこどこのショップで○○というソ

フトがいくらで売っていた｣という
情報を、詳しく報告してほしい。
●ソフトハウスさん教えてネヰソフ
トハウスへの質問を求む。キミに代
わって編集部が突撃取材を敢行する。
●ゲームい－たいぼ－だい－ゲーム

の感想を求む。キミが評論家となり、
プレイしたゲームについて語るのだ。
このほか、ゲームに関すること、

ソフトハウスヘのことなどなんでも
可。もちろん主役はユーザーである

みんな。これに編集部とソフトハウ

スがからみ、おもしろくて役立つ情
報ページにしていきたいと思ってい

る｡ハガキのあて先は、〒105束京都
港区新橋４－１０－フＴｌＭＭＳ
ＸＦＡＮ編集部｢ユーザーの主張・

○○｣係まで。とにもかくにも、みん
なからのハガキが第一。どんなネタ
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聖電一三

〈Riv2l-ML尽莇t〉

ソフトハウスの方々が心をこめて作った住所。氏名。年令。電話番号を書きハガ
カードを、各１名ずつにプレゼントするキて応募のこと。しめ切りは12月18日必

(リバーヒルソフトは３人に)。ほしい力着｡発表は、カードの発送をもってかえ
－ドのソフトハウス名(ひとつだけ)と、させていただきます。

あて先Ｔｌ,Diilii霞i雫iii鵬！『年寶状ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ係

弘二ノ..)〆

W:.=鷺

いみ鰯
ヘ

、

辮血鰯
E＝ぷ'

戸１

－－…,`螺趨射逆§麺!i_･迦雪避
凹’呵三巴

,鴎理}：
⑧⑧晩

Ｉ

ＦＦｒ
－ｒｒｒ
ｌ回ＦＦ

、甲§§鷺
Ｚ
冨壼震舅碗9ﾂ〔す
具訴醤票娠

＞

しべ河

麹蕊

③｢MSXﾄﾚｲﾝ”ら｢RM極'三面薯錯.．

永=怨霊らL弓煮う蟹一・判
106

ｉ正二<鑑山癒ﾂﾞﾋﾟご穂ノミ定}５ムバ唖パーふき:ｌｌＬ

ソフト｡八…ド｡鱗に関する発議スゲヅユーノレ表の見方印無印はMSX2/2+､③はMSX1から対応★はﾀｰﾎﾞR専用､Ｃ

ＭＳＸ
発
/ｌｓＸ新作発売予定表鐙iji蝋$i謹鱒繍篭鶏1iNiiri蕊
は

Ｍな

していま夷
◆

;箒;:ﾉﾊﾑ麺l瀞i繩帆'81]璽榔妙赫'ミルXＴ

タイトル(媒体)／メーカー名／予定価格
タイトル(媒悸)／メーカー名／予定価格

発売予定曰

Ｓ、Ⅷ耐司旧中曰，巨甸旬『碑・

'２月Ｓ|量
２月

Ｓ曰

⑥菅き狼と白き牝鹿・元朝秘史(Ｒ)／光栄／１１８００円□
⑨蒼吉狼と白き牝鹿･元朝秘史(R》／光栄／1:､800円回
⑧澤狼と白き１t鹿,糊１Ｍ史(Rltlｳﾝﾄﾞｳｪｱ侯)/燐/'4200円囚
｡ii誌j詔と白きit塵･藏砿(R豹ｙ仲ｴﾌﾌ|花)/光;MlI1BUO円広

Ｓ|圏

◎MSX`FAN93年|月情報号体+､)/徳間書店/980円(税込)団
◎lVlBXFAN93年１月|i笥報号(承-:Ｄ)/鯛書店/900円(撹込)画

101量

⑨蒼き狼と白き牝鹿･元朝秘史(Ｄ)/光栄/9,800円□
｡蒼吉狼と白き1ilj唐･元朝秘史(､)/光宍/91800円画

iOE

③涛狼とＦ１吉1t鹿,元朝iil史(､:ｻｳﾝﾄﾞｳｪｱ付き)/瀞/'2200円回
⑨菅i銀と白きＮｉ鹿･瀞砿(､:釣ｿﾄﾞｳｪｱ'１を)ﾉﾌﾞf泉/'22101】団

|Ⅱ畳

◎スーパーﾌﾟﾛｺﾚ４(本+、)/徳間書店/1980円(税込)団
⑨ｽｰﾊﾞｰｰﾌﾞI]ｺﾚ４(本-:、)/徳間書店/1.980コ(税込)巴

１１|量

⑨ｻﾞ･タワ〈?〉ｵﾌﾞ･ｷｬﾋﾞﾝ(､)/ﾏｲｸ:]４Fﾏﾌﾞﾋﾟﾝﾉ5BO[円匝
○ザﾀﾜｰ(7)ｵﾌﾞ･ｷｬﾋﾞﾝ(､)/ﾏｲｸﾛｷｬﾋﾞﾝ/5800円□

１１|量
181畳

タイトル(媒体)/メーカー名/予定価格

１月Ｂ曰

⑨MSXFAN93年２月情報号(本+､)/徳間書店/980円(淵込)ロ
⑨MSXFANM年２月燗詞号(太一i、)/徳間書店/980円(臓込)ロ

？

⑨ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ版大鰄11,ｶVﾘﾗﾋﾆまｷｯﾄ(､)/ﾏｲｸﾛｷｬﾋﾞ//鵬綻
③神ﾝﾍﾟｰﾝiiiﾌt鳶鵜lH`力Vntまｷﾝﾄ(､)ﾉﾏ竹ＢＷｉ凸//同ﾖﾗ:ﾐ足

穴

、グラムキャッツ巳(、)/ドット企画/7,800円田
○グラムキャッツ曰(、)/ﾄﾞｯﾄ企画/ス8,0円:囚

や

爵警

出＝党･0

涙0,ｷﾔﾝﾉⅨ(D:TAKERUでCDみ販売)/ﾌﾞﾗlﾌﾞｰ工業/2,900円□
iiioDdFﾔﾝﾊﾞｽ(､:~AKERUm3〉Ｉｌｉｉ完)ﾉﾌﾞﾗti《<Ｂｉ:/2.9[0円□
⑥ＭＳＸﾄﾚｲﾝ<､)/ﾌｧﾐﾘｿﾌﾄ/7BOO円[Zl
⑥ＭＳＸﾄﾚｲﾝ(□)/ﾌｧﾐﾘｰｿﾌﾄ/7,800円田

中旬

●⑥MSX-DOSTOOLS(､TAKERUでの獅売)/ｱﾝU￣/6000円
●⑥MSX-DOSTOOLB([):TAKERUで0,鍛請)ﾉｱｽ｢子/6.0[]円

中旬

｡､⑥MSX-SBUG(□TAKERUでのみ販売)/ｱｽｷｰ/6000円
●⑨MSX-SBUGiL):ﾖｰAKこRJで0,忠鞭売)ﾉｱｽｷｰﾉ;,COUB

中旬

｡､③MSX-OVe｢､１．１(D:TAKERUでのみ服売)/ｱｽｷｰ/7000円
●⑥lVlSX-0Ve｢｣.:(L):TAKlRUで1りみ雨売)/ｱｽｷｰﾉ7.00]円

中旬

●⑥MSX-0Llb｢a｢y(DITAKERUでのみiii房)/ｱｽｷ･/?､00円
●○MSX-OLlb｢日｢y(D:TAKERUでのみ販売)/ｱｽｷｰ/ｽ000円

中旬

◎MSX-TERM(､:TAKERUでのみ販売)/ｱｽｷｰ/6000円
olVlSX-TERM(1)rTAKER(｣でのみ阪売)/ｱｽｷｰ/6.001円

『-つ

発売予定日

発売曰未定
発売曰未定｜⑥麻雀悟空,天竺への道(R)/ｼｬﾉｱｰﾙ/9BOO円田
⑨麻雀悟空･天竺への道(Ｆ１)/ｼﾔﾉｱｰﾙﾉ3800円田
⑪ﾜﾝﾀﾞｰ71i-ｲIＩﾓﾝｽﾀｰﾗﾝﾄﾞ(R)/日本ﾃｸｽﾀ/7.800円
②ﾜﾝﾀﾞｰ･ﾎﾞｰｲ１１ﾓﾝｽﾀｰﾗﾝﾄﾞ(R)/ﾖﾎｼ葛ｸｽ外7.MUIuj
マイ･アイズ(2))/バーノ淫イーソフト/7.800円
マイ･アイズ(□)/バーディーソフト/7800円

☆Ｍ|□カラプレイヤー<、>ノピッツー/9,800円TimT
☆Ｍ|□|カラプレイヤー(□)／ビツツー/9800円lWiiTl
ｼﾝｾｻｳﾙｽVer8U(Ｄ)/ﾋﾞｯﾂｰ/'2800円田
シンlﾆｻｳﾙｽVe｢､3.](､)ﾉﾋﾟｯﾂｰ/,,鯛00円lZ1

ﾌﾟﾛの碁ﾊﾟｰﾄ5(D)/ﾏｲﾃ々イ1ﾝｼｽﾉW9B0U円
プロの碁ﾊﾟｰﾄ５(､)/ﾏｲﾃｨﾏｲｺﾝｼｽﾃﾑ/９８００円

倉庫番ﾘﾍﾟﾝｼﾞ･ﾕｰｻﾞｰの逆襲編(､)/発言元未定/価格未定
倉匝番ﾘﾍﾞﾝｼﾞ･ﾕｰｻﾞｰの逆襲編(|))/謡玩末定/I面噌；Iﾐ窟
ノ

⑨ほほ梅麿のＣＧコレクション１〔仮題〕
｡ほぼ梅麿のＣＧコレクション１〔仮題）
(、：ＴＡＫＥＲＵでのみ販売)/徳間書店/4000円回
(Ｄ：ＴＡＫＥＲＵでのみ販売)/徳間書店/4.000円□

｣

け

鮎KiMi((…
尹坏

※媒体のＲはＲＯＭ版、（□)はＤｌＳＫ版です。

rPｈＤ

Ｆ

ときちやるの

Ｕで取り扱うソフトが多くなった。

①に関して個人的な意見をいえ

は、はいばあ河内さんの発言には

ﾄｴﾃﾞｨﾀ＆ｱｾﾝﾌﾞﾗ、便利な

注目してみたいと思っている。

ツールコマンド集／『ＭＳＸ－Ｓ

ｅについては、①のことを考え

ＢＵＧ』：ＤＯＳ用シンボリック

ある(ＭＳＸの現状を考えれば､い

ると、これもわからないではない。

デバッガ／ｒＭＳＸ－ＣＶｅｒ､１．

たしかたないのかもしれないが)。

そして0.11日発売のr涙のキャ

１Ｊ：ＤＯＳ上で動作するＣコン

もちろん、それなりの努力はソフ

ンバス｣をはじめ､精力的に同人ソ

トハウス側も編集部もしている。
ただ、みんなが考えるほどかんた

フトの販売などをすすめていくブ
ラザー工業は、ほんとうにありが

パイラ／『ＭＳＸ－ＣＬｉｂｒａｒｙ』：
ＭＳＸ－Ｃで倍精度実数演算やグ
ラフィックを使えるようにするラ

んには事がはこばないのだ。ＭＳ
Ｘから撤退した会社もあるが、情

たい。そのＴＡＫＥＲＵが合月中

イブラリ／『ＭＳＸ－ＴＥＲＭ』：

旬よりアスキーのアプリケーショ

通信ソフト

熱をもって開発にあたっていると

ンソフトの販売を開始することに

会月の発売予定表を見て気づい

ころだってある｡とくにrロードス

なった。予定されているのは、つ

７月に出たｒＳｉｍｐｌｅＡＳＭ」
も好評だし､ユーザーにとっては

たこと。①新作が少ないのでアキ

島戦記Ⅱ』の移植を決めたハミン

ぎのｓタイトルである。

が目立つようになった。ｅ発売曰

グバードソフトには期待したい。

未定のものばかり。ＯＴＡＫＥＲ

１９曰～20曰に行われるＭフェスて.

；i3if

J：

ま話

ｒＭＳＸ－ＤＯＳＴＯＯＬＳ』：
マシン語プログ､ラミング､用テキス

Xだ；興＜Ａ濱（
茸

■

ば、ひとこと｢さびしいかぎり｣で

１ﾉ／
ノ、－１

捲煎P､A錘
Jｒ

'１

この手のソフトは大歓迎｡くわし
くはブラザー工業(恋052-8242493)へ。

壷'りい`
識.

懲鱗

》((、

△■■⑪
瓦
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鬮鰯脂

７－Ｊ､｡ ■■■■■Ｉ

ﾋズク の’ 雲 八方’
スーパー付篭liiiIlディスクのｉｉｉ鐘い方
’ 六凶〉Ｆ咄 霞

シ、▽､

｢ああ、なんて天気がいいんだろう｣木陰でつかの間の休息をとるこ
｢ああ、なんて天気がいいんだろうI木陰でつかの間の休息をとるこ
とにした。このまま平穏無事にすごせればいいなあ、と願うシニリ
とにした。このまま平穏無事にすご:室ればいいなあ、と願うシ吾..リ

アであった。ペンダントと薬草をそろえて、あの占い師からやっと
母の手掛かりを得ることができた。蝿北北西lこ向かえ''それが占い師
母の手掛かりを得ることができた。Ⅱ北北西に向かえ"それが占い師
が出した答えだった。その方向には邪悪な組織のアジトがあるのだ。
シニリアひとりで母を救出することができるのだろうか。しかし、
やるしかない。これから待ち受ける戦いに向けて合は十分に体を休
やるしかない。これから待ち受ける戦いに向けて会は|分に体を体

めておこう。この先いつ休めるかわからないのだから。
めておiZう。この先いつ休めるかわからないのだから。

スーパー付録ディスクＪＡＮ．］993ＤｌＳＫ＃1６
スーパー付録ディスクＪＡＮ，１９９３ＤｌＳＫギ1６

媒体

ｾｰﾌﾞ機能
セーブ機能

セーワしちゃいけません
セーブしちゃいけません

対応機種
顯鵬ﾉ(ｲﾄ散
対応機種｜lMB9t鰯2十噸｜頴鵬ﾊﾞｲﾄ散
刊恒DK12/2＋lHi；HＩｎｌ

l53qB8D
1,530,880

ＶＲＡＭ

Ｌｕ

ダイナミックに変身した大メニュー

さではなくなり、コーナーごと

そんなわけで今月の付録ディ

スクの目玉は｢すぺしやる｣で、

に大きさを変えました。そのた

『ザ･タワー(7)オブ･キャビン』

めにはシステムを新しくプログ

の中から収録の｢とつかえジグ

ラムし直さなくてはならず、プ

ソー｣です。これは本編とは違

ログラマーのＵＫＰと編集部で

う、Ｍファンオリジナルのグラ

受け取ったプログラムを試す○

フィックを使っています。これ

「ｃに、それをサポートしなが

はとんでもなく難しいです。覚

ら温かく見守るコルサコフが四

悟してくださいね。自分でグラ

苦八苦して、やっと出来上がり

フィックを組み込んでジグソー

ました。
合までと同じ制作期間で新し

③各コーナーの大きさも変わって、派手になりました。そのほかにもいろいろと

「

「オマケ｣には『ウォーロイド」
のマップコンストラクションツ

なりキツイわけです。Ｓ人はシ

ールを収録してます。

ステムを変えるという案が出た

そういえば、「Ｂ：」の姿が見

時点から徹夜の覚悟はできてい

えませんねえ？なくなったわ

ましたが、思わぬバク`が連発し

けてはなくて、カーソルをルー

て発生してしまい、予定してい

シヤオのところに合わせると、

た締め切りをオーバー。已曰ば

ちやあんと始まりますよ。

かり徹夜する曰が増えてしまし

ほよよ、ＢＧＭが違う／そ

ました。さすがにこれはこたえ

うです、「Ｂ：」だけがＢＧＭが

たようで、Ｏｒｃにかぎってい

違うんですよ。これもなるとく

うならば１８時間連続の爆睡(死

んの作曲したものです。

語)をしてしまうほど｡そのかい

:莞=宕二誼

にすることも可能ですのでやっ

いものを作りだそうとするわけ

さて、今月はお正月にちなん

で｢お年玉クイズ｣をやります。

あって、すばらしいものができ

くわしいことはⅡ2ページ右下

ました。会回からカーソルがナ

のカコミを参照してください。

！

⑭Ｆ。

てみてください。

ですから、スケジュール的にか

んだように寝てしまうことの俗

唾ご』 Ｌ

蝦挙令

とを祈るばかりです。

[§:Ｔｍi何ｓ凝りﾛミ

Ⅷ蘇轤騨蝋
識轤

ニューを大幅に進化させました。
従来のようにすべて均一の大き

ヨユ’

鰐零瘻

ナメに移動できます。あとは無

事仁発売されてバグが出ないこ

１２８|＜
128Ｋ’ターボＲの高速モードに対応
ターボＲの高速モードに対応

曹些

もう見てのとおり、今月から

心機一転をはかりまして、大メ

国×]四
圖×1回

臘醗

☆オールディーズの「ウォーロイド」はおもしろかったです。今後もいろんなゲームを収録してください。（新潟県／竹之内貴元・創歳・ＦＳ－Ａ－ＳＴ）☆先日ＨＢｌＦＩＸＶを購入して、ＭＳＸユーザーになりました。これか

ってきたＭファンのおかげ。いつのまにかディスクの付録までついていて、思いつきりハマッてしまいしました。今はマウスを買ってＣＧにハマッています。（青森県／中村箪幸・旧歳・ＨＢ－ＦｌＸＤ）

ら、ＭＳＸ・ＦＡＮを毎月賦入して、誌上にもいろいろ参加したいと思っています。どうかよろしくノ。（岩手県／福森聡・旧歳・ＨＢＩＦ－ＸＶ）☆受験によって押し入れに入っていたＭＳＸが－年ぶりに復活したのは友人の買

☆今月のバックストーリー
★会月のバックストーリー

塵 薑集中ノ
タイトルＢＧＭ薑集中ノ
タイ
トルＢＧⅣ

、

付録ディスクのタイトルＢＧＭＳ、ＦＭ音源の＠63，＠Ｖ、、Ｙ
用のＦＭ音源を使った音楽です。ｒ，。、リズム音源の＠Ｖｎの。
用のＦＭ音源を使った音楽です。ｒ，。、リズム音源の＠Ｖ、の．

ジャンルはオリジナルのみ。マンドは使えません。
’ジャンルはオリジナルのみ。マンドは使えません。

形態はＭＳＸのＢＡＳＩＣ。ま拡張音色(ＦＭ音源内臓の15音
形態はＭＳＸのＢＡＳＩＣ｡ま拡張音色(ＦＭ音源内臓の15音
たは内蔵ＯＰＬＬドライバー用の色以外の音色)は､音色がかなり変

データを＆ＨｚＥ｢End番地からセわってしまうことがあります。
データを＆ＨＤＤＤｊＧ｢番地からセわってしまうことがあります。
－ブしたものです。ＯＰＬＬドラＭＭＬで最後の休符を省略する
－ブしたものです｡ＯＰＬＬﾄﾞラMMLで最後の休符を省略する’
イバー用データはソースＭＭＬをと、ＢＡＳｌＣはそのぶんを補っ
1イバー用データはソースＭＭＬをと、ＢＡＳｌＣはそのＷｉ,を補っ’
一緒につけてください。てくれますが、ＢＧＭでは音がず
'一緒につけてください。てくれます力<ＢＧＭでは音がず｜
画音楽の形式について。れてしまうので、休符の省略はし
図音楽の形式について。れてしまうのてく休符の省略はし｜
ＦＭＳ声、ＦＭＧ声十リズム、ないでください。
ＦＭＳ声、ＦＭＳ声＋リズム、ないでください。
ＰＳＧＳ声の３通りのうち１つの国投穗l寺の注意
ＰＳＧ３声の３通りのうち１つの国投稿時の注意
組み合わせです(ＦＭＳ＋ＰＳＧ基本的にＦＭ音楽館と同じで

Ｓなどは不可)｡ＰＳＧＳ音でならす。８１ページの投稿応募要項を参
セミ参

￣・￣LUr年ＦＵ・同リノＣＵ－ＬＪＬ。－Ｊ庭ＩＬＪ。｡’
Ｕｄ･ヮ，ＱＵＩ"、￣シゲWNI又Tlml』)唱鵠と:美｣具

すことも考えてチャンネルを害リ
を割り考に投稿応募用紙に必要蕊頃 を記
すことも考えてチャンネルを割り考に投稿応募用紙に必要蕊項を記
振ってくれるとなお可ｂ
入して ｢タイトルＢＧＭ｣係まで送
振ってくれるとなお可。入して｢タイトルＢＧＭ｣係まで送
またＭＭＬ中て《ＰＳＧのＭ、
って〈 ださＷ
またＭＭＬ中で、ＰＳＧのＭ、ってください。

、／

同付録ディスク制作スタッフSYSTEl
|蒄莱ディスク制fFスタッフSYSTEMPROGRAMMER=上岡啓二(UKP)／TlTLECGDESlGNER=林|明弘(ライトスタッフ)/MENUCGDES1GNER＝orc/TlTLEBGMCOMPOSER=なると

DlSKMAKER＝化成バーベイタム／SPECIALTHANKSTOマイクロキャビン＋コナミ＋アスキー＋ハミングバードソフト＋イエローホーン＋ログイン編集部十松下電器
108／DlsKMAKER=化成ﾊﾞｰﾍﾞｲﾀﾑ/Ｅ

『
回
『すべしぺりろ｣I｢ファンダム｣……i言ii三ilﾄフ
写/解蕨 します
す
すぺしやる』｢ﾌｧﾝダム｣……合計う回複写/解凍しま

付皿
ディスク

リタ 草､ﾉｰ単一寿ｵH]てトム循璽､宙弓11t頁司AnnfhDrlpn｢１ｐｌｌＭ麺Ａｌ
したら画面のメッセージに従っ示されたら複写が終了したので、
したら画面のメッセージに従っ
示されたら複写が終了したので、リターンキーを押すと解凍が再AnothB｢LandRUN-AL

⑧パソ通天国
●バソ通天国

⑦rRAETERM』(DSKF167）
①rRAETERM｣<DSKF167）

ょうぶです。
ようぷです。

|トiji蕊惑う癩弓ｨ鰐_謡禍.息窯蕊に=息ﾆョ

’

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。
ディスクを入れ換えてください｡！
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薫蝋薫ハニズ」鯛ブデイJ1噂ずて鴎蛤に輻｡まず
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まず露謁寒だ“用意し麓ディス寮をチェ､鰯夢
蛍ず、為鍾麓鰯用意し竃ディスクをチェ､鞍夕
します
します

ファイルをＶＲＡＭからディスクに転送
ファイルをＶＲＡＭからデイ
クに転送

できたメッセージです。すて ディスク
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
ています。
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現在している、または二れからすること
現在
している、またはこ れから すること
にな
る作業 がここに 表示 されま す。作業
になる作業がここに表示されます。作業
ばかなら 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。
に入るとき

こめディスク憾使え意せん
このディスク鰹憶え潔皀iｾﾊﾟ＞

用意し鐘ディス褒警ドライブ鰯
イスダ醤ドライブ零輿(二七鞭卜して
卜し
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縄一更葬一＝射澤奇？
ス縄一ヱキーー推論

藝

一

｜’

、SKFの値はDOSやPMext用の空きも含め
､SKFﾜ〕値はDOSやPMext用の空きも含め
ているので、すでにこれらの入っているデ
ているので､すでに二れらの入っているデ
ィスクのi号合､DSl(Fは44少なくてもだいじ
ィスクの場合､、SKFは44少なくてもだいじ
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解凍するもの

｜壗

開さ れ、終わると自動的に起動SLllVlEWORLDRUN-BLlM
てディスクを入れ換えていけば、ここで中断ができます。解凍を
てディスクを入れ換えていけば、ここで中断ができます。解凍を開され、終わると自動的に起動SLIMEWORLDRUN-SLIM
しま
します。
ファイルの複写から解凍までを再開するときは、複写が終わつ
ファイルの複写から解凍までを再開すると･吉は、複写が終わっ
す。
ＣＧコンテストRUN-0G
RUN-DG
鶚…ＣＧ

蕊蕊讓雲讓塞篝慧雲霊…鑿襄蓬讓鑿譽

壼董

上の写真にもあるように、二ごに
上の写真にもあるように、ここには作業
ミスのときのメッセージが表示されます。
ミスのときのメッセージが表示さ
ディスクを入れ換えるなどの作業の進行

用の指示が表示されます。ここのメッセ

ージにしたがって作巣を進めてください。
ージにしたがって作業を進めてください。

解湯蔚乍業にフ
》まえの2崖I胴とテとイスク【li』ili霊鰯&香鱈 1厘 |ＳＫＦ)について
)について
解凍作業に入るまえの準備とディスクの残り容量(□ＳＫＦ)について
③複写先のディスクをつくる
①ディスクドライブib働きだす。
１３｣は713Ｋバイト(730112バイ
③複写先のディスクをつくる④ディスクドライブが動きだす。１３｣は713Ｋバイト(730112パイディスクの残り容量(ＤＳＫＦ)を
ディスクの残り容量(ＤＳＫＦ)を

解凍作業には複写・解凍先とし
⑥画面に０ｋと表示されればでき
解凍作業には複写・解凍先とし⑤画面に０ｋと表示されればできト)の残り容量があることを表して計っておきましょう。ちなみに，
ト)の残り容量があることを表して
計っておきましょう。ちなみにＤ

て２ＤＤフォーマットのディスク
います。これは２，Ｄフォーマッ
て２，Ｄフォーマットのディスクあがり。います。これは２ＤＤフォーマッＳＫＦとはＤｉＳＫＦｒｅｅの
ＳＫＦとはＤｉＳＫＦｒｅｅの
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が必要です。作成には新しいディ
》
が必要です。作成には新しいデイ③残り容量の調べ方卜直後の容量です。略だそうです。
トI迩後の容量です。
略だそうです。

い
スク(不用ディスクでも可)を使用
●、ＳＫＦについて
スク(不用ディスクでも可)を使用ＢＡＳｌＣモードてく調べたい●ＤＳＫＦについてまたディスクに残り容量が十分
またディスクに残り容｡国力舷十分

薙私織

します,:決して付録ディスクを使
スクをＡドライブに入れ、
複写・解凍プログラムでは、最
します。決して付録ディスクを便ディスクをＡドライブに入れ、複写・解凍プログラムでは、最あれば、他に何が入っていても構
あれば、他に何力《入っていても鱗
用しないでください(：
初にあなたの用意したディスクの
用しないでください。ＰＲｌＮＴＤＳＫＦ（０）初にあなたの用意したディスクのいません。ただし、ギリギリの容
いません。ただし、ギリギリの容
①ＢＡＳ１Ｃ画面でＣＡＬＬＦ
甲せ
、ＳＫＦをチェックします。二の
①ＢＡＳＩＣ画面でＣＡＬＬＦと入力して、リターンキーを押せＤＳＫＦをチェックします。この量しかない場合解凍時間が若干
量しかない場合解凍時間が若干
ＯＲＭＡＴと入力し、リターンキ
、ＳＫＦとはさきほどのディスク
ＯＲＭＡＴと入力し、リターンキぱいいのです。すると、ＤＳＫＦとはさきほどのディスク長くなります。
長くなります。

ーを押す。②出てくるメニューの
－を押す。②出てくるメニューの７１３の残り容量を調べるＤＳＫＦ関数
の残り容量を調べるＤＳＫＦ関数
中で一番数の大きいキー(２キーま
中て－番数の大きいキー(２キーまなどのように数字を表示します。て調べた値のことです。
で調べた値のことです。
たは４の場合もある)を押す｡③最
たは４の場合もある)を押す｡③最この数字は残り容量を｢Ｋバイト」複写。解凍の必要なコーナーを
複写。解凍の必要なコーナーを
後にどのキーでもいいのて寸甲す．
しています｡二の例の
後にどのキーでもいいのて押す。単位で表しています｡この例の｢７選択する前に、この方法で解凍先
選択する前に、この方法て解東先
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７１３イスクを用意してください。
畷灘繍毒
ＤＳＫＦ
□ＳＫＦ
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虜ＧＭとハイドライドについて
今月は。みなさん気付いたでしあるとＦＭ音源の代わりにＰＳＧＡＭ－２・ＸＶＢの他に、ＡＵＴ
、ＡＵＴ
ようか？今月の付録ディスクにで演奏されるようになります。いＯＥＸＥＣ・ＸＢ、ＬＯＡＤＥＲ．
ＡＤＥＲ．

はＢＧＭが２曲入っています。つもＦＭ音源で聴いている人もたＢＩＮ、ＭＳＸＦＡＮ．Ｂ１Ｎの
ＢｌＮの
ところで、Ｓ社のごく－部のＭまにはＰＳＧで聴くと雰囲気ｶｾﾞかＳファイルを別のデイスクにコピ
クにコピ
ＳＸでＦＭ音源が故障するというわっておもしろいのでは？－して、ＡＵＴＯＥＸＥＣ．ＸＢ
Ｃ･ＸＢ
報告があります。これではＢＧＭところで10月号収録のハイドラをＡＵＴＯＥＸＥＣ・ＢＡＳに改
ＡＳに改
が聴けなくて不幸。何とかならなイドですが、ＧＡＭＥ・ＸＢ、，名して、リセット起動します。エ
ます。ェ
いものでしょうか？ＥＭＯＤＡＴＡ・ＢＩＮ、ＰＲＥラーが出ますが、櫛わずＧＡＭＥ．
ＧＡＭＥ･
このために付録ディスクでは起ＰＲＯｑＢＩＮ、ＰＲ０Ｇ．ＯＸＢを立ち上げると、ハイドライ
イドライ

☆動するときに｢かな｣ｷｰが寸甲してＢＪ､TlTLE､XVB､ＶＲドができてしまいます。

￣￣ｱ５－￣￣Ｕ－ＩＪ聖剋もジＵ￣､＝～Ｈｇ･早生＝

ﾛﾛ向－－弓一■｡■▼ﾛﾛも一一・■￣=■￣－－￣－－－▽"已凸グー､~
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☆解凍が面倒だという声を聞くが、ぜいたくだと思壹工昔テープューザーだった私にしてみれば、－回のロードで５分位かかっていたのでちっとも苦痛に感じない。圧縮されているおかげで、安くより多くの内容が得られ、Ｐ

ロ子一

放い

Ｍシリーズに感謝している。（千葉県／永野幸一・如歳・ＦＳ－Ａ－Ｆ）☆はっきりいって疲れた。６軒目でやっと見つけましたよ。どの店に行っても売り切れなんだもんなあ。（広島県／寺本博久・旧歳・ＦＳ－Ａ－ＳＴ）※編
集部／本屋さんで予約しとくと確実に手に入ります。☆付録のディスクはとてもよいです。今日百（Ⅱロ日吉）のオールディーズのようなゲームを、これからもどんどん入れてください。（神奈川県／百々直樹．ｎ歳・ＭＳＸ２＋）

合月はフタイトルも解凍作業自動的に進めてくれます。たディスクをＡドライブに入れ再起動の方法はＡ＞と表示さ
今月はフタイトルも解凍作業自動的に進めてくれます。たディスクをＡドライブに入れ再起動の方法はＡ＞と表示ざ
てり －＝ｊ￣Ｌ’･已夛。團四UL-ノーI工「’６Ｕ－ｖｎｏ'■～[一二U￣ＥＪ－’・Ｉノレロ
が必要です。毎度のように巳、また、解凍作業を複写までで
が必要です。毎度のように巳，また、解凍作業を複写まででてリセットします。画面にＡ＞れているときに各ファイル名を
と表 ミされたら､各ｺｰﾅｰの－入力すれ'澱まります｡すぺ
､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と表示されたら、各コーナーの入力すれば始まります。すぺし
Dフォーマットされたデざスク中断してへ:あとで解凍をするこ
ＤＳ
を鰯東作業に入る前に用意してともできます｡｢つぎにファイルＤＳｌ<Ｆマークの下に示してあやるは自動起動します。
:Ｆﾏｰｸの下に示してあ？やろは自動起動しま説､
を解凍作業|こ入る前に用意しこともどきます｡｢つぎにファイル
る（ 'チファイル名を入力し、
おいてください｡作業に入りまのかいとうにうつります｣と表るバッチファイル名を入力し、MAGIoBATTLERuN-MB
おいてください。作業に入りま.のかいとう|こうつります｣と表
．、IvlAGlcBATTLERUN-MB

⑨すべしやる
●すべしやる
①『自分で絵を組みこめるとつか
えジグソー(アレンジバージョ
ン)｣(DSKF337）
ン)』(DSKF337）
⑰ファンダム
●ファンダム
②rMAGlCBATTLE』(DSKF90）
③｢AnotherLand』(DSKF90）
③rAnothe｢Land｣(DSKF90）
④rSLIMEWORLD｣(DSKF310）
④rSL1MEWORLD』(DSKF310）
●ほほ梅麿のロロコンテスト
●ほほ梅麿のＣＧコンテスト
⑤イラスト部門３本＋ぬりえ部門
⑤イラスト部門３本十ぬりえ部門
1本十ぬりえ部門の課題(DSKF406）
●｢ツール／」
⑪｢ツール／」
⑥テキストエディタ『v&ｚｓｍａｌｌ』
⑥テキストエディタ『v&zsmalIJ
(DSKF178）
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亘八：しや言
０マイクロキャビン

先月のカルトクイズにつづき、ＧＥは１～Ｂまで。が、最初は
新作『キャビパニ』からパズルの１～ＳのＳ面分しか絵が用意ざ
体験版｢とつかえジグソー(アレれていないので、そのなかから
ンジバージョン)｣の登場だ。ゲ好きな面を選ぶのだ。
－ム本編では、１５パズルとジグ遊び方は、入れ換えたいピー

ソーパズルの巳種類が楽しめるス存百両｣-1の指カーソルでそれ

Ｏワイヤー０Ｎは各ピースのさかい目に線が入る。ＯＦＦにするとさかいの線が消える。これは、
ケーム中にＳＨｌＦＴキーを押すことによって切り替わるのてく使いやすいほうを選ぶといい

ツプという道も用意されている。
なお、ＳＴＡＳＥｌのＯＳは、

が、付録ディスクにはジグソーぞれ指定しスペースキーでチェ
のほうのみ収録｡128ピースで横＞ノジ。それを繰り返して絵を完
成されたパズルは超難解で、ク成させればクリアだ。途中でリ
リアするのは大変だぞ。ターンキーを押せば、位置の当

マイクロキャビンからいただい

さて、ＰＪ０９の指示にしたがたっているピースを教えてくれ

:鴻腱露囑鬮

い解凍作業を終えたらゲームスたりもする。また、根性のない
ダート。用意されているＳＴＡ人のため、ＥＳＣキーでギブア

たもの(｢キャビバニ』本編のど
こかで見られる)｡ＳＴＡＧＥ巳

およびＢについては、本誌ＣＧ

ＬｊＵ

ＤＳＫＦ
３３７

もらった。EXT-SP1

亟熱州葬轆辮幽“經辨亜酎李》糠旺ｒた麺機に掛「）業てスで空Ｇ鋼組、猫Ｅ関な際》一 》｛垂 》 み麺鵬媚鰄働鋳乍娼”聰顯雍夕串昨？艫奉壷却》｜『評》』 一》 』川い》麓匹鰹鑑茄は、岬鱗一』卜侶見のＢとるツデ＆た致すごしにげ川剛加如Ｈロ絵ス》『分パＥ数，こをらぺ、蝋てのズ棚艸剛鰄》繍蝋臘１いわな者Ｎ〃｝一円洞』フム・デ》岬行イジ曰７『昨椚信』辨田》冊セの例。ＳＥＯＡ、示か・し名Ｔひ談さえすなは？いＴ刑‐ずれてるお目はた
好きな絵を組みこんでパズルにするために

組、

ＳＴＡＧＥ１

再U2』Ⅱ宕一Ⅱ

i i il i:li 1l ji':『

０マイクロキャビンが用意してくれたグラフィ

ック。「キャピパニ｣のゲーム中でも出てくる

ＳＴＡｎＦＰ

この｢とつかえジグソー｣には、自分そのとき、パレット１は黒、ノルツトでに絵が入っているので重ねてセーブ

一たをブめあ

で描いたＣＧが組みこめるという、う１５は白にすることをオススメ。さらに、しないように)。わからない人のため
れしい機能がついている。これにより、グラフィックにワクをつけておくと見に、下に具体的なプログラムの例をあ
この世にふたつとないオリジナルのパやすくてベターだ。げておくので参考にしてほしい。
ズルをつくることができるのである。ｏｒグラフサウルス』て描いたＣＧの１０ｓｃＲＥＥＮ７

解凍作業が終わった時点(ようするに、場合、ユーティリティディスクの中の２０ＢＬＯＡＤ"ファイル名"，Ｓ

はじめて遊ぶとき)で用意されている「ＰＬＴＬＮＫＢＡＳ」を使ってＢ３０ＣＯＬＤＲ＝ＲＥＳＴＯＲＥ

絵は、ステージ１～Ｂに入っているＳＡＳｌＣのセーブ方式にしておくこと４０１ＦＳＴＲｌＧ（Ｏ）＝ＯＴ

点のみで、ステージ４～ＢのＳステーが必要です（ほかのツールを使用するＨＥＮ４０
ジ分は空きの状態にある。自分で組み人は下I1iM外を参照のこと)。５０ＢＳＡＶＥＷＧＲＰ７・ＤＡＴ，'，

こむＣＧは、その空いているステージＯＢＡＳｌＣを立ちあげ、グラフイツロ，＆ＨＦＡＡフ，Ｓ
(Ｓ枚分)に、ということになるわけだ。クを表示させる。そして、パズル用デこのプログラムを実行すると、まず
Ｃｅの組みこみ方は、以下を参照のう一夕にセーブし直す。セーブは、絵を表示します。絵が完全に表示亡れ
えやってみてほしい。ＢＳＡＶＥ１ｌＧＲＰ'P・ＤＡＴ'''０，＆たらパズル用のディスクに入れかえて
①まず、ＳＣＲＥＥＮ７の5l2xl92のＨＦＡＡフャＳスペースキーを押してください。する
範囲で描かれた絵を用意する。本来Ｓ？の部分には、ステージＮｐが入る。と、パズル用のデータにセーブしなお
ＣＲＥＥＮ７は512×212だが、プログ例えばステージ４にしたいのならＢ、してくれます。行20のファイル名は自
ラムの関係上タテは192ドットしか表ステージＳにしたいのなら４といった分のＣＧのファイル名を、行50の？は
示されないので注意(512×212で猫いぐあいに、ステージから１を引いた数パズルのステージＮｏ．から１ひいた
ても実際に表示されるのは512×192)。をいれること(ステージ１～Ｓには､す数を入れます。

ＡＶフブドーラ圏

く、黒い四角か表示されてしま

います。

ﾛﾛｺﾌﾃｽﾄ

合月､原田敏峰クンの｢|まうい

また、付録ディスクのＡＶフ

合月はイラスト部門_卜付Ｒ作

ち』は漢字ＲＯＭがないと正常

ォーラムのオープニングはスペ

品と、ぬりえ部門１作品を収録

に動きません。漢字ＲＯＭがな

ースキーでとばせるようになり

しているぞよ・本当はマロの描

いとぼういちの顔に漢字ではな

ました。Ｅ092ページ

いたトビラＣＧも入れたかった

『ツールノ」

(ｂｙバイバー)を圧縮して収

録しています。

パリi麗天圏

ファンダム内にできた新コー

解凍後のくわしい使い方やそ

通信ソフトのｒＲＡＥＴＥＲ

ナー｢ツール／｣のディスク窓□

のほかの事|冑は、本編の｢ツー

Ｍ』を収録したので､バソ通をや

です。今月は、体験版テキスト

ル／｣を見てください。

ったことのない人はぜひ、バソ

エディタ『ｖ＆ｚ－ｓｍａｌｌ」

110

→５８ページ

通をはじめてみてほしい。今年

③８月号ＣＧコンテストに掲載された、日本製
作｢=主文は？」を収録した

ＳＴＡＧ|畳團
乱ＬＣ０Ｉ１Ｉ印。ＪⅡＦＤ汀咽Ｉｙ１Ⅶ４軒別‐・ロ奇・】隅』”回旧貯月間

☆「ほほ梅麿のＣＧ描き方入門」買いました。ＣＧデータの変換ができるのがよかった。（兵庫県／上垣俊之・侶歳・ターボＲ）☆「ウォーロイド」、それは唯一アスキーのゲームでおもしろかったもの。しっかし感動しました。今
ＰＬＡＹしても熱いノ．（》鱈島県・尾崎一城・副歳・Ａ－ＧＴ、ＷＡＶＹ２）★昔友だちによくかりて遊んでいた名作「ウォーロイド』が、什韓学イスクに入っていたので、ひさしぶりにＭＳＸ・ＦＡＮを買った。（大阪府好寺尾将・
旧歳・ＦＳ１Ａ１）★「ウォーロイド」がおもしろい。これからもがんばってね。（大阪府／石田晃・旧歳・ＭＳＸ２＋）

自分で絵を組みこめる『とつかえジグソ
ー(アレンジバージョン)｣なのだノ

ワイヤー□ＦＦ

放い
園い
た

ワイヤーＤＮ

一一劇齢進い－
Ｉ塵ｌ

鱸
dＵ字JＰ９ｎ

ＯＳＴＡＧＥ３は、中材雅人作｢Because｣。こ
れはⅡ月号ＣＧコンテスト掲載作品

んじゃが、時間がなくて落ちた

でおじやる。しくしく。ファイ

ルは圧縮されているので、前の

凹凸l
:獣繍'で力いＷ
ＤＳＫＦ

４０６
､４０６

弓94ページ畝T-cG

をキミのパソ通元年にしよう／
したがって、会回はモデムカー

トリッジかＲＳ－ＢＳｅＣ＋汎

Ｌ且」
用ﾓﾃﾞﾑがないと動き－画］
ません。□SKF
□ＳＫＦ
１６７

→86ページＥ万二F百十Ｎ

※注…・・『Ｆ［ツールデイスク』や『ＣＧ－７』を{吏っている人は、パレットコードとＲＧＢの各成分の値（０－７）をメモし、ＣＯＬＯＲ＝（パレットコード，赤緑青）で
上のプログラムの行30のかわりにパレットを設定するように改造してください。ただし、パレットを変更しないで描いたＣＧはそのまま上のプログラムで対処できます。また､ｒ、
、倶楽部』や『パナソニックシステムデイスク』などＳＣＲＥＥＮ７以外で描いたＣＧはパズルに使用することはできません。

ＣＲＴＬ十Ｆ

i匠犬『惚乖ｉ 内のフォン'､を、床としてフォントカーソルの指zl~,kdi:tに登録す‐
拡大画面内のフォントを、床としてフォントカーソルの指す位置に登録す
る(l識1劃
る(属|醤旨定）
旨定）

ＣＲＴＬ＋Ｗ

ｺﾑ大I望L回ｌＷＪフォンi､逢、壁としてフオロントノコーソルの指す位置る登録す゛
拡大画面内のフォントを、壁としてフォントカーソルの指す位置る登録す
るｑ献馴4k指定〕
る(属'1生指定）

P￣■－－●

丙

屈性
屈性

(水色）

(赤）

ＳＲＡＰＨ
ＢＲＡＤＨ

(青）

床。ビームは通過。ウォーロイドは下から通過
イドは下から桶;局
B急ビームはi薗過：ウォー

(緑）

壁ビーム、ウォーロイドとも通う且できない
FD1百11司できない
壁。ビーム、ウォーロイト

(黄）

1千.ムによって壊れる壁。４パターンL必要
ビームによって壊れる壁。４パターン必要

どれもＣＭ－３２Ｌ用ですが､違う

屑クチャーカーソルが}冒す(。
ピクチャーカーソルが指す位

i苗tのフォントを消す
置のフォントを消す

千一Ｊlリツク訂三一Ｋ
★ＦＢキー／キールツクモード

コマンド

↑し←＃
守らｲﾆﾋﾞ０

内容
ＥＡＲＴＨのウォーロ
ＥＡＲＴＨのウォ・ロ

イドカーソル(左側）
イドカーソル(左側）
を動かす

ヨＨｌＦＴ＋↑』
ＳＩｌｌｒｒｌ十？４
ＰＥＰ

ＳＨｌＦＴ＋カ
Ｓｌｌｌ戸Ｔ十ﾉｊ
ンマ、ピリオド

カンマ、ピリオド
カンマ、ピリオト

背景ｈウォーロイドの動き
背景。ウォーロイドの動きに影響しない
影響しなも、
ＢとＦ９のみ
機雷とエネルギーボール。
機雷とエネルギーボール。Ｆ８とＦ９のみ

ＦＤＦＥ

⑳

趣

ＥＸＯＡのウォーロィ
二ＸＯＡのヮ:1..Kロイ
ドヵーソル(右蠅)聯
ドカーソル(右側)を
動かす
ＥＸＯＡのエネルギー
ＥＸＯＡのニネルギー

ＳＨＩＰ「･;･
ＳＨｌＦＴ＋
ＣＲＴＬ＋Ｇ
ＣＲＴ￣＋□

る。完成したらCTRL＋Pでフォントをしまお

う。次にそのフォントの属性を必ず決める。
属性は、CTRL十B、CTRL＋C、CTRL＋R
CTRL十Ｗのいずれかで指定し､色で区別され

る（色と属性の関係は左下の表参照)｡これが
終わって本当のフォント完成だ。
ある程度の数のフォントパターンができあ
がったら、Ｆ2キーでピクチャーモードに入ろ
う。ここでフォントをマップ上に並べていく
のだ。このときＳＥＬＥＣＴキーでマップ自
体の背景の色を変えることができる。ここで

マップ全体を見たいという人は、Ｆ3キーを押
して、ルックモードに入ろう。ここではウォ
ーロイドの位置を指定することもできる。
何度も修正して気に入ったものができたな

ら、カセットテープにテータをセーブしよう。
ESC＋Ｆ５キーでセーブモードに入る。このモ
ードに入るとrCHARACTERTYPE?｣と聞い
てくるので、エディタに最初から登録されて
いるフォントだけで作ったマップならばＲ
キー、自分で登録したフォントがあれば０キ
ーを押そう。セーブを中止したいときは、Ｆ｜
～F4のどれかのキーを押せばいい。
さて､セーブをしたらテストプレイだ｡「ウ
ォーロイド｣を立ち上げ｛ESCキーを押してパ
ラメータ設定モードに入り、Ｔ、Ａ、Ｐ、Ｅ、

初期値を変更。ＳＨＩ
初jtW画を冒犀互含ＳｉＥ.1
.-T･§.’｣ン･ﾏでダウン、
ＦＴ＋カンマでダウン、
ピリオドでアップ

SHIFTの5つのキーを同時に押す。画面H=

ＥＡＲＴＨのエネルギ
ＥＡＲＴ:=:のエネルギ

ーを押したらロード開始だ。

ー初期値を変更。カン
・初期値を変更。カン
マでダウン、ピリオド
マでダウン、ピリォＫ
でアップ

ＥＡ
Ｒ￣ :=:のピームカ
EARTHのピームガ

画ＲＴＬ＋Ｃ
(~〕ＲＴ：Ｉ･□

スペースキーでドットを打つ。気に入らなけ

ればGRAPHキー五ドットを消すこともでき

ンの
ンの有撫晧を決定する。
有＃i蔦 駐決定する

ロであり、回でなし
□で
あり 画でなし

ＥＸＯＡのピームガン
ＥＸＣＡのピームカ
〆

の有無を決定する。□
の有無を決定する。
であり、回でなし

｢TAPE｣の表示が出たらスペースｷｰを押し
てプレイ人数を決定し、もう１度スペースキ
実際にプレイしてみて気に入らなかったり、
手直ししたいときはもう１度｢マップコンス
トラクション｣を立ち上げミマップデータを修

正するのだもESC十Ｆ4キーでロードできる。
ロード中止はCTRL＋STOPキー。
最後に､壊れる壁について注意(フォント属
性は黄色)。この壁はビームが１度当たって
壊れ、もう｜度当たって消滅するため、４つ
のフォントパターンを必要とする。

ＦＭ奮蕊鱸

終わるか、スペースキーを押す

楽器を持っている人は73ページ

ＦＲｌＥＶＥ作のＳ曲。「ＲＵ

の表を参考にして音色を変えて

全採用作品Ｓ曲とオマケ１曲

戻ります｡『ＪｉｎｇｌｅＢｅ

Ｎ"ファイル名"リターン｣でそ

みてね。これらはＧＴまたは

のＳ曲を収録しています。メニ

れぞれ鳴らすことができます。

『ｊｕ・ＰＡＣＫ』が必要です。

ューから選んでください。曲が

ｌｌｓ』だけはスペースキーを
押すまで終わりません。

ＭＩｐＩ三蘆譲

かで、演奏を終えてメニューに

iｉｉ

た

い

☆初期の付録ディスクを立ち上げると今のディスクの速さがよくわかります。すばらしい進歩です。これからもがんばってください。翁茶川県／北原聡・印歳・ＦＳｌＡｌＧＴ）☆ひさびさに付録ディスク－号を立ち上げた
が、すごく遅かった。１年もたったらずいぶん進化したんだな～。（鳥取県／山中善清・旧歳・ＦＳ－４６００Ｆ）☆今月号のオールディーズの『ウォーロイド』はとてもおもしろかった。兄や友だちとやって燃えた。今度もまたお

ＣＴＲＬ＋Ｃ

拡大画宜｢内のフォン:鶴を、壊れる壁とじてう罰`ントカ・・ゾルの術す位置に
拡大画面内のフォントを、壊れる壁としてフォントカーソルの指す位置に
登録する(属性指定）
登録する幅i對上鐘）

Ｅ９ＥＥ

Ｂ７ｎ劃

放い

題い

もしろいやつを入れてください。お願いします。この内容で９８０円はとてもお買得です。毎句衙呆／小島宏仁・川歳・ＦＳ１Ａ－Ｆ）

ＣＴＲＬ＋|目
ＣＴＲＬ＋曰

拡大画面内の.ﾌｫﾝﾄを､背景としてﾌｫﾝﾄｶ･ソルの指す位置に登録
拡大画面内のフォントを、背景としてフォントカーソルの指す位置に登録
する(属性指定）
する(属l醤間定）

色

ン卜を、ピクテ･ヤー‐力・ゾル
ントを、ピクチャーカーソル
の指す位置に置く
的指す憧貢に侭(

フォントカーソルの指しているフォントを、クリアする
フォントカーソルの指しているフォントを、クリアする

Ｆ■

鬮瓜ぃ鴎
‐放題

ＳＰＡＣＥ
ＳＦ]ＡＣＥ

ＣＴＲＬ＋□
ＤＴＲＬ＋、

E旧

I園

軋

フォントカーソルの指すフォ
フオントンコー・ゾルの１面ワフ可

拡大画面内のフォントを、フォンカーーソルのｉ肯すＩin〔冠に轡き二t』ｂただし
拡大画面内のフォントを、フオンカーソルの指す位置に書きこむ。ただし
属l生は指定されない
属性は指定されない

ｌ」

見いには

↑↓←匂

ＯＴＲＬ＋Ｐ
ＣＴＲに十Ｆ

昇

【IDｐＥ
nFBp 曙【Iロ
ＥＨ

Ｆｑ

昨詐藤蓉詐

内容
内容

フォントカーソルを動力､；す
フォントカーソルを動かす

ＦＴ＋
ＳＨｌＦＴ＋

フォンＦカーソルカ<i旨リーフォントを、拡大画直i内に読み&'す
フォントカーソルが指すフォントを、拡大画面内に読み出す

。■叩貯。

コマンド
コマンド

□」（］

ＣＴＲＬ＋Ｇ

「。

ノＦゾフチキプーエ弓＝イメワ
★Ｆ曰キー
★ＦＥキー/ピクチャーエディタ

[6色のドットカラーを選択する
16色のＫツトヵラ・を選MHする

拡大面面内の点を消す
拡大画面内の点を消す

則－－－－

大画面を使用する。Ｏ～９，Ａ～Ｆのキーで
色を選びミカーソルキーでカーソルを動かし、

O～曰、Ａ～Ｆ
ご～曰、Ａ～Ｆ

拡大画面内にドットを打つ

口ＬＥ
ｍＬｎ

れていて変更できないもので、デザインの参
考にするといい。作り方は上の写真の②Ｌ拡

ピクチャーカーソルを動かす
ごクチャーカーソルを動かす

ＧＲＡＰＨ
ＳＲＡＰＨ

目ヨ

I翫

フォントエデイタモードでの．で点滅している｢□｣がフスクロールする。画面左
マンド７種類が表示されている。オントカーソルだ為Ｙ軸インジケータだ。

Ｔ↓←￣

ＳＰＡＣＥ

E目

今

のアスキーコードが表示さえる。画面内で点滅して

IDR大画面内のカーーソルを動かす
拡大画面内のカーソルを動かす

フェントカーソルを動かす
フォントカーソルを動かす

FB

Ｅ７

⑪フォントテーブル⑱ピクチャー画面
登録されたﾌｫﾝﾄと､そ作成中のマップb)一部が

｡ふいc，
「し←￣

↑↓←￣
ふぐﾛﾛｳ

別Ⅲ

郡

EE

E、■ローＥヒロ[OＥＥ熊

⑥コマンドテーブルれている。このテーブル内る｢□｣を動かすと､上ＦＦ

内容

Ｓ１１．Ｆ’十
ＳＨＩＦＴ＋

》蠅馳』

E則眉

ﾛﾜﾋ１日’
n日
'b日

、印醗

★Ｆ１キー／フォントエディタ
コマンド

ラーは｢Ｖ｣、ボーダー
カラーは｢ロ｣で点滅
している。ボーダーカ
ラーは最初はＯだ。

医Ｐ
丁緒

F8～FFまでのパターンは､あらかじめ作成さ

選択しているドットカ

F目

匠弼ヨ
ＴＴＬに局

～No.F7までの計56パターンが作成できる。

｢回｣がカーソル。

⑳ｶﾗｰテーブル

ＥｌＥ目

ＥＶＥＢＥ目
Ｅ日
に日

や７７９
口ｌＥＦ

置作署､

ントが拡大される。わ
くの中で点滅している

錘》垂》》

めよう。パターンは８ｘ８ドットごＮｏＣＯ

デザインしているフォ

ロ［Ｉ[１１，己ロヨ［ULl［ｊｇ【1
[１１，昔
n5

悲閉

まずはフォントパターンを作ることから始

オリ譲十ルマワブ

《

■l

ＥｌＥ２ＥョＥＢＪＥＳ■
EB

⑫拡大両両

l】

湖ＴＩ『 座ｌＴＩＴｌ:１Ｅ１陵了乳】fJ君

園閏一

るモードテーブル。Ｆ１～ＦＳモードのことだ。

２

Ｆ】

９２年n月号に収録した『ウオで、「フォントエディタ｣｢ピク
ーロイド｣のマップコンストラチャーエディタ｣｢ルックモー
クションだ。これでオリジナルド｣のＢつのモードに入る。
マップを作って、遊んじゃおう「フォントエディタ｣は、マツ
というツールなのだ。プのキャラクタパターン（これ
注意してほしいのは、これだをフォントと呼ぶ)を作成する
けではウォーロイドとして遊べモード。「ピクチャーエディタ」
ない。Ⅱ月号の付録ディスクを’す、作成したフォントをマップ
用意しておいてほしい。内に配置するモード｡｢ルックモ
まず、右の画面写真を見てほ－ド｣は横32×たて20(フォント
しい゜画面の上に表示されていパターンで)のマップを眺める

いる。

１

》｜ 》一』》『

右に■｣が点滅して

Ⅱ■■■■■一■

◎アスキー※注このツールはデータレコーダがＩ必要です。

いま選択されているモ
ードは、モード名の左

》ず》 纈噸“鰐臘臘腱

※この『ウオーロイド・マップコンストラクション」は「ログイン」昭和曰年－月号に掲載されたものです。

⑪モードテーフル

『ウオーロイド゜マツブコンストラクション』

l塵M

基本画面の説明

オコク
オコ澪ク

【アル甲補足,|W報】ファイル名とフアイターとの関係は以下のとおり。ALG-06(以下ALG-を省略)＝
Ｕ８０ｑＯ８＝SHABARlN、０９＝Weakest、１０＝TAGOSAKU、１４＝ＭＰＶＯ６ＺＸＩ７＝ＧＨ－９ＨｌＲ

一鶴獣

鬮

会同の議鰄

放い
題い
た

しＩ
_い’

ＭＥＲＧＥ１'PBR-BUGMRG1l

ア雌鴎

新年ということで表紙も新し

■ＰＢＲＳＹＳのバグについて

くなり、ＣＧコンテストでおな

Ｓ体目のファイターのファイ

じみの｢ホルスタイン渡辺｣くん

Oそのまま、そのディスクに
SAVEl1PBRSYS1,

これと同様の手順で、
①LOAD"PBRDEBUG”

超えると、Ｄｉｓｋ－ＢＡＳｌ

とになりました。その表紙のＣ

eMERGE"PBR-BG2MRG'L

Ｃを壊す恐れがあるというバグ

Ｇを収録しています。

OsAvE"PBRDEBuG”

が、ＰＢＲＳＹＳとＰＢＲＤＥ

ここに載せてあるのはその原

ＢＵＧにありました。

画です｡正月にちなんで和服姿Ｏ②タイトルＣＧの作者

会月のファイルのなかにある

として、ＰＢＲＤＥＢＵＧの

ほうも修正してください。なお、
バグを取った已本のプログラム

の女性がお雑煮を食べていますホルスタイン渡辺とその
ね。このホルスタイン渡辺くん原画.この原画にバック

拡張子｢・ＭＲＧ｣のｅ本はこの

にもＢ：を書いてもらいましたの裾野に住んでいるだけ

①まず、１２月号のディスクをセ

ので見てみてください。

入れてください。

ットして、

■決勝進出ファイター

バグを直すたのファイルです。

が描かれてないが、富士
あってバックも富士だ

LOADiiPBRSYS'１

’ あｒｉ讓しよ｡ Ｉ

⑰ファミリーソフトから発売されているｒｌＶｉ
Ｓフィールド～上7,800円で発売中だ

②次に会月のアル甲解凍後のデ
ィスクをセットして

リーソフトの『ＭＳフィールド

ＭＳＸ-口ロ=

もにくらべると、わりにかんた

んだったようで、正解者が続出。

抽選で｢ガンダム｣の特製ポスタ
一(美樹本晴彦・画ほか)を曰枚

付録ディスクのシステムから
FDEIIl

炉８１□ロ
blI1
Ｍｎ)脇１Ｍ号

FＪｌＤｌ１

Ｊｊ。■宙11’
JjJ

１

IＦ２１ＣＤＤ

IvlL】I詔１Ｍ当苗ＵｌＴ
ＩＷＵ､､ソ伊､､凸

やいます。当選者は、〈福島県〉〈鹿児島県>岩崎聡宗、（敬称略)。

鈴木111頁、〈東京都>斉藤直樹、〈長おめでと。

ll

自分でコマンドを入力して解
凍やファイルの実行をしたい人
や、付録ディスクのファイルを

抜けてＤＯＳ(または□ＯＳＢ）

コピーしたい人のためにいちお

に入るコーナーです。

う設けてあるわけです。

Ｍ醤ＸＶｉＳＷ

[F同1百mlmWll[1通[HU雨耐

会回収録したのは『ＳＱＵＡ

ＲＥＤＡ(デスクアクセサリ)』

’ ﾌｱｺﾀﾞｎｓＡＭＥＳ&鞍ﾌﾌﾞ１１ノプログラ似
|ﾌｧﾌ即GANl魎遷1國鵬i胃ﾋﾞﾖEｦ癩
■ファン夕剛ムＧＡＭＥＳ

というやつです。これは画面が
バラバラに分割されてランダ,ム

今月はＳ本の採用を決めて、

ファイル名を入力してください。

に動くというものです。これは

ＲＵＮ－ＭＢ

ディスプレイにグラフィックの

フンフフンと鼻歌を歌っている

ＲＵＮ－ＡＬ

残像が出てしまうというスクリ

と、いつのまにか『たこあげえ

ＲＵＮ－ＳＬｌＭ

ーンの焼きつきを防ぐ働きがあ

む』もディスクに入っていまし

た。そうそう、これもなんだか

心のあたたかいゲームでした。

つまり再解凍のときのファイ

ります。バージョン121以上で

ル名のＥＸＴをＲＵＮに変えれ
ばいいのです。

は一定時間をすぎると勝手に動

ところで、会月の小メニュー

はこれまでのものとずいぶん変
わりました。まず、コーナーロ

→27ページから

■ファンダ・ム・サンプル

会目は、已本のサンプルを収

ゴを廃止し、メニューのタイト

録しました。

ル文字を中央でそろえました。

｢新・マシン語の気持ち｣より

］0本のうち、
ＭＡＧｌＣＢＡＴＴＬＥ

ＮＭＨ－１，ＳｌＭ
＝ラベルに関するサンプル

ＡｎＤｔｈｅｒＬａｎｄ

｢ＢＡＳ’○ピクニック｣より

ＳＬｌＭＥＷｏＲＬＤ

ＧＲＰ－ＦＯＮＴ，ＢＰ１

のＢ本は、圧縮ファイルで、必
要な□ＳＫＦと再解凍用バッチ
ファイル名は右下に左から'１頁に

ル文字を表示する

明記してあります。また、一度
解凍してしまったディスクから
ゲームを再起動するときは、Ｄ
ＯＳ画面でそれぞれ次のバッチ

112

きだすようになってます。

ｅＷで読み込んだ画面まい、わけがわからん状態

セットでＳ名にプレゼントしち野県>高山泰、〈大阪府>藤原覚、

ＮＤ部門決勝進出ファイター

をソース、オブジェクトとも収
録しました。→53ページ

11月|胄報号の答えは、ファミ

機動戦士力､ンダ､ム』でした｡いつ

を入れてあるディスクには、か
ならずＰＢＲＳＹＳＢｌＮも

④これは付録ディスクをＶｉｅ上のがバラバラになってし

☆最近ＣＧに興味をもちました。もちろん「ほほ梅麿のＣＧ描き方入門』も買いましたよ。（北海道／／久保田勇・四歳・ＦＳＩＡ－ＧＴ）☆今月号のオールデイーズ「ウオーロイド』はおもしろかったです。小４か小５のときに学研
の雪手習と科学」に紹介されていて、ほしいと思いながらあきらめていたゲームでした。それが今頃になってできるとは思いませんでした。（鹿児島県／竹原綾一・陥歳・ＦＳ－ＡｌＳＴ）☆『ほほ梅暦のＣＧ描き方入門」買いまし

た。初心者にはとてもわかりやすいし、ディスクもついてるから、自分の画面でＣＧをよく見られるので勉強になります。（岩手県／四戸光・型歳・ＦＳｌＡＩＷＸ）

が表紙のＣＧを描いてくれるこ

ルサイズが500バイトていどを

＝グラフィック画面にオリジナ

くわしくはそれぞれ40ページ、
68ページを参照してください。

Ii3jiIJ鶴鴎ｌ
、ＳＫＦ
９０

□ＳＫＦ
３１０

ＥＸＴ－ＭＢＥＸＴ－ＡＬＥＸＴ－ＳＬ１Ｍ

伽０
イズ第２ｌ１ｉｉは、〈
し〈もお正月号なのでk現金５千
円を正力総のなかから抽選で３名
様にさしあげます。
では､｜Ⅲ題です。

竃’
電話番号を書いて、

〒１０５束京#１職区;Wi1iWF4-10-7
TIMMSX,ＦＡＮ鰄腱部

｢お年玉クイズ｣係
まで送ってください。しめ切りは、
1993年１月８日必着６発表は、

問題付録ディスクの大メニュー1993年３月|静､号のこのへんてi･
画面であることをすると､WII鰹でスペースがあまったので、ピン
３名様に５千円の現金があたるおトを出しちゃおうかなあ。
年玉クイズのキーワード｣力譲示さ①使うキーは、カーソルキーとス

れます。そのキーワードはなんでベースキーのみ

しよう。②｢すべしやる｣から斜め入力なし
で６手で見られます

キーワードを見つけた人は、ハ③通り過ぎないように注j蔦ｉ
ガキにそのキーワードと、あなたむずかしいかなあ。lIkFjEにはく
の住所(〒も）･氏名･fFIM+・職業.れぐれも気をつけてください。

スーパー付録ディスク内容一覧表
害
記号の意味員,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。171のついたソフトはＭＳＸ－ＭＵＳｌＣ（ＦＭ音源)に対応ｃ

鰯
UＥＬｌＪ

※各コーナータイトルのＡＢＣは、それぞれのコーナーのとタイプを表しています。苗付録ディスクパッケージ裏面参照

Ｉ１、
ティスク

コーナータイトル
すぺしやるVdR
すぺしやる(閂

関連記事名
付墨ディスクの使い
付録ディスクの使い

内容説明
パズル

方（Ｐ．.O〕
方(PlIO）

ファンダム・ＧＡＭＥＳ⑭
ファンダム・ＧＡＭＥＳ⑨

ﾌｧﾝダム
フビヲンダム
(Ｐ２７～62）
(1,27～52）

掲戦プログラム

放い
放しｌ
題い

圧縮ファイルです。

:E:ﾋﾆ１台士受ﾛ|圧縮ﾌｧｲﾙです。

ジグソー(アレンジバージョン)」
ジグソー(アレンジバージョン)』

ＳＰＣＬ－可曰・ＬＺｌ；

ＭＯＣＨｌ

Ｃ□ＶＥＲ･-.1．ＸＳ
ＤＤＶＥＲ－１、ＸＳ

た

い

付録ディスク用に圧縮されたグラフィックデータ
付録,ディスク月に圧縮旨れikHグラフィックデータ
です、
です。

●MAGlCBATTLE
⑪MAGlCBATTLE
AnotherLand
Anolhe｢Ｌ恩､(ｌ
SLlMEWORLD
ＳＬＩＭＥＷＯＲＬＤ

⑪たこあげえむ
③ﾌﾟﾆﾆあげえむ

スー･バーーピギナーズ
スーパーピギナーズ
誠庄(Ｐ56〕
講座(Ｐ56）
新・マシン編の気持
新・マシン語の気持

掲載プログラム
褐戦プログラム

アル甲⑭＋'、
アル甲癖十□

ル甲４：
アル甲４（Ｐ53）

掲載プログラム
掲赦プログラム

｢ツール／｣｢Ａ
Fツ・ル／｣vＡ

－ル／
｢ツール／」（Ｐ５８）
ｐ５８J

掲載プログラム
掲戟ブ【』グラム

１１１１１１ＨＨＨ１

⑤ＧＡＭＥMAKER
⑬ＧＡＭＥMAKER
③大爾豪
③大薗濠

ＳＲＡＶｌＴＥ
ＢＲＡＶｌＴＥ･ＦＤ１
ＤＤＤＤＤＤｚｚｚＤ

⑨あるアリの蝿烈な戦い
⑩あるアリの熾烈な戦い
超低擁庵天文シミュレーション
超低遼腰天文シミュレーション
雨がやんだ！さあ、散歩に行こ
雨がやんだ｡さあ、敗歩'二行≦

ＦＦＦＦＦＦＬＬＬＦ

②Gravil2
CGravit2

う〃
う〃

ファンダム・サンプル
プログラム'曰
プログラムＢ

ＳＰＣＬ－１Ａ･ＩＺＨ

ＡＲＵＡＲ；．Ｆ[〕１
ＡＲＵＡＲＩ
ＴＥＮＭＯＮ
ＴＥＮＭＯＮ‘ＦＤ１

ＳＡＭＰＤ
ＳＡＭＰＯ、ＦＤ１

拡毅子｢・ＦＤ|｣のファイル（よすべてBASICプログラ
拡張子｢・ＦＤ1｣のファイルはすべてBASlCプログラ
ﾑです。
ムです。
拡張子｢、LZH｣のファイルは圧縮ファイルです。
砿麗子Ｉ－ＩＺＩＩ｣の.フ･アイル【8k厘編ファイルです｡

ＭＡＫＥＰ、ＦＤ１
ＭＡＫＥＲ
ＤＡｌＦＵＧＯＵ
□ＡＩＦＵＣＤＵ．Ｆ□１
ＭＢＡＴＴＬＥ，
ＭＢＡＴＴＬＥ，ＬＺｌｌ
ＡＮＯＴＨＥＲ，ＬＺｌ－ｌ
ＡＮＯＴＨＥＲ，
ＳＬｌＭＥ
ＳＬｌＭＥ、ＬＺＨ
ＴＡＫＯＡＣＥ．
ＴＡＫＤＡＧＥ･ＦＤ１

●グラフィック画面でニーーザー定義
●グラフィック画面でユーザー定義
キャラクタを表示する③･ﾘ･ｼｰﾌﾟ｣Ｉ
キャラクタを表示する●サンプル
プログラム

ＢＲＰ－ＦＯＮＴ－ＢＰ１
ＧＲＰ･ＦＯＮＴ、ＢＰ１

⑨PBR用ファイターN､部門決勝髭出
●PBR用ﾌｧｲﾀｰN､部門決勝進出

ＡＬＫＯ－１＿ＬＺＨ
ＡＬＩ〈〔〕－１、ＬＺＨ

圧縮ファイルです｡
圧縮ファイルです。

Ｖ＆アＲＭＡＬＬＬＺＨ
Ｖ＆アＲＭＡｌ－Ｌ･ＬＺＨ

煙縮ファイルです‘
圧縮ファイルです鯵

ＣＨＩＮＡ、ＦＭ１
ＹＡＢＵＨＥＢＬＦＭ１
ＹＡＢＵＨｌ二Ｅｌｌ，ＦＭ１
ＳＴＡＲＴ－ＵＰ,写Ｍ１
ＳＴＡＲＴ－ＵＲＦＭ１
ＥＮＧｌ、ＦＭ１
ＥＮＧ’、ＦＭ１
ＨｏＴＴＥＲ．ＦＭ１
ＨＯＴＴＥＲ、ＦＭ１

BAS|Cプログラムです。
BASl()プログラムです。

ＡＶ－１、ＢＡＳ
ＡＶ－．Ｗ、ＢＡＳ
ＡＶ－１、ＢｌＮ
ＡＶ・１、ＢＩＮ

起励用BASICプログラムでず.。マシン諾ファイル
起動用BASlCプログラムです。マシン語ファイノＬ

ＣＧ－１Ａ．ＬＺＨ
ＣＧ－１Ａ、ＬＺｌｌ
ＣＧ－１Ｂ、ＬＺＨ
ＣＣ－１Ｆ）、Ｌ－Ｚ－ｌ

圧縮ﾌｧｲﾙです。
圧縮ファイルです。

圧縮ファイルです。
圧縮ファイルです

ＮＭＨ－１．Ｓ１Ｍ
ＮＭＨ－１、ＳｌＭ

BASIC･プログラムでv,。
BASICプログラムです。
rSimpIeASM｣用ソースファイルです。
rSimpIeASMl蹄ソー・スファイルです。

ち（Ｐ４０）
ち（Ｐ40〕

ファイター６体
⑪体験版テキストエディタ｢v&z
●体験版テキスト田デ刊夕1V&Z
smaIl」
ＳｍaⅡ」

ＦＭ音楽館心
ＦＭ音楽館窓！

ＦＭ音楽館
ＦＭ育窒堀
(Ｐ６４～67）
(Ｐ５４～67）

掲載プログラム

田lnChinB
田lnChina

U､中東のやぶへび
田中束のやぶへび
巴スタートアップ
1頭スターi､アップ
lnEngi
四Engi
I刀HottcrthanmeⅡ
田Hotterthanl1ell

F1JingleBells
iJiJingIeEJells

Ｊ－Ｆ〕[=ＬＬＳ－ＦＭ１
Ｊ－ＢＥＬＬＳ･ＦＭ１

掲載プログラム
掲蝋プログラム

今愚の；本規定部門｢私の家』
今月の｜本規定部門｢私の家」

ほほ梅麿のＣＧコン
ほほ梅職のＣＧコン
テスト（Ｐ９４～99）
テ父!.（１）94～99）

掲戯ＣＧ
掲載ＣＧ

イラスト部風！｢MALAWl｣｢夜覗け；
イラスト部門｢MALAWI｣｢夜明け」

パゾ通天国(AＩ
バソ通天国色

パソ通天国
ハソ通天国

逓信ソフｒ
通信ソフ’

■RAETERMVer､0.810
③RAET=RMVerq8IO

ＲＡＥＴＤＢＥＡ・ＬＺＨ
ＲＡＥ〒ロ日２Ａ．Ｊ■Ｈ

ＭＳＸＶｉｅＷＢｒ
ＭＳＸＶｉｅＷＢ）

付録ディスクの使い

DＡ（テヌクアクセサ
DＡ（デスクアクセサ

☆収録しﾌﾞﾆ､Aの説明
☆収録したりAの説明
★SQUAREDA(MSXV1ewVerL21用尹
☆SQUAREDA(MSXViewVerL21用ヌ

ＳＱＵＡＲＥ，ＢＯＫ
Ｓ〔]ＵＡＲＥ．Ｂ□Ｋ

ＡＶフォーラム⑭
ＡＶフォーラム窓

ＡＶ･ﾌォーラム
ＡＶフォーラム

ほほ梅麿のＣＧコンテスト
①
⑭

Ｍｌｎｌ＝庶諄Ｒ
ＭｌＤＩ＝酵評F１

(Ｐ９２～93）
(Ｐ３Z～93）

自由部門

｢JANE｣/ぬりえ部門｢ぬりえしま
rJANE｣/ぬりえ部Pq｢ぬりえしよ
した｣/ぬりえ部門用教材CＧ
．ｆ－／ぬ1Ｊえ部門用教材ＣＧ
Ｌｐｈ■･ロ

です命
で？.。

(Ｐ８６～91）
（Ｐ８６～９〉

方（Ｐｌｌ２）
方（ｐ１ｌ２）

リ）

ＭＩＤＩ三硬筆
lVIlDl室麿笠

ＭＩＤＩ音楽デ・・夕
MIDI音楽データ

pagGBOOK用ファイルですａ
PageBOOK用ファイルです噂

ＳＱＵＡＲＥ．［]Ａ
ＳＱＵＡＲＥ、ＤＡ

､A本伸です。
､A本体です。

君の笑顔
ＭＩＤ
君の笑顔、Ｍ１［＞
君の笑顔
Ｍｌ巳
君の笑鎮．ＭＩＥ
ＴＸＴ
君の笑顔
君の笑調、ＴＸＴ
SＬｌＭ－ＴＴＬ ＭｌＤ
ＳＬｌⅥ－~T~１１．ＭＩＤ

BASICプログラムです。
BASl(>ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑです。

ＡＴＥ□－１、ＸＳＢ
ＡＴＥＱ－１．ＸＳＢ

付録ディスク用【:､圧縮されたゲラ･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
ですハ
でず罰

ＭＳＸ□□Ｓ．ＳＹＳ
ＭＳＸＤＤＳ、ＳＹＳ
ＣｏＭＭＡＮＤ，ＣＯＭ
ＣＯＭＭＡＮｌ）．ＣＯＭ
ＭＳＸＤｏＳＢ，ＳＹＳ
ＭＳＸロロＳＥ、ＳＹＳ
ＣＯＭＭＡＮＤＥ，ＣＤＭ
ＣＯＭＭＡＮＤＥ．ＣＯＭ

MSX2/2＋用のＭＳＸ－ＤＯＳｌセットと、ＭＳＸ－ＤＯＳ２
MSX2/2.1.用のＭＳＸ－ＤＯＳＩセツＰご゜ＭＳＸ－ＤＯＳ２

ＷＡＲＥＤ
ＷＡＲＥＤ

マシン語ファイルです㈲
マシン麗ファイルです

ＢＣＬＮ－Ｉ．□
ＢＣｌ－Ｎ－１．□

付録ディスク用子キストフシイルです，、_、;'二【2ｋ
付録ディスク用テキストファイルです。ここには

クリーンセーバー）
プリーーンセーバー）

(Ｐ７６～77）
（;'75～77）
付録デ証スクの便し
付鐡ディスクの仙い
方（Ｐｌｌｌ）
方(Ｐ：:I）

★君の笑顔
★君の笑顛

★｢SLlMFWDHLD｣の:オーブンク
☆｢SL1MEWORLD｣の｢オーブニンク

テキストファイルです。
テキストフコ,イルです。

テーマ」
テ･･マ」

あてましよ□｡
あてましょＤＣ

ＭＳＸ－ＤＯＳａＩ
ＭＳＸ－ＤＤＳ内

付録ディスクの使い
付録ディスクの使い

ソフトハウス名当て
フトハウス名当て

方(Ｐｌｌ２）
方（PIl2J

クイズ
イス

I寸録ディスクの使い
付録ディスクの使し
方(ＰＩｌ２）
方(Ｐ：:2）

ＭＳＸ－ＤＯＳＩ、

ＭＳＸ－ＤＯＳｌ

２の基本セット
2の基本七
ＭＳＸ－ＤＯＳ２

オマケ甥’
オマケ⑨

ヨ：ロ
Ｂ：Ｃ

付録ディスクの使い
付録;デ･イスク⑱使い
方（ＰｌＩＩ）
方(Ｐ：１１）

1992年１１月号収録
｢ｳｫｰ･ロイｉ
｢ウォーロイド｣のマ
ップエディタ
ツブェデ否夕
編集後記

①ウオーロイド･ﾏｯﾌｺﾝｽﾄラ
③ﾜｫｰﾛｲﾄﾞ･ﾏｯﾌﾞﾖﾝｽﾄラ

セットカ《入P$てい瀕す.，ターボＲｎtおも(二DOS2で
ｾｯﾄが入っています。ターボＲはおもにDOS2で､
それ以外はＤＯＳｌで起動しています。
どれ以外はＤＯＳｌで起動･'ています

クション

キーワードはありません。
JF-ワードはあり量せん瞳

※拡張子にLZH力Y寸〈ファイルは、フリーウェアの｢LHA｣(吉川栄泰･作)で圧縮したものです。※圧W:ファイルを解凍するときに使用している｢PMEXT・COM｣は、フリーウェアの｢PMext｣(べぱあ
みんと☆すたあ・作)です。また、イ寸録ディスクに同時にlljI録しているPMEXTDOCLZHは、このPMextDフドキユメント(テキスト）を圧縮したものです。
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★今月の付録ディスクの「ウオーロイド」がよかった。あのなつかしいゲームをやれて久しぶりに熱くなった。あとファンダムゲームズも楽しかった。ディスクの性能も向上してますますおもしろくなり、毎月楽しみにしてい

表紙ＣＧ

備考

スするのはすばらしい。（千葉県／小関和紀・肥歳・ＦＳ－Ａ１ＳＴ）

付録ディスクの使い
方（Ｐｌｌ２）

自分で絵を組み占めるｒとつかえ
自分で絵を組み二めるｒとつかえ

ファイル名

る。これからも値段を維持し続けていいものを作り続けてください。（神奈川県／佐々木堂ｊ・旧歳・ＦＳ１Ａ－ＳＴ）★どんどん付録ディスクの解凍作業が楽になってきていると思う。すでにディスクに入っているファイルをパ

合月の表紙,ロ
月の表紙０

タイトル

③発売徳間書店
②発行･編集徳間轡店インターメディア

ＡＮ●CliLiil鱒●

ＰＵＢＬｌＳＨＥＲ

数千人のCrcが集まるパソケツトとは

ＥＤＩＴＯＲｌＮＣＨＩＥＦ

屋形船の浮かぶ川沿いに朝からならぶパソケット通

栃窪宏男
ＥＤｌＴＯＲ＆LEPRECHAUN

山森尚
北根紀二子
SENlORCONTRlBUTINGEDlTOR

山科享i之
ＥＤｌＴＯＲｌＡＬＳＴＡＦＦ

鱸

開場10分まえにバグが見つかったソフトを

修正しているMSXのグループもぼくはこのソ
フトけちやらか～｣を買いました。500円

高田陽＋田崇由紀＋諏訪由里子＋横川理彦

＋星野博和十浜野忠夫＋鈴木(鮨＋馬場(変
輔十早坂泰成
②制作
ARTDlRECTOR＆ＣＯＶＥＲＤＥＳｌＧＮＥＲ

井沢(麦二

草橋だがこの日だけは熱気と妖気が漂っていた

ED1TORlALDESlGNERS

井沢俊＝＋高田亜季十デザイラ<釜田奉

'１月Ｂ曰、編集部内にも愛好家の多

行>＋TERRACE

い（ソケットＸＸⅦ(東京.浅草橋／東

ILLUSTRATORS

しまづﾌﾞrどんき＋中野カンフー／＋野見山

京文具共和会館)に行ってきた.

つつじ＋成田保宏十南辰真

パソケットといっても、パソコンの

COVERCGDESlGNER

ソケットではない(第一そんなものは

ツトはマーケットのケット己ようす
るに、パソコン同人ソフト・同人誌の

ホノレスタイン渡辺
COVERPHOTObRAPHER

入場者の列の向こうに見える船は、神田Ⅱ|に

矢藤修三十大嶋一成

係留されている屋形船の群

ＦＩＮｌＳＨＤＥＳｌＧＮＥＲＳ

即売会なのである。ローマ数字は27で、

さい会場｣(バソケット通の国際課・

□｢ｃとおぼしき人物はあちこちにい

２７回目という意味だが、これは東京の

ＯＳＡＤＡ)だそうだが､それでも体育

て、しかもどれも□｢ｃではなかった。

パソケットだけの通算回数で、ほかに

館くらいのフロアを巳つ借り切って、

パソケット出身でプロになったプロ

も札幌、仙台、新潟、水戸、静岡、名

120のサークルが出店していた(8000円

グラマも多いらしい｡｢あまりいわない

古屋、大阪、京都、広島、岡山、高松、

の参加料を払えば店が出せる)｡そのう

ようですが、パソケツト同窓会なんか

博多などなどなどなど全国各地でＳ

ち、ＭＳＸのソフトを出しているのは

やると、おもしろいでしょうね｣(バソ

～20回ずつのバソケットが開催されて

１２サークル。ちょうど'0分の１．

ケツト事務局・矢崎明さん）

いる。全国規模で見渡すとパソケット
が開催されていない週はない。

パソケットは、約４年まえにあるフ

会場を回りながら、□｢ｃを探した。

そうこうするうちに､つい500円でＭ

所属する同人グループ｢あらかわ研｣の

ＳＸ用の｢ＦＭ音源すちやらか

販売に来ているはずなのだ。見つけた

ＤｌＳＫ｣(ｂｙＲｌＳＫＹ)というのを買

ァミコンショップの従業員の趣味活動

ら､あらかわ研ごと写真に撮ってやろ

ってしまった。○｢ｃのあらかわ研は、

から始まった。東京のﾊﾞｿｹｯﾄにか

うと思っていたのだが、混雑した会場

ＰＣ９８用のゲームソフトを200円で売

ぎると、現在は、出店数100～200、来

を動く人々は、売る人も買う人もおな

っていたそうだから、これって高額ソ

場者2000～3000人くらいの規模のもの

じような雰囲気で、年齢は20代前半、

フトなんでしょうか。

がほぼ毎月開かれている。

今回のパソケツトの場合、開場は１１

ニーーョ

時で、閉まるのは15時。つまり、わず

大日Ｚ旗印刷株式会社

ＥＤＩＴＯＨ１ＡｌＡ(ｴｰｺﾛﾝ）
◇ついさっきまで気がつかなかつたが、

新年号だ。どうりで表紙が革命的に変
わった｡このあいだクリップで｢熱心な

読者兼有力投稿者｣として取材してき

たばかりのホル(略)が、いつのまにか
｢仕事仲間｣になっていたのにはちょっ
と驚いた◆しかし、考えてみれば、付
録ディスクのＢＧＭだって最近はずっ
と､読者(といっても投稿者はまだまだ
少ないけれど)の作品だ◆じつは､これ
は来月号で明らかにしようと思ってい

たのだけれど、合月の付録ディスクや

｢スーパープロコレ４｣の付録ディスク

収録・紹介する予定)で制作している。

半に会場に行ってみると、入口には、

｢グラフサウルスよりも使いやすかっ

すてに数百人がならんでいた。

たりして｣(Ｏ｢c)◆ＭＳＸのいいとこ

こういう場合の常として、前のほう

ろは、プロとアマチュアの境界があい

に並んでいる人に｢何時頃からならん

まいなところだ。最近、プロは元気が

て.ますかあ｣と聞いたら､同行していた

ないが、それと反対にアマチュアはや

編集部あじの友人だった。その友人は

たらに元気がいい。1993年は、アマチ

始発で来たという。最前列のグループ

ュアのパワーがＭＳＸを救うのかもし

にも聞いたら｢昨曰からいるという話

れない。

もある｡うそうそ｣となんだかよくわか

ＡＵ★ＩＮＤビＸ

覺農:霧占荒内j潔醇県

アスキー･……･…･……,…………．.……’'５

浜前曰時前には会場に来ないでくだき
夫今回の会場は｢東京ではいちばん小

PRlNTER

ル(ｒＳｌｌＡＮｌＭＥ｣bySIIoB月号で

に強いテクポリにくっついて、朝10時

'し、

侑)あくせす＋㈱ワードポッフ・

のメニューＣＧは、読者の作ったツー

か４時間しか開いてない。同人ソフト

富い』と書いてあった｡うむ。

ASSlSTANTEDlTORS

池田禾吠十石橋憲吾+奥戯羊#i+奥義之十
笹谷尚弘十福田昌弘＋村山和幸＋山口直樹
＋山田貞幸
ＣＯＮＴＲｌＢＵＴＯＲＳ

開場まえの列。ふつう閑散としている祝日の浅

ないルバソはパソコンのパソだが、ケ

加藤久人＋川尻享史＋鴨田洋志+福成雅笑
十諸橋月瑳

パソケット会場内。カメラマンカ逃げだすほどの熱気でムンムン。パソケットで買うソフトに

ついては｢買ってみなければわからない｣(駆け出し放送作家Ｍ氏)というのが一般的貝ﾉﾘ￥

電子技術教育協会…･………………･･……３５
ピッツー..…･…･…･……･……･……･…･…83

プラザー工業……………･…･…･………表２

次号蹴、 臘濫讓藺獺艤鍵ﾙ１月11日発売調80円
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マイクロキャビン･･……･……………８４，８５
松下電器産業・………･･･…･…………･…’１６

列Ｓｍひろがる魅力､Ｍｓｘｏ
ｔｕｒｂｏＲ対応も加えて､多彩なバリエーション

Ｆ』

MSXturboR専用グラフィカルユーザーインターフエイスMSXViewI21(〒入定スエックス･ピュウ]２１）

MSXView専用のグラフ機能付き袈計卵ソフトウェアViewCALC(ﾋﾟｭｳ･カルク）

Ｖｉｅｗ1.21

ＭＳＸｔＵｍＯＲ専用

|繍圃

価格:９，８００円(送料1Coo円）

ＭＳＸＶｉｅｗはJV1SXturboR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

粉ewCALC，洲，

価格:１４，８００円(送料１０００円）

ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ(ＧＵｌ)で寅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

｢ＶｉｅｗＣＡＬＣ｣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
すも売上レポートの作成､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式

など､幅広い用途に利

■特長:｡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｡OMSXViewからMSX-DOSのコマ
ンド､バッチファイル､BASlCプログラムを実行可能。
0ｽｸﾘｰﾝｾｰﾊﾞｰ機能をｻﾎﾟｰﾄ｡o専用ｱﾌﾞ
|｣ケーションソフh／ⅦeMmED雪ⅥBwDRAW、View
PAlNT､PageBOOKが付属。

■特長：⑥最大で横６４×縦128の表を作成可能
(理論値)｡⑥グラフ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●数値演算､論理演算はもちろん、
52種類の関数(sum､max､modなど)もサポートま

に沁唖]I>81,3&()nicl?SAI(;T(怯1..1EMI卜lFii躯}ホバ公}]:弧)には､

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。
■対応機紅:MSXturboR専用
:;･本パッケージには､｢MSXView｣が含まれておりま
せん｡ViewCALCをご使用になるには､rMSXView」

rMSXY化ｗ｣が|/､lIHiさｨLていま市!

■対応機種:PamasonicFS-A1ST

が必要です
MSXのメインRAMをin股するためのMSX墹設RAMカートIノツジ(ＭＥＭ-768）

RS-232C方式のコミュニケーションインターフェイス

高連で大容迅のメディア(HD)をサポート

MSX-SERlAL232(エムエスエックス･シリアル232）

MSXHDInterrace(エムエスエックス･ハードディスクｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ）

AHEⅨ増設RAMｶｰﾄﾘｯｼﾞMSDCSEI:Ml-zH9,

ＭＳＸ剛ＤＩｎｉｅＦｆａｃｅ

MEM-768は768ＫＢのＲＡＭを搭載L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

ジで説日本語ＭＳＸ－ＤＯＳ２とあわせて使うこと

ートリッジで式ＭＳＸ－ＴＥＲＭなどの通僧ソフトが

を使うためのインターフェイスカートリッジで式

により､ＲＡＭデイスクの容量を増やすことができま魂

そのまま利用でき､拡張ＢＡＳｌＣも搭載Lていま戎

ＭＳＸ2,ＭＳＸ2十､ＭＳＸｔｕｒｂｏＲ対応

■対応機種:MSX2,MSX2+､MSXturboR
:i･MSX2,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が必要で式ＭＳＸｔｕｒ
ｂｏＲでは､本カートリッジだけで､ご使用になれま市
また、MEM-768のRAMディスクに係: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

■対応機柾:MSX2,MSX21MSXturboR

▲対応ハードディスクについては､お問い合わせ下

価格:３００００円(送料1.000円)
価格:30ｐ００円(送料LOCO円）（ＭＥＭ員768）価格:20000円(税込･送料ｻｰﾋﾞｽ）
価格:２０，０００円(税込･送料サービス）

価格;３０，０００円(送料サービス）

にi１．.@K】MSXSIZRIAL232･ＭＳＸＩＩｌ)I111er｢【ICCは.jlL(,;阪光ujみて｣[(1)lﾉAっておI)ま‐抑
ｺﾞlllI入り)IllL込み･おIⅡルイ『わせはJ}1Jﾌﾞｽﾞｷｰ'''1]uqYll(111m【i()33''86711.1)士でおり仰し.だしと-t

ＭＳＸ､ＭＳＸ２､ＭＳＸ2.のスペックシート

MSXturboRのスペツクシートMSX-DatapackturboR版
(エムエスエックス･データパック･ターボアールバージョン）

lVISX-Datapack(エムエスエックス･データパツク）

嵩速･恋機能通信ソフトＭＳＸ－ＴＥＲＭ(エムエスエックス･ターム）

jⅥ9コCDataijack

ﾊﾊﾋﾞ副Cmat叩aCl【|turboR版ｌＡＮｇ同Ｘｙ璽璽樫

MSX-Datapackは鴨ＭＳＸ２`までの公開可能

ＭＳＸ－ＤａｔａｐａｃｋｔｕｒｂｏＲ版は、ＭＳＸｔｕｒ

ＭＳＸ－ＴＥＲＭは､ｵｰﾄログイン､エディタ､バック

な仕様とサンフルブログラムのパッケージで式

ｂｏＲの仕様とサンプルプログラムのハツケージで宝

スクロールなどの本格的な機能を持ちながら､使い

価格:１２，０００円(送料ＬＯＣＯ円）

価格:１２，０００円(送料1000円）

■内容:・マニュアル編…ハードウェア仕様、シス
テムソフトウェスMSX-DOS1､ＶＤＲスロット標準的
な周辺装置へのアクセスなど●ソフトウェア編…

夕

拡張BASICコマンドの作成法､漢字ROMアクセスの
方法､ＶDPのアクセス､ＶSYNC割り込みなど
■対応機種:MSX､MSX2NSX2・
■メディア:３．５－２，，

■内容:ｏ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｡ｿﾌﾄｳｪｱ編･･･ﾌｧｲﾙﾊﾝﾄﾞﾙの使用
法､MSXViewアプリケーションの作成法､MSX-.ＭＩＤ｜

価格:１２，８００円(送料1000円）

やすさを正視した高機能通信ソフトウェアで説
￣

アプリケーションの作成法など

■対応機種:MSXturboR■メディア:3.5-2,,

■対応機種:MSX2,MSX2+､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ｼﾞ､もしくはRS-232Cカ
ートリッジとモデムが必､要でず

■イ息ハツケーシは.フロク゛ラミングテクニ･ソクu）Ⅲ,iM.,'｢て{よ刀')士せ/L･フ１Jクラミンク゛u)Ｉｊ$､リノデー御として(円Illして卜迅し

MSX=ＤＯＳ２ＴＯＯＬＳ(〒八〒。-丁ツクス･ドス２ツールス）

ＭＳＸ－ＳＢＵＧ２(〒八〒ヌエックス･エスバク2）

MSX-CVBr-12(〒人〒スエツクス･シーバージョンL2）

AA＆ＸＤＯｓ２１００Ｌｓ価衛灘i38閥

（送料１０００円）
Ｍ旬ぐこ且ｑｌＥ２Ｉ耐《鋲,:9冊

価格:１９８００円
ＭSDC仁,Vem､2，（送料,０．０円）

実現｡漢字エディタ付属。？:PMSXturboRでも動作可能

上に冠くことで､大規模プログラムにも対応｡.;･MSXturboRでも動作可能

X-DOS2TOOLSが必要。

日本蘭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

日本寵ＭＳＸ－ＤＯＳ２専用のシンボリックデバッガ｡デバッガをマッバーメモリ

◆炎,klIHil行に､iiRrL1i脱は含まれてお')±せん｡◆ＭＳＸ､ＭＳＸＩ)()s(よＩｌｔ人公}|･アスキーのll1ilMllて-ｋ
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