世界中の人と遊べる! 話せる! 戦える!
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[特集]
▼

インターネットマガジン編集部 編
執筆協力：小笠原 誠
Illustration : Nankin
Photo : Tohru Nakamura

インターネットにはゲームがあふれている。仕事や勉強の気
分転換にブラウザー上でチョコチョコと遊べるものから、世界
中の人たちとチャットをしながら対戦できるもの、ゲーム終了
まで1か月もかかる奥深いものまで、それこそ星の数ほどあ
る。今回の特集では、ブラウザーさえあればプレイできるもの
から市販ゲームまで、編集部が自信を持っておすすめできる、
インターネットを使って複数の「人間」と競うマルチプレーヤ
ーゲームを厳選して、その世界に招待しよう。もちろん、市
販ゲームは紹介だけにとどまらず、体験版を付録のCDROMに収録してあるので、記事を読んで興味を持ったらす
ぐに体験することができる。

「ゲームは子供のもの」という時代は終わった。
「インターネットはビジネス用」という方も、ぜひ一度マルチ
プレーヤーゲームの世界をのぞいてほしい。インターネットに
新しい世界が広がってくるはずだ。

▲

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
©1994-2007 Impress R&D

INTERNET magazine 1997/11

219

Multiplayer Games

マルチプレイヤーゲームで
インターネットがもっと楽しくなってくる！

BEKKOAMEのパブは日本語 OK。チャットしながら徹夜麻雀だ。

INTERNET GAMING ZONEでは世界中の人を相手に定番のテーブルゲームを。

読者のみなさんは、インターネット

インターネットは、まさにコンピュ

の活用法と聞いて、何を思い浮べる

ータゲームの宝庫とも言える世界。ホ

だろうか。ネットサーフィンによる情

ームページを見る感覚で手軽にプレイ

報収集？オンラインショッピングによ

できるJAVAゲームから、普通にプレ

るレアアイテムの購入？ それとも、自

イしても十分面白い市販ゲームを、よ

分のホームページを通じて同好の士に

り楽しいものにする対戦ゲームサイト

情報発信？ まあ、一般的な個人ユー

まで。その多様性たるや、もうゲーム

ザーがインターネット利用法としてパ

のすべてを網羅しているといっていい

ッと思い浮かべることができるのは、

ほど。どんなユーザーでも、自分に合

ざっとこんなところだろう。だが、イ

った、時間を忘れて熱中できるゲーム

ンターネットには、これらのまさに王

を見つけることができる。

道と言える世界のほかにもう1つ、ユ

そして、インターネットでのマルチ

ーザーの生活をより豊かなものにして

プレイヤー対戦となれば、世界中の人

くれる世界がある。そう、それこそ今

が対戦相手。同じゲームをプレイする

回の特集テーマ、マルチプレイヤーゲ

「同好の士」と、時間と距離を超えた

ームだ。
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インターネットは無料ゲームの宝庫だ！

リアルタイムのコミュニケーションが
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「X-Wing vs Tie Fighter」でスター・ウォーズの世界を
満喫しよう。

生まれる。これこそインターネットそ

仲間と協力して地下迷宮を冒険する「Diablo」は、全世界で
150万本のセールスを記録した超人気ゲームだ。

とはいえ、30代以上の方の中には、

世代を超えて楽しく遊べる「モノポリー」もインターネットで
対戦できる。

今回の特集では、そうしたゲーム初

のものだ。しかも、最近はビデオや音

ゲームに関心がないどころか、嫌悪感

心者のみなさんでも手軽に楽しむこと

楽はもちろん、ただのウェブページで

さえ抱いている人もいるかもしれない。

ができるソフトから、ディープなゲー

もISDNなどの高速回線を要求するコ

もったいない話だ。ゲームが身近な存

マーも納得の本格派ソフトまで、編集

ンテンツが多いのに、どんなゲームで

在である10代、20代の若者のように

部が自信を持ってすすめることができ

も28.8Kbpsのアナログ回線で十分楽

いかないのは分かるが、先入観だけで

るマルチプレイヤーゲームを紹介して

しめる。ただし、熱中しすぎてテレホ

こんなに楽しい世界を体験することが

いく。この特集で、あなたのインター

ーダイがほしくなるかもしれない。

できないとは。といっても、最初から

ネットライフは確実に広がるはずだ。

さらに、だんだんとゲームにのめり

パッケージソフトを買うことはない。

込み始めると、もっとゲームを楽しく

幸い、インターネットには、タダでプ

するためのアイテム、ジョイスティッ

レイできるゲームがゴロゴロ転がって

クや高級なスピーカー、高速なグラフ

いる。だまされたと思って、1回挑戦

ィックボードなどが欲しくなってくる

してみてほしい。なぜ子供たちがあれ

かもしれない。そんな出費がかさむこ

ほど熱中しているのか、理由の一端を

とについては、編集部では責任が持て

知ることができるだろう。そうなれば、

ないが……。

もうあなたもゲーマーの仲間入り。
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昼食のあとのひとときに
ブラウザー上で簡単に遊べるゲームたち
まず最初に紹介するのは、ホームページを見る感覚で楽しめる、お手軽感覚のゲームたち。
仕事の合間や息抜きなどにとても役立つゲームばかりだ。
また、付録の小冊子では100本ものゲームサイトを紹介しているので、そちらと併せて見れば、楽しさは倍増だ。

囲 碁

コンピュータゲームなんかやったこ
とがないという人でもハマってしまう

ホームページ上で対戦可能な囲碁。多少反応が遅いという
気もするが、プログラムの性質上仕方のないところだろう。

のがこのページと付録の小冊子で紹介

jhttp://www01.tjsys.co.jp/jp/index.htm

するゲームたち。なにしろ、WWWブ
ラウザーを使ってインターネットを利
用している人なら、ほかに何も用意す
る必要ないという気軽さがいい。最初
に紹介するJAVAを使ったゲームたち
は、なにしろ特定の機種に依存するこ
とがない。まさにインターネットにう
ってつけのもの。ブラウザーにネット
スケープナビゲーター3.0やインターネ
ットエクスプローラ3.0以降を使用し
ているなら、ウィンドウズマシンであ
ろうと、マッキントッシュであろうと、
JAVA で製作されたプログラムをその
まま実行することができる。
小難しいルールもなく、1 プレイ数

七並べ
誰でも一度は遊んだことがあるだろう七並べも、
インターネット上で遊ぶことができる。これなら
小さなお子様でも参加可能だろう。

jhttp://www.na.rim.or.jp/~tunoda/
game/Seven/Seven.html

分でカタがつくから、昼休み、昼食の
あとの一服に、仕事の気分転換にピ
ッタリなのだ。これでゲーム初体験と
いうのも、悪くないのでは。

ゴルフ
ゴルフゲーム。さすがにグラフィック方面は市販ゲー
ムと比較して大幅に劣っているが、熱中度はなかな
かのものだ。

jhttp://www.yo.rim.or.jp/~nakagawa/
Golf/Golf.html
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インターネット上には、JAVAで製
作されたもののほかにも、そのままブ

戦場のアフロ

ラウザー上でプレイすることが可能な

うまくパーマをかけることができないと殺さ
れてしまうという、手に汗握るお笑いアクシ
ョンゲーム。けっこう笑えるぞ。

ゲームがある。それはショックウェー
ブを利用したゲームだ。マクロメディ

jhttp://inetc.roland.co.jp/
~tshimizu/barber/afro.html

ア社が開発したマルチメディアオーサ
リングソフト、ディレクター。ショッ
クウェーブは、業界標準とも言える地
位を確立しているこのソフトで製作さ
れた、動画などのプログラムを実行す
るためのツールなのだ。
ということで、JAVAゲームの場合
とは異なり、ショックウェーブゲーム
を楽しむためには、それなりの準備が
必要になる。マクロメディア社が提供
するショックウェーブというプラグイ
ンツールを、あらかじめブラウザーに
組み込んでおかなければならないのだ。
とはいえ、そのプログラムは無料だし、
インストール作業自体は画面の指示に
従っていくだけの簡単なもの。本誌の
付録CD-ROMにも収録されているの
で、まだインストールしていない人は
さっそく導入するべし。
ショックウェーブゲームも、その内

PLATYPUS RANCH
ブタにまたがり、カモノハシを柵に追い込んでいくというア
クションゲーム。時間内にすべてのカモノハシを捕まえると、
面クリアーだ。

jhttp://www.expanse.com/shockade/pr.htm

容は前ページと同じ。気軽に楽しんで
ほしい。

モグラたたき
いわゆるモグラたたきだが、さすがにサンリオ製作だ
けあって、キャラクターがかわいいこと、かわいいこ
と。

jhttp://www.sanrio.co.jp/multimedia/
s_galley/xo_demo.html

JAVAでもショックウェーブでもない！ LORD of MONSTERS II
これまでブラウザー上でプレイ可能なゲームといえば、JAVA かシ

スマイル忍者ぴこ丸
忍者のぴこ丸が修行をするというゲーム。華
麗なジャンプで高い草木を飛び越えよう！
軽快な音楽でハマるぞ。ストーリーが楽しめ
るのもうれしい。

jhttp://cpj.topica.ne.jp/cpj/
picomaru/open.html

ョックウェーブのいずれかを利用したものと相場が決まっていた。しか
し最近では、そのどちらでもないプログラムが登場してきているのだ。
例えば、ソニー・コンピュータ・エンターテインメントが運営する
アマチュアプログラマー向け組織、 ネットやろうぜ から誕生した
「LORD of MONSTERS Ⅱ」。
このゲームは、モンスターを召喚して戦うというファンタジー系の
シミュレーションなのだが、その完成度の高さは市販ソフト並み。こ
れがブラウザー上で動いているとは信じられないほどだ。
アマチュアプログラマーといえども、その実力は侮れない。まずは
一度体験してみるべし。

jhttp://www.scei.co.jp/love/lm2
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世界中の人との出会いがここにある！
人気の無料対戦ゲームサイト

インターネット上には、コンピュータではなく人間のプレイヤーとの対戦、つまりマルチプレイをメインにしたゲームサーバーが
数多く存在する。しかもその中には、無料でサービスが提供されているところもあるのだ。これにアクセスしない手はない。

パソコンゲームの世界では、ここ2

のパートで紹介したJAVAゲームやシ

年ほどの間、ネットワークを介したマ

ョックウェーブゲームに飽き足らなく

ルチプレイヤーゲーム、つまり対戦プ

なったら、次はぜひこれに挑戦しよう。
ゲームサーバー上のゲームをプレイ

レイがブレイクしている。その結果、
インターネット上には数多くの対戦用

するには、専用のアクセスプログラム

ゲームサーバーが立ち上げられるよう

と、ゲーム自体のプログラムをあらか

になったのだ。その人気の理由は、や

じめインストールしておく必要がある。

はり世界中の人たちとの新しい出会い

そのつど使用するプログラムを自動的

が生まれる楽しさにある。多少言葉が

にダウンロードするJAVA ゲームやシ

通じなくったって大丈夫。なにしろ、

ョックウェーブゲームと比べると多少

見知らぬ人との出会いといっても、ゲ

面倒に感じるかもしれないが、その

ームという共通の趣味で会っているの

分、高度なゲームが楽しめるのだ。

だから。チャット機能を使って話しか
けてみると、「こちらは帰宅してくつ
ろいでプレイしているのに、相手は実
は仕事中のアメリカ人だった」など、
インターネットの世界の狭さ（広さ？）
にいまさらながら驚かされ、そしてう
れしくなってくるはずだ。
また、これらのマルチプレイヤーゲ
ームゲームは麻雀や囲碁、将棋、チ

Internet Gaming Zone

ェスやモノポリーなど、ポピュラーな

世界最大規模のゲームサイト、「Internet
Gaming Zone」
。提供はマイクロソフト。

ものが多い。もし海外や、日本でも離
れて暮らしている親戚のおじさん（？）

ゲームワールド

QUAKE

がパソコンを持っていたら、時間と場
所（サイト）を決めて対戦＆チャット
をすれば、電話やはがきで近況報告す
るよりも喜ばれるかもしれないぞ ! ?
「将棋ならまだまだおまえには負けな
いぞ」なんてタイプされたりして。前

もはや老舗の風格さえ漂う定額制プロバイダ
の先駆け的存在、「BEKKOAME」が運営す
る「ゲームワールド」。日本国内サイトなら
ではの、キメの細かさがうれしい。
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究極の 3D シューティングゲームである「QUAKE」
（231ページ参照）専用の接続プログラムを起動した
ところ。世界各地で運営されているサーバーを、一覧
形式で表示。DOS版ソフトとは思えぬ使いやすさだ。
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世界最大のネットワークゲームサーバー

インターネットゲーミングゾーン
インターネット上のゲームサイトを語るうえで、欠かすことのできない存在。
それが、御大マイクロソフトが運営する「Internet Gaming Zone」だ。
さすが世界一のお金持ち、ビル・ゲイツ率いるマイクロソフト。
金のかけかたはハンパではない。
そのサービス内容たるや、とても無料だとは信じられない水準なのだ。
ただし、現時点ではウィンドウズユーザーしか利用できない。
マックユーザーのみなさん、ごめんなさい。
さすがに世界最大のゲームサ
イトだけあって、常に参加者
が入っている。対戦相手に
困ることはまずないだろう。

もともと「Internet Gaming Zone」
（http://www.zone.com/）は、ある
ベンチャー企業が運営していたゲーム
サイトだ。それを、近年ゲーム市場に
大きく力を入れているマイクロソフト
が買収。どんどんサービス内容を充実
させ、いまや世界最大クラスを誇るサ
イトに成長しているのだ。
このサイトでは、マイクロソフトが
販売するゲームソフトの対戦プレイが
行えるほか、無料で遊べるゲームも用
意されている。ここでは、それら無料
ゲームの一覧を、表にまとめてみた
（下記参照）。これらは「Internet
Gaming Zone」の中で、「Classic」
と分類されているもの。その名のとお
り、日本でもなじみの深いクラシック
なボードゲームを題材にしたものばか
りなので（一部例外あり）、コンピュ

世界中からアクセスが殺到
しているわりには、なかな
かのレスポンス。そうタイ
ムラグを感じることはない。

ータゲームはどうも苦手というお父さ
んでも、すんなり楽しむことができる
はずだ。回線にも余裕があるようで、
つながらないことはまずないだろう。

ゲーミングゾーンで
無料で
プレイできるゲーム
各ゲームの基本的なルールは、オンライ
ンヘルプに記載されている。とはいえ、
いずれのルールも、かなり複雑。それな
りに遊ぶためには、自分で入門書など
を用意しておいたほうがいいだろう。

Backgammon 「西洋風スゴロク」とも呼ばれる、伝統的な遊
び。三角形が描かれた特徴的なボード上で、サ
イコロを振り、駒を進めていく。当然、先にゴ
ールした側の勝利となる。シンプルながら、な
かなか熱くさせてくれる。

Reversi

Checkers

相手の駒を奪取していくことを目的にしたボー
ドゲーム。通常、駒が移動できるのは斜め方向
にひとマス分だけだが、そこに敵の駒がある場
合は、それを飛び越えて駒を奪うことができる
のだ。

カードゲーム

Chess

ご存じ、チェス。「西洋将棋」と呼ばれること
もあるが、「成り」がなかったり、相手から取っ
た駒は使えないなど、そのルールはかなりシンプ
ル。駒ごとの移動方法を覚えれば、すぐにプレ
イ可能だろう。

Go

一瞬、「Go＝行け！ って何？」などと考えて
しまうが、なんのことはない、囲碁だ。とはい
え、囲碁の正式なルールをご存じの方は少ない
はず。入門書で、事前に基本的な遊び方を確認
しておいたほうがいいかも。
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より多くの駒を自分の色にすることを目的にし
たゲーム。敵側の駒を自分の駒で挟むと、その
駒をひっくり返して、自分の側の色にすること
ができる。いわゆるオセロゲームと同じものとい
うわけだ。
「Internet Gaming Zone」には、トランプを
利用した3 種類のカードゲームも用意されてい
る（「Hearts」
、
「Spades」
、「Bridge」
）
。しか
し残念ながら、いずれのゲームも、日本ではあ
まりなじみのないものばかり。「Bridge」なら日
本でも有名だって？でも、ここでいう「ブリッ
ジ」は、メジャーな「セブンブリッジ」ではな
く、より戦略性の高い「コントラクトブリッジ」
なんだな。これを知ってる人は、そう多くはな
いのでは？
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それではさっそく「Internet Gam-

イ 世界最大のネットワークゲームサーバー
ンインターネットゲーミングゾーン
ス
ト
ー
d
ル
し
よ
う
d

指定したフォルダーに「zsetup」がダウン
ロードされるので、ダブルクリックする。自
動的にプログラムがインストールされる。

ing Zoneにアクセス！」といきたいと
ころだが、まずはその前に、ひとつ確
認しておかねばならないことがある。
それは、このサイトにアクセスするた
めには、ブラウザーをウィンドウズ95
版のインターネットエクスプローラ
3.02以降にしなければならないという
こと。これ以外のブラウザーでは、サ
イトへの入場を拒否されてしまうのだ。
ネットスケープナビゲーターのユーザ
ーや、3.01以前のバージョンのインタ
ーネットエクスプローラを利用してい
る人は、本誌の付録CD-ROMに収録
されている最新バージョンを導入して
おこう。なお、マッキントッシュユー
ザーの方は、残念ながら現時点ではア
クセス不可能となっている。こちらは
将来的な対応を望みたいところだ。

WWWブラウザーのインターネットエクスプローラを起動する。
ゲーミングゾーンのサイト（http://www.zone.com）にアク
セスして、「New Player Signup」をクリックしよう（ネット
スケープナビゲーターでは利用できないので注意）
。

ブラウザーの準備ができたら、次は
ユーザー登録を行う。「http//www.
zone.com/」にアクセスし、画面が

d

表示されたら、「New Player Signup」を選択。画面の指示に従って、
ブランク部分にID、パスワード、メー
ルアドレスといった個人情報を入力し
インストールが終わったらWWWブラウザーに戻り、「Next」
ボタンを押そう。ゲーミングゾーンで使う認証ソフトウェア
のダウンロードページになる。

d

ていく。ここでちょっと注意が必要な
のが、IDの部分。ここには各ユーザー
が自分の好みの名前（英文字）を入力
していいのだが、すでにその名前が別
の誰かに登録されている場合がある。
すべてのブランクをちゃんと埋めてい
るのにやり直しを命じられる場合は、

自分のプロフィールを登録する。職業や住所など、項目は
多い。記入したら「Submit」ボタンを押そう。

d

IDを変えてもう一度試してみるべし。
先にアプリケーションプログラムをダウンロードし
たのと同様に、プログラムをダウンロードする。
終わったらやはり先と同様に、インストールしよう。

d

ユーザー登録が無事完了したら、
画面の「Next Step」ボタンをクリッ
クし、専用ゲームプログラムの導入に
移 る。 表 示 される各 項 目 のうち、
「Install the Authentication Upgrade」
を選択するとプログラムのダウンロー
ドが開始されるので、しばらく待とう。
ダウンロードが完了したら、その実行
ファイル「zsetup」を起動し、ソフ
トのインストールを行う。これですべ
ての準 備 は終 了 。「 Play it on the

ゲーミングゾーンのアプリケーションプログラムのダウンロ
ードページになる。下線が引いてあるところをクリックする。

Zone」をクリックし、先程のユーザ

d

ー登録で設定したIDとパスワードを入
2つのプログラムをインストールし終えたら、イン
ターネットエクスプローラを起動し直して、ゲーミ
ングゾーンのページにアクセスしよう。「 P l a y
Games Now!」ボタンを押すとアクセスする。

ダウンロード先のフォルダーを指定する画面にな
る。適当なフォルダーを指定して、「OK」ボタン
を押そう。
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力すれば、Internet Gaming Zoneの
世界に突入だ。

リックしたのち、
「Games List」をク
リックすると、プレイできるゲームの
一覧が表示される。ここでは、先にイ
ンストールした専用ゲームプログラム
だけで遊ぶことが可能な「Classic
Games」を選択しよう。すると、先
に紹介したゲームの名前が表示される
ので、好みのものを選ぶべし。
参加者の待機画面になる。椅子をクリックして空いている
椅子に座ろう。しばらくすれば誰かが向かいの椅子に座る。

d

「Classic Games」では、誰も参
加していない場合でも、コンピュータ
がプレイヤーの相手をしてくれる。だ

「Games List」ボタンを押すとゲームのリストが表示され
るので、ゲームを選ぶ。市販のゲームは、そのゲームをイン
ストールしていないとプレイできない。

が、せっかく対戦プレイが可能なサイ
トなのだから、やはり他のプレイヤー

d

とテーブルを囲みたいところ。ここは
ひとつ勇気を出して、ウェイティング
ルームにいる人たちに声を掛けてみよ
う。たとえ相手が外人さんでも、ゲー
ムをしたいという目的は同じ。そう恐
れることはないぞ。

向かいに人が座ると「START」ボタンが机に表示されるの
で、クリックする。すると自動的にゲーム画面が表示される。

各ゲームのメイン画面が表示される。そのときに参加してい
る人数が表示されるので、最初は、選択の幅を広げる意味
で、人数の多い部屋を選んでクリックする。

a

バーチャルゲームセンターを楽しもう！
新たに登場した「バーチャル・ゲ

録CD-ROMに収録してあるVGCの

ームセンター（VGC）」では電子メ

クライアントソフトを使って、ぜひ体

ールのシステムを利用して将棋や囲

験してみてほしい。クライアントソフ

碁などのゲームが楽しめる。専用の

トは付録 CD-ROM のディスクB の

ソフトウェアが電子メールクライアン

「Game」フォルダーの「Vgc」の中

トソフトウェアの役割をしており、

にある「Setup」というファイルを

電子メールのデータとして「次の一

ダブルクリックすれば、自動的にイ

手」をやりとりする。将棋や囲碁な

ンストールされ、ウィンドウズのスタ

ど、アクションゲームでないものは、

ートメニューに登録される。そして

このような形でも対戦が行えるとい

スタートメニューから「VGC」をク

うわけだ。ただし、現在はウィンド

リックしてセットアッププログラムを

ウズ95のみ対応で、マッキントッシ

起動すれば、ウィザード形式で入会

ュには対応していない。

することができる。無料体験用のア

ゲームは専用のクライアントソフトウェアを使う。ビジターとしての登録もできる。

カウントを使うには、メニューで
無料体験用アカウントで
試してみよう

「入会」を選び、
「入会条件のチェッ
ク」の項目をすべてチェックし、そし

VGCは本来はクレジットカードを

て「クレジットカード情報」の「名義

利用する会員制をとっているのだが、

者氏名」に「VGC（半角）
」、
「クレジ

今回、本誌読者のために11月1日〜

ットカード番号」に「9999-0170-

30日の1か月間、無料で利用できる

7110-0000」、
「有効期限」に「1997

アカウントを発行してもらった。付

年11月」と入力すればよい。

VGCのセットアッププログラムの入会ウィザ
ードに沿って入力していく。「入会条件のチェ
ック」の項目は、必ずすべてチェックすること。
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「クレジットカード情報」の「名義者
氏名」に「VGC（半角）
」
、「クレジッ
トカード番号」に「9999-01707 1 1 0 - 0 0 0 0 」、「 有 効 期 限 」 に
「1997年11月」と入力
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さ
あ
！
ゲ
ー
ム
開
始
だ

「Internet Gaming Zone」の初期
画面で「Play it on the Zone」をク

インターネットには、数多くのゲー

Multiplayer Games

ムサーバーが存在しているが、そのほ
とんどはアメリカのサイトであり、そこ

もう雀荘に行く必要なし！

で使われる言葉は、当然ながら英語と

麻雀するならBEKKOAME GAMEWORLD

いうのが現状。やはり遊びのときぐら
いは言葉で苦労したくないという気持
ちが働くのか、そうしたサイトに興味
はあるものの、いざアクセスとなると思

海外に比較するとその総数は少ないが、日本国内にも

わず尻込みしてしまう人も多いと聞く。

無料のゲームサーバーは存在している。

そんなあなたにピッタリなのが、個

定額制プロバイダーの先駆けとなったBEKKOAME/INTERNETが運営する

人 向 けプロバイダーの先 駆 者 、

「GAMEWORLD」も、その1つ。

BEKKOAME/INTERNETが運営する

ここでは、大人のたしなみ、麻雀を心ゆくまで堪能できる。

「GAMEWORLD」（http://www.

こちらはウィンドウズ、マッキントッシュともOKだ。

bekkoame.or.jp/etc/GAME/）
。イカ
したひげおやじのマスターが営むパブ
に、ゲーム好きの客が集うという趣向

彼がGAMEWORLD をとりしきる
「Pub」のマスター。慣れてくると
スキップしてしまいがちだが…。
そんなに凝ったオープニングでもな
いけれど、いかにも「ワシは修羅場
をくぐり抜けてきたかんね」という
目付きのマスターを見て、気を引
き締めるのもいいものだ。それにし
ても、こんなマスターがいる雀荘な
んてないよなあ。

で、専用のクライアントソフトとゲー
ムプログラムを利用してアクセスした
ユーザー同士がゲーム対戦を行う。
しかも、その対応ゲームというの
が、麻雀というから嬉しい。近頃は競
技人口が減って、なかなか4人の面子
を揃えられないとお悩みの方も多いは
ず。だが、GAMEWORLD にアクセ
スすれば、ひとりでも麻雀が楽しめる
のだ。

やはり麻雀は 4 人の人間で
遊んでこそのものだという
ことが再確認できる。
このゲームのミソはチャット
ができること。BEKKOAME
INTERNETによると、いず
れは声もやりとりできるよ
うにするとのこと。「デジキ
ャッシュで精算できるよう
になれば」なんて考える人
はきっと多いに違いない。

「パスポート」には、簡
単なプロフィールを入力
しておくことが可能だ。
麻 雀 の腕 に自 信 がない
人 は、初 心 者 であるこ
とをアピールしておいた
ほうがいいかも。キャラ
クターのアイコンも数種
類の中から選べる。メン
ツ探しにチャットルーム
に行けば、そのアイコン
を動かして会話できる。

Pub内に設置された"コミュニケーションルーム"。ここでゲーム参加者を募る。
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付録 CD-ROMのディスクBの「Game」
フォルダーから「Bekkoame」→
「Win」を開いて「pb101a」をダブル
クリックすると、自動的にパブクライア
ントソフトがインストールされる。

次にゲームソフトである麻雀をインストー
ルする。「pb101a」と同じフォルダーから
「mj101」をダブルクリックする。

d

「Mah-jong」をプレイするために
は、GAMEWORLDのクライアントソ
フトと麻雀ソフトをインストールして、
会員登録する必要がある。この2つは

d

付録CD-ROM のディスクB からイン
ストールすることができる。ウィンド
ウズ、マッキントッシュそれぞれの説
明を見ながらインストールして会員登
録を行うべし。
インストールが済んだら、次は会員
登録。インストール時に作られたフォ
フォルダーを指定する画面が表示される。
このときに、先の「パブクライアント」と
同じフォルダーを指定する。
インストール先のフォルダーの中の「pbclin」をダブルクリ
ックすると、起動する。メニューの「ファイル」から「ログ
イン」を選ぶ。

ルダーの中から「Pub」のアイコンを
ダブルクリックすれば自動的に接続す
るので、オープニング画面終了後に

d

「ファイル」メニューから「ログイン」
麻雀をインストールしたフォルダーの中の
「Addpub」をダブルクリックすると、麻雀
ソフトが「パブクライアント」に登録され
る。これで準備は完了だ。

d

を選択する（このときに表示される
「メールアドレス」と「パスワード」
は空白でよい）。この後、「パスポー
ト」をクリックすれば登録画面が現れ
るので、名前やメールアドレスなどを
入力すれば登録は完了だ。

「パスポート」をクリックして、自分のプロフィールを書き
込み、鉛筆のアイコンをクリックして登録する。終わったら
「終了」ボタンを押す。

a

付録 CD-ROM のディスクB の「Game」
フォルダーから「Bekkoame」→「Mac」
を開いて「PubClient̲101」のファイル
をStuffit Expanderに移動して展開する。

ハードディスク上に展開された「Mah-Jong1.01」と
「Mah-Jong Pict」を新しく作られた「Pub Client」
フォルダーの中にある「Pub Staff」のフォルダーに移
動すればインストール終了。準備完了だ。

s
s
「PubClient̲101」と同じフォルダーに
ある「 M a h J o n g ̲ 1 0 1 」 を S t u f f i t
Expanderに移動して展開する。

会員登録が完了したら、パブの画
面で「ゲーム」→「Mah-Jong」とダ
ブルクリックしていけば、そのときの
対局リストが表示される。ここで、ま
だ4人集まっていない「名前」を選べ
ば、プレイに参加することができる。
ここにパスワードが設定されているこ
とがあるが、これは仲間内の集まりだ。
また、この場面で「NEW」を選べば、
自分で場を立ててプレイヤーを募るこ
ともできる。前述のようにパスワード
メニューの「ゲーム」の中の「麻雀」をクリックすると、そ
のとき開いている対局リストが表示される。募集しているチ
ーム（卓）名をクリックすればゲームが始まる。

自分でチームを作りたい場合は、「New」ボタンを押して、
予約申込書に記入して「OK!」ボタンを押す。

を設定して友人にだけ教えておけば、
その仲間だけで楽しむこともできるぞ。
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テレホーダイが欲しくなる!?
市販ゲームは100倍楽しい!!

無料で楽しめるゲームを遊んでいるうちに、もっと本格的なマルチプレイヤーゲームをプレイしてみたいと感じる人も少なくないだろう。
そうなったら、ぜひ、市販ゲームに挑戦してみてほしいところ。
やはり商品として開発された市販ゲームは、無料ゲームとはひと味違う完成度を誇っているのだ。

これまでのパートでは無料で楽しめ
るゲームを紹介してきたが、ここから

戦闘機のパイロットを実感する

見間違うような画像が滑らかに動き、

ATF（232ページ）

大人が長期間はまりこむことができる

は市販されているパッケージソフトを

奥深さを備えた作品が続々と登場し

紹介していく。「せっかくタダで遊べ

ている。といっても回線は28.8Kbps

るゲームがあるのに、わざわざお金を

のアナログで十分。追加投資一切不

出してソフトを買う必要はないので

要、ソフトのお値段ポッキリしかいた

は？」と思う人もいるかもしれない。

だきません。でも、ハマるとジョイス

だが、やはりパッケージ販売されてい

ティックや外付けスピーカーが欲しく

るゲームには、無料ゲームでは決して

なってくるかもしれない…。

味わうことができない魅力があるのだ。
ゲームプログラム自体をネット上で
やり取りする無料ゲームは、その性質
上、プログラムのサイズをあまり大き
くすることができない。そのため、基
本的なゲームシステムやグラフィック
は、可能な限り簡素になっているのが

西部のガンマンとなって悪漢を撃ちまくれ！

懐かしの「潜水艦ゲーム」をインターネットで

通例となっている。ところが、主に

Out Lows（231ページ）

Battle Ship（233ページ）

CD-ROMで供給される市販ゲームに
は、そうした制約は存在しない。その
結果、ゲームシステムは凝りに凝り、
グラフィックは細部まで描き込むこと
が可能なのだ。
コンピュータ自体の進化の速さはみ
なさんご存じだろうが、コンピュータ
ゲームの進化のスピードもまた、目を
見張るものがある。単純なドットで描
かれたキャラクターがぎこちなく動く

定番のボードゲームで世界に挑戦！

という、いかにもの姿は、はるか過去

Monopoly（233ページ）

のもの。いまでは、まるで実写映像と

ジョイスティック
操縦系のゲームを推定
800%楽しくするのがジョ
イスティック。一度使うとキ
ーボードなんて…。5,000
円くらいから 20,000 円程
度。

スピーカー
内蔵スピーカーから出るこも
った音は、実はニセモノ。外
付けのスピーカーならゲーム
の迫力は10倍だ。5,000円
くらいから販売されている。
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Play Install Rule

操作がやさしい

ジャンル別おすすめソフトセレクション

インストールが簡単

ルールが簡単

Play Install Rule
操作が難しい

インストールが難しい

ルールが難しい

マークの説明…「操作」は、マニュアルを見なくても始
めることができる、またはすぐに覚えられるものを「や
さしい」とした。簡単でも反射神経を要求されるもの
は「難しい」としている。「インストール」は「Setup」
をクリックするだけでできるものやウィザード形式のも
のを「やさしい」とした。
「難しい」では、DOSからイ
ンストールするものもあるので注意。「ルール」は、マ
ニュアルを見なくても始めることができる、またはすぐ
に覚えられるものを「やさしい」とした。

残念ながら数ある市販ゲームの中には、思わず目を覆いたくなるほど
ひどいものも存在している。読者の皆さんがそんなスカをつかむハメに陥らないように、
これなら大丈夫と太鼓判を押せるソフトを、ジャンル別に紹介していこう。

先手必勝、一瞬が勝負だ！

プレイヤーの視点で表示される3D
ダンジョンを、待ち受ける敵を次々と

とにかく撃ちまくれ型

なぎ倒しながら、奥へ奥へと進んで行

3Dシューティング

く。米国 ID Softwareの「DOOM」
というソフトが世界的な大ヒットを記
録して以来、パソコンゲームの世界で

ゲーム業界では「DOOM」系と呼ばれる3D殺戮シューティングゲーム
はこのスタイルのゲームがひとつのブ

QUAKE
価格
：7,800円
メーカー ：ID Software
国内販売 ：P&Aシェアウェア
対応 OS ：MS-DOS（IBM-PC/AT版）
関連情報
jhttp://www.idsoftware.com/
すべての物体が立体として描かれている、究
極の作品。DOS版ソフトながら、秀逸な専
用接続ソフト「QSPY」のおかげで、簡単に
インターネット上の対戦ができる。

ームとなっている。
「DOOM」の発売
から3年経った現在でも、その勢いは
とどまるところを知らない。それこそ
毎月のように、各ソフトハウスからこ
のタイプの新作がリリースされている
のだ。
この"「DOOM」系"のゲームは、
反射神経が命。アクション系のゲーム

Play Install Rule
操作が難しい

インストールが難しい

をあまりプレイしたことがない人だと、

ルールが簡単

なかなか先に進むことができないかも
しれない。だが、なにごとも経験。あ
る程度プレイを重ねれば、敵を叩きの
めす爽快感を堪能できるようになるは

Play Install Rule
操作が難しい

インストールが簡単

ルールが簡単

ずだ。
なお、昨年の段階では、このジャン
ルのソフトはほとんどがDOS 版だっ
た。そのため、ネットワーク対戦の設
定はかなり難しいものになっていたの
だが、現在ではWindows 95版のソ
フトが増加。また、DOS 版のソフト
でも、「QUAKE」のように優秀な専
用サーバー接続ソフトが用意されたも

Play
操作が難しい

Install
インストールが難しい

Rule

ルールが簡単

Duke Nukem 3D

Outlaw

価格
：
メーカー ：3D Realm
国内販売 ：P&Aシェアウェア
対応 OS ：MS-DOS（IBM-PC/AT版）
関連情報
jhttp://www.idsoftware.com/
モンスターがトイレで用を足しているなど、
妙なユーモア感覚が楽しい作品。ただし、ネ
ットワークプレイの設定は、初心者には難し
いかも。

価格
：9,800円
メーカー ：Lucas Arts
国内販売 ：マイクロマウス
対応 OS ： Windows 95（ IBM-PC/AT
版）
関連情報jhttp://www.lucasarts.com/
異色の西部劇シューティング。このジャンル
には珍しく、ストーリーも充実。Internet
Gaming Zoneで対戦プレイを行うことがで
きる。
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のが登場しており、我々日本のユーザ
ーでも気軽にネットワーク対戦を楽し
めるようになっている。
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空を、宇宙を、縦横無尽に駆けめぐれ！

乗り物操縦型

フライト＆ドライブシミュレーター

「一度でいいから、レースカーや戦
闘機のコックピットに座ってみたい」
。
そう考える人は多いはず。そんな、普
通の人間には実現不可能な願望を叶
えてくれるのが、シミュレーターと呼
ばれるソフトだ。パソコンゲームの世
界には、車や飛行機といった現実に
存在する乗り物から、宇宙戦闘機の
ような架空の乗り物まで、さまざまな
乗り物の操縦を再現したソフトが存在
している。なにしろ、潜水艦シミュレ
ーターまで存在しているのだ。よほど
特殊な嗜好を持つ人以外は、必ずや

Play Install Rule

操作がやさしい

インストールが簡単

ルールが難しい

X-Wing vs TIE Fighter
価格
： 10,800円
メーカー ：Lucas Arts
国内販売 ：マイクロマウス
対応 OS ：Windows 95
（IBM-PC/AT版）
関連情報jhttp://www.lucasarts.com/
映画「スター・ウォーズ」の世界を舞台にし
た、3Dシューティングゲーム。帝国と連邦、
いずれかの陣営のパイロットとして、宇宙戦
争に参戦するのだ。

自分の乗ってみたいもののソフトを見
つけられるだろう。

車や飛行機の操縦を再現した「××シミュレーター」と称されるゲームたち。
なお、同じ乗り物をテーマにしたソ

Interstate'76

フトでも、リアリティーとプレイアビ

価格
：8,800円
メーカー ：Activision
国内販売 ：アクティビジョン・ジャパント
対応OS ：Windows 95
関連情報jwww.activision.com/
火炎放射器やロケット団などの武装を施した
'70 年代のアメリカンマシンを駆って戦うド
ライブ＆バトルゲーム。1 人でプレイすると
きは凶悪な犯罪組織が相手だ。

リティー（遊びやすさ）のどちらを優
先させるかは、タイトルによって大き
く異なっている。大まかに言って、飛
行機モノでも戦闘機（による戦い）
をテーマにしたものは操縦のリアリテ
ィーよりもゲーム性が強く、民間航空

Play Install Rule

機をテーマにしたものはリアリティー

操作がやさしい

に重点が置かれている。確かにリアリ
ティーの追求は大事な要素ではあるの
だが、あまりそちらばかりに重点を置
くと、操作が難しくなり過ぎて、ゲー
ムとしての面白味がなくなってしまう。
まだあまりコンピュータゲームに慣れ
ていないうちは、本格派と称されるソ
フトは避けておいたほうが無難かもし
れない。
また、シミュレーターをプレイする
場合、230ページに紹介したようなジ
ョイスティックやジョイパッドを使う
と、ゲームがさらに楽しくなる。ゲー
ムになれてきたら、ぜひ試してもらい

ATF
価格
： 9,800円
メーカー ：Electronic Arts
国内販売 ：EAV
対応 OS ：Windows 95（IBM-PC/AT版）
関連情報jhttp://www.ea.com/
軍事資料の最高峰、「ジェーンズ年鑑」の監修
を受けた超本格派のフライトシミュレーター。
ネット対戦では、最新兵器を駆使した空中戦
を楽しむことができる。

Play Install Rule
操作が難しい

インストールが簡単

ルールが難しい

たい。
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インストールが簡単

ルールが簡単

大胆に、そして繊細に戦略を組み立てる

これまであまりゲームをプレイしたこ
とがない人は、そう感じてしまうケー

じっくり思考型

スが少なくないようだ。しかし、あき

ストラテジック・シミュレーション

らめることはない。数あるパソコンゲ
ームの中には、そんなあなたでも楽し
むことができるソフトだってもちろん
ある。さまざまな事象をコンピュータ

プレイヤーの戦略がカギとなる、
大人の香りが漂うゲーム。
Play Install Rule
操作が難しい

インストールが簡単

ルールが簡単

SimCity2000

上で再現するシミュレーションゲーム
と、定番の遊びをコンピューターゲー
ム化したボードゲーム。この2 つのジ

ネットワーク・エディション
（日本語版）
価格
：12,800円
メーカー ：Maxis
国内販売 ：マクシス
対応 OS ：Windows 95
関連情報jhttp://www.maxis.com/
市長として街を発展させていく、都市育成
シミュレーション。ネットワークプレイで
は、複数のプレイヤーが協力して街作りを
することができる。

ャンルに属するソフトは、先の先を読
む鋭い洞察力が要求される、いわば思
考型のゲームが中心となっている。ア
クション系のゲームには指がついてい
かないお父さんでも、これなら十分対
応することができるはずだ。
まあ、その分といってはなんだが、

Play Install Rule
操作が難しい

インストールが簡単

ルールが難しい

この種のゲームは、アクション系のゲ

Play Install Rule

操作がやさしい

インストールが簡単

ルールが難しい

ームと比較してシステムがかなり複雑

MONOPOLY

になっているものが多い。基本的なゲ

価格
：6,800円
メーカー ：Westwood Studio/Paker Brothers
国内販売 ：ハズブロージャパン
対応 OS ：Windows 3.1（IBM-PC/AT版）
関連情報jhttp://www.hasbro.com/
ボードゲームの定番中の定番、「モノポリー」をコ
ンピュータゲーム化した作品。美しいアニメーショ
ンが、ゲームの雰囲気を大いに盛り上げてくれる。

ームの進め方を把握するためにも、事
前にマニュアルをよく読み込んでおく
ことが必要だ。

バトルシップ（日本語版）
価格
：6,800円
メーカー ：ハズブロー
国内販売 ：ハズブロージャパン
対応 OS ：Windows 95
関連情報jhttp://www.hasbro.com/
誰でも小学生時代に遊んだことがあるであろ
う、懐かしの「潜水艦ゲーム」。敵艦の居場
所を予想し合うあの遊びが、コンピュータゲ
ーム化されたのだ。

オレが育てたキャラを世界の人に見せびらかしたい！

キャラクター育成型
ネットワーク対応ゲームの中でも、
現在もっとも大きな注目を集めている

ロールプレイング

しくないわけがない。次のページから
は、このジャンルの先駆けとなったミ

これであなたもサイバースペースの住人になれる
のが、サイバースペースで自分の分身

リオンセラーゲーム、「Diablo」を紹

であるキャラクターを成長させていく

介する。ぜひその楽しさを体験してほ

ゲームだ。これを仮に、「キャラ育成

しい。

ゲーム」と呼ぼう。これまでにも、架
空の街の住人となって会話を楽しむと
いう、チャットの延長線上にあるシス
テムは存在していた。キャラ育てゲー
ムでは、それにかの「ドラクエ」のよ
うな、キャラクターをより強く鍛え上
げる要素を加えているのだ。これで楽

Diablo

Play Install Rule

操作がやさしい

インストールが簡単

ルールが難しい

価格
：8,800円
メーカー ：Blizzard Entertainment
国内販売 ：ソース
対応 OS ：Windows 95（IBM-PC/AT版）
関連情報jhttp://www.blizzard.com/
昨年末のリリース以来、いまだにその人気は衰えない。
まさにザ・ゲーム・オブ・ゲームズ。このソフトをプ
レイせずして、コンピューターゲームを語るなかれ！

「Diablo」の詳細は次ページからS
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「せわしなく操作をしなくてはなら
ないゲームは、どうも性に合わない」。

Multiplayer Games

全世界を熱狂させたマルチプレイゲーム
ディアブロにドップリ浸れ！
！
前ページで紹介したDiabloは、150万本という記録的なヒットを飛ばした、ゲームファンなら知らない人はいないという人気ゲーム。
シンプルなシステムとルール、そしてインターネットを使って、世界中のプレイヤーと一緒にプレイできることが、その人気の秘密だ
1996 年秋、アメリカのソフトハウ
ス、Blizzard Entertainmentが運営
するインターネット上のホームページ
に、1本の新作ソフトのプレビュー版
がアップロードされた。当初このソフ
トは、大ヒット戦略シミュレーション
ゲーム、「WARCRAFT」シリーズの
生みの親であるB l i z z a r d
Entertainment の最新作という点で
注目を集めたが、やがてそのゲーム自
体が持つ斬新なシステムと奥深いゲー
ム性により、パソコンゲーマーの間で
は、知らぬ者はいないほどの存在とな
る。
そして、数か月後。1996年の暮れ
も押し詰まった時期にリリースされた
このソフトの製品版は、前評判どおり
の大反響を呼び、爆発的なセールス
を記録。その出荷数たるや、97 年初
夏までに、累計 150 万本を超えたと

迷宮内のマップは、ゲームを新たに始めるたびに自動生成される。そのため、どこにどのモンスターがいるかは、進んでみな
いとわからない。これは緊張するぞ。

いう。それが、究極のネットワークゲー
ムとも言われる「DIABLO」なのだ。
コンピュータの中に構築されたファ
ンタジー世界で繰り広げられる、生と
死が隣り合わせた冒険。その魅力は、
もはや麻薬的といえるほど。これを体
験しなければ、人生の損といっても過
言ではない！

豊富なアイテム（武器や宝物など）も、このゲームの魅力の1つ。その
種類たるや、総数100種以上。できればすべて集めたいところだ。
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体力を回復したり、アイテムを買ったり。冒険を円滑に進めるためには、
地上マップにある施設を活用しなければならない。
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料体験版が登録されている。まずはこ
れをダウンロードしよう、と言いたい
ところなのだが…。なんとこの無料体

めくるめく「Diablo」の世界。付録CD-ROMの体験版で始めよう。
験版、容量が50MB 以上という、超

d

ド級サイズのプログラムなのだ。
だが、安心してほしい。幸いなこと

付録 CD-ROM の B ディスクの
「game」フォルダーの
「Diabro」にある「diabrosw」
をダブルクリックする。

に、Blizzard Entertainmentおよび
国内代理店のソースの御好意で、今
号の付録CD-ROMに、この無料体験

d

版を収録することができたのだ。さっ
そくフォルダー内の"README"ファ
イルを参照して、インストール作業を
実行しよう（詳細は以下を参照）
。
なお、
「Diablo」を動作させるため
自動的にインストールされ、スタートメニューに「Diabro
Shareware」アイコンが表示される。

には、マシンがDirectX3 に対応して

d

いる必要がある。まだディスプレイド
ライバー及びサウンドドライバーを
DirectX3 対応のものに更新していな
い場合は、事前に最新ドライバーをセ

インストール先の指定画面が表示されたら、適当なフォル
ダーを指定する。

ットアップしておくべし。

a

めくるめく冒険の始まりさあ、キャラクターを作ろう
ソフトのインストールが完了したら、
自分の分身となる、キャラクターを作

モードを選択したら、キャラクター
の製作に入る。とはいえ、この無料体

ろう。まずは、1 人で冒険を進める

験版では製作可能なキャラクターが

「SINGLEPLAY」か、ネットワーク

「Warrior（＝戦士）
」に限定されてい

を通じて複数のプレイヤーが冒険を行

るので、やるべきことは名前の入力と

う「MULTIPLAY」の、いずれかのモ

パラメーターの分配だけ。名前は好み

ードを選ぶ。というのも、このゲーム

のものを付ければいいし、パラメータ

では、2 つのモードでキャラクターを

ーは「STRENGTH（＝腕力）」中心

共有することができないからだ。

に分配すればいい。
キャラが完成したら、いよいよ冒険

起動後、戦士（Warrior）を選ぶ画面。付録 CD-ROMに収録されて
いるシェアウェア版では、「Warrior」しか選べない。

のスタート。心の準備が整ったら、ゲ
ーム世界に突入するべし。

自
分
だ
け
の
戦
士
を
作
れ
!!

「OK」ボタンを押すと、ゲーム開始。

いよいよ冒険にS
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体
験
版
を
今
す
ぐ
イ
ン
ス
ト
ー
ル
！

開発元のBlizzard Entertainment
のホームページには、「Diablo」の無

状
況
を
確
認
し
て
︑
い
ざ
不
気
味
な
モ
ン
ス
タ
ー
が
棲
む
地
下
迷
宮
へ
!!
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ゲームのスタート地点となるのは、
トリストラム村という小さな集落。こ
の村には、さまざまな住人が暮らして
いる。各住人は、直接的、間接的に
プレイヤーをサポートしてくれる（中

さまざまな施設が点在する地上マップ。まずはここを探索するのだ。
にはあまり役に立たない者もいるが）
。
まずは、誰がどんな役割を持っている
のか、村の中を歩いて確認してみよ
う。キャラクターの移動は、行きたい
ところにカーソルを重ねてからマウス
の左ボタンをクリックするだけでいい。
すべての村人たちと会話し、この村
が現在置かれている状況が理解できた
ら、村外れの教会に足を運ぼう。そ
こは、邪悪なモンスターが巣食う地下
迷宮への入り口となっている。覚悟を
決めて、中へと飛び込むべし！

冒険をスムーズに運ぶためには、常にキャラク
ターの状態に気を配っておく必要がある。気が
ついたら体力がほとんどゼロになっていた、な
どということにならないように注意しよう。

ゲーム開始時のプレイヤーの立っている位置。
ここから北西（画面左上方向）に向かって歩い
ていくと、教会がある。
マウスで、行きたい方向にポインターを動かし
てクリックすれば、キャラクターはその方向に
動き出す。この操作感に慣れるのが、ディアブ
ロ攻略の第一歩だ。もし人がいたら、その人に
ポインターを合わせてクリックすれば、話を聞
ける。地上には敵はいないので安心してね。

入り口を抜けて、教会の中に入ってみよう。中
に入ると自動的に地下迷宮のデータがロードさ
れて、バトル開始となる。
ポインターを敵に合わせてクリックすれば攻撃
できる。1発で倒せないときには何度もクリッ
クしよう。倒れるとお金やアイテムが放り出さ
れるので、それをクリックすれば取得できる。
ゲーム開始時でも最低限の武器は持っているの
で、何匹か戦ってコツをつかむことが大事。体
力が減ってきたら、地上に出て薬屋に行こう。
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こちらに向かって突進してくるモンスタ
ーたち。思わず逃げ出したくなってし
まうが、
それでは冒険を進めることがで
きない。全滅させてやろうというぐら
いの気概を持って、これを迎え撃とう。
もっとも、戦闘の操作自体は、非
常に簡単になっている。武器による攻
撃の場合は、攻撃対象にするモンス
ターにカーソルを合わせ、左ボタンを
「SPELLS」ボタンを押すと魔法のメニューが表示されるので、 実際に敵や自分に対して魔法をかけるときは、マウスを右クリ
種類を選ぶ。
ックする。

クリック。そして魔法による攻撃の場
合は、マウスのカーソルを対象に合わ
せてから、右ボタンをクリックするだ

迷宮内にはモンスターどもがさまよっている。片っ端からなぎ倒すのだ！
けでいいのだ。
なお、現在使用できる魔法は、画

Diablo操作キー
F1

ヘルプを表示

P

ポーズ

ESC

SHIFT

攻撃時、キーを押している地点から
離れない

メインメニューを表示

TAB

オートマップ表示

スペルブック（使える魔法のリスト）
を表示

矢印キー

オートマップの移動

B
C

キャラクターのインフォメーションを
表示

I

インベントリー（持っているものリス
ト）スクリーンを表示

Q

クエスト（地上の住人から頼まれた
仕事・冒険の目的）を表示

S
Z

面下部、「SPELLS」ボタンの左隣
に、アイコンとして表示されている。
これを変更するには、「SPELLS」ボ
タンをクリックすると開く「SPELL

8

ベルトに付けているアイテムの使用
スピードブックの中から、ホットキー
を割り当てたいものを選び、F5〜 F8
までのどれかを割り当てる

BOOK」ウィンドウ内から、任意の

F5〜F8
F9〜F12

メッセージを送る（マルチプレーヤー
モードのみ）

リックする。この「SPELL BOOK」

スピードブック（使える魔法と特殊
能力のリスト）を表示

ENTER

メッセージウィンドウを開く/メッセ
ージを送る（マルチプレイヤーモード
のみ）

マップの拡大、縮小

SPACEBAR 全ウィンドウの一斉開閉

これさえ知っていれば、とりあえず死なずに先に進むことができるヒント集。
このゲームに登場するモンスターは、
プレイヤーの接近を感知して近寄って
くる。そのため、不用意に迷宮内を
歩き回っていると、いつの間にか対処
不可能な数のモンスターが出現してし
まうのだ。そうした事態を避けるため
には、敵が出現しないか確認しつつ、
少しずつ少しずつ進んで行こう。ドア
で閉ざされた小部屋に侵入する際も、
不用意に中に入ってはダメ。まずは入
り口付近で待機し、どれだけのモンス
ターが出現するかを確認するべし。入
り口に立って攻撃すれば、いつでも1
対1で戦うことができるぞ。

s1
Tip 一度に多くの敵を
出現させるべからず
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魔法にカーソルを重ねて左ボタンをク

ウィンドウは、もう一度「SPELLS」
ボタンをクリックすれば閉じる。その
ほか、詳しいキー操作は、表を参照
してほしい。

知初
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邪
悪
な
モ
ン
ス
タ
ー
を
な
ぎ
倒
せ
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プレイヤーの姿を発見するやいなや、

魔法の使い方

迷宮内のモンスターは手強い。ちょ

地上の村の住人たちとの会話の内

っと囲まれただけで、プレイヤーの体

容は、いつも同じではない。プレイヤ

力はみるみるうちに減ってしまう。冒

ーのゲームの進行具合によって何段階

険を頓挫させないためには、体力回復
アイテムの「ヒールポーション」を多

s2
Tip

体力回復アイテムを多めに持とう
めに持っていくことが重要だ。そこで
活用したいのが、ゲーム画面下部中

かに変化していくのだ。時にはゲーム
進行上、非常に重要な情報が手に入
ることもあるので、新たな階層に突入

s3
Tip

したらいったん地上に戻って村人たち
の話を聞くことを心掛けよう。面倒臭

人と会話して情報を集めよう

央にある「ベルト」欄。ここはキャラ
クターが腰に巻いたベルトという設定

がって話を聞かないでいると、ゲーム

で、合計8個の小型アイテムを装備す

が行き詰まってしまうこともあるぞ。

ることができるのだ。

道具は修理しないと使えなくなるぞ

s4
Tip

ほとんどの武器や防具には、固有

アイテムの耐久度が尽きかけると、画

のDURABIRITY＝耐久度という数値

面右下にそのアイテム名が赤い文字で

が設定されている。この数値は、その

表示される。この表示が画面に現れ

アイテムを使用するたびに減っていく。

たら、地上に戻って、鍛冶屋で鍛え

そして0 になった時点で、そのアイテ

直してもらうようにしよう。

ムは壊れてしまうのだ。装備している

今回の無料体験版は、実際の製品
版からいくつかの機能が削除されてい

製品版はここがすごい！

る。まず、キャラクター。この体験版
では「warrior」しか選択できないが、
製品版ではこれに加えて弓を得意とす
る「Rogue＝盗賊」と、魔法のエキ
スパートである「Sorcerer ＝魔法使
い」を選ぶことが可能になる。そし
て、迷宮の大きさも異なる。体験版
が地下2階までなのに対し、製品版の
迷宮は地下 16 階となっているのだ。
今 回 の体 験 版 を楽 しめた人 は、
「Diablo」の世界をより深く堪能する
ためにも、製品版を購入してはいかが

製品版はWarriorだけではなくSorcererなど3つのキャラクターか Sorcerer（魔法使い）を選べば、すべての魔法が使えて面白い。
ら選べる。

だろうか。
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Multiplayer Games

Coffee Break
編集部は切に願う！
こんな遊びやボードゲームを
ネットワークゲームにしてほしい
さて、今回の特集はいかがだっただ

うな難しい技術も、「ヒモを巻く」と

ろう。ゲームの世界は奥深く、今回

いうコマンド一発でOKだ。もちろん、

紹介したもの以外にも、面白いゲーム

リアルにヒモを巻きたい人のために、

はまだまだたくさんある。ゲームメー

「右巻き」、
「左巻き」などを細かく設

カーには、これからももっともっと楽

定できる「プロフェッショナルモード」

しいゲームをどんどん作っていただき

も揃えていてほしい。メンコ、ビー玉

たい。と同時に、楽しさを享受する側

なども合わせてゲーム化して、「ノス

のわれわれも、今こそ「こんなゲーム

タルジックゲームシリーズ」な

がほしい！」と主張したい。待っている

んていうラインアップ

だけではだめなのだ。というわけで編

も揃えてもらい

集部が望むネットワークゲームを考え

たい。最

てみた。遊び心のあるゲームメーカー
さん、どこか作ってください。お願い。

まずは誰もが一度は遊んだことがあ
るだろう懐かしの「人生ゲーム」。子

近 は小

供のころは無邪気に遊べたのに、社会

学生の間でヨ

に出た今、久しぶりにやってみるとリ

ーヨーの人気も再び高

アルな自分の人生に身につまされる思

まっているし、注目を集める

いがする。ボードゲームの定番にして

ことは間違いない!?

奥深いゲームだ。そういう意味では、
このゲームは大人のほうが楽しめるか
もしれない。ネットワーク上で知り会
った人とつかの間の人生談義を交わし
ながら、秋の夜長を堪能するというの
はいかがだろうか。このゲームをパソ
コン上でやるなら、やはりポリゴンの
「駒」が山あり谷ありの盤上を疾走す
る姿を楽しみたい。で、なにか事件が
あったときには、思い切り真実味のあ
るムービーを見たいものだ。たとえば
「無謀運転により罰金」なんてときに
は、ハリウッド映画を彷彿させるよう
なカーチェイスシーンが見られれば興
奮ものだ。
また、30代以上の方には、子供の
ころ遊んだベーゴマやメンコ、ビー玉
なども、ネットワークゲーム化したら
面白いだろう。ベーゴマなんて、相当
修行を積まなければうまく回せないも
の。実物だと、まずはヒモの巻き方か
ら練習しなければならない。しかし、
パソコン上のゲームになれば、このよ

30代後半以上の人には懐かしいベーゴマはマルチプレイヤーゲームのハシリ（！？）
。現在の最新技術でインターネットで楽しめるよう
にしてほしい！

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
©1994-2007 Impress R&D

INTERNET magazine 1997/11

239

［インターネットマガジン バックナンバーアーカイブ］ ご利用上の注意
この PDF ファイルは、株式会社インプレス R&D（株式会社インプレスから分割）が 1994 年～2006 年まで
発行した月刊誌『インターネットマガジン』の誌面を PDF 化し、「インターネットマガジン バックナンバー
アーカイブ」として以下のウェブサイト「All-in-One INTERNET magazine 2.0」で公開しているものです。

http://i.impressRD.jp/bn
このファイルをご利用いただくにあたり、下記の注意事項を必ずお読みください。
z 記載されている内容（技術解説、URL、団体・企業名、商品名、価格、プレゼント募集、アンケートなど）は発行当
時のものです。
z 収録されている内容は著作権法上の保護を受けています。著作権はそれぞれの記事の著作者（執筆者、写真
の撮影者、イラストの作成者、編集部など）が保持しています。
z 著作者から許諾が得られなかった著作物は収録されていない場合があります。
z このファイルやその内容を改変したり、商用を目的として再利用することはできません。あくまで個人や企業の
非商用利用での閲覧、複製、送信に限られます。
z 収録されている内容を何らかの媒体に引用としてご利用する際は、出典として媒体名および月号、該当ページ
番号、発行元（株式会社インプレス R&D）、コピーライトなどの情報をご明記ください。
z オリジナルの雑誌の発行時点では、株式会社インプレス R&D（当時は株式会社インプレス）と著作権者は内容
が正確なものであるように最大限に努めましたが、すべての情報が完全に正確であることは保証できません。こ
のファイルの内容に起因する直接的および間接的な損害に対して、一切の責任を負いません。お客様個人の
責任においてご利用ください。

このファイルに関するお問い合わせ先
All-in-One INTERNET magazine 編集部
im-info@impress.co.jp
Copyright © 1994-2007 Impress R&D, an Impress Group company. All rights reserved.

