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――今回は岸大河を紐解くということで、プレイヤー時代
のお話から教えてください。 

元々はプレイヤーとして、2006年くらいからFPSゲーム
を中心にプレイしていました。2008年にとある強豪チー
ムのメンバーが一人欠けてしまい、
助っ人として大会に参加しました。
即席だったにも関わらず《TOKYO 

GAME SHOW 2008》という大
舞台で優勝できたんです。これが選
手として活動する様になったきっか
けですね。

そこから6種類くらいのFPSゲーム
をプレイし、いくつかの大会で優勝
しました。
《スペシャルフォース2》では韓国
とのエキシビジョンマッチに2回出
場したんですけど、1回目はSF1か
らある古豪チームと対戦してボコ
ボコにされ負けてしまい、2回目は
Lunatic-Haiという現在もオーバー
ウォッチで活躍する韓国の強豪チー
ムと対戦し、勝利することができ
ました。当時のLunatic-Haiメンバーは現在のオーバー
ウォッチチームでスター選手となっているLEETAEJUN

やEscA、ryujehongなどの選手が在籍していました。
そして、この大会が境となって、選手を引退しました。こ
こからキャスター業に専念することになりましたね。

――キャスターをやり始めたきっかけを教えてください。

はい。私が現役選手だった頃、よく大会の実況をしてくだ
さっていたのが《yukishiroさん》だったんですね。でも、
yukishiroさんも《クロスファイア》の選手だったんです。
その彼が、《クロスファイア》の世界大会につながる国内
大会に出ようという時に実況者がいないという話になり、
昔投稿していた《WarRock》の攻略系の動画がたまたま
プロデューサーとディレクターの目に留まった様で、それ

がきっかけで「実況者としてやって
みないか」といった様にお話を頂き
ました。それが大会実況をし始めた
きっかけですね。

――選手をしながら実況を行う選択
肢もあると思うのですが、現役を退
こうと考えたきっかけはなんだった
のでしょうか。

当時は《World of Tanks》の大会
が多くて、毎週2回以上あったので、
選手としてスケジュールが合わなく
なりました。土日だけではなく、平
日も入っていましたね。毎週水曜に
配信があったりしました。

現役辞める前から《クロスファイア》
もそうですし《スペシャルフォース》

の実況のお話も頂いていました。自分が関わっていたゲー
ムの実況案件が多くあったので忙しくなりましたね。

今後の自分の方向にもマッチしているなと感じて、そこで
区切りを切りました。

――最近いろんなゲームで実況されてますね。

年間2,30のタイトル程度の実況をしていますね。

日本eスポーツを支えてきた
ゲームキャスター《岸大河》の歩み
2011年からゲームキャスターとして、日本国内の大会のみならず、世界大会の日本語実況も務めてきた。
《岸 大河》氏は間違いなく日本eスポーツを支えてきた屋台骨の一人である。
そんな彼にこれまで歩んできた道のりを病棟生活や活動名変更の経緯と共に語っていただいた。
Photo / Junpei Ishikawa   Text / Masumi Fukuda

ゲーマーとして歩み、そしてゲームキャスターとして歩んできた。
彼の言う「私生活含めて9割5分《StanSmith》で呼ばれていた」という言葉が物語る。

2017年8月に結核と診断され、約 1ヶ月現場から離れることになる。

復帰後、活動再開とした2017年 10月1日にキャスターとしての活動名を
《StanSmith》から本名の《岸 大河》に変更した。

どんな心境の変化があったのか。

TAIGA KISHI
Interview

Game Caster

世界と対等に戦っていたプレイヤー時代

キャスター『StanSmith』の誕生
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例えば、《オーバーウォッチ》、《クラッシュロワイヤル》、《World 

of Tanks》、あとは《シャドウバース》などのカードゲーム
も実況しています。最近では《PLAYERUNKNOWN'S 

BATTLEGROUNDS》の実況も行っています。

実は実況だけだと思っている方もいるかもしれませんが、
実況だけじゃなく、プロモーションのお手伝いもしていま
す。プロモーション番組の司会やイベントのゲスト、配信
が無い店頭イベントなどの司会も行っています。たまに頂
くのが、ゲームとはかけ離れたイベントの司会ですね。例
えば「今日はこういうマスコットがいますよ！」って言い
ながらサンプル品配ったりとか。あとは、ゲームのプレス
リリースの司会ですね。「プロデューサーさんどうぞ！」っ
ていう様な司会をやったりしています。

仕事の割合で言うとゲームの実況とそれ以外のプロモー
ションでは4:6くらいで
す。
今年はゲーム大会の実況
が増えつつあって、逆転
しているかもしれません
ね。仕事の量でゲーム大
会が増えたというのを実
感しています。

――約1ヶ月の間、現場
から離れられていましたが、どんな心境でしたか？

入院した時は「何で俺がここにいるんだ？」って思いまし
たね。入る前は悔しくて泣きました。明日、仕事あるのに
法律で止められてしまうのでキャンセルをせざるをえなく
て《俺は走りたいのに走れない》みたいな心境でした。
しかも、フリーランスなので入院している間は収入がゼロ
になってしまうんですよ。一回止まるとそのまま案件が流
れちゃうこともあるんです。誰かが代理で入って、そのま
まその人で行こうとか、新規の案件があっても僕じゃない
人で行こうとなってしまう。そういう恐ろしさが最初はあ
りました。

入院前や入院中に色んな人と話をして「戻ってくるのを
待ってます」とか、「また一緒に仕事しましょう」と声を
掛けていただけて、本当に嬉しかったです。人間関係の大

事さを知りました。

僕の仕事は《人に話す》仕事ではあるんですが《人と話す》
機会は圧倒的に少ないんです。ゲームの勉強をするのも一
人で、打ち合わせ以外で人と会う機会も現場しかないんで
す。現場にいっても配信のための打ち合わせだけで、雑談
というよりは仕事の一環の話しかしていないんです。
このようにあまり人と話す機会がなかった中で、毎日色ん
な人と話ができる機会を得られたことがとても幸せでし
た。おじいちゃんやおばあちゃん、大学生の男の子や、30

代の女性など、色々な人と喋れたというのが僕の中ではす
ごく新鮮でした。

――プレイヤー名から本名名義に変わりましたが、入院と
関係ありましたか？

元々、本名名義に変えたかっ
たんです。理由としては、僕
の名前が新聞に出たことが
あったんですが、新聞は縦書
きなので、アルファベット表
記が読みづらかったんですよ
ね。そして結局かっこ書きで
実名も書かれる。なので変え
たい気持ちはあったんです。

でも、私生活含めて9割5分
《StanSmith》で呼ばれていたので、自分が《岸 大河》と
いう実感がなかったんですよ。入院したばかりの時は「岸
さん」と呼ばれても「あ、俺か！」って（笑）病院の友達
と話したときも、「岸さん」とか言われるたびに「そうだ、
俺は岸って名前だ……」って記憶を取り戻してるんですよ、
映画みたいに(笑)

でも、ご飯もらうのも検温も、薬を飲むのも、同姓同名の
方と間違えてしまうのを防ぐため、その都度、自分の名前
と生年月日を言うんですよ。「1989年6月21日生まれ、岸 

大河です」って。なので、自分が一ヶ月で《岸 大河》とい
うのが自覚できたんです。そういう意味で、病院は一つの
きっかけでした。

――本名で活動するのは結構勇気がいりますよね。

そうですね、不安はあります。でも、その中には多少の自

信もあります。本名は公表はしていたし、《StanSmith》
という名前が変わろうが実況がすべてだろうと思っている
からです。実況は料理人みたいにメインである選手を味付
けする役割だと思っています。「この試合よかったね」と
か「選手のこれすげーな！」とい
う感想が自分の評価に値するん
です。だから、名前が変わっても
大丈夫だと思っています。

――実況は料理人…良い言葉で
すね。その料理人として意識して
いるところはどこでしょうか。

僕の強みは、人にはない熱量を
持っている所だと自信をもって
言えます。人に感動を与えるという行為は、実況が上手い
下手っていう次元じゃないんです。この試合に感動すると
か、すごい熱い試合、自分が応援してるチームじゃないけ

ど涙が出そうとか、そういう感情を揺さぶることが出来る
ようになってきたかなと。それは年齢を重ねたからという
のもあるかもしれないですね。

――感情を揺さぶらせるために
意識していることはあります
か？

自分が伝えようとしていること
が人にちゃんと伝わっているか
どうかを気にしています。
入院中に音楽ライブの映像を見
ていたんですが、ただ歌が上手
い人ではなくて、感情が入って
るとか、歌いながら音楽を楽し
んでる人の方が感情を揺さぶら
れました。

実況も似てる部分があると思っていて、起こっている戦況
を伝えることに《自分のエッセンスを加えて人の心に伝え
る》という行為が実況なのかなと思っています。

日本eスポーツを支えてきた
ゲームキャスター
《岸大河》の歩み

TAIGA KISHI
Interview

Game Caster

走りたいのに
走れない

活動名を本名名義の《岸大河》へ

実況は料理人、
実況者としての
こだわりについて
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TAIGA KISHI Interview

僕の場合、「選手の名前を覚えてもらいたい」「この試合は
特別なんだ」というような味付けを加えてメッセージを
送っています。

キャスターにとって大事なのは、伝わるようにしゃべるこ
と。《伝える》というより、《伝わる》ですね。《伝える》っ
て一方的じゃないですか。《伝わる》だと視聴者が受ける
形になるんで、《人に伝わるような実況》を心がけています。

それと必要なこと、これはゲーマーにも言えると思うので
すが、《ストイックな精神》じゃないでしょうか。それっ
てやろうと思って出来るものじゃないんですよ。意識的に
しようとする人も中にはいますが、無意識が大事だと僕は
思っています。
あと、《味がある》ということも重要だと思っています。

誰かの真似事では絶対だめですね。後追いなので、その人
自身の色が消えてしまうし、二番煎じだなとか言われちゃ
う場合もあるので、できればその人の味を、自分の力をど
う見せるか、こだわったほうがいいのかなと思いますね。

――では、解説者とのやり取りについてのこだわりや意識
している点などありますか？

どのように解説者の良さを引き出すか、解説者の言ってい
ることを噛み砕くかを意識しています。これだけでは解説
としてもったいないなって所を、そこから何が重要なのか
という問い掛けをして、更に奥深い内容をしゃべってもら
う工夫をしています。例えば、解説者が「1」を言います。
それは「10」の深さがある中の「1」で、僕の言葉で「10」
の深さまで引き出す。

解説している内容が浅いとゲームとしても面白くなく感じ
ますし、チームとしてもそれが実力って思われるのが嫌
じゃないですか。選手たちは必死で練習しているし、何か
の考えを持って動いているはずです。その考えを伝えない
と、選手たちの練習した甲斐が無くなってしまい、報われ
ないんじゃないかと思っています。

不慣れな解説者と一緒にお話することもたくさんありま
す。それは当たり前で、しゃべるのってすごく大変なんで
す。ゲームをプレイすることと、解説で求められる語彙と
か表現の仕方みたいなのがぜんぜん違うんです。そこをど
うやってサポートしていくかという所も実況者の腕の見せ
所だと思っています。

――目標みたいなものってありますか。

僕の場合はこれって言うのはなくて、ただ、
いつ死んでも良いくらい毎日を楽しむってい
うのは、僕の中にありますね。いつ死んでも
今日は楽しかった、いい人生だったと思える
ように毎日を過ごすようにしています。
目標ではなく、意気込みになるんですが、入
院生活を通して、仕事でお金をもらう大切さ
を改めて知りました。クライアントは、「僕し
かいない」「僕に価値がある」と思ってキャス
ティングしてくださって、お金を払ってくれ
ている。対価をもらって僕はその分の仕事を
発揮しなければならない。もっとクオリティ
を高めてみんなに恩返ししないといけないな
と思っています。

恩返ししないといけないという気持ちを強く
持った出来事があったんです。今回の結核
で即入院という状況になってしまって、前日
キャンセル、前々日キャンセルの仕事があっ
たんです。クライアント側からすると「マジ
で！？」とか「ふざけんな、キャンセルしや
がって」という反応が普通だと思うんですよ。
だけど全くそんなことなくて、むしろどのク
ライアントからも「お大事に」とか「こっち
の現場は大丈夫ですから、安静にしててくだ
さい。復帰をお待ちしております。」などの言
葉をいただいたんです。そういう時に、自分
の価値を認めてくれているんだなと思いまし
たし、人と人とのつながりの強さを改めて実

感し、信頼を勝ち取ってて良かったという気持ちになりま
した。色々な企業や業界の方と仲良くしてもらえる、それ
が目標かもしれないですね。

ゲームキャスター。
国内大会のみならず、世界大会
の日本語配信も担当するなど、
様々なゲーム大会で実況を行う。
2014 年には《Logicool G ブラ
ンドアンバサダー》に就任する
など、ゲーム大会での実況以外
にも様々な活動を行う。

岸大河 Profile

Game Caster
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日本を代表するイベントの
メインキャスターとなったeyes氏の歩み

日本を代表するeスポーツイベント《リーグ・オブ・レジェンド Japan League》の
メインキャスターを務める《eyes》氏に今まで歩んできたゲーマー人生、
そして、キャスターを始めた頃のエピソードなどを中心に話を伺った。

Photo & Text/ Masumi Fukuda

――ゲームと出会ったのはいつになりますか？

初めてプレイしたゲーム機は初代ファミコンですね。ハ
マったゲームは《ロックマン》と《タートルズ》などのア
クションゲームでした。ドハマりしてものすごい時間やっ
てた記憶があります。

――パソコンでゲームをやり始めたきっかけを教えてくだ
さい。

大学ぐらいの時にベータ版が無料で配布されていた《バト
ルフィールド1942》を友達がやっていて、それに誘われ
ました。それが初めてやった対戦型の
ゲームです。
その後、友達がFPSゲームの《Coun 

ter-Strike》のバージョン1.5を教え
てくれたんですけど、あまりハマんな
かったですね…。
その後、《Counter-Strike》のバー
ジョン1.6が出て、再度友達に誘われて、
のめり込みました。26歳くらいまで
がっつりやっていました。
私、《Zig-Zag》というチームにいて、
大会にも少し出ていましたよ。その当
時のハイライトがニコニコ動画などに
上がっています。大会での成績はエン
ジョイ勢だったのでだいたいベスト8

ぐらいでしたね。
《Counter-Strike: Source》 や
《Alliance of Valiant Arms》 と
かもやってはいたんですけど、弾の飛びが違うとか、左
壁同じじゃね？とかコアな所で自分と合わなくて、結局
《Counter-Strike》に戻ってきてしまいました。

――いつから《リーグ・オブ・レジェンド》をプレイし始
めましたか？

2010年7月のシーズン1からですね。今まで一緒にゲーム
をやってきたメンバーと一緒に完全移行しました。

――《Counter-Strike》では実況やられていないじゃな

いですか。しかし、《リーグ・オブ・レジェンド》ではな
ぜ実況を始めたのでしょうか？

私はプレイしていないんですけど、《WarcraftⅢ》の大会
に友達が出場していたので観ていたんです。その大会を実
況していたのが《surapopさん》という方で、まぁやた
らと面白いなと。やったことはないんだけど、実況・解説
やっている人のおかげで試合を楽しめたんですよね。「プ
レイしていなくてもなくても聞いていて面白さって分かる
んだ」と感じたのが原点です。
その後、自身もはまっていたこのめちゃくちゃ面白い《リー
グ・オブ・レジェンド》を日本に広めたいなと思ったのが
次のステップでしたね。
その当時、まだ《Twitch》が日本に来ていなくて《ニコ

ニコ生放送》しかなかったんですけど、
そこでLoLで検索しても、ゲーム配信
が1個とかしかなくって(笑) 

――その時《リーグ・オブ・レジェンド》
の日本コミュニティに大会はあったの
でしょうか。そして、いつ頃から大会
実況を始めましたのでしょうか。

シーズン 1の頃は無かったですね。
2011年に始まったシーズン2の中盤
くらいにコミュニティ大会がありまし
た。でも、その時はまだ実況していな
かったです。
その後、《matsujunさん》が立ち上

げた《LoL JP Community》があって、そこで大会が
行われていました。ニコニコ生放送で配信をしていたら
《matsujunさん》がたまたま見に来て「コミュニティで
大会をやっているのでよかったら実況しませんか？」って
誘われ、《LoL JP Community》の第2回大会から大会
実況を始めたんです。

――当時参考にしていた実況者の方はいらっしゃいます
か？

海外の《リーグ・オブ・レジェンド》実況者Rivington 

(リヴィントン)だったり、海外中心に参考にしていました。
全く何を言っているかはわからないんですが(笑)声の上

eyes
Interview

LJL Caster

eyes氏が今まで歩んできたゲーム

実況を始めたきっかけ

《LJL》立ち上げ時の
エピソード

© 2017 Riot Games, Inc. All rights reserved
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がになってるそうで、成長したなと感じています。

あとは、実況を教える機会が少しずつ増えてるってことで
すね。実は、今もう出来あがったものは渡したいって考え
ているんですよね。
私は《0を1にしたい》って考えています。視聴者数を
100倍にしたのは0を1にした実績として誇って良いのか
なと(笑)もちろん、PRや運営、解説者など、色々な方々
が頑張った結果なんですけど、自分もその欠片の一つかな
と思っています。
なので、今後も0のものを1にしていけるような働きをし
てきたいって考えています。 

――実況者として、eyesさんのこだわりを一つ上げると
したらどんなものでしょうか。

こだわりはたくさんありますね…。《見てる人に見るポイ
ントを伝える》ことですね。自分が見てる世界を伝えたく
て、「ここを見ると面白いんだよ」と観ている人につつい
てあげる。

――最後に読者へメッセージなどありますか？

今だからこそなんですが《LJL》をオンラインで観戦する
のではなく、《LJL》のオフラインファイナルに来て欲し
いです。《リーグ・オブ・レジェンド》に詳しく無い人は
たぶんそれが一番《LJL》を楽しめると思います。半端じゃ
ない臨場感を味わって欲しい。そこが 《リーグ・オブ・レジェ
ンド》の入り口になっても良いんじゃなかって思っている
んですよね。

げ方などですね。
日本の実況者では、OooDaさんがやっていた《Counter-

Strike 1.6》の実況をめっちゃ見返したりしてましたね。
《Counter-Strike1.6》の黄金コンビがあるんですよ。めっ
ちゃテンポがいい。なんでテンポがこんなにいいのかめっ
ちゃ分析してました。

――キャスターを本格的に仕事にしようと思ったきっかけ
はなんですか？

2012年の《リーグ・オブ・レジェンド》のシーズン3の
時に海外でやってたキャスターたちがRiot Gamesに入
社したんですね。それを聞いて「これは行けるぞ！」って
思ったのが半分で(笑)もう半分は周りの後押しでしたね。

その当時、イベントが無くて…。イベントで実況させてく
れーっという思いでチームに所属させていただいていまし
た。選手呼んでトークショーをしたりしていて、その人達
からもそれで「食べてけるんじゃない？」という後押しも
ありましたね。

――その後《League of Legends Japan League(略
称:LJL)》が立ち上がるわけですが、立ち上げエピソード
など教えてください。

よく弁護士などに間違えられるんですけど、私は介護士を
やっていました。正直言ってしまうと仕事辞めたくてしょ
うがなかったんですよ。キャスターができる環境があるな
ら、いつでも職を離れる覚悟ができていました。
そんなときに《LJL》を立ち上げるという話があり、担当
者を紹介してもらって、オンラインで実際の試合を実況し
て見て頂いたんですよ。そうしたら「すぐ来てほしい」と

言われて、東京に出てきました。

すごい決断したよねと言われることもあるんですが、私
はそんなことは微塵も思っていなくて「マジで！？やっ
たー！」くらいの勢いでしたね(笑)

実は、eスポーツキャスターをやるには東京に出ないとダ
メなんです。他の大会の仕事をオンラインで受
けていたんですけど、《顔が出せない》《トラブ
ルが起きた時東京にいてくれないと困る》とい
う理由で仕事がもらえなくなりました。
その時、私は実力を見せて相手に「東京に来て
ください」って言わせないとダメだなって思い
ました。

――仕事で一番緊張した場面はどこでしたか。

2014年の《LJL》開幕前、「《LJL》のキャスター
になりました」という挨拶をする場面があった
んですが、その瞬間が一番緊張しました。当時、

私は《LJLのキャスター席》というものを大会視聴者にとっ
て重要な存在であり、唯一無二の実力がある実況者しか座
れないものだと思っていたんです。なので、その看板の重
さを背負った瞬間はとても緊張するものでした。

見事に空回りして、カミカミでしたね。服装はリクルート
スーツだったので「リーマンだな」とコメントで言われた
のを今でも覚えています。前職がスーツを着ない職場だっ
たんで、面接で着るリクルートスーツしか持っていなかっ
たんです(笑)

これが終わった翌日には、一日中、スタッフに渋谷にある
色々な服屋に連れ回されましたよ。
朝の10時に渋谷集合して、試着室で一人ファッション
ショー。会社に帰ったら美容室に行くぞと言われ、家に帰っ
たのは夜遅くでした(笑)服も「こんな買い物したことな
いわ！」って思う値段でしたし、未知の体験でした。

――《LJL》が立ち上がって3年経って、現在感じている
ことを教えてください。

今年終わったらもう丸4年ですか。視聴者数は100倍にな
りましたよね（笑）LJL初期なんかは300人行かない時
もあったんですが、それが今最高同時接続数が26,000人

日本を代表するイベントの
メインキャスターとなった

eyes氏の歩み

eyes
Interview

LJL Caster

《LJL》が立ち上がってから3年を経た現在 日本を代表するeスポーツキャ
スターの一人《リーグ・オブ・レ
ジェンド》の日本プロリーグ《 
Japan League》の専属キャス
ターを務める。その実況からは
数多くの名言が生まれ、初めて

《リーグ・オブ・レジェンド》の
試合を観戦する人からも、高い
評価を得られている。

eyes Profile



ゲーミングモニターと
普通のモニターの違いってなんだろう

シューティングゲームなどのゲームでは、0.01秒の差で勝敗が分けられます。
ゲーマーにとってモニターは、その差を付けることができる重要な武器と言えるでしょう。

今回はアクセル先生がその差を生み出すゲーミングモニターの機能について紹介してくれるそうです。

おや？何やらみずイロくんが新しいパソコンを買ったみたいですね。

教
えて
！アクセル先生

みずイロ

新しいパソコン買ったんだー！これでオー
バ ー ウ ォ ッ チ やPLAYERUNKNOWN'S 
BATTLEGROUNDS（略 称：PUBG）が
快適にプレイできるぞ！

アクセル

ディスプレイは何を使ってる？

あとは《応答速度》も重要な性能だね。

え、どういうこと？教えて！

これが良いと何がいいの？

みずイロ

藪から棒にどうしたんだい？普通の液晶モニ
ターだけど。

みずイロ

確かによく聞くけど何なの？

なるほど！

応答速度？

それはもったいないな。ゲーミングモニター
を知っているかな？

《リフレッシュレート》って聞いたことはあ
るかい？

アクセル

「ディスプレイが1秒間に画面を書き換える
回数」っていう理解でいいと思うよ。60Hz
だと1秒で60回映像を表示できるということ
になる。ゲーミングモニターだと、これが
144Hzや240Hzと1秒間当たりに表示でき
る映像が多くなるんだ。

モニターが「ある色から他の色へと変化する
までの時間」のことだよ。この応答速度が短
いほど、モニター画面の移り変わりスピード
が速くても、残像が少なくなり滑らかになる
んだ。

普通のモニターの場合、25msや10msなん
だけど、ゲーミングモニターは大体が1ms
や5msだね。ゲーム以外の一般的なモニター
の使い道（ネットサーフィンなど）ならあん
まり応答速度にこだわる必要はないけど、瞬
間的な反応を行うFPSゲームでは重要ポイ
ントだよね。

ゲームをプレイするに当たって、ゲーミング
モニターと普通のモニターでは大事なところ
が違うんだ。アクセル

アクセル

みずイロ

みずイロ

知ってはいるけど、具体的な違いがわからな
いんだ・・・。

パソコンが新しくなって、フレームレート（※
ゲーム側の1秒間に画面を書き換える回数）
が高くなっても、モニターが60Hzだと今ま
でと同じになってしまうんだよね。144Hz
や240Hzでの表示ができるゲーミングモニ
ターなら、ゲームのフレームレートをそのま
ま表示できるようになるんだ。

PUBGで敵を見落とすことが多いのはこれ
が原因かも・・・。

みずイロ

みずイロ

みずイロ

みずイロ

差はわかったんだけど、10msの差ってほん
のちょっとの差じゃない？

みずイロ

アクセル

パラパラ漫画をイメージするとわかりやすい
よ。コマ数が多いパラパラ漫画とコマ数が少
ないパラパラ漫画だとコマ数が多い方が滑ら
かに見えるよね。FPSゲームの場合、敵を探
す際に視点を動かしている時や移動している
時に映像が滑らかに表示されるから、敵が見
つけやすくなるんだ。

アクセル

アクセル

アクセル

アクセル

アクセル

反射神経を測れるゲームをプレイしたことあ
るかな？大体、FPSゲーマーは0.15 ～ 0.20
秒とかなんだ。応答速度が10ms違えば、
0.01秒違うんだから、それをモニター次第
で変わるんだったら、早い方がより撃ち勝て
る可能性が高くなるよねってこと。

アクセル

みずイロ

知ってる！オーバーウォッチの大会『AOC 
OPEN』を開催したメーカーだよね！コミュ
ニティ支援を行ったりと、日本での活動も本
格化しているよね。AOC G2460PFか。調
べてみようかな！

なるほどね。FPSゲーマーに大事なのはわ
かった。ちなみにオススメのモニターは？

リフレッシュレート144Hz、最短応答時間
1msでありながら価格もお手頃な「AOC 
G2460PF」かなぁ。メーカーのAOCは、
海外大会の競技用モニタに採用されたり、プ
ロゲームチームのスポンサーもしている本格
的なゲーミングモニターメーカーだよ。

みずイロ

アクセル

リフレッシュレートが高いほど表示されるコマ数が多くなるため、
動きが激しい映像を滑らかに表示できる

《用語説明》
リフレッシュレート：
リフレッシュレートとは、ディスプレイが1秒間に画面を書き換える回数のこと。144Hzの場合は1秒で144回再表示する。
応答速度：
応答速度とは、画面の色が「ある色から他の色へと変化するまでの時間」のこと。応答速度が「12ms」の液晶ディスプレイは、画面の色が「ある色から他の色へと変化す
るまでの時間」と変化するときに12msの時間がかかる。

FPSプレイヤーが求めるリフレッシュレート、そして応答
速度が備えられ、コストパフォーマンスに優れたゲーミ
ングモニター。

・リフレッシュレート144Hz

・応答速度1ms

・FreeSync対応

・シャドウコントロール

・ゲームモード

・上下左右稼働スタンド

・スピーカー内蔵

2017年6月発売
24インチ／ＴＮパネル採用

AOC G2460PF/1 1

http://agon.aocmonitorap.com
/jp/product_g2460pf.php

商品サイト
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ゼ ロ か ら 始 め る 、 シ ャ ド ウ バ ー ス

特別講師のshiratori先生が《Shadowverseを知らない方》《Shadowverseをこれから
始める方》に向けて始めに知っておくと更にShadowverseを楽しむことができる知識を教
えてくれます。ぜひ、この機会にShadowverseをプレイしてみませんか？

《特別講師》
shiratori  @shiratori_luna

© Cygames, Inc.

 《Shadowverseの紹介とはじめに覚えるべき基礎知識①》 1

Cygamesから配信されている本格スマホカードバト
ルです。カードゲームとしての戦略性はもちろん、ダー
クファンタジーとしての世界観や美麗なイラストが特
徴です。

Shadowverseとは

Shadowverseは、900種類以上のカードの中から、自身が集
めたカードで自由に組み合わせた40枚のカードの束(デッキ)を
作り、バトルを行うカードゲームです。

プレイヤーは分身として、7人のリーダーから1人を選択します。リー
ダーのクラスによってデッキに使用できるカードは異なり、それぞ
れの特徴があります。クラスの特徴に合った戦術を考え、所持して
いるカードを組み合わせてデッキを作りましょう。

フォロワーやスペル、アミュレットを使用するためにPPを消費しま
す。ターン開始時に、PPの最大値が1ずつ増加し、満タンになります。
よって、ゲーム終盤には多くのPPを消費する強力なカードを出せ
るようになります。

Shadowverseの概要

① リーダーの体力：初期値は20

② PP(プレイポイント)：フォロワーやスペル、アミュ
レットをプレイするために消費するポイント、毎ター
ン最大値が 1ずつ増え、満タンになる

③ フォロワー：バトルの主役となるカードで、場に
出して戦わせる。数値は左下が攻撃力、右下が体力、
左上がコスト

④ スペル：プレイすると書かれている能力が働く、
使い捨てのカード

⑤ アミュレット：プレイするとそのまま場に留まって、
能力が働き、バトルを支援してくれるカード

⑥ 手札：緑色に光っているカードは、今プレイする（使
う）ことができるカード

⑦ 場：フォロワーやアミュレットが置かれる場所

はじめに覚えるべき基礎知識①
初めに教えるのは《カードアドバンテージ》です。
この知識があると選択肢が増え、有利なプレイが可能となり、
試合に勝つことが増えてくると思います。

カードアドバンテージとは、効率的にカードをプレイすることに
よって発生する《場》及び《手札》の合計カード枚数の差から
発生する優位のことです。
使用できるカードの枚数が多いほど選択肢が増え、各カードを
より有効に活用することができ、勝利に近づきます。

《カードアドバンテージについて》
CARD ADVANTAGE

実際のシーンに置き換えて
考えてみる

Shadowverseのプレイ画面

リーダー

リーダー

①

①
④ ②

現在使えるPP／最大PP

②

③

⑤

⑥

⑦ 攻撃力 体力

カードアドバンテージの主な稼ぎ方

1枚で相手のカードを2枚以上処理する事もカー
ドアドバンテージに繋がります。例えば、相手
のフォロワーすべてに1ダメージを与える　《腐の
嵐》で相手の盤面からフォロワーを2枚以上処
理するなどが挙げられます。

1枚で相手のカードを複数破壊する

- AOE (Area of Ef fect) DAMAGE -

わかりやすくカードアドバ
ンテージを得る方法の1つ
です。例えば、1枚のカー
ドで2枚ドローが可能な、
《運命の導き》で手札を増
やす、などがあります。

より多くのカードを
手に入れる

- DRAW SOURCE -

【運命の導き】
-効果 -
カードを2枚引く。

相手盤面に体力 1のフォロワーが複
数体並んでいる場合は、このカード
をプレイすることで一掃できる。

例えば、右のような状況の場合、自身の
場にカードが2枚、手札が4枚。相手
は、場にカードが2枚、手札が5枚です。
この時点では相手は、自分よりも自由に
使えるカードが多いのでカードアドバン
テージがあり、有利であるということに
なります。
この状況で、自身の手札から《フェアリー
ウィスパラー》をプレイすると《フェアリー
2枚を手札に加える。》という能力が発
生するため、場には3枚のカード、手札
は5枚となり、相手より有利となるのです。

このようにカードアドバンテージを取り、選択できるカードの選択肢を増やしていくことで相手のフォロワーに応じたスペルカードやフォロワーをプレ
イすることができます。
実際には、フォロワーのステータスや自分と相手の体力なども含めた様々な要因がゲームに影響してきます。しかし、まずは単純なカードアドバンテー
ジを得ることを学んで行き、相手と自分の状況を比べて、相手より有利になるようにゲームを展開していきましょう！

【フェアリーウィスパラー】
-効果-
ファンファーレ フェアリー
2枚を手札に加える。

手札5枚

場にカードがそれぞれ2枚

手札4枚
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入浴中も大会の模様を見ることが出来るので、試
合中の参加者は水着の観戦者に見守られる構図と
なっていた。

試合に負けた選手がその場で服を脱ぎ出し、「もう
温まるしかねえ！」と風呂に飛び込む事も。

弱いとされるキャラクターが強いとされている
キャラクターに勝利するシーンでは、風呂の中の
観戦者からバシャバシャという水音と共に拍手が
起こった。応援の道具として水が使えるというのもこのイ
ベントの醍醐味ではないだろうか。
 

だれでもプレイ可能なフリープレイ台ならぬ《フロープレ
イ台》も設置され、ニンテンドースイッチで《ウルトラス
トリートファイター 2》を自由に遊ぶことが出来るように
なっていた。
風呂場でのゲームイベントということで、対戦時に選ばれ
るステージは、銭湯が舞台になっているエドモンド本田ス
テージばかりだった。

大会の結果はイベントの主催者《コロッサス》氏が《餓狼
MOWの部》の優勝となり、《KOF14の部》でもシャン

プー中に決勝戦に呼び出されてしまうというハプニングを
乗り越えて優勝。主催者が二冠を達成という衝撃的なもの
になった。

主催者が書いた筋書きでは最後の表彰式で参加者たちが優
勝者に炭酸水をかける。しかし、主催者である《コロッサス》
氏が大会で優勝を勝ち取ってしまったため、自らが炭酸水
をかけられる事に…。参加者からの祝福 (液体 )をその身
体に受けながら《風呂餓狼（仮）》は無事終了した。
 

一人で行うよりも二人で、二人よりも複数人のほうが楽し
い。入浴とゲーム大会はその点で共通項を持っているので
はないか。そんな思いを抱いてしまうが、これらは本来両
立が不可能なものだ。しかし、今回のイベントでは出会う
はずがない 2つを主催者、参加者の情熱と努力により引き
合わせてしまった。
 

《もちろんお湯もはります。大会でかいた汗をさっぱり流す
もよし。温まりすぎた頭を水風呂で冷やすもよしの奇跡の
マリアージュ。》と告知されていた通り、入浴とゲーム大会
が見事に調和した、熱くてユニークなイベントだった。《風
呂餓狼（仮）》はゲームの新しい楽しみ方を教えてくれる新
感覚のイベントとして、歴史に残るものになったはずだ。
 

今回の大会で遊ばれた《餓狼MOW》は、1999年にアー
ケード版が登場してから、今なお世界中のプレイヤーから
支持される名作だ。プレイステーション4、PSVita、ニ
ンテンドースイッチでダウンロード販売中。興味が湧いた
方はプレイしてみて欲しい。
《餓狼MOW》と《幕末浪漫第二幕 月華の剣士～月に咲く
華、散りゆく花～》 の合同大会、《星華饗宴》の次回開催が
2018年 2月 10日に予定されているのでそちらも楽しみ
にしていただきたい。

2017年9月14日、東京・高円寺にある銭湯《小杉湯》で、格闘ゲーム
の招待制エキシビションマッチ《風呂餓狼（仮）》が開催された。
 
この《風呂餓狼（仮）》は日本初であろう、銭湯の風呂場での開催と
いう挑戦的で尖ったイベントである。扱われたタイトルは2つ、《餓狼 
MARK OF THE WOLVES（略称：餓狼MOW）》と《ザ・キング・オ
ブ・ファイターズ XIV（略称：KOF14）》。参加メンバーは中野ブロードウェ
イ4Fにあるゲームセンター《中野TRF》を拠点とする強者たちだ。
イベントにも銘打ってある通り、浴槽にはお湯が張られ、大会中は水着
着用でミルク風呂と水風呂に入り放題となっていた。

風呂餓狼(仮)という挑戦的イベントは笑いが絶えない
身体も心も温まるイベントだった。

銭湯の男湯で格ゲー大会！？

Text / amakusa

上：趣深い銭湯ならではの
絵面である
中左：負けた選手のアロハ
シャツが脱ぎ捨てられると
歓声が沸く
中右：《銭湯・小杉湯の男湯》
にこだまするエドモンド本田
ステージのBGM。たぶん
世界初
左下：入り放題のミルク風
呂、その入浴例

開催場所となった《銭湯・小杉湯》
はWifiが使用可能であったり現
代的でありながら趣のある銭湯
だ。ぜひ、高円寺に立ち寄りの際
は入浴を検討していただきたい。

《銭湯・小杉湯》ホームページ
http://www13.plala.or.jp/
Kosugiyu/

※本来、風呂場でのゲーム、電子機器の使用は感電するおそれがあり大変危険です。今回のイベントは会場の協力や安全を配慮した仕組みを施して実施しています。



世界中を魅了したゲーミン
グ液晶モニター

「AGON」遂に日本上陸
。

驚愕の240Hzを体感せよ。 

・リフレッシュレート240Hz

・応答速度1ms

・FreeSync対応

・シャドウコントロール

・ゲームカラー

・ゲームモード

・Lowインプットラグ

・フリッカーフリー

・Lowブルーライト

・クイックスイッチ

・上下左右稼働スタンド

・スピーカー内蔵

・ヘッドホンフック

2017年6月発売
24.5インチ／ＴＮパネル採用

AG251FZ/1 1

・リフレッシュレート144Hz

・応答速度4ms

・曲面ディスプレイ

・広視野角178度

・高色域NTSC比85％

・FreeSync対応

・シャドウコントロール

・ゲームカラー

・ゲームモード

・フリッカーフリー

・Lowブルーライト

・上下稼働スタンド

・シーンライティング

・ヘッドホンフック

2017年6月発売
31.5インチ／VAパネル採用

液晶に包み込まれる感動を。 

AG322FCX/1 1

・リフレッシュレート144Hz

・応答速度1ms

・FreeSync対応

・シャドウコントロール

・ゲームモード

・上下左右稼働スタンド

・スピーカー内蔵

2017年6月発売
24インチ／ＴＮパネル採用

AGONが誇るマルチモデル。

G2460PF/1 1 Twitter
ご購入キャンペーン実施中！

ご自宅または職場にAGONモニターご購入製品を設置した画像
を添付し、ハッシュタグ「#AGONゲット！」を入れて、Twitter
に投稿するだけ！
期間中の各月末迄に投稿していただいたお客様の中から毎月3名
の方にAGONオリジナルグッズをプレゼント！

応募期間

2017年9月～ 2017年12月末

対象機種

AG251FZ/11, AG322FCX/11,
G2460PF/11, G2260VWQ6/11,
G2460VQ6/11

タオル

Tシャツ
スポーティー
バッグ

http://www.aocmonitorap.com/jp/
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