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ゲームフリークの皆さん、
お待たせ！今月は、
ゲームの大集合だ。ゲーム情報はもうこれで
完璧。くれぐれも、やりすぎないように。

The Chess Server

ウェブ上でチェスのリアルタイム対局！
観戦するのもオーケー

ACCESS to http://www.willamette.edu/~tjones/chessmain.html

10 人まで同時にプレイできる）
。
対戦が始まったらコマを選択して自分の手
を打ち、相手が打ち終わる頃にreload をす
ると画面に相手の手が反映されたボードが表
示されるという繰り返しである。対戦中に相
手にメッセージを送れることも楽しさを倍増
してくれる。
また、他の人が試合しているのをリアルタ
イムで観戦することもできるし、さらに、あ
らかじめ自分が何日の何時にチェスをしにく
るかを掲示板に書いておくことまでできると
いう徹底ぶり。

地球の裏側の人とネットワークを使ってゲ

てリアルタイムでチェスの対戦ができる。自

ームの対戦をするなんて、ひと昔前までは夢

分の名前やチェスの上手さ（ほとんどチェス

まだ実験中ということだが、十分にゲーム

のような話だったことが、もう現実になって

を知らないレベルからエキスパートまで5 段

を楽しむことができる。こんな形で将棋やオ

しまった。

階）を入力して対戦者を待つか、すでに待っ

セロなどいろいろなゲームがプレイできるサー

ている人を選ぶかすると対戦が始まる（最大

バーがどんどんできてほしいね。

Chess Server は、インターネットを使っ
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Sega Web

日本ではなぜ立ち上がらない？
オブ・アメリカのホームページ

セガ・

ACCESS to http://www.segaoa.com/sega.html

INTERNET

いての情報もあり、プレスリリース、バーチ
ャファイターのスクリーンショット、セガサタ
ーンメーリングリスト参加フォームなどがあ

YELLOW

る。
さらに、 h t t p : / / 1 2 8 . 9 5 . 2 4 8 . 1 4 7 /
（Unofficial Sega Saturn WWW Site）とい

PAGES

う謎のサーバーへのリンクポイントもあり、こ
こにはバーチャファイターのキャラごとの技の
出し方一覧、サターンFAQ（アジアとアメリ

GAME

カのサターンにはコンパチビリティがあるか？
など）
、NEWS（サターンに移植されると噂
ゲームメーカーは、どうしてアメリカでウ
ェブサーバーに力を入れるの？

いくらアメ

リカは情報公開が進んでるといっても、もっ

では、Genesis、Sega CD、Game Gear、

されているソフトの紹介など）
、Daytona、

Genesis 32X などのゲーム紹介、裏技、ヒン

Victory Goal などたくさんのゲームのショッ

トなどまで見ることができるからだ。

ト付きソフトウェアレビュー、テクニカル情

もちろん、いま話題集中のセガサターン

と日本でも力を入れてほしいよなー。
というのも、セガのサーバー「Sega Web」

報まである充実ぶりだ。

（アメリカでは9 月に発売されるようだ）につ

Sony Computer Entertainment

プレイステーションのことなら、
まずこのページを見るべし

ACCESS to http://www1.sony.co.jp:80/InfoPlaza/SME/PlayStation/

であることがわかったりするが、とくに注目
したいのは、ここではプレイステーションのす
べてのソフトが紹介されていること。
リッジレーサーから始まって50 近くのゲー
ムソフトの価格、発売日、メーカー、ストー
リーはもちろん、なんとムービーファイルまで
見ることができてしまう。
また、フォームに記述してソフトの内容や
Sony Computer Entertainment に対しての
アンケートを送ることもできる。
プレイステーションのユーザーならTECNO
本誌の先月号でも紹介されたSony Music
Entertainment のサーバー「BIG TOP」にあ
るSony Computer Entertainment のページ

フトの詳しい紹介、また本体、周辺機器の情
報などが提供されている。
ここでは、プレイステーションの販売台数

では、プレイステーションに関するニュース、

が50 万台を突破したことがわかったり、ナム

発売中あるいはこれから発売されるゲームソ

コのネジコンは「ねじってコントロール」の略
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V A の笠原さんの「P l a y S t a t i o n の部屋」
（http://stanmor.tnova.co.jp/PS/PS.html）
もチェックすると、裏技がわかるなどいいこ
とがありそうだ。

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
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Welcome to Nintendo

5 月 1 日にオープンしたばかり。
アメリカ任天堂のホームページ

ACCESS to http://www.nintendo.com/

ーイ用のゲームソフトの情報が上げられる予

INTERNET

定とのことだから、チェックしてみたほうがよ
いかも。今年の12 月に発売が予定されてい
る（アメリカでは来春）64bit 次世代ゲーム

YELLOW

機「ウルトラ64（仮）
」に関しては、原稿執
筆時点では「Ultra 64 Dream Team」の紹
PAGES

介くらいしか目に付くものはない。
むしろ、 ウルトラ6 4 に興味 がある人 は
http://www.cee.hw.ac.uk/˜mapleson/sgi
stuff/ultra64/ultra64.html に行くと、ハー
ドウェアスペック、現在開発中の（噂を含む）
ひとつ目を引くのがWeb チャットシステム

ゲーム、ウルトラ64 用 DOOM などについて

のサーバーは見逃せないよね。任天堂・オ

だが、 これは任 天 堂 が作 ったのではない

の情報を見ることができたり、ウルトラ64 で

ブ・アメリカのホームページはまだできたての

（http://www.irsociety.com/webchat/web

使われるという噂のプロセッサー「R4300i」

ゲームフリークだったら、やっぱし任天堂

ホヤホヤ。したがって内容は正直なところ

chat.html、WebChat Home Page）
。
ただ、5 月10 日にはNU64 やバーチャルボ

「これからが期待されまーす」という感じ。

Game Zero

を作っているMIPS Technologies のサーバ
ーに飛ぶことができる。

最新ゲーム情報＋ 100 以上のビデオゲ
ームサイトへのリンク

ACCESS to http://www.gamezero.com/team-0/

どの各種ゲーム機の膨大な量のソフトの評価
記事を読むことができる。
しかし、ここのサーバーの一番の見所は
100 個以上にのぼるビデオゲームに関係した
サイトへのリンクポイントである。
セガなどハードウェア会社へのリンクから
始まり、Id Software のようなソフト会社、
ファイナルファンタジーやKiller Instinct とい
った特定のゲームについてのページ、Atari 関
連、CD-i 関連、任天堂関連、セガ関連、ソ
ニー関連...といった調子でカテゴリーに分け
決）
」
、
「Nintendo of America 上級副社長

られていて、それらのページの説明とともに

Game Zero 誌にアクセスするのがオススメ。

Howard Lincoln 氏のインタビュー」
、
「The

リンクが張られている。ゲーム機やそのゲー

「Nintendo of America のWWW サーバー

1995 Winter Consumer Electronics Show

ムソフトについての情報が欲しい人はここを

が立ち上がった」
、
「Street Fighter II , The

（WCES）の報告」といった記事、またAtari

出発点としてサイトめぐりをすれば、かなり

World Warrior（ SNES とアーケードの対

Jaguar、Lynx、SNES、Sega Genesis な

ゲーム業界の動きをWatch したいなら、

の情報通になれることは間違いない。

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
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GAME

Games Domain

Yahoo を超えるリンク集。ゲームをダウン
できるFTP サイトへのリンクも豊富

ACCESS to http://wcl-rs.bham.ac.uk/GamesDomain

INTERNET

ブカテゴリーがあり、各ページごとに詳しい
説明がついているのだから、もう言うことな
し。ゲームに関してはYahoo を越えているこ

YELLOW

とは間違いないようだ。
そ れ だ け で は な い 。 Games Domain
search facility のページでは、キーワードを

PAGES

入力してゲーム情報を検索することができる。
しかも検索文字列は「AND」
「OR」
「NOT」
を使って指定できるという超強力なデータベ

GAME

ース。まだ実験中というが、なかなかのスグ
レモノだ。
「そこまでやるか」と思わず言ってしまうの

ンロードページ（1168）
、ゲームFAQ（83l）
、

ほかに、ゲームのレビューやニュースのペ

がGames Domain。ゲームに関係している

ゲーム関連のFTP リンク（58）
、ゲーム関連

ージもあって、これがまた読みごたえがある。

ページはすべて網羅されているのではないかと

ホームページ（226 ）
、ゲーム関連雑誌（13）
、

さすが「Games Domain」というだけの内容

思わせるほどに、そのリンクは充実している。

Usenet グループFAQ（28）などなど。

はあるなと感心させられる。

コマーシャルページ（59）
、ダイレクトダウ

これらの下に、さらに何層にもわたってサ

PAWWS

現実と変わらない、株式投資のシミュ
レーションゲーム

ACCESS to http://pawws.secapl.com/

は5 月 1 日から始まり6 月 30 日まで）が終わ
った時点での金額を競う。上位にあると名前
がサーバーに掲載され、さらに景品ももらえ
る。
取引に用いられる株価は、現実の価格が
15 分遅れて採用される。reload する度に株
価が刻々と変わっていき、その気にさせてく
れる。毎日評価額をメールしてくれるように
設定することもできるし、また自分の国の通
貨で評価額を計算させることもできる。さら
には、過去の株価の値動きや出来高を示すグ
危険なものは、なぜか人の心を惹き付ける
魔力がある。その最たるものが株式投資だ。

くなってしまうから恐ろしい。
初めにログイン名やパスワードを登録する

PAWWS は、現実の株価情報を使って株式

ともらえる20 万ドルの現金を元手に（もちろ

を売買するという「株式投資シミュレーショ

ん現実のお金とはなんの関係もない）株を売

ンゲーム」
。ゲームと知りながらも、なぜか熱

買していき、期日（現在開催中の第 8 回目
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ラフを見ることもできるが、株の売買手数料
はしっかり取るというから徹底している。
さあ、あなたも今日から金の亡者になって、
ガッポガッポ稼ごうではないか。

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
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Hunt the Wumpus

モンスターのWumpus を倒す、オンラ
インマルチプレイヤーゲーム

ACCESS to http://www.bu.edu/htbin/wcl

につながっていて、それらの部屋へ進むこと

INTERNET

ができるし、また矢を射ることもできる（矢
は最大5 つの部屋を通りぬけることができる）
。
部屋に入ると、
「I hear bats.」
「I feel a

YELLOW

draft.」
「I smell a wumpus.」といったメッ
セージが画面に表示される。それらをたより
に危険を避けながら、Wumpus のいそうな部

PAGES

屋に向けて矢を放って倒すわけだが、何度か
プレイするとそれはそんなに難しくないことに
GAME

気づく。
このゲームでは他のプレイヤーに矢を当て
洞窟の中へWumpus というモンスターを

たり、年をとりすぎて死んでしまったり、大

た後その部屋に行くと、その人の矢を拾うこ

倒 しにいくのがこのゲーム。 矢 を放 って

こうもりのいる部屋に入ると他の部屋に連れ

とができるが、じつはこのゲームの醍醐味は

Wumpus に見事当たればゲーム終了となる

ていかれ、ときにはWumpus の部屋に落と

Wumpus を倒すことよりも、矢をたくさん集

のだが、途中で穴に落ちたり、Wumpus に

されて一巻の終わりになることもある。

めることにあるのではないだろうか。

食べられたり、他のプレーヤーに矢を射られ

洞窟中のすべての部屋は、他の3 つの部屋

DigiCash ecash

サイバーキャッシュでも、お金がからむ
と熱中度が違う！

ACCESS to http://www.digicash.com/shops/cybershop.html

え、Jackpot は1 回0.08 ドルで当たったら最
高80 ドルのサイバードルを得ることができる。
またクイズでは、一問答えるごとに0.15 ドル
とられるが、8 問正解するとWindows のユー
ティリティソフトがもらえるからうれしい。
E c a s h のクライアントソフトは M a c 、
Windows、UNIX 版があり、form に記入し
て登録すると数日でソフトをダウンロードす
るためのパスワードがメールされてくる。サー
バーはUNIX 版しかないようだがゲームを作っ
てカジノを開くのも面白いに違いない。
オランダのデジキャッシュ社が実験中のサ

のでサイバードルはどんどん減っていくが、ゲ

サイバーキャッシュの使い方をまず体験さ

イバーショップでは、 電 子 キャッシュ

ームに勝つとそれ以上のサイバードルが手に

せるのがデジキャッシュ社の狙いらしいが、ギ

入る。

ャンブルもメニューの1 つに入れてあるのがニ

「Ecash」を使ってTicTacToe、Jackpot、
ポーカーなどのギャンブルが楽しめる。

たとえば、TicTacToe は1 回手を打つごと

もちろんプレイするたびにプレイ料を払う

クイ。

に0.02 ドルとられるが、勝てば0.16 ドルもら

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
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Tadashi Hamano
Home Page

4 つのゲームを楽しめるLinc の濱野さん
のホームページ

ACCESS to http://phantom.ghost.linc.or.jp/~hamano/index-j.html
INTERNET

適当な手を打ったら勝った。
マインスイーパーはEasy とHard の2 レベ
YELLOW

ルあるが、Easy のほうはクリアしても勝利者
リストに登録されない。Hard のほうは一手
20 秒以内と制限があり、どんなに早くSend

PAGES

ボタンを押してもネットワークが混んでいると
すぐタイムアウトになってしまう。
クロスワードパズルは、なんと英語なのだ。

GAME

1 時間考えたが諦めてしまった。
オリエンテーリングでは、濱野さんのホー
ムページを回って5 つのスタンプを集め、それ
このページでは、Linc の濱野さんがWWW
に移植した○×ゲーム、マインスイーパー、

をクリアすると、自分の名前を勝利者リスト

ぞれのイラストが示している一文字のアルフ

に登録できる。

ァベットをすべて当てればクリア。

クロスワードパズル、オリエンテーリングの4

○×ゲームはけっこうむずかしく、普通の

つのゲームで遊ぶことができる。そしてゲーム

打ち方では勝てなかったが、半ばなげやりに

原稿の〆切直前だというのに思わずに熱中
してしまうほど面白いページである。

ゲーム作りは日本の得意分野。青木充
さん作成のゲーム群

おたのしみページ

ACCESS to http://hepl.phys.nagoya-u.ac.jp/docs/mitsuru.html

からX=1 Y=1 Z=1 の地点まで行けばWinner
List に登録される。
ソースとまで言わなくても、どうやってこ
れらのゲームを実現しているのか、情報を公
開して欲しいと思う人は多いのではないだろ
うか。
WWW のページにおいてアメリカに遅れを
とっていると思われる日本だが、青木さんの
ページは世界にたちうちできるユニークな内
容だ。現にこのページは世界中のたくさんの
サーバーからリンクが張られている。
Tic TacToe（3 目並べ）
、3-Dimention-

の盤上にコンピュータより早く石を4 つ並べ

al Tic Tac Toe（3 次元4 目並べ）
、立体迷路
を楽しむことができるのが名古屋大学の青木
充さんのホームページ。

INTERNET MAGAZINE 1995/7

また立体迷路には3 つのサイズ（9 × 9 ×
9、17 × 17 × 17、25 × 25 × 25）があり、

3 次元4 目並べは縦に4 枚並んでいる4 ×4
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ればWinner List に登録されるというゲーム。

青木さんの他のページには、円周率500 万
桁、ポケコン裏技大事典、マックワールドエ
キスポ雑記などがあり、非常に面白いページ
である。

小さいサイズの場合はX=9 Y=9 Z=9 の地点

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
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Other WWW & FTP Servers
トランプ

Tic Toc Toe

CJS’s Blacjack Page
http://web.one.net/~cjs/blackjack.html

Tic Tac Toe
http://hepl.phys.nagoya-u.ac.jp/cgi-bin/ttt

●いわゆるブラックジャック。ラスベガスやリーノーなど4 カ所
で1000 ドルを元手にプレイできる。

●青木充さんのTic Tac Toe。3D 版（3 次元4 目並べ）もある。

INTERNET

★★★

YELLOW

Maru-Batsu Game
http://www.linc.or.jp/~hamano/game/marubatsu-j.html

Universal Access Inc. BlackJack Server
http://www.ua.com/blackjack/bj.html
●同じくブラックジャック。イメージをあらかじめキャッシュに
いれておくとストレスなくプレイできる。

●Linc の濱野さんが作った○×ゲーム。勝つと名前が登録され
る。
PAGES

TIC TAC TOE
http://www.bu.edu/TTT/play

OKbridge - “Bridge on the Internet”
http://www.cts.com/~okbridge/

●コンピューターはあまり強くない。

●いわゆるブリッジ。プレイはtelnet で行う。

GAME

Connect Four
カードゲーム

Sabacc Home Page
http://web.syr.edu:80/~dasanbor/index.html

★★★

●スターウォーズのイラストが描かれたカードが4 枚配られ、1
回取り替えて合計23 にすれば勝ち。

★★★

Cindy Crawford Concentration
http://cad.ucla.edu:8001/concentration

●トランプでいう神経衰弱ゲームだが、カードはきれいな女性の
色っぽい写真で集中力がなくなってしまう。

Welcome to Connect Four
http://csugrad.cs.vt.edu/htbin/Connect4.perl
●石を下から積み上げていき、縦や横や斜めに4 つ並べたほうが
勝ち。

Connect!
http://csclub.uwaterloo.ca/u/kppomaki/c4/connect_www.cgi
●盤の形、並べるべき石の数、難易度、先手か後手かを選択で
きる。

パズル

Olli’s Webory Game
http://www.rz.tu-clausthal.de/~inof/webory.html

Peg Game
http://www.bu.edu/htbin/pegs

●同じく神経衰弱。カードの絵柄は初め交通標識で2 つ揃うと
動物の写真になる。キャッシュが効かないのでクリアするのに1
時間かかった。

●7x7 の盤の上下端に自分のポイント、左右端にコンピュータ
のポイントがある。あるマスを選ぶとコンピュータはその周りの8
マスのうちどれかを選ぶ、選ばれたマスの周りの8 マスから自分
の手を打つ。最終的にポイントを多く取ったほうが勝ち。

ボードゲーム

The WWW Entertainment Package
http://www.dbai.tuwien.ac.at/cgi-bin/entpack

★★★

pi.htm
http://www.io.org/~sung/xq/puzzle/pi.htm

●オセロとconnect four と衛星を探すボードゲームをプレイで
きる。すべてテキストベースでも遊べる。

●Chinese-chess のマンスリークイズ。答えがわかったら
rec.games.chinese-chess に書き込む。

The Gateway to Othello
http://www.pt.hk-r.se:80/~roos/othello1/

Crossword Puzzle
http://www.linc.or.jp/~hamano/game/crossword-j.html

●オセロ。難易度は3 段階。

●英語だが正解者リストには日本人もたくさんエントリーされて
いた。

Demo Move #1
http://www.sun.com/events/sid/sid.html
●7x7 の盤の両角2 つに自分の駒、他の両角に敵の駒がある。
敵の駒の周り8 マスに自分のを持っていくとそれは自分の駒にな
る。駒を移動、分裂させて敵の駒を全部なくすと勝ち。

Web Puzzler
http://dragon.aoc.nrao.edu/~casey/puzzle/puzzle_top.shtml
●ピースを動かして1 つの絵を完成させるいわゆるジグソーパズ
ル。

Manble Solitaine by Gid
http://inferno.cs.bris.ac.uk/gid-cgi-bin/sol

Arlet’s Puzzle Page
http://einstein.et.tudelft.nl/~arlet/slide.cgi

●ビー玉を1 つ飛び越しては間の玉を取っていき、最後に盤上
のビー玉を1 つにするゲーム。

●1 つ空白のある4x4 の盤上で1 つずつタイルを動かしていって
絵を完成させるという、誰もがやったことのあるゲーム。

Go
http://imageek.york.cuny.edu/gopage/

9 puzzle
http://www.bu.edu/Games/puzzle

●FAQ や碁ftp サイトやtelnet でプレイできるところへのリンク
などがある。

●上のゲームの3x3 版。
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Puzzle 4x4 Image
http://www.cm.cf.ac.uk/htbin/AndrewW/Puzzle/puzzle4x4image

JACKPOT
http://www.cs.umu.se/cgi-bin/scripts/jackpot

●同上のゲーム。4x4 と3x3 がある。絵柄が豊富。

●ジャックポット。横1 列しかないが暇つぶしにはなりそう。

Puzzle Archives
http://alpha.acast.nova.edu/puzzles.html

Rec.Gambling
http://www.conjelco.com/r_g/las_vegas/r.g.html

●rec.puzzles からの膨大なパズル。解答もついている。

●rec.gambling のホームページ。ラスベガスマップや全米カジ
ノマップなど。

INTERNET

迷路

★★★

Welcome to 3D Maze
http://hepl.phys.nagoya-u.ac.jp/cgi-bin/3dmaze
YELLOW

PAGES

●たくさんのサーバーからリンクを張られている青木充さんの3D
迷路。

The Maze
★★★
http://marketplace.com/obs/english/books/holt/books/maze/index.
html
●1 番から45 番までのルームの最短往復距離を探すゲーム。ヒ
ントが絵や文に隠されている。

GAME

The WWW Dungeon
http://hal.cling.gu.se/~cl0polau/wwwd/wwwdungeon.html

クイズ

The Contact Project - Home Page
http://sunsite.unc.edu/lunar/alien.html

★★★

●宇宙人から送られてきた暗号を解読する。デコードのための
プログラムができたものもあるが、まだ解かれていないメッセー
ジもある。

Name That Tune!
http://www.omg.unb.ca/~glenn/nameThatTune.html
●.snd か.wav で提供される10 個の曲を聴いて題名とアーチス
トを当てるゲーム。上位者はサーバーに名前が掲載される。

Marvel Comic Quiz Pages
http://metcon.met.co.nz/it2/couper/comics/quiz/index.html

●WWW ダンジョン。

●Wolverine やX-Men やSpider-Man などの漫画についてのク
イズ。ここのcgi のソースを見ることもできる。

HTML Maze
http://metnet.geog.pdx.edu/~mcnalley/game/
●テキスト版と3D 版がある。

The Osiris Trivia Quiz
http://osiris.sund.ac.uk/online/quiz/quiztime.html

選択式アドベンチャーゲーム

●毎週アップデートされる、雑学とロックミュージックとスポー
ツについての選択式クイズ。

Wacky WWW Adventure pg.1
http://ugweb.cs.ualberta.ca/~hubick/adventure/adventure.cgi
●朝起きてからどういう生活を送るかを選択していくのだが、自
分で選択肢およびストーリーを書き込むことができる。

Quick Quiz: The Internet Movie Database at Cardiff UK
http://www.cm.cf.ac.uk/M/quiz.pl?
●映画に関するクイズ。答えはその場で教えてくれる。

=={ Humptylocks }==
http://www.well.com/user/tt2/HUMPTYLOCKS/hi.html

占い

★★★

●ビーンスタークスの選択式アドベンチャーゲーム。

Tarot
http://cad.ucla.edu/repository/useful/tarot.html

WELCOME TO HAIRBALL!
http://netaccess.on.ca/~bnelson/n1.html

●2 種類のタロットで未来を知ることができる。

●猫になって冒険をする。味のあるイラスト。

Biorhythm
http://cad.ucla.edu:8001/biorhythm

Addventure!
http://acm.rpi.edu/addventure/

●自分の生年月日を入力すると、前後7 日間の体力、感情、知
力のバイオリズムを教えてくれる。

●壮大なテキストベースの選択式アドベンチャー。

Port of Entry
http://www.mit.edu:8001/afs/athena.mit.edu/user/j/b/jbreiden/gam
e/entry.html

I-Ching
http://cad.ucla.edu/repository/useful/iching.html
●いわゆるI-Ching。自分の悩みをしっかりイメージしてからク
リックする。

●犬になってダンジョンを旅する。

カジノ

Ken@Pandarus
http://pandarus.usc.edu/ken-bin/firstken.pl

★★★

●星占い。神秘的なデザインのページ。

●スロットとポーカーとブラックジャックをプレイできる。儲け
たお金を預金することもできる。

●現在はブラックジャックだけだが、オンライン通貨にも興味が
あるらしく、これからが楽しみなサイト。
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単語当てゲーム

Letter R.I.P
http://www.dtd.com/cgi-bin/bod/letter

Internet Casinos
http://www.casino.org/cc/
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Horoscopes / Astrology: Weekly Cyber-Stars from John
James
http://www.realitycom.com/cybstars/stars.html

●単語に使われていないアルファベットを選択するたびにゾンビ
の体が引き裂かれていく。残酷度10。
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CyberSight’s Hangman!
http://cybersight.com/cgi-bin/cs/hangman

Brad’s DOOM INDEX
http://doomgate.cs.buffalo.edu/~brad/doom.html

●間違えるたびに絞首台に進み、最後に絞首刑にされてしまう。
残酷度4。

●HERETIC やDOOM、DOOM II についてのさまざまな情報。

Patrik’s Hangman for the hangmannaly challenged
http://www.ludd.luth.se/~lundin/khm/khm.html

SGI DOOM FAQ
http://cornelius.ucsf.edu/~troyer/sgidoomfaq.html
●シリコングラフィックス用DOOM の全てはここでわかる。

●徐々に絞首刑者のイラストが現れてくる。残酷度2。

INTERNET

Atlantis Cyberspace - DOOM WWW/News/FTP Site List
http://www.aloha.com/~atlantis/doom.html

チェス

★★★

GNU WebChess
http://www.delorie.com/game-room/chess/

●DOOM に関係したすべての（?）サイトがある。
YELLOW

マラソン

●gnuchess とのオンライン対戦。

★★★

Marathon Central
http://www.amug.org:80/~marathon/

Internet Chess Library
http://caissa.onenet.net/chess/
●チェスに関係したソフトやデータやリンクポイントがある。

マインスイーパー

Minesweeper
★★★
http://www.linc.or.jp/~hamano/game/minesweeper-j.html

●今話題の3D ゲーム「マラソン」のデモ版、地図、ユーティリ
ティソフトなどなど。

Marathon Home Page
http://aleph0.clarku.edu/~zderhall/marathon.html
●FAQ やスクリーンショットなど。

GAME

●濱野さんが作ったマインスイーパー。8x8 マスで難易度2 段階。

セガ、サターン

Mine Sweep
http://www.bu.edu/htbin/mines

★★★

SegaSaturn Home Page
http://128.95.248.147/saturnhome.html

●マインスィーパー。テキストバージョンもある
（http://www.bu.edu/htbin/minesT）
。

●バーチャファイター必殺技一覧まであるセガサターンのソフト
評価やテクニカル情報など充実の内容。

デジキャッシュでゲーム

Cybershops - DigiCash games department
★★★
http://www.digicash.com/shops/games-dept/games-index.html
●1 回手を進めるごとに$0.02 取られ、勝てば$0.16 もらえる
TicTacToe や1 回$0.08 のJackpot など。ecash のクライアン
トソフトをダウンしておく必要がある。

★★★

Ricky’s Junk Shop
http://ion.le.ac.uk/~rb18/shop/shop.html

SEGA Saturn
http://www.csk.co.jp/chap2/sega/sega_ss.html
●サターンのソフト5 本のクイックタイムムービーを見ることが
できる。

HTML Homepage of Shinji Yaguma
http://phoenix.csc.calpoly.edu:80/~syaguma/
●サターンやプレイステーションの英文FAQ がある。

●あるイラスト（例えば月）が画面のどこに存在するか（例え
ば太陽の位置を考慮して）をあてるゲーム。1 回$0.01。

ソニー、プレイステーション

The cOZino
http://sage.newcastle.edu.au/cozino/

●充実のPS 日本語FAQ や裏技情報など感動的なページ。

●ecash でプレイできるポーカーやブラックジャック。

Sony PlayStation Unofficial Homepage
http://bert.cs.byu.edu/~nils/

Virtual Quiz Question 1
http://www.helsinki.fi/~salste/quiz.html

●プレイステーションのたくさんのソフトについてFAQ、Hints、
批評が書かれていたりする充実のページ。

●1 問答えるごとに$0.15 とられるが、8 問全部正解すると
Windows のutility ソフトがもらえたりする。

DOOM

★★★

PlayStationの部屋
http://stanmor.tnova.co.jp/PS/PS.html

★★★

The Sony PlayStation Web-site
http://www.algonet.se:80/~jlager/psx.html
●RGB ケーブルの作り方が図示されてたり、プレイステーショ
ンについての噂、ニュースが書かれていたりする。

Directory ftp.idsoftware.com:/
ftp://ftp.idsoftware.com/
●id Software のFTP サーバー。数え切れないほどのソフトがあ
る。

Red Eye
http://www.sepc.sony.com/SEPC/Games/GameIndex.HTML
●アメリカのソニーが販売しているLemmings 2 やShadow of
the Beast II などの詳細な紹介があったりする。

DoomGate
http://doomgate.cs.buffalo.edu/
●FAQ やスクリーンショットやDOOM のFTP サイト一覧など。

任天堂

The DOOM Page!
http://www.cis.ksu.edu/~trm/doom.html

The Ultra 64 - the new console to be released from SGI
and Nintendo...
http://www.cee.hw.ac.uk/~mapleson/sgistuff/ultra64/ultra64.html

●Star Wars Doom のファイルやDOOM サイトへのリンクなど。

PAGES

●任天堂のUltra 64 のハードウェアスペックや現在作られている
ゲームについてなど。
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The Nintendo Ultra 64 UnOfficial Homepage
http://www4.ncsu.edu/eos/users/s/sgbooth/www/u64page.html

Matt Cooley’s Game World
http://www4.ncsu.edu/unity/users/m/mvcooley/index.html

●News や噂など。これからもチェックしていきたいページ。

●ドンキーコングやパックマンが好きなMatt さんのホームペー
ジ。

MIPS Technologies, Inc. Home Page
http://www.mips.com/
●Ultra 64 にはここの会社のR4300i が使われるという噂である。

●バーチャファイターI、II のFAQ やなぜサラを選ぶか（選ばな
いか）などのキャラガイドがあったりする。

INTERNET

Nintendo GameBoy Homepage
http://www.cs.umd.edu:80/users/fms/GameBoy/
YELLOW

PAGES

House of Grace Virtua Fighter/VFII Choices Page
http://aleph0.clarku.edu/~grace/vfchoice.html

●FAQ や裏技やゲームボーイML についてなど。非常にテクニカ
ルな話題が多い。

The Unofficial Samurai Shodown Home Page
http://turnpike.net/metro/jtu/samurai.html

その他の会社、ゲーム機

●キャラごとのプロフィールや技一覧などがある侍スピリットの
ページ。

★★★

Chuck’s Videogames Page
http://www.ohiou.edu/~mcginley/vidgame.html

Spoiler’s Centre: Origin
http://www.et.ee/veiks/RPG/Origin.html

●3DO のページ。すごいの一言。

●ウルティマのすべてはここでわかる。

Directory kaiwan.kaiwan.com:/user/dvillnva/
ftp://kaiwan.kaiwan.com/user/dvillnva/
GAME

The WWW Mortal Kombat Pages
http://www.cs.ucl.ac.uk/students/zcacaes/mk/mk.html

●FAQ などネオジオに関する情報。

●Mortal Kombat のFAQ やサウンドなど。

Atari Jaguar Homepage
http://www.bucknell.edu:80/~svensson/
●たくさんのソフトの評価記事や開発中のソフトの情報など。
ジャガーのページ。

Killer Instinct WWW
http://www.eden.com/%7Epunk/ki/
●ニュースやFAQ や噂やヒントなどKiller Instinct に関する膨大
な情報。

The Amiga Home Page.
http://www.cs.cmu.edu/Web/People/mjw/Computer/Amiga/
MainPage.html

Street Fighter II Addict
http://www.cs.indiana.edu/hyplan/bodom/sf2.html

●アミーガ本体や周辺機器についての情報やアミーガアートギャ
ラリーなど。

●よくできたストリートファイター2FAQ やキャラのプロフィー
ルなどがある。

The European CD-i pages
http://www.cs.few.eur.nl/~bistofbe/cd-i/

Street Fighter
http://www.mca.com/universal_pictures/streetfighter/
sf_homepage.html

●ゲームもできるCD-i のことがよくわかる。

●映画ストリートファイターを紹介している力の入ったページ。

Konami Homepage
http://ranma.com/pirotas/konami.html
●スナッチャーの漫画が読めたりする。非公式のサーバーだがコ
ナミアメリカの求人がされている。

Hudson Soft WWW Home Page
http://www.kaiwan.com:80/~mmahon/
●ハドソンソフトのソフト一覧やTG-16 のゲームの裏技など。

PowerPC FAQ
http://www.motorola.com/SPS/PowerPC/lib/ppc_faq.html

Super Mario And Legend Of Zelda Page
http://www.cpsc.ucalgary.ca/~mitsugi/nintendo.html

●Linux/PowerPC FAQ も読むことができる。

●スーパーマリオワールドとゼルダの伝説のFAQ やヒントがあ
る。

ビデオゲーム

★★★

Welcome to Electronic Arts
http://www.ea.com/

●Wing Commander やULTIMA で有名やORIGIN のページ
（サーバーはEA）
。

FF Home Page Intro
http://ucsub.colorado.edu/~nakao/ffhome.html

The Pac-Page
★★★
http://www4.ncsu.edu/eos/users/m/msstowe/WWW/Pac-Man/
pac-man.html
●Windows やMac 上のパックマン（のような）ゲームやパック
マンアイコンなどの画像などなど。
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●ゲームCD ショッピングガイドなど。ゲームミュージックホー
ムページ。

★★★

●ファイナル・ファンタジーのホームページ。イラストがかわい
い。

170

Game Music Homepage
http://www.informatik.tu-muenchen.de/cgi-bin/nph-gateway/
hphalle8/~rehrl/GM.html

Future Pirates Inc.
http://www.fpi.co.jp/Welcome.html
●チキチキマシン猛レースインタラクティブやマカロニほうれん
荘といったゲームを出しているフューチャー・パイレーツ。

Directory ftp.netcom.com:/pub/vi/vidgames/faqs
ftp://ftp.netcom.com/pub/vi/vidgames/faqs
●サムスピや3DO やjaguar などなどのFAQ が集められている。
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オンラインマガジン

★★★

Welcome To Computer Gaming World
http://www.ziff.com:8017/~gaming/

●ジフデービスの「COMPUTER GAMING WORLD」のオンラ
イン版。

PCユーザーのためのWWW Serverリンク
http://www.st.rim.or.jp/~fumitake/pc_link.html
●PC 用ゲームに関するサイトや家庭用ゲーム機関係のページな
どへのリンク。

その他

★★★

Game Bytes - The WWW editions
http://sunsite.unc.edu/GameBytes/

Rome Lab Snowball Camera
★★★
http://www.rl.af.mil:8001/Odds-n-Ends/sbcam/rlsbcam.html

●オンラインゲームマガジン。すごく詳しくたくさんのゲームが
紹介されている。

●雪玉（イラスト）を投げて研究員に当たれば（実写）点数が
もらえる。研究員によって点数が違う。

OS/2 Game Review!
http://hamton.eng.ua.edu/college/home/ee/ungrad/gjones/www/os
2/ogr.html

Inert Net Grave Near Mars
http://www.wordsmith.org/awad-cgibin/anagram

●OS/2 のゲームについてのオンラインマガジン。ゲームをダウ
ンできたりもする。

サイトへのランダムジャンプ

★★★

Autopilot
http://www.netgen.com/~mkgray/autopilot.html

●名前通りWeb ページを指定した秒数ごとに回ってくれる。要
Netscape1.1。

URouLette
http://kuhttp.cc.ukans.edu/cwis/organizations/kucia/uroulette/urou
lette.html

★★★

●アナグラム（つづり換え、meat からteam やmate をつくる）
を作ってくれる。ためしにrecreation と入力したら900 個もの
アナグラムを作ってくれた。

●いわゆるテトリス。1 つのゲームをみんなでプレイする、遅く
てあまりゲームにはならない。

The Gateway to Sink
http://www.pt.hk-r.se/student/pi92mbr/sink.html
●いくつかのブロックにまたがった戦艦を沈める速さをコンピュ
ータと競う、お馴染みのゲームのWWW 版。

Battleship - Introduction
http://csugrad.cs.vt.edu/htbin/battleship?
●同上。こちらは自分の船を自分で配置できる。

●メモリが一杯になるほど多くの小さな点があり、その1 つ1 つ
がサイトへリンクされている。

ゲームサイトへのリンク集

Game Zero Video Game Web Links
★★★★★
http://www.primenet.com:80/~gmezero/gzlinks.html
●アタリ、任天堂、セガ、3DO、PC-Engine などに分類され
て100 くらいのサイトが集められている。

★★★

Yahoo - Entertainment:Games
http://www.yahoo.com/Entertainment/Games/

Marcel’s WebMind
http://einstein.et.tudelft.nl/~mvdlaan/WebMind/WM_intro.html
●有名な（らしい）MasterMind というゲーム。4 つのマスに正
しい色を正しく配置する。

Orienteering
http://www.linc.or.jp/~hamano/game/stamp-j.html
●濱野さんのホームページの中を回ってスタンプを集め、それら
が示しているアルファベット1 文字を考えて当てる。

●ゲームサイト数百個が分類されて集められている。

Computer Express!
http://cexpress.com:2700/

Zanf’s List of Interactive Games on the Web
http://www.cs.cmu.edu/afs/andrew/org/kgb/www/zarf/games.html

●たくさんのゲームソフトが揃っているオンラインショップ。注
文はtelnet で行う。

●WWW 上のインタラクティブゲームが70 ぐらい。

Interactive WWW Games List
http://einstein.et.tudelft.nl/~mvdlaan/texts/www_games.html
●パズルゲームやtelnet できるゲームなど40 近くのゲームへのポ
インタ。

NFL Pool via the WWW
http://www.hal.com/~markg/NFL/
●お金を賭けることはできないが、NFL の試合結果を予想する
ゲーム。NBA 版やNHL 版もある

there’s something in the water...
http://acs2.bu.edu:3000/cgi-bin/esp.cgi

.coNsOle .wORlD
http://www.cm.cf.ac.uk/Games/
●ビデオゲームFAQ やオンラインマガジンやDOOM などのサイ
トへのリンク。

Michel Buffa’s Video Games Page
http://www.cs.cmu.edu/afs/cs.cmu.edu/user/buffa/www/videogam
es.html
●3DO やJaguar やDOOM などのページへのポインタ。

YELLOW

PAGES

Webtris
http://inferno.cs.bris.ac.uk/~gid/webtris.html

●ルーレットでランダムなサーバーにとばされる。

A Thousand Points of Sites
http://inls.ucsd.edu/y-bin/tpos-query

INTERNET

●RS/6000 の発するオーラを感じとって5 種類のカードの組み
合わせを当てるゲーム。

） Games Homepage
Play by Mail （ PBM）
http://fermi.clas.virginia.edu/~gl8f/pbm.html
●メールでプレイできるたくさんのゲームへのポインタ。

Zam Speed Test!
http://metro.turnpike.net/J/jimt/demo/demo.html
●リンクポイントを素早くクリックしなければ初めに戻されてし
まう。要Netscape1.1。
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