


2008.10.16 「勇なま２」

　ＰＳ３を持っている友人が、いつもすすめてくれていた「トロ・ステーション」を、やっとＰＳＰでも見

られるようになりました！　というわけで、ちょくちょく感想を書いてみようと思います。トロステを全

部見る暇はないけど、面白そうな話なら見てみようかなと思っている方がおりましたら、参考にでもして

いただけたらさいわいです。

　昨日はＰＳＰ開通記念で、今日は勇なま２特集でした。そういえば発売日だったんですね、すっかり忘

れていました。ニコニコ動画風のテロップという表現に笑ってしまいました。

　勇なまは１も２も体験版はやったのですが、結局購入はしていないソフトです。何故って、クリアでき

そうにないので！ 　やるからにはクリアしたいと思うタイプなので、クリアできなそうなゲイムにはな

るべく手を出さず、ニコ動のプレイ動画で我慢することにしています。ロックマン９も、懐かしさにつら

れて買ってみたけれど、全然進めませんし！

　ただ、勇なまは人がやっているのを見て楽しむソフトではないので、微妙なところですよね。もうちょっ

と初心者救済のような機能があればよかったのですが。２は、体験版の最後でもちょっときつかったです。

魔王が半分連れ去られていました。。。　リアルタイムに進むゲイムは、焦ってなにも考えられなくなるの

で、やっぱり苦手なんですよねぇ。面白そうなだけに残念です。



2008.10.17 「ＵＭＡ」

　今日の「トロ・ステーション」のネタは、ＵＭＡ（未確認動物）でした。

　捕獲の仕方があまりにもテキトーなことに、笑わせていただきました。スカイフィッシュにはテレパシー

が通じるというのは、一体どこの国の理論なのでしょう。興味津々です。あとヒバゴンは遠くから見守る

とか、ケセランパサランの天に任せるとか、クロは言うことが面白いですね。

　ところではカズイさんは、スカイフィッシュはやはり連続撮影のせいなのではと思っております。以前

その手の番組で、かなり詳しく検証されていたので。時速 300キロで人を襲うこともあるとか言っていま

したが、日本的にいえばそれはカマイタチなのかなぁ、とか。

　とまあＵＭＡネタは結構好きですが、いちばん気になるのはやはりハクサンシーですかね。アイレム好

きとしてはね！



2008.10.19 「ホスト御用達写真館」

　今日の「トロ・ステーション」のネタは、ホスト御用達（でも一般人ももちろん撮れるよ）の写真館でし

た。

　徹夜明け 30代の男性をモデルに、ホストっぽく撮ってもらえるよう頼んで、メイクやポージングなどを

していたのですが、かなり笑えました。髪のセットなども本格的ですごいですね。ホストは髪の長さがホ

スト歴に比例しているそうで。そうだったのか・・・。自分のポリシーで黒髪を貫いている人もいるけど、

上司からは「金髪にせぇやー」とか言われたりするらしい。そんな裏話も面白かったです。

　しかしまあ、やはりビフォーアフターが・・・。できあがった写真、ホストというよりも玉置浩二っぽ

いと思ってしまった 。



2008.10.20 「Ｊリーグ終盤戦」

　今日の「トロ・ステーション」のネタは、クロが大好きというＪリーグの終盤戦が熱い！というネタでし

た。

　カズイさんは完璧に野球よりサッカー派なのですが、かといって別にＪリーグに詳しいわけでもなく、

今はミーハーなノリで好きです（以前はサッカーマガジンとか買っていましたが）。なので、ピクシーが名

古屋の監督をしているなど、今回のトロステを見るまで全然知りませんでした。ピクシー、とても懐かし

い・・・監督としてもかなり活躍しているようで、嬉しい限りです。もし日本代表の監督になってくれるな

ら、カズイさん的には大歓迎なところ。

　あとは全体的に、やっぱりトロの発言が面白かった。「このチームはハンデを追っているんだ」というク

ロに対し、「目隠しでプレイしているのか？」とか（当然「どんな罰ゲイムだよ」とつっこまれていました

が）、ゴンさんに対し「１回のヘディングで 100点とってほしい」とか、ものすごい無茶振りです。トロ、

かわいいですね ∼ 。

　それにしてもＪリーグ、優勝争いも最下位争いも本当に熾烈で、最終的にどうなるのかとても楽しみに

なってきましたよ。クロの趣味もたまには役に立つものですね！



2008.10.21 「プロボクサーに密着」

　今日の「トロ・ステーション」は、ダイエットのプロであるボクサーに密着して、ダイエットのコツを学

ぶというネタでした（多分）。

　ちょうどダイエットをしたりしなかったりしていたので、なかなか参考になりましたよ。なるほど、炭

水化物を食べるなら朝！　鶏肉は脂肪になりにくいので夜食べてもＯＫ！　とのことでした。あとは牛乳

と野菜をとる、と。やはり食事を控えるのが基本なのですね。そして運動。

　長く続けるコツに、「期間を決める」というのがありましたが、確かに「○キロまで」と決めるよりは、

「○日まで」と決めて、それを積み重ねていったほうが、結果が出なくてもやる気は出るかもなぁと思いま

した。ダイエットをし続けているとだんだんやさぐれてきますしね！

　それにしてもクロ、２ ∼３日しか我慢できないなんて、本当に意味がないですよね。トロにもっとつっ
こみを入れてほしい！



2008.10.22 「ヤマタノオロチ」

　今日の「トロ・ステーション」は、ヤマタノオロチの話でした。

　ヤマタノオロチ vsスサノオのあまりにも適当な戦いが笑えました。いいんですか、あんなんで！　しか

し確かに、スサノオのあまり神さまっぽくないところはかわいげがあっていいですよね。

　しかしながら、カズイさんの頭の中ではかなり大神に変換されていましたよ。大神のオロチはそんなに

強くないけど（パターンが決まっているので）、何度も戦わされるのですごく印象に残っています。あとス

サノオがクシナダとくっつくまでのあれこれも、結構感動しましたよ。

　というわけで、大神をすすめてしめたいと思います。



2008.10.23 「BLEACH　 ∼ソウル・カーニバル ∼」

　今日の「トロ・ステーション」は、本日発売のゲイム、「BLEACH　 ∼ソウル・カーニバル ∼」（ＰＳＰ）
の紹介でした。

　実は、BLEACHをまだ読んだことがありません。人気があるのも、オサレなのも知っていますが、絵柄

がそんなに得意じゃないこともあって敬遠しております（巻数も多いですしね）。

　そんな中見た、このトロステ。２Ｄのキャラがかわいいと言っておりましたが、なんでかカズイさんには

全然かわいく見えない悲劇 。おそらく、頭身が中途半端だからでしょう。やるならもっと身体を小さく、

頭をあんなに長くしないでやらないと、ミンサガみたいに気持ち悪いと思われるデフォルメになってしま

うのですよ・・・。

　しかも中身が、カズイさんがプレイを断念した野獣刑事と似たような感じとは！　それでもこっちのほ

うがずいぶんとプレイしやすいように、爽快感が出るように工夫されているようで、その点は好印象でし

た。ファンがやったらそれなりに楽しめるのかも？

　このざまでは相変わらず発売前から意味不明なレビューがついておりますし。レビューという言葉の意

味を理解しているのか、本当に不思議。むしろ、発売前のものとあとのものを、呼びかたを変えてきっぱり

区別してほしいところです。

　ああ、なんだか内容とあんまり関係のない感想になってしまいました 。とりあえずクロの女好きは相

当だってことはわかりました！

http://www.jp.playstation.com/scej/title/bleach/sc/


2008.10.24 「日常にひそむ罠」

　今日の「トロ・ステーション」は、日常にひそむちょっとした罠と対処法の紹介（もちろんてけとー）で

した。

　「お一人様」を連呼されるのは、確かに嫌かもしれませんね。個人的にはカサネタの、「あなたとは違う

んです作戦」にウケました。トロステの面白さって、時事ネタをリアルタイムでうまく取り込んでくると

ころでもありますよね。ある程度前のニュースになると見られない仕様なので、風化することをおそれず

にそういうことができるのかもしれませんが。つくっている人は本当に笑いのセンスがあると思います。



2008.10.25 「わかったつもり？偉人伝・服部半蔵」

　今日の「トロ・ステーション」は、「わかったつもり？偉人伝・服部半蔵」でした。

　ああ、なるほど、「服部」が名字と言うよりも、「服部半蔵」が名字だったと考えればしっくりくるわけで

すね！　しかも忍者だったのは初代だけとか・・・意外です。

　本能寺の変の覚え方「いちごパンツ本能寺」に笑いました。さすがですクロ先生 。

　偉人伝、トロのまとめ。「服部半蔵さんは、普通の半蔵さん、良い子の半蔵さん、悪い子の半蔵さんなど

いっぱいいた」。いや、そのとおりなんですけどね。ゆるゆるなのがいかにもトロですね！　居酒屋タク

シーにも笑いました。



2008.10.26 「琉神マブヤー」

　今日の「トロ・ステーション」は、ご当地ヒーローの「琉神マブヤー」についてでした。

　出ましたね、ご当地ヒーローシリーズ！　噂には聞いていたので楽しみにしておりました。今回は沖縄

ですか。「マブイ」は生きている人の魂、つまりハート、とな？　わざと沖縄言葉を入れることによって、

沖縄言葉がわからない若い人が、家族に訊くことで家族愛を深めるという崇高なテーマがあるらしいです。

すげぇ！

　マブヤーの決めぜりふ。「タッピラカス！」→やっつける・ぺちゃんこにしてやるという意味だそうで。

しかも犬まで変身して人間になるのはかなり笑いました。

　あああ、ＰＳＰで見ているカズイさんは動画を見られないようです。おとなしく公式ＨＰに行くべき

か・・・。



2008.10.27 「一行レシピ」

　今日の「トロ・ステーション」は、おつまみ一行レシピの本からでした。

　この本、売れているみたいですよね。サラリーマンの皆さんが買っていくというのを、少し前のニュー

スでやっていた記憶があります。こういうのを見ると、調理過程よりも盛りつけが大事なんだなぁと思う

カズイさんは歪んでいるのでしょうか。

　しかしクリームチーズのレパートリーはいいですね。普通に食べたいです。おいしそう・・・ 。誰かつ

くってくれませんかね。

　見終わったら、トロが畳の上でローラーを転がして掃除していたのがちょっとツボに入りました。早く

お部屋の模様替えとかできるようになるといいのですが。



2008.10.28 「みんゴル×まいいつ祭」

　今日の「トロ・ステーション」は、みんゴル５とまいいつのコラボ企画第３弾の紹介でした。

　これはほとんどＰＳ３向けの内容なので、ＰＳＰの人には現実味のない内容だったかも？ｗ　しかしい

ろいろとコラボしている内容が楽しそうで羨ましいです。早くＰＳ３がほしいなぁ。

　クロが「あぶない水着」を期待しているのには笑いました 。



2008.10.29 「リトルビッグプラネット」

　今日の「トロ・ステーション」は、リトルビッグプラネットの話題でした。

　なにかと思ったら、ＰＳ３のソフトですか。画像がすごくきれいで惹かれました。でもアクションなん

ですねぇ。敵の出てこないアクションゲイムがほしいこの頃ですが、無理ですか、そうですか。

　そしてクロが相変わらずやりたい放題で笑いました。トロの弱い部分がかわいいのですが、鬱陶しくも

ありますよね。。。

　肝心のゲイムですが、自分でステージをつくったり、人のステージに遊びに行けたりするのは本当に楽

しそう。エディット要素って、職人がいると俄然盛りあがりますからね！　これは羨ましい・・・。

　最後に見事な夢オチ（に見せかけた仕掛けｗ）が、毎度のことながらうまいなぁと思いました。



2008.10.30 「香りの日」

　今日の「トロ・ステーション」は、香りの日のネタでした。

　香りの日のネタというか、正確にはパクチーのネタでした。ああ、パクチーとコリアンダーって同じも

のだったんですね。コリアンダーといえば、アイレム好きには「コニー」というニックネームでおなじみの

歌姫が思い出されます。どうでもいい話ですが 。

　世界初＆世界にただ一軒のパクチー専門店「パクチーハウス東京」――って、世界にただひとつなのに日

本にあるのが笑える 。スペインとかにはないのですか、そうですか。

　この店には「本日の実験」という、注文を受けてからメニューを考える料理があるそうです。実験て

(笑)。しかしこういう面白さも大事ですよね。多少まずくても許されるというか・・・。

　しかもこのお店は、当然デザートにもパクチー！　「自家製パク塩アイス甘パクソース」だそうで。塩い

のか甘いのかはっきりしろと。※クロいわく、絶妙な甘さだったと。甘いのか。

　しかしここ、パクチー好きには本当にたまらないお店ですね。こういう店があるのは羨ましく思います。

いろいろな意味で。



2008.10.31 「どうして音が出るの？」

　今日の「トロ・ステーション」は、ハーモニカの話でした。

　今日のネタはなかなかためになったというか、もともとハーモニカに興味があって持ってはいるので、特

に面白かったです。そうか、ひとつの穴で吐く・吸うで２音出るものと、初心者向けに並んでいるやつがあ

るんですね。カズイさんが持っているやつは、今確認してみたら並んでいるほうでした。まあ、明らかに

小学生向けだからかな。（説明書がすべて平仮名である）

　半音も出せるハーモニカとか面白そうですが、カズイさんの場合は肺活量がないので厳しいだろうなぁ。

どれでも良いからなにかひとつ楽器を弾きこなしてみたいものです。

　ところでクロは本当にハーモニカの申し子なのでしょうか！



2008.11.01 「ネコにもわかる？中国語」

　今日の「トロ・ステーション」は、中国語の話でした。

　いやあ、これは面白い。「老婆」が奥さんのコトだったら、実際のおばあちゃんは超老婆？というトロの

言葉がツボにはまりまくりです。そのあとの「なんでも超をつければいいってもんじゃネーヨ」という、ク

ロの冷めた言葉が最高！

　「手紙」が、中国では「トイレットペーパー」ですか。なるほど、言われるとなんとなく納得。手紙がド

ロボーは驚きました。勉強になりますねぇ。

　しかしトロステ、ＤＬするときの時間のかかりかたで、今日は画像中心なのか会話中心なのかがわかっ

てしまうのが、面白いような面白くないようなｗ



2008.11.02 「方言めぐり」

　今日の「トロ・ステーション」は、方言についてでした。

　いきなり鹿児島弁で始まって何事かと思いました。字幕があると面白くていいですね。

　そしてクロが選んだ、全国の使えそうな方言。その１の「いづい」は、確かに普通に使います（←わりと

北の人）。しかしずっと「いずい」だと思っていました。あと「いんづい」とか「えんづい」「いじくらしい」

とかいろいろ言いますね。「ごぼる」は、雪が降る地域だけど言いませんねぇ。徳島の「まけまけいっぱい」

はちょっと笑いました。なんだかかわいい表現でいいですね！　液体がぎりぎりいっぱいになった様子ら

しいです。ふーむ、高知では「ごくどう」が怠け者とかめんどくさがりなかになるのですか。最後に、福井

の「じゃみじゃみ」。テレビの砂嵐のことらしいです。

　方言って確かに、使いこなせると面白そうなのですが、実際の生活で使っている言葉以外は、実はあまり

知らないのが普通ですよね。同じ県内でも未知の話している人はいっぱいいるし、たまに電話で相手がな

にを言っているのかわからないこともあります。機会があったら勉強してみたいものですね。



2008.11.03 「ボウリング上達のコツ」

　今日の「トロ・ステーション」は、ボウリング上達のコツを教えてくれるらしいです。

　クロ、かわいいところもあるな。「オレっちが誘われないのは仕様ですか」が面白かった。さてはて、そ

んなクロのボウリング講座。

　コツ１、ボールをコントロールすること。必要なのは強い意思（え？）。ボールの重さは、約 0.45キロ×

書いてある数字でわかるそうな。ほう。そしてボールは指穴がぴったりのものを選んだほうがいいと。今

まで重さでしか選んでいませんでした！　中指と薬指は少しきつめで、親指はゆるめ、全部に入れたとき

に手のひらがぴったりあうといいらしい。

　コツ２、ボールを投げるときは振り子のイメージで。投げるときは手首で投げずに手全体で投げるよう

にする、と。投げ終えた手は握手するように（ボウリング場でトロと握手！）。

　コツ３、実際の投げ方。アプローチにあるドットの、一番右のドットに右足をのせて立つ（細かい

な・・・）。狙うときは右から２番目のスパットを狙えばいいらしいです。

　コツ４、２投目でスペアを狙うときは、ピンが残っている方の逆側から狙う。

　そしてオチは、実は明日行くはずだったと！　すごく寂しそうなお別れでした・・・ 。



2008.11.04 「一休さん」

　今日の「トロ・ステーション」は、一休さんについて。クロの変な解説に期待します。

　いきなり一休さんの本名が来ましたね。「一休宗純」というのですか。本物のまったくかわいくないデザ

イン（？）に笑いました。

　一休さんの偉人伝その１。ドクロを提げて町を行進していた。死ときちんと向きあってほしかったらし

いです。謎だ・・・。

　偉人伝その２。亡くなるときの最後の言葉は「死にとうない」。率直すぎる 。誰だってそうだよきっ

と！　「死と向きあうんじゃなかったの！」っていうトロのつっこみに感心しました。そういえばそうで

したよねｗ

　偉人伝その３。遺書に弟子たちがびっくり。なにがあったんだ・・・遺書は「寺になにかあったときにあ

けろ」と書かれていたらしく、弟子たちはしばらくあけなかったそうな。それで頑張ったんだけど、どうし

ても無理な場面に遭遇し、弟子たちがそれをあけると・・・

「心配するな　なんとかなる」

　すげぇ笑いました。ありえないなｗ　一休さん、とんちのレベルじゃないですよこれ。

　でも一応、書道の名人として有名だったり、ぜんざいの名付け親だったりしたらしい。トロ的には「とん

ちというよりトンチンカン」だって。うまいな。

　新右衛門さんの子孫が武蔵というのが、確かにいちばん役に立ちましたｗ　新右衛門さんって、思い切

りアゴがωなんですよね！



2008.11.05 「ご当地グルメ・山口編」

　今日の「トロ・ステーション」は、ご当地グルメ・山口編です。

　「かっぱそば」見た目はおいしそうですが、わさびを練り込んであるらしいので、カズイさんには無理か

もしれませんｗ

　「てっさ」ふぐはまだ食べたことがないんですよねぇ。鍋はおいしそうだなぁ。ふぐバーガー、おいしそ

うすぎる。タルタルソースと確かに相性よさそうだ。「食のバリアフリー」という彦麻呂バリのコメントに

笑いました。

　「ばりそば」かっぱそばも、鉄板焼きで焼いたぱりぱりの麺をつゆにつけると言ってましたが、これも太

麺の固焼きそばにあんかけがかかっているらしいです。そういうのが好みなんでしょうねぇ。

　「瓦そば」瓦のうえにそばがのっています。昔は合戦の合間に瓦を使って野草や肉を焼いて食べたらし

いです。

　「みかん鍋」カズイさんはミカン大好き人間ですが、これはちょっと引いたｗｗ　でも説明を聞くとおい

しそうかも・・・と思えてくるのがトロステマジックですか、そうですか。



2008.11.06 「ウミウシ」

　今日の「トロ・ステーション」は、ウミウシについてです。

　ウミウシって、貝殻を捨てた巻き貝の一種なんですね。アオウミウシの色が鮮やかすぎて気持ち悪いん

ですが。。。　まあナメクジとかとあまり変わらないんだろうな。ダイバーのあいだでは人気らしいですが、

本当か!?

　それにしても、本当に種類が多いですね。食べたイソギンチャクの毒針を盗んで武器にするウミウシと

か、すごすぎる。でもやっぱり個人的には受けつけなさそうだｗ

　あとすごくどうでもいいことですが、笑った顔はトロよりクロのほうがかわいくて好きです。・・・本当

にどうでもいいことですが。



2008.11.07 「名刀・名剣」

　今日の「トロ・ステーション」は、名刀・名剣のお話です。

　初っぱなから、「ロケ地：飛騨山中」に笑いました。ほんとかよ。

　そしてクロのうんちくは今日も冴えていますね。「村雨」は里見八犬伝に出てくる架空の刀で、「村正」は

メガテンシリーズによく出てくる妖刀ですね（正確には徳川といろいろ因縁のある刀です）。

　トロ「おにぎり丸 ∼おにぎり丸 ∼」　クロ「それを言うなら鬼切丸じゃね？」のやりとりに萌えました。
あとクロが「ツンデレ」って言ったときの、トロのどうしようもないものを見るような切ない視線が良すぎ

ですｗ　

「やまがねづくりはもんひりゅきのおおちちッ！」

　ところで、「まいにちいっしょ」をＤＬするついでに申し込んでいた、ＰＳＰ用のプレイステーションス

トア開始記念キャンペーンに当選し、1,000円分のポイントが当たりました！　ので、さっそくトロのアフ

ロゲイムをＤＬしてみましたよ。あとで遊んでみようと思います。



2008.11.08 「くしゃみで異文化交流？」

　今日の「トロ・ステーション」は、くしゃみと異文化交流のお話です。

　くしゃみをした人に、「神さまがあなたをお守りくださるように」と声をかける文化って、確かに面白い

ですよね。相変わらず単純なトロに笑いましたが。

　↑が英語圏で、ドイツだと「お大事に」、韓国では、相手が近しい人なら同じくくしゃみを返すそうです。

えー。さらにスペインではくしゃみの回数で対応が変わり、１回だと「健康」、２回だと「健康とお金」、３

回だと「健康とお金と愛」だそうで。愛がほしい人はくしゃみは３回ってことなんですかね（違う）。

　さらにさらに、イスラム圏ではさらに複雑で、まずくしゃみをした本人が「私に神の祝福がありますよう

に」と唱える。するとそばにいる人が「あなたに神の祝福がありますように」と返す。最後にくしゃみをし

た本人が「みなさんにも神の祝福がありますように」と返して終わり、と。長いですねぇ。日本だったら絶

対に略語が生まれていそうな気がしますｗ

　そして、昨日買ったアフロダンスゲーをやってみました。これはヒヨコよりも点が取りやすいのがいい

ですね。１回目ランクＡで５点、２回目ランクＳで 10点、これ以上上はないのかなぁと思いつつやった３

回目はランクＳＳＳ（！）で 30点もらえました。ミスをしないのがコツなのかな。みャイルが必要になっ

たときには、やりまくりそうです。ひよこは連打だけなので、いまいち面白みが・・・シュウォッチみたい

なものですしね。



2008.11.09 「トイレの日」

　今日の「トロ・ステーション」は、トイレの日なのでトイレのお話です。

　あ、正確にはトイレの日は明日（11/10）なんですね。「いいトイレ」ってことで、トイレシンポジウム

が開催されるそうです。

　そんなこんなでトイレ特集。「最近のトイレはすごい！」というテーマでクロがいろいろと教えてくれる

模様。クロが博識すぎるｗ

　その１、流す水の量がかなり減った。13リットルから 5.5リットルに。って、13リットルも使ってたん

ですか。ちなみにタンクにペットボトルを入れておくのはよくないそうで。前々から思っていたんですが、

あれってタンクに貯まっている水量が減るだけで、流れる量は同じなんじゃないんですかね・・・（クロが

駄目と言っている理由は、勝手に流れる量を減らすと見えないところで詰まっていくから、ということで

したが）。

　その２、ウォシュレットの水も節約している。１秒間に 70回、強い水流と弱い水流を出しているとか、

すごすぎる。ＴＯＴＯが本気出した!?

　その３、掃除がしやすくなった。表面を限界までツルツルにして汚れがつくにくくしているらしいです。

まあたしかに、無意味に凹んでいるところとか、ブラシが届かない場所がありましたよね。

　その４、なんかイロイロかっこいいそうです。また漠然としていますね 。トイレの水面をあげたりさ

げたりスイッチひとつでできるものがあるそうな。トイレはトイレで進化が早そうですよね。もっとも、

めったに買い換えるものではないから、新しくつくるときにどういうトイレになっているのかが勝負の分

かれ目（？）な感じがしますよ。

　ちなみに我が家のトイレは、家が建築屋だったこともあり、実験用にいち早くウォシュレットを取り入れ

ておりました。もっとも、当時のウォシュレットは使う前に冷たい水を自動で流しておく機能などなかっ

たもので、何度も冷たい思いをしたものでございますｗ



2008.11.10 「２周年記念のお知らせ」

　今日の「トロ・ステーション」は、２周年記念のお知らせ。トロステ始まってから２周年？

　ああ、そうか。ＰＳ３の発売と同時に始まったんですねぇ。２周年、「常識では考えられないすごいこと

をやります」って。そんなにですか。まずはまいにちいっしょのアップデート。ＰＳ３版は 11月中旬、Ｐ

ＳＰ版は 12月と。このアップデートで部屋の模様替えとかできるようになりますかねぇ、ＰＳＰ版。今回

はＰＳ３版のアップデートの説明でした。いいなぁ、面白そうだなぁ。。。

　さて、肝心の企画は、やはりＰＳＰとＰＳ３では違うようで。ＰＳＰはこれまでのトロステを振り返る

ような内容になるみたいですね。ＰＳ３では 24時間マラソンをやるそうです。東京をトロとクロがふたり

で走るのを、１時間ごとに配信するとか。うわー、大変そう。しかも各区間を見れるのは、次の配信がくる

までの１時間だけ！　ざわ　ざわ（ってクロが言ってたｗ）　これはすごい企画ですなぁ、見る人は大変そ

うだ。



2008.11.11 「２周年記念プレイベント・その１」

　今日の「トロ・ステーション」は、昨日紹介していた２周年記念のプレイベントその１です。

　うわ、なんか見たことのないキャラがいる・・・と思ったら、ウサギのジュンですか。トロとクロはイベ

ント準備のためお休みだそうで。かわりにジュンがこれまでに放送されたトロステのなかから厳選したも

のを紹介してくれると。

　その１回目の今日は、2007/4/23配信の第 166回「高級ペットホテル」ですって。

　始まったらいきなりＢＧＭが違ったので驚きました。そして紹介されたホテルは「ペットインロイヤル成

田エアポート」。ペットインなのにロイヤル。ロイヤルって気軽に使われすぎな気がする今日この頃です。

　ちなみにここのホテルでは、24時間スタッフが常駐。しかも動物病院が併設されているそうで。さらに

トリミングサービスやペットジムまであるらしい。海外に遊びにいく人間の、ちょっとした罪悪感のせい

なのでしょうか (笑)。

　しかしなぁ、ジュンを見慣れないせいか、全然かわいく見えないのが残念です。声もちょっと苦手か

も・・・。この一週のあいだに見慣れるかな？



2008.11.12 「２周年記念プレイベント・その２」

　今日の「トロ・ステーション」は、２周年記念のプレイベントその２です。

　お、今日のやつはＤＬぶりからしてボリュームありそうですよ。楽しみです。

　あー、今日もジュンだと思っていたら、Ｒ・スズキが来ましたｗ　駄目だ、ジュンに慣れる隙がない!?　

もしかしたらもう１回くらい出てくれるかな？

　まあそれはともかく、本日の過去トロステは、2007/8/15配信第 280回「Ｈ２ロケット打ち上げ」です。

　あ、クロのかわりにスズキさんがｗ　かぐやの打ち上げについて熱く語るんですね！　ふむ、かぐやっ

てこんなにすごいものだったのか・・・スズキさん、やるな。

　あと月の陰がなにに見えるかという各国の話も面白いですね。世界中で月探索ブームが始まっているの

か。

　で。クロがいないわけはひとりで発射を見にいっていたからか。クロは本当に腹黒いですねｗ　しかし

発射が延期になり、クロ無駄足涙目に。

　それにしても、月を目指すのはそれだけでロマンがあっていいですよね。生きているうちには行けそう

にないけど、いつか普通に行けるようになるのだろうなぁ。そのとき日本の人口が一体どれくらい残って

いるのか、興味ありますね！



2008.11.13 「２周年記念プレイベント・その３」

　今日の「トロ・ステーション」は、２周年記念のプレイベントその３です。

　今日は誰が出るのだろうと思っていたら、犬でした。この調子じゃ明日も違うキャラだろうな。さよう

なら、ジュン（マテ）。

　この犬、こんな顔でピエールなんですね。ピエールというからには巻きひげあたりがほしいところです

が。ついでに声がやっぱりちょっと苦手かも。慣れないからだなあ。

　そして本日の紹介は、2007/2/27配信第 111回「ネコの駅長」です。犬なのにネコを紹介するんですね！

　「入社と同時に駅長になる」ってなんだか違う気がするんですが、かわいいので正義ですね。そしていち

ご列車の写真が。社内かわいすぎてふいた。あれですね、某所で見たハローキティ・スイーツといい勝負で

すｗ　ただイチゴ柄なだけではなく、内装もおしゃれなのがいいですねえ。木目とイチゴって結構合うと

いうか、カントリーな雰囲気になります。

　うは、クロの給料についてはなし崩し的に終わりましたが、後日これ関連のネタはあったのか気になり

ます 。トロにも出してあげればいいのに・・・。



2008.11.14 「２周年記念プレイベント・その４」

　今日の「トロ・ステーション」は、２周年記念のプレイベントその４です。

　今日はカエルがキター。って、自己紹介もなく話が進んでいますが、こいつの名前はなんなのだろうか

ｗ　今日のピックアップニュースは 2007/6/2配信「裏切りの日」です。

　大正 10年６月２日に本能寺の変があったので、そう呼ぶらしいです。あ、あのカエルの名前リッキーで

すか？　トロが歴史をリッキーに教わっていると言っているんですが。

　トロに蘭丸をやってと言われて、文句を言いながらもちゃんとやってあげるクロが珍しくかわいいで

すね。なにか裏がありそうですけど！　そしてトロの「くらえ信長ソード！」に笑いました。ソードって

(笑)。

　さて、これでプレイベントは終了ですか。ＰＳＰ組は明日からトロの物語が見られるらしいです。なん

だろう、トロの物語ってｗ　ＰＳ３組は上田さんのインタビューなどもあるようで、羨ましい！　ダイジェ

ストを楽しみに待ちたいと思います。



2008.11.15 「トロのむかしばなし１」

　今日の「トロ・ステーション」は、２周年記念の「トロのむかしばなし１」です。

　過去配信したニュースから、トロのむかしばなしをお伝えしますということで、その１は「名前をつけて

もらったニャ」。ＰＳＰ用に再構成したので、ＰＳ３版とは多少異なると注意書きがありました。わくわく。

　トロがまだ子猫だった頃、両親とはぐれてひとりぼっちに。両親を捜そうと鳥さんに訊いたら、「きっと

空の上だ」と言われて、深く考えずに「空の上にはどうやっていくんだろう？」と悩むトロ。この次点でも

うやばいですね、うっかり泣けそうな予感がします。。。

　今度は猫に（自分も猫だけどｗ）「空はどこに繋がっているの？」と尋ねたら、猫は「海と繋がっている」

と答えた。「海に行けば空にも行ける」と思ったトロは、今度は他の白猫に海への行き方を尋ねることに。

　白猫は、「海のことは海にいるやつに訊けばいい」とアドバイス。じゃあ海にいるやつって？と尋ねると、

「マグロだマグロ。トロに訊けばいい」という答えが。そしてここで黒猫（クロ似）が登場！　マグロの居

場所を訊いたら、トロの事情を察した黒猫が寿司屋のところに連れていってあげた（やさしい！）。そして

「あそこの大将は猫にやさしいから・・・」つまり飼われるといいってことですね。

　黒猫とはここでわかれ、ひとりが寂しくて泣いていると大将登場。トロに魚を与えようとするが、他の魚

では反応しないトロがトロには大反応（そりゃそうですよね、探してたんですからｗ）。そこで大将が「お

まえの名前がトロみたいだな」と。そうしていつのまにか「トロ」と呼ばれるようになったというお話。

　いい話だなぁ (笑)。



2008.11.16 「トロのむかしばなし２」

　今日の「トロ・ステーション」は、２周年記念の「トロのむかしばなし２」です。

　昨日に引き続き、過去配信したニュースからトロのむかしばなしをお伝えしますということで、その２

は「おじいさんが帰ってこないニャ」。タイトルからしてもう哀愁がｗ

　お寿司屋さんのじいさんからご飯をもらえるようになったトロ。いつもと同じように食べに行ってみた

ら、おじいさんが出てこない。とそこに、「ピーポーピーポー」と一台の救急車が。「車でどこにおでかけす

るの？」と、相変わらず理由のわからないトロは、おじいさんを乗せたその車を追いかけていく。しかし看

護婦に追い返され、おとなしく帰ることに。

　翌日、再び寿司屋に行くがおじいさんはまだ戻ってきていなかった。「おじいさんがいないあいだはトロ

がお店を守るニャ！」とはりきるトロ。しかし夜が来て朝が来て、何度それをくり返しても、おじいさんは

帰ってこない・・・。

　そこにクロ（っぽい猫）がやってきて、トロに話しかけるけど、ひとりが寂しくて泣いているトロはそ

れどころじゃない。仕方なくクロはそばにいた鴉に、黒いよしみで問いかける。鴉は、「あのじいさんな

ら・・・」言葉を濁したが、クロにはすぐにわかった。そこでおなじみの段ボールを使い、病院に潜入する

クロ。そこで出会った看護士に、おじいさんもトロを心配しているということ、店の留守番はおじいさん

とトロの約束だったことを聞かされ、ついでにおじいさんからクロへの伝言を頼まれる。

　それを伝えに行ったクロだったが、いざトロを目の前にすると本当のことが言えず、「おじいさんは遠い

ところへ行ったから、帰ってくるまで時間がかかる」と嘘を伝えた。しかも行き先はアラブ。アラブで石

油王になるというおじいさんの夢を勝手にでっちあげた。そして「だから帰ってくるのに時間がかかるか

ら、それまでオレっちと一緒に暮らせってさ」。それでも、留守番があるといってそこを動こうとしないト

ロに、クロはとうとうおじいさんからの伝言を伝える。

「留守番はもういいから、どうか幸せになってくれ」

　「もうおじいさんとは会えないの？」と沈むトロを、「アラブなんて近い近い」と励ますクロ。その気持

ちが伝わって・・・

「いつか人間になったら、また会えるよね？」

　トロはやっと寿司屋の前を離れる決心をし、クロと一緒に行くことに決めた。そうして再びトロの旅は

始まったのだ。でも今度はひとりぼっちじゃない。きっと楽しいことが待っているはず・・・！

　――と、なんとなく物語調で書いてみました。ヤバイですよこれ、泣きどころと笑いどころが混在して

いて、どうしていいかわかりません。カズイさんはおじいさんの伝言のところで普通に泣きました。つい



でに、「黒いよしみ」と「アラブ」のくだりで思いきり笑いました (笑)。いやあ、すごい破壊力でしたね。

またこのシリーズをやることがあったら、楽しみにしたいと思います。

　そして、今回で 400みゃいる貯まりました。12月の更新で、いろいろできるようになるといいなぁと期

待しています。



2008.11.17 「かまぼこ博物館」

　今日の「トロ・ステーション」は、かまぼこ博物館についてでした。

　冒頭から、24時間マラソンのせいで疲れ切っているトロとクロがｗ

　昨日 11/15はかまぼこの日だったのですね。本当にいろいろな日があるなぁ。かまぼこ博物館では、か

まぼこの作り方を学んだり、かまぼこに関する知識を遊びながら身につけたり、職人さんがかまぼこを作

る姿を見学することができるそうです。ついでにかまぼこ作りの体験もできるとか！

　ちなみにかまぼこの下についている板は、かまぼこから出る水分を吸収して腐りにくくしてくれるそう

なので、剥がさないほうがいいらしいですよ。

　うわぁ、かまぼこトミカすご 。これはいいですね、お子ちゃまが喜びそうな感じですよ。特に男子。

　あとはかまぼこ用のドレッシングなんてものもあるのですね。カズイさんは練りものはそんなにおいし

いと思わないたちですが、ドレッシングをかけたらおいしくいただけそうな気がします。

　そして最後はおなじみのクロオチでしたｗ



2008.11.18 「ダイエット研究」

　今日の「トロ・ステーション」は、「クロのダイエット研究２００８」でした。２００８ってことは、以

前にもやったのかな？

　うお、初めてタイトルコールとクロの声がかぶりまくっております。クロが本気モード・・・！　おなか

ぽっこりが治らないのですって。クロ、結構お年をめしているようだし仕方がないのでしょうね 。

　そんなクロが踊っていたのは「コアリズム」。ラテンダンスを基礎にした、お腹周りを中心に引き締める

エクササイズ、だそうです。

　ついでに朝バナナダイエットも紹介。朝にバナナを食べるだけでなく、細かいいろんなポイントがある

んですね。

　そして奥の手として登場したのが、青いサングラス。これ、以前ニュースでやっているのを見た記憶が

あります。青は食欲を減退させるのと同時に、リラックス効果があるので無理なくダイエットできるそう

です。

トロ「トロたちが使うときはこのメガネをどこにかけたらいいの？」

　こんな素朴な疑問をクロが軽やかに流しました (笑)。た、確かにネコはメガネかけずらいですよね・・・。

　さて、クロは本当にやせるのでしょうか。経過が楽しみですねぇ 。



2008.11.19 「世界の竜の話」

　今日の「トロ・ステーション」は、世界の竜についての話でした。

　そういえば竜って、トカゲタイプと、ドラゴンボールの神龍みたいな長いタイプがいますよね。

　トカゲタイプは「西洋の竜」で、鋭い爪と牙を持っていて、四足か二足でとても大きな身体をしているこ

とが特徴、と。そして大抵の場合は翼を持ち、火を吐いたりして人を襲うなどの悪事を働くというイメー

ジ。どちらかというと、人間が感じる恐怖そのものを具現化したような存在だそうで。

　反対に、長い身体を持った竜は「東洋の竜」で、角は鹿、頭はラクダ（！）、目はうさぎ、身体は大蛇、腹

はみずち、鱗は鯉、爪は鷹、手のひらは虎、耳は牛、にそれぞれ似ていると言われているそうです。なん

だ、似ているだけでモチーフにしたわけではないんですねｗ　そして翼はないけど空を飛べる。主に水中

に住み水の神さまとして嵐を起こしたり雨を降らせたりする、と。こちらはとっても神聖な生き物で、自

然的な力の象徴というイメージですね。

　ここでクロのひと口メモ。竜の 81枚の鱗のうち、アゴの下に１枚だけ逆さに生えている鱗があって、そ

れに触れられるのを非常に嫌うそうです。それが「逆鱗に触れる」の語源となっているとか。

　世界中には他にもたくさん竜（のようなものも含む）がいるそうですが、ほとんどの竜は自然災害を具現

化したもの、ととらえることもできるそうで。今日はなかなか興味深い題材ですね (笑)。バッタの話はな

るほどうと思いました。



2008.11.20 「食べられないご馳走」

　今日の「トロ・ステーション」は、たべられにゃいご馳走についてでした。・・・なんだろう、食べられ

ないご馳走って。

　ああ、なるほど。食品サンプルの紹介でしたか。イチゴパフェは本当においしそうですよ 。というわけ

で、食品サンプルをつくる会社に「レッツゴー旅立ち！」（byクロ）。クロは本当に歳なのですね、きっとｗ

　食物は形が不揃いであるため、たくさんの種類が必要という社長のコメントにクロ、「不揃いのリンゴた

ちみたいな？」・・・だから歳がばれるって！　

　社長、今までにつくったサンプルのなかでいちばん難しかったのは和食のオードブルだそうで。ああ、確

かに難しそうですねあれは。パーツが多すぎるような気が。――って、実は皿が大きすぎてオーブンに入

らなかったのが大変だったそうです (笑)。ビニール樹脂をオーブンで焼いて固めるらしいのですが、それ

で。あとはホットドッグも、１メートルくらいのフランスパンを使ったものを頼まれたら、やっぱりオー

ブンに入らなくて大変だったそうで。オーブンに入るかどうかがいちばんの勝負どころなのですね！



2008.11.21 「世にも不思議な・・・」

　今日の「トロ・ステーション」は、世にも不思議な・・・Ｔシャツを販売しているお店・月夜と眼鏡さん

のお話です。

　またＵＭＡの話かと思ったら、Ｔシャツですか！　「へんないきもの」を思い出すようなデザインです

ね。

　さっそくお店に向かったトロとクロ。築 80年の長屋を改造したという店舗は、かなり趣があっていい感

じです。Ｔシャツに描かれている変ないきものには、すべてプロフィール的なものがあるそうで。全部見

ていくと面白そうですねぇ。

　にしても、店主の足っぽいのは見えているのですが、画面には出てきませんね (笑)。顔を出さないとい

う条件での取材ＯＫだったのでしょうか。ちょっと気になります。営業日も、土日祝は確実だけど平日は

不定期営業だったりとか、営業時間が 13時すぎ頃からとか、曖昧なところが逆にゆるくていい感じｗ　一

度は寄ってみたいなと思ってしまいました。

http://www.amazon.co.jp/dp/4901784501


2008.11.22 「眼球エステ」

　今日の「トロ・ステーション」は、瞳が輝くエステ!?のお話です。

　確かに、クロの目の下にクマがあっても全然わかりませんね！　わかる人がいたら間違いなくクロ鑑定

士でしょう（なんだそれ）。

　というわけで、今日のテーマは眼球エステ。うわあ、名前を聞いただけですごく行ってみたいです、そ

れ。というのも、カズイさんは幼い頃の事故の後遺症で、片目がちょっとアレなので (笑)。まあどうなっ

ているのかはご想像にお任せしますが、左右の視力が違いすぎて、目の疲れが半端ないんですよね。だか

ら眼球エステとかやった気持ちよさそうだなぁと。

　というわけでお店に来たのですが、そこをやっているクリニックは、つけて寝るだけで目がよくなるコ

ンタクトの治療をやっているところらしいです。すげー。カズイさんみたいに目をこすりまくる人にはや

ばそうな治療法です。

　さて、問題のエステにはバターと、強力粉を練ったものを使うそうです。そしてバターを目の中に入れ

る（！）そうですが、不純物を限界まで取り除いたバターなので痛くないらしいですよ。うげぇ。そう言わ

れても結構怖いでしょうね。

　目の周りをマッサージしたあとに、強力粉を練ったもので目の周りに土手をつくって、バターを流し込

む、と。手順がちょっともんじゃ焼きちっくなのが気になりますが (笑)。　

　これを３回ほどくり返して、30 分ほどで終了。そうすると瞳の輝きが戻り、クマもちょっと改善され

る？　継続して通うとさらに効果があるそうです。バターで瞳の輝きが戻るなんて、誰が想像しただろう

か。しかしこれ、その情報だけを見てうっかり目にバターを入れる人がいると困るので、よい子は真似を

しないでね！と一応の注意書きを入れておきますｗ

　悪い子は真似をしてちょっとくらい痛い目みればいいと思います 。



2008.11.23 「箸袋おりがみ」

　今日の「トロ・ステーション」は、箸袋おりがみについてです。

　久々の夕方プレイ（？）なので、窓の外がちょっとだけオレンジなのが新鮮です。

　忘年会シーズンということで、隠し芸の準備に悩むトロに、「オレっちの隠し芸は 108式あるからひとつ

くらいやってもいい」と豪語するクロ。クロすげー。

　あ、箸袋おりがみって、おりがみで箸袋をつくるのではなくて、箸袋でおりがみをするんですね！　ちな

みにカズイさんはお店に行くといつも、この箸袋で箸置きをつくる人です。

　とか言っていたら、１つめの紹介作品がまさに箸置きでしたね。でもこんな王冠のような高度なものは

つくれません。恐ろしや主婦の友・・・。主婦はこういうものを見て虎視眈々と家庭内王の座を狙っている

のですね。

　いろんな柄の箸袋でネクタイをつくりコレクションするという話で、トロが「頭に巻くだけが使い道じゃ

ないのニャ」と言ってて笑いました。話がすっかりネクタイのほうにいっていますが、今しているのは箸

袋の話ですからね！

クロ「箸袋でネズミを折るなんて、まさに『袋のネズミ』！」

　クロ・・・かわいそうに・・・。

　ぶ。最後にクロがトロに教えてもいいって言ったおりがみが「＿ | ‾ | ○」で笑いました。正式名称は
「失意体前屈」なんですね。確かに失意 (笑)。あと折っている最中のふたりの動きが相変わらずうるさいの

がいいですね（いいのか）。



2008.11.24 「ガンダム VS.ガンダム」

　今日の「トロ・ステーション」は、「機動戦士ガンダム VS.ガンダム」の宣伝です (笑)。

　カズイさんはガンダムに結構疎いので知らなかったのですが、アーケードで人気のシリーズなのですね。

しかも新作はＰＳＰですか。一応ガンダムのゲイムをやったことはあるのですが（姉が以前買ってきたの

で）、１面たりともクリアできなかった思い出があります（あれはサターンのソフトでしたが、どのボタン

からどのビームが出るとかが全然覚えられませんでしたｗ）。

　まあそれはともかく、コンビ組んでやるのですってね。それはちょっと楽しそうかも。ひとりがすごい

下手でももうひとりがなんとかしてくれそうな期待感がほんのちょっとだけあります。

　って、今パッケージが画面上に出たのですが、ガンダムのあまりの多さに笑いました。こんな小さいジャ

ケのなかに一体何体のガンダムが・・・ｗ

　ああ、そうか、タッグ戦だから片方が負けちゃうと終わりなんですね。トロだけがよけるのうまくても

ダメなわけですか。・・・じゃあひとりが下手だったらダメじゃないですか！　作戦始まる前から失敗的

な感じですね 。

　そしてクロ、あまりにもガンダムの機体に詳しすぎて笑いました。あれ、これってクロ枠ですか？　ク

ロは本当になんでもできる子ですねぇ。

　にしても、ディスティニーガンダムはちょっとめちゃくちゃすぎませんかねｗ　このゲイム、コスト以

外のゲイムバランスとか大丈夫なのだろうか。やらないけどちょっと心配になりました。

　最後は見事に星になったクロ・・・やはり仲良く遊ばないとダメですね！

http://gundam-vs.jp/


2008.11.25 「マイクロブラックホール」

　今日の「トロ・ステーション」は、マイクロブラックホールは危険かどうかについて（？）です。そもそ

もマイクロブラックホールってなんだろう・・・。

※昨日ＵＰできなかったので、日付を偽っての更新です (笑)。

　あれ、頭からクロがいない・・・と思ったらかっこよく登場したので笑いました。地球がブラックホール

に呑みこまれるというのは、だいぶ前に流行っていましたよね。あ、宇宙にあるやつではなく、スイスの実

験でつくられるものですか。ほう。

　今度はロボットの・・・ええと、スズキくんでしたっけ？が登場し、ブラックホールができても地球はな

くならないと。ここで専門家が登場。ふむ、どんなものでも狭い場所に押しこめていけばブラックホール

になってしまうのですね。たとえば地球ですと、手のひらサイズほどに押しこめることができればブラッ

クホールになるそうです（ただし重さはそのままなので、とてもじゃないが持てない、と）。

　これ以降の説明は難しくてちんぷんかんぷんなのですが (笑)、もしマイクロブラックホールができたと

しても一瞬で蒸発するので危険ではないそうです。でもすべて仮説で成り立っているのが恐ろしいところ

ですよね。

　ちなみにこの実験は、９月に起きた事故のせいで現在中止中だそうです。再開は来年の春になるとか。

楽しみなような、そうでないような・・・。

　まあしかし、加速器がかっこいいのは事実ですよねぇ。某漫画のせいで無駄に憧れの強いカズイさんで

した。



2008.11.26 「便利な語呂合わせ」

　今日の「トロ・ステーション」は、便利な語呂合わせについてです。

　いきなりクロが口にした語呂合わせ「西向く侍」。これは月の日数が 31日未満の月を覚える語呂合わせ

で、「西向く」が「２月・４月・６月・９月」の頭をとり、「侍」は「十一」を縦に書くと「士」と似ている

ところから１１月で「侍」ってことになったらしいです。しかし一般的には、指の骨のでっぱりで数える人

のほうが多そうな気がしますが・・・どうなんですかね。

　クロが次に出してきたのは、円周率の語呂合わせ。これは割と有名だと思います。カズイさんは某小説

の冒頭に使われていたので覚えました (笑)。めったに使うことはないけれど、知っているといざというと

きにちょっと自慢できるみたいな？

　クロ・・・ポケベルの全盛期を懐かしいと振り返ることのできる年齢なのですね。クロの年齢ネタは本当

に興味深いです。おまえは一体何歳だｗ

　続いて難しい漢字が書ける語呂合わせ。「愛し愛しと言う心」・・・愛の正字、ですね。割と有名かも。ト

ロの「複雑な恋もあるんですね」というコメントに笑いました。次は「麒麟」。「其の鹿の、隣の鹿が麒麟」

安直すぎてこれも笑いました。確かにそのとおりですけども！



2008.11.27 「カレンダー特集」

　今日の「トロ・ステーション」は、素敵なカレンダー特集です。時期的にはちょうどいいですね。

　あやうくクロに丸め込まれそうになるトロ・・・なんとか回避したあたり、成長が見られる・・・のか？

　ところで本題ですが、トイレ用カレンダー「便蔵さま」にちょっと笑いました。クロスワードや間違いさ

がしといったいろんなクイズが楽しめたり、歴史上の人物の名言が読めたり、きちんと大を出したかチェッ

クできたり（！）と、いろんなことができるそうです。い、いらない。。。

　続いて台所用カレンダー「冷庫さま」。こちらは料理のレシピが載っていたり、食べものの知識が勉強で

きたり、節約の知識なんかも載っていたりと盛りだくさん。

　あとはお風呂用カレンダー「湯時郎」。耐水性のある紙でふよふよ対策はばっちり。こちらはいろんな雑

学が載っていたり、手話を学べたり、日本の風習が載っていたりとためになることばかり!?

　さらに寝室用カレンダー「寝夜くん」。こちらにはリラックス法や眠りの知識、ぐっすり眠るための情報

が満載だそうです。メンタルトレーニングもこれでばっちり。

　いやあ、いろんなカレンダーがあるのですね。でもそんなにいらないな (笑)。最後は相変わらずクロが

うまいことやって終わりましたｗ



2008.11.28 「大漁旗を作ろう」

　今日の「トロ・ステーション」は、大漁旗を作る話です。大漁旗、意外となじみ深い地域に住んでいたり

します (笑)。

　大漁旗はもともと、港で待っている人たちにいち早く大漁であったことを知らせるために掲げられたも

のなのですね。しかし最近ではそういうときに掲げる機会も減ってきて、たんにめでたいときに飾りや贈

り物として扱われるそうになったそうな。

　さて、そんなこんなでトロステも２周年を記念して、クロが大漁旗を作ってもらっていたそうです。・・・

なにか裏がありそうな気がするのですが (笑)。

　ここで大漁旗ができるまでを紹介。まずは毛筆で下絵を描くそうです。これで旗の雰囲気が決まってし

まうので、いちばん大変だとか。

　次は筒にノリを入れてノリづけします。これはねぶたなどでも見られるやりかたですね。ノリづけした

場所には色がのらないので、主線として使われるわけです。最初にこの方法を考えた人は本当に凄いです

よねぇ。

　次にノリをつけた部分に砂をかけていくそうです。ここで黒くなったところが染まらずに残る、と。こ

の時点ではトロが黒くてクロが白いのが面白いですね。それから天日干しして乾かします。

　そして次は色さし。いよいよ色がつくんですねー。完成したものがくすんで見えるのは、まだ砂がつい

ているからで。その砂とノリを水でおとして、乾かしてから墨入れをすると完成です。

　おおー、結構お年をめした方が作っていたのでどんな感じになるのか心配でしたが、ちゃんとふたりと

も似ていていい感じですよ (笑)。これでいくらぐらいするのだろう・・・。



2008.11.29 「パタポン２　ドンチャカ♪」

　今日の「トロ・ステーション」は、パタポン２の宣伝です 。

　ああ、そういえば発売でしたね。１は先日買って、まだ遊べていないのですが、非常に楽しみにしており

ます。

　そんなこんなで、クロポンに笑いました。すみません、ちょっとだけキモいですよ・・・。「パタ・パタ・

パタ・ポン♪のリズムは酒・酒・酒・お姉ちゃんのリズム！」と言い切るクロは本当に大人ですね。いろん

な意味で。

　「ポン・ポン・パタ・ポン♪のリズムは、ゲーム・ゲーム・アニメ・ゲームのリズム！」という変化系も

現れ、クロは絶好調なようです。「全員ドラマーかよ」って、名言すぎる。

　肝心のパタポンですが、ステージ数もアイテム数もボス数もすべて大幅ボリュームアップで、大変遊び

やすくなっているそうです。カズイさんも１を終えたらぜひ遊びたいですねー。

　そして最後に、なぜクロポンが気持ち悪いのかわかりました。顔から直接足がはえているからですよ！

まるでカーネルさんのリボンが足に見えてしまったときの気持ち悪さによく似ています・・・ 。



2008.11.30 「単位 deクイズ２」

　今日の「トロ・ステーション」は、単位でクイズです。２ということはやはり前もあったのか。

　パソコンのマウスを動かしたときの単位は「ミッキー」って、前回やったそうですね。ミッキー・・・

ミッキーですか・・・訴えられないならなんでもいいんですけどね。

　そして本日の第１問。「ライオンのたてがみの数え方は？」いきなり難問ですね・・・カズイさんは勘で

１の「むら」を選びました。意外にあたってびっくり。

　第２問。「蚊取り線香の数え方は？」うーん、３の「巻き」かなぁ。お、これも当たりました。調子がい

い！

　第３問。「使い捨てカメラの数え方は？」これは選択肢がｗええと・・・スペランカー先生並みに、３の

基かな。いえ、スペランカー先生は機ですけど。って、外れました。「本」ってすごく普通じゃないです

か！騙された・・・ 。

　第４問。「菜箸の数え方は？」これは聞いたことがあるようなないような・・・でも４の「デシリットル」

はないでしょう (笑)。選択肢にあからさまに変なのがあって面白いです。うーん、３の「客」かな。ほう、

正解は「具 (よろい)」でした。わ、わからん・・・。

　最後の第５問。「高級仕出し弁当の数え方は？」高級とそうでないのとでは、数え方が違うんですかね！

ちょっと気になりますが・・・２の「折」が結構見るかな。お、これは当たりました。そうか、よく目にす

るのは高級なやつだったのか・・・。

　カズイさんは３問正解でポイントが 15点増えました。こういう参加型のトロステもなかなか面白くてい

いですねー。早くポイントが使えるようになりたいものです。あ、ちなみに今の累計ポイントがちょうど

５５５に！ (笑)



2008.12.01 「2008年の流行語」

　今日の「トロ・ステーション」は、2008年の流行語の話題です。

　もうそんな季節なんですよねぇとしみじみしてしまいましたが、もしかしたらこのひと月の間にさらな

る流行語がどかんと来るかもと、なんとなく期待したりなんかしちゃっています。深い意味はないです。

　クロ、一昨年と去年に一体なにをしたのでしょうｗ今年は完全自粛バージョンで行くそうです。それは

それでつまらない気がするのですがね。

　そして最初は「ポニョ」と「篤姫」から。カズイさんはどちらも見ていない不届き者です (笑)。

　続いて「言うよね～」・・・なんだろう、これ。

　「ヘのツッパリにもなりません」これはあの人か。

　

　「居酒屋タクシー」、ありましたね。

　「スイーツ (笑)」ってこれ、一般的にも使われていたのですか？ｗそっちのほうに驚きました。

　「何も言えねぇ」は、北島選手ですっけ。

　「羞恥心」まだ頑張っていますね。

　「３でアホになります」これ、使いやすいネタではあるのですが、カズイさん的にはどこがそんなにおも

ろーなのかいまいちわからなかったりします。まあ多分そこが面白いのでしょうけども。

　「Yes We Can!」は、やっぱりノッチに見えますｗ

　「ヤホーで検索」・・・え？こんな流行語あったの？ぐぐるみたいなものか。

　「カレセン」この言葉を見るとどうしてもトレセンを思い出します (笑)。

　そして最後はグゥ～ソングにウィッシュですかｗクロ・・・変なところで発散してますね！



2008.12.02 「バミューダ・トライアングル」

　今日の「トロ・ステーション」は、バミューダ・トライアングルについてです。カズイさん的には、バ

ミューダ・トライアングルというと思い出すのはなぜか岡田あーみんだったりしますｗ

　バミューダ・トライアングルの主な事件、５つもあるのですね。そりゃあ警戒もしますよ。

　あのコロンブスもここで妙な体験をしていて、あの海域にさしかかると羅針盤が変な動きをしたり、船

の前方に巨大な炎が見えたりしたと。

　最も有名な事件として名のあがる「メアリー・セレスト号事件」では、停泊していたメアリー・セレスト

号を船員たちが覗いたら、食べかけの朝食などはまだあたたかいまま残っていて、鍋も煮立ったまま人だ

けが消えたと言います。

　さらに「エレン・オースティン号事件」では、船内が無人だったため、乗組員を乗りこませて一緒に

ニューヨークへ向かったところ、濃い霧にまかれて離ればなれ、後日合流できたもののやはり乗組員は消

えていたらしいです。

　また、中には船ごと消えた事件まであると言うから驚きです。さらには、飛行機でもその付近で５機が

いっせいに消えたりとか・・・もう祟りとしか思えない惨状ｗその飛行機を捜しにいった飛行艇も消え、な

んて見事なミイラ取り！

　と、ここにスズキが登場し、種明かし。コロンブスの話は眉唾っぽいとか、メアリー・セレスト号の事件

では朝食があたたかかったなんて誰も証言していないとか、そもそもエレン・オースティン号という船が事

故にあった記録はないとか、船ごと消えたと言われているものも実はちゃんと見つかっているとか、５機

の飛行機もパイロットは全員訓練生だったとか、捜しに行った船にももともと欠陥があったとか、うわー。

　そして最後は京極ふうにしめるスズキｗ　ちょっと笑いました。さらにバミューダ・トライアングルの

オチに使われるクロ。まあ、最初から見当はついていましたけどね！



2008.12.03 「おもしろ消しゴム」

　今日の「トロ・ステーション」は、面白い消しゴムのお話です。

　消しゴムがまだなかった頃、パンで字を消していたというのは結構有名というか、美術の世界ではまだ

パンを使っている人がいたような。

　消しゴムが登場した当時は本当に天然ゴムでつくられていて、「消しゴム」の名にふさわしい感じだった

のですが、現在の消しゴムはプラスチック製なので厳密に言うと消しゴムではなく「プラスチック字消し」

だそうです。しかも日本の会社が開発したとか。

　消しゴムがなぜケースに入っているのか。くっついてしまうからだというのは知っていましたが、溶け出

してしまうとは！実は会社の机のなかでほとんど完全に溶けている消しゴムがひとつありまして、どうし

てそうなったのかずっと不思議だったのですよ。おそらく中ケースと接触していたから溶け出してしまっ

たんですねぇ。

　そして、来ましたねー、リアルな消しゴム。日本人はこういうのを作らせたら間違いなく世界一ですね

ｗしかもちゃんと消せて、ケースに入れなくてもくっつかないと。素晴らしいですねぇ。

　そういえばカズイさんの家族にも消しゴムを集めている人がいましたよ。でかい缶を開けたらめっちゃ

入っていてびっくりした記憶があります。



2008.12.04 「ＬｏｃｏＲｏｃｏ２」

　今日の「トロ・ステーション」は、ＬｏｃｏＲｏｃｏ２の宣伝です。

　ＬｏｃｏＲｏｃｏってちゃんとしたストーリーがあったのですね。体験版を一度やってみたのですが、

思いどおりに動かせないのが歯がゆくて、早々にギブアップしてしまいました。やはりカズイさんは直接

動かすようなゲイムでないと下手すぎて話にならないようです・・・ 。

　というわけで、１のときに倒したモジャ軍団再び！というストーリー。モジャ軍団の歌う元気を奪う歌

にロコロコたちは大迷惑。そこで惑星さんとロコロコたちが立ちあがるのです。

　クロの「基本の操作は前と同じで簡単！」と言った言葉に、トロが「でも変化がないのはつまらない」と

応えたのはもっともな話で。以前の記事にも書いたとおり、「変わるべきところ」はやはり変わらないとつ

まらないわけですよね。

　で、当然今作にも新要素があるようで。今回はロコロコたちが成長し、いろんなアクションを取れるよ

うになる、と。狭い隙間に入ったり、たんぽぽの綿毛で空を飛んだりできるそうです。あとは水中も泳げ

るとか！

　そして前作でも好評だった、歌を聴く要素もばっちり進化。今回は、一緒にセッションできたり、音符を

集めることでいろんな特典がつくそうです。

　それ以外にも特典が盛りだくさん。条件付きのマル秘映像もあるとかー。みんなで遊べるミニゲイムな

んかもあるようです。ＰＳＰオリジナルゲイムの続編は、正しい進化をしているものが多くていいですね。

かゆいところに手が届いているというか。



2008.12.05 「都心のエコツアー」

　今日の「トロ・ステーション」は、自然に触れる都心のエコツアーについてです。

　今日はいきなり外からですね。築地のすぐ近くにあるお店から。なんでも、楽しく遊びながらエコを学

べるツアーがあるらしいです。今回紹介するのは、「神田・日本橋川コース」。

　港から、エレクトリックボートで出発です。電気で動くボートなので静かで快適なんだそうです。つい

でに排気ガスも出しません！

　なるほど、勝どき橋が開閉式だったのは、背の高い船が通るためのものだったのですね。しかし運搬が

川から道路へと移り変わったおかげで役目を終えたと。

　そのあともずっと川を移動しながら東京をまわっていたのですが、東京の川も意外ときれいなのですね。

驚きました。それも多くの人の努力があってのことだと思いますが、早く自然な形に戻れるといいです

ね。・・・○百年単位でかかるかもしれないけども。



2008.12.06 「ご当地グルメ・鹿児島編」

　今日の「トロ・ステーション」は、ご当地グルメシリーズの鹿児島編です。

　鹿児島は篤姫の出身地なんですね。最近はなんでも篤姫に絡めていきますね～。それだけ人気があると

いうことでしょうか。

　最初に紹介されたのは、篤姫が好きな薩摩の食材がいっぱいつまった「篤姫御膳」。篤姫はライチが好き

だったそうですよ。ライチは確かにおいしいですが、イメージにはあいませんね (笑)。

　他にも「篤姫クッキー」や「篤姫ショコラ」などあるそうですが、クロのおすすめは当然「天璋院篤

姫」・・・焼酎ですねｗなんでも篤姫が生きていた時代に使われた原料をもとにつくっているそうです。

　あとは、篤姫が好きだった赤味噌で味付けをした鶏肉が挟まっている「篤姫バーガー」。しかしこれ、見

た目 (写真)がいまいちですね。あまりおいしそうに見えない・・・。内容はおいしそうなのですが。

　続いて、鹿児島特産の黒豚を使った「黒豚わっぜぇか丼」。とても発音しづらいですが、おいしそうです。

決まりは黒豚を使っていることだけなので、いろんなお店がこの丼を出しているとか。いいですねー、食

べ歩いてみたいものです。

　あとはかき氷の「白熊」。鹿児島の人はかき氷を白熊と呼ぶそうです。上にのせた具材で白熊の顔が作っ

てあるんですよね。いろいろとのっていておいしいそう！

　あとは、ぐるぐるまわるそうめん「唐船峡そうめん流し」。わき水がいっぱいあったから考えられたそう

です。水の温度が低くてぴちぴちのそうめん (笑)を味わえるらしい。おお、これもおいしそう。

　今日紹介されたのはどれもおいしそうでした。機会があったら食べに行きたいですね～。



2008.12.07 「ゲイムアーカイブス」

　今日の「トロ・ステーション」は、「冬はこたつでゲイムアーカイブス」です。そういえばセーブデータ

をＤＬできるとメールが来ていましたね。

　今日はクロがおすすめのゲイムアーカイブスソフトを紹介してくれるそうです。それは楽しみだ。

　まず１本目は、「フロントミッション　ザ・ファースト」。シリーズ第１作目ですね。ロボットを操作し

て戦うパネル型のＳＬＧなのですね。シリーズ未経験なので知りませんでした。このロボのカスタマイズ

が面白いポイントのひとつっぽいです。クロのおすすめポイントとしては、「リアルな世界観」「カスタマ

イズの楽しさ」「スキル発動が熱い！」だそうで（スキルの発動は運らしいｗ）。

　続いては「サイキックフォース２」。ＰＳＰ版ではひとりプレイのみ対応との注意書きが。うーん、この

シリーズも実は未経験。苦手なジャンルにはあんまり手を出していないのです (笑)。ふむ、ＨＰバーなど

が横にあるのが面白いですね。特徴は空中戦、と。相変わらずクロはお姉ちゃんに夢中ですかｗそんなク

ロのおすすめポイントは「魅力あるキャラクター」「見応えある超能力バトル」「超能力をカスタマイズ！」

ですって。

　今度はトロのおすすめ「PUZZL BOBBLE２」。あー、いかにもトロっぽいですね (笑)。こちらもＰＳ

Ｐではひとり用のみ対応だそうです。このゲイムはさすがにカズイさんも遊んだことがあります。地味に

面白いですよね。ゲーセンにあるとやってしまうゲイムです。トロのおすすめポイントとしては「玉がキ

レイ」「ハラハラドキドキ」「対戦が楽しい！」トロ・・・ｗ

　あとはセーブデータの紹介で終わりでした。まいいつの年賀状いいですね。かわいくてほしくなりまし

たが、ケータイからのみですか。残念です。

　さて、ちょっとセーブデータをあさりにいってきましょうかね。



2008.12.08 「JRローカル線の旅　東海・西日本編」

　今日の「トロ・ステーション」は、JRローカル線の旅　東海・西日本編です。

　東海・西日本編ということは、以前東日本編がやはりあったのでしょうか。鉄道ライター及び漫画家の

恵さんが登場。おすすめのローカル線を教えてくれるようです。

　まず最初のおすすめは、東海エリアの「飯田線」。愛知県豊橋から長野県長野を結ぶ路線。200キロの路

線に 100もの駅が並ぶ不思議な場所。秘境駅 (降りても周りになにもない駅)が多いのも特徴だそうで。少

し前は「小和田」という駅がブームになっていたそうです。また、線路がくねくねと曲がっていることを利

用して、線路が蛇行している間に向こうの駅までダッシュするという遊びが流行っているそうな。想像す

ると結構笑えます。

　次におすすめなのが、「越美北線」。福井県の川沿いを上流へさかのぼる 52.2キロの路線。大雨で河川が

氾濫しえらいことになり、復旧に３年もかかったそうです。大変でしたね。名前の由来は、「越前 (福井)か

ら美濃 (岐阜)まで」ということですが、車の発達により、結局北側を走っていた「越美南線」と繋がるこ

とはなかったということです・・・切ないですね。

　続いての紹介は「山陰本線」。電車でＧＯの最初の路線として有名だそうですが、知りませんでした。Ｊ

Ｒの本線ではいちばん長い路線で「偉大なるローカル線」と言われているそうです。無駄にかっこいい。列

車がディーゼルだったり１両だったりするけど、長めは最高！

　次は「境線」。短い路線ですが終点の境港駅が水木しげるの出身地として有名なので、妖怪列車が走って

いる。駅の名前にもキャラの名前がついたり、飛行機にも鬼太郎がついていたりと、本当に水木しげる一

色なんですよね。

　最後は「呉線」。広島県三原から呉までの瀬戸内海沿いを走っている路線。瀬戸内に浮かぶいろんな島を

見られたり、「瀬戸内海マリンビュー」という観光列車が走っているのも特徴です。呉は戦艦大和がつくら

れたところだそうで。あとは牡蠣の養殖がさかんなのでいろんな場所で見られるとか。

　こういう情報を見ると、ほんとのんびり旅をしてみたくなりますよね。普通旅行に行くときは電車の時

間などが決まっていて、あんまり自由ではありませんしね (笑)。



2008.12.09 「今年の漢字大予想」

　今日の「トロ・ステーション」は、毎年恒例の今年の漢字大予想です。

　今回はスズキくんもいますね。そしてそのスズキくんがこれまでの漢字の傾向と対策（？）を練って予

想した漢字はこちら「豁」。なにこのめったに使わない漢字は・・・。ないな、ないない。

　続いて去年「偽」を予想してあてたクロの予想。本命は「落」。株価や信用などいろいろなものが暴落し

たので。同時にトロの本命予想は「楽」。いや、それはないな。クロはさすがにリアリストですよｗ

　次にクロの次点「麻」。麻生と大麻がかかっているらしい。トロは「北」。北京オリンピックで北島選手

が大活躍だったのはわかるけど、北と言われるとどうしても他のものを想像してしまうのでないでしょう

ねぇ。

　そしてクロの大穴予想「米」。事故米と米大統領がかかっているそうです。クロ、すごいですね、無駄に

手堅い。トロは「☆」・・・って漢字ですらないというクロのつっこみがお見事です。星出さんが宇宙へ行

き、星野監督の活躍もあったとスズキくんがフォロー。なるほど。

　ちなみに他のキャラの予想は、ジュンが「参」でリッキーが「乱」、ピエールが「失」でした。あー、失

はありそうですね。失言失業いろいろある。

　発表は 12日ということで、楽しみですねー。そろそろＰＳＰまいいつのアップデートのお知らせもほし

いところですがｗ



2008.12.10 「アップデートのお知らせ」

　今日の「トロ・ステーション」は、アップデートのお知らせ。

　うおおおお、昨日書いたらさっそく来ましたね！これは楽しみです。

　トロ・・・なぜにツンデレサンタを勉強しているのでしょうｗそれはクロの仕事では・・・（ごふごふ）。

　 2008年最後のまいいつアップデートは、ＰＳ３版とＰＳＰ版同時にくるのですね。どちらの情報から見

るか選べたので、まずはＰＳ３のほうから見てました。ええ、カズイさんは好きなものを最後にとってお

くタイプなので。

　まずはＰＳ３版から。おなじみのコスプレ衣装が。正月にあわせた「たすき掛け袴」です。さらにコスプ

レゲイムの「新春カルタ大会」が配信されます。しかもただのカルタではありません。巨大なカルタを体

当たりでゲットするそうです。ダイブ機能を使いこなして勝利を目指せ！と、ここでクロの名ゼリフ「カ

ルタはもはや格闘技」が炸裂。笑いました。

　あとは、他のコスプレ衣装やアイテムですね。餅つきセットやミニ狛犬セットなどなど。24アイテムも

追加予定だそうです。あとは福袋。今年もってことはやはり去年もあったのでしょうね。

　続いてＰＳＰ版のアップデート情報。よっ、待ってました！まずはコスプレゲイムの「赤おに」と「野

球」が追加されるようです。そして目玉はみャイルで買い物ができる「クロの雑貨屋さん」！みャイルの使

い道を待ちわびていたのでとても嬉しいです。買えるのはトロのおやつだそうで。ああ、初日にそばを食

べさせたようにして食べられるんですね。ただ、トロにおやつをあげても好感度とかは特にあがらないそ

うで (笑)。ただ反応を見て楽しむだけのゲイムですもんね。ちょっと残念ですが、仕方ないかな。早くお

部屋のカスタマイズができるようになってほしいのですが、将来的にありうるのでしょうかね。

　・・・で、肝心のアップデートはいつなのかは、特に発表がなかったわけですが (笑)。内容は決まったけ

れど日取りは決まっていないということ？アップデートまでお待ちくださいって言われてしまった・・・。

まあ、楽しみに待ちたいと思います。



2008.12.11 「加茂水族館」

　今日の「トロ・ステーション」は、ノーベル賞おめでという企画で、加茂水族館の紹介です。

　へぇ、ノーベル賞の賞金はすべてノーベルさんの利息のみでまかなわれているのですね。そんなに預金

しているなんて、恐ろしい子！

　ちなみに今回は、ノーベル物理学賞を３人、ノーベル化学賞を１人、日本名のかたが受賞しました。南部

さんはアメリカ国籍とのことですで、こういう表記にしておきます。

　そして、ノーベル賞おめでとう記念でなぜか、クラゲで有名な「鶴岡市立加茂水族館」を紹介する流れ

に。ノーベル化学賞を受賞した下村さんは、オワンクラゲから光るタンパク質を発見したのが受賞の理由

だからということで。

　ここの水族館では、いろんな種類のクラゲを見られるその名も「クラネタリウム」があるそうです。展示

しているクラゲの種類は世界一！それはすごい。しかもクラゲレストランまであるらしい。・・・それは

別にいいやｗ

　あれ、なんだか今回は短かったですね。ノーベル賞というよりもクラゲ祭りでしたし。まあ面白かった

からいいか。



2008.12.12 「軍艦島」

　今日の「トロ・ステーション」は、軍艦島の話題です。

　この島の話も以前から出ていたようで、軍艦みたいに見える無人島を軍艦島と呼んでいるらしいです。

長崎市にあるみたいなのですが、写真を見ると本当に軍艦っぽい！これは行ってみたいですね。廃墟好き

としては。サイレンのモデルになっている島だそうで。今はまだ上陸禁止ですが、観光地としての価値を

認められ、ただいま整備中で、来年の春には上陸できるようになるとか。楽しみですねー。

　というわけで、まずは基礎知識から。かつては世界最高の人口密度を誇ったそうです。東京の 10倍もの

人口密度があったそうですが、日本で初めて７階建ての鉄筋コンクリートのアパートがつくられたおかげ

で、そう暮らしにくくはなかったと。

　ただし、エレベーターがないうえ、島全体も起伏にとんでいて大変。そのなかでも最も賑わっていたの

が地獄段と呼ばれる石段で、廃材などをリサイクルしてつくられていたらしいです。当時からエコってた

のですね。

　そんな立派なアパートなのに、社宅なので家賃は安く、住んでいる人たちはみんな三種の神器をあたり

まえに持っていたそうな。戦争中もこの島だけは別世界で、石炭はそれだけ重要視されていたと。

　しかも島のなかに閉じこもっていても充分に楽しめるレジャー施設 (笑)が充実しており、なかでもいち

ばん人気があったのは映画館。なにがあっても映画のフィルムだけは荷揚げされていたと言うから驚きで

す。

　で、なぜクロがこんなに詳しかったかというと、ＤＶＤを見たからなのですね。このＤＶＤはちょっと

ほしいなぁ。値段が高いのが気になるけれど・・・。



2008.12.13 「護身術入門」

　今日の「トロ・ステーション」は、キャプテン・サワダの護身術入門です。・・・誰？ｗ

　ほほう、ハリウッド映画のストリートファイターで活躍していた方ですか。映画ではガイルの右腕とし

て活躍したのだそうです。てか、主人公がガイルなんですね (笑)。そっちのほうに驚いた。あー、そうい

えばガイルってアメリカ人でしたっけ。

　実写の映画が今度はゲイムになって発売もされているそうで。面白いですね。ゲイムでのキャプテンは

「獄殺自爆陣」や「カミカゼアタック」で大活躍だったとか。自爆でカミカゼですかｗつっこみどころが満

載ですね・・・。バンザイしながら敵につっこんでいく姿が印象的だったと。テラシュール。

　さて、本題の護身術入門。その１。暴漢にそもそも狙われない方法。視線をふらふらさせずにまっすぐ

に見て、自信を持って歩くとよい。それでも目をつけられてしまったら、しっかり相手の目を見て視線を

外さないことが大事。（キャプテンの場合はそのあと戦闘モードに移行して悪者を退治しますが、よい子は

真似してはいけないそうです）

　その２。海外では、時間を聞いてその隙に襲ってくるという手口がよくあるので、そのときの対処法。時

計を見せてあげるときに、身体の横で視線を合わせたまま、かつ、腕時計をしていないほうの手ではパンチ

の準備をしておくのが大事。

　その３。実戦でも使える防御法。防御で退治なのは、人間の急所であるあごをガードすること。そのと

き、脇腹に肘をくっつけてがっちりしめること。そしてスタンスは狭くする！

　その４。手首を掴まれたときの対処法。とっさに後ろに引いてしまう人が多いが、それはＮＧ。むしろ

相手の懐に入りこんで相手の手首を殺してしまえ！つかまれた自分の手を内側に捻ると、自然に外れてし

まうらしいです。おおー。（キャプテンの場合は最後に掌底でのトドメが入ります。よい子は真似を (ry）

　このあとキャプテンが回し蹴りを披露してくれて、トロとクロが褒めちぎったら機嫌をよくし、むやみ

やたらな笑顔に (笑)。これは面白いというか、かなりノリのいい人なのですね。

　その５。かっこいい回し蹴りはどうすればできるのか。軸足をぶらさずに、腰の回転で蹴り上げるのが

ポイント。キャプテンの場合はヘリコプターのプロペラの上に乗って技を磨いたそうです。よい子は (ry　

ちなみに、ガイルには散々とめられたそうですよ (笑)。

　このあとは新作映画の話なんかもありましたが、内容が問題視されて公開延期しているそうでｗジャッ

キーが出ているのに、意外ですねぇ。無事に公開されるといいのですが。

　それにしても今日のは面白かった！キャプテンのファンになりそうですｗ





2008.12.14 「ストローアート」

　今日の「トロ・ステーション」は、ストローアートの世界です。

　ストローアート、写真でたくさん紹介されているのですが、本当にすごいですね！かなりリアルで、ここ

まで細かくつくれるとは驚きです。しかもこれをストローとハサミだけでつくっているとは（ノリやテー

プは使わないそうです）。

　初級編としてトロがグラスマーカーとして使える鳥を作ったのですが、ＰＳＰの画面ではちょっと小さ

すぎてよくわかりませんでした。残念ながら・・・。そのあと今度は上級編のストローフィッシュを紹介し

たのですが、用意するものの量からして全然違うのが笑えました。しかし基本はストローとハサミなので

すね。

　機会があったらチャレンジしてみたいものです。



2008.12.15 「クリスマスには、おもちゃを！」

　今日の「トロ・ステーション」は、いろんなおもちゃの紹介です。

　トロとクロ、今日はサンタのかわりにプレゼントを選ぶ企画。

　まずひとつ目は、Ｇｕｎ　Ｏ’ｃｌｏｃｋ。話題になってテレビなどでも紹介されていたので、知ってい

る方も多いと思います。何回か命中させないとアラームがとまらないアレです (笑)。

　続いて、ふとまきまっきー。これは海外でも評価が高いそうですね。同じくテレビで見ましたよ。いろ

んな飾り巻きが簡単にできるのは魅力ですね。

　最後は遊歩計の宇宙戦艦ヤマト。簡単にいえば万歩計ですね。歩いてイスカンダルへ行くという壮大な

計画 (笑)。しかし実際のイスカンダルまでの距離は遠すぎるので、自分で設定できる仕様だそうで。ほん

と、いいんだかわるいんだかですね。いっそ実際のイスカンダルまでの距離をどうにかして踏破してほし

かった（無茶振り）。

　ちなみに同じシリーズで、母をたずねて三千里もあるそうで。その副タイトル（？）が「お母さんに会う

まで僕は絶対にあきらめない!!」・・・なにこれ最初から泣けるｗかなり笑いました。



2008.12.16 「キンボール」

　今日の「トロ・ステーション」は、新しいスポーツであるキンボールの紹介です。初めて聞きました。

　いきなりスポーツをやっているトロクロ。野球でもサッカーでもなく、今はオムニキン！だそうで。こ

こでリッキーが呆れ顔で登場ｗ

　キンボールというのはカナダから伝わってきたスポーツで、大きさ 122センチ、重さが１キロもある大

きなボールを使うものらしいです。バレーのようにレシーブしながら戦うと・・・写真を見ると３人くらい

で手を組んでレシーブしているように見えます。１チームが４人で、試合は３チーム同時に行うそうです。

　簡単なルール説明をすると、ピンク・ブラック・グレーの３チームで、じゃんけんをして勝ったチームが

ヒット（サーブ）権を得る。他のチームはコート内で守備。ヒットチームはヒッター以外のメンバーでボー

ルを支える。

　続いて、ヒットチームの１名が「オムニキン」と言い、そのあとにレシーブチームの色を大声でコールし

てからヒット！言われた色のチームは必ずレシーブしなければならない。レシーブが成功したら自チーム

以外の色を指定してコール、ヒットとくり返していくそうで。レシーブまたはヒットに失敗すると、失敗

したチーム以外の２チームに１点ずつ加算されるという仕組みです。

　これ、ボールが大きい時点でとても楽しそうな感じ (笑)。おかあさんと一緒でも大きな風船のところに

子どもが集まるじゃないですか？あんなイメージがｗ



2008.12.17 「動物の世界」

　今日の「トロ・ステーション」は、知られざる動物の世界を紹介しました。

　いきなり動物クイズ。次のような特徴を持つ動物は？

1.身長の５倍高く飛べる

2.時速 50キロで走る

3.10万Ｈｚの高音を聞き分けられる（人は２万Ｈｚ）

4.人の数万倍の嗅覚を持つ

5.爪を自由に出し入れできる

6.身体の動きに合わせて内臓の位置を変えられる

　なんとなく、一瞬カンガルーかと思ったけど、冷静になると違う気がするな。チーターとかそっち系？

トロが「ウォーズマン」と答えたのに笑いました。確かにウォーズマンの爪（かぎ爪）は目立つが (笑)。

ウォーズマンがわからない世代の子も結構見ていそうな気がします。

　そして選択肢が出たのですが、パンダかチンパンジーかネコか愚地独歩か・・・パンダって意外と目つき

が鋭くて凶暴なことしか知りません。無難な答えを言うとネコなんですけどね。お、当たりました！

　続いて、地上でいちばん大きな動物・象の話。あの長い鼻は、上唇も一緒になっているそうです。全部筋

肉で、５～９リットルの水を吸い上げられたり、針をも掴めたりと実に器用。象の耳はうちわとしても使

えるそうで (笑)。熱い場所にいるのでそうやって風を身体に当てているらしい。さらに象の歯は 2.5キロ

もあって、古い歯が前にスライドして５回も生え替わるとかｗ

　そんな象と比較されるかわいそうな子はカバさんです。なんと、人を襲って殺す例が野生動物の中で最

も多いそうで。怖っ。きっと動きがスローリーだし草食だと思っているから近づく人が多いのでしょう

ね・・・。みなさんジャングルに行くときはお気をつけて。

　カバの補足情報。３トンを超える身体を持ちながら、走る速さは時速 40～50キロですって！そして獲物

を噛み砕く口は 150度まで開く！長さ 70センチもある下あごの犬歯は最強らしいですｗちなみに、カバが

水の中にいるのは乾燥肌だからだそうで (笑)。いいオチだ。ピンクの汗をかくのもかわいげですかね。

　そんなカバは、実はクジラと同じ仲間なんですね。へえ、適当に選んだら当たりましたが驚きました

(笑)。

　その繋がりで、次はクジラ。しかも、最も大きいシロナガスクジラです。体長は 33 メートル、体重は

130トンもあるとか。心臓だけでも 450キロあるというｗ恐ろしや・・・。生まれた時点で大きさ７メー

トルに体重 2000キロだというのだからさらにすごい。低音のハスキーボイスは、ハワイからアラスカまで

届くらしいですよ。そして生涯のライバルはダイオウイカ(笑)。



　というわけで、ダイオウイカの話題へ。体長は 20メートル以上になるものもいるそうです。マッコウク

ジラと激しい戦いを繰り広げることがあるとか。

　ホッキョクタテガミクラゲというクラゲは、直径２メートルほどの巨大クラゲで、なんと長さ 40メート

ルの触手を 1200 本も持っているそうです。触手プレイがし放題ですね。それを広げて巨大な毒網をつく

り、海の生物を一網打尽にするとか！げに恐ろしや。

　最後に、トロステメンバーの特徴をおさらい (笑)。カエルは胃袋を取り出して自分で洗うことができる

種類がいるそうです。ウサギは本気を出すと時速 80 キロで走れるとか、犬は嗅覚が人の 100 万倍以上と

か。ロボットのスズキはなんでもできそうで終わりましたｗ



2008.12.18 「DISSIDIA FINAL FANTASY」

　今日の「トロ・ステーション」は、DISSIDIA FINAL FANTASYの宣伝です。って、ＡＴＯＫの省入力す

ごい、一発で出ました (笑)。

　ＦＦは 10しかやっていないカズイさんはいまいち話についていけないのですが、今までの主人公たちが

一堂に会して世界を救うらしいですね！ドラマチック・プログレッシブ・アクションなんだそうです。

　攻撃方法は、ＨＰを減らすＨＰ攻撃と、ＨＰは減らないけど貯めてから攻撃すると威力があがるブレイ

ブ攻撃の２種類。一気にＨＰを削ることが可能だけど、ブレイブ攻撃の間にＨＰ攻撃をしてしまうと（さ

れてしまうと？）リセットされるとか。

　そしてもうひとつの目玉がＥＸバースト。相手に攻撃をヒットされるとだんだん貯まっていくＥＸゲー

ジをＭＡＸまで貯めると、各キャラクターの大技を出せるらしいです。ほほう。

　・・・なんだかローテンションですみません (笑)。メジャーなものは自分がやらなくてもやる人がたく

さんいて、かつダメ出しをする人もたくさんいるので、あえて自分がやる必要もないかなーと思ってしま

うたちなのでしたｗ

　そうそう、ＰＳＰ版初のアップデートが来ましたよ。食べものなどは週末にでもまとめて食べさせてみ

ようと思います (笑)。ミニゲイムもどっちもＤＬしてみました。わくわく。



2008.12.19 「わかったつもり？偉人伝・平賀源内」

　今日の「トロ・ステーション」は、「わかったつもり？偉人伝・平賀源内」です。

　平賀源内は、エレキテルを発明した人ではなく、修理した人なんだそうで。へぇ。そういえば、大神に出

てきた発明家のモデルはこの人ですっけ。あのイベントはあんまりちゃんとやらなかったので記憶が曖昧

ですｗ

　でもまあ発明家であることは本当で、火打ち石と鉄を使ってライター的なものをつくったり、歩数計を

つくったりした、と。

　で、偉人伝その１。平賀源内は、いろんな肩書きを持つ男である。いろんなことを勉強していたらしく、

医者・画家・陶芸家・脚本家のほか、鉱山開発を手がけたり、羊を飼って毛皮で織物をつくったりしていた

そうです。多才すぎるｗ

　偉人伝その２。平賀源内は、日本初の博覧会をプロデュースした。全国の薬草を集めた「東都薬品会」と

いう物産博覧会が、源内さんのアイディアで開かれたそうで。それがターヘルアナトミアと一体どんな関

係が？ (カズイさんは社会の時間に覚えたこの原題がずっと忘れられないでいますｗ)と思ったら、この翻

訳をした杉田玄白さんたちが挿絵が決まらず悩んでいたところに、源内さんが挿絵を描いた小田野さんを

紹介してあげたということらしいです。それだけ源内さんは交友関係が広かったのですね。

　偉人伝その３。平賀源内は、破魔矢を考えた。最初は一ヶ所の神社のお店で売られていた矢を見た源内

さんが、「それを魔除けにしたほうがいいんじゃないか？」とプロデュースしたのが始まりだそうで。源内

さん、プロデューサーの才能がありそうですね。ちなみに土用の丑の日も、源内さんがうなぎ屋さんに頼

まれて考えたものだと言われているそうです。それが現代まで残っているのだから恐ろしい！

クロ「源内Ｐと呼んであげたい」

　クロもニコ厨ですか (笑)。



2008.12.20 「四神の話」

　今日の「トロ・ステーション」は、四神の話です。

　日本でも、四神はいろんな漫画やゲイムで使われているのでおなじみですよね。朱雀七星とか言い出す

とふしぎ遊戯って感じですが (笑)。では、それぞれの説明を。

　まずは白虎。西を守護している神獣で、白くて細長い身体をした虎の姿をしているそうで。虎が 500歳

を超えると白虎になるとか言われているんだとか。そこまでいったら確かに虎じゃないですね。ちなみに

対応しているものは方角と色以外にもいろいろあって、季節は秋、環境は大きな道、臓器は肺、食べものは

辛いもの、らしいです。臓器ってなんだろう (笑)。なぜ臓器を対応させる必要が。。。

　続いて青龍。東を守護している神獣で、青い龍の姿をしているそうです。ただし昔の青なので、今で言

うと緑。対応しているものは、季節は春、環境は川、臓器は肝臓、食べものはすっぱいもの。ここでクロの

「東方を守護せよってことは段幕なんてなんのその・・・」というニコ厨らしい発言がｗ

　次は朱雀。南を守護している神獣で、赤い鳥の姿をしているそうです。対応しているものは、季節は夏、

環境は拓けた土地、または湖沼、臓器は心臓、食べものは苦いもの。クロはどんな話でもお姉ちゃんに繋げ

るんですねｗ

　最後に玄武。北を守護している神獣で、ヘビが絡みついた亀の姿をしているそうです。（複雑だｗ）対応

しているものは、季節は冬、環境は山や丘、臓器は腎臓、食べものは塩辛いもの。辛いものと塩辛いもので

分かれているのか。

　それぞれの神獣に対応している方角と環境を満たした土地を、四神相応と呼ぶそうです。四神の存在に

最もふさわしい場所と言われているとか。かの平安京は、それはそれは理想的な都だったと (笑)。ここで

またクロが「エイリアンに襲われたり・・・」あ、なんかそんなゲイムがありましたねｗ



2008.12.21 「インフルエンザにご用心！」

　今日の「トロ・ステーション」は、インフルエンザの話です。

　クロが風邪っぽいそうです。ということで、ドクトル・クロによるインフルエンザのお話。

　インフルエンザはエボラ出血熱やコレラ、ＨＩＶなどと並んで、法律の定める「五類感染症」の一つとさ

れているそうな。インフルエンザは検査薬があるので 30分くらいですぐ結果がわかるらしいですよ。

　で、クロが提唱するインフルエンザ予防法をまとめてみると、「人混みをさける」「家に帰ったら手洗いと

うがいをする」「外出時にはマスクをつける」「室内でも乾燥を防ぎ、定期的に空気を入れ換える」「規則正

しい生活とバランスの良い食事を心がける」「インフルエンザワクチンの予防接種を受ける」これくらいで

すね。

　みなさんも風邪やインフルエンザにはお気をつけて。そういうカズイさんはここ数日持病の頭痛で死ん

でいましたがｗ



2008.12.22 「クリスマス風節約ディナー」

　今日の「トロ・ステーション」は、クリスマス風節約ディナーについてです。

　クロがトロのために、節約料理をクリスマス風にアレンジ！しかもほとんど 100均でそろえたと言うか

ら驚きです。そして唐突に始まる「クロの節約クッキング」コーナーｗ

　クロ曰く、節約料理の王さまは鶏胸肉だそうで。安いのか。１品めはそんな鶏胸肉を使ったトマト煮で

す。工程も少なくて簡単そうなのがいいですね。最低 30分煮こむとおいしくできるそうです。

　続いてカレーピラフ。なるほど、炊飯器で炊くのがポイントなのですねｗ炒めるのではなく。それは面

白いなぁ。

　続いてフライドポテト。工程は３つだけ。皮付きのままくし形に切り水気を拭き取る。冷たい油にひた

ひたに注ぐ。火にかけジャガイモに色がついたら塩を軽く振ってできあがり。簡単ですねー。

　最後にコーヒーゼリー。これも簡単で安いですね。クロすごいなｗ

　そして最後、もう１品の声に応えてビーフシチューが。ポイントは、牛すじ肉を使うこと。安いらしい

ですよ。しかしワインだけ高級なものを買っていたことがばれて怒られるクロワロタ。

　なんだかんだいっても仲のいい２匹が微笑ましいですね (笑)。



2008.12.23 「有馬記念」

　今日の「トロ・ステーション」は、有馬記念で夢が見たい！という叫びをお伝えしますｗ

　競馬に詳しくないトロのために、クロが有力な馬を教えてくれるそうです。

　まずはダイワスカーレット。これまで 11回走って必ず２着以内に入っているという強さ。

　続いてジャパンカップ優勝馬のスクリーンヒーロー。すごい名前ですねｗ名前というよりあだ名っぽい。

３着以内に入っている多さは期待が持てるようです。

　次はマツリダゴッホ。これもすごい名前。去年の有馬を制した馬ですね。１着が９回もあるとは。でも

同じくらい４着以下もあるのがかわいいですね (笑)。

　最後はクロのお気に入り、アルナスライン。クロ的には期待する理由があるみたいなんですが、カズイ

さんにはよくわかりませんでしたｗしかし強い馬であることには違いないらしいですね。

　さて、いよいよクロの予想です。作戦名「アフタークリスマス作戦」。今年の有馬記念が行われるのは

12/28。クロ曰く、これまでクリスマス後に行われた有馬では、必ず一番人気の馬が勝っているとのこと。

ほう、それは面白いデータですね。さらに、ＰＳ３ソフトのダービータイムを使えばかなり正確なシミュ

レーションのもとで予想ができそうです。クロ・・・そこまでして・・・(笑)。

　で、クロの予想は、３連単のＢＯＸ買いで１着はダイワスカーレット、２着３着はマツリダゴッホ、スク

リーンヒーロー、アルナスライン、エイシンデピュティだそうで。競馬やったことがないのでＢＯＸ買い

とか言われてもさっぱりわかりませんｗとりあえず当たるといいですねぇ。



2008.12.24 「24時間マラソン・ダイジェスト前半」

　今日の「トロ・ステーション」は、以前あったトロステ 24時間マラソンのダイジェスト前半です。やっ

ときたー。

　細かく記録していきますか。

【11月 15日（土）　ＰＭ 12：00　スタート：東京駅】

　最初のあいさつは、ＳＣＥの平井社長。しかし、クロのお気に入りは人事部の辰巳お姉さん・・・っ

て、ＳＣＥの新卒採用ページに出張トロステがあるらしく、それで共演している方だそうでｗそんなもの

が・・・。

【11月 15日（土）　ＰＭ 12：00　第１区：日本橋】

　最初のゲストはパタポン族のみなさん。マラソン中はプレゼント２択で、ほしい人が多い方が後日配信

とのことでしたが、小さなステッカーのほうが人気があったようですね。ＰＳＰ版ではどうせもらえない

のですが 。

【11月 15日（土）　ＰＭ 1：00　第２区：国技館】

　ここのゲストは広井王子さん。ＰＳ３とはなんの関係もないけど、誘ったら来てくれたそうで (笑)。い

い人や・・・。

【11月 15日（土）　ＰＭ 2：00　第３区：浅草】

　ここではラストガイよりストーカーゾンビさんが登場。クロはストライクゾーンの広さが自慢だそうで。

なんてどうでもいい話だｗあとからラストガイさんも出てきましたね。アンケート結果は身につけるもの

のほうが多かったようです。

【11月 15日（土）　ＰＭ 3：00　第４区：秋葉原】

　続いて日本一のキャラ、ブリニーが登場。クロ、むっちりでセクシーなお姉さんがいると言われてついて

いったのに、実際はひんぬーで高飛車なあの人がｗポスター投票はさすがにエトナの勝ちでした。そりゃ

そうか。

【11月 15日（土）　ＰＭ 4：00　第５区：東大赤門】

　ここではアフリカに登場する動物たちが放し飼い状態だったのですよねｗなんてデンジャーな。あとは

じんくんちゃんのふりをした偽トロクロが・・・あれは怖かった。

【11月 15日（土）　ＰＭ 5：00　第６区：日本武道館】

　ゲストは ebの浜村さんでした。なかなか面白い話が聞けたような？

【11月 15日（土）　ＰＭ 6：00　第７区：池袋】

　乙女ロードで登場したのは、ＢＡＳＡＲＡの真田幸村と猿飛佐助。いやあ、これも面白かったです。ノ



リがそのままでしたし (笑)。どっちのポスターがほしいか投票では、圧倒的に幸村でしたね。

【11月 15日（土）　ＰＭ 7：00　第８区：中野】

　ここではリトルビッグプラネットのリビッツさんが登場。クロが描いたひどい絵も見られましたｗ全ぱ

つ美女に笑いました (笑)。

【11月 15日（土）　ＰＭ 8：00　第９区：新宿】

　ここではコワイお兄さんに絡まれていたところを龍が如くの桐生さんに助けられました。ハードボイル

ドな感じでかっこよかったですね。アルタ前では名越Ｐもいたのですが、こちらもまたかっこよかったｗ

見た目と違ってノリがよかったですしね。

【11月 15日（土）　ＰＭ 9：00　第 10区：東京都庁前】

　ここではＭＨのリオレイアが登場。実際には喋らないのに無理やり喋らせていましたｗポスターはアイ

ルーのほうになったみたいですね。

【11月 15日（土）　ＰＭ 10：00　第 11区：新橋】

　ここではどこいつシリーズなどの音楽を手がけている三宅さんが登場。新しいＯＰ曲を作ってくれると

約束していましたね。次のアップデートでは聞けるかも？

【11月 15日（土）　ＰＭ 11：00　第 12区：東京タワー】

　かっこよく登場したのはＤＭＣのネロ。そしてダンテも登場。ここでは３択のプレゼントでしたが、キ

リエポスターが選ばれました。

　以上で前半はおしまい。後半は 31日配信だそうで。延ばしますね (笑)。



2008.12.25 「白騎士物語」

　今日の「トロ・ステーション」は、白騎士物語の宣伝です。

　またすごい場所で始まりましたねｗしかも寝ている・・・。ああ、なるほど、屋根の上でないと会話が

できないからですか (笑)。でも、マラソンのときこれに乗ってたような気がするのですが、違いましたっ

け？ｗ

　さて、今回はこのゲイムの主人公である白騎士・レナードの秘密に迫るらしいです。ヒロインやライバ

ルが紹介されて、いよいよゲイムの内容へ。

　バトルはフィールドを歩くモンスターを直接戦うリアルタイムバトル。スキルはポイントを消費して覚

える形なので、好きなスキルだけ覚えられるのかな？

　敵は当然白騎士並みに大きいやつも出てくるので、弱点を狙って、部位を絞って攻撃していくのがポイ

ントらしいです。ダメージが蓄積されると敵は弱っていくので、他の場所に攻撃が届くようになるんだと

か。このへんはワンダっぽいかな。

　あとはオンライン要素があるんですよね。大きな敵と戦うときに、協力するというのは本当に楽しそう

だと思います。

　もっとも、ＰＳ３は持っていないのでできないんですけどね！



2008.12.26 「ビール工場」

　今日の「トロ・ステーション」は、ビール工場へ行こう！です。

　今回はサッポロビールの千葉工場に行くようです。

　工場に赴いてまず見たのは、ビールの原料となる麦芽。見た目まずそうですが、食べてみると香ばしく

ておいしいらしいです。

　続いてホップ。ビールの苦み、香りをつくる原料。さわやかなにおいがするそうですが・・・どんなにお

いだろうか。カズイさん的にはビール飲めないのでさわやかじゃないのかもｗ

　工場では、昔のデザインの缶なども飾っているようです。昔はまだ飲み口がついていなくて、缶切りで

開けて飲む形だったとか。今じゃ唇とか切りそうで危ないですね。

　ビールを缶に詰めるのは当然機械が行いますが、１分間に 1500缶ほども詰められるそうです。

クロ「そのままオレっちの部屋まで流れていけばいいのに・・・」

　笑いました (笑)。ベルトコンベアーの気分しだいですかね・・・。ちなみにビンの方は１分間に 550本

詰められるんだとか。

　さて、最後にはお待ちかねの試飲コーナー。ビールのプロからのアドバイスも。

１.グラスは手全体で握らない。

２.背筋を伸ばして上唇で泡をおさえ、ぐいっと喉の奥で飲む！

　そしてビールの正しいつぎ方も。

１.グラスはまっすぐに置いて、一回目は勢いよくつぐ。

２.２回目はそこにゆっくりついで、しばらく待つ。

３.表面張力を利用して、泡に少しずつついでいく。

　基本はこうして３回にわけでつぐのがいいそうですが、時間がないときは、最初はしずかにゆっくりと、

次第に勢いをつけつつ泡がグラスの３割程度できあがったら、最後は静かに泡を持ちあげるようにゆっく

りとつぐといいそうです。



2008.12.27 「ディスガイア３」

　今日の「トロ・ステーション」は、ディスガイア３にトロ登場!?ということで、多分宣伝？

　冒頭からトロクロがいない！ウサギさんとプレネールさんが・・・。

　ディスガイア３、来月で発売一周年なのですね。そこでベスト版が登場して、お求めやすくなるのだと

か。そして、トロクロは、戦闘には参加できないものの本当に登場するらしいですｗ

　ここで、２匹がディスガイア３に登場するに至るまでの経緯説明が。まずラズベリルに出会い、クロ

の「ベリルかわいいよベリル」事件が発生（なんだそれｗ）。続いてロザリンドに会い、今度はクロの「う

ちゃっほう」が発動、逆鱗に触れる。次は魔王プリエに出会い、クロのＨＰが７億以上疑惑が持ち上がる

（すげー！）。24時間マラソンでエトナに会ったときは、ブリニー落としで爆発し、死亡説が囁かれたクロ。

そしてついに、今月 26日の第８回追加コンテンツで、トロクロが登場！

　ここから先の展開はカオス過ぎてｗぜひご自分の目でご確認下さい (笑)。



2008.12.28 「チェーンソーアート」

　今日の「トロ・ステーション」は、チェーンソーを使って芸術品をつくっている梶谷哲也さんの特集です。

　アメリカやカナダではもともと行われていたチェーンソーアート。林業をやっていた梶谷さんはチェー

ンソーも持っているしやってみたいなぁと思っていたら、本場の方に教えてもらう機会を得てやり方を覚

えたそうです。仕事で出た切り株を利用して、練習したんだとか。

　梶谷さんはこれまでに５年で 300体以上のアート作品をつくったそうで。１週間に１体以上つくってい

る計算に！すごい、ハイペースですねぇ。で、今回もクロが頼んで作品を作ってもらったそうです。つくっ

てもらったのはトロでしたが、顔の輪郭が少し違うのが気になりますね (笑)。それ以外は完璧っぽいんで

すが。惜しいー。

　チェーンソーアート教室なども行われているようなので、興味のある方はチャレンジしてみてはどうで

しょうか！



2008.12.29 「アメリカン・ジョーク」

　今日の「トロ・ステーション」は、年忘れアメリカン・ジョークです。さ、寒そうｗ

　これまでに何度もやっているんですね (笑)。どれ、クロのお手並み拝見と行きましょうか。

　アメリカン・ジョークその１。

ＴＯＲＯ：ねえねえ、おばあちゃん。雷って電気なんだってね～。

ＫＵＲＯ：ウソをおっしゃい。ランプを使ってた時代からありますよ！

　・・・え？これどこで笑うの？ｗ

　アメリカン・ジョークその２。

ＴＯＲＯ：ねえねえ、お母さん。アメリカって遠いの？

ＫＵＲＯ：いいから黙って泳ぎなさい！

　うーんｗ

　アメリカン・ジョークその３。

ＴＯＲＯ：トニーさんこんにちわ！お家が火事になったって聞いたけど・・・大丈夫なのニャ？

ＫＵＲＯ：そのコトならなんの心配もないみャ。また新しくダンボールを拾ってくるから。

　てっきり「うちはいつでも火の車さ！」っていうのかと・・・日本じゃないから無理かｗ

　アメリカン・ジョークその４。

ＴＯＲＯ：ハローハロー、クロさーん。キミは日本語ができると聞いたんだけど・・・本当ですかニャ？

ＫＵＲＯ：いやいや、そんな大したものじゃないですよ。せいぜい日本人に日本語を教えられるレベルの

話です。

　それすごいからｗ

　アメリカン・ジョークその５（何個あるんだｗ）。

ＴＯＲＯ：トロはランプの魔神ですニャ。願い事を３つまでかなえてしんぜよう～！

ＫＵＲＯ：えーと、じゃあ・・・今日はめちゃくちゃ寒いから、オレっちが温まるだけのお湯をくれ！キレ

イなおネーさんたちとお近づきになりたい！そんでもって「きゃ～、かわいい 」とか言われてモテまくり



たいみャ

ＴＯＲＯ：それじゃあ・・・ネコ足のバスタブなんていかがですかニャ？

　トロクロ専用ネタですかｗ

　いやあ、ふたりがノリノリなのが見ていて楽しかったですね (笑)。



2008.12.30 「姫電」

　今日の「トロ・ステーション」は、姫電をつくりたいっ！です。なんだろう姫電って。

　今日はクロがお休みで、かわりにピエール（犬）が来ました。そして一緒に姫電について調べることに。

　その前に、デコ電について。かわいくデコレーションした携帯電話のことだそうで。あー、そういうネー

ミングができていたのですね。姫電はデコ電が進化したものらしいのだけど・・・姫っぽくデコレーショ

ンしたものなのでしょうか？ｗ今年の流行語大賞にノミネートされていたらしいです。ほう。

　そこで姫電を探しに 109に行ったのですが・・・店のピンク具合に笑いました。どんだけピンクが好き

なのですか、若い娘子どもは・・・。そしてまずはデコ電がお目見え。パーツつきすぎててふきました。こ

れは使うたびに落ちそうなのですが、大丈夫なのですかね。

　そしてついに姫電が！　！！！！！　ちょ、これ本当に電話ですか？ものすごく使いづらそうだししま

いにくそうなのですがｗしかしトロとピエールはあっさり乗せられて、ピエールのケータイを姫電にする

ことに。材料を買い込んでいざ！

　姫電をつくるときはまず周りからやっていくといいそうです。ふたりはリボンで囲むところからやって

いましたね。あとは買ってきた大きめのパーツを貼り付けていくだけで、あっという間にできました。ジュ

ンの電話は無視したけどｗ

　しかし邪魔そうだな・・・。



2008.12.31 「24時間マラソン・ダイジェスト後半」

　今日の「トロ・ステーション」は、トロステ 24時間マラソン・ダイジェスト後半です。

　というわけで、ダイジェスト後半です。去年のうちにＵＰできなくてすみません (笑)。

【11月 16日（日）　ＡＭ 0：00　第 13区：六本木】

　ゲストは上田文人さん！実はこの回がいちばん見たかったのです。次回作について聞きたかったですか

らね。上田さんのサインは本当にかわいかったなぁ。

【11月 16日（日）　ＡＭ 1：00　第 14区：都内某所の墓地】

　 SIRENより屍人さんたちが来ていました。あの回は神がかって怖かったですねほんとｗクロですら泣い

ていましたから・・・。

【11月 16日（日）　ＡＭ 2：00　第 15区：渋谷】

　この回のゲストは、ミク・レン・リン。完全なるクロ枠でした。ポスターの結果はやはり大きい方でした

ね。

【11月 16日（日）　ＡＭ 3：00　第 16区：品川】

　 16区なので、16連射の高橋名人が、広井さん同様に意味もなく出演 (笑)。しかしノリノリでかな～り

おかしかったです。16連射のスイカ割りはすごすぎる。このゲストたちは、トロクロが会いたい人を書い

て、その中から選んだそうです。ほう。

【11月 16日（日）　ＡＭ 4：00　第 17区：レインボーブリッジ】

　この回はスペランカー先生が来たんですよね。今のバージョンはあんまりかっこよくないですが、ドッ

ト絵の先生はやはり最高です。あと高は車さんの４コマバージョンｗ

【11月 16日（日）　ＡＭ 5：00　第 18区：お台場】

　ここでは 30周年を迎えたスペースインベーダーから、インベーダーさんたちがやってきました。クロは

ずっと寝ていたのでなにもしらないのですが (笑)。なんと、使われていた効果音はタイトーから借りた本

物だそうで。すごいですねぇ。ちなみに、インベーダーさんにさらわれたクロを助けたのは、ニッポンの

あそこでのナビッチュさんでした。

【11月 16日（日）　ＡＭ 6：00　第 19区：東京ビッグサイト】

　ここもクロ枠。戦場のヴァルキュリアよりイーディさんが登場。今年の春にはアニメ化するんです

ねぇ。・・・すみません、興味なくてｗポスターは無事にイーディさんになったようですね。

【11月 16日（日）　ＡＭ 7：00　第 20区：築地】

　せっかく築地にいったのに、市場は休みでがっくり。ゲストは勇なまから魔王が来ていました。



【11月 16日（日）　ＡＭ 8：00　第 21区：銀座】

　ここのゲストはサウンドクリエーターの崎元仁さん。真面目な人柄ゆえ、トロクロのくだらない質問に

も丁寧に答えてくれたそうで、編集が大変だったとか (笑)。トロステへの曲提供は大人の事情でとめられ

たそうですｗ

【11月 16日（日）　ＡＭ 9：00　第 22区：国会議事堂】

　ここではみんゴル５のナツミさんとジャスミンさんが登場。みんゴル×まいいつ祭りのプロモをみまし

た。まあＰＳＰ組にはそんなに関係ないのですけどね。

【11月 16日（日）　ＡＭ 10：00　第 23区：国道 246号】

　ここではレベル５の日野さんが登場。こちらも相当ノリノリで面白かったです。枠からはみ出るような

ポーズなど、見所満載で (笑)。日野さんて本当にすごい人だなぁと改めて思いました。有言実行なところ

は見習いたいですね。

【11月 16日（日）　ＡＭ 11：00　第 24区：ＳＣＥ　ＴＫビル】

　最後はロコロコさんたちと一緒に曲にのりつつノリノリでゴール！ＳＣＥのみなさんに迎えられ、トロ

クロも嬉しそうでしたね。横断幕などもガチで手づくりらしいです。

　今年の分（ということにしておいてくださいｗ）は以上でした～。また来年！



2009.01.01 「2009年お願いテレビさん」

　今日の「トロ・ステーション」は、2009 年お願いテレビさんです。タイトルだけではなんのことや

ら・・・。

　あけましておめでとうございます！ということで、毎度変わらずトロステの紹介を。

クロ「れいむもかがみんもいない神社に用はないみャ！」

　いきなりクロの名言が飛び出しましたｗちょっと落ちつけ。

　ここで初詣の仕方を紹介。神社によっては違う場合もありますが、基本は二拝二拍手一拝で、鈴を鳴ら

してからお賽銭を投入、２回深くお辞儀し、２回手を打ち、最後にもう１回お辞儀すればＯＫだそうです。

　そうそう、ＰＳＰ版のまいいつが始まったときに行われたアンケートの結果が発表されました。それに

よると、やはりゲイムネタを扱ってほしいという声がいちばん大きいのですね。トロステ自体がゲイムで

すし、あたりまえといえばあたりまえなのですが。あとカズイさんも投票したクロ枠が意外と人気でした

(笑)。もっとも、カズイさんはＰＣの画面に映してやっていたら文字が潰れて全然ほかの選択肢が見えな

かったので、かろうじて読めたクロ枠を選んだわけですがｗ

　そして、今年の内容についてのアンケートが新たに行われました。ＰＳＰでも部屋の模様替えができる

ようになってほしいですが、そういう選択肢はありませんでした orz　残念です。

　あと最後におみくじが。大吉だったのですが、みんなそうなのでしょうかね (笑)。



2009.01.02 「おせち料理」

　今日の「トロ・ステーション」は、おせち作っちゃったです。作ったのはどちらだろう・・・。

　クロがおせち料理を頼み忘れたので、作ってしまおう、ということでしたね。おせち料理、あまりおいし

いと思えないので興味がなかったのですが (笑)、ちゃんと決まりがあるんですねぇ。食材にもそれぞれ意

味があるとか。

　黒豆は、一年中まめ (よく)働き、まめ (健康)に暮らせるように。数の子は子だくさん、田作りは稲の豊

作、海老は腰が曲がるまでと長寿祈願、昆布巻きはよろこぶの語呂合わせ、きんとんは金団と書き見た目と

色合いから富を得る縁起物、鯛の焼き物はそのまんまめでたいの語呂合わせ。

　ここで、ジュン・ピエール・スズキ・リッキーがおせちの具を持って登場。なんかみんなあやしいものば

かりな気がするのですがｗ大丈夫か・・・。そして最後に帰ってきたクロが、あいている場所に詰めて完

成。

　できあがりは――

クロ「新年早々カオスが降臨したみャ」

　まさにそんな感じでした。フランスパンが刺さってるとかｗ内訳は、トロが中トロ、ジュンがインスタ

ントラーメン、ピエールがフランスパン、スズキは今川焼き、リッキーは伊達巻き（プロテイン入り！）、

最後にクロが入れたのは酒。ちょ、ストレートすぎ！月面基地の人たちも大変ですね・・・。



2009.01.03 「世界のお正月」

　今日の「トロ・ステーション」は、世界のお正月です。

　というわけで、世界のお正月について。日本ではグレゴリオ暦（太陽暦）にそっているのですが、お隣中

国では太陰太陽暦にそっており、それによるとお正月は我々の１月後半～２月中旬頃になるそうです。幅

が広いですねぇ。そして中国では、年越しそばならぬ年越し餃子を食べるそうです。「財をなす」と言って

縁起のいい食べものらしいですよ。

　また、イスラム圏では１年が 354日（！）なので、１月１日がいつくるのかは固定ではないそうです。去

年は２回あったとか。

　タイでは４月 13日～15日が祝日・ソンクラーンとして定められていて、街の至る所で水を掛けあいが

行われるそうです。

　インドでは、毎年 10月下旬～11月上旬頃のカールティック月（ヒンドゥー暦における７番目の月）の新

月の夜から２日間に渡ってディワリが行われ、それが正月と言われているらしいです。ただ、本当の正月

も正月として祝うので、正月が４回ある国と言われているそうな。

　アメリカは日本と同じ日ですが、カウントダウンしたあとはフットボールを見るために家に引きこもる

そうです (笑)。国民的スポーツなのですね。

　他、正月よりもクリスマスの方が盛りあがるヨーロッパ圏でもいろいろとあるようで、フランスではガ

レット・デ・ロワというお菓子を食べないと始まらないとか。この中には小さな陶器の人形が入っていて、

それを引き当てた人は紙の王冠をかぶり１日王様・女王様になるそうです。

　どこの国でも正月は特別なものなのですね。



2009.01.04 「鏡もちの秘密」

　今日の「トロ・ステーション」は、鏡もちの秘密です。

　今回はクロが鏡もちの意味について聞いてきたそうですが、聞いてきた相手が魔術考証家の三輪清宗さ

ん。えっ、魔術的見地から見ちゃうんですか？ (笑)た、楽しそう・・・。しかもこの方、レンタルマギカ

の魔術考証を担当しているそうです。原作小説でもちゃんと考証のもと書かれていたとは、ちょっとびっ

くりしました。手が込んでいますねー。

　ではさっそく、鏡もちの秘密その１。鏡もちは神様の象徴である。鏡もちの形が「とぐろを巻いた白へ

び」を表しているとされているようです。祀ったあと鏡開きして食べるのは、神様の力をお裾分けしても

らうということで、１年を無病息災に過ごすためには大事なことなのだそうですよ。また、もちの形が丸

いことが大事なので、型の中に小さなお持ちがたくさん入っているタイプを選ぶ場合は中に入っているも

ちの形に気をつけましょうとのことでした。

　続いて、鏡もちの秘密その２。上にのっているみかんについて。もともとは橘という果物だったそうな

のですが、入手しづらいという理由でみかんに代わりました。が、みかんが選ばれたのにも当然理由があ

りまして。それが、「オレンジ色だけに代々繋がっていくように・・・」どう見てもダジャレです、本当に

ありがとうございました・・・。ちなみにみかんは葉っぱをつけたままがいいそうです。生きている証しな

ので。

　さらに、鏡もちの秘密その３。鏡もちとお年玉の関係。昔は鏡開きしたおもちをお客さんに配っていた

そうですが、時代の流れとともに小物やお菓子に代わり、最後におこづかいだけが残った、ということらし

いです。何故お年玉と呼ぶのかは、鏡もちに宿らせる神様の名前が「大歳神（おおとしがみ）」といい、も

ちを分けると言うことは大歳神の魂を分けると言うことで・・・ここまで来たら多くは語るまい。どう見て

もダジャレです、ほ (ry

　まあしかしながら、もちを配るという習慣自体は今も残っていて、上棟式のときにもちや小銭を撒いた

りするのも神様の力をお裾分けするということだそうです。

　それにしても、クロの三輪さんに対する態度が酷いですねｗ



2009.01.05 「アップデートのお知らせ」

　今日の「トロ・ステーション」は、アップデートのお知らせです。また？って思ったけど、きっとＰＳ３

版の方ですよね・・・。

　やはりｗＰＳ３版は１月下旬にアップデート予定ですが、ＰＳＰ版はもうしばらくお待ちくださいとの

ことでした 。

　では気を取りなおして、ＰＳ３版まいいつアップデートの紹介を。まず、ファッションショー追加機能

として、メッセージ送信機能、ニャバターがすぐ登場する機能が出るそうです。

　続いて、トロのコスプレ衣装としてモグラが登場します。なんて斜め上な選択なんだ・・・そしてミニゲ

イムはもちろんモグラ叩きです。でもトロをフルボッコにはできないそうなので、注意。

　あと恒例の庭おもちゃは、豆まき。トロが以前のフクセンを引きずって「ギョウザ！」と言ったのには

笑いました (笑)。ネタが細かいですねぇ。他、お庭アイテムとして電光掲示板や噴水ライオンなどが追加

されます。お部屋アイテムでは、メカロボットや学習机などが追加。ニャバターアイテムは各種制服です。

かわいいですねぇ。

　あとはシステム面も強化。もちものにものおき機能がついて、不要なアイテムをそこに預けておけるそ

うです。

　そしてメインディッシュ (笑)は、ゲイムセンターへ出かけることができるようになるということ。メダ

ルを購入して遊ぶそうです。うーん、コスプレゲイムを買うのとどっちがお得なのかｗあとはガチャガチャ

ですね。３種類のガチャがあって、全部中身は違うそうで。コレクター魂をこれでもかというほど狙って

いますね (笑)。シークレットはどう見ても 980円じゃないですかあれｗ

　あとは 10周年記念として、お庭カードコンテストがあるそうです。庭をカードにして競うのかな？ＰＳ

３版はいろんな要素があって羨ましいですね。



2009.01.06 「ご当地グルメ　新潟編」

　今日の「トロ・ステーション」は、ご当地グルメシリーズの新潟編です。

　記念すべき 20回目は、米所新潟県。というわけで、まずはお米を使った珍しい食べものから。

　「海老しんじょうバーガー」通称新潟バーガーといって、バンズにコシヒカリの米粉を使っているのだそ

うです。そのほかにもさまざまな基準があり、それをクリアしたいろんな新潟バーガーがあるのだとか。

　続いて、お正月には欠かせないという「のっぺ」。煮染めみたいなものですかね。のっぺい汁的なものは

全国にたくさんあるのですが、新潟では冷やして食べる風習があるそうで。面白いですね。

　次は越後の郷土料理「へぎそば」。へぎという器に盛られるのでへぎそばなんだそうです。繋ぎは布海苔

だそうですよ。珍しいですね、でもおいしそう。

　最後は、クロいわく「謎の料理」(笑)。決してイタリア料理ではない「イタリアン」だそうで。太麺の焼

きそばの上にトマトソースがかかった、洋風焼きそばですって。あれ、普通においしそうなのですが・・・

ｗしかも 50年前に生まれた歴史のある料理なんだそうですよ。

　新潟にいったらぜひイタリアンを食べてみようと思います (笑)。



2009.01.07 「紙のからくり!?」

　今日の「トロ・ステーション」は、紙のからくりについて。一体どんな話でしょう。また斜め上な予感が

ｗ

　うお、いきなり出てきた紙のからくり、これ面白いですね！あれですか、形状記憶合金みたいな (笑)。

潰してもすぐもとに戻るのがいいですね。略して「カミカラ」と言うそうで。つぶれる 12 面体の地球、

ちょっと欲しい。

　作った中村さん、自称カリスマペーパークラフターって・・・自称でカリスマと言ったらダメでしょう

(笑)。それだけで３流の香りがしてしまうのでもったいないですよねぇ。まあそんなこと気にしない人な

のでしょうけど。

　続いて紹介されたのは、歯車シリーズ。なのですが、ＰＳＰの写真じゃいまいちどうなっているのかよ

くわからなかったです・・・これは動画で見ないとすごさが伝わらない予感。紙が歯車として動いている

のは凄いのですが、動き自体がよくわからないと驚きも半減する感じで。

　次のイワトビペンギン爆弾はわかりやすくていいですね！これは欲しいな。ちゃんとぴょんと飛んで立

ちあがるのがかわいいです (笑)。あ、ロボット爆弾もいいですねぇ。カクカクしたフォルムなので、動物

よりも無機物のほうが自然に見えます。

　本が出ているんですね、ちょっと興味があるので、あとで見てみようと思います。



2009.01.08 「2009年これが絶対流行る！」

　今日の「トロ・ステーション」は、2009年これが絶対流行る！です。これクロ枠じゃないですよね？ｗ

　クロが眼鏡をしているんですが、もとが黒いのであまり見えませんね (笑)。そして紹介するのはやはり

クロなのか・・・。

　最初のアイテムは、バンダイのビールかけ全身シャンプー。ボトルにお湯を注いで振ると、アワアワに

なって出てくるみたいです。これは誰もが一度はやってみたかったシリーズの第３弾にあたるそうで、第

１弾はお札型の入浴剤バブリーバブルバス、第２弾はお札型のあぶらとり紙拭択油吉（名前に笑いました）。

こういう遊び心はいいですねぇ。

　続いてイチオシのゆるキャラ紹介。仙台・宮城デスティネーションキャンペーンのシンボルマーク・む

すび丸です。かなりシンプルですけど、確かにかわいいですね。見れば見るほど愛嬌があるようなｗ

　続いてスイーツ。ミスマッチに注目しクロが選んだのは、八戸前沖のサバップル。なんと、鯖を使った

アップルパイです。えー (笑)。でもおいしいらしいので、いつかチャレンジしてみたいですね。



2009.01.09 「お菓子の美術館」

　今日の「トロ・ステーション」は、お菓子の美術館についてです。おいしそうだな、見る前から。

　山梨にあるお菓子会社桔梗屋の本社工場に併設されているお菓子の美術館の紹介でした。またクロ、ひ

とりでこんなところに行ってｗ

　それにしても、写真で見ているだけではとてもお菓子とは思えない立体感で、すごいですねぇ。近寄る

と少しは甘い香りでもするのでしょうか。これほど細かくつくれるのは、いかにも日本人という感じがし

ます。

　また、桔梗屋さんではお菓子の美術館だけではなく、工場見学もできて、工場アウトレット（！）がある

そうで。つくりすぎてしまったお菓子や規格外のお菓子を格安で販売するばかりではなく、お菓子の詰め

放題 210円もやっていて、それが大変な人気だそうで。クロの心残りはこれだったのですね。確かに主婦

のような心残りですｗ



2009.01.10 「ラグビー」

　今日の「トロ・ステーション」は、ラグビーの面白さ教えます！ということで、ラグビーの魅力を紹介で

す。

　クロいわく、冬のスポーツといったらラグビー！だそうで。しかし確かに、「冬のスポーツといえば？」

と言われてすぐ出てくる人は少なそうだ。クロは、ラグビーの人気が落ちたのはラグビーのルールを知ら

ない人が多いからだと推測。そこで今回のトロステで、ラグビー観戦のポイントを教えてくれるそうです。

　ではまず基本的な部分から。試合時間は前後半 40分の計 80分。１チーム 15人で、ＦＷが８人、ＢＫが

７人。ボールを前にパスしてはならず、得点方法は相手のゴール領域にボールを置くか、ゴールポスト間

のバー上にボールを蹴り入れるか。

　ここでクロによる観戦ポイント。「自陣ゴール前で奮闘中」の場合は、前進できるように祈ってあげる。

　ここでトロが、「ごちゃっとした密集のときはなにを応援すればいいのか」と質問。あれにはボールを

手に持った状態でできた密集と、ボールが地面にある状態でできた密集があるそうで。攻撃側は前進した

い、防御側は進攻を防ぎたい＆ボールを奪いたいという感じで争っているそうです。しかし見ている分に

はやっぱりよくわからないのでしょうね (笑)。

　ラグビーのルールは頻繁にかわりより複雑になっているそうですが、これだけは覚えてほしいというルー

ルにオフサイドがあります。↑の密集しているところに、横や前から入ってしまうとそうなるようです。

　ここで観戦ポイントその２。密集状態になったら、力と力のぶつかり合いを楽しめ！そしてボールのゆ

くえに思いをはせろ！

　そしてもうひとつ重要な反則として、ノットリリースザボールというのがあるそうで。タックルを受け

て倒れたのにボールを放さないと、この反則になるそうです。えー、倒れたら絶対手放さないといけない

のか。しかしそこにもポイントがあるそうで、倒れてもすぐに味方にボールを渡せるように、敵に背を向

けて倒れるのだそうです。あ、そう言われるとボールまわしが楽しくなってくるかも。

　ここで観戦ポイントその３。ＢＫによる攻撃が開始されたら、華麗な連続パスを見逃すな！

　なるほど、確かに前よりはラグビーの見方がわかったような気がします。



2009.01.11 「塩スイーツ」

　今日の「トロ・ステーション」は、塩の日なので塩スイーツについてです。

　今日は塩の日。由来は、武田信玄が塩のルートを絶たれて困っていると聞いた信玄のライバル上杉謙信

が、信玄に塩を送ってあげたから、ということで。その塩が信玄に届いたのが１月 11日だったそうです。

ちなみにこの出来事が、「敵に塩を送る」という言葉の語源になっているそうな。あー、なるほど。今の感

覚で言ったら塩なんてそんなもらって嬉しいものでもないけど、当時にしてみたらそういうことなのです

もんね。

　そういうわけで、今回は塩スイーツ特集。塩キャラメルなどブームが来る前から塩スイーツを作ってい

たえんふぁん。さんのスイーツを紹介。

　まずは塩落雁。あましおっぽい不思議な感覚が味わえそうですね。あと塩ブッセにも挑戦してみたよう

で。最初はあまり売れなかったものの、テレビで取りあげられたとたんに注文が殺到！その直後に塩スイー

ツブームが来て、無事に売れ線にのりましたとさ。

　その後えんふぁん。さんはさらに塩スイーツを楽しんでもらおうと新商品を開発しまくり。塩ロール

ケーキを始め、塩キャラメルプリンの釜プリン、塩ジェラートアイス、めちゃ長い塩モンブランなどなど。

写真で見る限りではどれもおいしそうでした。見た目も重要な要素ですからね！

　開発は、商品そのものは大きく失敗することはなかったものの、やはり塩加減が大変で調整が難しかっ

たそうです。多くのモニターに手伝ってもらって味を決めているのだとか。賢い方法だと思いますね。機

会があったら食べてみたいところ。



2009.01.12 「トロステ経済劇場２」

　今日の「トロ・ステーション」は、トロステ経済劇場２です。

　いきなりピエールが登場し、金融用語を楽しく学んじゃおうということで、経済劇場が始まりましたｗ

また唐突ですな。

　今日はおなじみ「サブプライムローン」を。プライムとサブプライムの違いを、トロとクロの寸劇で紹

介。

　真面目な働き者・トロ太郎さんの場合は、小さな会社の社長であり、堅実に稼いでいるので、そういう人

のことを業界ではプライムというそうです。つまり、ローン返済の信頼度が高い優良な顧客のことですね。

　ちょっとだらしない人・クロ次郎さんの場合は、その日暮らしがあたりまえで公共料金すら滞納してい

るので、そういう人のことを業界ではサブプライムというそうです。こちらは低所得だったり延滞履歴が

あり信頼度が低い顧客のことですね。そんなサブプライムな人でもできるローンのことを、サブプライム

ローンと言ったわけです。

　で、いかにもお金返さなそうなクロ次郎さんでも借りられたのにはわけがありまして、それが米国住宅

バブル。住宅の価値が上昇していたのを背景に、低所得・低信用な人でもローンを利用することができた

そうです。つまり、支払い不能に陥ったら家を売ればいいという乱暴な考えですねｗしかしその後この住

宅バブルが崩壊し、回収できない事態に陥ってしまったのです。

　ただ、これだけならローン会社が困るだけでよかったのですが、証券化商品（ローンや債券を組みあわせ

た金融商品）として売り出してしまっていたので、「お金が支払われる約束」を購入した世界中の投資家や

銀行がえらいこっちゃになったわけですねぇ。

　そしてそうなると、銀行の貸し渋りや貸し剥がしが起こり、市場のお金がまわりづらくなる、と。なるほ

ど、これはわかりやすいいいニュースですね (笑)。クロ次郎は似合いすぎてなんとも言えないですｗ



2009.01.13 「魅惑のマタタビ」

　今日の「トロ・ステーション」は、魅惑のマタタビについて紹介します。そういえばネコですもんね・・・。

　マタタビって、ネコが好きなものというのはよく聞きますが、どんなものなのか実際にはよくわかりませ

んでした。写真を見てなるほど、と。夏には小さな白い花を咲かせるそうですね。で、秋には実がなると。

　また、マタタビの効果はネコ科の動物ならどれでも効くそうで、ライオンやトラもこれでヘブン状態に

なるんだとかｗまあでも効果は短く、どんなネコでも 10分で飽きるそうですが。なるほど。

　あと、マタタビと同じ効果を持つ植物には、キャットニップ（和名では犬薄荷）というものがあるそう

で。ネコなのか犬なのかはっきりしろって感じですね。キャットミントと呼ばれるものもあるけど、和名

はやはり犬薄荷なんだとかｗあとは品種改良される前のキウイにも同様の効果があるそうです。

　とまあネコ科の動物たちをヘヴン状態にさせるマタタビですが、人間が口にする分には身体にいいそう

で。マタタビ茶やマタタビの実（フリーズドライ）、マタタビ酒！いろいろありますね。

　最後はマタタビ茶を飲んだトロクロが寝てしまって終わりでしたｗ



2009.01.14 「わかったつもり？偉人伝・太宰治」

　今日の「トロ・ステーション」は、「わかったつもり？偉人伝・太宰治」です。超メロス！

　太宰治偉人伝その１。太宰さん、女性になりきる！もちろんトロが言うように女装をしたとかいうので

はなく (笑)、女性になりきって小説を書いたわけですね。「女生徒」では、女生徒になりきって作品を書い

たそうな。ちなみにこの「女生徒」を川端康成が絶賛していたそうです。

　太宰治偉人伝その２。芥川賞がものすご～く欲しかった！誰でも欲しいのはあたりまえですが、太宰さ

んのそれは常人の域を超えていて、審査員の先生方に芥川賞をくれるようお願いのお手紙まで書いていた

そうな。でも、欲しがった理由がお金のせいじゃないかって言われてるんですねｗ

　太宰治偉人伝その３。「走れメロス」の作者なのに、友人を置き去り！ (笑)友人の作家と熱海に行った際

に、手持ちのお金よりも豪遊してしまい、太宰さんは友人を人質にしてお金を借りるためひとりで東京に

戻ったそうです。面白すぎるｗしかも太宰さんはそのままお金を返さず遊んでいたそうな。

　最後にトロのまとめ。太宰さんは友人を置き去りにした「人間失格」!?うまいですね (笑)。



2009.01.15 「モーターストーム自動車学校」

　今日の「トロ・ステーション」は、モーターストーム自動車学校です。・・・って、モーターストーム２

の宣伝ですか (笑)。

　いきなり学校紹介からスタート。超一流の教官から、超一流の指導を受け、みなさんが超一流のドライ

バーになるその日まで懇切丁寧に、時に厳しく、非常に厳しく、みなさんとサポートして参ります、と (笑)。

　サンダース教官こえー。「わかりましたと言いたいときは、シニョール・シ・シニョーレだ！」なんだか

七曜会みたいですよ (笑)。

　ここでサンダース教官からありがたい教訓が。「あおって　なぐって　ぶっちぎる」熱いなぁ。このあと

コース紹介がありまして、サンダース教官からすべてのコースに対する攻略のポイントが。ようは、ブー

ストを使いこなすといいそうです。今回は至る所にある水たまりや池や滝で、ブーストを冷やして爆発を

防ぐことができるそうな。「ブーストを制するものがレースを制す！」

　そしてもうひとつ「決まったコースがあると思うな！」普通はコースを覚えてそれをより早く走るのが

レースゲイムですが、このゲイムでは多数のショートカットが存在し、自分が乗っている乗りもののサイ

ズなどによって通れる場所が違ってくるので、それを探す楽しみもあるそうです。「コースは自由。ただス

タートとゴールがあるのみ！」

　最後のサンダース教官の「チャオ」な笑顔がいかにも善人で笑いました。レースゲイムに興味のある方

にはいいかもですね。



2009.01.16 「酷道」

　今日の「トロ・ステーション」は、酷道ってなあに？です。酷い道路ですか？

　作家の方が考えた言葉だったんですね。意味は、一般国道でありながら乗用車の通行が困難など、国の

道とは呼びがたい酷い道のことだそうで。そういえば以前階段国道とかありませんでしたっけ。

　山の中を通る国道 425号は、すぐ横が谷で川が流れているのにガードレールはほとんどなく、道幅も１

台しか通れないような感じです。

　また、国道 418号は日本三大酷道の一つとして有名で (笑)、キングオブ酷道とか超酷道とか呼ばれてい

るそうです。「落ちたら死ぬ!!」の看板には失礼ながらちょっと笑ってしまいました。

　続いて国道 421号。車がやっと１台通れる幅のコンクリートブロックに挟まれています。２トン以下の

車しか通行を許さない鉄壁のディフェンスで、行楽シーズンには大渋滞を巻き起こしているそうです。一

体何の意味が！しかしその先には１車線しかない山道が待っていて、実は親切心から設置されたブロック

らしいですよ (笑)。

　国道 458号では、なんと舗装されていない場所があり、珍しい砂利道の国道となっているとか。交差す

る県道の方が幅が広かったりして、国道なのに優先道路じゃないという面白いことも起こっているそうで

す (笑)。

　続いて国道 265号。看板に堂々と「未改良な道路でカーブが多いので注意してください」と書いてある

実にオトコマエな国道です。見通しが悪く細い道路、おまけに舗装されていず、小さな落石もちらほらあ

るそうな。これもすれ違うのが本当に大変そうです・・・。

　国道 157号には、道の上に水が流れている場所があり、通称「洗い越し」というそうです。大雨が降っ

たりすると道路を川が横切るのだとかｗ

　国道 193号は、素堀のトンネルを通るどうみてもダンジョンの入り口な国道です。コンクリートは使わ

れておらず、岩盤をそのままくりぬいたトンネルになっているそうな。

　国道 305号は、どう見ても山の中な点線国道。車は通れないけど国道に指定されているそうです。

　国道 289号は、意外なところに標識が立っていますｗ酷道マニアの間では「登山道に立つおにぎり」と

呼ばれているそうな。色々納得しました。

　国道 371号は・・・どうみてもただの山です、ありがとうございました。他の場所みたいに、獣道っぽ

くすらなっていないんですねｗなんの境目もない感じが、すごい。



　↑で紹介した酷道が載っている本が出ているそうですね。眺めるだけでも面白そうです。実際に走りた

くはないですが！



2009.01.17 「世界の国旗クイズ３」

　今日の「トロ・ステーション」は、世界の国旗クイズ３です。また難しそうですね・・・。

　いきなりのクイズ。これはさすがにわかりました、イタリ～ですね。史上最速の青いパトカーがいるそ

うです。その時速なんと 330キロ！ｗ速すぎ。

　続いての国旗は、選択肢がおかしかったです。国が１つしかないじゃないですか！ (笑)間違えようもな

く、アイスランド。アイスランド人は鱈が好きで、イギリスとの間で鱈戦争が起きたこともあるほどだそ

うです。ちなみに日本でも青森と岩手が鱈をめぐって争っているんだとかｗ

　次は、どこだったかなぁ。北欧なのはなんとなくわかるのですが・・・フィンランド？おお、当たりまし

た。フィンランドでは教育費が無料のため学力は世界一だそうです。たとえ無料でもやる気がなかったら

そこまで行きませんからすごいですよね。あと、なんでもかんでも「世界選手権」という名前をつけるの

で、変な世界大会がいっぱい開かれているそうです (笑)。

　最後の国旗、全然わからないな・・・適当にハンニバル？そんなタイトルの映画なかったですっけｗ違っ

た、ジンバブエ共和国だって。いかにもアフリカっぽいですね。世界最悪のインフレ率を誇っているらし

いですｗ 2.5億円持っていても一年後には価値がないとかって酷いですね。

　今日は 16みャイルもらいました～。



2009.01.18 「いざ、お寿司屋さんへ！ (前編)」

　今日の「トロ・ステーション」は、「いざ、お寿司屋さんへ！ (前編)」です。物語？

　全然物語ではありませんでした (笑)。寿司屋でのマナーについてですね。高砂寿司というお店で実地訓

練です。大将はＴＶチャンピオンの巻き寿司職人選手権で優勝経験のある方だそうで。

　ではさっそく、回らない寿司屋での動き方を (笑)。

　お店に入ったら、大抵の場合はこちらにどうぞと言ってもらえるのでそれに従う。言われなかったら、

堂々と大将の前に座ればいいそうです！なるほど。

　席についたら飲みものを聞かれるでの、決めておくとスムーズにいきます。お茶が欲しいときは「アガ

リください」とは言わずに、始めていく店なら「お茶ください」でいいみたい。

　続いて注文ですが、カウンターに座った場合はお決まり（上寿司などセットになっているもの）を頼むと

失礼な感じになるので、最初からそれを頼むつもりならテーブル席に行ったほうがいい、と。あと、初めて

のお店で「おまかせ」もいまいちだそうで。好き嫌いをはっきりと言ってもらったほうが嬉しいらしいで

すよ。「○○をちょっと切って下さい」とか。

　握りを頼む前には、白身などの味の薄いものから濃いものへといったほうがよいそうで。あと食べる前

にはお茶で口の中を清めておく、と。いろいろなマナーがあるんですねぇ。

　食べるときは、つけ台にのせられたものは手で食べるのがいいそうで。下駄にのっているのは箸でもい

いらしいです。また、手で食べる場合にもちゃんとした持ち方があって、向こう側を指３本でつかみ、ネタ

が下になるようにひっくり返し、ネタに醤油をつけ、最後にひと口でいただく！この食べ方が決まってい

ると大将も気合いが入るそうです (笑)。

　今日はここまで。後半はちょっと待っててということなので、明日ではないのですねｗ



2009.01.19 「冬の冷え対策」

　今日の「トロ・ステーション」は、冬の冷え対策です。

　今日は女性に多い冷え性対策です。そもそも手足が冷えるのは、末端まで血流が行っていないから。なの

で手足を温めてもあまり効果はないそうで。本当に温めなければならなかったのはおなかだったのです！

ベストアイテムは腹巻き・・・しかし、別におなかを冷やしていなくても冷え性は冷え性なのですがね 。

寝るときは専用のふくらはぎウォーマーなどをするとよいそうです。市販のものだと締め付ける作用があ

るので逆効果とか。

　また、外に出るときのポイントは襟もと。襟もとをあたたかくしておくだけで体感温度がかなり違うそ

うです。マフラーがかなり効果的。

　そして便秘がちな人も要注意。便秘が治ると冷え性まで治ってしまうこともあるようです。食物繊維を

多く取り、冷たい飲みものをあまり取らないようにしたり、ストレスを貯めないようにするといいそうな。

　無理ですね！



2009.01.20 「地球は何回静止したの？」

　今日の「トロ・ステーション」は、これまで映画の中で地球が何回ピンチに陥ったのかを検証します（主

にクロがｗ）。

　タイトルから地球が危ない作品をピックアップしたのがあるのですが、「地球最後の○○」というのが結

構多いですね。やはりノストラダムスのおかげで 1999年に地球が滅ぶ的な感じで盛りあがっていたからで

しょうか (笑)。しかしタイトルからではわからないほど地球の滅亡なんて関係ないような作品もあるそう

でｗＢ級、見てみたいですね。

　続いて地球がピンチ映画のうち、宇宙人が攻めてきた編。いろいろありすぎて抜粋するのも大変だった

そうです。金星ガニがカレーにスルーされていて笑いました。

　最後に隕石や地殻により滅亡しそうだ編。これはベタですが意外と数が少ないですね。隕石などと言っ

ているわりに敵がミサイルは確かに不自然ですｗどうやら引き金になったのがミサイルだからということ

らしいですが。それじゃあ原因は間違いなく人間ですよね (笑)。

　ところで最後のクロのまとめがｗネタ入りすぎてて酷いです。

地球がピンチ？

ピンチだよ派┬タイトルからピンチだよ派

　　　　　　　├宇宙人が攻めてきてピンチだよ派

　　　　　　　　│　├金星ガニだよ派

　　　　　　　　│　└火星人だよ派

　　　　　　　　├隕石だよ派

　　　　　　　　│　├小惑星だよ派

　　　　　　　　│　├彗星だよ派

　　　　　　　　│　└イチローのレーザービームだよ派

　　　　　　　　└地殻の変動でピンチだよ派

平気だよ派┬タイトルだけでピンチじゃないよ派

　　　　　　　├宇宙人が来るけどセガールがいるから平気だよ派

　　　　　　　├隕石が落ちるけどセガールがいるから平気だよ派

　　　　　　　└地殻が変動するけどセガールがいるから平気だよ派

　セガールｗ彼がいれば大抵のことはなんとかしてくれるんですね！しかも関西弁が得意なのですか・・・。

なんてどうでもいい情報なんだ (笑)。



2009.01.21 「バンククエスト」

　今日の「トロ・ステーション」は、貯金伝説バンククエストの紹介です。これ、地味にほしいのですよね。

　実際のお金でＲＰＧのアイテムが買えるのは本当に面白い仕様ですよね。しかも実際のお金を減らさず

に買えるのだから、浪費家の人にもやさしいです (笑)。

　って、今日の内容はこれだけですかｗ



2009.01.22 「動物の世界２」

　今日の「トロ・ステーション」は、知られざる動物さんたちの世界２です。

　今回紹介する動物は、ライオン。百獣の王、キングオブアニマル。ライオンはタテガミが黒いオスの方

がモテるそうです。意外にも狩りをするのはほぼメスで、オスはただ寝ているのだとか。しかも自然界で

いびきをかくのは人間とライオンだけだそうですよ！（襲われる可能性がほぼないから）必殺技はネコパ

ンチで、跳躍力は高さ４Ｍもあるそうで。

　余談として、同じネコ科のピューマは７Ｍの高さまで飛べるだけでなく、跳躍で 12Ｍ先まで飛べるそう

です。すげー。

　続いてカンガルー。選択肢にチーターマンがあったのは受けましたが、カンガルーです。走り幅跳びで

はピューマを越える 13Ｍをたたき出す脚力。しかしカンガルーの辞書に後退という文字はなく、後ろにさ

がるのは苦手だとか。必殺技はしっぽ立ち両脚キック。赤ちゃんは小さく、体長２ cmに体重１ｇ。その身

体で自ら母親の身体をよじのぼり袋に入るのだそうです。

　続いてラッコ。おなかに石を乗せて貝を割る姿が愛らしいですよね。でも石は海上で常に手に入るわけ

ではないので、専用のポッケに常備しているそうです。大好物はアワビで、それを中心に年間 500万円分

くらいの高級食材をお食べになるそうな。

　北の海には他にもすごい動物がいて、ホッキョクグマは白く見えますが、実は毛は透明で皮膚は黒いの

だそうです。30km先からアザラシをかぎつけ、１頭分で半年も生きながらえることができるらしい。すご

いですねぇ。



2009.01.23 「ギネスに載った星空」

　今日の「トロ・ステーション」は、ギネスに載った星空です。

　今回はプラネタリウムについて。プラネタリウム・クリエイターの大平さんが登場。無駄にイケメンで

笑いました。いいですね、こういう人が乙女チックなものに手を染めているのって（ちょっと言い方がお

かしいですがｗ）。

　にしても、小学生からあんなに詳細なプラネタリウムの設計図を書き、高校生でハレー彗星を見にオー

ストラリアに行くってすごすぎます。普通の子どもにそんな積極性はありませんよ (笑)。天職なんでしょ

うな、きっと。

　大平さんが開発したメガスターは、これまでのプラネタリウムの常識を覆し、なんと 150万個もの星を

投影可能だとか。その数では当然世界一だとわかっていたので、ギネス登録を聞いたときも驚かなかった

大平さんでしたが、その登録理由が「世界一先進的なプラネタリウム」だったと知り、そのときに初めて驚

き嬉しく思ったそうです。今のデジタル化が進む時代に、アナログ的なものを先進的と捉えてもらえたの

は本当にすごいことですもんね。



2009.01.24 「ホープダイヤモンドの伝説」

　今日の「トロ・ステーション」は、ホープダイヤモンドの伝説です。

　いきなりウサギのジュンが乱入。顔がすごいことになっていますねｗ自分のコーナーだけがないのが不

満だそうで。珍しくクロがやさしさを見せ、今回はジュンの日ということになりました。

　そこで最近ジュンが興味を持ったことを紹介。そこで出てくるのがホープダイヤモンドですね。ブルー

ダイヤの中でも世界最大といわれるものだそうです。しかも、呪いの宝石として有名なのだとか。

　第１の呪い。伝説の幕開け。これはインドの農夫が偶然発見したといわれているそうです。インドに侵

攻してきたペルシャ軍が、この宝石の噂を聞きつけて奪いに来て、ダイヤを握りしめていた農夫の手を手

ごと切り落とされ、農夫はそれが原因で死んだそうな。その後奪ったペルシャ軍の司令官も本国で謎の死

（しかも自殺）を遂げ、ダイヤを献上されたペルシャ王も謀反で殺されてしまったとか。

　第２の呪い。フランス王朝のブルーダイヤ。↑の後加工されてインド寺院の仏像にはめこまれていたダ

イヤモンドを、ダニエルという男がフランスに持ち帰ったことで、呪いのダイヤ伝説はインドからフランス

へと場所を移動する。当時の王様は太陽王・ルイ 14世。ルイ 14世は約 112カラットだったダイヤモンド

を約 67カラットのハート型に加工し、スカーフに取りつけたそうな。そのダイヤをたびたび借りていた王

の愛人は、「黒ミサ事件」で王の寵愛を失う。次の王ルイ 15世は天然痘で亡くなり、ルイ 16世はマリー・

アントワネットとともにギロチンにかけられました。

　第３の呪い。ホープ一族の悲劇。革命の混乱に乗じて、呪いのダイヤは王宮から盗み出され、一般市民

の手に。盗品であることを隠すため、さらに小さくカットされ、45.5カラットに。一時は姿を隠したもの

の、資産家だったヘンリー・フィリップ・ホープがロンドンの競売でこのダイヤモンドを落札したことに

よって、このダイヤは再び歴史の表舞台へと姿を現す。ダイヤを手にしてから、順調だったフィリップの

人生は激変し、数年後破産、死亡してしまう。その後ホープ家は４代に渡ってダイヤを所持し続けたが、つ

いに一族は没落してしまったそうな。

　第４の呪い。ついに呪いは現代に。この宝石を最後に手にしたのは、宝石商として有名だったハリー・

ウィンストン。ハリーは呪いをまったく信じていないし、現在も宝石店は盛況で特に不幸は起きていない

そうです (笑)。その後は博物館に寄贈され、そこに行けばいつでも美しい輝きを見られるのだそうな。

　うーん、面白い話ですね。最後にクロも泣いたのは意外でしたｗ



2009.01.25 「いざ、お寿司屋さんへ！ (後編)」

　今日の「トロ・ステーション」は、「いざ、お寿司屋さんへ！ (後編)」です。

　以前にやった前編の続きですね。寿司屋での注文について。

　まずは味の薄い白身から注文したとして、次に何を行くのか。今回は大将がおすすめを順番に握ってい

くので、それを参考に、とのことでした。まずは平目の握りから。次はトロや寒ブリなどのこってりとし

たもの。次は光り物で、コハダやサバ。次は煮物でゆで車エビ。ふたたびこってりにもどり穴子。続いて

さっぱりの貝類、今の時期なら赤貝がいいそうです。最後には太巻きを一本食べ、いい頃合いになったら

卵焼きを一切れ食べて、おいしいお茶でフィニッシュ！という感じだそうです。

　ここで寿司屋での御法度について。まずタバコ。喫煙可の店だとしても、くわえタバコのままというの

は失礼にあたるそうです。強いにおいのするものは特にＮＧで、香水なども気をつけた方がいいそうで。

やたら店内でいちゃつかれても困ると (笑)。あとはっきりしない人もやっぱり困るそうな。

　最後にトロが「お愛想」と言ってしまって、ここでＮＧがｗもともとお愛想は、店側が客に「愛想がなく

てすみませんでした」という意味で使っていた言葉で、客側が使うと「この店には愛想が尽きたから会計お

願いします」みたいな意味になるそうです。知らなかった。親が普通に使っていましたけどいいのですか

ねｗ（カズイさんは使ったことないです。なんでそんな気取ったような言い方いないとないのかと思って

いました）普通に「お勘定」と言うのがいいそうですよ。



2009.01.26 「ぶさ顔にゃんこ」

　今日の「トロ・ステーション」は、ぶさ顔にゃんこです。ぶさいくな顔のにゃんこ？

　ぶさ顔ネコの写真を集めた写真集のお話でした。

　特にコメントのしようがないのですが、これを見ると彼女をからかって遊んでいる彼氏のようにしか見

えなかったです、クロトロ (笑)。クロの行為は思い切りストーカー的ですよねｗ



2009.01.27 「マッチ売りの黒猫」

　今日の「トロ・ステーション」は、マッチ売りの黒猫です。クロ・・・？

　正確には、マッチについてのうんちくの話でしたｗま、いつもどおりですね。

　マッチは漢字で書くと燐寸。タバコに火をつけるときだけでなく、ストーブやコンロに火をつけるとき

も使っていました。カズイさんも当然使っていました。理科の実験などでは、まだ使う機会があるみたい

です（アルコールランプやガスバーナーなど）。

　マッチの歴史は、1827 年にイギリスの薬剤師が棒の先に薬品をつけて摩擦で発火させることを思いつ

いたところから始まります。当時の頭薬は硫化アンチモニーなどでした。しかしあまりにも火がつきにく

かったため、それをフランスのソーリアという人が改良し、黄燐のマッチを開発！おかげでどこですって

もすぐ火がつくようになったそうです。しかし今度はつきやすすぎて、ポケットの中で勝手に発火してし

まうなどの事件がｗ

　ここで逆転の発想をし、頭薬には燐を使わず、箱の側面に赤燐を塗ることを考え出したのはスウェーデン

の人でした。そのマッチが今日でも使われている形ですね。日本はマッチ大国で、大正時代にはスウェー

デン・アメリカと並び世界三大マッチ生産国と言われていたそうです。面白いですね。

　このあとはクロがおすすめするマッチを紹介して終了。こけしマッチは新聞などでも取りあげられてい

ましたね。とぼけた表情がなんともかわいらしいです。



2009.01.28 「まいいつアイテムの傾向と対策」

　今日の「トロ・ステーション」は、まいいつアイテムの傾向と対策です。ＰＳ３向けですかねぇ。

　まいいつアイテム販売個数がミリオンを突破したそうです。なるほど。100 万個突破記念で何故か月面

基地にいる２匹 (笑)。ああ、そうか、なんでか知りませんが、まいいつは月面基地で作っているという設

定なのでしたっけ。

　そんなわけでずらずらとランキングが発表されたのですが、現物がほとんど見られないためこの場では

すべてカットで (笑)。何にせよ、アイテムが売れると言うことはそれだけ指示があると言うことですから、

よかったですね。



2009.01.29 「青いバラ」

　今日の「トロ・ステーション」は、夢と希望の青いバラです。

　今回は、世界初 100％青い色素の青いバラの開発に成功した、サントリー藤元さんにお話をうかがいま

す。すごいですねぇ。

　藤元さんは 91年の入社以来ずっと花の仕事に関わっている研究員だそうです。サントリーが花作りを手

がけている理由は、花作りと酒作りの共通点の多さによるそうで。お酒は植物を原料にしていることもあ

り、バイオの技術など花作りの応用できる部分も多いのだとか。

　バラにはもともと青の色素がある遺伝子がないため、自然の状態ではどんなに勾配を重ねても絶対に青

色にならないのですよね。それで、青い色素を作る植物の遺伝子を取り出し、それをバラの葉から誘導し

た細胞に入れ、再び植物に再生するまで培養し、温室で花が咲くまで栽培するという根気のいる作業で、と

うとう完成させたそうです。かかった期間は 14年間！頑張りましたねぇ。

　しかし藤元さんたちは、青いバラの花が咲いたことよりも、「何事も不可能なことがないような気がして

希望と元気をもらいました」というお客さんの声の方が嬉しかったそうです。

　それにしても綺麗な青ですね。今年の秋頃には店頭で買えるようになるかもということでしたので、楽

しみにしたいと思います。



2009.01.30 「Civilization Revolution」

　今日の「トロ・ステーション」は、Civilization Revolutionです。ゲイムかな。

　やはりゲイムでしたか。パッケージは見た覚えがあるのですが、カズイさん的にまったくやらないジャ

ンルなのでスルーしておりました。ＰＳ３ですしね。しかしクロに紹介されると面白そうに見えてくる不

思議 (笑)。

　プレイヤーは 16の文明の中から自分の文明をひとつ選んで、その文明を勝利へと導くのが目的だそうで

す。都市や国ではなく、文明を賭けて戦うというのが面白いですね。

　最初はまだ文字すら存在しない紀元前 4000年の石器時代からスタート。プレイヤーには開拓者の一団が

与えられ、いいポイントを見つけて最初の都市を建設。村レベルのそれを大都市に育てていくのが醍醐味

だそうで。

　そして都市をどの方向に発展させていくかによって、得手不得手や、テクノロジーの進んでいく方向性

が決まるのだとか。なかなか頭を使いそうですが、やってみると面白いかも。

　しかも相手の文明を任すのに４つも選択肢があって、制覇による勝利（戦争に勝つ）、文明による勝利

（文化を広め多くの都市を自陣営に引き入れるか、多数の偉人を輩出したのち国家連合をつくりあげる）、技

術による勝利（テクノロジーの進化により宇宙船を開発し移民国を宇宙に送りこむ）、経済による勝利（経

済力を高め多くの富を蓄積し世界銀行をつくりあげる）という、ただ戦闘で勝つだけじゃないところがす

ごくいいですね！



2009.01.31 「詰将棋」

　今日の「トロ・ステーション」は、わかる！できる！詰将棋講座です。

　今回は初心者のトロのために初級編となっています。や、カズイさんも初心者ですけどもね。

　まずは駒の動きを覚えるのが大事。ということで、飛車から。飛車は十字の動きで、前後左右に何マスで

も移動できます（ただし他の駒は飛び越せない）。続いて角行。斜めに何マスでも動けます（ただし (ry）。

次は金将。自分の前とその左右、自分の左右、あとは後ろに一歩分だけ移動できます。銀将は自分の前とそ

の左右、後ろには斜めに１歩ずつ動けます。次は桂馬。この動きは特徴的ですよね。斜め前の一歩先、ど

ちらかに進めるという。しかも唯一他の駒を飛び越せる駒、と。あとは香車（きょうしゃ）。前１列にしか

動けないシンプルな駒。次に歩兵。前１歩しか動けません。最後、王将と玉将。名前がふたつあるのは敵

味方の区別だけで、働きは同じだそうです。１マスしか動けないものの、全方位可能というさすがの風格。

　さていよいよ実践ですが、詰将棋のルールとして、王手を常にかけ続けるというルールがあるそうです。

全然知りませんでした！なるほど、そういうことだったのですか。

　実践問題をトロと一緒にやってみたのですが、なるほど、これは完全にパズルの領域ですね。駒の動き

がわかれば問題なく楽しめるので、何だか結構面白かったです。



2009.02.01 「お願いテレビさん　結果発表」

　今日の「トロ・ステーション」は、お願いテレビさん　結果発表です。いつぞやのアンケートですね。

　 50％以上の人が「あったらいい」と答えたものは実現の可能性があるそうですよ。というわけで、ぼち

ぼち抜き出しますか。

Ｑ１.こんな企画があるといいな

・７月に「どこでもいっしょ」10周年祭り（75.6％）

・３周年に「マラソン以外」の企画（57.4％）※マラソンは 25.4％

・他のゲイムとのコラボレーション（72.9％）

・ゲイム以外のメディアとのコラボレーション（52.8％）

　これ以外の項目はなかなか票が伸びませんでしたね。企画はまあ、あってもなくてもいいので、基本的

な強化をお願いしたいところです、個人的には。

Ｑ２.こんな機能があったらいいな

・トロにオシャレさせてトロステさせたいな（59.1％）※クロは 48.7％

・トロステに巻き戻し機能があるといいな（53.5％）

・テレビさんに音声がつくといいな（57.8％）

　これ、巻き戻し機能はぜひつけてほしいのですが、プログラム的にはかなり難しいそうですね。別にバッ

クログ機能だけでもいいので、うっかりボタン連打して内容を見損ねたときに、確認できるようになると

いいな。あと写真がわかりづらいときに拡大できるとか・・・。

　今回はこのアンケート結果のみで終了。いくつか叶うといいですね。



2009.02.02 「節分に食べちゃおう！」

　今日の「トロ・ステーション」は、節分に食べちゃおう！です。恵方巻き？

　予想当たりましたね (笑)。恵方とはその年に神様がいる方角を指すそうな。あ、毎年違うのですか（知

らなかった）。今年は東北東ですって。適当に答えたら当たりましたｗ

　何故巻物なのについては諸説あって、ひとつには、幕末辺りに大阪の舟場で商売繁盛祈願として始まっ

たという説と、もうひとつには大正辺りに大阪の花街で↑をモチーフにして流行ったのと、さらには実は

↑２つは創作でまるでバレンタインチョコのように昭和初期に巻き寿司を売るための宣伝として生まれた

という、夢もロマンもないようなオチ（？）になっております。

　「なんとなく平賀源内を思い出した」というトロのセリフに笑いました (笑)。本当だ、土用の丑の日っ

ぽい！

　ここでいつものトロステらしく、変な巻き寿司の紹介コーナー（と思ったらお菓子ばかり紹介していま

したがｗ）。巻き寿司に見えるロールケーキに続き、特大の恵方巻きが登場。なんと全長 40センチ！直径

は 18センチもあります。これすごい量ですねぇ。１本で７～８人前はあるそうです。一度は食べてみたい

ものですね。



2009.02.03 「ミリメシ」

　今日の「トロ・ステーション」は、ミリメシを食らうです。ミリメシ・・・？

　あー、ミリタリーなメシですか。なるほど。紹介写真のかぶり物に笑いました。なんですか、あの胡散

臭い顔はｗついでに隣の女性の顔も作りものっぽい（失礼）。

　とはいえ、本物のミリメシは持ち出せないものなので、クロが紹介したのは本物のミリメシを作ってい

る会社が一般向けに開発した疑似ミリメシだそうで（ややこしや）。陸自の朝霞駐屯地にある自衛隊広報セ

ンターの売店で販売しているそうです。

　クロが紹介したメニューは、カレーにすき焼きハンバーグ、乾燥あまから餅（水をかけるとちゃんと餅に

なる）、丸かじりチキン、バランスクッキー、最後にあつあつ防災弁当中華風カルビ。これはレンジやガス

コンロがなくともあつあつに出来る優れものだそうで。化学反応を利用して温めるんですねぇ。しかし 20

分もかかるとは。事前の準備が必要そうです。

　別に↑のお店じゃなくても、普通のミリタリーショップなどで売っているそうなので、機会があったら

試してみたいものですね。



2009.02.04 「空耳英会話アワー」

　今日の「トロ・ステーション」は、これって空耳？英会話アワーです。大体内容の予想が・・・ｗ

　あの、「知らんぷり」はかなり無理があると思うのですが (笑)。片仮名英語でも「すぃっだんぷりーず」

くらいですよね。知らんぷりでは冷やし中華と鈴木京香くらい違うと思います。

　次の「掘った芋いじるな」は本当に有名ですよね (笑)。大抵英語の先生が真顔で言うジョークです。「ほ

わったいむいずいっとなう」・・・ま、これも相当無理があるんですけども。

　続いて「分からず屋か」。これは初めて聞きましたが、最初はやっぱりほわっと？　あー、なるほど、「ほ

わっからーずゆあかー」ですか。・・・わかるか！ｗ

　次は「きょにゅうすき？」。これは言われると無駄にどきっとする質問ですね (笑)。「きゃんゆーすきー」

ということですが、うーんｗ

　しかしなんと、今日はここまでが前振りなのです。本題はここからなのですよ！長いっ！

　最初は「揚げ豆腐」。乗りものに乗ったときに使うということで、正解は「あいげっとおふ」（降ります）。

いやいやいやいや、絶対通じないと思いますよ！

　続いて「ドラ焼き」。プレゼントをあげるときに使うということで、正解は「どぅゆらいくいっと？」（気

に入った？）。強引ですねぇ、どれもこれも。

　次は「適当」。うん、これがもう適当な気がしますが (笑)。正解は「ていくいっとおーる」（全部持ってっ

て）。これはまあ、妥協できますね。最後無駄に舌を丸めれば完璧かもしれません。これの応用系で、「適

当・維持」というのもあります (笑)。意味は解説するまでもないですよね。

　続いて「家内屁をプー」。あー、「きゃんあいへるぷゆー」か。これはわかりやすい。英語のテキストでい

うと、店に入った主人公に店員がかける言葉ですね！

　次は「どういたしまして」。これはわからなかったなー。なんだかんだと他の問題はすべて正解したので

すが (笑)、これだけ外れました。ヒゲの発音がわからないからか!?にしても相当無理があるような・・・。

「どんとたっちまいますたしゅ」うーん。

　ラストはクロのとっておき、「アホみたい」。えー (笑)。「あー、ほーるどみーたいと」ということらしい

ですが、言われたくないですね！

　にしても、こういう回だと音声がほしくなってしまいますね。



※スペルを打つのが面倒だったので、すべて平仮名です。ご了承下さいｗ



2009.02.05 「遠隔捜査」

　今日の「トロ・ステーション」は、遠隔捜査の宣伝です。来ましたねー！

　最近はＰＳＰでもＡＶＧがよく出るようにはなりましたが、正直出来がいまいちなものが多いので (笑)、

結構期待されている作品であります。かくいうカズイさんも結構期待しているんで、評判しだいではやる

かもしれません。

　で、この話は無実の罪で拘置所に入れられた探偵が、自分の無罪を証明するために、元恋人の弁護士に頼

んで証拠（クルー）を探してもらうという内容です。あの美人弁護士、元恋人だったとはｗ無事に出られた

らよりを戻したりするのでしょうかと、どうでもいいことが気になります。

　クロはその法子おねえさんにメロメロのようですが、おすすめポイントとしては、「尋問パートの駆け引

きが熱い」「法子おねえさんが最高」「30人以上の登場キャラクター」「マルチエンディング」だそうで。マ

ルチエンドか、全クリまでには結構楽しめそうですね。

　現在体験版も配信中ですので、興味のある方はやってみてはどうでしょうか。と、ＤＬしたけどやって

いないカズイさんが言ってみるｗ



2009.02.06 「わかったつもり？偉人伝・伊達政宗」

　今日の「トロ・ステーション」は、「わかったつもり？偉人伝・伊達政宗」です。おー。

　偉人伝その１。とにかくお酒に弱かった。そうなんだ・・・(笑)。そのせいでよく失敗していたそうで

す。二日酔いで家康との約束すっぽかしたとか。

　偉人伝その２。猿を怯えさせた男・政宗。その二つ名はいらないなｗ　秀吉が飼っていた猿を、自分の

城に来ていた大名たちに飛びかからせ、その驚く様子をこっそり見て楽しんでいたそうです。なんぞ!?

　偉人伝その３。政宗は超グルメ。歳を取ってから料理好きになったそうです。武将なのに自分で料理を

するばかりでなく、「食べたいものがいろいろあるから」という理由で自分で献立までつくっていたそうな。

面白い人ですねぇ。しかも献立を考えるのは決まってトイレの中。１日４時間はトイレにこもって考えご

とをしていたそうな。

　ところでずんだもちという名前は政宗がつけたそうです。

　このへんでトロのまとめ。「政宗はお酒が苦手なグルメさん。トイレ好きは戦国大名のサガ？」。比較的

まともなまとめになりましたね。



2009.02.07 「頭痛大学」

　今日の「トロ・ステーション」は、大学でアタマをスッキリ！です。はて？

　トロでも入れる大学、その名も「頭痛大学」。なんて嫌な名前の大学でしょうか。入学資格は「頭痛に関

心があること」、じゃあカズイさんでも入れますね！

　というわけで今日は頭痛に関することをひたすら紹介しておりました。詳しくはそれこそ頭痛大学を見

ればいいと思います (笑)。結構勉強になりましたよ。

　しかし古代エジプトの時代から人類は頭痛に悩まされてきたのですね。早くどんな頭痛でも一発で治る

ようなすごい薬が開発されてほしいと切に願いますｗ



2009.02.08 「フォトギャラリー」

　今日の「トロ・ステーション」は、フォトギャラリーです。

　ああ、なるほど、ＰＳ３の機能ですか。最近はデジタルフォトフレームなんてものもあるそうですが、や

はりハードで整理できた方が便利な感じがしますよね。

　機能は色々と増えているそうですが、自動で分類してくれるのがすごく便利そうです。顔の数で分類と

か、従来では考えられなかった分け方ですよねｗ青空の写真を探したいときは、「あお」という分類にする

とすぐわかるそうで。

　ここでとっておきの情報が。写真を２万枚以上保存していると面白いことが起きるそうです。起動時に

画面の上の方からどばーっと写真が降ってくるんだとか。そこまで作りこんでいるのがすごいですね。



2009.02.09 「ご当地グルメ和歌山編」

　今日の「トロ・ステーション」は、ご当地グルメ和歌山編です。

　和歌山と言えばミカン！ですが、今日はあえてラーメンで。井出商店の「中華そば」が有名だそうです。

このラーメンがＴＶチャンピオンの日本一うまいラーメン決定戦で優勝したことが大きいのだとか。あと

和歌山ではラーメンのサイドメニューとして、早寿司というものを食べるのが普通だそうで。鯖の〆寿司

みたいなものですね。

　あと和歌山にはなんとミニ独立国があって、その名も「イノブータン王国」というそうです。果たしてそ

れは独立国なのかｗ大王と王妃のお写真に受けました。パスポートまであるのですね。うわー、イノブタ

カレーがおいしそうです。これは食べてみたいですね。イノブタ丼もたまりません。

　続いて御坊市の名物「せち焼き」。焼きそばを卵だけで固めてお好み焼き状にしたものだそうで。これも

結構おいしそうですね。これができた当時は駄菓子屋で焼きそばを焼く店が多く、お客さんのリクエスト

でつくられたそうです。だから小麦粉は使っていないのだとか。

　次はご当地ソングでも有名な熊野古道。そこにいったらぜひ食べたいご当地グルメが「めはり寿司」。ご

飯を高菜の漬け物でくるんだお寿司だそうで。でかっ。大きいものだとソフトボールくらいあるそうです。

でかすぎ。

　イノブータン王国に亡命したくなりました。



2009.02.10 「電子レンジで簡単クッキング」

　今日の「トロ・ステーション」は、電子レンジで簡単クッキングです。トロステ何気に料理ネタ多いです

が、教える側はすべてクロなのが恐ろしいです。

　写真のエビチリは本当においしそうですね。これをレンジでつくったと言われてもなかなか信じられな

いかも。作り方も簡単で、まずはタレ（？）となる材料を混ぜ合わせ、下味をつけたむきエビとそれを合わ

せるだけ！あとはレンジで２分で完成だそうです。これは簡単すぎる。

　続いてアスパラガスを骨に見立てた肉料理ジュラシックバーグ（名前がいいですねｗ）。まずはバーグと

なる部分を混ぜて、それをアスパラガスにつけその周りにベーコンを巻く。あとはこれをレンジで３分。

バーグの部分にもちゃんと火が通るんですかねこれ。小さいから大丈夫なのかな？

　最後はイカめし。これもまずは中の具を混ぜ合わせ、詰めてからレンジで４分と。混ぜる系の料理はだ

いぶ応用がききそうな感じです。レンジを使うだけでなく、準備も２ステップでできるのがいいですね。

　ものぐさな人に特におすすめの本でした。主にカズイさんとかカズイさんとかカズイさんとか。。。



2009.02.11 「折紙博物館」

　今日の「トロ・ステーション」は、折紙博物館です。

　今日は世界最大の折り紙ミュージアムの紹介です。お城の２階にあるのですか。それだけでもすごいで

すね。中には世界各地から集められた 5000種類 10万点以上もの折り紙が展示されているそうです。

　個人の作品コーナーもあり、フランスの方が作ったおんどりはかなりリアルですごいなぁと思いました。

2005年の折り紙コンテストで優勝しているマンモス、質感がすごい！ほんと紙の質によってもかなり印象

が変わるのですね。

　他にも折り紙で恐竜を折ったコーナーやあらゆる花を折り紙で折ったコーナーなど、さまざまなテーマ

での展示があって本当に面白そう。いつか行ってみたいですね。

　折り鶴ひとつでもいろんな種類があるんですもんねえ。カズイさんは妹背山しか知りませんｗ連鶴すご

すぎ、折ってみたいなぁ。ようは紙を分割して、かつ一部を繋げたままにしておくということでいいのだ

ろうか。あとは折り方しだいで方向とか変わるような。今度試してみよう。



2009.02.12 「スペイン発の手づくりキャンディ」

　今日の「トロ・ステーション」は、スペイン発の手づくりキャンディです。情熱の国！

　クロたちが中野ブロードウェイからの帰りに偶然見つけた素敵なお店「パパブブレ」さんの紹介。この

前振りはスタッフか何かですか (笑)。置物みたいにかわいいキャンディが売っているのですね。いかにも

日本人が作りそうなものですが、これがスペイン発と。

　中ではキャンディを実際に作っている姿が見られるようで。１種類のキャンディがおよそ１時間半でで

きあがるそうです。原色のキャンディをねんどのようにこねている姿はちょっと不思議なものがあります。

あと、店内は本当に雑貨店のように見えますね。

　しかもこのお店、本店のスペイン以外は日本の他に３店舗しかないそうで。残りはオランダと韓国とア

メリカ。なかなか貴重ですね。

　最後はキャンディを作る過程を紹介して終わりでした。組み立てたあとの３人で一斉にやる伸ばす切る

形を整える作業のところが、意味もなく面白くてツボに入りましたｗ流れ作業っていいですよね。憧れま

す（？）。



2009.02.13 「ストリートファイター４」

　今日の「トロ・ステーション」は、ストリートファイター４の宣伝です。おー。

　ＰＳ３で発売されたストリートファイター４ですね。なるほど、３Ｄにはなったけど操作感などはその

ままなのですか。グラフィックもいかにもな３Ｄではなく、筆シェーダーという、毛筆で描かれたような

水彩画風の描画システムを使っているそうです。

　今回の登場キャラクターは、リュウ・ケン・春麗・ガイル・ダルシム・ザンギエフ・エドモンド本田・ブ

ランカ・サガット・バイソン・バルログ・ベガというおなじみのキャラクターの他、新キャラとしてクリム

ゾン・ヴァイパー（働くお母さん）、アベル（軍隊仕込みの総合格闘技）、エル・フォルテ（戦うコック）、

ルーファス（クンフー使い）が登場、他にもボスキャラなどが使えるそうです。さらに、アーケード版には

登場しなかったおまけキャラも！かなり盛りだくさんですねぇ。

　あと今回は技にも新しい要素が入っているようで。クロいわく、絶対に覚えておいたほうがいい技が２

つあるそうな。１つめは「セービングアタック」。一時的にガードポーズが取れる技で、この状態なら相

手の攻撃を受けても１発までなら耐えられると。またボタンを離すとすぐ反撃もできる優れ技。２つめは

「スーパーコンボゲージ」と「リベンジゲージ」。画面の下に２つのゲージがあり、貯まると必殺技を出せた

りウルトラコンボができたりするそうな。演出も凝ってますね。

　私的にこのゲイムは、人がやっているのを見ていたいタイプです (笑)。



2009.02.14 「バレンタインデーの楽しみ方」

　今日の「トロ・ステーション」は、バレンタインデーの楽しみ方の紹介（？）です。

　一般的な楽しみ方としては、好きな人にチョコをあげる、義理チョコをあげる、逆チョコをあげる、です

が、クロみたいな人の楽しみ方として、セルフチョコ、バレンタインデー反対運動、バレンタインデー中止

のお知らせ、しっと団の打倒バレンタインデー特別集会があるそうです。あれ、なんかクロの方が充実し

ているように見えるのですがｗクロはやはり黒くてクロなのですね（謎）。

　さて、今日のメインはジュンによるテンパリングテクニック講座。テンパリングというのはチョコをき

れいにつくるための温度調節、らしいです。

　まずは細かく砕いたチョコを小さなボウルに入れて溶かす準備をします。が、この時のポイントとして、

溶かすチョコとは別に薄く削ったチョコを少しだけ用意しておくといいそうです。

　下準備ができたらいよいよチョコを溶かしていきます。大きなボウルに 50～55度のお湯をはり、ゴムベ

ラで混ぜなら湯せん。チョコの温度が 30度くらいでベストだそうな。３分の２ほど溶けたら湯せんからは

ずして溶かすといいそうです。

　そのあと最初に薄く削って取っておいたチョコを混ぜ、すばやく成形に入ります。ジュンは風船を使っ

て入れ物状のものを作っていますが、きれいな風船じゃないとちょっとこれはやりづらそうですね。

　他にもいろいろなチョコの情報が森永製菓のサイトに載っているそうです。こんな夜にもう手遅れかも

しれませんが、単なるチョコ好きの方は一見の価値ありかもしれません (笑)。

　それにしても今日の終わりは・・・すごいところで切ったものですよｗこれ、明日はそれこそギャグ漫画

みたいに何事もなかったように始まるのでしょうか？できればボコボコにされたクロがちょっとだけ見た

いものです (笑)。



2009.02.15 「第２回お庭カードコンテスト中間発表」

　今日の「トロ・ステーション」は、第２回お庭カードコンテスト中間発表です。ＰＳＰ版にはあまり関係

のない内容ですね。

　今回はウサギさんのお庭を公開してくれるそうで。うーん、これはもっと大きくて鮮明な画像でみたい

ところ。ＰＳＰ派がやきもきする回ですね (笑)。

　前回の傾向としては、開催時期が春だったので桜を使った作品が多かったそうで。その点今回は、テー

マに沿った作品やお庭フレームの使いかたも工夫され、いろんなバリエーションの作品が届いているのだ

とか。なかでもゴミ袋を使った作品が多いそうですよ。みんなエコ狙い？逆にミクロマシンを使った作品

は少ないので狙い目らしいですよ。

　最後の、全然関係ない写真に笑いました。自分のペットですかね・・・(笑)。参加はできないけど結果を

見るのは結構楽しみです。ＰＳＰでも部屋いじりくらいできるようになるといいのですが。



2009.02.16 「世界の国旗クイズ４」

　今日の「トロ・ステーション」は、世界の国旗クイズ４です。きたかー。

　最初の国旗は、キプロス共和国。何故か当たりました！ナイス勘！今年小国オリンピックが開催される

そうで。そういう小規模な大会もいいですね。

　次はギリシャ。確かに見たことはあったんだけど見事に外しましたｗ青色は空とエーゲ海なのですね。

ギリシャとキプロスはなんと国歌が同じだそうです。実は 158番まである凄く長い国歌らしいですよ (笑)。

　次の国旗はすごく鮮やかですねー。水色地に黄色の日の丸みたいな。パラオ共和国ですか。これも勘で

当たりました。ほほほ。太平洋と月を表した国旗なのですね。パラオではなんと、一部の日本語が定着し

ているそうで。ダイトウリョウやゴミステバが単語になっているのがすごいですね。面白い言葉としては、

「サルマタ（パンツ）」「チチバンド（ブラジャー）」「アジ・ダイジョーブ（美味しい）」「ツカレ・ナオース

（仕事終わりにビールを飲むことなど）」があるらしい。発想が豊かすぎる。

　最後はブルネイ・ダルサラーム国の国旗。これも当たった。く、一番簡単なギリシャだけ外すとは orz地

下資源が豊富なためかなりお金持ちな国だそうで、所得税など一切ないらしいです。羨ましい。国王は王

子のためだけにテーマパークを作ってしまうとか。今では一般客も入れるそうですが、低料金なのにガラ

ガラなので混んでいるのが苦手な人にはおすすめだそうですｗ



2009.02.17 「字が上手になるには？」

　今日の「トロ・ステーション」は、字が上手になるには？です。興味ありますね。

　今日はピエール枠ですか。相変わらずキャラが出てきた時すぐに名前を思い出せないです (笑)。ピエー

ルとジュンは結構混乱する。スズキはさすがに覚えましたが。リッキーはカエルでしたよね。

　さて、ピエールが提唱する、ボールペンのための上達法、その１。キレイな文字のお手本を見て何度も練

習する。そりゃあたりまえですね。

　その２。縦にまっすぐな線を引くようにする。それだけでも結構キレイに見えるそうな。

　その３。横画の角度をそろえるようにする。なるほど。確かに右上がりだったら右上がりで全部右上が

りならそれなりにキレイに見えますからね (笑)。右に６度上げて書くと一番キレイに見えるそうです。細

かいなぁ。

　その４。平行線を等間隔に書くようにする。これも大事ですね。

　その５。正しい書き順で文字を書く。これはあまり意識されにくいところですが、確かに正しい書き順

で書くと不思議とうまく書けるんですよね。

　その６。漢字よりひらがな・カタカナは一回り小さく書く。文字の中心も意識する。うんうん、レタリン

グなどでも、漢字と平仮名のサイズをそろえてしまうとアンバランスに見えてしまいますからね。

　しかしそれでも面倒だというクロのための最終手段。ひたすら名前と住所だけを練習する(笑)。その練

習も面倒なのならキレイな字を書くのは諦めるべきですね！



2009.02.18 「野菜スイーツ」

　今日の「トロ・ステーション」は、クロ流!?野菜スイーツです。また変なものが出そうな感じですね。

　あくまでもクロの考えたスイーツと注釈が入っていました (笑)。あやしそう・・・。

　まずは人参を使って、「人参のまるかじり」。あからさまにスイーツじゃねー！あまりにも呆れたテレビさ

んが、人参とみかんのジャムを提案。あ、それはまともそう。というか、みかんの味にすべて隠れそうな感

じ。ジャムを作るときは普通の白砂糖ではなくてんさい糖というものを使うとより美味しくなるそうです。

　次はトマトを使って、「トマトの丸ごとシャーベット」。丸ごと？まさか凍らせただけ？ｗ食べるときに

砂糖をまぶして食べるといいとか。結構美味しいそうですが、うーん。やはりテレビさんがアレンジした

トマトのジェラートの方が美味しそうです。トマトはツヤ・ハリがあるものを選ぶといいそうですよ。

　今日は紹介品も少なかったし全体的に短めでしたね。



2009.02.19 「アイドルマスターＳＰ」

　今日の「トロ・ステーション」は、アイドルマスターＳＰです。完全なるクロ枠。

　春香、真、やよい、伊織、雪歩、亜美・真美、律子、あずさ、千早とどんどん出てきては退場し、結局最

後に残ったのはトロ・・・というわけで、クロはトロのプロデュースをすることに (笑)。いい展開ですね。

　ところでアイマスってアーケードが最初だったのですか。そのことに驚きました。確かにシミュレー

ションゲイムだけど、最終的にラブ寄せするならやはりギャルゲと言われても仕方がない気がします。

　今回はＰＳＰで３タイプ出るということで。人気のキャラは当然割り振られているんでしょうね。それ

でもどれくらい売り上げに差が出るのはちょっと楽しみです。

　ＰＳＰ版、基本的な部分はこれまでと同様ですが、新要素として「約束システム」というものが搭載され

ているそう。アイドル候補生たちの方から約束を持ちかけてくるので、自信があったら受けた方がよいと。

ただし約束を守れないと嫌われる幅が大きくなり、守れば逆にかなり好かれる、という構図ですね。

　それと、ＰＳＰならではの機能として、スリープモードにする時間とそれを解除する時間を設定（約

束！）できるそうです。その時間にアイドルを迎えに行くということなので、守らないとえらいことにな

るとかならないとか。

　さらにもう一つの新要素「ストーリープロデュース」「アイドルアルティメイト」では、ライバル事務所

のアイドルも登場し熱い戦いが繰り広げられるとか。

　他には通信モードも充実の、かなりやりごたえのありそうなソフトに仕上がっている模様です。ファン

の人は要チェックですねぇ。

　そして最後にはまさかのおまけがｗこれ振りつけた人かなり大変だったでしょうねぇ。いいもの見させ

ていただきました。



2009.02.20 「2009年のチャレンジ」

　今日の「トロ・ステーション」は、2009年のチャレンジです。はて？

　トロが今年の目標を決められなくて困っていたところ、クロからの提案が。

　まずは大食いファイター・ジャイアント白田さんがプロデュースした肉汁うどん専門店「しろたや」を紹

介。並盛りでもうどん 16玉分もある驚きのボリューム。むしろボリューミー。30分以内に完食すると白

田さんのオリジナルグッズがもらえるそうです。微妙にいらな (ry

　なおこのお店にはちゃんと、並 1/16（つまりうどん１玉）など、量の少ないメニューもありますし、期

間限定らしいのでお近くの方はぜひって感じですね。まあ、当然上もあり大盛り（32玉）を１時間以内で

食べられたら料金無料＆金一封のサービスもありますので、大食い自慢にもおすすめです。

　というかクロ、何故大食いを今年の目標にすすめるのかｗ

　次はジャンボ餃子ですよ。「神楽坂飯店」の。9600円もするんですね。なんというか、お皿ももっと大き

くていいと思います（そこか）。大きさ 35センチ超え、重さは 2.5キロ、普通の餃子の 100個分という超

弩級サイズ！１時間で完食すると無料＆中国酒のプレゼントがあるそうです。

　続いては、「サフラン」の世界一辛いカレー。正確には、世界一辛い唐辛子・ブートジョロキアを丸々１

本使ったカレーだそうです。このカレーを完食できたのは、5071人中 536人・・・あれ、意外とクリアさ

れてるじゃないですか！ (笑)

　結局目標はうやむやに寿司の大食い？に決まり、クロをうまく丸め込んで終了となりました。トロがだ

んだん策士になってきましたね！



2009.02.21 「深海魚って飼えるの？」

　今日の「トロ・ステーション」は、深海魚って飼えるの？です。素で深海魚って食えるの？に見えてし

まった・・・。

　「チョウチンアンコウが飼いたい」と言い出したトロに、「それは深海魚だから無理じゃね？」と言った

クロ。そこに「待った！」の声が（実際には流れていませんがｗ）。「飼えるかもしれませんよ」と言ったの

は、ＪＡＭＳＴＥＣの三輪さん。ＪＡＭ～とは、独立行政法人海洋研究開発機構の略だそうで。

　「本当はあらゆる深海魚を捕りたいと思っているのですが、それだと節操がなさすぎるので」という三輪

さんに少し萌えました (笑)。いい人や。現在はアナゴやゲンゲやビクニンなどを捕っているそうです。

　何故深海魚を地上で飼おうとしているのかとクロが訊いたところ、返ってきた答えが「難しいから」とい

うのには驚きました。挑戦のしがいがあるからやっているそうです。なんて漢前。プランクトンなどの小

さい生物なら成功例があるらしいですが、大きな魚ではほとんど成功しないのだとか。

　捕獲に行くときは、潜水艦ではなく潜水調査船で行くそうです。バトルシップでないからわざとそうい

う言い方をするのだとか。有人無人どちらもありますが、共通しているのはその大きさ。海底と同程度の

圧力をかけたまま地上に持ってくるためにディープアクアリウムという装置を使うそうですが、それが大

きいみたいですね。そのため魚も 30センチ級のものを狙っているそうで。

　あと驚いたのは、深海魚がエコ生活をしているということ (笑)。もともとエサの少ない深海にいるため、

半年や１年エサを食べなくても平気だったという記録が残っているそうな。すごすぎる。

　で、肝心のチョウチンアンコウなんですが、飼うこと自体は難しくないそうで。問題は捕まえる方でし

た。まったく出会わないらしいですよ。かなり臆病者なんですかねぇ。

　それにしても、何故夜中なのか！



2009.02.22 「のびのび BOY」

　今日の「トロ・ステーション」は、「のびのびＢＯＹ」の紹介です。

　ＰＳ３で配信販売されている「のびのびＢＯＹ」の宣伝ですね。塊魂を作った人の作品ということで面

白そうではあるのですが、ＰＳ３なのであまり詳しくは情報見ていませんでした。

　このゲイムは、身体が伸びる男の子ＢＯＹを操作して、おもちゃ箱をひっくり返したようなフィールド

で自由に遊ぼうというゲイムらしいです。

　ＢＯＹができることは主に４つ。「伸びる」「縮む」「食べる」「ジャンプ」。頭とお尻を別々のスティック

で操作し、互いに逆の方向へ向けると身体が伸びるという仕組み。これは面白いですねぇ。

　ＢＯＹはいろんなものを食べることもできますが、食べたものは伸ばした身体に蓄積されていくそうで

す。そして容量を超えたり身体が伸びていなかったりすると、最初に食べたものから尻から出てくるんだ

とか。なるほど、そうやってアイテムを運べるということかな？

　飛ぶ場合も頭とお尻が別々なので、連続して器用に動かせば龍のように自由に空を飛ぶこともできるん

だとか。それは気持ちよさそう。

　「のびのびＢＯＹ」は基本的には自由に動きまわるゲイムですが、クロがお楽しみ講座をしてくれまし

た。

　その１、とにかく物に巻きついたり巻きこまれたりしてみよう。ＢＯＹはケガはしませんが、たまに衝

撃的なことが起こるそうです。頭と尻が離れるとかでしょうかねｗやってみてのお楽しみとのことですの

で、購入した方は無茶してみてください。

　その２、いろんなキャラたちと戯れてみる！フィールド上のキャラクターは、勝手にＢＯＹのところに

集まってくるそうです。たくさん集まったところでＢＯＹがキャラを食べようとすると、みんな一斉に逃

げ出すのが面白いそうで。さすがどＳですね。

　その３、ムービーを撮影してみる。「のびのびＢＯＹ」ではゲイム中にムービーを撮影できる機能がある

そうです。ものすごくニコニコ向けですね (笑)。ＢＯＹの身体には文字も書けるので、それを利用してい

ろんな作品が作れそう。

　ところでこのゲイムのそもそもの目的は、太陽系の惑星を一続きにしちゃおうという壮大なもの（壮大

すぎる）。実はＢＯＹで自由に遊んでいる間に伸びた長さが蓄積されているそうです。そしてその長さを宇

宙空間にいるＧＩＲＬに伝えると、その分だけ伸びて次の惑星に近づくんだとか。惑星の到達するとその

惑星のフィールドを遊べるようになるそうで。壮大ですねぇ。しかし面白そう。





2009.02.23 「下を向いて歩こう？」

　今日の「トロ・ステーション」は、下を向いて歩こう？です。ところで上を向いて歩こうを知っているの

はどの世代までなのだろうか・・・。

　なるほど、マンホールですか。というわけで、日本各地の素敵なマンホールのふたを紹介。

　まずは神奈川県平塚市にある、「湘南ひらつか七夕まつり」をモチーフにしたマンホール。ああ、あの上

の部分は空ではなく海ですか。その下に竹飾りがあるわけですね。これもさすがに大きい画面じゃないと

見づらいです。

　次は山梨県南都留郡富士河口湖町にあるマンホール。キレイな富士山と架かる橋、そして花が印象的な

いい図案ですねぇ。ちなみに今は河口湖町はないそうです。

　続きまして奈良県斑鳩町にある、お寺がデザインされたマンホール。法隆寺と竜田川、それに紅葉をあ

しらった一品です。マンホールなのに風情があります (笑)。

　次も風情のあるマンホール。兵庫県豊岡市城崎町にある、文学少女っぽい墨絵風マンホールですね。こ

れも味わい深いです。

　続いてはいかにも漫画絵、静岡県富士市のかぐや姫マンホール。竹取物語発祥の地と言われているそう

です。

　次は折り鶴のマンホール。三重県桑名市にあります。千羽鶴が江戸時代から伝わっている市だそうです。

また桑名には他にも、ハマグリのマンホールがあります。これはデフォルメされていてなかなかかわいい

ですね。

　かわいいと言えば、岐阜県下呂市にあるカエルのハンドホール（人が入らず手だけで作業する穴）。薬屋

の置物みたいなカエルが確かにかわいい (笑)。ちなみに下呂（ゲロ）市なのでカエルにしたそうなｗ

　また、北海道芦別市では、星座をあしらったマンホールもあります。星の降る町がキャッチフレーズな

のでそうしているそうです。

　同じ北海道でも、虻田郡具知安町のマンホールはいいですね。まるで魔方陣ぐるぐるに出てくるような

顔の太陽が素敵です (笑)。

　最後は山口県山口市湯田にある紙芝居マンホール。湯田温泉にあるそうで、温泉を掘り起こした昔話が

数個のマンホールで展開されています。こういう試みは本当に面白いですよね。

　マンホールギルド、ネーミングがかっこよくて笑いました (笑)。そうか、ギルドなんですか！





2009.02.24 「大阪のおみやげ屋さん」

　今日の「トロ・ステーション」は、大阪のおみやげ屋さんです。おおきに？

　今回はクロが個人的に注目している大阪のおみやげ屋さんの紹介。「いちびり庵」さん。「いちびり」と

いうのは大阪弁で「お調子者」という意味だそうです。そしてこのお店ではオリジナル商品を販売してい

て、それが面白い、ということで。

　まず最初は大阪におい缶「アロマ～！大阪」。大阪のにおいを缶詰にしてみたそうです。道頓堀の厚化粧

なオバチャンのかおりと、北新地のうなじのかおり、天保山の思い出のかおりの３種類があるそうな。ち

なみに天保山の標高はたった 4.53メートル。山だと気づかなそうですねｗ

　続いて「わるかった」とか「すまんかった」とか大量に印字してあるトイレットペーパー「かんにんペー

パー」。水に流してほしいということらしいです (笑)。

　そして売れ筋ナンバーワンの商品が、「大阪はし」。箸そのものは普通ですが、「ウチ専用」「アンタ専用」

「オトン専用」「オカン専用」などと書いてあるそうです。同じような感じで歯ブラシのシリーズもあるそ

うな。

　さらにクロのおすすめ、「たこ焼きの化石」。化石・・・ｗ置物としても使えますが、オイルを垂らすとた

こ焼きのにおいがするそうです。び、びみょ (ry

　最後に「ほらさいなら」をかんだトロがかわいかったです！



2009.02.25 「ステキな入浴剤　裏話」

　今日の「トロ・ステーション」は、素敵な入浴剤の裏話です。なんだろう？

　今回は、バンダイの面白い入浴剤を作った人に話を聞こうの巻。

　まずは植田さん。面白い入浴剤を作ったきっかけは、中からおもちゃが出てくる入浴剤を見て、大人で

も楽しめる入浴剤ができないかと考えたことだったそうです。

　そこで出したのが、ガリガリ君入浴剤 Cool。これが大ヒットしたそうな。しかし開発には当然苦労も

あって、合うにおい、合う色、すぐに溶けるバーをどうするかなど、試行錯誤の連続。自分のお風呂で試し

てみて決めていったそうな。

　このヒットをきっかけに、いろんなシリーズが誕生。うまい棒入浴剤では、いろいろな味とイメージを

合わせるのが大変だったそうです。ロッテガム入浴剤もつくったそうですが、これらは今現在販売してい

ないそうな。

　現在の主力商品は、雪見だいふく入浴剤とカレーなる入浴剤。あと、ギガ入浴剤というものすごく大き

な入浴剤。

　続いてもう一方、北本さん。この方はお金の入浴剤を考えた方で、雑誌に載っていた札束のお風呂を見

て考えついたそうです。以前にはテープ式になっている石鹸を開発したりしていたそうで、アイディア

（ウー）マンなんですね。他にも峰不二子やあしたのジョーの入浴剤を作ったそうな。効果が一目で伝わる

ようにしたかったそうです。なるほどー。



2009.02.26 「風で歩く不思議な生命体」

　今日の「トロ・ステーション」は、風で歩く不思議な生命体の話です。あの風船じゃないですよね？

　おー、なんか骨組みで作った恐竜みたいな感じですね。これが風で動くのですか。「ストランドビース

ト」というそうです。上部のペットボトルに風をためて動くのだそうな。残念ながら動くところは見せて

もらえないようだ (笑)。気になる・・・。

　材料はプラスティックチューブや紐、竹ひご、ゴムなど。それを緻密に組上げていってああいった大き

なものができるのですね。歩く速さは今のところ人間と同程度らしいです。

　あ、動いている姿は「テオ・ヤンセン展」の公式サイトで見られるそうなので、興味がある方はぜひ。



2009.02.27 「龍が如く３」

　今日の「トロ・ステーション」は、龍が如く３の紹介です。

　いきなりクロのキャバクラ遊びからスタート (笑)。「龍が如く」内でのキャバクラ遊びは、女の子から名

刺をもらってメール交換が目的なのですね。で、親密度があがると時間延長や同伴のお誘いがくる、と。そ

こからめくるめくサブストーリーが・・・まあそれはおいておいてｗ

　このシリーズ面白そうなので、いずれはやってみたいのですけどね。今回は舞台として沖縄も出てくる

そうで、すごそうです。あとはおなじみの豪華声優陣。あとキャバクラが３店舗も登場するそうです (笑)。

　前作と違う点といえば、シームレスに改良されたケンカバトル。路上にあるものを武器にするバトルも

健在。あとは地下闘技場があり、タッグマッチができるそうです。他にもゴルフやビリヤードができると

か。充実しすぎでしょうｗカラオケとダーツまで！

　いずれやってみたいです、ほんと。



2009.02.28 「ようこそ生姜部へ」

　今日の「トロ・ステーション」は、ようこそ生姜部へ、です。寒いから生姜で温まろうってことかな。

　いきなり始まった「生姜部の歌」に笑いました (笑)。面白すぎるｗ永谷園のサイトに、生姜部ブログが

あるんですねぇ。みんな頭に生姜をかぶっています (笑)。

　とにかく生姜を正しく理解して、かつ広めようと頑張ってらっしゃるようです。クロからは生姜レシピの

伝授がありました。エリンギパスタは美味しそうですね。かぼちゃと生姜のさっと揚げも興味があります。

　詳しくは生姜部のブログへ～。



2009.03.01 「マトリョミンを弾こう」

　今日の「トロ・ステーション」は、マトリョミンを弾こうです。マトリョミンって、マトリョーシカに

入ったテルミンでしたっけ。一時期ほしいと思っていました (笑)。

　クロがまた形から入って買ってきたマトリョミン (笑)。テルミン奏者の竹内さんが解説してくれます。

　テルミンはのだめのおかげで大分有名になりましたよね。学研の大人の科学シリーズでも出ていたので

すが、あのテルミンはうまく音を鳴らせませんでした（組み立て方が下手だったのかな・・・）。

　マトリョミンはテルミンをマトリョーシカの中に入れたものですが、人形の中に全部収めるために、音

量を調節する機能を削ったそうです。そのかわり、テルミンよりも電波が弱いのでマトリョミン同士なら

近くでも演奏が可能で、これまでできなかった合奏ができるようになったところに強みがあるのだとか。

　うーん、いずれほしい楽器です。



2009.03.02 「不用品処分大作戦」

　今日の「トロ・ステーション」は、春は引っ越し!?不要品処分大作戦です。

　ご近所の奥さん、ずいぶん若いですね。２歳くらいですか？（そっちじゃない）

　というわけで、不要品の処分に悩む奥さんとお駄賃のために、クロが一皮脱ぎました。オークションな

どは面倒ということで、すべてリサイクル店に売る方向で。

　まず本やＣＤ・ＤＶＤは古書店系のリサイクルショップへ。量が多ければ送料も無料になるので、宅配

買取はおすすめです。カズイさんもかなり利用しております。値段がつかないものでも、引き取ってもら

えるのは捨てに行く手間を考えればありがたいですし (笑)。

　続いて粗大ゴミ。新しめの家電製品や、有名ブランドの家具や日用品なら、リサイクルショップで高く

買い取ってくれる可能性があるそうです。それ以外のものでも、とりあえず引き取ってくれるところはあ

るので、有料で処分するよりはいくらかマシ！かと思います。ただし、買取不可だったものは、ガスを使う

製品（ファンヒーターなど）と健康器具だそうです。これは買うときも気をつけないといけないですねぇ。

あとは海外製品は製造年月日が書かれていないことが多く、買取金額がさがってしまうそうです。

　残った子どものおもちゃや、ゲイムの初回特典などは、ホビー系のリサイクルショップに持ちこむと値

がつくこともあるそうです。

　売れなかった粗大ゴミは、市区町村の粗大ゴミ回収に出すのが一番安上がりとのこと。リサイクル料が

かかる家電４品目も、実は無料で引き取ってくれるところがあるらしいので、ネットで検索してみるとい

いそうです。

　あとは古着。古着に関しては、新しくて状態のいいブランド品のみ買取のところが多いそうです。購入

からおおむね３年以内というのが目安。それ以外のまだ使える衣類や靴は、「原宿シカゴ」さんに持ってい

くといいそうです。名指しだ (笑)。

　そして最後のオチの子どももかわいかったです！



2009.03.03 「Mr.PAIN」

　今日の「トロ・ステーション」は、Mr.PAINの宣伝です。

　ＰＳ３のゲイムなんですね。ＰＳ３のオンライン専売ソフトはいかしたものが多くて羨ましいです (笑)。

Ｗｉｉウェアもそれくらいぶっとんでくれるといいのですが、さすがに子ども向け・ファミリー向けが多

いですからね。ＰＳＰのダウンロード専売が出ればなあ。

　さて、肝心のゲイム内容ですが、まずはプレイヤーが巨大パチンコでフィールドに射出されるという時

点で大受けしましたｗ自らを痛めつけいろいろと破壊する！熱いゲイムですね。

　いろいろ得点がつくコンボもあって、たとえばかっこいいポーズを決めて飛び出せば点が上がるとか、当

たったもので得点が変わるとか、頭部へのヒットは得点が高い？とか、いろいろと壊れた内容ですｗ

　あと、基本的に飛び出してからはものに当たったりして動くため、自分で歩いたりはできないのですが、

ちょっとだけ身体をびくっとさせることはできるそうです (笑)。いちいち面白いな、このゲイム。最終的

に完全に動きがとまって 15秒経ったら１回のプレイは終了。ただし、倒れている間に車に轢かれて飛べた

りすることもあるので諦めるな、と (笑)。

　こういうバカゲーは最高ですね！



2009.03.04 「東京童謡散歩」

　今日の「トロ・ステーション」は、東京童謡散歩です。童謡？

　トロとクロが、童謡のゆかりの地をまわりながら散歩をする企画。

　まず最初に行ったのは「夕焼け小焼け」のゆかりの地、夕焼小焼停留所。まさかそのままの名前の停留所

があったとは！面白いですね。向かいの山を５分ほど登っていくと、宮尾神社がありまして、夕焼け小焼

けを作詞した中村雨紅の生家なんだそうです。

　続いては、「春の小川」のゆかりの地へ。電柱に春の小川って書いてあって笑いました。今では川はあり

ませんが、昔は河骨川という川があったそうです。川のあった場所にはそれを示すようにたくさんのマン

ホールが並んでいる場所もあり、水源まで案内してくれるそうな。下流の場所には石碑がたっているので

すが、その歌詞は歌われているものとは違い、作詞の高野辰之が作ったのは本当はこちらだそうで。時代

が流れるにつれ口語体も変化していったため、そういった違いが出てくるのだとか。

　こうしてテーマを決めて散歩するのも面白そうですねぇ。



2009.03.05 「バイオハザード５」

　今日の「トロ・ステーション」は、バイオハザード５の宣伝です。ついに来ましたねぇ。

　冒頭、いいですね (笑)。あの姿で「トロにゃ」とかアテレコされると面白いものがあります。

　今回のバイオは、今まで以上にパートナーとの絆をクローズアップしていて、主人公のクリスとパート

ナーのシェバの同時プレイが可能だそうです。オンラインでもオフラインでもいけるというやさしさがい

いですね。当然ひとりプレイも可能で、その場合はシェバがＡＩ操作になります。

　あと今回の敵は、単純なゾンビではなく、寄生生物に寄生された人間「マジニ」で、普通のゾンビよりも

知能があり集団性が高く、道具などもばんばん使ってくるそうです。こえー。あとは大きめのクリーチャー

ですかね。

　最後にクロから重大な一言が。

「移動しながら銃は撃てない」

　バイオやったことないのですが、全部そうなのですか。きつそうだ・・・。



2009.03.06 「アップデートのお知らせ」

　今日の「トロ・ステーション」は、アップデートのお知らせです。またＰＳ３？

　やっぱりＰＳ３だ orzＰＳＰ版のアップデートは４月予定だそうです。早くー。

　今回のアップデートの変更点は、「トロステの吹き出し自動送りに１秒と２秒が追加」「自分の庭と他人

の庭を直接行き来できる」「仕立券が仕立屋さんで直接買えるようになる」だそうで。こういう細かい変更

をしてくれるのは良心的ですよね、本当。

　あとはコスプレゲームやがちゃぽんの追加、新しいニャバターアイテムの追加など、毎月あるものです

ね。カズイさんは４月を楽しみに待ちたいと思います。



2009.03.07 「2009年Ｊリーグ開幕」

　今日の「トロ・ステーション」は、2009年Ｊリーグ開幕！です。クロは結構Ｊリーグ好きですよね (笑)。

　今年は鹿島が３連覇できるかを楽しみに見ればいいのですね。クロ予想では、今年も優勝争いが混戦模

様になると。優勝争い常連の鹿島、浦和、ガンバ、川崎あたりに、昨年３位の名古屋、ナビスコ杯優勝の大

分もからんで盛りあがるのではないかと。なるほどー。

　Ｊ１に新加入はモンテディオ山形なのですね。東北唯一のチームが、どこまでやれるか、期待したいと

ころです。Ｊ２でも着々と参加チームが増えているのですね。どんどんサッカーの輪が広がっていくのは

本当にいいことだと思います。地元も持ち上がって活性化に繋がりますし。

　ちなみにＪ２に参加するには、都道府県リーグと地域リーグで勝ちあがっていかなければないそうです。

頂上まで登り詰めるのは大変そうだなぁ。

　クロ予想だと、今年Ｊ１へ昇格できそうなのは、何度も逃しているセレッソと仙台、Ｊ１からの降格組で

ある札幌とヴェルディだそうで。どうなりますかねぇ。

　それと、今年からＪリーグにはアジア枠ができて、今までは外国人選手３人まででしたが、アジア出身の

選手ならもう１人登録できるようになったそうです。それも面白い試みですね。

　今回恒例の toto予想はなしという、弱気のクロでした。



2009.03.08 「招き猫の街・常滑」

　今日の「トロ・ステーション」は、招き猫の街・常滑！です。生産地？

　愛知県の常滑市が有名だそうですね。全国で 200箇所も作っている場所があるそうですが、中でもナン

バーワン？

　いろんな場所で作られているので、それぞれ特徴があるのですが、常滑産の招き猫は目がぱっちりしてい

ることと、小判を抱えるスタイルに特徴があるそうです。常滑以外の場所で作られていても、小判を持っ

ているタイプの招き猫は常滑系と呼ばれるほど定着しているのですって。

　常滑市には招き猫をたっぷりと拝めるスポットがあって、それが「とこなめ招き通り」。名前もいいです

ね (笑)。コンクリートの壁にたくさんの招き猫が接着されているところは、横から見ると結構シュールで

すが、ちゃんと前から見たら面白そうです。全部で 39体もあるそうな。

　招き猫の種類も、ただ商売繁盛を祈願するだけじゃなくて、いろいろなテーマで作られているのが面白

いです。ユーモアがありますねぇ。

　最後に、えらい大きな招き猫が (笑)。「とこなめ見守り猫とこにゃん」というそうです。とこにゃん・・・

ｗ（しかも顔だけ？）さらにとこにゃんの周りには、わざと本物そっくりに作られた「本物そっくりの猫」

という名前の置物が 11体あり、こちらはかなりリアルにとこにゃんを見あげています (笑)。

　個人的には海外向けの招き猫がツボに入りましたｗ手がカモンになっているとか目が青いとか芸が細か

すぎる！



2009.03.09 「語源のはなし」

　今日の「トロ・ステーション」は、語源のはなしです。クロらしい面白い話が聞けそうですね。

　まずは、クロが酒の「肴」を買ってきてといったのに、「魚」ばかり買ってきたトロの話 (笑)。魚の方は

もともとは「うお」や「いお」と呼ばれていて、魚の方は「酒＋菜」で肴になったそうです。なるほど。で

はなぜ「うお」が魚になったかというと、昔は肴と言えば焼いた魚を差していて、それがやがて調理済みの

「うお」を全部「さかな」と言うようになり、さらには調理する前のものまで言うようになった、というこ

とらしいです。

　「きりん」に関しては、日本人はどうしても動物のキリンの方を思い浮かべてしまいがちですが、キリン

ビールのマークにもなっている、中国の想像上の生き物・麒麟の方が先なのですよね。アフリカにいた首

の長い動物を、勝手に麒麟だと紹介したことからキリンも麒麟になったそうな。

　次は「へそくり」について。へそくりのへそは、身体の一部とは何の関係もなく、麻の糸を紡いで巻いた

糸の塊のことで、昔農家の人たちがこの麻を巻いて家計の足しにしていたところから、こっそり貯めたお

金をへそくりと呼ぶようになったらしいです。

　続いて「人間」。元々は人と人の間ということで、世間とか社会を表す単語だったそうな。それが今では

人そのものを差すようになりましたが、言われてみると確かに「人間」と表現した時と「人」と表現した

時、また「ヒト」と表現した時は全部感じ方が違いますよね。日本語って本当に面白いです。



2009.03.10 「牛の博物館」

　今日の「トロ・ステーション」は、「牛の博物館」です。北海道？

　牛と人間の関係は、なんと２万年前から始まっていた！というクロの衝撃発言からスタート。牛がいな

かったら人類文明の発展は 500年も遅れていただろうと言われているそうな。ほう。確かに牛は何をする

にも便利ですよね。最終的には食べられますしｗ

　そして登場の牛の博物館は、岩手県でした。前沢牛の産地だからということで、なるほど。この牛の博

物館には、１万５千年くらい前に生息していた牛の化石があり、なかなかに迫力があります。骨だけ見る

と今の牛よりもしゅっとしていて大人びた感じ・・・？（あくまでイメージですがｗ）

　そのうち野生の牛を肉目的で捕まえるようになり、捕まえた牛がたまたま子どもを生んだのでそれを育

ててみたところから、家畜として牛を飼うことが始まったそうです。それ以降、世界的に空前の牛ブーム。

　この牛ブームが日本に来たのは、弥生時代にこっそりと海外から連れてこられたためと言われているそ

うな。山口県の見島にいた見島牛が日本最古の牛らしいです。

　牛の博物館には、世界の牛や、牛の胃袋なんかも展示してあり、大変面白そうです。併設されているレス

トランでは、前沢牛を使ったフルコースが食べられるんだとか。いいですねぇ。



2009.03.11 「自衛隊を体験しよう！」

　今日の「トロ・ステーション」は、「自衛隊を体験しよう！」です。

　今日は陸上自衛隊広報センター、愛称「りっくんランド」からのトロステです。まずりっくんランドとい

うネーミングが素敵すぎますね。入り口に置いてあるライトアーマー（軽装甲機動車）はほんとかっこい

いですよ。

　さっそく中へ。まずは陸上自衛隊のあゆみ・遺産コーナー。遺産て (笑)。まあしかし、歴史を感じるア

イテムや年表で、これまでのあゆみを振り返るのはいいですね。他には自衛隊に関するＤＶＤや本を見ら

れるスペースなんかもあるようです。

　続いて１階では、自衛隊で実際に使用している迷彩服を無料で借りられるそうです。うわー、マニアに

はたまりませんね (笑)。迷彩服を着こんで、偵察用バイクにまたがり写真を撮ったりできるのだとか。

　そしてここにはりっくんランド限定プリクラが!!なるほど、迷彩服を着てプリクラをすすめているのです

ね (笑)。見本の写真を見ましたが、結構かっこよく撮れていて笑いました（失礼）。

　あとはフライトシミュレーターなんかもあるみたいで。本物のパイロットもよくできていると唸るほど

の完成度だとか。トロ・クロも喜んで載っていたのが羨ましいですねｗ他には３Ｄシアターがあり、５本

の３Ｄ映像がスケジュールに合わせて上映されているのだとか。「ひろしの不思議な旅」というタイトルが

非常に気になりました。ひろし・・・誰・・・？（とりあえずお子様でも楽しめる内容らしいです/笑）。

　さらに射撃シミュレーターもあり、こちらは２人で対戦もできるようです。プリクラ以外はすべて無料

で楽しめるそうなので、機会があったら行ってみたいところです。

　↑のような常設展示の他に、戦車やヘリコプターに乗れるイベントなども行っているそうなので、興味

のある人は公式サイトを要チェック！ということでした。



2009.03.12 「サンドイッチの日」

　今日の「トロ・ステーション」は、「サンドイッチの日」です。語呂合わせ？

　３月１３日はサンドイッチの日なのだそうです。２つの３が１を挟んでいるからという理由らしいので

すが、全然納得できません (笑)。どうしたものか・・・。

　そんなこんなで、今日はサンドイッチ屋さん「鞍馬サンド」の商品紹介です。

　まずはパンにカステラが挟まっている「カステーラ」。続いてエビチリがそのまま入っている「エビチ

リ」。さらには、衝撃の「納豆コーヒーゼリー」（※サンドイッチの名前ですよｗ）。たまたま冷蔵庫をあけ

たら入っていたのがこの２つだったそうです (笑)。そんな理由でも、それを一緒に食べてみようと思うの

が凄すぎる。

　あとは「きんぴら」（これは普通に美味しそう）と、「うなぎ」！夏期と土用の丑の日限定だそうですが、

これも地味に美味しそうｗ

　しかしまあ、これだけいろいろな食材を使っても、食べられる味にするのは難しいそうで。過去には

「生クリームと味噌煮込みうどん」というものにもチャレンジして店頭には並んだそうですが、残念なが

ら・・・ｗ

　やはり人の興味を引くためには斬新なアイディアが必要不可欠なのですね。勉強になります（何の）。



2009.03.13 「クロのリベンジ」

　今日の「トロ・ステーション」は、「クロのリベンジ」です。なんですっけ (笑)。

　あー、バレンタインのリベンジですか！トロとジュンが作っていたチョコを、自分あてだと思って勘違

いして食べてしまったクロを、トロとジュンが痛めつけて（一部誇張の表現が入っているかとｗ）しまった

ので、それを恨んでいるようですｗですが、勝手に食べたとはいえもらったことには違いないので、何かお

返ししよう＝リベンジということらしい。

　・・・でもクロのことだから、純粋なお返しにはならないのだろうなｗ続きを見るのがちょっと怖いです

ねぇ。

　・・・なんてプレイヤーの心理を読み切っているのか、ここで早くもトロとジュンが合流しました (笑)。

すごいぜトロステ！これで安心して見守ることができます。作るのはココアキャンディだそうで。

　材料は水飴・ココア・コーヒークリーム・オーブンペーパー・耐熱容器のみ。これは本当に簡単そうです

ね。

　まずは用意した水飴を耐熱容器に入れてレンジで温める。水飴が溶けたらココアの粉を少しずつ混ぜる。

ココアが混ざったら、今度はコーヒークリームを混ぜていく。できたらオーブンペーパーに載せて冷やす。

粘土くらいに固まったら、あとで切りやすいように細長くしておく。そして最後にひと口台の大きさに切

る！これだけでできるそうです。周りに余ったココアとコーヒークリームを混ぜたものをまぶしておくと、

くっつかなくていい感じ。

　ここに来て、トロとジュンが持ち前の優しさを見せ、今作ったものは全部クロにあげるというのですが、

クロは２人（２匹？ｗ）にあげるつもりだったのでとうとう告白。涙を拭う仕草のクロはとてもかわいい

ですね (笑)。めったに見られないのでたくさん見られて良かったです。



2009.03.14 「こんな贈り物はいかが？」

　今日の「トロ・ステーション」は、「こんな贈り物はいかが？」です。白日続編？

　今日はクロが紹介する変化球なお返し紹介。トロに「相変わらずアホの子」とか言っちゃだめですよ！ｗ

　まずは、ロールケーキの形をしたタオルから。違和感はあるんですが、何でできているかまではわかり

ませんでしたね、タオルですかぁ。これは面白い。他にもショートケーキやモンブラン、チョコマーブル

のシリーズがあるそうです。スイーツだけでなく、おにぎりや肉まんの形をしているものもｗ

　・・・って、あれ、今日はこれで終わりですか。短いですねぇ。



2009.03.15 「アドベンチャーワールドへ行こう！」

　今日の「トロ・ステーション」は、「アドベンチャーワールドへ行こう！」です。遊園地？

　のっけからハイなトロ。珍しくトロが主導権を握っているトロステ？「アドベンチャーワールド」を紹

介してくれるようです。和歌山にあるんですね。・・・遠いなｗ

　いろいろな施設が合体しているテーマパークだそうですが、中でもトロが見たいのは「パンダラン

ド」。・・・目で殺されそうなんですが、大丈夫ですかｗトロってパンダ好きだったんですね。パンダが好

きな猫って考えると変な感じですが (笑)。

　トロが作詞のパンダの歌を遮って説明するクロ。でもトロ、意外に流しましたね (笑)。いつものことだ

からか・・・。ここの「パンダランド」では、双子パンダの自然繁殖にも成功しているそうです。世界トッ

プレベルの飼育技術！なにせパンダは中国を含めても 11箇所の動物園でしか見ることができないそうで。

そんなに少ないとは思っていなかったので驚きました。しかもパンダランドでは一度に７頭も見られるそ

うな（世界最多）。

　ここで、パンダが白黒になった理由の物語（ただし中国の昔話ｗ）。昔はまっ白で、人間とも一緒に暮ら

していたのだけど、仲の良かった少女がパンダをかばって死んでしまったことにより、悲しんで泣いたパ

ンダの涙を擦ったら黒くなってしまい、それが身体にもついた、ということらしいです。

　アドベンチャーワールドには、パンダランドの他にも、イルカやアシカを始め海の仲間と触れ合える「マ

リンワールド」や、ライオンやトラなどを見られる「サファリワールド」、ゾウやラクダと触れ合える「エ

ンジョイワールド」、ホッキョクグマやラッコなど寒いところの動物が集まった「海獣館」、そしてペンギン

がたくさん暮らしている「ペンギン王国」、さらにはジェットコースターなどにも乗れる「プレイゾーン」

があるそうです。めっちゃ広そうですねぇ。１日ではとてもまわりきれない感じ。

　まあカズイさん的には、「プレイゾーン」だけでいいです (笑)。←生き物にあまり興味がない人



2009.03.16 「梅干しの話」

　今日の「トロ・ステーション」は、「梅干しの話」です。いろいろと、すっぱそう・・・。

　クロがトロにあげたキャンディ・・・それはノーベルの「男梅キャンディ」。ノーベルの飴は結構好きで

食べていますが、こんなのも出していたのですね。発売は２年前ですが、口コミで評判が広がり今では大

人気、と。やはりちゃんといいものをつくれば宣伝しなくても売れるんですよね。

　とまあ、この話を前振りに、今日は梅干しの話。トロの素朴な疑問として、「梅干しにはどうしてカリカ

リとシワシワがあるのか」というのが出てきました。これ、梅を収穫する時期による違いだそうです。ほ

う。あとカリカリは干さないで作りますが、シワシワは塩に漬けて干すそうな。

　あと、「梅干しの種の中身を食べると死ぬというのは本当か」という疑問もありましたが、それは種の中

身、すなわち仁の中に「アミグダリン」という青酸配糖体があって、胃の中で猛毒の青酸に変わるため、危

ないと言われているそうです。が、梅干しとして加工されているようなものには、その成分はほとんど残っ

ていないので安全だそうな。

　さらに、「梅干しとウナギは食い合わせが悪いのか」という疑問も。これは初めて聞きました。でもまっ

たくの迷信らしいですよ (笑)。逆に食欲の増進になるそうです。

　最後に梅干しスイーツ「梅たまご・白あん入り」と「梅たまご・チーズ入り」を紹介して終了。チーズ入

りの方にちょっと興味がｗ



2009.03.17 「業界用語を学ぼう！～大相撲編～」

　今日の「トロ・ステーション」は、「業界用語を学ぼう！～大相撲編～」です。ほほう。

　まずは朝青龍が言った「顔じゃない」という言葉から。やっぱ「男は顔じゃない」と言いたくなりますよ

ね (笑)。でもこの場合の顔ってそういう意味ではなく、「身分不相応」という意味だそうです。地位が上の

力士が下の力士に向かって言うのだとか。

　続いて「金星」。「平幕が横綱に勝つこと」これは結構耳にしますよね。他に隠語としては、「美しい女性」

という意味もあるのだそうです。えー。あと「勝ちに繋がる縁起のいい人」も言うんだそうな。なんでも

いいんかい (笑)。

　他に、「がちんこ」という言葉は相撲用語がもとで、意味はおなじみ「真剣勝負」。由来は、立ちあがりの

時のぶつかり合いの音が「がちん」と聞こえるからだそうな。

　あとは、「アンコ」。「肉付きのいい力士のこと」を言うそうです。由来は、魚のアンコウのような体型だ

からだそうで。白あん黒あんのあんことは何の関係もないのですねｗ逆にやせ形の力士は「ソップ」とい

うそうですよ。こちらはスープのことで、ダシを取ったあとの鶏ガラのようだからってことらしいです。

　次は、「将来有望な新人力士のこと」は「米びつ」というそうです。江戸時代の力士が給与として米をも

らっていたことに由来し、将来部屋を豊かにしてくれるという意味がこめられているのだとか。ついでに

「えびすこ」は「大食い力士のこと」で、「こんぱち」は「でこぱち」のことだそうです。

　最後に、「馬力」。これは「お酒」のことだそうな。お相撲さんはお酒が強い人が多いから、というわけの

わからない理由でｗお酒を飲むと元気になるそうですよ。



2009.03.18 「コロンブスの話」

　今日の「トロ・ステーション」は、「コロンブスの話」です。しゃかりき？

　クロいわく、コロンブスの卵の話は作り話だそうです。ほへー。実際のコロンブスはかなり謎めいた人

物で、24歳まではイタリアに住んでいたらしいものの、イタリア語の手紙が見つかっていないことや、大

陸の名前をイタリア語でつけたものがないということから、実はイタリア人ではないのでは？という人も

いるそうな。それどころか、実はサルバドール・フェルナンデス・サルコというポルトガル人で、当時イタ

リアとポルトガルが仲悪かったのでわざと名前を変えていたという節があるらしいです。

　他にもいろいろな節があるし、謎も多いのですが、いちばんの謎は、1492年にコロンブスは新大陸に到

達していなかったのでは？ということ。アメリカ海域には確かにいたらしいのですが、大陸には至っていな

いという節ですね。コロンブスが最初に発見したのは小さな島で、そこからキューバなどを見つけていっ

たそうな。ヨーロッパからアメリカに最初に渡ったのは、コロンブスよりも 500年も前のバイキングたち

じゃないかと言われているんだそうです。

　ちなみにコロンブスは、死ぬまでアメリカをアジアだと思いこんでいたそうなｗ説得されて一度は納得

したものの、頑固だったようで。

　そして統率者としては無能だったという話です (笑)。なんでも、２回目の航海の時に作ったイザベル植

民地では反乱が相次ぎ、そのせいで逮捕までされてしまったそうな。

　この他にも、予言書を書いてみたり（でも信じる者はほとんどいなかったｗ）、コロンブスが先に到達し

ていたはずのアメリカを、アジアじゃないと認めなかったばっかりに他の探検家に名前取られたり（探検

家アメリゴにちなんでアメリカと名付けられた）、死んでからも遺骨でもめたり (笑)、本当に謎の多い人物

だったのですね。

　今回は最後に勇なまのキャンペーン宣伝があって終了。ふきんよりいいものだったら欲しかったけれ

ど・・・(笑)。



2009.03.19 「牧場物語」

　今日の「トロ・ステーション」は、「牧場物語　シューガ村とみんなの願い」の宣伝です。

　ＰＳＰ版ですね。カズイさんはまだこのシリーズを遊んだことがありません。多分、途中でやめちゃうと

思うので・・・(笑)。基本的にはどう森と変わらないように見えるのですが、作物を育てるところがちょっ

と本格的（木じゃなくて畑なので）、あと動物（牛とか）も育てられるんですね。

　あとはシューガ村の住民と交流を深めること。仲良くなるといろんなイベントが起こるそうです。クロ

がシュガー村の住民を紹介してくれたのですが、ことごとく女子でｗやはり恋愛要素があるからなのです

ね。最終的には結婚もできるそうです。

　あと、ただ漠然と毎日を過ごすだけでなく、シュガー村をつぶしてレジャーランドにしようとしている

会社から、シュガー村を守る方法を探すという全体的なシナリオもあるみたいで。それはいいかも、と思

いました。やはりちゃんとした目標がある方が遊びやすい気がするんですよねぇ。

　しかし個人的にキャラデザが苦手かもｗ子ども向けだからか・・・。



2009.03.20 「電卓の日」

　今日の「トロ・ステーション」は、「電卓の日」です。おお、カズイさんの仕事道具ですねｗ

　日本の電卓生産数が世界一になったことを記念して、1974年に定められたそうです。というわけで、今

日はいろんな電卓特集。

　まずは片手で使える「モバイルカリキュレーター」。デザインがシンプルでおしゃれですね。何か物を

持っているときは片手で押したいと思うのでいいかも。まあ、機会が限られているのは間違いないですが。

ケータイで用が足りてしまいますしね。

　続いて、ハート型の電卓「ハートカリキュレーター」。これは本体がハート型であるだけでなく、ボタン

の部分がカラフルで本当にかわいいです。

　次は立てて置くことができる「ロボットカリキュレーター」。おお、これはゴツくていいですね。ちょっ

と憧れますｗでもあんまり売っていないレアものだそうです。値段は安いのに、何か理由があるのでしょ

うかね。完全手作りだったりするとか？

　最後に、いろんなことの慰謝料を計算してくれる「慰謝料電卓」。えーｗ慰謝料を払ってほしい相手との

間柄、どんなことに怒っているのか、また、ボタン連打でいかに怒っているのかを入力すると値段を算出し

てくれるのだとか。試しに「トロがクロのビールを飲んじゃった」で入力し、必死にボタン連打したとこ

ろ、38万 6千 364円もの請求額が！ｗうーん、しかし全然使い道はなさそうです (笑)。



2009.03.21 「世界をミニチュアにするカメラマン」

　今日の「トロ・ステーション」は、「世界をミニチュアにするカメラマン」です。ほう。

　おおおお、最初に写真が紹介されたのですが、本当にミニチュアにしか見えない！でも実際の風景写真

なんですね。すごいなぁ。

　撮ったのは野口克也さん。航空カメラマンだそうで。あとヘリのパイロットでもあるのですって。例の

写真は「ティルト/シフトレンズ」というものを使うと撮れるそうです。レンズをずらしたり傾けたりする

そうなんですが、それでどうしてああなるのかちっともわかりません 。被写体深度を極端に浅くすると

意図的にピンぼけを作れるそうです。

　普段は全体にピントを合わせているところを、真ん中横一直線にだけピントを合わせたものにすると、本

当にミニチュアに見えるんですね。不思議です。

　↑のレンズは 20万以上するそうですが、手軽にミニチュア写真を撮るコツとしては、画像処理ソフトを

使うことと、見下ろせる撮影場所を選ぶこと（ただし目線はミニチュアを見るような角度で）、あとは被写

体選びが重要だそうで。赤や緑、あと白を意識することがミニチュアっぽく見せるコツらしいです。

　この方は本も出してらっしゃいますし、ブログもやってらっしゃるようなので、写真に興味のある方は

どうぞ。



2009.03.22 「アジアのゲームショウ　レポート」

　今日の「トロ・ステーション」は、「アジアのゲームショウ　レポート」です。面白そう。

　去年の 12月に香港で開催された「アジアゲームショウ 2008」と、今年の２月に台湾で開催された「台

北ゲームショウ 2009」のレポートです。って、間があかなすぎじゃないですか (笑)。

　まずはアジアのほうから。会場はかなり広いところだったらしく、入り口ではリトルビッグプラネット

のリビッツがお出迎え。このソフトは全世界で大人気らしいです。あとはスネークの等身大（？）人形も

あって、なかなかリアルでした。

　そして、みんゴルのイベントでトロの着ぐるみが登場！でかい！ｗそしてクロも、ちゃっかりトロの前

に登場して何かやらかしていたらしいですね。さすが！ちなみにこのステージのメインイベントは、トロ

の中国語名を考えること。公募していたそうで、決まった名前は「多楽」でした。

　続いて台北の方。こちらも大きな会場で、５日間の来場者数は約 39万人！ｗあまりに多くてびっくりし

ましたよ。そんなに人気ですかー。そしてトロはこちらでもステージに登場。大人気だったそうです。

　ひとつ面白かったのは、アジアでも台湾でも、すでに発売されているゲイムはその場で販売されているこ

と。これ、かなりいいことだと思いました。なんでって、ゲイムショウに行っているときは気分が高揚し

ている分みんなの財布の紐は緩いと思うのですよ (笑)。でも日本では協定とかあって無理なのですかね？

物販ブースとかでやってもいいと思うのですが。

　今年のゲイムショウも本当に楽しみですね。頑張って行けるように予定立てたいと思いますｗ



2009.03.23 「なんちゃって制服コーディネート塾」

　今日の「トロ・ステーション」は、「なんちゃって制服コーディネート塾」です。なんちゃって・・・。

　最近は私服の学校が増えているため、逆に制服を着たい女子の間で、制服っぽいアイテムを組みあわせて

オシャレな制服風にする「なんちゃって制服」というものが流行っているそうです。そういう意味ですか。

　というわけで今回は、スクールアイテム専門ショップ「ＣＯＮＯＭｉ」を紹介。もともとは新潟発のお店

だそうで。本物の制服は一切おかずに、制服っぽいブランド品を置いているそうな。最近は自社製品も作

り始めたそうです。

　いろいろとポイントがあるようですが、ぶっちゃけここで買ったものはどう組みあわせても制服に見え

るような気がします (笑)。まあしかし、色の統一感を持たせるのが一般的なようですね。

　クロがはしゃぎすぎて面白い回でした (笑)。でも働いているお嬢さんたちは本当にかわいいですね。

ファンがつきそうな感じがしましたｗ



2009.03.24 「サルゲッチュ　ピポサル戦記」

　今日の「トロ・ステーション」は、「サルゲッチュ　ピポサル戦記」の宣伝です。あー、最近よくＣＭ見

ますね。

　今回のサルゲッチュはＲＰＧなんですな。ちょっと意外でした。しかし携帯機でのアクションが苦手な

カズイさんには向いているかも。やらないけど (笑)。

　おバカ王子が悪いやつの封印を解いてしまって、それを再び封じるために４つのエリアを旅するようで

す。移動はオートランで快適（方向を選ぶだけ）。ただし青いルートと赤いルートがあり、危険度が違う、

と。戦闘はエンカウント式のコマンドバトルで初心者にも安心、面白い機能としては友だちになったピポ

ダッチを戦闘に呼び出せるとのこと。

　あとエンカウントでサルゲーとも遭遇するそうです (笑)。敵だけじゃないのですね。ありとあらゆる苦

難が襲いかかるのだそうな。これは面白い要素ですね。

　街にはクエストを斡旋してくれるギルドがあり、チップを稼ぐことができるようです。当然クエストに

もサルゲーが多数用意されています。

　他には冒険を手助けしてくれる黄金のスペクター貯金箱なんてものがあり、ダンジョンを解放してくれ

たり回復してくれたりするそうですが、実は貯金箱というのは嘘でお金は戻ってこないそうですｗなおダ

ンジョン内はシンボルエンカウントだそうな。ＲＰＧのいろんな要素が楽しめるのですね。

　装備は合成して強いものを作るのが基本。しかしチップがないと合成も頼めないと。あとボス戦ではア

クション要素もあるみたいですね。

　今回の紹介を見た限りでは普通に面白そうな感じ。このシリーズはすべて未プレイですが、ちょっとやっ

てみたくなりました。各種サルゲーは単体でも楽しめ 70種類以上あるそうなので、春休みのお供にはいい

かもしれませんね。



2009.03.25 「セレブ・デ・トマト」

　今日の「トロ・ステーション」は、「セレブ・デ・トマト」についてです。セレブなの？トマトなの？

　あ、店の名前でしたか。最高のトマトを満喫できるお店だそうです。なんでも、選ばれしトマトだけを

扱っているのだとか。

　いやぁ、トマトの種類がこんなにあるとは！というくらいものすごい数のトマトです。定番の赤だけで

はなく、黄色に緑に黒いトマトまで。凄いですねぇ。一体どんな味がするのでしょう。

　お店の隣にはレストランもあり、トマトジュースの飲み比べなどもできるそうです。中でも、トマト

ジュースの最高峰「BlackPrince」（なんと１万５千円！）は 2008年度産分がすべて完売するほどの人気っ

ぷり。他にもいろんな種類のトマトジュースが用意されていて、トマト好きはもちろん苦手な人も食べられ

るようになりそうな感じがしました (笑)。きっとこういうトマトは酸っぱさなどなくておいしいのでしょ

うね。



2009.03.26 「猫神様になろう！」

　今日の「トロ・ステーション」は、「猫神様になろう！」です。招き猫？（は最近やったな）

　ああ、なるほど、トロクロが神様になろうって話ですね。クロは猫が神様になった話をいっぱい知って

いるということで（かなり胡散臭いですが）今日はその紹介です。

　猫神様になるには？その１、恩返しをして猫神様になろう！これは秩父にある少林寺というお寺での出

来事。和尚さんが、夜に猫が踊っているのを発見してしまい、そんな姿を村人に見られては大変だからと、

猫を追い出すことにしました。でもその前にちゃんとご馳走を与えてあげて、猫も納得したのか数珠のプ

レゼントを置いて出て行ったそうな（しぶいですね）。で、数珠を渡すときに猫はひとつ助言をしていて、

近々棺が空を飛ぶから「住職ここにあり！」と唱えるよう言ったんですね（詳しくは自分で調べてください

ｗ）。和尚さんが言われたとおりにすると、一躍有名人になり、お寺も有名になったのだとか。イイハナシ

ダナー。

　猫神様になるには？その２、カイコを守り猫神様になろう！カイコの天敵はネズミなので、猫が重宝が

られていたそうです。こっちの方が現実的ですね (笑)。江戸時代には馬が１両なのに猫５両で取引された

こともあったそうです。すごいですね。

　あとは、白猫と黒猫の印象が各国で違うという話題がありました。黒猫は不吉だと思っている派は、イ

タリアを初めとしたヨーロッパのいくつかの国とアメリカ。しかしイギリスでは白猫の方が不吉なんだそ

うです。ただし、白猫と黒猫のコンビは最強タッグと言われているそうなｗトロステ安泰ですね。

　なお、「猫神様の散歩道」という本があるそうで。興味の出た方はどうぞ。



2009.03.27 「ディスガイア２ PORTABLE」

　今日の「トロ・ステーション」は、「魔界戦記ディスガイア２ PORTABLE」の宣伝です。

　今回はトロとクロが別々の場所で話を進めていくのですが・・・クロの方は相変わらずエトナ様にかわ

いがられ、トロの方はちょっといい話になっていて面白いです (笑)。

　今作は移植ですが、日本一がただの移植をするわけがない、というわけで、さらにも増してやりこみ要素

が偉いことになっている模様。新キャラも、ディスガイア３からもやってくるそうな。

　あとは本編をクリアすると遊べるようになる「アクターレ編」。ＰＳＰ版だけの追加シナリオということ

で、一度遊んだ人でも楽しめる要素が。ところでアクターレって別に悪ガキって意味じゃないですよね？

(笑)響きからどうしても連想してしまうのですが・・・。

　さらにさらに、↑のアクターレ編をクリアすると、新汎用キャラが使えるようになったり、ディスガイア

３で好評だった投げレシーブや魔チェンジが使えるようになるそうです。さらにその上の魔チェンジ２も

あるとかないとか（あります）。

　そしてクロ、無理やりディスガイア２に登場しようと画策 (笑)。本当に実現するんでしょうかね。まあ

日本一は毎回ひどく協力的なので、ちゃんとやってくれそうな感じもするのですが (笑)。

　最後までトロが切なくしめてくれました・・・トロ・・・



2009.03.28 「わかったつもり？偉人伝・夏目漱石」

　今日の「トロ・ステーション」は、「わかったつもり？偉人伝・夏目漱石」です。おお、楽しみ。

　「我が輩は猫である」で有名な、野口英世の前のお札の人、ですね。小説を書きながら松山で教師をして

いたそうで、その経験が「坊っちゃん」に生かされているとか。ではその漱石の偉人伝行ってみましょう。

　偉人伝その１。考えごとをしながら、鼻毛をプチプチ！えー (笑)。しかも抜いた鼻毛を原稿用紙の上に

並べていたそうです。当然渡された原稿についていることもｗ普通に不衛生、ぶっちゃけ汚いですよね。

恐るべし漱石・・・。

　偉人伝その２。甘いものがだ～い好き！味覚は乙女ということですね。パンに砂糖をつけて食べたり、

当時は珍しかったアイスクリームが大好きで、製造器まで買ってしまったそうです。さらにシュークリー

ムをもらっても子供らにはあげずに独り占め！ｗこれは酷い。あとジャムも直接、ドクターストップがか

かるまでなめ続けていたそうな。本当に好きなんですねぇ。そういう意味で感心しましたｗ

　偉人伝その３。「肩こり」を作った！どういうことかというと、当て字や造語などを大量に作ったのだそ

うです。なんと、浪漫という当て字を考えたのも漱石だそうですよ。もともとは「肩が張る」と言っていた

のを「肩がこる」と言い換えたのが肩こりの始まりらしいです。あとは「兎に角」や「沢山」が漱石の作品

（？）だそうで、今でも使われているものがたくさんありますね！

　最後に、トロのまとめ。「新しい言葉を考えながら、鼻毛を抜いてコレクション！甘いもの大好きの渋い

おじいちゃん！」相変わらずつっこみたい場所が多すぎる (笑)。



2009.03.29 「ご当地グルメ・佐賀編」

　今日の「トロ・ステーション」は「ご当地グルメ・佐賀編」です。いよいよ佐賀ですか。

　キャッチフレーズが「佐賀を探そう」って、まだ見つかってないんですか。そっちにびっくりしました。

そりゃ歌も生まれますよ！

　まずクロのおすすめは、イカの聖地 (笑)呼子の「イカのお刺身」。そうなんですよ、本当に新鮮なイカっ

ていうのは透き通ってるんですよね。カズイさんが住んでいるところも近くでイカが取れるので、むしろ

透明でないイカを見たときのほうがびっくりしました。着色料入ってるのかと (笑)。

　他にも呼子では、「イカシュウマイ」などがあり、朝市にいくといろんなものと出会えるそうです。「イカ

墨ケーキ」というスイーツまで！あとイカ以外ではカキが有名だそうで。カキ焼き海道と呼ばれる国道線

沿いでは、15店舗ほどの焼きガキの店が軒を連ねているそうです。海産物がおいしいところなんですね。

　最後に、いかにもご当地グルメっぽい（つまりＢ級っぽい？ｗ）ということで、カフェ・ドンキホーテの

「シシリアンライス」が紹介されました。ご飯の上に炒めた肉と野菜サラダを盛り合わせて、マヨネーズを

かけたものだそうで。あら、普通に美味しそうですね。

　しかし佐賀、あんまりネタがなかったのかなぁという印象が (笑)。



2009.03.30 「最新ネイルアート事情」

　今日の「トロ・ステーション」は、「最新ネイルアート事情」です。おおー。

　おっと、今日はクロのかわりにピエールですね。どうせクロはネイルサロンでお姉さんといちゃちやし

てるんでしょうｗ

　というわけで、今日はネイルアート。今はマニキュアじゃなくて、スカルプチュアというアクリル樹脂

を塗る人工の爪が流行っているそうな。ジェルネイルと呼ぶらしい。なんと３週間以上も長持ちするんだ

とか！丈夫なのでつけたまま家事もＯＫ、マニキュアと違いにおいもなく、紫外線を当てるまでは固まら

ないのでいろんなアートを楽しめるそうです。本当に進化しましたねぇ。

　そして最近はネイルサロンに行く男性も増えているようで。ああ、化粧する男性が増えているんだから、

当然そうなりますよね。噂の草食系というか (笑)。ついでに犬や猫までやっているそうなｗ

　この流れで２匹が向かったのが、東京青山にあるネイルサロン「シャン・デ・ボーム」。スカルプチュア

は本当に絵の具みたいですね。それにラインストーンや押し花といったアイテムをのせていく、と。実物

を見ると、なんというか、姫携帯と同じような勢いで姫爪ですね (笑)。

　工程としては、まずは爪の表面を削って浸透しやすくしてから、溶液を浸した脱脂綿を爪の上に置いて、

アルミホイルで包むそうです。それから爪の下の薄皮をきれいに取って、ベースとなる色を塗り、紫外線を

あて固定させる。ここからは、ジェルを塗っては固め塗っては固めして、アートをつくっていくんですね。

見本では、トロとクロのパーツ（すごくよくできてます！）をつけていて笑いました。これはいい！ (笑)

　・・・あれ、オチにクロが使われるかと思ったら、そんなことはありませんでした！フェイクか・・・!?



2009.03.31 「またまた酷道をゆく！」

　今日の「トロ・ステーション」は、「またまた酷道をゆく！」です。おお。

　そろそろ行楽のシーズンということで、再び酷道特集です。クロ曰く、今回は酷道は酷道でも初心者向

けで心がなごむ場所だそうな。楽しみですねぇ。

　まずは酷道の世界でも超メジャーな 339号の階段国道から。青森県の竜飛岬にあるんですね。津軽海峡

冬景色って感じかｗちなみに 362段もあるそうです。並走している県道のほうがよっぽど立派らしいです

よ。

　続いて国道 308 号の、通称暗峠（くらがりとうげ）。大阪から奈良に続いている道だそうで、石畳が敷

きつめられた情緒あふれる空間だそうな。日本の道百選にも選ばれているそうです。なぜ酷道かというと、

日本一急勾配だそうな (笑)。なるほどー。しかも道幅も狭そうですね。

　次は事実上国道 401号に指定されている場所。今は草むらにしか見えませんがｗ会津若松から沼田に続

いている国道だそうで、自然保護の観点から歩行者限定で通行が許可されているのだとか。

　続いて、おなかがすいたトロのための国道（？）170 号。大阪府にあるそうですが、期間限定の国道だ

そうです。ほとんどの場所で旧国道と新国道が並走しているそうですが、いずれそれが解除されたら国道

じゃなくなるということで、期間限定なんですね。どう見ても商店街なのですが (笑)。

　ここ以外には、長崎県から熊本県に通じる一般国道のなかに、商店街のある国道があるそうです。その

２箇所だけらしいですよ。そこにはちゃんと逆さおにぎりの標識があるのだとか。

　あとは南アルプスにある国道 152号。長野から静岡に通じている国道で、道幅が狭いことで有名だそう

です。景色がいいのでハイキングコースとしておすすめだそうな。

　最後に国道 197号を。高知市から大分市に続いている一般国道・・・まあ水ですね (笑)。海上国道方式

ということで、フェリー航路が指定されているそうです。このような場所は日本国内に 28 路線あるそう

な。ほんと、島国の日本ならではですね。



2009.04.01 「アップデートのお知らせ」

　今日の「トロ・ステーション」は「アップデートのお知らせ」です。４月はＰＳＰ版もあるんでしたっ

け！

　いきなりエイプリルフールらしい企画から (笑)。トロステじゃなくなるなんてそんなことはありえない

ですよ！

　で、ここからは本当のアップデートのお知らせ。相変わらずみャイルが貯まりまくっているので、使え

るシステムが増えればいいなぁ。

　まずはオープニングの変更。曲を新しく書くという話がありましたが、叶ったのかな？　あとスクリー

ンショットを撮れるようになるそうです。・・・なにに使えと (笑)。このブログで紹介するために撮って

いたらきりがなさそうなのでやりませんがｗ

　お、いちばん嬉しい部屋の模様替え機能もついに来るんですね！少しだけというのが気になりますが、で

きないよりはマシなので楽しみです。

　あとは、ニャバターですね。ついにＰＳＰ版でも・・・しかし２種類（オスメス？）から選んで柄を決め

るだけなんですか。意外と単純だ (笑)。しかしこれによって、部屋でトロと一緒にものを食べたりできる

ようになるそうです。

　さらにコスプレゲイムが増えるみたいですね。なかなか盛りだくさんです。これらは新しくオープンす

るまいいつストアで買えるようになるんだとか。ＰＳストアまで行かなくてもすむんですね。確実に進化

している模様。

　そして！ＰＳＰ独自の機能として、「お庭におでかけ！」というシステムができるそうです。そして庭で

栽培ができるんだとか。トロと一緒に花を育てられるんですねぇ。これは楽しみです。最初は植えられる

種類が少ないけれど、育てていくうちにはにゃコトバというものをゲットできて、クロのお店に売ってい

るカラのタネに、トロと一緒におまじないで与えると新しい花が植えられるようになるそうな。

　いやぁ、待たされただけあって盛りだくさんなのが嬉しいです。中旬あたりには来ますかねぇ。わくわ

く。



2009.04.02 「国産の旅客機、再び空へ」

　今日の「トロ・ステーション」は、「国産の旅客機、再び空へ」です。感動もの？

　三菱リージョナル・ジェットの略でＭＲＪなんですね。ジャンボ・ジェットより一回り小さい旅客機だ

そうです。クロはひとりで盛りあがっていますが、カズイさんも全然わかりませんｗ

　日本の航空開発史の始まりは、戦前までさかのぼるそうです。1910年にアメリカの真似をする形で開発

が始まったそうですが、基本手先が器用な日本人ですから、技術力はやはり凄かったんですね。世界で５

番目にジェット機を飛ばしたそうな。

　しかし戦後日本での航空機開発が禁止され、日本はアメリカの機体をつくることで技術力をひたすら磨

いていたそうな。そうしてやっと禁止が解禁され、航空機開発は再スタート。民間と国が手を取りあって

開発したのがＹＳ－ 11だったんですね。

　しかし赤字だったり生産競争に負けたりで、結局 10年ちょいで生産がストップ。それが 1973年のこと。

　それから数十年・・・再び日本の技術力が集結、次世代のリージョナル・ジェットは 2013年納入予定だ

そうです。これは楽しみですねー（単純ｗ）。すでに全日空が 25機も発注しているそうです。やつは本気

だ！ｗ

　トロステがそれまで続いているといいですねぇ (笑)。



2009.04.03 「わかったつもり？偉人伝・徳川慶喜」

　今日の「トロ・ステーション」は、「わかったつもり？偉人伝・徳川慶喜」です。１週間ぶりですね (笑)。

　まずは基礎知識から。江戸幕府最後の将軍で、大政奉還を行ったことで有名ですね。しかし今回はそんな

こと関係ねぇと言わんばかりに、個人のどうでもいいことにスポットをあてていくそうです。さすがクロ。

　それでは偉人伝その１。幼少時代、枕の横にカミソリを置いて寝た。えーと、暗殺に備えていたのでしょ

うかｗ実際には父親がとても厳しい人で、慶喜の寝相が悪いのが気に入らず、それを直すためにカミソリ

を置いていたそうです。さしずめ寝癖矯正カミソリってところでしょうか。しかもこれでちゃんと直った

というから驚きですｗ

　偉人伝その２。あんパン、大好き！うわー、確かにどうでもいい情報だ (笑)。元幕臣の山岡鉄舟がおみ

やげにあんパンを持っていったのがきっかけだそうな。ちょっと意外ですね。

　偉人伝その３。とにかく多趣味だった！ほほう。写真撮影、油絵、狩猟、囲碁、将棋、刺繍、能楽、投網、

弓道、放鷹、打毬、手裏剣、謡曲、和歌、日本画、俳句・・・などなど、新しいもの好きでどんどん趣味が

増えていったそうな。刺繍ってのにちょっと笑いました (笑)。かわいいところもあるもんですね。あとは

サイクリングが好きで、街なかを自転車で走っていたそうです。面白いなぁ。

　さて、ここでトロのまとめ。「とっても多趣味な将軍さま。名前はケーキ、好物はあんパン！」それを聞

いたあとの、「ただのあんパン好きでしかない」というクロのコメントが秀逸すぎますｗ



2009.04.04 「ドット絵の世界」

　今日の「トロ・ステーション」は、「ドット絵の世界」です。おー、いいですね。

　ああ、「ドッツ」の紹介でしたか。どこいつのセットもあるとは知りませんでした。ドット絵を自分でつ

くって飾れるのがいいですよねー。ちょっとほしかったりしますｗちなみに今トロのお店で買うと、白い

ピンが 200個もついてくるそうですよ。すごいですね。

　それというのも、どこいつのキャラを対象にしたドッツ作品コンテストがあるからみたいです。選ばれ

るといろいろもらえるみたいなので、腕に自信のある人は参加してみてはどうでしょうか。

　というわけで、ここでクロのドット絵講座が。アドバイスその１、１ドットに気を使え！たとえばスズ

キのドット絵では、口の端にある１ドットがスズキらしさを出していると、そういうことですね。

　アドバイスその２、特徴をうまく表現しよう。小さなマスのなかでも、特徴をとらえることによってあ

る程度省くことができるんですよねぇ。

　アドバイスその３、あいたスペースも有効活用。真横にするより斜めにした方が、横長のものは入りや

すいということでした。ふむふむ。

　アドバイスその４、表情の変化を考えよう。全体を変えるのは難しくても、表情だけなら比較的いじり

やすい、ということで。

　最後のアドバイスは、とにかく楽しんで作ろう！ということでした。



2009.04.05 「ご当地グルメ・鳥取編」

　今日の「トロ・ステーション」は、「ご当地グルメ・鳥取編」です。

　鳥取砂丘には観光用のラクダがいるんですね。それは知りませんでした。ちょっと行ってみたい場所で

はあります。

　さて、では肝心のご当地グルメを。最初は「砂たまご」。あー、似たような感じのお菓子がありましたが、

これはお菓子じゃなくてガチ卵なんですね (笑)。砂丘の地熱で作ったゆで卵だそうで。温泉たまごの砂版

ということでした。なるほど。

　続いて「砂コーヒー」。なんでも砂ってつけるんですね (笑)。砂丘の砂で焙煎したコーヒーだそうです。

砂の不思議な力で苦みなどが消え、まろやかな味になるせいか、鳥取県は一世帯あたりのコーヒー消化量

が日本一だそうですよ。面白いデータですねぇ。

　次はＢ級グルメの代表「とうふちくわ」。あれ、ちょっとおいしそうｗこれのせいというわけではありま

せんが、鳥取市のちくわ消費量は 30年間も日本一を保っているそうです。

　続いて「鳥取カレー」。カレーの消費量も、最近まで一位だったのですが、今は佐賀市に抜かれているそ

うな。ほほう。鳥取カレーは、鳥取のものを３種類使っていればあとはどうでもいいそうで、いろんな店

で違う味が楽しめるんですね。最近はそういうものが多いですね。

　次は「鬼太郎まぐろラーメン」。鳥取は水木しげると切っても切れない関係ですからねぇ。しかしこの

ラーメンは普通に美味しそうです。本マグロがちゃんとのっているんですね。



2009.04.06 「おうちでカクテル」

　今日の「トロ・ステーション」は、「おうちでカクテル」です。思いっ切りクロ枠？ｗ

　まずはバーに行くときのマナーから。

　スーツである必要はないけど、襟付きの服がベター。携帯電話はマナーモードに。あとは大声で話さな

いこと。大事なのは、場の雰囲気を壊さないことだそうです。早い話が空気読めってことですねｗ

　さて、次はうんちく。

　カクテルの語源は、雄鳥のしっぽ。Cocktailだそうです。なぜそうなったのかには諸説ありまして、いち

ばん有力なものが、メキシコのユカタン半島にイギリス人が上陸した際に、地元のバーで少年がおいしそ

うなミックス・ドリンクを木の枝で混ぜていたそうな。その酒の名前を聞いたところ、少年が木の枝のこ

とを聞いているんだと勘違いして、「コーラ・デ・ガジョです」と答えたそうで。これがスペイン語で雄鳥

のしっぽという意味だったので、英語でもそういう意味の言葉を当てられたということなのですね。

　次に詳しい飲み方の紹介。

　トロでも知っていた「マティーニ」。ついているオリーブは食べてもいいそうです。トロピカル系のドリ

ンクについてくるフルーツももちろんいいそうですよ。

　カクテルには、短時間で飲む「ショート・カクテル」と、じっくり楽しむ「ロング・カクテル」があるそ

うで。ショートは冷たいうちに飲みきるのがマナーだそうです。逆にロングは会話を楽しみながら。それ

と、細いストローがついているときはかき混ぜる用だそうで。あとストローが２本ついている場合は目詰

まりしやすいもんなので、２本同時に使って飲むのがいいそうです。同時か、その発想はなかった (笑)。

　さて、ここでやっとタイトルにそった本題。おうちでカクテルをするには？

　まず必要なものは、シェーカーとメジャーカップ、バー・スプーンにミキシング・グラス。別に本物を使

わなくても代用できるものがほとんどですね。

　以下はクロのおすすめレシピということで、カンパリリキュールを使ったスプモーニや、カシスリキュー

ルを使ったチャイナ・カシス、カシスリキュールとマリブリキュールを使ったカシス・コラーダなどが紹介

されました。今サントリーではおうちカクテルキャンペーンをやっているそうなので、興味のある人、レ

シピが知りたい方はそちらへどうぞ～（説明は、しません/笑）。



2009.04.07 「コーヒーを学ぼう！」

　今日の「トロ・ステーション」は、「コーヒーを学ぼう！」です。大人のかほりですね。

　専門店に行ってコーヒーについて学びましょうということで、世田谷区にあるコーヒー研究所「堀口珈

琲研究所」に行きました。コーヒー豆の輸入や喫茶店を経営しつつ、コーヒー普及のためのさまざまな活

動をしているそうです。

　ここでコーヒー研究の第一人者、堀口俊英さんが登場。お店ではたくさんの種類をそろえているわけで

はなく、それにはちゃんとした理由があるそうです。

　そもそもコーヒー豆の種類は大きく分類すると「アラビカ種」と「ロブスタ種」の２種類あるそうで。さ

らにつくられた国によって細かく種類分けされているそうな。あと、生産農場が明確で、米国スペシャル

ティコーヒー協会で認められた豆は、「スペシャルティコーヒー」と呼ばれているそうです。各生産地にお

いて最高品質のコーヒーなんだとか。

　それと、コーヒーもワインと一緒で産地によって旬などがあり、お店で出せる豆の種類も季節によって

違う、ということらしいです。

　そしてお店ではその日に焙煎したものだけを出しているそうです。焙煎の仕方によってかなり味が違う

ようですね。缶コーヒーを買うときは適当に選んでいましたが、これを知っていれば自分好みのものが買

えるかも!?

「浅煎り」酸味が強く残りコクや香りは薄め

「中煎り」酸味が抑えられコクや香りも出る

「深煎り」コクや苦みが強く出る

　さらには豆の挽き方によっても味の違いが出るそうで。

「粗挽き」苦みが弱め　コーヒープレス向け

「中挽き」苦みは普通　ドリップ向け

「細挽き」苦みが強め　アイスコーヒー向け

　なるほど。あとは淹れ方ですね。

「ペーパードリップ」一般的な方法　手入れが楽

「ネルドリップ」香味が柔らかくなる　手入れがやや面倒

「コーヒープレス」手軽で失敗が少ない　手入れがやや面倒

　コーヒーの世界ってすごく複雑なのですね・・・(笑)。最初のうちは信頼できるお店で挽いてもらって、



ペーパードリップから楽しむといいそうです。

　そのペーパードリップのさいのコツとしては、お湯は 95度ぐらいに沸騰してから、少し冷めたものを使

うこと。細口のポットからゆっくり時間をかけて注ぐことだそうな。挽いた豆が余ったら、密閉容器に入

れて冷凍庫に入れておくといいそうです。

　あとは二匹におすすめのコーヒーを紹介して終わりでしたー。ジャムやお酒と混ぜたりするやり方もあ

るそうで。面白いですねぇ、一体どんな味がするんでしょうか。



2009.04.08 「プラモデルができるまで」

　今日の「トロ・ステーション」は、「トロステ社会科見学　プラモデルができるまで」です。電撃.comで

予告があったやつですね。

　いきなり静岡市にあるバンダイホビーセンターから始まり。そしてクロは微妙なコスプレで登場 (笑)。

どう見てもクロ枠ですね・・・。

　そしてはしゃぎまくるクロ (笑)。本当に大丈夫か、トロじゃなくても心配になりますよ。

　ここで案内役の野口さんが登場。ちゃんと制服着てますねぇ。

　まずはホビーセンターの外に行ったのですが、壁一面太陽光パネルです！これはすごい。一日で民家５

軒分の電力が発電可能だそうな。これで工場全体で使う電力の５％を節約しているそうです。そ、それで

も５％なんだ・・・。

　ホビーセンターはプラモデルを作るためだけに建設された工場で、設計からすべてここで行っているそ

うです。建物の高さは初代ガンダムと同じ 17Ｍで、しかもトイレまでガンダム仕様なんですね (笑)。

　次に企画開発室のような場所（名前見るの忘れましたｗ）に行き、設計段階のプラモデルをＰＣ画面上で

見せてもらっていました。ＰＣ上でもちゃんと動いたりするのがすごいですね。

　大体の元ができたら、光造型機ＥＤＥＮで試作品を作るそうです。このＥＤＥＮ、一台で家が買えちゃ

うくらいのお値段だそうで。すげー。

　続いてレーザー加工機のもとへ。完成したＣＡＤデータを使って、レーザーで金型を削りだしていくそう

です。普段はこれを使っていないそうですが (笑)、いざというときのための備えだそうですよ。なるほど。

　あと、パーツが大変複雑なので設計図があってもそう簡単にはできないようですね。いろいろな銅の型

を組みあわせて少しずつ金型を削っていくんだとか。それでも機械だけの作業では終わらず、職人さんの

手によって１点ずつ調整が重ねられ、品質を高めていくのですって。かぁ、手間がかかりますね。

　続いていよいよプラモデル工場へ。作った金型を元に製品を作っていくわけですね。床下まで有効利用

して倉庫になっているとか、いいですね。クロが興奮する多色成型機（いろプラが作れる機械）は、世界で

もホビーセンターにある 16台しかないそうです。そして４色のプラモを作れるだけじゃなく、素材が違う

パーツを一気に作れたりもするそうな。

　そしてこの広い工場を３人で仕切っているというから驚き。そのかわり無人ロボットたちがいろいろな

仕事をしているそうな。うわー、もうすっかり未来ですね (謎)。



　最後に、ホビーセンターを訪れた有名人たちの色紙がずらっと並ぶ場所に。トロとクロもちゃっかり参

戦。あれ誰が描いたのだろう (笑)。いいなぁ。

　そしてトロクロおきらくＢＯＯＫの宣伝が (笑)。トロがはしゃいでいる内容は、この本のＤＶＤにて公

開、ということらしいです。ＤＶＤ以外の中身が気になりますね。



2009.04.09 「ゲーム雑誌編集部」

　今日の「トロ・ステーション」は、「トロステ社会科見学　ゲーム雑誌編集部」です。続き続き。

　その前に、今日初めて気づいたのですが、まいいつのメニュー出した画面の下のコメントに、トロステ予

告が載っていたのですね。全然気づいていなかったです (笑)。いつからでしょう？

　それによると 4/14は「アニメ戦場のヴァルキュリア特集」で、4/16、17は「ＦＦ７ＡＣコンプリート」

のネタみたいですね。楽しみ楽しみ。

　というわけで、本題。今日はアスキー・メディアワークス、つまり電撃のお膝元に潜入ですね (笑)。今

回発売される本は、クロが登場する本は初めてということで、クロファンには見逃せないアイテムになり

そうです。

　最初、なぜか週刊アスキーの編集部に行ってしまう二匹。しかもちゃっかりあいさつしたんですが、対

応している赤シャツの人の笑顔に笑いました (笑)。ちょっとノリノリすぎませんか！

　続いて今度はいきなり社長室に潜入してしまう二匹。社長わかっ！

　ここでやっとポリタン登場。電撃編集部のマスコットですね。「元気でかわいいけどエッチ」という紹介

がいかしていますｗ　そしていよいよ編集部へ。

　本当にすごい人数いますね。電撃ＰＳをつくるのに、編集者＆外部ライターさんまで合わせて全部で 50

人くらいの手がかかっているそうです。デザイナーさんあたりまで含めると 100人ほどにもなってしまう

とか。

　仕事とはいえ、ゲイムをプレイできるのはやっぱり羨ましいと思ってしまう我々素人ｗ電撃 HUNTERS

のみなさんも普通に楽しそうです。でもきっとデータ取りなどはかなり大変なんでしょうなぁ。電撃の旅

団の団長さんも、お疲れさまですｗ

　そしてここで、前編集長・倉西さんが、まさかのイラストで登場 (笑)。顔見せが嫌だったのですね、わか

りますその気持ち。ここでトロクロから、「ゲイム雑誌編集者の大切なこととは？」という質問が。倉西さ

んいわく、「とにかくゲイムをプレイすること。１日 24時間なら 28時間くらいゲイムをしろ」。あー、な

んかわかる。そういう感覚が (笑)。それくらいの心得がなければ編集者は続かないそうです。

　あと、以前はゲイムをプレイしてから企画を立てるのがあたりまえでしたが、今はマスターアップが間

に合わないことも多く、ゲイムができる前に企画を立てることが増えてきたとか。そこで「どこが面白い

ゲイムであるのか」を見極めるために、日頃のプレイが生きてくるわけですね。ちなみに、大体３週間で１



冊ができあがるそうです。

　続いての質問は、「ゲイム雑誌はたくさんあるけど、電撃ＰＳならではってどこ？」。ここはポリタンが、

「最終的に面白いかどうか？」と答えていました。あとは創刊以来読者ページが途切れたことがないのも自

慢だそうです。

　最後に、「編集者をやっていてよかったと思うときは？」という質問が。ポリタンは「いい記事が書けて、

面白さをちゃんと伝えられたとき」というお答え。倉西さんは「紹介記事が載った翌日にメーカーさんか

らゲイムが届いたとき」という素直なコメントでした (笑)。

　しめに、倉西さんからトロステ視聴者へのメッセージが。倉西さんには夢があって、本屋で読者さんが

電撃ＰＳを買うところを見たいのだそうです。それもあって今回似顔絵登場だとか。むしろまだ見たこと

がない方が意外なのですが (笑)。

　そして今回、電撃ＰＳ編集部に来た記念にと、まいいつのレビューをお願いする二匹。本当に度胸あり

ますね (笑)。まあ斬ったりはしないと思いますが。この手のソフトのレビューは確かになかなか載らない

ので楽しみです。

　って、すぐに見せてくれるんですねｗ今回のレビュアーは、有部デルチさん（85）、なんでもゆうこさ

ん（95）、本郷直樹さん（100）、ウォルフ中村さん（80）の４人でした。括弧内は年齢ではなく点数ですよ

(笑)。本郷さんのレビューにちょっと涙腺が緩んだり、ウォルフさんの的確なつっこみに「そうそう、これ

がレビューだよ」と納得したりと、なかなか面白かったです！（ただ、ＰＳＰだと字があまりにも小さすぎ

る気がｗちょっと目が悪い人だと多分読めないですよこれ。ここも改良してほしい！）



2009.04.10 「走れ！木製スーパーカー」

　今日の「トロ・ステーション」は、「走れ！木製スーパーカー」です。ほほう。

　木製のスーパーカーを見たときの、トロの反応に笑いました (笑)。「え？これがスーパーカー？公園にあ

るオブジェじゃないの？」的な（あまり正確ではありませんｗ）。ボディのほとんどが木製だけどちゃんと

公道も乗れるちゃんとしたスーパーカーだそうです、「真庭（まにわ）」。高速道路まで走れるそうですよ！

　製作したのは「佐田建美」という、普段は建具や家具を作っている会社だそうな。年に１回行われている

全国建具展示会に出展するために、社長さんが思いついたそうです。しかし前例がないものなので、作る

方もすべて１からで、大変な苦労だった模様。

　実際にできたあとも、ナンバープレートを取得するための許可がなかなかおりず、陸運局に通いながら問

題点を１つずつ潰していったそうな。４輪では難しいということで、比較的簡単に許可がおりる３輪に改良

したりで、結局すべてで１年半ほどかかったそうな（その年の展示会は違うのを出したのでしょうね/笑）。

　お値段はなんと 390万するそうですが、まあ手間がかかっているので色々と納得できる値段だと思いま

す。しかも１台は売れたそうですよ。

　佐田建美さんのサイトには製作過程なども載っているそうですので、どんな車なのか興味のある方はぜ

ひ覗いてみてください。確かにデザインはすごくかっこいいですね！和風ならではの凛とした部分と、木

のぬくもり＆曲線の柔らかさのコントラストがすごくいいと思います。



2009.04.11 「ゴミ箱-GOMIBAKO-」

　今日の「トロ・ステーション」は、「ゴミ箱-GOMIBAKO-」です。ＴＭマークついているから、ゲイムか

おもちゃか。

　なんか見たことあるかも、と思ったらやはりゲイムでした。ＰＳ３のオンライン専売のやつですね。い

わゆる落ちものゲーですが、次々に運ばれてくるゴミをゴミ箱からあふれないように処理するゲイムだそ

うです。こういうのって地味に面白いんですよねぇ。

　操作の基本は「回転」と「スマッシュ」。回転は、落ちてくるゴミの角度調整や、中身の液体をあえてば

らまいたり (笑)するのに使うそうです。一方スマッシュは、ゴミを勢いよくぶつける技で、ぶつかったゴ

ミとぶつけられたゴミの両方にダメージがあるそうな。ダメージ？ｗそうすることによって、ゴミが破壊

されてばらばらになり、ものを詰めるスペースが増える、と。なるほど、そうやって多くのものを捨てるん

ですね。ずいぶんとワイルドな方法ですがｗあと硬いもの同士だと割れやすいとか、そういう要素もある

ようです。ぶつける角度によっても違うとか。細かいですねぇ。

　操作に慣れてきたら、右下にある表示を注目すべし、と。そこには操作中のゴミの名前と種類などが表

示されているそうな。それによって最適な処理が違ってくるので参考にするといいそうです。本当に細か

いですねｗ

　あとは、ゴミとして火種が来ることもあるようで。それを燃えるゴミの近くに落下させると燃え広がり、

たくさんのゴミが減るみたいですね。ただし、だからといって燃やし放題というわけではもちろんなくて、

左下にある酸素濃度計や温度計が重要だそうです。ゴミ箱のふたを閉めたり開けたりして、温度と酸素濃

度を調節するんですね。あと、ゴム製品を燃やすと有毒なガスが発生したり、二酸化炭素の排出量がクリ

ア時の評価にかかわってきたりと、ペナルティっぽい部分もあるので臨機応変に。

　他にも、腐らせて破壊したり、爆発させて吹っ飛ばしたり (笑)、いろいろ処理方法があるみたいですね。

　あとは、捨てるのがもったいないゴミ（例ではなぜか寿司でしたがｗ）は、ゴミ箱の低い位置にそっと

置いておくと、ＧＯＭＹというキャラがやってくるので渡せばいいそうです。間違えて破壊してしまうと、

大量のお邪魔ゴミが降ってきて偉いことに！

　さらに面白い要素として「ボスゴミ」というのがあるそうで。この大きめなゴミは 10秒以内に破壊しな

いとやっぱり偉いことになるそうです (笑)。

　最後の評価もちょっと変わっていて、プレイヤーのプレイが「ＥＣＯ」だったか「ＥＧＯ」だったかを判

断してくれるそうです。爆発を使ったり破壊したゴミを周りにまき散らすと、ＥＧＯ側にポイントが入り、

逆に腐らせたりもったいないゴミを守ったりすると、ＥＣＯ側に行くんですね。なかなか奥が深いゲイム

ですね。



　それにしても、トロステのゲイム紹介は本当に秀逸ですよね。すべてのゲイムのＰＶでこういうつくり

をしてもらえればありがたいのですが。ＰＶ詐欺が多すぎると思うのでｗ



2009.04.12 「ラーメン屋さん見学にあの人登場（前）」

　今日の「トロ・ステーション」は、「ラーメン屋さん見学にあの人登場（前）」です。あの人・・・？

　いきなりラーメン作り方を教わりに、「麺家　八の坊」に出向いているトロクロ。一体どうした (笑)。

　まずはスープの作り方から。八の坊では豚の背骨をたくさん使っているそうです。あとはネギやニンニ

クなどの野菜ですね。そして鶏油（チーユ）も重要だそうです。

　続いてラーメンの方へ。最初に丼を熱湯で温めておくのが肝心みたいです。そして麺をほぐしてからゆ

でる！２分 30秒ほどかかるので、その間にチャーシューを切って準備しておくそうな。さらに丼に醤油ダ

レとネギを入れて、ここで鶏油を加えます。最後に網でこしながらスープを投入して、麺ができたらそこ

に入れ、トッピングをのせたら完成です。

　そして、誰かがやってきたところで前編は終わってしまったのですが、この前振りでジャッキーじゃな

かったら詐欺ですよね？ (笑) 　どうなんだろう。ジャッキーはよくバラエティにも出てくれていたから、

充分にありうるとは思うのですが。

　なんにせよ次回が楽しみです。後編いつですかねぇ。明日ならいいのですが (笑)。わりと間をおくこと

も多いのがトロステ・・・。



2009.04.13 「ラーメン屋さん見学にあの人登場（後）」

　今日の「トロ・ステーション」は、「ラーメン屋さん見学にあの人登場（後）」です。おお、連続ですね！

　あああああ、ほんとだ、なんか見たことあると思ったら、キャプテン・サワダだ・・・マジで気づかな

かったです (笑)。カズイさんのバカー。

　キャプテン・サワダ、去年の年末から中東の方に一般市民を守りに行っていたそうです。漢ですねぇ。そ

してさらに漢な出来事が。金槌で割れなかった骨を手刀で割るキャプテン！すげー。

　そしてさらに、ラーメンの湯切りをしつつ手首を鍛える特訓！しかも飛んでくる湯をよけるという要素

もあるそうなｗ一般人にはとても無理ですね・・・さすがキャプテン。

　スープ焼きそばを鬼の形相で平らげたあと、締めの水を一杯。この一杯が重要だそうです。戦場では水

分補給が課題ということで。水がなくなったら、葉っぱにビニールを被せて葉から蒸発する水を集めるん

だそうです。ほう。

　ああ、そうか、あのポスターの映画って、公開を拒否されていたやつなのですね。「新宿インシデント」、

いよいよ 5/1から全国ロードショーだそうな。映画の見所を語り出すキャプテンから、逃げ出す２匹 (笑)。

あとが怖いですねｗ



2009.04.14 「祝アニメ化！戦場のヴァルキュリア」

　今日の「トロ・ステーション」は、予告どおり「祝アニメ化！戦場のヴァルキュリア」です。

　いきなりヴァルキュリアキャラでの進行です (笑)。イーディさん、この人ツンデレですか。確かに男性

に好かれそうなキャラですね（そして女性には嫌われそうｗ）。ホーマーさんの方は優男な感じが、もう

ずっと下僕属性に見えます。間違っていますか？ｗ

　そんなわけで、アニメはもう始まっているのですね。ゲイムの方のベスト版も出ている模様。ＰＳ３を

買ったらちょっとやってみたいところです。しかもベスト版ではＤＬ販売されたイーディ分隊大作戦が最

初から収録されているそうです。これはさらにお得ですねぇ。

　そしてここで、アニメ版ヴァルキュリアの試写会に行っていたトロクロが登場。いろいろあって (笑)、声

優に挑戦することに（はしょりすぎだ）。このシーンが、めちゃめちゃおかしかったです。なにがって、ア

テレコが酷かったので (笑)。しかもトロとクロは語尾に「ニャ」がついていますしねｗクロは相変わらず

ハーレム小隊ネタ。笑わせていただきました。

　そしてなんと、このアニメ、ＰＳストアでも配信するのですね。そうか、それの宣伝だったんだ！（今気

づいた）お金がかかるのであれですが、どうしてもみたい、保存したい方にはいいかもしれません。



2009.04.15 「美味しい水の専門店」

　今日の「トロ・ステーション」は、「美味しい水の専門店」です。ほほう。

　今日はミネラルウォーターの専門店「ＡＱＵＡ　ＳＴＯＲＥ」さんの紹介です。本店はイタリアにあっ

て、いろんな国のミネラルウォーターを販売しているそうです。ちなみに東京の西麻布にあるお店は、2004

年８月１日「水の日」に日本オープンした２号店なんだそうですよ。日本が２号店って本当にすごいです

ねぇ。

　で、店内なんですが、まるでショールームのようなデザイン性とゆとりのある空間です。写真を見ただ

けでなんだかすごいｗカズイさんがこんな場所に行ったら確実に浮きます。それくらいの場所です (笑)。

　冷蔵庫には大量のミネラルウォーターが。確かに、こんなにあったら迷いますよねぇ。この店ではアク

アソムリエと呼ばれるちゃんと資格を取った専門家がアドバイスしてくれるそうです。いいですね。

　世界には、きちんと商品化されているだけでミネラルウォーターは 2000種類ほどあるといわれているそ

うな。この店ではイタリアのものを中心に常時 50種類ほど扱っていると。

　アクアソムリエの山中さんいわく、ミネラルウォーターを選ぶポイントは、食事に合わせて選ぶことだ

そうです。たとえば、あっさりした和食には軽い飲み口のミネラルウォーター（軟水）を、濃厚な味わいの

フレンチにはとろりと重厚感のあるミネラルウォーター（硬水）を選ぶといった選択が必要なのですね。

　あと、ひと口にミネラルウォーターと言っても種類があるそうで、原料によって「ナチュラルウォーター」

「ナチュラルミネラルウォーター」「ミネラルウォーター」「ボトルドウォーター（飲料水）」の大体４つに分

類されるのだそうな。ＡＱＵＡさんで扱っているのは、ナチュラルミネラルウォーターだけらしいです。

　そんななか一番人気は「ウィロウォーター」。ビーたーラビットの舞台にもなったイギリスのレイクディ

ストリクトで採水されたものだそうな。海外のお水は入れものもなかなかキレイでいいですよね。飲み終

えたものをただ置いておくだけで置物になるというかｗなんと炭酸入りのものもあるそうです。

　そしてナンバー２は「オゴ」という、オランダの水に高濃度酸素を封入したお水。これがまた入れものが

まん丸くて面白い！しかも高濃度酸素が入っているとなると、いいですね。やはりデザインのおかげで人

気があるそうです。見た目も大事！

　続いて３位は、イタリア北部で採れた「ベルニーナ」。イタリアの小児科で赤ちゃんの粉ミルクを溶かす

水として採用されるほど、信頼性の高い水だそうです。利尿作用があるそうですよ。

　あとフレーバー入りとしておすすめなのが、ハーブや果汁がほどよく配合された「ボトルグリーン」。こ

ちらもデザインがおしゃれですね！カズイさんも飲んでみたいです。



　通信販売も扱っているそうなので、興味のある方はＨＰを探してみてください（あえて貼らない。もの

ぐさだから！）。



2009.04.16 「ＦＦ７ＡＣコンプリート　前編」

　今日の「トロ・ステーション」は、予告どおり「ＦＦ７ＡＣコンプリート　前編」です。タイトル長すぎ

るので省略省略！

　お、今日はいつもの段ボールではなく、こたつスタートですね。追加シーンが 30分もあるのですかあ。

さらにＦＦ 13の体験版を同梱した限定版もあるんですね。儲ける気満々ですよね・・・(笑)（アーカイブ

スも１つだけ 1500円ですしｗ）まあＦＦのブランドがあるから仕方がないのでしょう。カズイさんはほと

んど興味がないので（失礼）お金を払うことなく遠くから見守る感じです (笑)。あ、あとはＰＳ３がつい

たセットもあるのですね。

　さて、ここでＦＦ７がよくわからないトロ（とカズイさん）のために、みんなでＦＦごっこをやってみる

ことに。トロがクラウド役、クロはバレット役（全然わからん・・・）、そしてテレビさんはティファ役で

す（結構無理があるｗ）。簡単に言うと、舞台となっている星のエネルギーを、自分のモノにしようとする

悪い人たちと戦う話だそうです。そ、そうだったのか・・・！

　さっそく星を救う旅に出たメンバー。ゴールドソーサーというところに到着。なんか中華っぽいですね

（実際は結構違うそうですｗ）。ＦＦ７に出てくるミニゲームを集めた遊園地なんだそうな。ここでテレビ

さんがユフィの衣装にお着替え。このノリはいいのかｗ

　ゲイム中にはキャラとデートができるそうなのですが、男キャラともできるんですね (笑)。友情デート

か・・・。

　今度はテレビさん、エアリスの格好で登場。女キャラは全部やるんですか (笑)。ほう、エアリスってそ

んなに重要な役どころだったのですか。キャラはわかるんですが人間関係がよくわからなくて、納得しま

したｗ

　ここで今度はクロがセフィロスになって登場。テレビさんを殺してしまいました (笑)（原作どおりの展

開？ｗ）しかもトロ「クロのばかげた計画なんてどうでもいい」に笑いましたよ。

　そして最後は華麗なるメタ落ち (笑)。今回は本当に凝ってますねぇ。明日も楽しみです。



2009.04.17 「ＦＦ７ＡＣコンプリート　後編」

　今日の「トロ・ステーション」は、昨日の続きで「ＦＦ７ＡＣコンプリート　後編」です。

　昨日の続きですが、ＡＣはゲイムから２年後が舞台なのですね。子どもを中心とした謎の病気が流行っ

て大変な模様です。クラウドは仲間を失った哀しみで心を閉ざし、孤児たちと一緒に暮らしている、と。そ

こに仕事の依頼が舞い込み、その罠によってクラウドは再び戦いに身を投じることになるわけですね！

　さて、ＡＣの紹介はここで終わり、即ＦＦ 13 の話題に (笑)。この変わり身の速さはっ、さすが 980

円……！

　空中に浮かぶ都市「コクーン」。体験版の話はこのコクーン辺境へ向かう列車から始まるそうです。その

列車に乗っているのが、今回の主人公「ライトニング」・・・名前ですかこれｗすごい斬新だ。

　そんな中、「パルス」への強制移住を行うべく、ライトニングたちを襲うコクーン聖府軍の兵士たち。あ、

この聖府は面白いですね。この聖府軍に立ち向かうのがメインの筋なのでしょうか。

　おっと、ここでメインイベントが！なんとあの野村哲也さんが登場しました！この方のキャラデザ大好

きです。さっそくインタビュー開始。

　人気作の続編をつくる、おまけに結構時間が経っている、ということで、どうやってユーザーを満足させ

るかに苦心しながら作ったそうです。あと、追加部分の見所は、宣伝では極力見せないようにしているそ

うです (笑)。なので教えてくれませんでした。全体になじむように、かつ見て新鮮なように作ってあるそ

うなので、ちゃんと見てくださいということですね。そして野村さんのお気に入りキャラは、クラウド・ソ

ラ（ＫＨ）・ノクト（ＦＦＶ 13）だそうな。

　他、野村さんはキャラデザするとき基本的には一発描きだそうですが（すげー）、↑に挙げた３人だけは

一発では済まなかったと言っていました。そういうときはたくさん書きつづけるけど、基本だらだらして

いる派だそうです (笑)。ちょっと意外ですね。

　そして野村さんからいただいたサインが、カオスすぎて笑いました (笑)。た、たしかにかっこいいので

すが、笑いがこみあげてくるのはなぜでしょう！



2009.04.18 「第２回お庭カードコンテスト」

　今日の「トロ・ステーション」は、「第２回お庭カードコンテスト～デジタル賞発表～」です。ＰＳ３で

の企画ですね。

　今日はひたすら 30作品を発表。なので、特にコメントすることが・・・(笑)。みなさん工夫しているな

というのはわかるのですが、そもそもどういうふうにやっているのかがわからないもので、コメントしづ

らいのですよね。

　まあなんにせよ、明日は優秀賞 10作品の発表があるそうです。見るだけですが、楽しみです～。



2009.04.19 「第２回お庭カードコンテスト」

　今日の「トロ・ステーション」は、昨日の続きで「第２回お庭カードコンテスト～優秀賞発表～」です。

　今日は優秀賞 10作品の発表でした。いやあ、さすがにどれもレベルが高いですね！びっくりです。トロ

とダンスしているのとか、雰囲気づくりがみんなうまいです。お庭アイテムって本当にたくさんあるんで

すねぇ。みなさん発想が豊かで羨ましい (笑)。

　今日から２週間、惜しくも最終選考で落ちてしまった作品を１つずつ紹介していくそうです。本当に投

稿多かったのでしょうね。こういう心配りはいいなぁと思います。

　ちなみにまいいつＢＯＯＫは売り切れでした orzおとなしく入荷待ちです。



2009.04.20 「町のケーキ屋さんの立体ケーキ」

　今日の「トロ・ステーション」は、「町のケーキ屋さんの立体ケーキ」です。立体ケーキ？

　ケーキって普通立体じゃ・・・と思ったら大間違いでした (笑)。これはすげぇ！国会議事堂が忠実に再

現されているッ!!これは本当に驚きました。ハイクォリティすぎるｗ

　続いてドラムの立体ケーキ。難しそうなシンバルも見事に再現しています。あとジョーズケーキ（注：サ

メですｗ）。これもリアルですごい！何味がするんだろうこれ (笑)灰色なんですが・・・。あとは新築祝い

に作った家型のケーキ。なんとその家の設計図を見ながら作ったそうです！忠実すぎる (笑)。なんて熱い

ケーキ屋なんでしょう。

　さらにさらに、きりたんぽ鍋ケーキ!?ケーキなの鍋なの？と一瞬悩むネーミングがいいですね (笑)。見

た目はどう見ても鍋です、本当にありが (ry　なんでも、これまでできないと断ったことがないくらいなん

でも作れるそうです (笑)。「小国ストアー」恐ろしい子・・・！

　なんだか今日はちょっと短い気がしますが、ここまで。ところでアップデートはいつくるんでしょうね。

４月中に来るのだろうか？



2009.04.21 「酔わない方法教えて！」

　今日の「トロ・ステーション」は、「酔わない方法教えて！」です。お酒と乗りものどっちだろう？

　お酒でしたね (笑)。ある意味クロ枠かｗというわけで、クロによる酔わないための講座。

　その１。お酒を飲む前に牛乳を飲む！胃に幕ができるので、アルコールの吸収が穏やかになるそうです。

ヨーグルトを食べるのもＯＫだとか。30分から１時間前に飲むといいですよ。

　その２。飲みながら食べる！ダイエット中だからと飲んでばかりいると、すぐにアルコールが脳までま

わって酔ってしまうそうです。おつまみを食べるという行為にもちゃんと理由があったのですね。

　その３。お酒を飲みながら、水も飲む！アルコールは利尿作用があるので、飲んでいても脱水状態にな

りがちだそうです。ほほう。

　これをやってもどうしても酔ってしまったら、二日酔い撃退法として、よく寝る、水分補給、効果のある

食べ物を摂る（柑橘類や梅干しなど）の３つに注意するといいそうですよ。

　おっと、そしてここでサービスで、乗り物酔いの予防法も教えてくれるようで。クロ先生太っ腹！

　乗り物酔いにならないためには、寝不足、満腹、空腹を避けることが第一。それと、二日酔いのときとは

別に、柑橘類や梅干しはＮＧだそうな。紛らわしいですね。あとは遠くの景色を見たり、換気をしたり、お

しゃべりをしたり。あんまり効果的な予防法はないのかもしれませんね・・・。

　さらに、嬉しいことに３Ｄ酔いの予防法まで！ (笑)カズイさん、乗りものには全然酔わないけど、ゲー

ムでは結構酔って頭が痛くなったりします。

　クロがあげた予防法としては、画面から離れる、空や森など動かない部分に視線を合わせる、換気をす

る、自分もキャラと同じ動きをする、視点を切り替える、早めにやめる、慣れる・・・おいっ！ (笑)途中

変なのが交じっていませんかｗクロらしくていいけど。

　ちなみに、未来あるかもしれない宇宙酔いに関しては、頑張って慣れるしかないそうです (笑)。大文字

で言い切っていましたｗ



2009.04.22 「君だけのテディベア」

　今日の「トロ・ステーション」は、「君だけのテディベア」です。おおー、オリジナルのを作れるんです

か。

　のっけからいきなり、トロ・ステーションであることを確認したトロ (笑)。なにかと思いきや、トロス

テなのにいつもニュースを持ってくるのはクロだということに、今さら気づいたらしい（遅いよ！）。

　というわけで今日は、正真正銘トロが自分で探してきたショップネタです。どうりでファンシー系なわ

けだ (笑)。

　舞台は、「ビルド・ア・ベア・ワークショップ」さん。自分だけのぬいぐるみを作れるお店だそうで。綿

入れから命名までできるんだとか・・・って、綿を入れる段階ではもう結構できているのでは？ (笑)　そ

こまで難しい部分は求められないってことですかね。

　お店にはぬいぐるみの皮だけが大量に並んでいます。そこから自分好みのクマを選ぶところから始まる

ようです。クマだけでなくいろんな動物があるみたいですね。

　綿は機械で入れるそうですが、量はちゃんと細かく設定できるので、抱き心地を確認しながらやるとい

いみたいです。それと、綿を入れるときに、ハートのチップに願いごとをこめてぬいぐるみに一緒に入れ

るんだとか。なるほど、こういう要素は女性に受けそうですね (笑)。あと、綿を入れるときに、クマの耳

についているバーコードも一緒に入れるそうです。好みによっては鳴き声の出る機械なども入れられるよ

うですよ。面白いですねぇ。ちなみにバーコードは迷子防止だそうで。

　あとは風のシャワーマシンでぬいぐるみをキレイにしてあげて、毛並みを整えればできあがり。無事に

ひととおり終わったら、出生証明書を発行してもらえるのだそうです。ああ、日本人はこういうのも好き

ですよね (笑)（動物に住民票とかｗ）。あとは洋服も自由に着せられるそうです。

　で、ここで実はトロが作っていたクマがクロへのプレゼントだということが判明。メッセージも吹きこ

んであるそうですが・・・気になりますね (笑)。

　そしてクロもただではすまさないと、テディベアという名前の由来を披露。なんでも、ルーズベルト大

統領からきているそうで。大統領がクマ狩りに出かけたとき、獲物がとれない大統領に部下が瀕死のクマ

を差し出したところ、それはスポーツマンシップに欠けるからできないと大統領が断った話が、同行して

いた記者によって広められ、ルーズベルトの愛称であった「テディ」がクマの頭についたのだとか。ほう。

　そして最後はもちろん、トロのメッセージ。いつもニュースを用意してくれるクロへの感謝の言葉でし

た。トロって本当にいい子や・・・。そんなトロがいてこそ、クロの黒さが引き立つんですよね (笑)。



2009.04.23 「第１回世界すし博覧会」

　今日の「トロ・ステーション」は、「第１回世界すし博覧会」です。でもその前にアップデートだ！

　アップデートのお知らせがものすごく笑えました (笑)。クロにいますぐアップデートをと訴えられたの

で、さっそく行ってきます。わくわく。

　アップデート後に初めて起動したら、ニャバターの選択画面が。選択肢が少なくてちょっとしょんぼり

ですが、まあこれから増えるそうなので期待。

　あと、トロステを新たにダウンロードしなおしたのですが、速度がいつもよりずいぶんと早くなったよ

うな！？この辺もいじったのかもしれないですね。14日分でもすぐに終わりました。すごい。

　そしていよいよ、新トロステ。オープニング音楽もＢＧＭも新しいですね！しかしなぜ妙にアラビアン

風なのか (笑)。魔法のランプとか見えたような・・・きっと深く考えてはいけないのですね。

　さて、今日は世界すし博覧会の話題。舞台は静岡ですが、静岡が選ばれた理由がいろいろあってすごく

納得しました。なるほど、ワサビにお茶にマグロですか。やりますな。

　で、ここにも当然イメージキャラクターがいるわけですが、なんと、あのサンプラザ中野くんさんがデザ

インした「本マグロトロ太郎」くんです。いい名前ですね (笑)。

　会場では、全国の郷土寿司を紹介したり、子どもが大きな飾り巻き寿司の作り方を体験できるコーナー

があったり、メイド・イン・静岡にこだわったお寿司がいろいろと食べられるコーナーもあるそうな。あと

は寿司の歴史を勉強できるようなコーナーまで。あと催し物で、世界を代表する寿司職人たちによるオリ

ジナルレシピのコンクールもあると。今や寿司はアメリカだけでなく世界中で大ブームなんですね。

　結局ものすごい勢いでクロが世界の寿司を紹介しておわりました (笑)。す、すごかった・・・。



2009.04.24 「褒め上手になる」

　今日の「トロ・ステーション」は、「褒め上手になる」です。カズイさん的にタイムリーなネタで笑いま

した (笑)。

　今日は褒めるトレーニング、褒めトレについて。クロ先生が教えてくれます。

　「通勤電車でトレーニングＡ」まず、電車の中で今日のターゲット (同性)を１人決めましょう。そして

その人の持ちものをよく観察しましょう。自分の知っているものがあったり、「欲しいな」とか「いいな」

と思うものがあったら頭の中で褒めましょう。それを３回くらいできたらクリアだそうです。

　な、なんか・・・ちょっとした妄想トレーニングのようにも見えますが (笑)。なかなか面白い方法です

ね。見すぎて失礼に思われないようにしなくては。

　「通勤電車でトレーニングＢ」Ａと同じくターゲットを決めますが、上級者は自分とは合わないような人

をあえて選ぶといいそうです。そして今度はその人の顔をよく見ましょう（不審がられない程度にｗ）。顔

のパーツの特徴から、良い点を探し心の中で褒めましょう。こちらも３回ほどできればクリア。

　確かに、ものを褒めるよりもぐっと難易度が高い気がします。

　「ショッピングでトレーニング」まずは、服や靴など身につけるものを買いに行って、店員さんに褒めら

れた回数を数えてください。どこやって、どこで、どこを、など、褒められたことをノートに書きとめてお

くといいそうです。

　「自分ならどう褒める？（ビジネス編）」今度はビジネスに役立つトレーニングということで、まずは通

勤電車の吊り広告や壁広告に注目します。その中から気になった広告を１つだけ選び、その広告の中で一

番褒めているところはどこか、何故そこを褒めているのか、さらに自分からどうやって褒めるか、どう紹介

するかを実際に考えてみるといいそうな。これを１つの広告につき 10分くらいやると、いいトレーニング

になる、と。

　最後に、「リカバリー方法」として、明らかにばればれな褒め方をしてしまったときは、「～のように褒め

てみたんだけど、今の褒め方は何点だった？ (笑)」と明るく言ってみるのがいいそうです。なるほど (笑)。

　勉強になりました！



2009.04.25 「防災の知識を持とう！」

　今日の「トロ・ステーション」は、「防災の知識を持とう！」です。あれ？このタイミングでこのテーマっ

てことは！？

　と思ったら、全然関係なかった (笑)。絶絶３の宣伝じゃないのか・・・まあ今までもアイレムソフトは

宣伝したことないと思いますが。

　今日はセコムの中屋さんに、地震の時の対策について聞くそうです。よろしくクロ。

　まずは、大地震に備えるにはどうすればいいかについて。最も重要なのは「地震に強い家づくり」だそう

です。姉歯は論外ということですね、わかります。そうはいっても、いきなり家を建てなおすわけにはい

きませんので、身近なところからの対策ということで。

　大地震だとテレビやタンスが飛んできたりするそうです。まずはそういうものを固定しておくのが大事

なんですね。寝室にはなるべく物を置かないのもポイントだそうな。あと窓ガラスには、飛散防止フィル

ムを貼る。枕元には靴や懐中電灯、財布など。可能なら、水や食料も前もって準備しておくといいそうで

す。いつ来るかわかりませんしね・・・。上級者はさらに、ブランケットや雨具、ティッシュ、汚物処理

グッズも用意するといいそうな。

　セコムでは、阪神大震災の時に被災した社員にアンケートを取り、必要だと感じた物ベスト 20をセット

にして販売しているのだそうな。面白いですね。ちなみに１位は懐中電灯でした。あとは温かい非常食食

べられるセットなんかもあるそうです。

　それでも、一番大事なことは、自分で自分の身を守ろうと考えることなんだそうな。ひとりひとりがそ

う思っていれば、いろんな負担が軽減できるのだとか。なるほど。あともうひとつは、家族や知人がいる

ところで地震が起きたら、早めに電話することだそうです。報道されはじめた頃だとまだみんな様子見状

態ですが、だんだんことの大きさがわかってくると一気に電話をかけ始めてしまって、回線がパンクする

んだそうな。だからなるべく早くかけた方がすぐに繋がるし無事を確認できるというわけですね。

　まあしかし、絶絶３を体験するのが早いと思いますので、みんなやるといいですよ！ (笑)今回何故携帯

機にしたかというと、実際に現場で使うことを想定しているからなのだそうです。なので、ゲイム内の重

要なポイントである防災マニュアルが、トップ画面からも見られるようになっているのですね。実際に被

災してもＰＳＰと絶絶３があれば大丈夫！？かもしれません (笑)。



2009.04.26 「あこがれのマイスター」

　今日の「トロ・ステーション」は、「あこがれのマイスター」です。

　いきなりクロがいないのでなにかと思ったら、ブルーレイディスクマイスターについてお勉強していた

そうです。ホントかよ！ (笑)　なんでも、ブルーレイディスクマイスタークイズというサイトがあり、初

級→中級→マイスター検定、アドバンストという４つのクラスがあり、マイスターまで行くと認定証がも

らえるそうです。面白いですね。現在セカンドシーズンが５月まで開催中とのこと。ブルーレイに興味の

ある人はお試しあれ。

　また、マイスター検定に何回合格したかによって、マイスターの中でもさらにランキングがあるそうで

す。熾烈な戦いになりそうですね (笑)。

　なるほど、一般の人が取ってもあまり役には立たなそうですが、電気店の販売員とかなら役立つかもし

れないですね。登録時にそのような選択肢があるそうな。

　さて、ここで実際の問題を使ってのお勉強。片面２層のＢＤ１枚の容量はＤＶＤの 10 枚分であるか？

うーん、○かな。当たりました。続いて、現在のブルーレイ機器ではＣＤとＤＶＤは使用することができ

ない？これも○かな。お、外れました。なんだ、使えるんですか。

　次は中級編の４択問題。ブルーレイ版の映画タイトルの画素数は？ 500 万だとデジカメくらいだから、

1000万か！？全然違った (笑)。200万画素でした。それでもＤＶＤの 35万画素に比べたら圧倒的ですね。

続いて、書き換え可能なブルーレイメディアの名称。ＲＯＭと同じならＢＤ－ＲＷかな。あ、やっぱ違う

のか。リライトの略でＢＤ－ＲＥだそうな。ほう。1000回も書き換え可能だそうです。

　最後にマイスター問題。ＢＤには３つの著作権保護技術が使われているけど、該当しないのは？という

ことで、ＣＳＳってサイトのやつじゃないのかな。お、当たりました (笑)。あ、でもＤＶＤで使われていた

保護技術なのですって。偶然かｗ続いて、ＢＤのアプリケーションフォーマットには、使用できる機能に

応じて Profileというものがあるのだけど、Profile1.1はなんと呼ばれているか？わかるかー！ｗ勘で Live。

やっぱ外れた orz　 BONUS VIEWというそうな。

　おまけで、トリビアル的な問題が多いというアドバンスト編もあったのですが、本当にどうでもいいこ

とだったので割愛 (笑)。

　なお、今日から３日間だけ、１日に３回まで↑の試験に挑戦できるそうですので、ぜひチャレンジを、と

のことでした。



2009.04.27 「キモとカワの間で・・・」

　今日の「トロ・ステーション」は、「キモとカワの間で・・・」です。なんだろうｗ

　うわあ、しょっぱなから幼虫が苦手かどうか確認されましたｗキモとカワの間というか、グロじゃない

のそれｗとりあえずカズイさんは拒否したので、イラストで見ることになりました。拒否しなければ写真

なんですね・・・怖くて見られませんｗ

　で、クロがトロにプレゼントしたものは、「かぶと虫の幼虫　チョコレート」なのですね。うわー、それ

は見たくない (笑)。イラストにしておいてよかった（イラストはかわいいですｗ）。

　ああ、しかしここで悪魔の誘惑が・・・クロい悪魔が訊いてくるのでございます。「チョコだと知って見

たくなったか？」と！ (笑)なんという構成、素晴らしすぎる。これは見ないと負けってことですか！

　思い切って「見てみる！」を選んでみましたが、ああ、思ったほどグロくなかったです。というか、ぬめ

り気とかが忠実に再現されているのでなければ結構平気かも？　大人の味になると、口のあたりがカラフ

ルなので怖さも半減します (笑)。

　さらにカブトムシの成虫チョコ（これは色とかそのままだから平気）につづき、「いもむしゴロゴロ」チョ

コと来ました。うはっ、これは色がどぎつすぎてキモイ・・・うはぁ。これは食べたくないｗしかしネット

上の通販では大人気だそうで。わからないものですね。

　今キモカワブームが再燃しているそうですが、なかでもクロのおすすめは「ハダカデバネズミ」。毛がな

いかわりにものすごい出っ歯なんですねｗもともとは東アフリカに棲息しているそうですが、地下のトン

ネルに住み 80～300匹という集団で生活しているそう。出産するのは一匹の女王ネズミだけ。寿命は 30年

で、これは普通のネズミの 10倍にもなるそうです。すげー。

　続いて、これからブームが来そうなキモカワキャラ「うなみかん」。あ、これ別にキモくない・・・普通

にかわいいというか、目つきがこえええ(笑)。笑いました。



2009.04.28 「ドデンマンシール」

　今日の「トロ・ステーション」は、「ドデンマンシール」です。シール？

　秋田ネタかぁ。ネイガー以外にもすごいものがあったそうで。なるほど、ビックリマンチョコのシール

的なシールですか（ややこしい）。ドデンマンのドデンは、ずばり秋田弁でビックリ・・・って (笑)。その

ままじゃないですかｗ大丈夫なんですかこれ。何度も「ビックリマン」と言いそうになってしばかれるト

ロがかわいそうです・・・。

　ドデンマンのキャラ名も、すべて秋田の方言からつけているそうな。「赤鬼あんつぁ×武」のあんつぁは

お兄さんの意。あんちゃんとかと似たようなものですね。他には「七影愛めんけ」めんけはかわいいです

かねぇ。お、当たりました。そして銀色に輝く「ナマハゲナイト」に笑いました (笑)。すげー、メタリッ

クも再現しちゃったのか。

　これらのシールは、ネット上で秋田弁の普及活動を行っている「秋田弁普及活動んだがらしゃ。」とい

うところでつくっているそうな。しかも、最初はエイプリルフールの嘘企画だったそうです (笑)。ところ

があまりにも反響が大きすぎて、欲しいという人があとをたたないんだとか。裏の説明まできちんとパロ

ディしているんですね。この完成度はすごい。

　しかも秋田では、このシールがいろいろなところで買えるそうです。しかも店ごとにオリジナルの！な

んたる力の入れよう！ (笑)きりたんぽ屋さんやうどん屋さんで買えるそうですよ。面白いですねぇ。シー

ルが本格的すぎてすごいですｗ



2009.04.29 「世界の国技」

　今日の「トロ・ステーション」は、「世界の国技」です。

　へぇ、相撲は日本の国技として特に定められているものではないのですね。知りませんでした。国技館

という名前がついたのは、その前から相撲は日本を代表するスポーツだという認識が広くあったためだそ

うな。同様に、国技というものは、その国で人気があったり、歴史が古かったりすると、ある意味勝手にな

るそうです (笑)。

　もちろん国技が法律で決まっている国もいくつかありますが、多くの国はそんな曖昧な基準で決めてい

るのだとか。そこで今日は、国技になっている面白いスポーツを紹介するそうです（もちろんクロが）。

　ますはアルゼンチンの「パト」。パトとはあひるのこと。取っ手のついた革にアヒルを入れて、それを馬

に乗ったプレイヤーが奪い合ってゴールする競技だそうな。現在ではボールが使われているそうです。あ

ひるだったら目を回しそうですね・・・ｗ馬に乗ってやるラグビーみたいなものらしい。

　続いてコロンビアの「テホ」。テホと呼ばれる銀の円盤を的に当てる競技だそうな。的の中央に火薬が仕

込んであって、当たると爆発するらしい。えー (笑)。

　次はバングラディッシュの「カバディ」。これは日本でもわりと有名な気がします。ルールの奥が深す

ぎて簡単には説明できないほどだそうですｗドッジボールと鬼ごっこと格闘技を一緒にしたみたいなも

の・・・なんて複雑な味わいだ！

　最後にメキシコの「チャレリア」。乗馬の一種で、猛スピードで走る馬をとめたり投げ縄で曲芸したり、

カウボーイ馬術みたいなものだそうです。大会ではケガ人が続出するほど危険な競技だとか。

　他には、メジャーなスポーツでは、カナダの「アイスホッケー」と「ラクロス」、スリランカの「バレー

ボール」などがあるそうな。

　中には、法律で決められているものの他に、人気があるから国技として扱われているものもある場合が

あって、たとえばコロンビアは「ローラースケート」の人気が非常に高く、国際大会でも上位を独占するほ

どなんだとか。またメキシコでは「ルチャ・リブレ」というプロレスが大人気で、法律で決められている方

のスポーツより人気が高いようです。

　いやあ、本当に奥が深いですね、国技。



2009.04.30 「天文台へ行こう！」

　今日の「トロ・ステーション」は、「天文台へ行こう！」です。いいですね。

　今回は三鷹市にある国立天文台から。スズキの回なんですね (笑)。

　天文台には様々な資料が置かれていて、今回はそれを見にきたそうな。星を見るわけではないのですね。

　太陽系ウォーキングという、太陽系を 14億分の１に縮めた模型が置いてある道があったのですが、大き

さと距離を体感するという意味ではよさそう。

　あとは太陽分光写真儀室、通称アインシュタイン塔と呼ばれる、大変趣のある建物が。太陽光を分解して

研究するための施設で、塔全体が望遠鏡の筒の役目を果たしているんだとか。だから縦に長いのですねぇ。

　なんか他にもいろいろと施設があるのですが、多すぎて捕捉しきれないので (笑)、割愛。とりあえず、古

そうな建物がたくさんあるので、廃墟とか好きな人は星に興味がなくても楽しめるかもしれないと思いま

したｗ昔使われていた様々な機械も見られるんですよね。面白そうです。

　あ、昼間でもちゃんと星が見られる施設があるのですね。「４次元デジタル宇宙シアター」というそうな。

プラネタリウムみたいなものですが、すごいのは宇宙のどこからでも星が見られることだそうです。

　ここで暗くなってきたところで、本物の星を見るための観望会へ。実際に見る前に、その日見る星の解

説が行われるそうです。いい望遠鏡を使うので、月や他の惑星もかなりくっきり見えるようですね。写真

を見るとすごく綺麗です。



2009.05.01 「みんなでスペランカー」

　今日の「トロ・ステーション」は、「みんなでスペランカー」です。おお、いよいよアイレムがｗ

　ここでまさかのスペランカー先生（ドット絵のほうですｗ）が登場。そうきたか。スペランカー先生が

普通に会話しているだけでも結構笑えます (笑)。スペランカー先生は、本人が特別弱いわけではなく、地

底があまりにも危険すぎるのだと訴えています。・・・どっちでもいいがなｗ

　新作スペランカーは、地底でエネルギーを補給しながら進んでいくのですね。段差で死ぬのはやはり健

在、とｗあとは大きな岩に潰されてぺちゃんこになるんですね。「あたりまえだよ」と訴えるスペランカー

先生が面白すぎです。確かに大岩に潰されたら潰れますよね！

　さて、ここからはゲイムの説明。スペランカー先生は残念ながらクロに殺されましたｗ　みんなでやる

ときは普段と違い、残機は全員で共有、そのかわり蘇生のシステムがあり、カウントが終わる前に他のキャ

ラが触れれば生き返るそうです。そして落ちているアイテムは、基本的に早い者勝ち。ただし残機が共有

のため、エネルギーだけは譲りあうこと、と。

　あとはやはり、人数が多い分広い場所を一気に探索できるのがいいですね。さらに、いる人数でルート

が変わる場合もあるそうな。複数人で捕まると伸びるロープなどがあるそうです。面白いですね。最後は

スペランカーラウンジを紹介して終わりました。今度はクロが先生に殺されました (笑)。



2009.05.02 「新宿インシデント」

　今日の「トロ・ステーション」は、「新宿インシデント」です。これはあのあれですよね？ｗ

　キャプテン・サワダから、ちゃんと映画を紹介しろと手紙が来た模様です (笑)。さすがキャプテン！っ

て、黒ずくめになっていると普通に怖いおっさんですね。今回はキャプテンではなく、映画の役の中島に

なりきって対応するそうな。かつおの友だちですか。

　新宿インシデントは簡単に言うと、悪い外国人から中島さんたちが新宿を守る話だそうな。主役のジャッ

キーは敵側なんですね・・・あ、ジャッキー目線で見たらこっちが敵なのでしょうが。

　物語はジャッキーさんが恋人を追って日本に来るところから始まるそうな。で、日本には来れたものの

就労ビザを持っていなかったジャッキーさんは、刑事に追われるのですが、竹中直人さんが演じる別の刑事

を助けたことにより、ふたりの間に友情が芽生えるらしい。しかしようやく見つけたかつての恋人は、中島

さんとこのボスと結婚していて、それでもそのボスが危なくなったとき、助けたのはジャッキーさんだっ

たという。で、ボスはジャッキーさんを気に入り仲間にするけど、中島さんは気に入らない！そして最終

的には、２つに分かれてのドンパチ、というわけらしいです。ほほう。

　そしてなぜかここでバッティングセンターへ。なぜ？ (笑)「実録・中島インシデント」に笑いましたｗ

さらにまたラーメン屋に行き、拳銃の銃身で骨を割るキャプテン。流れがいつもどおりすぎるｗ



2009.05.03 「世界一！ジャンボこいのぼり」

　今日の「トロ・ステーション」は、「世界一！ジャンボこいのぼり」です。早いですね (笑)。

　いきなり写真が・・・確かにこれは大きいｗというか、人が小さいｗｗすごいですね。しかも３世なんで

すか。埼玉の加須市で毎年 5/3に開催されている「市民平和祭」では、平成元年からこのこいのぼりをあ

げつづけているそうな。なるほど、だから今日なのですね。

　当時の青年会議所のメンバーが、さいたま博覧会のために日本一大きなこいのぼりをつくろうと考えた

のがきっかけだそうです。全長 100メートル、重さ 350キロもあるのだそうな。これがちゃんと風に泳ぐ

のですから、風力も恐るべしですねｗ

　もともとここの市は、こいのぼりの生産量の全国シェア 50％以上で、有名だったそうな。なるほど。そ

んななかで、唯一手描きにこだわっている「橋本弥喜智商店」さんが、デザインを担当しているそうな。創

業 100年を誇っているのだとか。すごい。当然ひとりでは無理なので、たくさんの市民のかたが協力をし

ているそうです。

　これを泳がせるにもやはり相当大変で、まず口輪を組み立てます。次にこいのぼりを広げるのですが、重

いので大勢の人が必要ですｗそして組み立てておいた口輪を取りつけ、クレーンを取りつければ完成。あ

とはクレーンで持ちあげていくと、風の力でうまく泳ぐそうな。

　あと秋にはこのジャンボこいのぼりを虫干しするそうです。それだけでも一苦労ですね・・・。



2009.05.04 「公園で哲学」

　今日の「トロ・ステーション」は、「公園で哲学」です。またなにやら深そうな・・・。

　と思わせつつ、浅いのがクロって感じがします (笑)。

　ほう、「哲学堂公園」という場所があるのですね。それは確かに哲学したくなりそう。クロいわく、哲学

とは「人の思考に基づいて、物事の本質を研究する」ということだそうな。ここはそうして考えるためにつ

くられた公園で、各所に仕掛け（？）があるらしい。

　まず目につくのは「哲理門」。門の左右には仁王の代わりに天狗と幽霊の像が置かれているそうです。面

白いですね。天狗は物質界にある不可思議なものの象徴として置かれているのだとか。確かに昔は不思議

なことを大抵天狗のせいにしていたようですからね (笑)。反対に幽霊は、精神界の不可思議なものとして

置かれていると。対になっているのですね。

　続いて「時空岡（じくうこう）」という広場。哲学の時空間を表現した場所だそうです。公園の中心的な

場所で、歴史的な建造物もここに集中しているそうな。

　ちなみにこの公園をつくったのは、「井上円了」という方。教育家としても知られるそうで、東洋大学の

創設者でもあるそうな。当然哲学者としても多くの本を出していますが、代表作はなんと妖怪研究の本だ

そうですよ。なるほど。科学的に妖怪を研究した初めての人だそうです。

　続いて、「四聖堂」。化粧品ではなく、哲学の世界的哲人である釈迦、孔子、カント、ソクラテスの４人を

表しているそうな。中には彼らの像があって、年に数回だけ公開されるそうです。

　次は最も目立つ赤い建物「六賢台」。こちらは東洋を代表する哲人として、日本の聖徳太子と菅原道真、

中国の荘子と朱子、インドの龍樹と迦毘羅仙の６人を表しているそう。

　あとは哲学の講堂としてつくられた「宇宙館」。哲学が宇宙の真理を研究する学問であるということで、

こう名付けられたそうな。

　他には陳列所の「無尽蔵」と、図書館の「絶対城」があります。トロがダンジョンの名前みたいだと言っ

ていましたが、本当にそうですね (笑)。さらに休憩所の「髑髏庵」やら迎賓室の「鬼神窟」やら、いろいろ

と深い意味のついた建物がたくさんあるそうな（見た目は普通です、念のためｗ）。なんと坂道にまで名前

がついているのだから面白い。それぞれの場所には説明のパネルが設置してあるそうですから、いろいろ

と見ながら歩くだけでも楽しめそうだと思います。

　この哲学堂公園は中野区にあるのですね。機会があったら行ってみたい場所ですね。



2009.05.05 「知られざる動物さんたちの世界３」

　今日の「トロ・ステーション」は、「知られざる動物さんたちの世界３」です。

　冒頭から、子どもの日ということで盛りあがっているトロクロ。え、トロはともかくクロは子どもじゃ

ないですよね？ｗそれはともかく、子どもが大好きな動物の特集をするような。今回は南にいる動物編。

　まずは南半球に多く棲息している「ペンギン」。ペンギンは実は脚が長いそうです。あのぷっくりしたお

なかの中に折りたたみ式で入っているそうですよ。なんか怖いｗクロも自分は中腰でトロステをしている

と言い始めた時の、トロの顔がすげぇおかしかったです。そうですよね、全力で胡散臭いですよね！あと

ペンギンは水の中だとめちゃくちゃ速いそうです（泳ぐのが）。

　ペンギンの中でも「コウテイペンギン」は、世界一壮絶な子育てをする鳥と言われているそうです。ほ

ほう。メスが卵を産むのは他の鳥と一緒ですが、温めるのはオスの役目だそうな。その間メスはざっと 65

日間くらいエサを取りに行くそうです。期間長すぎｗその間オスは雪しか食べられず、体重は半分近くま

で減ってしまうそうな。確かに壮絶・・・。もしメスが帰って来る前に雛がかえってしまった場合は、食道

から分泌されるペンギンミルクを飲ませるのだそうな。メスが帰ってくるとやっと食事に行けるんだけど、

海に出る前に力尽きるオスも少なくないという・・・泣ける。

　続いて「フラミンゴ」。フラミンゴの身体がピンクなのは、エサがピンクだからなのだそうな。動物園な

どでは、エサにわざわざ赤い色素を入れているそうです。動物園での輸送では、パンストをすっぽりかぶ

るそうですよ。あと、フラミンゴも子育ての時には、喉から赤いフラミンゴミルクを出して飲ませるんだ

とか。なお、片足で立っているのは寒いからだそうです。

　次は「カモノハシ」。クロいわく、見逃せないゆゆしきやつだそうです (笑)。ほ乳類なのに卵で子どもを

産むのですって。面白いですね。かわいい姿をしていますが、オスの後ろ足のケヅメには超強力な毒があ

るそうな。繁殖期にはメスをめぐって殺しあいが起きることもあるとかｗあと、水に入る時は目も耳も閉

じてしまうそうですが、なんとくちばしに特殊なセンサーを持っているので平気だそうです。ハイテクす

ぎるｗ

　最後に「ナマケモノ」。１日に 20時間も睡眠するそうです。なんて羨ましいｗ１日に数十メートルしか

動かず、木を降りるのはなんと週に１回。トイレのためだそうです (笑)。主食は木の葉で、１ヶ月かけて

消費する小食派。雨が降りつづくと体温がさがって、体内の微生物の動きが鈍るため、飢え死にする可能

性があるそうな。かわいそうだなぁ。あと、泳ぎが意外と得意だそうな。

　今回、クイズのほうは外しまくりました (笑)。１問しか当たらず orz



2009.05.06 「アップデートのお知らせ＆トロのお誕生日」

　今日の「トロ・ステーション」は、「アップデートのお知らせ＆トロのお誕生日」です。

　ＰＳ３版の５月分ですね。簡単に書いていきますが、まずはどこからでもまいいつストアに行けるよう

になると。あとは「きせかえ」メニューからいろいろ行けるようになる。ファッション関係の修正が充実

していますね。あとはいつもどおりアイテムなどの追加。ゲームセンターもさらに充実。アップデートは

中旬予定だそうです。もうすぐですね。

　そして今日はトロの誕生日ということで、記念撮影が！ニャバターができたおかげでプレイヤーも参加

できるのがいいですね。というわけで撮影してみました～。１発できれいに撮れました。



2009.05.07 「わかったつもり？偉人伝・伊藤博文」

　今日の「トロ・ステーション」は、「わかったつもり？偉人伝・伊藤博文」です。おお。

　日本でいちばん最初の内閣総理大臣ですね。全部で４回もなったそうです。それだけ信頼されていたの

ですねぇ、すごい。

　そんな伊藤さんの偉人伝その１。「とんでもないモノを盗まれた！」なんと憲法を盗まれてしまったそう

です。え・・・ｗ正確には、旅館に缶詰で憲法の草案を作っていたのに、それを泥棒に盗まれてしまったら

しい。うわー。もっとも、泥棒の狙いはお金だったので、その草案の方はすぐに見つかったらしいですが。

　偉人伝その２。「ランドセルのルーツには伊藤博文の影が・・・」ランドセルは江戸時代に外国から伝

わってきたものらしいですが、学習塾に行く子どものために、布ではなく革のリュックサックを提案した

のが伊藤さんらしいです。ほほう。ロリコンというわけではないのですね (謎)。

　偉人伝その３。「フグが食べられるのは伊東博文のおかげ！」フグは昔毒が危険なため、豊臣秀吉によっ

て食べるのを禁止されていたそうです。ところが、伊藤さんが実際にフグを食べてみたらあまりにも美味

しかったので、職権乱用してその禁止令を解除してしまったとか (笑)。

　最後にトロのまとめ。伊東博文さんは「憲法やランドセルを作ったりフグを食べられるようにした人」。

今回は特に捻りもなにもないですねｗカズイさんもトロのアホの子全開パワーが見たいです (笑)。

　あ、今回このコーナーが１周年記念ということで、これまでをちょっと振り返る企画が。徳川家康から

始まって、武田信玄、豊臣秀吉、福沢諭吉、近藤勇、服部半蔵、一休宗純、平賀源内、太宰治、伊達政宗、

夏目漱石、徳川慶喜、そして今回の伊藤さんですね。



2009.05.08 「今Ｔ.Ｋ.Ｇ.がブーム」

　今日の「トロ・ステーション」は、「今Ｔ.Ｋ.Ｇ.がブーム」です。てぃーけーじー？

　ああ、卵掛けご飯かｗ確か専門店ができるほどの人気なのですっけ。ブームの火付け役となったのは、

「365日たまごかけごはんの本」という本だそうな。広告の会社が、たまごメーカーの販促のために作った

そうですが、それが見事話題となって今のブームに繋がっているそうな。たまごかけごはんの歌まである

んですねｗ

　お、専門店「但熊（たんくま）」の紹介もありました。養鶏場をやっているご主人が、新鮮な卵を食べて

もらいたくて始めたそうです。なるほどなぁ。お店ではたまごかけごはん専用の醤油をいくつも用意して

いるそうな。ああ、それだけでも美味しそう。

　そしてレシピ本からトロクロセレクトで紹介。トロが紹介したチーズのやつが美味しそうすぎてヤバイ

ｗチーズ好きにはたまらないですねあれ。ちなみにカズイさんは味を付けてからのせる派です。



2009.05.09 「新江ノ島水族館へ行こう！」

　今日の「トロ・ステーション」は、「新江ノ島水族館へ行こう！」です。

　今回は普段知ることができない水族館の仕事をいろいろと教えてもらうそうです。案内人は高井さん。

　まずは「相模湾大水槽」から。ほう、写真を見るだけでもかなりすごいですね。こんな規模の水族館は

行ったことがないかも。約 90種類２万匹の魚が泳いでいるそうです。すごいなぁ。

　こんなにたくさんの魚が一緒にいても、大きな魚が小さな魚を食べたりすることはないそうな（ちゃん

とエサをもらっているから）。あとなるべく海の状態と近く保つために、絶えず波を発生させる造波装置を

使っているそうです。なるほど。当然水をきれいに保つのも一苦労で、巨大な濾過装置を何台も使って、水

をきれいに保っているんだそうです。

　続いて「深海コーナー」。以前深海魚を紹介したときにもいろいろと話がありましたね。やはり深海と同

じ状態を作り出すことがまず大変な模様。この水族館では、ゴエモンコシオリエビ、ダイオウグソクムシ

などが見られるそうです。

　次は「クラゲファンタジーゾーン」。クラゲ祭りな空間ですねｗここではサカサクラゲやアカクラゲ、ミ

ズクラゲ、そしてパシフィックシーネットルなどが見られます。クラゲの飼育専門スタッフがいるほど、ノ

ウハウを持っているそうな。そのスタッフさん、飼育歴 20年だけどクラゲに刺されるのが好きだそうです

(笑)。えーｗ面白いですね。

　水族館の大事な役目として、人工繁殖を成功させるというものがあるのですが、その部分でもこの水族

館はいろいろと成功させているんですよね。クラゲを始め、ウミガメやイルカなど。すごいですね。

　ところで、イルカショウを見に行ったトロクロがちゃっかりイルカに乗っていて笑いました (笑)。羨ま

しいです。他にもイルカと触れ合えるイベントはいくつかあるので、興味のある方は調べてみてください

（あえて書かない！ｗ）。

　あとは閉館後ですね。夜はまた魚たちの動きも違ってくるので、お泊まりナイトツアーなどもあるそう

です。いろいろとやっているんですねぇ。近くに水族館がないので全然ピンと来なかったのですが、いや

はや。



2009.05.10 「テトぐるみってなぁに？」

　今日の「トロ・ステーション」は、「テトぐるみってなぁに？」です。ミスって内容をまだ書いていない

ものをうｐしてしまったので、あげなおし orz

　テトぐるみのテトって、テトラポットのテトですか！それは予想外です。作った大山さんに話を聞くこ

とに。

　大山さんは土木に関するものを見るのが好きだそうで。そんな中このブロックも当然好きだと思ってい

て、よく観察に行ったりしていたそうです。テトラがどのように見えているのか熱く語っているのがなか

なか面白かったです (笑)。クロとわかりあうなんて珍しいですね。

　このかわいらしさをみんなで共有したいと思い、大山さんははじめテトラのペーパークラフトの台紙を

ネットで配布していたそうです。そんな中同じ愛好者の繋がりができ、テトラをクッションで作ってみて

はどうかという話が出たそうな。なるほどー。

　ちなみに色は、ライトグレーの「打ちたてコンクリ色」と、ミッドグレーの「経年変化コンクリ色」の２

種類あるそうな。ネーミングがいいですね (笑)。たくさんないと意味がないというのも、なるほどなぁと

思いました。しかし最低 10個はきつそうですｗ



2009.05.11 「戦国のハラノムシ」

　今日の「トロ・ステーション」は、「戦国のハラノムシ」です。おさまらない・・・？

　冒頭からまさかの展開がｗクロが腹痛を訴えているので、トロがミクロマシンを使って小さくなり、ク

ロのおなかの中へ・・・。ＲＰＧ風で面白いですね。そしていつもの夢オチでしたｗ

　「戦国時代のハラノムシ」という本があるのですね。当時体調不良の原因とされていた虫を紹介した本

だそうな。そこでいくつかの虫を紹介。

　まずは「悩みの虫」。白い蛇のような虫ですね。物憂げな瞳が特徴だそうですｗこの虫に取り憑かれた人

は些細なことでも憂いや哀しみを感じ、しまいには世のなかが嫌になってしまうのだとか。

　続いて「腹痛の虫」。何故かオーソドックスな感じがしますね (笑)。やっぱり蛇のようですが、口の辺り

に星のようなものがついています。それで腹の中から攻撃しているそうな。

　次は「昼寝の虫」と「欠伸の虫」。うーん、ここまで虫のせいにしてしまうと、虫がかわいそうです

ね・・・。昼寝の虫に取り憑かれると、最後は必ず死ぬそうです。

　これらの虫がもともと載っていた「針聞書」を書いたのは茨木元行という人らしいです。永禄 11年に書

かれたそうですが、中にはちゃんと治療法として針の打ち方や漢方薬の処方の仕方なども載っており、な

かなかに実用的なものだったようですね。

　この原書が置かれている九州国立博物館には、この虫たちのグッズも多数あるようで、結構可愛くて笑

いました。うへー、すごいところからアプローチしたものだ (笑)。



2009.05.12 「フシギなフシギな石」

　今日の「トロ・ステーション」は、「フシギなフシギな石」です。

　今日は「奇石博物館」の紹介。クロは本当にこういうネタが好きですね (笑)。ここは昭和 46 年に開館

し、１万点を越える石が収蔵されていて、不思議な石がたくさんあるそうです。

　まずはくねくねと曲がる「コンニャク石」。この石は砂粒同士がジグソーパズルのように絡みあって繋

がっているため、くねくね曲がるそうです。石には見えませんね。

　次は文字が浮かびあがって見える「テレビ石」。細い繊維状の結晶が平行に並んでできているそうな。そ

の結晶１本１本の中を光が全反射しながら進んでいるため、下のものが石の表面まで伝わって見えるのだ

そうで。

　さらに「鳴石」。石の中に粘土が入っていて、振ると鳴る石だそうです。漢方薬としても使われているん

だとか。へえ。

　続いては珍しい石をずらっと。まずは金平糖によく似た「金平糖石」。これはかわいいですね。しかしヒ

素でできているため触ることもできないそうな・・・人間向けのトラップ？ｗ同じく食べものによく似た

「饅頭石」。ちゃんとあんこ入りなのがすごい！ (笑)　あとは「ウォーターメロン」・・・スイカ？の断面図

みたいな色合いの石なのですね。面白いなぁ。「桜石」もすごくきれいです。一部天然記念物になっている

そうですね。あとは「砂漠の薔薇」。こんなにきれいな薔薇の形をしているんですね。他に「砂漠の花」も

ありましたが、花びらの枚数が異常に多いですよ (笑)。いや、だからこそきれいなのですが。

　他にもたくさん面白い石があるそうです。一度行ってみたいですねぇ。



2009.05.13 「ジュン枠スタート？」

　今日の「トロ・ステーション」は、「ジュン枠スタート？」です。とうとう・・・ｗ

　いつもと違う始まりでわくわくしますね (笑)。ジュンの新コーナーはリアルガーデニングのようです。

ジュン、テラフリーダムですねｗネタもいろいろ飛びまくりの出し放題で、とうとうトロが丸め込まれる

始末・・・。ゆで先生って、やっぱり名前そこで切るんだ！？むしろ氏名に分かれていたのか！

　というどうでもいい前振りで、本当に始まった「三原ジュンのお気楽ガーデニング　第１回　～袋栽培

をはじめよう～」。主婦層はこれ見るんですかねぇ (笑)。まずはジャガイモの袋栽培にチャレンジするそう

な。90日あればできるんですって。

　用意するものは、25リットル入りの培養土と種芋だけ。袋って、培養土の入っているビニール袋か！そ

れは思いつきませんでしたｗなるほど、確かに簡単そうですね。

　やり方は、まず培養土の袋に排水用の穴を開けます。続いて上の方を切って袋を開け、土から５センチ

程度のところまで袋をくるくると折っていきます。土の深さは 30センチくらいあるといいそうです。次に

種芋を植え、５～10センチ程度土をかぶせます。そして水をやれば終了だそうな。下から流れ出るくらい

たっぷりやるのがいいそうです。

　他にも同じ方法で野菜などが育てられるそうな。これだったら簡単だし省スペースで楽しめるのがいい

ですねぇ。

　ここでジュンからのアドバイス。培養土はピンキリあるけどいいものを使ったほうがいい、とのこと。

25リットル入りで 1000円くらいのものがよいと。あとは、丈夫な苗を選ぶこと（ずんぐりがっしり）。接

ぎ木苗ならなおいいそうな。水は土の表面が乾くごとにたっぷりと与えること。もちろん日当たりも考慮

して！

　さて、次は芽が出る３週間後だそうです。それまで覚えているかなぁ (笑)。



2009.05.14 「ご当地グルメ２周年特集 (前編)」

　今日の「トロ・ステーション」は、「ご当地グルメ２周年特集 (前編)」です。おお (笑)。

　今回は２周年を記念して、これまでを振り返る企画です。カズイさんが見ているのはどこからだったか

な。

　これまでに紹介したご当地グルメはなんと 106個！数にするとすごいですね。全部紹介するのは無理と

いうことで、ジャンル別に印象の強かったものを。

　まず鍋部門。トロが選んだのは青森の「せんべい汁」でした。南部せんべいを入れて食べるんですよね。

200前から愛されている料理だそうです。あとは山口の「みかん鍋」。みかんコショウを使っているという、

ちょっと味の想像がしにくい鍋。しめのみかん雑炊もおいしいそうです。

　次は麺類部門。麺類は数が多いので、変わり種を紹介。ということで、博多発祥の「焼きラーメン」。と

んこつラーメンを鉄板で炒めたこの料理は普通においしそうです。あとは長野の「ローメン」。マトン味の

スープとぶっとい蒸し麺がたまらないそうな。そして茨城の「水戸スタミナラーメン」。あー、これはおい

しそう！（写真が出ています）野菜炒めっぽいのをあんにして掛けてあるのですね。次に高知の「鍋焼き

ラーメン」。夏に汗だくで食べたいラーメンということです。麺部門最後は新潟の「イタリアン」。一見す

るとトマトスパゲッティですが、麺は太麺焼きそばという変わり種！しかし結構美味しそう。

　続いて町おこし系部門。部門名に「系」をつけちゃうんだｗさすがクロ。いちばん有名なところで、広島

の「広島風お好み焼き」。キャベツたっぷりで美味しいですよね。次は大阪名物「串カツ」。二度漬け禁止

が合言葉だそうですｗ基本キャベツは食べ放題。あれ、キャベツ繋がり？続いて宮城の「牛タン定食」。や

わらかい部分だけを厳選して出しているそうです。美味しそう！あとは群馬の「ソースカツ丼」。カツ丼だ

けど卵でとじないところがポイントなのですね。いいなぁ。そして和歌山の「イノブタ丼」。これも普通に

美味しそう。あとは先月紹介した鳥取の「鳥取カレー」。店によっていろんなカレーがあるんですよね。ス

テーキカレーはかなり美味しそう！

　なんか美味しそうしか書いていない内容ですみませんｗでも本当に美味しそうなんです・・・でもあえ

て写真を載せないのは、やっぱりトロステを見てほしいから～(笑)。というわけで、次の記事に続く。



2009.05.15 「ご当地グルメ２周年特集 (後編)」

　今日の「トロ・ステーション」は、「ご当地グルメ２周年特集 (後編)」です。続きー。

　昨日の続きで、これまでに紹介したご当地グルメの中から、厳選して振り返る企画。

　まずはプレートグルメ部門。１枚のお皿の上にたくさん載っているやつですね。最初に北海道の「エス

カロップ」。炒めたライスの上にとんかつを載せて、ドミグラスソースをかけたものだそうです。いきなり

美味しそう (笑)。次に石川の「ハントンライス」。オムライスの上に、魚の唐揚げが載っているそうな。面

白いですね。次は長崎の「トルコライス」。ピラフの上にスパゲッティととんかつが載っていればすべてト

ルコライスだそうです。お店によって結構違うらしい。でも実際のトルコにはないというオチつきｗ佐賀

の「シシリアンライス」も同様に、シシリアンじゃないけどシシリアンライスというのですよね (笑)。最後

に沖縄の「タコライス」。タコはタコスのタコなんですよねぇ。カズイさんは最近まで知りませんでしたｗ

　さて、ラストを飾る部門は、インパクトグルメ部門。まずは鹿児島の「白熊」。どえりゃーかき氷ですね。

続いて静岡の「バケツプリン」。この量はすごすぎるｗ絶対胸焼けすると思います・・・。次は千葉の「大

たこ」。これ、回転寿司のネタなのですが、本当にかなりでかいです。食べにくさも日本一というクロのコ

メントが面白い (笑)。そして東京からは「ラーメン二郎」の登場。メニューの名前が長いのでこれで許し

てくださいｗ本当に恐ろしいほどの山盛りですよね。続いて愛知の「甘口抹茶小倉スパ」。スパってつかな

ければ普通に美味しそうなのにｗ「たらい氷」も恐ろしい量です。

　いやあ、なかなか見応えがありました。



2009.05.16 「軽キャンパーでキャンプしようぜ！」

　今日の「トロ・ステーション」は、「軽キャンパーでキャンプしようぜ！」です。キャンプかぁ。

　軽キャンパーって、軽自動車のキャンピングカーのことなのですね。初めて知りました。普通のキャン

ピングカーにはないメリットがあるそうな。

　たとえば、車両価格が安いこと。また、軽なので年間維持費も安く済むそうです。同時に駐車場なんか

も、普通のキャンピングカーほど大きくないので探しやすいそうな。

　ここでクロが、軽キャンパーについてよく訊かれることをあらかじめ用意してきたと。自分の娯楽のた

めなら３倍の努力を発揮するって (笑)。普段からやってあげないとトロがかわいそうだろ！（しかしそれ

がクロの持ち味・・・）

　まず、中は狭くないのかという質問。これは工夫次第でどうにでもなるそうです。空間の使い方ってい

うんですかね。二段ベッドを設置することも可能ですし、喫茶店みたいにオシャレなテーブルを配置する

こともできる。また、改造の仕方しだいでは天井も高くなるそうな。

　次に、荷物が多いときはどうするのか。これをやっぱり工夫次第だそうですよ (笑)。壁にたくさんポ

ケットを作ったり、ベッドの下に収納を作ったり。狭小住宅慣れしている日本人だからこその技という部

分もありそう。

　続いて、トイレやお風呂はどうするのか。基本的には外で寄る（公衆トイレや銭湯など）のが基本になり

ますが、シャワーをつけられないこともないそうな。でもかなり水を使うので、料理などに使う分を考え

れば用意が大変らしいです。

　でも、それならホテルや旅館に泊まったほうがよくない？と考える人も多いらしいのですが、そもそもな

ぜ軽キャンパーで旅行したいのかを考えると、おのずと答えが見えてくるそうです。まずいちばんは、宿

泊代がかからないこと。そして車のなかで宿泊するためキャンプ気分が味わえること。あと、自分の部屋

感覚でリラックスできるという人もいるそうです。つまり、ホテルや旅館にはないお得や楽しさが軽キャ

ンパーの魅力というわけですね。

　もっと詳しく知りたい方は、「軽キャンパーのすべてがわかる本」を読むといいそうな。他にもいろいろ

な情報が載っているそうです。

　そしてオチが・・・そうか、クロはネコだから、酒は飲めても車の運転まではできないのかｗ切ない

な・・・。



2009.05.17 「目指せ！アカデミー賞！」

　今日の「トロ・ステーション」は、「目指せ！アカデミー賞！」です。えっ、今から？ (笑)

　単純なクロは、日本人の短編アニメが受賞したことを受けて、自分もアニメを作って受賞を狙うそうで

すｗ単純すぎる (笑)。そこで今日は、アニメの作り方を教わりに行くことに。

　行った場所は、アニメ監督「ロマのフ比嘉さん」のスタジオ。あれ、カズイさんですら聞いたことがある

名前だ。ゲイムのムービーやアニメのアクション演出などを手がけている方だそうな。

　この方がすべて自分で作ったアニメに、「CATBLUE DYNAMITE」という、ネコ耳のお嬢さんが戦う

アニメがあるそうです。なんと、人間になりたいネコが主人公なんですって！トロじゃないですか！ (笑)

　ちなみにこの主人公は、死んだ主人の血を飲み干して人間に近づいたそうです。意外と血なまぐさいで

すねｗ

　ここで監督の情報。小さい頃はアニメがほとんど見られなかったそうな。大学生になってやっと人並み

に見るようになったとか。そこで映像に興味を持ったそうなんですが、ゲイム会社に就職しようと思った

ら全部落ちてしまったそうです。しかし３Ｄのムービーが作れたら就職に有利なのではと考え、アニメ制

作をはじめたと。そうしてアマチュアのＣＧアニメコンテストでいきなりグランプリを獲っちゃったんで

すね。かっこいいですね。でもひとりで作った理由が、友だちがいなかったからというのは切ないですｗ

　アニメの基本的な作り方は、まずどんな話を作るかを考え、次に脚本・絵コンテを作ります。次にモデリ

ングをして、キャラクターを立体的に描き出していくんですね（ここが普通のアニメと違うところ？）。そ

れから動きをつけていく、と。終わったら編集をして、完成。

　そしてここで、↑で紹介していたアニメのイメージガール（？）のＭｉＭｉさんが登場。ネコ耳の長身美

女です。もちろんクロのテンションはマックス！ (笑) 　アクションシーンがアニメの見所なのですって。

詳しくは公式サイトがあるようなので、そちらへどうぞ。

　クロが作るアニメはアレな出来になっちゃうのだろうなぁｗ



2009.05.18 「身近な歴史のお勉強」

　今日の「トロ・ステーション」は、「身近な歴史のお勉強」です。なんだかんだで歴史ネタ多いですよねｗ

　というわけで、今日は郷土博物館に行って身近な歴史について学ぼうという企画です。確かに、郷土博

物館はどこの地方でも大体ありますもんね。今回はこの春にリニューアルした足立区の郷土博物館に行っ

てみるそうです。

　そこに行くには、ＪＲ亀有駅が近いそうです。お巡りさんの銅像があるんですね (笑)。そこからバスで

10分ほどで、到着。

　第一展示室には、江戸東京の東郊というテーマで、当時の復元模型などが置いてあります。江戸の米所

として有名だったんですね。他にもいろいろなものを作っていたようで、わりと最近まで農耕地帯だった

そうです。あとは祭りの時にわざわざお囃子をやりに行っていたとか。面白いですね。

　近代の東郊は、農耕地帯から工業地帯へと移り変わっていったそうです。東京の電気を支える千住火力

発電所なんかもあったんですね。また人が増えたおかげで商店街なども賑わっていたそうな。

　第二展示室には、当時の建物や庶民の暮らしをそのまま再現したものがあるようで。中にも入れるんで

すって。家具なども懐かしい感じがしていいですね。日常生活で使うものはそのまま置かれているので、

本当に誰かが生活しているかのよう。

　そしてトロステはここで終了。あれ？いつもより短い気が・・・。



2009.05.19 「妄想から現実へ・・・」

　今日の「トロ・ステーション」は、「妄想から現実へ・・・」です。ええと、二次元から三次元へ、です

か？ (笑)

　世のなかには、妄想を現実にしようとする人がいるんですねｗ「妄想工作」という本があるそうです。た

とえば、著者の乙幡さんは、サーモグラフィーを見て、そういう柄のセーターがあれば、赤だと温かくみ

え、青だと寒く見えるのではないかと妄想したそうな。いろんな柄を試し、三週間かけて手編み・・・つい

に完成したそうです（柄はトロステで見てくださいｗ）。すごい根性ですね。

　次の妄想は、オリンピック選手のように幅跳びをしているように見せるため、空中にいる写真を何枚も繋

げて跳んでいるように見せようという、妄想？とハテナがつきそうなものでした。まず砂場に行ってそうい

う体勢の写真を何枚も撮影。それの片足を消して繋げると、あら不思議！・・・ちょっと笑いました (笑)。

　次の妄想は、家具の転倒を防止する突っ張りポールについて。そのままだと味気ないので、お寺の屋根

を支えている邪鬼の姿にしようと思ったそうです。・・・この辺は妄想なのかもう微妙ですよねｗで、乙幡

さんは発泡スチロールを使って作ったのですが、これがかなりリアルで、ヤバイ出来ですｗ存在感ありす

ぎます！基本的にものすごく器用な人なんでしょうね。

　次は、野球漫画でよく、ヒッティングの瞬間にボールがバットの形に凹む表現が使われるのですが、それ

を実際に表現してみようということで、ウレタン素材を使ってバットとボールを作っていました。

　次はエコバッグ。乙幡さんは長めのエコバッグに両手をあげた宇宙人の姿をあしらい、捕らえられた宇

宙人の再現をしたそうです。発想がいいですね。だんだん妄想とは関係なくなってきているような気はし

ますが (笑)。



2009.05.20 「今治海事展へ行こう！」

　今日の「トロ・ステーション」は、「今治海事展へ行こう！」です。

　日本最大級の海事の博覧会だそうです。海事というのは、商船・艦艇・漁船や、航海・漁労・海運海上

に関わること全てを指すそうです。知りませんでした。その中でも特に造船関係のものが多いんだそうな。

というのも、日本では造船が盛んで、世界の 30％の船は日本で造られているのだと。ずいぶん多いのです

ね。

　この展示会が行われている今治市（いまばり、と読むんですね。これも知らなかったー）は、愛媛県にあ

るそうな。造船のタオルで有名なところだそうです。

　 170もの企業が様々な展示物を出しているそうですが、中でも見所なのは「スーパーエコシップ」。船の

世界でもエコが流行っているんですね。発電機を使用した電動モーターで走るそうな。あとは動力源に太

陽光発電を使った船も造られているそうです。あとは帆船「海王丸２世」が見学できるらしいですよ。ク

ロ曰く船の芸術品ということです (笑)。

　他にもイベントはいくつかあるそうですが、いちばんビッグなのは進水式だそうな。あー、これは行っ

てみたいですね。詳しくは公式サイトがあるようなので、そちらでどうぞ。



2009.05.21 「大工事はこうして行われる！」

　今日の「トロ・ステーション」は、「大工事はこうして行われる！」です。

　大規模な工事の仕方をお勉強ということで、「内宮運輸機工」さんにお話を聞くそうです。話してくれる

のは、箕輪さん。今までにここの会社が関わった大工事は、エジプトのスエズ運河橋架設工事、味の素スタ

ジアムの建設、ＭＭ 21ランドマークタワー新築工事などがあるそうな。本当にどれも大掛かりなものです

ね。

　それらを行うには３つの工程があり、まずは運輸部門。建築資材や機材などを運んでいくところから始

まるのですね。重い機材を安全に運ぶだけでも大変そうです。

　次に重機部門。各種クレーン設備などがそれにあたるそうです。運んでいっても組み立てられなかった

ら意味がないですものね。そして大きなものを組み立てるにはやはり、専門の重機が必要、ということで。

もちろん重機だけでなく、それを確実に操ることのできるオペレーターも必要。ここの会社には、クレー

ンでビールの栓を抜く程度ならみんなできるほど訓練されたオペレーターさんがたくさんいらっしゃるそ

うです。

　最後に、工事部門。ある意味、前ふたつはこのための下準備のようなものですよね。首都高の工事を例

に出してみると、その工事では大型のクローラクレーン（キャタピラ付きのクレーン）が大活躍したそうで

す。先に組み立ててから設置するそうですが、組み立てだけで１週間もかかるそうですよ。そして組み立

てたものをクレーンで再度持ちあげ、継ぎ目を人間の手でくっつけているのですね。

　気をつけていることは、やはり「安全」！これに尽きるそうです。ちょっとずれただけでも大事故ですか

らねぇ。本当にすごい世界です。



2009.05.22 「お気楽登山」

　今日の「トロ・ステーション」は、「お気楽登山」です。登山なんて・・・カズイさんは耐久遠足の思い

出しかありませんｗ

　初っ端からトロの重装備にふきました (笑)。帽子かわいいなぁ。ああ、登山といっても本格的なものじゃ

ないんですね。こういうのって以前も紹介していた気がするのですが・・・山に見えないほど小さな山。

　ちなみに２匹が登っていたのは、東京都にある箱根山。国土地理院の地図にもちゃんと山名が記載され

ている、れっきとした山なのだそうです。ちゃんと三角点もあります。標高は 44.6メートル・・・低いで

すね (笑)。それでも都内で１番高い築山だそうです。だいだらぼっちじゃないｗ

　続いて、東京都で１番高い自然の山へ。新橋にある愛宕山だそうです。標高は 25.7メートル・・・やっ

ぱり低いですね。登るためには急な石段を 86段もあがらないといけないそうで、通称男坂というそうな。

登り始めたばかりですか？ｗ他には緩やかな女坂もあるらしいので、体力がない人でも安心ですね。頂上

には愛宕神社があります。クロがさり気なくリア充になれますようにと願ったのが受けましたｗ



2009.05.23 「ディスガイア２ Portable　追加コンテンツ」

　今日の「トロ・ステーション」は、「魔界戦記ディスガイア２ Portable 　追加コンテンツ」です。また

か・・・ｗ

　頭から、トロがおらずプレネールさんがｗそしてプレネール・ステーション、略してプレステが始まりま

した (笑)。本題の追加コンテンツは、昨日から始まったのですね。

　まずは追加キャラクター。プレネールさんが無料だそうです。公式サイトで追加してほしいキャラのア

ンケートをとったら１位だったそうな。そして他には、アルマース・サファイア姫が有料配信。

　続いて、トロとクロも配信が決定したそうです！お願いしただけありましたね (笑)。拠点の村で住人と

して登場するそうな。会話もできるんですってよ。

　そしてトロの寸劇（？）を挟み、今度はエトナ・ステーションが開始。忙しいですね。エトナさんとクロ

の会話は腹黒いところが似ているので特に面白いですｗ　エトナさんとの裏取引により、職業も得たクロ。

アイテム界で見つけるとイベントが発生するそうですよ。

　その後よくわからない流れで、裁判長にもなるそうです (笑)。前科というステータスを取得すると、ト

ロ・クロが裁判長として登場することがあるとか。いろいろな場面で登場するのですね。

　あとは３のときに好評だったトロとクロの武器も、種類が増えて登場だそうな。盛りだくさんですねえ。

　最後にはテレビさんのおまけも入って終了。すっかりツンデレキャラですねｗ



2009.05.24 「おかしなお店『ぐりこ・や』さん」

　今日の「トロ・ステーション」は、「おかしなお店『ぐりこ・や』さん」です。お菓子なグリコ？

　なるほど、グリコの商品しか売っていないお店なのですね。しかも「ぐりこ・や」さんの商品はすべてが

限定品だそうです。全部！？ｗ凄すぎる・・・。お菓子だけでなくリングノートなどもあるのですね。あと

はお菓子デザインのマジックグッズ。これは面白い発想です。

　他にクロが紹介したお菓子では、昔懐かしいパッケージを再現した復刻版のビスコ。昭和８年・26年・

41 年のそれぞれのビスコがセットになっています。あとはポッキーのケーキ。でっかい棒状のケーキに

チョコクリームをかけたものだそうで。あとはコロンのバームクーヘンなど、既存の商品をアレンジした

ものが多いですね。ビスコのカステラまであるそうです。



2009.05.25 「大人の工作・パイプロイド」

　今日の「トロ・ステーション」は、「大人の工作・パイプロイド」です。パイプでロイドか・・・。

　クロが徹夜で仕込んだという、イージー＆エキサイティングな大人の工作。それがパイプロイド！なん

でも、紙だけでできる工作だそうです。使用するのは普通のハサミ・・・って、この時点でハサミも使用し

てるじゃんというつっこみはなしで (笑)。ノリづけが不要のだけで、やりやすさはぐっとアップしている

と思います。ノリづけって手や机が汚れるし、なんだか面倒なのですよね。

　もとになっているのは、紙をパイプ状にして、すでに着色してあるもの。それをただ線にそって切って

いき、説明書どおりに繋げるときちんとできるそうです。これはすごい。工作時間は 30分ほど。忙しい人

でも手軽に楽しめますね。

　このパイプロイドには、すでにキャラクターがいくつかあるそうです。ぬかりないですね (笑)。設定も

ばっちり決まっているそうですので、気になる方は公式サイトをチェックして見てください。今回紹介し

たのは、ドクター・ペンクとゴリボーグ、ガイザーとビーン、そしてキバトラ、シシタローとコマジロー、

スモークとビル、ロブとスキップです。結構いますね (笑)。それぞれ個性的でかわいいです！他、クリエ

イターさんとコラボした限定品などもあるようです。



2009.05.26 「スペースグッズで宇宙を学ぼう！」

　今日の「トロ・ステーション」は、「スペースグッズで宇宙を学ぼう！」です。うちうか・・・。

　冒頭からいきなりもよおしているトロ (笑)。でもトイレットペーパーがない！困った！というときに、

スズキが何故かトイレットペーパーを持って登場。何故 (笑)。

　実はそのトイレットペーパー、「ＡＴＰ」といって、天文学のトイレットペーパーなのだそうです。宇宙

にあるガスから星が生まれ、またガスに戻っていく過程が印刷されているそうな。面白いですね。天文学

を広めようと頑張っている「天文学とプラネタリウム」略して天プラさんがいろんなグッズをつくってい

るそうな。

　他には「ＬＳＳ扇子」もあります。宇宙の大規模構造が描かれた扇子だそうな。一見すると星座に見え

るんですが。これはほしい！こういうデザイン好きです。

　あとは「あすとろかるた」。天文学を正しく学ぶための天文学カルタだそうです。これは公式サイトから

無料でダウンロードできる＆音声ファイルもあるそうなので、ひとりで寂しくカルタしたい方にも安心し

て勧められますｗ

　最後にスズキが「ミウラ折り路線図」というものを紹介しました。ああ、折り方が特殊なのですね。なる

ほど。

　オチはクロでしたｗ



2009.05.27 「VAIO type P　夏モデル発表！」

　今日の「トロ・ステーション」は、「VAIO type P　夏モデル発表！」です。もう夏モデルの時期か・・・。

　ああ、そういえばソニーですもんねｗ（すっかり失念していた）なんとＸＰ搭載機種が出るんですって。

それは素晴らしい！

　トロがちょうど自分も欲しいなと言ったところでクロが来るのですが、その手には VAIOが！しかも「取

材費からコツコツとピンハネした甲斐が・・・」なんて言ってますｗ最悪ですね！

　そしてここで、テレビさんを電波ジャックしたスズキも登場ｗなんでもありですね。クロは、薄いのに

ちゃんとタイプ感のあるキーボードを褒めていましたが、スズキは液晶画面を褒めていました。小さくて

もかなりワイドなので、狭さを感じないそうな。スズキはソニーシンパですね、わかります。

　さらに今度はピエールまで登場。全勢力をあげての VAIO祭りのようです (笑)。ピエールはそのデザイ

ン性の高さを褒めていますね。

　ここまで来ると、当然リッキーも登場ですｗワイヤレス LANを褒めていますね。まあそれは大体のミニ

ノートに付いていると思いますが。GPS機能も付いているのは知りませんでした。迷子になっても安心で

すね！

　最後にジュンも。ジュンはオリジナルのデザインがいいということで、ソニースタイルでのみできるオー

ダーメイドサービスがお気に入りの模様。これはいいですねー。同じ値段でできるならなおいいけれど、

きっとお高いのだろうなｗ

　ま、カズイさんはすでに違うミニノートを持っているわけですが (笑)。



2009.05.28 「多摩動物公園　アジアの沼地」

　今日の「トロ・ステーション」は、「多摩動物公園　アジアの沼地」です。沼地？

　トロとクロが白い帽子をかぶって登場。耳が飛び出しているところが、よく考えると笑えますね (笑)。

　さて、２匹がやってきている「多摩動物公園」は、昨年開園 50周年を迎えたそうです。で、今日はそれ

を記念してつくられた「アジアの沼地」を見に行くそうな。

　まずは、自由に飛ぶ鳥を近くで見られる「ウォークインバードケージ」があります。何種類かの鳥を見ら

れるようですね。コウノトリも見られるそうですが、赤ちゃんを運んでくると言われているのは違う種類

のコウノトリだそうです。自然体はもう絶滅していて、人工繁殖している個体しかいないようですね。そ

れでも 100匹も繁殖させているのだからすごい！

　続いて「インドサイ舎」。かなりひろいようで、サイが自由に動きまわっているそうな。やはり自由な姿

を見るのが醍醐味なのですかね（カズイさんは動物にあんまり興味がないものでｗ）。サイって草食なんで

すね、身体は大きいのに。規則正しく生活しないと、それだけで体長を崩してしまうそうです。これから

の時期はプールで泳いだりするので見応え充分らしいですよ。

　他にはスイギュウやカワウソもいるそうです。夏休みにはよさそうですね。



2009.05.29 「『萌える』あれこれ」

　今日の「トロ・ステーション」は、「『萌える』あれこれ」です。あれこれ・・・。

　まあ、予想はしていましたけど、のっけから「萌え米」の話題です (笑)。さすがクロ。今日はクロ枠で

すね。この萌え米のイラストを描いた西又さんは、他にも「羽後牛カレー」のパッケージなど、羽後町のい

ろいろなものを描いているそうで、大人気なんですね。

　次は「萌えっ子フリーきっぷ」。これもニュースで見ましたね。どこでも人を集めようと必死なのが涙ぐ

ましいです。これで人が来てくれるならいいんですけど、買って終わりだったらちょっと哀しいですねぇ。

　そして次は、「もえるゴミぶくろ」。これもニュースで (ry　萌え系のものができると、とりあえずニュー

スで取りあげられるので、宣伝効果は間違いなくありますね。

　最後に恒例の、「つくって～」をやっていましたが、本当にトロクロのお米とかできるんでしょうかｗ



2009.05.30 「近場 de摘み草のススメ」

　今日の「トロ・ステーション」は、「近場 de摘み草のススメ」です。てんぷらにして食べるんですね。

　さて、今日は予想外のジュン枠です (笑)。あれ？１ヶ月後だと思っていましたよｗまあいいけど。とい

うわけで、「三原ジュンのお気楽ガーデニング　第２回　～近場 de摘み草のススメ～」です。クロが某声

優さんのコンサートに行っているためお休みなんですかね？ (笑)

　先日植えたジャガイモ、片方はもうかなり草が出てますね。もう片方はまだ芽が出始めな感じですが。

ここまで差があるとは、驚きです。小カブはいい感じに成長しています。人参はようやく発芽、というと

ころですね。

　夏野菜の方も順調で、なんとナスとミニトマトにはもう実が付き始めているそうです。はやっ！他にも

ジュンが適当に植えたものが、適当に紹介されていました (笑)。もうちょっと育ってみないと、ジュンに

もなんだかわからないそうな。適当ですねｗ

　あとは、日陰にも植えられる植物はないかということで、ジュンが見つけたのは「ユキノシタ」。一年中

食べられるんですって。しかもてんぷらにすると美味しいそうです！適当に書いた↑のコメントが当たっ

たｗ

　ここでジュンから、他にも食べられるものを探してこいと指令を受けたトロが、リッキーを相棒に探し

に行くことに。まずは「タンポポ」を発見。花は菊っぽく調理もできるし、根っこを干してコーヒーにもで

きるんですね。続いて「ヨモギ」。早春の新芽はトリカブトに似ているので要注意ですが、時期を選ばず食

用可能だそうな。次に「ハコベ」。春の七草のひとつ。若い部分をゆでて、味噌汁の具やごま和えにすると

いいそうな。あとは「ノビル」。鱗茎は１年中食べられるそうな。ただし、ユリ科なので猫は食べられない

みたいです (笑)。

　そしてリッキーがクライマックスに用意したのは、「スミレ類」。日本にはスミレが多種あるそうで、それ

も食用ＯＫとのこと。ただし、外来のパンジー等には毒があるものも存在するので要注意！そして「ハルジ

オン」。名前がかっこいいですねｗ柔らかい部分をおひたしやてんぷらにするといいそうな。さらに「カラ

スノエンドウ」。こっちはすごい名前・・・。こちらも、葉も豆も柔らかいうちなら食べられるそうな。そ

してなんと！「シロツメクサ」も食べていいそうです。これはびっくり。四つ葉のクローバーでも食べた

ら幸せになれるでしょうか (笑)。次に「ヒルガオ」。根から花まで全身食べられるそうですｗ（ただし、ア

サガオは食べると毒になるそうなので、食べないで！）

　最後に、摘み草のマナーについて。野草を採るときは、自分が食べる分だけを。そして人様の庭などは

荒らさないこと。自信のない場合は絶対に摘まないで！初心者は花のついている状態で採取すると間違い

も少なくなるそうです。そして、若くて柔らかい部分を摘むように！最初はてんぷらがいいですよ。

　というわけで、終わったあとにトロの部屋でみんなで試食会（いつの間にかクロもいましたｗ）。この最

後の部分で不具合があったみたいで、いつもの評価選択などがはしょられていました。まあしかし、迅速



な対応はさすがですね。



2009.05.31 「甘くて美味しい博覧会」

　今日の「トロ・ステーション」は、「甘くて美味しい博覧会」です。おー。

　頭からクロの顔がｗやる気ないですね (笑)。仕事のために食べ過ぎて疲れているというクロ。「プリン博

覧会 2009」へ行ってきたそうです。そういえばナンジャタウンで毎年やってますね。というわけで、今日

はクロがおすすめのプリン紹介。

　まずは「のびーるプリン」。その名のとおりのびるプリンです。これは見た目にも面白くていいですね。

色が白目なのも気になります。

　続いて「ひよこプリン」。卵からひよこが顔を出しているようなデザインが秀逸なプリンです。なんと、

卵の専門店がつくったプリンだそうで。味も濃厚で美味しいのでしょうね。ちなみにひよこはクッキーだ

そうな。

　次は「お魚ぷりん！？」。名前からして面白いですが (笑)、なんと新鮮な白身魚を使ったプリンだそうで

す。ミルクプリンのようにまっ白なんですよね。こちらはお魚屋さんがつくったそうな。別のジャンルの

職人さんがつくると、面白いものができていいですね。

　意外なものを組みあわせるシリーズでは、他にフカヒレがのった「ふかひれプリン」や、チーズの上に納

豆をかけて食べる（！？）「秘密のチーズプリン」があるそうな。よく考えますねｗクロ曰く結構美味しい

そうです。社交辞令かどうかはわかりません (笑)。

　そして、プリンを食べ飽きたクロが次に食べたものは、素麺みたいなプリンの「プー麺」。結局プリンじゃ

ないですか！ｗあまいカラメルソースにつけながら食べるそうな。他にも、「プリン・あ・ラーメン？！」

という、見た目ラーメンのようなプリンもありました。

　最後に、クロが見つけた目玉商品「10ガロンタップンプリン」。でかっ (笑)。ええと・・・半球体なんで

すが、直径が 50センチくらいはあるんですかね？ｗ写真がちょっとわかりづらいですが。お値段６万円も

するそうですｗ 150 人前のプリンがとれるそうですよ！プリン１個で卵を 250 個も使っているのだとか。

やりすぎ！ (笑)



2009.06.01 「勇者３０」

　今日の「トロ・ステーション」は、「勇者３０」です。おおー。

　いつもと違った始まりですね。まずは「勇者 30」の説明から。時の女神さまの、「こんな時にしか役に立

たないのが勇者」に笑いました (笑)。た、確かにｗ世界が絶滅の危機にでも瀕していないと、役に立たな

いかも。

　カズイさんは体験版をプレイしたので、説明のイメージが掴めるのですが、やっていない人はぜひやっ

てみて 30秒の意外な長さを体感してみるといいと思います。「ご愛読ありがとうございました！」にふき

ました (笑)。

　続いて「魔王 30」。こちらはシミュレーションタイプなのですね。３すくみを利用して効率よく倒して

いく感じです。なるほど、魔王の行動時間は太陽が出るまでの 30秒・・・って、太陽出るまでずいぶん早

いですね (笑)。

　他には 30秒の門限がある「王女 30」（これは結構難しかったです）と、アクションタイプの死にまくり

「騎士 30」があります。騎士は賢者を守り抜けばいいんですね。

　そしてここから、今日のトロステが開始 (笑)。ええ、ここまで前振りです！「トロステ 30」・・・字送

りがもっと早くてもいいと思いましたが、読むのが遅い人のことを考えればあれが限度だったのでしょう

ねぇ。いやはや、面白かったです！



2009.06.02 「美しきアジサイの秘密」

　今日の「トロ・ステーション」は、「美しきアジサイの秘密」です。最近植物づいてますねｗ

　そろそろ梅雨の季節ということで、６月なので紫陽花の話だそうです。まず背景が、三重県にある「なば

なの里」の紫陽花畑に！まっ青ですごくきれいですねぇ。

　紫陽花の秘密その１。紫陽花には毒があるものもある。きれいだからと言って、料理の飾りとかに使っ

てはいけないそうです。

　紫陽花の秘密その２。咲き始めや咲き終わり、次の年に違う色になることがある。あー、なんか酸性か

アルカリ性かが関係しているんでしたっけ。合ってました。土の ph値によるんですね。土壌が酸性だと青

に、アルカリ性だと赤に近くなるそうな。

　紫陽花の秘密その３。花びらのように見える部分は、実は花びらではなく「がく」である。へー、そうな

のですか。本当の花はそのなかにちょこんとあるらしいです。ただ、おしべやめしべは退化してしまって

いるので存在しないそうな。

　紫陽花の秘密その４。実は日本が原産の植物だそうです。

　紫陽花の秘密その５。ですが、いま日本でよく見られる紫陽花は、ヨーロッパで品種改良されたものな

のですって。もともとの紫陽花とはだいぶ形が違うようですね。昔のままの姿を残している品種もあるそ

うで、「伊豆の華」というのがそれにあたるらしいです。

　このあとはひたすらいろんな種類の紫陽花を紹介していきました。その数の多さと、美しさにカズイさ

んもびっくりですｗネーミングセンスもいいですね！「なばなの里」では７月５日まで「あじさい・花しょ

うぶまつり」を開催していて、いろんな種類の紫陽花が見られるそうですので、お近くのかたはぜひ。

　それにしてもトロは本当にクロの扱い方が上手くなりましたね！ｗ



2009.06.03 「修悦体ってなぁに？」

　今日の「トロ・ステーション」は、「修悦体ってなぁに？」です。なんだろう？

　まず紹介された写真は、駅にある標識だったのですが、文字がすべてガムテープだったのですね！パッ

と見全然わかりませんでした。この自体が「修悦体」というらしいです。フォントの名前ということです

ね。標識をつくった佐藤修悦さんにちなんでいるそうな。なるほど (笑)。

　そこで、佐藤さんが登場。黄色い警備服に身をつつんで、実にりりしい感じです (笑)。普段は駅の工事現

場などで働く警備員さんなのだそうな。つまり、標識づくりも最初は警備の一環であったわけですね。確

かに、いつも同じ場所に居られるわけではないけれど、誘導は大事な仕事です。最初は、大規模な工事でお

客さんに道を聞かれることが多かったためつくったそうです。

　ここで修悦体ができるまでを紹介。まずは下地を用意して、文字の位置を決めるガイドとしての細い線を

貼ります。ガムテープはそのままの太さでは当然太すぎるので、最初から切り込みを入れておくんですね。

なるほど！ガイドはかなり細かく貼るみたいです。レタリングするときに、周りに線を書くのをイメージ

してもらえればわかると思います。これを全部ガムテープでやるんだからすごいですよ。

　ガムテープの色は最初３色ほどしかなかったそうですが、ある会社が修悦体のことを知り、提供してく

れるようになったそうです。おかげで今は 10色も使えるんだとか！

　そして文字を貼っていくんですが、基本的には実際の完成形よりも太めに眺めに貼っていって、あとで

余分な部分を切り落としてつくるそうです。なので、パッと見縦横にたくさんガムテープが貼ってあるよ

うにしか見えません (笑)。格子状っていうのですかね。でも確かに、あとからつけ足すよりもそっちのほ

うがきれいにできそうですよね。

　次にその余分な部分を切り落としていき、ある程度文字が読めるようになりました。でもこれで 80％完

成、とのことで。修悦体の特徴は、角の丸みにあるそうです。今度はそこを丁寧に切り落としていって、仕

上げるんですね。これは職人技ですよ。器用じゃないとできそうにないです (笑)。

　佐藤さんは他にもたくさん作品をつくっていて、本まで出しているそうです。興味のある方は見てみて

くださいな。眺めるだけでも結構楽しいですね。



2009.06.04 「ご当地グルメ山形編」

　今日の「トロ・ステーション」は、「ご当地グルメ山形編」です。

　今日は山形ですね。山形と言えばさくらんぼ。高級なさくらんぼはどんな味がするんでしょうか。トロ

クロならずともおなかいっぱい食べてみたいところですが (笑)。

　実は山形、ラーメンの消費量日本一なのだそうで。夏でもおいしく食べられる「冷やしラーメン」がある

そうな。冷麺とはまた違うのですね。なんでも、スープの上に氷が浮いているらしいです。開発には相当

苦労したようですね。

　続いて「まんぎりラーメン」。米沢牛をふんだんに使ったラーメン！これは見るからに美味しそう。ちな

みにまんぎりというのは、完全という意味らしいです。

　次は「板そば」。山形は昔からそばで有名だったそうですが、なかでも有名なのがこれ。普通のそばより

も太麺で、がっつり食べられるそうな。

　そして山形のかき氷は、シロップの他に酢醤油をかけて食べるそうですよ！ (笑) 昔はシロップが高級

だったため、一緒に売られていたところてんの酢醤油をかけたのが始まりと言われているそうな。

　次は、Ｂ級グルメファンに人気の「どんどん焼き」。名前からは全然想像がつきませんねｗ固くしたもん

じゃ焼きを割り箸に巻きつけた感じの食べ物らしいです。

　ラストは県外の人にも人気という「鳥中華」。そば屋さんで出しているラーメンで、おそばの汁にラーメ

ンが入っているそうです。面白いですね！元祖のお店では１日 200食も注文されるほどの人気メニューだ

そうな。お取り寄せも出来るそうなので、食べてみたい方は「水車生そば」さんを検索してみてください。



2009.06.05 「漁師２４」

　今日の「トロ・ステーション」は、「漁師２４」です。漁師は本当に大変そうですよねぇ。

　そういう名前のサイトがあるみたいですね。リアルな漁師の生活がわかる、そうで。

　たとえばホタテ漁師松川さんの１日。朝は３時に漁港へ。水揚げをしたり出荷の準備をしたりして、７

時にやっと朝食。そのあとは定置船を手伝い、昼食をとり、午後はホタテの養殖施設で手伝い、夜の７時に

夕食。そして９時に寝るそうです。睡眠時間はなんとか人並みですね。

　このほかにも、サイトではいろんな漁師さんを紹介しているそうなので、興味があったらぜひ見てみて

くださいということでした。今日は短いですね (笑)。



2009.06.06 「格闘チャンピオンの素顔に迫る？」

　今日の「トロ・ステーション」は、「格闘チャンピオンの素顔に迫る？」です。

　冒頭からリッキーが登場。素敵なゲストをお迎えするとのことで・・・格闘技チャンピオンがいらっしゃ

るそうな。で、来たのは戦極ライト級チャンピオンの北岡悟選手。詳しくはググってください（丸投げ）。

　北岡選手が得意なのは、寝技だそうです。ブラジアン柔術をベースにしているからなのですって。テレ

ビでパンクラスの試合を見て、自分もやってみたいと思ったそうな。

　試合前には 10キロも減量するんですって。いちばん気を使うのは食事みたいですね。トロクロには見る

からに無理そうですよね・・・ｗ

　話を聞いていると、真面目で芯の通った人柄が伝わってきます。でも、「おねがいマイメロディ」に本人

役で出ているという話を聞くとイメージが (笑)。必殺技まであるそうです。コナンなども好きみたいです

ね。

　明日の試合がうまく行くことを願います。



2009.06.07 「ターミネーター サラ・コナークロニクルズ」

　今日の「トロ・ステーション」は、「ターミネーターサラ・コナー クロニクルズ」です。おお。

　いきなり冒頭にネタバレの注意書きが (笑)。カズイさんは見ていないですが、見るつもりもないので平

気です！

　なるほど、ターミネーターってこういう始まりだったのですか。相手を殺すために、生まれる前に行く

とは面白いですねｗ（あれ、これもネタバレ？）その場面をトロステの面々で配役して寸劇をしているので

すが、まあいつものとおりのぐだぐだです。やったね！

　続いてターミネーター２もおさらい。さすがにわかりやすくていいですね (笑)。実際はこんな単純な話

ではないのでしょうけど・・・。

　さらにターミネーター３もおさらいｗえええ、３では世界が滅亡しちゃうんですか。それでパラレルな

サラ・コナー　クロニクルズが出てくるのですね。

　きれいなお姉さんが出てくると、クロは本当に暴走モードでｗいっそ清々しいほどです。

　次々とターミネーターの説明をしていくのですが、正直カズイさんはよくわからないので (笑)、興味の

ある方はぜひトロステを見てみてくださいな。前半の寸劇だけでも結構面白かったですｗ



2009.06.08 「深海の？？？」

　今日の「トロ・ステーション」は、「深海の？？？」です。深海ネタ好きですね (笑)。

　今「ぶさ顔」がブームということで、改めて深海魚さんたちが登場。300体以上の深海魚の写真が掲載さ

れている本は珍しいそうです（これまでは写真を撮るのが難しく、そのほとんどがイラストだったとか）。

　写真がいろいろと出てきましたが、カズイさん的にはやはりどうも気持ち悪くて苦手です。でも、トロ

の「クロは深海魚系ネコ」という言葉にはだいぶ癒されました (笑)。なるほどなぁ。



2009.06.09 「10円で遊ぼう！」

　今日の「トロ・ステーション」は、「10円で遊ぼう！」です。駄菓子屋？

　今回は今年３月に板橋区でオープンしたばかりの「ゲーム博物館」より。名前からしてやばいくらいそ

そられますね (笑)。10円で遊べるゲイムがたくさん置いてあるそうです。

　まずは両替から。手動両替機の「ケンさん」で、自分の手でハンドルをまわして両替。それでちゃんとで

きるんだからすごいですよ。

　まずトロが目をつけたのは、「ピカデリーザーカス・ドッグファイト」。カズイさんも遊んだ記憶がありま

す、これ。古いゲーセンでは結構目にするルーレットゲイムですね。つくったのはレジャック、今のコナ

ミなんですって。このルーレットゲイムの人気を受けて、出てきたゲイムが「スーパーマシン」「フェニッ

クス」「フィーバーチャンス」など。スーパーマシン以外は見たことないなぁ。

　続いて「ミニパスボール」。パチンコの要領で球を上に運んでから、レールを傾けつつ下に進んでいくゲ

イム、なのかな？この手の球を弾くゲイムも、やはりいろんな種類が出たそうな。「サーカス」「エックスラ

イン」「ピンポンパン」ほとんど見たことがないです。

　次はＧＣＣＸでよく有野課長がやっているタイプの (笑)「新幹線ゲーム?」。10円玉を左右から弾いてい

くやつですね。他にも「新幹線ゲーム?・宇宙」「グランプリ」「Bike Rally」。

　最後の「国盗り合戦」もたまゲーで見たことがあります。クロがテンション高くてふきました (笑)。こ

このオリジナル要素もあるようで、ぜひ遊んでみたいですね。



2009.06.10 「わかったつもり？偉人伝・葛飾北斎」

　今日の「トロ・ステーション」は、「わかったつもり？偉人伝・葛飾北斎」です。おおー。

　江戸時代の浮世絵師、ですね。ゴッホにも影響を与えたとか、すげー。そんな葛飾さんの知られざる素

顔とは・・・。

　偉人伝その１。引っ越しをした回数は、なんと 93回！多すぎて笑いました (笑)。荷物多そうなのに。な

んと１日に３回も引っ越したことのある、重度の引っ越しマニアだったそうです。しかも荷物は、仏像を

おさめたみかん箱と、こたつだけで、いろんな家を渡り歩いていたのだとか。なんてはた迷惑なｗそして

葛飾さん、ペンネームも 30回変えているそうです。たんに飽きっぽいんですかね。

　偉人伝その２。着物が破れていても気にしない！絵を描くこと以外はどうでもいいタイプだったようで

す。来客が来ても一切そちらを見ずに書きつづけていたという伝説もあるそうな (笑)。

　偉人伝その３。自分の絵には不満だった？ああ、その気持ちはわかりますよ。理想が高くて満足できな

いのですね。80歳の時、葛飾さんはこんな言葉を残しているそうな。

「猫一匹、上手に描けない」

　トロクロなら描けるんじゃね・・・？さらに死ぬ間際の 90歳の時にも、

「あと５年生きることが出来れば、本当の絵描きになることが出来ただろうに」

　こんな言葉を残したそうな。自分には厳しかったのですね。そして今日のトロのまとめ。葛飾北斎さん

は「画狂老人卍 (まんじ)！」。これ、葛飾さんの別ペンネームなのですが、トロがかなり気に入っている模

様 (笑)。

　今回は最後に、アップデートのお知らせつきです。花の種類が増えるそうですよ。全部育て終わってか

らは育てていなかったので、嬉しいです。あとは庭アイテムがいくつか。で、アップデートのときにたく

さん花を育てていると、トロがなにかお礼をしてくれるそうです。６月中旬～下旬とのことなので、それ

までにもう少し育てて見ようかなと思います。



2009.06.11 「己の信ずる道を征け」

　今日の「トロ・ステーション」は、「己の信ずる道を征け」の宣伝です。これ、体験版やってみたらすご

く面白かった！

　簡単に言えば、階段をあがっていって、いちばん上に行けばクリアというゲイムです。しかし、各ステー

ジにはさまざまな敵やからくりがあって、しかもそれらはひとりでは解けなかったり、倒すのに時間がか

かったりするのです。

　そこで、分身の術を駆使して進んでいくわけですねぇ。よく考えられています。過去の自分の行動がそ

のまま分身となって、次の自分を助けるわけです。しかもパズル要素がうまく出来ていて、ルートを確認

したあとならもっと早くできるのに！と何度も挑戦したくなってしまうほどよい難易度がたまりません。

　分身の他にも、火遁の術や変わり身の術を使えます。これらも攻略の鍵になるみたいですね。ボス戦も

当然ありますが、これも分身と協力して倒します。ひとりだと時間がかかったボスも、分身の人数が増え

てくると短い時間で倒せるようになり面白いです。

　買ってきたらぜひレビューしたいゲイムですね (笑)。



2009.06.12 「食べ合わせグルメ」

　今日の「トロ・ステーション」は、「食べ合わせグルメ」です。食べ合わせかぁ。

　ああ、食べ合わせってそういう意味の食べ合わせですか。よくいう、プリンにお醤油でウニの味的な

(笑)。

　というわけで、クロが最初に用意したのは、アボガドとわさびお醤油。これで中トロの味になるそうで

す。そもそもアボガドの味がよくわからないな・・・。クロが「コクが足りない」と専門的なことを言い出

し、今度はマヨネーズを追加して再試食。中トロにはならなかったけど、普通においしいらしいですね。

　続いて、↑の例にも出した、プリンにお醤油。２匹的には味が微妙だったようで、クロはもう食べたくな

いと言い出していましたｗ

　続いて、普通の白いアイスに醤油で、みたらし団子の味になるというやつ。それなりに美味しいようで

すが、ここでまたクロが「でもなんか足りない」と言い出し、おもむろにみりんをプラスｗちょｗｗしかし

これが意外と、よりみたらしっぽくなったそうです。ほほう。

　次はウーロン茶に炭酸水でビール。残念ながらビールにはほど遠いみたいですが、ここでトロが「麦茶

ならいけるかも？」と言い出し、挑戦。相変わらず、飲むときのＳＥが異常ですねｗこの音苦手だけど面白

い (笑)。そしてこれが意外とビールっぽくなったようです。面白いですね。



2009.06.13 「人生ゲームの人生」

　今日の「トロ・ステーション」は、「人生ゲームの人生」です。クロが活躍しそうな題ですねｗ

　２匹がいきなり人生を振り返るところから始まりました (笑)。初代人生ゲームを発掘して、遊んだそう

です。40年以上前につくられたものでも、充分面白かったと絶賛しておりました。というわけで、今日は

人生ゲームの歴史を紹介。

　元になっているのは、1860年にアメリカで作られた「THE CHECKERED GAME OF LIFE」という

ボードゲイムだそうです。人生を模したさまざまな効果があるマスが配されているなど、基礎はもう確立

されていました。そしてこのゲイムが大ヒットし、考案者はそのまま会社を設立したそうです。

　そしてその 100年後に、記念として出されたのが「「THE GAME OF LIFE」というゲイム。日本では

「人生ゲーム」としてタカラから出されています。ルーレットや、立体的なものが配置されたのもここから

だそうな。

　２代目までは本家と同じものが発売されていましたが、３代目に日本オリジナル作品が登場。そして「人

生ゲーム平成版」で時事ネタを盛り込み、高い年齢層にも好評を得たことから、毎年時事ネタを盛り込んだ

ものを発売するようになったそうです。

　そして最新版が、「人生ゲーム極辛」。今の世相を反映させたら否応なしにこうなってしまったというや

つですね (笑)。

　ここでトロが「自分は極甘版がやりたい」と言い出したので、クロが「私の人生ゲーム for Bridal」を紹

介。ふたりの結婚するまでのエピソードを自由にマス目に書けるやつですね。なんか全然関係ないマスと

か入れてつくってみたいですね (笑)。



2009.06.14 「催眠術バーにあの男が！」

　今日の「トロ・ステーション」は、「催眠術バーにあの男が！」です。このタイトルだとキャプテンかと

思いますねｗ

　トロの家に届けられた怪しげな招待状。ラーメンの無料券につられて、クロとその場所に向かうトロ。

　の前に、まずは「なんでんかんでん」へ。社長が登場し、自らラーメンを調理（したかどうかは未確認

ｗ）。チャーシューたまごラーメン、すごく美味しそうでやばいっす。

　そしてやっと、日本初の催眠術＆マジックサロン「サロン・ド・カタレプシー」へ。胡散臭いことこの上

ないですね (笑)。そしてここで、なんでんかんでんの社長が再び登場！これは意外な展開ですｗどうやら

ここは、社長が新しく始めたサロンだそうで。

　軽くトロクロにも催眠術をかけてくれるのですが、なにせ相手が猫なので、本当にかかっているのかど

うかわかりません (笑)。でも、相手の信頼を得るためにマジックから入るというのは面白いですね。

　このサロンは完全予約制で、８人くらいから申し込めるそうです。「トロステを見た！」と言うとラーメ

ンの無料券をくれるそうな (笑)。催眠術を体験してみたいかたにはおすすめですね。

　それにしてもこの社長、本当にトークが上手すぎて面白いですｗ



2009.06.15 「『ねこまんま』人口増殖中」

　今日の「トロ・ステーション」は、「『ねこまんま』人口増殖中」です。ＴＫＧの次はねこまんまかｗ

　一体どこのグルメ界でブームがｗ全然知りませんでしたよ。かつお節派って具体的にどうするんでしょ

う？かつお節だけかけてもだめですよね。いちまちイメージがわきません。

　今回は「おとなのねこまんま」という本からいくつか紹介するそうな。ああ、かつお節も来ましたね。そ

うか、醤油をかけるのか。

　いろいろと紹介して、あっという間に終わりました。詳しく見たい方はぜひ検索してみてください（丸

投げｗ）。



2009.06.16 「ロボットが作るラーメン！？」

　今日の「トロ・ステーション」は、「ロボットが作るラーメン！？」です。ほほう。

　ロボットがつくるラーメンとはつまり、機械で全部つくってしまうラーメンということなのですね。面

白い。

　まずはパソコンで注文するそうです。味の指定も細かくできるんですって。いいですね。注文が終わる

と、お盆とどんぶりをロボットが出してくれて、だしを入れるロボットが注ぎます。スープの調合も、も

ちろんロボット。続いて麺をゆでるロボットが登場し、お好みの硬さでゆでゆで。ここで初めて人が登場。

盛りつけだけは人の手じゃないと無理みたいですね。つゆがはねそうですもんね (笑)。

　ここで驚くべき事実が。なんとこのシステムはたったひとりの人物によって考え出されたそうです。

ラーメン屋のご主人にｗご主人すげー。でもこれ、衛生的にどうなのかと考え出したら負けですね、きっ

と。



2009.06.17 「UT MEGA CULTURE」

　今日の「トロ・ステーション」は、「UT MEGA CULTURE」です。おおー。

　やっと食べ物の話題から離れましたね (笑)。

　ユニクロのＴシャツ展開はすごいですね。今年の企画にも期待しています。というわけで、一部のＴシャ

ツを紹介。

　タツノコプロのＴシャツや、アトムのシルエットなど、アニメキャラがあしらわれたものや、子ども向け

にお菓子のデザインが施されたものもあります。チロルチョコなんてかわいいですね (笑)。

　あとはやっぱり、ゲイムキャラクターのシリーズですよね。トロもＴシャツになっていますが、いろい

ろ気になるものがありました。

　にしても、ここ数日間は紹介が少ないですね (笑)。アップデートに向けて頑張っているのでしょうか。



2009.06.18 「銃声とダイヤモンド」

　今日の「トロ・ステーション」は、「銃声とダイヤモンド」です。体験版はいまいちだったんですけど

ねぇ。

　と、その前に今日はアップデートが！新しい花が 40種類も増えるそうです。増えすぎｗいや、嬉しいで

すけど！そして自分の壮大な計画を月面のうさぎさんに見せに行ったクロでしたが・・・帰ってきたとき

の表情と、首の角度に笑いました (笑)。クロがこんなになるなんて珍しいｗ

　カズイさんはトロからはにゃことばをもらったほかに、ちょうど花が咲く日だったので、全部のカテゴ

リのを１つずつ新たに覚えられました。よかったー。

　さて、本題。いきなりトイレに立てこもっているクロ。てか、トイレすげぇ広いｗ羨ましい・・・。

　テレビさんに相談したところ、銃声とダイヤモンドをすすめられるトロ。これで大丈夫！とテレビさん

がとめるのも聞かずに、再びクロのところへ。そして当然ですが失敗 (笑)。面白いですね～。（むしろゲイ

ムそのものより面白い）

　肝心のゲイムは、犯人と交渉して進んでいくのですけど、体験版がろくな説明もないまま始まったので、

結構印象悪かったですねぇ。新しいシステムのゲイムほど丁寧なチュートリアルが必要だってあれほど

言っているのに、惜しいことです。おかげで全然やる気がしませんもの・・・。

　まあしかし、プロファイルをしておくと、有利な選択肢がわかるようになるそうで。それがあればまだ

なんとかできそうかなと思いました。いきなりやろうとするとすごく難しいと思います。

　ちなみに、クロが怒っていた原因は、トロと一緒に食べようと２つ買っていたプリンを、トロが両方食べ

ちゃったと勘違いしていたことでした（実際はジュンが遊びにきたので、ジュンと一緒に食べていた）。ト

ロかわいいなぁ。



2009.06.19 「予期せぬ たたかい」

　今日の「トロ・ステーション」は、「予期せぬたたかい」です。なんだろう？

　いきなりシリアスな始まりだったのでなにかと思ったら、「お気楽ガーデニング」の３回目でしたｗお気

楽ではいられない出来事が起こったのですね。なるほど、害虫か。無農薬で作ろうとすると、どうしても

遭遇する問題ですよねぇ。

　さて、まずは状況報告。ジャガイモは芽かき・増し土・追肥などをしたおかげか、元気いっぱいだそう

な。夏野菜たちは、位置が悪かったのか日照不足でもやしっ子になってしまったため、場所を移動 (笑)。カ

ブは葉っぱも美味しいから、いったん収穫してリセットしたそうです。虫が相当出ていたんでしょうねｗ

しかし、ここまでしてもやっぱり虫はいたみたいで、とうとう農薬散布を決意 (笑)。まあしょうがないで

すよね。

　最後の、「直接手を下すまでもなくジュン枠は消滅しそう」というクロの黒い言葉に笑いましたｗ



2009.06.20 「これが男の身だしなみ」

　今日の「トロ・ステーション」は、「これが男の身だしなみ」です。どうでもいいけど、今更新しようと

したら鯖が死んでいて焦りましたｗ

　冒頭から、加齢臭を気にする猫が一匹・・・もちろんクロｗ友だちの友だちの話って、都市伝説じゃない

んですから！もちろんクロ自身の話ですよね！

　ここでライオンの柳田さんが登場。男性の臭いについて研究を重ねているそうです。それによると、男

性は 20代後半～30代の 72％が、自分の身体の臭いの変化が気になるのだそうです。

　それが何故なのかを検証するため、10代～70代の男性 148人に 14時間Ｔシャツを着つづけてもらって、

臭いを確認したみたそうな。その結果、なんと 30代の体臭は加齢臭ではない！ということが判明したんだ

そうです。ほほう。

　そこでライオンでは、加齢臭ではないこの臭いに対抗するために、商品開発をしたそうな。それが「ＰＲ

Ｏ　ＴＥＣ　ＳＴＹＬＥ」シリーズ。ボディソープとミストがあるんですって。これが医薬部外品なので、

かなり効くらしいですよ。臭いに悩んでいる 30代におすすめ！使ったことないけどすすめる！ (笑)

　他にも 30代向けの商品として「ＰＲＯ　ＴＥＣ　ＨＥＡＤ」というシリーズがあって、こちらは将来頭

が薄くならないためのケア用ですかね。

　そして最後に、トロが「どうせクロのことでしょ」的なことを言ったあとに、クロを見つめる間があった

のですが、そこがすごく面白かったですｗトロがだんだん強い子になっていきますね。



2009.06.21 「アートでお家」

　今日の「トロ・ステーション」は、「アートでお家」です。

　今回はピエールと一緒に三鷹へ。未だにサブキャラたちの名前が覚えきれないカズイさんですｗピエー

ルが紹介したい家があるからということでトロを呼んだらしいのですが・・・ついたところは「三鷹天命反

転住宅」。すごい名前ですねｗ芸術家であり建築家である荒川修作さんとマドリン・ギンズさんのふたりに

よって作られた家だそうな。

　建物は全部で９戸の集合住宅になっています。原色をメインにしたメリハリのある色遣いがいいです

ねぇ。実際に人が住んでいる部屋もあるそうです。

　今回は３階にある部屋にお邪魔したのですが、これはすごい。本当におもちゃの家みたいな家です（子

ども向け、という意味ではないですよ、念のため）。デザインが秀逸というか、面白い。部屋の中央のキッ

チンにも工夫が見られますね。

　バスルームもなんか丸くてかっこいいですｗ丸見えというのはちょっとあれですが (笑)。あと唯一四角

いのが寝室で、他に本当にまん丸なスタディルームがありました。面白そう！

　居間の床がぼこぼこしていて、ものが置きにくいということで、ぶら下げ収納というすごいアイディア

も使っています。でもこれ、見栄えは悪そうですねぇ (笑)。お客さんは呼べないかも・・・。

　最後に屋上庭園を見学。きれいに整備されていて、まるでゲイムの一場面みたいな感じです。一度は行っ

てみたいかもしれません。



2009.06.22 「乗り物が傘にトランスフォーム！」

　今日の「トロ・ステーション」は、「乗り物が傘にトランスフォーム！」です。おお、面白そう！

　折りたたみ傘の特集ですね。いきなり新幹線の折りたたみ傘が出てきましたｗええー、どうなっている

んですかこれ。「のりもの物語（ストーリー）」というシリーズらしいのですが・・・ああ、よく見ると袋に

乗り物が描いてあるんですね！これは巧妙ですよ。新幹線以外にも、バスや機関車なんかもあるそうです。

　最初はおもちゃにできる折りたたみ傘の袋だけを考えていたそうですが、どうしてもサイズが大きくな

ると言うことで断念。かわりに、折りたたみ傘そのものを乗り物にしちゃえばいいんじゃないかと思いつ

いたそうな。発想の勝利ですね！「ぴっころ堂」さんのサイトで買えるようなので、興味のある方はご覧く

ださいまし。



2009.06.23 「映像ミュージアム」

　今日の「トロ・ステーション」は、「映像ミュージアム」です。ほほう。

　今回は、埼玉県の彩の国ビジュアルプラザＳＫＩＰシティの中にある、「映像ミュージアム」の紹介です。

映像の歴史や原理を学べたり、映像制作の過程を実際に体験できる博物館だそうな。

　映像の歴史を簡単に紹介すると、リュミエール兄弟が１秒に 16コマの静止画を送るシネマトグラフを開

発したところから始まるんですって。しばらくはこの 16コマが主流だったのですが、トーキーが登場して

変わったそうな。

　・・・という話をしたら、トロが「鳥ドーン！」って言って、すぐクロに「ターキーじゃない」とつっこ

まれていたのが面白かったです (笑)。ちなみにトーキーは、映像と音声が一緒になった映画のことで。音

が入るならもっと早いほうがいいのではないかと、１秒 24コマになったそうな。

　他には合成写真が体験できる場所や、カメラマンが体験できる場所、アフレコをやったり効果音を作っ

たりすることもできるそうで、体験型なんですねぇ、面白そう。

　そしてここで再び、クロマキーをクロマティと間違えるトロ。それ野球選手？ｗ　ニュースをつくった

りもできるそうです。

　にしても最近の紹介はあっさりですね (笑)。



2009.06.24 「第１回 ファッションショーコンテスト結果発表」

　今日の「トロ・ステーション」は、「第１回ファッションショーコンテスト 結果発表」です。これはＰＳ

Ｐ組にはあまり関係ないですねぇ。

　これは完全に自己満企画ですからね (笑)。お庭コンテストは見ていて楽しかったですが、ファッション

ショーの場合は作り手がどういう苦労をしているのか、もともとどういうアイテムがあるのかなどわから

ない状態で見ても、すごさが全然伝わってこなかったりしますｗ

　そのうちＰＳＰ版でもお庭コンテストが行われないかなと期待しています。貧乏なので参加できないで

すけど (笑)。せめてみャイルで買える庭用の置物がもうちょこっとだけあればいいのですが・・・。



2009.06.25 「ドッツコンテスト結果発表」

　今日の「トロ・ステーション」は、「ドッツコンテスト結果発表」です。連続で発表系ですか。

　ずっとドットクロのまま最後までいきました (笑)。ドッツはさすがに皆さん上手いですよね。ただ、最

優秀賞が意外にデザイン的には目を惹く感じではなかったような。斜めにキャラをつくるのが難しいとい

うのはよくわかるのですが、そういう技術面まで評価対象だったのですねｗたんにまいいつが好きだから

つくった、じゃとても無理なものなんだろうなと思ってしまいました。



2009.06.26 「密着ドキュメント！ある芸人の一日」

　今日の「トロ・ステーション」は、「密着ドキュメント！ある芸人の一日」です。誰だろう？

　うわー・・・こんなマイナーな人を使っちゃうんだ (笑)。元ジョーダンズの三又さん。元ってことは解

散していたんですね。カズイさんもボキャブラかなり見ていたので、懐かしいです。

　実は今回、このトロステの評判がものすごく悪いのを聞いてから見たのですが、想像以上に酷い出来で

した (笑)。これはナイですね。なにがしたかった回なのか全然わかりませんし、１ミリたりとも面白くな

かった。ひたすらトロクロが気の毒だなぁと感じたくらいで・・・。

　そもそも、なぜ芸人に１日密着するという企画になったのでしょうか？普通に仕事に密着するとかなら

わかるのですが、この人の場合はただだらだらしているだけで面白みもなんにもないのですよ。

　おそらくあのバーを紹介するのがメインだったと思うのですが、よほど客を減らしたいんだな、と思って

しまいましたｗあれじゃあお店に直接苦情がいっても仕方がないレベルです。どうしてこんなトロステを

作ってしまったのか、これまで安定したクォリティのものを作っていただけに、本当に残念でなりません。

　カズイさんも初めていちばん下の評価にしましたよｗこれから見る方はお気をつけて（？）。



2009.06.27 「東京湾の無人島」

　今日の「トロ・ステーション」は、「東京湾の無人島」です。ほほう。

　いきなり浜辺で倒れているクロ。船で酔ったから横になりたいと自分から言ったくせに、すっかり忘れ

ていたようです (笑)。

　場所は、横須賀の三笠桟橋から船で約 10分のところにある「猿島」。東京湾に浮かぶ唯一の自然島だそ

うな。でも意外に人がいるし、店もあるそうで (笑)。気軽に来られる距離だから、キャンプ的なことをす

る人も多いようですね。

　島のなかには歴史的な建物も多く、「猿島要塞」の跡なんかもあるそうな。明治時代の中期に東京湾を守

るために作られたんですね。あとは地面にある丸い跡。昭和の頃に設置された高射砲の砲台跡だそうな。

戦いからはさけられないんですねぇ。

　また、日蓮がここにたどりついたという伝説もあるそうで、「日蓮洞窟」と名前がついている場所もある

そうな。なんと、弥生時代の土器や人骨なども発見されているそうですよ。

　そしてそして、なんとここにある展望台の建物が、仮面ライダーの敵・ショッカーの秘密基地として使わ

れていたそうです (笑)。ほほう。ドラマや映画のロケで結構使われているそうですね。それだけ汎用性の

ある場所なのでしょう。ちなみに、せっかくだから赤い扉を選ぶゲイムのモデルになっているのは、この

島ではないそうですｗ

　あと、「猿島ビール」というのが名物だそうですよ。クロ、飲んだあとに泳がないように！ｗ



2009.06.28 「『おもちゃのカンヅメ』大研究」

　今日の「トロ・ステーション」は、「『おもちゃのカンヅメ』大研究」です。カズイさんはまだ当たったこ

とないんですよねぇ。

　金のエンゼルが出たから、一生分の運を使い果たしてしまったかもしれないと泣くトロがかわいすぎで

すｗなんというマイナス思考。今日はこの「おもちゃのカンヅメ」のお話。

　これができたのは、今から 40年以上前のことだそうです。最初は漫画のカンヅメとしてスタートしたそ

うな。1969年に初代のおもちゃのカンヅメができたのですが、時代が移り変わるにつれ、ウルトラマンの

人気が高まり、1973年にはウルトラマングッズのカンヅメになったそうです。

　その後箱の形をいろいろ変えますが、1979年にはもとのカンヅメに戻ります。1983年になると、缶自体

もおもちゃになるという面白いカンヅメが登場。その後も缶の形をいろいろに変えていくのですね。ちな

みに現代は、宝箱のような缶になっています。

　当たらないと目にする機会もないものだけに、今日のはとても良かったですね！また買ってみようかと

いう気になりました (笑)。



2009.06.29 「もふもふアルパカ」

　今日の「トロ・ステーション」は、「もふもふアルパカ」です。アルパカキター。

　アルパカといえば、ＳＯＰＨＩＡのボーカル・・・といってよくファンの友人に怒られていました (笑)。

でも似ていますよね。カズイさん、アルパカは昔からなんとなく好きな動物です。いちばん好きなのは間

抜けな名前の響きなのですがｗ

　そんなわけで（？）、今回は那須高原にあるアルパカ牧場の話。ここでは 400頭ほどもアルパカがいるそ

うです。アルパカの赤ちゃんも見られるんですって。

　アルパカはものすごく臆病な動物なので、人間側のほうで気をつけないといけないことがあるそうな。

まず、怖がらないこと。そしてお尻から触らないこと。このふたつを守れば大体大丈夫らしいです。

　アルパカはもともと標高の高いところで生活している動物のため、日本で適した場所を探すのが大変だっ

たそうな。那須高原に場所を決めてからも、試行錯誤の連続でやっとこれだけの数のアルパカを有した牧

場が実現できたと。

　最後の、「アルパカ～」と踊るトロに、つきあいきれないクロに笑いました (笑)。



2009.06.30 「鏡音リン・レン feat. 下田麻美『Prism』」

　今日の「トロ・ステーション」は、「鏡音リン・レン feat. 下田麻美『Prism』」です。ん？

　テレビさんが自力でふすまをあけたことにびびりましたｗ手力ですか？ｗそして今日もコスプレ・・・さ

らに突然歌い出す 980円。そうか、980円と書いて奇跡と読むんですね！知りませんでした。

　窓の外から覗いているクロにまた笑いました (笑)。いい角度。そしてふすまのほうからはトロがｗこっ

ちもいい半分具合ですね！今日はギャグ回なのか・・・と思っていたら、もっとすごいのがキター。

　鏡音トロリンと、鏡音クロレン・・・トロのリボンが無理やりすぎて面白いですｗ声優の下田さんがいら

したんですね。

　うーん、下田さん自身に特に好きも嫌いもなかったのですが、写真の動きがいかにもアイドルっぽくて

おかしいですよ。こんなに作らなくてもいいのに、と素で思ってしまいました。

　って、炉心融解をあのキーでそのまま歌っているんですか！？そのことにびっくりしましたｗこれはす

ごい。そしておまけでリンリンシグナルを踊るトロクロもすごい！なんだこの手の込みようは……！



2009.07.01 「開国博 Y150と ENEOS ラ・マシン」

　今日の「トロ・ステーション」は、「開国博 Y150と ENEOS ラ・マシン」です。あの蜘蛛かぁ。

　今日のはなんか、ざーっと内容を紹介して終わってしまいました。と、特に書くことが・・・ｗ詳しくは

公式サイトを見るといいと思います。

　それにしても、あんな蜘蛛がごりごり動くのだからすごいですよね。ぜひ見てみたいものです（無理だ

けど）。



2009.07.02 「ぼくのなつやすみ４」

　今日の「トロ・ステーション」は、「ぼくのなつやすみ４」です。宣伝ですね。

　このシリーズはやったことがないのですが、自由に遊ぶのは面白そうですよね。しかも今回は 1980年代

で、今までよりも時代がちょっと新しいそうです。そしてできることもかなり増えたそうな。

　たとえば「絵日記」。これまでは寝る前にその日あったことを描くパターンだったのが、今回はどこでも

１日何度でも好きなときに描けるそうです。

　おなじみの「昆虫採集」もパワーアップ。今回は水中にすむ昆虫まで捕まえられるそうですよ。そして

「虫相撲」も当然パワーアップ！大会があったり虫を鍛えることもできるそうな。さらに今回は、虫だけ

じゃなくてモン消し（キン消しみたいなものですねｗ）の相撲もできるんだって。

　今度は海へ。舞台が瀬戸内なので、泳ぎ放題だそうです。海中にもいけるので、魚と一緒に泳ぐのはも

ちろん、なにか発見することも！？あとは、当然魚釣りもできます。

　そしてそして、夕方までパワーアップ！？いつもは夕方になるとおじさんが迎えにくるようなのですが、

なんと今回はおじさんに見つからずに移動できるルートがあるそうな。つまり、夜も遊べるということで

すか？！

　今回はなんか、クロが素直でかわいかったですね (笑)。



2009.07.03 「乱歩邸の散歩者」

　今日の「トロ・ステーション」は、「乱歩邸の散歩者」です。屋根裏の散歩者をもじったのかな？ｗ

　今日は池袋にある立教大学のキャンパスの近くにある、平井さんのお宅から。ええええ、江戸川乱歩の

本名は平井太郎さんというのですか。なんて平凡な！この家はかつて乱歩が実際に住んでいた家で、現在

は立教大学のものとなっているのですが、その一部が「大衆文化研究センター」として公開されているそう

です。

　生涯で 45回も引っ越しした乱歩が、最後に住んだ家・・・一体どんな家なのでしょう (笑)。応接間はす

ごく趣があっていい雰囲気ですね。当時のものもまだ残っているようで。乱歩にまつわるものがいろいろ

飾ってあるそうです。

　庭には別の建物があり、ここでも乱歩の写真などを見られるそうな。愛用品や手品の道具、お芝居で使

われた黄金の仮面などなど。あと、乱歩が書庫として使っていた「幻影城」があります。ああ、総代ですね

ｗ名前から想像するような形ではないですが、なかなか凝った造りのように見えます。今回は特別に中も

紹介ということで、本当に几帳面な性格が窺われて面白かったですね。

　そして最後に意外な事実が！ｗ



2009.07.05 「ご当地グルメ 香川編」

　今日の「トロ・ステーション」は、「ご当地グルメ香川編」です。おおー。

　香川は今日本でいちばん狭い都道府県なのですね。知りませんでした。香川と言えば「讃岐うどん」と

いうことで、まずはそこから。

　香川では半夏生にうどんを食べる風習があるそうです。ほほう。また、讃岐うどんの店には３タイプあっ

て、お店に入って座って食べる一般タイプと、セルフタイプ、製麺所タイプがあるそうな。特に製麺所タイ

プはそもそも製麺所なので、看板を出していないことも多く見つけにくいそうです。でも味はもう折り紙

付きなので、スープなしのぶっかけうどんがたまらないそうな。かま玉うどんも美味しそう！

　中でも人気なのが「がもう」さん。緑に囲まれて本当にのどかなところにあるんですね。セルフタイプの

お店では、まず器をとり、麺の大きさと状態をオーダー、すると店員さんが麺を盛ってくれるので、具を自

分で盛りつけて会計をし、それからスープを注いだりネギを載せたりするそうな。それでひと玉 100～200

円で食べられるんだからいいですよね！

　うどん以外には、手延べの「小豆島そうめん」というのもあるそうで。すごいほっそいですね、これは。

あとは「たこ判」。大判焼きの型で焼いたたこ焼きだそうで (笑)。これは面白い。近所の中学生に言われて

作ったのが最初だそうな。

　そして隠し球？「骨付鶏」。名前のとおりですが、特製スパイスでじっくりと焼き上げてあるらしいので、

すごく美味しそうです。カズイさん鶏好きなのでたまりません。これは食べてみたいですねぇ。



2009.07.05 「初音ミク -Project DIVA-」

　今日の「トロ・ステーション」は、「初音ミク-Project DIVA-」です。クロ枠ですねｗ

　頭から飛ばしていますね、クロ (笑)。テレビのなかでデュエットしているテレビさんを羨ましがって、テ

レビのなかの世界に入ろうとしていたのが面白すぎましたｗ

　ゲイムはどういうものかというと、簡単にいうと音ゲーです（そりゃそうだ）。指定されたタイミングで

ボタンを押すという、ただそれだけのゲイムですが、曲がミク曲であることと、ミクが踊ることと、好きな

曲でミクを自由に踊らせることができることが、普通の音ゲーとの違いでしょうか。ミク好きにはたまら

ない内容みたいですね。ミクの私生活とかｗ

　そして最後は、またしてもおまけがｗウサギさん変なところに頑張りすぎです！！かわいいけど！！



2009.07.06 「辞書にまつわるエトセトラ」

　今日の「トロ・ステーション」は、「辞書にまつわるエトセトラ」です。興味深いですね。

　「なおざり」と「おざなり」って確かに似ていて紛らわしいですよね・・・紛らわしいので、カズイさん

はあえて使いません (笑)。まあそういう手段もあるということで。ちなみに意味は、前者が「いい加減に

して放っておくこと」、後者が「いい加減に物事を済ませること」。なるほど、いい加減になにかをしたのか

しないのかってことですね。

　今小学生の間で普通の辞書を引くのが流行っているとのことですが、カズイさんの時代は普通に辞典で

単語を引く授業がありました。そういう問題ではなく、勝手に流行っているという意味なのでしょうか？

いまいちピンと来ませんね。むしろ電子辞書を使いこなしている小学生がいたらなんか嫌です (笑)。

　ここでクロが、人間向けの慣用句はネコにはわからないとか言い始めて、こんな本もあると紹介したの

が「人間には使えない蟹語辞典」。カニ語・・・大雑把に言うと人間以外ということらしいですが。ようは、

「前向きに考える」という言葉が、カニは前を向けないから「横向きに考える」になるという、そんなこと

がたくさん書いてあるそうですｗ

　辞典の話から、後半なんか変な方向に進んだ気がするんですが (笑)。まあ面白かったからいいか。



2009.07.07 「プールや海の守り人」

　今日の「トロ・ステーション」は、「プールや海の守り人」です。

　トロがジュンに海に誘われた話をしたら、自分が誘われなかったからってトロに悪いことばかり吹きこ

むクロに笑いました (笑)。そんなに水着のお姉さんが見たかったんですね・・・。

　というわけで、今日はライフガードさんたちのお仕事について。ライフガードの第一の仕事は、「事故防

止」と「早期発見」なんですね。つまり、実は起こってからでは遅くて、そもそも起こさないように見まわ

りなどをすることが最も重要だそうな。

　片手を大きく左右に何度も振るのは、ライフガードに救助してほしいというサインになるそうです。つま

り、むやみやたらにそういう行動をしてはいけないということですね (笑)。海に行く方は気をつけましょ

う。

　今度はライフガードになるには。ということなのですが、求人によって全然違うので一概には言えない

そうな。ただ、時給が高いほうがいいなら資格を取ったほうがいいとのこと。無駄に実践的なアドバイス

ですねｗ資格も各種あるそうなので、自分に合ったものを選んだほうがいいですね。

　あと、ライフガードの仕事のときに活躍するアイテムに、「ライフガードチューブ」というものがあるそ

うです。大人ふたりが掴まっても沈まないんですって。凄いですね。あとは派手な帽子こと「パトロール

キャップ」。この黄色と赤の帽子がライフガードの目印で、これは全世界共通らしいので、覚えておくと海

外でも役立ちそうですね。



2009.07.08 「動物たちの「ω」を激写！」

　今日の「トロ・ステーション」は、「動物たちの「ω」を激写！」です。口？●●？ｗ

　いきなりトロの口のドアップで笑いました (笑)。動物の口の周辺をω（オメガ）と名付けて、趣味で写

真を撮っている松原卓二さんの紹介です。

　ご本人の写真がすごくいい表情ですね (笑)。なんて幸せそうなんだ・・・。松原さんはもともと動物が

大好きだそうですが、犬を飼っていて、自分は犬の一体どこが好きなんだろうと考えて見たところ、「口と

その周辺が好き」という答えに至ったそうです。他の動物も、口を見るとキューンとなるそうですよ (笑)。

　ここで松原さんが自分で選んだ写真を３枚紹介。アザラシと羊とホシエイでした。どれもすごくωでし

たｗ確かに、普通の写真と違って「お？」と人を惹きつける不思議な魅力があるような気がしますね。

　そんなたくさんのω写真が載っているのは「動物オメガ図鑑」です。動物好きの人は要チェックですね

～。



2009.07.09 「今梅酒がブーム！」

　今日の「トロ・ステーション」は、「今梅酒がブーム！」です。梅酒かぁ。

　お酒の回だとやけに準備がいいクロ（トロ談）の案内で (笑)、梅酒と創作料理の店「プラムガーデン　梅

椿」に梅酒について聞きに行きました。ここでは 100種類以上の梅酒を楽しめるそうです。ていうか、梅

酒だけでそんなに種類があることに驚き。

　店長の佐々木さんによると、梅酒というと普通はホワイトリカーに梅をつけこんだものを想像しますが、

実は焼酎ベース、日本酒ベースなど、いろいろなものをベースにした梅酒があるそうです。

　ここからはクロとトロがひたすら試飲のターン！特にクロがトロの制止を振り切って飲みまくりですｗ

呆れるトロもかわいいですね！

　そしてここで、梅酒の飲み方を紹介。ロック、ソーダ割り、水割り、お湯割りの４種類をすすめているそ

うです。

　そしてさらに飲むクロ。ついに頭にネクタイ（どこから出したんだｗ）を巻き始めました。完全親父モー

ドですねｗ最後にお叱りの「ぽちっとニャ」をさせていただきました！くらえ金だらいッ！！



2009.07.10 「納豆の日再び」

　今日の「トロ・ステーション」は、「納豆の日再び」です。２回目かぁ。

　 7/10は納豆の日、ということで、福岡県にある「納豆家　粘ランド」を紹介。ネバーランドに掛けてあ

るんですね (笑)。納豆料理の専門店だそうです。もともとは普通のお店だったようですが、ご主人が好き

な納豆を料理して出したら大人気となり、思い切って納豆料理の専門店として生まれかわったそうな。

　料理には、「納豆カルボナーラ」や「豚の角煮納豆」など、もともとある料理に納豆を加えたものがメイ

ン？他にも、「納豆スイーツ」なんでものもあります。味の想像がまったくつきませんがｗ

　このお店では常時 70～80種類もの料理を用意しており、年間で 120種類以上の味が楽しめるそうです。

何度行っても飽きない工夫がしてあるんですね。納豆と和食が合わない、というのは意外でした。

　最後のクロの駄洒落が面白すぎますｗ



2009.07.11 「アップデートのお知らせ」

　今日の「トロ・ステーション」は、「アップデートのお知らせ」です。ＰＳ３の方ですかね。

　アップデートのお知らせの前に、10周年記念グッズの紹介がありましたが・・・50円切手 10枚に、ケー

スとポストカード４枚で 3100円ってｗずいぶん高いんですね・・・。続いて腕時計。をを、これはちょっ

と欲しいｗでも 15750円・・・ハハハ・・・orz

　今回のアップデートは、機能的にはほとんどそのままですが、その分アイテムなどに力を入れていると

いうことで。ホラー怪談特集みたいですね。そしてロリファッションでクロが暴走ｗこれはひどいｗｗ早

くなんとかしないと・・・。

　ああ、今回はほんとにアイテムばかりなんですね。というわけで、ＰＳ３派のかたはショップへどうぞ。



2009.07.12 「はとバス 60周年（前編）」

　今日の「トロ・ステーション」は、「はとバス 60周年（前編）」です。はとバスかぁ。

　最初に都内を観光バスが走ったのは、昭和 24 年の３月 19 日だったそうです。この頃のバスはしょっ

ちゅう故障していたそうな。燃料も天然ガスだったので、すごく効率が悪かったんですね。

　昭和 38年には空前にレジャーブームが訪れ、バスも進化。サイズも大きくなり、保有台数も 100台を超

えたそうな。

　昭和 40 年には、なんど屋根のないオープンタイプのバスが登場。これはちょっとｗ雨が降ったら一大

事っぽいですね。

　続いて昭和 57 年に、とうとう２階建てのバスが登場。バスがどんどんデラックス化していったそうで

す。すごいですねー。

　最後はクロが大興奮の、バスガイドさんの制服を特集して終了しました (笑)。明日ははとバスに乗って

東京を巡るようですね。



2009.07.13 「はとバス 60周年（後編）」

　今日の「トロ・ステーション」は、「はとバス 60周年（後編）」です。今日はツアーですね。

　今日はバスガイドの市原さんとともに、都内をまわります。半日Ａコース、だそうです。

　まずは皇居前広場から。東京の三大銅像（そんなものがあるんですねｗ）のひとつ、楠木正成公の銅像も

拝見。皇居を守るために背を向けているそうです。

　続いて浅草へ。お賽銭、25円までは知っていましたが、45円や 55円もあるんですね。今度からは 55円

派になろうと思いますｗちなみに浅草寺の本殿は 11月まで改修工事中だそうな。

　最後はやはり、東京タワーへ。市原さんはなんと１万回くらい来ているそうです (笑)。さすがにｗ東京

タワーははとバスの人気スポット歴代１位だそうな。なるほど。

　今回はあんまりネタがありませんでしたね。クロがほんのちょっと暴走したくらいでｗ



2009.07.14 「三鷹で海を体験しよう！」

　今日の「トロ・ステーション」は、「三鷹で海を体験しよう！」です。海ネタ好きですねぇ。

　いきなり頭にゴーグルをつけたトロクロがｗトロクロはわりとなんでも対応して装着できるのがすごい

ですよね。今日はスズキと海に行くそうです。スズキ、ロボなのに海水平気なんですかねｗ

　と思ったら案の定、海は海でも陸上で海が体験できるという、三鷹の「海上技術安全研究所」でした。今

は子どもたちが工作教室の真っ最中。

　なぜ海のない三鷹にこの施設を作ったかというと、研究の内容から地盤がしっかりした土地が必要だっ

たからだそうな。しかも 50年以上前からあるそうです。

　実験のためのさまざまな施設や、東京湾クルーズが楽しめるシミュレーターなどもあるんですね（実際は

リスクに備える実験用みたいですがｗ）。あと深海水槽ではさまざまな波が作り出せるので、波でアルファ

ベットを書いたりも出来るそうです。すごい技術ですね。深さ 35Ｍとか、恐ろしいです・・・。

　この研究所の一般公開日は決まっているそうで、年２回しかないらしいです。興味のあるかたはネット

でチェックしてみてくださいな。



2009.07.15 「きゅ、980回ってゆーな！」

　今日の「トロ・ステーション」は、「きゅ、980回ってゆーな！」です。ついにテレビさん枠が！ｗ

　冒頭から、謎の研究所ｗクロが博士としてテレビさんを開発したところ？これはどういうふうに本編（と

いうか、ニュースだけどｗ）と繋がっていくんでしょう。

　で、ニュースの本編は、ニャバターとテレビさんという珍しい組みあわせでした。テレビさんから金だ

らいまでくらいましたよｗトロステは 1000回で終わって、次からは 980円ステーションが始まるそうで

す。そんな見え透いた嘘に、一体誰が引っかかると！

　でも、980円ステーションになると、テレビさんの着せ替えがし放題で、フレーム着せ替えもできるそう

ですｗ

　さて、ここでやっと本物のトロステに。夢オチの夢オチでしたね。テレビさんの妄想が意外にかわいい

ことがわかりましたｗトロステは、始めた当初は本当に 1000回くらいで終わる予定だったそうな。そもそ

もこんなに長く続くとは思っていなかったそうです。でもいろんな人の協力があってここまで来れたんで

すね。そう思うと感慨深いものがあります。

　まあ、カズイさんはＰＳＰ版なので、大した期間見ていませんけどね (笑)。



2009.07.16 「MAPLUSポータブルナビ 3紹介」

　今日の「トロ・ステーション」は、「MAPLUSポータブルナビ 3紹介」です。カーナビがないのでいずれ

ほしいと思っているんですが・・・。

　やっぱり豪華すぎる声優さんが魅力ですよね (笑)。１は 10万本も売れていたのですか。それはすごい。

３では３Ｄ地図を採用に、徹底的に俯瞰表示にこだわっているそうな。

　あと、相変わらず声優ナビがすごい。声がいいだけでなく、セリフにもこだわりがあるのがいいですね

ｗ大塚さんかっこいい！「400ｍ先、明らかに右方向」とか意味わかんないけどいい！

　あと３ではあらかじめユーザー登録をしておけば、ウォーキング時のカロリー計算なんかもしてくれる

そうです。そしてさらに、着せ替え機能もついたとか。ケータイでテーマを変更するように、フルチェン

ジができるのですね。トロとのコラボレーションもできるそうで。

　いずれ本当に買いたいものですよ。



2009.07.17 「水道橋で竜を倒せ！」

　今日の「トロ・ステーション」は、「水道橋で竜を倒せ！」です。なんでしょうね？

　わー、赤いヘルメットをかぶっているトロがかわいいですｗ武器はバットなのか。ああ、なるほど、ドラ

ゴンズを倒すと思ったのですね (笑)。そしてお着替え。この正装もかわかっこいくていい感じです。

　今日は東京ドームシティより、４月にオープンした「マジクエスト」を紹介。本気なのか、マジックなの

かどっちだろうｗ

　まずは入り口でワンド（杖）を購入。これにプレイデータをセーブしたりするそうです。初回のみ、ワン

ド代で 1300円かかるそうな。結構高いですが、なんか立派そうな杖ですもんね。トロが選んだ杖は、何故

かネギでしたｗ（もちろん限定仕様です）

　続いて初めての人はエントリーシートに記入。普通のＲＰＧのように名前をつけられるそうな。そして

受付に渡すと、今度は賢者の書という冒険のヒント集がもらえるそうです。あとトレーニングルームなど

もあるみたい。結構複雑なんですね。

　中に入っていって、中央のクエストステーションでプレイするゲイムを選択。大きくクエストとアドベ

ンチャーに分かれるそうな。トロはドラゴン討伐を選ばされたので (笑)、早速討伐するためのルーンを集

めることに。

　手順を賢者の書で確認して、行動開始。しかしこれ、同時に何人くらいが遊べるんでしょうね。中は結

構狭そうなのですが。なるほど１プレイ１時間で 1000円なのですね。結構高いなぁ。本気でやり混んだら

相当お金使いそうですねｗ一度行ってみたいと思ったけれど、１度や２度じゃ楽しみ切れなさそうです。



2009.07.18 「パスポートいらずの外国へ！」

　今日の「トロ・ステーション」は、「パスポートいらずの外国へ！」です。北海道ですか？ｗ

　なるほど、イノブータン王国レベルの話をしているのですか (笑)。というわけで、今日は埼玉にある「醤

遊王国」を紹介。なかなかうまい名前ですね。ちゃんと王さままでいるそうです。なんかゆるいキャラク

ターでしたがｗ王さまがソイキングなのに、王妃さまは小麦ちゃんというところに、トロクロが納得でき

ない様子で笑いました (笑)。

　ちなみにここは、名前のとおり醤油について学んだり遊んだり食べたりできる王国だそうです。製造工

場の見学を始め、醤油しぼり体験というアトラクションｗもあるそうな。しかも自分でしぼったものを購

入できるそうです。

　他にも醤油スイーツとして、ソフトクリームやプリンがあるそうな。あとは軽食コーナーで、８種類の

醤油を好きなだけ試せるそうで。味比べとかしてみたいですね。

　この王国にはホームページもあるそうなので、醤油好きの人はどうぞ。



2009.07.19 「今年最大のヒット商品！？」

　今日の「トロ・ステーション」は、「今年最大のヒット商品！？」です。日蝕観測用品？

　クロが取りあげたのは、マスクでした。なるほど。確かに売れましたねｗこれはヒット商品とは違うん

じゃ、というトロのつっこみもよくわかります。

　クロ曰く、マスクは自分の身を守るのと、他人の身を守るのと、両方の側面があるんですね。つまり、マ

スクをすることは思いやりであると！（どーん）クロにしてはなんて真面目な解釈でございましょう (笑)。

　さらに忘れてはならない部分として、マスクは相手を萌えさせるというクロ。ええ、萌えですか？ (笑)

目力が強くなって、顔全体を見たくなるそうです。歯科衛生士とか・・・たまにクロの範囲がわかりません

ｗ

　マスクはまず、用途にあったものを選ぶことが大切だそうな。そしてつけるときは、顔との隙間をつく

るべからず。当然マスクだけに頼らず、手洗いうがいは徹底せよとのことでした。

　また、マスクが品薄になったときのために、身近なものでのマスクの作り方も紹介していました。ペー

パータオルと輪ゴムですか。なるほど。ウィルスを防いだりはできませんが、ツバなどを防ぐには充分で

すね。

　あとは、鼻に差しこんで全然見えなくなる花粉症対策のマスクを紹介して終わりでした。以前ニュース

でも紹介されていましたね。花粉を防ぎたいだけなら、これはいいかも。



2009.07.20 「皆既日食の日」

　今日の「トロ・ステーション」は、「皆既日食の日」です。いよいよですね。

　といいつつ、カズイさんはそれほど興味がないわけですが (笑)。今回は日蝕についてお勉強。はい。

　まあしかし、ちょっと調べればわかるようなことばかりなので、あえて書きません（おい）。せっかくな

のでクロがおすすめの観測法くらいは書こうと思いますが。

　の前に、絶対にやってはいけないこととして、肉眼で太陽を直接見ること。日常生活でもたまに見ちゃ

いますがｗ凝視なんてもってのほかですよ。望遠鏡や双眼鏡ももちろんいけません。下敷きやフィルムの

切れ端もダメです。サングラスもダメで、さらに日蝕グラス＋望遠鏡とかもダメ。まあほとんどダメです

ね (笑)。

　クロのおすすめは、ピンホールを使うこと。まず、厚紙などの光を通さないシートに小さな穴をあけま

す。そこに日蝕中の太陽の光をあてるそうです。すると、地面に映った影のひとつひとつが、欠けた太陽

の形を作るそうな。なるほど、直接ではなく間接的に体験するわけですね。これは面白い。



2009.07.21 「夏バテに足湯カフェ」

　今日の「トロ・ステーション」は、「夏バテに足湯カフェ」です。うーん。

　夏ばてのトロをつれて、クロが向かったところが「足湯カフェ」。掘りごたつの下の部分が足湯になって

いるんですね。マッサージ店の一角にあるようです、なるほど。

　カフェなので、飲みものが中心のようですが、クロにすすめられるままトロ飲みまくりｗ絶対にオチが

ありそうな展開に (笑)。

　と思ったら、まだニュースの途中なのに寝始めるトロ。クロが叩いて起こすと、トロは「足湯につかって

る夢を見た」と。どうやらトロにはクロが３杯も奢ってくれたことが信じられないようで。ええ、カズイ

さんも信じられません (笑)（だからオチがあると思ったわけですが・・・）そして結果的にこれがオチにｗ

うーん、奥が深いですね。

　足湯とまったく関係ないところで感心して終わり。



2009.07.22 「トロともりもり」

　今日の「トロ・ステーション」は、「トロともりもり」です。おおー。

　ついに新作ですね！といっても、カズイさんは今までのシリーズをどれも遊んだことがないのですがｗ

ついでにＰＳ３も持ってないですしね orz

　今日は初代の紹介からですか。そういえば最初のどこいつって、言葉を覚えさせることがメインだった

んでしたよね。その言葉を使ってトロが話すのが面白い、みたいな。

　押し入れの隙間をあけておくと、キャプテンサワダが…っていうのはかなりうけましたｗそれはこええ

ええ (笑)。

　「トロともりもり」は、初代のどこいつから続くストーリーで、トロが人間になるために「思い出帳」を

いっぱいにするというゲイムのようです。人助けをすると増えていくんですね。基本はコスプレゲイムを

進めていくことみたいですが…だからパーティーゲイムなんですね。

　あと今回はナレーションに声優の水樹奈々さんが参加されているということで、クロが大はしゃぎでイ

ンタビューにｗ水樹さんもノリノリですね。声優さんてみんなこうなんでしょうかｗそして色紙のみャイ

ルがすごい量で笑いました (笑)。前の声優の回がよっぽど不評だったのでしょうかね…。



2009.07.23 「万年筆の魅力」

　今日の「トロ・ステーション」は、「万年筆の魅力」です。ほほう。

　暑中見舞いを送るのに、大人っぽいのがいいというクロ。すかさずトロの「エッチなのはいけないと思

います！」が飛びましたが、珍しく今日のクロは違いました (笑)。なるほど、渋いのがいいから万年筆で、

ということなのですね。

　青山に万年筆の専門店があるそうで、さっそく出掛ける２匹。外観もさることながら、店内がまたあま

りにもオシャレで、和風というよりもモダンな感じ？とても万年筆の専門店には見えませんね。でも万年

筆だけで 1000本以上あるそうです。すごいな～。

　万年筆を買うときのポイントとしては、職人さんが手作業で微調整することが多いため、同じ種類のも

のでも書き味がちょっと違ったりするので、試し書きをしたほうがいいとのことでした。

　あとは、海外のブランドのものだと、アルファベットを書くことに重きを置いているので、主に漢字を書

く日本人からするとちょっと太めみたいですね。

　万年筆は他の筆記用具と違って、持ち主のくせがそのままペン先にあらわれるので、貸し借りはしない

ほうがいいそうです。

　あとはインクにもかなり種類があるようですね。メーカーによって同じ色でも色味が違ったり、香りが

ついたものなどもあるそうです。偉人のインクまであるのはいいのですが、トロ、ショパンに「夢のなかで

冒険する」とか、ダンテに「きっとスタイリッシュ」だとか、それ全部ゲイムですから！ (笑)

　今回はなかなか面白かったですね。



2009.07.24 「藤子・F・不二雄を読もう！」

　今日の「トロ・ステーション」は、「藤子・F・不二雄を読もう！」です。

　なるほど、大全集として全作品を収録する本が発売されるので、このネタなのですね。今まで手に入り

にくかった作品ももれなく収録されるということで、これはファンならずともちょっと気になります。

　第１弾のなかにはドラえもんもあるのですが、当時ドラえもんは学年誌に載っていたため、１年ごとに

きちんと最終回が描かれていたそうです。その最終回のなかから２作、初めて収録されるそうな。

　あとはオバＱなんて、初期は毛が 10 本くらいあったそうですよ (笑)。今見ると違和感がありそうです

ね。

　そのほかにもいろいろと盛りだくさんで、クロが怒濤のように語っていましたが、長くなりそうなので

割愛 (笑)。詳しくは、公式サイトがあるそうなのでそちらをご覧ください。

　それにしてもこれ、全部集めたらいくらくらいになるんでしょうねｗ考えるのが怖いレベルです・・・。



2009.07.25 「わかったつもり？偉人伝・千利休」

　今日の「トロ・ステーション」は、「わかったつもり？偉人伝・千利休」です。おお。

　さて、今日は千利休ということで、どんな話が出てくるのか楽しみです。

　偉人伝その１。掃除をした庭に落ち葉をパラパラ。え？ (笑)どうも、庭に落ち葉が全然ないのが気にな

るようで、わざと撒いて自然な状態にしていた、ということらしいです。もともと利休が設計した茶室は

たった畳２畳分だったとか。狭いですねぇ。さらに、小さなにじり口にも、武士でも帯刀したまま入らせ

ない、つまり茶室の中では身分は平等になるといった意味があったそうです。

　偉人伝その２。身長はなんと 180センチ？これは実際に調べたわけでなく、残されている鎧から推測さ

れているのだとか。それにしてもでかいですね。ちなみに利休は、殿様と一緒に戦場に行って、一服する

ときにお茶を点てたりしていたそうな。そのための鎧だと思うと結構笑えます。

　偉人伝その３。お好み焼きを考えた！？利休がお茶会で出したのが最初、と言われているらしいです。

実際はクレープみたいに薄いもので、具を挟んで食べたとか。なるほど。

　そして今日のトロのまとめ。「利休さんは今も名前が残っているエライ人！」またすごく大雑把な (笑)。

ここでクロに、「そもそも名前が残っているから取りあげているんだろ」とつっこまれ、変更。「利休さんは

お庭で 180センチのお好み焼きをつくった」いや、それは話が変わっているから！

　ちなみに、お茶に関しては「とにかくスゴイ！」という説明だけでした (笑)。



2009.07.26 「塊魂 TRIBUTE」

　今日の「トロ・ステーション」は、「塊魂 TRIBUTE」です。やってみたいなぁ。

　最初の画像でもうふきだしました (笑)。なんていい絵だ。塊魂ってこんな大袈裟な話だったんですね。

塊を大きくしていって、最終的にはそれが星になるわけですか。

　今回はこれまでのシリーズと同じ内容のほか、王子をジャンプさせることもできるそうです。あとは

「フィーバー＆ショック」で、ハート型のを巻きこむと周囲のものを一気に巻きこめたりするそうな。ショッ

クは巻きこんだ瞬間に吸いこむらしいです。

　あとは「塊ドライブ」という、王子がすごい早さで走りつづけるモード (笑)。いかにうまく操縦するか、

結構難しいようですね。

　あとは有名アーティストたちのステキソングが流れるとのことですが、カズイさん３人くらいしかわか

りませんでした。興味の外で有名なんですねきっと orz

　それにしても王さま、素晴らしいケツアゴをお持ちで・・・(笑)。



2009.07.27 「パズルゲーム２本立て！」

　今日の「トロ・ステーション」は、「パズルゲーム２本立て！」です。おお。

　今日はＰＳストアでＤＬできるパズルゲイムを２本紹介するということで。

　まずは「100 円ゴミ箱」。以前紹介したゴミ箱が 100 円でプレイできるそうです。ソフトのＤＬと、３

回分のプレイ券（権）がもらえるんだとか。もしいいところまでいって続きからやりたいときは、コンテ

ニューでまた 100円を追加するとできるそうです。ゲーセンみたいですね。

　モードは、「鋼のゴミ箱」と「普通のゴミ箱」があって、鋼のほうは超初心者向けということで、より爽快

感があるそうな。しかもクリアすると、本編でこの鋼のゴミ箱を使えるようになるそうです。うわあ、策

士ですね (笑)。ちなみに普通のほうはクリアしたりいいスコアを出すと、homeで使えるアイテムがもらえ

るそうです。

　そしてなんと！ 100円ゴミ箱のステージ２は、通常のステージと違って、まいいつ風のステージになっ

ていました (笑)。これは確かになじみのある部屋ｗそしていつもお世話になっている段ボールも処理対象

らしいですよ！

　続いて「クルトン」の紹介。これはなんか難しそうなんですよねぇ。数字が関係するゲイムは、数独くら

いしかできないカズイさんはわりと数字恐怖症です。いや、仕事で毎日数字と戦ってはいるんですが (笑)。

　ようはキューブを回転させて、２×２に同じ数字をそろえるということなんですが、コンボの原理が見

ているだけだと少々わかりづらいんですよね。実際にやってみれば楽しそうなのですが。時間があったら

挑戦してみたいとは思っています。体験版があるみたいなので、ちょうどいいですね。



2009.07.28 「ホタルの一生」

　今日の「トロ・ステーション」は、「ホタルの一生」です。ホタルといえば飛べないホタルを思い出しま

す。

　突然ホタルの話を振るクロ。今回は板橋区ホタル飼育施設の施設長で、理学博士の阿部さんに話を伺う

そうです。

　ホタルは環境に敏感ゆえ、自然のなかでしか生きられないそうです。そんなホタルを飼育できる「ホタ

ルの累代飼育システム」を発明したのがこの阿部さん。

　ここでホタルの一生を表した表が表示されましたが、ちょっと細かいので割愛。ホタルのあの光は、求

愛の光なんですねぇ。この施設ではこの求愛の光を見ることができるのですが、場所を移動させられたホ

タルの光は威嚇の光で、ちょっと違うそうです。

　ホタルを見に行くときは、ケータイやデジカメは光を発するのでＯＦＦに。あと香水や虫除けスプレー

のにおいも苦手なそうなので、「なるべく無臭で」（byクロ）いくのがいいそうです (笑)。



2009.07.29 「騎士道がくる!?」

　今日の「トロ・ステーション」は、「騎士道がくる!?」です。ほほう。

　モテたいがために、次のブームであろう騎士道を勉強しに行くクロｗどこまでも欲望に忠実な猫ですね。

　というわけで、今回は「キャッスル・ティンタジェル」という中世ヨーロッパのお勉強ができるお城（？）

へ。城主のノエさんがいろいろと教えてくれるそうな。城主ってだけでいい響きｗノエさんはここで中世

の剣術クラスを教えているそうです。ほほう。ドイツ剣術というんだそうな。

　そしてここでは、「アカデミー・オブ・シバリー」という騎士道を学べるクラスもあるそうな。審判がお

らず全部自己申告っていうのは面白そうですね。

　他にもいろんなクラスがあるそうなので、中世に興味のあるかたは公式サイトを見てみてはどうでしょ

うか。



2009.07.30 「萌えて学んで」

　今日の「トロ・ステーション」は、「萌えて学んで」です。また萌えかｗ

　クロが理系男子にｗ眼鏡が似合っていなくて笑いました。今回はオーム社が出している「マンガでわか

るシリーズ」のお話。担当者の津久井さんに話を聞くようです。

　最初につくったのは統計学の本で、５年くらい前。専門の人に原稿を書いてもらってから、それに合わ

せた漫画のストーリーを考えるので、つくるのにかなり時間がかかるそうな。萌え系な女の子がメインの

表紙は最初やりすぎかなと担当者でも思ったそうですが (笑)、結局は社内の評判がいちばんよかった絵を

選んだそうな。で、それが大成功だったわけですね。

　統計学以外では、フーリエ解析なんかが人気あるそうです。これは表紙のおかげなんじゃ？ (笑)この表

紙は特にかわいいと思います。今後もいろいろなシリーズが出るそうで、楽しみですね。ストーリーもしっ

かりしているのはポイント高いと思います。



2009.07.31 「お口の中で国内旅行？」

　今日の「トロ・ステーション」は、「お口の中で国内旅行？」です。

　今回は、味の小旅行というわけで、クロセレクトの変な飴を特集ｗ

　いきなり出たのが北海道の「いかめし風ドロップス」。まずそうすぎる (笑)。続いて宮城の「牛タン風ド

ロップス」、大阪の「お好み焼き風ドロップス」、さらには宮崎の「チキン南蛮風ドロップス」・・・こんなの

が 50種類以上もあるそうです。なんという無駄な充実感！他にも福島の「ソースかつ丼風ドロップス」、九

州からは「からし高菜風ドロップス」、栃木からは「餃子風ドロップス」・・・もはやなんでもありですねｗ

　ドロップって言ったら甘いのだろというトロに対して、クロも応えます（斜め上に）。宮城の「ずんだも

ち風ドロップス」、広島の「もみじまんじゅう風ドロップス」、長崎の「カステラ風ドロップス」・・・でも

あまり美味しそうではないですねｗ

　もともとジンギスカン味のキャラメルなどがはやったのがきっかけで、このシリーズが考えられたのだ

そうです。なるほど。

　しかし味わうのは自己責任なんですね (笑)。



2009.08.01 「「どうぶつしょうぎ」ってなぁに？」

　今日の「トロ・ステーション」は、「「どうぶつしょうぎ」ってなぁに？」です。

　「どうぶつしょうぎ」とは、コマがかわいい絵をしている将棋で、ライオン・ぞう・きりん・ひよこの４

種類を使って３×４のマスで遊ぶ、子どもや初心者向けの将棋だそうです。これは面白そうですね。

　ルールは基本と同じく、お互いに１マスずつ進んでいき、相手のライオンを取るか、自分のライオンが相

手の陣地に入ればＯＫ（ただしすぐ相手に取られる場合はダメ）。

　この将棋を考えたのは、女流棋士のおふたり。なるほど、だからちゃんと本物らしくて面白いんですね。

納得しました。囲碁のように小さい将棋というのはなかったので、つくってみたそうな。

　マスが少ないので先手のほうが有利な感じもしますが、そうならないようにしっかり調整してあるとい

うことで。機会があったら遊んでみたいですねぇ。進める方向がコマに書いてあるというのも、親切でい

いです (笑)。



2009.08.02 「クイズで知る裁判員制度」

　今日の「トロ・ステーション」は、「クイズで知る裁判員制度」です。

　今回は裁判についてのクイズ。

　案内が送られてきても、選ばれるかどうかは当日じゃないとわからないんですね。それは大変そうだ。

日当は交通費抜きで１万円以内だそうで。トロはそんなにもらえるんだと言ったけど、カズイさん的には

上限なのに低いなぁと思ってしまいましたｗ

　あと、基本的には辞退できないそうですが、妊娠中だったり、出産後８週間以内だったりすると辞退でき

るそうです。あとは、過去５年以内に選ばれたことがある人は辞退できるなど、いろいろ細かく決まって

いるんですね。ちなみに無断欠席すると 10万円支払わないといけないそうです・・・うへぇ・・・。

　今いろいろな本が出ていますから、ちょっとくらいは勉強しておいたほうがいいのでしょうね。



2009.08.03 「ご当地グルメ岐阜編」

　今日の「トロ・ステーション」は、「ご当地グルメ岐阜編」です。

　今回は岐阜県というわけで、まずは各務原キムチを使った「キムチオムライス」。オムライスの上に、ケ

チャップのかわりにキムチが載っています (笑)。なかにもキムチがたっぷりで、皿にしいてあるソースも

ピリ辛なんだとか。辛いもの好きな人にはおいしそうですね！

　続いてたくさんある「奥美濃カレー」のなかから、クロが選んだ「奥美濃古地鶏のチキンカレー」。おお

お、これは普通に美味しそうですよ！

　そして、下呂温泉で売られている「下呂の香り」。「げろのかおり」って発音するとすごいインパクトです

よね！「名前は一瞬で覚えました」というトロに笑いました。あとは無難な「下呂温泉まんじゅう」。

　あとは「トマト丼」。下呂温泉ではフルーツトマトの栽培も盛んだそうです。お肉とトマトって合うから

いいですね。さらに「鶏ちゃん（けいちゃん）」という、サイコロ状の鶏肉をキャベツと炒めた料理も人気

だとか。

　最後は「ベトコンラーメン」。ニンニクが丸ごと４つ入った、大胆なラーメンです (笑)。ちょっと美味し

そうだけど、さすがに翌日はきつそうです（いろんな意味で）。

　さて、明日はいよいよトロステ 1000回ですか。なにか起こるんでしょうかねぇ。



2009.08.04 「祝!トロ・ステーション 1000回!」

　今日の「トロ・ステーション」は、「祝!トロ・ステーション 1000回!」です。ついに！

　今日はトロの部屋で、トロステ 1000回記念式典を行うそうです。おお。開会のあいさつから始まり、ま

ずはトロのあいさつ。トロはほんとかわいいですねぇ。最後までよく頑張りましたよ。

　続いて祝電披露。祝電か (笑)。テレビさんを使っての祝電披露なのですが、いきなりＳＣＥの人で笑い

ました。内部の人から始まるんですかｗ次は戦ヴァルのホーマーきゅん。きゅんってｗなんでもありです

ね。次も戦ヴァルのイーディさん。相変わらずですｗ

　次はミクが登場。さらには勇なまの魔王のムスメまでｗ続いて龍のごとくの桐生さん、塊魂の王さま、ア

イマスからもいおりんｗが登場。さらに、上田文人さんで軌道修正したと思ったら、次がエトナさまとか

(笑)。相変わらずフリーダムですね。

　次は来賓のあいさつ。来賓！？誰かと思ったら、ＳＣＥの偉い人 (笑)くたたんですか。おおー。なんか

人のよさそうなおじさまですねｗ

　最後に閉会のあいさつをニャバターと一緒に。最後のジャンプはかわいかったですね！思わずＳＳ撮り

ました (笑)。今後も楽しみです！



2009.08.05「ネコでもわかる？「川中島の合戦」」

　今日の「トロ・ステーション」は、「ネコでもわかる？「川中島の合戦」」です。詩吟思い出す・・・。

　クロが歴猫になろうと企んで、トロを川中島ごっこに誘いました (笑)。相変わらず本能まっしぐらな猫

ですね。

　さて、その川中島といえば、武田信玄と上杉謙信が５回も仲良く喧嘩した (笑)場所なのですね。まさか

そんなにしていたとは知りませんでした。

　１回目の喧嘩は、謙信がよその人の土地を武田軍から取り返すために出兵したことで起こったのですね。

最初からふたりが戦っていたわけではないのか。

　２回目の喧嘩は、信玄が謙信の家来の北条氏に謀反を起こさせたことから始まったそうです。犀川を挟

んで両軍のにらみ合いが続くこと実に 200日！そんなおりおじゃるの人 (笑)が調停に入り両軍は引いたの

ですね。

　３回目の喧嘩は、謙信が政治を面倒がって出家すると言い出し混乱した上杉軍の隙をつき、信玄が攻め

入ったという形だそうな。謙信ｗ最後には家臣に説得されてまたやる気になったそうですが、面白い人で

すね。しかし今度も上野原でにらみ合いが続き、派手な戦いにはならなかった、と。

　４回目でやっとふたりが激突。謙信は出世したので、これ以上信玄の好きにさせておけないと戦いを決

意したそうな。けれど、たくさんの犠牲を出したわりには決着がつかなかったのですね。

　最後５回目は、他の武将の争いにふたりが介入することで始まったそうですが、大きな戦にならないま

ま終わったそうです。

　と、ここまで説明していても、本当にあったことなのかはふわふわしていてわからないそうな (笑)。ま

あ歴史ってそんなものですよね。



2009.08.06 「夏の涼を楽しむ「江戸切子」」

　今日の「トロ・ステーション」は、「夏の涼を楽しむ「江戸切子」」です。

　今日はクロがおすすめの「堀口硝子」のショールームに来ました。江戸切子ファンのクロとしては外せ

ない場所だそうです。クロは本当に趣味の幅が広いですねｗ

　他に薩摩切子というものもあるそうですが、そちらは江戸切子の手法を薩摩に持ち帰り、工芸品として

の精度を高めたものだそうで、庶民が日常生活に使っていた江戸切子とは違う道をたどっているのですね。

面白い背景だと思います。

　工房も少し見ることができたのですが、なんというか、本当に職人技としか言いようがないですねｗ一

度すぐそばで見てみたいものですが。

　続いて、江戸切子の特徴でもある文様の説明がありました。どれもこれも細かくてびっくりですよ。ぜ

ひ本物を見てみたいものです。



2009.08.07 「ロックドリルの世界」

　今日の「トロ・ステーション」は、「ロックドリルの世界」です。

　興奮するＤＶＤって、ドリルのＤＶＤですか！トロならずともクロらしくないと思うことでしょう (笑)。

それにしてもこのドリルジャンボの迫力はマジ半端ないですよ。この機械は岩を爆破してトンネルを掘っ

ていくんですねぇ。

　このＤＶＤは、クロ曰く特撮のスペシャリストたちが勢揃いしてつくったものなので、かなりすごいそ

うです。カズイさんは特撮に疎いのでよくわかりませんでしたが (笑)。なんかすごいらしいことはとても

伝わってきました。

　というわけで、この「ロックドリルの世界」、トンネルやドリルに興味のあるかた、特撮好きのかたは

買ってみてはどうでしょうか。そして感想を聞かせてください (笑)。



2009.08.08 「ロボットのお店」

　今日の「トロ・ステーション」は、「ロボットのお店」です。

　今日はロボット専門のお店「テクノロジア」を紹介。スズキと待ち合わせしていたのをすっかり忘れて、

送れて駆けつけたら、スズキが動かなくなってしまいましたが、それをすっかり忘れてトロクロが楽しみ

ます (笑)。

　まず入門者向けのコーナーを紹介。値段が安いので、子どもでも手を出しやすいそうです。あと、難し

い二足歩行よりも車輪タイプが多いのだとか。

　続いて、組み立て・学習キットのコーナー。パーツやセンサー、プログラム環境などがまとめられたセッ

トで、それらを自由に組みあわせてつくっていくそうです。同じパーツから全然違う形のロボットができ

たりするそうですよ。

　次は研究向けコーナー。パソコンに繋いで様々な動作をさせるものが多いそうな。これは本当に玄人向

けという感じですね。

　そしていよいよ、二足歩行のロボットコーナー。やはりロボットといえばこの形ということで、人気も

全然違うのでしょう。いちばん人気のロボットさんは、間接が 17個もあって自由に設定できるそうです。

片手で腕立て伏せなんかもやっちゃうんですよ。すごすぎる（人間だけどできない・・・）。

　結局最後にスズキは自分で起きたのですが、時間切れでトロステは終了でした (笑)。かわいそうにｗ



2009.08.09 「白いアイツがやって来る！」

　今日の「トロ・ステーション」は、「白いアイツがやって来る！」です。

　白いアイツってＰＣエンジンのことですか。なるほど。そう言えばアーカイブスのほうに、もう登場し

ているんですもんね。

　しかしＰＣエンジンのすごさをわからないトロに（実はカズイさんもそんなに知らない・・・）クロが説

明してくれることに。

　まず、グラフィックが美しい。それまでのゲイム機は 50色くらいの表現が限界だったところを、ＰＣエ

ンジンはその約 10倍の 512色を表現したそうです。それはすごいですね。

　続いて、ソフトがカード型であったこと。それまではカートリッジ型がほとんどであったのに、ＰＣエ

ンジンはキャッシュカードほどの大きさのカードがソフトになっていたそうな。見た目もかっこよかった

んですね。

　そして最大のすごさは、ゲイム機としての進化。本体だけで７種類もあったのですね (笑)。それはすご

い。さらに、カード型ソフトの他に、世界で初めてＣＤを使ったソフトで遊べるゲイム機もあったそうな。

そしてそれも最終的には４種類になったと。進化しすぎですｗさらにはカード自体も進化したり、セーブ

するためのメモリにもいろいろ種類があったりと、とにかく多種多様。

　その後すでに配信されているタイトルを紹介して、今日は終了。今後もいろんなタイトルが配信されて

いくそうです。楽しみですね。



2009.08.10 「金鳥の夏トロステの夏」

　今日の「トロ・ステーション」は、「金鳥の夏トロステの夏」です。

　今日は瓦屋根の上から。空の色がきれいですね。そうか、夏と言えば「金鳥の夏　日本の夏」なのです

ね！ｗ確かにずいぶん前から見るＣＭです。

　蚊取り線香の歴史は、なんと明治 19年までさかのぼるそうです。当時は除虫菊という菊（見た目は普通

の花）が、除虫に効果を発揮するということで研究されていたのですね。蚊取り線香には、この花の粉が

入っているそうです。なるほど。

　線香ということで、最初はただの棒だったそうですが、つくった方の奥さまのアイディアで渦巻き状に

したことで、40分だった持続時間が７時間にまで延びたそうな。主婦の知恵はさすがですね。

　↑のキャッチコピーは、昭和 43年に美空ひばりさんがＣＭに出たときから使われているそうです。当時

は社内で「大袈裟すぎないか」「おこがましいのでは」という控えめな意見 (笑)も出ていたそうですが、実

際に放映されたら好評だったと。面白いですね。



2009.08.11 「わかったつもり？偉人伝・森鴎外」

　今日の「トロ・ステーション」は、「わかったつもり？偉人伝・森鴎外」です。

　さて、今回は森鴎外ですか。どんな話が出るのか楽しみです。

　偉人伝その１。２歳年齢をごまかして東大に入学。えー (笑)。すごいですね。飛び級的な感じですか。

子どもの頃から勉強ばかりしていたそうです。ちなみに鴎外、卒業してから軍医をしつつ小説を書いてい

たのですね。

　偉人伝その２。死因は 33年後に発表。肺結核で亡くなったそうですが、空気感染する大変な病気（当時

は）だったので、子孫に迷惑をかけたくないと、主治医に頼んで別な病名を発表してもらっていたそうで

す。鴎外、いい人・・・！そして 33回忌にやっと発表されたということでした。

　偉人伝その３。まんじゅう茶漬けが大好物。ご飯におまんじゅうを載せて、煎茶をかけたものを食べて

いたそうです。うえ・・・ちょっとあんまり美味しそうではないですねｗ鴎外は果物ですら全部煮てから

食べていたそうです。

　さて、今日のトロのまとめ。「鴎外さんはお勉強が得意ないい人で至高のグルメ派」。いろいろ曖昧です

がまともなほうですね (笑)。



2009.08.12 「お寿司の歴史」

　今日の「トロ・ステーション」は、「お寿司の歴史」です。以前マナーはやっていましたが、今度は歴史

ですかｗ

　結構唐突にお寿司の歴史の勉強 (笑)。起源は紀元前４世紀頃の東南アジアまでさかのぼるそうで。そん

なに昔に考えられたのですね。最初のお寿司は米の中に内臓を処理した塩漬けの魚を入れて発酵させたも

のだそうな。保存食として考えられたのですね。そして米は最終的に捨てられていたんですって。

　そして日本史の中でお寿司が登場するのは、718年頃。奈良時代の頭の方ですね。現物税として納められ

ていたそうです。面白いですね。最初はなれ鮨だったそうですが、それが生なれ鮨になり、お米も一緒に

食べるようになったそうな。

　それがさらに進化して、お米に魚を載せて酢をかけたりした早寿司が登場。普通のにぎり寿司が出てく

るのはそのあとだそうな。それが江戸時代。当時のにぎり寿司は屋台が中心だったそうです。

　このあともクロの蘊蓄が続きましたが、長いので割愛します (笑)。にぎり寿司が今のサイズになるのに、

戦争が深く関わっていたとは興味深いですね。当時のお寿司屋さんの頑張りに全日本人が泣いた・・・。



2009.08.13 「室内で山登り」

　今日の「トロ・ステーション」は、「室内で山登り」です。山登りもついに室内に！

　ああ、室内ってトロの部屋じゃなくて、ロッククライミングですかｗ騙されました (笑)。正しくはフリー

クライミングっていうのですね。カズイさんには絶対にできなそうな感じです。

　今回２匹が向かったのは、クライミングジム「Ｔ－ＷＡＬＬ　錦糸町店」。室内で３種類のフリークライ

ミングが体験できるそうです。

　初心者はまず 10分くらいの講習を受けてから始めるそうです。いきなりやるのでなければ安心ですね。

危険を伴うスポーツなので、入会時にいろいろと手続きがあるそうです。

　そして靴などの用具を準備して、いよいよ挑戦。足や手をかける突起はホールドと呼ばれるそうですが、

それにはひとつひとつテープで数字などがつけられていて、それによって難易度がわかるそうな。初心者

はピンクからだそうです。

　ここで女性の初心者が実践して見せてくれました。楽々のぼっているように見えますが、結構腕力使っ

ているだろうなと思います。

　明日は富士山ですか！？クロ頑張りますね (笑)。



2009.08.14 「富士山に登ろう」

　今日の「トロ・ステーション」は、「富士山に登ろう」です。今度は外？

　さっそく準備をして２匹で出発。いきなり心配ですねｗ

　５合目まではバスで行けるので、そこからいよいよ歩きです。最初は意外に平坦な道で余裕をかまして

いたのですが、２時間もするとさすがに勾配も急になり、足もとは砂利っぽくなるので歩きにくいようで

すね。４時間後にはさすがに疲れ切っていましたが、なんとか７合目に到着。

　そこの山小屋でご飯を食べて仮眠をとり、夜の 11時頃に出発するとちょうど日の出が見られる時間に着

くそうです。夜の山登りってどうかと思いましたが、こんなにきれいな夜景が見られるんですねぇ。

　午前４時、まだ頂上に着いていなくて焦るトロですが、このへんまで来るともうどこにいても見られる

ということで、30分休憩。写真でしたが後光は本当にきれいでした。クロがなにをお願いしたのか気にな

りますね (笑)。

　そして６時半近くにようやく頂上へ。今日はクロがやたらとやさしくて気になります (笑)。一体何

が・・・なんかあやしいですよ・・・。ふたりとも照れていてかわいいです。

　山の事故はくだりで９割というのも、怖い話ですね。もしのぼることがあったら気をつけたいものです。



2009.08.15 「ドラゴンボール EVOLUTION」

　今日の「トロ・ステーション」は、「ドラゴンボール EVOLUTION」です。思い切ったなぁ (笑)。

　いきなりリッキーが出てきてびっくり。

　クロの「原作のドラゴンボールからはだいぶ EVOLUTIONされているから、原作ファンは見るのに覚

悟が必要」というコメントが的確すぎて笑えますｗそんなわけで、今日はクロが７つの見所を紹介してく

れるそうな。

　見所その１。第１のルール「ルールはない」。まあそうでしょうね (笑)。鳥山さんですらあのコメン

ト・・・アレンジなんてレベルのものではないはずですｗ

　見所その２。キャラクターが EVOLUTION。なにせ悟空がアメリカのハイスクールに通う高校３年生

ですしね (笑)。一体どこからつっこんでいいのやら。クロの「これからが本当に地獄だ」ってさりげに酷

いｗ

　見所その３。ストーリーはピッコロ大魔王編。シュウ・マイでひとつのネタだったのに、マイのほうしか

出ないなんてそれはかなしい話です。

　見所その４。ドラゴンボールが美しい。リアルに光っていて本当にきれいなようですね。中の星もゆら

ゆら揺れているんだとか。

　見所その５。実写で描かれる摩訶不思議な世界。気を活用したシーンなどはさすがハリウッドという感

じの迫力だそうな。

　見所その６。凶悪な破壊の権化「大猿」。誰もが知っているけど映画の中では秘密ってことですね (笑)。

その辺はちゃんとやっているんだ、意外としっかりしているのかも。迫力はかなりすごいらしいので、ネ

タがわかっていてもびっくりするようです。

　見所その７。かめはめ波は「自分流」！？亀仙人も悟空もそれぞれにオリジナルな方法で出すらしいで

すね。気になるｗ

　そして最後にリッキーが出てきて終了。紹介に参加したかったようですが、間に合いませんでした (笑)。



2009.08.16 「正しいごみの分別を！」

　今日の「トロ・ステーション」は、「正しいごみの分別を！」です。以前 13種類に分類しないといけない

場所に住んでいましたｗ

　開始早々、ゴム手袋は燃えるごみなのか燃えないごみなのか、悩むトロ。確かに難しいですね、燃やすと

嫌なガスが発生しそうな雰囲気ありますｗそこでクロの提案で、詳しい人に聞きに行くことに。

　そうしてやってきたのが、「世田谷清掃工場」。できたばかりの最新工場だそうです。おお。そして担当

者の小方さんに早速直撃。

　ゴム製品は、最近都内で可燃ごみの扱いになったそうです。以前は違ったようですが。あとプラスチッ

ク製品でダイオキシンが発生するのは、低温で燃やしたときということで、工場では高温でがんがん燃や

すので、可燃ごみでＯＫになったそうな。

　集められたごみはまず「ごみバンカ」と呼ばれるところに集められ、「ごみクレーン」で少しずつ掴み、

「ごみ破砕機」に入れて細かく砕くところから始まるそうです。全部名前にごみがついているんですね (笑)。

　燃やすのはガス化炉というところで、なんと砂を使って燃やすそうです。イメージとはだいぶ違います

が、安全そうでいいですね。直接は炉の中は見られないのですが、監視室ではカメラを通して見ることが

できるそうで、炉の中を見たクロが「♪とかちつくちて～」と歌い出したのは笑いました。

　ちなみに、燃やすときに出た熱はそのまま発電に使われ、工場で電気として使用しているそうな。無駄

がないですね。

　都内の工場では定期的に見学会をしているそうなので、興味のあるかたは行ってみてはいかがでしょう

か。カズイさんは小学校の社会見学で行ったからもういいや (笑)。

　そして最後にそっと騙されるトロに、今度は泣きましたよ・・・。クロめ！



2009.08.17 「お祭りの秘密」

　今日の「トロ・ステーション」は、「お祭りの秘密」です。祭りはこれからー。

　今日はお祭りの秘密に迫ります。教えてくれるのは、久々に登場の魔術考証家・三輪清宗先生。いつ見て

も怪しいですよｗ

　まずは、縁日という言葉の由来について。なんとなく露店が並んでいる姿を想像しますが、本来は神さ

まと「縁」を結ぶ「日」という意味で、お祭りの日そのものを指す言葉だったそうです。「次元を超えた良

縁がほしい」というクロの切実な願いに笑いました。クロも２次元の住人だから次元超えてなくね？ｗ

　続いて、露店にもいろいろな意味があるという話。縁日によくある射的は、流鏑馬を簡易的にしたもの

ととらえられるそうです。つまり、神に捧げる行為だったのですね！（どーん）　金魚すくいも同様に、神

に奉納する行為なんだとか。あとお面屋には、みんながお面をかぶることによって、神さまが遊びに来や

すくなく（まぎれこみやすくなる）という側面があるそうな。面白いですね。

　最後に、盆踊りは参加して踊るべし！盆踊りは神に奉納するだけでなく、自分自身にもその力を宿らせ

て、魂を元気にする作用があるそうです・・・なんだってー！ (笑)なので、恥ずかしがらずに踊りなさい

とのことでした。



2009.08.18 「超精密！ペーパーな…」

　今日の「トロ・ステーション」は、「超精密！ペーパーな…」です。再びペーパークラフトのターンです

か。

　最初に出てきたバイクは本当にリアルですね。これをつくったペーパークラフトデザイナーの方がいら

しているそうで。向山さん。おお、意外と若そうな人ですね（失礼）。

　普通ペーパークラフトというと、１枚の紙からできているものが多いですが、この超精密ペーパークラ

フトは実際のものと同じで複数のパーツからできているんですね。

　もとは違う仕事をしていたのですが、ヤマハでバイクのペーパークラフトをつくるという話になって、誰

に試作を頼むかと相談していたところに自分から手を挙げたそうです。ほほー。で、バイクをつくってい

る会社のペーパークラフトだからより精密にしようとつくっているうちにここまで来てしまったと。

　他にも動物のがあるそうですが、パンダやペンギンは普通にリアルでかわいいですね。つくるの大変そ

うですがｗ

　ペーパークラフトは基本的に「切る」「貼る」「組み立てる」の基本テクニックが最終的な出来を左右する

そうです。だからイライラしているときはやらないほうがいいとか、実践的なアドバイスですね (笑)。

　ヤマハのサイトでペーパークラフトの実践動画もあるそうですので、興味のある方は見てみてはどうで

しょうか。例のバイクのペーパークラフトの元もあるそうなので、チャレンジもできますね (笑)。



2009.08.19 「紳士淑女のたしなみ」

　今日の「トロ・ステーション」は、「紳士淑女のたしなみ」です。

　今日は香水のソムリエをお招きしてのトロステ。いいにおいのお姉さんが来ることを期待しているクロ

ですが、ソムリエって男性のことなんですねｗ（女性はソムリエール）。そしてやってきたソムリエさんが

また、ちょうどよく人相の悪い表情をしていて (笑)。笑いました。

　香水ソムリエって、その人に合った香水を選んでくれるのですね。好きなお花や好きな香りがわかると

いいそうです。あとは好きな食べものも？

　リッキーに選んであげようとしたトロですが、好きなお花がビンボー草って (笑)。そして好きな香りは

ダンプカーの排気ガスの臭いｗさすがにまずいと思ったのか、対象を変更してピエールに。

　ピエールは好きな色は予想だけど、お花はイングリッシュローズが好きで、好きな食べものはホッケｗ

（好きな食べものの区別は、肉が好きか魚が好きか程度らしいです）

　そしてあれこれと悩んで決まりました。本当にあげるんでしょうかね (笑)。

　香水ソムリエは日本にはまだ 40人程度しかいないそうですが、デパートの香水コーナーにいることもあ

るので、バッチを目印に話しかけるといいそうです。



2009.08.20 「間違えやすい言葉」

　今日の「トロ・ステーション」は、「間違えやすい言葉」です。

　近頃よく取りあげられる間違えやすい言葉の話ですね。

　まず、「汚名を晴らす」は間違いで「汚名をそそぐ」が正しいと。晴らすのは容疑やうっぷんなど、だそ

うな。で、蘊蓄という言葉は、言葉を繋げるなら「蘊蓄を傾ける」と使うのが正しいそうです。ほほう、こ

れは知らなかった（でもクイズはあたりましたｗ）。

　続いて、クロが人気者かどうかの疑問はおいておいて (笑)、「押しも押されもせぬ人気者だ」という言葉

の話。「押しも押されぬ」は誤用だそうです。言われてみれば確かに違うかも。

　「渡る世間」は、さすがにみんなわかるでしょうにｗ本当に鬼ばかりだったら困るじゃないですか！あれ

はあくまでもドラマのタイトルで、正しくは「渡る世間に鬼はない」なんですよね。

　あとは、「あくどい」という言葉。本来この「あく」は「灰汁」からきているため、「悪」の字をあてるの

は間違いなんだそうです。使う機会はほとんどないけど、知りませんでした。

　「さわり」もよく聞きますよね。「つかみ」と勘違いする人が多いような気がします。実際は「最も面白

い部分」という意味ですが。同様に「煮詰まった」もよく例として出される気がします。普段感じている意

味とは逆なのですよねぇ。

　「姑息」という言葉、確かに卑怯なイメージがあります。しかし実は「その場しのぎ」という意味しかな

いそうで、「卑怯」という意味で使うのは間違いなんだそうな。

　「役不足」も誤用の代名詞的な感じですよね。実際に不足しているのは役のほうですが、逆の意味で取

られがちです。誤解を与えないためには、やっぱりわかりやすい言葉で丁寧に説明するのがベストなんで

しょうね。



2009.08.21 「マニア垂涎（？）のカレー」

　今日の「トロ・ステーション」は、「マニア垂涎（？）のカレー」です。

　「夏といえばカレー！」と言っておきながら、「ひとりきりで食べちゃった」というクロに対するトロの

顔が面白すぎますｗそんなクロがひとりで行ってきたのは、「三州家」さん。ここではカレーの盛り方を工

夫した「アーチ式ダムカレー」が食べられるそうです。なぜダム・・・ｗ

　しかも裏メニューなので、来店したら「ダムカレーお願いします」と言わないとメニュー表も出てこない

そうです。いろんなダムカレーがあって受けましたｗ五代目店主が「ダムマニア」というホームページを

持っているほどのダム好きでつくってみたそうです。

　はい、今日はカレーというよりも完全にダムの話でしたねｗしかしクロはなんだってこの手の知識が豊

富なんでしょう。



2009.08.22 「セロハンテープの魅力」

　今日の「トロ・ステーション」は、「セロハンテープの魅力」です。

　今日はセロハンテープの魅力について迫ってみるそうです。身近なものだけに、楽しみですね。

　まず、セロハンテープが生まれたのは 1930年のアメリカ。もともとは耐水性のあるテープを作ろうとい

うことで考えられたそうな。日本で最初につくられたのは、戦後間もない 1948年のこと。ＧＨＱの依頼で

絆創膏メーカーのニチバンが作ったのが最初だそうです。「セロテープ」はニチバンの商品名なのですね。

　セロハンテープがあんなにグルグル巻き状態で売ってあるのに簡単に剥がれるのは、４層構造に秘密が

あるのだそうな。厚さ 20分の１ミリなのに４層ってすごすぎますｗまた、ニチバンのものは燃やしても有

毒ガスが出ないエコ商品だそうです。

　ここで、セロハンテープの意外な使いかた、セロテープアーティストの瀬畑さんが登場。犬の置物がめっ

ちゃかわいいんですが・・・全然セロテープに見えませんｗ凄すぎる！しかもニチバンと専属契約を結ん

でいるそうです。おおお。あれが普通の 15ミリのセロテープからできているとはとても思えません。作品

のために色のついたセロテープを作ってもらっているとか、羨ましい話ですね。

　あの色のついたセロテープを小さく切って絵画ふうにしているものなら、ちょっと作ってみたい感じが

します。



2009.08.23 「収穫のご報告」

　今日の「トロ・ステーション」は、「収穫のご報告」です。

　お、今回はジュン枠ですね。「三原ジュンのお気楽ガーデニング　第４回」というわけで、収穫の報告み

たいです。

　最初は無農薬でやろうとしていたのですが、やっぱり無理だったようで (笑)、低農薬栽培に切り換えた

そうです。

　まずは夏の装いってことで、何故かメダカなどを見せられましたｗ卵産むといいですね。あと、ゴーヤ

は虫もつきにくいし放っておいてもわりと育つので初心者向けという情報もありました。すでに小さな身

がなってましたね。

　バジルやルッコラ、ミニニンジンなどの葉物はいい具合に育って収穫できたようです。なかでもスイス

チャードは、季節を問わずに育つ強い植物で、クセが少なく食べやすいのでおすすめとのことでした。

　そして日陰でも、葉物がいい具合に育ってましたね。日陰なのでやっぱり育ちは遅いみたいですが。

　あとは夏野菜。ジャガイモ、ミニトマト、ナスにキュウリと結構しっかり育って収穫できたようで

す。・・・と思ったら、リッキーが乱入してきて、「それは自分の畑から採れたものだ」と暴露 (笑)。あー、

やっぱり袋栽培は駄目だったのか。実際の量はえらい少なかったですｗ

　とりあえず秋に向けて、土をリサイクルしたところで、打ち切りっぽい終わり方をしましたが・・・本当

に終わるんですかね？次はリッキーの「都会で役立つサバイバル」が始まるとか始まらないとか？どちら

にせよ誰かのコーナーが始まるといいなぁと思います。



2009.08.24 「耳勉強法ってなぁに？」

　今日の「トロ・ステーション」は、「耳勉強法ってなぁに？」です。

　今日は聴くだけで憶えられる勉強法を紹介。株式会社オトバンクの上田さんが教えてくれるそうです。

　耳勉強法の基本は、聴覚を使っていない時間を有効活用すること。電車での移動中や、メールをチェッ

クしているときなどに、オーディオ・ブック（テキストの内容を読みあげたもの）を聴くといいそうです。

　上田さんは日本最大のオーディオ・ブック・ポータルサイト「ＦｅＢｅ」を管理しているそうな。たとえ

ば、「女子大生会計士の事件簿」をドラマ仕立てに読みあげたものもあるそうです。これは面白そうｗ

　慣れてくると２倍速３倍速４倍速でも普通に聞けるそうですよ。確かに黙読するときって音読よりも早

いですものね。

　あとは耳で聴いたものを何回も頭のなかで音を出して読むことで、脳に重要な情報だと思わせることが

できるそうです。ほう。

　ちなみにカズイさんは、耳があいている時間に積みＣＤを聴いています。とうとうＣＤまで積む自体に

orz



2009.08.25 「銭湯でマジック」

　今日の「トロ・ステーション」は、「銭湯でマジック」です。

　クロが暑いのでプールに行きたいと言い出したのですが、プールは休みの日ということで、逆転の発想

で銭湯にｗ逆転すぐる。

　そんなわけで中野区にある創業 80年の老舗銭湯「昭和浴場」さんへ。いかにもな店構えが逆にいいです

ね。

　いきなり脱衣所に直行したネコ２匹。おいｗここで店主の田島さんが登場。脱衣所は結構きれいで観葉

植物なんかもあります。開放的ですね。そして当然のごとく「女湯の脱衣所も見たい」と言い出すエロネ

コ・クロｗ意外にもあっさりＯＫが出て見に行きましたが、営業前なので誰もいませんでした。

　ここの銭湯の水は、地下からくみ上げた井戸水を使っているそうです。飲めるほどきれいな水だそうで

すよ。それをボイラーで温めて使っているのだとか。あと、営業は 15時～１時半という夜型スタイルなの

が面白いですね。田島さんが就寝するのは朝の６時頃だそうな。きついですねぇ。

　そして２匹が入浴しているあいだに、田島さんがまさかの転身！なんと超能力マジシャンのタジマジッ

クになってらっしゃいました (笑)。ちょっと笑った・・・。煙突に書いてあった文字は「マジック銭湯」

だったのですね。田島さんが番台にいるときは見せてもらえるそうです。いいサービス！しかもちゃんと

したプロのマジシャンなんですって。

　お風呂の種類も豊富ですし、毎日イベントを開催しているようですので、近くだったらぜひ行ってみた

い銭湯ですね。



2009.08.26 「夏はひんやり ICEBAR TOKYO」

　今日の「トロ・ステーション」は、「夏はひんやり ICEBAR TOKYO」です。

　アイスバー、最近なにかで紹介されているのを見た記憶があるのですが・・・テレビのニュースだった

かなぁ。全部が氷でできているんでしたよね。２年前にも紹介したそうですが、そのときは現地に行かな

かったということで、今回は２匹でお出掛け。

　中ではみんな南極観測隊みたいな防寒具に身を包んでいて、結構面白いです (笑)。そしてトロ・クロも

着替えたのはいいのですが・・・格好がおかしいｗなんだこの一足早いクリスマスは！！ (笑)

　カウンターだけでなく、グラスまで氷なんですもんね。あんまり長時間放置してはいけないスリルもあ

りそうな感じがしますｗ冷たいアルコールは美味しそう～。

　今日は短めでしたね。



2009.08.27 「地ビールの魅力」

　今日の「トロ・ステーション」は、「地ビールの魅力」です。

　暑いのでキンキンに冷えたビールが飲みたいと、相変わらずオヤジくさい発言をするクロ (笑)に対して、

これだから素人は・・・とやってきたのは山中貞博さん。地ビールのお店のアドバイザーだそうです。

　そもそも地ビールって何？という疑問があるわけですが、実際には酒税法上の分類で本来は「自ビール」

と呼ぶべきものだそうです。自分で造るビールという意味なのですね。現在でもヨーロッパやアメリカで

は家庭で造られているそうな。

　それでも日本では、酒税法のおかげでビールを造ってもいいという許可を得られるハードルがかなり高

くて、そのため現在の大手である４社しか許可を得られなかったそうですが、細川内閣のときに酒税法が

改正され、条件が緩くなったことにより多くの中小業者も手をつけられるようになったということです。

　日本で大量生産されているビールは淡色系がほとんどですが、山中さんはもっといろんな種類のビールが

あってもいいのではないかと思って、地ビールのお店を始めたそうです。他に中間色ビールと濃色系ビー

ルがあるそうですが、違いは麦芽のロースト具合なのですね。

　お店には常時いろんな種類のビールを４種類造っているそうです。しかも種類はそのときによって入れ

替わりがあるんだとか。おまけに価格は１杯 300 円！安いですね～。ビールが飲めたらぜひ行ってみた

かったですｗ



2009.08.28 「史上最弱の教師がやって来た！」

　今日の「トロ・ステーション」は、「史上最弱の教師がやって来た！」です。

　あ、高は車さんのスペランカー先生が！ｗアイレム好きにはふる里４コマですっかりおなじみですね。

カズイさんも当然本を買いました。登場早々野球ボールに当たって１機消滅したあと、残機を使って華麗

に復活。「おどろかせてすみません、慣れてください」に笑いました (笑)。

　今日はスペランカー先生に 20の質問をするそうです。すでに 15回くらい死にそうな予感がしますねｗ

Ｑ１そもそも専攻は何？

　Ａ体育（漫画ではほとんど描かれていなかったですが、そうらしいです）

Ｑ２何故教師になったのか？

　Ａ大学のゼミの教授の薦め（なんてリアルな答えｗ）

Ｑ３教師としての理念は？

　Ａ安全第一（よくわかります）

Ｑ４同僚の女性教師にひとこと

　Ａいつもご迷惑をおかけしています（以下略）（結構美人な先生です）

Ｑ５同僚の男性教師にひとこと

　Ａいつもご迷惑をおかけしています（以下略）（見た目強面ｗ）

Ｑ６生徒たちへひとこと

　Ａ青春も大事ですが、一生も大事にしてください（笑えない！）

Ｑ７前職は何をしていたの？

　Ａ最初の仕事が教師（アルバイトはたくさんしたけど諸事情でｗ）

Ｑ８冒険家時代の思い出はある？

　Ａよく幽霊を見ました（冒険家時代がちゃんとあるんだ！）

Ｑ９子供時代の恥ずかしいエピソードは？

　Ａ合唱コンクールの最中に１機失った（段差が・・・）

Ｑ 10青春時代の恥ずかしいエピソードは？

　Ａ洞窟の最初のエレベーターでいきなり１機失った（足を滑らせて・・・）

Ｑ 11これまでの最悪の死に様は何？

　Ａしいていえばカラカラに渇いて残機が減ったとき（ドライアップ！？）

Ｑ 12幸せだなあと感じるときは？

　Ａ朝ちゃんと目が覚めたとき（目覚めない場合もあります）

Ｑ 13恋人はいる？

　Ａいまいので募集中（ツッコミ型以外で）

Ｑ 14好きな食べ物は？

　Ａ冷やっこ（角に頭をぶつけても死なないですもんね！）

Ｑ 15好きなスポーツは？

　Ａなんでも好き（1000本ノック笑いましたｗ）



Ｑ 16好きな本は？

　Ａ夏目漱石の「三四郎」（先生らしいですね）

Ｑ 17好きな映画は？

　Ａ「アイ・アム・サム」（心臓に悪くない映画らしいです）

Ｑ 18好きなゲームは？

　Ａ「10ヤードファイト」（もちろん「みんスペ」も好きらしいですよ）

Ｑ 19今後の豊富をお願いします

　Ａできるだけひとつひとつを長くもたせたい（残機をですねｗ）

Ｑ 20ところで今の残機は？

　Ａ４機なのでちょっと不安（意外と少ない！）

　スペランカー先生が意外に真面目に答えているのが、逆におかしかったですｗあとは本の宣伝で、クロ

が「どきどきすいこでん」に触れているのが笑えました (笑)。ヒロイン 108人ですからねぇ、クロ的には

ウハウハでしょう。本のカバーを外して喜んでみたらいいと思います (笑)。



2009.08.29 「白騎士物語オンラインアップデート」

　今日の「トロ・ステーション」は、「白騎士物語オンラインアップデート」です。

　去年の 12月に発売した「白騎士物語」が大幅なアップデートをしたというニュースです。そういえばあ

れ、オンラインモードがあったんでしたっけ。すっかり忘れていましたｗ

　今回追加された要素は、「ジオラマ」（土地権利書を購入することで、マイタウンをつくることができる）

と「新装備追加」があったり、「新バトルシステム」が採用されたり、「ギルドランクの上限アップ」があっ

たりと盛りだくさんな内容のようですね。

　あとはクロがディレクターの楠田さんにお手紙を書いた返事が届いていたのですが、それによると続編の

開発が順調に進んでいるそうです。アバターは続編にも引き継ぎできるそうなので、安心して遊べますね。

　どさくさにまぎれてトロクロイベントを入れてほしいとお願いしたクロでしたが、それには「しかとし

ます」という返事で笑いましたｗ

　その後なんと日野さんからもお手紙が！ (笑)続編はさらに驚きの展開が待っているそうですよ。ＰＳ３

を買ったら遊んでみようかな・・・。



2009.08.30 「みんなで作ろう！「とろちゃ」」

　今日の「トロ・ステーション」は、「みんなで作ろう！「とろちゃ」」です。

　「とろちゃ」には以前から入会していましたが、実はそれほど動画を見てなかったりしますｗすまん、ト

ロクロ・・・。

　「ニコニ・コモンズ」では、トロやクロの素材がたくさん用意されていて、それを無料で使えるように

なっているそうです。一度何か作ってみたいのですけどね。ああいうのは作り始めると絶対かなりの時間

が持っていかれますから、覚悟が必要ですｗ

　このあとは、実際に投稿された作品の紹介をしたり、トロクロが「こんなトロステを作ってほしい！」

というのを紹介したりして、結構面白かったです。クロの想像は最終的にやばいですねｗさすがワイルド

キャット！



2009.08.31 「猫 (にゃん)だ！ PARK 再び！」

　今日の「トロ・ステーション」は、「猫 (にゃん)だ！ PARK 再び！」です。

　以前にも紹介したことがあるという、千葉にある「猫 (にゃん)だ！ PARK」へ。すごい名前ですね (笑)。

今年でオープン 10周年ということで、トロたちと一緒ですね。入るには当然条件があり、８か条を守らな

くてはいけません。入場料と手足の消毒をすませると、いよいよ癒しの空間です。・・・まあカズイさんが

実際に行ったら地獄でしょうけどもｗ

　さて、園長の佐野さんにお話を聞くそうです。まずクロからの質問で、「こんなにネコがいたらケンカし

そうだけどどうなの？」と（実際はこんなにフランクな口調じゃないですがｗ）。佐野さんは「半分当たっ

ているけど半分外れているから大丈夫」とのことでした。確かに仲の悪い子もいますが、そういう子たち

は一緒には出さないようにしているそうで。なるほど。

　ネコにもいろんなタイプがいて、扱い方を間違えなければ安易に引っかかれたりはしないそうです。ラ

ンキングなども壁に貼ってあって面白いですね (笑)。あくまでもネコのための空間というのが、よくわか

ります。

　行きたいとは思いませんが！ｗ



2009.09.01 「ネコのための一軒家」

　今日の「トロ・ステーション」は、「ネコのための一軒家」です。

　今日もネコネタｗ　ネコのための～と言っても、ネコだけのためではなく、ネコと一緒に快適に暮らす

ための一軒家なのですね。

　この「プラスにゃん」というものを導入すると、ネコが自由に出入りできる外に面した遊び場や、猫棚、

キャットウォークなど、ネコが自由に遊べるしくみがたくさん設置できるそうです。普通の建物にオプショ

ンとしてつける形なので、１からすべてネコのためというわけでもなく、好きなものだけ導入できるんだ

とか。ネコ好きにはたまらないでしょうね。

　ちなみに、犬バージョンの「プラスわん」というものもあるそうです (笑)。



2009.09.02 「首都高をゆく」

　今日の「トロ・ステーション」は、「首都高をゆく」です。

　夏休みが終わって、人が少なくなった時期だからこそ、ネコのオレっちたちがどこかに行こう！と盛りあ

がるクロトロ (笑)。そこでスズキが登場し、おすすめの場所があるというのですが、それが「首都高速道

路」。映画のロケに、未来の場所として使われたこともあるそうな。なんだかあんまり夢のない話ですねｗ

　それでも首都高は開通当初評価が高かったようで、アメリカの連邦道路局長のレックス氏は「大都市の

上を走る複雑な曲線道路は我々では作れない、グレイトだ！」と激賞したそうです。

　で、最初はのんびりと開発される予定だった首都高ですが、東京オリンピックが開かれると決まったこ

とにより、急遽急ピッチで進められることになったのですね。でもいちいち他人の土地を買ったりしてい

たのでは時間がかかるからと、既存の道路や川の上、海の上を使う空中作戦が考え出されたそうな。

　それでたくさんの川や地下にある川を埋めていったわけですが、そもそもそれらの川も自然にできたも

のではなく、江戸時代に船でものを運ぶために作られた運河だったのですね。なので、今度は車でものを

運ぶために道路を造ったのだから、交通手段が変わっただけで自然破壊とはまた違った側面を持っている

ようです。面白いですね。

　あとは近頃流行っているのが首都高グルメ。特にラーメンが人気のようですね。いろいろ工夫がして

あって、どれも食べてみたいです。まあ、首都高を走る機会なんて一生ない気もしますがねｗ



2009.09.03 「わかったつもり？偉人伝・前田慶次」

　今日の「トロ・ステーション」は、「わかったつもり？偉人伝・前田慶次」です。

　今回は前田慶次ですか。楽しみですね。「かぶきもの」というのは、つまり「常識外れ」という意味だっ

たのですね。

　では偉人伝その１。「かぶきもの」の許可をもらった男。許可をもらうようなものなのですかｗ当時慶

次に興味を持って呼んだ豊臣秀吉の前に、慶次はチョンマゲを横に結ってドクロの小袖を着て出掛けたそ

うです。ドクロの小袖がその時代にデザインとしてあるこのほうがすごいなｗそれを見た秀吉は呆れるど

ころか感心して、「いつでもかぶいていいぞ」と許可をくだしたという話でした。

　偉人伝その２。呉服屋で足を買おうとする。呉服屋で店主が店先に足を投げ出しているのを見て、慶次

が「いくらだ？」と訊いたそうです。そしたら店主はしゃれで答えたのですが、慶次が本気で「買う」と言

い出したので役人ざたになったそうな (笑)。その騒ぎのおかげで、店先に足を投げ出すような店主はいな

くなったそうです。なるほど。

　偉人伝その３。実は結構なお年だった！？やんちゃな慶次が利家を困らせているイメージがありますが、

実はふたりの年齢はそれほど離れていないそうです。つまり、利家がおじいちゃんなら慶次もおじいちゃ

んだとｗ前田家を飛び出したのが 47～50歳のことらしいので、そのあたりではと言われているとか。

　そしてトロのまとめ。「前田慶次さんは好き勝手なおじさん」。身も蓋もない言い方だが正しすぎます

ね！



2009.09.04 「とどのつまり、ヨガって何だ？」

　今日の「トロ・ステーション」は、「とどのつまり、ヨガって何だ？」です。

　今回はピエール枠ということで、クロのかわりにピエールがやってきました。ビューティーな話題とい

うことで、「ヨガ」を取りあげるそうです。

　まずは場所移動。目黒にある「日本フィットネスヨーガ協会」さんにお邪魔して、お話を聞くことに。ま

ずはヨガとは何か？という根本的な部分から。

　ヨガは、今から 4～5000年前にインドで生まれたもので、現在よく行われている身体を動かす「ハタ・ヨ

ガ」と呼ばれるヨガが生まれたのは 800年前だそうな。ヨガにもいろんな種類があるんですね。それまで

のヨガは「ラージャ・ヨガ」と呼ばれるもので、主に瞑想を行う形だったそうです。

　ヨガの効果は、身体を動かすことはもちろんですが、自分と向きあうセルフマネジメントという効果も

大きいのだとか。また、自律神経の働きやホルモンバランスを整えてくれるので、睡眠が深くなったり肌

がつやつやになったりするそうな。なので、理想は朝と夜に行うのがいいそうです。

　最後にいろんなポーズを紹介してくれました。しかばねのポーズはいいですね (笑)。



2009.09.05 「「体験王」で鑑識捜査！」

　今日の「トロ・ステーション」は、「「体験王」で鑑識捜査！」です。

　開始早々、トロが沈んでいると思ったら、プリンが消えているそうです。そこでクロが取り出したのが

「体験王　～鑑識捜査編～」というおもちゃ（？）。大人のための本格体験キットだそうな。なんと、顕微鏡

までセットになっているんですね。他にも血液判定薬や指紋採取用のグッズなどがずらり。

　そこでさっそく、プリンを入れていた冷蔵庫の指紋を採取してみたのですが・・・ここで「人間じゃない

と指紋の意味がない」と気づいた２匹 (笑)。しかし冷蔵庫の隅にオイルが付着しているのを発見！そこで

スズキを呼び出して問いつめる展開に。

　しかしどうやら、トロがスズキに冷蔵庫の修理を依頼していたようで、そのときについたものであると

スズキは主張。無事に無罪が確定しました (笑)。

　今度はスズキから「冷蔵庫の隅に赤いシミがあった」と聞いて、それが血液であるかどうかを調べること

に。結果明らかに血液ではなく、トロが顔を近づけてにおいを嗅いだ結果、トマトケチャップであること

が判明ｗ人騒がせですね、ほんと。

　続いていったん冷蔵庫から離れ、廊下を調べると泥のついた足あとが。これはジュンの仕業に違いない

と、今度はジュンが呼ばれます。そして最初は否定するものの、泥のことを言ったらおとなしく認めまし

た (笑)。こらー！

　しかしまあ、あとでトロに２つ買ってくるということであっさり許していましたｗさすが、仲が良いで

すねぇ。しかしこの体験王シリーズはなかなか面白そうです。ネーミングはどうかと思いますが (笑)。



2009.09.06 「世界の国旗クイズ FIVE」

　今日の「トロ・ステーション」は、「世界の国旗クイズ FIVE」です。

　２月以来ずっとやっていなかった国旗クイズが久々の登場です。

　最初はウズベキスタン。接している国がすべて内陸国という、二重内陸国な国なのですね。それは知り

ませんでした。島国に住んでいる我々からしてみれば、ちょっと窮屈そうなイメージですねｗ二重内陸国

は世界に２つしかないそうです。

　２問目は、選択肢が国の名前じゃないものばかりで (笑)、わかりやすすぎます。ハンガリーでした。ハ

ンガリーも内陸国ですが、日本との共通点がいくつかありまして。ひとつは、名前の順番が姓名の順なの

だそうです。そしてもうひとつは、温泉大国だということ。

　最後の問題も変な選択肢ばかりｗスリランカでした。国旗かっこいいですねぇ。島国ですが、島の名前

自体はセイロン島といい、セイロンティで有名な場所なのですね。昔はコーヒー園だったのですが、さび

病という病気が流行りコーヒー園はほとんど全滅してしまったらしいです。しかし、かわりに植えた紅茶

が大成功で今に至るというわけですね。



2009.09.07 「ウサギさんモフモフ」

　今日の「トロ・ステーション」は、「ウサギさんモフモフ」です。

　今回はうさぎですか。本当に動物が好きですね、うさぎさんたちは (笑)。

　で、今回はトロ枠のようです。「イングリッシュアンゴラウサギ」という種類が流行っているそうで・・・

確かにモップにしか見えないですねｗ毛が長いせいでしょうか。

　このうさぎを飼うための注意点などをトロが教えてくれました。なるほど、毛が長いから毛繕いで口の

中にたくさん入ってしまうのですね。

　で、うさぎはいつから毛が長くなるのか、という疑問にも答えてくれました。生後 36日目くらいには、

普通のうさぎよりもふもふしている感じがしますね。こうして写真で見るだけならかわいいのですが、実

際に飼うとなるといろいろ大変なのでしょうねぇ。



2009.09.08 「ご当地グルメ山梨編」

　今日の「トロ・ステーション」は、「ご当地グルメ山梨編」です。

　今回のご当地グルメは、県の面積の８割が山という山梨県です。山梨と言えば富士山ということで、ふ

もとにも「吉田うどん」というご当地グルメがあるそうですよ。おいしそう。

　あと麺と言えば全国的にも有名な「ほうとう」。具を食べる麺料理と言われるほどたくさんの具が入って

いるんですね。周りに海がないゆえの節約料理でもあったわけですか。背景も面白い。

　さて、次は「大月おつけだんご」。他の地方では「すいとん」と呼ばれているものらしいです。なるほど。

大月桃太郎はこのおつけだんごで仲間を誘ったという話もあるそうで、その土地ならではの話がいいです

ね (笑)。味とは全然関係ないのでしょうけど・・・。

　最後は、甲府の新名物と言われているらしい「甲府鳥もつ煮」。あ、これは名前だけでもう美味しそうｗ

なんと蕎麦屋さんで誕生したメニューなのだそうです。ねっとりしているのが特徴で、他のもつ煮のよう

に汁はないそうな。ＰＲキャラの「とりもっちゃん」があまりにもゆるキャラすぎてふきましたｗ小学生

の落書きみたいだけどなんかシュールな愛嬌があっていいですね (笑)。



2009.09.09 「リスの軍団」

　今日の「トロ・ステーション」は、「リスの軍団」です。

　あれ、今回もトロ枠ですか (笑)。のっけから「町田リス園」の前にいます。そして入園。

　リス、遠目に見ると小さくてかわいいですねぇ。いろんな種類のリスがいるようです。パッと見うさぎに

見えるのもいますね。オコジョさんみたいなのとかもｗ太りやすい体型の見本で見せられたリスの横長っ

ぷりに笑いました。

　そうか、プレーリードッグも犬じゃなくてリスなんですもんね。こちらはパッと見ハムスターっぽいで

すな。

　ところでここ、最初はリス専門だったのですが、飼育員さんが触れあえる動物や好きな動物を増やして

いったらいろいろと種類が増えてしまったそうで (笑)。今はハムスターやモルモット、うさぎと亀もいる

そうな。

　トロ・・・リスのかわいさにメロメロでニュースになってませんよ！ (笑)こんなときのクロはさすがに

頼りになりますね。



2009.09.10 「インコさんがやって来た！」

　今日の「トロ・ステーション」は、「インコさんがやって来た！」です。

　トロステの準備をしようとした２匹のもとに、リッキーが飛びこんできました。どうやら、ピエールの

家で迷子のインコを保護したのだけど、世話の仕方がわからないということで訊きに来たようです。そこ

でクロが調べて鳥専門の獣医さんのところへ話を聞きに行きました。

　病院では、受付にも院長の浜本さんが飼っている鳥がいたりして、和やかな雰囲気。いいですね、こうい

う病院は。

　まずセキセイインコの食事ですが、殻付きのシードがいいそうです。鳥の主食となる穀物のことをシー

ドというのですね。ペットショップなどで売っているそうな。あとはボレー粉という牡蠣の殻を砕いたも

のや、野菜をあげると栄養のバランス的にもいいそうで。他にも鳥専用のビタミン剤などがあるそうです

よ、人間とそんなに変わりませんね (笑)。

　逆に食べてはいけないものもあり、ネギ類やアボガド、モロヘイヤ、チョコレートなどは中毒症状が出る

そうです。人間の食べ物をむやみに与えるのは絶対にやめたほうがよいと。

　ゲージは適度に大きいもの（でも大きすぎない方が良い）で、塗装のされていないものが望ましいそう

な。あとは金属中毒になる可能性があるので、金属製のものをなるべく近づけないとか、テフロン加工のフ

ライパンなども鳥に有害なものが出るそうなので、使う場合は鳥から離れた場所でということでした。い

ろいろと制限があるものですね。

　他に、健康管理の方法として、体重を量ってみるといいそうな。セキセイインコの場合は 30～40グラム

が適正なので、それよりも極端に違う場合は注意が必要と言うことです。

　ここの病院には、鳥のレントゲンを撮ったり、入院をする施設まであるそうです。なんて本格的な！

　ところでトロ、セキセイインコに「しゃこ」という名前をつけたそうな。鳥の名前でそれがいいかは置い

といて、普通にかわいい名前ですよね (笑)。

　最後は飼い主も見つかりちょっと寂しい終わりでした。



2009.09.11 「今、ライトノベルが旬！」

　今日の「トロ・ステーション」は、「今、ライトノベルが旬！」です。

　だいぶ前からきていたような気もするんですが (笑)、うさぎさん的には今なのですね。いきなりラノベ

作家になると言い出したクロですが、詳しい人に話を訊くということで、登場したのは集英社「スーパー

ダッシュ文庫」の編集長・丸宝さん。

　スーパーダッシュ文庫で今が旬なのは、「戦う司書と恋する爆弾」という作品。カズイさんは漫画で読ん

だことありますが、今度アニメ化もするそうです。あとはアニメが放映中で、ジャンプＳＱでも連載してい

た漫画の原作「よくわかる現代魔法」や、こちらもアニメ化された「アキカン！」に「紅」などがあります。

　どこまでがラノベなのかということは、明確なくくりはないそうですが、丸宝編集長によると、漫画みた

いな感覚で読めるもの、最初からとにかく面白いもの（最初の 30ページが勝負）で、会話が多くてもＯＫ

だそうです。

　ここで新人賞の告知までしちゃうんですねｗこの編集長、なかなかやりおる。丸宝編集長からのアドバ

イスとしては、これまで誰も見たことのない魅力的なキャラを考えて物語を書け！ということでした。



2009.09.12 「燃えろ！走れ！日本自動車博物館」

　今日の「トロ・ステーション」は、「燃えろ！走れ！日本自動車博物館」です。

　今日は石川県にある「日本自動車博物館」の紹介です。石川といえばアイレムですね。もうそのイメー

ジしかありません (笑)。クロはなにがそんなに嬉しいのか、かなり興奮気味です。

　なかには 500台もの様々な自動車が展示されているそうです。会社を経営していた初代館長の前田彰三

さんが、車好きでたくさん集めたのがきっかけだそうな。お金持ちって悠々自適ですね。展示されている

車はすべて、エンジンのかかる状態だそうな。すごい。

　名車がたくさんありすぎて、クロが大暴走ｗ紹介をほっぽって自由に歩きはじめて笑いました (笑)。車

好きにはたまらない空間なのですね。あ、三輪車の車はフォルムがすごくかわいいです。もう見た目くら

いしか見所がわからないｗ

　他にはバイクも大量にあるみたいですね。ミゼットのシリーズは小さくてかわいいですねぇ。これなら

自転車感覚で乗れそうな気がします。今でも公道を走って大丈夫なのでしょうか？

　見るだけでも結構面白そうな場所でした。



2009.09.13 「クロ流「青森をゆく」」

　今日の「トロ・ステーション」は、「クロ流「青森をゆく」」です。

　今日のお題は「恐山」ですか。日本三大霊山のひとつですね。

　しかし実は、恐山という名前のついた単独の山はないそうで、宇曽利湖を中心とした外輪山をまとめて

恐山と呼んでいるそうです。そして常にイタコがいるわけではなく、大祭のときや秋祭りのときにいるん

ですね。

　イタコ以外にも、地獄巡りをしたり、温泉に入ったり、ヨモギ入りのアイスを食べたりして楽しめるそう

な。霊場で温泉とアイスってなんかすごいですね (笑)。

　あと近くにある「ウィンドファーム」という、風力発電用の巨大風車が大量に建っているところもクロの

おすすめだそうな。

　そして以前も紹介していた「階段酷道」が、青森にもあるそうで。339 号線ですね、どのあたりでしょ

う。酷道がメジャーになったおかげで階段の上に観光バスが停まるようになったそうですよ (笑)。すごい

ですねぇ。

　あとは食。「大間のマグロ」はもちろん、他にもいろいろなご当地グルメがありますが、クロのおすすめ

は五所川原の「あげたい」だそうな。鯛焼きを油で揚げてあるものだそうです。あ、それは美味しそう。

　最後は、クロがクレジットカードの審査をはねられたという話で笑いました (笑)。トロの「ネコだって

高速道路を走りたいですニャ」は名言ですね！



2009.09.14 「B–1グランプリ in横手」

　今日の「トロ・ステーション」は、「B–1グランプリ in横手」です。

　トロステとズームインはＢ級グルメネタ大好きですよねｗというわけで、Ｂ１グランプリのお話。

　先日トロステでも紹介した「大月おつけだんご」や、青森の「生姜味噌おでん」「八戸せんべい汁」、静岡

の「浜松餃子」や「静岡おでん」などなど、いろんなＢ級グルメが集結するそうな。クロ的注目はカレー対

決と焼きそば対決なのですって。細かくは端折りますが (笑)。

　今日は淡々と紹介して終わりましたね。



2009.09.15 「目黒のさんま祭」

　今日の「トロ・ステーション」は、「目黒のさんま祭」です。

　落語にある「目黒のさんま」にちなんだお祭りの話です。このお祭りは１つではなく、目黒区の「目黒の

さんま祭」と品川区の「目黒のさんま祭り」があるそうな。ややこしいですねｗ品川でも行われているの

は、ＪＲ目黒駅が品川にあるから、らしいです。なるほど。

　他にも「恵比寿となりのサンマ祭り」というものや、東京タワーで行われる「三陸・大船渡東京タワーさ

んままつり」というのもあるそうです。秋なのでどこでもサンマ祭りですねｗ

　なかでも「目黒のさんま祭」を紹介。今年で 14回目を迎える当祭、写真には去年の大行列の様子が写っ

ています。もともとは魚食文化を広めるために考えられたお祭りだそう。去年は２万人もの人が集まった

そうです。無料でいただけるなら、そりゃあ並びますよねぇ。しかも獲れたての新鮮なサンマなんて・・・

食べたいです・・・ｗ



2009.09.16 「覆面が欲しい！」

　今日の「トロ・ステーション」は、「覆面が欲しい！」です。

　今日は頭から、クロのかわりにリッキーが。ゲスト用の段ボールもボロでかわいいですねｗそして無理

やりレスラーのかぶる覆面の話に持っていくリッキー・・・無理やりすぎてふいた (笑)。いざ、「覆面屋工

房」さんへ。

　そして店員さんも覆面なのですねｗカカオさんだそうで。店内は覆面の他にプロレスに関係するフィ

ギュアなどが所狭しと並んでいます。なぜかダーツもありますｗ

　なんとカカオさん、現役プロレスラーでありながら、現役覆面職人でもあるそうです。それはすごい。自

分のつくった覆面をしてリングに立てるなんて、最高でしょうね。

　カカオさんは一度プロレスを辞めているんだそうですが、友人から覆面づくりをすすめられ、最初は嫌々

やっていたそうです (笑)。しかし、昔から手先が器用だったのと、きれいなものを作り上げたい意識が見

事にマッチして、徐々にプロレスラーさんたちから注文が入るようになったのだとか。それからまたプロ

レス業界に接する機会が増え、プロモーターを経てついにリング復帰となったわけですね。

　このあとは覆面を作る工程を見せてくれましたが、そこは割愛。

　覆面を作る時に気をつけていることは、着用しやすくて疲れないものにすること、だそうです。裏地も

肌触りのいいものを使っているそうな。こだわりですね。

　ちなみにさっき見本で作ってくれた覆面は、レスラーのためものではなく、塾の先生用だそうです (笑)。

面白いですね。

　それにしても今日はリッキーが本当にノリノリでしたｗ



2009.09.17 「テイルズ オブヴェスペリア」

　今日の「トロ・ステーション」は、「テイルズオブ ヴェスペリア」の紹介です。

　クロが待ちわびていたらしいです (笑)。頭からキャラ紹介に張り切っていますねぇ。そんなところに、

新キャラクターのパティが乱入してきました。これはまたかわいらしい。

　今回の追加要素は、新キャラの追加、メインシナリオのフルボイス化、あと新しいダンジョンとボス、コ

スチューム・称号の追加、最後にフレンが大活躍、だそうで。特にコスチュームはすごいですね。写真が衝

撃的すぎましたｗ

　そしてここでバトルの説明が。シンボルエンカウントなんですね。バトルシステム名が長すぎて大変

だ・・・なになに、エヴォルブドフレックスレンジリニアモーションバトルシステム？舌噛みそうですねｗ

　そして最後は映画の宣伝です。とうとう劇場版とは、すごい人気ですねぇ。そして今日はなんだかクロ

がトロにやさしくてキモいです (笑)。どうしたクロ、普通にトロを誘っているぞ！ｗ



2009.09.18 「探偵 神宮寺三郎灰とダイヤモンド」

　今日の「トロ・ステーション」は、「探偵神宮寺三郎 灰とダイヤモンド」の紹介です。

　今日は外で取材の日ということで、すっかり忘れていたトロが慌てて場所にいくものの、クロがいなく

てうろうろ。そこに与那国丈さん（ゲイムのキャラですね）が現れ、神宮寺の事務所にいくことをすすめま

した。

　一方クロはクロで寝坊していて (笑)、あとから来たところ、ワークジャムのプロデューサー西山さんが

クロを捜しにきて合流。トロを待たずにそのまま取材を開始してしまう薄情な流れでしたｗ

　で、今回の神宮寺には確固たるライバルが登場するそうで、それが最初に出てきた与那国さんなんです

ね。助手の人といい、ちょっとＢＬ風味の雰囲気がありますがｗクロがずばり「主従萌え狙いですか」と聞

いていたのが面白すぎました (笑)。

　そして、今回はマルチシナリオだそうですよ。神宮寺シリーズはわりと一本道だった記憶があるので、珍

しいですね。このシリーズは今年で 22年目だそうですが、そのあいだ神宮寺さんは３歳しか歳を取ってい

ないそうです。あ、でも一応サザエさんスタイルではなかったんですねｗ

　取材が終わったあと、クロも西山さんに神宮寺の事務所にいくのをすすめられて、ふたりが合流すると

いうオチ。いやあ、神宮寺さんは相変わらず渋いですね (笑)。新作、面白そうなので積みゲーが減ってき

たら購入を検討したいと思っています。



2009.09.19 「いろんな餃子を楽しもう」

　今日の「トロ・ステーション」は、「いろんな餃子を楽しもう」です。

　今日は餃子の専門店「餃子小舎」さんの紹介です。

　最初にクロが紹介した、トロにぴったりな餃子は・・・あの、どう見てもパフェなんですが・・・(笑)。

これはひどい。前から見るとパフェなんですが、後ろから見るととても餃子です。意味がわからない人は

行って見るといいですよｗこれは本当に衝撃的。でもこの餃子、中身はなんとチョコバナナだそうで、味

に関しては問題ないようです。

　他のデザートにもとことん餃子を使っているこのお店、「モンブラン餃子」や「苺大福餃子餃子」、そして

「プリン・ア・ラ餃子」など、個性的なメニューばかり。ネーミングにも遊び心があっていいですね (笑)。

　もちろんデザートだけでなく、本当にいろんな種類の餃子を作っているそうです。軽く 50種類以上はあ

るんだそうな。もともとは普通の餃子ばかり置いていたそうですが、お客さんにアンケートをとってみた

ところ、味の感想よりも「食べてみたい新作餃子は？」の方に回答が多く、いくつか試してみたところ好評

だったそうです。

　そうしていろんな餃子を作るに至ったわけですが、中でも看板メニューのひとつが「炎の激辛餃子」。わ

はは、本当に火がついているｗこれはリアルで見てみたいですねぇ。食べるのはきつそうですが。



2009.09.20 「リッキー VS世界の格闘技」

　今日の「トロ・ステーション」は、「リッキー VS世界の格闘技」です。

　冒頭からリッキーがいきなり山で修業をｗ本当に格闘技好きなんですねぇ。今日はいつもと趣向が違う

ようで。

　対戦相手としてまず出てきたのはジュン。中国の拳法である「形意拳」の使い手という役どころ。清朝

末期につくられたものだそうな、古いですね。なんでも、五行拳を中心に 12種類の動物の動きを模した十

二形拳を使うことで有名なのですって。で、そのなかにうさぎがいなかったので、ジュンはそのまま退散

しました (笑)。

　今度はトロが、フランス伝統のステッキ武器術「ラ・カン」の使い手として登場。ステッキ武器術！？な

んだか心ときめくネーミングですねｗフランスなので本当はピエールが出るところですが、ロマンス旅行

中なので代わりにトロが来たそうです (笑)。この武術ももともとはサバットの一部であったそうで、現在

は独立して競技化されているのだそうな。いちばん身近にあったステッキが武器として発展していったそ

うです。ここで、トロがいったん武器を置いた隙に、リッキーがネギに取り替えていて、トロ退散 (笑)。使

いまわしのネギですねｗ

　今度はスズキがボクシングで勝負！ただし普通のボクシングではありません。「チェスボクシング」で

す。またすごいもの掛けあわせましたねｗチェスとボクシングをラウンドごとに交互に行う競技だそうで。

もともとは漫画家さんが作中でつくったスポーツだったそうですが、実際に取りあげ世界大会を行った人

がいたことによってメジャーになったようです (笑)。しかし今度は、スズキがチェス盤を忘れてきたため

また不戦勝ｗ

　トリはやはりクロですか。トルコの「ヤールギュレシ」という伝統格闘技の使い手だそうで。トルコで

は 650年以上の歴史を持ち、愛好家の多い国民的スポーツだそうな。全身にオイルを塗りたくって戦うレ

スリングなんですって (笑)。しかしまた、クロが捨てかけの天プラ油を使っていたため、固めるテンプル

みたいなやつで動けなくなり、退散ｗ

　結局リッキーは一度も戦うことなく終わりましたとさ。



2009.09.21 「ブルーレイを楽しもう」

　今日の「トロ・ステーション」は、「ブルーレイを楽しもう」です。

　今回はブルーレイマイスターのクロが紹介します (笑)。そう言えば前に特集したとき、クロが盛りあ

がってましたよね・・・。「ブルーレイディスクマイスタークイズ」の合格者が、ファーストシーズンで 194

名、セカンドシーズンでは 950名までに増え、今度始まるサードシーズンに期待が高まっているようです。

　そして今回も模擬クイズというわけで、何問か挑戦することに。世界で最初にブルーレイディスクが発

売されたのは何年か？正解は 2006年だそうです。では、日本で初めて青色レーザーをつくったのは？正解

は日亜化学工業。四国の優良企業だそうな。続いて、ブルーレイの１倍速はＤＶＤのおよそ何倍速に相当

する？正解は３倍速。次は録画用の片面１層（25ＧＢ）ブルーレイディスクの録画時間（地上デジタル・

ＨＤ）はどのくらい？正解は 180分。やはり基本は３時間なのですね (笑)。続いてブルーレイはＣＤやＤ

ＶＤと同じ 12センチのディスクサイズが標準であるが、それ以外のディスクサイズで実在するのは？正解

は８センチ。ビデオカメラで使われているそうです。最後に、ＰＣでブルーレイ再生用のモニターを選ぶ

場合に対応していることを確認すべき点は次のどれ？正解はＨＤＣＰ対応。これに対応していないとせっ

かくのブルーレイも映らないそうですよ。

　最後に、ブルーレイにしてほしいアニメのランキングを紹介していました。１位は true tears なのです

ね、知らないけど (笑)。結局最後までものすごくブルーレイ推しな会でしたｗ



2009.09.22 「コスモアイル羽咋と UFO伝説」

　今日の「トロ・ステーション」は、「コスモアイル羽咋と UFO伝説」です。

　今日はＵＦＯの町として有名な石川県の「羽咋市」（これで「はくい」なんて読めないですよｗ）の特集

です。市内で何度も目撃談があるそうですよ。

　地元の神社に伝わる平安時代の文献には、「神の力で空中を自由自在に飛行する不思議な玉」と記されて

いたそうです。また、日本書紀にも「越の国に巨大な火の玉」という記述があったり、山に「ナベが空から

降ってきて人をさらう」という神隠し伝説まであるそうです。何故ナベｗ

　そこでこれを町おこしに使おうと、プロジェクトを立ちあげたのが、高野誠鮮さん。以前ＵＦＯ系の番

組を手がけていたプロデューサーさんで、Ｕターン就職したそうな。そして羽咋市をＵＦＯの町として世

界に情報を発信しつづけたところ、1990年には米ソの軍事関係者やＵＦＯ研究者などを招いたＵＦＯシン

ポジウムを羽咋市で実現させたそうな。すごいですね。

　その結果生まれたのが、「コスモアイル羽咋」という施設。宇宙の出島という意味だそうで。ここではＵ

ＦＯ研究の成果や実際に使われたＮＡＳＡのロケットなどが見られるそうです。

　高野さんがいうには、ＵＦＯがやってくる理由について、数万年前からの地球の進化や、交配過程の経過

測定のために来ているのではないかという気がしているそうです。この曖昧な表現がいいですね (笑)。



2009.09.23 「日本にボックスカートレースがやって来る！」

　今日の「トロ・ステーション」は、「日本にボックスカートレースがやって来る！」です。

　いきなりクロが、10月 11日にお台場であるイベントを知っているかと訊いてきました。なんでも、「レッ

ドブル・ボックスカートレース」というものがあるらしいです。全長４ｍ（長い！）のカートって・・・。

世界各国で行われているレースなのですね。カートだけど、エンジンなどは禁止って面白い。鳥人間コン

テストみたいなものでしょうかｗ

　どちらかというと、性能を競うより見た目の面白さを競う感じなのですね。タコスや洗濯機が走ってい

る絵面はすごいです。いろんな写真が映りましたが、どれもこれも・・・ｗ

　しかしこのレースには審査基準が３つあり、「カートのオリジナリティと完成度」「ドライバーとチーム

のパフォーマンス」「レースタイム」で審査されるそうです。ドライバーだけじゃなく、チームのパフォー

マンスが含まれているのがポイントですかね！レース前に 30秒のアピールタイムがあるそうですよ、面白

すぎる。



2009.09.24 「男もハマる少女マンガ」

　今日の「トロ・ステーション」は、「男もハマる少女マンガ」です。

　ちょｗ　いきなり「ガラスの仮面」で笑いました。トロがマヤのお面をつけて演技している・・・！ (笑)

　月影先生がスズキで、亜弓さんがピエールですね。

　ここでトロがお気に入りの、マヤが初めて亜弓さんと対面した、４つの台詞だけで芝居をするシーンを

再現ｗ懐かしいですねぇ。さらに取っ組み合いのケンカをするシーンまで。どさくさにまぎれて日頃の不

満を口にするピエールに笑いました (笑)。

　ものすごい勢いでガラかめをおしているので、うっかりまたほしくなってしまいましたｗ昔は買ってい

たんですけどね・・・。



2009.09.25 「東京ゲームショウ 2009」

　今日の「トロ・ステーション」は、「東京ゲームショウ 2009」です。

　今回はＴＧＳでのＳＥＣブースの見所を紹介するそうで。今まさに開催中ですから、更新のタイミング

がちょっと遅かったですねｗまあとりあえず書きます。

　今回は試遊出来るゲイムがかなり多いそうで。ＰＳ３では「グランツーリスモ５」と「ＦＦ１３」など、

ＰＳＰでは「グランツーリスモ」「メタルギア」「キングダムハーツ」などで遊べるそうです。さらにＰＳＮ

からもいくつか遊べるんですね。

　あとは、ＰＳストアのビデオカテゴリが今年中にリニューアルされ、アニメ以外にもいろんな映画やドラ

マなどをＤＬできるようになるそうな。そしてＰＳＰでコミックを読めるコンテンツも配信予定とのこと。

　さらにＰＳＰの新サービス「ＲｏｏＭ」。３Ｄアバターを使ってマイルームをつくったり、ブログを書い

たりできるんだそうな。これは一応βテストには応募してみましたｗ当たるかなぁ。



2009.09.26 「秋の虫の音」

　今日の「トロ・ステーション」は、「秋の虫の音」です。

　今回は、秋の虫の声がみんな同じに聞こえるという問題を解消するために、詳しい人に話を聞きに行き

ました。渋谷さんという方が教えてくれるそうです。小学校の理科の先生なんですって。なるほど。

　虫は大きく分けると、コオロギの仲間とキリギリスの仲間とセミの仲間がいるそうです。コオロギとキ

リギリスは、羽をこすり合わせて音を出すそうです。セミは身体の中の筋肉を震わせて音を出すそうです

が、鳴く季節が夏なので今回ははずすということで (笑)。セミは筋肉で鳴いているという情報だけで充分

ですねｗ

　いろいろと虫の音を聞かせてくれましたが、虫が嫌いなカズイさんには写真が結構きつかったです・・・。



2009.09.27 「トロ・ステーション大ピンチ!?」

　今日の「トロ・ステーション」は、「トロ・ステーション大ピンチ!?」です。哀しいですね・・・。

　クロが大事な用事ということで、トロ１匹で始まった・・・と思ったが画面が激しく揺れました。どうや

ら外で家を取り壊そうとしていたようですｗ大家さんが代わって、この場所がショッピングセンターにな

ることになったので、11月までに立ち退けと・・・かわいそうに。

　一方クロはＳＣＥに呼び出しを食らっていましたｗ呼び出される理由に心あたりがありすぎてわからな

いクロ (笑)。さすがです。そしてここでまさかのトロステ・プロデューサーさんが登場。ビジュアルはお

ばけっぽいですねｗ

　そして改めてまいいつ終了のお知らせが。週刊になるとのことですが、喜んでいる人が誰もいないとい

うのが逆にすごい (笑)。周りは哀しんでいる人ばかりですよ・・・。しかも一部有料制？「プラチニャ会

員」というものを導入するそうで。今までのように、ほしいものに個別にお金払う方が遊びやすいんです

けどねぇ。



2009.09.28 「アニメの博物館」

　今日の「トロ・ステーション」は、「アニメの博物館」です。

　杉並にある「杉並アニメーションミュージアム」の紹介です。区の施設でそんな場所があるんですね

(笑)。中はかなりきれいで本格的。これは一度行ってみたいです。

　まずクロが目をつけたのは、アニメの歴史を振り返るコーナー。年表があり、懐かしい展示品がたくさ

ん並んでいます。ひとりで熱くなるクロの横で、トロは若干気後れ気味 (笑)。まあいつものことですがｗ

　あとはアニメができるまでのコーナーも。工程にそって展示されているんですね。なんと、実在する監

督や作画監督の机が再現されているそうです。あの富野由悠季監督の机もありますよ！

　そしてアフレコ体験コーナーもあるそうです。さらに、これからの日本アニメの行く末を体感できるコー

ナーなども。デジタルアニメ制作を体験できるコーナーもあるそうな。盛りだくさんですね。

　また上のフロアでは、毎日無料でアニメ上映会をしているそうです。楽しそう。さらにアニメライブラ

リーではアニメの資料が見放題！さらにさらに、企画展を扱うコーナーでは、現在スタジオぴえろさんの

「魔法少女の華麗なる世界」という企画展が行われているそうな。クロがはしゃぎまくりですｗこれは小さ

いお子さんから大きいお兄さんまで楽しめそうですね！

　ここで館長で、アニメ作家でもある鈴木伸一さんが登場。マスコットキャラクターがかわいいですね

(笑)。なんと、ラーメン大好き小池さんのモデルとなった方だそうで。トキワ荘メンバーのひとりでもある

なんて・・・すごすぎる。トロが思いきって聞いたところ、ラーメンは大好きだそうですよ (笑)。

　アニメをつくりたい方には機材なども貸してくれるそうで。そういう場所が身近にあるのはいいですね。



2009.09.29 「ご当地グルメ 兵庫編」

　今日の「トロ・ステーション」は、「ご当地グルメ兵庫編」です。

　今月のお楽しみ・・・といいつつ、大人の事情で当月２回目のご当地グルメですｗ

　最初のご当地グルメは「そばめし」。鉄板で焼きそばとご飯を一緒に炒めた料理だそうです。ほほう。あ

とはいろんなものをぶっかけた「ぼっかけ焼きそば」。太麺でいろんな味を吸いこんで美味しそうですね。

　続いて「姫路おでん」。おでんの横に、なにやらタレの入った皿が・・・生姜醤油で食べるのが特徴だそ

うです。あ、美味しそうかも。なるほど、青森の生姜味噌と似た系列なのですねｗ

　次は「ひっぱりだこ飯」。壺に入った駅弁なのですね。面白い。「明石焼き」は有名ですね。カズイさんも

食べたことがあります。出汁につけて食べるのは、なかなか美味しかったです。



2009.09.30 「歴ネコ御用達カフェ」

　今日の「トロ・ステーション」は、「歴ネコ御用達カフェ」です。

　これは予想外なメイドカフェですねｗ戦国メイドカフェ＆バー「もののぷ」の紹介です。クロって歴ネ

コなのか・・・。ホームページに載っている設定が表示されましたが、あまりにもアレで笑いましたｗなん

という！

　中は色々ちゃんと戦国っぽくなっていて、ＶＩＰルームとして金の茶室なんかもあるそうです。取材し

た日はお客さんがいて、中を見ることはできなかったと (笑)。人気あるんですね。

　そして、メイドさんは当然歴史好き！なので、普段自分の歴史トークにつきあってくれる人がいないと

いう方にはぴったりの場所かも知れません。

　ちなみにメニューは、「大阪ナッツの陣」というミックスナッツや、「明智蜜秀」のホットケーキなどがあ

るそうです。ネーミングがｗ中でも一番人気は、「関ヶ原天下分け目の合戦丼」。あ、これは普通に美味し

そうな丼です。そしてクロがよく頼むのは「武田の金山オムライス（文字入れサービスあり）」。括弧の中

がクロらしすぎるｗさらにしめには、「徳川家康」という、こちらも文字入れサービスありのラテチーノが

おすすめだとか。

　あとはまあ、普通のメイドカフェと変わらない感じですかね。ちょっと面白そうなので行ってみたいで

すｗ



2009.10.01 「「グランツーリスモ」PSP版」

　今日の「トロ・ステーション」は、「「グランツーリスモ」PSP版」です。

　今までトロステではずっとグランツーリスモのシリーズを紹介してきたそうですが、今回はＰＳＰ版。

世界中の街を走ることができそうです。そこでクロがそれぞれの場所から中継（・・・というのだろうか

ｗ）してくれるそうな。

　まずはイタリア市街地コースから。今回初登場となる「ランボルギーニ　カウンタック　ＬＰ４００」と

いう車で登場。収録車種はなんと 800種類以上に及ぶそうです。

　そして次はなぜかスズキのレポートｗオータムリンクからの登場です。今回は 35 コース 70 バリエー

ション以上の多彩な舞台でレースができるそうです。バリエーションって、季節とか時間帯とかですかね。

あとダートコースで４台まで同時走行が可能になったそうです。

　さらに今度はリッキーがグランドキャニオンから中継。結局クロはサボっているのでは (笑)。追加説明

としては、今まであったミッションモードとライセンス試験が足されたような「ミッションにチャレンジ」

というモードができたそうな。

　そして次はピエールが、アマルフィサーキットから中継。今回は初回生産分限定でスペシャルカラーの

名車「シボレー　コルベットＺＲ１（ホワイト）」が手に入るそうです。他にも店によっていろんな色の名

車がもらえるそうですよ。

　ここでやっとクロが再登場。東京ルート２４６にいるそうな。ＰＳＰになったことで、今回アドホック

モードでの４人プレイができるそうです。

　そしてラストの展開がいいですねぇ。クロ、なかなかやりおるわ (笑)。みんな勢揃いでわいわい楽しい

回でした。



2009.10.02 「「大人の科学」の学習」

　今日の「トロ・ステーション」は、「「大人の科学」の学習」です。

　「大人の科学」シリーズは本当に面白いですよね！カズイさんも大好きです。まあ高いのであんまり買

えませんがｗ今回はその中からいくつか紹介するとのこと。

　まずは「大人の科学マガジン」から。１号目の付録は「ポンポン船ジェットボート」。原始的な蒸気機関

の勉強をできるそうな。

　あと人気が高いのは、９号目の「ピンホール式プラネタリウム」がついているやつですね。これは付録と

は思えないほどかなりきれいです。カズイさんもちょっとほしいｗ

　そして最新 24号についているのは、「４ビットマイコン（ＧＭＣ－４）」。初期のパソコンですが、簡単

なゲイムや音楽なら作れるそうです。これはすごいですね。

　さらに、今月下旬に発売になる 25 号には、「35?２眼レフカメラ」がついています。１眼レフが出る前

は、こちらが主流だったのですね。実際に写真を撮ることもできる優れものです。

　その他に、別冊として「アナログ・シンセサイザーＳＸ－１５０」がついたものもあるそうです。別冊は

より本格的な付録がつき、むしろ付録がメインのような雑誌内容になっているそうな。

　次に、マガジンのついていない製品版というシリーズから、「新装版　学研電子ブロックＥＸ－１５０」

の紹介。電気実験をする装置だそうです。嘘発見器的なものもできちゃうそうで、面白いですね。

　他にもたくさんの種類があるそうなので、興味のある方は公式サイトを覗いてみてくださいとのことで

した。



2009.10.03 「みんなのスッキリ」

　今日の「トロ・ステーション」は、「みんなのスッキリ」です。

　

　「みんなのスッキリ」って、「みんなの」シリーズのひとつだったのですね。といっても、シリーズを遊

んだことが実は一度もないカズイさんでした (笑)。クセになるミニゲームが 12本入っているそうです。そ

の中から今回はクロのおすすめを紹介。

　まずは「スッキリ！空手道」。上下左右４方向から現れるものを素早く見定め、たたき割って特典を稼い

でいくゲイムだそうです。まるでリズムゲーのようですねｗてっきり瓦など地味なものが飛んでくるのか

と思ったら、画面見るとすごいです (笑)。なんか光っているし・・・ｗ

　続いて「スッキリ！本並べ」。これは体験版でやってみましたが、結構面白かったですね。単純に、巻数

順に本を並べていくだけなのですが、どうしてこうして燃えます (笑)。

　次は「スッキリ！やさい斬り」。これ、ただの野菜切りかと思いきや、台所で野菜たちがこちらに群がっ

てくるそうです (笑)。それをばっさばっさと斬っていくから「斬り」なんですね。デフォルメされた野菜

たちはちょっとかわいいし、面白そう。

　最後に「スッキリ！クレイジーファーマー」。ようは、クレイジータクシー的な感じですかね？ｗトラク

ターを乗り回していろんなものを壊しまくるゲイムだそうです。どんな田舎だよ。

　しかし、なかなか面白そうなソフトですね。値段も安いですし、購入を検討してみようと思います。



2009.10.04 「ネクタイの日」

　今日の「トロ・ステーション」は、「ネクタイの日」です。

　 10月１日は「ネクタイの日」だったそうです。1884年に帽子屋だった小山梅吉さんが、日本で初めて

ネクタイを作った日なのだそうな。当時は輸入ネクタイしかなく、梅吉さんはそれを購入・分解して勉強

したそうな。普通の布ではピンとした感じを出すのが難しくて、着物の帯の生地を使ったそうですよ。ち

なみに形はクロのような蝶ネクタイだったとか。

　あと、日本で最初にネクタイを締めた人はジョン万次郎だと言われているそうです。面白いですね (笑)。

　では、布を首に巻くという文化がどこからスタートしたのかというと、なんと秦の始皇帝の時代までさ

かのぼれるそうです。埋葬された兵士たちの首にスカーフのような布が巻かれていたそうですよ。

　しかしこのあと首に布を巻くという文化は一時消え、再び登場するのはローマ帝国の時代。世界史で出

てきた記憶がありますが (笑)、トラヤヌス帝が建てた円柱の表面に掘られた人々は、首に布を巻いている

そうです。中には、現代のように布を首の前で結んで、下に垂らしている人もいるのだとか。

　ちなみに現代のネクタイの起源はルイ 13世の時代で、傭兵たちの首に彼らが無事に帰還することを願っ

てスカーフを巻いたそうな。妻や恋人が贈ったそうですよ、ロマンチックですねぇ。

　その後いろんなネクタイの結び方が考案されまして、現在はなんと 85種類もあるんだそうですよ。知ら

なかったｗ



2009.10.05 「お弁当本の制作現場に潜入」

　今日の「トロ・ステーション」は、「お弁当本の制作現場に潜入」です。

　クロが突然振ってきた話題、「料理本は何日くらいかけて撮影されているのか？」ということでしたが、

なんと３日で 100 品も撮影しているそうです。それはすごい！クロは現場に潜入してきたんですね、ス

ネークばりに (笑)。というわけで、今日は「朝ラクチン！おべんとう２ stepレシピ」という本の撮影現場

のお話。

　この本の場合は、２日間で 27品目の撮影をしたそうです。それでも結構多いですよね。著者の谷口先生

が、料理をして出しては撮影、料理をして出しては撮影を永遠とループしていたそうな。過酷だｗ

　しかしいいこともあって、当然お弁当ですからあとで食べるわけですよ。普通は仕出し弁当のお昼が、豪

華なバイキングになってしまうという (笑)。で、クロもそれにまざって食べてきたもんだから、トロはご

立腹です。

　しかしですね、最近のクロはトロに妙にやさしいので (笑)、今回もトロにお弁当の残りを持って帰って

きたわけですよ。ただ・・・それを夜食に食べてしまったそうでｗ珍しくかなり怒ったトロがクロを攻撃

しまくりましたｗ

　まあでも、最後はやっぱりやさしかったですけどね（下心ありでｗ）。



2009.10.06 「居酒屋マジックでモテる！」

　今日の「トロ・ステーション」は、「居酒屋マジックでモテる！」です。

　「リア充になりたい」というクロに、「もう手遅れだと思う」と応えたトロすごすぎる (笑)。しかし「ま

だ諦めない！」と強気のクロは、合コンでモテるテクを話しはじめましたｗ

　クロ曰く、女の子にウケがいい「飲み屋テク」はふたつ。「手相占い」と「マジック」だそうです。とい

うわけで、クロとマジックをラーニングすることに。

　まずは、割り箸の登場。割り箸が浮いているように見えるマジックです。種明かしをされるとすごく笑っ

ちゃうような簡単なものですが、これは結構面白いと思います。

　次は空き缶が登場。これを握ると、なんと握りこぶしに空き缶がくっついているように見えるのですね。

ほほう。ここでなぜか京極堂のネタがｗ実は小指で押さえていました、ですね。↑の変形版という感じ。

　今度は、千円札（トロから借りた）と紙と割り箸を用意。で、紙と千円札を重ねて折っていって、割り箸

で真ん中あたりをぶすっと刺すのですが、紙には穴が空いているのにお札には空いていないというマジッ

ク。これはベタですね。でもいきなりやられたらちょっとびっくりするかもしれません。

　次は、20円を 200円にするマジック。ハンカチを使っていました。まあこれもベタで、ハンカチの下に

最初から 200円あったという話ですがｗ何事も表現の仕方しだいですね。

　そしてトロの 1000円はなぜかクロの懐に入ったままなマジックが炸裂ｗトロ、かわいそうに・・・。



2009.10.07 「クイズ・死ぬのはどっちだ」

　今日の「トロ・ステーション」は、「クイズ・死ぬのはどっちだ」です。

　最近リッキーはよく出ますねぇ。って、リッキー枠ですか (笑)。「リッキーの都会で役立つサバイバル　

第１回　クイズ・死ぬのはどっちだ」。ジュン枠でも活躍していたリッキーの知識がついに看板ですかｗし

かしリッキーのやりたい方向性がアレすぎて、クロに「番組編成前にトロステ終了したらどうするんだ」と

言われていて笑いました (笑)。

　というわけで、今日は「毒草」についてのクイズをすることに。

　まずは、種が食べられるのはどちらかという問題。これはヒマワリですねぇ。サービス問題だそうで。

で、次の問題は普通にわかりませんｗどっちも草にしか見えねぇ。自然薯（ヤマノイモ）はわりとどこにで

もあるそうで、よく似たオニドコロと間違えないように注意、とのことでした。

　続いて食べられる雑草はどれか、という問題。見た目だけでは全然わかりません。タケニグサとヨウシュ

ヤマゴボウは食べられないので注意、とのことでした。一方クズは食べられるそうで、つる先端の若芽は

春先から９月頃まで天ぷらなどでおいしくいただけるそうです。そして今の時期は、花がおいしいそうで

すよ！

　次はセリの話。ドクゼリというよく似ているけれど毒性のかなり強いものがあるそうで、注意を呼びか

けています。ドクゼリは摘んだときにセリの香りがしないのが特徴だそうです。

　次は山に咲いている花で、食べられるのは？という問題。ゲンノショウコという花は食べられるそうな。

残りの２つはトリカブトだったんですねｗ

　今度は身近な植物から。今回は長いですね。食べられるのはニラで、食べられないのはタマスダレでし

た。ニラ臭があればニラ、なければタマスダレ、ネギ臭があれはノビル、なければタマスダレ、と覚えると

いいそうな。

　さらにナスについて。普通のナスとワルナスビというのがあるのですね。ワルナスビは相当に悪者らし

いので、みなさん注意が必要です (笑)。

　長いのでここからはさらっと行きますねｗオクラとヨウシュチョウセンアサガオは似ているので注意。

ブラックベリーはちょっとグロイですね (笑)。身近な園芸植物にこんなにも毒のあるものが多いとは知り

ませんでした。怖いですねぇ。絶対に口にはしたくないですｗ



2009.10.08 「美味しいお茶を飲もう」

　今日の「トロ・ステーション」は、「美味しいお茶を飲もう」です。

　今日は日本茶についてのお話。下北沢のお店へ。このお店「しもきた茶苑大山」の店主・大山さんは日本

でたった４人しかいない、「茶審査技術 10段」を持っている方だそうですよ。

　お茶は、いいものは価格が高いので見分けは大変つきやすいそうです。なるほど。そういえばお茶って

結構値段の幅がありますもんね。ただ、食後に飲みたいとか、大家族で消費量が多いなどの場合は、やはり

安いお茶の方が喜ばれるそうな。そりゃそうだ。あとは同じ種類のお茶でも産地によって味が違うとのこ

とでした。

　次にお茶の淹れ方。まず茶種によって適切な温度が違うので、そこを気をつけないといけないそうです。

強い味のお茶はぬるめのお湯で入れ、薄い味のお茶は熱めのお湯で入れるのがいいのだそうな。

　お茶は基本的に２ｇでひとり分だそうです。茶さじだと大体７ｇだそうで、３人分と考えるといいそう

な。まず急須に茶葉を入れ、３つの湯飲みに均等にお湯を注ぎます。で、湯飲みの湯を急須に少しだけ入

れて、茶葉の色が明るく変わったら、全部の湯を入れます。それから再び急須で湯飲みに戻すという寸法

です。面白いですね。



2009.10.09 「花やしきの歴史」

　今日の「トロ・ステーション」は、「花やしきの歴史」です。

　トロが、「結局夏っぽい遊びをしないまま 10月になってしまった」と冒頭からいきなり沈んでいて (笑)、

唐突に遊園地に行きたいと言い出したので、クロが「浅草花やしき」に連れていきましたというお話。

　日本で最も古い遊園地なのですね。もともとは植物園だったため、花やしきという名前なんだそうです。

それから遊具や動物も置くようになり、幅広く遊べる場所になったわけですか。戦争のときに一度は取り

壊されたそうですが、見事に復活してアトラクションも増えたそうですよ。

　そのアトラクションもやはり歴史があるものが多く、「ビックリハウス」や「ローラーコースター」はか

なり昔からあったそうな。「人工衛星塔」も昭和 35年にできたということですから、もうずいぶん経って

いますよね。

　そして結局クロトロは遊ばずに入り口で説明をしただけで帰りました (笑)。トロ、かわいそうな子・・・

ｗ



2009.10.10 「第２回 お部屋自慢コンテスト結果発表」

　今日の「トロ・ステーション」は、「第２回お部屋自慢コンテスト 結果発表」です。

　今日は発表だけなので、特に書くこともなく。そういえばＰＳＰのお庭自慢の結果も、そのうち来そう

ですね。カズイさんは参加しませんでしたが。そもそも、課金で花しか買っていないです (笑)。アイテム

はそれほど惹かれません・・・コスプレゲイムはいくつか買いましたけどｗ

　しかしこのお部屋自慢もお庭自慢も、それぞれ自慢というよりも、完全にアイディア勝負ですよね。仮

装大会といいつつ実際は仮装というよりアイディア勝負な某番組と重なります (笑)。普通に、ユーザーが

普段どんなお庭を作っているのかも見てみたいものです。



2009.10.11 「秋のチーズを楽しむ」

　今日の「トロ・ステーション」は、「秋のチーズを楽しむ」です。

　チーズ大好きなカズイさんにはたまらない話題ですね。わくわく。

　今回はチーズ専門店の「アルパージュ」さんの協力で、秋におすすめのチーズを紹介するそうです。ほほ

う。

　ここでは 200種類のチーズを扱っているそうです。最初に紹介するチーズは「ブリー　ド　モー」とい

うチーズ。世界中で愛されているチーズの王さま、だそうな。確かに見た目だけでもすごくなめらかで美

味しそうですよ。

　続いて、「ロックフォール（ガブリエルクーレ）」というチーズ。青カビが生えているやつです。世界３

大ブルーチーズのひとつなんだそうで。フランス大使館御用達ブランドなんですって。それは必要な情報

なのかｗ

　さらに、クロいちおしの「エクラ　ド　ニュイ」。ふくよかで上品な味わい、だそうな。クロが盛りあ

がっているけれど、よくわかりませんでした (笑)。

　次は「プリニーサンピエール農家製」。山羊のチーズだそうです。クロ曰く、「ＪＫとＯＬ、２重の極み」

だそうな。ますますわかりませんｗベリー系の酸味があるので女性にもおすすめ、とのことでした。

　お酒が飲めない人でも楽しめるチーズとしては、「ボーフォール　ダルパージュ」というのがおすすめだ

そうで。シャンパンや紅茶にも合うチーズだそうです。

　最後にクロがチーズの種類ごとにどの飲みものや食べ物が合うのかまとめてくれましたが、長いので割

愛。気合で見分けましょうｗ



2009.10.12 「わかったつもり？偉人伝・菅原道真」

　今日の「トロ・ステーション」は、「わかったつもり？偉人伝・菅原道真」です。

　今回は学問の神様「菅原道真」です。楽しみですね。

　偉人伝その１。「勉強だけじゃなくて運動もできた！」おお、すごいですね。弓の達人だったそうです。

そして達筆であったとか。現代にいたらモテモテですね・・・顔しだいかｗ

　偉人伝その２。「まったくも～ってくらい子だくさん」言い方が何故トロなのか (笑)。家系図に載ってい

ない子がわんさかいるらしいですよ。やっぱりモテモテ (ry　なんと、在原業平と一緒にきれいなお姉さん

のところに通っていたという話もあるそうなｗちなみに家系図に載っているだけで 14人もいるそうです。

　偉人伝その３。「胃腸が弱かった・・・？」ウィークポイントは胃腸ですか (笑)。それは面白い。寝ると

きに温めた石をおなかの上に乗せて寝ていたそうです。

　ここでトロのまとめ。「完璧超人・菅原さんの弱点はお腹？」今回は無難ですね。



2009.10.13 「ギンギラ太陽’ｓ」

　今日の「トロ・ステーション」は、「ギンギラ太陽’ｓ」です。なんでしょう、このタイトルはｗ

　ゲストにピエールが登場です。トロクロにおすすめのお芝居があるということで、すすめたのが「ギン

ギラ太陽’ｓ」。劇団の名前だったのですね。全員がかぶりものをしているそうです (笑)。ビルや飛行機な

どの乗り物を擬人化して演じているそうな。面白そうですね。

　という説明だけだと、コメディな内容を思い浮かべますが、実際は緻密な取材からできる感動物語だそう

です。もの視点のプロジェクトＸみたいなものですかね？ｗ地元は福岡だそうですが、今全国公演の真っ

最中。そのテーマが、クロが以前熱く語っていた「ＹＳ－１１」ということで、俄然くいつくクロ (笑)。

　そこで、劇団を主宰している大塚ムネトさんがゲストに登場。いきなりトロが「何故かぶりものをしてい

るのか」という禁断の質問を！ｗなんと、歌舞伎のつもりでかぶっているそうです。奥が深いですね。か

ぶりものは自分でつくっているそうですが、それらをつくることよりも取材のほうがずっと大変だという

ことでした。

　いつか見てみたい劇団ですね。



2009.10.14 「知られざる動物さんたちの世界４」

　今日の「トロ・ステーション」は、「知られざる動物さんたちの世界４」です。

　もう４回目なのですか。早いですねぇ。

　まずは「トラ」。クロが自分と似ていると言い出して笑いました。「基本的に群れを作らず単独行動を好

む」とか、「一匹オオカミ」なところがそっくりだそうで。最近はトロといちゃいちゃしているくせに、何

を言っているのでしょう (笑)。あと、天然のカモフラージュ柄なんですね。排尿は後方ジェット噴射とい

う表現に笑いましたｗ　そしてトラは潜水が得意なのですね、意外。まとめとしては、「ちょっとラブリー

で子煩悩なひとりレンジャー」ということでした。

　続いて「シマウマ」。しましま模様については諸説あるそうで、はっきりとはわかっていないのですね。

地肌の色はグレーだそうな。グレーの馬だと思うと結構気持ちが悪いですね・・・。視界は全方位見える

そうな。さすが。シマウマは背中が弱くて、人や荷物を乗せることはできないそうです。あと、歳を取る

と頑固者になるから飼うのも向かないとかｗそして鳴き声は「ワンワン」らしいですよ！まとめとしては、

「人には魂を売らない草食系のリーダー格？」だそうな。

　次は「サイ」。角は毛が変化したものなのだそうで。ほほう。あと、トラも困るほどの硬い皮膚ですが、

虫刺されはするそうです (笑)。かわいいですね。必殺技の体当たりの威力はすさまじいですが、目が悪く

30メートルくらい離れているとわからないそうな。そして、サイは火を見ると消す習性があるそうな。ま

とめとしては、「強そうだけど弱点もあるメガネが欲しい森の消防士」というところです。

　最後は「ハイエナ」。トロの言うとおり、確かにイメージの悪い動物ですね。でも実際は、ちゃんと自分

たちでも獲物を捕るそうです。アゴの力はワニに次いで強い 450kgもあるそうな。かと思えば、人のよう

に「オホホ」と笑う種類がいたり、アマゾネスばりの女系社会だそうです (笑)。まとめると、「アゴと胃袋

に自信ありの最強肉食系女子」ということでした。



2009.10.15 「第１回 お花自慢コンテスト結果発表」

　今日の「トロ・ステーション」は、「第１回お花自慢コンテスト 結果発表」です。

　いよいよＰＳＰのほうのコンテスト結果ですね。カズイさんは参加しませんでしたが、どんなものがあ

るのか楽しみです。

（鑑賞中）

　なるほどー。無課金でもアイディアで勝負すればいいってことなのですね (笑)。よくわかりました。１

位のはほんとにほのぼのかわいいですね。

　でも、トロがもんちっちを食っている着ぐるみは正直かわいくないと思いますｗそしてストラップ高す

ぎる！もっと安くて気軽に買えるグッズもあればよかったですねぇ。



2009.10.16 「美しき背景画の世界」

　今日の「トロ・ステーション」は、「美しき背景画の世界」です。

　今回は、アニメやゲイムの背景画をつくっている美術スタジオ「草薙」さんの紹介です。ほほう、そうい

うスタジオがあるのですね。今回トロステに使われている背景も、大変美しいものです。

　そしてここで、草薙の代表である中座さんが登場。面白いお名前ですねぇ。背景を描く会社はあまり知

られていないだけで、関東近辺だけでも 50社くらいあるそうです。意外にあるんですね。

　ところで、30分アニメだと大体 300枚の背景が必要になるそうです。テレビシリーズだと毎週あるので、

流用を含めても月で 1000枚くらいは必要なんだそうな。で、今はほとんどデジタル作業に移行しているそ

うです。デジタルで手書きの風味を出せるようにもなってきたそうですよ。

　草薙さんはどんなジャンルでもこなしますが、いちばんやりがいを感じるのはファンタジーだそうな。

実際にはないものをリアルに表現するのはやはり難しいそうで。空の色や植物の色ですら、リアルと違う

ものにあえてすることもあるそうな。

　ゲイムの方では、実際の背景の仕事よりも、それ以前の作業をすることが多いそうで。ゲイムは最初のデ

ザインが肝心ですもんねぇ。そこから新しい設定などが生まれるでしょうし。ただ、面白いのは、草薙さ

んがゲイム業界を手伝うようになったきっかけがＦＦの背景デザイナー募集求人だったことです (笑)。業

界の人でも普通に応募するんですねぇ。

　あと、草薙さんでは背景画集も出しているそうで。おお、これは見てみたい。それぞれの作品のファン

にはたまらないものでしょうね。いやあ、今日の背景は本当にきれいでした。



2009.10.17 「人気商品の秘密」

　今日の「トロ・ステーション」は、「人気商品の秘密」です。

　今後のトロステのために、人気商品の秘密を聞いてきたというクロ（まあそれは建前でしょうがｗ）。今

回はバンダイの大人気商品「クックジョイシリーズ」の秘密に迫ります。多分。

　たとえば、「のりまきまっきー」という商品は、ご飯と具を入れてハンドルをまわし、のりを入れてもう

１回まわすだけでできるというお手軽さ（トロのチャカポコに受けましたｗ）。

　で、この商品をつくる上でヒントになったのが、葉巻なのだそうです。葉巻を巻く機械を見て、同じよう

にのり巻きがつくれないかと考えたのが始まりだそうな。本当に発想の転換ですね。

　あと大事なのは、お客さん目線で商品を開発するということ。今年発売された「そうめんや」にはたくさ

んのアイディアが詰まっているそうです。たとえば、丸洗いできたりとか、保管用の専用袋がついていた

りとか、説明書を見ないで組み立てる人のためにパーツそのものに番号が振ってあったりとか、とにかく

親切設計だそうな。そういう目線は確かに必要ですよね。

　余談ですが、このブログも段落ごとにいちいち改行を入れているのは、そのほうが読みやすいかと思っ

たからです (笑)。ただでさえ長文気味になりがちなので・・・。

　さて、そんな話はおいといて。商品開発では、周りの視線を気にせずに開発することも必要だそうな。

あー、なるほど。「くるりんパオ！」という餃子メーカーがあるのですが、それをつくる際に休憩室を使っ

て試していたら、「ニラくさい」とか「家みたい」とかいろいろと言われたそうですよ (笑)。それでもめげ

ずに、どの社の餃子の皮でもちゃんと挟めるようにした忍耐力！　これぞまさに人気商品をつくるために

欠かせない要素でしょう。

　というわけで、今日はなんだかあっさりした流れのまま終わりましたｗ



2009.10.18 「混浴のススメ」

　今日の「トロ・ステーション」は、「混浴のススメ」です。

　今回は、様々な肩書きを持つ山崎まゆみさんという方にお話を聞くそうです。まあタイトルからしてク

ロが好きそうな話題ですよね (笑)。

　まず山崎さん曰く、「同じ温泉地の温泉でもひとつとして同じものはない」そうです。どういうことかと

いうと、前日に雨が降ったり気温が高かったりすると、それぞれの温泉に微妙な影響を与えるのだそうで。

温泉は生きているそうですよ。名言ですね。

　そもそも山崎さんが温泉に詳しくなったのは、混浴について取材したことがきっかけだったそうな。今

では世界中の温泉に足を運んでいるそうですよ。すごいバイタリティですね。

　ここで混浴に入るコツを紹介。コツって (笑)。なんか変な感じですが、まず１つ目として、濁り湯を選

ぶといいそうです。そして２つ目は湯浴み着という来たまま入れる着物を売っている温泉を探すこと。あ

あ、なるほど。それでも売っているところは少ないでしょうから、そういう場合はタオルを巻いて入って

もいいかと確認を取るといいそうな。

　次にマナーですが、１つ目は異性用の出入口に近いところに陣取らないことだそうで。確かに、入って

いきなり異性がいたらなんか嫌ですよね。また、温泉からあがる人がいたら目を外すのも礼儀だそうです。

逆に、入っている最中に目が合ってしまったら、無視しないのが２つ目のマナーだそうですよｗ「こんにち

は」とあいさつ程度でいいので声をかけるといいそうな。ふむ。３つ目は、他人との距離を２人分くらい

あけること。それがちょうどいい距離だそうな。

　自分に合った温泉を探すには、最初は肌質などから合いそうなところを選んで、気に入ったところのお

湯の成分をメモしておくと、次に選ぶときも参考になるのだそうです。なるほど。

　あと、温泉は意外とカロリーを消費するので、温泉饅頭などを食べてエネルギー補給をするのも大事な

んですって。もちろん水分補給も大事だそうです。

　もはやクロからは下心しか感じられないトロの気持ちもよくわかりますねｗ



2009.10.19 「参上！パンダレンジャー!!」

　今日の「トロ・ステーション」は、「参上！パンダレンジャー!!」です。

　戦隊もの、好きな人がたくさんいるんですねぇ。そしてトロ、パンダも好きなのか (笑)。パンダが好き

なネコって言うのも相当シュールだと思います。

　そして問題のパンダレンジャー、あまりにも普通の着ぐるみでふきましたｗか、かわいくねぇｗ結成秘

話によると、地球から遠く離れたふわふわ星雲にある惑星パンディータでは、パンダによく似た人々が平

和に暮らしていたのですが、そこに宇宙海賊「猛獣旅団」が攻めてきたそうです。そして現れたのがパンダ

レンジャーのグレー隊（パンダグレー・パンダパープル・パンダピンクの３人）だそうで。無事に倒せはし

たものの、パンダグレーは大怪我を負い、しかしそこでパンダ指令から衝撃の事実が伝えられます。旅団

が地球へ向かっているというのです！そこでパンダパープルはひとりで地球へと向かい（ピンクはグレー

を手当てするために残ったｗ）、それを追ってパンダグリーンとパンダオレンジも合流し、ここにパープル

隊が誕生したというわけなのだそうな（長い）。

　ここでこのパープル隊の３人（人？ｗ）がゲストに登場。いろいろと話を聞きました。そうか、劇団の方

なのですねぇ。すごくまともなことばかり言っていて、よかったですよ (笑)。



2009.10.20 「現代回転寿司のすべて」

　今日の「トロ・ステーション」は、「現代回転寿司のすべて」です。食いに行きたいなぁ。

　今回は回転寿司評論家の米川さんに、回転寿司の楽しみ方を教えてもらうそうです。ＴＶチャンピオン

で優勝したことのある方なのですね。去年で 500店くらいも行ったそうです。すごｗ回転寿司にもいろん

な楽しみ方があるんですね。

　まずは種類についてですが、最近は見た目豪華な回転寿司のお店まで出てきているそうで。「金沢まいも

ん寿司　たまプラーザ店」は本当にお城にしか見えませんねぇ。なかも豪華です。ここでは北陸でしか味

わえない魚がたくさんあるそうですよ。

　あとは朝に獲れたものを出すということをウリにしているところもあるとか。「スーパー回転寿司　やま

と　市川店」には大きないけす（？）があり、さばきたて（まだ動いているやつ！）を食べられるそうな。

新鮮ですね。

　そしてエンターテイメント系の寿司屋 (笑)。「グルメ回転寿司　がってん寿司　大宮南中野店」は店員さ

んたちがいろんなパフォーマンスで盛りあげてくれるお店だそうで。マグロの解体ショーが人気だそうで

す。最近よく見ますね。

　さらに、回転寿司の創作寿司・・・考えてみると、回転寿司にはどう見ても寿司じゃないものもたくさん

まわっていますし、焼き肉の寿司とかもあるくらいですからねｗ確かになんでもありなイメージはありま

す。

　さて、ここでどんなお店でも楽しむ秘訣。まず「本日のおすすめ」をチェックするといいそうです。そし

て、いきなり皿を取らずに１周くらいは観察し、どういう順番で食べるか計画を立てると。確かに無計画

で行くと、おなかやお金の問題で食べたいものが食べれなかったりしますねー。なるほど。



2009.10.21 「夢のせ回れ！観覧車」

　今日の「トロ・ステーション」は、「夢のせ回れ！観覧車」です。

　トロ・・・ちょっときもい・・・ｗいまいちトロと自分の立ち位置がわかりませんよね。これじゃあまる

で恋人同士ですよｗなんというアホの子。というわけで（？）、今日は観覧車の話。

　日本一高い観覧車は、福岡にある「スカイドリームフクオカ」だそうです。・・・いえ、だったそうです。

もう閉鎖してしまったのですねｗで、日本一に返り咲いたのが葛西臨海公園にある「ダイヤと花の観覧車」

なのですって。ライトアップが特にきれいだそうで。夜に乗りたい観覧車ですね。

　逆にいちばん低いのは、花やしきにある「ちびっこかんらんしゃ」なのだそうです。他のアトラクション

に見おろされるほど小さな観覧車 (笑)。かわいいですね。

　また、日本で現存する最古の観覧車は、函館のこどものくににある「かんらんしゃ」だそうです。ゴンド

ラが長椅子になっているんですね。これは珍しい。

　その他にもいろんな観覧車が紹介されましたが、書き出すのが大変なので割愛ｗとにかくいろんなタイプ

があるんだなということはわかりました。カズイさんはノーマルタイプしか乗ったことがなかったですよ。



2009.10.22 「アンティフォナの聖歌姫」

　今日の「トロ・ステーション」は、「アンティフォナの聖歌姫」の紹介です。

　日本一お得意のミュージカル風ＲＰＧですね。カズイさんはまだ未プレイです。一度やってみたいとは

思っているのですが。毎回キャラクターがかわいくていいですね。

　今回の舞台は、アンティフォナ響国という国で、歌や音楽が電気や火といった動力や魔法などに変換さ

れる世界だそうです。で、主人公のお姉さんが稀代の歌姫と言われるほど歌が上手だったそうですが、魔

王にその歌声を奪われてしまうのですねー。それを主人公が取り戻しにいく、と。ベタですが、いいです

ね (笑)。

　戦闘もかわいい雰囲気で、通常攻撃にあたるものが「こらしめる」だそうでｗ選ぶとぽかぽか殴るんで

すね。痛くなさそうですｗそしてやられるとぴゅーんと飛んでしまうんですね。さらに、逃げるにあたる

「謝る」というコマンドもあるそうで。選ぶとみんなで必死に謝るそうです (笑)。

　そして、トロクロも今回登場するんですねー。すでにゲイム情報サイトで取りあげられていたので知っ

ていましたがｗほんと日本一と仲良しですねぇ。



2009.10.23 「オタクのお宅」

　今日の「トロ・ステーション」は、「オタクのお宅」です。

　ちょｗ今日はいきなりふたりの変な顔から開始ｗどうしたんでしょう？なるほど、クロの部屋の掃除を

手伝っていたら、漫画本のタワーが倒れていたりして大変だったそうです。そこでテレビさんが、最近の

オタクはオシャレな部屋に住んでいると言い出し・・・おもむろに写真を。

　おおー、どの部屋も、あるアイテムはオタクそのものなのに、ちゃんとクールでスタイリッシュ！ (笑)

なんでも、「ＯＴＡＣＯＯＬ」という世界中のオタクの部屋を集めた本が出たようで。最初は１サイトの企

画だったそうですが、世界中から応募があり、本にまとめてみることにしたんだそうな。見応えありそう

な本ですねぇ。

　この本には有名人のお部屋もいくつか載っていて、日本有数のエイリアンマニアである原田プリスキン

さんのギーガーだらけのお部屋や、グラビアアイドル？のお部屋なんかも載っていますｗ煩悩の数で 108

つの写真が載っているそうですよ (笑)。

　今回はクロのテンションがなんだか面白かったですね。



2009.10.24 「ノンフィクション小説を書くには？」

　今日の「トロ・ステーション」は、「ノンフィクション小説を書くには？」です。

　先日ライトノベルとトロと合作するということで、あらすじを考えていた（はずの）クロですが、あらす

じを考えるのが面倒だということで、今度はノンフィクション小説を書くと言い出しました。舐めすぎで

すｗ

　ここで作家の森沢明夫さんが登場。森沢さんは、一般から絵本、ノンフィクション小説まで幅広く書い

ていらっしゃる作家さんなのですね。そんな森沢さんの 10月の新刊が、「永遠のサッカー小僧　中村憲剛

物語」だそうです。

　森沢さんはもともとフリーライターで、ノンフィクションを書くようになったのは「いつの間にか」だっ

たそうな。で、中村選手の本を書いたのは、森沢さんの先輩がたまたま中村選手のマネージャーをしてい

て、その縁なんですって。不思議なところで繋がっていますね。

　しかしノンフィクションを書くためには、やはり気の合う間柄でないと難しいそうで、まず顔あわせを

したそうですが、すぐに仲良くなってそのまま飲みに行ったそうです (笑)。いいですね、そういう関係も。

　で、実際に書くことになっても、中村選手が忙しくてなかなか取材の時間がとれなかったのだとか。結

局取材に１年半かかったそうですが、当然本人への取材だけではなく、住んでいた町を調べたり、小学校を

訪ねたりと、やることはたくさんあるんですね。書きたい人や物についてとにかく詳しく調べることが重

要だそうです。

　そしてもうひとつ大切なのは、何を伝えたいかを考えて書くこと。確かに、読んでも学べる部分がなけ

れば、ノンフィクションを読む意味はないような気がします。なるほど。

　そして最後に、ノンフィクションも取材とか面倒そうだから、自伝にすると言い出すクロ。今までのモ

テ具合を本にするとか言っていたら、トロに「それフィクション」と言われてて笑いました (笑)。たまに

一刺しするトロがいいですよねｗ



2009.10.25 「無添くら寿司の秘密を探る」

　今日の「トロ・ステーション」は、「無添くら寿司の秘密を探る」です。

　無添加をモットーに頑張っている回転寿司屋さんなのですね。長くても１時間くらいまわっているお寿

司は自動で廃棄とか、徹底しているけれどもったいないようなｗ値下げすればいいのに・・・。

　それにしてもすごい徹底ぶりですね。厨房にはカメラがついていて常時本部でチェックしているそうで

す。あとお皿を回収するシステムがテーブルに内蔵されているなんて、新しいｗそして皿が５枚回収され

るごとにミニゲイムで遊べるそうな。当たるとオリジナルキャラクターのグッズがもらえるんですね。楽

しそう。トレカまでつくっているなんて本気すぎるｗ

　そして肝心のお寿司がまた美味しそうでたまりません。創作寿司もいいですねー。食べたいです・・・。



2009.10.26 「端っこが好きだ！」

　今日の「トロ・ステーション」は、「端っこが好きだ！」です。

　今日はいろんな「端っこ」を特集。・・・また妙な特集ですねｗ

　クロ注目の端っこ?は、座席の端っこ。レストランでは女性を窓際に座らせるのが男性のたしなみになっ

ているそうです（日本では）。日本にいるのに知らなかったｗ今度から気をつけようと思います。西洋では

逆だそうですよ。合コンでも端っこがいいらしいのですが、クロは端を押さえるようにしたらお姉ちゃん

からの電話が増えたそうです。それに対してトロが言った「こんなところにまで不況の波が・・・」にふき

ましたｗもっと言えトロ！

　続いて、クロ注目の端っこ?は、食べ物の端っこ。今端っこグルメが大ブームなんですね。あれですか、

アウトレット的な感じで、安くておいしいからですね。カズイさんもたまに注文したくなりますｗ

　次はクロ注目の端っこ?身体の端っこ。身体って・・・指先とか耳ですかｗそれはただのフェチでは・・・。

ポニーテールの先とかパンストの先とか言い出したクロは真正ですよね！

　そんなわけで最後は画面の端からさようならｗ



2009.10.27 「新聞紙で生き残れ」

　今日の「トロ・ステーション」は、「新聞紙で生き残れ」です。

　リッキーは出るときに効果音がするからすぐわかりますねｗ今日はリッキー枠の「都会で役立つサバイ

バル第２回～新聞紙で生き残れ～」です。

　まずこれから役立つ使い道としては、身体に巻きつけて保温効果を高める、という使いかた。上着の下

につけると見えないですし、その上からラップを巻くとさらにいいそうです。

　あとはスポーツ観戦などで地面に直接座るとき、新聞を敷くと冷気を低減してくれるのでいいそうな。

段ボールもあればなおいいそうですよ。

　で、ここでなぜか寝袋の話になるのですが、ちゃんとした寝袋がない場合は、段ボールをつなぎ合わせて

寝袋をつくるといいそうです。狭めにつくらないと逆効果らしいですが。

　新聞の話に戻ると、新聞ではいろんな帽子を作れるので、熱中症などの予防を手軽にするにはいいそう

です。あと、ガラスが割れたときなどは、新聞で簡易スリッパをつくるなど。袋を折ればちょっとしたも

のも入れられますね。あとエコバッグを作るのも面白いですねぇ。

　さらに新聞で武器を作ることもできるそうで。あー、これは束ねただけですが相当痛そうですね。確か

に、武器としては充分かもしれません。使うような場面に遭遇しないことがいちばんいいですが (笑)。あ

とは新聞紙で薪も作れるんだそうで。なんでもありですねぇ。



2009.10.28 「オルゴールに触れてみよう」

　今日の「トロ・ステーション」は、「オルゴールに触れてみよう」です。

　今日は東京都の文京区にある、「オルゴールの小さな博物館」から。演奏会が行われるそうで、潜入する

２匹。当然オルゴールの演奏会ですね (笑)。３つあるコースのひとつで、「演奏会コース」というものだそ

うで、スタッフの解説を聞きながら音色を楽しむことができるんですね。

　次は中級者向けの「博物館コース」。より多彩なオルゴールを見たり聴いたりできるそうな。演奏が始ま

ると人形が回り始めるものとか、ディスクを３枚一度に回すものなど、進化形があるんですね。あと、オー

トマタ（からくり人形）もたくさんの種類があり、動くのを実際に見ることができるそうです。貴重です

ねぇ。

　最後はオルゴールマニア向けの「館長コース」。なんという濃厚そうな響きｗ館長が自ら館内を案内し、

ディープな話を時間無制限で聞かせてくれるそうです。館長の名村さんは、娘さんがもらったディスク・オ

ルゴールのあまりの完成度の高さに感動して、オルゴールを集め始めたそうな。面白いですね。

　一度は訪れてみたいなぁと思う場所でした。えーと、演奏会コースでｗ



2009.10.29 「BAYONETTA」

　今日の「トロ・ステーション」は、「BAYONETTA」です。

　今日は「BAYONETTA」の紹介です。冒頭からジュンもいますね。カズイさん、ＰＳ３を持っていたら

ぜひほしかったソフトです。持っていないのでほしくないですが (笑)。ああ、そうか、ジュンのメガネと

ピストルはベヨネッタ意識だったのですねｗ手がこんでいるなぁ。

　そしてみんなでベヨネッタの冒頭をＰＶ風に紹介・・・でもキャラがキャラなのでほんわかしすぎてまっ

たくイメージが違いますねｗとりあえずなんとなく話はわかりましたが。

　アクションゲイムとしては、爽快感をまず意識してつくった、という感じがしますね。両手足に銃まで

つけて戦うとかすごすぎますｗウィッチタイムもいいアイディアですね。ますぎりぎりでの回避が難しそ

うですが。

　そしてベヨネッタの写真集紹介とともに、完全にコスプレしたテレビさんがｗこれを狙っていたんです

ね！ジュンのレベルをはるかに超えています・・・さすがテレビさんｗ



2009.10.30 「引っ越しの極み」

　今日の「トロ・ステーション」は、「引っ越しの極み」です。

　週トロへの引っ越しって、物理的にも引っ越しなんですねｗ

　そんなわけで、クロがトロへ紹介したのは究極の引っ越し「極引越（きわみひっこし）」。盗聴・盗撮調

査やシック症候群・建物調査、引っ越し先の周辺調査などをやってくれるそうです。あとは風水によるア

ドバイスや地震対策調査、レイアウトアドバイス、そして手打ちそばサービス！ (笑)　さらにご近所挨拶

（それは自分でやれよって感じですがｗ）やメンテナンスの奉仕サービスを受けられるそうな。

　ただし、値段は 100万円からなんだそうでｗそりゃあそうだよなぁ。早々に諦めるトロ (笑)。

　そしてクロに手伝ってと言ったら脱兎のごとく逃げて笑いました。早すぎる・・・。そこに今度はピエー

ルが様子を見にやってきて、風水の蘊蓄を伝授。引っ越しをしたらまず掃除をするのがいいそうです。玄

関は特に清潔に！もしなにか飾るなら観葉植物がいいそうです。

　と話をしているうちに時間が来てしまったピエールは、片づけることなく退出ｗ続いてスズキがやって

きました。今度は引っ越し業者の選びかたを教えてくれることに。ますは口コミで評判をチェックするん

ですね。３社ほどまでしぼったら、ちゃんと自宅まで来てもらった上で見積もりを出してもらうといいそ

うです。そして強引すぎる業者は警戒せよと (笑)。スズキは苦労しているんですねｗ

　スズキのあとにジュンも来たけど、ジュン枠の話をしただけで帰ってしまいました (笑)。そこに今度は

リッキーが。手伝いに来たのではなく、段ボールハウスの作り方を説明しに来たというので、追い返すト

ロｗ結局最後はカズイさんに頼ってきましたが、画面の前からではなにもできませんから！ｗでも見つめ

られてかわいかったです (笑)。



2009.10.31 「トロとクロの引っ越し」

　今日の「トロ・ステーション」は、「トロとクロの引っ越し」です。いよいよですか。

　スタートからしてあまりにもの悲しくてふきましたｗ別れの曲でしたっけ・・・淋しいなぁ。と思った

ら、あと 10日くらいは居座るんですねｗ週トロの開始が予想よりも遅れたからですかねぇ。そしてクロと

テレビさんもしんみりしていて、ほんともの悲しいｗ

　ラストが男坂なのはふきました (笑)。



2009.11.01 「トロステ傑作選＆週トロ情報１」

　今日の「トロ・ステーション」は、「トロステ傑作選＆週トロ情報１」です。

　そして何事もなく続く (笑)。

　週トロまではずっと再放送みたいな感じなのですね。今回は第 704回の「くせ者、しゃっくり！」です。

　クロが酒場で聞いてきたしゃっくりの止め方は、「レモンの絞り汁を飲む」ということでした。苦そうで

すねぇ。おちょこに１杯の酢でもいいそうですが、そんなに飲める自信がないですねｗもしくは、スプー

ン一杯の砂糖を舌の上に乗せ、そのまま飲むかゆっくり溶かすかという方法もあるそうです。スプーン一

杯って・・・それも結構な量ですよねぇ。

　東南アジアのタイやカンボジアでは、なにかを盗んだと言って、子どもが泣き出すまで責めてしゃっく

りを止めるそうな。しゃっくりが止まる前にトラウマになりそうですねｗまたメキシコでは、赤ちゃんの

眉間に赤いものを貼って止めるんだとか。胡散臭いｗ

　日本で定番なのは、いきなり質問をすることですね。中でも「豆腐の原料は？」「菜の花の色は？」「ナス

の色は？」がメジャーだとか。豆腐しか聞いたことないなぁ。

　アメリカで確実に止まると言われている方法では、まず息を吸って止め、扉の前に立ち、両手を伸ばして

上の枠を掴み、重心を正面にかけたうえで、枠を押すように腕を伸ばして身体を弓なりにし、そのまま 30

～40秒キープするというのがあるそうな。ほほう。今度出たらやってみようｗ

　ヨーロッパでは、ハゲた人を３人思い浮かべたら止まると言われているそうです (笑)。なんというお手

軽感。

　他には、人差し指を両耳に入れて、やや強めに 30秒ほど押すという方法もあるそうな。あとは舌を引っ

ぱる方法ですね。カズイさんは大抵舌を引っぱって止めています。まあ止まらないこともありますがｗ

　ここで再放送は終了。次は週トロについての情報です。基本的には毎週金曜日にまとめて何本かの

ニュースが配信されるそうな。サービス開始の 11/11だけは、水曜日ですが特別に配信するそうです。Ｐ

Ｓ３のみなさんはこの 11日のトロステで手続きしないとせっかく買ったアイテムなどを引き継げないそう

なので、お気をつけて。



2009.11.02 「トロステ傑作選＆週トロ情報２」

　今日の「トロ・ステーション」は、「トロステ傑作選＆週トロ情報２」です。

　今日は第 11回の「アメリカンジョーク」の回を再放送です。

　「アメリカ人にはどうすればなれるの？」というトロの質問に、「アメリカンジョークを覚えればいい」

と答えるクロが面白すぎますｗいや違うだろ！ｗそしてここからクロのアメリカンジョーク講座が。

　ひとつめは、「なにか冷たいものはありますか？」と聞かれたときの切り返し。「あるよ、マイワイフ」。

ちょｗ

　ふたつめは、裸で帰ってきたトロにクロが「強盗にあったのか？だから気をつけろって言ったのに・・・」

と言ったら、トロが「だから最初から裸で行ったんだ」。・・・そのツボはわからない！

　みっつめは、振られたクロが、月に一度は元恋人のことを思い出してしまうという話。理由は、プレゼン

トしたもののローンがまだ残っているからｗせつねー。

　よっつめは、トロが悪魔になって登場。３つ願いを叶えてくれるという。ただし、願いを増やすことや

不老不死はなしで (笑)。するとクロは「まず自分が健康なうちに残りの２つの願いを叶えてくれ」と、次

に「自分が若いうちに最後の願いを叶えてくれ」と、そして最後に、「まだ願いが決まってないから 100年

後くらいにもう一度聞きにきて」と。あれ、これって矛盾しているように見えて、実は「願いを増やす」こ

とをしているじゃないですかｗつまりなしでしょう。どこを笑えばいいんだ・・・。

　そして終わり方が唐突すぎて笑いました (笑)。そうか、以前はこんな感じだったのか・・・。

　さて、後半は週トロの情報です。プラチニャ会員には、ニュースそのものの特典もあるそうな。そして

バックナンバーがいつでも読めるようになるそうです。続きはまた明日。



2009.11.03 「トロステ傑作選＆週トロ情報３」

　今日の「トロ・ステーション」は、「トロステ傑作選＆週トロ情報３」です。

　今日は第 298回の「だいたい 10分クッキング１」の再放送です。

　クロのコーナーだったんですねｗ１品目は「塩ヌードルの炭焼き職人風」だそうです。簡単にいうとイ

ンスタントラーメンのカルボナーラなんですって。材料は袋ラーメンの塩味と、粉チーズ、そしてラーメ

ンで通常使う量の半分程度の水だけでいいそうな。

　作り方は、まずフライパンに水を入れて温め、水が沸騰してきたら麺を入れて、箸でほぐしていく。ただ

しあんまりやわらかくなりすぎないように注意すること。続いて火をとめ、粉末スープを投入。量は袋の

半分くらいでいいそうな。そして粉チーズをかけて素早く混ぜる！これでもう完成です。

　本当に簡単ですし、美味しそうなので今度つくってみようと思いますよ。

　さて、後半は週トロの情報。今回はデータの引き継ぎについてですが、お部屋アイテム・お庭アイテム・

おくりものアイテム・所持みャイルはすべて引き継げるそうです。あとＰＳ３の人はニャバター用のアイ

テムも引き継げるそうな。

　一方、引き継げないデータもあり、メダルや福袋、ルーレット券・みャイルルーレット券・仕立て券が該

当するそうです。すべてＰＳ３の方でしょうね、聞き覚えがないのでｗあとはお庭とお部屋のお気に入り

データも引き継げないそうです。確かに、引っ越しするのだから当然ですよね・・・。

　コスプレゲームについては、ＰＳＰの人は持っていた持っていないに関わらず、プラチニャ会員になる

と遊べるという仕組みになるそうです。つまり、今まで買っていなくて、新しくプラチニャ会員になる人

がお得ということですねｗ買っていた人になんの救済もないのかー。そのあたりがちょっとケチだなぁと

思います・・・。完全に向こうの都合での仕様変更なだけにｗ



2009.11.04 「トロステ傑作選＆週トロ情報 4」

　今日の「トロ・ステーション」は、「トロステ傑作選＆週トロ情報 4」です。

　冒頭からクロがやさしくて気持ち悪いのですが・・・(笑)。最近のクロは本当にデレ期ですよね。引っ越

しのせいなのだろうかｗ

　今日は第 447回の「超クロ魔術？」の再放送です。

　これは数字を使った有名なマジック（？）ですね。ほら、誕生日を当てるのとか、それと似たようなもの

だと思います。結局どの数字を思い浮かべても、二桁ならそうなるように表をつくってあるのではないで

しょうか。・・・って、あれ？種明かしのないまま終了なんですか？ｗ

　さて、週トロの新情報。今回は新しい部屋と庭について。ＰＳ３版ではこれまでどおり部屋の模様替え

などが楽しめるそうです。羨ましいですね。逆にＰＳＰ版は家具付きの部屋なので模様替えはできず。今

だって決まったものしか動かせないのに、さらに劣化ですか・・・哀しいですね。

　庭は今までどおり花を育てたりできるそうですが、ＰＳ３版のほうはさらに進化して、風鈴など上から

つるすものも飾れるようになるとか。そちらばかり進化していますねｗ

　今日はやけに短かった気がします。



2009.11.05 「トロステ傑作選＆週トロ情報 5」

　今日の「トロ・ステーション」は、「トロステ傑作選＆週トロ情報 5」です。

　今回は第 804回の「地球は何回静止したの？」です。あ、これは見た記憶がありますね。再度感想を書

くのは面倒なので大変なので、過去の記事をご覧くださいませｗ

　さて、今回の新情報は買いものについて。ＰＳ３版では「みャイル百貨店」というものができて、すべて

みャイルで買えるようになるそうです。一方ＰＳＰ版では、クロの雑貨店はそのままで、他にプラチニャ

Ｐ会員専用の「みャイル SHOP」がオープンするそうです。これって実質、会員にならないとみャイルで

の買いものはクロのお店でしかできないということですよねぇ。ほとんど更新されない場所なのに orz

　あとは２日から週トロの公式サイトもオープンしているのでチェックしろということでしたｗ



2009.11.06 「トロステ傑作選＆週トロ情報 6」

　今日の「トロ・ステーション」は、「トロステ傑作選＆週トロ情報 6」です。

　クロが遅いと思ったら、プロデューサーに無茶な要求を突きつけていたようです。曰く、プラチニャＰ

会員がたくさん増えたら「クロ・ステーション」をやってもいいとｗちなみに、カズイさんのなかで「たく

さん」は３つ以上、もしくは３人以上だからあっという間ですね・・・。

　で、今日は第 171回の「祝日のはなし」の再放送です。

　そうなんですよね、日本人は働きづめな印象があるけど、実は祝日は先進国の中では最多なんですよ。よ

うは、１日に８時間（大抵の人が多分実質的にはそれ以上ｗ）働いているのが長いのではないか、という感

じがします。シエスタとかあればいいのに・・・。

　ここで海外の祝日についてのクイズ。実際にある祝日は？→ボクシング・デーだそうで。これは格闘技

のボクシングではなく、クリスマスの翌日などに、郵便配達員や使用人にプレゼントをあげる日で、「ＢＯ

Ｘ（ing）」に由来しているそうですね。

　続いて、アメリカに実際ある祝日は？→コロンブス・デー。コロンブスがアメリカ大陸に到達したこと

を祝う日だそうです。

　次はスリランカで毎月ある祝日は？→満月祭。満月のたびに祭なんて楽しそうですね。・・・３ヶ月も

やったら飽きるかもしれませんがｗ

　さて、週トロの新情報ですが、今回はニャバターのきせかえとファッションショーについてなので、Ｐ

ＳＰ版のほうはほとんど関係がありませんね・・・。いい加減ニャバターまわりももう少しなんとかして

ほしいところですが。一応おさらいしておくと、着せ替え自体はこれまでどおり無料で、アイテムをみャ

イルで買えるようになった分幅が広がったそうです。その分、ファッションショーに出られるのはプラチ

ニャＰ会員だけになりました。見たり投票したりは無料でもできるそうですよ。



2009.11.07 「トロステ傑作選＆週トロ情報７」

　今日の「トロ・ステーション」は、「トロステ傑作選＆週トロ情報７」です。

　今日は第 142回の「敬語のはなし」を再放送。

　始まってそうそう、小芝居入りましたね (笑)。敬語として正しい方を選択していくという、ちょっとし

たクイズです。「いらっしゃる」「おいでになる」「お聞きになって下さい」「ご覧下さい」「召し上がる」「ど

ちらになさる？」２択でしたが、もう一方はすべて謙譲語だった気がします。詳しい解説がまったくない

のでアレですがｗ昔のって短くてあっさり終わりますよね…。

　さて、週トロの情報。今回はゲームセンターについて。ＰＳ３版では、コスプレゲームはすべてゲーム

センターにて無料で遊べるそうです。もちろんみャイルも稼げるそうな。そのかわり、カプセルポンポン

は従来どおり有料だそうですが、そもそもＰＳＰ組には関係ありませんからねｗ

　今回は全体的に短かったです。



2009.11.08 「トロステ傑作選＆週トロ情報８」

　今日の「トロ・ステーション」は、「トロステ傑作選＆週トロ情報８」です。

　今日は第 314回の「苗字の話」です。話が漢字だったり平仮名だったり統一感がないのが気になりますｗ

　日本の苗字って 29万以上もあるのですね。ベスト 10にはおなじみの苗字ばかりずらりｗここで１位の

スズキと４位のピエールが一瞬だけ登場しアピールしていきました。面白すぎるｗちなみにトロの井上は

15位なんですって。

　珍しい苗字、読めないようなのがたくさんありますよねｗ「春夏秋冬」でひととせとか、「小鳥遊」でた

かなし（これは結構有名か）とか、「一」でにのまえも面白いですよね。「二」だとしたながさんになるそう

です (笑)。「月見里」でやまなしってのもオツですね。

　さて、週トロの情報です。今日は「右脳ランキング・バトル＆ピクチャーしりとり」について。またＰＳ

３オンリーなんですかね？ｗＰＳＰ版はほんとなんにも変わらない…。ちなみに↑は、ゲームセンターで

無料で遊べるそうですよ。



2009.11.09 「トロステ傑作選＆週トロ情報９」

　今日の「トロ・ステーション」は、「トロステ傑作選＆週トロ情報９」です。

　今日は第 431回の「にゃぜにゃぜ質問箱」です。発音しづらいですねｗ

　クロ先生が答えてくれるんですね。最初の疑問は「洋式トイレのふたはなぜあるのか？」。これはもとも

とトイレが欧米ではお風呂場や洗面所と一緒にあったからで、トイレの中にうっかりものを落とさないた

めなのだそうです。あとはトイレに座ってお化粧を直したり、臭いを防いで見た目を良くするという側面

もあるのだとか。なるほど。

　続いて、「フルーツポンチのポンチって何のことですか？」。ポンチはもともとパンチだそうです。そし

てさらにひもとくと、パンチはヒンズー語で「５」という意味なんだそうで。つまり「５種類の材料からで

きた飲みもの」という意味なんですって。面白いですねぇ。ちなみに５種類というのは、水・砂糖・スパイ

ス・レモンジュース・お酒。スパイスってｗそれで大正時代にこの飲みものにフルーツを入れたものを発

売し、政治風刺画のポンチ絵とかけて「フルーツパンチ」という名前になったそうです。意外に奥が深くて

びっくりしましたｗ

　次は「ミョウガを食べるとおバカになるって本当ですか？」初めて聞きましたがｗ科学的根拠はまった

くないそうです。昔お釈迦様の物忘れの酷い弟子が、自分の名前さえ忘れるので首から名札を提げていた

のですが、その人が死んだときにお墓に見慣れない植物が生えてきて、いつも名前（茗）を首にかけて（荷

なって）いたことにちなんで「茗荷」と名づけられたそうです。

　そして再放送が終わったあとに、クロの小ネタがｗ本当にクローンだったら面白いのになぁ。

　さて、週トロの情報。またゲーセンの話…今日はＰＳＰ版には新情報がないと言いますが、今日だけじゃ

なくてここ数日全然ないのですがｗＰＳ３版のゲーセンは台を定期的に入れ替えるのでまんべんなく遊ん

でほしいということでした。いやぁ、それこそプレイヤー側の勝手だと思うのですが (笑)。どれで遊ぼう

が、無料のゲイムなのだから自由じゃないですか？みんな自分が得意なみャイルの稼ぎやすいもので遊び

たいだろうし。それを台入れ替えと称して強制的に限定しちゃうのは、個人的にはどうかと思います。ま

んべんなく遊ぶことによってもっとメリットがあれば別なんですけどねぇ（コンプリートするとなにかも

らえるとか）。



2009.11.10 「トロステ傑作選＆週トロ情報１０」

　今日の「トロ・ステーション」は、「トロステ傑作選＆週トロ情報１０」です。

　今日は第 18回の「アメリカンジョーク　その２」の再放送です。よりによってこれでしめるんですかｗ

しょうがない、つきあいますか…。

　その１。トロがクロに「船乗りになりたいけど泳げない」と相談する。するとクロは、「そんなの気にす

ることないよ。オレっちはパイロットだけど空飛べないし」。ちょｗ　あ、でもこれはわりとまともです

ね。まだわかりやすいです。

　その２。前の車が速度オーバー。免許証出してというトロに、クロは「世のなかには違反者いっぱいい

るのになんてオレっちだけ～」と言います。そこでトロが「釣りをする人が川にいる魚を全部釣るわけが

ない」と。なるほどｗなんだかこの回のアメリカンジョークはちょっと教訓めいたものが入っていますね。

　その３。トロがクロ監督に崖から飛び降りるシーンなんて無理だと訴えます。「死んじゃったらどうする

の？」と心配そうなトロに、「大丈夫、これがラストシーンだから」…死んでもいいって答えちゃうんです

ねｗ怖いなぁ、ジョークとはいえ。

　その４。トロは自分を世話してくれる飼い主を神さまだといい、クロは世話をされる自分が神さまだと

いう。無駄に奥が深い話ですねｗ

　さて、週トロの情報。今回はＤＬ方法について。いつもどおりＰＳストアからのＤＬになるそうです。

予定では明日の午後の早い時間帯、とのことですが。どうせカズイさんは明後日くらいになるでしょうか

ら問題ないですね！ｗ

　そして最後ということで、ニャバターで部屋におよばれ。３匹で寝転がっている様子がかわいいですｗ



2009.11.11 「旅立ちの朝」

　今日の「トロ・ステーション」は、「旅立ちの朝」です。いよいよですか…。

　クロとトロがそろって頭に手ぬぐいをかぶっているのがかわいかったです (笑)。しかし意外とあっさり

終わってしまいましたねー。荷物を運ぶのはテレビさんの役目なんですか。

　記事は短くなってしまいますが、一応週トロと分けますね。



2009.11.11 創刊号「あいさつ」「ＰＳ３紹介」「ナンジャタウン」

　さて、カテゴリもきっぱりと分けることにして、新しく開始です。

　ちなみにカズイさんは、当面無料会員で行く予定です。なぜかというと、有料になったところで、限定

ニュースの感想をここに書いていいのかよくわからないのでｗもともと自分の備忘録として書いているの

に、書いちゃ駄目な内容があると本末転倒のような気がするんですよね。それに現状ではＰＳＰ版の特典っ

て過去のニュースが見られるということくらいで。庭に興味がなければお庭グッズもいらないですしｗ

　それにしても週トロ、１動作１動作がすごく重いのでイライラします。余計なギミックなどつけなくて

いいのでサクサクと動くものをつくってほしかったです…誰もトロステにそんなもの求めていないと思う

のですが (笑)。

　今回の配信は３本。特にタイトル等がないので、便宜上左から１本目・２本目・３本目とします。

　まず１本目。トロとクロからの、配信開始の挨拶ですって。お祝いにニャバターもかけつけています。

しかしあれだ、どうもプロデューサーさんが出しゃばるようになってから、どんどん面白さが落ちている

ようなｗ露骨にこういうキャラが出てくると結構萎えるんですよねぇ。メタ的な感じで (笑)。どうせなら

かわいいうさぎにすればよかったのに、ジュンとかぶるからかな。

　で、内容は新型ＰＳ３の紹介でした。ぐだぐだした流れのまま紹介が始まったので、なんだかぴりっとし

ませんね。しかし新型すごいですねぇ。厚さ・体積・重さ・消費電力が初期モデルの３分の２だそうです。

そしてＰＳＰＧｏも紹介。今お店で買うとスタートキャンペーンのプロダクトコードがついているんです

ね。あとは 11月中にＰＳストアで累計 5000円以上の買いものをするとＰＳＮチケット 500円がプレゼン

トされます。

　続いて２本目。ナムコのナンジャタウンにトロとクロが登場するという話題。なんかいろんな猫が集う

ステージをやっているそうで (笑)。先月末にも出たそうですが、今月 15日にまた出るそうですよ。お近く

の人は行って見てはどうでしょうか。…というかこれ、サービスでもなんでもなく普通に宣伝でしたねｗ

　次３本目。これが次回予告みたいですね。収録後にみんなが集まる居酒屋「小料理屋９８０円」(笑)。何

回もクロに「プラチニャＰ会員増えなかったらどうしよう」と言わせるところがあざとい！ｗ２匹からあた

りまえのように家を取りあげてしまいましたからねぇ。やり方が全体的にえげつない気がしますよ…。そ

してビールを飲む音が相変わらず気持ち悪いです (笑)。も、もっとマシなＳＥつけてください orz

　次回は金曜日配信なのですが、トリコとミクのネタのようです。トリコ楽しみ！でも、２本って言って

いたから、通常どおりの配信のはずだけど２本と次回予告だけなんですかね？ｗ話では数本まとめてとい

うことでしたが、確かに２本でも数本だけど、ぎりぎりという感じがｗやはりプラチニャＰ会員のことだ

けを考えてあるのかな。しょうがないけど。



　それにしても動作が重いです。そしてロードが長い！改善されるならともかく、悪化するのはどうして

なのでしょう (笑)。週トロになって、いいと思えたことがまだひとつもないのがかなしいところです。動

きがカクカクしていますしｗあ、トロステのアーカイブなんてものがあるんですね。これはいいかも。あ

とで見て感想をあげたいと思います。おそらく見ていないものがたくさんありそうだ。

　というわけでまあ、今後もぼちぼち感想を更新していくと思いますので、よろしくお願いいたします。も

ちろん他のゲイムの感想もうｐしますよ (笑)。まだ大神をやっています。あとクルトンは半額になってい

たので結局買ってしまいましたｗ



2009.11.14 第１号「人喰い大鷲トリコ」「初音ミク -Projext DIVA-」

　今回は「人喰い大鷲トリコ」の特集と、「初音ミク-Projext DIVA-」のコラボ企画だそうです。

　まず１本目から。なんと上田さん自身がゲスト出演しています。これは貴重です。24時間マラソン以来

ですね。

　トリコは主人公にとっていろんな側面を持った生きものですが、生態的にもレーティング表現的にも人

を食べたりはしないそうですｗこのゲイム内の地方の人間が勝手に「人喰いの大鷲」と呼んだだけなので、

人喰いでもなければ大鷲でもないということらしいですね。上田さんいわく、トリコは相棒とともに障害

を乗り越えるゲイムになるそうな。

　上田さんは、動物が人の営みとはまったく関係なく生きているさまが好きだそうです。どの動物が好き

かという問いに、名前を呼ぶと寄ってくる程度の知能を持った動物、と答えたところがとても上田さんら

しいと思いました (笑)。

　続いて２本目。なんと、週トロ１回目ということで、クロのためにミクがゲストに。ジャンピング土下

座でお願いしたそうですｗそしてさらに、クロはミクのために曲を作ってきていました。それがクロを褒

め称える内容で、最後に「うひゃっほー」(笑)。笑いましたｗさらにテレビさんの歌まで…。今回、タライ

の代わりにネギが降ってくるんですね、芸が細かいです。さらに、ここでトロが合流（合流の仕方がまた笑

えましたｗ）。最後にトロの歌を披露。

　そして今回もおまけで、みっくみくを踊りまくるトロとクロｗ残念ながらＰＳＰ版ではミクが踊らない

ので、どの程度シンクロしていたのかはわかりませんが、普通にかわいかったです。

　さて、３本目はトロとクロによるＩＣＯごっこだそうでｗと思ったらニャバターも参加か。トロと手を

繋いで歩いている姿がかわいらしいですねー。途中城とは関係のない映像もありましたがｗそしてさらに、

ワンダと巨像ごっこまで！クロが巨大化して巨像役で登場したのですが、大きすぎて胴体しか見えません

(笑)。そのうちトリコごっこもやるそうですが、ストーリーが判明しないと到底無理ですねｗ

　最後は「小料理屋９８０円」です。週トロオリジナルマークというか、クロオリジナルマークじゃないで

すか！でも言われないと気づかなかったですね。こういう裏話は面白いかも。来週のトロステは、マクロ

スＦの劇場版と、ロロナのアトリエの特集をするそうです。やっぱり２本ずつなんですね…。



2009.11.21 第２号「マクロス F 劇場版」「ロロナのアトリエ」

　今回は「マクロス F 劇場版」と「ロロナのアトリエ」の紹介だそうです。

　まず１本目から。カズイさんはマクロスＦを見ていなかったので、まったくもって興味がないのですが、

一応見てみますｗ

　そして今回もコスプレで登場するテレビさん。あ、どうでもいいけど、カズイさんこの週トロで初めて

マクロスＦの主人公の顔を見ました(爆)。こんなキャラが主人公だったんですね！？大抵シェリルとラン

カしか映らないので全然知りませんでした…ｗ

　そんでもってトロとクロがどこかに飛んでった…文字どおり飛んでった！！ (笑)この演出は酷いｗ最近

のトロは、クロと一緒になんでもやっちゃいますねぇ。以前の恥じらいはもうないようで…ｗ

　そして場所を移動して、アニメ監督の河森さんにインタビュー。すごいですね。可変ロボットの第一人

者でもあるとは。マクロスＦについては、７のときに変えすぎたせいで、「Ｆではこれ以上変えないで」と

言われてしまったそうで (笑)。そのためあえて集大成的なものにしたそうです。なるほど、面白いですね。

　学園ものにしたのも、どの世代でも受け入れられるようにという配慮があったそうです。あ、マクロス

Ｆって学園ものなんですか？ｗそれすらも知りませんでした。まあいずれは見てみたいと思っているので

すが。

　主人公の造形についても、毎回変えようと決めていたそうで。天才パイロットや歌だけで戦うのはもう

やってしまったし、一般人ぽいのもやってしまったから、あとはどうしようと考えたときに、Ｗヒロインに

ひけをとらないよう、彼女たちよりも美人な設定にしようという案が浮かんだそうです。なんという斬新

さｗそれで美人設定でも許される女形という設定になったんですね。

　歌のふたりも、最初はストリートライブをやるような立場だったのに、アニメの放映と一緒にどんどん

有名になっていった感じがします。なにせ、アニメを見ていない人まで知っているくらいですからねぇ。

　さて、ここからは劇場版の話です。劇場版は前後編なんですね。三角関係をじっくり書くために分けた

そうです。テレビシリーズを見ていない人でも大丈夫なように構成されているそうですよ。特に後編は、

テレビシリーズの原型をほとんどとどめていないそうですｗそれもすごい話だ。

　そしてさらにいろいろ聞いたところでタイムアップ。今まではイラストだった監督が写真で登場し、その

場でサインを描いてくれました。顔がキリっとしているかたでびっくり (笑)。そしてできあがったサイン

もトロクロが載っていて笑いました。こういうバルキリーをささっと描けるのって本当にすごいですよね。

　さて、やっと２本目。１本目がかなり長かったですｗ今度はロロナについてですね。



　スズキがやってきたと思ったら、そこにはなぜかニャバターしかいないｗ（というか、部屋じゃなくなっ

たから部屋って言えないのが面倒ですｗなんて言えばいいんだろう。空き地？）そしてスズキが持ってき

たのは、「ロロナと覚える最新科学」という本。

　そして次の場面ではなぜか、そのロロナのアトリエの舞台からトロクロが登場ｗ相変わらずなんでもあ

りですね。そしていきなりアトリエを任されたロロナを手伝うことに。クロ、「ハガレン全巻読破済みの錬

金術通」って、それはないｗ錬金術のなにを知っているというんだ！ｗ

　ここで突然城からの使いがきて、アトリエの営業許可を取り下げられたくなかったら、指定したものを

つくってこいという。なるほど、そういう話なんですね。流れ的には、まずレシピで作り方を覚え、材料を

集めて、錬金術、という感じですね。そして最後にスズキとニャバターのシーンに戻って終わりました。

　今回のおまけは、収録しきれなかった河森監督のインタビューのようです。さっそく見てみます。歌が

好きな理由や、大空が好きな理由など、専門的なことも含めていろいろと語ってくれていました。カズイ

さんはほとんどわからなかったですが (笑)。

　そして最後はいつもの「小料理屋９８０円」。冒頭で見事にフリーズしましたｗこんなにきれいにフリー

ズしたのは初めてかもしれません。大丈夫か、週トロ。動作が全体的に重いんですよね、ほんと。再起動

したらちゃんと見れましたが。次回は「ファンタシースターポータブル２」と「とある科学の超電磁砲」の

２本立てだそうです。



2009.11.28 第３号「ファンタシースターポーターブル２」「とある科学の超電磁砲」

　今回は、「ファンタシースターポーターブル２」と「とある科学の超電磁砲」の紹介です。

　さて、今週も見ましょうか。また小料理屋でフリーズするらしいという情報もありまして、不安なので

すが…。無料で楽しませてもらってなんですけど、やっぱり最低限のつくりはしてほしいところです。

　まず１本目は、「ファンタシースターポータブル２」の特集です。ゲイムを紹介したいのに、クロがいな

くて困っているところに、ヒュマ男の後ろに隠れたクロが登場ｗ何食わぬ顔で説明を始めました。なるほ

ど、ＰＳＵと世界観が一緒なんですね。そしてガーディアンの代わりに、リトルウィングという何でも屋

になって働くと。

　次にクロがキャス男の陰に隠れて登場。それにしても、説明の仕方であれ？と思ったのですが、ＰＳＰっ

てもともとアクションゲイムじゃないんですっけ？ｗ一応ＲＰＧってことになっているんですかね？「ア

クションゲイム的な要素も入っている」というか、ずっとアクションそのものだと思っていましたが。ク

ロ曰く、基本はＲＰＧだそうで。そうだったのか。そしてリトルウィングではなくクロウィングに入れら

れるトロ。やはりアホの子ですねｗ

　今度はニュマ子の後ろにいます、クロ。喋りがちょっとキモイですｗここではキャラクターの作り方を

説明。しかしこういうのって、実際に購入する人でなければ見てもあんまり意味がない気がするんですけ

どね。

　そしてここでやっとクロがネタ晴らしを。今回のＰＳＰ２ではトロ・クロが一緒に戦ってくれるんです

ね。それはちょっと面白そう。あと、開発はアルファ・システムなんですか。なるほどー。まあやらないと

思いますけどね (笑)。

　続いて２本目は、「とある (ry」クロのおすすめアニメということで紹介です。いきなりＯＰ曲に合わせ

てのキャラ紹介が。音が大きすぎて割れまくってましたけど大丈夫ですか？ｗそれにしても、見事に女キャ

ラばかりですね…これはクロが気に入るはずですｗしかも禁書の「うるさい黙れ」ネタまで仕込むとは…

さすがですウサギさん (笑)。クロは３巻がおすすめなのですね。

　さて、いろいろありましてｗ、ここでアニメのプロデューサーである中山さんが登場。電撃文庫のアニメ

をたくさん手がけているんですね。ここでトロが、プロデューサーはどんな仕事なのかと質問。中山さん

はメーカー側のプロデューサーなので、作品の立ち上げから終了まですべてに関わっているそうです。ク

ロの質問では、「とある (ry」のプロデュースは大変かというもので、これに対しては、アニメ版禁書からの

流れでずっとつきあっている上に、レールガンは漫画が原作のためやり方も違い、また主役も違うので別

のアプローチが必要だったりと、結構大変だったそうですね。

　あとは、レールガンの１番の魅力は何かという問いには、女の子たちのキャラそのものももちろんだけ



ど、その関係性や、普通とはちょっと違う日常が魅力とのことでした。あとはクロの無茶な質問がｗクロ

が暴走しすぎてちょっと憐れに思えてきました…。

　それにしても本当に、週トロになってからはメインのやつが長いですね。数が減った分長さで…という

ことなのかもしれませんが、短いのをたくさんの方が興味のあるものに当たりそうでありがたいところな

んですが。難しいのでしょうねきっと。

　ラストはいつもの「小料理屋９８０円」です。今回はおまけがありませんでした。…って、選択したら画

面に進まずそのままフリーズ後、勝手にＰＳＰ電源が切れました。これは危ないですねぇ。立ちあげるの

にまた時間がかかるので、正直勘弁してほしいところです。全体的に重すぎる…。

　再起動して小料理屋行ったらなんとか見られました。来週はＰＳを振り返る特集とクロのデモンズソウ

ル日記だそうで。今回のレールガンといい、電撃推しですねｗしかもまたクロ枠 (笑)。今後の週トロが

ちょっと不安です…。そして小料理屋を見終わったあともまたブッツリと切れましたｗせめてフリーズは

なくしてほしいところ。



2009.12.06 第４号「ＰＳを振り返る」「デモンズソウル」

　今回は「ＰＳを振り返る」特集と、「デモンズソウル」の紹介です。

　電撃ＰＳとＰＳが今月揃って 15周年を迎えるんですね。なるほど、それでこの企画ですか。

　というわけで１本目なのですが、始まっていきなりクロが教師でトロが生徒で、しかもトロの頭には「灯

台一直線」（誤字にあらずｗ）の文字が (笑)。ちょっと笑いました。1994年から順番に振り返っていくよ

うですが、１年ずつ書いていたらきりがないので割愛しますｗテストに出るところ（？）だけ追っていけば

いいですかね。

　「電プレ創刊号は 1994年 12月発売」「ポリタンの最初の名前はプレタン」「Vol.24の電プレから月２回

刊行になる」「どこいつの発売日は 1999年７月 22日」「電プレ的 2000年の一押しはガンパレ」「セガのＰ

Ｓ２参入は 2001年」「電撃４コマの付録がスタートしたのは Vol.274」「辰巳お姉さんがＳＣＥに入社した

年は 2006年」「Vol.427の表紙は 961プロがメイン」「電プレとＰＳの 15周年は 2009年 12月」

　ところどころどうでもいい内容が入っているのが気になりますねｗあと画面の下の方に出ていた、１年

のまとめが結構面白かったです。急にボールが来たり、とか (笑)。

　続いて２本目、デモンズソウルですね。いきなりクロの土下座からスタートｗ懺悔をするそうです。こ

れまでデモンズソウルを紹介していなかったことに対しての懺悔だそうで。最後にはトロまで一緒に土下

座させられていました (笑)。

　説明を見た感じ、結構ホラーテイストのゲイムなんですかね。アクションＲＰＧという時点で、カズイ

さんには滅法向かなそうですがｗ基本は死ぬゲイムなんですね。BAROQUEみたいだなぁ。にしても、ト

ロステは紹介がうまいので、ついついやってみたくなっちゃうんですよね。

　今回本編が終わったあとに、クロがデモンズソウルで遊んでいる様子をテレビさんが盗撮 (笑)したもの

も流れました。キャラクタークリエイトだけで３時間も費やしていて笑いましたよｗ気持ちはわかります

けどね。

　今回のおまけは、１本目の番外編…と思ったら、いきなりテストが始まって受けました (笑)。うわー、何

気なくテストに出るところだけ書いておいたけど、正解だった！ｗなんという運。もちろん全問正解でき

ました！

　そして最後はいつもの「小料理屋９８０円」。フリーズが心配ですが、一応見てみます。クロは本当にデ

モンズソウルが好きなんですねｗ来週の特集は、「コール　オブ　デューティ　モダン・ウォーフェア２」



と「ＣＥＮＣＯＲＯＬＬ」だそうです。またゲイムとアニメに戻るんですね。ちなみに今回はフリーズせ

ずにすみました。よかったー。



2009.12.13 第５号「ＣＥＮＣＯＲＯＬＬ」「コール　オブ　デューティ　モダン・ウォー

フェア２」

　今回は「ＣＥＮＣＯＲＯＬＬ」と「コール　オブ　デューティ　モダン・ウォーフェア２」の紹介です。

　まず１本目はセンコロール。宇木敦哉監督の個人制作アニメなんですね。今度ストアでレンタル配信さ

れるための宣伝みたいです。

　そしていきなりはじまる「セントロール」(笑)。こういうの好きですよねぇ、トロクロ。そしてオチもい

つもどおりというかなんというかｗ

　実際のアニメは、ある日突然ビルのてっぺんに巨大モンスターが出現、そのモンスターと似たもの（セン

コ）を飼っている主人公のテツと、その秘密を偶然知ってしまうユキのお話。その巨大モンスターを操る謎

の少年が現れて、テツにケンカをふっかけてくるそうです。テツとユキの運命は！？という感じだそうで。

　これをたったひとりで全部手描きというのは、本当にすごいですよね。気が遠くなるような作業だった

のではないでしょうかｗなるほど、「ゲームやろうぜ！」のアニメ版みたいなのがあるのですね。さすが東

京都ｗこんなアニメをつくりたいと企画やパイロット版映像を作成して、ＯＫが出れば資金と環境を提供

してもらえるそうな。

　ここで実際に宇木監督にインタビュー。まだ 30 歳なんですねー、若い！（写真じゃなくて自画像なの

で、絵からは年齢を推し測ることはできませんｗ）アフタヌーンで四季大賞を取ったことがあるほど絵が

お上手だとか。というか、漫画の賞を取るには絵だけでは当然駄目ですから、やはりストーリーの方もか

なり才能があるんでしょう。

　漫画賞の結果を待つ間に、アニメをつくってみようということで作りはじめたそうですが、１本に２年

半かかったそうです。やはりそれくらいはかかりますよねぇ。ちなみに続編は作りたいそうで、でも今度

はひとりじゃないほうがいいと仰っていました (笑)。

　さて、２本目はコールオブデューティ。表紙からしてリッキーが出張っています (笑)。なんか出番多い

ですよね。使い勝手がいいのでしょうか。

　カズイさんはこの手のゲイムは滅法苦手なので、正直まったく興味がありませんｗので、感想は流し気

味で失礼します。

　ほほう、オンラインモードもあるんですね。最近のゲイムはほんと、ネットに繋いでこそ、という感じに

なってきましたね。カズイさんは最近友人とマリカーくらいしか繋いでませんが (笑)。

　しかしこの、トロの挑戦は見ていて心苦しいです…全然面白くない。というか、何回も殺されるのをネタ



にしていいのはスペランカー先生だけですからｗトロがかわいそうなだけですよ、これじゃあ。そしてゲイ

ムそのものの宣伝というより、ＦＰＳがいかに面白いのかを無理やり紹介した内容になっていましたねｗ

　今回のおまけは２本です。他に会員専用も２本あります。１本目は「あなたの力でＢＤ化プロジェク

ト」…またクロがらみですかｗ「true tears」がＢＤ化するかは購入者人数しだいなので、よろしくと。あ

とは第２弾の企画をトロステからも受けつけるということで、適当に投票しておきました（最近のアニメ

は全然見ていないので…）。

　おまけ２本目はクロのＦＰＳ上級者講座。えーと…ほんとすっかりクロ・ステーションですよねｗ週ト

ロになってからクロが前に出すぎな気も。そして教えたものが「エターナル・ノービス・ハント」。つまり

初心者狩りですｗ多分笑うところだと思うのですが、トロがかわいそうすぎて笑えない…どうしちゃった

の、クロ。あとは「天剣絶刀！グレネード乱舞！」（適当に投げても誰かに当たる）、「血塗られた道を行く

復讐の黒猫」（やられてしまったら、相手をしつこく付け回して仕返しする）、「絶対無敵！レスキル地獄」

（復活ポイントに待機していて延々と倒し続ける）…これはクロを嫌いにさせるキャンペーンかなにかなん

でしょうか？ｗ「こんなことをしていたら他のプレイヤーに嫌われる可能性がある」とか濁した言いかた

をしていますが、可能性があるどころか確実に嫌われるかと！で、最後はプレイヤーが助けた形で終了ｗ

なるほど…これがやりたかったんですね。そのためにずいぶんな犠牲を払ったような気がしますよｗ

　最後はいつもの「小料理屋９８０円」です。クロの自主制作アニメには出たくないを選んでみました

(笑)。だってクロの画力じゃひどいことになりそうなんですもんｗさて、来週は「ＦＦ１３」と「プリズ

ン・ブレイク」だそうで。プリズン～って流行ったの結構前のような気がするんですが、新シリーズですか

ね？まあ楽しみにしておきましょう。



2009.12.20 第６号「FINAL FANTASY 13」「プリズン・ブレイク」

　今週は「FINAL FANTASY 13」と「プリズン・ブレイク」です。

　まずはＦＦから。見て最初に驚いたこと。ライトニングって女性だったのですか！？ (笑)そもそもあま

り興味がなったので、情報をあさっておらず、てっきり男性だと思っていました。そしてすごい名前だなぁ

とｗ

　それはさておき、今回のテーマは「決意」だそうです。複数のキャラがどんな決意をして、それがどんな

結果をもたらすのか、というところがキーになるのですね。

　そして、物語の舞台であるコクーン内を観光するトロクロ＆テレビさん。えーと、すでにプレイしてい

る友人が、専門用語がばんばん出てくるのに、解説があとから出てくる用語辞典（？）しかないと言ってい

ましたが、それがよくわかるような内容でした (笑)。兵士さんが、「●●とは～」と逐一説明してくれるの

が面白いｗところがこれは作中には出てこないというわけですね。なるほど、それはわかりづらいわ。プ

レイヤーを世界観に引きこむためには、もっともやってはいけないことのはずなのですけどねぇ。

　戦闘は、新しいアクティブタイムバトル（ＡＴＢ）ということで、ゲージがたまったら動けるのは今まで

どおりですが、そのゲージに区切りがあるのがポイントだそうで。なるほど、行動コストの概念も同時に

入れたのですね。無茶するなぁｗあと、今回は召喚獣に乗れるモードもあるそうで。そのときはアクショ

ンゲイムな感じになるのだそうです。トロクロは段ボールを召喚し、ドライビングモードで車に変形させ

て乗っていました (笑)。そして終了。

　続いてプリズン・ブレイクですね。いきなり寸劇からスタート。なるほど、プリズン・ブレイクとはタイ

トルそのままの脱獄ストーリーなのですね。無実の兄を助けるために、わざと捕まった弟と、力を合わせ

て抜け出すと。

　結構前にも流行った記憶があると思ったら、ファースト・シーズンは 2005年で、今年ファイナル・シー

ズンが放送されたそうです。そして 18日にＢＤＢＯＸが発売されたので、この特集というわけですね。

　このあとは各シーズンのストーリーをまた寸劇で追っていきましたが、クロの若本推しには笑いました

ｗあの方はなにをやらせてもうまいですが、特に合っているそうですよ。あと、みんな頭につけている文

字が面白すぎます！最後のスローモーションの演出も最高ですｗかなり凝ってますねぇ。

　今回のおまけは、とろちゃコラボの結果発表です。最優秀作品は本当にかわいらしいですね！このプラ

イズならカズイさんも欲しいですｗ



　最後はいつもの「小料理屋９８０円」。来週のお品書きは、「らき☆すた」と「週トロファッション講座」

です。ファッション講座はやはりＰＳＰ組には関係ないのでしょうね…。



2009.12.26 第７号「らき☆すた」「週トロファッション講座」

　今週は、「らき☆すた」と「週トロファッション講座」です。

　１本目はＰＳＰ用のソフト「らき☆すた　ネットアイドル・マイスター」の紹介です。らき☆すたは本当

にすごい人気ですねぇ。そしてのっけからセーラー服を着て踊りまくるトロクロ。またかｗかわいいけど、

あんまりナチュラルに女装されるとちょっと複雑です。

　そして唐突に「くろ☆すて」が開始。「こみゃた」ってｗｗクロ枠自重しろと思われていることを、やは

り知っているのですね (笑)。

　さて、ゲイムの内容は、プレイヤーが新米マネージャーとなってネットアイドル声優のたまごたちをトッ

プアイドル声優まで育てあげる、というものらしいです。しかしオーディションのクイズ、ひどいですね

ｗこれ全問正解だったら確かに立派なオタクだと思います。

　それにしても、もっと濃い感じに長く続くのかと思ったら、意外にあっさりと終わりましたね。これく

らいが見やすくていいかもしれません。

　続いて「週トロファッション講座」。なんと、まさかのピエール枠！本当にまさかですよ (笑)。トロと一

緒に番組をつくったそうで。今回は「Lesson１　着回し術を学ぼう」です。もしやリアルの服？と思った

ら、やはりニャバターの服でした orz今回、番組内で紹介した服をそのまま番組内で買えるというシステム

になっているようです。これならプラチニャ会員じゃなくても服を買えるということで、ＰＳ３版の無料

会員への救済措置という感じですかね。

　まあ意外に面白かったです。いろんな服があるんですねぇ。ちゃんと季節に合わせた流行なんかも抑え

てあるようですしねｗ次回はどんなテーマで来るのか、楽しみにしたいと思います。

　さて、今回は会員専用が２つあるためか、おまけはお休みで、「小料理屋９８０円」へ。なんか頭から音

がないなぁと思ったら、また踊り出すトロクロｗ調子に乗ってますね (笑)。来週のお品書きは「アンチャー

テッド　黄金刀と消えた船団」、「トロとお正月」です。「絶好調だぜ☆」が来るんですねｗこれはちょっと

楽しみです。



2010.01.04 第８号「アンチャーテッド　黄金刀と消えた船団」「トロとお正月」

　今週は、「アンチャーテッド　黄金刀と消えた船団」と「トロとお正月」です。なんかまたフリーズする

らしいのですが…怖いですねぇ。

　まずはお正月のほうから。トロクロは着物まで着こなしてしまうのですねｗ…って、見ようとしたら本

当にフリーズ→電源が自動的に落ちました。うーん、大丈夫なのか、トロステ。もう１回やってみたけど

駄目だ。プチって嫌な音がして切れるのがｗ今回は違う方から見てみようと思います。

　ええと、アンチャーですね。ＰＳ３を買ったらぜひやってみたいソフトです。アクションゲー苦手だけ

ど面白そうなので。

　クロいわく、お正月と言えばＢ級アクション映画だそうで。超局地的な慣わしですね、きっとｗそして

いきなり小芝居が…。主人公ネイトの説明で「人並み外れた歴史的想像力」というのに笑いました。どん

なだろう。結局ゲイムを褒めちぎって終わりました (笑)。

　さて、じゃあまたお正月の方を見てみますかね。…おお、いけました。最初にあるのに、最初に見なけれ

ばいいんですねｗなんという不親切仕様。

　冒頭、今年の抱負を決めようとするトロ。ところが思いつかなくて、仲間のところに行ってみることに。

ジュンはカラオケ三昧、リッキーは修行、ピエールはファッションに磨きをかける、スズキは研究資金を貯

める、クロはお酒を飲みまくり、大金持ちになり、モテモテになるといういつも通りな感じでしたｗそし

てテレビさんは晴れ着で登場。凝っているなぁ。そんなテレビさんの豊富は今年こそ地デジ対応だそうで。

リアルすぎてふきました (笑)。最後に、トロの豊富はトロステを頑張るってことでした。

　今回おまけは１つ（もう１つは会員専用）。プロデューサーさんに呼び出された２匹ですが、用件はお年

玉でした。しかもＰＳＰｇｏ…ｗクロの気持ちもわかりますね (笑)。まあどのみちＰＳＰ組はみャイルな

わけですが。

　最後は「小料理屋９８０円」です。店内がちょっとお正月っぽくなっていましたね。来週のお品書きは

「キングダム　ハーツ　バース　バイ　スリープ」と「銀河英雄伝説　 Blu-ray BOX」です。ゲイムとア

ニメの組み合わせが基本なのでしょうかね。



2010.01.11 第９号「キングダム　ハーツ　バース　バイ　スリープ」「銀河英雄伝説　

Blu-ray BOX」

　今週は「キングダム　ハーツ　バース　バイ　スリープ」と「銀河英雄伝説　 Blu-ray BOX」です。

　さて、まず１本目。ＫＨシリーズの新作ですね。カズイさんはいちばん最初のしかやったことがありま

せん（そして苦手意識を受けつけられましたｗ）。

　開始早々、いきなりトロがキーブレード保持者になっています。これまでのシリーズを振り返る寸劇で

すかねぇ。最後のオチがひどかったですが、飛び起きたトロクロはかわいかったです (笑)。

　今回の作品は、シリーズの中でも最も過去の話にあたるそうですね。主人公は３人いて、ひとりずつ主

人公を選んで操作していくそうです。主人公は全部ソラかと思っていたけど、今回は違うんですね。

　戦闘は、基本の○ボタン攻撃、100種類以上の魔法や技の中から登録できる△ボタン攻撃があり、コンボ

ゲージをどの攻撃でためていくかで、ゲージがたまったときに使える必殺技が違うそうです。あとはシュー

トロックといって、ＲとＬを同時に長押しすると、たくさんの敵を同時にロックオンできる状態になるの

だとか。それはちょっと面白そうですね。

　それと今回は、キーブレードが乗りものに変化して乗れるようになるそうです。…あれ、こないだＦＦ

の説明でも似たようなこと言っていましたねｗ乗っている最中はキャラが鎧を身に纏うそうな。普通に動

きづらそうですがｗ

　そして最後のトロの必殺技は、なんだか凝っていましたねぇ。面白かったですｗ

　続いて銀英伝。これはカズイさん、原作本の最初の方と、あとはコミックスしか見たことがありません。

　オープニングがあまりにも本気な仕様でふきましたｗこれは…(笑)。というか、途中クロとリッキーが頭

の名前を変えて連続で出ていただけじゃないですかｗ面白すぎる。そしてキルヒアイスくんはスズキなん

ですね。どういう配役なんだ…。

　そして今回はほぼごっこネタばかりで、特に語れることもなく。面白いのは面白いのですが、キャラク

ターが死ぬシーンを取りあげておいて笑いのネタにするというのは、なんだか人の死をおちょくっている

ような感じがして、見ていてあまり気持ちのいいものではありませんでしたね。確かに面白かったけど、

ノーベル賞とかｗでももうちょっとどうにかならなかったのかなぁと思ってしまいました。あと、頻繁に

入るロードが結構長いのが気になりました。

　最後は「小料理屋９８０円」。トロの長ゼリフは聞きたかったなぁ。来週のお品書きは、「ライトノベル



小説家に電撃インタビュー！」と「ときめきメモリアル４」です。誰にインタビューするんですかね？楽し

みにしたいと思います。



2010.01.17 第１０号「ライトノベル小説家に電撃インタビュー！」「ときめきメモリア

ル４」

　今週は「ライトノベル小説家に電撃インタビュー！」と「ときめきメモリアル４」です。

　ではまず１本目。ライトノベル作家ということで、誰を取りあげるかと思っていたのですが、「とらド

ラ！」の竹宮ゆゆこさんでした。そして編集者の湯浅隆明さんも一緒にインタビューだそうで。面白そう

ですね。

　ああ、竹宮先生はさすがに写真が (笑)。ちょっと笑ってしまいました。

　さて、最初に竹宮先生のデビューまでのいきさつを聞いています。大好きだった国語の先生に「文学賞

を取りなさい」と文集に書かれて、目指したそうです。でもうまくいかずに、ゲイムのシナリオを書いてい

たところ、湯浅さんに見てもらえることになり、デビューに繋がったそうな。

　次に、新作はどうやって始まるのかということ。「とらドラ！」は、デビュー作である「わたしたちの田

村くん」がラブコメでうまくいったので、長く続けられるラブコメをということで、湯浅さんのほうから話

を持ちかけたそうです。作家のほうから話を持ちかけるだけではないのですね。

　続いて、小説ができるまでどれくらいかかるのか。竹宮先生の場合は、プロットを考えはじめてから決

まるまでに１ヶ月、初稿を書きあげるのに１ヶ月、そこからいろいろ修正して１ヶ月という感じだそうで

す。ちなみに、電撃文庫では３～４ヶ月に１冊ペースがほとんどなので、竹宮先生のペースは標準的だそ

うな。早い人は１ヶ月で書いちゃうんですね。書店に並ぶのは、最初の打ち合わせから半年くらいあとに

なるそうです。

　次は小説のイラストについて。一応作家さんに誰がいいかは聞くけど、決めるのはやはり編集さんなんで

すね。挿絵の位置も編集さんが決めることが多いのだとか。竹宮先生は挿絵に関してはほとんどノータッ

チだそうですが、口絵にだけは全力で口を出しているそうです (笑)。

　続いて、小説家を目指す人へのアドバイスだそうで。いちばん大事なのは、いつでも見せられる完成原

稿があるということ。そして、引き出しを増やし自分なりのスタイルを確立しておくことが大事だそうで

す。あとは他人には負けない「強み」を手に入れるといいそうな。

　最後に、今後の予定です。今年は竹宮先生の新作が出るようですね。バリバリ頑張ると仰っていました。

湯浅さんのほうは、電撃大賞の宣伝をしておりました。毎回すごい応募数ですからね。今年もさらに伸び

そうな予感がしますよ。

　さて、２本目はときメモ４ですね。クロと寸劇しながらのキャラ紹介？なのかな。なんかチビキャラが

あまりかわいくないのですがｗ



　最終的にクロが、トロをおとりにしてひとりで高校生活を満喫しようとするのですが、ホラーなテレビさ

んに襲われて笑いました。そしていつもの夢オチです (笑)。ホラーな展開もあるってことなのでしょうね。

　今回珍しく、キャラの紹介だけで終わってしまいましたｗどういうソフトなのか、ときメモをやったこ

とない人にはいまいち伝わりにくかったかもしれませんね。

　おまけは、「とらドラ！」の見所をクロが解説するものと、インタビューの未収録分でした。そして最後

に「小料理屋９８０円」。来週のお品書きは「戦場のヴァルキュリア２」と「魔法少女リリカルなのは」で

す。なんだかすごい組み合わせｗ



2010.01.23 第１１号「戦場のヴァルキュリア２」「魔法少女リリカルなのは」

　今週は「戦場のヴァルキュリア２」と「魔法少女リリカルなのは」です。

　まず１本目はヴァルキュリア２ですね。カズイさんは無印をやっていないのでなんだか興味を持てなく

てスルーしています (笑)。ＰＳ３を買ったらやってみようかな…。

　そしてトロステでは、クロがいきなり戦車に乗って登場ｗもはやなんでもありですね。トロのあきれ顔

が素敵です (笑)。

　それにしても、戦ヴァルって前からこんなにアニメ絵でしたっけ…なんだかキャラがキラキラしすぎて

違和感があるのですがｗああ、でも戦闘はちょっと面白そう。この説明では正直よくわかりませんが、な

んだか忙しそうですね。

　そして当然前作のキャラも結構出てきて、仲間になるんだとか。あとはトロクロのステッカーが戦車に

貼れるそうです (笑)。それはいいコラボ。

　続いて２本目、まさかのなのは (笑)。そしてＯＰでまた踊るのかと思ったら、画面に参加していて笑いま

した。最近こういうの多いですねｗそしておなじみの、テレビさんのコスプレ。毎度気合が入っています。

　なんか、映画版とゲイムの説明を見ても、アニメを見ていないカズイさんにはなんのことだかサッパリ

わかりません (笑)。とりあえず萌えだけにとどまらない熱いアニメだってことはわかりましたが…。

　うーん、今回はどちらも、もとから内容をわかっている人のためのものという感じで、説明不足でした

ね。１回が長すぎると言われて頑張った結果なのかもしれませんがｗ

　そして今週はおまけもなしで、「小料理屋９８０円」へ。来週のお品書きは「エンド　オブ　エタニティ」

と「アルトネリコ３」です。



2010.02.02 第１２号「エンド　オブ　エタニティ」「アルトネリコ３」

　今週は「エンド　オブ　エタニティ」と「アルトネリコ３」です。

　さて、１本目は「ＥｏＥ」。顔文字みたいですねｗまずは世界観から説明ということで、舞台は遠い未来

の地球だそうです。で、地球が大変なことになったので、でかい塔みたいなものをつくって、その中で暮ら

していると…あれ、どっかで見た話だな。（というか、アルトネリコとかぶってませんか！ｗ）

　主人公は報酬と引き替えになんでもやるＰＭＦなんですね。３人しかいないことに驚きましたｗ３人と

もなんだかかっこいいですね。相変わらずグラフィックはすごそうだ。

　バトルはフィールドを移動しながら銃火器で戦うそうです。ロックオンするとゲージが出て、それが溜

まったら撃てる、と。意外に簡単そうですね。でも、ダメージには２種類あって、確定したダイレクト・ダ

メージと不確定なスクラッチ・ダメージがあり、ダイレクトのほうでＨＰを減らさないと最終的に倒せな

いそうです（スクラッチは時間経過で回復するとのこと）。どちらのダメージになるのかは、武器で決まっ

ているみたいですね。逆にこちら側にも２種類のダメージがあり、同じようにダイレクトなトドメで死ぬ

ようです。それはゲージによるのですが、そのゲージを消費して行う必殺技もあるので、どちらを優先す

るのかを楽しむってところですかね。あとは３人でやる必殺技もあるようです。

　あとは武器のカスタマイズ要素もあるようですね。ちょっと面白そう。あとは着替えの要素もあるそう

ですよｗトロクロのＴシャツでコラボしているんですね。

　続いて２本目、アルトネリコ３。すっかり話題作ですね（いろんな意味でｗ）。今作の主人公は蒼都（ア

オト）というそうで、あんまり人名っぽくない名前だなぁ。そして今回は、人がレーヴァテイルの奴隷とい

う衝撃的な設定なんですね。それは知らなかった。

　そしてトロステ中に、まさかのＢＧＭがｗうーん、クロが煩悩ＭＡＸすぎてさすがに引きますね…たま

にやるから面白いんだけどなぁ。というか、脱ぐシステムとか本当に必要なんでしょうかｗカズイさんは

無印だけやりましたが、あれでも充分呆れたんですが (笑)。

　しかし相変わらず曲だけは素晴らしいですね。ということで、カズイさんは２に続きＣＤだけ買いまし

たｗヒュムノスはいいものだ～。

　おまけは２本。東京キャラクターストリートにトロが出店するそうです。そして最後は「小料理屋９８

０円」。来週のお品書きは、「刀語」と「GOD EATER」です。またアニメとゲイムの組み合わせですね。

アニメ枠ってほんとなんのためにあるんでしょうｗゲイムはもともとゲイム宣伝のためのトロステだから

わかるんですけどね。





2010.02.07 第１３号「刀語」「GOD EATER」

　今週は「刀語」と「GOD EATER」です。

　１本目、刀語は１話目を見逃した人のためのダイジェストって。見る予定のない人はどうすれば…(笑)。

それにしてもクロは相変わらずテンションが高いですねｗそして絵柄が、なんか面白い…。

　今回は本当にダイジェストがメインでした。というか、ちょくちょく声優さんの音声が入っているんで

すが、きっとこれを聞かせたかっただけなのでしょうねｗ

　最後に、刀語のプロデューサーであるアニプレックスの鳥羽さんが登場、大河ノベルと同じ楽しみを味

わってもらおうということで、月に１回の１時間番組にしたそうです。なるほど。そして原作が１年を描

いたものなので、同じように時期に合わせた演出をしていくそうですよ。こだわってますねー。毎回ＥＤ

曲が違うとか、すごすぎるｗ

　あ、最後の最後には田村ゆかりさんがｗクロの力はすごいですね…。

　２本目は、注目のゲイムですね。カズイさんも買おうか迷ったのですが、アクション苦手なのに死亡フ

ラグだろうと思ったのでやめましたｗ

　内容的には、50 年後神によって蹂躙された世界を、神を喰らうものたちが救っていく感じなんですね。

ここで主人公の上司だというリンドウさんが登場し、詳しく教えてくれることに。あれ、クロは？ｗ

　なるほど、すべてを捕食する神を同じオラクル細胞を、こちらも武器に使うことでやっつけられるよう

になったのか。そして倒してその素材を持ち替えることが任務だそうです。

　ここでクロパートが。いきなり女性隊員が登場です。えー、今までの流れだと、クロが結局女性と会え

ないことが面白かったのに (笑)。そして戦闘の説明が。ジャンプができることと戦闘がスピーディーであ

ることが特徴だそうで。最大４人で遊べるんですね。あと武器は銃と剣に変形するので、場面に合わせた

選択をすることが大事っぽいです。

　そして２匹が合流。一緒にアラガミを倒すことに。仲間がアラガミから吸い取ったものを、もらって使

うと威力が強いというシステムは面白いですね。意外とよく考えられているんだなぁ。もともとがＭＨと

似ているから、なるべく差別化しようと頑張ったのでしょうね。そして飛んでった犬に笑ったｗそこでピ

エールか！

　今回、会員限定でご当地グルメが復活しているみたいですね。ずっと追ってきたのに見られないのは残

念ですが、会員になるほどでもないので我慢しようと思いますｗ



　最後は「小料理屋９８０円」です。来週のお品書きは「HEAVY RAIN　―心の軋むとき―」と「幸せを

招く　おまじない」だそうです。やっと買う予定のゲイムが！そしておまじないの内容が気になりますねｗ



2010.02.13 第１４号「HEAVY RAIN　―心の軋むとき―」「幸せを招く　おまじない」

　今週は「HEAVY RAIN　―心の軋むとき―」と「幸せを招く　おまじない」です。

　１本目のこれは、ぷれちゃのほうでも公式プレイ動画がＵＰされていますが、本当に面白そうなゲイム

ですよね。今回は紹介の仕方もなんだかいつもと違うみたいなので楽しみです。

　まずはクロとスズキで、これをつくったエライ人から話を聴きました (笑)。４人の登場人物がそれぞれ

違う理由で事件の捜査に関係していき、刻々と迫る時間の中で彼らの覚悟と決意が問われるという、ダーク

スリラーだそうです。プレイヤーの行動選択がかなり自由な上に、物語に影響する行動も相当あって、よ

くこれだけのものをつくったなと感心してしまいますｗ

　今回、ヘビーなアクションパートはクロ・スズキ担当で、子どもと遊ぶとか洗濯機をまわすという比較的

どうでもいいパートがトロ・テレビさん担当なんですね (笑)。ちょっとほのぼのしてしまいました。ああ、

でも日常シーンでも時間配分が必要だったりと結構難しいみたいですね。

　物語に触れていくと、主人公の１人であるイーサンは、折り紙殺人鬼に息子を誘拐されているんですね。

そして子どものために犠牲が払えるのかということで、犯人に様々な難題を突きつけられるそうです。高

圧線のシーンは動画にもありましたが、本当に恐ろしかったですｗ

　２人目の主人公はノーマン。ＦＢＩの捜査官で、プロファイリングと最新の捜査ツールを利用して犯人

を追いつめます。この捜査ツールがまたかっこいいんですよね！

　３人目の主人公はスコット。このおっさんは私立探偵なんですよね。いかにも人情に脆そうな江戸っ子

という感じです。勝手なイメージですが (笑)。

　最後の主人公はマディソン。女性新聞記者だそうですが、そういえばこのキャラだけは動画などであん

まり見かけない気がします。もしかしたらなにかキーになっている部分が多いのかも？

　そしてこのゲイムの最大の特徴は、どの主人公が死んでも話はそのまま続いていくこと。当然マルチエ

ンディングで、そこにこめられた意味はそれぞれに違うそうです。いやぁ、本当に面白そうですね。そし

て最後の衝撃的なオチに唖然としましたｗこれはやばい…。

　２本目は、どうしておまじないかと思ったら受験生用だったのですね。しかもプロデューサーさんから

の指令だとはｗそしておまじないのプロとしてやってきたのは、トロステでおなじみの三輪清宗さんでし

た (笑)。

　さて、クロが「落ちついた部屋に移動しよう」というからどこに移動するのかと思ったら、全然落ちつい

ていない部屋で笑いましたｗ芸が細かいですね。

http://ch.nicovideo.jp/channel/ch197


　それでは受験がうまくいくおまじないその１。家を出る前に鏡を見て「キミは合格する！」と言う。いわ

ゆるひとつの自己暗示ですねｗ自分と同じ姿をした神様がそう言ってくれていることになるそうです。奥

が深い…。

　続いて受験がうまくいくおまじないその２。靴の中に 10円玉を入れておこう！これは、10円の素材で

ある銅には金星の女神が宿っていると言われていて、その中の１人であるアテナは負けない女神なので縁

起がいいそうな。あと、お金は現実の象徴で、それを靴の中に入れると「地に足をつける」ということにな

り、自分の実力をそのまま発揮することができるそうです。

　最後は、会場でできる受験がうまくいくおまじないその３。席に着いたら大きく深呼吸！そして、下を

見て何でもいいから数えよう！だそうな。それからゆっくりと視線を上げていくことによって、天と地の

力を身体に取り入れるそうです。なんかすごく壮大なスケールのおまじないですね (笑)。これも自然体で

試験を受けるためのおまじないだそうですよ。

　そして最後にトロが出したまとめは、「やっぱり自分で勉強しないとダメなのニャ！」そりゃそうだ (笑)。

おまじないはあくまでも、勉強した成果を発揮するためのものですからね。受験生のみなさん、頑張って

ください！と無駄に応援して終わりますｗ

　今回は会員用のおまけコーナーが２つありますが、カズイさんは見られないのでそのまま「小料理屋９

８０円」へ。あー、トロが HeavyRainの方で見た最後のシーンは、テレビさんがトロをたらいで眠らせて

事無きを得たのですね (笑)。これはいい裏話ｗこういう小ネタを毎回入れてほしいなぁ。あと地デジ化を

目指すテレビさんに笑いましたｗさて、来週のトロステは「100万トンのバラバラ」と「不思議な世界へご

招待!?」の２本です。不思議な～は何をやるのか楽しみですね。



2010.02.22 第１５号「100万トンのバラバラ」「妖怪劇場第一幕」

　今週は、「100万トンのバラバラ」と「妖怪劇場第一幕」の２本です。

　１本目はバラバラ。ぷれちゃの方でプレイ動画を見てきましたが、普通に面白そうでした。というか、某

ゲイムに似ていますよね (笑)。現代風にうまくアレンジした感じがいいです。あとグラフィックが全体的

に暖かみがあってかわいいのがいいですね～。

　そしてそんなほのぼのとした世界観のなか、スズキ戦艦が登場ｗこれはすごい (笑)。そして早速スズキ

戦艦を解体作業です。

　バラバラの基本は、タイトルどおり戦艦をバラバラにして、町につく前に落としてしまうこと。一部を

切り離すと一時停止するので、そうやって時間稼ぎをしつつ進めるんですね。そうか、いきなり大きな面

積を落とそうとすると時間がかかるから、その分町に近づいてしまうということか。

　そして、着々とスズキを解体していくティトリとトロクロ。牢屋に捕まっているのがプロデューサーさ

んだとわかるやいなや、クロがそこを切り落として笑いましたｗグッジョブすぎる。今回は短く、そして

わかりやすくまとまっていてよかったですねー。

　２本目はトロステ妖怪劇場ということで、妖怪さんをトロたちがごっこ遊びで紹介するそうな。

　まずは、妖怪とは何か？という問題から。クロいわく、妖怪とは「不思議なモノ」だそうです。もともと

は現象に名前をつけたのが始まりですからねぇ、間違いではないと思います。

　まずは「かまいたち」を紹介。風にまぎれて人を斬る妖怪で、斬られても痛みや血が少ないのが特徴だそ

うな。クロの「超高級薬」は笑いましたｗ基本は３人セットなんですね。

　続いて「海坊主」。海の中から突然現れ、船を沈めてしまう巨大な坊主頭の妖怪さんなんですね。雲を見

間違えたとか、実はくじらだったとかいろんな説があるそうですが、結局は謎だそうな。でもタバコの火

や煙に弱いことはわかっているそうです (笑)。

　次はちょっとマイナー路線で「送り雀と送り犬」。和歌山のあたりに伝わる妖怪だそうです。まずは雀の

声がして、すると後ろから犬が追いかけてくる、と。ピエールは楽しそうですねｗ犬に追いかけられて、転

ぶと襲われるそうです。雀はただ鳴いて、犬が近くにいることを教える役目なんだとか。親切ですねｗも

しも転んでしまっても、転んだのではなく座った振りをするとやり過ごせるそうです。演技力が命の分か

れ目なんですね！ (笑)

　そして河童と勘違いされて逃げられるリッキーｗ憐れなり…。



　今回はおまけコーナーが充実していますね。会員専用が１つの他に、「超電磁頭脳戦！投稿星雲 (仮)」の

優秀作発表と　超電磁～は前回会員コーナーで募集した、ユーザー参加の投稿コーナーだそうです。第１

回のお題は「毎日の生活をフランス風にするにはどうしたらいい？」だったそうで。どれもかっ飛ばした

答えが面白かったですが、やはり人間山脈のインパクトはすごいですねｗ　そして「ＢＤ化プロジェクト

第２弾」の結果発表もありました。ゼーガペインが１位だったんですねー。カズイさんもちょっと見てみ

たいですｗそれにしても、クロは熱いですねぇ。

　最後は「小料理屋９８０円」です。最後まで気づかれないリッキーかわいそうです (笑)。さて、来週は

「機動戦士ガンダムＵＣ」と「プロに教わる！たのしい海外旅行」の２本。あら、苦情が多かったのか、も

とのネタっぽいものに戻ってきましたねー。嬉しいです。



2010.02.28 第１６号「機動戦士ガンダムＵＣ」「プロに教わる！たのしい海外旅行」

　今週は「機動戦士ガンダムＵＣ」と「プロに教わる！たのしい海外旅行」の２本です。

　まず１本目は、映画「逆襲のシャア」の３年後を描いた話題作「ガンダムＵＣ」の紹介です。…と思った

のですが、クロに「先におまけを見たほうがいい」と言われたので見て来ますｗ

　宇宙世紀の流れをトロたちが再現してくれるんですね。ふむふむ、なるほど、これくらい大雑把なほう

がわかりやすくていいですね。

　そして再び本編へ戻る。これは小説からアニメになった、ガンダムシリーズの中では初めての例なんで

すね。そしてクロが詳しく説明を始めるのですが…カズイさんはトロと同じ状態ですｗややこしすぎる…

とりあえずラプラスの箱をめぐる戦いなのだということだけは理解しました。

　続いてインタビューのコーナー。まずは古橋一浩さんが登場。監督さんだそうです。ロボットものを手

がけたことがなかったそうで、大変だったみたいですね。ＭＳが壊れる様に力を入れたんだとか。あとは

福井晴敏さんのコメントも！台詞がフランクでなんか笑ってしまいましたｗ「ガンダムは義務教育」って

本当に名言ですね。なのにサインの絵のハロがかわいくてギャップがすごいですｗ

　続いて２本目は、久々に来ました、キャプテン・サワダです (笑)。過去の勇姿の写真に笑いました。ラー

メン食べてましたね、そういえば。キャプテンはずっと中国に行っていたそうです。上海万博のために見

まわりに行っていたんだとか。…職業なんでしたっけ (笑)。とにかく今や上海はかなり危険な都市らしい

です。

　キャプテンの私見入りまくりな話ですが、たとえば上海の人たちの日常生活を写真に撮ったりしていた

ら、なにをされても文句は言えないとか (笑)。あと交通マナーが悪いのは本当ですね。気をつけないと普

通に轢かれますｗ車が最優先ですからねぇ。でもホテルにいたら大量のサソリに襲われたとか嫌すぎる…。

　そして最後のキャプテンの爽やかすぎる笑顔に笑いましたｗ評価がないのは配慮なのでしょうか (笑)。

　今回のおまけは、先に見たガンダムと、「第１回お庭カードコンテスト」の結果発表です。お庭カードは

どれも凝っていてすごいですよねぇ。どれくらいお金がかかっているのでしょうｗ　そして最後は「小料

理屋９８０円」です。来週のお品書きは「絶対ヒーロー改造計画」と「夢の職業へ向けて」。絶対～は日本

一でしたっけ…どうも相手が日本一だといつも悪ノリが酷い気がするので (笑)、その点はちょっと心配で

す。夢の職業はなんだか気になりますね。声優とか？ｗ何にせよ来週も楽しみです。



2010.03.07 第１７号「絶対ヒーロー改造計画」「夢の職業へ向けて」

　今週は「絶対ヒーロー改造計画」と「夢の職業へ向けて」の２本です。

　さて、１本目はゲイムの紹介ですね。悪魔将軍と正義のヒーローの戦い…それはいいんですが、なんで

悪魔将軍の名前が田中デスダークなんですかｗかっこわるいじゃないですか！そして絶対勝利はマケレン

ノジャー…ああ、そういう寒いノリを楽しむゲイムなのですね (笑)。そして、なになに、ラストバトルの

直前にヒーローが交通事故で死亡…え？ｗそして偶然通りかかった普通の人にヒーローの力を託したわけ

ですね。なるほど、そういう始まりなのですか。

　もうラストバトル直前で時間がないので、新米ヒーローは地球の裏にあるヒーロー訓練所に行って鍛え

ることに。ここでいうヒーローとは、もちろんトロのことです (笑)。クロは珍しく格好いい姿を見せてく

れましたね！ヒーロー訓練所はダンジョンＲＰＧになっているそうな。マスごとに動くとか、ちょっとシ

レンっぽい仕組みですね。

　あとは全体的に日本一っぽいつくりです。説明はこれでいいような気がしますｗやりこみ要素を強調し

ていましたしね。あとはゲイムを越えたゲストとか…いつもどおりとしか言いようがｗとりあえずクロが

不憫でした (笑)。

　二本目は、夢の職業・宇宙飛行士に向けて！トロとクロが模擬訓練体験を紹介するそうです。宇宙飛行

士かぁ。って、そうか、スズキ枠だ！ (笑)なるほどー。

　さっそくつくば市にある筑波宇宙センターへ向かう３人。まずは船外活動の模擬訓練。「きぼう」のプ

ラットフォームをそのまま再現したものがあるのですね。すごいなー。訓練はコントロールルームと現場

に分かれて行います。チームワークの訓練でもあるということなんですね。

　続いて、閉鎖環境適応模擬訓練へ。狭い部屋に入って複数人と一週間も 24時間監視されながら過ごすと

か大変そうですよね…。カズイさんには無理ですｗホワイトパズルはなにげに面白そうなんですけどね。

　さらに緊急対処模擬訓練。もともとは低気圧の環境を作り出し、緊急時の対処や低圧環境とはどういう

ものなのかを身体で体験するためのものだったそうで。あとは無重力の体験訓練などもあるそうです。

　最後に宇宙ローバー操作模擬体験。小さな無人探査機みたいなものなのですね。操作から、実際に動く

までにタイムラグがあるのでかなり難しいそうです。動かしてみないと先がわからないってのも怖いです

ねー。しかし最後の満月ちゃんを見たくなったというのは笑いました (笑)。

　おまけは、３月９日がミクの日ということで、「週刊ディーヴァ・ステーション」が (笑)。本当にいろい

ろな企画があるんですね。オリジナル曲が１万を超えていたことにびっくりしました。才能のある方々が



羨ましいです。そして最後は「小料理屋９８０円」。お庭カードのは先週と同じものらしいので。あれ、ト

ロクロが来る前にテレビさんからお知らせが。そういえばＥＯＪって以前トロステで紹介したんですっけ。

すっかり忘れていましたよ (笑)。というわけでＰＳＰ版の宣伝でした。ＥＯＪブラザーズと絡ませてトロ

クロでなにか作って欲しかったところですがｗさて、来週は「勇者のくせになまいきだ３Ｄ」と「海と海を

つなぐ交通手段」の２本です。



2010.03.14 第１８号「勇者のくせになまいきだ３Ｄ」「海と海をつなぐ交通手段」

　今週は「勇者のくせになまいきだ３Ｄ」と「海と海をつなぐ交通手段」の２本です。

　１本目はトロステですっかりおなじみの勇なまですねｗ今回は３Ｄということで、トロクロが紹介。ま

ず、この３ＤのＤはダンジョンのことだそうで。別に立体的になるわけではないのですねｗ

　１つめのダンジョンは「メインダンジョン」。これは従来どおりのダンジョンだそうです。ですがもちろ

ん新要素もあって、水分と水棲魔物の追加、そして知能進化が起こるそうで。あとはドラゴンオーブを集

めて新しいツルハシを手に入れる、という要素もあるということで、全体的にパワーアップしていますね。

　２つめのダンジョンは「まいにちダンジョン」。トロが気になるという理由もわかります (笑)。これは数

秒から数十秒で終わる、ミッションステージをサクサククリアしていくモードだそうで。おお、これはい

いですね。破壊神としてのランクもわかるそうですよ (笑)。

　３つめのダンジョンは「ファミリーダンジョン」。これは２人っでダンジョンを掘って遊ぶマルチプレイ

モードだそうです。すごいですねぇ。協力しあうか、邪魔しあうか、いろいろと楽しめそうですｗ邪魔す

るつもりがなくてもしちゃいそうですしね！

　そしてここで魔王がご臨終（？）したところで、トロクロはアクワイア本社へ。代取の遠藤さんが登場。

遠藤さんの顔が魔王っぽいドットで笑いました (笑)。大卒で即企業ってすごいですね。でも落ち武者姿で

寝そべってる姿は酷い……(笑)。

　さらに勇なまディレクターの大橋さんも、似たような顔でしたｗすごい迫力だ。今回は今までよりもさ

らに、初めてプレイする人に気を遣った作りになっているそうです。確かにちょっと取っつきにくさはあ

りますものね。体験版なども用意してくれているのでとても親切ではあるのですが…。

　さて、２本目はお台場にある「船の科学館」をトロクロが紹介します。おー、どう見ても船にしか見えな

いこの建物が全部博物館なのですね、これはすごい。

　まず１階では船の歴史を勉強できるそうです。模型で変遷を見られるので、文字だけをずっと追ってい

くよりも面白そうですね。船好きというよりも、模型が好きな人でも楽しめそうな感じ。あとは船の外観

だけでなく、実際に使われているエンジンなども展示されているそうな。

　２階はさまざまな船の役割を紹介するフロア。だがしかし、クロのおすすめは日本の戦艦コーナーだそ

うで (笑)。クロってほんとこういうのが好きですよね…ドリルとかのときも思いましたがｗあとは潜水艦

の艦内を体験できるコーナーがあるそうで。それは面白そう。

　続いて３階。日本で造られた和船を中心に紹介しているそうです。なるほど、戦艦ではなく日常的に用い



られていた船の方ですね。デザインが一般的な船と違ってかっこいいなぁと思います。日本のデザインっ

てあたりまえですけどやはり日本人好みなのだと実感しましたｗ

　６階は６万トン級の客船のブリッジを再現した部屋があるとか。実際に使われている機材があったり、

操船シミュレーターもあるそうです。

　そして最後は地上 70メートルの高さにある展望台。写真の中の天気があまりよくなさそうなのが気にな

りますが (笑)（写真家の技術のせいかもしれないですけど）、いい長めですね。実際の船も展示用に用意し

てあるようです。

　南極観測船「宗谷」と青函連絡船「羊蹄丸」に実際に乗りこんで中を見ることができるそうです。当時の

乗組員の生活を模したマネキンが置いてあるのが面白いですね。悩んでいる船長さんに笑いましたｗ

　さて、今回は会員用のおまけだけなので、そのまま「小料理屋９８０円」へ。ちょっと寂しいですね。来

週のお品書きは、「北斗無双」と「サヨナラなんてうそだよね…？」の２本です。北斗無双はともかく、後者

は気になりますね…しかし結局サヨナラしないで終わりそうな気もしますが (笑)。なんにせよ楽しみです。



2010.03.22 第１９号「北斗無双」「サヨナラなんてうそだよね…？」

　今週は「北斗無双」と「サヨナラなんてうそだよね…？」の２本です。

※これまではＰＳＰ版のみを見ていましたが、これからはＰＳ３版でも見るつもりです（みャイルのため

に…）。なので、感想が入り交じっていることもあると思いますが、ご了承ください。

　まず１本目は、速報を聞いたときは誰も「まさか」と思ったであろうゲイムですね (笑)。紹介の始まり

もたいがい酷かったですがｗとりあえずトロはかわいかったです。クロのモヒカンはいまいち似合いませ

んね…。

　あとはクロとリッキーが、ひたすら北斗の拳ごっこをしていました。ときおり説明を挟みつつｗ具体的

には、ゲイムには２つのモードがあり、原作に沿ったストーリーをケンシロウ操作で楽しめる伝説編と、

様々な登場人物のアナザーストーリーが楽しめる幻闘編があるそうな。ファンにはたまらない内容なので

しょうね。

　２本目は…なんと、さようならするのはテレビさんでした。なんというか…カズイさんは普通に泣きま

したよ (笑)。いや、だっていつもはあんなに邪険にしているクロまでもが一生懸命になっているものだか

ら、ベタながらもイイハナシダナーと思ってしまいました。とにかく無事に直ってよかったです。ＳＣＥ

の方々もなんだかノリノリで面白かったですね (笑)。

　以下、週トロの感想ではないですが、torneのこと。カズイさんは地デジパックを買ったので、当然 torne

も繋いだのですが、意外な落とし穴がありました。torneで毎週の録画予約をしたあとに、週トロを見よう

としたら、時間がずれていると言われたんですね（本人かなり正確に合わせたつもりでしたがｗ）。仕方が

ないので、オンラインで自動で合わせられる機能を使って合わせなおしたのですが、そしたら今度は torne

の録画予約のほうがすべてエラーになってしまったのですよｗ予約したあとに本体の日時を動かすのは厳

禁だということがよくわかりました。しかも、そのエラーは１つ１つ自分で消さないといけなくて…50個

以上あったので結構面倒でした (笑)。毎週予約もよしあしなんですかね…。

　それ以外の面では、紹介にあったとおり操作はしやすいと思います。が、表示される文字がどの場面でも

若干小さい気が。いいテレビ、大きいテレビを使っていないと、文字がにじんでいるような気もしますし。

少なくともカズイさんの環境では文字が全般的に見づらいです。それが惜しい。メニューも、見栄えのい

い英語よりわかりやすい日本語のほうを大きく表示してほしかったな（しかも片仮名表示ですしねｗ）。ま

あソニーはデザインを重視しているイメージがあるので、そこは譲れなかった部分なのかもしれませんが。

　さて、おまけのコーナーは、前にもやったユーザー投稿ネタバトルの２回目です。スズキの「宇宙でどん

な研究をしたらいいか？」という問いかけに対し、トロがどう答えるかを募集したもの、らしいです。カ

ズイさんはブリーフ派とトランクス派に地味に受けましたｗわざわざ宇宙で研究するところがいいですね

(笑)。



　そして最後は「小料理屋９８０円」です。結局値段は変わらないのですねｗ来週のお品書きは、「ひみつ」

と「あの職業の方にインタビュー」ということで。事前に調べられるのが嫌だそうで、隠しまくりですね

(笑)。毎日やっていた頃はそもそも予告がなかったからよかったのでしょうが。



2010.03.29 第２０号「妖怪劇場第二幕」「あの職業の方にインタビュー」

　今週は「妖怪劇場第二幕」のと、「あの職業の方にインタビュー」です。

　なるほど、秘密の中身はこれだったわけですね。２月にやったのが好評だったようです。まずおさらい

として、妖怪とは「不思議なモノ」であること。本当にトロ、よく覚えていましたね (笑)。

　では其の四「見越し入道」から。どんな妖怪かというと、夜道を歩いている時などに出会う僧の姿をした

妖怪で、見るたびに姿が大きくなり、場合によってはゲイムオーバーになってしまうそうです。…え？ｗ

もし出会ってしまったら、「見越した」と言えば消えていくそうですよ。ポマード的な何かですね。

　其の五は「覚（さとり）」。これは結構有名なような。人の思ったことを読んで、その人よりも先に言っ

てしまうので、混乱するんですね。その隙に食べようとしているという説もあれば、まったく無害という

説もあるそうな。対策は、何も考えないことだそうですｗそれが１番難しいし、何よりもトロが可哀想で

すよｗ

　続いて其の六「煙々羅（えんえんら）」。この妖怪に関しては、ごっこできるほどの情報がないそうでｗ

何故取りあげた…(笑)。そこでクロたちが適当に考えてごっこするそうです。姿はプロデューサーさんの

ような煙で、トロは人を脅かす妖怪だと予想し、クロはとても危険な妖怪だと予想しました。そして始まっ

た寸劇…クロは相変わらず酷いですねｗもともと煙々羅には心に余裕のある人しか見れないという説があ

るそうです。

　２本目は構成作家へのインタビュー。へえ、構成作家と放送作家は同じものだったのですね。協会に所

属しているかどうかで名前が変わるとは、知りませんでした。今回は福本岳史さんへのインタビューです。

ラジオ番組を担当している方なんですね。

　構成作家の仕事としては、プロデューサーさんなどと一緒にテレビやラジオの番組の企画を立てて、台

本を書くことだそうです。例えばアニラジを作ろうとすると、自宅に宅急便で原作の漫画や小説が送られ

てくるそうです。それをチェックしつつ、番組の雰囲気やコーナーを考え、それをプロデューサーに検討

してもらうそうな。そしてＯＫが出たら台本を書く、と。台本には基本的な流れが書いてあることが多い

そうです。

　生放送の番組をやっていた時には、やはりハプニングがいろいろあったようで、ゲストが来なかった時

は急遽クリスマス・スペシャルにしてパーソナリティにクリスマスの思い出を語ってもらったりなどした

そうな。大変ですねぇ。ＦＡＸを募集する番組なのにＦＡＸが壊れるのは大変ですねｗ

　さて、クロが１番気にしている構成作家へのなり方ですが、専門学校を出たり弟子入りしたりが多いそ

うです。福本さんの場合は特殊で、コントの台本などを書いていたら声をかけられたそうな。やっぱり才

能があると向こうから仕事がやってくるんですね。



　今回は会員おまけだけなので、最後の「小料理屋９８０円」です。クロがプロデューサーさんを妖怪にし

たがっているのが笑いましたｗやっぱりトロはええこだなぁ。なんか４月１日に大発表があるそうですね。

中身はわからないですがｗ木曜日だけど見ればいいんですかね？さて、来週のお品書きは「はばたけトロ

ステ！クロプロデュース　あこがれの職業」です。来週は１本なんですね。ろくでもないものでないとい

いのですが (笑)。



2010.04.01 第２１号「エイプリルフール」

　本日はエイプリルフールということで、限定トロステの配信があったため、こちらも特別更新です (笑)。

　まずは、週トロからの重大発表第１弾。なんと４月からは３Ｄ化をするそうです。…えーと、ダンジョ

ンが３つになるんですね、わかります。という冗談はともかく（いや、そういう問題でもないですがｗ）月

面基地が新技術を開発したため、裸眼でも立体的に見えるそうですよ。すごいようさぎさん！って、裸眼

立体視ですかｗ４月からはすべてこの方式で行くそうです。なんて目が疲れそうな週トロでしょう (笑)。

　続いて、週トロからの重大発表第２弾。月面基地でつくっているゲイムの紹介です。その名も…「ＴＯ

ＲＯＣＯＮ　ＱＵＥＳＴ?」。王道ＲＰＧですね (笑)。簡単操作で気軽に楽しめることと、敵キャラの種類

が多いところが魅力だそうで。そしてここで唐突にβ版がスタートｗ見ているだけなので結構すぐ飽きま

した。撤退のタイミングを間違えなければずっと進んで行けそうな感じですね。

　さて、最後に「小料理屋９８０円」。ここでトロにネタ晴らし…というか、トロはやはり本当だと思って

いたのですねｗさすが純粋な猫よのう。それなのに、さり気なくプラチニャ会員に勧誘してくるあたり、中

の人は抜け目がないですね (笑)。

　さて、カズイさんはアイレムの方に行くとしますか…。



2010.04.04 第２２号「はばたけトロステ！クロプロデュース　あこがれの職業」

　今週は「はばたけトロステ！クロプロデュース　あこがれの職業」ということで、声優の仕事について水

樹奈々さんのインタビューをしているようです。

　その情報だけでもうおなかいっぱいなんですがｗとりあえず見ることにします。最近はＰＳ３でちゃん

と見て、ＰＳＰは自動送りにして見ています。

　今回、インタビューをするスタジオは猫禁止ということで、久々に段ボールの中に入っての潜入を試み

るトロクロ (笑)。なんだか懐かしい絵面ですねｗそして、無事に潜入したもののあっさりと見つかって追

い出され、実は潜入しなくてもよかったというくだりはお約束ですが笑えました。

　さて、インタビューの冒頭では毎度のことながらクロが暴走していたのでおいといて、本題の声優の仕

事について。トロの「失敗したら怒られるのか」という質問がまずおかしい気もするのですがｗ怒られる

ことはないけれど、みんなに迷惑をかけるから１回で決めるように頑張っているそうです。

　続いて、「どうしたら声優になれるのか？」という質問ですが、水樹さんの場合は堀越学園に通いながら

代アニの声優タレント科にもかよっていたそうです。やはりバイタリティが違いますね。いろんな形で声

優になる方がいますが、基本は養成学校で学ぶ人が多いそうですね。

　次は、「今までで１番印象に残っている役は？」の問いにはたくさんありすぎてしぼれないということで、

「今までで１番難しかった役は？」に変えたらバジリスクの朧と答えていました。時代劇が初めてだったの

で大変だったそうです。

　「声優としての次の野望」は、以前聞いた「ドロンジョ様のような大人の女性の役がやりたい」というの

がまだ叶えられていないそうで。まあ役がくるかどうかの問題ですからねｗ

　ここでクロが「台詞が多いとギャラが高くなるのか？」という質問をしたら、あえなくカットに (笑)。こ

の反応だとやっぱりそうなんでしょうかねぇ。気になります。

　役は基本的にオーディションで決まるそうで。人気だけでは決まらないところがいいですね。クロのよ

うに土下座して頼む人はいないそうです (笑)。

　仕事の時間的には、30分のアニメで約３～４時間かかるそうな。映画だと１日 12時間を２日くらいで録

るそうな。結構時間がかかるんですねぇ。ゲイムだと、台詞の量が多いもので３～４日もかかるそうです。

　「演じたキャラに影響を受けることはあるのか？」というクロの問いには、「あります！」とはっきり答

えていました (笑)。ブロッサムにちなんでピンクのアイテムを身につけていったりするそうです。

　とここで、孔明の罠にはまった水樹さんが声をあてて、フルボイスのトロステをやることに (笑)。トロ



もクロもテレビさんまで水樹さんが演じていましたが、まさにプロの仕事！という感じでした。こりゃす

ごい。終わったあとのクロの激しい拍手ぶりがまた面白いです (笑)。

　最後に声優の魅力について尋ねると、性別や年齢・種族も超えていろんな人を演じられることと答えて

いました。なるほど、そう考えると確かに魔法のようですね。

　さて、今回のおまけは「空き地・お部屋自慢コンテスト」のお知らせです。いや、これはおまけって言わ

ないかｗただの告知ですね…。そして強制的に空き地になった人のために、頭に「空き地」とついているの

が切なくてたまりませんｗ

　そして最後は「小料理屋９８０円」。浮かれすぎて空中浮遊するクロに笑いましたｗどんだけ…。新しい

プロモはあとで見てみようと思います。そして来週のお品書きは、「イース　-フェルガナの誓い-」と「天

に瞬くスゴイやつ」です。どちらも楽しみです。



2010.04.11 第２３号「イース　-フェルガナの誓い-」「天に瞬くスゴイやつ」

　今週は「イース　-フェルガナの誓い-」と「天に瞬くスゴイやつ」の２本です。

　１本目はイース。イースはシリーズ全部未プレイです。アクションＲＰＧのアクション部分がやっぱり

苦手なので (笑)。クロによる解説で、少しは興味が出るかなぁと期待しながら視聴。

　ほうほう、イースというのは、ひとりの冒険家の冒険日誌を物語にしたものだったのですね。それは知

りませんでした。つまり、主人公は全部同じ？イースというシリーズ名は、最初の作品のイース?と?が、古

代都市イースを舞台にしたものだったからだそうです。そして今回は?のリメイクなのですね。

　主人公はもちろんアドル。今風のデザインですっきりしていますね (笑)。普通にかっこいいと思います。

親友のドギと一緒に旅をしていたら、ドギの故郷のフェルガナに不吉な噂が流れたので、ちょっと寄って

みた話だそうです。今回ゲストでこのアドルさんが出ているわけですが、ＤＱの主人公よろしく喋らない

設定なので、いちいちテキストで解説が出るのがなかなか面白かったです (笑)。

　クウォータービューの戦闘で、初心者でもコンボがたくさん出せるそうですよ。アドルのおすすめ、ブー

ストモードを使えば移動速度がアップし、ダメージを受けても怯まないと熱く語ったそうですｗそれと、

ボス戦でコンテニューを続けていると、難易度を下げるカズイさんには嬉しい選択肢も出るそうですよ！

(笑)そういうフォローのあるゲイムだとありがたいですねぇ。って、もともと６段階に難易度が選べると

な！？ｗそれはすごい。なんか結構興味が出てきましたｗということは、いい宣伝だったということです

ね。いつもこれくらいのキャラとの絡みだといいのですが、クロが絡むともっと暴走しますからねぇ。

　さて、２本目はとっても小さな人工衛星について、東京大学に取材にいったそうな（つまりスズキ回）。

クロがすごく嫌そうで笑ってしまいましたｗ高学歴嫌いなネコなんですね。

　ここで酒匂信匡先生が登場。酒匂でさこうと読むのですか。この名字は初めて見ました。面白いですね。

この酒匂先生が研究しているのは、10センチ立方の人工衛星だというからすごい。ちいさっｗもともとは

ＣＡＮＳＡＴプロジェクトという、学生の手で空き缶で人工衛星をつくるという企画から始まったそうで

す。それは実際に宇宙まで打ち上げることはなかったそう。

　それからしばらくして始まったのが、ＣｕｂｅＳａｔプロジェクト。話に出ていたように、今度はキュー

ブ型の小さな人工衛星を実際に打ち上げようということになったのですね。材料費だけで 200万とは、あ

んなに小さいのにすごい世界です。プロジェクトは 1999年から始まり、実際に打ち上げられたのは 2003

年の６月だそうで。打ち上げはロシアで行われ、１キロのもので 100万ほどかかるのだとか。本当にお金

のかかる世界ですねｗ

　さらにその後、今度はＰＲＩＳＭプロジェクトが始まり、画像も撮れて地上から制御可能な人工衛星（こ

れでも 20センチ立方だというからすごい）を 2009年の１月に打ち上げたそうな。最近ですねぇ。今はさ



らに大きなもの、今度は実験ではなく実用を目指した人工衛星を開発中だとか。すごいですね。ロマンが

詰まっている感じがしますｗ

　そしてその頃、肝心のスズキはといえば…ロシアからノリで打ち上げてもらい、宇宙空間を彷徨ってい

ました (笑)。なんというオチだｗ

　今回はおまけがなしで、「小料理屋９８０円」です。とりあえず、テレビさんの好みの範囲はかなり広い

ということがわかりました (笑)。次週は「叶えてみせる　この願い！」と「思い出のゲーム　～心に残る

フレーズ～」だそうで。また抽象的な感じのお品書きですね。クロのお願いだそうですがｗ来週も楽しみ

です。



2010.04.18第２４号「叶えてみせる　この願い！」「思い出のゲーム　～心に残るフレーズ

～」

　今週は「叶えてみせる　この願い！」と「思い出のゲーム　～心に残るフレーズ～」の２本です。

　１本目は、クロが自らＢＤ化をする企画だそうで。確かにクロの願いですね…ｗクロの大好きな「とら

ドラ！」をＢＤ化するために、キングレコードに殴り込み企画。マジ半端ないネコですよｗあっさりと丸

めこまれているトロが不憫でなりません (笑)。

　さて、本当にキングレコードに潜入し、とらドラのプロデューサーをしていた山中隆弘さんに直接お願

い。と思ったら、まずは普通にインタビューをしていますねｗその内容はとりあえずおいておいて、ＢＤ

はＤＶＤよりも制作が大変で、制作費や期間が３倍もかかるそうです。そしてもとがＳＤ画質だとアップ

コンバートするのがとても大変だそうな。

たとえばセル画を使用している場合はゴミが映りこんでいることが多く、その除去がまた大変なのですっ

て。さらにもとがフィルムだとがたつきがあるので、１フレームごとでの修正が必要なんだそうです。そ

こまで大変だとは知りませんでした。

　しかし、説明されても納得のいかないクロは最終的に土下座、それを見てトロも心を動かされ一緒に土下

座 (笑)。最後に山中さんが「社内でもう一度検討する」と折れる形で、感動のエンディングシーンへ (笑)。

トロたちがそれぞれ演じているのが笑えましたｗ

　２本目は、ゲイムのキャッチコピークイズのようです。おお、これは楽しみだ。でも、面倒なので答えは

書きません (笑)。

　１問目はどこいつ。これはキャッチ自体を知らなくてもみんなわかりますね。続いてポポロ２。あー、

なんだっけな。本当に切なくてかわいい話でした。次はＭＨ２Ｇ。なるほど、これはわかりやすいキャッ

チですね。次はＩＣＯ。このキャッチは何度聞いても秀逸すぎます。続いて SIREN。キャッチからしてす

でに怖いんですがｗ次はＦＦ?。ああ、こういうキャッチだったんですか。確かに最後まで見ると納得。最

後はＶＰ。なるほど、確かにそのままですｗ

　これはなかなか面白い企画でしたね。またやってほしいなと思います。

　今回は会員用のおまけが１つ。なので、最後の「小料理屋９８０円」へ。今回はあまり裏話って感じじゃ

なかったですね。来週のお品書きは「ノーモア★ヒーローズ　英雄たちの楽園」と「天下一の名は誰の手

に？」の２本です。天下一と聞くとやはり天下一武道会を思い出してしまいますね (笑)。どちらも楽しみ

です。





2010.04.27 第２５号「ノーモア★ヒーローズ　英雄たちの楽園」「天下一の名は誰の

手に？」

　今週は「ノーモア★ヒーローズ　英雄たちの楽園」と「天下一の名は誰の手に？」の２本です。

　１本目はＮＭＨ。フリーズ・ロード地獄へようこそ！でおなじみの…(笑)。冒頭からいきなりトロクロの

寸劇が。なるほど、いかにもそれっぽくて笑いましたｗトロクロはサンタデストロイ（舞台の街）へ行って

いるので、こちらにはスズキとピエールが来ています。

　トラヴィス、ヴィジュアルはかっこいいですが、確かに通信教育とネット通販と聞くといまいちｗそし

て萌え好きですからまさにイマドキの子ですよね。戦闘はビーム・カタナとプロレス技、どちらも結構大

味ですが、爽快感があって楽しめると思います（やっぱりＷｉｉリモコンのほうが向いているとは思いま

すがｗ）。ここでジュンがシルヴィア役で登場。デキる女…ｗ

　トラヴィスの部屋は、意外に面白いですよね。もしかしたら街より面白いかもｗ別にやらなくていいこと

が多いですが、やれることも多いです。着替えは地味に楽しかったりしますｗカズイさんは水木しげるさ

んデザインのをよく着ていました (笑)。あとは電話ですね。台詞がかっこいいのがさすがという感じです。

　戦闘以外では、ランキング戦に出るためにお金がいるので、いろんなアルバイトができます。まあくだ

らないものが多いですが (笑)、それなりに楽しいです。リトライが面倒だったり、移動が面倒だったりす

るんですけどね。バイクに慣れると楽しいかな。そして最後はリッキーオチでしたｗ

　２本目はＢ級グルメの祭典をトロクロがレポートというものです。３月下旬に福岡で開催された「第２

回小倉ＢＱ食ＫＩＮＧ」だそうな。ネーミングが面白いですねｗ焼き麺の日本一を決める大会なんだとか。

　ここで北九州市広報の柳井さんが登場。まずは「小倉発祥焼うどん」を試食。これはおいしそうですね。

お酒とか入っているとは。続いて「オホーツク北見塩やきそば」。おー、大きなホタテが入っていたりして、

これもおいしそう。そして「鳩ヶ谷ソース焼きうどん」。もんじゃ焼きみたいな見た目ですが、これもおい

しそうだなぁ。さすが精鋭ｗここでちょっと「八幡ぎょうざ」に。全部おいしそうでたまりません。ここで

クロが先に限界を迎え、トロがひとりで「富士つけナポリタン」を食べることに。つけナポリタン？！ｗす

ごいですね、発想が。でも意外においしそう。

　そして最後に、ちゃんと結果発表が。ＢＱバトル第３位は「田川ホルモン鍋」、第２位は「門司港焼カ

レー」、第１位は「八幡ぎょうざ」でした。焼カレーがすごくおいしそう！ｗ続いて焼麺バトルの方は、第

３位が「オホーツク北見塩やきそば」、第２位は「富士宮やきそば」、第１位は「ひるぜん焼そば」でした。

１位おいしそうです。見終わったらすごくおなかがすきましたｗ

　最後はいつもの「小料理屋９８０円」。クロはベリースイートを探して頑張っているんですねｗさて来週



ですが、「そうだ、ＰＳＨｏｍｅへ行こう！」ということで、先日オープンしたラウンジの話題のようです

ね。カズイさんはまだ行っていないのですが、いろんなギミックがあるそうで、楽しみです。



2010.05.04 第２６号「そうだ、ＰＳＨｏｍｅへ行こう！」

　今週は「そうだ、ＰＳＨｏｍｅへ行こう！」です。

　というわけで、２枠ぶち抜きで週トロラウンジ特集です。このラウンジは週トロワールドを完全再現し

ているんですね。もちろんトロが今住んでいる空き地もあります。そこには週トロで使っている段ボール

やテレビさんが置いてあって、テレビさんに向かって手を振ると何かが起こるそうです。

　続いてプラチニャ会員用の家を紹介。残念ながら中には入れないそうですが、どんな外観の家なのかが

はっきりとわかりますね。このお家の前では記念撮影ができるそうですｗあとは小料理屋９８０円もある

んですね！これは芸が細かい。

　ここでジュンとピエールが登場。週トロラウンジ内にある物販スペース「週トロ商店」の紹介です。相

変わらず名前に捻りはないんですね (笑)。商品はどれもキャラ絵のついたかわいいものばかり。しかも安

いのでつい買いたくなってしまうのですよね。ポケピフィギュア付きＴシャツ、すごいですね (笑)。

　続いて週トロをラウンジから直接ＤＬできるコーナーを紹介。なるほど、こういうことも可能なのです

ね。あとはおでんの屋台とかｗあとは取り壊されたはずのもとの家も再現されているんですね。中には入

れないですが、外観はしっかりと見られる感じです。

　ここでスズキとリッキーが登場。パーソナルスペース「トロのおうち」の紹介です。あー、これを買え

ば実際に自分が住めるようになるわけですね！なんという商売の上手さｗしかもこれをやると庭にトロが

やってくるようになるそうで。手を振ったりアクションをすると返してくれるのだとか。トロファンには

たまらない一品ですねぇ。

　最後に、月面基地のうさぎさんへのインタビュー（ようは週トロをつくっている人たちですねｗ）。クロ

の着ぐるみ（頭部のみ）を着用して登場 (笑)。これはインパクトありますよねぇ。週トロラウンジの元と

なったスケッチなどを公開しつつ、話を聞きました。このラウンジは「どこでもいっしょ版環境演出型集客

施設」というイメージでつくられたそうな。こだわったところは、見通しの悪い脇道や裏道などもきちっと

つくってあるところ。そして車止めなどいろんなところに座れるようにしてあるそうです。確かに、疲れる

わけじゃなくても長時間話すときはアバターを座らせたくなりますよねｗこれもひとつの習性でしょうか。

　あとはラウンジ全体を一望できる高台をつくったそうです。それはぜひ行ってみたいですね。最後には

プロデューサーさんが登場し、話半ばで終わってしまいましたｗ

　そして週トロラウンジとのコラボ企画のお知らせが。スタンプラリーをやるようですね。毎週メイン枠

のニュースを見るともらえるそうな。プラチニャ会員でなくてもちゃんとたまるということで、一安心。

あともうひとつ、ラウンジ内に隠されている言葉を探すトレジャーハンティング企画が。これは今週だけ

みたいなので、カズイさんも早速探しにいってこようと思いますｗ



　さて、おまけのコーナーは、３回目の投稿ネタ発表です。リッキーのカエルパンチを強化するには、ど

んな特訓をしたらいいのか？ということでしたが…禅にはさすがにくすっときましたね (笑)。一言か！あ

とはキャプテンサワダのコスプレもありだと思いますね。鋭い目つきの練習も必要そうですがｗそして新

しいカプセルポンポンの紹介です。カズイさんは結局まだ一度もやったことがないのですが（そもそもゲ

イムセンターに行ってないｗ）、あとで見にいってみようかな。今回トロのコスプレフィギュアがでたそう

で。それを部屋に飾るとトロが実際にそのコスプレをしてくれるのだとかｗすごいですねぇ。そしてクロ

から、トロの誕生日のイベントと、ダイナミックカスタムテーマのお知らせが。カズイさん、お庭のトロと

クロを買ってしまいましたｗいやあ、ずっとサッカーをしているだけですが、かわいらしくていいですよ。

そして最後は「小料理屋９８０円」。来週のお品書きは「オススメ！ゲームアーカイブス」と「ぶらり駅の

旅」です。お、ついにアーカイブスの紹介が来ましたか。カズイさんも結構注目しているので楽しみです。



2010.05.12 第２７号「オススメ！ゲームアーカイブス」「ぶらり駅の旅」

　今週は「オススメ！ゲームアーカイブス」と「ぶらり駅の旅」の２本です。

　そういえば前にもアーカイブスの紹介をしたことはあるんですね。今回は 400本以上あるソフトの中か

ら、クロのおすすめ「サガフロンティア」と「サガフロンティア２」を紹介するそうです。

　まずはサガフロから。主人公が選べるところが特徴だそうで。主人公が７人もいて、それぞれの物語が

あるんですね。そして「ヒューマン」「メカ」「モンスター」「妖魔」と４つの種族に分かれている、と。種族

によって成長の仕方が違うそうです。そういう部分でも楽しめるのはいいですね。仲間は最大 15人でパー

ティーが組めるそうな。

　そして戦闘について（今回は２本紹介なので戦闘メインで、とクロからお知らせがｗ）。コマンド選択式

で、シンボルエンカウント。ヒューマンキャラは戦闘中に閃くことにより、新しい技を使えるようになる

のですね。条件が必要なものもありますが、基本的にはランダムで閃くそうで。強い敵と戦っているとき

ほど閃きやすいそうです。意外に大味なんですねｗちなみにメカなどはやはり違った方法で技を覚えるそ

うです。

　あとは連携システム。複数のキャラが連続して技を繰り出すそうな。行動順を調整して自分で繰り出す

んですね。あれ、閃きもそうですが、全体的にアークライズファンタジアと似た感じなんでしょうか（実際

はアークライズの方が参考にしたのでしょうが）。

　続いてサガフロ２の紹介。こちらはまず歴史があって、その歴史の一部を選んでプレイしていく、とい

う感じだそうで。メインとなる主人公は２人おり、それぞれの視点から歴史を見ていく、と。水彩風の画

面がとてもきれいですね。

　そして戦闘は、閃きと連携を引き継ぎ、さらにデュエルバトルという要素が増えたそうで。味方の誰かが

敵と１対１で戦うんですね。それは面白いシステムだｗ選べるコマンドは通常と違い、複数を選んで戦うそ

うで。ただし、デュエルでは負けると即ゲイムオーバーだそうです。なるほど、緊張感がありそうですね。

　あとは戦闘の場所に関する話で、サガフロ２の世界ではすべてのものに魔法の力があり、逆にその力が

ない場所では使えない魔法もある、ということでした。

　こういう個別の紹介もいいですが、ずらっと配信作品のコメントつきで紹介してくれたりするのもやっ

てほしいですね。

　２本目は「珍駅」巡り。ネーミングがスゴイですねｗまずはＪＲ東海の飯田線にある東栄駅。駅舎が鬼

の顔の形をしています。これは個性的ｗ続いて滋賀の甲賀駅。駅の天井に忍者のトリックアートが！ (笑)

これは面白いですねぇ。続いてＪＲ東日本の沢井駅。お寺風の屋根がついていますね。なるほど。次は東



栄と同じく飯田線にある湯谷温泉駅。なんと昔温泉旅館だった建物をそのまま利用しているそうです。な

るほど、古いはずですねｗ続いて埼玉にある深谷駅。東京駅とそっくりが外観なのですね。赤煉瓦の街と

いうことでそうしたそうな。次は出雲横田駅。どう見ても神社のようですｗそして次の駅のインパクトは

スゴイですね (笑)。亀の形をした亀甲駅。目が時計になっているところなど芸が細かいですね。最後はＪ

Ｒ東日本の木造駅。土偶がでかすぎですｗこれもインパクトありますねぇ。

　今回のおまけは、カプポンのアンケート、カプポンの新作ラインナップ紹介、そして最後に「小料理屋９

８０円」です。おまけと言えないようなおまけでしたねｗ来週のお品書きは「ロストプラネット２」と「大

人が楽しむ超ホビー」の２本です。またごっこ遊びが来そうかな？楽しみです。



2010.05.15 第２８号「ロストプラネット２」「大人が楽しむ超ホビー」

　今週は「ロストプラネット２」と「大人が楽しむ超ホビー」の２本です。

　ではまず１本目から。ロストプラネット２の紹介です。開始早々、ゲイム好きが集まるというチャットに

もぐりこむトロ。メンバーがどう見てもｗこの演出は新しくていいですね。クロは千葉県民だったのか…。

　ＬＰ２はＴＰＳのシューティングということで、多少のアクション要素もあるみたいですね。本当にター

ザンのようですｗ立体的に移動するのが楽しいというのがクロの談。それにしてもカテゴリーＧの敵ので

かさは半端ないですね。トロが大変なことになっているようで笑いました。ただ、説明がチャット形式で

どんどん進んでいくので、専門用語が飛び交って何が何だかｗ一応トロがいちいち聞いてはくれるんです

が、うーん。画面の隅にでも解説が欲しかったですね。

　最後に、カプコンラウンジに行くとモンハンとコラボした衣装が無料でもらえるとの情報が。あとで行っ

てみようかな。あ、そしてさらに、チャットルームはプロデューサーさんが用意していたものだというこ

とが判明ｗそんなオチがｗ

　続いて、「大人の超合金」シリーズ第１弾。一体どんなシリーズになるのでしょうｗ今回は月面基地より

紹介。ああ、大人の超合金って、バンダイが発売したおもちゃ（？）のシリーズなのですね、納得。大人

の科学シリーズみたいなものですか。その第１弾が、「アポロ１１号＆サターンＶ型ロケット」。1/144ス

ケールの結構大きなものですね。これは欲しい人は欲しいだろうなぁ。ちゃんと宇宙飛行士のフィギュア

などもセットになっているそうですｗ

　まあしかし、精巧なつくりだけあってお値段は結構しますね。52,290円ですって。ここで、この企画と

開発を行ったバンダイの土田一郎さんが登場。つくろうと思ったきっかけは、2009年がバンダイの超合金

35周年だったからだそうです。…カズイさん、一瞬意味がわからなかった (笑)。ああ、超合金って金属の

名前じゃなくて、バンダイのフィギュア玩具シリーズの名前なのですね。納得。さらにアポロの月面着陸

40周年もあったので、アポロをつくることにしたそうです。資料集めなどが大変だったようですね。最終

的には完成まで８ヶ月もかかったそうな。

　最後に、以前スズキを宇宙に打ち上げたオチをちゃんと拾っていて笑いました (笑)。みんな忘れていた

と思いますよ…ｗ

　さて、今回のおまけは、「ＰＳストアザクザクキャンペーンのお知らせ」。配信されるのはＰＳＰ専用の

ソフトだけですが、１つ 300円ととても安いんですね。その分ボリュームも控えめですがｗ発売タイトル

は３つのシリーズに分かれていて、１台のＰＳＰで２人で遊ぶ「Feel for two」シリーズ、バイトヘルの中

から２～３本だけまとめた「バイトヘル 2000」シリーズ、ちょっとレトロだけど新しい味付けをしてある

「レトロフューチャーズ」シリーズがあります。あと、１本でも購入すると毎月違ったツールを無料でもら



えるんですよね。何か欲しいツールが出たときには買ってみたいと思っています。

　そして最後は「小料理屋９８０円」。クロがアポロを経費で買ったと爆弾発言ｗそっこーボッシュートさ

れてみんなのものになりましたｗさて、来週は「鋼の錬金術師　約束の日へ」と「Angel Beats!」の２本

です。楽しみですねー。



2010.05.22 第２９号「鋼の錬金術師　約束の日へ」「Angel Beats!」

　今週は「鋼の錬金術師　約束の日へ」と「Angel Beats!」の２本です。

　さて、１本目はハガレン。実はカズイさん、ＰＳ２のハガレンのアクションゲイムは一度プレイしたこ

とがあります。キャラものにしては結構良くできていた印象でした。今回はＲＰＧということで、それよ

りもつくりやすそうな感じなので、期待できるのではないでしょうかと、上から目線で予想します (笑)。

　ここでおなじみの寸劇から入るトロ。トロがエド役、スズキがアル役（「にーさん」にものすごい違和感

がｗ）。今回は原作ではなくアニメが元になっているゲイムなのですね。そしてトロがセントラルに移動す

ると、アームストロング役のピエールが！似合わない (笑)。ゲイムはストーリーを忠実に再現しているそ

うで。スカーと戦ったりするんですね。なるほど。

　トロがさらに移動すると、無能役のリッキーが登場。うーん、キャラ的にはリッキーがアームストロン

グ役の方がしっくりくるような（格闘家だからｗ）。リッキー情報として、アニメシーンが大量に使われて

いるそうです。アニメ版が好きな人にはたまらない感じなんですね。あ、しかしここで、このリッキーは

偽物で、実はエンヴィー役のクロだったことが判明ｗどうりで発言がおかしいと思いました。続いて今度

は少将の方のアームストロング役であるジュンが登場。今度は再びクロがスロウス役で…って、クロはひ

とりでホムンクルス役を全部やるのでしょうかｗ

　原作に忠実なストーリーですが、逆に原作では描かれなかった部分もきちんと再現されているそうです。

そしてそれだけではなく、リサさんのナース姿とか、ウィンリィと結婚するエドなど、オリジナルストー

リーも用意されているのだとか (笑)。すごい方向に用意したものだｗここでクロがグリード役として再登

場。そしてまさかの人体錬成！真理と向きあうすごい展開に。最後は、「続きはゲイムで」なオチでしたｗ

　２本目はＡＢ！ですね。いきなりごっこがスタートｗ死んだあとの人間が天使をやっつける話なのです

か？？とにかくトロがクロに攻撃しまくった衝撃のシーンが印象的でした (笑)。そしてニュースはクロか

らジュンにバトンタッチ。どうせクロはひとりでＡＢの世界に行くのでしょうｗ

　死後の世界で学園生活というのもなんか違和感がありますが、普通の学園生活を送ると存在を消されて

しまうので戦っているそうです。ぶっちゃけ意味がわからないですが、その辺はまだ明らかにされていな

いのですね。そして学園なので当然女子バンドが…いやいや、全然当然ではない (笑)。影響が丸わかりで

すね…。

　で、このアニメを手がけているのが麻枝准さん。そっちの世界ではかなり有名な方ですね。そしてクロ

はひとりで抜け駆けしてインタビューに行っていたとｗトロが駆けつけなんとか間にあいました。

　シナリオライターになったきっかけは、もともとゲイム業界に入ろうと思っており、最初はコンポーザー

の方で就職活動をしていたものの全部落ちてしまい、あとからシナリオライターでもう一度就職活動をし



たら無事に通ったということでした。仕事でいちばん楽しいのは、自分で書いたシナリオのクライマック

スシーンで、自分で書いた挿入歌などが流れた時だそうです。ああ、それはテンションが上がりそうです

ね。仕事の中でいちばん大変なのは、やはり発売後の感想などをすべて受け入れることｗ壮絶な精神状態

になるそうです…。本当に殺伐としたインタビューです。

　その後もいろいろ聞きましたが、割愛して。とりあえずあの世界は電脳世界ではない、というヒントを

いただきました。どんなオチが待っているのでしょうね。

　今回のおまけは、ＡＢのオープニングごっことカプポンの新作発表です。オープニングごっこは相変わ

らずのクォリティでｗ　最後に「小料理屋９８０円」。来週のお品書きは、「ソニーつながる。プレイひろ

がる。」と「コピーライターのお仕事」の２本です。おお、本気で宣伝に来ましたね (笑)。



2010.05.29 第３０号「ソニーつながる。プレイひろがる。」「コピーライターのお仕事」

　今週は「ソニーつながる。プレイひろがる。」と「コピーライターのお仕事」の２本です。

　１本目は、新ＶＡＩＯＰとＰＳ３のコラボの話ですね。

　まずはその前に、新ＶＡＩＯの紹介。持ったまま操作しやすいように画面の両側にパッドがついていた

り、傾きや明るさを検知するセンサーがついたりして、ますます使いやすくなっているようです。サイズ

はほとんどそのままで、全体的にパワーアップしているのだとか。

　そしてＰＳ３とのコラボでは、なんとＶＡＩＯがＰＳ３のキーボードとして使えるそうです。それは面

白い。あとはインターネット経由で、ＰＳ３に保存してある動画などを見ることができたり、トロステを

見ることができるそうです。すごいですねー。

　って、これ大枠ニュースの割にはずいぶんあっさりと終わったようなｗなにはともあれスタンプは全部

貯まりました。アイテムが楽しみです。

　さて、２本目はクロの華麗なるクロ歴史シリーズ (笑)。今回はコピーライターになると言い出して、電通

の人に話を聞きに行きました。相手をしてくれたのは倉成英俊さん。ポカリや角川文庫のキャッチコピー

を考えた人だそうな。どちらも結構有名ですね。

　コピーライターというのは、日本語で言うと「広告文案家」だそうで。日本では「土用の丑の日」を考

えた平賀源内が最初だと言われているそうな。偉人伝を思い出しますね (笑)。キャッチコピーだけでなく、

ロゴの上の言葉やＣＭの台詞を考えたりもするそうです。広告の言葉専門なんですね。

　コピーライターになる方法は５つあって、広告会社に入ること、制作会社に入ること、いきなり名刺に書

くこと、ＣＭなどを制作する部のある会社に入ること、フリーのコピーライターの弟子になること、だそう

な。倉成さんの場合は、電通のクリエイティブ塾というのに入って、そこから電通の試験を受けたそうで

す。

　クロが自分で自分のために考えたキャッチコピーは酷いものでした (笑)。通常打ち合わせでは、100本

単位で考えていくそうです。果てしない数ですね。それを１時間や２時間で考えるというのだからすごい。

　その後もいろいろ話を聞き、結局クロは諦めることにｗまあいつもどおりの展開ですね…。

　さて、今回のおまけは「投稿コーナーの４回目」、そして「ＶＡＩＯとＰＳ３の連動キャンペーンお知ら

せ」です。投稿コーナーは、今回お題がやりづらかったのかなと思いました。あまりピンとくるものがな

かったので…。お知らせの方は、Ｗ杯と連動して Home内にスタジアムを再現してあるというもの。なん



とここでカカ選手からのメッセージが！ｗすごいですね。

　最後はいつもの「小料理屋９８０円」。テレビさんのキャッチコピーは「９８０円ってゆーな！」しかあ

りえないですね (笑)。さて来週のお品書きは、「ＪＵＳＴ　ＣＡＵＳＥ２」と「甘くてステキな芸術品」で

す。楽しみです。



2010.06.05 第３１号「ＪＵＳＴ　ＣＡＵＳＥ２」「甘くてステキな芸術品」

　今週は「ＪＵＳＴ　ＣＡＵＳＥ２」と「甘くてステキな芸術品」の２本です。

　まずはゲイムの方から。いきなりごっこから始まりましたｗそしてキャラが渋い (笑)。結局夢オチなの

ですが、今回紹介するのはトロには刺激が強すぎるということで、クロはまだ寝ているトロをテレビさん

に任せ、スズキとトロステを開始しました。優しいところもありますね、クロｗ

　ＪＵＳＴ　ＣＡＵＳＥ２の舞台は美しい島国ですが、独裁者の圧政と汚職で大混乱。そんな政府と戦う

ゲリラ組織の話なのですね。この島の大きさは東京都の半分くらいだそうですが、なんと島の中を自由に

移動できるオープンワールドだそうで。それは自由度がかなり高そうだ。

　主人公は元エージェントのリコ・ロドリゲス。消えた元上官を探し出して始末するために島にやってき

たそうです。ゲイムはミッション形式で進み、壊す対象物にはちゃんと印がついているので、それを様々

な手段で破壊することによりカオスポイントというものが貯まっていくのだそうな。そしてそのポイント

の貯まり具合で、次の話が解除されていくといった感じ。目的は決まっているけれど、手段は決まってい

ないので自由に動けるそうです。

　他にもいろいろ説明がありましたが、割愛しますｗ結構面白そうなゲイムだと思いました。難易度が選

べるそうなので、機会があったらちょっとやってみたいですねー。

　続いて飴細工の話。日本で唯一の店舗型の飴細工のお店があるのですね。「あめ細工　吉原」さんだそう

で。面白い！トロクロはプロデューサーさんに頼まれたものを取りに行ったのですが、それが「ＰＳＮ 500

万アカウント達成」という文字とトロの絵が入った飴で、なかなかかわいいものでした。

　ここで飴細工づくりを実演したのですが、動きが早すぎて写真がぶれたとお詫びが出たのは笑いましたね

(笑)。なるほど、時間との勝負なわけですか。しかもできたうさぎさんがＰＳＰを持っていてびっくり！

(笑)サービス精神が違いますねｗ

　そして最後に、トロとクロの飴も作っていました。すごいなぁ、本当に早業ですよ。これはお見事。ク

ロがあまり似ていないのがちょっと残念ですが (笑)。

　今回は会員用のおまけしかなかったので、「小料理屋９８０円」へ。いつもはトロだけなのに、今回は

クロも作ってもらったのでクロは上機嫌ですね (笑)。くびれたボディには笑うしかないですがｗあと、あ

のあとの惨劇は見なかったことになりました！そして来週は「薄桜鬼　巡想録」と「あの市場を見学しよ

う！」です。乙女ゲーを取りあげるのは珍しいですね。楽しみです。



2010.06.13 第３２号「薄桜鬼　巡想録」「あの市場を見学しよう！」

　今週は「薄桜鬼　巡想録」と「あの市場を見学しよう！」の２本です。

　まずは１本目。いきなり登場のピエールとジュンが「オトメステーション」を開始。まあ乙女ゲーです

からこの方が自然な感じがしますね (笑)。さっそくスズキが作ったという薄桜鬼のお手製ＰＶを干渉。ス

ズキ…(笑)。ところがジュンは「イケメンが足りない！」と満足できなかったようでｗ我が儘なうさぎです

ね。

　そこで２匹は薄桜鬼の世界に行くことに。やや、カズキヨネさんの絵は本当にきれいですねー。これは

中身がどんなでも売れちゃいそうな気がしますよ (笑)。基本的には新選組を軸に史実に沿った話が進んで

いくのですが、プレイヤーの行動選択しだいでいそんな ifが見られるマルチエンディングだそうで。乙女

ゲーはたくさんあるけれど、最初から用意された史実に基づいているものはあまりないでしょうから、珍し

いですね。このＰＳ３版には、ＰＳＰで出た本編とファンディスクの２つが収録されているのだとか。あ

とは画像が高クォリティになって、立ち絵が瞬きなどをするようになったそうです。…むしろ今までまっ

たくそういうのがなかったということに驚きましたがｗやはり男性向けに比べると遅れているのでしょう

かね。

　沖田さんと斎藤さんに会い、最後に土方さんが登場。ジュンの「イケメンに会いに来たんであって、命を

捨てに来たわけではない！」という台詞に笑いました (笑)。そうか、土方さんはツンツンツンツンツンデ

レデレなのか（長いよ）。見たいような見たくないようなｗ

　そして、ここでなんと参加した声優さんからのメッセージが！しかも３人も！ｗやはり乙女ゲーは声が

命って感じなのですかね。ちょっとしたコメントとサインをいただいたのですが、三木さんのサインに書

かれている「土方」の文字が一瞬「坊」に見えて何事かと思いました (笑)。結局トロクロは最後まで出てこ

なかったですね。テレビさんもｗ

　２本目はマグロ。とにかくマグロ！ (笑)というわけで「マグロ市場」と呼ばれる「三崎市場」に向かう

２匹（今度はトロクロです）。マグロは遠海で捕られ低温で運ばれてくるそうですが、日本に入る前にすで

に買い手がついているものもあるそうです。面白いですね。

　ここの市場では毎日 1000本ものマグロが取り引きされるそうです。マグロと見分けるには尾の方をみれ

ばいいんですね。正確には輪切りにしたものですがｗそれでどの段階で死んだのはということまでわかる

そうな。マグロは–60度の倉庫に入れると２年間も鮮度が保てるそうです。凄いですね。

　その後はマグロの解体を見学し、いよいよお寿司屋さんへ。５点盛りおいしそうすぎて困りましたｗう

わー、食べたいなぁ。写真で見てもこんなにおいしそうなのだから、実物はどれほど凄いのかｗ



　さて、今回はおまけがなしで「小料理屋９８０円」へ。テレビさん、出演はしていなかったけれどオト

ステを大プッシュ (笑)。クロだっていつも好き勝手やっているのだから、これくらいは許してあげないと

(笑)。それでは来週は「ぼくのなつやすみポータブル２　ナゾナゾ姉妹と沈没船の秘密！」と「今度こそあ

の職業に…オレっちはなる！」の２本です。噂をすればまさにクロ枠ｗ今度はどの職業を選ぶのか楽しみ

ですね。



2010.06.19 第３３号「ぼくのなつやすみポータブル２　ナゾナゾ姉妹と沈没船の秘密！」

「今度こそあの職業に…オレっちはなる！」

　今週は「ぼくのなつやすみポータブル２　ナゾナゾ姉妹と沈没船の秘密！」と「今度こそあの職業に…オ

レっちはなる！」の２本です。

　まずはぼくなつですね。みんなでそっちの世界に遊びにいっている展開からスタート (笑)。富海の町が

舞台なのですね。今作はぼくなつ２のリメイク版ということで、かなりパワーアップしているそうな。

　まず虫取りは、虫の数が過去最高の 201種類。そして捕まえた虫を使っての虫相撲。そして魚釣り。い

ろんな場所で釣りが楽しめ、種類によってはそれが夕食になるそうですｗ面白いですね。今回は海の中に

も自由に入れると言うことで、海底に謎の沈没船が沈んでいるのだそうです。その謎解きは楽しそう。

　その頃クロはといえば、女性キャラたちと仲良くなろうとして失敗し、海辺で黄昏れていました (笑)。ど

こにいってもクロは…ｗしかしそのあとの演出はよかったですねー。夏川りみさんの少年時代にのせて思

い出写真が流れて、とってもほのぼのした気分になりました。こういう演出は本当にうまいです。最後に

トロが振り返ってお辞儀をしたあと、みんなを追いかけて走っていくのもよかった！こういうゲイム紹介

は本当に効果があると思います。カズイさんもうっかり欲しくなりましたｗ

　そしてクロ枠はなんと、漫画家・イラストレーターの安倍吉俊さんのところにお邪魔すると！？結構な

大物のところに行きましたね (笑)。クロが臆面もなく弟子入り志願をしたところ、トロが「でもきっと途

中で…」と言いかけたところに「杜仲茶！」と遮ったクロに笑いましたｗ

　そしてやっとインタビューに。安倍さんが絵を描くようになったきっかけは、まったく絵が描けないの

に漫画家のアシスタントの仕事を紹介されたため、あまりにも役立たずだったのに使ってもらえて、申し

訳なく思い練習を始めたこと、だそうです (笑)。これは意外ですねぇ。そして美大のための予備校に、土

曜の３時間だけ通ってアシスタントやバイトを続けていたところ、絵を描く楽しさに目覚めていき本格的

に美大を目指した、と。

　そしてペンタブを買ってＰＣで絵を描くようになったそうで。デビューはアフタヌーンの新人賞なんで

すね。しかしその後はネームがまったく通らず、掲載もなかったそうです。でもカットの仕事などを細々

とやっていて、いち早くＨＰを立ちあげたりしていたら、lainのキャラ原案をやらないかと声をかけられた

そうです。

　どうすれば絵がうまくなるか？という問いには、なにかコツを掴んだらくり返して練習した方がいい、と

のことでした。１回うまくいっただけだと、ただの偶然なんですって。なるほど。

　プロになるには？の問いには、とにかく絵を描くことが好きという気持ちが大事、と。あんまり最初から

プロになろうと思って描いていると、駄目だった時に「失敗した」という気持ちが強くなってしまうから駄



目だそうな。最初からこれというルートを決めるのではなくて、たとえ今は他のルートにいたとしても、絵

が好きという気持ちがあれば最終的にはいいルートに行けるんだってことですね。うーん、奥が深いです。

　ここで漫画ができるまでを紹介。安倍さんはまず文字によるネームから入るそうです。面白いですね。

コマ割りが苦手なのでそうしているそうですが。それを編集さんがチェック→絵のネーム→チェック→下

書き→チェック→ＰＣに取りこんで着色→完成だそうです。

　今後の目標としては、小説を書いてみたいそうですよ。おおー。あとは同人誌や電子出版にも興味があ

るそうで。さらにゲイムもつくってみたいというのだから、そのバイタリティたるや半端ない (笑)。見習

いたいものです…。おまけのミニコーナーは残念ながら会員のみなので見られません。

　そしておまけへ。今回は第５回の投稿コーナーの発表ですね。今回のお題は「トロステを世界に広める

ためテレビさんは何をすればいい？」。今回は結構物騒なネタが多かったですねｗ最後は「小料理屋９８

０円」。「クロ歴史っていつまで続くんでしょう？」「そのうち出版されたりして…」「あるあるある…ない

よ！」に笑いました (笑)。いいコントですね！来週は「トトリのアトリエ～アーランドの錬金術士２～」と

「宇宙ショーへようこそ」の２本です。楽しみですね。



2010.06.26 第３４号「トトリのアトリエ～アーランドの錬金術士２～」「宇宙ショーへよ

うこそ」

　今週は「トトリのアトリエ～アーランドの錬金術士２～」と「宇宙ショーへようこそ」の２本です。

　１本目はトトリですね。いきなり人間になる薬を調合で作ろうとしているクロ。案の定失敗し大惨事に

ｗトトリが使おうと思っていた水を全部使ってしまったので、水を探すために家を飛び出しました。そし

たら珍しいモンスターに間違えられてボッコボコにｗまあたまにはこういう薬も必要ですよね (笑)。

　今回のシリーズでは、主人公のトトリが冒険者になることを夢としているので、今までのシリーズより

も冒険の要素が強いんですかね？一度もやったことがないので、紹介されていることがシリーズ共通のこ

となのか、トトリのことなのかわからないのですがｗ（その辺の解説もちゃんとしてほしかったです…）な

るほど、ロロナがトトリの師匠にあたるんですか。だからどうしたって感じですが (笑)。

　そして何故か、トトリの世界の中に小料理屋９８０円が登場。そこで無事に水をゲットしたクロ…実際

にコラボしたのかと思ってびっくりしましたがやはり違うようですねｗさらにここで、岸田メルさんのイ

ンタビューが。おおー。

　ちょｗ岸田さんの自画像 (？) が面白すぎてやばいんですがｗ確か男性なんですよね…そうは見えない

絵柄だ。トトリの服はバレエのチュチュを元に、海な感じを出したくて魚のひれっぽいモチーフを使った

りスケスケ素材を使ったりしているそうです。なるほど。考えた場所がトイレと聞くとなんとなく台無し

なんですけどね (笑)。それにしても相変わらず、年齢が年齢に見えないイラストだｗおっさんはちゃんと

おっさんしているのに、中間が苦手なんでしょうかね (笑)。

　続いてアニメ映画の話題。ああ、これは映画のタイトルだったのですか。てっきりスズキ枠なのかと

(笑)。で、クロは暴走しそうだったところを尾道に連れていかれ、代わりにピエールがトロと紹介をするこ

とにｗ

　話は、村川村というのどかな小さな村で始まります。小学生５人が裏山でミステリーサークルと怪我を

した犬（実は宇宙人）を発見し、月にある都市に連れていってもらうという実にファンタジックな内容らし

いです。ところがとある理由で月から帰れなくなって、さらにいろんなことに巻きこまれていくのだそう

な。なるほど、面白そうですね。

　ここで監督の舛成孝二さんにインタビュー。最初の「アニメ監督とはどんな仕事か？」という問いには、

いろんな決定権がある雑用係と答えていました (笑)。あー、イメージ的にもそんな感じな気が。監督の好

きなシーンはラストシーンだそうです。

　他にもいろいろと聞いていましたが割愛しまして、今回どうして犬をナビゲーター役に選んだのかとい

うと、犬は喋れなくても人間のことを理解している不思議な動物だからだそうです。なるほど。最後はト



ロとピエールでちょっとした宇宙旅行を楽しんでいました。おまけでは予告編の動画が見れたのですが、

正直ピエールの顔が邪魔でした (笑)。予告編見るともっと面白そうですねー。

　今回のもう１つのおまけは、新作カプポン（トトリ）の紹介でした。好評だったのか、クロとテレビさん

のチャット形式の内容だったのですごく面白かったですが、クロが本当に中二すぎて困りますｗネットに

毒されすぎだ…。そして最後は「小料理屋９８０円」。今度は本物ですｗ途中でクロがプロデューサーさん

に文句を言いに言って退席。大丈夫でしょうか (笑)。さて、来週のお品書きは「オト★ステ　素敵インタ

ビュー」と「スパッとキレがいい話」です。オトステはまた乙女ゲーの紹介だそうで。まさかラブル…おっ

と、誰か来たようだ。



2010.07.03 第３５号「オト★ステ　素敵インタビュー」「スパッとキレがいい話」

　今週は「オト★ステ　素敵インタビュー」と「スパッとキレがいい話」の２本です。

　今回のオト★ステでは、ジュン、トロ、テレビさんの３人がＰＳ２ソフトの「スカーレッドライダーゼク

ス」を紹介しています。もうすでに発売しているものなのですね。戦隊ものと乙女ゲーの融合…主人公が

愛か死かを選ばされる究極のストーリー、だそうです (笑)。話に聞いているだけで相当カオスなのですが、

サクラ大戦のとこがつくったと言われるとＩＦ製よりも安心できる感じがしますｗ

　ここでプロデューサーの伊東愛さんにインタビュー。元々伊東さん自身が乙女ゲー大好きで自分も作っ

てみたいと思っていたそうですが、そんなおり会社で久々に自社パブリッシングをするということになり、

すかさず提案したのがこのゲイムを作ったきっかけだそうです。そして、まだゲイムになるかもわからな

い段階で、これまでにないストーリーにするために、佐藤大さんに声を掛けたのだそうな。おおー。他に

は、ディレクターに VitaminXシリーズの岩崎さん、音楽にはひぐらし祭の志倉さん、キャラデザには peko

さんを起用した、かなり豪華なメンバーによる作品なのですね。

　これを作るに当たって何か参考にしたものはあるのかという問いに、佐藤大さん率いる STORY RIDERS

では今まで乙女ゲーを手がけたことがなかったので、あえて自由にやっていただいた、ということでした。

むしろ湘南暴走族などヤンキー漫画を参考にしたそうです (笑)。

　あとは、「ストーリー」「グラフィック」「操作性」は譲れない部分なので拘って作った、と。確かに、ど

れが欠けても何度も遊ぶのは難しいですもんね。キャラ設定に関しても、複数人で話し合いながら決めて

いったということで、結構深みがありそうです。なかなか面白そうですね。機会があったらちょっと遊ん

でみたいかもｗ

　さて、２本目はクロがメインのようですね。いきなりポルナレフから始まり、クロディエーターに突入

(笑)。相変わらずフリーダムですね、クロは…。いろんな剣を紹介していく企画なんでしょうか？スズキが

出てきてクロと戦闘になりましたが、クロはあっさりと負けましたｗスズキが所持していたのはエクスカ

リバー。カリバーンがパワーアップして exがついてエクスカリバーになったのですか、本当に安直ですね

(笑)。

　続いてジュンが出てきてレイピアを紹介。そうか、レイピアがこんなにも細いのは、鎧の隙間から攻撃

するためなのですね。痛そうｗいざ戦おうとしたところ、ジュンが助っ人にピエールを呼びました。ドラ

えもん的登場に笑った (笑)。この辺のネタはさすがですね。ピエールが持ってきた武器はフランベルジュ。

長さが１メートル半もある、剣身がうねうねした剣ですね。これで斬られると傷の治りが遅かったり、他の

剣を受け流しやすかったりするそうな。なるほど。１対２での勝負は、戦う前から決着がつきました (笑)。

　そして今度はリッキーが登場。剣の紹介なのに拳１つで出てきたリッキー (笑)。でもあっさりとクロに

勝利ｗ続いては意外にもテレビさんが参戦！近藤勇が使っていたという会津虎徹を紹介。近藤さんが自慢



しまくり千代子だったそうです (笑)。虎徹は本当は別の刀の名前なのですが、より虎徹に近い刀というこ

とで、ニックネームのような感覚で会津虎徹と呼ばれていたそうな。で、戦闘はクロの上にタライが落ち

てくる事故でテレビさんの勝利でした (笑)。

　最後はやはりトロの出番ですね。剣闘士ならぬ遣唐使として登場ｗトロはひのきの棒を所持。本当にう

どんをこねるのに便利そうですね！ここでクロは初勝利を手にしたものの、プロデューサーさんが出てき

て懲罰用のムチでクロを…という場面でクロの目が覚めました (笑)。夢オチか！ｗ

　ちなみに今まで紹介した剣は、すべて秋葉原にある「武器屋」で販売しているそうです。いくらくらいす

るものなのでしょうね。レプリカでも結構高そうですが…。

　おまけは、プロデューサーさんによるＰＳ＋の紹介。カズイさんもちょっと迷っていますが、そんなに

がっつりゲイムができる時間があるわけでもないので、当分は様子見しようと思っています。詳しい内容

は適当にググってください（手抜き）。そして最後は「小料理屋９８０円」。オトステ、確かに前回からの間

隔が短いと思っていましたが、結構人気があったんですね (笑)。クロ枠を少し減らしてこちらにまわすの

かな。さて、来週のお品書きは「白騎士物語　-光と闇の覚醒-」と「空き地・お部屋自慢コンテスト発表」

の２本です。個人的には、コンテストの発表はおまけ枠でいいと思うんですが…やはり作るのが楽なので

すかね、発表コーナー (笑)。楽しみにしたいと思います。



2010.07.11 第３６号「白騎士物語　-光と闇の覚醒-」「空き地・お部屋自慢コンテスト

発表」

　今週は「白騎士物語　-光と闇の覚醒-」と「空き地・お部屋自慢コンテスト発表」の２本です。

　まずは白騎士の続編。前作の内容を簡単に紹介したあと…今回はなんと分岐ありで (笑)。前作のエン

ディングと関連した内容から始まっているそうで、やったかやらないかでネタバレを防止してくれるんで

すね。なんという親切仕様。カズイさんは未プレイなので未プレイ推奨の方を見ました。

　白騎士の世界には３つの国があるそうですが、今作ではその国々を脅かす存在が登場するところから始

まるそうです。もちろん新キャラも登場ということで、クロ久々のくぎゅっほうがｗ戦闘面では新システ

ムに新スキルということで、前作よりパワーアップしているらしいです。

　今回もトロとクロが騎士になって…の予定が、クロは何故かモンスターに変化。ネットゲイム上での日

頃の行いのせいらしいですね (笑)。そうそう、トロとクロがマントになって登場するコラボも予定されて

いるようです。全然マントに見えないというか、あまりに立体的過ぎて吹きました (笑)。

　それと、この続編には前作の内容がそのまま入っているそうです。システム周りだけ続編と同じにして

あるようですが。面白い試みですねー。まあ前作のクリアデータが必須なようで、クリア後の周回データ

では駄目というところに問題があるようですが (笑)。おそらくデータを引き継ぐ関係でそうなっているの

でしょう。途中の場合は最後までもう１回クリアしろってことなんですね。どうせならそこまで紹介して

ほしかったですが…。

　次はコンテストの発表です。Homeでも最終選考に残ったものは紹介していたらしいですが、最終に残っ

ても受賞できるとは限らないのが厳しいところですね。今回はポケピも総出演（プロデューサーさんまで

ｗ）での紹介でした。テレビさんの「目の付け所がシャープですね」のコメントがあまりにもぴったりすぎ

て、ネタだとわかっていてもスルー死そうになりましたｗ階段をつくるのは本当にうまいですね。あとＵ

ＦＯはあのタイミングを待つのにどれくらい時間がかかったのだろうと思うと泣けますｗ

　今回のおまけは、トロが毎日絵日記を描くという携帯アプリのお知らせです。トロだけじゃなくて他の

キャラが描くこともあるようですが、基本はトロの日常。見終わったあとは日記の感想をトロと話して言

葉を覚えさせることができるようです。使用するには「トロのお話アプリ」という月額 315円のサービス

に登録が必要だそうですが、登録すると他のアプリも使えるそうです。

　最後は「小料理屋９８０円」。来週のお品書きは「TRICKxLOGIC」と「知ってるようで知らない？　

ゲームによく出てくるアレの話」です。トリロジは楽しみにしているので、取りあげてくれるのは嬉しい！



2010.07.17 第３７号「TRICKxLOGIC」「知ってるようで知らない？　ゲームによく出て

くるアレの話」

　今週は「TRICKxLOGIC」と「知ってるようで知らない？　ゲームによく出てくるアレの話」の２本で

す。

　１本目、トリロジ枠の説明が「井上トロ邸で起きた事件」って…トロ邸もうないじゃないですか (笑)。少

なくとも非課金組はｗおかげで見る前から切なさがとまりません。

　事件の概要はというと、トロがピエールにもらったお菓子が部屋から消えている、と。トロはテレビさ

んの上に置いたというのですが、テレビさんはうたた寝をしていて覚えがないそうで。そこでトリロジに

出てくる閻魔大王のヤマさんが登場。どこぞの刑事みたいな名前ですねｗそしてさらっとゲイム紹介。簡

単に言えば推理ゲーですね。他のゲイムと違うのは豪華なミステリ作家を多数起用しているのと、味方に

天才検事がいるってことでしょうか (笑)。

　この天才検事の芳川さんが、瀕死の重傷を負って魂だけ冥界へ。そこでヤマと出会うわけですが、ヤマ

は罪人を裁くために未解決の事件も解決するという仕事をしていたので、それを芳川さんに手伝わせるこ

とにした、という流れなのですね。なるほど。他にも大学生の女子と刑事さんが何故か冥界に呼び出され

手伝ってくれるそうです。何故かって (笑)。まあプレイしていけば答えがあるのかもしれないですが。

　次にここで、人間界のあらゆることが載っているというアカシャを説明。これで推理小説を読み進めて

いって、気になるキーワードを拾いながら推理していく、という流れですね。実際にトロの事件を推理して

いるのですが、トロがやっぱりクロを疑っているのが面白いです (笑)。誰がどう見てもいちばんあやしい

ですからね…。まあ結論は、リッキーがテレビさんの上に置いてあると日光があたって悪くなりそうだっ

たから移動させた、というものでした。なるほどｗ

　このトリロジは 7/22の発売ですが、シーズン２の分は 7/29から１話ずつＤＬ販売するという面白い試

みとキャンペーンを行うそうです。新しいですね。カズイさんは取説マニアなので (笑)パッケージ版まで

待ちますが、ＤＬだと金額的にもお得なので好きな方を選べるのがいいところだと思います。

　さて、２本目は「トロステ　ふしぎ調査隊」です。冒険家の帽子をかぶっている２匹はかわいいですね

(笑)。前回は会員枠でやったそうですが、人気があったのかメイン枠に昇格したそうな。今回のお題は「ラ

グナロク」。カズイさん的には神々の黄昏ってのが思い浮かびます。と書いた次のコマに同じこと書かれて

た (笑)。ゲイム的には、オーディンスフィア、ヴァルキリープロファイル、最近ではレギンレイヴがこれ

を題材にしていますね。

　簡単に言うと、人間も神々も含めて、太陽も月も宇宙すべてがなくなっちゃうような規模の滅亡なので

すね。北欧神話恐ろしいｗここでクロが、この戦い中に起こった炎の７番勝負(笑)を紹介。ポケピたちで

戦いを再現する、かなり軽いノリの紹介で笑いましたｗこれはかなり面白いのでおすすめです。なんか希



望のあるオチで終わっていますし (笑)。

　今回はおまけがなくて、「小料理屋９８０円」へ。来週のお品書きは「戦国 BASARA３」と「おかえり

なさい！帰ってきたアイツ」の２本です。どちらも面白そうで楽しみですね。



2010.07.26 第３８号「戦国 BASARA３」「おかえりなさい！帰ってきたアイツ」

　今週は「戦国 BASARA３」と「おかえりなさい！帰ってきたアイツ」の２本です。

　まずはバサラ。今回は関ヶ原が舞台なのですね。そしてテレビさんがかなりガッツリきてますねｗ腐女

子目線で語っているのでしょうか…確かに以前の家康は忠勝コールがうるさかった気がしますが (笑)。三

成は神のように崇めていた秀吉を家康に殺されたことによって、家康を怨むんですね。神のようにって言

い回しがカズイさん的に何故かツボでしたｗ

　前作から変わったこととして、舞台と主役、あと戦闘時に陣地という要素が追加されたそうです。マッ

プ内にある陣地を取りあう陣取り合戦みたいな要素が入ったのだとか。陣地を取るとそれに付随した効果

（回復など）が得られるそうです。おまけにＨＩＴ数を稼げるのでかなりお金が貯まるのだとか。あとはス

トーリーモードがマルチエンディングになったそうです。ほほう。新キャラもたくさんで面白そうですね。

　続いてはやぶさ！いずれやるとは思っていましたが、意外と早くて嬉しいです。スズキ枠は当たりが多い

ですしね！ (笑)というわけで始まったのですが、早速遅刻してきたトロとクロの頭にはやぶさが…！ (笑)

なんという精巧な作りでしょう、恐るべしｗ

　ここではやぶさプロジェクトに７年以上携わってきたＪＡＸＡの森本さんが登場。いろんな解説をして

くれるそうです。まず、はやぶさは５つのミッションを背負って 2003/5/9 に打ち上げられたんですね。

ミッションの１つである、イオンエンジンによる飛行は無事にできていて、もう１つのスイングバイ（地球

の重力を利用して加速するらしいですｗ）の実験をするために、一度地球の近くまで戻ってきているそう

です。

　それからイトカワへ向かうわけですが、この途中にもう１つのミッションである自律航法による飛行も

無事にこなしていたのだそうな。そして近い距離まで接近し、写真撮影。イトカワの姿がはっきりと見え

ますね。これはすごい。このときにはレーザ高度計による距離計測なども行っているそうです。有能すぎ

るｗいろいろと故障はあっても、それを乗り越えてミッションをこなしていく姿がかっこよすぎです。

　小惑星のサンプルは、残念ながら採れたかどうかわからない状態でしたが、ミッションのうち４つまで

が終わりました。ところが、いざ帰る段階になっても次々とトラブルに襲われ、姿勢を正すこともできな

い状態に (笑)。しかしそれをなんとかするところがすごいですよねぇ、日本人。ＡとＢの友情パワーとか

本当に泣けます（詳しくはご覧くださいｗ）。そして最後のカプセルを届けるミッションも終え、燃え尽き

るはやぶさ…トロが逃げ出したくなる気持ちもわかりますね。

　さて、今回はおまけにもはやぶさが。他は会員用なので、「小料理屋９８０円」へ。はやぶさが帰ってき

た日にスズキにフラグが立ってはやぶさの模型を作ったという話が凄すぎます (笑)。さて、来週のお品書

きは「初音ミク-Project DIVA- 2nd」１本だそうです。また凄いことになりそうですねｗ





2010.07.31 第３９号「初音ミク -Project DIVA- 2nd」

　今週は「初音ミク-Project DIVA- 2nd」の１本です。

　週トロ 39回目で、ＰＳＰソフトが出る週ですもんね、やらないわけがない！ (笑)。また２匹が踊ってく

れるのか楽しみです。

　といっているそばから、いきなり踊りながらギターを弾く２匹 (笑)。またオリジナルのモーション作っ

たんでしょうか。完成度がすごいですね。そして頭からミクが登場し、週刊ディーヴァ・ステーションの開

始。

　ゲイムとしての前作からの変更点は、長押しや同時押しが増えたこと。レベルが３段階から４段階になっ

たこと。そして表情が豊かになり、コスチュームもかなり増えたそうです。収録曲は 50種類以上、それぞ

れの曲のＰＶも原曲のイメージを崩さないように作られているそうな。こだわっていますねー。あとはエ

ディットもだいぶやりやすくなったみたい。ミクルームもパワーアップして、他のキャラの部屋もできた

とか、いろいろな面でボリュームアップしていますね。

　最後に、またギターを持って踊りながら、ボーかロイドの歴史を紹介して終了。１本しかないわりには、

意外と短かった感じがしますね。…と思ったら、小枠でも別な曲を踊っていました (笑)。ぬかりないな…。

でもトロクロより、なめらかに動いているミクの方に目がいってしまって。ほんとすごいなぁ、体重移動

とかもかなり自然にやっていますもんね。感心してしまいます。

　他、おまけではミクのデザインＴシャツの募集や、新しいカプポンの紹介（コスプレトロの第２弾）があ

りました。そして最後は「小料理屋９８０円」。来週のお品書きは「Sodium One」と「正しい夏休みの過

ごし方」です。前者は７月から始まる新しいサービスなんですね。どんなものなのか楽しみです。



2010.08.08 第４０号「Sodium One」「妖怪劇場第三幕」

　今週は「Sodium One」と「正しい夏休みの過ごし方トロステ妖怪劇場第三幕」の２本です（内容が変更

になっているようですｗ）。

　ただいま、パソコンが故障中で新しいのを注文しているため、今回は久々にＰＳＰでの視聴です。まず

は本体のアップデートから…(笑)。週トロって何気にアップデートを知らせてくれる役割も持っていたよ

うな気がします。そうでなければ「アップデートしてください」なんて出る機会がないですからね…（メー

ルは来ているけど、実際はすぐに忘れてしまうｗ）。

　さて１本目。ＰＳＨｏｍｅの新ラウンジの紹介です。新しいシステムなのかと思ったら、ラウンジだっ

たのですか。中身はいきなりおなじみのチャットから開始。クロはほんとに…ｗどっちが中二なんだか。

今回はプロデューサーさんがメインなんですかね。さっそく SodiumOne（以下ＳＯ）の説明に。

　ＳＯは 7/1にオープンしたラウンジで、オンラインゲイムが楽しめるそうです。なるほど、アイレムの

ゲキトーをもっと本格的にした感じですか。メインはシューティング…あれ、全然違う (笑)。どちらかと

いうと宇宙のラウンジが近そうですね。かなり本格的なやつが楽しめるそうです。わっちわっち詐欺に笑

いましたｗ結局クロとプロデューサーさんが一緒に行くことになったのですが、さすがにまずいと思った

のか、プロデューサーさんはトロにバトンタッチ (笑)。まあ正しい選択だと思いますねｗ

　ここでＳＯのナビゲーターＶＩＣＫＩＥさんの登場。か、顔がちょっと怖いｗ顔だけじゃなくて毒舌な

ことに笑いましたが、これは週トロ仕様みたいですね。初心者にはサソリスタンプがいいと言うことで、

さっそくサソリ退治にいく２匹。でも装備品なしだと黄色いサソリしか踏めないんですねー。オンライン

ゲイムはお金のない人間には厳しいものです (笑)。

　続いてシューティングゲイムの方へ。こちらはレベル５までは無料で、あとは６００円で遊び放題だそ

うです。レベル５０まであるそうですよ。カズイさんはきっとレベル５までもいけないでしょうｗあとは

バーのような場所で、ドリンクを作るミニゲイム？みたいなのもできるようですね。クレジットを入手す

る条件の制服って、やっぱりリアルマネー出して買わなきゃならないんだろうなぁ。

　最後に、クロを騙した形になったプロデューサーさんがチャットルームに入れなくなるオチがあって笑

いましたｗ

　２本目は「トロステ妖怪劇場第三幕」です。前が３月だったそうなので、結構間があきましたね。今回は

誰がオチに使われるのか楽しみです (笑)。さっそく其の七として「河童」を紹介。当たり前のようにリッ

キーが登場です (笑)。緑色の身体で頭の上に皿があり、相撲ときゅうりが好きで、尻子玉を狙っているそ

うです。２匹があまりにリッキーを河童扱いするので、リッキーの反撃。２匹も「猫又か化け猫」なんじゃ

ないかと (笑)。確かに、踊ったり、２本足で歩いたり、人間と話したり、ふすまや扉を開けたあとちゃんと

閉めたり (笑/証言ＶＴＲが面白すぎです)していますが、さいわい尻尾は１本のままだったので疑惑は晴れ



ましたｗ

　で、実は猫又が其の８だったようで、続いて其の９の「座敷わらし」に。いい子のトロの方は、ニャバ

ターの座敷わらしが住み着いてくれて繁栄、逆にしょうがないクロの方は住み着いていた座敷わらしのジュ

ンを追い出してしまって没落といった感じで (笑)。実にわかりやすい説明でしたね。

　其の１０は「三吉鬼（さんきちおに）」。秋田の方に伝わる妖怪だそうです。居酒屋に現れて、酒をたらふ

く飲んでお代を払わないで帰るのですが、翌日代金の１０倍以上のたきぎをくれるそうな。ただし、無理

に代金を請求しようとすると仇をなすそうです。判断が難しい妖怪ですねｗジュンはこういう役回りばか

りでちょっとかわいそうだけど、キャラに合っているからいいのか (笑)。

　さて、おまけはなしで、今回から小料理屋が「純喫茶９８０円」に変更になりました。もしかしてビール

のせいなんですかねぇ。建前上は家賃を払えなかったかららしいですが (笑)。来週のお品書きは「飛び出

す未来についてインタビュー」と「戦慄の恐怖を与えるお仕事」の２本です。３Ｄとお化け屋敷ですかね？

なんにせよ楽しみです。次はＰＳ３で見られるかなｗ



2010.08.14第４１号「飛び出す未来についてインタビュー」「戦慄の恐怖を与えるお仕事」

　今週は「飛び出す未来についてインタビュー」と「戦慄の恐怖を与えるお仕事」の２本です。ＰＣがやっ

と準備できたので、今回からまたＰＳ３で見たいと思います。

　さて、１本目はクロが Blu-ray３Ｄ普及のために立ち上がる、という内容らしいです。…ですが、いきな

り一休さんの話から入ったので笑いました (笑)。ついに屏風から虎が跳び出すときがきた、と！ｗそして

登場したのが、以前も登場した Blu-rayを盛り上げるべく日夜頑張っているＡＢＩさん。でもそもそもＢＤ

３Ｄに対応した映像を作ってくれる人が少ないそうで、今日は何故かそれを宣伝するという流れに (笑)。

　やってきたのはＣＧアニメ作家の笹原和也さん。あの「Cat Shit One」を作った方ですね。もう１人は

フリーのアニメプロデューサー里見哲朗さん。現在「ＳＯＳＴＶワルプルギスナイトフィーバー」という

ショートアニメを作っているそうです。

　この里見さんが語るには、ＢＤは画質を落とすことなくアニメにできるので、マスターの魅力を余すこ

となく引き出せるそうな。で、そんなＢＤと３Ｄが融合するとどうなるかというと…ディティールが細か

い分よりリアルに映るんですね。笹原さんが球体を例に出していましたが、確かに球体は影の付き方で球

だとわかるものなので、その表現がリアルであればあるほど球自体もリアルに見えてくるんでしょう。

　ではこの立体視ブームは作り手から見てどうなのかというと、やっぱり面白いんだそうです。もちろん

尻込みする人もいるそうですが (笑)、先に新しい表現方法を生み出せばそこで新たなブームがきますから

ねぇ。ただ、当然作るのも大変で、これまで３Ｄと言いつつ２Ｄでごまかしてきたことができなくなるん

ですって (笑)。なるほどー。あとは目ｈの負担も考えないといけなくて、そこでまた制約が出てくるんで

すね。そりゃ大変だ。

　にしても、里見さんも笹原さんもそろって女の子キャラクターものをやってみたいとか (笑)。クロの味

方ばかりじゃないですか！でも酔っぱらいまくっているクロはそのまま寝ちゃってみんな帰ってしまった

というオチでしたｗ

　次は富士急ハイランドの世界最大のお化け屋敷「最恐戦慄迷宮」のお話です。ちゃんとストーリーのあ

るお化け屋敷っていいですね (笑)。暑さでだらけていたトロが、涼しいところ、しかも遊園地の中に行く

と聞いてうひゃっほうでついて行く姿が哀れでなりませんｗゲストは亡霊役のプロデューサーさんです。

　このお化け屋敷はウォークスルー型で、なんと 900メートルも歩くそうです。所要時間は 60分！そりゃ

長いｗしかも中には生身の亡霊さんたちがいるそうでｗあああ、それは怖そうだ。最初は、古い建物を取り

壊す前のイベントとして始まったそうですが、とても人気だったのでずっと続くことになったそうな。で、

2002 年７月には、ほんとに取り壊す必要が出ていったん終了したそうですが、翌年の７月に場所を改め

て復活。出口が２つあるというマルチエンディング式だったそうです (笑)。そのほかいろんな企画があっ

て、ゲイムとのコラボなんかがありましたが、やっぱりいちばん受けたのは「血まみれの身体検査」ですね



(笑)。目の付け所がシュールすぎるｗ

　そして今回、７月に全面リニューアルされ、この戦慄迷宮になったそうな。舞台が改装された病院が廃

墟になったという設定のため、改装された部分と廃墟化した部分が混在していていい感じになっています。

そしていよいよトロクロ出陣。…まあわりと早い段階でリタイアしていましたが (笑)。確かにあれは怖そ

うだ…。

　おまけは「あなたの力でＢＤ化プロジェクト」第３弾の投票です。クロがあれを１位にするため、全国行

脚どころかペンギンがいるようなところまで行っていて笑いましたｗそして最後は「純喫茶９８０円」。あ

あ、そういえばツイッターでトルネフが週トロに出たと言っていたのに、見ないなと思ったらこんなとこ

ろにｗトルネフのホームページができたそうです。それを宣伝して颯爽と帰って行きました (笑)。あとは、

またスタンプラリーが始まりました。今度はどんなアイテムがもらえるのか楽しみです。来週のお品書き

は「クロが新たな職業を…でもその前に！？」と「正しい夏休みの過ごし方」です。クロ、今度は何をｗ楽

しみですね。



2010.08.22 第４２号「クロが新たな職業を…でもその前に！？」「正しい夏休みの過ご

し方」

　今週は、「クロが新たな職業を…でもその前に！？」と「正しい夏休みの過ごし方」の２本です。

　さて、１本目。声優と作家の２足のわらじを履いているあさのますみさんにインタビュー。クロはすで

にニュースキャスターの仕事をしているということで、他にもやるということは２足のわらじを履くという

ことだから、まずは実際に２足のわらじを履いている人に話を聞いてからじゃないといけなかったんだ！

という超理論の発動です (笑)。

　もともと声優の仕事をしていたあさのさんが、児童文学作家になろうと思ったきっかけは、自身がエッ

セイ本を出版したところまでさかのぼるそうです。それで重版されることの大変さを知り、一方で、本屋

の児童書コーナーに立ち寄ったところ自分が幼い頃に読んでいた本がまだ平積みされており、どれくらい

重版されているのか見てみたところ、なんと 120回も刷られていたそうな。それを見て、普遍性のあるも

のの素晴らしさに気づいたあさのさん。いろんな絵本を読んでいるうちに、自分のなかにも話が浮かんで

きて、それをまとめたものをおひさま大賞に応募したところ見事に受賞。すごいですね～。

　にしても、おひさま大賞の中の人の話はすごいですね。来年には次の受賞者が出るから、あなたたちの

賞味期限は１年！ (笑)それくらいきっぱり言ってもらえたら逆に張り切るのかもしれません。

　そこであさのさんは、絵本のワークショップで知り合った編集さんを通して学研に持ち込みをしたそう

です。でもその作品は預かりになったのですが、「お題を与えたら書けますか？」と聞かれたあさのさんは、

やったことはないけどとりあえず「できます！」と答えたそうな (笑)。いいですね、前向きで。

　で、ここまでは絵本の文章を書いていたあさのさんでしたが、角川書店の社長に声をかけられて、空色魔

女を書くことになったそうな。やはり賞をとっていると違いますねぇ。

　あさのさんは普段声優の仕事がメインなので、ＰＣを持ち歩いて空き時間に書いたり、休みの日は朝か

ら晩まで書いているそうな。頑張り屋さんですね。

　そして結局クロは、２足のわらじは大変そうだから１足のわらじを探しに行くと言ってトロに激しくツッ

コミを入れられていました (笑)。

　さて、２本目は延期していたやつですね。秋葉原ワシントンホテルの話題のようです。開始そうそうク

ロがおらず、トロが戸惑っているとクロから中継がｗクロはひとりでホテルに行っていたんですね。それ

がこのワシントンホテル。クロが指定した部屋にいくと、なんと鉄道模型が！鉄道ルームクハネ 1304号

室だそうです。この部屋に泊まっている間は模型を走らせ放題なんだそうな。この部屋は「バー銀座パノ

ラマ」さんと「株式会社ディディエフ」さんが手を組んでいるそうな。一部屋でなんと 300万円もかかっ

ていうというから驚きですｗジオラマの他にも徹底的に鉄道にこだわった作りなのが凄いですね。



　ここでワシントンホテルの営業課長の山本さんが登場。このホテルは５月にオープンしたのですが、せっ

かく秋葉原にあるのだから秋葉原の要素を取り入れたいということで、こういう部屋を作ったそうです。

他にも、モーニングコールを声優を目指す学生さんが担当していたりと、面白い試みをしています。

　あとは 24 時間アキバ満喫カップルプランというものがあるそうです。お昼の 12 時にチェックインし、

翌日のお昼の 12時まで滞在できるんだとか。カップルという単語に反応したクロに笑いました (笑)。

　他にも、アキバを案内してくれる秋葉原ナビゲーターという人がいるそうで。登場した渡辺さんの哀し

そうな顔がｗもっといい写真はなかったのか、わざとこういう表情にしてもらったのか気になります。メ

イド喫茶情報などを聞かれてもいいように、自腹で週１通っているそうです (笑)。

　現在他にもいろんな部屋のアイディアを出しているところだそうですが、トロステ部屋はほんと意外に

いいかもしれませんね (笑)。知らない人でも子どもとか喜びそうですし、そういう部屋があったらカズイ

さんも泊まってみたいですｗ

　今回のおまけは告知ですね。１つめは、みャイル百貨店とゲームセンターのラインナップについて。こ

れまでは不定期更新でしたが、定期的に更新されるようになるそうです。百貨店は３ヶ月ごと、ゲームセン

ターは毎月第２週に更新とのこと。２つめはＨＯＭＥでのイベントのお知らせ。ブラック★ロックシュー

ターの上映会、アイレム広場での花火大会、思い出のあの海岸もリニューアルしたそうです。アイレム祭

りですね (笑)。あとはトロと夏休みというイベントもやっているそうな。カプポンとＴシャツコンテスト

のお知らせは以前からあるので割愛。

　最後に「純喫茶９８０円」。トロクロではなく、ピエールとリッキーが登場。こういう場面だと必ずジュ

ンは弾かれますねｗキャラ的にＮＧなのでしょうか。来週のお品書きは、「モンハン日記　ぽかぽかアイ

ルー村」と「とっても楽しい研究室」の２本です。トロクロはアイルー村にでかけているようですねｗリッ

キーは相変わらず飛ばしているなぁ (笑)。後半トロクロ来ましたが、ティーカップの乾杯が不評だったの

か、今回はありませんでしたｗ



2010.08.28 第４３号「モンハン日記　ぽかぽかアイルー村」「とっても楽しい研究室」

　今週は「モンハン日記　ぽかぽかアイルー村」と「とっても楽しい研究室」の２本です。

　１本目はアイルー村ですね。クロが戸惑うのも無理はないくらいほのぼのした印象がｗこのゲイムの目

的は、アイルー村で楽しく生活をすることなのですね。どちらかというとどう森みたいな感じでしょうか。

村に立ち寄るアイルーの悩み事を解決してあげると仲間になってくれるそうです。

　あとはぽかぽかポイントをためて村を発展させていくのが大きな目標だそうな。ちょっと面白そうです

ね。畑で野菜を育てたり、釣りや採掘をしたり、虫取りをしたりと、いろいろ楽しめるんですね。もちろん

クエストもあるようです。

　そして今回リオレイア役でリッキーが登場ｗ最近リッキーオチが多いですね。格闘キャラって何気に使

いやすいのでしょうか (笑)。今度はリオレウス役で赤いリッキーがｗおいしいですね、リッキー。

　あとはＭＨ２ｎｄとの連動や、３ｒｄとの連動もあるそうです。さすがに抜け目がないですね (笑)。そ

して週トロとのコラボで、トロとクロの帽子が登場するんだとか。そっちはＤＬクエストのようですが。

　さて、２本目はスズキ枠ですね。東京にある電気通信大学の小池研究室でインターフェイスについての

お勉強。この研究室では、様々な情報を人が簡単に操作できるようにするための研究をしているそうです。

ちょっと難しそうですね。

　そこで見本として見せてくれたのが、コントローラーを使わず指の動きだけで操作するシューティング

ゲイム。これはすごい。カメラで指の動きを感知して操作しているようです。

　他にもゲルを使った操作をいろいろと説明していましたが、言葉だけで説明するのは大変そうなので割

愛しますｗあとは透明バーコード、これは面白いですね。まるで瞬時に翻訳しているように見えました。

　今回はなんだか難しい話題でしたが、クロは相変わらずクロでしたね (笑)。

　さて、おまけは投稿コーナー第６回の結果発表。ホモサピ化は面白いですねｗあとは実際にあるモンハ

ン部の畑に行って農作業のお手伝い。モンハンいろいろやっているんですね。さらに戦国ＢＡＳＡＲＡ３

のカプポンのお知らせが。等身大ＰＯＰはほんと存在感があっていいですね。

　そして最後は「純喫茶９８０円」。今回はいきなりプロデューサーさんが登場。次回予告は「ＢＬＥＡＣ

Ｈ　～ヒート・ザ・ソウル７～」と「かつて存在したアレを訪ねてみよう」です。そしてプロデューサー

さんが去ったあとにトロクロが出てきてビールで乾杯が (笑)。やはりこっちにしてほしいという意見が多

かったんでしょうかね。





2010.09.05 第４４号「ＢＬＥＡＣＨ　～ヒート・ザ・ソウル７～」「かつて存在したアレ

を訪ねてみよう」

　今週は「ＢＬＥＡＣＨ　～ヒート・ザ・ソウル７～」と「かつて存在したアレを訪ねてみよう」の２本で

す。

　１本目はＢＬＥＡＣＨのＰＳＰゲイムです。このシリーズももう７作品目なのですね。すごい人気だ

なぁ。漫画でおなじみのキャラが多数登場する３Ｄ対戦格闘ゲイムということで、原作に沿った要素をう

まく組み込んであるのが特徴だそうな。

　今回は 80人以上のキャラが登場。新技や新装備品などもあるそうで。あと今作では初めてアニメオリジ

ナルのキャラも使えるそうな。そしてもちろん、原作の最新シナリオに沿ったストーリーモードも楽しめ

るそうです。

　また、プレイヤー同士の対戦では、なんとＰＳＰをもちよって４人同時対戦ができるようになったとか。

１対１はよく見ますが、４人同時というのは格闘ゲイムでは結構珍しい感じがします。

　ここでトロクロが実戦しつつ紹介。流れとしては、最初に「ソウルコード」という称号のようなものを装

備するそうです。装備によって様々な効果が得られるんだとか。操作自体はそれほど難しくはない（クロ

談）そうで、初心者から上級者まで楽しめるということです。

　そしてクロが謎の技「純米大吟醸」を発動！ｗトロは不思議な空間に取りこまれ、金曜の夜に酔っぱらい

ながらテレビを見ている状態にされてしまいました (笑)。しかしニャバターの声で覚醒、トロが虚化！ｗ

なんかよくわかないですがとても楽しそうでした (笑)。

　２本目は「廃道」のお話。酷道よりも酷いって (笑)。今では使われなくなった道なんですね。２匹がま

ず向かったのは、大阪にあるはらがたわ峠。すごい名前ですねｗ今日はどんどん廃道を紹介していくとい

うことで、続いて群馬の清水国道。草が生えまくっていますねｗいろいろ不運が重なって、道としてはたっ

た８年しか使われなかったそうな。

　次は山形の万世大路。トンネルが半分埋まってしまっています。日本で初めて機械式の削岩機を使って

開通したトンネルだそうです。大きな車が増えたおかげで近くに新しい国道ができ、使われなくなったそ

うですが…逆側から入ると水没しているんですね。面白い。

　ここからトンネル特集に。佐賀の旧馬神隧道も、かなり枯れ枝で埋まってしまっています。新潟の枡形

隧道も似た感じですね。まだ中に入れるのがすごいですが。他、千葉の旧城山隧道や、大分の片ヶ瀬隧道、

旧久戸谷隧道のトンネルを紹介しました。

　そして明るいところに戻り、今度は長野の毛無道。山肌みたいなところですねｗ今度は海へ。静岡の大



崩海岸。これもすごい名前 (笑)。また山に戻って宮城の定義森林鉄道。今にも崩れそうな木製の橋が…。

　今日は盛りだくさんですね。次は山梨の中央自動車道旧道。まだ使われていた名残が見えます。次の岐

阜ホハレ峠は、ただの砂利山くらいにしか見えませんがｗ続いて山形の国道１１３号旧道片洞門。現在は

遊歩道になっているので、廃道の中でも歩きやすい方だそうな。そして最後は本の紹介。トロステはほん

とイカロス出版好きですよね (笑)。

　さて、今回はおまけもなく「純喫茶９８０円」。営業時間めちゃ短いですよねｗ最近このコーナーにはい

ろんなキャラが出てきますが、今回はジュンでした。さて、来週は「フロントミッション　エボルヴ」と

「君は逃げのびることができるか!?」の２本です。あれ、乾杯は？ (笑)



2010.09.11 第４５号「フロントミッション　エボルヴ」「君は逃げのびることができる

か!?」

　今週は「フロントミッション　エボルヴ」と「君は逃げのびることができるか!?」の２本です。

　１本目はフロントミッションですか。カズイさんはこの手のゲイムは操作的に苦手なのでやったことが

ないんですよね。どんな紹介を見せてくれるのか楽しみです。

　で、早速冒頭から物語紹介が。かなりハードな話なんですね。キャラデザも結構リアル指向な感じがし

ます。ただ、クロ曰く今作は初心者歓迎な仕様だそうです。基本的に抑えておくべきなのは、ヴァンツァー

と呼ばれるロボットが活躍するドラマティックなゲイムなのだということ。

　そこでトロがヴァンツァーに乗りに行くんですが、実際に乗ったのはどう見ても段ボールです (笑)。か

わいいなｗヴァンツァーは武器を４つ装備できるんですね。そして各部位にＨＰが設定されているイメー

ジなのか。

　そしてクロも段ボールヴァンツァーで登場ｗなんと２匹で戦うことに！先制攻撃をしかけたクロでした

が、トロの一撃であっさりと敗北 (笑)。今回はなんか結構あっさりとした紹介でしたね。

　２本目は、「リアル脱出ゲーム」の紹介です。あ、これは本当に面白そうですよねー。２匹はどんな脱出

劇を見せてくれるのだろう (笑)。

　で、案の定冒頭から閉じ込められている２匹ｗ本物の脱出ゲームは人気が過熱してきてチケットは入手

困難な状態になっているそうです。千人規模のゲームなんてすごいです。今回はその写真を交えながらの

紹介だそうな。

　最初にテレビさんが出した問いは、１回戦「線を点にして３回おこなえ」というもの。クロはすかさず、

戦を点にして、１回転×３と予想し、２回転しました。テレビさんが一生懸命考えたのにあっさり正解

(笑)。

　実際に行われた脱出ゲームでは、マジックショーが舞台で、なんと参加者全員の手が紐で繋がれた状態。

しかも全員が席から離れると爆弾が爆発して終わりというシビアな設定。そこで、テーブルの上に置いて

ある謎を解いて紐の鍵を解くところからスタート。おお、面白そう。

　紐が解けたら２人と３人のグループに分かれて行動開始、無事に爆弾をとめた者だけが最後の問題に挑

戦できるそうです。ミステリーナイトと違って、全員が最後まで参加できるわけじゃないんですね。

　ここでこの脱出ゲームを考えた加藤隆生さんが登場、話を聞くことに。加藤さんは京都でフリーペーパー

の編集長をしているそうです。昔からアドベンチャーゲイムが好きで、一時期脱出ゲームにもはまってい



たそうですが、若い女の子から今脱出ゲームにはまっているという話を聞き、若い子にも受けているんだ

と実感したそうな。そこで、１回イベントを企画し告知をしてみたら、100枚ほどのチケットに倍以上の応

募があったそうです。

　反響の多さに驚きながらも、会場のキャパを増やしながら次々に企画、東京でもやってみたらすべて即

完売と大人気。そこで、今後も続けていこうと思ったそうです。

　イベントを作るときは、まず舞台となる場所を選び、それからタイトルを決めます。それからメインビ

ジュアルとキャッチコピーを決めたら、加藤さんの仕事は大体終わりだそうな (笑)。謎自体はスタッフの

みんなで考えているそうです。プロが考えたものでないからこその、面白いものが生まれそうですね。

　ちなみに謎の難易度は、加藤さんがぎりぎり解けるくらいにしてあるそうです。基本的には 10％くらい

の人が解けるようにしてあるんだとか。あまりたくさんの人が解けてしまうと、解けなかった人が劣等感

を覚えてしまうという配慮からそうしているそうです。なるほど。

　加藤さんが印象に残っているイベントとしては、アドベンチャーゲイム的な趣向を凝らしたもので、会

場内に隠されたいろんな言葉を舞台上のボードにはめ込むことによって、役者がそのとおりに動くという

ものがあったそうな。うわー、面白そうですねそれは。

　今後の予定としては、今月「夜の遊園地からの脱出」をやるそうです。これは開催日がかなり多く、総勢

１万人での脱出イベントになるそうな。すごいですね。あと１１月には名古屋公演も予定しているそうで。

いつか参加してみたいものです。

　ここでテレビさんから最後の問題。「千に至らぬ歌を歌い、銀の容器が頭上に落ちたとき扉は開かれるで

あろう」…問題っていうか答えそのものじゃないですか (笑)。

　さて、おまけはＴＧＳの出展情報です。クロがプロデューサーさんに話を聞きにいったのですが、時間

がかかりすぎて帰ってきました (笑)。出展するのはモーションコントローラー、３Ｄ立体視ゲイム、ＧＴ

５、ＭＨＰ３ｒｄなどだそうです。

　最後はいつもの「純喫茶９８０円」。今回はまずスズキが登場。今川焼きを置いて欲しいと要望を言いつ

つ次週の紹介ｗ「剣と魔法と学園モノ。３」と「お仕事インタビュー　～音と声のお仕事～」の２本です。

下はクロ枠ですかねｗスズキの「ぷはっ」に笑いました (笑)。スズキ退場後、２匹がやってきてビールで

乾杯。テレビさんは純喫茶だということを強調しているので、ビールで乾杯があるのは夏だけかもしれま

せんね…。



2010.09.19 第４６号「剣と魔法と学園モノ。３」「お仕事インタビュー　～音と声のお

仕事～」

　今週は「剣と魔法と学園モノ。３」と「お仕事インタビュー　～音と声のお仕事～」の２本です。

　１本目はとともの。ですね。発売日が延びたということですが、やっぱり週トロの予定は変えないんだ

(笑)。累計１５万本以上の売り上げを誇る人気作の続編ということで、ＰＳ３とＰＳＰの同時リリースだそ

うです。一人称視点の３Ｄダンジョン探索ゲイムなんですね、一人称視点なのは知りませんでした。

　今作では、通常のＲＰＧでは町にあたる『学園』が３つも用意されていて、自分でどの学園に入学するか

選択できるそうです。それで交流できるキャラも変わってくるでしょうから、最低３回は遊べるというこ

となのでしょうか。

　学園を決めたあとは、キャラクターづくり。いろんな種族の中から好きなものを選んだり、容姿を細か

く選んだり、パラメーターを好きに振ったりしてオリジナルキャラを作ります。そして学科（職業）も４０

種類以上の中から選べるのだそうな。すごいですね。

　そしていよいよダンジョンへ向かうわけですが、ここで頼りないクロ先生から、特別講師のテレビさん

にバトンタッチ (笑)。ダンジョンへ行くにはまずクエストを受ける必要があるそうです。そしてダンジョ

ンへ…背景はリアルなのに、敵がアニメタッチだから違和感が凄いんですが (笑)。

　ところで、とともの。では学園に帰るアイテムとかはないようで、帰りの分のＭＰなども確保しておか

ないといけないんですね。いつ引き返すか、という選択は結構面白いと思います。

　ここでテレビさんが用意したトロ用のダンジョンにチャレンジ。１本道を進んでいって、ボスは当然ク

ロですｗ結構あっさり目の紹介でしたね。

　２本目は、音響監督の飯田里樹さんにインタビューだそうで。いろいろと理由をつけつつ (笑)、クロが次

に選んだ仕事は音響監督だったんですね。しかし飯田さんのお顔は本当にお疲れモードで笑いました (笑)。

　ここでクロが、音響監督はアフレコだけしているものだと勘違いをしていたことが発覚。そんなわけな

いじゃないですか！ (笑)相変わらずですねクロは…。実際には、プロデューサーや監督と配役を決めたり、

作曲家に曲を依頼したり、アフレコで演技指導をしたり、ＢＧＭを選曲したり、音響効果さんに指示を出し

たりと忙しいのです！

　ちなみに、作曲家に曲を依頼するときは、必要な曲数をリストにして渡すそうです。全１３話で大体４

０曲くらいになるんだとか。全２６話だと６０曲くらいですって。多いですね～。

　しかし、こんな仕事をしていても、飯田さんは音楽のことはよく知らないし、音楽の授業は嫌いだったそ



うです (笑)。ようは、音楽についてどうこうよりも、シナリオや原作のテーマなどをきちんと読み取れる

のかのほうが大事なんだそうな。なるほど。

　ところで、音響の飯田さんにも『監督』がついているのは何故なの？というトロの問いに対して、飯田さ

んはアニメの世界も映画の世界から派生してできたものだからじゃないかと言っていました。そういえば

アニメ監督の『監督』も、映画から来てると前のインタビューで言っていた気がしますね。

　で、クロがいちばん気になっている音響監督のなり方ですが…これも今までの人と同様に、どうしてなっ

たのかわからないという素敵なお答えが (笑)。飯田さんはもともと教材ビデオとか実写の制作の仕事をし

ていたそうで、実写だと自前で音などを入れるそうで、その流れでレコード会社さんからドラマＣＤの仕

事が来たそうです。ただ、飯田さんのいた会社には音響監督がおらず、初めは外注していたんですが、その

仕事が増えてくるにつれ、予算的に外注に回せない仕事も出てきたそうです。それで、飯田さんが自分が

やってもいいですか？と社長に聞いたら、「じゃあやっといて！」みたいに言われたそうな (笑)。

　そして最後の質問。音響監督のいちばん楽しいところは？という問いに、アニメは各話ごとに制作班が

違ったりするけれど、音響は全話通して関われることと、映像作品は絵に音がついて完成するので作品の

最終形態に立ち会えるということを話していました。

　さて、おまけの小枠では「TRICK× LOGIC　 Season２」の紹介。プロデューサーさんがお気に入り

なんですねｗ久々にもらって嬉しい色紙でした (笑)。あとは新しいカプポンで、アイルー村が出たという

お知らせでした。あとレアアイテムが出やすくなるキャンペーンも、ＡＢ！とトトリでやっているようで

す。

　最後はいつもの「純喫茶９８０円」。今回は喫茶店の前でトロとクロが待っているところからスタート。

そして謎の飲みもので乾杯ｗ夏風邪予防のジンジャーティーだったそうですが、ショウガの量を間違えた

ようです (笑)。さて、来週のお品書きは「英雄伝説　零の軌跡」と「はやい　おおきい　あざやか」の２本

です。楽しみですね。



2010.09.26 第４７号「英雄伝説　零の軌跡」「はやい　おおきい　あざやか」

　今週は「英雄伝説　零の軌跡」と「はやい　おおきい　あざやか」の２本です。

　１本目は英雄伝説の新作です。冒頭から小芝居が (笑)。トロはクロスベル駅にやってきた新米捜査官。

クロは課長ｗ零の軌跡の舞台は、クロスベル市という貿易都市で、主人公のロイドがクロスベル警察署の

特務支援課に配属されるところから始まるそうな。そこだけ聞くとあまりファンタジーっぽくないですね。

　ただ、このクロスベル自治州ではいろいろあって警察があまり信用されていないようで、市民の信頼を

取り戻すために頑張るというのが冒頭の流れのようですね。仕事が警察官なので、推理っぽい要素もある

のかな？

　ここでトロがクロに言われて魔獣を倒しに行きました。魔獣役はピエールですｗ戦闘はシンボルエンカ

ウント、背後から攻撃しつつエンカウントすると敵が気絶するという新しい要素も。あとは、敵とのレベ

ル差が大きいとフィールド上で敵を倒せるありがたいシステムもあるそうな。これはすべてのＲＰＧに入

れて欲しいくらいですよねｗ

　あとはエニグマというアイテムを使うと、いろんな属性の強力な攻撃ができるそうです。他、各キャラ

ごとに必殺技もあり、行動順に左右されずに割り込める優れものだとか。結構オーソドックスな戦闘では

ありますが面白そうですね。

　そしてトロが戦っているときにクロは何をしていたかというと、カジノで遊んでいましたｗ今作はカジ

ノや釣りなどのミニゲイムも充実しているそうな。トロに居場所がばれたので、仕方なくトロを呼ぶクロ。

おかげで魔獣２と３のスズキとリッキーが放置プレイになるオチでした (笑)。

　２本目は、銭湯のペンキ絵制作を見学するというものです。というわけで、東京にある豊川浴泉にやっ

てきた２匹。銭湯の壁に絵を描くペンキ絵職人の中島盛夫さんの仕事を見学します。

　まずは男湯にビニールシートなどを敷いて下準備。絵柄は現地に行ってから雰囲気などを見てその場で

考えることが多いそうです。そして古くて浮いてしまったペンキをはがしていく。

　使うペンキの色の基本は赤・黄・紺・白の４色だそうな。青じゃなくて紺というところがいかにもらしい

ですね。他の色は混ぜて作るので、同じ色は２度と作れないため、たくさん使う色は事前に多く作ってお

くそうな。

　そこで水色をたくさん作って、まずは空の色を塗り始めます。続いて空と雲の間になる部分。わざとム

ラを作って質感を出すのだそうです。それから簡単な線で全体のバランスを見ながら下絵を描き込み、そ

のまま塗っていきます。いかにもプロの技という感じですね。



　全部終わるまで、たった３時間。本当にお見事と言うより他ないです。中島さんの描く風景は大体空想

の世界だそうですが、男湯は「動」で女湯は「静」を表現するように意識しているそうです。

　というわけで、さらに女湯の方も猛スピードで描く中島さん。お見事。銭湯の絵は２枚で１セットだそ

うで、どちらか一方にしか富士山は描かれないそうな。面白いですね。富士山はあると落ちつくので大抵

入れるそうです。逆に猿、夕日、紅葉は描いてはいけないとされているそうな。受験みたいな理由ですね

(笑)。

　今回のおまけは会員のみだったので、そのまま「純喫茶９８０円」へ。今日はジュンとトロが登場。クロ

はプロデューサーさんに呼ばれたためいないそうですｗ次回予告は「けいおん！　放課後ライブ！！」と

「知っているようでしらない？ゲームによく出るアレの話?」の２本です。またクロが盛り上がりそうなの

来ましたね (笑)。楽しみです。



2010.10.03 第４８号「けいおん！　放課後ライブ！！」「知っているようでしらない？

ゲームによく出るアレの話?」

　今週は「けいおん！　放課後ライブ！！」と「知っているようでしらない？ゲームによく出るアレの話?」

の２本です。

　１本目はゲイムの「けいおん！」なのにクロがいない！ (笑)トロいわく、ジュンが来る予定だったとい

うことなのに、来たのは何故かピエール。しかし、けいおん！の内容とキャラ紹介をしただけで、結局ジュ

ンに取って代わられましたｗ

　ゲイムの内容としては、完全に音ゲーですね。でも、ボタンの描かれた音符が動くのではなく、ラインの

方が動くタイプ。慣れるまではちょっと違和感がありそうな感じ。バンドだけあって、同じ曲でも５人分

のパートで遊べるそうです。そしてアドホック対応で、５人そろっての協力プレイも可能だとか。ファン

には嬉しい仕様ですね。

　そしてこのゲイムは、音ゲー以外の要素もあって、チビキャラで日常が描かれるようです。町へ行った

り海に行ったりできるそうな。条件がそろえばイベントもあり。もちろんフルボイスで。気合いが入って

いますね。ゲイムの結果でもらえるアイテムも使えるそうです。あとは着せ替え要素などもあるというこ

とで・・・ミクをうまく参考にしているんでしょうか (笑)。

　ところで、クロはといえば、このニュースで暴走しないように、プロデューサーさんの手に寄って亜空間

に閉じ込められていましたｗ準備万端ですね (笑)。しかし愛が強すぎて、幽体離脱をしてまで乱入！恐る

べしｗ

　２本目は、トロステふしぎ調査隊。「ヘラクレス」についての物語です。確かに、よく耳にする名前です

が詳しくは知りませんね・・・。ヘラクレスは、人間の女性アルクメネと、ギリシャ神話の主神ゼウスとの

間に生まれた子だそうです。

　第１幕、生まれていきなり大ピンチでござるの巻(笑)。ヘラクレスは１歳までアルクメネのところで育て

られていたそうですが、ある時ゼウスの妻の女神ヘラがやってきて、殺そうとしたそうです。でもヘラク

レスが寝ぼけた状態でも見事に追い払ったようですね (笑)。強い！

　第２幕、天からのお告げで神様になあるでござるの巻。大きくなったヘラクレスは、女神ヘラの呪いで

大変な罪を犯してしまい、生まれ故郷を追われひとりになってしまったそうです。しかし、デルフォイの

巫女から「神様になれるフラグが立っています」と言われ (笑)、エウリュステウス王から出される１２の

難問に挑むことになったそうな。そうすれば罪は全部赦され、神様になれると！

　そこで話を聞くために、ミュケナイの王の元へと行ったヘラクレス。そこで突きつけられた１２の難問

は本当に難問でしたｗ女神ヘラの全面監修らしいですね (笑)。



　第３幕、難問どころか無理ゲーだったでござるの巻。ヘラクレスは、さっそく１番目の難問が待ち受け

るネメアの森へ向かいました。ここに棲む獅子の毛皮が欲しいのですが、かなりディフェンス力が高い獅

子なんですね (笑)。分厚い皮の下に甲羅があるとは・・・。そこでヘラクレスは、怪力を活かして絞め技

で倒したそうです。なるほど。

　そこから補習が始まって、ヘラクレスがどのように１２の難問をクリアしたかが紹介されたのですが、ど

れもこれも面白すぎですｗあと１２の難問とは関係ないですが、あまりにも暑いので太陽を弓矢で射たと

いう話が凄すぎます (笑)。

　第４幕、いろいろあったけど神様になるでござるの巻。そして１２の難問の最後、冥界の番犬ケルベロ

スとの対戦。しかし、ケルベロスが甘いもの好きと知っていたヘラクレスはお菓子でつったそうです (笑)。

その後、悪い魔物などを倒し、恵まれた結婚をして、充実した日々を送ったそうな。

　しかしやはり、ここでも女神ヘラの策略により、呪いを受けてふらふらに…。でも、毒で死ぬのはかっこ

わるいと思ったヘラクレスは、自ら炎に焼かれたそうですよｗそして１２の難問をクリアした功績を認め

られ、やっと神様になれたそうな。これ、ヘラクレスがどうこういうより、ヘラのが怖いですねｗ

　おまけのコーナーは、もうすぐ週トロ１周年ということで、お祝いメッセージの募集がありました。と

りあえず乾杯を固定してほしいと送っておきました (笑)。そして「純喫茶９８０円」。１０月になったとい

うことで、マスカットティーでの乾杯…やっぱりなんか変ですねｗさて、来週は「劇場版マクロスＦ～イツ

ワリノウタヒメ～Hybrid Pack」、「読んで作って…週に一度のお楽しみ！」の２本です。ゲイムとアニメ

の入ったＢＤって凄いですね。楽しみです。



2010.10.10 第４９号「劇場版マクロスＦ～イツワリノウタヒメ～Hybrid Pack」「読んで

作って…週に一度のお楽しみ！」

　今週は「劇場版マクロスＦ～イツワリノウタヒメ～Hybrid Pack」、「読んで作って…週に一度のお楽し

み！」の２本です。

　１本目はマクロスＦですね。冒頭からいきなり、何故か初代マクロスのストーリー紹介がｗ流れ着いた

無人の宇宙戦艦を改修してマクロスに。そしたらマクロスが勝手に宇宙人を攻撃し、地球人は逃げるよう

にしてマクロスに乗り宇宙へ。その後地球に戻ってくる間にも熾烈な争いが繰り広げられるが、歌などの

地球の文化が戦闘しか知らない宇宙人たちに衝撃を与え、戦争は終結。歌で平和を実現するという形がす

でに出来上がっていたんですね。

　そして今回劇場版のマクロスＦがハイブリッドディスクになったとか。同じディスクで映像もゲイムも

できるなんてすごいですね。ゲイムの方はフライト系シューティングだそうです。過去に出たマクロス

ゲーが元になっているそうですね。

　ここでトロクロが出撃するということで、クロが徹夜で作ったコスチュームをお披露目。手作り感があ

ふれすぎていて笑いましたｗちゃんと翼が開閉するとは、やるなクロ！途中で何故かクロがトロを狙い始

めるも、やはり勝ったのはトロでした。

　２本目はなんと、デアゴスティーニの紹介です。今後イカロス出版自体の紹介もありそうな流れですね

ｗ早速話を聞きに向かう２匹。お相手はマーケティング部部長の望月さんという方です。最近始まったば

かりのマクラーレンを組み立てるシリーズでは、本体を分解してもらってパーツのひとつひとつまで取材

を行っているそうです。それはすごい。

　デアゴスティーニが付録付きマガジンを始めたのは、わりと最近の 2001 年からだそうな。第１弾はマ

イ・ドール・ハウス。他にも天然石をつけたものや、ＤＶＤをつけたものなど、いろいろと挑戦的な商品を

出しているんですね。最近出した鬼平は若い人にも結構売れたそうな。

　他に意外に売れたものとしては、天体模型の太陽系をつくるというシリーズだそうです。歯車を使って

実際の惑星の動きを見ることができるんですね、面白い。インテリアとして買う女性が多かったそうな。

あとは安土城をつくるや戦国武将データファイルも結構売れたそうです。

　こういう企画をどのように考えているかというと、個人の思い入れだったり外部からの持ち込みだった

りするそうです。個人の思い入れは何気にかなり大事でしょうね (笑)。そしてその企画は本当に需要があ

るものなのかをしっかりと調べた上で商品化を検討する、と。

　当然ボツになる企画も出てくるわけで・・・なかにはイケメンコレクションという、古今東西のイケメン

を紹介する企画があったそうですが、イケメンの定義が曖昧であえなくやめたそうな (笑)。今後はお客さ



んをいかに驚かせるかということテーマに、新しい企画をどんどん考えていきたいそうです。来年に大き

な動きがあるようですねー、楽しみです。

　おまけは、プラチニャ会員のことについて。11/11から新しいコースが始まるそうです。これまでは 30

日コースしかなかったのですが、60日コースと 90日コースが新登場。金額的に 100円ずつお得になって

いるようですね（Ｐの方は 50円ずつ）。ＰＳＮ＋の方とは相変わらず連携しないようで。そこがちょっと

残念です。最後に「純喫茶９８０円」へ。クロはやっぱり居酒屋の方があっているようですね (笑)。さて、

来週の予告は「ロード　オブ　アルカナ」と「音の魔術師」の２本です。後者はなんとトロが見つけてきた

ニュースだそうな。期待大ですね！　



2010.10.18 第５０号「ロード　オブ　アルカナ」「音の魔術師」

　今週は「ロード　オブ　アルカナ」と「音の魔術師」の２本です。

　１本目は「ロード・オブ・アルカナ」です。いきなりクロが土下座したので何かと思ったら冗談か (笑)。

ストーリーは、舞台となる世界・ホロディンにある核石＜アルカナ＞を手に入れるため、魔物を倒しまくる

というものだそうです。こう書くととても単純ですねｗ基本的にはクエストを受けてクリアしつつ、魔物

を倒したり素材を集めたりして進めていく、オーソドックスな作りなようです。

　早速戦闘を試しに行く２匹。このゲイムはシンボルエンカウント。フィールド上で敵と接触して戦闘開

始です。もちろん必殺技などもあります。ぎりぎりまで敵のＨＰを削ると、ロックオン状態ではトドメと

なるフィニッシュブローが出せるそうです。コマンド入力が必要ですがｗ敵を倒すと素材が出てきて、そ

れで新たな武器を作っていくんですね。

　フィールドにはアルカナの活性が起こることがあり、そのエリア内でバトルすると「サクリファイスバ

トル」というものが発生するそうな。そのバトルでは倒した魔物のコアが手に入ることがあるそうです。

　そしてボスとして、おなじみの赤いリッキーが登場ｗ本当に汎用性が高いですね。なんだかんだで２匹

が喧嘩を始めたら、ここでプロデューサーの柴さんが登場！１匹では無理でも、２匹でならきっと倒せま

すよとアドバイス (笑)。そして今回バハムートのデザインを手がけた皆葉英夫さんの色紙をもらいました。

　２本目は音響効果を担当している奥田維城さんへのインタビューです。試しにトロの足音を変えてみた

ら、いろいろと面白いことに (笑)。効果音はすべて自分で用意するため、アニメ１分に対し１時間もの作

業時間がかかるそうな。すごｗ実際に外に出て音を聞きに行くこともあるそうな。効果音って本当に面白

い世界ですよね。すっかり見入って感想が短くなっちゃいましたｗ

　おまけはカプポンの新商品のお知らせ。マクロスＦのですね。そして最後は「純喫茶９８０円」。京

都限定のやつはしトロストラップの紹介が。何故やつはし (笑)。あとは白騎士物語でトロクロのクエス

トが配信になったんですね。そして今回はミルクティーで乾杯。最後は来週の予告「みんなで遊ぼう！

PlayStationMove！」の１本です。また長そうなのが来ましたね・・・ｗ



2010.10.25 第５１号「みんなで遊ぼう！ PlayStationMove！」

　今週は「みんなで遊ぼう！ PlayStationMove！」の１本です。

　今回は大枠で１本。ＰＳＭｏｖの話ですね。いきなりクロの「モーブ！」に吹きましたｗクロとてれびん

がエッチな遊びを・・・(嘘)。クロのせいで本物が買えずに怒り狂ったトロが珍しくてかわいかったですｗ

　ここでプロデューサーさんのお情けで本物を借りて、やっと紹介に。このコントローラーは上下左右の

動きだけでなく、手首のひねりや角度など細かい動きにも反応するそうです。しかし、どんなに説明しよ

うともＷｉｉリモコンの後追いだろうという事実は覆らないですね (笑)。

　ここで「BeatSketch!」を実演。カメラに映っているものの色を拾えるって面白い機能ですね。それだ

けで楽しそう (笑)。他にもいろんなゲイムをやっていましたが、トロに肉弾をやらせるのはかわいそうだ

と思いましたｗ

　大枠のわりにボリュームは少なかったですね～。

　おまけは投稿コーナー第７回の発表です。今回は質問募集だったのですね。アナゴネタを華麗にスルー

するピエール、さすがです (笑)。他は再放送だったので、「純喫茶９８０円」へ。今回はハーブティー。来

週の予告は「VANQUISH」と「見てフシギ！聞いてフシギ！」です。楽しみ！



2010.10.30 第５２号「VANQUISH」「見てフシギ！聞いてフシギ！」

　今週は「VANQUISH」と「見てフシギ！聞いてフシギ！」の２本です。

　１本目は三上さんのヴァンキッシュ！まずはストーリーの流れを紹介・・・って、アメリカとロシアが戦

う話なんですかこれ (笑)。宇宙で出てもやることは一緒みたいｗ

　主人公のサムは、特殊なバトルスーツを着ているんですね。一見して本当にロボットのようですが、ちゃ

んと中の人がいるようです。サムはこのバトルスーツの設計を担当していたそうですが、恩師が敵に捕まっ

ていて、それを助けるために自らスーツを着て救出に行ったとか。なんという男前ｗ

　では肝心の戦闘はどうなっているかというと、クロ曰く「今までにない新感覚のゲイム」ということで

す。シューティングとアクションをバランスよく融合させたものだそうな。メインはシューティングです

が、シューティングなつもりで戦場に出ると大変なことになると (笑)。遮蔽物に隠れながらチャンスを狙

うのが楽しいのですね。

　そしてクロからさっそくシャダイ語がｗ遮蔽物は基本的に壊れたりしないそうです。ほほう、それは面白

いですね。ただし背後や頭上からの攻撃、特定の攻撃は防げないそうな。ですよねーｗ強力な近接技もあ

るそうですが、大量にエネルギーを消費するため連続ではできないし、ある程度のリスクを伴うようです。

　他にエネルギーを消費する行動としては、ブーストとＡＲモードというのがあるそうで、前者は移動速

度が大幅にＵＰ、逆にＡＲモードは敵の動きが遅くなるのだそうな。

　もちろん、初心者向けのモードも用意されていて、自動照準や技術が必要な場面のアシストなどをして

くれるそうな。それを聞いたらカズイさんもちょっとやってみたくなった (笑)。体験版まだやっていない

のであとで試してみようと思います。

　ここでお届け物が・・・三上さんと稲葉さんのサイン入りポスター！これは嬉しいですね～。ついでに

三上さんのコメントまで (笑)。美しいグラフィックとやりごたえのあるゲーム性は必見です！とのこと。

　２本目は「錯視と錯聴の不思議な世界」ということで、最初に「目を休ませながらゆっくりと見てくださ

い」と注意書きが (笑)。これは実際に見ていただかないと面白さが伝わらないので、実際に見てください

ｗ平行な線が斜めに見えたり、ないはずの円が見えたり、同じ色なのに違う色に見えたり、実際には動い

ているはずもない光が大きく見えたり小さく見えたり、動いていない輪が回転しているように見えたりと、

なかなか面白かったです。

　あとは錯聴、人の耳も視界と一緒で、ない部分を勝手に補う性質があるため、途切れ途切れの音楽より

も、雑音で区切った音楽の方がスムーズに聞こえるんですね。これは意識したことがなかったので面白い

です。モザイク音声を使った実験も、一度何を言っているのかを知ってしまうと、もはやそうとしか聞こ



えなくなるんですね (笑)。これが空耳の元でしょうかｗ

　おまけは、本当に久々のアップデートのお知らせです。11月 11日にアップデート予定というだけで、内

容はまだ秘密だそうでｗクロがかろうじて入手してきた情報は、メダルの一括販売に 150枚 (1200円)が

追加されるということ、カプポン台の空っぽご褒美の追加だそうで・・・どちらもお金を払う人がターゲッ

トですねｗまあそんなものですよね。

　そして「純喫茶９８０円」へ。珍しく全員そろって、いきなりビールでの乾杯から始まりましたｗ相変わ

らず毎回違う始まりですね (笑)。さて、次回予告は「街スベリ」と「機動戦士ガンダムＵＣ episode2「赤

い彗星」」の２本です。楽しみですね。



2010.11.06 第５３号「街スベリ」「機動戦士ガンダムＵＣ episode2「赤い彗星」」

　今週は「街スベリ」と「機動戦士ガンダムＵＣ episode2「赤い彗星」」の２本です。

　１本目は街スベリ。こういうおバカゲイムもいいですね (笑)。冒頭からクロが段ボールに乗って滑って

来たので笑いましたｗ

　街スベリには一応主人公がいるんですね。トビオというそうです。わかりやすい名前ｗ探偵事務所を

やっているそうですが、助手のカリンが持ち込んだ仕事のせいで、街中のマフィアから追われる羽目にな

るのだそうな。パッケージの後ろにいるのがカリンちゃんかｗこういうちゃんとした（？）ストーリーが

あるのはちょっとびっくり。

　説明を聞けば聞くほどカオスなゲイムですｗ椅子で街を滑りながら、看板をくぐり抜けたり、車をジャ

ンプで飛び越したり、カンフーポーズで敵を倒したり、時には敵にボコられたり (笑)。音楽はかなりノリ

がよくていいかも。

　そしてあっという間に紹介終了しました (笑)。なんか早かった・・・。

　２本目はガンダムＵＣ。episode2が公開となったのですね。まずは前回のおさらいからスタート。内容

をすっかり忘れていたので助かりました。主人公がガンダムに乗るまでの話、というトロのまとめは間違っ

ていないと思います (笑)。

　そしていよいよ２話の見所紹介。クロ曰く、シャアの再来と恐れられるフル・フロンタル大佐の一挙手

一投足だそうな。ここでシャアのふりして赤いリッキーが登場。２匹にボコられる (笑)。「もうリッキーが

何色だったか思い出せない」というトロの発言が地味にツボに入りましたｗ

　そしてリッキーのシャア講座がスタート。なるほど、純朴すぎて悪いことしちゃうタイプなんですね。

ここで名台詞の紹介も。「当たらなければ、どうということはない」「坊やだからさ」「まだだ…まだ終わら

んよ」どれも有名すぎて困ってしまいますｗ

　トロが、フロンタル大佐はシャアなのか？と尋ねてもはぐらかすクロ（当たり前です）。ヒントとしては、

フロンタル大佐の「見せてもらおうか、新しいガンダムの性能とやらを」とか「また私の敵となるかガンダ

ム！」とか言ったりするそうです。・・・ヒント？ｗ気になりますね。

　おまけは、あなたの力でＢＤ化プロジェクトの結果発表。クロの落胆ぶりがｗ・・・と思ったら今度は喜

びようが！ (笑)そうか、１位だったんですね。そして最後に何故か声優を育てる発言をするクロ。大丈夫

か？さらにアップデートのお知らせもあって、前回に続き詳しい内容がわかるのかと思ったら、まったく

同じ内容でした・・・。そんなわけで「純喫茶９８０円」へ。いきなり乾杯から。そしてクロとテレビさん



のアニメイニシャルトークみたいなのがｗ気になるからいっそ作品名出してほしいくらいですね。あとは

クロがおねしょして泣いていたという情報くらいでしょうか（激しくどうでもいいｗ）。さて、来週は「み

んなありがとう　週間トロ・ステーション　一周年記念スペシャル」だそうで。楽しみですね。



2010.11.13 第５４号「みんなありがとう　週間トロ・ステーション　一周年記念スペ

シャル」

　今週は「みんなありがとう　週間トロ・ステーション　一周年記念スペシャル」です。全員総出演らしい

ので楽しみ。

　の前に、まずはアップデート。会員用のがほとんどですが、一応無料で見ている人に関連する部分もあ

るんですね。アップデート後に立ち上げたら、小ネタや Tipsを収めた「How to 週刊トロ・ステーション」

のお知らせが。あとで見てみよう。

　さて、じゃあ問題のトロステ・・・と思ったら、それぞれのキャラの小枠がたくさん並んでいて笑いまし

た (笑)。こ、これを全部見ろと！？ｗ１本にまとめてくれた方が嬉しい感じもするんですが・・・まあせっ

かくなので見てみます。

　まずは「ポケピ☆ステーション　オープニング」から。満月ちゃんの挨拶はあっさりと終わりましたｗ

　続いて「トロ☆ステーション」。トロがニャバターをデートに誘うとか？その前に、トロに届いたメッ

セージを紹介。その後、手を繋いでおさんぽ・・・なんというほのぼの具合だｗ黄色い銀杏並木の前で記念

撮影も。あとお茶したり遊園地に行ったり、まるでカップルですねｗ夕方には海辺で夕日をバックにまた

撮影。お寿司屋で夜ご飯を食べた後、星空をバックにまたまた撮影でした (笑)。

　次は「クロ☆ステーション」。見るのが怖いですがｗ冒頭から全開ではしゃぐクロ (笑)。クロステがよっ

ぽど嬉しかったようです。ところが、内容はすでにプロデューサーさんによって決められていて、ニャバ

ターとピエールを前にこの１年の懺悔をすることにｗ懺悔が多すぎて笑いました (笑)。最後に記念撮影。

　さらに「スズキ☆ステーション」。これはまともそう (笑)。トロステの総合ランキングだそうです。集計

対象は１号～５０号までのニュース。ランキングの基準は「おもしろ！」率。おお、それはちょっと気に

なっていました。５位は２４号のゲイムのキャッチコピーの回。４位は３９号のミク回。３位は２２号の

水樹奈々さんの回。２位は３８号のはやぶさの回。そして１位は、なんと１号のミク回でした (笑)。みん

なミク好きですねｗ最後にスズキとも記念撮影。

　続いて「ジュン☆ステーション」。これまで一度もタライを受けたことがないというデータにびっくり

(笑)。ジュンステではみんなに届いたメッセージをメインに紹介するそうな。と思ったら、ジュンへのメッ

セージばかりで案の定中断ｗ途中からちゃんとした内容になりましたが、コーナー内でついにジュンへの

タライが！ (笑)最後はやっぱり写真撮影でした。

　次は「ピエール☆ステーション」。みャイル百貨店からのクイズだそうで。これはほとんどわからない

なぁ。あのタライは発泡スチロールという仇名なのは知りませんでした (笑)。あとクロのラクガキが１０

００円近いって・・・高すぎでしょう！ｗ結局カズイさんは半分正解でした。難しいー。そして写 (ry



　さらに「リッキー☆ステーション」。今日はちゃんと緑色ですねｗリッキーが５匹の妖怪と戦う企画だそ

うな。まずは以前紹介した三吉鬼との勝負。ニャアバターのコマンド入力で倒すんですね (笑)。見越し入

道、送り犬、海坊主、最後は河童と勝負！恐ろしいコマンドを提示されるも、座敷わらしなトロが現れ簡略

化 (笑)。あっさりと勝てました。再び写 (ry　

　そして「９８０円☆ステーション」。テレビさんがアップデートの内容を紹介するそうな。まあいつもど

おりですね (笑)。プラチニャ会員の継続特典の宝船はちょっと気になりますね。効果しだいではちょっと

ほしいかも・・・ｗまた最後に写真撮影で終了。

　最後は「ポケピ☆ステーション　エンディング」。今回はボリュームありましたね。まさか縦読みを仕込

んでくるとは！ (笑)締めはやっぱりビールで乾杯！・・・と、最後にプロデューサーさんが出てきて、次

回予告。「目指せ声優！」と「初音ミクＴシャツデザインコンテスト発表」だそうな。楽しみですねー。



2010.11.20 第５５号「目指せ声優！」「初音ミクＴシャツデザインコンテスト発表」

　今週は「目指せ声優！」と「初音ミクＴシャツデザインコンテスト発表」の２本です。

　１本目は、ドワンゴクリエイティブスクールへの取材。完全にクロ枠ですねｗ声優を育てる秘訣を聞く

そうです。

　さっそく向かうも、怖じ気づいて中に入れない２匹に、校長の森田純正さんが声をかけてきました。本

当に若いですねぇ。ミュージシャンやプロデューサーとしても活躍しているそうです。

　このスクールでは、声優としての演技指導だけでなく、ラジオ実習やニコ生実習、歌やダンスもやるそう

です。ニコ生実習ってさすがですね (笑)。

　現在このスクールで学んでいる人は３００人ほどいるそうな。ここで２年生の早乙女由香さんが登場。

先日事務所に所属したそうで、もう卵ではないんですね (笑)。ああ、この人があのヒカリさんの中の人な

のですか。

　場所を変えて、スタジオでの実習の様子も拝見。みなさん真剣そのものですねー。ちなみに早乙女さん

がヒカリさんの仕事をゲットできたのは、ツイッターでＢＤについて呟いていたからだそうですｗそうい

う出会いもあるものなのですね。

　このスクールでは体験入学も実施しているそうです。事前に体験できる仕組みはありがたいですね。最

後までアニサマのチケットにこだわるクロに笑いましたｗ

　２本目はミクＴシャツの結果発表です。職人さんの頑張りが楽しみ (笑)。個人的にはトロクロ賞の１０

位のがいちばんかっこいいなぁと思ってしまったｗ

　最優秀賞は、まさかのミクなし(笑)。そうか、ミクテーマのコンテストだけど、必ずしもミク本人を描く

必要はないわけですね。トロステの企画なのだから、トロが前面に出ているものが選ばれてもおかしくな

いわけですし。ただ、生真面目にミクを描いた人たちは複雑な気持ちかも知れないと思いましたｗ

　さて、おまけはイベントのお知らせです。月面基地のうさぎさんたちと直接チャットできるアレですね。

日程は、12/7の夜に２回。とりあえず２回目に応募してみました。受かるといいなぁ。

　最後は「純喫茶９８０円」。入店音がカランカランになっていました。今ごろ変だってことに気づいたの

でしょうか (笑)。今回はホットココアで乾杯。来週の予告は「テイルズ　オブ　グレイセス　ｆ」と「み

んなに伝えるあのお仕事」です。放送かなにかですかね？





2010.11.27 第５６号「テイルズ　オブ　グレイセス　ｆ」「みんなに伝えるあのお仕事」

　今週は「テイルズ　オブ　グレイセス　ｆ」と「みんなに伝えるあのお仕事」の２本です。

　１本目はテイルズ。トロたちはいきなりエフィネアという世界にいます。人に呼ばれたらしいのですが、

その相手をトロがど忘れしてしまった、と (笑)。トロらしいですねｗ

　今回のテイルズは、「守る」ということがテーマになっているんだとか。そして登場人物の紹介をしてい

る最中に、ソフィが登場。うーん、いのまたさんの絵って、どう頑張ってもアニメ絵で完全に再現するのが

無理だから（淡い塗りが魅力みたいなものだしｗ）、アニメ絵にするとやっぱり違和感があるんですよねー。

　ま、とにかく、ソフィの案内で呼び出した人物が待っているらしいバロニアへ。と、その道中にバトル

紹介 (笑)。シンボルエンカウントなんですね。守るがテーマだけあって、基本は防御から攻撃だそうな。

アークライズみたいですね。

　そうこうしている間にカメラが移って、トロを待っているアスベルたちのほうへ。グレイセス・ステー

ションが始まりましたｗ今回ｆが出るにあたり、追加シナリオ「未来への系譜編」が追加されているそうで

す。本編クリア後から、さらに半年後の物語。それだけで 15時間分もあるのだとか。

　ここでやっとトロクロが合流し、週トロとｆがコラボするというビッグニュースが！ちょｗこの着ぐる

みすごいｗｗでも 500円は高すぎるんじゃないだろうか・・・。最後にいのまたさんのサイン色紙が。ト

ロの顔はともかく、クロの顔が酷くて笑いました (笑)。

　２本目は、プロデューサーさんの指示である人物に会いに行く２匹。メディアファクトリーにやってき

ました。そこで宣伝のためにコスプレする女性・ミスティさんに遭遇 (笑)。ちなみに普通の日本人の方で

すｗアニメ担当の宣伝マンなんだそうな。今回は来年１月から始まるＩＳのヒロインのコスプレをしてい

るんですね。ちなみにミスティさんの本名は、笠井純さんですｗ

　アニメの宣伝はどんな仕事をしているかというと、アニメ誌さんから頼まれた場面写真（アニメの一場

面を切り取ったもの）を用意したり、アニメ誌以外でも紹介してくれそうな場所を探したりするそうです。

クロのいうとおり、確かに地味だけど、大事な仕事ですね。

　ちなみにこのミスティさん、アニメはもともと好きでイベントなどには行っていたそうですが、コスプ

レは社会人デビューだったそうです (笑)。ある日イベントの司会をすることになり、個性的な声優さんた

ちに負けないためにはどうすればいいか悩んでいたところ、会社の人から「制服を着てみたら？」とすすめ

られたとか。実際に着たら、社内ではどん引きだったそうですが (笑)、会場では盛り上がったそうです。

　別れ際にクロが言った何気ない一言、「ミスには気をつけてねー」がツボに入りましたｗミスティだけに

ｗｗ



　今回のおまけは会員用と再放送が多いですね。新しいのはテイルズのカプポンくらいですか。そして最

後の「純喫茶９８０円」。今回はてれびんの特製スープで乾杯ですｗさて、次回予告は「モンスターハン

ター　ポータブル　３ｒｄ」と「これであなたも漫画家に？」です。後者は多分コミＰｏですね。クロが大

喜びしそうで楽しみですｗ



2010.12.04 第５７号「モンスターハンター　ポータブル　３ｒｄ」「これであなたも漫画

家に？」

　今週は「モンスターハンター　ポータブル　３ｒｄ」と「これであなたも漫画家に？」の２本です。

　１本目は、久々のモンハンステーション(笑)。一方トロの方は、クロがいないためゲイムの紹介ができ

ず、またあのチャットルームに行くことに。やっぱり人気あるんですね、あのチャット (笑)。面白いです

もんねぇ。

　テレビさんがトロの言葉を代行して打っているのですが、選択する顔文字がトロが使わなそうなものば

かりで逆に面白いというｗ (｀・ω・´)シャキーンとか (笑)。クロは相変わらずですね・・・。

　さて、ここで再びモンハンステーションに戻り、前作からの変更点を紹介。まず、拠点がポッケ村からユ

クモ村に変わったそうです。温泉もあって、入るとステータスがあがったりするそうですよ。

　そして今回、アイルーを２匹連れて狩りに行けるそうな。さらに、気に入ったアイルーを鍛えたり、武器

を作ってあげたりできるそう。なんかいろいろリアル友人を否定していて笑えますｗオチは、以前トロが

住んでいた部屋で２匹を待ってましたと (笑)。

　２本目は、話題のソフトコミＰｏ！について。これ気になっているんですよねー。さっそくクロが作品を

作ってきたということで見てみたら・・・女の子たちがひたすら「クロ」と言う漫画でした (笑)。なんぞ。

　そのあとみんなの制止を振り切って、世界を救う旅に出かけるクロ。最後は、スズキがテレビさんに頼

まれて結末を書き換えていたために、巨大なスズキに倒されましたとさｗやったねスズキ！

　さて、今回のおまけは「トロのおみせ」と「トロのmixi日記」について。どこいつの耐熱ガラスシリー

ズは本当にかわいいですねぇ。他にもいろんなイベントがあって、年末もトロは忙しそうｗ

　最後は「純喫茶９８０円」です。ここで例の宝船に関する補足が。会員であり続ける必要はなく、30日

経過ごとにもらえるそうです。なるほど。今回はロシアンティーで乾杯。本当に肉汁だったらうけるのに

(笑)。なぜかサルゲッチュのＣＭをはさみ、次回予告。「劇場版ＢＬＥＡＣＨ　地獄篇　＋α」と「学園都

市でサイエンス？」だそうな。＋αが気になりますねｗ楽しみです。



2010.12.11 第５８号「劇場版ＢＬＥＡＣＨ　地獄篇　＋α」「学園都市でサイエンス？」

　今週は「劇場版ＢＬＥＡＣＨ　地獄篇　＋α」と「学園都市でサイエンス？」の２本です。

　１本目はＢＬＥＡＣＨの劇場版ですね。いきなりごっこ遊びをしているトロクロが楽しそう。今回の劇

場版は連載 10周年を記念して作られたそうな。原作・製作指揮を久保先生自身が手がけているというから

原作ファンも安心して見られそうですね (笑)。

　ちなみに映画の舞台は、原作ではまだほとんど語られていたなかった地獄なのだそうで。なるほど、そ

れなら見たい人も多いのかも。カズイさんは原作読んでいないのでよくわかりませんが・・・。

　簡単に映画の冒頭を説明すると、地獄の咎人たちが反乱を起こし、地獄門を町の上空に出現させて襲来、

主人公の妹２人を人質にとって主人公に力を使わせようとして・・・というところでしょうか。途中でト

ロとテレビさんがデートの約束をしているのが、ほほえましくてよかったです (笑)。

　最後に、映画と連動したゲイムのお知らせが。今までのＰＳＰ版だけでなく、今度はＰＳ３でも出るん

ですね。人気ありますねぇ。もちろん連動というくらいですから、地獄篇のキャラが出たり、特別体験版

が出たりするそうな。

　２本目はスズキ枠ですね。産業技術総合研究所の展示施設であるサイエンス・スクエアつくばに見学へ。

展示されているものは、大小合わせて 50近くになるそうな。その中でもスズキのオススメを紹介してくれ

るそうです。

　まずは、日本における質量の基準となるキログラム原器と、長さの基準となる光周波数コム装置。なん

かすごそうですｗあとは人型ロボット！夢がありますね。ただスズキが紹介したほとんどは、ここに展示

されているものではないそうですがｗクロに合わせて紹介するとそうなってしまうのか・・・。

　あとはあざらしのぬいぐるみ。に見えて、実はこちらもちゃんとしたロボット。触ると鳴いたりするん

ですね。病院や介護施設のアニマル・テラピーに利用されているそうな。他にもいろいろと駆け足で紹介

していました。ぜひ１度見てみたいですね。

　そして最後に、リカンベント型自転車。見たことなかったのですが、これが坂道などでも楽に走れる型

なんですね。面白い。あとは丈夫なガラス工芸品や、花火の研究など、生活に役立つものから娯楽品まで

様々な研究を行っているそうな。

　さて、今回のおまけはすべて再放送なので、「純喫茶９８０円」へ。テレビさん特製のホットゆずネード

で乾杯。そして次回予告は１枠で、「スクウェア・エニックス　突撃　会社見学ツアー！」だそうな。これ

は楽しみですね (笑)。





2010.12.19 第５９号「スクウェア・エニックス　突撃　会社見学ツアー！」

　今週は「スクウェア・エニックス　突撃　会社見学ツアー！」の１本です。

　すごいタイミングでのスクエニになってしまいましたね (笑)。なんにせよ楽しみですがｗ

　クロがちょっとした企みをして、プロデューサーの代わりにトロを引き連れてスクエニに。やはり大き

な会社は玄関フロアから違いますね (笑)。しばらくすると橋本真司さんが登場。

　本当の約束は１時間後ということで、暇をもてあました２匹は勝手に社内を探索することに。しかもあ

の段ボール製のヴァンツァーの中に入ってｗ本当にフリーダムですね。それにしても、どの部屋にも天野

さんの絵が飾ってあるのが面白いです。

　ここで開発室にまで潜入してしまい、プロデューサーの田畑端さんとディレクターの北瀬佳範さんに遭

遇。クロが強引にインタビューを敢行ｗ「２人にとってスクエニはどんな会社か？」という問いに、田畑さ

んは「『世界一のゲームが作れる！』と言える数少ない会社だと思っている」、北瀬さんは「すごく大きなプ

ロジェクトも可能な非常に環境の整った会社だと思う」とのこと。

　次の質問、「２人から見てどんなスタッフが多いように見えるか？」には、田畑さんは「世界一のゲーム

を作りたいと思っている人が多い会社」（そればっかりだなｗ）で、北瀬さんは「それぞれ高い志を持って

欲しいと思います」とのこと。結構いいコンビですね (笑)。

　続いて、「最近身の回りで流行っているものは？」という質問には、田畑さんは「季節柄カゼ」(笑)と「息

抜きに他社のゲーム」だそうで、北瀬さんは「カードゲームやボードゲームなどのアナログゲームなどを家

族でやっている」とのことでした。

　最後に、「２人にとっての今後の目標は？」という問いには、北瀬さんは「ＲＰＧのイメージが強いスク

エニですが、The 3rd Birthdayではこれまであまりなかったガンアクション要素に本格的に取り組んでい

るので、まずはこんなゲームも作れるんだというところを見てほしい。これを皮切りに今後も臨場感のあ

るアクティブなゲームもどんどん出していきたい」とのこと、田畑さんは「いつか出るかもしれないＦＦの

本当にファイナルな作品を手がけてみたい」と (笑)。それは本当に野望ですねｗ

　ここで２人と別れ、今度はデザイナーの上国料勇さんと遭遇。ここはアポなしだったようです (笑)。す

かさずインタビューをするクロｗ「スクエニはどんな感じ？」という質問に、「スクエニに来て 10年ほど

経つが、周りとの信頼関係もすごく出来て、この人とだったら夢を実現できる、世界に勝負できる、という

仲間がたくさんいると思っている」とのこと。

　そして再び野望を尋ねる (笑)。すると、「たくさんあるけど、ひとつは世界の隅々まで触れるようなゲー

ムを手がけてみたい」ということでした。デザイナーらしい野望ですね。



　また社内をうろうろしていたら、迷ってしまった２匹。偶然橋本さんが仕事をしているフロアに辿り着

き、一緒に応接室まで戻ることに。

　ここでやっと橋本さんにもインタビュー。「橋本さんにとってスクエニはどんな会社？」という問いに、

「一言で言うと総合エンターテインメント会社」だそうな。確かにいろんなことをやっていますからね。

　次の質問、「橋本さんの立場で大変なことは？」（すごいこと聞くなぁｗ）、「役員の立場としては、全世界

にいる社員全員となかなかコミュニケーションが取れないところ」だそうで。あと、「ゲームのプロデュー

サーとしては、その時代のユーザーが求めるものと、スタッフが作りたいものを、いかにうまくすりあわせ

るか」だそうな。

　そして、橋本さんがツイッターで呟くようになった理由は、「もともと公式アカウントはあったが効果的

に使われていなかったから、業務連絡だけという形を変更していった」そうです。今はすごいフォロワー

の数ですもんね。

　続いて、「最近のマイブームは？」の質問には「海外ドラマですね」と笑顔で答える橋本さん (笑)。もち

ろんフロントミッションなどのゲイムもしっかり進めているようですｗ

　ここでクロが、橋本名人時代の思い出を聞かせて欲しいと言うと、「イベントであちこち移動したのが大

変だったが、当時はケータイもネットもなかったので情報を集めるのが大変だった」そうです。自分でマッ

プを作ったり、攻略ノートを作っていたそうで (笑)。昔はほんと、パスワードとかも大変でしたしね。

　最後に、「今後の目標は？」と聞くと、「これだけ会社が大きくなったので、今までやっていない企画をど

んどんやっていきたい」とのこと。期待したいですね。

　そして別れ際、クロがとんでもないお土産をｗこれは酷い (笑)。クロの絵を描いている人、いつも同じ

タッチですぐクロの絵とわかるのがすごいですｗ

　帰りには、ショウケースというオフィシャルショップに寄ってお買いもの。特にファンというゲイムは

ないけど、ちょっと行ってみたいところです。

　今回のおまけはパックマンについて。30周年記念ということで、最新作が発売されたんですね。いろん

な新要素が追加されているようで、ちょっと楽しそう。値段も 1000円と安いですね。

　最後は「純喫茶９８０円」。何故秋休みがないのかというどうでもいいトークをしながら (笑)、ミネスト

ローネへ。たまに食べるとおいしいですよね。次回予告は「キャッスルヴァニア　ロードオブシャドウ」と

「噂の夜景を見に行こう！」の２本です。楽しみです。



2010.12.25 第６０号「キャッスルヴァニア　ロードオブシャドウ」「噂の夜景を見に行

こう！」

　今週は「キャッスルヴァニア　ロードオブシャドウ」と「噂の夜景を見に行こう！」の２本です。

　１本目は悪魔城ドラキュラシリーズの新作です。いきなりその世界にいるので、トロが思い切り怖がっ

ていますね (笑)。今回はスペインの会社が作ったものだそうです。ほほう。本場で制作されたグラフィッ

ク・・・ゴクリｗ主人公のガブリエルさんと待ち合わせしているはずが、いくら待ってもこない・・・と

思ったら、クロが場所を間違えていたというオチでした (笑)。

　場所を移動し、やっと合流。ガブリエルさん勇ましいですねｗ見るからに胸毛がありそうなキャラです。

でも、トロステ仕様でかなりはっちゃけたしゃべり (笑)。

　さて、今作の魅力について。やっぱりムチを使った爽快なバトルだそうで。初心者でも気軽に遊べるよ

うコンボなどが多数用意されているそうな。もちろん難易度選択もあるよ！　新しいスキルは戦いの中で

貯めたポイントを使用して覚えるというタイプ。あと、武器であるバトルクロス自体も成長する要素があ

るそうです。

　もちろんボスもこだわって作っているようで、普通に戦うボスもいれば、巨大なボスによじ登ったりす

ることもあるみたい。よじ登っている絵面は完全にワンダでしたがｗまあ大きなボスの弱点を狙うとなる

と、飛び道具かこれになっちゃいますからね。

　あと、光と影の魔力という要素もあり、光の魔力を使って攻撃すると回復し、闇の魔力を使って攻撃する

と攻撃力があがるそうです。ほほう、ありがちではあるけど面白い要素ですね。今回は結構あっさり目の

紹介でした。最近ゲイムの紹介はあっさり目が多い気がする。

　２本目は、川崎工場夜景バスツアーの紹介です。工場の夜景とは予想外でした (笑)。いきなりハイテン

ションで登場し怒り出すクロに、トロの激しいツッコミがｗクロのツボって本当にどこにあるのか謎です

ね。

　さっそく２匹でバスの待つところへ。ここでスズキが登場し、川崎と工場との繋がりを解説してくれま

した。なるほど、それで川崎には工場が多いのですね。こういうバックグラウンドもちゃんと説明してく

れるのがトロステのいいところというか、ニュースっぽいところな気がしますｗ

　いよいよ夜の工場へ。確かに、いろんな場所にいろんな光があってキレイなんですね。客層としては女

性が多いそうです。ツアーでは、決まったツアーでしか入れない「川崎臨海倉庫」の屋上へも行けるそう

で。見渡す限り工場ってのは、なかなかない景色ですし、写真で見ても充分にキレイに見えましたね。

　ここでトロが、数ある工場の中でもどうして川崎がいいのか？という質問をナビゲーターの方に投げか



けました。そこで、ちょいちょい出ていたスズキが登場したのですが、ナビゲーターの方が答えてしまっ

て、スズキの反応が面白かったですｗなるほど、工場までの近さとバリエーションでは川崎がいいってこ

となのですね。

　トロステの中では紹介できないそうですが、最後にはさらにすごい夜景が待っているそうです。ちょっ

と行ってみたいものですね。

　おまけは、カプポンの歳末特大キャンペーンのお知らせです。レアアイテムの出現率があがるそうです

よ。

　そして最後は「純喫茶９８０円」へ。クリスマスということで、音楽も違うし、いつものビールを持って

います (笑)。クリスマスはいいんだｗスタッフの判断はよくわかりませんが、とりあえずクロは最初から

酔っています (笑)。ここで月面基地から、先日のＰＳアワード 2010で特別賞をとったときの楯が届いたと

紹介されました。すごいですねー。まあクロの発言ですごさが半減していますがｗさて、来週は以前予告

があった「Ｔｈｅ　３ｒｄ　Ｂｉｒｔｈｄａｙ」と「プロデュースしなイカ？」の２本です。後者が気にな

りますねｗ楽しみです。



2011.01.05 第６１号「Ｔｈｅ　３ｒｄ　Ｂｉｒｔｈｄａｙ」「プロデュースしなイカ？」

　今週は「Ｔｈｅ　３ｒｄ　Ｂｉｒｔｈｄａｙ」と「プロデュースしなイカ？」の２本です。

　１本目はＰＥの３作目にあたるゲイム。まずは１作目と２作目のおさらい。ちゃんと主人公は一緒なの

ですね。

　そして３作目では、ニューヨークが未知の生物ツイステッドに襲われるところから始まるようです。危

機的状況を打開するために、過去に戻って未来を変えるシステムを開発したとか・・・そういう変え方を選

ぶあたりがすでに尋常じゃないですねｗしかもそのシステムに耐えられるのが主人公のアヤだけというこ

とで、記憶を失いながらも戦いに身を投じるのだそうな。

　戦闘は、基本的にはガンアクションだそうですが、それだけでは倒せない敵もたくさんいるそうです。そ

んなときは、オーバーダイブシステムを使って、他の人の身体に憑依して戦うのだそうな。ライフがゼロ

になっても、近くの人の身体にすぐ乗り移ればゲイムオーバーにならないなど、いろいろと有利な面があ

るんですね。

　初心者向けにイージーモードがあるのはもちろん、アヤの能力リバレーションで一発逆転も狙えるそう。

発動中は強力なエナジーショットを無制限で打てるそうです。また、敵の攻撃を自動回避する機能つき！

ｗすごいですね。あと、アヤがダメージを受けると服がぼろぼろになっていくというところに食いつくク

ロ (笑)。でも破れた分だけ防御力は落ちるそうです。面白い。

　ここでゲストが登場。先日スクエニの回でインタビューをしたプロデューサーの北瀬佳範さんと、ディ

レクターの田畑端さんです。そこでいきなりセクシー要素について尋ねるクロｗ少しは自重しろよ・・・。

まあ田畑さんはその辺も期待してってあっさり答えていましたが (笑)。

　ここでユーザーに向けて、田畑さんが「ビジュアルも音も現時点でＰＳＰ最高のゲームだと思っているの

で、ゲームが好きな人や特に壮絶な戦いが好きな人はぜひ触ってください」、北瀬さんが「シリーズファン

や未プレイ方、それぞれの驚きや楽しみがあると思うのでどちらにも楽しんでいただきたい」とメッセー

ジ。全体的に大人っぽいゲイムになっているそうですね。

　２本目はアニメのプロデューサーの仕事を取材！クロは相変わらずですねｗここで現役のアニメプロ

デューサーを呼んで話を聞くことに。

　やってきたのは唯一のフリーアニメプロデューサーである里見哲朗さん。最近ではイカ娘に協力したり、

ミルキィホームズの宣伝を担当したり、ＳＯＳＴＶワルプルギスナイトフィーバーというアニメＤＶＤを

つくったりしているそうです。

　さて、クロの最初の質問は、「プロデューサーはどんな仕事をしているのか？」基本的なところですね。



現実にはイロイロやるので説明するのが大変みたいですが、簡単に言うとお金の使いどころを決める人だ

そうな。アニメの企画だけがある場合は、監督や制作会社などを決めたりと、とにかく基本を固めるんで

すね。サッカーにたとえると、プロデューサーはフロントというのはすごくわかりやすいたとえだと思い

ます。

　続いて「プロデューサーの仕事で大変なことは？」という質問には、プロジェクト立ち上げ時に身体を

拘束されることがかなり多くて大変だということでした。ある意味すべての現場にいなきゃいけないから、

そりゃそうですよねｗ納期とクォリティを秤にかけて、つらい立場になることもあるそうな。大変なお仕

事ですね・・・。

　次は「プロデューサーをしていて嬉しいときは？」よく言われるのが原作の許可が出た瞬間とシナリオ

が上がった瞬間とアフレコが終わった瞬間に「これはいいものができる！」と確信したときだそうな。た

だ、里見さんの場合はもっと最終段階にならないとなかなかわからないそうで (笑)。

　ここでクロがとうとう「声優さんと仲良くなれるか？」という質問を投げかけてしまいました。里見さ

んはあっさり「なれる」と答えたものの、問題もあるようで・・・プロデューサーは常にキャスティングの

ことを考えているため、声優さんの引き出しを知るための手段になってしまうそうな。常に研究が必要な

んですね。

　そして肝心の「プロデューサーにはどうやってなるのか？」特別なスキルはいらず、コミュニケーション

能力さえあればいいそうですｗ具体的なルートは３つあって、ひとつはアニメスタジオに入る方法、もう

ひとつはアニメソフトメーカーに入る方法、最後はテレビ局に入ってアニメを担当する方法・・・どれも大

変そうですね。

　里見さん自身はもともとブロッコリーにいて、ギャラクシーエンジェルを担当していたそうですが、そ

れが一息ついたところで「そろそろ辞めてみるか～」という感じでブロッコリーを離れたそうです。ゆる

いですね (笑)。プロデューサーとしてはかなり若い方だったのですね。

　なんかずいぶんと中途半端な感じで終わってしまったような・・・まあいいか。クロはずっとこのまま

なんでしょうねぇ (笑)。

　おまけはアドホック・パーティーの紹介。モンハンのためかな (笑)。そして「純喫茶９８０円」。タイミ

ング的には年明け前だったので、１年の締めくくりにトロの好きなホットミルクで乾杯でした。そして、ク

ロのリクエストでその後ビールでも乾杯 (笑)。本当になんでもありだなｗ次週予告は「新年あけましてお

めでとうスペシャル」です。



2011.01.09 第６２号「新年あけましておめでとうスペシャル」

　今週は「新年あけましておめでとうスペシャル」の１本です。

　しょっぱなから「あけましておぬでとう」に笑いました (笑)。「め」が「ぬ」に見えるなんて、クロ悪筆

すぎるｗ今回はトロステでどんど焼きをするそうで、書き初めを燃やすんですね。

　ここでジュンが登場。ああ、そうか。ウサギ年だからジュンの年なんですもんね (笑)。そこでジュンの

書き初めは「ウサぎ年」。ウサだけすごく大きいです。そして紅白に向けてカラオケに旅立つジュン・・・

まあいつものオチですねｗ

　次はテレビさんを起こしに行きました。トロクロが紋つき袴なので、テレビさんは振り袖で登場！ｗ振

り袖を着たテレビなんて世界初じゃないでしょうか (笑)。そしてテレビさんの書き初めは「地デジ元年」で

す。去年の地デジ対応回はよかったですもんね。

　続いてピエール。初売りセールにエキサイトしていましたね (笑)。そんなピエールの書き初めは「お仏

蘭西」。・・・いつもどおりじゃないですか！ｗそして次のセールに向かう後ろ姿を見送ったのでした。

　そうこうしている間に、クロのケータイに着信が。ちょっと表現がわかりづらいけど、クロ素敵という

すっかりおなじみの着ボイス (笑)。相手は月にいるスズキからでした。スズキの書き初めは達筆な字で

「ノーベル賞」。とれるといいですねｗ

　最後はリッキー。河原で修行をしているだろうと予想して行ったらやっぱりいました (笑)。トロの口か

ら「すといっく」という言葉が出てちょっとびっくりｗそんなリッキーの書き初めは「格闘王」・・・みん

な毎年同じオチですか？ (笑)

　いよいよどんど焼き・・・をしながら、クロが書いた書き初めを確認。「くぎゅに会う」。本当にいつもど

おりｗあと「金ぱつ美女に囲まれて　南国ウハウハ食っちゃ寝生活」(笑)。最後のオチは「アホの子」ｗこ

れ、あんまり言ったらトロがあまりにもかわいそうになってしまうので、ほどほどにしておいて欲しいで

すね (笑)。

　締めはトロ。書き初めは、てっきり人間になるかと思いきや「トロステ」。あれ、トロがいちばん字がう

まくね？ｗ今回はきれいに終わりましたね。

　おまけは、第２回お庭カードコンテストの作品募集です。今から結果が楽しみですねｗ最後は「純喫茶

９８０円」。新年だから酒を飲もうというクロの提案で、今回もビールで乾杯 (笑)。そうか、何か理由があ

ればビールでもいいことになったのかしら。さて、来週の予告は「無限回廊　光と影の箱」と「プロ選手を

目指そう！」の２本です。何のプロ選手でしょうね。楽しみです。





2011.01.17 第６３号「無限回廊　光と影の箱」「プロ選手を目指そう！」

　今週は「無限回廊　光と影の箱」と「プロ選手を目指そう！」の２本です。

　１本目は無限回廊ですね。クロが実際に無限回廊の世界に入っての紹介。あんなふうに影を動かして進

んでいくんですね。これが発表になった時期って、ＷｉｉウェアにもＷｉｉソフトにも影を使ったソフト

が出ましたからね (笑)。ああいう直感的なデバイス操作と相性がいいのでしょうね。

　ただこのゲイムは、前作と同じようにゲイム内にいろんなルールを設けることによって、独自の面白さを

作り出している感じがあります。穴で落ちるとか、ゲートで移動とか、単純な仕様に見えるけれど、それを

ゲイム内で活かす方法に関しては思わず感心してしまうようなものがありそうです。全部想像ですけどｗ

　あと今回はモードがたくさんあって、キャストさんをゴールまで導くキャストモードと、エコーという

キャストさんの影を全部集めるエコーモード、指定されたブロックに指定された色を塗っていくペイント

モードと３つの楽しみかたができるそうな。さらに自分でステージを作ることもできるんですって。面白

そうですね。

　ここでクロが自分で作ったステージを紹介。影を移動させるとモテ・クロという素敵ワードが (笑)。相

変わらずなクロですね。しかもこのステージ、ゴールがなく、クロ自身もどこから出ればいいかわからな

いという衝撃的なオチでしたｗ

　２本目はｅスポーツのお話ですね。エレクトロニック・スポーツの略だそうで。韓国のプロゲイマーは

有名ですよね。有野課長が会いに行ったのを思い出します (笑)。

　ここで、日本代表で世界大会に出場している前田朋輝さんが登場。思った以上に普通の人ですね (笑)。

ちなみに前田さんは FIFA10 というサッカーゲイムの日本代表だそうです。各ゲイムごとに代表がいらっ

しゃるんですね。

　前田さんは高校まではみんながやっているゲイムをやるくらいでしたが、高校生でサッカーゲイムに出会

い、そこから友人と２人でのめり込んでいったそうです。やっぱり強力なライバルは必要なんですね (笑)。

１度格闘ゲイムも極めてみようと思ったことがあるそうですが、練習してみたら全然駄目だったと。やっ

ぱサッカーはなんだかんだで戦略とかが大事になってくるからかなぁ？

　あと、日本の選手はｅスポーツの大会にあまり出場していないので、世界大会に行くとなめられたりす

るそうです。日本ではやっぱり遊びという感覚が強いですからねぇ。テレビに出たりしても、好意的な人

がいたり、否定的な人がいたり様々だそうで。本人はあまり気にせずのびのびやっているようなので、そ

ういう精神的な強さも必要なんだろうなと思います。

　にしても、前田さんの「子供がいる」という発言がいちばんびっくりですよ (笑)。全然そんなふうには



見えませんねー。高校生くらいでも普通に通じそうですし・・・見た目が若く見えるからなめられるとい

う理由もあるんだろうなｗ

　さて、今回はおまけなしで「純喫茶９８０円」へ。いきなり赤いリッキーがｗしかもペンキで染めていた

とはびっくりです (笑)。そして次回予告は「喧嘩番長５　～漢の法則～」と「ネコでもわかる？　撮影テ

クニック！」の２本です。楽しみですね。



2011.01.22第６４号「喧嘩番長５　～漢の法則～」「ネコでもわかる？　撮影テクニック！」

　今週は「喧嘩番長５　～漢の法則～」と「ネコでもわかる？　撮影テクニック！」の２本です。

　１本目は喧嘩番長５。まずはシリーズの確認から。そして純喫茶９８０円の前に登場したトロクロの頭

には、赤いモヒカンがｗすげぇ似合ってねぇ (笑)。トロは「にゃめんなよ」しか台詞言わないしｗきっと

適切な言葉を選べないんですね。

　ここで今作の主人公成瀬直人くんと合流。まあガラの悪そうな子ですねｗ漢なら黙ってメンチを切

れ！名言でましたｗなるほど、この世界ではシブいほどかっこよく、逆にシャバいとダサイんですね。そん

なダサイヤツのことをシャバゾウと呼ぶそうです。一般人にメンチ切ったりすると漢が下がるんですねｗ

　ではどうすればかっこよくなれるのか？ちゃんと喧嘩して拳で勝てばいいそうです (笑)。喧嘩の前のタ

ンカも大事だとか。タン語はリズムゲーみたいな感じで目押ししないといけないんですね。噛んだら恥ず

かしいだろうなぁ (笑)。喧嘩に勝った後、相手と友だちになれるシステムもあるんですね。

　あと、喧嘩の間にヤンキー座りをして気合いを貯めないと駄目だそうでｗこの辺はある意味徹底的にこ

だわっている感じがｗ必殺の一撃を出すにメンチを切るにも気合いが必要だそうです。

　早速実践に向かう２匹。やってきたのはグラサンピエールｗその迫力に、クロが敵前逃亡し、残された

トロは１匹でメンチを切りましたが、またタンカで噛みました (笑)。ですがピエールの攻撃に切れたトロ

が猛反撃。なんとトロが勝ちました！ｗ

　ゲイム内では、喧嘩をしまくって辺りを配下におく (笑)のが目的みたいですが、アジトをカスタマイズ

したり、トランプや麻雀をやったり、子犬を拾って育てたり出来るそうです (笑)。もちろん女の子とムフ

フも・・・あるのか？ｗしかし、この紹介を見る前と見たあとでは結構印象が変わりましたね。普通に面白

そうなゲイムだと思いました。

　ここで最後に、このゲイムのプロモーションを担当している南明奈さんが登場。すごい髪型だけど普通

に似合っているのがもっとすごい (笑)。

　２本目は写真の撮り方について。スズキの紹介で塩澤一洋先生のもとへ。法学部の教授でありながら、

プロの写真家としても活躍しているそうです。すごいですね。では早速基本的なところからレクチャー。

　ステップ１、撮影の心構え。撮影の対象を好きになることが大事なことなのだそうです。人物を題材に

撮るときは、信頼関係も大事なんだとか。あとは、その対象の何を撮りたいのかを、シャッターを押す前に

考えてみるといい写真が撮れるそうな。

　ステップ２、基本技術。１番の基本はブレをなくすこと。脇を締めてカメラをしっかり持つ！手持ちで



位置を安定させたい場合は、ストラップをつけるといいそうです。ピンと張って構えるだけでかなり安定

するそうで。あとズームはぶれやすくなるので使わずに、自分から近づいた方がいいとのことでした。

　ステップ３、撮影・風景編。塩澤先生が注意していることは、撮る時間帯。昼間だとあまり陰影のコント

ラストがないので、朝に撮ることが多いそうです。最初はモノクロ写真を１万枚くらい撮って、色に惑わ

されずに陰影を意識して立体感のある写真を撮れるようになるといいそうな。

　あとは、カメラを被写体に対して垂直・水平に構えて撮影すること。カメラは角度によって写真の印象

がかなり違ってしまうんですね。なので、特別にそういう効果を出したいとき以外は、まっすぐに構えた

方がいいということでした。

　そして、ただ漠然と被写体を捉えるのではなく、その中でもどこが好きか、どこを中心に撮りたいかを

きちんと見定めることも大事だとか。あとは逆光も味方に付ける！ (笑)木で隠して撮った写真はかっこよ

かったですね。

　ステップ４、撮影・人物編。やはりここでも、対象と同じ目線で撮ることが大事だと。あと、意外に逆光

で撮った方がきれいに見えるそうです。うまく撮るのが大変そうですがｗ顔に露出をあてるとうまくいく

そうな。その分背景が飛んでしまうそうです。それを解消するにはレフ板を使用するといいそうですよ。

　室内で撮るときは、灯りの真下に立ってもらうのが１番いいそうな。やっぱり光を意識して、顔に陰影

をつくるのがポイントなのですね。

　おまけは「ＢＤ化プロジェクト」。まだもキングレコードに乗りこむクロｗいつになく真剣に頼みこむ

(笑)。そして下された結論は・・・とらドラ！を必ずＢＤ化しますという心強いお言葉でした。なんか

ちょっと感動的な展開にｗ

　もうひとつのおまけは「パタポン３」の体験版のお知らせ。今度はＲＰＧなんですね。今までのはちょっ

とカズイさんには難しかったのでｗ嬉しいです。リズムで前に進むのは変わらないようですが、どの辺が

ＲＰＧなんでしょうかね。あと、体験版だけでかなりのことができるので、１００時間も遊べてしまえる

そうですよｗすごいですね。

　最後は「純喫茶９８０円」。今回はちゃんとトロクロがやってきて、梅昆布茶で乾杯。そして次回予告は

「戦場のヴァルキュリア３」と「面白消しゴムを作ろう！」の２本です。楽しみですね。



2011.01.31 第６５号「戦場のヴァルキュリア３」「面白消しゴムを作ろう！」

　今週は「戦場のヴァルキュリア３」と「面白消しゴムを作ろう！」の２本です。

　１本目は戦ヴァル３。プロデューサーに呼び出されたクロが本社に行くと、何故かジュンが猛スピード

で近づいてきてぶつかり、怪しげな紙を落としていきましたｗそれを見たクロは、やっときたプロデュー

サーに見せたのですが、そしたら帰っていいと言われます。

　そして翌日、クロに４２２部隊への転属の指令が！ｗ反逆罪ってすごいな (笑)。さっそく戦ヴァルの世

界に飛ばされたクロは、主人公のクルトと出会います。そして何故かトロまでやってくる始末ｗあらら。

　今回の舞台はシリーズ１作目と同じ時間軸なのですね。そこでは描かれなかった戦いが描かれるそうで

す。過去作のキャラもいろいろと出てくるんですね。

　ここで戦闘の説明が。まずは進軍マップで行く場所を選び、分岐があるときはここでの選択になるそう

です。一度に参加できる人数は９人、戦闘で活躍した隊員は熟練度がアップするそうな。そして今作では、

武器を持ち替えるだけで自由に兵種を変更できるそうです。

　あと、決められた３人のキャラで特殊化を発動することができ、それをやると強力な特殊能力を発動で

きるそうな。これは新しいシステムなのですね。

　で、本当に戦場へと行っていたトロクロのもとにプロデューサーがやってきて、書類を盗んだ犯人が捕

まったことを教えてくれました。濡れ衣だったんですねｗてかジュンよ・・・(笑)。今回もコラボがあるん

ですね。

　２本目は面白消しゴムを作っているイワコーさんの話。クロの「忘れん坊将軍め！」に笑いました (笑)。

豚の消しゴムかわいいですねぇ。さっそく工場に見学に行くことに。

　ここでイワコーの社長である岩沢さんが登場。なるほど、現在の消しゴムはほとんどがプラスチックな

んですね。溶かした材料を金型に流し込んで作るそうです。本当にプラモデルみたいな感じでした。

　紹介が意外に早く終わったためか (笑)、インタビューコーナーに。イワコーさんの消しゴムの特徴は、現

在 250以上ある豊富な種類だそうです。あとは消しゴムとしてしっかり消えること。注文があればオリジ

ナルの消しゴムも作れちゃうそうです。ただし金型がかなりお高いそうですよ (笑)。

　おまけはカプポンの新商品。戦ヴァル３のやつですね。そして最後は「純喫茶９８０円」。今回はジュン

とピエールが登場しました。収拾がつかなくなりそうだったのでそのまま次回予告へｗ「ディシディア　

デュオデシム　ファイナルファンタジー」と「テレビ映画の裏側」の２本です。テレビ映画って、テレビで



流れる映画のことなんですね。楽しみです。



2011.02.05 第６６号「ディシディア　デュオデシム　ファイナルファンタジー」「テレビ

映画の裏側」

　今週は「ディシディア　デュオデシム　ファイナルファンタジー」と「テレビ映画の裏側」の２本です。

　１本目は、本編じゃなくて体験版の紹介です。ほほう、デュオデシムってラテン語で１２を意味する言

葉だったのですね。前作が１３回目の戦いで、その１つ前である１２回目の戦いを描いている、と。過去

編みたいなものなのか。そのプロローグにあたるプロログスが有料配信になった、と。

　プロログスではストーリーモードとアーケードモードがありまして、ストーリーは本編に入らないオリ

ジナルだそうです。主人公は今回から参戦のライトニングなのですね。過去編にだけ出てくるってことは、

過去編の間に死ぬってことなんでしょうかｗその辺りのつじつま合わせがちょっと気になりますが。

　ライトニングは３つの役割を切り替えながら戦うキャラだそうです。あと、今回新たに追加されたアシ

ストシステムというものがあって、仲間が助けに来てくれるそうな。ストーリーモードではライトニング

だけですが、アーケードモードでは他のキャラも何人か使えるようですね。

　戦闘の仕方自体は、アシストシステム以外は前作と同じということでおさらいがありました。アクショ

ンが苦手な人のために、コマンド選択式にも変更できるんですね。それは嬉しい仕様です。カズイさんで

も安心！ (笑)（まあやらないけど）アシストキャラは、プロログスでは固定ですが、本編では自由に選べる

そうですよ。

　体験版はあくまでも体験版なので、これを買っていないと本編を遊べないといったことはありませんが、

アクセサリーを本編に引き継げたり、ご褒美を引き継げたり、なんと本編でアシスト専用キャラであるエ

アリスを使えるそうです。なるほど、300円がエアリス代と言われている意味を納得しましたｗ

　ここでちょっと本篇も紹介。今回は広いワールドマップを歩き回れるそうです。あと他にも新キャラや

新コスチュームが盛りだくさん。ファンにはたまらない内容になりそうですね。

　２本目は木曜洋画劇場のお話。いきなりＣＭの濃ゆい話から入りました。うーん、これはテレビ東京が

映らない地域だと何のことなのかそもそもわかりませんねｗこういうときは実際のＣＭを見られるといい

のになぁといつも思います。とりあえずクロはハイテンションなようですがｗ

　そして何故かジャン＝クロード・ヴァン・ダムさんについて解説するクロ。ストリートファイター・ザ・

ムービーのガイル大佐役だったそうです (笑)。トロ「キャプテン・サワダのお友だちだ！」そういう把握

の仕方なのかｗ

　２匹はテレビ映画の舞台裏を聞きに、テレビ東京へ。長年木曜洋画劇場のプロデューサーとしてテレビ

映画に関わってきたダークボさんにインタビュー。現在はシネ通！という番組の黒幕をやっているそうで



す (笑)。

　早速ＣＭについて聞いてみると、自衛隊が海外へ行こうかという時に戦争映画を流すことになって、苦

肉の策で作ったＣＭが始まりだったそうです。時にはやり過ぎて上からお叱りを受けたこともあるんだと

かｗそんなにか。

　そして、映画をテレビで流す際の制限について。２時間の洋画枠だと実際に流せるのは 90分強だけで、

そのためにシーンをカットしたり、齟齬が出ないように吹き替えで台詞を足したりするそうです。なるほ

ど。ＣＭあけには説明の台詞を大量に入れたりする努力があったんですね (笑)。

　あとは、２本の映画を２時間の枠でおさめたりすることもあるんだとか。そういや先日そんなのが放映

されてませんでしたっけ (笑)。ある映画では、１と２を同時に流すことになったのですが、恋人役が違う

人になっていて、仕方なく２の人は妹役ということにしたそうですｗ大胆ですねー。でも、逆にテレビ用

に編集することで面白くなる映画もあるそうですよ。

　最後の方は完全に宣伝になっていましたね。しかし結構こだわって作っていることがわかって、面白かっ

たです。

　おまけは投稿コーナーの発表。もう８回目なんですね。今回はジュンとリッキーです。リッキーに赤色

以外のオファーも来ているという話がいちばん面白かったですねｗ他にはマクロストライアングルフロン

ティアの紹介も何故かおまけ枠でした。トロクロがヴァルキリーを着ている懲り具合がすごいです (笑)。

アクション・アドベンチャーなんですね。お、ニャバター用のヴァルキリーもゲットしました。

　今回はおまけが充実していますね。先日のチャットイベントの報告もありました。抽選で 30人選んだの

に、実際に来場したのは８人なんて・・・悔しい思いをした人はたくさんいそうですねｗ今回は番外編とし

ていくつかの質問に答えていました。トロステを作っているのは全部で 15人くらいだそうです。15人で

あの幅広いネタをフォローしていると思うとすごいですね。１本を１～２週間かけて作っているそうです。

ひとり１本丸々担当するのだとか。他にもいろいろと質問が来ていました。

　最後は「純喫茶９８０円」です。恵方巻きを食べ過ぎたクロのリクエストで、熱い日本茶で乾杯。さて、

次回は「白騎士物語　-episode.portable-　ドグマ・ウォーズ」と「渋谷でエジプト体験？」の２本です。

トロステは白騎士好きですよね (笑)。楽しみです。



2011.02.12 第６７号「白騎士物語　-episode.portable-　ドグマ・ウォーズ」「渋谷でエジ

プト体験？」

　今週は「白騎士物語　-episode.portable-　ドグマ・ウォーズ」と「渋谷でエジプト体験？」の２本です。

　１本目はＰＳＰの白騎士。舞台が前作の１万年前ということで、２匹も何故か１万年前にｗ前作の戦い

の元となったドグマ戦争を描いているんですね。これまでのオーソドックスなＲＰＧと違い、今回はクエ

ストをクリアすることによって章単位で物語が進んでいくクエストクリア型になったそうです。そして主

人公はプレイヤー自身となるそうな。

　そして最大のポイントは、前作で味方だった白騎士たちが、今作では敵となるということ。これは考え

ましたね。２匹は果敢に白騎士と戦いましたが、案の定やられてしまいました (笑)。今回主人公が白騎士

になれないかわりに、パーティー全員が「レン・フォース」と呼ばれる戦闘形態になれるそうです。ほんと

戦隊ものみたいですねｗ

　活動の拠点となるのは、なんと列車の中。列車部隊という傭兵部隊の中に混じって活動するようですね。

トロの「ぺろぺろはいけないと思います」という発言自体がいちばんいけないと思います (笑)。クロに毒

されてて、たまに変なことを口走りますよね、トロもｗここでおなじみの赤リッキーが出てきて対決。ク

ロのレン・フォースひどいなｗもう何度も紹介しているゲイムだけに、戦闘の仕方の説明などはなく、あっ

さりしたものでしたね。

　２本目は古代エジプト美術館の紹介。「にゃいる川？」と聞き返すトロがかわいすぎです。マンションの

中にあるなんて面白いですね。なるほど、古代エジプトではネコが神として崇められていたのですか。こ

こでオーナーの菊川匡さんが登場。本職は金融関係のお仕事をしているそうです。

　菊川さんは趣味として美術館をやっているようですが、古代エジプトの５千年の歴史を５分で学べる映

像があったりと、本格的ですね (笑)。映像のあとにはスタッフさんによる解説もあるそうです。エジプト

風のコスプレをした解説員さんもいるんですね (笑)。

　最後には懐中電灯で入っていく部屋もあり、思わせぶりな隠し扉もありと (笑)、お客さんを楽しませる

工夫がたくさんしてあって楽しそうです。所蔵品の多くは日本国内で入手したものというのもまたびっく

り。１度に展示しきれないので、４ヶ月ごとに中身を入れ替えているそうです。コンパクトな美術館だか

らこそできることですね。

　今回はおまけがなくて「純喫茶９８０円」へ。いきなりけいおんネタをかますクロｗテレビさんがかれー

にいなしてて笑いました (笑)。今回はダージリンで乾杯。次回予告は「テイルズオブ ザワールド　レディ

アントマイソロジー３」と「ご当地ヒーロー再び！」の２本です。ご当地ヒーローは無駄に盛り上がりそう

ですねｗ楽しみです。





2011.02.19 第６８号「テイルズオブザワールド　レディアント　マイソロジー３」「ご当

地ヒーロー再び！」

　今週は「テイルズオブザワールド　レディアント　マイソロジー３」と「ご当地ヒーロー再び！」の２本

です。

　１本目はマイソロジー３ですね。相変わらず名前が長いｗクロと約束しているはずが、来ないのでトロ

が１匹で説明を始めました。

　まずは自分のキャラをつくるのですね。・・・トロはここまでしか知らないそうです (笑)。困っている

とクロが空から降りてきました。なるほど、キャラができるところを再現しているようです。そしてプレ

イヤーが実際最初に出会うカノンノというキャラも登場。このゲイムはギルドに入ってクエストをこなし

ていくタイプなのですね。

　アジトは船のバンエルティア号。いろんな施設があるだけでなく、見取り図には人がいる場所やイベン

トの有無が表示されるそうです。ああ、そういう心遣いはいいですよね。もうイベントを探してうろうろ

することに楽しみを見いだす時代は終わってしまったのではないかと (笑)。ギルドメンバーは、最初 30人

ほどですが、話を進めるにつれ 80人以上まで増えるそうです。

　パーティーは４人まで自由に組むことができ、組み合わせや場所によってスキットが発生するそうな。お

なじみな感じですね。クロがいろいろ妄想するんですが、カズイさんはテイルズシリーズをあんまりやっ

ていないので、ほとんどついていけませんでしたｗ

　バトルもシリーズを踏襲し、○ボタンの通常攻撃と×ボタンと方向キーを組み合わせて術や技を繰り出

すのだそうです。そして「レディアント・ドライヴ」というのがあり、それを使っている間は術や技を好き

なだけ使えるのだそうな。ファンにはいろいろとおいしいゲイムなのですね。

　２本目はご当地ヒーロー。愛をコメたヒーローはトキを超えてやってくる！超耕 21ガッターの紹介です

ｗすごい名前ですね。あー、21ガッターで「にいがったー」って読むのか (笑)。全然読めませんでしたｗ

オープニングは新潟出身のデュオ・ひなたが歌っているそうです。声がイケメンだ (謎)。テレビでも放送

したのですね。

　設定がすごく壮大で笑いましたｗそうか、未来から来て、未来から来た敵と戦っているのか。そして必殺

技は「おにぎりにぎにぎ　ライスボール・クラッシュ」に柿の種型の武器を使った「ガッター・カッター」

(笑)。

　もちろん仲間もいますよ！ガッターのピンチに現れる流れ笹次郎・・・また古風な外見と名前ｗ必殺技

は「笹弾豪(ささだんごう)」。愛刀の「北宝刀(ぽっぽとう)」でばっさばっさと人を斬るのだそうです。



　地元ではヒーローショーがあったり、オリジナルグッズを売ったりしているそうな。盛り上がっている

ようで楽しそうですね。

　今回のおまけは、ディスガイア４の紹介でした。今回もコラボあるんですね。トロクロはほんといろん

なゲイムに出ていますねー。最後に「純喫茶９８０円」。テレビさんからホットチョコが振る舞われまし

た。そしてカプポン新台の告知ですね。来週のおまけに早速出てきそうｗさて、来週の予告は「リトルビッ

グプラネット２」と「空の道先案内人」の２本です。楽しみですね。



2011.02.26 第６９号「リトルビッグプラネット２」「空の道先案内人」

　今週は「リトルビッグプラネット２」と「空の道先案内人」の２本です。

　１本目はＬＢＰ２の紹介ですね。カズイさんは１の体験版をやってみたのですが（以前の記事参照）、操

作に慣れることができず断念しましたが、うまく操作できれば本当に楽しいゲイムだろうなとは思いまし

た。正当進化しているらしい２も出来が良さそうですね。

　珍しく普通に始まったかと思ったら、途中で今作の敵であるネガティビトロンにさらわれそうになり、リ

ビッツとともにラリー・ダ・ヴィンチに助けられました。相変わらずすごいデザインです (笑)。ダ・ヴィ

ンチに一緒に敵を倒すよう頼まれた２匹は、早速特訓に。

　基本のアクションは、紐に掴まって揺らして向こう岸に行くとか、つかまりフックで自分からフックを

出して掴まって移動するとか、アイテムで道を作って進むとか、オーソドックスなものが多いですね。

　他の楽しみといえば、コスチュームが豊富なのと、ステージを自分で作る機能でしょうか。その辺り

はきっとパーツが増えたりしているんでしょうね。最後は駆け足でほとんど説明しませんでしたが (笑)。

リッキーが出てきて終了。すっかりオチ担当なリッキーですねｗ

　２本目は航空管制官のお話。いきなり空を飛んでいるクロ。吹き出しがその場に残されるのは結構笑い

ました (笑)。そういえば吹き出しそのものが動いているのって見たことないかも？対応していないのかも

しれないですね。

　飛んでいるクロが腹をくだして、管制官のトロに助けを求めるも、アバウトな指示で全然違うところに

連れて行かれた、という感じでしょうかｗなんか今日のトロは強気でボケるので面白いです (笑)。

　さて、２匹がやってきたのは成田空港事務所という建物。管制官たちはそこで働いているのですね。こ

こで管制官の鎌倉さんにインタビュー。管制官は一言で言うと、空の交通整理をする仕事だそうです。わ

かりやすいですね。

　管制官には、空港管制官と航空路管制官の２種類があるそうです。空港と空港の間の航空路を見張って

いる人もいるんですね。他の国との境目でも、相手の国の管制官にスイッチするので、世界中どこの空も

管制官が見ていない場所はないそうです。ただし発着時間や行き場所がきちんと決まっている飛行機に限

る、そうですが（自分で目的地を決めるヘリなどは対象外）。

　管制の仕事で心がけていることは、安全なのはもちろんですが、効率よく発着させること。どんどん指

示を与えていかないと、空港が成り立ちません。そのため、常に空港の状態を予測して動いているそうで

す。もしトラブルで離陸出来なかったときの次の対応などですね。



　管制官になるために必要なのは、何よりも経験だそうで。あとは英語ができないと、海外からの飛行機

も来るので大変だそうです。パイロットたちも基本的な英語ができることが条件になっているらしく、英

語さえできればある程度大丈夫そうですが。

　実際に管制官になるためには、国家試験に受かる必要があるそうです。国家公務員のひとつなんですね。

合格しても１年は学校に入り、給料をもらいながらみっちりと勉強するようです。全寮制なんて楽しそう

ですね (笑)。その後はそれぞれ現場に派遣され、実地訓練を経てさらに試験があり、それに合格して晴れ

て一人前の管制官となれるそうです。

　鎌倉さんは成田空港の前には他のところにいたそうですが、成田空港は滑走路が複雑なのが特徴だそう

で。空港会社がランプコントロールを行っている区域もあるのが特徴だとか。あとは、海外からくる飛行

機は、燃料が多く詰まれているので機体が重く、通常よりも滑走路が長いんだそうです。なるほど、面白い

ですね。

　今回のおまけは、「ファンタシースターポータブル２　インフィニティ」の紹介。最近は小枠でもゲイ

ムの紹介をやりますね。コラボのお知らせがメインだから扱いが小さいのでしょうかｗテレビさんのグレ

ネードでタライが大量発射できるんですね (笑)。すごい絵面です・・・ｗそしてトロクロの双剣か！殴り

づらそうです (笑)。あとはマイソロ３のカプポンのお知らせですね。

　最後は「純喫茶９８０円」。テレビさんのお茶トリビアが地味に面白いですねｗさて、来週の予告は「侍

道４」と「奇界遺産の旅」の２本です。奇界ってなんでしょうね？気になります。



2011.03.20 第７０号「侍道４」「奇界遺産の旅」

　今週は「侍道４」と「奇界遺産の旅」の２本です。

　１本目は侍道４。ネコ侍に吹きましたｗトロ、やっぱこういうのが似合わないですね・・・。面白いけど

ｗ主人公の侍、ずいぶん派手な着物を着ていますよね。それがすごく気になりました。そして悩めるお代

官さま、何重もの板挟み状態でとってもかわいそうｗクロはお代官さまの娘さん目当てで幕府側につくこ

とに。ここでトロとお別れ。

　１匹になったトロは仕方なく町へ。クロに呉服屋で着替えろと言われていたので素直に従います (笑)。

そして迷子になっているところを居酒屋の女将の朱美に声をかけられました。自由度の高さも魅力なんで

すね。初心者用にちゃんとチュートリアルもあるそうですが。

　着せ替えが楽しめて、そのままイベントに突入できるというのは面白いですよね。絶対変な格好で参加

してしまいそうｗ他には釣りと、「なりわい」という人の頼み事を聞くクエストがあるようです。その辺は

オーソドックスなんですね。

　ここで視点はクロに移動して戦闘の説明。基本はチャンバラアクション。前作から登場した「また、つ

まらぬものを斬ってしまった」システム、略して「つま斬り」システムというものがあるそうですが (笑)、

すごいネーミングですね。ゲージがある時に発動すると高速で攻撃できるそうな。そして好きなタイミン

グで納刀するとその瞬間に斬られた敵がいっせいに倒れるらしいです。それは気持ちよさそうだなー。

　残念ながらクロはゲームオーバーになってしまうのですが、侍道シリーズは繰り返し遊ぶようなゲイム

なんですね。つまり死ぬことを前提に難しめにつくってあるということ？　１度死ぬと、前のプレイが次

のプレイに影響を及ぼすそうです。死んだ場所に花束が置かれていたり、持っていた武器が流通していた

り、悪い行いばかりしていると町の治安が悪化していたり。面白い試みですね。遊ぶたびにちょっと違っ

た町が見られるとは。それを繰り返すことでベストエンドが見えてくるということは、やはり何度もやる

ことが前提なんですね。

　ここでまたトロの方に戻り、トロはなりわいを体験。まあ失敗しちゃいましたがｗその頃クロは幕末ロ

マンスに挑戦 (笑)。恋愛要素もあるんですね。密会の約束を取り付け、見つからないように相手の布団

を捜し夜這いにｗ家人やライバルを手刀で仕留めるとか、面白すぎです (笑)。拷問三姉妹とか恐ろしすぎ

る・・・。

　一方トロはほのぼの侍(笑)。自由度が高いと本当に人によって雰囲気が変わりますね。この４ではオン

ライン要素も少しあって、「いま、斬りにゆきます」システムで、他のプレイヤーの主人公データが辻斬り

として登場したり、自分の主人公が他のプレイヤーのところに辻斬りとして登場したりするそうです。倒

すと相手の武器を入手できるそうですよ。

　まったく興味のなかったゲイムですが、ちょっとやってみたくなりましたｗ



　２本目は奇界遺産について。耳慣れない言葉ですね。いきなり世界旅行に行こうと言い出すクロ。怪し

さ満点ですｗまず向かったのはベトナムのホーチミンにある「スイ・ティエン公園」。正面にある大きな顔

が気になります (笑)。世界で最もアクティブな釣り堀という言いまわしに吹きました。ワニってｗ

　なるほど、奇界遺産とは世界中の妙なものってことなのですね。フォトグラファーの佐藤健寿さんが五

年かけて取材・撮影したものが本になっているそうです。で、インタビューする前に各地をまわってみよ

うと思ったようですね。クロにも殊勝なところがあったんですねｗ

　次に行ったのはジープ島という小さな島。なんと日本人が所有しているとは、びっくりです。ダイビン

グポイントとして人気だそうですが、底に軍艦なども眠っているとは・・・時を感じますね。これ以外にも

結構たくさんの紹介があったので、割愛します。

　いよいよ佐藤さんのインタビュー。現地の中国の人も知らないような洞窟の村を探し当てるとか、すご

いですね。トロのどうやってそのような場所を探すのかの問いに、特別なことは何もやっていなくて、ネッ

トや本、現地の聞き込みで見つけるんだそうです。

　クロの、どうしてそういうものを探すようになったのかという問いには、エリア 51 を見て価値観が変

わったと答えていました。ほう。そういう誰もがテレビなどでしか見てこなかった、手の届く異世界を捉

えたかったわけですね。ロマンがあるなぁ。行くのは当然大変だそうで、ガイドブックにも載っていない

ので、ＧＰＳだけ持って手ぶらで行くこともあるそうです (笑)。漢だ！ｗ

　怖くないの？とトロが尋ねると、野犬が１番怖いと。アジアの野犬は狂犬病を持っている可能性がある

うえ、番犬として鍛えられているものが多いので怖いそうですよ。あと、実物が想像よりもしょぼいこと

はままあるけど、実際に確認できたことの方が嬉しくてがっかり感はあまりないそうです (笑)。

　クロのオカルト的な体験をしたことがあるか？という問いには、呪いの遺跡で写真がきれいに消えると

か、その写真を使う時に機械トラブルが起こるとかあって、同じ体験をした人の本まで見つけたそうです

ｗ怖いですね。トロステを見ている人におすすめなのは、台湾やベトナムだそうです。

　インタビューの方も結構長いので割愛。今回妙に詳しくやっていますね。余程気に入った人がいるので

しょうかｗ

　最後は「純喫茶９８０円」。クロが花粉症で苦しんでいるとは、意外でした (笑)。杉茶が花粉症によく効

くとは面白いですねー。次回予告は「龍が如く OF THE END」と「世界初のお寺」です。龍が如くは発

売延期が決まる前でしたからね・・・なにはともあれ楽しみです。



2011.03.21 第７１号「龍が如く OF THE END」「世界初のお寺」

　今週は「龍が如く OF THE END」と「世界初のお寺」の２本です。

　１本目は龍が如くの新作。昨日も書いたとおり、すでに発売延期が決まっていますが、これは決まる前の

配信だったので (笑)。２匹が早速神室町に行ってスタート。トロ「歩いてたらトンカツにされちゃう」に

笑いました (笑)。なぜトンカツ・・・。昔は怖い人がいっぱいいたけど、今は規制されてぬるま湯スポッ

トになったそうですｗ

　その証拠に（？）ミニゲイムとしてバッティングセンターや温泉卓球、パチスロやダーツ、おまけにカラ

オケなんかがあるんですね。あとはおなじみのキャバ嬢ですねｗ他にもゲーセンやカジノ、賭場に釣りや

ゴルフと盛りだくさん。

　ここでクロはキャバクラに、トロは何をしようか迷っていると突然ゾンビが！これ、本当に別のゲイム

みたいですよね (笑)。どうしてこうなった・・・。さいわい秋山という金貸しのおじさんに助けられ、２

人でクロを捜すことに。

　一方キャバクラ遊びをしているクロの元に、衝撃の間違い電話がｗあの子さらわれてしまったのか orzま

たすごい戦いになりそうですね。クロ、珍しく立ちあがり助けに向かいました (笑)。神室町の地下にラン

ダムダンジョン出現ってｗなんでもありですね。

　間違えて真島組の組長を撃ってしまったクロ、「肉球だけは勘弁してください」に笑いましたｗ肉球をど

うするんだろう (笑)。サブストーリーをクリアするとＮＰＣが相棒になったりするんですね。ここでやっ

とトロのことを思い出すクロｗ

　１時間後、やっと合流できた２匹。こんな場合だからか、心温まる会話劇が印象的でした (笑)。クロも

なんだかんだ言っていいところありますよね。ゾンビの群れと戦うクロですが、でかいボスに仕留められ

かけたところを郷田さんに助けられました。自衛隊が捨てていった装甲車も使えるとはｗなかなか面白そ

うでしたね。

　２本目は萌えるお寺の話 (笑)。うわぁｗ冒頭からいきなり反省を始めた駄目ネコのクロが、修行をしに

八王子のお寺へ。早速見かけた了法寺というお寺に入り、看板を見たら萌えキャラだらけ(笑)。すごいイン

パクトですね。飾られている絵馬もかなりキてますｗ巫女もコスプレだ！ (笑)

　ここで住職の中里さんが登場。さらにさっきのとろ弁天コスプレのとろ美さんも (笑)。400年以上続く

お寺とは思えないですね・・・面白いけどｗとろ美さん、実はめっちゃハイスペックなんですね。歌手に声

優だけならまだしも、さらにイラストレーターか。おまけにイラストがすごくかわいい (笑)。

　新しい看板を作るときにこのとろ美さんに話がいって、とろ美さんが萌え絵を描いたわけですが、住職



はかわいいと思ったもののお寺に置いていいかすごく迷ったそうです。で、檀家さんたちに聞いてひとり

でも反対したらやめようと思っていたと。ところが意外に反対する人がいなかった！ (笑)

　それでもまだ迷っていた住職さん、神様に頼っておみくじを引いたところ、なんと大吉！ (笑)それで決

めたそうです。設置したあとはすぐにネットで話題になり、アニメファンを中心にお客さんが増えたそう

な。当然グッズの希望もあったので、他の会社にお願いしてつくったそうです。お守りとかかわいいｗと

ろ美さんが歌まで出したのには笑いました (笑)。

　住職さん的には間口が広がるのはＯＫだそうで、過去には八王子のいちょう祭りでお寺の中でメイドカ

フェをやったりしたそうです。フットワーク軽すぎるわｗもちろんちゃんと参拝の仕方なども教えている

そうな。さらにとろ弁天のフィギュア仏像まで（しかも結構大きい）。いやぁ、すごいインパクトでしたね。

　最後は「純喫茶９８０円」。珍しくクロが持ち込んだお茶で乾杯。クッキーの香りがする紅茶なんですね。

ピエールはなんでも知ってるなぁ (笑)。そして次回予告は「涼宮ハルヒの追想」と「見よ！科学の力！」の

２本です。明らかにスズキ枠ですね (笑)。いつ更新になるかはわかりませんが、楽しみです。



2011.03.27 第７２号「トロとクロのお騒がせゲーム会社訪問第２弾」「長島☆自演乙☆雄

一郎選手と桃井はるこさんへのインタビュー」

　今週は「トロとクロのお騒がせゲーム会社訪問第２弾」と「長島☆自演乙☆雄一郎選手と桃井はるこさん

へのインタビュー」の２本です。予告とは違う内容になっています。

　１本目は神奈川にあるコーエーテクモゲームスの本社を見学。入り口にいろんなオブジェが置いてある

のが面白いですね。かなり広いロビーからもわかるとおり、中はかなり広くて複雑になっているそうです

ｗトイレで遭難するレベルなんて (笑)。

　２匹はプロデューサーのふりをして見学しようとしましたが、本物のぽっち星人に邪魔をされ (笑)、仕

方なくコスプレ潜入することにｗまた専用のアイテム作ったんですかね。再現度が高いです (笑)。

　迷子になっていると孔明に遭遇。開けてはいけない扉のアドバイスをもらいましたｗでもやっぱり開け

ちゃうのが２匹のいいところ (笑)。大会議室で関羽と遭遇。土下座で見逃してもらいました。

　また玄関ロビーに戻ると今度は鈴木亮浩さんに発見され、一緒にお茶することに。源平の間に通され、

新・三國無双６のディレクターをしている宮内淳さんも加わりインタビューへ。

　まず、コーエーテクモはどんな会社か？の問いに、鈴木さんは「真面目な会社」（ゲイムを作るための仕

様書などをちゃんと作っていると言われるそうです）、宮内さんは「家族的な会社」（部活的なものがあって

２つまで入れるそうです）という答えでした。大きな会社だからこそ、ですかね。

　続いて、「ω－Ｆｏｒｃｅはどうやって生まれたの？」という問いに、鈴木さんが「社長がＳＬＧ以外も

作ろうと言い出して生まれたのが原型」ということでした。宮内さんはあとから参加したのですね。最初

無双を作ったときはやはり周囲からかなり驚かれたようです。

　次は「無双シリーズとω－Ｆｏｒｃｅの今後は？」について、宮内さんは「少し違った形の無双をやって

みたい」（ＦＰＳタイプの無双など）、鈴木さんも「無双６以上にガラッと変えつつ、やっぱり無双と感じら

れるゲイムを作りたい」（コラボもいいけど、新しい題材で）とのことでした。クロのリクエスト、ビーチ

バレー無双に笑いました (笑)。

　最後に「ファンのみなさんへメッセージを！」ということで、宮内さん「無双６は最後という気持ちで妥

協せず作ったタイトル、ＤＬＣもたくさんあるので長く遊んで欲しい」、鈴木さん「シリーズ 10周年でい

ちばん力が入っている、自信を持ってすすめられる作品」とのことでした。

　その後社長の居場所を聞きつけ、行かない方がいいと言われつつもやっぱり潜入する２匹 (笑)。今度は

トロイ無双のヘクトルに遭遇し、クロが果敢に戦いを挑むもあっさり敗退ｗ　庭へ戻されたところにアキ

レウスが登場。ここで木馬作戦を思いついた２匹が、お得意の段ボール工作で木馬を (笑)。相変わらずう

めぇ！ｗ



　見事３Ｆに潜入した２匹、やっと襟川陽一さんとご対面。ほんと渋いおじさまですよね (笑)。ダンディ

だｗ早速インタビューへ。

　まず「コーエーテクモはどんな会社か？」の問いには「面白いゲイムを作る会社」ときっぱり。最初は

襟川さんの父が廃業した染料問屋の仕事を引き継ぐ形でスタートしたとか。面白いですね。ところがやは

り染料問屋はうまくいかず、個人的な趣味としてパソコンゲイムを作り始め、通販で売ってみたら好評！

(笑)そこからゲイム会社として再スタートしたそうです。

　続いて「コーエーとテクモの合併について」は、「基本理念は変わらず、お互いのいい部分が混ざること

で新しいものが作れるようになったと思う」と。直近ではＰＳ３用に仁王というソフトを開発しているそ

うです。

　次は「シブサワ・コウの秘密！」気になりますね (笑)。奥さんから、「いずれゲイムはプロデューサーの

名前で売る時代になるから、プロデューサー名をつけた方がいい」と言われ、信長の１作目から名乗ってい

たそうです。奥さんの先見の目が凄すぎるｗ

　さらに「襟川さん自身について、いろいろ聞かせて！」という問いには、「最近はＮＧＰやスマートフォ

ンなどに対応した新しいゲイムを考えるのが楽しい」とのこと。背面タッチパッドは気になりますよね。

襟川さん自身はソーシャルゲイムをかなりやっているようです (笑)。

　最後に「コーエーテクモファンへのメッセージを！」ということで、「新しいハードに合わせた新しい面

白さを提供できるチャンスの年、新しいチャレンジもしていくのでご期待ください！」とのこと。そして

いつものとおりサインをねだり (笑)、見事にゲット！なかなか充実した回でしたね。

　２本目は、こちらもインタビューがメインですね。１月の時点で約束してあったとは (笑)。ＢＤＡのＡ

ＢＩさんが長島さんの祝勝会に参加しているところからクロに電話をし、そこで約束を取り付けていたと

いう流れ。なんで電話してきたん、ＡＢＩさんｗ

　クロと、そして格闘家リッキーも参戦してシルバーウルフへ。トロの代わりなんですね (笑)。ゴリラす

ごいですね・・・。長島さんじゃなくて自演乙さんと呼ぶのが正しいのかｗ会っていきなり謝り出すリッ

キー。かなりいい試合をしていたようですねー。そのあと引きこもって 14キロ太ったくだりは笑いました

がｗ

　なし崩し的にインタビューに突入。普段は多いときで４～５時間トレーニングしているそうです。休み

は日曜日だけ。残りの時間は全部アニメを見ているそうです (笑)。ここでリッキーがスパーリングを直訴

し、軽くやることに。それっぽい映像に笑いましたｗ

　ここでトロと桃井さんが合流。桃井さんと自演乙さんはかなり仲良しなんですね。ふたりでＣＤを作っ

たりしているようです。自演乙さんの理想の試合、熱いですねぇ。格好と噛み合っていないのが面白いで



す (笑)。必殺技は「自演砲」・・・舌を噛んでは危ないので、いつも心の中で言っているそうですｗ

　自演乙さんにとってアニメとは教科書！桃井さんにとっては言葉以上の共通言語だそうです。同人で出

しているＣＤも、自演乙さんは自分で燃え燃えな歌詞を書いているんですねー。なるほど。次はプロレス

に参戦だとか。あとは本の宣伝もしていました (笑)。倒れているリッキーが哀れでしたねｗ

　おまけは、コーエーテクモの取材の続編と、先日アップデートしたＰＳ＋の紹介と、新カプポンの紹介で

す。トロイ無双は目押しの要素などもあるんですね。やっぱり海外のユーザーは難しいものを好む傾向に

ある気がしますｗ

　最後はいつもの「純喫茶９８０円」・・・の前に、地震のついてのコメントが。カスタムテーマ、買って

こようと思います。そして純喫茶の方では久々にビールが (笑)。やっぱこれでしょう！そしてエイプリル

フールの予告（？）が。また３Ｄにでもなるんでしょうかねｗ楽しみです。通常の予告は「週トロジャッ

ク！？」と「コミックコンテンツ大特集！」です。そういえばコミックはＰＳ３でも見られるようになった

んでしたっけ。楽しみですね。



2011.04.02 第７３号「新章」

　こちらは１日限りのエイプリルフール回「新章」です。

　どんな内容なんでしょう？楽しみですね (笑)

　まず、重大な発表があるからと待機させられているトロとクロ。そこにプロデューサーがテレビさんの

中から登場。そしてなんと！新しいポケピを出すと発表したのです！！ (笑)というか、ポケピってそうい

うふうに増えるものなんですか？ｗ

　パンダのようにかわいい人がいい、という意味不明な要望を出し期待するトロとは裏腹に、動揺を隠せ

ないクロ。そこにジュンがやってきて、「仲間が増えるのはいいけど、出番を減らされるのは嫌だ！」と訴

えます (笑)。ジュンらしいｗでもイケメンだったらアリなんだ・・・。

　トロとクロは他の人の意見も聞きに行くことに。まずスズキは、「トロステには魚類・は虫類・鳥類の要

素が足りないから、そこを補えれば完璧」という意見。その発想はなかった！ｗピエールは「おしゃれな人

が来てほしい」と。たとえが紫なのが笑いました (笑)。リッキーはといえば「こぶしで語り合えるタフな

人がいい」と。でもリッキーと語り合えるキャラってなかなかいないと思いますよｗそれこそ赤リッキー

くらいしか・・・。

　最後にクロに振ってみたら「見た目や性格にはこだわらない」と驚きの意見が！なにか裏があるん

じゃ・・・？と思ったら、「声がかわいかったらそれだけでいい」と続きました (笑)。さ、さすがだｗそし

てその後、プロデューサーさんに呼び出されて行くと、シルエットだけ見せてくれるということで見たん

ですが・・・みんなの希望を無理に掛け合わせすぎてキメラ状態にｗこれは酷い・・・。

　最後はプロデューサーもクロも食べられて（？）終わるという、なかなか衝撃的な内容でしたｗこれ、本

当に新しいポケピが出るんでしょうか？もし出るとしても、さすがにあのシルエットのはないでしょうけ

ど (笑)。



2011.04.02 第７４号「週トロジャック！？」「コミックコンテンツ大特集！」

　今週は「週トロジャック！？」と「コミックコンテンツ大特集！」です。・・・と言いつつも、実際には

大枠２本ではありませんでしたがｗ

　今回はメイン画面を開いてびっくりしました (笑)。各出版社のコンテンツが並んでいて、いつもの大枠

がないのですね。これは確かにジャックされたコミックコンテンツ特集です (笑)。

　まず最初は、コミックコンテンツの概要について。トロはそこからスタートですかｗデジタルデータの

何がいいって、全部ＰＳＰに入れて持ち運べるのでかさばらないということですね。コミック収録時にモ

ノクロになってしまったページも、デジタル版ではカラーのままだそうです。

　今回は、ＰＳ３からも購入できるようになった（でも見るのは相変わらずＰＳＰのみのようです、残念）

というわけで、各出版社の人にインタビューをしたようです。プレゼントもいろいろあるらしいですよ。

　まずはアスキー・メディアワークスから。「ロッテのおもちゃ！」の編集さんに話を聞きました。ジュン

とスズキで進行。なるほど、ロッテとはなんの関係もなく、ヒロインがアスタロッテだからこのタイトル

なのですね (笑)。詳しいインタビューは長くなりそうなので割愛します。こちらの漫画は４月からアニメ

がスタートするそうですよ。

　続いてエンターブレイン。リッキーとピエールで、話題の「テルマエ・ロマエ」を紹介。この漫画は、覚

えづらい＆内容が想像できないタイトルで結構損をしている気がしますｗローマ帝国と現代のお風呂を繋

ぐというアイディアと、物語の作り方は本当にすごいんですけど (笑)。ヤマザキマリ先生がシカゴ在住だ

というのにはびっくりしました。なるほど、風呂に対する主人公の驚きには、旦那様の影響があったのか

もしれませんね。ちなみに、打ち合わせはスカイプで、原稿はデータでやりとりしているそうです。

　次は講談社。トロとスズキで「ヤンキー君とメガネちゃん」の編集さんに話を聞きました。なるほど、生

粋のヤンキーと生粋のド天然のバトルコメディなんですね（※ちょっと違います）。でもメガネちゃんも実

は中学時代ヤンキーだった、と。スズキがこういうことで熱く語るのも珍しいですねｗ

　さらに集英社。トロとクロで「ONE PIECE」の編集さんに話を聞きました。大物を持ってきました

ねー。珍しくトロも冴え渡っていますｗ確かにボケない回だ。そしてボケないことに突っ込まれる (笑)。

尾田先生と 12時間も電話打ち合わせとか、伝説レベルですね・・・。

　続いて小学館。クロとピエールで「神のみぞ知るセカイ」の編集さんに話を聞きました。三次元に興味の

ないギャルゲおたくの男子が、諸事情からギャルゲの知識を総動員して三次元の女の子に挑む話、なので

すね。すごいな (笑)。

　最後を飾るのは富士見書房。クロとジュンが「おまもりひまり」の編集さん・・・いえ、作者ご本人に話

を聞きました。クロがちょっぴりセクシーにこだわるところが笑えます (笑)。一本の線も妥協しないとか、



熱いですね！

　そして次回予告。今回は純喫茶にすら行かないんですね (笑)。コミック購入キャンペーンで、毎週先着

200名に 200円のチケットが当たるそうですが・・・先着ってのがどうも引っかかるｗいつもどおり抽選に

してくれてたら買ったんですが・・・残念です。さて、来週は「オススメ！ゲームアーカイブス２」と「Ｊ

ＡＸＡ相模原キャンパス紹介」の２本です。どんなゲイムがオススメされるのか楽しみですね。



2011.04.10 第７５号「オススメ！ゲームアーカイブス２」「ＪＡＸＡ相模原キャンパス

紹介」

　今週は「オススメ！ゲームアーカイブス２」と「ＪＡＸＡ相模原キャンパス紹介」の２本です。

　１本目はクロのおすすめＲＰＧの紹介。ゲームアーカイブスも、前回紹介した時から 200本も増えてい

るんですね。なかなか早いペースで嬉しいですね。今回紹介するのはクロのおすすめということで、ＷＡと

ＷＡ２。念のため書いておくとワイルドアームズです。カズイさんも以前やりましたが、ＰＳ２でやった

ので途中で進めなくなった憶えがあります (笑)。

　トロがプレイする横で、クロが解説をするというスタイルで、まず１作目をスタート。３人の主人公が

それぞれ始まって、あとから合流するんですね。まずはロディを選択し、最初の町を探索しているとイベ

ント発生。さっそくダンジョンへ。戦闘はオーソドックスなコマンド選択式で、フォースを使った必殺技

が出せます。せっかく子供を助けたのに、哀しい終わりなんですね・・・。

　続いて２人目は魔法使いのセシリア。クロがノリノリですｗ魔法はクレストグラフに魔力を注入して作

るのですね。名前まで自分で付けられるのは面白いかも。トロの「かえるのニャ」魔法はわかりやすいｗ

クロの「バックトゥザヘヴン」は中二すぎるし・・・。トロは他にも「いたいのばいばいニャ」「ひのよう

じん」って、かわいいですね (笑)。

　１の紹介はここで終了し、続いて２の紹介へ。ＯＰを見て泣き出すクロ。思い出がいっぱいですね (笑)。

２も１と同様に最初は３人の主人公から選ぶスタイル。トロはまずメインのアシュレーを選択。ここでト

ロがトイレに行っている間に、クロが「かっこいいクロ」という名前を入力するハプニングがｗトロは最初

からやり直しました (笑)。

　２の戦闘は、弱い敵とのエンカウントを避けられるようになっているんですね。その機能が標準でつい

ていると本当に嬉しいですよね。どうしてあまり広まらないのかが不思議です。プレイ時間を延ばしたい

からなのかもしれないけど・・・ｗ２では特撮風の演出が随所にあるそすですね。無事にボスまで倒して、

次のキャラへ。

　ブラッドというキャラですね。かつて英雄と呼ばれた男が囚人になっているとは、気になります。フィー

ルドでは□ボタンを押すことによって初めて入れる町やダンジョンなどがわかる仕組みらしいです。面白

いですね。続いて魔女っ子のリルカもプレイ。このへんはずいぶんあっさりと進んでいきますねｗ２匹が

楽しそうな様子が良かったです。いずれ遊んでみたいですね。

　２本目はスズキ枠。はやぶさの時はその紹介しか出来なかったということで、改めて相模原キャンパス

を見学するようです。屋外にはいきなりロケットの展示があるのですね。屋内のメインは、やはりはやぶ

さの原寸模型。これは一度見てみたいものです。はやぶさのミッションは結局すべて成功していたんです

もんね。はやぶさの後継機であるはやぶさ２の小さな模型の展示もあるそうです。



　他にもイカロスやあかつき、はるか、ひので、すざく、れいめいなど様々な観測機の模型があるのです

ね。形もそれぞれ違っていてなかなか面白いです。ペンシルロケットとかすごいですね。貸し出しはして

いないけれど、いろんな本がある図書コーナーもあるそうです。あと購買部にはお客さん用のお土産もあ

るんだとか。

　今回は写真が多かったので、こちらの説明も少なくなってしまいました (笑)。ぜひ週トロを見たり、自

分で行ったりしてみてください。

　今回小枠は会員用とカプポンの紹介なので、そのまま「純喫茶９８０円」へ。スタンプラリーを定期的に

行うことになったという嬉しいお知らせが。見ることによってアイテムが増えるのは嬉しいですねー。今

回のニュースからすでに始まっています。そして当たり前のようにビールへ (笑)。クロのためのノンアル

コールビールだったのですね。テレビさんやさしい！さて、次回予告は「最後の約束の物語」と「列車で行

く春の旅」の２本です。前者は買うか迷っているのでちょっと楽しみですね。



2011.04.19 第７６号「最後の約束の物語」「列車で行く春の旅」

　今週は「最後の約束の物語」と「列車で行く春の旅」の２本です。

　１本目は新作ＲＰＧの紹介。個人的にはユグドラという使い古された名前を使っている時点で結構マイ

ナスポイントなのですがｗいきなり２匹がその世界・ファルエデンにいて、捕まるところからスタート。っ

て、このゲイムってＰＳＰだったんですか。てっきりＷｉｉだと思いこんでいました (笑)。どうりで・・・。

　舞台となる国は、現在新興国と戦争の真っ最中。敵の鋼機兵がたくさん国内に入り込んでいるのですね。

その敵をメサイア黄金騎士団が倒していく・・・という話のようです。ミッションは複数個が同時に起き、

それをメサイアの指揮官であるウォルフ（多分プレイヤー？）が選んでいくというスタイル。片方しか選

べないのはシビアですね。

　ここで、片方のミッションを２匹でこなしにいくということで、助っ人に金色のリッキーが (笑)。向かっ

た先では民に扮したジュンを、鋼機兵に扮したスズキがいじめていましたｗ逆のほうが似合う気がするん

ですが (笑)。ここで戦闘の説明ですね。普通のＲＰＧとはちょっと違うようです。

　ポイントは、誰を守るのか。敵に攻撃をしかけたり、味方に回復魔法を使ったりすると敵にロックオン

されるそうです。面白い仕様ですね。だから防御力の高い者が低い者を守りながら戦うというわけですか。

弱っている仲間を狙ってくるのは結構ありますね。

　それにしても、ストーリーは常に緊迫した状態のようで・・・これハッピーエンドになるのでしょうか

(笑)。失われた仲間は二度と戻らないってのも、深いですよね・・・。ＳＬＧではたまにありますが、ＲＰ

Ｇだと大抵戦闘終わると生き返っているものが多いですもんねｗ死んだままなのはドラクエくらい？それ

でも生き返せますし。

　２本目は２匹の小さな旅の話。電車の車窓を眺める２匹の後ろ姿がかわいすぎですｗお金がないクロは

安上がりなプランを考えたのですね。まずは五井駅というところで保存展示されている機関車を見学。小

湊鐵道に乗りに来たのですね。この鐵道が一発変換で出たことに驚きましたｗＡＴＯＫすげえ。100 年近

い歴史のある鐵道だそうです。

　早速電車に乗りこむ２匹。房総半島を斜めに横切るように進み、上総中野まで行くそうです。女性の従業

員が多いというのも面白いですね。ほとんどが無人駅なのですね。それにしても取材日の天気が悪すぎま

すね (笑)。途中でトロがトイレに行きたくなって、上総鶴舞駅で下車。関東の駅百選にも認定された駅だ

そうです。

　続いて養老渓谷駅で下車。こちらは有人駅で、千葉有数の観光スポットだそうな。紅葉狩りや温泉があ

るんですね。鐵道利用者は無料の足湯も利用できるそうです。２匹の、ネコだから足が届かないネタに笑

いました (笑)。この鐵道ではいろんなイベントもやっているのですね。なかなか面白そうです。



　おまけは久々の投稿コーナーです。もう９回目ですか。意外と早いですね。お題は「満月ちゃんの大発

見とは？」。トロが寝ている時の移動距離がいちばんグッときましたね (笑)。そして最後は「純喫茶９８０

円」。クロは相変わらずの駄ネコですねｗ今回は桜茶で乾杯。次回予告は「エルシャダイ」と「第２回お庭

カードコンテスト発表」です。シャダイネタがどれほど出るのか楽しみですね (笑)。　



2011.04.23 第７７号「エルシャダイ」「第２回お庭カードコンテスト発表」

　今週は「エルシャダイ」と「第２回お庭カードコンテスト発表」の２本です。

　１本目はエルシャダイ。いきなりルシフェルモードに入っているクロに笑いました (笑)。アホの子って

言うのは本当にかわいそうだからそろそろやめてあげて欲しいがｗそしてＰＶのとおり、心許ない装備で

地上へ降り立つトロ。

　エルシャダイは、ヒトに憧れて堕天した天使たちに怒った天界の偉い人たちが、地上界ごと一掃しようと

したため、そうなる前に堕天使一味を捕まえようとイーノックが頑張る物語なのですね（満月ちゃん補足）。

　案の定赤リッキーとの戦いにあっさりと負け、巻き戻しｗしかし１番いい装備が１番いい装備でなかっ

たようで、結局再び負けるというオチでした (笑)。

　ここでイーノックをゲストに迎えて内容紹介。使うボタンは、攻撃・防御・ジャンプ・武器奪いの４つだ

け。それでいて簡単ながら奥深いゲイム性を実現したそうです。・・・そうか、イーノックは「大丈夫だ、

問題ない」「１番いいのを頼む」しか言わない係なんですね (笑)。

　武器には３種類あり、有利不利で３すくみの構造になっているそうです。近距離攻撃武器のアーチ、遠

距離攻撃武器のガーレ、そして至近距離攻撃が強いベイル。ここでクロが、じゃんけんに置き換えて覚え

ればいいというナイスアドバイス (笑)。その発想はなかった！ｗ　

　そうそう、シャダイは死んでも連打で復帰できるのがアクション下手にはすごく嬉しいところなのです

よね。これを全部のアクションゲイムにつけて欲しいくらいです (笑)。イージー限定でもいいので・・・

そうしたらどのゲイムでも遊ぶ気になります・・・。

　ここで場所が変わり、イグニッション・エンターテイメント・リミテッドの社内へ。唐突だなぁ (笑)。ル

シフェルさんの仕業だったのですね。イーノックと違って、ちゃんと台詞を喋るルシフェル。しかもきち

んとそれっぽい発言をしていますｗ

　ルシフェル曰く、「説明書がいらない、変わり続ける画面、簡単な操作」それがシャダイの魅力だそうで

す。あのＰＶはディレクターでありキャラデザインも手がけた竹安佐和記さんがつくったそうですね。ど

おりで映像的にも面白いものに仕上がったわけだ。

　シャダイはイギリスのイグニッション本社が温めていた企画の種と、ディレクターの竹安さんが出会っ

て始まった企画だったそうです。海外の会社とそんなふうに仕事が出来るって面白いですね。

　２本目は第２回お庭カードコンテストの発表です。相変わらず皆さんの発想や根気や浪費が素晴らし

い！ (笑)特に１位と２位はすごかったですね。感心しました。



　おまけはクロが独断で語る「ＳＮＫアーケードクラシックス　ゼロ」。また暴走しそうな予感が (笑)。懐

かしの名作が 20 本も入っているとはすごいですね。クロが本当に楽しそうなところがよかったですｗあ

と、トロの誕生日が近かったので、諸々のイベントのお知らせがありました。

　そして最後は「純喫茶９８０円」。今回はシナモンティーを用意していたテレビさん。あらゆるお茶が出

てきますね (笑)。次回予告は「パタポン３」と「教えて！女王様！」の２本です。後者が怪しさ満載です

ねｗ



2011.04.30 第７８号「パタポン３」「教えて！女王様！」

　今週は「パタポン３」と「教えて！女王様！」の２本です。

　１本目はパタポン３の紹介。なるほど、「悪しきもの」を封印していた箱を、それとは知らず壊してしま

い、パタポンたちは石化してしまったんですね。そのパタポンたちを助けるために頑張るのが、プレイヤー

のお仕事ということでｗ

　体験版の時も紹介しているので、同じことを書いているかもしれませんが、すっかり忘れ去っているの

であまり気にしないでください・・・。

　主人公の初期クラスは、ヤリーダ・タテラーゼ・ユミヤッチャの３種類。そこから 21ものクラスに派生

するそうです。自分好みのクラスを見つけるのが楽しそうですね。あとは 700以上の装飾品をカスタマイ

ズ出来るのだとか。

　パタポンたちへの指示方法はこれまでと同様ですが、今作は古代の神ショカーンを召喚してアドリブセッ

ションで大攻撃もできるようです。順調に進化していますね。

　あと今作はマルチプレイも充実しているので、難しいクエストを人に手伝ってもらったり、マルチプレ

イ専用のダンジョンがあったりするそうな。協力プレイは４人まで、対戦プレイはなんと８人で楽しめる

そうです。

　そしてさらに、開発者のおふたりにインタビュー。ゲイムデザイナーの小谷浩之さんと、ディレクターの

飯淳さんが登場。「パタポン」というのは、セカイの果てのとてもとても古い言葉で「勇気と力を合わせ持

つもの」という意味だそうです。ほほう。音の色にもそれぞれ意味があり、「パタ」は力、「ポン」は勇気、

「ドン」は奇跡、「チャカ」は知恵だそうですよ。なかなかに奥深いですね。

　パタポン３では、たくさんのヒーローやクラス・スキルに、パタポンっぽい名前をつけるのが大変だった

そうです。ただ考えるだけでも大変なのに、「パタポンっぽい」という１番重要な部分がありますからねぇ

(笑)。パタポンたちの個性に合った台詞を考えるのも苦労したそうな。

　他にもいろいろなお話を聞きましたが、初期クラスを選ぶ時には、攻撃力なら断然ヤリーダ、クラスの派

生を楽しみたいならユミヤッチャ、頼りにされたいならタテラーゼがいいそうです。参考になりますね。

　２本目はカードゲイムの女王に聞くカードゲイム講座だそうです。題して「ネコにもわかるカードゲイ

ム」。ブシロードに行ったんですね。そしてカードゲイムの女王とは、声優の橘田いずみさんのことでし

た。最近の声優さんは他に特技がないときつそうですねｗ

　もともとはカードゲイムをやっていなかった橘田さんですが、新しく出るカードゲイムのプロモーショ



ンとしてラジオ番組をやることになったそうです。選ばれた理由が、理系に強い高校の出身だったから、と

いうことで (笑)。そこでプレッシャーを感じて練習したそうです。面白いですね。

　時には友人と漫画喫茶に籠もって６時間くらいずっと練習したこともあるとか。あとはブシロードに

通って、あいている人を探して武者修行をしたそうです。根性ありますねぇ。それから他のカードゲイム

も遊ぶようになったとか。

　カードゲイムを始める場合は、スターターパックやトライアルデッキなどを購入するといいそうです。

ルールはブシロードが主催している講習会で学ぶといいそうですよ。

　ここでブシロードの執行役員であり開発１部部長でもある島村匡俊さんが参加。カードゲイムの説明を

してくれることに。名刺自体がカードになっているなんて面白いですね (笑)。

　ブシロードで今つくっているカードゲイムは５種類あるそうです。意外と少ないですね。遊び方がそれ

ぞれ違うのだそうで。全部書くと長くなりそうなので割愛しますが、興味のある人はググってみると面白

いかも。

　今回の紹介はカードゲイムに興味を持たせるにはとてもいい内容だったと思います。と上から目線で

言ってみるカズイさんは興味ないですが (笑)。

　さて、今回のおまけは前に見たものばかりなので、そのまま「純喫茶９８０円」へ。テレビさんが入れた

新茶で乾杯。そして次回予告は「トロのお誕生日！」と「ゲームアーカイブス　ＦＦ?・?特集」です。また

クロが喜びそうなネタが (笑)。



2011.05.07 第７９号「トロのお誕生日！」「ゲームアーカイブス　ＦＦ５・６特集」

　今週は、「トロのお誕生日！」と「ゲームアーカイブス　ＦＦ?・?特集」の２本です。

　１本目はトロの誕生日。ゴムの日を祝うというクロのお約束を終えたあと (笑)、ニャバターも交えて

パーティーの準備を開始。行き先を選択できるのが面白いですね。

　ガレーショップに行ったらスズキがいて、やたらと難しいクイズを出されましたｗさっぱりわからない

のでとりあえず１を選んだら不正解。でもピエールのクイズのヒントをもらいました。松とりんご？

　次は本屋へ。おお、ピエールだ。スペルはＡＴＯＫさんの力を借りました (笑)。そんなの意識したこと

がないわー。そしてここでジュンのクイズのヒントをゲット。ミラー？

　続いてレストランへ。ジュンがいましたね。ヒントのおかげで無事正解。ぼっちＰのクイズのヒントは

人間が出てこない？

　次はおみやげ屋。いたのはリッキーでした。まだヒントを聞いていないぞ！ (笑)勘で答えたらやはり不

正解でしたｗしかしスズキのヒント・・・というか答えをゲットｗおいリッキーよ・・・ありがとう・・・。

　再びガレーショップで正解し、続いて占いの館へ。ぼっちＰがいました。なるほど、人間が出てこない

というヒントに納得 (笑)。そしてリッキークイズのヒントももらいました。なるほどー。

　続いて、入手したアイテムで壁の飾り付け。微調整が出来ないので場所あわせが大変でしたが、それなり

なものが出来ました (笑)。そしていよいよ始まるパーティー。ポケピたちは参加しないのですねｗちょっ

と淋しいですが、トロのお手紙で心がほっこりとしましたよ。

　２本目はＦＦの紹介。クロがいないため、テレビさんの説明でまずは５から。ＦＦの中でもジョブチェ

ンジシステムの集大成として名高いのだそうで。選べるジョブは 22種類。ものまねしとは面白いですね。

でも隠し職業なので簡単にはなれないそうですよ。トロのボタンつけ３級に笑いました (笑)。

　なるほど、その職業しか習得できないアビリティを覚えてから、他の職業に転職して使えるアビリティ

をどんどん増やしていくのが楽しいのですね。納得。

　５のストーリーは、４つのクリスタルによって守られた世界で、ある日風のクリスタルに異変が生じ、

不安を感じた王様がそこに向かうところから始まります。すると風のクリスタルが弾け、世界中で風がと

まってしまったそうです。そして隕石が降ってくるのですが、それにって世界が滅亡するのを防ぐと言う

のが主人公の目的。

　続いて６の紹介。ここでクロが起きてきたので合流。６は魔大戦という魔力による争いによって魔法が



消えてしまった世界が物語の舞台だそうで。世界は技術力で文明を取り戻したけれど、魔法を復活させて

世界を支配しようとするガストラ帝国によって再び危機を迎えます。それを阻止する物語なのですね。

　キャラがかなり多いので紹介も大変そうです (笑)。?ではキャラごとにジョブが割り当てられているそう

で・・・つまり好みのジョブのキャラを使うことになるということですね。あと、魔法は魔石を装備すると

誰でも使えるようになるそうです。

　・・・にしても、魔法を復活させようとする敵と戦うのに、やっぱり魔法を使うんだｗ矛盾しているよう

に思えますが、相手も使うから使わないと対抗できない部分があるのでしょうね。ゲイム的には戦闘シス

テムの問題でしょうが (笑)。

　さて、今回はおまけなしで「純喫茶９８０円」へ。誕生日はビールかと思ったらそうでもなかったｗただ

の紅茶なんて、少し淋しいですね。



2011.05.14 第８０号「グングニル　－魔槍の軍神と英雄戦争－」「ご当地アイドルがやっ

てくる！？」

　今週は「グングニル　－魔槍の軍神と英雄戦争－」と「ご当地アイドルがやってくる！？」の２本です。

　１本目は「グングニル」の紹介。ああ、これシミュレーションＲＰＧだったのですか。ここですごい格好

のピエールが登場ｗなんてワイルドな (笑)。そしてゲイムのキャラも登場。男女のコンビで、レジスタン

スのメンバーですか。昔から多い設定ですね (笑)。

　ジュリオがアリッサを守るのがメインストーリーらしい？トロステ内ではピエールがアリッサを狙って

いるので、それを阻止するためにクロが戦いに赴きましたｗそして何故かリッキーも合流 (笑)。

　戦闘は基本的に素早さ順に行動、決まった場所に仲間がいる場合は効果的な戦術をとれるそうです。ブー

ストという支援効果は、キャラの持つアイテムによって異なるそうな。そしてビートという仲間と連携攻

撃ができるものもあり、それも決まった位置に仲間がいることが条件。両方を満たそうとするとなかなか

難しそうですね。

　なるほど、ふたりを狙っていたピエールはピエール違いだったのですね (笑)。たまたま名前がかぶって

いただけなんて、おいしすぎますｗゲイム自体はなかなか戦略性の高いものみたいですね。結構歯ごたえ

がありそうです。

　２本目は Negiccoの紹介。そういえば先日なにかのテレビ番組で見かけましたよ (笑)。ミクのおかげで

最初からネギがあったから紹介しやすかったでしょうねｗ

　早速 Negiccoさんたちが登場。挨拶からして違いますｗ３人ともちゃんとかわいらしいのがいいですね。

話を聞くと、もう８年もこの活動をしているそうです。最初は１ヶ月だけの期間限定ユニットの予定だっ

たそうですが、そのまま失くすのはもったいないと続けることにしたそうな。

　３人はラジオやイベントで活動する傍ら、週に２日は自主的にレッスンをしたり、平日は他の仕事や学

校に行ったりしているそうな。でもご当地アイドルとしてグランプリを受賞してからは、平日の仕事も増

えたそうです。芸能界らしい仕事が来るようになったって面白いですね (笑)。

　今回もおまけはなしで「純喫茶９８０円」へ。ゴールデンリッキーとスズキが登場ｗリッキーのこのメタ

リック感はいつ見てもすごいですね。さて、次回予告は「涼宮ハルヒの追想」と「地酒の生い立ちを知る」

の２本です。



2011.05.21 第８１号「涼宮ハルヒの追想」「地酒の生い立ちを知る」

　今週は「涼宮ハルヒの追想」と「地酒の生い立ちを知る」の２本です。

　１本目はハルヒのゲイムですね。ＰＳ３とＰＳＰが同時発売で、セーブデータを共有できるというのは

すごいですね。そしてそれぞれの限定版も発売して稼ぐと (笑)。

　まずはトロステの前日から始まって、クロがハルヒについての情報をトロに教えます。ＢＨＧＳでビ

ミョーに非日常系学園ストーリーなのかｗクロの盛り上がりっぷりが半端ないですね。

　そして翌日、クロはキョン役として北高に登場。そこに谷口役のリッキーが。ゲイムでは、劇場アニメ

の消失の直後から始まって、なぜかキョンがその夏の文化祭期間まで戻ってしまっているのだそうで。ほ

ほう。

　早速みくるに会いに行くクロ。だがみくる役はピエールで、しかも鶴屋さんを呼んだらまたリッキーだっ

たというオチが (笑)。そしてハルヒ役はジュンなんですねー。さらに小泉なスズキｗふたりが別の高校の

設定になっているのは面白いですね。

　でも本物に会いたいクロはおっきいみくるを探しに行くのですが、出てきたのはサイズ的に大きなピエー

ルでしたｗなるほど、文化祭の 48時間だけが未来と過去から分断されているのですね。

　それを直すために長門のところに向かうクロ。案の定長門役はトロでしたｗそして朝倉役もリッキー

(笑)。リッキー何役やる気だｗリッキーに倒されて、元の世界に戻ってきたと安心したクロでしたが、トロ

の部屋に行ったら普通のネコがクロ役をやっていてクロショック！というところで終わりました (笑)。

　２本目は東京の地酒澤乃井で知られる小澤酒造さんへ見学に。クロが自分たちでお酒を造ろうと言い出

したところに、ピエールが乱入しそれは犯罪だと教えてくれました (笑)。市販のお酒に果実を漬けて家で

飲む分にはよいそうですが、それを知り合いに振る舞ったりすると厳密には法律違反だそうで。厳しいで

すねー。

　さて、ネコでもわかる日本酒造りということで、まずは原料となる玄米から。これを精米するところが

スタートだそうです。米の外側を 65％も削ってしまうんですね。それを酒造りに適した水につけ、蒸すそ

うです。

　次に麹と酒母を使って醪ををつくります。４日間３回に分けて仕込むそうです。そうして醪の成分が

徐々にアルコールへと変わっていくのですね。さらに圧搾機にかけ酒かすと分離させてひとまず完成だそ

うな。その後もいろいろ手を加えて、実際店頭に並ぶまでには半年以上もかかるのですね。

　酒蔵の隣には飲食ができるスペースもあるそうで、聞き酒なんかもできるのですね。日本酒好きな人は



行ってみると楽しめそうな感じがします。

　今回おまけはなしで「純喫茶９８０円」へ。珍しくぼっちＰが登場し、携帯電話にエア友だち１０８人分

の番号が入っていることを暴露 (笑)。多い、多いぜよ・・・。次回予告は「信長の野望・天道 with パワー

アップキット」と「ボードゲームを楽しもう」の２本です。



2011.05.28 第８２号「信長の野望・天道 with パワーアップキット」「ボードゲームを楽

しもう」

　今週は「信長の野望・天道 with パワーアップキット」と「ボードゲームを楽しもう」の２本です。

　１本目は信長の野望の最新作紹介。いきなり鎧姿で登場のトロ。信長役なのですね。「であるか」しか言

わないのが面白かったですｗそしてクロは珍しく家臣役。なにか下克上がありそうな予感・・・。

　対する今川役はピエール。お茶をしていたところ、トロ信長に襲われあっさりと破れました (笑)。その

結果信長はメジャーへの階段をあがったわけですねｗ

　その 22年後に、明智さんがマジギレ謀反を起こし、天下統一できずに亡くなってしまいました、と。な

んだか普通に歴史の勉強をしているかのようですねｗゲイムでは、その信長に天下を取らせる ifを楽しむ、

ということだそうな。

　流れとしては、自分の拠点と集落を街道で繋ぎ、領地を拡大していくところからスタート。手に入れた

集落を開発して、国を豊かにしていくのですね。そして戦える状態になったら、他国の集落に街道を繋げ

て部隊を入り口に移動させれば、自分の領地となるそうです。

　今回出るのはもともとあったゲイムのパワーアップキットで、最大の特徴はＡＩを編集して各勢力の行

動パターンを調整できることだそうです。あと、武将エディタでお気に入りの武将をパワーアップさせた

りできるそうな。公式のチート機能なんですかね？ (笑)

　さらに追加シナリオもあり、のぼうの城とのコラボもあるそうな。ほほう、こだわっていますね。にして

もクロはこんなに歴史好きなのかｗ少し意外な感じがしました。あくまでもミーハー的な視点なのでしょ

うね。

　２本目はボードゲームの紹介。東京の円光寺にある「すごろくや」というボードゲームとカードゲーム

のお店だそうです。ここで突然スズキが登場し、すごろくやさんが独自に開発した「ストリームス」という

ゲームを紹介。数字を利用した頭を使うゲイムですね。

　続いてジュンが登場し、「アラカルト」を紹介。ままごととボードゲームをひとつにしたドイツのゲイム

だそうです。これは視覚的にも賑やかで面白そうですね。レシピに書かれたとおり料理を作るゲイムなの

だとか。アクション要素があるのが面白いです。

　次はピエールがフランスの「ディクシット」というゲイムを紹介。リアルな絵柄の描かれたカードを使

うのですが、配られた６枚の中から親がカードを１枚選んでその絵の印象を言うのだそうです。他の人は

その印象を聞いて、それに合うカードを自分の手札から選んで場に裏向きに出し、それらを混ぜ、どれが親

が出したカードなのかをあてるゲイムだそうな。



　最後はリッキー。パワフルなボードゲーム「キング・オブ・トーキョー」を紹介。すごい名前ですね (笑)。

なんとあの「マジック：ザ・ギャザリング」を作った人が作ったゲイムだそうです。まず、自分が使うモン

スターを決め、ダイスを振りつつ都市破壊ポイントを規定値まであげるか、他のプレイヤーを全員倒すか

すると勝ちだそうな。

　どれも面白そうなゲイムでした。世界中にはいろんな面白いゲイムが眠っていそうですね。

　おまけは、２回目のトークイベントの報告。前回はほとんど人が来なかったようでしたが、今回は１部

２部ともに 10名の参加があったそうです。良かったですね (笑)。

　そして「純喫茶９８０円」。あくびについていろいろと話していましたｗ次回予告は「BIGLOBE 週刊

ゲームの食卓」と「探検する作家さんとは？」の２本です。



2011.06.04 第８３号「BIGLOBE 週刊ゲームの食卓」「探検する作家さんとは？」

　今週は「BIGLOBE 週刊ゲームの食卓」と「探検する作家さんとは？」の２本です。

　１本目は webラジオ「週刊　ゲームの食卓」の収録現場にトロクロが潜入！いきなり「散らかっててプ

ロっぽい」というトロの発言に受けましたｗへー、毎週ゲイムメインで webラジオをやっているところも

あったのですね。何分くらいの番組なのでしょうか。

　今回は動画つきの webラジオを収録している現場ということで・・・ラジオなのに動画つきっていうの

もなんかおかしな表現なのですが (笑)。普通に動画じゃ駄目なのでしょうかｗ

　それはともかく、出演者はパーソナリティの声優・磯村知美さん、そしてブレイブルーのサウンド担当・

石渡太輔さん、総監督の森利道さんという豪華なメンバーです。でもそんな面子を消して、勝手にラジオ

収録を始める２匹ｗ相変わらずフリーダムですね。その模様は６月２日配信のゲームの食卓で放送される

とか。

　ここでゲームの食卓のイメージキャラクターである食卓子さんが登場 (笑)。サイトで４コマ漫画も連載

しているそうです。ほほう。

　そして磯村さんも登場し、やっとインタビューへ移りました。今回はここまでが長かったですねｗ磯村

さんのプロフィールを聞いている間に、ゲームの食卓の脚本を担当している BIGLOBEゲームの編集長・室

橋弘和さんも登場。トロとスズキと誕生日が一緒とは！すごい偶然ですね。

　ゲームの食卓でのお２人の役割は、磯村さんが「妄想をゲストに叩きつける係」で、室橋さんは「台本か

ら編集まで雑用係」だそうです。あとは磯村さんが危険な発言をした時に止める係だとか (笑)。他にもい

ろいろ聞きましたが、磯村さんはゲイム好きで陽気なおねえさん、室橋さんはチキンハートの園芸好きな

おにいさんって感じでしたｗ

　ではゲームの食卓がどんな番組かというと、ゲイムのプロデューサーやディレクター、クリエイターを

ゲストに、いろんな話を聞いたり、普段は聞きにくい質問をぶつけたりするラジオ番組、だそうで。ＢＧＭ

にはサントラをそのまま使っているらしいですよ。雰囲気良さそうで気になりますね。

　他にもいろいろ聞いていましたが、長くなるので割愛。ゲームの食卓の 162～164回にトロクロが出るそ

うなので、声を聞きたい人（？）は注目ですね。動画の方で出るのかな？ｗ

　２本目は、辺境探検作家の高野秀行さんへのインタビューです。高野さんは学生時代に探検部として謎

の怪獣「ムベンベ」を探しにコンゴに行ったそうです (笑)。そこで１ヶ月もサバイバルをしたというのだ

からすごいですね。さらに怪獣「ジャナワール」を探してトルコへ、謎の怪魚「ウモッカ」を探しにインド

へ・・・などなど、なんというバイタリティｗ他にもいろんなことをやってらっしゃるのですね。



　高野さんはその体験を本にして売ることによって生計を立てているので、辺境探検作家と自称している

そうです。なるほど。今回は最近出たサハラ砂漠で行われたマラソンの体験記「世にも奇妙なマラソン大

会」の紹介のようです。すごい行動力だ・・・。

　これまで高野さんは 50以上の国を訪れ、20もの言語を覚えたといいます。言語は３ヶ月くらいで行く前

に覚えるそうですが、帰ってくるとすぐに忘れてしまうことも多いそうです (笑)。確かにコストパフォー

マンスは悪そうだ・・・。

　マラリアで高熱が出た時、現地の医者に見せに行ったら、体温計を見て興奮していたという話には笑い

ました (笑)。そっちかよ！あとは信号がないところが多いので交通事故もかなり多いようですね。引いた

ら負けってどんな感覚なのでしょうかｗ

　さて、おまけはエルシャダイのカプポン紹介です（いつからあるのかわからないので、最初に見かけたこ

こに書いておきます）。２キャラしかいないのにインパクト大きすぎますねｗ

　最後は「純喫茶９８０円」。雨ネタがリアルで嫌ですねｗ次回予告は「ダンボール戦機」と「ゲームエン

ジンって何？」の２本です。おお、後者の内容が気になります。楽しみです。



2011.06.11 第８４号「ダンボール戦機」「ゲームエンジンって何？」

　今週は「ダンボール戦機」と「ゲームエンジンって何？」の２本です。

　１本目は、「ダンボール戦機」の紹介です。いきなりダンボールがクローズアップされててふきましたｗ

ああ、てっきりダンボールでつくるロボットかと思っていたら、ダンボールの中で戦うんですね。納得。小

型ロボットをＬＢＸと呼ぶわけですか。

　さて、今回の舞台はＰＳホームっぽい背景ですね。ジュンとスズキがＬＢＸバトルをしていたので、仲

間に加わりたかったトロですが、ジュンに「自分のＬＢＸを持ってこい」と言われてしまいます。トロが河

原をしょんぼり歩いていると、満月ちゃんが現れて、なんとトロにトロ型のＬＢＸ（赤モヒカンに新聞紙装

備）を持ってきてくれました（ややこしいｗ）。

　ＬＢＸの魅力といえば、なんといってもカスタマイズ。パーツの量が半端ないので、自分だけのＬＢＸ

がつくれるわけですね。また、パーツ自体のカスタマイズもできるようで、特に重要なのが心臓となるコ

アパーツなんだとか。とことんこだわりたい人には楽しめそうなシステムですね。

　ここでトロのＬＢＸ強奪を狙うクロが、自分のＬＢＸでトロにバトルを仕掛けましたｗバトル時の操作

の基本は、やはり攻撃。そしてダッシュとガード、ジャンプに武器チェンジが可能だそうです。もちろん

一発逆転を狙える必殺ファンクションというものもあるそうな。

　さて、無事にクロを倒したところで唐突にストーリーダイジェストが始まりました (笑)。始まりはオー

ソドックスな流れながらも、結構面白そうな感じですね。うっかり買ってしまいそうですｗプラモデル同

梱というのも面白いですね。

　２本目は、ゲイムエンジン「Unity」のお話。クロの企画書の破壊力はいつ見てもすごいですね (笑)。

さっそく、使いやすいと言われているゲイムエンジンを作っている Unity Technologiesの日本担当ディレ

クターである大前広樹さんにインタビュー。

　まずはゲイムエンジンについての説明から。簡単に言ってしまえば、ゲイムを構成する要素のすべてを

１つで表現できるソフトというところですかね。トロステで使っている物理演算ができるソフトは、その

機能しかないのでミドルウェアというそうです。

　 Unityの特徴としては、ゲイムを作る部分がとてもわかりやすくなっている、ということでした。これ

まで専門知識が必要だった部分が、取っつきやすくなっているという意味らしいです。基本的にはどんな

ジャンルのゲイムも作れるそうですよ。しかも、個人での開発や、企業でも前年の利益によっては無料で

使えるそうな。太っ腹ですねぇ。ＰＣ用のゲイムはタダで作れて、スマートフォン用のを作りたい時にラ

イセンスを買う必要があるみたいです。それでも３万円台だったら充分に安いですね。



　これから Unityを使ってみようと思っている方へのメッセージとして、まずはサンプルをいじってみて

ほしい、とのことでした。１から作るよりも、そうした方がゲイムってこうやって作るのかーというとこ

ろがわかりやすいそうです。ルールなども簡単に変えられるようですよ。そのうち触ってみたいですね。

　今回おまけはなしで、「純喫茶９８０円」へ。テレビさんの挽き立てコーヒーをいただきます (笑)。次

回予告は、「ＳＴＥＩＮＳ；ＧＡＴＥ」と「歌が上手すぎる一般ピープル」です。後者はニコ動関連ですか

ね・・・。クロが相変わらずでしたｗ



2011.06.18 第８５号「ＳＴＥＩＮＳ；ＧＡＴＥ」「歌が上手すぎる一般ピープル」

　今週は「ＳＴＥＩＮＳ；ＧＡＴＥ」と「歌が上手すぎる一般ピープル」の２本です。

　１本目は「ＳＴＥＩＮＳ；ＧＡＴＥ」の紹介（前回の予告でＳが抜けていたのは修正しましたｗ）。これ

はカズイさんも一応予約済みであります。

　さて、冒頭から岡部倫太郎になりきっているクロｗそこに椎名まゆり役のトロが現れる（やっぱりかｗ）。

さらに橋田至役のスズキも合流。今回は頭に名前をつけないんですね。

　そしてかなり久々なテレビさんのコスプレ！ (笑)牧瀬紅莉栖役ですね。ここで過去へメールを送るシス

テムを利用し、クロが本物のまゆしぃを呼び出しますｗこういうところには頭の働くクロ・・・。

　本物たちといろいろ会話しましたが、なるほど、本編もあんな感じで進んでいくんですね。箱版をやっ

た友人が「某語が多いからそれさえ大丈夫なら楽しめると思う」と言っていましたが、意味がよくわかりま

した (笑)。

　外に出たクロは、そこで阿万音鈴羽と遭遇。一見では読めない名前のオンパレードですねｗ続いて巫女姿

の漆原るかとも遭遇。男の娘ですかｗしかしここでも振られたクロは、今度は桐生萌郁と遭遇。常にメー

ルで会話っていいですね (笑)。

　そしてメイド喫茶に足を踏み入れるクロ。フェイリス・ニャンニャンがお目当てのようです。しかしこ

こで本物と遭遇してしまい、ジ・エンド。

　・・・という夢を見たというクロの話 (笑)。それを寝ていて聞いていないトロ。まあいつもどおりのオ

チですねｗ

　このゲイムは、携帯メールへの返信が物語の展開を左右するそうです。新しい選択肢の形なのかもしれ

ませんね。プレイするのが楽しみです。

　２本目は「ＰｏｉｎｔＦｉｖｅ (．５)」へのインタビューです。なるほど、彼らですか。2.5次元という

のが言い得て妙ですよね (笑)。ユニット名も０と１の間から来ているということでした。

　クロが重りに潰されたので (笑)、トロとピエールでインタビューに出かけました。バックにちゃんと曲

が流れているのがいいですね！

　最初に登場したのは蛇足さん。ピンクの殿。続いて黄色の amuさん。そして赤のみーちゃんさん。緑の

あさまるさん。最後に、今回は欠席 (笑)な青の clear さん。過去にアルバムとシングルを１枚ずつ出して

いるのですね。



　まずは「歌ってみた」を始めたきっかけから。蛇足さんはもともと興味があって時間ができたからで、

みーちゃんさんも時間に余裕ができたので暇つぶしに、あさまるさんは友人にすすめられたそうです。amu

さんも知り合いに存在を教えてもらって始めたそうな。当たり前ですが、みんな軽い気持ちで始めて人気

者になっているのがすごいですよね。

　ユニット結成のきっかけは、曲を担当している PUPIさんと友だちだったこと。ユニット組もうと言い

出したのは PUPIさんだったんですね。それでデビューへと繋がったわけですが、企画が有名になるとい

う意識の方が強いようで、みなさん冷静だったようです (笑)。あさまるさんだけは不安でいっぱいだった

ようですが・・・もともとは編集がメインだそうなので当然の反応ですよねｗ

　今回の新曲「ＣＯＬＯＵＲ」の魅力を聞くと、蛇足さんはそれぞれのボーカルの良さが出ているのでは

と、みーちゃんさんは素直で綺麗な曲、あさまるさんはとても爽やかな曲で特に疾走感のあるサビがいい、

amuさんは今回も良いハモリやコーラスができた、とのことでした。

　今後の活躍も楽しみですね。あとで聴きにいってみようと思います。後ろで流れているクロの自作の

歌がすべてを台無しにしましたｗあ、しかし招き猫ボーナスが 100％でしたよ、珍しい・・・。

　おまけは、第３回お庭カードコンテストの告知です。どんな力作が出てくるか楽しみですね。そして最

後は「純喫茶９８０円」。湿度の高さにテンションが下がっているテレビさんｗスズキともども大変です

ね・・・。今回はミントティーでした。さて、次回予告は「メルルのアトリエ　～アーランドの錬金術士３

～」と「ボールをはじく博物館」の２本です。後者はピンボールかな？楽しみです。



2011.06.25 第８６号「メルルのアトリエ　～アーランドの錬金術士３～」「ボールをはじ

く博物館」

　今週は「メルルのアトリエ　～アーランドの錬金術士３～」と「ボールをはじく博物館」の２本です。

　１本目はアトリエシリーズの最新作の紹介。何気に毎回紹介してますね (笑)。早速メルルに会いに行く

２匹。しかしいたのはトトリ。メルルの先生をしているんですね。にしても、背景がほんわかしていてき

れいですねー。

　メルルを探しに城へ向かう途中で、メルルの幼なじみであるライアスと遭遇。クロとライアスが揉めて

いる間に、トロはもうひとりのメルルの幼なじみであるケイナに城へと案内してもらうことに。

　無事に城につくと、今度はライアスの兄である執事のルーフェスに遭遇。本当にイケメン祭りですねｗ

ほほう、メルルは姫なのですか。立場が違うとまた違った物語がありそうでいいですね。

　結局メルルとは会えず、すれ違いの結果、何故かプロデューサーさんが登場ｗ最後には会えたのですが

時間切れという判定に・・・。本当に嫌みなキャラですね (笑)。なんだか後味の悪い終わりでしたｗそう

いえばろくにゲイム内容の紹介していないような・・・結局わかったのは、メルルは姫なので錬金術で国の

発展を目指す、ということくらいでしたｗ

　２本目は、「昭和レトロ館ワン・モア・タイム」の中にある「日本ピンボール博物館」の紹介。本当にク

ロの範囲は広いですねｗへぇ、ピンボールにもいろんな種類があるとは知りませんでした。エレメカピン

ボール、ドラム式ピンボール、セガ製のピンボール・・・略されると何がなんだかわかりませんね (笑)。セ

ガが日本ならではのピンボールを作り続けていたとは。

　店長の横井さんが初めてピンボールに触ったのは、ＰＣのソフトだったとは意外ですね。もとは違う会社

に勤めていた横井さんは、取材のためにこの博物館に来て館長と出会ったそうです。もともとはオルゴー

ルと時計の博物館だったんですね。館長の息子さんがさらにいろいろと増やしていったそうな。

　横井さんはそんな親子と一緒に働きたいと思って前の会社を辞め、博物館の店長になったそうです。経

緯が面白いですねー。ジュークボックスとピンボールの構造が似ているというのも知りませんでした。

　今現在も修理待ちのピンボールが 60台以上あるのだとか。すごい数ですね。いずれは全部動かせるよう

にしたいのだとか。なかなか夢のあるお話を聞けて楽しかったです。

　おまけはクロの懺悔室。挫折ばかり、トロに迷惑をかけた、世界改編をした、の３点でした。まあカズイ

さんは全部水をぶっかけてやりましたが (笑)。



　そして最後は「純喫茶９８０円」。のっけからすごい音がｗテレビさんの調合か・・・怪しい材料で作っ

たんですね (笑)。さて、次回予告は「アースディフェンスフォース：インセクトアルマゲドン」と「妖怪劇

場リターンズ」の２本です。お、妖怪劇場結構好きなので嬉しいですｗ楽しみですね。



2011.07.02 第８７号「アースディフェンスフォース：インセクトアルマゲドン」「妖怪劇

場第四幕」

　今週は「アースディフェンスフォース：インセクトアルマゲドン」と「妖怪劇場第四幕」の２本です。

　１本目は地球防衛軍のアメリカ版。いきなりクロがヘルメットをかぶっていますｗアメリカ版はラヴェ

ジャーという敵と戦うんですね。相変わらず蟻や蜘蛛っぽい外見なのが気持ち悪いです。

　使える武器の数はなんと 300種類以上！でも１回の出撃では２種類しか持てないのですね。「基本的に生

身の人間なんだから・・・」というクロの説明に納得ｗ確かに 300種類を一気に持っていくのは無理です

ね (笑)。

　ここでクロの武器講座。武器は大きく６つの種類に分けられ、アサルトライフル系、ロケットラン

チャー系、ミサイルランチャー系、グレネードランチャー系、ショットガン系、スナイパーライフル系とあ

るそうです。

　アサルト～はばんばん撃てて初心者向け、ロケット～は着弾時に爆発するのが特徴で広範囲に攻撃できる

が、リロードに時間がかかるらしいです。ミサイル～は追尾機能がつき着弾時に爆発するものの近い敵に

は逆に使いづらく、グレネード～は近くの敵を狙いやすい広範囲攻撃ができるが逆に遠くは苦手。ショッ

トガン系は近距離に弾をばらまくように撃つのが特徴で命中しやすいが遠距離は苦手で、スナイパー～は

射程が長く威力も強いが連射不可で敵に囲まれた時に困るんですね。

　それぞれ特徴があって面白いですが、注意したいのは爆発には仲間も巻きこまれるということ。着弾時

に爆発するものはそこも考慮して攻撃しないと、味方を殺してしまうことになるんですよね・・・その辺が

シビアで面白いのでしょうけど。

　そして今回は、これまでなかった装備（アーマー）機能もあるそうです。装備は４種類。移動速度に優れ

回避力の高く、リロードや仲間の蘇生も早いトルーパー。それなりの機敏さとかなりの防御力を持ち、兵

器を設置して敵を攻撃できるタクティカル。重いため速度は出ないが最高の防御力を持ち、シールドを使

うことで近場での爆発に耐えたり攻撃もできるバトル。最後は、いちばん機動性が高く空まで飛べ、エネ

ルギー武器が使えるものの、防御面ではいちばん不安なジェット。

　なるほど、武器以外にもこういう選択肢が出てくるのは楽しそうですね。各装備ごとにレベル設定があ

るそうなので、育てるのもまた面白そう。同じステージでも装備を替えれば難易度も変わりそうですしね。

　２本目は久々の妖怪劇場第四幕。さっそく、其の１１の「ぬりかべ」から。夜道を歩いていると突然出現

する目に見えない妖怪なのですね。左右どこまでも壁が広がっているため、よけて通ることもできないそ

うですｗ対策としては、棒で下の方を払えばいいそうです。意外と簡単だ (笑)。



　続いて其の１２は「釣瓶下ろし」。夜に松などの大木の下を通ると、釣瓶や大きな首が落ちてきて、笑っ

たり攫ったり食べちゃったりするそうです。ちなみに対処法は見つかっていないそうな。恐ろしいですね

ｗ演じたのがテレビさんだったのと、イラストではジュンなので怖さが和らいでいますが (笑)。

　最後は其の１３「桂男」。満月じゃない時に月を長く見ていると現れるそうで、招かれると寿命が縮むと

言われているそうです。見た目は絶世の美男子なんだとか。テレビさんが好きそうなネタですね (笑)。

　今回おまけはなしで「純喫茶９８０円」へ。いきなりサッカーのユニフォームで２匹が入ってきたので

びっくりｗ一汗流した後と言うことで、特別にビールで乾杯です (笑)。これ、何回に１回許されているん

でしょうねｗさて、次回予告は「アンチェイン　ブレイズ　レクス」と「調布から宇宙へ！」の２本です。

後者はまたスズキ枠かな。多分いちばん安定して人気があるのでしょうね (笑)。楽しみです。



2011.07.09 第８８号「アンチェインブレイズレクス」「調布から宇宙へ！」

　今週は「アンチェインブレイズレクス」と「調布から宇宙へ！」の２本です。

　１本目は新しいゲイムの紹介ですね。いろんな絵師さんが参加している意欲作――なのですが、正直フ

リューというだけで色眼鏡で見てしまうところなんですｗどんなゲイムなのでしょう。

　開始からトロクロではなく、ゲイムのキャラ２人でスタート。ドラゴン・ステーションとか言っていま

すが、さてはて。物語の舞台は、女神クリューネアが創ったモンスターだらけの世界。幼生体の頃は人型

で、成長するとモンスターの姿になる者たちの世界なのですね。

　竜皇であったファングは、女神の力で幼生体に戻されているようですが・・・元の身体に戻してもらうた

めに、生ける迷宮ティターンでの試練に挑戦する話、なのかな？

　ここでやっとトロクロが登場。このゲイムはモンスターを従えて戦うダンジョン探索型ＲＰＧだと説明

してくれました (笑)。あれ、メガテンみたいなもの？ｗああ、パーティーを組むのは人間で、その人間１

人につき４体のフォロワー（モンスターのことらしい）を使えるのか。最大 16体って多いですね。

　フォロワーをマスターにセットすると、自動で攻撃してくれたり身代わりになってくれたりするそうで

す。あと同じスキルを使うとみんな呼応して強い技を繰り出せるとか？手伝ってくれるかはフォロワーの

機嫌しだいで、ご機嫌取りが重要なのですね (笑)。

　そして、モンスターを弱らせ仲間にする「アンチェイン」コマンドを使うと、新しい仲間が増えるという

ことのようです。うーん、目新しい要素は特になさそうなのが惜しいですね (笑)。キャラデザは気合いが

入っているんですが・・・。

　基本はシナリオを進めていく形式ですが、酒場でクエストを受けたり、合成屋でアイテムを合成したり、

一通りのことはできるみたいです。あと、スキルはスキルマップで自分で選択していく形式だそうで。そ

ういうのが好きな人にはよさそうですね。

　２本目は「ＪＡＸＡ調布航空宇宙センター」の見学。スズキ曰く、相模原キャンパスとはまた違った魅力

があるそうですよ。

　さっそく中に入ると、もとは試験施設だった場所をそのまま展示室にしたという部屋に。すぐに目につ

くのは小型超音速実験機「ＮＥＸＳＴ－１」。かっこいいですねぇ。翼の形にかなりの研究を費やしている

んだとか。騒音の出ない超音速旅客機をつくるための研究なのですね。

　続いて、自動着陸実験に使われた機体「ＡＬＦＬＥＸ」を見学。こちらも面白い形の翼をしています。

ベースは宇宙船なんですね。他にも過去の研究に使われてきた機体をいろいろ見ることができるそうです。



　そして、宇宙に行って帰還するまでを体験できる「スペース・ミッション・シミュレータ」もあるそう

な。これは面白そうですね。宇宙船操縦士の気分を味わうことができるそうです。

　また、室内以外に屋外にも、なんとあのＹＳ－１１のコックピット部分があるそうですよ。そこだけ切り

取られているんですね。機内の様子も直に見ることができるようなので、好きな人にはたまらないでしょ

うね。トロの「クロの飛行機には絶対に乗りたくない」発言に笑いました (笑)。

　さて、おまけはどこいつモバイルの新コーナーの紹介。「漫画劇　トロの天下猫」だそうで・・・のんび

りおっとりのトロに、下克上なんて言葉はいちばん似合わないと思うんですけど (笑)。案の定コメディな

感じになるようです。週１更新で、各武将との戦いはじゃんけんだそうな。あとはサービス再開のお知ら

せでした。

　最後はいつもの「純喫茶９８０円」。今回はジュンとスズキが登場。純水がある喫茶店ってすごい・・・

さすがですねテレビさん (笑)。次回予告は「ダンジョンシージ３」と「英語が話した～い」の２本です。楽

しみですね。



2011.07.16 第８９号「ダンジョンシージ３」「英語が話した～い」

　今週は「ダンジョンシージ３」と「英語が話した～い」の２本です。

　１本目はクロが待ち望んでいたＲＰＧということで、ダンジョンシージの紹介。クロが待ち望んでいる

ゲイム多すぎでしょう (笑)。

　これまではＰＣでリリースされていたゲイムなのですね。シームレスに移動できる広大なマップを舞台

にした、クエスト型ＲＰＧだそうで・・・あー、まさに海外のＲＰＧに多いタイプですね。自由すぎて何で

も出来るみたいな (笑)。

　今作は王国再生を目指す騎士団の物語だそうです。滅ぼされてしまった騎士団の子孫たちに集結に知ら

せが舞い込み、立ちあがっていくのですね。また、今までと違ってアクション要素の強い戦闘になったの

もポイントだとか。

　ハック＆スラッシュ系のアクションＲＰＧで、マップの移り変わりや戦闘はシームレスに移行、次々に

襲ってくる敵をばったばったと倒しながら進んでいくそうな。

　あとはキャラ育成が楽しいみたいですね。好きなアビリティをつけたり、それを強化する他、自動的に効

果が発揮されるタレントの習得や、見た目も繁栄される様々な装備など、遊びごたえは充分ありそうです。

　ゲイム開始時にはキャラをひとり選ぶ必要があるそうで、オーソドックスな接近戦タイプのルーカス、近

距離遠距離どちらも得意なアンジャリ、遠距離から敵を狙い撃つカタリーナ、魔法を使えるラインハルト

の４人から選択可能。もちろんシナリオの進み方にも影響するので重要な選択ですね。

　もちろんオンラインでのマルチプレイ対応ということで、複数人でわいわいやったら楽しそうなゲイム

だと思いました。

　２本目は、話題の次世代外国語コミュニケーションソフト「ロゼッタストーン」の紹介。クロとテレビさ

んが英語で会話しているのが、いかにもな文章で笑いましたｗ

　早速２匹はロゼッタストーンへ。ＰＲマネージャーの金澤めぐみさんにお話を聞きます。マイクに向

かって喋ると、それが通じる言葉なのか、すぐに判定してくれるんですね。面白い。現在は 31言語に対応

しているそうです。

　ロゼッタストーンには３つの柱があり、根幹となる外国語習得プログラムのロゼッタコース、ネイティ

ブコーチとオンラインセッションをするロゼッタスタジオ、世界中のユーザーとゲイムやチャットを楽し

むロゼッタワールドだそうな。



　それぞれを詳しく説明してくれましたが、なるほどなぁと感心しました。これなら飽きっぽい人でも続

きそうな気がします (笑)。レベル１～５まであるそうですが、大体１レベル 40 時間で習得できるそうで

す。意外と短いですね。

　どうでもいいことですが最後のテレビさんの台詞が酷くて笑いました (笑)。

　さて、今回のおまけは「トロのおみせ」の告知です。そして「純喫茶９８０円」へ。２匹がすごい顔で登

場ｗああ、暑さにやられているんですね。テレビさんがチョコミントティを用意していました。次回予告

は「日常（宇宙人）」と「古き良き下町世界」です。楽しみですね。



2011.07.23 第９０号「日常（宇宙人）」「古き良き下町世界」

　今週は「日常（宇宙人）」と「古き良き下町世界」の２本です。

　１本目は、人気漫画かゲイム化したものの紹介。なんだかほのぼのした絵柄ですね。

　ぼっちＰに言われて、知らないお城（？）にやってきた２匹。そこにいたスターラ姫に、クロがいつもど

おりな対応を (笑)。ああ、お城じゃなくて飛行船だったのかｗそして「日常」の舞台である時定市に到着。

ここでスターラ姫の家来（？）が現れて、このゲイムの目的を教えてくれました。

　なんと、スターラ姫を楽しませるために、「銀河系ＴＶ局」のプロデューサーとなって、高視聴率番組

を作ることが目的だそうな。楽しんでもらえないと、酷い目に遭うらしいですｗマツコの部屋みたいなイ

メージなのかな（多分全然違う）。

　とりあえず番組を作ってみようと、目の前にあった東雲研究所に入ると、中には１匹のクロネコが。しゃ

べれる首輪のおかげで、人間の言葉を話せるんですね。クロよりもイイ人そうだ (笑)。阪本さんという人

間らしい名前もいいですねｗ

　そしてクロは東雲なのに遭遇。ロボ女子高生ですか。番組は、撮る対象者を決めて、頭につけるアンテ

ナの相手を決めると、生放送が始まるそうです。変な設定ですねぇｗゲイムの説明を聞いても、どんなゲ

イムなのかさっぱりわからないのも珍しいです (笑)。

　視聴者の反応で、リアルタイムに流れが変わるというのは面白いんですけど・・・。ここでなのを作った

はかせが登場。はかせかわいいですねｗ

　そしていろいろと生中継をこなしたあとは、スターラ姫のところに戻って「評定の儀」というものを受け

るそうです。それが最終判断になるのですね。ついでにアニメの宣伝もして、×判定を食らって終了しま

した (笑)。

　２本目は、「下町風俗資料館」の紹介です。１階の大正時代の下町を再現した町では、引き出しなども自

由に開けてみていいそうです。確かにどこぞの勇者っぽいですねｗ

　中には鼻緒のお店や、時代を感じさせる井戸、洗濯板、長屋や駄菓子屋（ただし買えないｗ）などがあっ

て、本当にタイムスリップしたようでした。

　２階では時期によっていろんな展示をしているようですね。今回紹介していたのは、かつて子どもたち

が遊んでいた玩具でした。他にも、昭和のカフェをイメージしたや、当時の銭湯、昭和 30年代の暮らしを

再現した部屋も。古いものが好きな人にはたまらないでしょうね。本当にテレビさんにそっくりなテレビ

があって笑いました (笑)。



　この資料館には、もう１つ付設展示場もあって、明治の吉田酒店をそのまま残しているのだとか。見応

えは充分ですね。カズイさんもちょっと行ってみたい・・・。　

　今回おまけはなしで、「純喫茶９８０円」へ。テレビさん特製のミルクたっぷりカフェモカで乾杯。次回

予告は「エレうた！」と「ゲームを投稿した～い」の２本です。またクロの黒歴史が生まれそうな予感ｗっ

て、直後にテレビさんも同じツッコミをしてて笑いました (笑)。楽しみですね。



2011.07.30 第９１号「エレうた！」「ゲームを投稿した～い」

　今週は「エレうた！」と「ゲームを投稿した～い」の２本です。

　１本目は、電子の歌声が作る神曲を紹介するラジオ番組「エレうた！」の紹介です。ＮＨＫラジオ第１で

放送されているんですね。音声合成ソフトで作った曲を総称してエレうたと呼んでいるそうです。ボーカ

ロイドだけではないのですね。

　早速収録現場に遊びに行く２匹。ラジオのパーソナリティは、桃井はるこさんと花澤香菜さんのふたり。

フェイリスとまゆしぃなのですね (笑)。ここでトロが写真を撮ったのですが、目線の高さにびっくりしま

したｗ何か台に乗ってると思えばいいのか・・・ｗ

　そうそう、どこかで聞いたと思ったら、この番組の話は「ＭＡＧ・ネット」でもやっていたんですよね。

カズイさんもその回を見ました (笑)。あの番組はトロステ風のセットでやったりもしていますしねｗ

　ラジオの番組内では、歌詞が好きという人のために、歌詞を読んであげたり、イントロにポエムをつけて

紹介したりと、いろんなコーナーがあるのですね。あとリスナーの曲投稿も募集しているとか。

　ここでクロが、以前トロステで作った曲を持ち込み！ｗ桃井さんに「替え歌じゃ駄目」と言われるも、花

澤さんには「何をやってもかわいい」と言われご満悦な２匹 (笑)。

　ここで番組のプロデューサー・川上秀人さんにお話を聞くことに。この番組を作ろうと思ったきっかけ

は、いいなと思った曲がみんなエレうただったからなんですって。もとになった番組がサウンドストリー

トだとは、知りませんでした。新しい才能が出て行ける場所があるのはいいことですね。

　２本目は、自分が作ったゲイムを投稿できるサイト「9leap」を運営するユビキタスエンターテインメン

トさんへの取材です。クロの挫折があまりにも早すぎて、普通のインタビュー回になったというお詫びか

らスタート (笑)。クロ・・・ｗ

　ＵＥＩは秋葉原にオフィスを持っているのですね。ＡＲＣと呼ばれるんだとか。ここで社長の清水亮さ

んが登場。国に認められた天才プログラマーってすごいですね。

　清水さんが「9leap」を立ち上げた理由は、自らの経験によるところが大きいのですね。昔はゲイムのプ

ログラムを雑誌で紹介して、互いに切磋琢磨していく環境があったけれど、今はそれがないから、そういう

場を若い子たちに提供してあげようと思ったそうです。

　ゲイム作りがスポーツみたいな環境になればいいと、面白いことをおっしゃっていました (笑)。でも、そ

ういう風にならないと、より面白いゲイムは出てこないのかもしれないですよね。会社単位で作っている

だけでは・・・。



　ここで、プロジェクトリーダーの伏見遼平さんも参加。ゲイムの評価は、アイディアとプログラム技術

のどちらを重視するのか？というクロの質問に、「いいアイディアがあっても、それを形にして面白くする

には技術が必要なので、何よりも遊んで面白いかが重要」だと答えていました。なるほど。

　コンテストは 25歳以下しか参加できないそうで、そもそもネコであるクロは問題外だと聞き、一瞬喜ん

だクロですが、一般投稿やチャレンジには問題ないと言われ土下座していました (笑)。

　今回のおまけは大阪でのイベント紹介。新しいグッズもたくさんあるんですね。いつかこういうイベン

トに行ってみたいものです。にしても、トロディ・・・ちょっとキモイと思ってしまったｗ（すみません）

　そして「純喫茶９８０円」へ。熱い麦茶って面白いですね。麦茶をティーカップで飲んだことはさすが

にありませんｗさて次回予告は、「バカとテストと召喚獣特集！」と「新感覚ゲーム小説？」の２本です。

楽しみですね。



2011.08.06 第９２号「バカとテストと召喚獣特集！」「新感覚ゲーム小説？」

　今週は「バカとテストと召喚獣特集！」と「新感覚ゲーム小説？」の２本です。

　１本目は、アニメの「バカとテストと召喚獣にっ！」の Blu-ray＆ DVD映像特典の撮影現場にトロクロ

が潜入！とのことです。

　開始早々、バカテスの主人公・吉井明久の家の前にいる２匹。妙にリアルな家ですね。Blu-rayと DVD

にはいろんな特典がつくようですが、そのうちのひとつ「リアルＦクラスの日常。」の撮影現場に行ったよ

うです。メインキャストの実写映像なんですね。・・・個人的には、実写映像がなぜ特典になるのか謎なの

ですがｗ

　ここでクロが、トロのためにバカテスの紹介。カズイさんはアニメを見たことがないので知りませんで

したが、あんなかわいらしいデフォルメキャラが召喚獣なんですねｗもっとごつい（あるいはかっこいい）

ものを出しているのかと思っていました (笑)。

　いよいよ撮影開始。いきなり書道対決ですか (笑)。なるほど、こういう映像だったら、声優自体のファ

ンじゃなくても楽しめそうでいいかも。ただ、持っている筆に対して、紙のサイズが小さすぎるようなｗ

　続いて召喚獣対決。紙を使ってオリジナルの召喚獣を作るという対決のようです。声優さんに無茶振り

してますねｗそしてゲイム対決ではトロもりのミニゲイムで勝負！

　他にも吉井家の全部屋を使っての宝探し対決や、ビビリ王対決、最後には料理対決まであって、盛り沢山

です。ひとりもくもくとテーブルクロス引きというのも淋しいですねｗ声優さんたちも本当に楽しそうで

した。ああ、これらの特典はそれぞれの巻に収録されるんですね。どうりで盛り沢山なはずですｗ

　ここで声優さんたちに直接インタビューも。トロが鉄壁のディフェンスを見せて、クロを完封していた

のが笑いました (笑)。テレビさんもいい仕事しますねｗ

　２本目は、なんと貴志祐介先生の長編小説「ダークゾーン」の紹介とインタビューですって。作家さんを

呼んでくるのは結構珍しいですね。ゲイムと関係する話だからかな？

　冒頭から、小説のプロローグっぽいものが表示され、なかなかおどろおどろしい雰囲気・・・。ここでト

ロが登場するも、廃墟っぽい場所で、しかもトロの頭には「赤の王将（キング）」の文字が。「餃子が食べた

くなった」というトロの緊張感のない台詞でわりと台無しでしたがｗ

　ここでクロが「青の王将」として登場。なるほど、クロが読んで面白かったから紹介という単純な流れな

んですねｗ



　内容を簡単に紹介すると、主人公の塚田は大学生でプロ棋士の卵。ある日闇の中で目覚めた塚田は、異

形と化した 17人の仲間とともに謎の戦いに挑むことに。「赤の王将」となり、軍艦島を舞台に仲間たちを

駒のように動かして知略の限りを尽くす・・・という感じだそうで。

　軍艦島を舞台にした人間将棋なんですね。だから王将なんだ。チェスト違って、相手の駒を奪って利用

できるのが面白いところだそうで。また、小説内では実際のルール以上に細かい制約があるのが面白そう

です。リッキーの役割がなんかかわいそうでしたがｗ

　そして、予算の都合かトロとクロの戦いは肉弾戦ならぬ肉球戦に (笑)。そこに割って入ってきたのが作

者の貴志先生でした。将棋やチェスや囲碁は、やはり経験があったんですね。

　ダークゾーンは雑誌の連載作品だったため、本にすることになってから、人間ドラマの部分は１から直

したそうです。なるほど、確かにゲイムのルールがしっかり固まってからの方がやりやすそうですもんね。

ちょっと読んでみたいなと思いました。

　さて、今回のおまけはやっとギネスに認定されましたという報告。めでたいですね～。現在までも日刊

が続いていたらいちばん良かったのでしょうけどｗどのみち中断はしていたでしょうね・・・。

　そして「純喫茶９８０円」へ。テレビさんが小料理屋を辞めた原因って、クロのツケのせいだったという

衝撃の事実が発覚 (笑)。純喫茶９８０円になってからもう１年なのですね。早いものです。あと今回から

再びスタンプラリーが始まりました。次回予告は「モンハン日記　ぽかぽかアイルー村Ｇ」と「映画のお

話」です。後者はまた広いタイトルですねｗ楽しみです。



2011.08.17 第９３号「モンハン日記　ぽかぽかアイルー村Ｇ」「映画のお話」

　今週は「モンハン日記　ぽかぽかアイルー村Ｇ」と「映画のお話」の２本です。

　１本目は、アイルー村の新作紹介。基本的な内容自体は前作と変わらず、いろんなアイルーを集めて村

を発展させながら村の生活を楽しむゲイムだそうです。今作では、新たな施設や新たなアイルーなど、い

ろいろとパワーアップしているらしいです。

　村に住むそれぞれのアイルーには職業があり、その職業に則った反応をするようですね。釣りでは遠洋

いかだで沖の方まで出ることができるようになったとか。他にはシーサイドキッチンという、職業スキル

が上がってＧ級になれる料理を作れる場所があるそうな。

　クエストでもＧ級クエストが登場し、ますます面白くなっているみたい。いろんなものがＧ級になって

いるんですね (笑)。最後には温泉まで・・・ｗ

　そして、トロが締めの言葉を言った後に、クロのチャット（？）がスタート (笑)。ＰＳ３版が発売される

んですね。またモンハン日記をやるのでしょうかｗＰＳＰの人とも一緒に通信で遊べるというのが何気に

すごいと思います。データも共有できるとかびっくりです。

　２本目は、映画館の映画上映を支える映写技師の方へのインタビューです。なるほど、面白いところに来

ましたね。２匹が最初から映画館にいる状態でスタート。技師の月夜野さんもすぐに登場・・・って、ニャ

バター姿なのが笑いましたｗ

　さて、映写技師のお仕事はというと・・・ただで映画を見られるとよく思われるそうですが、実際は忙し

くてそれどころではないそうです。月夜野さんはシネコン（スクリーンがたくさんある映画館）で仕事をし

ているそうですが、スクリーンはたくさんでも映写室は１つなのだそうですよ。それは知りませんでした。

　映写以外の仕事では、フィルムを繋ぐのが大事な仕事だそうです。２時間の映画だと 3200メートル以上

のフィルムになるそうで。２時間の映画なら、８～10巻くらいで送られてくるため、それを１本にまとめ

る作業が必要なのですね。あとは映画のフィルムの裏に銀紙をつけて、ライトアウトや画面の表示サイズ

などの指示を機械に送っているそうです。それらが手動じゃないことに驚きましたｗ

　続いて映画館についてですが、お客さんがひとりも座っていない時は、さすがに上映中止するそうです

(笑)。あとは、お客さんの入り具合で音量を調節したりするそうな。細かい心配りですね。

　そして、次はお金の問題。映画館にあるものの中で、１番高いのは座席シートだそうですよ。１脚 10万

円以上するそうです。単体では映写機が１番高く、１台１千万くらいするそうな。他にもいろいろお金が

かかるものがあり、初期投資としては１億円くらい必要だそうです (笑)。



　他にもいろんなことを聞きましたが、長くなるので割愛。月夜野さんはブログをやっているそうなので、

興味のある方は見てみてはどうでしょうか。

　さて、おまけはなしで「純喫茶９８０円」へ。クロが夜更かしで倒れそうになっていたので、テレビさん

がエスプレッソを入れてくれましたｗ次回予告は「ゲームアーカイブス４　ガスト特集」と「ブルーレイの

ヒミツ」の２本です。またあのキャラが出てきそうな予感 (笑)。楽しみです。



2011.08.21 第９４号「ゲームアーカイブス４　ガスト特集」「ブルーレイのヒミツ」

　今週は「ゲームアーカイブス４　ガスト特集」と「ブルーレイのヒミツ」の２本です。

　１本目は、クロおすすめのアーカイブス紹介。今回は「マリーのアトリエ　プラス」と「エリーのアトリ

エ」と「メールプラーナ」の３本です。

　まずはマリーから。アトリエシリーズの第１作目なのですね。おちこぼれ錬金術士のマリーが卒業を目

指して錬金術の腕を磨く話。当時珍しかったフルボイスだそうで。

　いきなりほうれん草を買い占めたトロに笑いました (笑)。お金がなくなったら酒場に行って依頼を受け

るのですね。そのへんはオーソドックスな感じ。外に出かけてアイテムを拾い、戻って調合する・・・をく

り返すわけですね。

　続いてエリー。こちらもおちこぼれの新人錬金術士で、寮に入れなかったためお金を稼ぎながら勉強し

ているという苦労人。前作よりも作れるアイテムが増えているそうです。

　選んだアイテムでエリーの人気が上下するというのは、ちょっと面白いですね。クーゲルさんの表情の

変化を敏感に感じ取るトロが笑えますｗチーズケーキで専用エンディングとか、変わった要素も入ってい

るのですね (笑)。

　そして最後にメールプラーナ。インド神話をテーマに、遊牧民の生活を描いたシミュレーションゲイム

だそうです。クロいわく、かなり玄人向けだとかｗ遊牧民のグループであるグラーマを１つ選んで、進ん

でいくんですね。

　クロのオススメはＡグラーマ。重要なストーリーは主人公であるアディティを中心に進んでいくからだ

そうです。とにかく最初に説明書をきちんと読むことが重要だとか (笑)。

　まずは草原で探索するのが定石。アイテムや仲間を見つけたり、盗賊退治でメンバーを強くしたりでき

るそうな。ひとり１回ずつ行動して、全員の行動が終わったら１ターン終了・・・ああ、確かにシミュレー

ションゲイムですねｗ

　敵にあたるのが、他のグラーマたちで、交互に行動をしていくようです。トロのグラーマは他のグラー

マから戦いを挑まれ、負けたのでママさんを捕虜にとられてしまいました。

　そこで助け出すために仲間を集め、クロが代わりに戦いを挑みます。戦闘方法は、毎ターンキャラの行

動を決めて戦うのですが、味方キャラが誰を攻撃するかはランダムで決まるそうです。そして同じキャラ

に攻撃するさいにはコンボが発生。行動しなかったキャラは自動的に防御になり、次のターンでも同じ行

動が行えるそうです。



　基本的には４人くらいで交互にプレイするゲイムだそうで、他のグラーマが目的を達成してもイベント

は勝手に進んでいくそうです (笑)。面白い仕組みですね。ちょっと難しそうですが、なかなか面白そうな

ゲイムでした。

　２本目は久々の Blu-ray回ですね。アップコンバートの最新技術を見学に行ったようです。場所はソニー

ＰＣＬ。映像コンテンツやイベントの企画・制作ＣＧなどの特殊映像制作・加工など、Blu-rayディスクの

トータルサービスを手がけている会社だとか。

　見学に来たというのはクロの建前で、本当は「とらドラ！」のＢＤ化のためのアップコンバートを見にき

たんですねｗここで山崎晴康さんが登場。アップコンバートとは何ぞや？というところから教えてくれま

した。

　これまでの映像はＳＤ品質で、720× 486ピクセルで構成されていたそうです。それをハイビジョン品

質の 1280× 720ピクセルや、1920× 1080ピクセルにするために、画像を引き伸ばす必要があるのです

が、ただ引き伸ばすだけではぼやけたりしてしまうため、それを抑える技術なのだそう。

　ここで新技術と以前までの技術を画像で比較していましたが、本当に全然違うのでびっくりしました。

こういう努力があって、美しい映像が残っていくのですね。

　さて、今回も会員おまけしかないので「純喫茶９８０円」へ。おお、久々にビール！と思ったらオレンジ

フロートですかｗなんという騙し (笑)。次回予告は「グランナイツヒストリー」と「博物館への小旅行」で

す。グランナイツはもう予約してあるので、内容が楽しみです。



2011.08.27 第９５号「グランナイツヒストリー」「博物館への小旅行」

　今週は「グランナイツヒストリー」と「博物館への小旅行」の２本です。

　１本目は新作ゲイムですね。朧村正がとてもよかったので、このタッグには今回も期待しております。

　物語は、大陸の覇権を争う３つの国の戦いを描いているんですね。プレイヤーはどこか１つの国に仕え

て騎士となります。

　クロはさっそくアヴァロン王女国を選択。王女が魅力的な女性ですからね (笑)。プレイヤーには、従者

として冒険に同行しいろんな補助をしてくれるリーシャというキャラがつくようです。

　一方トロはユニオン王国を選択した模様。まあ確かに、トロはログレスという感じはしませんもんねｗ

ユニオンには年若い王と、ログレスから救い出された皇女がいるのですね。面白い組み合わせです。

　ここでクロパートに戻り、クロが戦闘の説明。このゲイムでは、プレイヤーが騎士団を結成して、それを

率いて戦うのだそうです。１度に編成できるのは４人で、９種類の職業の中から好きな組み合わせを選ぶ

んですね。見た目や色などもかなり細かく設定できるようです。

　クロが作った騎士団は、まあ想像の範囲内なのですが、最後のピエールに笑いましたｗオチ担当か・・・。

最初はまだ見習い騎士なので、クエストをこなして１人前になるために２ヶ月（ゲイム時間で）頑張るわけ

ですね。

　クエストの合間には、いろんなイベントが起こったり、能力アップできる訓練を行うこともできるよう

です。トロのネーミング、相変わらず素直ですね (笑)。無事に２ヶ月進めたようでよかったです。やっぱ

りリッキーのおかげかな？

　このゲイムの醍醐味は、晴れて騎士になってから。騎士になるとオンライン対戦に参加できるようにな

り、戦場が一気に全国規模に広がっていくんですよね。

　ただし、１度騎士になってしまったキャラは、もう育成モードには戻せないので、育成モードで起きる

イベントなどには参加できなくなるそうな。そのため、２ヶ月経ったあとはいつ騎士にするのかはプレイ

ヤーの自由だそうで。見習い騎士を補充する際は、また１からのレベル上げになるそうな。

　ちなみに、オンラインでは４人×３部隊まで操作可能です。どんな組み合わせにするか、考えるだけで

も楽しいですね。オンライン対戦は、ずっと繋いでいる必要がないというのもまた魅力。時間はあまりな

いけど、オンライン対戦してみたいという人にはいいですよね。

　２本目は、「小さな博物館運動」の取材です。「すみだ３Ｍ運動」って面白いですね。今回はトロクロだけ



でなく、スズキやピエールたちも出動したようです。

　３Ｍ運動は、昭和 60年にスタートした墨田区の産業ＰＲ、イメージアップ、地域活性化を図る事業だそ

うな。ずいぶん前からやっているんですね。店先などを使った小さな博物館がたくさんあるそうな。

　まずはスカイツリーに近い片岡屏風店の「屏風博物館」。東京で唯一の屏風専門店なのですね。店員さ

んがいる時は解説もしてもらえるそうです。今回はピエールがガイド役でしたが (笑)。手ぬぐいや着物で

作った屏風とは、面白いですね。

　続いて、「相撲写真資料館」がある工藤写真館へ。ここではリッキーがガイド役です。60年以上にわたっ

て相撲協会専属の写真館を務めたために、写真がいっぱいあるのですね。中には、古い番付表や化粧まわ

しの刺繍なども展示されているそうです。

　次は羽子板の鴻月の中にある「羽子板資料館」を、ジュンがガイドしてくれます。この大きな羽子板は、

本当に美しいですね。立体感がすごいです。羽子板も地域ごとに特色があって面白いですね。

　ラストを飾るのは、スズキが紹介する「ブレーキ博物館」。えっ、ブレーキ！？ (笑)様々なブレーキ製品

で知られる中山ライニング工業の中にあるそうです。古代ギリシャにもブレーキがあったなんて、面白い

です。事前に連絡すれば、館長さんによる詳しい解説も聞けるそうな。

　こんな感じで、墨田区には全部で 20以上の小さな博物館があるそうですよ。休日にふらりとまわってみ

るのも楽しそうですね。

　おまけは、なんとアイルー村のプロデューサーである小嶋さんと一緒に長野県の渋温泉に行ってきたと

いうレポート (笑)。モンハン特急とかすごいですね。にしても、この暑い中着ぐるみは大変だったでしょ

うにｗ本当にお疲れさまです・・・。

　最後は「純喫茶９８０円」へ。クロは９月から本気を出すそうですｗでも今年の９月からとは限らないっ

て・・・おい (笑)。そして今回はそば茶で乾杯。結局トロにはなんのお茶だかわからないってところがい

いですね。さて、次回予告は「DARK SOULS」と「３Ｄ立体視　はじめました」の２本です。楽しみで

すね。



2011.09.03 第９６号「DARK SOULS」「３Ｄ立体視　はじめました」

　今週は「DARK SOULS」と「３Ｄ立体視　はじめました」の２本です。

　１本目は、クロが好きなゲイムの紹介ですね (笑)。トロとテレビさんはスタジオ（？）から、クロは現場

（ゲイム内）からの中継です。のっけから見事な死亡フラグを立てるクロに笑いましたｗ

　ダークソウルは、クロでなくとも基本死にまくりのゲイムだそうで。難易度がすごく高いのですよね。

その代わり、死に方にこだわりがあるらしく (笑)、死んでも笑っちゃうことの方が多いそうですｗどんな

ゲイムだ・・・。

　ここで再びクロパート。念願の新聞紙の剣を手に入れたと思ったら、巨大な赤リッキーが出てきてガメ

オベラ (笑)。赤リッキーの汎用性は異常ですね。ダークソウルの特徴は、計算し尽くされて配置された罠

や強敵なのですね。

　続いて巨大なスズキが登場ｗなるほど、ダークソウルでは高いところから落ちると死んでしまうのです

ね。テレビさんの「普通のゲイムでは落ちにくいように気をつけて作られているけど、ダークソウルでは

むしろ落ちやすいように気をつけて作られている」というコメントが秀逸ですｗ

　今回は篝火システムというのが新登場していて、ＨＰの回復や回復アイテムの補充などができる他、他

のプレイヤーの姿を少しだけハッキリ見られるという要素があるそうです。これは面白いですね！ひとり

でもみんなとプレイしているような一体感が得られそうな予感 (笑)。

　ラストはクロの死亡場面集でしたｗ

　２本目は、PlayViewによる３Ｄ立体視対応写真集の紹介。カズイさんは PlayView自体よく知らなかっ

たのですが、すごい技術なのですね。今までは攻略本の配信だけでしたが、今度は長澤まさみさんの写真

集が出るという宣伝でした。

　写真集をズームアップして見ることなんて普通ないですから、不思議な感覚でしょうね。しかも３Ｄ立

体視までｗここで裸眼立体視のコーナーがありました。

　そしてここで、まさかの本人が登場 (笑)。これは豪華なインタビューですね。３Ｄ撮影は２Ｄの撮影と

は全然違った苦労があるようで、面白かったです。最後にはインタビューとメイキングの動画までｗかな

り本気モードですね。

　おまけは、投稿コーナー 10 回目の発表でした。テレビさんがテレビから出ていたのは衝撃的でした

ｗこのコーナーは今回で最後なのですね。まあ最初から無理してる感が漂ってない感じがしましたから



ね・・・。

　最後は「純喫茶９８０円」です。こんなに暑いのに、暑い飲みもので乾杯している姿がなんだかかわいそ

うですｗさて次回予告は「ＳＣＥ新社屋を電撃訪問」と「魚たちに会いた～い」の２本です。ゲイム紹介が

ないのは久々かな？楽しみですね。



2011.09.10 第９７号「ＳＣＥ新社屋を電撃訪問」「魚たちに会いた～い」

　今週は「ＳＣＥ新社屋を電撃訪問」「魚たちに会いた～い」の２本です。

　１本目は、ＳＣＥの新社屋を訪問・・・なるほど、電プレとのコラボ企画だからこその電撃訪問なのです

ねｗいきなり警備員さんと追いかけごっこを楽しむとか、パネェです (笑)。

　今度は泥棒スタイルで侵入する２匹。机の脚にまでこだわったデザインなんて面白いですね。何はとも

あれ 10階の社員食堂を目指します。目的がハッキリしすぎですｗ

　ここでＳＩＲＥＮシリーズの生みの親である外山圭一郎さんを発見。写真をパチリ。その後上田文人さ

んとも遭遇。なんて素敵な食堂だ (笑)。そういえばこの２人の対談（？）が某サイトに載っていましたね。

　食事を終え、くつろいだあと２匹は最上階にある大きなホールへ。社内集会やプレス向けの体験会など

をするスペースだそうです。本当に広くて綺麗ですね。

　９階に来客用のフロアでは、西沢学さんがトルネフと一緒に仕事をしていました (笑)。トルネフの人形

かわいいですね。さらにかなりのお偉いさんである吉田修平さんまで登場ｗ「ここに立ってもらうのに承

認印が何個も必要なレベル」ってわかりやすい説明乙ですね (笑)。

　ついでにインタビューをすることになり、応接室に移動。ワールドワイド・スタジオプレジデントとい

う肩書きについて聞いてみると、ＳＣＥが作る全世界のソフトタイトルの制作を取りまとめる役割だそう

です。世界規模だからワールドワイドなのですね。

　吉田さんが関わったゲイムがいろいろ挙げられていましたが、それもこれも有名タイトルですごいで

す・・・こういう方の支えがあっていいゲイムはできるのだなぁと実感。

　続いて、ＰＳＰＶｉｔａの開発にも関わっているということでそちらの話も。Ｖｉｔａはクリエイター

の意見を多数取り入れて作られているハードなのですね。初期の段階からソフト開発者を集めて広く意見

を聞いたりしていたそうです。

　トロステについて尋ねてみると、ニッチな世界で満足するなという厳しいお言葉が (笑)。ああ、ニッチ

だというのはよくわかっていらっしゃるのですねｗ

　２本目は、リニューアルオープンしたばかりのサンシャイン水族館へ。珍しくトロが主導のニュースな

のですね。楽しみです。

　屋内エリアは海中のオアシスをイメージしているそうで、壁のデザインにもこだわりが感じられますね。

リニューアルしたことで、様々な海を水槽内に再現した環境展示や、魚や動物たちの生活が垣間見られる



生態展示が増えているそうな。

　２匹は目玉のひとつである館内最大の水槽サンシャインラグーンの前へ。これはすごい見応えがありま

すね。１日数回ダイバーによるパフォーマンスも行われるそうです。魚だけでなく人間も見所と (笑)。

　他、ラッコやマンボウを観賞し、もうひとつの目玉であるふわりうむへ。クラゲ専門のコーナーなので

すね。薄暗いなかで幻想的に光るクラゲが美しいです。

　２階の環境展示やおみやげコーナーを経て、再び屋外へ。ドーナツ型の水槽であるサンシャインアクア

リングの中を、アシカが泳いでいました。ペンギンが泳いでいる日もあるんですね (笑)。

　その後もいろいろまわりましたが、解説しているのはやっぱりクロで、全力で楽しむトロがかわいかっ

たです (笑)。クロ・・・焦って転ぶなと心配してみたり、意外といいところもありますよねｗ

　おまけは、トロのおみせが名古屋にやってくるというお知らせ。新しいグッズもあるんですね。トロの

グッズはどれもかわいくて使い勝手がよさそうなのがいいですね。

　最後はいつもの「純喫茶９８０円」。今回はどちらのニュースも見学だったため、疲れて眠くなっている

トロクロ (笑)。テレビさんがレモングラスでいれたハーブティを作ってくれました。そしてＰＳストアの

買い物応援キャンペーンのお知らせ。このキャンペーンは今までのキャンペーンの中でいちばんいい気が

しますね (笑)。さて、次回予告は「稲船敬二さんインタビュー」と「第３回お庭カードコンテスト結果発

表」です。どちらもストレートなタイトルですね (笑)。楽しみです。



2011.09.17 第９８号「稲船敬二さんインタビュー」「第３回お庭カードコンテスト結果

発表」

　今週は「稲船敬二さんインタビュー」と「第３回お庭カードコンテスト結果発表」の２本です。

　１本目は、カプコン退社後に株式会社 comcept と株式会社 intercept を立ち上げた稲船さんのインタ

ビューです。クロはひとりでこっそり来るつもりだったようですが、トロに見つかり追いつかれてしまい

ました。そのトロがクロの嘘を見破った理由が、「クロは嘘をつくと身体からビールみたいなにおいがす

る」ということで・・・さすがネコ、鼻は鋭い！？ (笑)

　稲船さんと会ってそうそう、土下座をするクロ。過去にぼっちＰが言った例の台詞を詫びていました。

よくわからないけど素直につきあうトロがかわいいですねｗ稲船さんは快く許してくれましたとさ。

　そして早速インタビュー開始。まずは、面白いゲイムを作る上で１番大切なことは？という問いに、ず

ばり「コンセプト」と答える稲船さん。最初にそのコンセプトを人に話した時、それは面白そうだと相手の

顔に出ていれば合格だそうな。

　続いて、ゲイムクリエイターになるために必要なことは？の問いには、「多様性を持つこと」というお答

え。興味の幅が広い人の方がいろんな方向性のゲイムを作れる、ということなのでしょうね。

　次は、何故会社を作ったのかという鋭い質問 (笑)。これには、「自分で考えたゲイムを自分で作りたかっ

た」という何ともストレートな答えが。やっぱり大きい会社だと、自分の思うとおりには行かないことも

多いのでしょうからね・・・。

　ここで、稲船さんが出した「矛盾があるからヒットは生まれる」という本を紹介。なるほど、奥深いタイ

トルですね。ゲイムに興味がない人にも読んでほしいと思って出版を決意したそうです。確かに日本では、

ゲイム好きな人の中ではクリエイターの地位はかなり高いですが、一般の人は娯楽の提供者くらいにしか

思っていないかもですねぇ。

　続いてクロが、トロとクロ、海外のゲイム市場で通用しそうなのはどっち？という自虐的な質問を (笑)。

ただこれには、ネコというキャラはどの国でも成功するし、海外では性格の強いキャラの方が売り出しや

すいということで、クロという回答が！ｗ稲船さん曰く「ピュアなキャラは売れにくいから、バカなくらい

がいい。だからクロ」・・・あれ？ (笑)さらに「飽きられやすいのもクロ」というトドメをｗ

　次は、クロのゲイム企画書を見せるターン。毎度のことですが、クロの絵は酷い (笑)。そして設定など

は由緒正しき中二テイストで、歪みがまったくありませんｗクロが書いたものを担当しているスタッフさ

んは本当にすごいですねｗ毎回別の意味で感動です・・・。

　最後に、ユーザーへのメッセージが。「期待に応えられるよう頑張ります」ということでした。サインに

描いたトロクロ、さすがに上手いですね！あと、プラチニャ会員には稲船さんの等身大ＰＯＰがプレゼン



トされました。・・・え？ｗこれはいらな (ry

　２本目は、第３回お庭カードコンテスト結果発表です。テーマが夏休みなだけあって、ヒマワリ、駅、肝

試しなネタが多かったですね。そんな中最優秀賞に輝いたものは、他のとネタかぶりもしていなかったし、

本当に綺麗な配置とトロの表情が見事でした。ちょっと他の写真より画質が悪いように感じたのがもった

いないですが (笑)。

　おまけは、100万ダウンロード記念キャンペーンのお知らせです。具体的には３つ。１つ目は半額でプ

ラチニャ会員を試せること、２つ目はこれまで有料でプラチニャ会員になったことがある人へのプレゼン

ト、３つ目はカプポンのレアアイテム出現率アップです。みャイルでできる妖怪劇場も対象なのが嬉しい

ですね。

　最後は「純喫茶９８０円」。テレビさんの「いらっしゃいませ、よくぞご無事で」に笑いました (笑)。ど

んなあいさつだｗ今回は懐かしのコーヒー牛乳で乾杯です。この純喫茶は何でもありますねｗさて、次回

予告は「ＩＣＯ／ワンダと巨像」と「ご当地ヒーローまたもや参上」の２本です。上田さん出るかな？楽し

みです。



2011.09.24 第９９号「ＩＣＯ／ワンダと巨像」「ご当地ヒーローまたもや参上」

　今週は「ＩＣＯ／ワンダと巨像」と「ご当地ヒーローまたもや参上」の２本です。

　１本目は、ＨＤになって帰ってきたＩＣＯ／ワンダと巨像の紹介です。いやぁ、より美しい画面ででき

るなんて、感激ですね。トリコがまだまだ時間かかりそうなので、繋ぎにはちょうどいい感じです (笑)。

　さて、一応内容に沿って紹介。まずＩＣＯですが、もともときれいなグラフィックではあったのですが、

ＨＤになってよりきれいになっています。

　ストーリーは、頭にツノの生えた少年・イコが、村の習わしで霧の城に幽閉されてしまうところから始ま

ります。その後偶然自由に歩き回れるようになったイコは、檻の中の少女・ヨルダを発見。檻から出して

あげて、ふたりで城を脱出するために頑張るのでした。

　移動の際にはヨルダの手を引いて走る！というのが、このゲイムの醍醐味ですよね。中には、走るとヨ

ルダが痛そうだから常に歩くといった猛者もいるようですが (笑)。

　あと、城内では時折ヨルダを狙う黒い影が出ます。基本的に戦闘はその影とだけで、回数もそんなに多

くはないです。どちらかというと脱出要素に力を入れている感じ。初めてやる人には、結構解きごたえが

あるのではないかと思います。

　続いてワンダと巨像の紹介。クロがダンボールアグロに乗っていて笑いました (笑)。もうちょっと上手

く作れそうなんですけどね・・・ｗトロの「アグロさんってもっとかっこいい・・・」には頷くしかないで

す。

　こちらのストーリーは、大切な人の魂を呼び戻すため、青年・ワンダは禁断の地に足を踏み入れ、謎の

声・ドルミンに従い巨像を倒していくのです。巨像にはそれぞれ弱点があり、そこを剣で刺すと倒すこと

ができます。

　このゲイムはやはり、ワンダを振り落とそうとする巨像と、ワンダの握力の戦いが熱いですね (笑)。ずっ

と掴まりっぱなしというわけにもいかないので、巨像の動きがおとなしい時にはある程度力を抜くといっ

た駆け引きが必要です。

　紹介が終わり、クロが最後にワンダの世界に行って、ぼっちＰにお仕置きを受けて終了というオチでし

たｗ何故ニャバターまでそっちの世界に (笑)。

　２本目は、久しぶりのご当地ヒーロー紹介ですね。今回は静岡のからくり侍セッシャー１。テーマ曲が

(笑)。設定は、主君を守るために作られた最強の護衛マシーン。江戸時代の古文書を参考に作られたそうで

す (笑)。



　クロが語るセッシャー１の魅力その１。生みの親の穴久博士は独特なキャラクター。とにかくカッコイ

イことが大好きなんですね (笑)。カッコイイところが見たいがために敵を作り出すとはｗあと江戸静岡説

は熱いですね。きちんと静岡が舞台である理由を用意してあるのは素晴らしいです。

　その２。ヒーローものなのに人間ドラマがリアル。セッシャー１の悩み・・・敵が見つからないこと。お

いっ！ (笑)そのせいで、自分が存在する意味がないことに悩むなんて・・・切なすぎますｗしかもトイレ

に立てこもるとか (笑)。それで存在意義を感じるのは何か違う気が・・・。

　ヒーローものなので、ちゃんと敵もいて、スプラッシュ星人というのですが、そちらも悩んでいるそうで

す。スプラッシュ星ではミニスカをはくのは普通なのに、姿や仕草から「おかまの人」と言われてしまうの

だそうです。あれ、これって大真面目に作っているんですよね？ (笑)

　魅力その３。町の人が完全協力。ああ、これは大事ですね。町内の人がオリジナル技で戦闘に参加する

なんて (笑)。あと、リアルで駅南銀座に行けば、出演したお店や人に会えるといったところも、視聴者に

とっては魅力でしょうね。休みの日にはセッシャー１がぶらぶらしていることもあるそうです (笑)。

　おまけは、トロの新作グッズ紹介。ステレオイヤホンとコードクリップです。どちらもかわいいです

ね。あと今回は、その製作過程まで紹介。これは面白いです。どちらも手作業の部分がかなり多いんです

ね・・・。

　最後は「純喫茶９８０円」。登場早々に、春夏のアニメが終わってしまったことを嘆くクロｗさすがです。

テレビさんがさらっと駄ネコって言いましたね (笑)。さて、次回予告は「フォトカノ」と「すこしふしぎな

博物館」の２本です。前者はクロ回になりそうな予感がしますねｗ楽しみです。



2011.10.02 第１００号「フォトカノ」「すこしふしぎな博物館」

　今週は「フォトカノ」と「すこしふしぎな博物館」の２本です。

　１本目はフォトカノの紹介です。いきなり芸術の秋に目覚め、写真を撮り始めるクロ。お目当てはもち

ろん、カメラで女の子を撮影する恋愛シミュレーションゲイム (笑)。自走式ダンボールとプロローグの流

されっぷりに笑いましたｗ

　ヒロインのひとりは、幼なじみだけど今は距離ができてしまった学園のアイドル・新見遙佳。そして運動

神経抜群のソフトボール部のピッチャー・間咲ののか。メガネ生徒会長の室戸亜岐。フォト部の実原氷里。

天然な料理研究会の柚ノ木梨菜。新体操部の早倉舞衣。いろんな属性の女の子がそろっていますね (笑)。

　なかでもクロのおすすめは、恋愛対象にはならずに、たまにしか写真を撮れないけれど、主人公の妹だそ

うですｗさすがクロ・・・。連続うさピースに笑いました。

　女の子たちはいきなり写真を撮ると逃げられてしまうので、まずはバイオリズムマッチング会話という

システムで仲良くなる必要があるそうです。なるほど、恋愛ゲイムに写真を撮るというエッセンスをくわ

えているのですね。

　好感度が高いと下校時にイベントが発生し、ヒロインと一緒に帰ることができるそうです。ただし会話

が盛り上がらないと逆効果とか (笑)。

　そして、ゲイム開始早々にフォト部に入るか写真部に入るかという選択肢があり、どちらを選ぶかによっ

てストーリーが大きく分岐。６人の各キャラに２つずつエンディングがあるそうですよ。それも面白いで

すね。

　そういえばフォトカノって発売日が延びたんですっけ。最後のまとめ方がちょっと強引でしたね (笑)。

　２本目は、藤子・Ｆ・不二雄先生ミュージアムを突撃取材！玄関からドラえもんたちがお出迎え。本当に

ファンにはたまらない空間でしょうね。

　１階の常設展示では、漫画原稿やカラー原稿を見ることができるそうです。展示台にはなんと引き出し

がついていて、各作品に関係のあるグッズが入っているのだとか。見る側も干渉できる仕掛けが面白いで

すね。

　「漫画ができるまで」というコーナーでは、特殊な技術を使って漫画の描き方を教えてくれるそうです。

映像なんですかね？特殊な技術というのが気になりますｗ

　そして廊下には、Ｆ先生の作品年表などが見られる「ヒストリーロード」が。結構な作品数があるだけに



年表が長いですね。他、愛用パイプとアイディアノート、手塚治虫さんが書いたファンレターの返事など、

貴重な品々が展示されているそうです。

　さらには、Ｆ先生の仕事部屋を再現した部屋があり、その上には実際にＦ先生が持っていた資料本がた

くさん！これはいろいろ見てみたいなぁと思いました。

　２階では、企画展示が行われているそうで、今は「第１話」といういろんな作品の１話目を展示している

ようです。原画なのでホワイトのあとなども全部見えちゃうんですね。どこにこだわっていたのかなどが

わかって面白いです。

　外には、きれいなジャイアンが出てくるきこりの泉まであるんですね (笑)。きれいなジャイアンのきれ

いな瞳は本当に怖いですｗ　さらには、Ｆ先生が娘さんや家族のために描いた作品を展示している「先生

のにちようび」コーナー、子どもたちが遊べる広場や漫画コーナー、そして短編オリジナルアニメーション

を上映する「Ｆシアター」など、本当に盛り沢山。

　３階には作品をあしらったものを食べられるカフェまであるなんて、本当に至れり尽くせりでびっくり

ですｗ暗記パンいいですね (笑)。さらに３階には見えない屋上の広い空間には、どこでもドアやドラえも

んの空き地にある土管があるのですね。

　最後はおみやげコーナーでフィニッシュ。これは見所だらけで疲れそうですが (笑)、ぜひいつか行って

みたいものです。

　おまけは、100回記念のご挨拶。２年かけて 100回ですか。うさぎさんたちもお疲れさまでした。そし

て最後に「純喫茶９８０円」。駄ネコからの自演手紙に笑いましたｗさて次回予告は「エースコンバット　

アサルト・ホライゾン」と「ご当地グルメすぺしゃる」の２本です。ご当地グルメがメインに来るのは久々

ですね。楽しみです。



2011.10.08 第１０１号「エースコンバット　アサルト・ホライゾン」「ご当地グルメすぺ

しゃる」

　今週は「エースコンバット　アサルト・ホライゾン」と「ご当地グルメすぺしゃる」の２本です。

　１本目はエースコンバットの最新作の紹介です。冒頭からいきなり内容紹介ですね (笑)。画像が相変わ

らずすごくリアルできれい。そんな世界にネコ２匹って・・・あれ？ (笑)

　クロが普通に空を飛んでいて笑いました。整備員（トロ）のさりげないミスに振り回されるところがか

わいいですねｗ危ないところでこのゲイムの主人公ビショップに助けられました。

　今回のエースコンバットでは、敵の背後をとってＬ２とＲ２を押すとドッグファイト・モード（通称ＤＦ

Ｍ）に突入するそうです。特殊なカメラワークとハイスピードな演出で映画のように迫力のある攻防が楽

しめるのだとか。

　あとは地上部隊などに空対地攻撃を仕掛けるエアストライク・モード（通称ＡＳＭ）もあるそうで、対空

砲火の中を低空飛行で地上を制圧していくらしいです。熱いですね (笑)。こちらは突入地点の傍でＬ２Ｒ

２ですって。

　このあとクロが機体の説明をいろいろしてくれましたが、カズイさんもトロと同じでちんぷんかんぷん

でしたｗプレイ予定の人は見ておくとプレイが楽になるかもしれませんね。

　そして最大 16人で遊べるオンラインマルチプレイモードの紹介。戦闘機だけでなく、攻撃機、攻撃ヘリ、

爆撃機で出撃できるので、苦手な人でも大丈夫・・・らしいですが、多分あまり役には立たないでしょうね

(笑)。そんな気がします・・・。

　２本目はご当地グルメ総集編ということで、これまで紹介した中から思い出のグルメを振り返るそうで

す。誰にとっての思い出なんでしょうｗ・・・やっぱり月面基地の人たちにとって、なのかな。ベスト１０

形式の紹介のようです。

　 10位は、愛知の「小倉抹茶スパ」。１回目に登場した緑色のパスタですね (笑)。９位は熊本の「阿蘇ハ

ヤシライス」。これは普通においしそう。８位は山梨の「甲府鳥もつ煮」。2010年のＢ－１グランプリで優

勝したグルメだそうで。それよりも前に紹介しているのだから、ほんと見る目はあると思います (笑)。

　続いて７位は岡山の「日生カキオコ」。名前を見ても写真を見ても、内容物がわからない代物ですｗああ、

牡蠣がたっぷり入ったお好み焼きのことですか。６位は奈良の「逆きつねうどん」。このインパクトはなか

なか超えられないですね (笑)。アイディアが素晴らしいです。

　５位は埼玉の「雪くま」と鹿児島の「白熊」。どちらも似たようなものですが、地元では長く愛されてい



るグルメなんですよね。４位はきんし丼。これも見た目のインパクトがすごいですね。卵焼きでかっ (笑)。

３位は徳島の「鳴ちゅる」。名前のかわいさは随一かも (笑)。トロもやはり名前で選んだのかｗちくわが目

を引きます。

　２位は、「ワンプレートディッシュのみなさん」というくくりで４つが選ばれたそうです。相変わらず適

当ですねｗ１つめは北海道の「エスカロップ」。これは食べてみたいですね、おいしそう。そして石川の

「ハントンライス」。これも (ry　こうしてみると確かにワンプレートものはおいしそうなのが多いです。続

いて福井の「ボルガライス」と長崎の「トルコライス」。どれもおいしそう！

　１位はクロのプッシュがあったということで、岩手の「わんこそば」に決定！あらら、もとから知名度の

あるものを１位にしたのですか (笑)。ちょっと意外でした。クロ自身が 100杯食べた思い出のグルメだそ

うですｗグルメネタはそのうちまたやりそうですね。

　今回おまけはなしで「純喫茶９８０円」へ。いきなり乾杯から入る珍しいパターンですね (笑)。と思っ

たら似たようなことをテレビさんがつっこんでいて笑いましたｗテレビさんはやっぱりテレビさんがいい

と思います。さて次回予告は「アークザラッド２本立て」と「アニメ監督のお仕事」の２本です。前者は

アーカイブスの紹介ですね。アニメ監督ってまだやったことなかったですっけ。結構登場している監督さ

んが多いので気づきませんでした (笑)。次回も楽しみです。



2011.10.15 第１０２号「アークザラッド２本立て」「アニメ監督のお仕事」

　今週は「アークザラッド２本立て」と「アニメ監督のお仕事」の２本です。

　１本目は、アーカイブスの中からアークザラッドとアークザラッド２を紹介。クロのおすすめなんです

ね。アークザラッドは１のセーブデータを２に引き継げるので、続けてプレイするのがおすすめです。１

はすごく短いんですけどねｗ

　ただ、アーカイブスでは、１がＰＳＰとＰＳ３両対応なのに対し、２はＰＳＰのみの対応だそうです。そ

のため最初からＰＳＰでやったほうがコンバートが楽そうですね。

　ストーリーを簡単に説明すると、正義感の強い少年アークと、名門ワイト家の娘ククルを中心に、精霊に

導かれた仲間たちと共に七勇者の伝説と運命の波に飲み込まれていく・・・という感じだそうな（クロ談）。

　さて、トロに１をやらせておいて、クロは２の紹介へ (笑)。ここでゲストのスズキが登場。ネタバレ話

をしてもいいかという斬新な選択肢がｗまあカズイさんはプレイ済みですし、実はアニメまで見ているの

で (笑)、なんの問題もなし。ということでネタバレで話を聞くことにしました。

　トロとスズキが思い出話をしている横から、トロの声が聞こえてくるのが楽しいですねｗ２の主人公は

アークではなく、ハンターのエルク。いろんな依頼を請け負って片付けていくのが仕事です。

　そんな依頼の中で、ヒロインのリーザと出会い、リーザのモンスターを仲間にできる力で仲間を増やし

ていくのですね。クロのモンスター図鑑がカオスで笑いました (笑)。ＨＰ 53億ってｗ一方スズキは、デス

クリムゾンが気になります (笑)。

　２では、戦闘をすると装備しているアイテムもレベルアップするんですね。なかなか面白い仕様です。

最後はクロとスズキで思い出を語りつつ、２をプレイして終了。あれ、トロは放置？ (笑)

　２本目はアニメ監督の佐藤順一さんにインタビュー。「たまゆら～hitotose～」の舞台にふたりが潜入し、

話を聞きました。代表作はセーラームーンにどれみ、ケロロ軍曹など、有名作品ばかり！すごいですね。

　まずはアニメ監督がどんな仕事なのかを質問。どこまで決まっている段階で話が来るかによるそうです

が、大体はライターやデザイナーを集めることから始めるそうです。人選からすでに監督の腕の見せ所な

のですね。

　アニメは何人くらいで作るのかという質問では、少ないプロジェクトでも百人以上、多い時は数百人にな

るそうです。その大勢の人たちを束ねるにあたって、大切なのは同じ世界観を共有することなのだそうな。

　アニメの制作中は何をしているのかという問いには、シナリオやキャラができたらそのチェック、あと絵



コンテはチェックだけでなく自分でも描くそうです。忙しい時は２日くらい徹夜とかあるんですって (笑)。

　続いて「たまゆら」についても質問。もともとはＯＶＡだったのを、今はテレビでやっているんですね。

内容的にはほのぼの日常系っぽいようで。やはり今の流行なんですね。

　なぜ「たまゆら」を作ろうと思ったのかという問いに、「ARIA」のことを挙げ、もっとそういう作品が見

たいという意見をたくさんもらったので、新しい癒し系アニメとして「たまゆら」の原案を考えたそうで

す。

　物語の舞台となっている竹原は実際にある町なのですね。また聖地巡りとかありそうな感じ (笑)。にし

てもＯＰ曲が豪華ですね！真綾さんが作詞でユーミンが作曲ですかｗこれだけでも聴きたいです。

　そして最後にクロから、どうすればアニメ監督になれるのかという禁断の質問がｗ監督曰く「現場でしっ

かり苦労をすること」だそうです。監督になるルートは決まっていないんですって。ちなみに佐藤監督は

演出から入ったそうな。クロ涙目ｗ

　最後は「たまゆら」のＰＶを見て終わりでした。なかなか雰囲気のいいアニメですね。機会があれば見

てみようと思います。

　今回おまけはなしで「純喫茶９８０円」へ。２枠ともクロ好みな題材だったため、クロのテンションが

高いですね (笑)。そんなクロが落ちつくように、ラベンダーティーで乾杯。さて、次回予告は「FINAL

FANTASY 零式」と「北国の船たち」の２本です。楽しみですね。



2011.10.23 第１０３号「FINAL FANTASY 零式」「北国の船たち」

　今週は「FINAL FANTASY 零式」と「北国の船たち」の２本です。

　１本目はＦＦの新シリーズですね。シリーズものと言っても、ちょっと違った雰囲気に見えますね。ま

ずはストーリー紹介から。

　東方国家群オリエンスという国家には４つのクリスタルがあり、それぞれのクリスタルのもとに国があっ

たそうです。朱雀クリスタルを擁する朱雀領ルブルム、白虎クリスタルを擁するミリテス皇国、玄武クリ

スタルを擁するロリカ同盟、蒼龍クリスタルを擁するコンコルディア王国。

　そして各国にはペリシティリウムというクリスタルを管理する組織があるそうで・・・またいろいろと

ややこしそうですねｗ今回の主人公は、ペリシティリウム朱雀に所属してるそうで、お隣の白虎が攻めて

きたので対抗するんですね。

　はい、ここまでがトロのための予習 (笑)。ここから先がトロステ的に本編だそうですｗちなみに零式は

「れいしき」と読むのだそうで。ぜろしきじゃないのですね。

　続いてキャラ紹介。主人公の所属するペリシティリウム朱雀の中の０組のメンバーですね。仲間は 10人

以上いるそうです。詳しくは公式サイトでもご覧くださいｗ

　次は戦闘の説明。戦闘に出られるのは３人まで。Ｒボタンでロックオンしつつ、△ボタンで通常攻撃が

基本。普通にアクションゲイムなのですね。操作キャラはいつでも替えられるようです。

　もちろん通常攻撃だけでなく、敵が隙を見せた瞬間に攻撃すると大ダメージを与えられるそうな（敵が隙

を見せた瞬間は、ロックオンしたマークの色でわかる）。逆に言えば、隙を見せない敵がいたら駄目だし、

敵が隙を見せるまで待つ必要があるってことですねｗ

　倒した敵からはファントマと呼ばれるものが出るので、それを回収しておくとあとでいいことがあるそ

うです。改造や強化かな？もちろん魔法もあるそうで、今回は属性だけでなく系統もいろいろあるみたい

ですね。

　あと、敵が集団で出てくる際には司令官になっているキャラがおり、そいつを先に倒せば部下が降参し

て逃げていくそうです。ああ、そういうのは楽でいいですね。もちろん司令官は他の部下よりも強いわけ

ですが。

　さらに、今作では召喚獣の代わりに、軍神というのを召喚できるそうで。まあ中にはシリーズおなじみ

の召喚獣もいるみたいなんですが (笑)。軍神を召喚すると、その時使っていたキャラはその戦闘中ではも

う使えなくなるそうです。結構シビアですね。



　最後のオチはやっぱりクロでした (笑)。

　２本目は「みちのく北方漁船博物館」の紹介です。青森市にあるのですね。まずは外にあるヴァイキン

グ船を見物。これは本当に大きいです。他にも外には木製ヨットや台湾のパイプ船など、大型の船が置い

てあるようですね。

　博物館といっても、部屋を回っていく形式ではなく、体育館のように大きな空間にたくさん陳列してい

る見せ物市みたいな感じですね (笑)。

　黒いベネチアのゴンドラは、内装までかなりきれいです。その隣には、バリ島で使われているジュクンと

いう、顔のついたかわいい船が。アウトリガーカヌーというそうです。サメかと思ったら象がモチーフな

のですって。

　続いて、ベトナムで使われている猟師が使うザル舟を紹介。これでもちゃんと浮くんですよね・・・不思

議な感じがします (笑)。ザルの上からいろいろ混ぜたものを塗ってコーティングしているそうです。

　続いてイカ釣り漁船。今では珍しい大型の木造船だそうな。たくさん電球をぶら下げて、イカを集めて

いるのですね。船の他にもいろんな道具が飾ってあるようです。

　建物の２階には、東北地方と北海道から集められた昔ながらの木造漁船がずらり。もともとこの博物館

は、伝統ある木造漁船を保存しようという目的で作られたそうです。国の重要有形民俗文化財の指定を受

けているコレクションもあるんですね。67隻が全部並んでいる姿は確かに圧巻です。

　他にもいろいろあるようですが、紹介しきれないので、最後に再び外へ。マカオで建造されたジャンク

船に、実際に乗り込めるそうです。これはちょっと楽しそうですね。

　今回おまけはなしで「純喫茶９８０円」へ。クロがＢＤマイスター認定スペシャルサイトの第５シーズン

が始まったことを紹介。こういうのこそ小枠のおまけでやってほしいですがｗ 10月のスペシャル検定の対

戦相手がクロなのだそうですよ。そんなクロのリクエストで、今日はビール (笑)。さて、次回予告は「ア

イドルマスター２」と「川の流れに身を任せ」の２本です。クロ枠か (笑)。楽しみですね。



2011.10.30 第１０４号「アイドルマスター２」「川の流れに身を任せ」

　今週は「アイドルマスター２」と「川の流れに身を任せ」の２本です。

　１本目はアイドルマスター２の紹介ということで、トロステも気合いが入ってますね (笑)。特にクロＰ

ｗ９人の中から３人選んでユニットを組むので、クロが選んだのは菊地真・星井美希・萩原雪歩の３人。ス

トーリーの目的は、アイドルアカデミー大賞を受賞することなのですね。

　ところが早々に星井さんが離脱。クロデューサー (笑)はメンバー補充を考えますが、突如現れたピエー

ルに驚いて、犬嫌いの萩原さんも逃げてしまいましたｗ紹介の犬嫌いはフラグだったのですね。

　そして今度はトロデューサーパート。こちらは高槻やよい・四条貴音・双海真美の３人。優柔不断なトロ

は、アイドルたちの言葉に惑わされまくり (笑)。Ｐの仕事は、レッスンをして能力を上げたり、オーディ

ションやライブをしてファンを増やしたり、営業で活動資金を蓄えること。

　ところが、トロは結局何もかもアイドルたちにお任せｗあまりに任せすぎて、リーダーに指名した高槻

さんが倒れる始末。トロよ・・・もうちょっと頑張れ・・・ｗ

　仕方がないので今度は２匹がかりで挑戦！天海春香・如月千早・我那覇響の３人をプロデュース。デ

ビュー曲や衣装など、かなり細かく決められるんですね。あと、アイドル同士で仲の良さなどがあること

も、クロの台詞からわかりましたｗ

　なんかラストはしんみりする感じに仕上げてあって、結構珍しかったです。多分不評が出ないようにク

ロ面は控えめにしたのでしょうね (笑)。

　２本目は、東京の川を巡るツアーの紹介です。道路の始まりである日本橋の下かたスタートするのです

ね。乗客 10名の小さな舟ですが、電気で走る最新型だそうですよ。

　コースは、日本橋川から隅田川に出て、ちょっと上流にある小名木川へ向かうそうです。どうしてそこ

に行くのかは、あとのお楽しみとのこと。

　進んでいくと、頭の上に首都高速が見えます。高速道路を造った当時、この辺りはすでに建物でいっぱ

いで、川の上くらいしか造るスペースがなかったそうです。他にも橋の下をくぐったり、白サギと鵜を見

かけたりしながら進んでいき、最後に見えるのはスカイツリー！なるほど、川の上から見られる絶景ポイ

ントなのですね。

　しかしながら、ここが最大の見所ではないらしい？小名木川に入ってどんどん上流に進み、水門を抜け

て、最後に着いたのは扇橋閘門。水位の違う川を安全に移動するための装置ですね。これは確かに楽しそ

う。



　あと、十字に橋が架かっているクローバー橋もなかなかに珍しいと思います。いろんな橋を見られるの

も魅力なのですね。これは江戸東京再発見コンソーシアムというところが不定期でいろんなコースで開催

しているそうです。

　今回もおまけはなしで「純喫茶９８０円」へ。今回はミニコーナーみたいな感じですね。トロステへの

質問にいくつか答えていました。そして今回もビール (笑)。もう毎回ビールでいいですよね・・・。次回

予告は「アンチャーテッド　－砂漠に眠るアトランティス－」と「俺の屍を越えてゆけ」の２本です。２本

ともゲイム紹介というのは珍しい気がしますが、どちらも楽しみです！



2011.11.05 第１０５号「アンチャーテッド　－砂漠に眠るアトランティス－」「俺の屍を

越えてゆけ」

　今週は「アンチャーテッド　－砂漠に眠るアトランティス－」と「俺の屍を越えてゆけ」の２本です。

　１本目はアンチャの最新作の紹介です。クロのＢ級ノリがはまりすぎてて笑いました (笑)。でも本当に

そんな感じですよね、吹き替えの声優さんが上手すぎて最高なイメージがありますｗ今回はサブタイトル

からもわかるとおり、砂漠が舞台のようです。画面がすでに暑そう・・・。

　ここで主人公のネイサンと遭遇。普段は冴えない男というのが特徴なのですね。今回は砂漠のアトラン

ティスに行くわけですが、衛星写真でその場所が特定できたというのが、とてもイマドキで面白いなと思

いました (笑)。おなじみのキャラはもちろん登場、人間ドラマも見所ですね。

　ところで謎の組織のマダムボス、キャサリン・マーロウの声は夏木マリさんなのですね。キャラの雰囲気

と合いすぎてて、声を聞かなくても面白いんですが (笑)。配役した人さすがですｗ

　今回はマルチプレイもパワーアップしてるんですね。対戦プレイ用のモードだけで６つ、協力プレイ用

のモードも３つと充実しています。このゲイムはほんと、うまくできたら楽しいのだろうなぁと思うので

すが、トロよりとろいカズイさんにはとても無理でありましたｗイージーのイージーくらいのモードが欲

しいです・・・。オートロックオン付きとか！ (笑)

　そして最後は、ＰＳＰＶｉｔａで出る「アンチャーテッド　地図なき冒険の始まり」も紹介。ほほう、携

帯機でも出るんですか。小さい画面でどのように処理するのかはちょっと気になりますね。ネイサンが駆

け出しだった頃の物語だそうです。

　２本目は俺屍リメイク版の紹介。リメイクと言っても、かなり追加要素もあるようで。冒頭からクロと

リッキーで作品紹介。朱点童子は本当にキモいキャラデザインがいつ見ても秀逸です (笑)。そして何故か

お輪の子供役で登場のトロｗトロは２つの呪いを受けてしまうんですね。

　早速トロによる井上家の戦いがスタート。まずはサポート役であるイツ花が登場。説明しようとします

が、駆けつけたクロにその役目を奪われてしまいますｗクロも好きそうですもんね、俺屍。

　まず、トロが受けた呪いのうち１つは、寿命が約２年しかないということ。そのため、１代だけでラスボ

スを倒すのは無理なので、子に技や力を受け継いでいって最後に倒すのが、世代交代ＲＰＧというジャン

ル名が着いているゆえんなのですね。

　本来の説明役である黄川人を登場させないために、張り切るクロ (笑)。トロと一緒にマップへ。マップ

に出ている間はどんどん時間が進み、８ヶ月経つと元服できるようになるそうです。元服すると子孫を残

せるようになるのですね。ここでもう１つの呪いの紹介。実は人間との間には子供を作れないのです。そ



こで「交神の儀」をして神様の子を授かるわけですね。本当によく考えられています。

　そして２ヶ月後、トロのもとにやってきたのはモヒカントロでした (笑)。これはひどいｗ子供には名前

と職業を与えることができます。トロは納豆巻と名付けました。トロらしいですね・・・。このようにどん

どん一族を増やしていった井上家ですが、とうとうトロが死ぬ日が・・・わかっていても切ないものです

よ・・・。

　さて、今回もおまけなしで「純喫茶９８０円」へ。久々にぼっちＰの登場です。そして早々に次回予告

(笑)。来週は「２周年企画　みんなで振り返る週トロ２４ヶ月」だそうで。大枠１本なのですね。ぼっちＰ

の近況だけで乾杯もなく終わりましたｗ来週も楽しみです。



2011.11.12 第１０６号「２周年企画　みんなで振り返る週トロ２４ヶ月」

　今週は「２周年企画　みんなで振り返る週トロ２４ヶ月」の１本です。

　って、１本かと思ったら大枠２本に小枠が６本もあるんですねｗ順番に見ていきたいと思います。

　まず１本目は、２周年に至るまでの２４ヶ月の軌跡を振り返る前編。開始早々寝ようとするクロｗ相変

わらずすぎる・・・。そしていきなりテレビさんとぼっちＰに進行をバトンタッチ。なるほど、１本ずつ内

容を振り返っていくんですね。なかなか手間のかかる企画だｗ

　ここでは印象に残っていた回だけさらりと。やはりテレビさんの地デジ化回がよかったですねー。ベタ

なオチではあるのですが、結構普通に感動しました (笑)。２０１０年の４月分までを紹介。

　ここでトロクロに進行を戻したら、ビールを飲んで頭にネクタイがｗくつろぎすぎだ (笑)。さらに進行

はスズキとリッキーにバトンタッチ。みんなコンビで紹介していくようですね。

　スズキといえばはやぶさ回。トロステとしても出来がよくて、とても感動しました。トロの純粋な気持

ちが前面に出ていてよかったですね。あとはムーブ回で、トロクロがモーブで楽しそうに遊んでいたのが

印象的でしたｗ２０１０年１０月分までを紹介。

　ここで再び画面が戻ると、ダンボール戦機的に遊んでいるトロクロ。満月ちゃんも怒りたくなるわけで

すよｗ前半はここまでです。

　２本目は後半。頭からニャバターも参加して記念撮影が行われました。そのあとはジュンとピエールに

バトンタッチ。

　この辺りからクロの懺悔コーナーが始まったのですねｗ今はネタがないのでまたそのうち・・・とのこ

と。あとはご当地ヒーロー回もなかなか印象的でした。ご当地ものは絶対に地元の人がいる分受けがいい

のかもですね。そして忘れちゃいけないエルシャダイ (笑)。ネット上の流行語大賞があったら間違いなく

上位ですねｗ２０１１年４月分までを紹介。

　ここからは、トロクロが月面から紹介。「デアルカ」だけがやたらと印象に残りましたねｗ最近のニュー

スはさすがに結構覚えています。２０１１年１１月の１回分まで紹介を終えたあとは、地球に戻って再び

ニャバターと合流。最後はトロとふたりで手を繋いで終了。

　小枠はそれぞれのキャラと写真撮影のようですね。予告はどこかに入っているのかな？・・・と思った

ら、ぼっちＰの回は写真撮影じゃなくて次回予告なのですね (笑)。次週は「二ノ国　白き聖灰の王女」と

「黒猫に釘」の２本です。２本目やばそうｗ楽しみです。





2011.11.12 週トロ写真館

　これまで何度か撮った写真をＰＳ３から移してきたので、ここで１度まとめておこうと思います。以下、

写真を貼りまくるので少々重いです。

　ちなみにカズイさんは、撮れと言われたときにはおとなしく撮っています (笑)。









　２周年記念の写真は、全部ポーズお任せで撮りました。意外と偏らなかったです (笑)。



2011.11.19 第１０７号「二ノ国　白き聖灰の王女」「黒猫に釘」

　今週は「二ノ国　白き聖灰の王女」と「黒猫に釘」の２本です。

　１本目は二ノ国のＰＳ３版。ちなみにカズイさんはＤＳ版の方はやりました。ＰＳ３版はアニメの中を

旅する感がさらにアップしていますよね。よくここまでつくったなぁと思います。

　主人公は 13歳の少年・オリバー。母親を事故で亡くしたオリバーの前にナミダの妖精であるシズクが現

れ、オリバーを二ノ国へと誘います。二ノ国にいる闇の魔導師・ジャボーを倒せば、母親を助けられるかも

しれない、と・・・。というのが導入部分。

　ＤＳ版では本当に本が付属していましたが、ＰＳ３版ではさすがに付属はしておらず、ゲイム内で見ら

れるようですね。抜けているページもあるようで、それを集めるのも重要なポイントだとか。

　さて、ここからはクロとリッキーが漫才で戦闘紹介ｗ「脂肪と筋肉のあやふや境界線」というコピーが面

白すぎます (笑)。戦闘は、人間キャラとイマージェン（ようするにポケモンみたいなものｗ）で一緒に戦

います。基本的にはコマンド選択ですが、キャラは自由に動くことができるということで、ＤＳ版とは違

いがあるようですね。（ＤＳ版は２画面を生かした戦闘でした）

　イマージェンへの命令は自由にできますが、ずっと戦っていると疲れがたまってしばらく動けなくなるよ

うです。そうなる前に交代するのがいいのですね。実は今作では、ＨＰとＭＰはイマージェンもオリバー

も共通とのこと。なるほど、イマージェンを犠牲にして戦うといったことができないのですね (笑)。

　ゲイムの紹介はここまででしたが、うーん、なんかいまいち伝わってこなかった感じがｗちょっともっ

たいなかったですね。ＰＳ３版はＤＳ版とは若干ストーリーが違うという話ですが、もっとどこが違うの

かを教えて欲しかったです。

　２本目は「とらドラ！」の Blu-rayBOXの情報がいよいよ公開ということで、完全なるクロ回ですねｗ一

瞬見なくてもいいかな、と思ってしまった (笑)。

　発売日は 12月 21日。いろんな特典がつくのですね。生の釘宮さんを見て興奮しまくるクロｗ中の人を

ちゃんと見たのは初めてかも。

　そして我慢できなくなったクロはガチで殴り込み (笑)。ご本人に抱きついている絵面が結構すごいです

ｗ喜びで宇宙に飛び出しすぎる (笑)。クロの怪しい電波を受信したテレビさんに言われ、急いで現場に駆

けつけたトロ。なし崩し的にインタビューをすることにｗ

　とらドラ！の主人公を演じている間島さんと釘宮さんにインタビュー開始。２人ともとらドラ！には思

い入れがあるということで、ＢＤ化を喜んでいらっしゃるんですね。いやはや、クロの念願が叶ってよかっ



たですね。

　最後のＢＤ化までの軌跡が笑えましたｗクロは無駄に頑張りましたよね・・・。

　おまけはなしで「純喫茶９８０円」へ。珍しくトロとジュンというコンビで登場。出番が少ないと直談

判するジュン (笑)。多分わがままだから使いどころが難しいんですよねｗさて次回予告は「セブンスドラ

ゴン２０２０」と「空飛ぶあの子と遊ぼう」の２本です。後者が気になりますね。トロが探してきたニュー

スということで、楽しみです。



2011.11.27 第１０８号「セブンスドラゴン２０２０」「空飛ぶあの子と遊ぼう」

　今週は「セブンスドラゴン２０２０」と「空飛ぶあの子と遊ぼう」の２本です。

　１本目はセブンスドラゴンの新作です。ゲイム紹介のために渋谷へと向かう２匹。しかしただの渋谷で

はなく、物語の舞台となっている２０２０年の渋谷に行ってしまいました (笑)。なんだかおどろおどろし

いですね・・・。フロワロという花に浸食され、人が住めなくなったので、みんな東京都庁に避難している

とのこと。

　そんな東京を救うため、ドラゴンに対抗できる政府特殊機関ムラクモが動きます。プレイヤーはこのム

ラクモとしてドラゴンたちと戦うのですね。キャラは自由にカスタマイズできるそうです。ああ、イラス

トは２等身ではないけれど、実際に動かすキャラは以前同様２等身なんですねｗ

　キャラは外見や職業だけでなく、人気声優 30 人の中から声を選べるとあって、クロも大はりきりです

(笑)。キャラは３人作れるそうですが、自キャラ同士のイベントもあるそうですよ。面白いですね。

　さて、２匹もそれぞれキャラメイキング。トロはさすがのネーミングですねｗ（ちゅうトロ・しゃこ・

なっとうまき）クロもクロでいつもどおり。で、早速戦闘へ。基本はコマンド選択式ですね。スキルを駆

使して戦います。

　戦闘に勝つとスキルポイントというものがもらえるので、それを割り振って新しいスキルを覚えたり、既

に覚えているスキルを強化したりできるそうです。

　戦闘以外では、ミッションをこなしてストーリーを進めるのが基本。あとはクエストですね。ここまで

はよくあるＲＰＧの要素ですが、この他に都庁の改修というのがあるそうで。ドラゴンを倒すと手に入る

資材を使ってフロアを改修すると、いろんな設備ができるそうです。

　そして、謎の部屋では未来の初音ミクも登場 (笑)。条件を満たすとＢＧＭをミクバージョンにできそう

です。面白いですねｗ

　２本目はトロが探してきたニュースですね。「掛川花鳥園」の紹介です。ここには大体 110種類の 1300

羽の鳥がいるそうです。受付では本物の鳥たちがお出迎えってすごいですね。

　中には大きな温室があり、天気を問わず楽しめます。突然飛んできた鳥の群れに驚くクロ。インコたち

が自由に飛び回れる「スレインプールゾーン」なのですね。中にはエサも用意されていて、手に持っている

と鳥たちが手や肩にとまりに来てくれるそうです。かなり人間慣れしていますね。

　続いて「ふれあいの小道」へ。こちらもいろんな鳥が放し飼いなのですね。すごい施設ですｗエサもあ

げられるので、くちばしの感触などを楽しめます (笑)。



　さらに「水辺の鳥のふれあいゾーン」へ。わかりやすい名前ですね。鳥のデザインは本当に種類によっ

て全然違うのが面白いですよね。鳥を腕に乗せて、やっぱりエサやり (笑)。基本はそれなんですねｗ

　他、「フクロウシッティングゾーン」では決まった時間にフクロウを腕に乗せて写真を撮れるイベントが

あったり、外でバードショーを見たりできるそうな。かなり充実した施設ですね。

　ここでバードスタッフの小澤さんに話を聞きました。やはり鳥が好きで花鳥園のスタッフになったので

すね。鳥は人と話ができないので、体調が悪かったり機嫌が良くなかったりの見極めが難しいとのこと。

尻尾で判断とかもできないでしょうしね・・・。

　でも、バードショーでお客さんの驚く反応を見たり、ふれあう笑顔を見ていると楽しくてやりがいを感

じるそうです。なるほどー。

　おまけは、アップデートのお知らせです。なんかかなり久々な感じがしますねｗ 12月に予定しているそ

うですが、ツイッターとの連携ができたり、プラチニャ会員継続特典の追加があるそうです。そろそろ宝

船を完成させた人も多そうですもんね。

　最後に「純喫茶９８０円」。咳をしているクロのために、テレビさんが用意したのははちみつ大根のお湯

割りです。テレビさん隙がないですね (笑)。次回予告は「映画　けいおん！」と「最新の機体に会いに行

こう！」の２本です。クロ枠とスズキ枠って感じですか (笑)。楽しみです。



2011.12.04 第１０９号「映画　けいおん！」「最新の機体に会いに行こう！」

　今週は「映画　けいおん！」と「最新の機体に会いに行こう！」の２本です。

　現在キャンペーン中ということで、ゲイムを立ち上げたら２段ベッドとトロ時計を貰いました。カズイ

さんはすでに時計を飾っていたのですけどね (笑)。始めたばかりの初心者には嬉しいプレゼントだと思い

ます。

　さて、１本目は映画版のけいおん！を紹介。クロが張り切っていますね (笑)。まずはトロのためにキャ

ラ紹介から。といっても、みんな知っているだろうからここでは特に書きませんｗ

　肝心の映画版のストーリーは、卒業間近のお話で、軽音部のメンバー５人でロンドンへ卒業旅行に行くの

だそうです。くじ引きでロンドンになったとのことですが、選択肢の中にそもそもロンドンを入れるのが

凄すぎるｗロックの聖地で一体何が起きるのか！？というのが見所なのですね。

　他、映画の公開に合わせて、各キャラのカスタムテーマやアバターなどが販売されているそうです。１

月１１日までに購入すると、Ｈｏｍｅに飾れるポスターが貰えるそうなので、ファンの方は早めに買った

方が良さそうですね。

　では、ここまでの紹介が終わったところで、プロデューサーの中山佳久さんと結役の声優・豊崎愛生さん

にインタビュー。まずは中山さんから。テレビシリーズとは違い高音質で作っているので、５．１ｃｈの

音響設備の整った映画館で見るとよりいいそうな。漫画では、結たちの大学生編や、梓の高校生編がスター

トしているようですが、今のところアニメの予定はないそうです。

　続いて豊崎さん。ご自分でもギターを弾いたりするんですね。あの早口で歌っているのはすごいですよ

ねぇ。結のホワホワ感を出すために、力を抜いて演じるように心がけているそうな。あとは他のキャラと

の会話を楽しむ！なるほど。数ある名曲の中でも豊崎さんが映画を見る前にぜひ聴いて欲しいのは「天使

にふれたよ！」だそうです。

　ここで放課後ティータイムの曲に乗せて映像をチラ見せ。トロクロも同じ制服を着てギター弾いてまし

たｗこの子らは本当になんのためらいもなく女装しますよね (笑)。

　２本目はいろんな新要素が詰まったボーイング７８７を紹介。９月２８日に羽田空港でお披露目が行わ

れたんですね。アメリカの工場から直送（というか、自分で飛んできたｗ）ですが、その部品の３５％は日

本企業が作ったものなのだそうです。ボーイング社自身も３５％の部品を作っており、残りを様々な企業

が作っているということですから、日本のすごさがよくわかりますね。

　中でも東レが開発した炭素繊維強化プラスチック（ＣＦＲＰ）は抜群の性能で、革命を起こしたと言っ

ても過言ではないらしいです（クロ曰く）。これまでもＣＦＲＰを使った機体はあったそうですが、７８７



ほどふんだんに使ったものはないそうな。重量で言うと５０％はこれだそうで、そのおかげで機体が軽く

なったのですねえ。

　それにより、同じ量の燃料で遠くまで飛べるようになり、燃費もよくなったので、これまで大型機でしか

行けなかった距離も飛べるようになったおかげで、路線が増えるそうです。そして、耐久性も向上したの

で、機内の気圧が地表に近くなったそうですよ。いいことずくめですね。

　今度は２匹が中に潜入してリポート。機内の天井が高くなったり、窓が大きくなったのも、耐久性があ

がったおかげなのですね。他にもいろいろと、ＡＮＡの意見を取り入れられて作られたそうな。飛行機を

たくさん注文した会社には、開発に口を出す権利があるって面白いですね。

　そういえば、てっきりスズキ枠かと思ったらスズキが出てきませんでしたね (笑)。

　おまけは、先日配信が開始された「ＪＯＹＳＯＵＮＤ　ＤｉＶＥ」の紹介です。カズイさんも使ってみま

したが、もっと古めの曲も入るとなおいいんですけどねぇ。ところで、ジュンがリサイタルをやっている

ことにクロが耐えられず、「クロえもーん」と助けを呼びに行ったのが笑えました (笑)。１９日までは無料

で歌い放題なので、なかなかおすすめです。

　そして最後に「純喫茶９８０円」へ。いきなりお店に立ち退き命令が出される驚愕の展開ｗあっさりと

お店を閉じてしまいました・・・。今後はいつものお部屋で次回予告をするそうです (笑)。テレビさんの

レギュラー枠がついに消滅とは・・・。みんな全然哀しそうじゃないのが逆に淋しいですねｗさて、次回予

告は「ＦＩＮＡＬ　ＦＡＮＴＡＳＹ　??－２」と「ウチのカミさんがね・・・」の２本です。カミさんって

何でしょうね。楽しみです。



2011.12.11 第１１０号「ＦＩＮＡＬ　ＦＡＮＴＡＳＹ　１３－２」「ウチのカミさん

がね・・・」

　今週は「ＦＩＮＡＬ　ＦＡＮＴＡＳＹ　１３－２」と「ウチのカミさんがね・・・」の２本です。

　１本目はＦＦ１３続編の紹介です。ストーリー的には完全に前回の続きなので、週トロでもストーリー

の内容は紹介しないようですね。主にシステム面での紹介になります。

　の前に、主人公はライトニングの妹のセラ・ファロンと、謎多き青年のノエル。物語はネオ・ボーダムと

いう集落から始まるそうです。・・・ってちゃっかり説明しているじゃないですかｗ今作ではいろんな時

代や場所を行ったり来たりする、時空を超えた冒険なのだそうです。クロトリみたいですね。

　時代を超えるにはゲートを使うのですが、そのゲートを開くために必要なのがオーパーツ。それを探す

のも物語の目的のひとつなのですね。基本的には、時代ごとに目的を達成して次の時代へ・・・というのが

流れだそうですが、分岐もあるので自由度が高いそうです。

　さて、ここでトロクロもゲートを使うために、オーパーツとしてミニスズキを召喚 (笑)。さっそく飛ん

でみたら、セラとノエルが敵に囲まれているところに出てしまった！ｗという流れで戦闘紹介。

　今作の戦闘はランダムエンカウントとシンボルエンカウントを合わせたようなものだそうで。敵が出る

場所を歩いていると、いきなり敵シンボルが出てくることがあるそうです。すると敵の下にモーグリクロッ

クというものが出現し、針が緑の時に攻撃すると奇襲攻撃となるそうです。なるほど、どの方向から接触

するかではなく、反応の速さで判定なのですね。それは面白い。

　システム自体は前作と同じで、パラダイムと呼ばれる役割の組み合わせを次々に切り替えながら戦って

いくそうです。キャラに行動を選ばせることもできるし、自分で選択することもできるのですね。新要素

としては、ボス戦などのムービー中にコマンド入力を求められることがあるそうな。

　あと、今作ではモンスターを倒したあとにクリスタルになることがあり、そうなったモンスターは３人目

の仲間としてパーティーに加えることができるそうです。写真のサボテンダーがｗ仲間になるモンスター

は全部で 150種類以上もいるそうですよ。モンスターはそれぞれ必殺技を持っていて、その必殺技で倒す

と仲間になりやすいそうです。

　そしてキャラの成長システムですが、前作同様クリスタリウムで行うそうな。戦闘などで手に入るクリス

タルポイントを、上げたいロール毎にレベルを上げるのですね。一定以上上げるとクリスタリウムがレベ

ルアップするそうですが、その際にもらえるボーナスも選択式なのですって。その辺は徹底していますね。

　最後に、前作を遊んでいなくても、知識の館で知識を補完できるそうですので、ここから始めても大丈夫

らしいですよ。・・・でもやっぱり、どうせやるなら最初からやりたいですよねｗ



　２本目は「刑事コロンボ　コンプリート　ブルーレイＢＯＸ」の紹介です。珍しくピエールとジュンの

コンビで解説？ドラマ仕立てで魅力を紹介してくれるようですｗ題して「刑事トロンボ　～二発の消えた

タライ～」。

　まず、テレビさん（犯人）とクロ（被害者）が会話しているシーンから。フィギュアの整理券を巡って口

論となり、テレビさんがクロにタライを降らせてしまいました。おかげでクロがケガをして倒れてしまっ

たので、テレビさんは仕方なく人を呼びます。

　やってきたのはトロ（トロンボ刑事）。ここで倒叙の説明が入りました。まずは視聴者に犯人を見せてお

いて、どうやってコロンボが犯人を暴くのかを楽しむのがコロンボなんですよね。ここで犬役のピエール

も合流。犬役って・・・黙っていても犬だけど (笑)。

　ここで早速テレビさんから話を聞くトロとピエール。テレビさんとクロはフィギュアコレクターの仲間

だったのですね。こんなふうに犯人が個性的なのもコロンボの魅力なのだそうです。

　トロとピエールは、クロがケガをしていたのは事実だけれど、凶器のタライがないので捜査に来たのだ

そうです。しかし、肝心のタライは落ちれば消える特殊仕様。見つかるはずがありません。しかしここで、

クロが握っていた紙をトロが出します。実はそれが、テレビさんが狙っていた整理券でした。

　テレビさんはそれについて知らないとしらを切ったので、ふたりは１度帰ろうとしますが、ピエールが

戻ってきて「被害者の身体を探ったのはあなたか？」と尋ねます。テレビさんはそれをあっさりと認め、

「急に倒れたので、病気だったら薬を持っているかもと思って・・・」と誤魔化します。テレビさんもうま

いですねｗ

　ここで再び帰ろうとしますが、またも戻ってきて質問 (笑)。このコロンボのしつこさも、魅力のひとつ

なんですね。犯人がイラついたり油断した時に切り込む！（もっとも、トロンボで訊いているのはピエー

ルですがｗ）

　そしていよいよ緊迫の対決シーンへ。コロンボは心理戦がメインだそうで、派手なアクションはないも

のの、畳み掛けるような対決シーンが最後に待っているんですね。ちなみにこれらの解説をしているのは、

すべてジュンです (笑)。

　さて、テレビさんの起こした事件ですが、実はクロが握っていた紙は整理券ではなく、９８０と書かれた

犯人を指し示すメモでしたｗ最初逆向きに見ていたのでわからなかったのですね。そしてトロが９８０円

の歌を歌ったことにより、テレビさんがタライを発動！ふたりの目の前で種明かしをしてしまったのでし

た。

　そしてコロンボのもうひとつの魅力は、犯行を認めた後の犯人とのやりとり。観念した犯人はコロンボ

を認め、感想戦のような空気になることが多いそうです (笑)。互いの健闘を称え合うみたいな感じですか

ねｗそれにしても、手乗りタイガーとおじさんタイガーのタイガー違いには笑いました・・・。



　最後のまとめは、やっぱりコロンボ自身の魅力です。とても名刑事には見えないのに、やる時はやる！

そのギャップがいいのですよねぇ。もちろん日本語の吹き替えもその魅力をアップさせているわけですが、

このＢＯＸにはこれまでの吹き替え全部と、新規吹き替えまで入っているそうです。全部で 35枚もディス

クが入って、71,400円。ファンにはたまらないでしょうね。

　おまけはなしで、次回予告へ。来週は「ＰＳ　Ｖｉｔａ」と「みんなといっしょ」の２本です。どっちも

似たようなものじゃないか (笑)。楽しみですね。



2011.12.18 第１１１号「ＰＳ　Ｖｉｔａ」「みんなといっしょ」

　今週は「ＰＳ　Ｖｉｔａ」と「みんなといっしょ」の２本です。

　１本目は新型ＰＳＰの紹介です。初っ端からぼっちＰの前で土下座ｗ遡ること１時間前、モーブで遊ん

でいたクロ。またドラえもんチックな展開のようです (笑)。そこにジュンにいじめられたトロが駆け込ん

できます。ＰＳＰの仲間にしてくれないとのこと。そこでトロにＶｉｔａを与えようとするクロ。・・・と

いっても、本体はまだ発売前のため、モーブと同じく工作で作ろうと盛り上がっていたところをぼっちＰ

に見られた・・・ということらしいですｗ

　本体を触ったこともないのに紹介できるかー！という２匹のために、ぼっちＰが珍しく融通を利かせて

本体と昔の部屋を再現したスタジオセットを用意していました。冷蔵庫やカラーボックスが絵なのが笑え

ますｗテレビさんもちゃんといますね。

　さて、ここでやっと紹介開始。まず、Ｖｉｔａには２種類のモデルがあり、３Ｇ/Ｗｉ－Ｆｉモデルと、

Ｗｉ－Ｆｉモデルです。３Ｇはドコモの電波が届くところならどこでも使えて、Ｗｉ－Ｆｉは無線ＬＡＮ、

という違いですね。

　次に、搭載されている主な機能は、タッチスクリーン、背面タッチパッド、デュアルアナログスティッ

ク、前面・背面カメラ、マイク、モーションセンター・電子コンパス、３Ｇ・Ｗｉ－Ｆｉ通信、位置情報取

得サービスです。従来のＰＳＰに比べたら相当増えましたね。

　増えた機能を初心者でもわかりやすく覚えられるよう、ウェルカムパークという遊びながら機能を体験

できるソフトがついているようです。なるほど、ぬかりないですね。あとは、外に出かける時に位置情報

取得サービスを使うと、周囲のフレンドや他のユーザーの情報を集められるそうです。クロはそのために

も３Ｇがいいと言っているんですね。今いるエリアで遊ばれているゲイムのランキングが見れたり、すれ

違い通信もあるようです (笑)。

　ＰＳＰ用のソフトも、ＤＬ版でＶｉｔａに対応しているものなら遊べるようです。ＰＳＰとＶｉｔａの

間でアドホックもできるそうですよ。ＵＭＤを持っているとＤＬ版を安く買えるサービスも始まりました

し、今後対応ソフトは増えていくようです。

　セーブデータは、Ｖｉｔａカードに記録されるものと、メモリーカードに記録されるものがあるそう

で・・・専用ソフトかどうかで違うのでしょうかね？できれば統一して欲しいところですが・・・。ＰＳ３

やパソコンと連動してデータ管理ができるそうなので、使わないものは移動してしまった方がよさそうで

すね。

　結局テレビさんの出番はなく、最後２匹が仲良く遊んでいるところを、窓の外からぼっちＰが盗み見て

いるという怖い絵面で終わりましたｗ



　２本目はトロたちの最新アプリ「みんなといっしょ」の紹介です。Ｖｉｔａ専用のやつですね。ＰＳＮ

のフレンドを 100人集めることが目的の画期的なアプリだそうです（満月ちゃん曰く）。そしてあたりまえ

ですが、そちらでもトロステが見られるんですね。

　ここでクロが登場。みんいつでは、プレイヤーはニャバターではなく、ＰＳＮのアイコンが顔になった

アイコンアバターになるのですね。あまりかわいくはないですがｗあとはプロフィールを設定して、名刺

を手に入れると初期設定は終了。フレンドロビーに行くと他のプレイヤーがたくさん来るのだそうです。

　そして気になる相手に名刺を渡して、相手がＯＫしてくれるとフレンドになれるそうですよ。・・・よく

こういう紹介ありますけど、本当にまるっきり知らない相手と、こういう形でフレンドになる人っている

んでしょうかね (笑)。たまたま同じゲイムやってて同じ部屋になって・・・とかならまだしもｗちなみに

名刺は１日１０枚までしか配れないそうです。名刺テロ防止でしょうかね。

　他、ツイッターの相互フォロワーがフレンド候補として推薦されたり、アカウントと連携する機能があ

るそうな。あとは近場にいる人と名刺交換できるアドホックロビー。フレンドを増やすいろんな機能がつ

いているのですね。

　フレンドになると、自分の庭にそのフレンドのアバターが登場するので、一緒に庭で「おしごと」ができ

るそうです。なるほど、フレンドを増やすことそのものがゲイムの一部なのですね。おしごとを依頼した

らあとは待つだけでいいそうな。おしごとをやると、頼んだ方と頼まれた方の両方がみんいつポイントＭ

Ｐを貰えるそうですよ。

　おしごとを頼まれた方は、ハッスルすると仕事の時間が短くなるそうです。いろんなリアルタイム機能

があるのですね。あとはアバターの服が買える洋服屋や、名刺ショップなどがあるみたいです。なかなか

充実していますね。

　おまけはトルネのアップデートについて。基本的にはＶｉｔａへの対応だそうです。あとは書き出しの

速度ＵＰが嬉しいですね。

　最後は次回予告。リアルカレンダーとテーマカレンダーの紹介がありました。相変わらずかわいい出来

ですね。さて来週は「BLAZBLUE CONTINUUM SHIFT EXTEND」と「電車を作る工場」の２本で

す。ブレイブルーの新作がＶｉｔａに登場ということで、これからはＶｉｔａのソフト紹介が多くなりそ

うですね。楽しみです。



2011.12.25 第１１２号「BLAZBLUE CONTINUUM SHIFT EXTEND」「電車を作る工場」

　今週は「BLAZBLUE CONTINUUM SHIFT EXTEND」と「電車を作る工場」の２本です。

　１本目はブレイブルーの新作の紹介です。クロがいきなりモヒカン姿で登場ｗ続いてトロもモヒカンで

(笑)。プロデューサーの森利道さんに取材をするということで、気合いが入っているようですｗ早速森さん

と合流し、ブレイブルーの世界を回りながらのインタビュー。

　・・・の前に、シリーズのアピールを。基本的には異種格闘技な格ゲーがメインですが、ラジオなども

やっているのですね。個性的なキャラが戦うというのが魅力だそうで。確かにいろんなタイプのキャラを

取りそろえていますね (笑)。ちなみに森さんはハクメンが１番気に入っているそうです。

　あとは、見て楽しい格ゲーを目指しているそうで、アニメ演出などにも力を入れているんですね。今作

にはスタイリッシュモードという初心者向けのモードもあるそうなので、格ゲーが苦手な人でも楽しめる

らしいです。

　その他、前作からパワーアップした点を尋ねると、新キャラのレリウスが追加されたとのこと。さらに、

前作カラミティトリガーの総集編にあたるストーリーモードが入っているので、これ１本でストーリーが

わかるようです。親切ですね～。

　ここでクロから、格ゲーを作る時に１番気にしていることは？という質問が。森さんの答えは「バラン

ス」とのこと。ただでさえ個性的なキャラが多いので、バランスを取るのに苦労するそうです。・・・で

しょうね (笑)。

　続いて、格ゲーを作る時に参考にする作品やスポーツはあるのか？という問いには、「色んな格闘技を見

るし、興味を持ったら格闘技以外でも何でも見る」とのお答えが。ヒントはどこに落ちているかわからな

いというのは、本当にそうですね。

　次は場所を変えて、トロが質問。絶対に負けない裏技などがあったら教えて、と (笑)。クロに勝ちたい

んですね・・・残念ながらないそうですがｗ自力で頑張れトロ・・・！

　ここでクロが、週トロファミリーの中では誰が１番強そうか質問。かなりどうでもいい質問ですねｗエ

ントリーは、ＳＣＥの白い悪魔・トロ、暗黒外道天使・クロ、冷酷マシーン・スズキ、最強の両生類・リッ

キー、フランスの番犬・ピエール、暴走いちご大福・ジュン。森さんが選んだのは、消去法でスズキでした

(笑)。

　最後にユーザーへのメッセージ。「ブレイブルーはこれからも色々な形で皆さんに提供していきたい、格

ゲーとしてでなく１コンテンツとして盛りあげていきたい」とのこと。今作は初めての方でもブレイブルー

を理解できるように作ってあるので、かなりおすすめですとプッシュしておりました。カズイさんもちょっ

と興味が出てきましたが、スタイリッシュモードでもクリアできない気がするのが１番の問題ですｗ



　２本目は、電車を作っているＪＲ東日本の新津車両製作所の見学です。電車はどこで作っているのかと

いうトロの素朴な質問に、適当に答えたクロ。そこでスズキが登場し、新津の工場で作っていることを教

えてくれました。さすがスズキ！ｗ

　早速見学に行くと、たくさんの見学者が。この製作所では、年１回公開日があるそうです。面白いです

ね。今年は 10月にあったそうですよ。製作所の近くには駅があるので、完成した車両は線路を通ってその

まま首都圏に運ばれるそうです。

　中に入ってみると、かなり広いのですね。まずは部品を作るところから見学。１つ１つ作っていく部品

を、どのパーツなのか当てるのは面白いですね。別々に作ったパーツを、車体を持ちあげた状態で組みあ

げていくようです。

　続いて内部の配線や装飾などを施していくのですね。だんだんと出来上がっていく様は見ているとわく

わくしてきます。台車も別に組みあげられて、最後に車体を載せるのですね。そして外側を塗装して出来

上がり。完成車両に乗るのは楽しそうでいいですね。

　さて、おまけのクリスマスは会員専用のため、今年はお預け。無料ユーザー用のクリスマス企画もあっ

たらよかったのですが、残念ですね。なにはともあれ次回予告へ。来週は「ゆく年くる年」と「トロステ妖

怪劇場第五幕」の２本です。楽しみですね。



2011.12.31 第１１３号「ゆく年くる年」「妖怪劇場第五幕」

　今週は「ゆく年くる年」と「妖怪劇場第五幕」の２本です。

　１本目は、今年を振り返る企画です。いつもの部屋でまったりしていたところ（あれ、そういえば部屋

だった！？ｗ）、ぼっちＰに１匹ずつ呼び出されました。まずトロが向かいます。

　やってきたのは懺悔室 (笑)。でも懺悔が目的ではない感じ？まずはニャバターと３人で何故か記念撮影。

そしてぼっちＰが煙をおさめて (笑)、いよいよ１年を振り返ります。

　あれ、もっと詳しくやるのかと思ったら、書き初めとギネスとみんいつの３つで終わってしまいました

ｗもしかしてポペピ全員やるフラグですかね・・・？

　続いてクロ。書き初めと、くぎゅに会ったＢＤ化プロジェクトなど、ぼっちＰの胃に負担をかけたとい

うことで (笑)、天罰！しかしクロも黙ってはおらず、ぼっちＰをどけて自分がそのポジションにｗ

　やはり来ましたね、他のキャラも。次はジュンです。ウサギ年なのに、代わり映えのしない１年で、しか

も誕生日も祝ってもらえなかったということで、可哀想なので最後に祝ってあげました。さすがのクロも

ジュンには弱いんですよねぇ (笑)。

　続いてピエールは、書き初めにお仏蘭西と書いていましたが、ちゃんとフランスに行っていたんですね。

またしても懺悔させることが出きなかったクロ。多分最後までできないでしょうｗ

　次のリッキーは、格闘王を目指して現在も絶賛修行中とのこと。やはりクロは突っ込みきれずに諦めて

いました (笑)。

　スズキのノーベル賞という夢も、短期間で叶えられるものではないため、懺悔させることは叶わず。逆

にクロは、自分の夢が叶ってしまったために迷いの中にいたわけですね。でもスズキのおかげで改心（？）

できたようでよかったです。

　そしてすべて終わり、ニャバターと一緒にトロのところに帰るクロ。多分これ、見えないところで手を

繋いでいますね、確実に (笑)。珍しくしおらしいクロがちょっと可愛かったです。

　そして３人揃ったところで、満月ちゃんも一緒に記念撮影。しんみりした終わりでしたね。

　２本目は人気の妖怪劇場第５幕。まずは「天井嘗め」。これは割と有名ですね。リッキーがなりきってね

るねるねるねでしたねｗただ天井を嘗めてシミをつける妖怪だそうで。こちらは特に対処法などはないそ

うです。まあ人間に害があるわけではありませんからね。



　次は「ヒダル神（がみ）」。何となく聞いたことがあるような。基本的には目に見えない妖怪で、山道や

峠で行き倒れがあった場所に現れると言われているのですね。取り憑かれると空腹感や疲労感に襲われて

しまうそうです。こちらの対処法は、すぐに何か食べものを食べること。お弁当をわざとひと口残してお

くといいらしいです (笑)。あと食べものがない時は、米という字を書いて嘗めるといいとか。

　続いて「甘酒婆」。名前からして面白いですねｗ深夜にやってきて、甘酒があるかどうかを尋ねるおばあ

さん。あると答えても、ないと答えても、どうあがいても終わりなのですね (笑)。質問に答えると病気に

なってしまうので、家の戸に杉の葉を吊しておくと甘酒婆を寄せ付けないそうですよ。

　さて、おまけはなしで次回予告へ。ツイッター連携は復活していたんですね。知りませんでした。あと

で試してみようと思います。そして来週は「地獄の軍団」と「いきで　いなせな建物」の２本です。前者は

Ｖｉｔａソフトのタイトルなんですね。楽しみですね。

　さて２、このゲイムブログの更新も、今年はこれで終了です。１年間おつきあいありがとうございまし

た！来年もぼちぼち頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。もしレビューを見て、この

人はこれが好きそうだ～なんてソフトがありましたら、ぜひ教えてくださいませ。どんなに古いものでも

ＯＫです！

　それではよいお年を！



2012.01.08 第１１４号「地獄の軍団」「いきで　いなせな建物」

　今週は「地獄の軍団」と「いきで　いなせな建物」の２本です。

　１本目は新しいゲイムの紹介です。寝ているトロからのスタート・・・と思ったら、トロステが地獄の軍

団に乗っ取られた！？ｗ地獄の軍団を遊びすぎてゴブリンになってしまった２匹。ここでゲイム内容の紹

介。このゲイムは、かつて強大な力で地上を支配していた魔王が、神との戦いに敗れて地獄に堕ちたとこ

ろから始まるそうです。

　プレイヤーは魔王を操作して、敵をめがけてゴブリンを放って攻撃させるゲイムなのだとか。ゴブリン

は完全に使い捨てなんですね。勇者 30の中に入っていたゲイムとちょっと似てるかも？

　ゴブリンは３種類いて、接近戦が得意で１体の敵に対して強い戦士は、一斉攻撃が使えるそうです。槍

兵は、攻撃範囲は狭いけれど、遠くにいるゴブリンを攻撃できるとか。ただし、あまり遠くの敵を狙いすぎ

ると戻ってくるのに時間がかかるのでよろしくないようですね。最後に、攻撃に時間はかかるけれど複数

の敵に強い魔法使い。

　ここで、その魔法使いの格好をしたテレビさんも合流ｗすごい絵面ですね・・・。ゴブリンの使い分け

は、ボタンひとつで可能で、事前にどの種類のゴブリンを何匹ずつ連れて行くか設定しておくんですね。全

部で 100匹連れて行けそうなので、割合が鍵を握る気がします。ゴブリンの単位は匹でいいのかよくわか

らないけどｗ

　今回初めてツイッター連動機能を利用して見たのですが、みんなピクミンピクミン言ってて笑いましたｗ

ピクミンやったことないですが似たような感じなんですね。引っこ抜かれて～という歌ばかりが耳に残っ

ています。

　音楽といえば、地獄の軍団にはいろんなヘヴィメタバンドが曲を提供しているそうですよ。ヘヴィメタ

好きには特にいいかもしれませんね。最後には魔王が登場しましたが、ノリが勇なまと一緒な気がｗユル

い魔王が流行なんですかね・・・。

　２本目は「江戸東京たてもの園」の紹介です。ここでは東京にあった様々な時代の建物を移築・復元し

て、野外展示してある博物館なのだそうです。面白い試みですねぇ。

　最初のガイドはスズキ。園内には 29 もの建物があるので、それぞれがおすすめの建物を紹介していく

ようですね。スズキが選んだのは「三井八郎右衛門邸」。三井グループの総領家の方が住んでいた家だそう

で。これは大豪邸・・・中も入って見られるのは嬉しいですね。続いて「常盤台写真場」へ。住居も兼ねた

建物なので、昔の生活の名残も見ることができるそうです。

　次はジュンが登場。ジュンのオススメは「田園調布の家（大川邸）」。家の名前が (笑)。しかし中はもの



すごいゴージャスですね。さすが田園調布！そして「前川國男邸」へ。戦後を代表する建築家さんのお家

なんですね。洗練されたデザインが目を惹きます。

　続いてピエールがオススメするのは「高橋是清邸」。かなり広い敷地に純和風の建物やお庭が素敵です

ね。大正時代には総理大臣も務めた有名な政治家さんのお家だそうで。２・２６事件で暗殺された現場が、

この自宅の２階だったとか・・・曰く付きですねｗ次は「伊達家の門」。政宗の子・秀宗を祖とする宇和島

藩の伊達家の門なのですね。これは立派です。門番用の小部屋がついているのが面白いですね。

　最後はリッキーが「天明家」を案内。江戸時代の農家だそうですが、農民のとりまとめをしていたそうな

ので、かなり立派なお家ですね。他にも農家の家はいくつかあるようで、見応えがありますねぇ。

　さらには、昔のお店を再現した通りがあったり、銭湯の子宝湯があったりと、さすがに営業はしていない

けれど雰囲気はばっちり味わえるようです。一度は行ってみたい場所ですね。

　今回もおまけはなしで次回予告へ。２匹が羽織袴でかっこいいですね (笑)。ニャバターも着られればい

いのに・・・。さて、来週は「オススメ！ゲームアーカイブス６」と「空を舞う乗り物を見よう」の２本で

す。どのゲイムを紹介してくれるのか楽しみ！



2012.01.17 第１１５号「オススメ！ゲームアーカイブス６」「空を舞う乗り物を見よう」

　今週は「オススメ！ゲームアーカイブス６」と「空を舞う乗り物を見よう」の２本です。

　１本目はアーカイブスの中から「かまいたちの夜」の紹介です。できればもっとマイナーなのを紹介し

て欲しいところですが・・・きっと大人の事情があるのでしょうねｗ

　クロがいないので、トロは１匹で開始。ホラーゲイムだとはまったく気づいていないようです。そして

ゲイム内のシルエットが、透＝クロで真理＝テレビさん (笑)。

　ここでふたりがサウンドノベルの説明を。かなり有名なのでほとんどの人が知ってそうですけどね。文

章を読み進むタイプのゲイムで、選択肢で展開やエンディングが変化するのが特徴です。

　かまいたちの夜は、透と真理の２人の大学生が、おじさんの経営するペンションにスキー旅行に来たと

ころから始まります。トロはその説明を聞き、ラブ・ストーリーだと思って先を進めます (笑)。

　ここでＯＬ３人組が登場。シルエットはピエール、ジュン、リッキーですね。スズキは誰の役だろう

か。・・・と思ったら田中さんでした (笑)。なるほど。

　この後スズキがバラバラ屍体となって発見されるわけですが・・・って、どこまでネタバレをする気なの

でしょうかｗ誰が死ぬのかも、本当は伏せていた方がよかった気がするんですけどね。

　ここでやっとこれが怖いゲイムなのだと気づいたトロ。なかなか可愛いですねｗ雪深い山の中にあるペ

ンションで起こった、無差別連続殺人事件がかまいたちの夜の本当の姿なのでした。

　しかしそのミステリー編の他に、スパイ編や悪霊編、不思議のペンション編、お楽しみのピンクのしおり

など、いろんなストーリーを楽しむことができるのですね。何回でも遊べるので面白いです。

　２本目は、「青森県立三沢航空科学館」と「三沢市大空ひろば」の紹介です。これ明らかに夏に取材に

行ったんですね (笑)。こちらも大人の事情で紹介が延びていたのでしょう。　

　さっそく中に入るなり、はしゃぐトロｗクロにいさめられ展示室へ。まずは飛行機がたくさん展示され

たエリアに行きました。

　クロが最初に紹介したのは「航研機」と呼ばれる飛行機。昔東京帝国大学航空研究所が、周回飛行航続距

離の世界記録を目指して開発した飛行機だそうです。実際に世界記録を２つも作ったんですね、すごい。

　続いて「ＹＳ－１１」。以前熱く語っていたやつですねｗ中に乗って見ることもできるのは嬉しいです

ね。トイレも見られるけれど使用禁止だそうですｗ



　続いて「零式艦上戦闘機」ゼロ戦。こちらも実際にコックピットに乗れるそうですよ。ファンにはたま

らないでしょうねぇ。このゼロ戦は４月２２日までの限定公開だそうなので、見たい方はお早めに、との

こと。

　そして「ミス・ビードル号」。三沢の海岸からアメリカまでの太平洋無着陸横断飛行に挑戦した飛行機で、

世界で初めて無事に辿り着いたそうです。すごいなぁ。

　ここには他にも、多くの体験型科学展示があるそうで、特に子供にはいいかもしれないですね。すぐ外

にある大空ひろばには、さらにいろんな飛行機が屋外展示されているそうです。

　再びクロが紹介。最初に「Ｆ－１０４」。実際に日本では航空自衛隊が採用していた機体なのですね。先

がとがっていてなかなかかっこいいです。全部実機が飾ってあるとは、本当にすごいですねｗ

　他にもたくさんありすぎて、巻気味での紹介でした (笑)。飛行機の中には飛びはしないけれど中に乗れ

るものも結構あるようなので、面白そうですね。

　おまけは「真かまいたちの夜」の紹介。本当はこっちがメインなのでしょうねｗ紹介を見たらなかなか

面白そうでした。

　最後に次回予告。来週は「ＡＲＭＯＲＥＤ　ＣＯＲＥ　?」と「みんな大好きＢ級グルメ！」の２本です。

楽しみですね。



2012.01.25 第１１６号「ＡＲＭＯＲＥＤ　ＣＯＲＥ　?」「みんな大好きＢ級グルメ！」

　今週は「ＡＲＭＯＲＥＤ　ＣＯＲＥ　?」と「みんな大好きＢ級グルメ！」の２本です。

　１本目は人気シリーズの最新作の紹介です。ＡＣと呼ばれる戦闘ロボットをカスタマイズして戦うゲイ

ムなのですね。この?では、シリーズとしても新たなステージに生まれ変わったそうです。具体的には操作

性とオンライン機能が変わったとか。

　特に、今までは複雑だった操作が初心者でもプレイしやすいように見直され、またひとりプレイがメイ

ンだった今までと違い、チームプレイも重要な要素になっているのだとか。早速トロはスズキ型のＡＣに

乗って実践してみることにｗ

　基本的な操作は、左スティックで移動、右スティックで視点移動という、アクションゲイムではオーソ

ドックスな感じだそうで。あとはブーストや武器変更を駆使して戦っていく、と。今作では機体のサイズ

がちょっと小さくなったため、周囲を把握しやすくなっているのだとか。細かい気配りですがいいですね。

　あとはＡＣのカスタマイズにも力が入っているようです。いろんな要素をいじれるようなので、そうい

うのが好きな人にはたまらないでしょうね。トロも早速スズキをカスタマイズｗ見た目が (笑)。

　ゲイムにはミッションと呼ばれる１人用モードがあり、大規模な作戦が展開されるストーリーミッショ

ンと、短時間でプレイできるオーダーミッションがあり、テレビさんいわく交互にやると世界観にどっぷ

りはまれるそうな。

　そしてオンライン要素では、プレイヤーは必ずどこかのチームに所属し、領地獲得を目指して他のチー

ムとの領地争いを繰り広げるのだそうです。ここでクロがトロの領地に攻めてきましたが、みんなでクロ

をやっつけて終了という珍しい終わりでした (笑)。

　２本目はＢ－１グランプリの特集です。今回は、１１月に行われた第６回の姫路大会の様子を交えつつ

の紹介だそうで。なるほど、食べものが賞を貰うのではなく、団体が賞を貰うというのが面白いですね。

　ちなみに姫路大会では、ひるぜん焼きそば好いとん会がゴールドグランプリだったそうです。そして津

山ホルモンうどん研究会がシルバーグランプリ。以前トロステで紹介したカキオコは９位に入ったんです

ね。それにしても焼きそば勢がすごいですねｗ

　今年は１０月に北九州市で開催される予定だそうです。うーん、今回はただのまとめ回でしたね (笑)。

　おまけは、ゲイムで人体の仕組みを知ろうという面白い企画展の紹介です。クロのビールの飲みっぷり

を見たトロの「クロって子供の頃からオヤジネコだったんじゃ・・・」という疑惑発言に笑いましたｗソ



ニー・エクスプローラサイエンス内で「My Ageing　～歳を重ねることによる変化と今の自分を知る科学

～」という企画展が行われているそうです。ちょっと面白そう。

　さて、次回予告です。来週は「テイルズ　オブ　イノセンスＲ」と「またまた登場！　ご当地ヒーロー！」

の２本です。後者が気になりますねｗ楽しみです。



2012.01.29 第１１７号「テイルズ　オブ　イノセンスＲ」「またまた登場！　ご当地

ヒーロー！」

　今週は「テイルズ　オブ　イノセンスＲ」と「またまた登場！　ご当地ヒーロー！」の２本です。

　１本目はＶｉｔａへの移植作ですね。トロなのに、珍しくクロみたいな煩悩まみれな夢の中から始まり

ましたｗ隣でクロがプレイをしていたからかな？イノセンスは前世の絆をテーマとしているんですね。Ｒ

ＰＧとしては結構珍しい感じがします。

　主人公は裕福な商家の息子であるルカ・ミルダ。ヘタレ主人公は確かに珍しいかも (笑)。ある事件を

きっかけに、前世の記憶と能力に目覚めてしまったルカが、過去に関わりのあった人々や事件に巻きこま

れていく話だそうで。なかなか面白そうですね。

　ここで、クロによりホットドッグの刑にされてしまったトロが街へ買い物に行くと、ルカとヒロインの

イリア・アニーミに出会います。このヒロインは前世でルカの恋人だったのですね。そこにクロもやって

きて、何故かいきなり戦闘開始ｗ

　今回のバトルはＤＩ－ＬＭＢＳと言うそうで・・・いつも思いますが、こういうバトルシステムの名前っ

てどうやって考えているのでしょうねｗこれはダイレクトインタラクション　リニアモーション　バトル

システムの略だそうですが。戦闘がうまく進んでいるほどどんどん有利になっていくシステムだそうで。

　あと、敵に攻撃を当てたりすると溜まっていくオーバーリミッツゲージを使うことによりオーバーリミッ

ツを発動すると、術の詠唱時間が短くなるしい、攻撃に仰け反らなくなるらしいです。また、その個人の

ゲージの他に、パーティで１つのゲージが溜まるレイヴというのがあって、それが溜まるとセットしてお

いたレイヴアビリティが発動するそうな。２段構えになっているのですね。

　それと、移植にあたってグラフィックがかなり美しくなっていたり、新キャラ・新ダンジョン・新街が増

えたりしているようです。要所に入るアニメは全部新作という力の入れようも気になりますｗあと、今回

トロとクロがぬいぐるみとして作中に登場するのですね。結構かわいいです。

　２本目は青森のご当地ヒーロー「跳神ラッセイバー」の紹介です。ついに青森までｗ悪の組織「だじゃく

組合」から守るヒーローなのだそうです。実は秋田のネイガーとコラボレーション（？）しているそうで、

悪の組織や敵の怪人が一緒なんですね (笑)。それは面白い試みだ。

　ここでラッセイバーさんの必殺技を紹介。必殺技その１、シモキタアックスを使った青函ブレード。必

殺技その２、リンゴ・パンチを使った津軽じょんがらラッシュ。必殺技その３、スーパー六甲おろし（多分

蹴りｗ）。そして必殺技その４、イタコくち寄せ変幻拳。普段は強い格闘家を憑依させるそうですが、まれ

にお笑い芸人さんが憑依して往年のギャグをやることもあるそうです (笑)。機会があったら見てみたいも

のですね・・・。



　最後に次回予告。来週は「ベルセルク　黄金時代編?　覇王の卵」と「巨大ロボ参上！」の２本です。ベ

ルセルクは劇場アニメの紹介なんですね。楽しみです。



2012.02.04 第１１８号「ベルセルク　黄金時代編?　覇王の卵」「巨大ロボ参上！」

　今週は「ベルセルク　黄金時代編?　覇王の卵」と「巨大ロボ参上！」の２本です。

　１本目は劇場版アニメのベルセルクの紹介です。冒頭からいきなりネタバレがありますとの注意書きが

(笑)。そうか、ごっこ遊びなのですね。原作は全世界で 3000万部以上が発行されている人気コミック。そ

のすべての物語を映像化する「ベルセルク・サーガプロジェクト」の一環として、今回のアニメ映画化が決

定したそうな。

　ごっこ遊びでは、クロが主人公のガッツ、トロが傭兵集団鷹の団を率いるグリフィス、そしてジュンが鷹

の団の紅一点キャスカを演じていました。内容はやっぱりネタバレになってしまうのでここでは書きませ

んが、なかなか面白そうですね。他には webラジオの宣伝や、過去のアニメの配信のお知らせがありまし

た。

　最後のテレビさんオチはちょっと切ないですねｗ

　２本目は、巨大ロボットを見学しようということで、高橋機械さんへ見学に。まず２匹を出迎えたのは、

巨大なカブトムシ型のロボット「カブトム」。本当にすごい迫力ですね。ここで製作者の高橋均さんが登場

し、早速話を聞くことに。

　カブトムはリモコンで動かすそうですが、時速４キロで歩き、羽が開いたりもするそうです。あとは全

身についているライトが光るんですね。それだけの操作でも、この大きさのものが動くのは本当に凄いで

すよ。

　高橋さんは幼い頃からいろんなものを手づくりしていたそうですが、ロボットを作ろうと思ってからは

11年が経過しているそうです。それでもまだまだ改造の余地があるというのだから、こだわりが凄いです。

しかも１人で作っているとはｗ

　しかし、カブトムが大きすぎるゆえの悩みもあって、イベントに来て欲しいと言われても移動が大変な

のだそうで (笑)。胴体から脚を取り外し、大型トレーラー２台で運ばねばならないのだとか。移動のため

の構造もきちんと考えられているのが面白いですね。

　さて、次回予告です。来週は「ＧＲＡＶＩＴＹ　ＤＡＺＥ　重力的眩暈：上層への帰還において、彼女の

内宇宙に生じた摂動」と「プラチニャ会員ネタスペシャル」の２本です。後者は会員以外も視聴できるそう

ですが、こういうのは珍しいですね。楽しみです。



2012.02.12 第１１９号「ＧＲＡＶＩＴＹ　ＤＡＺＥ　重力的眩暈：上層への帰還におい

て、彼女の内宇宙に生じた摂動」「プラチニャ会員ネタスペシャル」

　今週は「ＧＲＡＶＩＴＹ　ＤＡＺＥ　重力的眩暈：上層への帰還において、彼女の内宇宙に生じた摂動」

と「プラチニャ会員ネタスペシャル」の２本です。

　１本目は、以前から注目されていたＶｉｔａの新作ソフトの紹介ですね。冒頭から画面が真横になって

いて変な感じですｗクロが「重力使い」となったゆえに発生したことらしい・・・。

　ゲイムの内容としては、空中都市を探索する際に、壁を地面のように歩くことができたり、普通のゲイム

では行けないような場所まで入り込めるのですね。

　もちろん戦闘にも重力が生かされていて、高い場所から落ちる時の加速度を利用した重力キックなど、多

彩な重力アクションが用意されているのだとか。

　早速トロが、重力スライド（足もとに傾斜をつけて滑り落ちていく）と重力チェンジ（あらゆる方向を下

と定義して落下したり駆け回ったりできる）を体験。最後には落下の怖さに泣いてしまいましたｗクロや

りすぎだ・・・。

　そこで慰める意味もこめて、２匹でゲイムの舞台である空中都市「ヘキサヴィル」へ。そこでは重力嵐の

脅威により壊滅の危機にあるのですね。そんな中目を覚ました少女・キトゥン。重力猫のダスティを連れ

て、謎の怪物ネヴィの驚異から人々を守り街を取り返すために奔走するのがゲイムのストーリーというこ

とでした。

　ここで今作のディレクター・外山圭一郎さんが登場し、インタビューを敢行。サイレンシリーズのディ

レクターでもあるのですね。

　早速クロが、重力アクションって面白いけどどんなふうに思いついたのかと尋ねると、外山さんは「国道

246号を歩いていた時に、遠くに見えているのになかなか着かないから、ここが坂だったらとか、落っこち

て行けたら楽なのに・・・と妄想したことがきっかけで、コントローラを傾けた方向に主人公が落ちていく

ゲイムのイメージができた」そうです。

　続いて、フィールドを作る時に気をつけた点については、「普通は歩き回る地面や床だけ気にしていれば

いいけれど、このゲイムは壁や天井も歩けるので、どこでもスムーズに歩けるように」と「古い街並みだけ

どアクションのフィールドとして心地よいものであるように」気を配ったそうですね。なるほど。

　次は主人公のキトゥンについて。「記憶を失い突然街に現れたため、最初は心細い状況ですが、ポジティ

ブに行動し、他人と関わることで信頼や友情が芽生えていく」のだそうです。ちなみに黒猫は大活躍する

そうですが、いろいろと深い事情がありそうなキャラなのですね (笑)。



　最後にメッセージ。「新しいハードにふさわしいまったく新しい体験ができるゲイムを目指して、チーム

一丸となって頑張ってきました。きっと想像を超える驚きがありますので是非手に取って確かめてくださ

い」とのことでした。

　ここでトロステが終わるかと思いきや、今回結構長いです (笑)。自分勝手に暴走しネヴィと化したクロ

をとめるために、テレビさんがネヴィにとどめを刺すための講座を開講。ネヴィはそれぞれ弱点のコアを

持っていて、体力がなくなるとコアの上に青いサークルが出現するそうです。その時に必殺攻撃をぶつけ

れば退治できるそうですよ。

　そこで早速クロの蝶ネクタイを狙うトロ。トロは無事に倒すことができました (笑)。

　２本目は「トロステ落語」の第４弾です。冒頭から小話がスタート。２匹がそれぞれ、互いが起きてい

るタイミングでは寝ていて、相手が起きるのを待っているうちに自分も寝てしまい、今度は相手が起き

て・・・と白ヤギ黒ヤギみたいな話ですね (笑)。

　そして本題の落語「千両みかん」へ。夏のある日、さる大店の若旦那 (トロ)が病の床についていました。

大旦那 (ピエール)が医者 (スズキ)に相談すると、気の病だからと言われます。そこで大旦那は番頭 (クロ)

を呼び、若旦那の願いを聞き出すように頼みました。

　早速番頭が聞きにいくと、若旦那はみかんに恋煩いをしていたのでした (笑)。しかし季節は夏、みかん

はそう簡単に見つかりません。八百屋 (ジュン)にも叱られ、魚屋 (リッキー)にも怒られ (笑)、それでも神

田にみかん問屋があるという情報をゲット。

　すぐに向かうと、みかん問屋 (テレビさん)には確かにみかんが残っていたものの、値段はなんと千両！

番頭は驚いたものの、大旦那は「安い！」といい (笑)、買うことに。

　そしてみかんを食べ、元気になった若旦那。１０房あったうちの７房を食べ、３房残ったので、番頭に渡

して残りを両親と３人で食べてくれと言います。が、受け取った番頭はよからぬことを考え、その３房だ

け持って逃げ出してしまうのでした。

　冷静になった時の番頭さんの心中やいかに！？ですね (笑)。

　ここで落語うんちくとして、江戸のお金の話。江戸時代には金、銀、銭の３種類の貨幣が使われており、

金はおなじみの小判で１枚１両。小さいのになると１分金４枚が１両と同等の価値があったのですね。さ

らに小さいものだと１朱金 16枚で１両。庶民が使っていた一文銭では 4000～10000枚で１両と同等の価

値となったそうな。相場によって変わるんですね。

　そして関西では主に銀貨が使われており、１両で銀 50～60匁だったそうな。複雑ですねぇ。銀貨は重さ

がそのまま価値になっていたのですね。江戸後期になると、銀貨でも１分銀・１朱銀が作られて金と同じ

ようになったようですが。



　こんなに複雑なものだから、両替屋が発達したそうです。なるほど、両を他の貨幣に替えるから両替な

のですね。その言葉が今でも残っているのは面白いですね。

　おまけはなしで次回予告へ。クロが「チョコ回収係」というハチマキを巻いていて笑いましたｗ来週は

「極限脱出ＡＤＶ　善人シボウデス」と「遊べる美術館」の２本です。楽しみですねー。



2012.02.18 第１２０号「極限脱出ＡＤＶ　善人シボウデス」「遊べる美術館」

　今週は「極限脱出ＡＤＶ　善人シボウデス」と「遊べる美術館」の２本です。

　１本目は極限脱出シリーズ（？）の新作紹介ですね。３ＤＳ版もあるのですが、トロステでの紹介なの

で対応ハードはＶｉｔａ版だけになっていました (笑)。そんなこんなで、煙に飲まれて気を失った２匹は、

早速極限脱出を体験するはめにｗ

　目を覚ますと見知らぬエレベーターの中、左手には謎のバングル（腕時計のようなもの）が。そこには３

の数字が表示されています。ここでテレビさんが小さなモニターから登場し、状況説明。さっさと脱出し

ないとエレベーターが墜落すると聞き、２匹は焦るものの、「やっぱりさっさと進んで欲しいので出してあ

げますね」というツンデレテレビさんに笑いました (笑)。

　そしてスタジオのような場所に到着。ここで同じように巻きこまれていたポケピたちとも合流しました。

みんなでバングルを確認してみると、同じ部屋にいたメンバーはまったく一緒で、その他のメンバーはア

ルファベットの部分と数字の色が違うのですね。

　ここでテレビさんが再び登場し、「ノナリーゲームに参加しなければトロステから追放」と言い放つ (笑)。

仕方なくみんな参加することに。本当はいろんな面白いルールはたくさんあるのですが、テレビさんが説

明が面倒だと言うことで、１番面白いルールだけを紹介ｗ「アンビデックスゲーム」というそうです。

　エレベーターのような閉鎖空間を「アンビデックスルーム」といい、PAIRと書かれている２匹は同じ部

屋に、SOLOは１匹ずつ入ります。そこで「Ａ：協力」「Ｂ：裏切り」のどちらかを選ぶだけのゲイムだそ

うです。ただ、これにはもちろん引っかけがありまして、同じ色のアルファベットが入っていた１匹と対

戦になるわけですが、互いにどちらを選んだかによって獲得できるポイントが異なるのですね。

　すごく簡単に説明するならば、どちらもＡを選べば２ポイントずつもらえますが、どちらもＢなら０ポ

イント。それなら普通みんなＡを選んでしまいますが、答えが違った時にはＢを出した方が３ポイント貰

える有利なルールとなっているのです。しかし、どちらもＢなら先述のとおり０ポイントなわけで・・・９

ポイントで脱出できるので、駆け引きが重要になってくるわけですね。

　って、なんかすごく中途半端なところで紹介が終わってしまいましたｗ結果を最後まで見たかったので

すが・・・もしかして放置していたら続きが見られるとか？・・・ないかｗ

　２本目は、「東京おもちゃ美術館」を紹介。もともと小学校だった建物を、廃校に伴って地域の施設にし

たのですね。紹介役として出てきたのは、珍しくリッキーでした。アカデミックな一面も持っているそう

です (笑)。

　学校の一部にあるおもちゃ美術館では、教室ごとにテーマが決められているそうな。最初に行ったのは、



歴代のグッド・トイ賞に選ばれた素晴らしいおもちゃが展示されている教室。続いて時期ごとに内容が変

わる企画展示室。４月１日までは構成玩具を展示しているそうな。積み木などですね。

　続いて、木のおもちゃをテーマにした「おもちゃのもり」。他の教室よりもちょっと広くて、大きなおも

ちゃがありますね。ドールハウスや、木のボールの砂場があるそうです。次は「おもちゃのまち　きいろ」。

黄色をモチーフにした部屋だそうで、おままごとなどを楽しめるそうな。

　さらに「おもちゃのまち　あか」では、日本の伝統的なおもちゃを紹介しています。それを見て異様に懐

かしがっているクロは、本当に何歳なんでしょうね (笑)。そして次は「ゲームのへや」。世界中のアナログ

ゲームが揃っていて、実際に遊ぶことができそうな。

　あとは、家庭科室を使った「おもちゃこうぼう」で、実際におもちゃ作りを体験できるそうな。子供には

たまらない場所ですね。なんと０歳児～２歳児が遊べる「赤ちゃん木育ひろば」というのもあるそうで。す

べての年代の子供に対応しているようです (笑)。

　最後に、館内で紹介しているおもちゃも扱っているミュージアムショップ。実際に触ってみて気に入った

おもちゃを買えるのはいいですね。ここでしか買えない、木のおもちゃのガチャガチャなどもあるそうな。

　今回はおもちゃそのものの紹介というよりも、本当に各部屋の紹介という感じでしたね。機会があれば

もう少し個別におもちゃも見てみたいところです。

　おまけはなしで、次回予告。クロのハチマキが「チョコ撲滅委員会」に変わっていました (笑)。やっぱ

り貰えなかったのか・・・。さて、来週は「テイルズ　オブ　ザ　ヒーローズ　ツインブレイヴ」と「トロ

ステ妖怪劇場第六幕」です。妖怪劇場は順調に続いていますね。楽しみです。



2012.02.25 第１２１号「テイルズ　オブ　ザ　ヒーローズ　ツインブレイヴ」「妖怪劇場

第六幕」

　今週は「テイルズ　オブ　ザ　ヒーローズ　ツインブレイヴ」と「妖怪劇場第六幕」の２本です。

　１本目はテイルズシリーズの新作。アクションゲイムなのですね。アスベルがトロを、クロエがクロを

頭に載せている状態でスタート (笑)。これはまた斬新な・・・ｗにしても、テイルズはシリーズが多いた

め登場キャラも多く、誰が誰やらわけがわかりません。

　今回はそんなテイルズ 15作品が一挙に集結して、２人ずつが参加し、伝説の聖剣エターナルソードと世

界樹を巡る 15の物語を楽しめるのですね。それぞれにシリアスなシナリオとコミカルなシナリオがあり、

シリアスをクリアするとコミカルが見られるのだそうです。

　戦闘は一騎当千タイプ (笑)だそうで、わらわらと押し寄せる敵を豪快に薙ぎ払っていくようです。ゲイ

ム自体はストーリークリア型で、マップの奥にいるボスを倒せば終了。マップにはいろんな罠が待ち受け

ます。

　そして今回、各キャラが装着できる特殊アイテムとして「ぬいぐるめっと」というものがあり、それを装

着するとキャラがＳＤっぽくなるそうです (笑)。そうか、それでこの絵面なのか・・・と納得しましたｗ

しかし誰得な機能ですね。まあ実際にトロクロを頭に載せて戦えるようなので、トロクロファンには楽し

いかも？

　２本目は妖怪劇場の新作です。その 17は「すねこすり」。岡山県に伝わる、雨の降る夜に現れる妖怪で、

歩いている人の足の間をこすって通り、歩きにくくさせるのだそうです。姿は犬、あるいは猫のようにか

わいいのだとか。

　その 18は「べとべとさん」。姿が見えない音だけの妖怪で、夜道を歩いていると後ろからついて来るの

だそうです。ついて来るだけで危害は加えないのですね。対策としては、道を開けて「べとべとさん、お先

にお越し」と言えばいいそうな。

　その 19は「ちいちい袴（ばかま）」。四角張った顔に袴を着た小さい男の姿をした妖怪で、１人暮らしの

おばあさんの所に現れて、謡ながら踊るそうです (笑)。四角張った顔というのは、スズキに合わせたので

はなくて、もともとそういう妖怪なのですねｗイラストのクロが何か怖くて笑いました。

　おまけはなしで次回予告。の前に、Ｖｉｔａで見られるトロステのバックナンバーを順次公開している

というお知らせが。本来なら、サービスがスタートした時点で全部揃っていてもいいはずなのですが・・・

なにせ有料会員の特典ですからねｗ相変わらず緩いのがトロステのいいところ（？）なのでしょうか。来

週は「北の大地と鐵道の旅」と「オススメ！ゲームアーカイブス７」の２本です。楽しみです！





2012.03.03 第１２２号「北の大地と鐵道の旅」「オススメ！ゲームアーカイブス７」

　今週は「北の大地と鐵道の旅」と「オススメ！ゲームアーカイブス７」の２本です。

　１本目は、トロクロの北海道の旅！上野駅から寝台特急「北斗星」に乗っていきなりのスタートです。北

斗星は青函トンネルの完成からずっと走り続けているのですね。個室もありとても電車には見えないつく

りです。ちなみに、フランス料理は３日前までに予約が必要だそうですｗ

　今回の目的は、北海道をぐるっと１周することなのですね。クロの予定では特急なども使って約 900キ

ロを３日間かけてまわるようです。そんな大掛かりな企画だったとはｗ

　まずは札幌でジンギスカンを食べてから、釧路に移動。駅近くの市場で「勝手丼」を作る２匹。好きな魚

などを載せられるのはいいですね。そのまま釧路で泊まり、翌日は「ＳＬ冬の湿原号」で川湯温泉へ。さら

に「流氷ノロッコ号」に乗り換え網走駅を目指します。

　網走に着いた後は、「流氷特急オホーツクの風」に乗って札幌に戻ります。本当に電車に乗っているばか

りの旅なのですね (笑)。クロらしいといえばらしいですが・・・電車の中は暖かいですしね。最後に札幌

ラーメンを食べて東京へ・・・

　・・・という旅を、昔したよねーというオチで笑いました (笑)。どうりでなんかクロが優しいｗ

　２本目は、クロがオススメするゲームアーカイブスの紹介です。今回は「悪魔城ドラキュラＸ　月下の

夜想曲」だそうですが、うーん、また有名どころが来ましたね。せっかくならマイナーな良ゲーを発掘して

ほしいのですが。それはディギンの役目だからでしょうか (笑)。

　さっそくトロがプレイしながら説明。名前を決めてゲイムスタート。まずはリヒターというキャラを

操って進めます。いきなりドラキュラ戦がスタートし、助っ人に助けられながらもなんとか撃破。・・・

と、ここまでが昔のお話。これはドラキュラがリヒターに倒されてから４年後、リヒターが謎の失踪を遂

げ、翌年には 100年に１度復活するという悪魔城が復活したところから、物語が始まるようです。

　そして悪魔城の復活と同時に眠りから覚めたのが、今作の主人公アルカード。彼はドラキュラと人間の

間に生まれたハーフなのですね。いい設定だなぁ。そしてこのゲイム、アクションですがＲＰＧ的な要素

もあり、武器や防具を装備できるし、レベルアップなどもあるのですね。

　ちなみに装備品は、敵が落としたり、城の中で見つけたりするそうです。他にも魔導器というものがあ

り、入手するといろんなことができるようになるのですね。なかなか面白いシステムです。もちろんボス

戦も熱いそうですよ（クロ曰く）。



　おまけは、特製カスタムテーマなどが貰える「春の週トロまつり」のお知らせでした。週トロをすでにＤ

Ｌしている人、これからする人、プラチニャ会員が、アバターやカスタムテーマを貰えるんですね。先週の

を見る時間がなくてカズイさんもちょうど会員になったので、タイミングがよかったですｗ

　さて、次回予告。来週は「みんなといっしょ　アップデート特集」と「ＳＴＲＥＥＴ　ＦＩＧＨＴＥＲ　

×　鉄拳」の２本です。お、どっちもゲイム紹介ですね。トロたちも出るといううっかり発言に笑いました

ｗ楽しみです。



2012.03.11 第１２３号「みんなといっしょ　アップデート特集」「ＳＴＲＥＥＴ　ＦＩＧ

ＨＴＥＲ　×　鉄拳」

　今週は「みんなといっしょ　アップデート特集」と「ＳＴＲＥＥＴ　ＦＩＧＨＴＥＲ　×　鉄拳」の２本

です。

　１本目は、みんいつのアップデート情報。Ｖｉｔａ持ってない人には全然関係ない話題ですねｗ基本的

なシステムを紹介してから、最新情報の紹介へ。

　まずは、庭に登場したフレンド・ダンジョンについて。ダンジョンに入るには３人パーティで、しかも高

レベルのフレンドが必要ということで・・・低レベルな人はどうすればいいんでしょうねｗ

　フレンド・ダンジョンの目的は、なんとクロを助けに行くことなのだそうです (笑)。ぼっちＰに攫われ

るなんて、珍しいですね。ダンジョンというからにはＲＰＧなので、名刺を装備して攻撃力を上げ、洋服を

装備して防御力を上げてから行く方がいいようです。

　で、トロはテレビさんと合流したのですが、ダンジョンに入るにはもう１人必要です。そこで珍しく満

月ちゃんが参加し、いざダンジョンへ。モンスター役はまだフレンドになっていない人が出るのだそうで

す。面白い仕組みですね。

　戦闘は名刺を投げ合うことで行い、事前に名刺をラミネート加工しておくと攻撃力が上がるようです

ね。・・・これは本当に戦闘の話なんですか？ (笑)ラミネート加工ってｗダンジョンは地下１００階まで

あるようなので、飽きるほど遊べそうな感じですね。

　って、他にも何か紹介があるかと思ったら、今回はこれだけでした。

　２本目は新作ゲイムの紹介。トロクロも参加するＳＴＲＥＥＴ　ＦＩＧＨＴＥＲ×鉄拳ですね。誰が戦

わせようと思ったのか謎ですが、トロクロはちゃんと戦えるのでしょうか (笑)。

　操作のベースはＳＴＲＥＥＴＦＩＧＨＴＥＲのようですが、鉄拳ユーザーでも違和感なく技を繰り出せ

る仕組みになっているそうです。もちろん新たな操作をちゃんと覚えれば、よりいろんな技が出せるよう

になるみたいですが。

　遊べるモードは、２ on２のタッグバトルと、４人が入り乱れて戦うジャンブルバトルがあるようで。あ

と今回はジェムという色んな効果を持った宝石みたいなものを装備することにより、ステータスアップな

どの恩恵があるみたいですね。初心者向けのオートガードのついたジェムもあるようです。

　さらに新要素のパンドラ。ストクロ（と略すんですねｗ）のストーリーの中心となる存在だとか。戦闘

中にも、パートナーの能力を飛躍的に高める反面、その効力があるうちに相手を倒せないと強制ＫＯだそ



うな (笑)。まっことすっごい技ですね・・・。

　ここでちらっとキャラ紹介をしたところで、ストクロのプロデューサー・小野義徳さんが登場。なし崩

し的にインタビューへ (笑)。小野さんは格ゲーの祭りがやりたくて、この企画を考えたのだそうです。鉄

拳のキャラを扱う時に気をつけたのは、鉄拳シリーズで有名な原田勝弘さんが殴り込みに来ないようにだ

とか (笑)。といいつつも、お２人はかなり仲がいいそうです。

　ストクロで仲良くできそうな組み合わせを尋ねると、ディージェイとエディという返答が。ただどっち

も今回のストクロには出てないそうですｗ逆に仲が悪そうなのは・・・トロクロだけという衝撃の答えが

ｗ面白い人ですね。

　トロたちの必殺技のオススメを尋ねると、ＳＣＥの圧力で参入したキャラなのでおすすめなどない！と

いう潔い返事が (笑)。大人の事情なのですね・・・。最後はもうぐちゃぐちゃな展開でしたｗ

　おまけはトロのおみせの宣伝で、次回予告へ。来週は「魔法少女まどか☆マギカ　ポータブル」と「科学

の力で最強に？」の２本です。楽しみですね。



2012.03.18 第１２４号「魔法少女まどか☆マギカ　ポータブル」「科学の力で最強に？」

　今週は「魔法少女まどか☆マギカ　ポータブル」と「科学の力で最強に？」の２本です。

　１本目はまどマギのゲイム紹介。アドベンチャー・ダンジョンＲＰＧだそうで。いろいろ混ざりすぎだ

ろう (笑)。でも最近ジャンルを１つで表現できないゲイムが多いですよね。冒頭にネタバレを含むと書い

てあって、これからアニメを見る予定のカズイさん的には迷いましたが、取り合えず見てみることにしま

した。

　冒頭からいきなりごっこが始まりました (笑)。まどかがトロで、さやかがリッキー、ほむらがクロ、マミ

さんがピエールでした。キュゥべえだけはそのままなのですねｗゲイムの方は、アニメそのままのスタッ

フで、オリジナルストーリーもあるようです。そしてゲイムはなんとキュゥべえ目線で進むそうですよ。

　ここからはクロトロがキュゥべえとなって再現。魔法少女を勧誘するところからなんですね (笑)。会話

に割り込んで適切なコマンドを選ぶことで、相手をその気にしたりするようです。このあとの展開は、完

全にまどマギを知っている人向けっぽくて全然ついていけなかったので割愛ｗ

　戦闘はダンジョン形式で行われ、プレイヤーが移動すると敵も移動するという不思議のダンジョンっぽ

い形なんですね。上手く動かないと囲まれてしまうこともあるそうです。ＰＳストアではカスタムテーマ

の配信もしているようなので、ファンは要チェックですね。

　２本目は、つくばサイバーダインスタジオの紹介です。完全なるスズキ枠ですね (笑)。色んなロボット

を展示していて、実際に触れられるそうです。早速ロボット紹介へ。

　まずはつくば科学万博の芙蓉ロボットシアターで動いていたロボットたち。丸みを帯びたデザインと、

優しい色合いがかわいらしいですね。そしてそれよりも前のニューヨーク万博で展示された、いかにも巨

人兵っぽいデザインのロボットと犬 (笑)。さらに、日本古来のからくりロボットを再現したものもあるそ

うで。

　もちろん新しいロボットもたくさんあり、三菱重工のコミュケーションロボット「ｗａｋａｍａｒｕ」と

会話ができたりするそうな。他にも大きなフィギュアなんかもあるようですね。

　そしてメインは、サイバーダインが開発しているロボットスーツ。身につければ両腕で 80キロまで持ち

あげられちゃうそうです。レスキューの現場などで使うことを目指しているそうですが、軍事用には絶対

使わせないという強い理念があるのはいいですね。リハビリの現場などでは、すでに活用されているとの

こと。今後の展開が楽しみです。

　おまけはなしで次回予告。予告の中で「バイオハザード 15周年感謝パック」が紹介されました。さて来

週は「セガ電撃訪問　『龍が如くスタジオ』へ突撃インタビュー」の１本です。これは・・・(笑)。楽しみ



ですね。



2012.03.24 第１２５号「セガ電撃訪問　『龍が如くスタジオ』」

　今週は「セガ電撃訪問　『龍が如くスタジオ』」へ突撃インタビュー」の１本です。

　今回はネコでもわかる？シリーズで１本ぶち抜きです。セガの龍が如くスタジオにお邪魔します。突撃

早々、ぷよぷよシリーズのプロデューサー・細山田水紀さんが登場。一緒に写真を撮ってばよえーんしま

した (笑)。

　会社のなかには試遊コーナーも。結構珍しい感じがしますね。一般の人も遊べるんでしょうか？そして

ここでソニックシリーズのプロデューサー・飯塚隆さんも登場。総出演ですねｗ写真を撮ったあとはソニッ

クチームの開発室に潜入していました・・・目的が違う！ (笑)

　今度は役員会議室でファンタシースターシリーズのプロデューサー・酒井智史さんに遭遇。そして廊下

で ProjectDIVAシリーズのプロデューサー・林誠司さんと遭遇。有名シリーズが多すぎて、それに伴い有

名Ｐもわんさかいるんですもんねｗ

　そうしてやっと龍が如くスタジオに到着。龍が如く５ (仮)のプロデューサー・横山昌義さんを発見。さ

らにはバイナリードメインのプロデューサーであり龍が如くシリーズのチーフプロデューサーである菊池

正義さんも登場（どちらもマサヨシなのですね）。そしてバイナリードメインのディレクター・佐藤大輔さ

んも。こんなにスタッフの名前が出てきたのは初めてかも？ｗ

　最後にラスボス (笑)、龍が如くスタジオ総合監督の名越稔洋さんが登場。ここでやっとインタビューに。

名越さんはセガの取締役になったんですね。

　まずは龍が如くスタジオを作った理由から。このチームでこれからも面白いゲイムを作っていくという

決意だったそうな。なるほど、確かにチーム名にゲイムの名前が入っていると、いい仕事をしなければ元

のゲイムのイメージにも影響しますもんね。

　個性的なスタッフを束ねるのは大変じゃないか？という質問には、確かに大変だけど開発をスムーズに

進めることが目的ではなく、最終的にはゲイムを面白いものにするのが目的だから、モメるのも大事だと

思う、とのこと。これはなかなか深いですね。

　名越さんにとってセガはどんな会社か？には、ゲイム作りでなく社会人として自分をゼロから鍛えてく

れたところだから、恩を感じているとのこと。社風はかなり自由らしいですｗ

　ゲイム作りで心がけていることは、最近はゲイムに接する機会が増えているから、それぞれのマシンに

よってどう差別化を図るか、ということだそうで。確かにゲイムをできる媒体自体が増えましたから、重

要な問題だと思います。

　続いて、２月に発売されたバイナリードメインについて。これで完成！という線引きが非常に難しかっ



たとのこと。結構さらっと紹介が終わりましたｗそしてクロヒョウ２　龍が如く　阿修羅編について。龍

が如くよりも若い世代に向けた作品という紹介で、こちらもあっさり。

　そしてクロが狙っていた龍が如く５ (仮)の情報はというと・・・さすがにまだ話せないことは多いが、

とにかく気合い入ってます！とのことでした (笑)。キャバクラにも期待していいみたいですｗ今後の目標

は、とにかく面白いモノを追求していくこと！ゲイムを遊ぶということは夢中になれる楽しい時間がすご

せることであり、それにふさわしい作品を提供するのが仕事だと。名越さん自身はゲイム以外のエンター

テインメントへ広がるような仕事にも挑戦していきたいそうです。

　最後に、「最近日本全体が元気ないけど、エンターテインメントは心を元気にしてくれる魅力を持ってい

るから、我々はゲイムという形でその魅力を提案していきます。我々の作品が生きていくうえで何らかの

手伝いになれたら最高です！」というメッセージが。強面だけど普通にイイ人ですよね、ほんと (笑)。

　おまけは再放送なので、次回予告へ。ここでプライズの紹介。キュゥべえの着ぐるみをかぶったトロク

ロ・・・かなり怖いですねｗそしてまどかたちの制服を着た２匹も。女装にまったく抵抗がないのがいいで

すね (笑)。来週は「流田 Projectとは？」と「食べちゃいそうなくらいそっくりなアレ」の２本です。楽

しみですね。



2012.04.01 第１２６号「流田 Project とは？」「食べちゃいそうなくらい　そっくりな

アレ」

　今週は「流田 Projectとは？」と「食べちゃいそうなくらい　そっくりなアレ」の２本です。

　１本目は流田 Projectの紹介です。トロのマネージャーさんのつぶやきから始まったんですね。ニコ動

で彼らの演奏を見たトロマネさんが、仮面のひとつがトロに似ていることに気づいて (笑)。そもそも流田

Projectとは何かというと、謎のアニソンカバー覆面４人組ロックバンド・・・なんですね。なんだそりゃ

(笑)と言いたくなりますが、演奏は至って真面目というか、すごい上手くてかっこよい感じですｗ

　そしていろいろあってトロクロとコラボすることになり、当日・・・トロクロが怪しい仮面をかぶって登

場！ (笑)あまりに怪しすぎて笑いましたｗこれは酷いｗｗここでやっと流田 Projectの流田豊さんが登場。

ああ、名字だったんですね。2009年に初めて「演奏してみた」を動画サイトにＵＰしたのがスタートだそ

うで。仮面は自然にかぶっていたそうです (笑)。

　カバーするアニソンは、自分たちが好きな曲だったり、面白そうな曲だったり、ファンからのリクエスト

だったりするそうな。アレンジの際には原曲の良いところは壊さず、自分たちらしいロックなアレンジを

心がけているそうです。もちろんオリジナル曲も作っていますが、まだまだカバーしたい曲がある、との

こと。謙虚ですね (笑)。

　最後にこれからの予定は、面白い曲を侵略していくぞー！とのことでしたｗそれと、ぜひライブを見に

きてね、と。そしてコラボの話をスルーして終わりそうになったところで、アルバムの宣伝 (笑)。さらに

トロマネが戻ってきて、トロにギターを教えてもらおうと無茶振りｗだがそれがベースになって・・・？？

展開が結構ぐっちゃぐちゃでしたね (笑)。でもなんか面白かったですｗそれにしても流田さん歌上手す

ぎ・・・！

　２本目は、元祖食品サンプル屋の紹介。食品サンプルを使ったいろんなグッズを扱っているのですね。

これは面白い。でもクロの今回の目的は、買い物ではなく食品サンプル作りの体験ということで、２匹が

挑戦。

　まずはエビ天を作ったのですが、感想に見えて多分難しいんでしょうね、これは。黄色いロウをお湯の

中に垂らしているだけですが、その垂らし具合が大変そう。続いてレタスを作るのに、まず白いロウを垂

らしながら手で広げ、その上に緑のロウを垂らしてまた広げていくんですね。そして葉を作った後は芯を

作って、それに葉を巻いていくとレタスの完成です。切った断面もしっかりレタスですごいですね。

　この元祖食品サンプル屋は、５月に開業する東京スカイツリータウンにも出店するそうなので、楽しみ

ですね。



　おまけはなしで、次回予告。ここでも怪しい仮面をつけた２匹ｗ怖いですね、ほんと・・・(笑)。さて、

来週は「ペイントパーク　トレジャーパーク」と「浪速伝説トライオー」の２本です。前者はＶｉｔａのア

プリなのですね。後者は大阪のご当地ヒーローなんでしょうか (笑)。楽しみです。



2012.04.08 第１２７号「ペイントパーク　トレジャーパーク」「浪速伝説トライオー」

　今週は「ペイントパーク　トレジャーパーク」と「浪速伝説トライオー」の２本です。

　１本目はＶｉｔａの新作アプリの紹介です。ウェルカムパークと同じように、遊びながら操作を覚えら

れるアプリなのですね。

　まずはペイントパークの説明から。開発は月面基地というところを猛烈アピールしてて笑いましたｗ最

初にペンの太さや色を選んで、お絵かきするそうですが、色は自由に混ぜることができるそうです。

　描くのは指でやるようですが、横にあるルーペで指の下の部分が見えるので、細かい作業もできるのだ

とか。他にも、写真を貼ったり、ゲイム中に撮ったＳＳを貼り付けたりできるそうです。

　あと、ひとりはもちろんですが、アドホック通信で６人まで一緒にお絵かきをできるというのが面白いで

すね。みんなでコンテストを開いてみんなで評価する、というのもいいですね。遊びの幅がありそうです。

　続いてトレジャーパークの説明。位置情報を使って周辺プレイヤーやフレンド間で情報を共有できるｎ

ｅａｒを使って遊ぶものだそうで。

　基本的な遊び方は、まず自分のシートを作り、宝物やトラップを配置し、それを配るのですね。そして自

分は他の人の配ったものをもらい、宝を探すということみたいです。

　宝探しは左にあるヒントから推理してやるのですね。自分が配ったシートが遊ばれると、結果などがわ

かるようです。配る楽しみもありますね。

　２本目は大阪のご当地ヒーロー・浪速伝説トライオーを紹介。冒頭からクロが自宅警備員のハチマキを

していて笑いましたｗそして夢オチ (笑)。

　トライオーは去年の 10 月に誕生した新しいヒーローなのですね。名前の由来は、阪神タイガースのト

ラと、挑戦のトライと、大阪のオーだそうで。敵の大阪のジョーは巨人ファンで張り合っているとかｗ

　悪の集団スベル族は、大阪中の笑顔を奪って、大阪を征服しようともくろんでいるのだそうです。寒い

ギャグですべって笑顔を奪うとは、新しいですね (笑)。

　現在エピソード０が YouTubeで公開中で、５月からは全 12話のエピソード１を配信するそうな。変身

アイテムがそろばんとか、必殺技もそろばんでコード入力とか、面白すぎますｗ

　おまけは、コラボ情報でした。塊魂ノ・ビータで、トロクロが巻きこまれるものとして登場するのです



ね。ああ、ポケピたちもみんな出てるんですねｗそしてなんと、アイマスにも登場しているとか。でもこ

ちらはトロだけ (笑)。コラに笑いましたｗ

　さて、次回予告。来週は「アクセル・ワールド」と「紙を使った神業」の２本です。投げっぱなしジャー

マン酷いですね (笑)。



2012.04.15 第１２８号「アクセル・ワールド」「紙を使った神業」

　今週は「アクセル・ワールド」と「紙を使った神業」の２本です。

　１本目は、アニメが始まったアクセル・ワールドの紹介。・・・というか、サンライズでアニメ製作の現

場を見るようですね。クロ、アポなしでいったのか (笑)。

　ここで内容をちょっと紹介。2046年にニューロリンカーと呼ばれる携帯端末を用いることで、生活の多

くが仮想ネットワークで行われるようになった世界が舞台だそうで。

　主人公のハルユキは、ちょっとぽっちゃりしたいじめられっこだが、ゲイムは大得意。そんなハルユキ

が生徒会副会長の黒雪姫に呼び出されるところから物語は始まるのですね。

　話は制作現場に戻り (笑)、スタジオに無断で潜入したところ、宣伝の米川さんに見つかってしまいまし

たｗが、親切にもスタジオ内を見せてくれることに。あれこれ見せてもらって、クロは大満足のようでし

たね (笑)。

　２本目は、折り紙の世界を紹介。いきなり出た歩くティラノサウルス、とても１枚の折り紙で作ってい

るとは思えませんね。

　ここで折り紙作者の西田シャトナーさんさんが登場。小学生の頃から天才折り紙少年と呼ばれていたそ

うです (笑)。小３の頃、折り紙の鶴の形が実は似ていないことに疑問を持ち、自分なりの道を模索し始め

たんですね。

　カブトムシもクワガタムシも、エイリアンまでリアルでびっくりですｗここでユニコーンの作り方を実

践してみることに。少しずつできあがっていくユニコーンが本当に見事ですね。

　さて、次回予告です。来週は「アニメ「あっちこっち」」と「これをかぶれば有名人？」の２本です。ア

ニメ紹介が続きますね。楽しみです。



2012.04.22 第１２９号「アニメ「あっちこっち」」「これをかぶれば有名人？」

　今週は「アニメ「あっちこっち」」と「これをかぶれば有名人？」の２本です。

　１本目は「あっちこっち」のアニメの紹介。カズイさんは全然知りませんでしたが、まんがタイムきらら

で連載中のコミックのアニメ化なのですね。ここでテレビさんとクロが会話をしている間に、あっちこっ

ちの主人公の１人である伊御（いお）が通り過ぎていきましたｗそしてもう１人の主人公のつみきも登場。

アホ毛が凄すぎるｗ

　いろいろやって、やっとシリーズ構成を担当している天河信彦さんのインタビューへ。今もゲイムの仕

事もしているマルチな才能をお持ちの方なのですね。双界儀の脚本を書かれた方だとは！なるほど。

　シリーズ構成は、天河さん曰く、脚本家の元締めみたいなイメージだそうで。どのエピソードをアニメ化

するかを決め、監督やプロデューサーと構成を固めていき、脚本家に各話を発注するのが主な仕事なのだそ

うです。もちろん自分でも脚本を書くそうな。あっちこっちはすべて天河さんが脚本を書いたそうですよ。

　漫画をアニメの脚本に起こすには、まず１コマ当たりの情報量が多いため、悩むこともあったそうです。

原作には書かれていなくても、ないと不自然なシーンは自分で考えないといけませんしね。

　あっちこっちの魅力は、人間離れしたキャラたちが、人間じみた普通の生活を送っていることだそうな

(笑)。面白いですね。原作者さんも脚本のチェックに参加しているとのことで、原作ファンでも安心して楽

しめそうな感じですね。

　２本目は、ラバーマスクの老舗株式会社オガワスタジオの工場見学です。ラバーマスクってなにかと思っ

たら、被りもののマスクのことなのですね。早速案内役の八木原さんが登場。ラバーマスクの原料は天然

ゴムなのですね。

　作り方は、まず原型を水粘土で作るところから。美大出身のデザイナーさんがリアルに作るわけですね。

それから石膏の原型を作り、石膏の原型からラバーの原型を作り、そのラバーの原型から石膏の原型を量

産するそうです。石膏の原型が消耗品だからなのですね。

　いよいよ原型を使っての作成ですが、まずコンベアに原型を固定し、ラバーを注入します。原型の内側に

ラバーの膜ができたところで、不要なラバーを排出。その後原型を逆さにして乾燥室へ入れて、取り出し

て再度乾燥させればひとまず完成。そのあと表面のぶつぶつを専用の機械で取り、着色をしてできあがり。

　ここで会社についてインタビュー。何故ラバーマスクを作り始めたのかというと、最初はゴム風船の工

場だったそうですが、その後海外用にハロウィンやカーニバル用のマスクを作らないかという話がきて、マ

スクを作り始めたそうです。しかし海外からの受注が減ってしまい、今度は国内に向けて宴会用のかつら

などを売っていたそうですが、ある日ビートたけしさんが外国人のマスクをつけてテレビに出たことによ



り、日本でもラバーマスクの需要が高まったそうな (笑)。

　おまけはどちらも会員専用なので、次回予告へ。来週は「シェルノサージュ　～失われた星へ捧ぐ詩～」

と「リサイクルの新しいカタチ！」の２本です。楽しみですね。



2012.04.29 第１３０号「シェルノサージュ　～失われた星へ捧ぐ詩～」「リサイクルの新

しいカタチ！」

　今週は「シェルノサージュ　～失われた星へ捧ぐ詩～」と「リサイクルの新しいカタチ！」の２本です。

　１本目は新作ゲイム「シェルノサージュ」の紹介です。７次元先の世界に住む少女との交流とは、どうい

うことでしょう？ｗのっけからクロが自分の世界に入ってしまいましたが・・・このゲイム、オンライン専

用なのですね。主人公は、記憶を失い孤独に生きる少女・イオン。プレイヤーと繋がった先の世界に、たっ

た１人で生活しているそうな。

　イオンは２４時間こちらの人間と同じように生活していて・・・って、ラブプラスみたいなものなのです

かねｗ親しくなっていくと、プレイヤーはイオンの夢の中にダイブできるようになり、廃墟と化したイオ

ンの記憶世界を蘇らせていくそうな。なるほど、そちらが思い切りファンタジーテイストな内容なのです

ね。あと夢にダイブというのが、アルトネリコの流れを汲んでいる感じ。

　記憶世界を蘇らせるためには、イオンの中に住む妖精シャールの力が必要で、そのシャールはバーコー

ドを読み取ることで生み出すことができるそうですｗバトラー！？面白いところに組み合わせてきました

ね。オンライン専用というだけあって、発売後も無料・有料でいろいろ配信されるそうです。長く楽しみ

たい人にはいいかもしれませんね。

　２本目は、リサイクル工場の社会科見学。株式会社ナカダイという会社にお邪魔しました。案内役の原さ

んと合流し、「モノ：ファクトリー」について聞くことに。ナカダイは廃棄物のリサイクル工場で、捨てら

れたものから使える部分を取り出して再利用の処理をしているそうな。面白いですね。

　それぞれの素材に合わせた処理をして、再利用・・・本当はここまで国や自治体がやってくれればいい

のでしょうが、そうもいかないからこそこのような会社が出てくるのですね。なんと集まったゴミの９８

％をリサイクルしているそうな。

　で、「モノ：ファクトリー」とは、様々な素材を使ってモノ作りを楽しもう、ということで、デザイナー

さんたちが自由に素材を買って作品を作る場所なのですね。想像もつかないような形のものから、さらに

想像もつかないようなものができるって、面白そうです！ (笑)

　さて、次回予告ではまず、トロの誕生日会の告知がありました。毎年祝ってもらえるトロはいいですね

(笑)。来週は「ＳＴＡＲＨＡＷＫ」と「つまみ食い歴史講座ＳＰ」の２本です。楽しみですね。



2012.05.06 第１３１号「ＳＴＡＲＨＡＷＫ」「つまみ食い歴史講座ＳＰ」

　今週は「ＳＴＡＲＨＡＷＫ」と「つまみ食い歴史講座ＳＰ」の２本です。

　１本目は新作ゲイム「ＳＴＡＲＨＡＷＫ」の紹介です。リフトエネルギー争奪戦が繰り広げられるダスト

星に降り立った、腕利きの用心棒エメット・グレイブスの物語なのですね。ジャンルはアクションシュー

ティング。カズイさん的にはまったく縁のないジャンルですｗ（できることならやりたいけれど、できな

いので・・・orz）

　今回はクロがゲイムの世界に参戦。戦おうとしますが、慌てん坊なので丸腰で戦場に出てしまいました

(笑)。ここで何故かジュンがやってきて、戦闘のイロハを教えてくれることに。ジュンもちょいちょい得意

なゲイムがありますよね。使える武器はライフルやレールガン、ロケットランチャーなど。そして戦闘用

の乗り物があるのも特徴だそうな。

　戦闘はビルド＆バトルシステムというもので、ボタン１つで防壁や乗り物が格納されているガレージ等

が、はるか大気圏にあるドロップシップから投下され、リアルタイムで建てられるとか。面白い要素です

ね。戦ってリフトエネルギーを貯めると、好きな場所に建てられるようになるそうです。

　あとは、最大 32人まで参加が可能なオンライン対戦モードがあり、４モードの対戦形式を選べるそうな。

他に４人で協力して戦うモードもあり、なかなか充実した内容ですね。そして紹介のオチに笑いましたｗ

　２本目は、「ネコでもわかる？つまみ食い歴史講座」のスペシャルです。トロステはこの手の簡単なまと

めがうまいですよねー。今回は偉人の行動から生まれた言葉に注目してみるそうで。まずは三国志では主

役級の英雄・曹操の行動が生んだ言葉「望梅止渇」。

　この言葉の由来は、曹操が大群を率いて出兵した際に、喉が渇いて動けなくなった兵士に「この先に梅林

があるぞ！」と言ったことにより、唾液で兵士の喉の渇きが癒され、再び元気よく歩き出したという話だそ

うです。本当にそんなことがあるのでしょう (笑)。転じて、頭に何かを思い浮かべて満足するという意味

になったそうな。

　続いて、「鶏肋」。またしても曹操が出兵した際に、劉備から領土を奪うため漢中という場所に攻め込ん

だそうです。その時現実逃避のために意味もなく呟いたこの言葉を部下が「撤収を意味している」と勘違

いをした、という話で、あまり役に立たないけど捨てられないものの例えとして使われるようになったと

か。面白いですねｗ

　最後は曹操自身が発したこの言葉「げえっ関羽」。漫画でしか言ってないんですね (笑)。赤壁に攻め込ん

だ時の事、罠にはまり仕方なく撤退する途中、三度に渡り奇襲を受けた事により戦意喪失した曹操が放っ

た一言なのですねｗ強がって笑っていただけに切ない・・・。



　おまけは会員専用なので、次回予告へ。まずはクロもアイマス２登場のお知らせが (笑)。クロはラジオ

の全制覇を狙っているのですねｗどうなることやら・・・。さて来週は「ＴＯＫＹＯ　ＪＵＮＧＬＵ」と

「ミソキィホームズの謎」の２本です。楽しみですね。



2012.05.13 第１３２号「ＴＯＫＹＯ　ＪＵＮＧＬＵ」「ミソキィホームズの謎」

　今週は「ＴＯＫＹＯ　ＪＵＮＧＬＵ」と「ミソキィホームズの謎」の２本です。

　１本目は新作ゲイムの「ＴＯＫＹＯ　ＪＵＮＧＬＵ」。公式サイトの動画を見ましたが、すごく面白そう

でしたね。ただ、この手のゲイムは実際に東京に住んでいる人の方がずっと楽しめるでしょうから、そう

いう意味では残念ですｗ

　ゲイムの内容は、タイトル通りジャングルへと変わってしまった東京で繰り広げられる、動物たちのサ

バイバルゲイムです。最後まで行くと人類が消えた謎が解けるようですね。登場する動物は 50種類以上。

なんと恐竜も登場 (笑)。

　ゲイムには２種類のモードがあり、サバイバルモードは好きな動物を選んでポイントを競うモード、ス

トーリーモードは何故人類が東京から姿を消したのかの謎に迫るモードだそうな。クロいわく、感動の結

末が待ち受けているかもしれないとかｗ

　ゲイム内で生き残るための３つのポイントは、身を隠すこと、捕食すること、世代交代をすること。自分

より強い動物に見つからないことが大事なのですね。草むらが有効だそうです。捕食は、まず見つからな

いように相手に近づき、タイミングを合わせてボタンを押すことで捕食できます。世代交代は、まず縄張

りを作り巣を使えるようにして、パートナーとなる雌を探す。そして雌に認められたら巣に向かい、世代

交代が完了するようです。親からステータスを一部引き継ぐんですね。

　他、自然環境もいろいろと変化するので、何度やっても楽しめそうな感じがします。コスチュームを身

につけることでパロメーターが上がったりもしますし (笑)。１度は遊んでみたいタイトルです。

　２本目は謎のユニットに迫る！ということで、ミソキィホームズの謎を解明にクロが動きますｗ偽もの

に偽ものの取材を仕掛けるとは (笑)。なかなか面白いことをしますね、クロも。

　ところが、呼び出したミソキィホームズは何故か声優ユニット・ミルキィホームズのご本人たちで、ここ

で即謎が解明 (笑)。ミルキィホームズの皆さんが、ある番組の時だけミソキィホームズを名乗っていたの

ですね。東京名物を味噌味で侵略していく企画だったので、こういう名前になったとか (笑)。

　名古屋出身のメンバーは誰もいないのに、テレビ愛知の番組だったからそういうことになったようです

がｗ色々なものにミソをかけて食べたんですね。にしても、ミルキィホームズは武道館でライブをやるほ

どの人気だったとは。そっちにびっくりしました (笑)。

　今回もおまけはなしで次回予告へ。来週は「トロステ妖怪劇場第七幕」と「江戸っこの挑戦！」の２本で

す。江戸っこの挑戦が気になりますねｗ楽しみです。





2012.05.21 第１３３号「妖怪劇場第七幕」「江戸っこの挑戦！」

　今週は「妖怪劇場第七幕」と「江戸っこの挑戦！」の２本です。

　１本目は、トロステ妖怪劇場の第七幕です。早速紹介開始。まずは其の二十の「のっぺらぼう」から。こ

れはメジャーですね。顔のパーツがない妖怪で、人を驚かす以外は特に害がないと言われているそうです。

　続いて其の二十一は「野衾（のぶすま）」。ふすまという字は普通の変換では出てこないですね・・・。

で、どんな妖怪かと言うと、ムササビのように飛んできて、人の顔に貼りつき、目や口を覆ってしまうそう

です。それは怖いｗ直接的に死に関わりますね。他にも、火を食べたり、人やネコを襲って血を吸ったり

する説もあるそうな。

　最後は其の二十二の「さがり」。岡山県や熊本県などに伝わる妖怪だそうで、馬の首の姿をしていて、古

い榎木の木から突然ぶら下がって来るのだそうです。その話だけ聞くと笑ってしまうのですが (笑)、実際

にいたら怖いでしょうね・・・。説によっては、見た人は熱病にかかるとも言われているそうな。

　２本目は「江戸っ子１号プロジェクト」の紹介です。意外にもスズキ枠なのですね (笑)。２匹が向かっ

たのは「杉野ゴム科学工業所」。なにやらビッグプロジェクトが行われているということで、早速中へ。な

んと、「江戸っ子１号」という名前の海底探査機を作るプロジェクトを進めている会社なのですね。

　社長の杉野行雄さんが登場し、話を聞くことに。数年前に、東大阪の中小企業が力を合わせて、「まいど

１号」という人工衛星を作ったことがあったそうですが、それを見て思いついたのですね。町工場の灯火

を消さないために、日本が遅れている海底探査をやってみようと思ったそうな。

　そこで海洋研究開発機構を紹介してもらい、具体的な話を進めていくことになったそうです。それで、た

またま解体されていた探査機を見せてもらったら、部品はすべて海外製。それを見た杉野さんは燃えてし

まったんですね (笑)。そこで１０数社で力を合わせて、それぞれが得意分野を生かして江戸っ子１号の部

品を作ってみることに。

　すると見積もりだけで２～３億円もかかることが判明し、次々と仲間が抜けていくｗそりゃそうだ・・・

でも諦められない杉野さんは、目的をもっと絞ってシンプルにしてみたらどうかというアドバイスに従っ

て、最初の目標を２つだけに絞ったのだそうです。生物の探査と海底の泥の採取ですね。

　そうこうしているうちに、コストを抑えるガラス球を使う方法を発見し、また協力者も出てきたという

ことで・・・成功すればいいなぁと思いますね。本当に夢のあるプロジェクトです。

　おまけは機動戦士ガンダムＵＣのエピソード５の紹介です。クロがさらっとネタバレしつつ、内容を紹

介 (笑)。エピソード１～３までは、ゲイムでも追体験ができるんですね。なかなか面白そうです。



　さて、次回予告です。来週は「ドラゴンズドグマ」と「あの橋の秘密」の２本です。楽しみですね。



2012.05.28 第１３４号「ドラゴンズドグマ」「あの橋の秘密」

　今週は「ドラゴンズドグマ」と「あの橋の秘密」の２本です。

　１本目は「ドラゴンズドグマ」の紹介です。いきなりごっこが始まり (笑)、赤リッキーが巨大化してド

ラゴン役で登場。平和な漁村にドラゴンが現れた所から物語が始まります。そのドラゴンに心臓を奪い取

られてしまったことにより、ドラゴンを倒す運命を課せられた者「覚者」となるのが主人公だそうで。

　舞台となるのはオープンワールドなので、広い世界を自由に冒険できます。そしてやっぱり自由に生き

ている人間やモンスターたちと交流しつつ、クエストを進めていく感じなのですね。リムの石というもの

を使えば、ポーンと呼ばれる仲間を得ることもできるそうな。

　主人公とメインポーンはエディットでき、選べる職業はファイター、ストライダー、メイジの３つ。後に

それぞれ上位職も選べるようになるようです。普段はメインポーンの他に、他の人のメインポーンを借り

たりして全部で３人のポーンを仲間にできるみたいですね。

　その後も戦闘について大雑把な説明がありましたが (笑)、確かに面白そう。機会があったらやってみた

いゲイムです。

　２本目は、勝鬨橋の秘密を紹介。東京湾から隅田川に入ると、最初に見えてくる橋なのですね。早速よ

く観察すると、色んな不思議が見えてきます。その謎を解明するために、２匹は橋の傍にある「かちどき　

橋の資料館」へ。

　現在資料館となっている建物は、元々勝鬨橋のための発電施設だった場所だそうで、古い発電機が展示

してあります。配電室なんかもそのまま残されているのですね。何故発電が必要だったのかというと、勝

鬨橋は大きな船も通れる可動橋だったからだそうな。なるほど。

　さて、ここから２匹は勝鬨橋の秘密を巡るツアーに出発。まずは橋の上にある、信号機のついた小部屋

へ。信号機は、橋を開閉する際に通行人を止めるためにものだったのですね。小部屋の中は橋の運転室で

した。

　続いて運転室の下にある機械室へ。運転室の下というよりも、橋の下になるんですね。機械室では、勝

鬨橋が開閉する仕組みを見ることができます。これはなかなか面白いです。巨大なモーターやギア類がそ

のまま残っていて、動きはしないものの、今も橋を支えているそうです。

　さて、次回予告です。来週は「ＬＯＲＤ　ＯＦ　ＳＯＲＣＥＲＹ」と「つまみ食い歴史講座ＳＰ２」の２

本です。どちらも楽しみです。





2012.06.02第１３５号「ＬＯＲＤ　ＯＦ　ＳＯＲＣＥＲＹ」「つまみ食い歴史講座ＳＰ２」

　今週は「ＬＯＲＤ　ＯＦ　ＳＯＲＣＥＲＹ」と「つまみ食い歴史講座ＳＰ２」の２本です。

　１本目は新作ゲイムの紹介です。エルフやドワーフ、トロール等の精霊たちと人間が共に生きる世界が

舞台なのですね。サンタモニカスタジオの作品ということで、期待が高まります。

　早速ゲイムの世界にやってきたトロクロですが、いきなり迷子になるトロ (笑)。そこでゲイムの主人公

であるフィンと出逢います。なんというか・・・いかにも外国製っぽいキャラデザですね (笑)。リアルテ

イストな割りに、頭が妙に大きいような。とにかくフィンと一緒に行動することにしたトロ。

　一方クロは、喋る白猫のアーリンと遭遇し、アーリンもはぐれたフィンを捜していたため、一緒に捜すこ

とに。

　このゲイムはＭＯＶＥ専用で、コントローラーを振ったりすることで発生する様々な魔法を使って進め

るようです。簡単に言うとＷｉｉゲイムのようなものですね (笑)。トロクロは無事に合流できて、そのま

まフィンたちと旅に出発しましたとさ。ＭＯＶＥがあったらちょっとやってみたかったですが、残念なが

らカズイさんは持っていないのでした。

　２本目は、「ネコでもわかる？つまみ食い歴史講座」の第２弾です。今回は「天下分け目の関ヶ原」につ

いて紹介。簡単に説明すると、豊臣方の西軍は毛利輝元が約 83000人の兵士を率い、徳川方の東軍は徳川

家康が約 88000人の兵士を率いて戦ったのですね。元々は豊臣のお家騒動が発展して戦になってしまった、

と。

　秀吉がログアウト後 (笑)、威張りだした家康をけしからんと思った石田三成がけしかけたものの、三成

は石高が低くて戦の表舞台には立てず、輝元が担がれて代わりに立ったという流れ（クロの説明ですｗ）。

　さて、ここからがごっこ。まず秀吉役のぽっちＰが、家康役のクロに息子のことを頼みログアウト。す

ると家康は好き勝手に動き始めます。それに腹を立てた三成は、家康を討とうとするも、三成自身が味方

にも嫌われているので誰もついてこない (笑)。そして輝元役のピエールを総大将に据えるものの、輝元は

密かに城に籠もってやり過ごす算段をしていたのですね。三成哀れｗ

　ああ、ここでテレビさんが大谷吉継役だったことが判明 (笑)。他の人と違って名前カードがついていな

いからわかりませんでした。ここで島津義弘役のリッキーが合流、家康につこうとしたけれど連絡ミスで

城に入れてもらえなかったために豊臣についたそうです (笑)。

　そしていよいよ合戦。輝元の代わりに養子の秀元が出陣していました。そしてここで、西軍に小早川秀

明役のトロが合流。と思いきや、秀明は秀吉の実子であるものの、三成のチクリで取り上げられた領地を

返してくれたのは家康で、家康にも恩があるため、どちらにつくかすぐには決められない状態。



　そこでまず秀元に動いてもらおうと、吉川広家役のジュンを通して頼むが、霧が多くて動けない。・・・

等というのはもちろん詭弁で、最初から動く気がなかったのですねｗそしてここで秀明も三成を裏切り、家

康側につきました。さらに次々と寝返る者が出て、東軍があっさりと勝利したのですね。学校でうわべだ

けを習う以上に、なかなか興味深いお話でした。

　さて、次回予告です。来週は「アーシャのアトリエ　～黄昏の大地の錬金術士～」と「宇宙に一番近い場

所」の２本です。トロステはほんとアトリエシリーズが好きですね (笑)。どちらも楽しみです。



2012.06.09 第１３６号「アーシャのアトリエ　～黄昏の大地の錬金術士～」「宇宙に一番

近い場所」

　今週は「アーシャのアトリエ　～黄昏の大地の錬金術士～」と「宇宙に一番近い場所」の２本です。

　１本目はアトリエシリーズの最新作「アーシャのアトリエ」の紹介です。今回も最初からアトリエの世

界にいるトロ。早速クロとはぐれたようです (笑)。そしてアーシャとレジナの２人に遭遇。アーシャはあ

る出来事をきっかけに、旅先で見かける様々な困っている人を助けるようになるそうで。それで報酬や信

頼を得ていくのですね。

　というわけで、トロのクロ捜しを手伝うと言い出したアーシャと素材の採取に出発。今回の主人公であ

るアーシャは薬士で、最初は錬金術という言葉すら知らないようです。

　一方のクロもトロを捜し始めましたが、出会ったのはキースグリフというおじさんｗそこから数日飛ん

で、今度はウィンベルという魔法使いの少女と遭遇し、喜ぶクロ。今回はトロとクロのパートの行き来が

激しくて追い切れないですね・・・。

　アーシャがアイテムを作る流れは、まず採取地で材料を集め、その材料を釜に入れて調合するだけ。調

合は、まずレシピを選び、材料を選び、釜に入れればＯＫ。選んだ材料によって、同じものでも効果が変

わってくるんですね。

　ここで話はネコ捜し (笑)に戻り、ようやく再会できたトロクロ。クロが野獣と間違われているのは笑い

ましたｗ向こうの世界から戻ってきたあとは、ゲイムと同じく日記を書くトロ。アーシャは妹を捜して旅

をしているのですね。今までのアトリエシリーズってずっと同じ街にいる印象があったのですが、これは

カズイさんもやってみたくなりました。

　２本目は、スズキ枠で「ＪＡＸＡ筑波宇宙センター」への突撃取材です。２年ぶりの取材なのですね。前

回は宇宙飛行士の訓練を体験しましたが、今回は展示施設の見学だそうです。

　早速展示館の「スペースドーム」へ。筑波では実用衛星や有人宇宙活動についての展示をしているそう

な。館内は、写真を見ただけでもすごく綺麗で見応えがありそうですね。中央にある地球は「ドリームポー

ト」と呼ばれ、地球を 1/1000000スケールで再現したものだそうです。ちゃんと人工衛星やＩＳＳの模型

も浮かんでいるとか。

　そして様々な人工衛星のプロジェクトと成果が展示されている場所へ。宇宙では陽の当たるところと当

たらないところでは 200度近い温度差があるので、断熱シートは大切なのですね。しかしマジックテープ

で止められているのは驚きました (笑)。風が吹かないからそんな簡単でもいいのか・・・。

　続いて、人工衛星を打ち上げるために必要な、ロケットエンジンやロケットの模型、そしてＩＳＳの日本



実験棟「きぼう」の実物大モデルなんかもあるそうな。ちなみにＩＳＳは多くの国が協力して建設している

国際宇宙ステーションのことです。なんとこの「きぼう」の模型の中には入ることもできるそうですよ！

　最後に、事前予約で参加できる施設見学ツアーの紹介。３つ用意されていて、それぞれ特別なものを見ら

れるそうです。１つめは、スペースドームの他宇宙飛行士養成エリアを見学できる宇宙飛行士コース。２

つめは、スペースドームの他「きぼう」運営管制室を見学できる宇宙ステーションコース。そして３つめ

は、スペースドームの他ロケットの音響体験ができるロケットコース。

　そしてクロの「おみやげ屋はないの？」と質問にちょっと笑いました (笑)。もちろんあって、スペース

ドームの隣にあるプラネットキューブでは、いろんなグッズを販売しているショップがあるそうです。ち

なみにショップの横に展示もあるそうですよ。

　さて、次回予告です。クロの位置に、でかい招き猫がいてびっくりしましたｗラジオに出ているからな

んですね。来週は「アイマス×トロステ　コラボの裏側」の１本ぶち抜きです。なんというクロ回！楽し

みです。



2012.06.17 第１３７号「アイマス×トロステ　コラボの裏側」

　今週は「アイマス×トロステ　コラボの裏側」の１本です。

　今回はクロがアイマス関係のラジオをジャックする企画１本のみ。完全にクロ回なので冒頭で注意書き

がありました (笑)。そしてトロとテレビさんの謎の番組「生っすか！？フライデー」がスタートｗ内容は

もちろん、クロがアイマスのラジオ３番組に出演を果たしたら・・・？というクロＣＨＡＬＬＥＮＧＥ！の

コーナー。本当に嫌な予感しかしない (笑)。

　チャレンジその１は、「ラジオｄｅアイマＣＨＵ！」というラジオ番組。ここでＨｏｎｅｙ　Ｃｉｔｒｕ

ｓの３人、長谷川明子さんと仁後真耶子さんと下田麻美さんに会いました。ここではクロに、３人の中で誰

をリーダーにしてプロデュースしたいか？という質問が出て、選べないと言いつつ流れで長谷川さんを選

ぶクロ (笑)。

　いろいろカットされまくりでしたが、楽しそうな様子は充分に伝わってきました。ラジオ収録後はイン

タビューも。長いので内容は割愛しますｗ

　チャレンジその２は、「ＴＨＥ　ＩＤＯＬＭ＠ＳＴＥＲ　ＳＴＡＴＩＯＮ！！」というラジオ番組。こち

らは公式には許可がおりていない、関係者に電話→２時間後に突撃→後で問題になるの安定３コンボ方式

らしいです (笑)。ここでは沼倉愛美さんと原由実さんと浅倉杏美さんの３人に会いました。そして、どう

したらクロのようにアイドルの脚にくっつけるのか？という質問がｗイケネコじゃないと無理という回答

に笑いました (笑)。

　あとは３人の中で誰が一番クロのタイプなのか？という質問も。当然選べないクロが優等生的な回答を

すると、「どうしてトロステなのにトロはいないの？」という禁断の質問が繰り出され、思わず壁に挟まる

クロ(笑)。ナイスな問いでしたねｗそしてこちらも最後はインタビューで〆。

　最後のチャレンジ３は、「ｉＭ＠ＳＴＵＤＩＯ」というラジオ番組。こちらも飛び込みのようですｗクロ

が遅刻して登場したところ、なんとそこには先まわりをしたトロが！！ (笑)予想外の展開に笑いましたｗ

ここには中村繪里子さん、今井麻美さんの２人が登場。収録はもう始まっており、ブースに入れてもらえ

ないクロ(笑)。

　そしてここでもおたよりが。トロクロの一押しアイドルは？という問いに、トロは「やよいさんにご飯を

作ってもらいたい」と回答。クロは安定の全押し回答 (笑)。すると今度は、クロが一番好きな中の人は？

という問いが！ここでもその場にいる２人を選ぶクロ・・・八方美人すぎるｗエンディングになってやっ

とブースに入れてもらえたクロでした。

　最後はインタビューで終了。これで３番組ですが、最後の番組はクロがエンディングしか出ていないの

で、失敗扱いに (笑)。テレビさんのジャッジは厳しいですね！



　さて、次回予告です。相変わらずハチマキの文字で遊んでいるなぁ (笑)。来週は「ペルソナ４　ザ・ゴー

ルデン」と「スズキ改造計画？」の２本です。ついにスズキがバージョンアップするんでしょうか？ｗ楽し

みです。



2012.06.23 第１３８号「ペルソナ４　ザ・ゴールデン」「スズキ改造計画？」

　今週は「ペルソナ４　ザ・ゴールデン」と「スズキ改造計画？」の２本です。

　１本目はＰＳＶｉｔａに移植された「ペルソナ４　ザ・ゴールデン」の紹介です。内容を簡単に紹介する

と、昼間は高校生として学園生活を送り、放課後は連続殺人事件の謎を追って異世界でバトルするＲＰＧ

だそうな。オリジナルから、イベントとシステムが大量追加されているようです。

　さっそく舞台となる高校に潜入するトロクロ。クロは女子高生とコミュを築くのに必死 (笑)。コミュと

は、日常パートで築く心の絆のことだそうで。学校生活でいろんな人と仲良くなると、コミュが発展して

いくのだそうです。コミュが発展すると、ペルソナが強くなるとか。

　続いて商店街へと繰り出し、最新作ではイベント用の新規アニメも多数追加されていることがわかりま

した。そして後輩のバトルサポートもパワーアップしているそうです。あとは、通信機能を使った楽しみ

もいろいろとあるのですね。迷った時にみんなの行動を見られるのは面白い (笑)。

　そしてトロがクロとはぐれた後、家に帰ると、「天才！クロのリア充が爆発するテレビ」が始まりました

ｗたけし・・・(笑)。トロはテレビの中に吸い込まれ、テレビの中の敵・シャドウと戦うことに。トロのペ

ルソナは満月ちゃんなのですね！「カッ」に笑いました (笑)。でもよく見ると怖いｗ

　２本目は、いきなりスズキのお悩み相談から (笑)。一度はパワーアップしてみたいと望むスズキに、ク

ロとトロが応えますｗそして東京工業大学へと向かったのですが・・・うーん、トロステの取材の日って、

大抵曇りな気が (笑)。いつも写真の空がどんよりしていますよね。曇り男でもいるのでしょうかｗ

　中に入ると、スーパーコンピュータＴＳＵＢＡＭＥを開発している松岡聡教授と遭遇。スズキがパワー

アップするために、話を聞くことに（すごい理由だｗ）。スパコンには、明確な定義がなく、普通のＰＣよ

りも処理速度が速かったりするとそう呼ばれるそうです。

　続いて、スパコンはどうやって作るのかという話では、目的に合わせて作ることと、汎用性のあるように

作ること、どちらもあるそうで。ただし、汎用性のあるように作ると、自然と部品が多くなり、場所代や電

気代の上でもコストがかかるそうです。

　次に、スパコンのランキングはどうやって決めているのかという話では、ＬＩＮＰＡＣＫと呼ばれるベ

ンチマークプログラムで処理速度が競われている、とのことでした。次は今年の６月・・・って、そういえ

ば先日京が２位になったとニュースになっていたようなｗタイムリーな話題でしたね。１位になるという

気持ちを持ち続けることが大切、と仰っていました (笑)。

　次は、スパコンは何ができるか？というお話。ＴＳＵＢＳＭＥの場合は、気象シミュレーションや地震

や災害等の研究、薬品や新素材の開発など、多岐に渡って使われているようです。携帯電話が落下した時



の衝撃に強くなったのも、ゴルフボールがよく飛ぶようになったのも、スパコンのシミュレーションのお

かげなのですね。面白い！

　最後に、未来のスパコンはどうなるのかという話では、より速く、色んな意味でより大きくなっていく、

とのこと。「色んな意味で」というのが気になりますが (笑)、そのためにはスパコンを扱える技術者を増や

していくのも重要なのですね。

　結局スズキには、スパコンを搭載できるほどの資金がないということで、パワーアップはお預けとなり

ました (笑)。

　さて、次回予告です。まずは風ノ旅ビトの体験版のお知らせから。カズイさんもかなりはまっているゲ

イムですので、おすすめです！ (笑)そして来週は「突撃！『ｕｆｏｔａｂｌｅ』」と「ようこそ幻惑の館

へ」の２本です。前者はアニメ制作会社なのですね。楽しみです。



2012.07.01 第１３９号「突撃！『ｕｆｏｔａｂｌｅ』」「ようこそ幻惑の館へ」

　今週は「突撃！『ｕｆｏｔａｂｌｅ』」と「ようこそ幻惑の館へ」の２本です。

　１本目は、「Ｆａｔｅ／Ｚｅｒｏ」「がくえんゆーとぴあ　まなびストレート！」「空の境界」などの制作

で有名なアニメ制作会社のｕｆｏｔａｂｌｅに突撃取材です。

　どうやら他のアニメ制作会社に潜入しようとして追い出された２匹 (笑)が、休憩しようと入った先がｕ

ｆｏｔａｂｌｅのカフェで、店頭でＦａｔｅ／ＺｅｒｏのＢＤの予約を受け付けていた、とｗここで社長

の近藤光さんが登場。カフェの上で作業をしているため、スタッフさんもカフェをよく利用するのですね。

　２階から上の部屋の様子も色々と見せつつ、徳島にあるスタジオ＆カフェのことも紹介。やはりカフェ

にお客さんが来てくれることが、リアルにファンの存在を感じることができて、大きいのでしょうね。近

藤さんが徳島出身なので、徳島には映画館まで作ったそうです (笑)。

　社長が最後に連れて行ったのは、クレイ部屋。エンディングはいつもクレイアニメだそうですが、なん

とそれはすべて１人で作っているそうな。アニメにおけるほとんどすべてのことを社内でやれるというの

は凄いですね。

　２本目は「東京トリックアート迷宮館」の紹介です。クロと待ち合わせしていたトロですが、クロは来

ず、何故かジュンを発見したのでそのあとを追っていくと、トリックアート迷宮館に着きました。今回は

ぼっちＰも含めて総出演ぽいですね (笑)。

　ちょっと今回の流れは説明しづらいので、ぜひ直接見てほしいと思いますｗトリックアート迷宮館には

ちょっと行ってみたいと思いました。なかなか楽しそうです。

　さて、次回予告です。来週は「ＲＯＢＯＴＩＣＳ；ＮＯＴＥＳ」と「歌って食べて楽しんで！」の２本で

す。前者はカズイさんも買いました！トロたちがどんなふうに紹介するのか楽しみです (笑)。



2012.07.09 第１４０号「ＲＯＢＯＴＩＣＳ；ＮＯＴＥＳ」「歌って食べて楽しんで！」

　今週は「ＲＯＢＯＴＩＣＳ；ＮＯＴＥＳ」と「歌って食べて楽しんで！」の２本です。

　１本目は「ＲＯＢＯＴＩＣＳ；ＮＯＴＥＳ」の紹介です。冒頭から早速ごっこが始まりましたｗクロが主

人公の八汐海翔役。ゲイム内に出てくる架空のゲイム「キルバラ」（略称です）で全一（世界一）になるこ

とを目標にしているのですね。本編ではキルバラはコマンド入力で勝敗が決まります。

　ここで海翔の幼なじみの瀬乃宮あき穂役のリッキーが登場。なぜリッキー (笑)。あき穂の目標は、ロボ

部が何年もかけて作っている「ガンヴァレルをつくろうプロジェクト試作１号機（通称：ガンつく１）」を

完成させること。学校の部活なのでお金が足りなくて、必要なパーツが揃わないのが完成しない原因なの

ですね。

　次の場面ではぼっちＰが教頭役で登場。これは似合っているｗ教頭はロボ部の２人に、ＲＯＢＯ－ＯＮ

Ｅという大会で優勝できなかったら廃部と言い渡します。さらに日高昴役のスズキが登場。悪態をついて

退場 (笑)。その後２人の発作の説明があり、続いて大徳淳和役のトロが登場。確かに気の弱そうな所は似

ているかもｗただし出番はそれだけでした・・・。

　ここでごっこは終わり、あとは部屋で簡単にシステムの説明をしていました。ツイぽは本当にツイッター

ですね (笑)。今回もあからさまな選択肢がなく、ツイぽの返信内容で分岐していくようです。なのでフラ

グを探すのが相変わらず大変そうですね・・・。

　さらに、トロが自分の出番の少なさを気にしていたので、再び向こうの世界へ。他にロボ部の仲間にな

る神代フラウも登場。あれ、ジュンとかじゃないんですね (笑)。ここからはみんなちゃんとイラストで登

場するようですｗ最後はなんかいい感じに締めていました (笑)。

　２本目は「パセラ」を取材。コラボとの秘密に迫るようです。現在はちょうど１本目で紹介したロボノ

とのコラボをやっているのですね。２匹に応対してくれたのは、広報の早川さん。早速コラボの始まりに

ついて尋ねると、いちばん最初はアーティストのａｎｇｅｌａさんとのコラボであったことが判明。そう

だったのですね。

　その時は、２人が考えたメニューの注文数を競ったり、あんことジェラートを乗せたハニートーストを

作ったりしたそうですｗ面白いですねぇ。そこから、いろんなアニメ、ゲイム、声優、アーティスト、映画

とコラボするようになったそうな。これまで 100本以上はコラボしたそうですよ。すごい！

　メニューは社員さんたちが楽しんで作っているようですね。今回のロボノでは、ラジオのパーソナリティ

を務めている声優さんたちのアイディアを取り入れているそうです。配線パスタすごい (笑)。パッション

フルーツまんをリアルに再現したのはさらにすごい！ｗコラボメニューを考える時の裏話がなかなか面白

かったです。



　さて、次回予告。今月の下旬には本当に種子島からのロケット打ち上げが予定されているのですね。見

に行ける人が羨ましいです。来週は「タイムトラベラーズ」と「あの豆腐ができるまで」の２本です。タイ

ムトラベラーズはＧＵＩＬＤ０１に収録されていた特別編がとてもよかったので、期待しています。楽し

みです！



2012.07.14 第１４１号「タイムトラベラーズ」「あの豆腐ができるまで」

　今週は「タイムトラベラーズ」と「あの豆腐ができるまで」の２本です。

　１本目は「タイムトラベラーズ」の紹介です。冒頭のスズキとリッキーのやりとりがなかなか面白かっ

たですね。「ジュンは・・・現在にとどめておくのが世界のため」とかいう台詞が特に (笑)。

　ごっこをするのかと思いきや、今回はちょっと変化球ですね。コンビニに新作スイーツを買いに行くジュ

ンとピエールでしたが、ピエールが途中で 20円落としてしまい、980円しか持っていなかったため、コン

ビニ店長のテレビさんにスイーツを売ってもらえませんでした (笑)。そしてその 20円を偶然拾ったのがク

ロで、そのクロと渋谷で待ち合わせをしていたのがトロだったのですが、迷子になったトロはテレビさん

に渋谷の場所を聞きにいこうとしたところで、落ちてきたたらいに巻きこまれてしまうのでした (笑)。

　ここでクロが紹介を終わらせようとしますが、ぼっちＰが出てきて解説。トロがたらいに巻きこまれる

要因を、タイムトラベラーであるプレイヤーが回避せよ、とのこと。そして時は遡り、クロが 20円を拾う

場面へ。そこで拾わない選択肢を選ぶと、次にそこを通りかかったトロが 20 円を拾い、コンビニにいた

ジュンとピエールに渡しました。結果、ジュンたちはスイーツを買うことができ、そのお礼にトロを渋谷

まで案内していったという流れでした。

　このゲイムのシステムの説明としては、かなりわかりやすい紹介でしたね。といっても、街も４２８も

似たようなものですから、ファンにはもうお馴染みのシステムだとは思いますが。今回の舞台は、2031年

4月 28日の東京。その日から 18年前に、上空に空いたロストホールによって東京は甚大な被害を受けま

したが、ゲイムの時間軸ではもうかなり復興しているようです。

　そんな中起きるのが、東京を破滅へと導くテロ事件。それを防ぐべく動くのが、主人公の５人です。そ

れぞれ特徴があっていいですね。ＧＵＩＬＤ０１に収録されていた特別編では、女子アナと刑事の頭の方

をプレイできましたが、他の３人も面白そうです。４２８のネタがちょこちょこ出てくる妖ですので、プ

レイした方はより楽しめるそうです。

　２本目は、「ザクとうふ」を製造している相模屋食料株式会社の工場へ。いきなり「駄ネコが増えすぎた

腹回りを誤魔化すようになってすでに半年」で笑いましたｗ早速工場に潜入する２匹。遭遇した社長の鳥

越淳司さんに工場内を案内してもらうことに。

　まずは一般的な豆腐の作り方から紹介。大豆を水に 10時間ほど漬け込み、その後砕いた大豆を加熱し、

豆乳とおからに分離。豆乳ににがりを混ぜたら型に流し込み、熱すると豆腐の完成です。

　一方ザクとうふの場合は、容器に豆乳を流し込んで作るので、工程が少し違うのですね。緑色なのは枝

豆風味だからだそうです。型に入れてから温めるのはすごいですね。



　さて、ここからはインタビュー。鳥越さんがザクとうふを作ったのは、自分がガンダムの大ファンだか

らだそうで (笑)。構想だけでも 10年かかっているそうな。容器のデザインも綿密に打ち合わせをして決め

たそうです。どうしてザクを選んだのかといえば、とうふと３つの共通点があったから。

　１つ目は、豆腐は和食の基本であり、ザクはモビルスーツの基本であること。２つ目は、相模屋の豆腐は

量産型であり、ザクも量産型であること。最後に、ザクはガンダムの名脇役であり、豆腐も食卓の名脇役で

えあること。面白いですね (笑)。他の種類を作る予定は今のところないようですが、色々見てみたいもの

です。

　さて、次回予告。来週は「アイルーでパズルー」と「Ｑな会社に行ってみた」の２本です。前者はちょっ

と気になっていたので嬉しいです。楽しみですね。



2012.07.22 第１４２号「アイルーでパズルー」「Ｑな会社に行ってみた」

　今週は「アイルーでパズルー」と「Ｑな会社に行ってみた」の２本です。

　１本目は「アイルーでパズルー」の紹介です。いわずとしれたＭＨシリーズのスピンオフ的作品ですね。

パズルってどんなパズルかと思ったら落ちものなんですか (笑)。ちょっと意外でした。

　アイルー村の長老からのお誘いで、パズル祭りに参加することになった２匹。早速向かうと、パズルの

ルールを紹介してくれるアイルーが。基本ルールは、次々に落下してくるジェムをおくっつけて大きくし

て壊すのだそうで。ノーマルジェムに同じ色の爆弾ジェムをくっつけると壊れるそうです。

　ジェムは四角くくっつけると、強力なパワージェムに変化。それを壊したり、連鎖でジェムを壊したり

すると、相手に送り込まれる「どんぐりジェム」の数が普通よりも大きくなるそうです。まあお邪魔ぷよで

すね (笑)。

　しかしこのどんぐりジェム、普通の方法では壊せないようで。どんぐりジェムにはそれぞれ数字が入っ

ているのですが、ジェムを着地させるたびにその数字が減っていき、０になった段階でノーマルジェムに

変化するそうです。つまり時間が経たないと爆弾で壊せないということですね。

　・・・と思いきや、他のノーマルジェムを壊す時に巻きこんで壊すこともできるそうです (笑)。なるほ

ど、基本的にはお邪魔ぷよと同じだけど、時間経過でノーマルジェムになるので、そこから逆転劇に使用で

きるため勝負が熱くなるということですねｗ

　他、追い詰められた時には「虹色たまごジェム」というものがあり、くっつけた色と同じ色のジェムを

すべて壊せるのだそうで。これはどんな時に出現するんですかね？危なくなったら自動で落ちてくるのか

な？ (笑)

　ここで、祭りに参加するアイルーの紹介。対戦相手となるＮＰＣは、それぞれ個性的な必殺技などを持っ

ているそうです。ちょっと数が多いので割愛しますが、これは普通に面白そう。そして今回、トロクロと

のコラボもあるそうな。しかもそれぞれ必殺技まであるんですね。クロの必殺技が酷すぎて笑いましたｗ

これは強力だ・・・。

　２本目は、ＱＴＥＲＡＳ（キテラス）への会社訪問。Ｖｉｔａ用のアプリ「ニコニコ」を開発した会社だ

そうです。またアポなしの潜入取材ですか (笑)。お馴染みのダンボール作戦ですねｗ

　１番偉そうな人を探していたら、何故か猫耳をつけた代表取締役の鈴木慎之介さんに遭遇。ああ、確か

にスズキ枠(笑)。猫耳はコミュニケーションツールの「ｎｅｃｏｍｉｍｉ」という物なのだそうで。脳波を

キャッチして様々な動きをするのだそうです。見た目と違って凄いハイテクですねｗ



　早速インタビュー。鈴木さんは以前ドワンゴにいて、ニコニコ動画の開発を担当していたんですね。な

るほど。現在のＱＴＥＲＡＳでは、ニコ動をいろんなデバイスで楽しむようにするためのソフトの開発を

行っているそうです。社名は「奇をてらう」から来ているそうな。

　Ｖｉｔａ用のアプリ開発は大変だったようですね。今までＰＣ用のばかり作っていたそうなので、まず

ゲイム開発のノウハウがないため、ゲイム開発経験者を採用するところから始めたそうです (笑)。あとは

本体の研究をしたりとか。

　現段階ではまたＰＣと同じレベルまでには達していないので、将来的にはＰＣと同じように楽しめるこ

とが目標だそうで。独自の機能としては、Ｖｉｔａのみで生放送ができるようにしたいそうです。それが

できたら生放送をやっている人たちからすればとても便利ですし、さらに利用者が増えそうですね！他、Ｖ

ｉｔａだけでプレイ動画や実況動画を配信できるようにしたいそうな。

　鈴木さんの野望はかなり大きいようですが (笑)、そうなったらとても楽しそうだなというものなので、

これからひっそりと注目していきたいと思いますｗ

　さて、次回予告です。始まったらいたのは、テレビさんとニャバターでした。トロクロはプールに行っ

ているそうです (笑)。来週は「スーパーダンガンロンパ２　さよなら絶望学園」と「あのランドが日本上

陸」の２本です。ダンガン２はとても楽しみにしているので、紹介を見るのも楽しみです！



2012.07.29 第１４３号「スーパーダンガンロンパ２　さよなら絶望学園」「あのランドが

日本上陸」

　今週は「スーパーダンガンロンパ２　さよなら絶望学園」と「あのランドが日本上陸」の２本です。

　１本目は「ダンガンロンパ」の続編「スーパーダンガンロンパ２」の紹介です。冒頭からトロの色がなん

だか変ですね (笑)。ピンク色の混じったトロがみんなを南の島に正体したようです。・・・あ、そうか、モ

ノミの色か！そこに白黒のクロが登場。こっちはモノクマのカラーリングですねｗ

　今回は希望ヶ峰学園の生徒たちが南の島に連れてこられるところから物語が始まるそうです。修学旅行

なんですね。そして本作の主人公は日向創。記憶喪失のため、自分が持つ超高校級の才能を思い出せずに

いる、と。他に 15人の仲間が登場するそうです。

　島には宿泊のためのコテージの他、スーパーやレストラン、牧場等もあり、日常生活には困らないように

なっているとか。牧場って・・・自分で乳を搾ったり肉にしたりするということ？ (笑)

　ここでクロが突然「トロステ追放決定戦」というゲイムを始めます。追放という文字が書かれたプレー

トをおでこに貼る、というものらしいのですが、貼られた人はトロステから追放されるのだとか。参加し

ないと島から一生出られない！すぐ心変わりするジュンに笑いました (笑)。

　実際のダンガンロンパ２では、島から出るには誰かを殺さなければならないという、前作と同じルール

のようです。そして学級裁判を経て、正しい黒を当てれば黒がおしおき、外せば黒以外がおしおきという

のも継承されている模様。

　トロステ追放決定戦では、翌朝ピエールが追放プレートを貼られており、早速犯人捜しが始まりました。

場所を移して、「ノンストップ議論」開始。主人公は裁判前に集めた証言や証拠品を「言弾」という弾丸の

形で持っているのですね。それを画面上に出てくる台詞の「ウィークポイント」に打ちこむことで、発言を

論破できます。

　その他、「反論ショーダウン」や「閃きアナグラム (改)」、「ロジカルダイブ」等、ちょっとミニゲイム的

な要素もありつつ犯人を追い詰めていきます。ちなみにトロステ追放決定戦の犯人は結局クロでした (笑)。

カズイさんはもう買ってあるので、プレイするのが楽しみです！

　２本目は、お台場にできた「レゴランド・ディスカバリー・センター東京」を取材です。６月にオープン

したばかりなのですね。実際にレゴブロックで遊びながら、様々な体験ができるそうです。

　２階にあがると、レゴブロックの工場をイメージした「レゴファクトリー」というフロアに。レゴブロッ

クが出来るまでを見ることが出来るんですね。



　続いて、乗り物に乗ってレゴ王国のお姫様を助けに出かけるシューティングアトラクション「キングダ

ムクエスト」。迫力満点の映像を見ながら、レーザー・ガンを撃ちつつ進んでいくのだそうな。

　次に、東京の街並みをレゴブロックで再現した巨大ジオラマコーナー「ミニランド」。かなりのリアルさ

にびっくりです。これはぜひ生で見てみたいものですね。一定時間ごとに夜景も楽しめるそうです。花火

の演出とか凄いですね。

　続いて、ひときわ大きいフロアの「レゴファイヤーアカデミー」。消防署を模したアスレチック広場だそ

うです。子供には良さそうですね。

　さらには「４Ｄシネマ」という映画館に。３Ｄ映像だけでなく、実際に風が吹いたり水しぶきがかかった

りするそうです。凄いですね！そのうち匂いも再現できそうな予感 (笑)。

　他にもまだまだいろんなアトラクションがあり、レゴで車を組み立ててコースタイムを競う「レゴレー

サー：ビルド＆テストゾーン」、カラフルなブロックでケーキやアクセサリーを作ったりカラオケステージ

で歌うことも出来る「レゴフレンズ」、幼児向けの巨大ブロックがある「デュプロビレッジ」、専属のレゴ職

人から組み立ての技術が学べる「マスター・ビルダー・ワークショップ」、あとはカフェやショップもある

そうです。これは１日楽しめそうな感じ。

　さて、次回予告です。来週は「輪廻のラグランジェ」と「世界の酒窓からスペシャル」の２本です。酒窓

がついにこちらの枠に (笑)。楽しみです。



2012.08.05 第１４４号「輪廻のラグランジェ」「世界の酒窓からスペシャル」

　今週は「輪廻のラグランジェ」と「世界の酒窓からスペシャル」の２本です。

　１本目は「輪廻のラグランジェ」の紹介。アニメの説明かと思ったら、こちらもハイブリッドディスクで

出るのですね。

　冒頭はいつものように世界観の説明から。約２万年前、高度な科学文明を誇っていた人類。しかしとあ

る事件が起こり、ある者は地球に残り、またある者は宇宙で脱出した。地球を離れた人々は数千年にわたっ

て宇宙を放浪し、やがて彼方の散開星団に連邦国家「ポリヘドロン」を築いた。それから約１万６千年の月

日が流れ・・・

　とこんな説明なのに、２匹が登場したのは千葉県の鴨川市(笑)。クロいわく、ローカルな視点から宇宙を

描くアニメなのだそうです。年初のｓｅａｓｏｎ１に続いて、今まさにｓｅａｓｏｎ２が放送中だとか。

　主人公は京乃まどか。鴨川女子校ジャージ部唯一の部員で、困っている人を放っておけない性格。ジャー

ジ部とは、ジャージを着て人助けをする部だそうですｗそこにポリヘドロンの王女・ランがやってきて、

ジャージ部に入るのだとか。このシチュエーションで、主人公が女の子なのは珍しいですね。

　ランに頼まれてオービット（ロボットのこと）に乗ることになったまどかですが、そのオービットのデザ

インを、日産自動車のカーデザイナーが担当したそうです。面白いコラボですね。

　さらにもう１人、宇宙からの使者・ムギナミが。これまたわかりやすいゆるふわ＋巨乳キャラですね

(笑)。ムギナミは元々はランたちと対立する組織のメンバーだったそうですが、わけあって３人力を合わせ

て戦うことに。

　ここでハイブリッドディスクの紹介。「輪廻のラグランジェ　－鴨川デイズ－」というのが正式名称のよ

うですね。さらに総監督の佐藤竜雄さんを迎えてインタビューへ。

　鴨川デイズは、ｓｅａｓｏｎ１と２の間の箸休め的なお話だそうで。ｓｅａｓｏｎ１のラストで離れば

なれになった３人が、お互いに対する思いをそれぞれ再確認する話でもあるそうな。オリジナルアニメな

ので、やってるうちに何がしたかったのかわからなくなる、という発言はとてもリアルに感じました (笑)。

原作がない分やりたいことをやれてしまうわけですもんね。

　クロはメカアクションを３Ｄだと思っていたようですが、実際は基本的に手描きだそうで。すごいです

ねぇ。他にも今後の展開や見所などを話していましたが、見ていないカズイさんにはよくわかりませんで

した (笑)。

　ゲイムの方は、オービットを操作してのシューティングアクションですね。やはりハイブリッドディス

クではこの手のゲイムの方がやりやすいのでしょう。隠しステージとしてダメトリオ側でのストーリーも



体験できるそうな。ファンには嬉しいでしょうね。

　２本目は「世界の酒窓からスペシャル」。おいしいビールがいっぱいの「コエドブルワリー」に行ってき

たようです。埼玉の三芳町にあるんですね。マイクロブルワリーというのは、、小規模のビール工場のこと

を言うらしいです。それにしてもコエドブルワリーさんは、とてもシンプルで綺麗な工場ですね。

　ここで代表取締役社長の朝霧重治さんが登場。まず５種類のビールを紹介しましたが、どれも色がとて

も綺麗ですね。そして工場の中に入るために、発酵食品を食べていないかどうか確認される２匹 (笑)。工

場見学をするには、前日から発酵食品断ちをしないといけないそうです。それだけ繊細なものなのだとか。

　白衣に着替えて、まずは麦芽粉砕室へ。麦芽を発酵させると、中に糖分ができるんですね。続いて糖化

煮沸室へ。お湯の中で糖分を増加させるそうです。そして発酵貯酒室へ。麦汁に酵母を入れて、糖分をア

ルコールと炭酸ガスに変えていくための部屋だそうな。そしてトロクロは試飲へ・・・ｗ

　実はまだ完成ではないのですね (笑)。このあとビールを濾過し、最後は瓶や缶に詰めて完成。２匹はも

う完全に酔っぱらっていますがｗなるほど、最初は規格外のサツマイモが余ったので、考えて作ったのが

ビールだったのですね。なかなか面白いいきさつです。しかしこれ、値段が最後まで表示されなかったの

で、きっとそれなりの値段なのでしょうね (笑)。

　さて、次回予告です。来週は「オール仮面ライダー　ライダージェネレーション２」と「世界を知る球

体」の２本です。仮面ライダーのゲイムですか。これも一応クロ枠ですかね (笑)。楽しみです。



2012.08.13 第１４５号「オール仮面ライダー　ライダージェネレーション２」「世界を知

る球体」

　今週は「オール仮面ライダー　ライダージェネレーション２」と「世界を知る球体」の２本です。

　１本目は仮面ライダーがたくさん出てくるゲイムの続編「オール仮面ライダー　ライダージェネレーショ

ン２」の紹介です。ＰＳＰのソフトなのですね。トロは白い色の仮面ライダーフォーゼがお気に入りだそ

うな。そしてここから仮面ライダーごっこへ (笑)。

　まずリッキーが仮面ライダーメテオになりきって登場。ゲイム内のキャラは等身が低い感じなのですね。

ここでリッキーがゲイムの説明。このゲイムは、仮面ライダーを操作して敵を倒していくゲイムだそうで

す。・・・それくらいは説明されなくてもわかりそうですが (笑)。選べるライダーは１９７１年に放映を

開始した「仮面ライダー」から、最新作のフォーゼまで、５０体以上いるそうな。

　今作からは通信プレイを利用して２人で遊べるようになったのも特徴だそうで。さっそく２匹でプレイ

を始めますが、そこにクロが敵役で登場。それをリッキーが超必殺技で倒しました。それぞれのライダー

に超必殺技が用意されているのですね。

　ここでリッキーと別れ、次にトロは仮面ライダーオーズなピエールと合流します。・・・と思ったら、コ

ンボチェンジした途端ジュンに入れ替わりました (笑)。さらに、再び登場したクロ（敵）に、トロも変身し

て対応。フォーゼはいろんなスイッチを駆使して戦うのですね。

　次のステージに進んだトロは、仮面ライダーディケイドなクロに遭遇。クロは何役やっているんだ (笑)。

ディケイドは歴代ライダーに変身できるんですね。便利そうですｗ　ところがクロがトロを倒してトロス

テを乗っ取ろうとしたので、テレビさんとスズキが合体した仮面ライダーＷが登場し、それを阻止・・・と

いう流れでした。

　このゲイムはほんと、仮面ライダーファンにはたまらないでしょうね。

　２本目は、地球儀を製作して７４年の「渡辺教具製作所」を見学です。中に入ると早速代表取締役の渡辺

美和子さんが登場。なんと、渡辺さんの息子さんは某ゲイム会社で音楽制作を担当しているため、トロス

テは何度も見たことがあるそうな (笑)。すごい縁ですね。

　地球儀は機械で作るものと手作りのものがあるのですね。機械で作るのは、花びらのような形をした紙

をプレス機で一気に半球型にプレスし、余分な部分を切り落として、北半球と南半球をくっつけるという

形でした。

　一方手貼りのものは、プラスチックの球に手で１枚ずつ貼り付けていくという、細かい作業です。アイ

ロンをかけてシワを伸ばしながら丁寧に貼っていくのですね。大変そうだ・・・。台座の組み立ても手作業



なのですね。

　渡辺教具製作所では、３０種類ほどの地球儀を販売しているそうです。たとえば、海を白、大陸を黒にし

たデザイン性の高い地球儀「コロナ」。これは確かにかっこいい！そしてアイディア商品の「夜の地球儀」。

さらには３００年前にオランダで作られた地球儀をベースにした「ファルク地球儀」。アンティークっぽさ

が素敵です。

　他にも渡辺教具製作所では、工場の一部を開放して、地球儀や地学・天文学に関する資料などを展示した

ミニ博物館などもやっているそうな。地学が好きな人にはいいですねー。

　さて、次回予告です。来週は「特殊報道部」と「ネコでもわかる「古事記」」の２本です。古事記、どん

な紹介の仕方をするのか楽しみです (笑)。



2012.08.18 第１４６号「特殊報道部」「ネコでもわかる「古事記」」

　今週は「特殊報道部」と「ネコでもわかる「古事記」」の２本です。

　１本目はＶｉｔａの新作ゲイム「特殊報道部」の紹介です。本作の主人公は、大卒でテレビ局に採用され

たばかりの新人ＡＤ・柚原遼。・・・って、キャラデザ的には全然そんなふうに見えないのですが (笑)。

　そんな遼が特殊報道部の責任者である佐曽利昭雄に誘われたところから話が始まるようです。そして次

にヒロインらしき棚橋彩が登場。特殊報道部には現在３人しかいないのですね。

　トクホウは深夜に不定期で放送している番組で、それを作っている特殊報道部は普通の報道では切り捨

てられるようなオカルティックな超常現象の真相を追って、その真実を問い、お茶の間に届けるための報

道チームなのだそうです。

　遼は宇宙人に誘拐されたことがあるという少女・度会楓を知っていて、特殊報道部に紹介します。そう

して楓の友人が巻きこまれた事件の真相に迫っていく・・・のでしょうか？このゲイムではどの方向から

事件を追っていくかによって、物語の展開が変わっていくのだそうで。ちょっと流行り神っぽいですね。

　そして実際の番組の放送では、プレイヤーもちゃんと介入して、放送する映像などを選ぶことが出来る

んですね。これは面白いシステムだと思います。しかしこれ、パッケージに数式書いてあるのが怪しいで

すねｗとても嫌な予感が・・・。

　ここでプロデューサーの簗瀬涼司さんが登場し、インタビュー。特殊報道部が生まれたきっかけは、流

行り神とは違った事件を解決するのではなく、オカルトをあるがままに体験できるアドベンチャーゲイム

を作れないかというアイディアからだったそうです。

　キャラクター作りについては、癖のある普通じゃない人たちであるべきだと考えていたそうな。あとは

キャラ同士の関係性ですね。ちなみに簗瀬さんのイチオシキャラは楓だそうです (笑)。その他ちょっとし

たお話を聞いて終了。もしＶｉｔａを買ったらやってみたいソフトですね。

　２本目は「古事記」について。今年は古事記が編纂されてから 1300 年なのですね。開始早々、稗田阿

礼役のクロと、太安万侶役のトロが登場。

　古事記というのは、現存する日本最古の歴史書で、語り部の稗田阿礼が語った天皇家の記録や神話・伝

承・歌謡などを太安万侶が記録したものだそうです。改めて知るとなかなか感慨深いものがありますね。

　古事記の構成は、上巻が日本の始まりから神々の時代の物語、中巻が初代神武天皇から第 15代応神天皇

の時代の物語、下巻は第 16代仁徳天皇から第 33代推古天皇の時代の物語だそうな。ここで中編に載って

いるヤマトタケルの話を紹介しました。古事記の話というよりも、今回はヤマトタケルがメインなのです



ね。

　ヤマトタケルは実在しないと考えられており、大勢の人が長い年月をかけて達成したことが、ヤマトタ

ケルという１人のヒーローの手柄になってしまっているのですね (笑)。

　さて、次回予告です。来週は、「るろうに剣心　－明治剣客浪漫譚－　完醒」と「ミニチュアで見る昭和

平成の技」の２本です。どちらも楽しみです！



2012.08.25 第１４７号「るろうに剣心　－明治剣客浪漫譚－　完醒」「ミニチュアで見る

昭和平成の技」

　今週は「るろうに剣心　－明治剣客浪漫譚－　完醒」と「ミニチュアで見る昭和平成の技」の２本です。

　１本目はＰＳＰソフトの「るろうに剣心　－明治剣客浪漫譚－　完醒」の紹介です。剣心は今年映画化

もあるし、漫画の連載も始まったのですね。それは盛り上がるはずだ・・・。冒頭クロが左頬に十字傷を

作って登場。珍しく主人公の緋村剣心を演じるようですｗそしてここで、剣心の相手役である神谷薫が登

場・・・テレビさんでした (笑)。

　ここでやっとゲイムの説明。今回のゲイムは１対１の対戦型格闘ゲイムだそうで。アドベンチャーじゃ

ないのですね。去年の３月に発売された「るろうに剣心　－明治剣客浪漫譚－　再閃」に続く第２弾だそ

うな。当然前作より色々パワーアップしているらしいです。

　ここからごっこのスタート。もう既に神谷道場に住み込んでいる設定の剣心（クロ）ｗストーリーモー

ドではアニメ版や新京都編等のストーリーに沿って強敵たちとのバトルがミッション形式で展開していく

そうで。さすがに格闘だけのゲイムではないのですね。

　いろいろあって (笑)、志々雄真実役のトロを倒しに京都へと向かうクロ。ちょっと長いので端折ります

がｗ、対戦中に奥義を使うには、攻撃を当てたり受けたりすると溜まる「剣気ゲージ」をＭＡＸにしなけれ

ばないようです。また、そのゲージがＭＡＸのまま最終戦で体力がなくなると、「信念モード」が発動し、

キャラが「超克状態」となって試合を続行できるそうな。面白い機能ですね。

　そして今回、プレイアブルキャラがかなり多いのも特徴。バトル以外にもお楽しみが満載とのこと。格

ゲー苦手だけどちょっと欲しくなってしまいましたｗ

　２本目は、現在開催中の展覧会「館長　庵野秀明　特撮博物館　－ミニチュアで見る昭和平成の技－」展

の特集です。なるほど、リッキー枠なのですね (笑)。庵野さんは大の特撮マニアとしても知られているそ

うで、今回館長になったそうな。

　最初の展示室は「原点?　人造」と名付けられていて、主に東宝の特撮映画で使われたミニチュアやデザ

イン画が展示されています。続いて「原点?　超人」では、円谷プロの作品の展示が中心。他にも色んな展

示室があるようです。

　また、ここでしか見られない特撮短編映画「巨神兵東京に現る」も上映されており、ナウシカに出てくる

巨神兵が東京に来ちゃうんですね。豪華なスタッフで、これが面白くないわけがないと思いますｗ

　さらに地下には、東宝の撮影所内にある倉庫を再現した展示室「特撮美術倉庫」や、特撮の父と呼ばれ

る円谷英二さんのコーナー、特撮を支える様々な職人を紹介するコーナーなどがあるようです。もちろん



ショップコーナーもあり、限定品などが売られているようです。

　紹介自体も駆け足でしたが、かなりボリュームがありそうなので、行く人は１日がかりでじっくり見た

方が良さそうですね。

　さて、次回予告です。珍しくジュンが登場。ジュンの誕生日は８月２８日なのですね (笑)。小枠でジュ

ンのお誕生日会をするそうなので、興味がある人は課金せよとのことでしたｗそして来週は「初音ミク　－

Ｐｒｏｊｅｃｔ　ＤＩＶＡ－　ｆ」の１本です。ぶち抜きでミクですか・・・また踊りまくりそうで楽しみ

です (笑)。



2012.09.01 第１４８号「初音ミク　－Ｐｒｏｊｅｃｔ　ＤＩＶＡ－　ｆ」

　今週は「初音ミク　－Ｐｒｏｊｅｃｔ　ＤＩＶＡ－　ｆ」の１本です。

　今回はミク特集のみですね。冒頭からオートでどんどん進んでいったので、文章は拾えませんでしたが、

最初はミクとトロステの歴史のようなものを紹介。そして「週刊　ディーヴァ・ステーション」が開始。

　まずはゲイムの説明。音ゲーなので、アイコンとターゲットが重なった時にボタンを押すという、それ

だけ。ただ押し方が色々あり、ボタン長押しだったり同時押しだったり、あと今回は画面スクラッチとい

うのもあるようです。

　そして今回は最大３人にモジュール設定できるようになったそうです（つまり着せ替え）。どんどん進化

していってますねー。

　ここで収録曲の紹介。「キャットフード」「ワールズエンド・ダンスホール」「メランコリック」「サマーア

イドル」ここまで紹介したところで、何故かトロクロは引っ込み（ダンスの準備？ｗ）、リッキーとジュン

が登場。

　さらに曲紹介は続き、「タイムマシン」「ＦＲＥＥＬＹ　ＴＯＭＯＲＲＯＷ」「Ｆｉｒｅ◎Ｆｌｏｗｅｒ」

「ＤＹＥ」ここまで紹介したところで、またポケピたちが変更 (笑)。今度はスズキとピエールが出てきまし

た。

　また曲紹介。「ハイハハイニ」「Ｎｏｓｔａｌｏｇｉｃ」「Ｗｅｅｋｅｎｄｅｒ　Ｇｉｒｌ」２匹はここま

で。そして再びトロクロにバトンタッチ。今回から増えた新機能について。まず、モジュールのカスタマ

イズが出来るようになったそうです。そして、ＡＲポートレートを使うと、Ｖｉｔａで撮った写真の中に

ミクを写りこませることができるそうな。これは面白いですね。

　ＡＲライブ機能は、現実世界を舞台にできる機能。あとは、ＤＩＶＡルームにはＶｉｔａならではのタッ

チコミュが増えているようです。最後は、エディット機能の強化。残念ながらどんなふうに強化されたの

かは紹介しませんでしたが、色々と変わっているようですね。

　・・・って、このあと歌とダンスがあるのかと思ったら、そのまま終わってしまいましｗぶち抜きのわり

に意外と地味な回だったような・・・。

　おまけはｎａｓｎｅの紹介。そして次回予告へ。来週は「リトルビッグプラネット　ＰｌａｙＳｔａｔ

ｉｏｎＶｉｔａ」と「甦った赤煉瓦駅舎」の２本です。楽しみです。



2012.09.08 第１４９号「リトルビッグプラネット　ＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎＶｉｔａ」

「甦った赤煉瓦駅舎」

　今週は「リトルビッグプラネット　ＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎＶｉｔａ」と「甦った赤煉瓦駅舎」の２本で

す。

　１本目は、Ｖｉｔａ版の「リトルビッグプラネット」の紹介です。冒頭からトロがそっちの世界へ。クロ

がゲイムを操作して、トロはリビッツと一緒に現地レポートという分担作業のようです (笑)。リビッツの

デザインはいつ見ても可愛くていいですね。

　早速トロとリビッツは、カーニバリアのマリオネッタという場所へ向かいます。カーニバリアが大変な

敵に襲われているそうで。最終的には悪事を働いているボスを倒しに行くのが目的のようです。

　今回はＶｉｔａ版ということで、操作にも新しいものが多数加わっています。前面のタッチスクリーン

で、ゲイム内の物を動かすことが出来たり、背面タッチパッドを使ってくぼんでいるブロックを押し出し

たりできるのですね。後はモーションセンサーを利用したミニゲイム等も盛り沢山用意されているそうな。

　あとは、Ｖｉｔａにはカメラがついているので、その場で撮った写真をステッカーにして、ステージ上に

貼ることが出来てしまうのですね。もちろん従来の着替え等も健在です。Ｖｉｔａはこのゲイムをさらに

進化させるのにちょうどいいハードだったのだなぁ。

　最後にジュンが乱入してきて、クロからゲイムを奪い、トロに無茶な操作をさせるという珍しいオチが

ありました (笑)。誕生日があったから出したのかもしれませんね、もしかしたらｗ

　２本目は、復原工事がまもなく完成する東京駅丸の内駅舎へ。ＢＧＭが普段何もしていない時に流れる

曲だったので、ちょっとびっくりしましたｗいつもはトロステ専用のが流れているので・・・。今回は会員

専用でやっている「トロ駅さんぽ」の番外編だそうです。

　東京駅は、プラットホームの数が日本一だそうで。でも「駅さんぽ」なので、当然電車ではなく駅舎の紹

介です (笑)。丸の内駅舎は重要文化財にも指定されている歴史的建造物なのですね。今改装中なので、今

後どう生まれ変わるかを紹介するそうな。

　まず北口に向かうと、建物のてっぺんになにやらドームが。南口にもあるこのドームが、今回の復原工

事の大きな目玉だそうです。戦時中に壊されてしまった部分を復原しているのですね。工事が終わるのは

今年の 10月だそうで。どんな感じになるのか楽しみですね。

　ドームの下は改札口になっているそうですが、そこは吹き抜けになる予定だそうなので、内側も完全に

再現されているのですね。これはすごい技術です。



　改装に伴って休止していたステーションホテルも、工事が終わったあとは再開するそうで。そちらの方

もかなり手が入ったようなので、一度は泊まってみたいものです。といっても、すでに予約が埋まってい

るそうですし、そんなお金もないわけですが (笑)。

　でもそんな人たちのために（？）、駅舎の北側には東京ステーションギャラリーというものが作られ、そ

こは気軽に入れるそうな。元々美術館だったそうですが、こちらも改装のために休止していたのですね。

無料で入れるうえに、駅舎建設当時のレンガもあるので、歴史を感じるには最適の場所となりそうですね。

　さて、次回予告です。来週は「イース　セルセタの樹海」と「つまみ食い歴史講座ＳＰ３」の２本です。

つまみ食いが楽しみです (笑)。



2012.09.15 第１５０号「イース　セルセタの樹海」「つまみ食い歴史講座ＳＰ３」

　今週は「イース　セルセタの樹海」と「つまみ食い歴史講座ＳＰ３」の２本です。

　１本目はイースの最新作の紹介です。Ｖｉｔａで発売されるアクションＲＰＧですね。トロたちは今回

も向こうの世界に行っているようですが、なんとクロが記憶喪失状態で登場ｗ記憶を思い出させるために、

トロがセルセタの樹海についての説明をします。

　主人公はお馴染みのアドル。セルセタの樹海に冒険に行って、記憶をなくしてしまうのですね。そこで

失われたその記憶を取り戻すと共に、樹海に残された古代文明の謎を解明していくのが今作のストーリー

とのこと。

　その話を聞いて、自分と重ね合わせたクロは、自分こそがアドルだと言いだしすっかりなりきっている

ご様子 (笑)。最初の街である辺境都市・キャスナンに装備を調えに行きました。

　そこで出会ったのは、情報屋のデュレン。記憶を失う前のアドルとは宿酒場で知り合ったとか。そのデュ

レンに違うと言われても、自分がアドルであると言ってきかないクロｗそれなら本人に会わせるしかない

と、２匹もセルセタの樹海に向かうことに。

　その前に、デュレンさんの戦闘講座が開講 (笑)。今作の最大の特徴は、３人でパーティーを組んで戦う

ことだそうな。自分が操作していないキャラは自動で動き、また操作キャラはボタンひとつで替えられる

そうです。敵に合わせて使い分けるといいのですね。パーティー編成しだいでパーティーアビリティとい

うのもつくようで、どんなトリオで行くかの楽しみにも繋がります。

　講座も終わり、早速樹海へ。樹上集落コモドでカーナと出会いました。今度はこのカーナによるスキルを

活用した戦闘講座が開講 (笑)。スキルは戦闘中にひらめきで覚え、使うほどレベルが上がっていくそうで

す。さらにＥＸＴＲＡスキルを使うと、強力な必殺技を繰り出せるのですね。

　続いて歴史を識る者の里・ダナンへ。ここでやっとアドル本人と遭遇。クロが記憶をなくした（と思い

こんでいた）理由も判明し、一件落着！？ｗ

　２本目は「つまみ食い歴史講座スペシャル」の３回目です。今回は赤壁の戦いを取り上げます。孫権軍

約 5000人と、曹操軍約 200000人の戦い。圧倒的な戦力差を計略でなんとかするのがこの戦いの見所なの

ですね。

　たとえが完全にドラえもんなのがすごいのですが・・・(笑)。曹操役のクロに攻め込まれた劉備役のトロ

は、孔明役のスズキに泣きつき、孫権を説得して曹操を倒そうとします。孫権の軍師である周瑜役のジュ

ンは最初その話を断りますが、嫁が獲られそうだったので戦う決意をしたのですね (笑)。



　ここで曹操側にも動きがあり、曹操は周瑜をスカウトしようとスパイを送り込んでいたのですが、周瑜

はそれを逆に利用して、相手の軍師に裏切り者の濡れ衣を着せて、曹操側の戦力をそいだそうな。さらに

孔明が動き、曹操側の船と船を自分たちで鎖で繋ぐよう、影から操ります。マジ策士・・・。

　そうして周瑜と孔明は、無事に曹操軍を火だるまに出来たのですね。まとめると、計略は全部で４つ。離

間（相手を勘違いさせる）、連環（船と船を繋いで動けなくする）、苦肉（自らを傷つけ相手を騙す）、火計

（火を使って相手を攻撃する）。孔明に無理ゲーをさせる周瑜とか面白すぎますねｗ

　さて、次回予告です。まずはコラボのお知らせから。ピコットナイトというゲイムでのコラボなのです

ね。トロは期間中にログインするだけでもらえるそうです。クロは期間中にミッションクリアで手に入る

そうな。そして来週は「ＳＤガンダム　Ｇジェネレーションオーバーワールド」と「新世界の名物タワー」

の２本です。タワーは何でしょうね。楽しみです。

　ところで余談ですが、誕生日にトロステを起動し忘れてプチショックでした・・・orz



2012.09.22 第１５１号「ＳＤガンダム　Ｇジェネレーション　オーバーワールド」「新世

界の名物タワー」

　今週は「ＳＤガンダム　Ｇジェネレーション　オーバーワールド」と「新世界の名物タワー」の２本です。

　１本目は、ＳＤガンダム　Ｇジェネレーションシリーズの最新作の紹介です。冒頭からごっこの始まり

ｗと思いきや、各種ガンダムが入り乱れてわけのわからない状態に・・・。トロが文句を言うと、クロがそ

ういうゲイムが実際にある！と答え、シリーズ紹介に。

　今作の収録作品はなんと 61作品とのこと。それだけシリーズがあるのも凄いですがｗゲイム自体はマッ

プ上のユニットを動かしていくターン制シミュレーション。お馴染みの名場面の再現や、カッコイイ戦闘

シーンもたくさんあるそうです。

　今回はＷストーリー仕立てになっていて、２つのストーリーをクリアすると世界の真相が明らかになるの

だとか。ワールドコアは完全オリジナルストーリー、ワールドツアーは各作品の名場面を元にしたストー

リーという感じ。

　主人公は誰を選んでもストーリーには影響しませんが、リーダーだけが使えるマスタースキルに違いがあ

るので、そこで選んでも面白いかもしれませんね。ガンダムは育てた機体をベースにして別の機体を作る

ようです。なんか今回はあっさり紹介終わりましたねｗクロがもっとハッスルするかと思いました・・・。

　２本目は大阪のシンボル・通天閣のお話。スズキ隊長と調査員トロ・クロの寸劇が (笑)。今年は最初の通

天閣が建てられてから 100周年の記念の年なのですね。その節目の年に、なんと通天閣がロボットになっ

てしまったというお話ｗ

　通天閣ロボは、大阪を元気に明るくするという目的で造られたロボなのだそうです。全高は 170cmと人

間と同じくらいの高さなんですね。ロボットですから、ちゃんと動きますし、歩いたりツッコミを入れた

りもできるそうですよ (笑)。

　ところで今回の企画はスズキが発案のようですが、それというのもご当地ヒーロー回に毎回出演してい

るリッキーが羨ましくて、自分も毎回呼ばれるようなご当地ロボットものを考えたそうです (笑)。さすが

策士・・・！

　さて、次回予告です。今回もまずはコラボのお知らせから。「サムライ＆ドラゴンズ」とのコラボで、ト

ロクロだけでなくポケピたちも魔獣カードとして登場するそうです。そして来週は「ダンボール戦機Ｗ」と

「国民的人気食品の博物館」の２本です。カップラーメンかな？楽しみです。



2012.09.29 第１５２号「ダンボール戦機Ｗ」「国民的人気食品の博物館」

　今週は「ダンボール戦機Ｗ」と「国民的人気食品の博物館」の２本です。

　１本目はダンボール戦機の最新作ですね。Ｗでダブルと読むのですか。ホビー用の小型ロボット「ＬＢ

Ｘ」でのバトルがメインのゲイムですね。今回もＬＢＸを悪用して世界を混乱に巻きこむ新たな敵が登場

するそうです。その名も「ディテクター」。それと対抗するために、トロは主人公である山野バンの元へ。

　ＬＢＸはパーツを細かくカスタマイズできるのはもちろん、必殺ファンクション（必殺技）も自分で選べ

るんですね。あと今回はカラー替えも出来るようになったようです。部位毎にできるのはいいですね。

　ここでバンが呼び出され、かわりに大空ヒロが登場。バトルの種類について教えてくれました。１対１

や多人数対多人数の他にも、次々出てくる敵を踏破していくバトル等、いろいろあるのですね。

　そしてディテクターに操られたクロ登場。仕方なくトロはクロのＬＢＸと戦います。結果勝つものの、

クロには逃げられ追いかけていくと、再度対戦。バンたちがＬＢＸを３体合体させた「Σオービス」で対抗

し、圧勝でした。合体できるのはまた楽しいですね！

　２本目は、「安藤百福発明紀念館」・・・通称「カップヌードルミュージアム」の見学です。まずは２階の

「インスタントラーメンヒストリーキューブ」へ。インスタントラーメンの歴史を、実際のパッケージを見

ながら追うことが出来るのですね。インスタントラーメンの父である安藤さんについては、ミュージアム

内の「百福シアター」で紹介されているそうな。

　そして「百福の研究小屋」を再現した小屋へ。自宅の裏庭に建てた小さな小屋でインスタントラーメン

の研究をしていたのですね。続いて「クリエイティブシンキングボックス」へ。ここでは安藤さんの創造

的思考の原点となる６つのキーワード、?まだ無いものを見つける、?なんでもヒントにする、?アイディア

を育てる、?タテ・ヨコ・ナナメから見る、?常識にとらわれない、?あきらめない、を体感するのだそうな。

　さらには「安藤百福ヒストリー」で、安藤さんの生涯を年表形式で見ることができます。そして４階には

アスレチック施設「カップヌードルパーク」が。自分自身がカップヌードルになって、できるまでを体験

できるのですね (笑)。あとは世界中の麺を味わえる「ＮＯＯＤＬＥＳ　ＢＡＺＡＡＲ　－ワールド麺ロー

ド－」もあるんですね。

　さて、飛ばしてきた２階には、自分だけのチキンラーメンやカップヌードルを作れる体験コーナーがあ

るそうです。まずは小麦粉をこねるところからチキンラーメンを手作りできる「チキンラーメンファクト

リー」へ。すごいですね。そして「マイカップヌードルファクトリー」も。こちらはまずカップを自由にデ

ザインして、麺をカップにセットして、スープと具材を選び、最後にふたをして包装したらできあがり。組

み合わせしだいでかなり多くの種類が作れそうですね。



　戻って１階には、「ミュージアムショップ」があります。ご当地グッズや、ここでしか買えないオリジナ

ル商品など、色々あるそうです。

　さて、おまけは「ＳＴＲＥＥＴ　ＦＩＧＨＴＥＲ　×　鉄拳」がＶｉｔａに登場、というわけで紹介で

す。ＰＳ３とＶｉｔａ間でも通信対戦ができるのはすごいですね。そして追加キャラがなんと１２体もい

るそうな。他にオリジナル要素もあるそうですよ。

　次回予告です。来週は「ＢＩＯＨＡＺＡＲＤ　６」と「とある会社の歴史調査」の２本です。どこの会社

でしょうね。楽しみです。



2012.10.06 第１５３号「ＢＩＯＨＡＺＡＲＤ　６」「とある会社の歴史調査」

　今週は「ＢＩＯＨＡＺＡＲＤ　６」と「とある会社の歴史調査」の２本です。

　１本目はバイオの新作の紹介です。冒頭でクロとリッキーが変なフラグを立て、ニュースを紹介できな

い状態に (笑)。そこでトロとジュンが登場。６のゾンビは、倒したと思っても何度も起き上がってくるの

で注意が必要だそうな。

　ここでテレビさんからの電話が。なんでも、トロステメンバーが次々ゾンビに襲われているので、すぐ

にスタジオに来るようにとのこと。道中ピエールのゾンビに遭遇し、急に襲いかかってきたので、つい倒

してしまうトロｗ倒れている人の前を横切る時は、注意が必要なのですね。

　スタジオでテレビさんと合流し、改めて６の紹介へ。今作では複数の主人公で複数のストーリーがある

のですね。舞台もアメリカ・中国・東欧と様々。これまでのシリーズに登場しているレオンとクリスが初共

演とのこと。３人目の主人公はジェイクという名前だそうです。

　まずレオンのストーリーは、「ラクーン事件の真相」の公表を決意した大統領がバイオテロの標的となっ

て亡くなってしまうのですが、その容疑をレオンがかけられてしまうのですね。するとパートナーである

ヘレナが「私がやった」と言い出して、２人は協力して真相を追うことになるようです。

　続いてクリスのストーリーは、半年前のある事件で記憶をなくしており、酒場で飲んだくれていたクリ

スのもとに、クリスのことをずっと捜していたピアーズが訪れ、クリスを説得。やっと目を覚ましたクリ

スは、中国の蘭祥で起こっているバイオテロを止めるために向かうというもの。パートナーのピアーズが

かっこいいですねぇ。

　最後にジェイクのストーリーは、傭兵として反政府軍に参加していたジェイクでしたが、傭兵たちに配

られた戦意高揚を歌う栄養剤の中に何かの薬が入っており、ジェイク以外の傭兵たちはみんな暴れ出して

しまうのですね。しかしジェイクだけは何ともなく、するとひとりの女性が現れ「あなたは、世界を救う存

在なの」と告げるそうです。何この中２ (笑)。

　そのひとりの女性ってのが、ジェイクのパートナーであるシェリー。ラクーン事件の要因となったＧウィ

ルスの開発者・バーキン夫妻の一人娘だそうです。特別な血を持つと思われているジェイクの保護を命令

されているのですね。シェリーは２にも登場しているそうですよ。

　そして、ストーリーを進めていくと、４つめのストーリーもあるそうです。謎の女スパイ「エイダ・ウォ

ン」の視点から物語を見られるのでしょうか。

　それぞれのストーリーを進めていくと、他のキャラクターのストーリーと交差する部分が登場するので

すが、なんとその際に４人での協力プレイができるそうです。なかなか面白い試みですね。パートナーを

入れ替えるシチュエーションなんかもあるそうですよ。



　ここでスズキがスタジオを襲ってきて、トロとジュンは脱出。その先にクロがいたものの、やはりゾン

ビになっており、鉄パイプでジュンをやっつけてしまいましたｗ今作では、ゾンビが武器を使ってきたり、

走ったり飛びかかったりするそうです。

　さらに新たなゲイムモードも紹介。「エージェントハント」というモードで、自分がクリーチャーになっ

て他のプレイヤーのゲイムに乱入できちゃうそうです。そしてトロがクリーチャーになった想像をしたと

ころで、夢オチ、と (笑)。

　２本目は、ソニー歴史資料館の見学です。そんなものがあったのですね (笑)。久々にぼっちＰが登場し、

案内してくれるそうです。簡単に説明すると、ソニーの代表的な商品の展示や、それらの開発にまつわる

資料が展示されているそうな。ソニー好きにはたまらないでしょうね。

　まず向かったのは「原点のコーナー」。そこにはソニーの前身となる東京通信工業の「設立趣意書」が

置かれています。ソニーはかつて「業界のモルモット」と少し皮肉をこめて呼ばれていたのですね。少

し・・・？ｗ創業者たちのメッセージもたくさん飾られているそうです。

　他には、東京通信工業時代の製品が置かれている「源流のコーナー」を始め、様々なコーナーがあるの

ですね。ちょっとコーナー名を書き漏らしたので書けませんがｗ（ログを見られる機能が本当に欲しいで

す・・・）とにかくソニー ageな回でしたね (笑)。

　さて、次回予告です。来週は「時と永遠～トキトワ～」と「回るお店大特集」の２本です。楽しみですね。



2012.10.13 第１５４号「時と永遠～トキトワ～」「回るお店大特集」

　今週は「時と永遠～トキトワ～」と「回るお店大特集」の２本です。

　１本目は新作ゲイム「時と永遠～トキトワ～」の紹介。早速２匹でゲイム世界に向かったはずが、クロと

はぐれてしまったトロ。するとカムザ王国の王女であるトキに出会い、トキの結婚式に参加することに。

　ところが結婚式の最中に怪しげな男たちに襲われ、トキの結婚相手であった主人公が刺されてしまいま

す。そこでトキは時間魔法を使って６ヶ月前に戻り、襲撃された原因を突き止めようとします。それがこ

のゲイムの始まりなのですね。

　トキはまず、結婚式が襲撃されることを予言していた占い師のマキモナに会いに行きましたが、占いは

勘でやっているだけだから襲撃のことはわからないと返されたそうです (笑)。

　そしてクロはどうなったかというと、トキのペット（？）であるミニ竜のドレイクの中に入ってしまいま

した。本来は主人公がその中に入り、一緒に衝撃の謎を探るようですね。

　このゲイムの１番のポイントは、会話や移動、戦闘のキャラのモーションが手描きアニメということ。な

ので、カズイさんも期待していたのですが、どうもそのモーションが変に見えてしまって。手描きなのは

いいとしても、すごく違和感のある走りなのですよねぇ。

　と、ここでトキの中に眠るもう１つの人格・トワが登場。髪が黄色になる上、性格も勝ち気で活発になる

ようです。レベルアップする毎に人格が入れ替わり、最後はどちらと結婚するのかを主人公が選ばなけれ

ばならないのですねｗ

　しかしこれ、この紹介の終わり方では、事件を解決するためには１周じゃ終わらない感じなのですが・・・

実際にはどうなのでしょうか。ちょっと気になります。

　２本目は、トロも大好きな回転寿司の特集です。早速講師の回転寿司評論家・米川伸生さんが登場。ＴＶ

チャンピオンの回転寿司選手権で優勝した人なのですね (笑)。回転寿司を１００倍楽しめるグルメ回転寿

司クイズの開始です。

　１問目は、座る位置のクイズ。入り口近くが１番いいのですね。花形の職人さんが手前にいることが多

いからだそうです。

　２問目はコストパフォーマンスについて。やはりマグロが１番お得なのですね。いいマグロを原価ぎり

ぎりで提供することでお客さんを呼び込み、他の商品も食べてもらうことで回しているのですね。他には

ウニ、いくら、大穴子あたりの原価は高いそうです。



　３問目は、回転寿司をめいっぱい楽しめる時間帯について。午後３時くらいからのアイドルタイムは、

レーン上にもほとんどネタが回っていないので、職人さんを独占して楽しめるそうな。あえてレーンを回

してもらって、職人さんがお客さんの食べたいものを推測して流してくるという緊張感！これを楽しむの

が上級らしいです (笑)。

　最後に、食べたい寿司が回ってきたけど、だいぶ時間が経ってそうな気配の時は、「わさび抜きで」とか

「シャリ小さめで」と１つ注文をつけて頼むといいそうです。面白いですね。

　さて、次回予告です。来週は「サモンナイト３」と「ネコでもわかる日本の古典」です。おお、どちらも

楽しみですね。



2012.10.20 第１５５号「サモンナイト３」「ネコでもわかる日本の古典」

　今週は「サモンナイト３」と「ネコでもわかる日本の古典」の２本です。

　１本目はサモンナイト３の紹介です。冒頭から内容紹介入りましたね。結界越しに４つの異世界と接し

ている異世界リィンバウムを舞台とする、召喚士たちの物語が、サモンナイトシリーズです。１と２はアー

カイブスで、３と４はＰＳＰで復活し、現在新作の５が製作中とのこと。ファンには嬉しい展開ですね。

　ここで、クロ先生のサモンナイト３講座が開講 (笑)。まずは難易度を選びます。難易度によるシステム

やストーリーの変化はなしということで、ＳＬＲＰＧが苦手な人には嬉しいですね。続いて主人公を男女

の中から選びます。それから少し話を進めると、主人公が教える生徒の選択があるようです。

　といっても、アドベンチャーパートで選んだ選択肢によって勝手に決まるそうなので、その辺は１から変

わっていないのですね。（カズイさんはアーカイブスで１だけプレイ済み。２も買ってありますが・・・）

夜会話もそのままあるようで、誰と話すかによってエンディングが変わります。

　ここでいきなりゲイムの世界へトロが行ってしまいますｗ舞台となる忘れられた島は、いろんな世界の召

喚獣が暮らしているのですね。元々は召喚術の実験場であったそうで、呼び出されたものの戻れなくなっ

た召喚獣たちが暮らしているとのこと。切ないですね。

　さらにピエールも混ざって戦闘を実演。今回のＰＳＰ版では新しい必殺技等も増えているようです。あ

と、近くに仲間がいる時はサモンアシストという、召喚術を強化したり本来は使えないレベルの召喚術を

呼び出せるシステムがあるそうな。

　その他、新・ブレイブバトルシステムという、戦闘後にある条件ごとにメダルを貰える条件が見直された

り、そのメダルを消費して戦闘を有利にする「パーティ能力」と交換したり、選択しなかった主人公や生

徒・敵等も仲間に出来るそうな。

　さらに、１１月に発売されるサモンナイト４では、３で使用できた全キャラクターを参加させられるそ

うです。うはぁ、これは商売上手ですねｗそんなことをされたら、元々持っているファンも買っちゃいそ

うです。

　あとはダメージ予測、中断セーブ、占いで好感度チェックなど、システム周りもより使いやすく。ミニゲ

イムや料理まであるそうな。すごい気合いの入りようですねぇ。これだけやってもらえれば元からのファ

ンも納得するでしょう。

　２本目は、竹取物語の紹介。これは今までで最も有名な題材ではないでしょうか (笑)。どんな切り口で

紹介してくれるのか、楽しみです。今回の先生は、なんと満月ちゃんｗなるほど、これは適役ですね。竹取

物語は、源氏物語にも登場する日本最古の物語なのですね。ただし作者は未詳です。



　ここからごっこがスタート。竹取の翁の役はスズキ。山に竹を取りにいって、光る竹の中から子供・ジュ

ンを見つけました。そこで家に連れて帰って、おばあさん・ピエールと一緒に大切に育てます。女の子は

３ヶ月程で美しい娘に成長しました。美しいかぐや姫には求婚者が多数現れ、中でもしつこいのが５人い

ました（全員クロ担当なのが笑ったｗ）。

　しかし、結婚したくないかぐや姫は、５人に自分の欲しいものを持ってこいと条件を出します。もちろ

んそう簡単には見つからない（もしかしたら存在しない）ものです。

　まず石作の皇子は、仏の御石の鉢を持ってくるようにいわれました。そこでインドに渡ったものの、お釈

迦様が使った鉢等手に入らないことはわかりきっていたので、その辺にあった鉢を持って帰りました。と

ころがすぐにばれて振られてしまいます。

　続いて車持の皇子は、蓬莱の玉の枝を持ってくるようにいわれました。そこで鍛冶職人に、根っこは銀、

茎は金、実には光る玉のなる玉の枝を作ってもらいます。それを持っていったら、一度は信用したかぐや

姫でしたが、そこに鍛冶職人が代金を回収にやってきたため嘘がばれ、恥ずかしくなった車持の皇子は行

方をくらませてしまいました。

　他の皇子はダイジェストなのですね (笑)。阿倍の右大臣は火鼠の皮衣を商人から入手したものの、偽も

のを掴まされ振られます。大伴の大納言は龍の頸の玉を取りにいき龍を怒らせてしまったことで酷い目に

あい、かぐや姫のことを嫌いになったそうです (笑)。

　最後の、石上の中納言は燕の子安貝をとろうとして大怪我を負い、そのまま死んでしまったそうな。そ

うして結局誰とも結婚しなかったかぐや姫ですが、噂を聞きつけて今度は帝が求婚に来ました。しかしか

ぐや姫はそれを断り、せめて文通だけでもということで、それから２人は３年も文通したのだそうです。

　そしてしばらく経った頃、かぐや姫はおじいさんとおばあさんに、自分は月の都の住人であり、悪さをし

たために追い出されていたのだけど、許されて戻ることになったため、次の満月の日に迎えが来ると伝え

ます。しかし人間らしくなっていたかぐや姫は、帰りたくないと泣くのでした。

　そこでおじいさんとおばあさんはかぐや姫を帝に守ってもらうことにします。ところが、派遣された兵

士はまったく役に立たず (笑)、かぐや姫は結局帰ることになりました。おじいさんとおばあさん、そして

帝に手紙を残して・・・。

　その手紙と、かぐや姫が残した不死の薬を受け取った帝は、悲しさのあまりそれらを高い山の上に捨て

るよう命じます。そして大勢の兵士たちは日本一高い山の頂で手紙と薬を燃やしました。なるほど、富士

山という名前は「士に富む」と言う所からきたのですね。不死の薬を燃やしたからではないんだ (笑)。

　今回のおまけは、「みんなといっしょ」と「初音ミク　-Project DIVA- f」のコラボの紹介です。ミクのダ

ンジョンができたんですね。オリジナル名刺も 30種類以上あるそうです。さらには洋服まで！盛り沢山で



すねー。

　さて、次回予告です。来週は「ＺＯＮＥ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＥＮＤＥＲＳ　ＨＤ　ＥＤＩＴＩＯＮ」と「つ

まみ食い歴史講座ＳＰ４」です。つまみ食いはやっぱり人気あるんですね (笑)。楽しみです。



2012.10.28 第１５６号「ＺＯＮＥ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＥＮＤＥＲＳ　ＨＤ　ＥＤＩＴＩＯ

Ｎ」「つまみ食い歴史講座ＳＰ４」

　今週は「ＺＯＮＥ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＥＮＤＥＲＳ　ＨＤ　ＥＤＩＴＩＯＮ」と「つまみ食い歴史講座ＳＰ

４」の２本です。

　１本目は名作アクション「ＺＯＮＥ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＥＮＤＥＲＳ」のＨＤエディションの紹介です。ま

ずは簡単なストーリー説明。地球が手狭になって宇宙で飛び出していった人類だが、地球から遠く離れた

移民ほど低い階級として差別されるという風潮が生まれ、「エンダー＝辺境者」と呼ばれた人々がやがてそ

の不服から地球本星へんお反乱活動を開始。

　火星の一部で生まれたその組織は「バフラム軍」を名乗り、地球側の「連合宇宙軍」と太陽系の覇権をめ

ぐる争いを始めました。その戦火は多くの一般人を巻きこみながら広がり、木星圏コロニー「アンティリ

ア」まで届いて・・・という流れ。つまり主人公はアンティリアの人なんですかね？このＨＤエディション

では、ＰＳ２で発売された２本を両方楽しむことが出来るそうです。

　ここからごっこ開始。アンティリアで暮らす少年・レオの役がトロ。友だちと遊んでいたら戦争に巻き

こまれ、その辺にあったロボット「ジェフティ」（スズキｗ）に乗りこみます (笑)。そして戦闘コンピュー

タのＡＤＡ（エイダ）と初遭遇。このＡＤＡがツンデレかわいいんですよね！ｗ

　偶然ジェフティに乗りこんでしまったレオは、ジェフティをコロニーから脱出させる計画に巻きこまれ、

フレームランナー（操縦者）として協力することに。そして徐々に成長していくレオと、ジェフティの持つ

秘密・・・というのがシリーズ第１作のオープニングだそうです。

　基本的にはジェフティを操作して戦うわけですが、攻撃アクションは近接攻撃の斬りと、遠距離攻撃の

ショット、さらに掴みも重要なアクションだそうです。

　今作ではシリーズ２作目の「ＡＮＵＢＩＳ」も入っているということで、そちらも紹介。木星の衛星カリ

ストで採氷作業員をやっているディンゴの役をクロが。いつものように作業をしていたら妙な反応があり、

行ってみたらスズキ（ジェフティ）が！そして銃撃されたので思わず乗りこむディンゴ。

　しかしやってきたアージェイト（ピエール）に倒されてしまいます。舞台は前作から２年後。新型オー

ビタルフレーム（ロボットのことですね）の開発で圧倒的戦力を手にしたバフラム軍は火星や地球の武力

制圧を開始していました。そんなおりに隠されていたジェフティを発見してしまったディンゴは、戦争に

巻きこまれていくのですね。

　主人公が交代したわけですが、もちろんレオも、敵としてですが登場するそうです (笑)。２人の関係も

見物ですね。続編では攻撃アクションもちょっと増えて、溜め撃ちが出来るようになったり、ホーミング

レーザーが登場したり、周囲のオブジェクトを掴めるようになったそうです。これは欲しいなー。



　２本目は、大人気の「ネコでもわかる？つまみ食い歴史講座ＳＰ」の４回目です。クロ曰く、今回が最終

回です、とのこと。本当か？ｗ今回取り上げるのは「大坂の役」。徳川の支配を絶対のものにした徳川 vs豊

臣最後の合戦ですね。冬の陣は豊臣方 100000人 vs徳川方 200000人、夏の陣は豊臣方 80000人 vs徳川方

150000人で、大将はどちらも豊臣秀頼と徳川秀忠。秀吉と家康の息子なんですね。

　ここからごっこスタート。関ヶ原の戦いが終わった頃、家康（クロ）は幕府を開いて権力の頂点にいまし

た。その頃大坂城の秀頼（トロ）とその母・淀君（ピエール）は、家康を上から目線で使ってやろうと考え

ていました (笑)。そこで片桐且元（スズキ）に相談し、お寺をたくさん建てたらいいのではと進言。

　ところが実は片桐は家康と通じていて、秀頼に散財させるかわりに命だけは助けるようにとお願いして

いたのでした。ところが豊臣の財力は家康が想像した以上でなかなかなくなりませんｗそこで難癖をつけ

て戦に持ち込むことに・・・。片桐はなんとかその場をおさめようとしますが、その目処が立たずに逃亡し

ましたｗ

　豊臣軍は大坂城を拠点にして徳川軍を迎え撃つことに。メンバーには後藤又兵衛（リッキー）と真田幸

村（ジュン）がいます。豊臣方は不遇な名将たちをお金で雇ったものの、みんなの心はバラバラで戦う前か

ら嫌な予感しかしなかったと (笑)。そして 1614年 11月に、大坂冬の陣がスタート。

　それでも豊臣方は難攻不落といわれた大坂城をうまく使って耐えるんですねー。ところが大砲を撃ち込

まれたことによって淀君が取り乱し、豊臣側から和平を申し込んだことで冬の陣は幕を閉じたそうです。

ところが和平の条件として大坂城の内堀と外堀を解体されてしまい、大坂城は丸裸同然になってしまった

とかｗ

　そして 1615年 5月、今度は夏の陣が始まります。こちらは城外での激しい戦いとなり、多くの命が失わ

れました。秀頼たちも最後は蔵の中に身を寄せましたが、そのまま焼かれてしまったのですね。別れの曲

のせいもあって、切ない最期でしたねぇ。

　さて、次回予告です。来週は「テイルズ　オブ　エクシリア２」と「深くて暗い水の世界」の２本です。

楽しみですね。



2012.11.04 第１５７号「テイルズ　オブ　エクシリア２」「深くて暗い水の世界」

　今週は「テイルズ　オブ　エクシリア２」と「深くて暗い水の世界」の２本です。

　１本目はテイルズシリーズの新作「テイルズ　オブ　エクシリア２」の紹介です。いきなりゲイムの中の

世界に行っている２匹。エレンピオスの都市トリグラフからニュースを伝えるそうです。今回の２は、１

から１年後の世界が舞台。そこでトロが「１年前に何があったの？」と、クロが自分なりに解説してくれま

した。

　まず、テイルズ　オブ　エクシリアの世界には２つの世界があり、１つは「リーゼ・マクシア」は精霊術

によって文明が支えられている自然豊かな世界、もう１つは「エレンピオス」は黒匣（ジン）という機械文

化が栄える先進的な技術を持った世界でした。その２つの世界の間には断界殻（シェル）と呼ばれる壁が

ありましたが、１年前にそれが解放されてしまったのですね。

　その時のいざこざの内容が、２にはダイジェストムービーで収録されているそうです (笑)。親切ではあ

るけれど、逆に言えばその背景を知らないと満足には楽しめないってことなのでしょうか。やるなら１か

らやった方が良さそうですね。

　そして２の紹介。ここで２の主人公であるルドガーが登場。なるほど、アドベンチャーゲイムのように、

主人公の行動・言動は選択肢が出て、プレイヤーが選ぶ形式なのですね。中には時間制限があったり、重要

な決断を迫られることがあるそうな。カズイさんが苦手なタイプのやつですねｗ

　続いてルドガーの相棒（？）となる８歳の少女エルが登場。ロリ好き層を狙ってきましたか (笑)。さら

に、ルドガーは多額の借金を背負っているので、定期的に一定額ずつ返していかないと、列車に乗れなかっ

たり街に入れなかったりするそうですｗこのシステムは面白いですね。

　さらに重要人物であるジュードに会いに行きました。彼が断界殻を開いた人物で、前作の主人公なので

すね。そして、今回のパーティーメンバーにはなんと、前作のパーティーメンバーがそのまま登場するそ

うです。あと、今作ではシナリオ本編の他に、パーティーメンバーごとの物語、キャラクターエピソードが

あるそうな。

　戦闘はシンボルエンカウント。ＡＣ（アサルトカウンタ）とＴＰ（テクニカルポイント）を消費して行

うということで、クロが解説。ＡＣは攻撃をするために必要で、ＴＰは術や技を使うのに必要なのですね。

あと共鳴（リンク）というシステムがあり、２人１組となって敵を挟み撃ちしたり、攻撃を受けているプレ

イヤーをかばったりと、様々な効果があるそうです。

　紹介の方はなんやかんやでスタジオに戻ってきました (笑)。どんなストーリーが展開されるのかは、正

直何にもわからなかった気がｗキャラが多いのでそれだけで終わっちゃいましたね。



　２本目は、「沼津港深海水族館」の紹介です。深海生物を沢山見られる珍しい水族館なのですね。沼津港

では昔からよく深海魚が網に引っかかったりしていたようですが、あまりに身近だったため専門の水族館

を造る時に反対意見もあったとか。あと深海魚はやはり管理が難しいようですね。

　水族館は１階と２階があり、１階は深海に住む様々な生物たちの宝庫。２階はシーラカンスの展示や生

態の謎に迫る「シーラカンス・ミュージアム」になっているそうな。生きたシーラカンスがいるわけではな

いけれど、ここでしか見られない冷凍保存されたシーラカンスが２体、剥製が３体の合計５体も展示され

ているそうです。

　そしてお土産コーナーというかミュージアムショップには沢山のオリジナルグッズが。ぬいぐるみの形

も面白いですね。

　さて、次回予告です。来週は「エクストルーパーズ」と「歴史ロマンと給水塔」の２本です。給水塔と言

えばＩＣＯを思い出す・・・全然関係無いでしょうが (笑)。来週も楽しみです。



2012.11.11 第１５８号「エクストルーパーズ」「歴史ロマンと給水塔」

　今週は「エクストルーパーズ」と「歴史ロマンと給水塔」の２本です。

　１本目は新作ゲイム「エクストルーパーズ」の紹介です。キャラデザが好みでちょっと気になっていた

ので、楽しみです。

　ゲイムの舞台となるのは、入植実験惑星「ＥＤＮ－３ｒｄ」。現住生物の「エイクリッド（ＡＫ）」や、先

住民族「雪賊」等の敵対勢力も住むちょっと危険な惑星だそうな。同じカプコンの「ロストプラネット」シ

リーズと同じ世界観なのですね。ただし、こちらはオートロックオンで誰でも遊べるアクションゲイムに

仕上がっているそうです。

　惑星の中でも、教育機関・アカデミーが舞台となり、少年少女たちの出会いと成長が描かれるとのこと。

トロとクロは既にそこにいるのですね (笑)。噂をすれば主人公のブレンが登場。「ギンギラ一番星」が口癖

で、何でもイチバンを目指すという意味らしいです。

　他に、エリートライバルのクーリスや、世話焼きをしてくれる先輩のルアン。メカ大好きっ娘のジュ

リィ等、個性的な面々と生活しているのですね。あとは、雪賊の巫女であるティキがクロのイチオシらし

いです (笑)。

　これはアクションゲイムなので当然戦うわけですが、「バイタルスーツ（ＶＳ）」に乗って戦うロボもの

なのですね。・・・と思ったら、ＶＳに乗って戦うバトルもあるとのことなので、通常は生身でガンアク

ションなのかな？

　ストーリーはミッション制で進行。ＡＫを倒すとか、誰かを助けるといったミッションを受けて、いざ

戦場へ。ああ、やはりメインはガンアクションですね。メイン武器は発射ボタンを押しっぱなしで連射し

てくれるそうで、トロでも平気、とのこと (笑)。カズイさんでもできそうですｗ弾が切れても勝手に補充

とか、素晴らしい！

　その代わりサブ武器は、強力な反面充填に時間がかかったり、弾数が少なかったりするそうで。使いど

ころが大事なのですね。

　後は、背中のジェットパックを使うと高速移動ができるそうな。敵の弱点もわかりやすく光っています

し、本当に苦手な人でも遊びやすいように作られているのですね。

　さて、ここまで見ただけだと普通のガンアクションに見えますが、実は大きな特徴があって、演出がマン

ガチックになっているそうです。まあ実はそこまで目新しい演出というわけではないのですが (笑)、上手

く使えば印象的なシーンになるのは確かですからね。

　ここで、プロデューサーの小嶋慎太郎さんが登場。シャツのポケットの部分がかわいい！ (笑)小嶋さん



は、ＭＨシリーズ立ち上げから参加してきて、今回このエクストルーパーズでプロデューサーを務めてい

るのですね。叩き上げの人って感じでしょうか。今作がプロデューサーとしては初めての作品だそうな。

　まず１番注目して欲しいところは、「かっこいいキャラや熱いシナリオ、豪華声優とか色々ありますが、

１番はやっぱりアクション！」とのこと。撃って気持ちよく、よけてかっこいい爽快なアクションなんだ

そうな。

　続いて、初めてのプロデュース作品ということで、苦労した点を聞いてみると、「テンポの良いアクショ

ンゲイムを作ろうと目指していたけど、ある程度出来た後の一歩踏み越えたテンポの良さを作るのは苦労

した」とのこと。なかなか深い悩みですねｗあとは細かい演出の物量が多くて大変だったそうな。マンプ

とか多そうですもんねぇ。

　逆に、嬉しかったことを尋ねると、「苦労したマンガチックな表現をはめてみた時にチームメンバーが、

これだ！とグッときた時」だそうな。大変な作業を乗り越えた結果、期待以上のものが出来た喜びがそこ

に表れているのでしょうね (笑)。

　次に、小嶋さんお気に入りの効果音は、「メメタァ！」と「パパウパウパウ！」だそうな。好きな技は「神

砂嵐」。・・・というのは冗談で (笑)、本当はボスが登場した時の「ズシーーーン」が好きだそうですｗ

　では、どうしてマンガチックな演出を使ったのかと言えば、「テンポの良い爽快なアクションゲイムを制

作しようとしてて、その要素として集中線や効果を入れてみた所、かなり良い感じになったから、徹底的に

それでいこう」と思ったそうです。キャラも、デザイナーの実田千聖さんに頼んで、マンガチックにしても

らったそうです。さらに、シナリオは佐藤大さんが参加しているということで、こちらも期待大ですねぇ。

　最後に一言というわけで、体験版も配信中なのでまだ触っていない方はぜひ、とのこと。カズイさんも後

でやってみようと思いますｗそんで出来そうだったら是非買いたいですねぇ。出来そうだったら・・・ｗ

　２本目は、今も残る大正時代の給水塔「駒沢給水塔」の見学です。なんと意外にもリッキー枠だったんで

すね (笑)。駒沢給水塔は、東京都水道局が厳重に管理している施設で、普段は中に入れないそうです。見

学会の時にだけ入れるのですが、先月の見学会は台風が近づいていたため中止になっていたのですねｗ

　中には入れないので、今回は外側から紹介という衝撃的な回です (笑)。給水塔の周囲を回って、いろん

な角度から見学ｗ給水塔は２つが橋で繋がっているのですね。でも緑や家が邪魔して、なかなかその全貌

を見る事が出来ません。

　そこでリッキーが、「コマＱ（駒沢給水塔風景資産保存会）」の人に頼んで、絶景ポイントを紹介しても

らう事に。なんと近所の家の人のお宅の中から (笑)。近づくと凄い迫力ですね。

　双子の給水塔である駒沢給水塔は、今の渋谷区に水を送るために造られたのだそうです。多摩川で汲み

上げた水を浄化して、ポンプで押し上げて一度ここに貯めたのだそうな。高さを出したのは、水が流れや



すくするためなのですね。

　見学会は、毎年１０月１日、都民の日に行われているそうです。来年こそは中に入れると良いですねｗ見

学会の他に、給水塔の上部に装飾灯が点される日も決まっていて、写真で見てもかなりきれいですね。地

域の人々から大切にされていて、素晴らしいと思います。

　さて、会員用のおまけにはピエールの誕生日回があるそうですね (笑)。でも見られないので、あなたの

力でＢＤ化プロジェクトの第４弾へ。で、今回のラインナップが発表されたわけですが・・・カレイドス

ターがある！ｗ１位になる可能性は低そうだけど、投票しておこう・・・。クロの言うとおり確かに、現時

点で既に人気のあるものは、放っておいてもＢＤ化しそうですから、やっぱり古めのがいいかと思うんで

すよね。

　次回予告です。１１月１１日は、週トロ３周年の日なのですね。あれからもう３年も経ったのか・・・と

いうことは、当然このブログも (笑)。我ながら毎週頑張りました。自分用の防備録に書いているだけです

けどねｗそんなわけで、来週は「週刊トロ・ステーション　３周年記念スペシャル」の１本です。楽しみで

すねぇ。



2012.11.18 第１５９号「週刊トロ・ステーション　３周年記念スペシャル」

　今週は「週刊トロ・ステーション　３周年記念スペシャル」の１本です。

　今回は大枠１本ということで・・・せっかくの３周年記念スペシャルなのに、３月で週トロ終了のお知ら

せが出てしまいましたからね・・・なんとも複雑な心境ですｗ

　記念パーティをするために、部屋（というかスタジオ）の掃除などをしているトロクロ。するとクロの蝶

ネクタイが光り出しましたｗここでクロが蝶ネクタイをつけはじめた理由を語ります。

　トロステが始まる６年前よりさらにちょっと前、あてどなく旅をしていたクロは、とあるネコと出会っ

たそうです。とても気が合って酒盛りをしているうちに、そのネコは赤い蝶ネクタイを見せて「これは願

いを叶える魔法の蝶ネクタイで、誰かを喜ばせると力がたまっていき、いっぱいになると願いを叶えてく

れる」と言ったそうな。

　お互い酔っていたので、ナイスジョークと言った後、その蝶ネクタイを貰ったそうです (笑)。そのネコ

とはしばらく一緒に旅をしたそうですが、その話はまた別の機会に、ということで。

　トロが、蝶ネクタイが本当に願いを叶えてくれるのではと言い出したため、蝶ネクタイの調査をする事

に。リッキーに相談した後、スズキに詳細を調べて貰いに行きました。

　すると、クロの蝶ネクタイに何らかの力がたまっているのは確かなようで、あと４ヶ月くらいでフルに

なるとのこと。これは・・・終了時に力がたまって人間になれるフラグなんですかねぇｗ

　早速それをジュンやピエールに伝えにいく２匹。クロはトロにお願いを譲る決心をした様子？ところが、

ピエールが鋭い一言を言います。トロが人間になってしまったら、トロステは続けられないのではないか

と。

　そこで、テレビさんの進言もあって、トロステへの気持ちを整理することにした２匹は、ＳＣＥへ行きま

した (笑)。そこでＳＣＥＪのプレジデント・河野弘さんと面談。流れでこれまでのトロステを振り返るこ

とに。

　そうして思い出を振り返った結果、トロが出した結論は・・・結局人間になるｋとで決まったようです

ね。これまで取材してきた中で出会った人たちのようになりたい、と。

　来年の３月で本当に夢が叶うのか、興味深いですね。みんいつが続く以上は、人間になるのは難しい気も

するんですがｗ３周年おめでとうというよりも、哀しい印象になってしまったのがちょっと淋しいですね。

　さて、次回予告です。来週は「みんなのＧＯＬＦ６」と「大空への夢と知識」の２本です。楽しみですね。





2012.11.25 第１６０号「みんなのＧＯＬＦ６」「大空への夢と知識」

　今週は「みんなのＧＯＬＦ６」と「大空への夢と知識」の２本です。

　１本目は人気シリーズの最新作「みんなのＧＯＬＦ６」の紹介です。のっけから人間になった後の事を話

すトロｗ今からしつこく布石打っておくって事ですかね (笑)。今回はみんＧＯＬシリーズ１５周年を記念

して、お祝い回のようです。２匹がプロゴルファー・猫としてホールを周りながら、歴史を振り返ります。

　最初の作品は 1997年に出た「みんなのＧＯＬＦ」。ＰＳソフトだったのですね。そこから 1999年に２、

2001年にはＰＳ２ソフトとして３が出ました。大体２年おきに出ているのですね。2003年に４、2004年

には「みんなのＧＯＬＦポータブル」が登場。やりこみ要素が充実していったようですね。

　それからしばらく間が空いて、2007年にはＰＳ３ソフトとして５が登場、よりリアルになったのと、オ

ンラインプレイができるようになったのですね。さらに同じ年にポータブル２も発売。遠くにいる人とも

対戦が出来るようになりました。そして去年には、ＰＳＶｉｔａソフトとして６が発売。画像が本当に綺

麗ですね。

　で、今回登場するのはＰＳ３版ということで、ああ、移植だったのですね。フルＨＤ対応でグラフィック

がさらに美しくなったようです。あと、Ｖｉｔａ版では追加要素だったキャラやコースが、こちらでは標

準搭載とか。追加要素は他に、Ｍｏｖｅに対応していたり、スロットモードが導入されたり、ショートホー

ルだけの対戦ができたりと、盛り沢山。

　面白いのは、Ｖｉｔａ版で遊んでいる人と同じロビーに入る事が出来、対戦まで出来るという事。この仕

組みはいいですよねー。多機種同時発売の対戦できるゲイムは、みんな標準装備してほしいくらいですｗ

　２本目は「航空図書館」の見学です。航空会館の６階にあるのだそうです。早速向かうと、まずはコレク

ターの人が作った模型がお出迎え。展示品は定期的に入れ替えられているそうな。中は図書館なので当然

本だらけ。すべて飛行機に関係する本だそうです。ここで司書の中村さんが登場。早速インタビューへ。

　まずは蔵書数ですが、日本の物と海外の物を合わせて、１万５千冊あるそうな。雑誌だけでも、日本語の

雑誌が５５種類、外国語の雑誌が４４種類あるそうです。機内誌や航空の専門誌もあるのが面白いですね。

客層としては、小学生が自由研究のために訪れたり、年配の方が調べ物をしに来たり、あとは各種マニアの

方がきたり (笑)するのですね。

　蔵書のラインナップは、たとえば「ジェーン航空年鑑」が１号から揃っていたり、明治４３年に発行され

た「飛行」という本があったり、昭和１６年に発行された「飛行機取扱法」といった本があるそうです。他

にも古い新聞記事には、エジソンのコメントが載っていたりするのですね。面白い！

　続いて司書さんの仕事について。せっかく来て貰っても、目的の物が無かった時は申し訳なく思うそう



ですｗあと専門的な難しい質問をされる事もあるそうで、そういう時は航空会社の人に聞いたり、他のお

客さんが答えてくれたりするそうですよ (笑)。逆に嬉しいのは、夏休みの宿題で調べに来た小学生が賞を

とったと報告に来たり、ＣＡを目指していた方がなれましたと報告に来たりした時だそうな。

　ところで、日本航空協会は、前身の帝国飛行協会時代から数えて、来年で１００周年を迎えるそうで

す。・・・本当は来年取り上げたかったけれど、辞める事になったから今年取り上げたのでしょうかｗ

　今回はおまけありですね。人気シリーズ「真・三國無双６　Ｅｍｐｉｒｅｓ」にトロクロが参戦決定のよ

うです。実際の画面を見ましたが・・・これはｗヒドイｗｗ顔だけの着ぐるみなのですね (笑)。しかもで

かっ。表情を自由に変えられるそうで、面白すぎますｗしかも無料配信なのですね。太っ腹だなぁ。

　プラチニャ会員についてのお知らせは飛ばしますｗ次回予告です。の前に、お知らせが。Ｖｉｔａ専用

の位置情報ゲイム「モンスターレーダープラス」が無料配信される事になったそうな。そして来週は「Ｆａ

ｔｅ／ｓｔａｙ　ｎｉｇｈｔ　［Ｒｅａｌｔａ　Ｎｕａ］」と「小さくて大きな鉄道」の２本です。楽しみ

ですね。



2012.12.03 第１６１号「Ｆａｔｅ／ｓｔａｙ　ｎｉｇｈｔ　［Ｒｅａｌｔａ　Ｎｕａ］」

「小さくて大きな鉄道」

　今週は「Ｆａｔｅ／ｓｔａｙ　ｎｉｇｈｔ　［Ｒｅａｌｔａ　Ｎｕａ］」と「小さくて大きな鉄道」の２

本です。

　１本目は大人気のＦａｔｅシリーズの原点となった作品の紹介。ＰＣ版、ＰＳ２版で出たものの移植作

なのですね。冒頭からいきなりごっこがスタート。クロが衛宮士郎役でトロがセイバー役ｗでもクロはト

ロのマスターではなかったのですね (笑)。

　今回Ｖｉｔａ版が出るに当たって、様々な改良がなされているようです。オープニングも新作アニメー

ションですし、タッチスクリーンを利用した直感的な操作ができるだとか。あとは見やすいフォント、攻

略に役立つフローチャート、新設されたモードパネル、バッグログや早送りなどの改良があるそうな。

　ちなみに、ｓｔａｙ　ｎｉｇｈｔとＺｅｒｏの違いは、前者が第５次聖杯戦争の話で、後者がその１０年

前に起こった第４次聖杯戦争の話なのですね。ここでタイガー道場に移動し、クロが改めてシリーズにつ

いてレクチャー。

　まず、Ｆａｔｅは魔術師（マスター）たちの「聖杯戦争」を描いた物語。聖杯は具体的にはどんなもの

かわからないけれど、願いを叶えてくれるのですね。最後に生き残ったマスターだけがそれを入手できる、

と。そしてマスターに召喚されて使い魔として戦うのがサーヴァント。それぞれ有名な人物なのですね。

　続いてキャラ紹介。主人公の衛宮士郎は半人前の魔術師。それと契約したのがセイバー。さらに、士

郎のライバルとなる遠坂凜。前回の聖杯戦争で敗れた父の遺志を継いでいるのですね。こちらにはアー

チャーが仕えています。その他、ランサー、イリヤ、バーサーカーと紹介して、最後に桜。これはもうクロ

が泣くだけでネタバレではｗ

　さらに封入特典の花札を紹介。あまりの力の入りっぷりに笑いました (笑)。すごいですね、これは。花

札だけ欲しいくらいですｗ

　２本目は、「原鉄道模型博物館」の見学です。鉄道模型の博物館なのですね。案内役はスズキです。結構

久々かも？今年７月にオープンしたばかりということもあり、内部は本当に綺麗ですし、美術館のような

展示方法なのですね。原信太郎さんのコレクションを一般公開したものが、この博物館だそうな。

　入ってすぐの第１展示室のテーマは「原模型の神髄」。原さんの原点がここにあるのですね。第２展示室

は「語る模型」。模型を通じて、鉄道の歴史や文化がわかるようになっているようです。その他、原さんの

インタビュー映像や自宅の様子なども見れるとか。鉄道模型だけで６０００両くらい持っているのですっ

て (笑)。



　第３展示室は「ヴィンテージ・コレクション」。つまりお宝模型が展示されているわけですね！世界に１

５台しかないメルクリン社の鉄道模型などもあるそうな。他には１番切符も沢山飾ってあるのですね。あ

とは世界中のいろんな電車に乗っているそうで、その記録も見られるのだとか。

　そしてこの博物館のメインは、総面積が３１０平方メートルもある巨大なジオラマの上を、縦横無尽に

走りまくる電車たち！これはすごいですねー。見ているだけで楽しそうです。走っている電車はすべて原

さんの手作りで、ちゃんと架線から電気を引いて走っているそうな。暮らしている人々も綿密に再現され

ていて、すごいですね。

　他、今の昔の横浜を忠実に再現したコーナーもあるようで。こちらもかなり見応えがあります。これは

鉄道好きでなくても楽しめそうな博物館だと思いました。

　おまけは、ミクとみんいつのコラボ紹介。また被りものがｗ最後に次回予告。来週は「第２次スーパー

ロボット大戦ＯＧ」と「世界の酒窓からスペシャル２」の２本です。楽しみですね。



2012.12.09 第１６２号「第２次スーパーロボット大戦ＯＧ」「世界の酒窓からスペシャ

ル２」

　今週は「第２次スーパーロボット大戦ＯＧ」と「世界の酒窓からスペシャル２」の２本です。

　１本目はスパロボ最新作の紹介です。スパロボは、お馴染みのロボットで戦うシミュレーションＲＰＧ。

といってもカズイさんはプレイしたことがないですがｗただ今回紹介するのは、そのスパロボに登場して

いたオリジナルのロボットが活躍するシリーズだそうで。そしてシリーズ初のＰＳ３ソフトなのですね。

グラフィックはもちろん美しく、新システムも盛り沢山とのこと。

　ここからは登場ロボットの紹介。まずはスズキが「グルンガスト」シリーズを。初期からある機体で、零

式等のバリエーションも豊富だとか。他には「ゲシュペンスト」シリーズもスズキのお気に入りだそうで。

色んな武装換装ができるのですね。続いてトロの派手な機体が見たいというリクエストに応えて、「Ｇコン

パチブルカイザー」を紹介。必殺技があるのですね。

　ここでジュンが乱入。紹介したのは「龍人機」。法術戦闘等オカルトチックな攻撃が得意だそうです。続

いて「サーベラス」。セクシースーツのオペレーターが一緒に乗ってくれるそうです (笑)。さらに「エー

ル・シュヴァリアー」。パイロットがイケメンだそうですｗロボットには詳しくないため、パイロットに注

目するジュン。次は「フリッケライ・ガイスト」。色んなロボットのパーツを組み合わせた機体ということ

で、デザインが気になるようですね。

　ここでさらにピエールが乱入。乙女が操作する機体ということで、「ライン・ヴァイスリッター」を紹介。

パイロットは陽気なお姉様ｗ次は「フェアリオン・タイプＧ」。小さい機体でかわいいですね。あとは「ア

ルテリオン」と「アンジュルグ」。女性のパイロットも意外と多いのですね。

　最後にやっとクロが登場。まず紹介したのは「アルトアイゼン・リーゼ」という機体。敵に特攻して蹴散

らすタイプの機体なのですね。続いて「ＳＲＸチーム」。異星人の侵略に対抗するためのチームだそうな。

そして「サイバスター」。風のように戦場を駆け抜けるクロのような機体だそうでｗ紹介は以上でした。

　うーん、この内容ではロボットの紹介しかしていないので、今までスパロボをやった事がない人には何の

事やらよくわからない事だらけだと思います（実際カズイさんがそうだｗ）。もうちょっと内容とかストー

リーとか、紹介してくれればよかったのになぁ。完全に経験者向けなのでしょうね。

　２本目は「世界の酒窓からスペシャル２」。最初からクロのテンションが違いますねｗ前回はビール工場

を見学しましたが、今回はブレンダーズ・ウイスキーを楽しむとのこと。行った場所は「ニッカブレンダー

ズ・バー」。ニッカウヰスキー直営のバーなのですね。バーテンダーの平野和也さんに色々と教えてもらう

事に。

　ここは他のお酒も出しますがメインはウイスキーで、中でもブレンデッドウイスキーに力を入れている



そうです。オリジナル配合のウイスキーを楽しめるのですね。飲み比べしたい人のために、テイスティン

グセットも用意してあるそうです。

　あとは、４名以上で「マイブレンド教室」というものに参加でき、自分だけのブレンドを作る事ができる

そうな。面白いですね。どのように混ぜれば自分の好みの味になるか、きちんと指導して貰えるようなの

で、誰でもできそうな感じ。他にはハイボールも色々用意してあるようです。

　最終的には２匹とも酔っぱらいまくって終わりましたｗ

　さて、次回予告です。来週は「龍が如く５　夢、叶えし者」と「天は二物も三物も与える？」の２本です。

後者が気になりますねｗ楽しみです。



2012.12.16 第１６３号「龍が如く５　夢、叶えし者」「天は二物も三物も与える？」

　今週は「龍が如く５　夢、叶えし者」と「天は二物も三物も与える？」の２本です。

　１本目は龍が如く最新作の紹介です。トロたちは早速神室町へ。今回の舞台は全国五大都市。大きなス

ケールで五人の主人公が活躍します。１人はお馴染みの桐生一馬さん。今は素性を隠してタクシー運転手

をしているのですね。ストーリーはある男の死で大きな局面を迎える裏社会の様子を描いているようです。

　そのメインストーリーの他に、今回は主人公たちの「生活」がゲイムとして遊べるそうです。その過程で

多彩なミニゲイムが遊べるようですね。遥編はどう見ても音ゲーなのですが (笑)。大きくなった遥はアイ

ドルを目指しているのですね。漫才をするミニゲイムとか酷いですね（褒め言葉）。

　ここでいなくなったクロを捜すため、名古屋に渡ったトロがチンピラ（リッキーｗ）に絡まれます。今度

のバトルはシームレスなのですね。逃亡や増援といった敵のリアクションも豊富になっているそうな。必

殺技や絶技もパワーアップ。

　さらに北海道まで捜しに行ったら、クロはキャバクラに (笑)。今回のキャバクラは自分から話題を振る

事が出来るそうな。街で集めた情報を使う事が出来るのですね。面白いシステムです。あとはお酒が飲め

てガチャも回せる「ガチャドリンク」が新登場。

　他にも、ゲイム内ゲーセン (笑)「クラブセガ」に新機種が登場。太鼓の達人やバーチャファイター２が出

来て、バーチャは通信にも対応しているそうな。あとは川釣り海釣りゴルフ打ちっ放しやカラオケ、エア

ホッケー温泉プリサークルＵＦＯキャッチャー、闘技場ガンライン横スクアクションＩＦ８Ｒ、バッティ

ングセンターダーツビリヤードボウリングルーレットブラックジャックポーカーバカラ丁半チンチロリン

こいこいおいちょかぶ将棋麻雀パチスロパチンコ・・・多すぎじゃないか？ｗ

　相変わらずすごいボリュームのゲイムなのですね。実はまだ１度も遊んだ事はないのですが（公式のダ

イジェスト映像は見たｗ）、いずれやってみたいシリーズです。

　２本目は、志倉千代丸さんへのインタビュー。未来ガジェット研究所からのインタビューです (笑)。?Ｍ

ＡＧＥＳ．の代表取締役でありながら、作詞作曲、音楽プロデューサー活動、ゲイムの企画原作までこなす

マルチクリエイターなのですね。

　最初の質問は、志倉さんの経歴について。ゲイム作りの始まりは、小６の時にプログラムを覚えた事だ

そうです。早いですね！音楽作りの始まりは、中学時代にバンドを始めた事で、当時は昼はプログラマー、

夜はミュージシャンという生活だったそうです (笑)。専門学校卒業後はプログラマーとして働いていたそ

うですが、スイッチ事件(笑)があり転職、そこで「ヒューマン」に入ったのですね。

　ヒューマンではサウンドプログラマーを務めていたそうです。「ファイヤープロレスリング」が好きで



ヒューマンを選んだという人は、意外と多そうですね。ショボイ曲を変えてやろうと入社して、実際担当

できる事になったけれど、出せる音の数が少なくてやっぱりショボショビになってしまったそうですｗ他

には「爆走　デコトラ伝説」等も担当したそうな。

　それが発売された頃に、「サイトロン・デジタルコンテンツ」に転職した志倉さん。そこで色んな形で音

楽を通しプロデュースしていくのですね。美少女ゲイムに多く関わっていくようになったのも、この頃か

らだそうです。そして５ｐｄ．を立ち上げる事に。最初はアドベンチャーが好きということで美少女ゲイ

ムに目をつけましたが、次に目を向けたのが科学アドベンチャー。これは志倉さんの趣味で始めたそうで

すね。

　１弾目のカオスヘッドは脳科学をテーマに、２次元大好きな主人公が妄想トリガーを駆使して不思議な

事件に立ち向かう話。絵柄が美少女ゲイムっぽいのはわざとギャップを狙ったそうです。近頃ＰＳ３に移

植されたばかりですが、これが最新作の伏線になっているかもしれないそうです (笑)。気になりますね。

　ここからは志倉さんのお仕事の進め方について。作詞作曲の時に心がけている事は、ゲイムのテーマ曲

等はその世界に詳しいマニアになれるよう心がけているとのこと。ゲイムを作る時も同じ感覚だそうです

ね。今後やってみたいことは釣り堀の経営だそうです (笑)。肩書きはと聞かれ、「ハイパーなんとかクリエ

イターよりも上を考えているけど、ないんですよね」が笑いました (笑)。すごく面白い人ですね。

　さて、次回予告です。来週は「真・北斗無双」と「トロステ落語スペシャル２」の２本です。落語キター。

楽しみです。



2012.12.22 第１６４号「真・北斗無双」「トロステ落語スペシャル２」

　今週は「真・北斗無双」と「トロステ落語スペシャル２」の２本です。

　１本目は、「北斗無双」の続編の紹介。冒頭から漫画風のごっこがスタートｗそしてヒャッハー水だーネ

タが早くも登場 (笑)。やっぱトロステはこうでなくちゃと思う始まり方ですね！

　クロとテレビさんのごっこが終わると、トロと金リッキーがまともに紹介を開始。しかしここでお馴染

みの仮面をつけたクロが！ (笑)「こうなったら操作方法を説明するしかない」という謎の言葉を言い放ち、

おもむろに説明を始めましたｗ

　基本的には□ボタンと△ボタンだけで爽快にプレイできるアクションゲイムなのですね。まあ無双シ

リーズですからね・・・。

　ストーリーは原作に沿ったいくつかのエピソードが収録されており、今回はそのうちの「ラオウ編」「天

帝編」「修羅の国編」に登場するキャラクターを紹介してくれるそう。操作できるキャラが 20人以上いる

とはすごいですね。

　まずは「ラオウ編」からは、ラオウ、サウザーを紹介。といっても結構短めでさらっと紹介されているの

で、こちらもさらっと行きたいと思いますｗ

　次に「天帝編」からバットとリン。ラオウ編では幼さの見える２人が、この天帝編では成長を見せるとの

こと。さらにアインとファルコを紹介。

　続いて「修羅の国編」から、シャチとカイオウを紹介。みんな愛のために戦っているんですね・・・。

　キャラ紹介のあとは、ストーリーモードの紹介へ。「伝説編」と「幻闘編」の２つのモードがあるそうで。

全部○○編形式なので、紛らわしいですねｗ伝説の方が、原作に沿った上記のエピソードを体験できるモー

ドで、幻闘編の方はオリジナルストーリーが楽しめるとのこと。

　終わり方が唐突なのは相変わらずですねｗ

　２本目は、トロステ落語の第２弾。題目は「酔っ払いと皮財布」。

　酔っ払いのクロが帰ろうとするところを、引きとめる着物姿のトロ (笑)。すごい凝った着物でびっくり

しました。クロは当然その誘いに乗って飲み続けることにしますが、それが現実であるわけがありませんｗ

　夢から覚めると、目の前にはおかみさん（奥さん？）役のトロが。クロは魚屋熊五郎の役なのですね。ク

ロは飲んだくれで、トロが何と言っても働こうとしてくれません。なんといういつも通りｗ



　そんなクロのために、トロは包丁を研いでいつでも仕事ができるようにしておきます。そうしてやっと

クロを仕事に送り出すことに成功ｗただし、時間を間違えて家から出してしまったため、クロは道端で一

眠りします（それもすごいがｗ）。

　そして朝日と共に目覚めたクロは、落ちていた財布を発見！中にはなんと 50両もの大金が入っていまし

た。クロはそれで仲間を呼んで酒盛り。トロが「届けた方が・・・」というのも聞かずに使ってしまいます。

　翌日、目覚めたクロはトロから衝撃的な話を聞きます。お金を拾ったのは夢だけど、酒盛りをしたこと

は本当で、おかげでお金がないというのです。それを聞いたクロは、自分が夢と現実の区別さえつかなく

なっていたことを深く反省し、お酒をやめると宣言するのでした。

　以降真面目に働くようになったクロ。おかげで３年後には借金もすべて返し終わり、初めて借金のない

大晦日を迎えることができました。そこでトロがカミングアウト。実はクロが財布を拾ってきたのは現実

で、トロが勝手に大家さんを通して届け出ていたのです。しかも、結局落とし主は見つからず、１年前には

トロのところに 50両が戻ってきていました。

　そこでトロは提案します。このお金で新しいお店を出してみようと。今のクロならば、お金を上手に使

えるだろうと。もし当時のクロに渡していたら、全部お酒に消えていたに違いありません。それを自覚し

たクロは、トロの機転に感謝するのでした。

　一方トロも、なんだかんだで３年間一生懸命働いてくれたクロを労って、お酒をすすめます。最初はそ

れを飲もうとしたクロですが、「また夢になっては困るから・・・」と飲むのを思いとどまって、終わりで

した。この落語の正しいタイトルは「芝浜」というのですね。

　人情噺でありながら、最後にちゃんとオチのつく落語ということで、かなり高度なテクニックが使われ

ているようです。今回のはかなりトロステアレンジが加えられているとのことですが、面白かったですね。

なかなか考えさせられました。

　さて、次回予告です。その前に、「ソウル・サクリファイス」の体験版のお知らせ。あの稲船さんがコンセ

プターのゲイムなのですね。ちょっと興味はありますが、アクションかー。そして来週は「ＡＫＢ 1/149

　恋愛総選挙」と「お正月にそなえて・・・」の２本です。ＡＫＢをどんな感じで紹介するのか、楽しみで

すねｗ



2012.12.29 第１６５号「ＡＫＢ 1/149　恋愛総選挙」「お正月にそなえて・・・」

　今週は「ＡＫＢ 1/149　恋愛総選挙」と「お正月にそなえて・・・」の２本です。

　１本目はＡＫＢのゲイムの紹介ですね。トロステが誇るＡＫＢに笑いました (笑)。ＫＢはともかく、Ａ

はちょっと無理やり過ぎませんかｗあとクロがかなり暴走していますね・・・。

　まずはトロが主人公となってシステムを体験。トロのケータイにはメンバーからの着信が大量に来てい

るので (笑)、その中から好きなメンバーにコールを返すのですね。するとデートができるという仕組みで、

相手はプレイヤーにガチラブである、と (笑)（トロの場合は、ジュンがトロにガチラブな設定でしたｗ）

　ちなみにデート中にはさまざまな選択肢が発生し、その返答しだいで好感度が変化するそうな。万が一選

択肢で相手を振ってしまうと、アドレスが砕けて連絡できなくなるそうです (笑)。面白いシステムですね。

　また、デートの前後に他のメンバーと遭遇することがあり、本命はどちらなのか究極の選択を迫られる

ことも！ｗさらに、メンバーの１人に熱を上げるあまり、他のメンバーに冷たくし続けていると、せっかく

うまくいっていた関係が壊れてしまうことも。うわぁ、リアルですねぇｗ

　メンバーのうち、最も仲良くなれた相手からは、ムービーで「神告白」されるそうですよ。これファンに

はたまらないだろうなぁ。

　２本目は、時期にちなんで「おせち料理」の紹介です。まずうんちくからｗおせち（お節）料理というの

は、元々正月や桃の節句、端午の節句等節句の時に食べていた料理だそうで、正月が代表的な節句であるた

め、正月に食べる料理をそう呼ぶようになったそうな。

　まずはネコ用のおせち料理「猫用御節　一段重」を紹介。なんという豪華さｗ五千円以上もするんです

ね・・・。

　ここでトロが、それぞれの料理の意味について尋ねたので、詳しい人に聞きに行くことに。相手は小僧

寿し商品開発部部長の大内田憲昭さん。まあ内容は、散々紹介されていることなので割愛しますｗ

　若い人のおせち離れが激しいため、小僧寿しでは今年４種類のおせちをラインナップしたそうです。１

番人気は、京野菜にこだわった「京風おせち」。作りたてを味わうことができるんですね。他には「海鮮お

せち」や「北海道おせち」、若者向けの「洋風おせち」と、さまざまなニーズに応えられるラインナップに

なっています。

　部屋に戻った２匹は、ターゲットを絞ったおせちを紹介。まずは彩りを抑えた「喪中おせち」。着眼点が

面白いですねｗそして時事ネタ的な「東京スカイツリーおせち」。お重の多さがすごいです。他にも、100

万円のおせちは８個限定だったけどすぐ売れたとか、恐ろしいですね・・・ｗ



　おまけは、最近よく宣伝を目にする「箱！　-OPEN ME-」の紹介です。Ｖｉｔａ専用のＤＬソフトで、

目の前に出現する箱を開けるゲイム。開けるには箱をよく観察して、仕掛けを解いていかねばならないの

ですね。

　さて、次回予告です。場所を移動して、テレビさんの新しい店「かもの湯 980円」から (笑)。来週は「あ

けましておめでとうスペシャル」の１本です。楽しみですね。



2013.01.05 第１６６号「あけましておめでとうスペシャル」

　今週は「あけましておめでとうスペシャル」の１本です。

　今回は大枠１本ですね。どんな正月を見せてくれるのでしょうか。これで最後とわかっている正月は、

少し淋しいですねｗ

　冒頭から初日の出ちゃんと写真撮影の機会がありましたが、Ｖｉｔａではどうやって写真を撮るのかが

わからず、結局撮れませんでした orzＰＳＰだとボタン１つで撮れたんですが、どのボタン押しても反応し

なかったです・・・。なので、今回写真を撮る機会が多いとのことですが、潔く諦めようと思います (笑)。

　最初にスズキの所に挨拶に行きました。スズキに「人間になったらどんなビジョンをお持ちで？」と尋

ねられたトロは、人間になったらモチになると勘違いをして、すごく可愛かったです (笑)。やっぱりアホ

の子や・・・。

　続いてリッキーの所へ。リッキーは相変わらず身体を鍛えているのですね。さらにピエールは、ＨＧみ

たいな格好で登場ｗえ、これおしゃれなの？？ (笑)ジュンは、年賀状のイラストが１番下手なのが意外で

したｗクロと同レベルじゃないだろうか・・・。

　さらにぼっちＰの所にもｗこういう回はわりとスルーされがちだったけど、最後だからかなぁ (笑)。最

後はテレビさんとクロに合流。なんだかんだで仲いいんですよね、この２人ｗ年賀状を見せ合って終了。

無駄に充実したおまけに笑いましたｗ

　さて、次回予告です。来週は「ＤｍＣ　 Devil May Cry」と「とっても寒い工場見学」の２本です。Ｄ

ｍＣ、前のと何が違うのか全然わからなかったので楽しみですｗ



2013.01.12 第１６７号「ＤｍＣ　 Devil May Cry」「とっても寒い工場見学」

　今週は「ＤｍＣ　 Devil May Cry」と「とっても寒い工場見学」の２本です。

　１本目はＤＭＣシリーズの最新作の紹介です。早速ダンテ先生をお呼びしての特訓ですが・・・あれ？ダ

ンテってこんなキャラでしたっけ？？ (笑)衣装が違うから違うく見えるのかなぁ。しかもダンテは猫なん

か相手にしていられないと、さっさと帰ってしまわれましたｗ

　それを追いかけていった２匹でしたが、うっかり現実世界と魔界の間にある「リンボ」に入りこんでしま

い、悪魔と遭遇する羽目に。そこに颯爽と現れるのが、我らがダンテ！ｗ長剣リベリオンと２丁拳銃エボ

ニー＆アイボリーを使いこなし、悪魔を倒してくれました。

　他にも天使の大鎌オシリスや、悪魔の斧アービター、ガントレットのエリクス、さらにショットガンのレ

ヴェナントに手裏剣のようなアキュラ等、本当に様々な武器が使えるのですね。そしていちいちカッコイ

イ名前がついている、と (笑)。

　ひたすらダンテをストーキングしていた２匹ですが、最終的にはこっぴどく怒られて戻ってきたのが面

白かったですｗでも、ダンテの技を盗んで強くなったと勘違いしたクロが、トロを連れて再びリンボへ。そ

こで遭遇したのは銀色に輝く巨大リッキー (笑)。またか・・・でも新色だｗ

　最初はスタイリッシュに戦った２匹でしたが、それでは力を出せないため、やっぱりいつも通りのネコ

パンチに落ちつきました (笑)。そして新手が来たかと思いきや、やってきたのはＤｍＣのアシスタントプ

ロデューサーＤＯＹＡ！内田さん。凄い名前ですねｗ

　「俺のＤＯＹＡプレイを超えてみろ」と一言残して颯爽と消えていったら、今度はスーパーバイジング

ディレクターの伊津野英昭さんが登場。「今までのシリーズより操作が簡単になっているので、安心して遊

んでほしい」とのこと。みんな一言ずつの縛りがあるんでしょうかｗ

　次にやってきたのはプロデューサーの江城元秀さん。「体験版が配信中なので、遊んでみて、」とのこと

です。あとで手を出してみますか・・・。アクションが苦手な人でも本当にスタイリッシュにプレイできる

か！？ (笑)

　２本目は、工場見学です。お邪魔するのは、ガリガリ君を作っている赤城乳業株式会社さん。本当に季節

はずれですね (笑)。ロビーのきれいさに驚きました。

　ガリガリ君は季節に合わせていろんな味を発売していますが、冬は「ガリガリ君リッチ　あずき大福」味

がおすすめだそうです。

　早速ガリガリ君の案内で工場内部へ。アイス作りの工程は、まず氷の塊を砕いて、アイスクリームミッ



クスと混ぜて味をつけていく所から。続いて型に入れて少し冷やし、表面だけが固まったら一度中身を吸

い出すのだそうです。その中に味のついたかき氷を注入するのですね。なるほどー。

　工場には見学用のコースもあるそうで。赤城乳業のアイスの歴史の展示が見られるんですね。ガリガリ

君はかき氷を片手で食べられるようにという発想から生まれた、というのは面白いです。

　ちなみにコンポタ味は春頃販売再開予定だそうですよ。

　おまけは、トロが人間になる日が近づく中、ポケピたちはどうしているのかを伝える「ポケピの物語」。

１回目はジュンとピエールの話でした。「愛は奪ってマンボ！」が地味にツボに入りましたよｗ内容は、

ジュンの作詞をピエールが手伝う感じでしたが、どちらかというとジュンがメインでしたね。できた歌詞

は素敵でした（狙いすぎな気もしますがｗ）。

　さて、次回予告です。来週は「神様と運命革命のパラドクス」と「人の役に立つロボット？」の２本で

す。後者はスズキ枠かな？楽しみです。



2013.01.19 第１６８号「神様と運命革命のパラドクス」「人の役に立つロボット？」

　今週は「神様と運命革命のパラドクス」と「人の役に立つロボット？」の２本です。

　１本目は日本一ソフトウェアの新作ゲイム「神様と運命革命のパラドクス」の紹介です。クロ曰く、自分

が神様になって運命を革命するＲＰＧだそうです。

　主人公の神楽坂レンヤは自称「日本一くじ運が悪い男」。そんな彼が、運命を革命し人の願いを叶えると

いう大役を負うことになります。その原因は、やはりくじ。ひょんなことから１等を当ててしまい、なん

とその景品が「神様になる事」だったのですねｗ

　そうこうしてる間に、トロが帰宅。するとトロが実はくじ引きで１等を当て、神様になっていたことが

発覚 (笑)。トロの傍には神様をサポートしてくれる天使の早乙女リリエルが付き添ってました。それでク

ロが自分も参加できるとうひゃっほう (笑)。２匹は神様の仕事をするために、いざ天界へ・・・。

　神様の仕事は、簡単に言うと「人の願いを叶える」こと。まずはオリジナル世界にいる存在の悩みを聞

き、叶えたい願い事が決まったら、「運命革命回路」によって願いを元にしたコピー世界を作ります。

　そうして作り出されたコピー世界はダンジョンになっており、それを攻略する事によって願いが叶うと

いう仕組みなのですね。なるほど。そこで早速実践してみようと、オリジナル世界を覗くと、友だちを欲

しているぼっちＰの姿がｗというわけで、ぼっちＰのダンジョンを攻略する事に。

　ダンジョンはターン制で進行するランダムダンジョンで、奥へ進んでいくのが目的。移動や攻撃等でプ

レイヤーが１回行動すると、敵も１回行動する・・・シレン風味ってこと？（やったことないですがｗ）地

形やトラップ、装備品である「天装神器」をうまく活用する事が攻略の鍵だそうな。

　トロとクロがダンジョン内で奮闘していると、ぼっちＰの運命が少しずつ変わりはじめます。ところが、

最後のボスが強すぎて残念ながら負けてしまいましたｗ結果、ぼっちＰのいる川原に向かっていたジュン

とピエールも、急な土砂降りで帰ってしまいましたとさ・・・。今回はわかりやすいゲイム説明でしたね。

　２本目は、人の役に立つロボットをスズキが紹介するとのこと。安定のスズキ枠ですねｗスズキが紹介す

るのは、「ホンダ　ロボティクス」のロボット。技術は人のためにというのが、ホンダの考え方なのですね。

　まずスズキが紹介したのは、「作業アームロボット」。名前の通りアームだけのロボットです。どんな不

安定な場所でも作業ができ、間接がなめらかに動き、アームの先を交換する事によりどんな作業でもこな

せ、自走式で危険な場所でも大丈夫という優れもの！

　続いて、「リズム歩行アシスト」と「体重支持型歩行アシスト」の紹介。どちらも歩行をアシストするた

めのロボットですね。気持ちよく歩くためのロボットと、足に体重がかかるのを軽減してくれるロボット、



どちらも使い道がたくさんありそうです。

　次に、１人用の乗り物である「ＵＮＩ－ＣＵＢ」を紹介。これ、本体は確かに可愛いんですが、乗ってい

る姿がちょっと、股を開いてる感じがかっこ悪いような・・・ｗ足を前に揃えられればまだいいのかなぁ。

あるいはかっこ悪い部分を隠すとか・・・。それに、こういうものに日常的に乗って移動していたら、ます

ます足腰の弱い人が増えそうなのですが (笑)。先に紹介したロボットの逆を行っているような・・・まあ

便利は便利なんですけどね。

　そして最後にＡＳＩＭＯ。彼は今も進化を続けているのですね。飲み物が来た事を察してプレゼンを中

止するとか、人にぶつからないように歩くとか、時速９キロで走るとか、両足でジャンプするとか、３人が

同時に発する言葉を聞き分けるとか、ペットボトルからジュースをコップに移すとか、もう凄すぎますｗ

　おまけは「えちゃんねる」の紹介です。以前あったペイントパークが新しくなったんですね。お絵かき

機能が以前よりもパワーアップしたとの事。絵を描ける人なら楽しめそうなアプリですよねぇ。

　さて、次回予告です。来週は「プレイステーション　オールスター・バトルロイヤル」と「江戸へタイム

スリップ？」の２本です。安定した回になりそうですね (笑)。楽しみです。



2013.01.26 第１６９号「プレイステーション　オールスター・バトルロイヤル」「江戸へ

タイムスリップ？」

　今週は「プレイステーション　オールスター・バトルロイヤル」と「江戸へタイムスリップ？」の２本で

す。

　１本目は新作ゲイム「プレイステーション　オールスター・バトルロイヤル」の紹介です。なかなか面白

い試みですよね。ＰＳで登場したゲイムのキャラの中から選りすぐりのメンバーでバトルロイヤルなお祭

りゲーです (笑)。

　まずは登場キャラの紹介から。鉄拳からは三島平八が参戦し、トロと戦うそうですｗあとリトルビッグ

プラネットからリビッツが。正直弱そうですよねｗ

　さらにサルゲッチュからカケル、Ｇｏｄ　ｏｆ　Ｗａｒよりクレイトス、パラッパラッパーよりパラッ

パ等々、これまでＰＳを盛りあげてきた個性的なキャラが多数出演！

　そしてこのゲイム、ＰＳ３とＶｉｔａでクロスプラットフォーム機能を備えています。同時に対戦でき

るのはもちろん、グッズやセーブデータも共有できるそうです。今後こういうソフトが増えると面白いん

ですけどね。

　対戦の仕方を説明する前に、ステージ紹介。それぞれのゲイムのコンセプトを活かした多数のステージ

が用意されているようです。ステージごとにギミックもいろいろあるんですね。１つのステージに複数の

ゲイムが登場する事もあるそうな。凝った仕掛けが見られそう。

　さて、いよいよ対戦について紹介。勝敗は、相手をやっつけた回数であるキル数と、相手にやられた回数

であるデス数のポイントを集計し、より高い方が勝ちという感じ。もちろんキル数は加算で、デス数は減

算です。ゲイム終了時に１番ポイントが多ければいいんですね。

　ＨＰは存在しないとのことで、スマブラっぽいのかな？ＡＰゲージをためてスーパーアタックを使った

りできるようです。

　ここで突然ピエールが乱入ｗトロと戦う事に。攻撃方法は、ボタンを押すだけ。左スティックとの組合

せで多彩な攻撃を出せるそうです。相手を攻撃するとＡＰが増えるんですね。よくあるパターンですｗ

　ピエールとの戦闘とは、トロがそれこそ多彩な技を見せて圧倒！トロはやればできる子です (笑)。しか

し対戦者はすぐに復活し、何度でも戦いを挑めるんですね。なるほど、それでポイント制になっているの

か。

　２本目は、実物大の江戸の町並みが広がる「深川江戸資料館」の見学です。



　最初に導入展示室の展示を見ると、年表や資料で深川の歴史や関わりの深い人物が紹介されています。

平賀源内や松尾芭蕉、伊能忠敬等も深川に住んでいたそうです。そうそうたるメンバーですね。

　そこから中に入ると、いよいよタイムスリップ！メインの展示室は圧巻ですね。建物３階分の高さの中

に、町がまるまる再現されているそうです。八百屋「八百新」では、季節によってきちんと店頭に並ぶ野菜

が替わるそうです。もちろん近郊で本当に獲れる物が並ぶんですって。展示されている建物は、１階部分

であれば中も見ていいそうで、昔の八百屋さんの暮らしも垣間見る事ができます。

　次はつき米屋「上総屋」へ。米を精製して売るお店ですね。ここも内部は生活感がいっぱいで、商人らし

いそろばんや帳簿もたくさん置かれています。

　外に出ると、交通手段としてよく使われていた猪牙舟（ちょきぶね）が。面白い名前の由来が気になりま

すｗ船宿「升田屋」「相模屋」は、舟で働く人々の宿。食器や料理道具、小さな庭までも見事に再現されて

います。

　さらに進むと、火事が広がらないように作られた広場には火の見櫓がありました。下には屋台が並んで

いて、水茶屋・天ぷら屋台・二八そばの屋台などがあります。広場の木は、春になるときちんと桜が満開に

なるそうです (笑)。

　最後は長屋を見てまわって終了でした。一度行ってみたい資料館です。

　さて、次回予告です。来週は「バイキングぽいぽい！！」と「ガンダムフロント東京」の２本です。ガン

ダムの方は１週間だけの限定配信ということで今はもう見れないでしょうが orz



2013.02.02 第１７０号「バイキングぽいぽい！！」「ガンダムフロント東京」

　今週は「バイキングぽいぽい！！」と「ガンダムフロント東京」の２本です。・・・が、ガンダムフロン

ト東京は１週間限定配信だったため、見られません orz

　そんなわけで１本目のみの紹介となりますが、新作ゲイムの「バイキングぽいぽい！！」です。タイトル

が印象的でなかなかいいですね (笑)。簡単なルールで楽しめるハチャメチャなアクションゲイムだそうで

す。アクションかー。

　基本は拾って、投げて、吹っ飛ばすだけとのこと。ステージ上にある様々なギミックを駆使して戦うタ

イプのゲイムですね。これは対戦が楽しそうです。

　ストーリーは、物語の舞台が 1960年代のイギリスで（意外とちゃんとした設定があるんですねｗ）、の

どかな島国なのですが、そこに海から来た侵略者・バイキングたちがやってきます。そのバイキングとの

戦いを描いているからこんなタイトルがついているのですね。ストーリーモードでは、プレイヤーは市民

軍を操作してバイキングと戦うそうな。

　・・・と、ここにバイキングに扮した（いつもの仮面をつけたｗ）クロが乱入。説明をしていたトロとテ

レビさんは完全に唖然としてしまいますｗクロはトロステを占領しに来たのですね。でもすかさずテレビ

さんがアドバイスして、トロはその辺にあった段ボールを投げつけ、無事退治 (笑)。

　そして実際の画面を見ながらの説明へ。バイキングは次々と出てくるのですが、手っ取り早く倒したい

ならマルチプレイがおすすめとのこと。４人まで同時に協力プレイが出来るのですね。あと、市民が多い

と重い物も持てるそうなので、市民の人数を確保する事も大事みたいです。

　ボス戦では、ただ敵に向かって物を投げるだけでない楽しみがあるのですね。それこそステージ上に隠

されたギミックを使ってダメージを与える、その方法を探る楽しみもありそうです。

　ここで再びクロが乱入ｗＶＳモードについて教えてくれる事に。このモードは２人～４人でプレイする

対戦モードのことで、こちらはまたハチャメチャなステージが多数用意してあるんですね (笑)。全員がダ

メージ受けそうな仕組みはかなり面白いと思いますｗ

　モードの説明が終わったところで、いざファイ！！ｗトロとクロの壮絶な投げ合いの末、トロが最後に

とんでもない物を投げ (笑)、トロの勝利となりました。ああ・・・生きているのでしょうかｗ最後にトロ・

クロの帽子を紹介して終わりでした。

　おまけは、「ポケピの物語」第２回で、スズキとリッキーのお話です。冒頭から、スズキが誕生した時の

話！？博士がどう見てもロボットぽいのが気になりますがｗ２人（？）の友情はなかなかいいものです。た

だ今回もスズキ寄りの話でしたね。２人ずつ描くけどどちらかをクローズアップする形なのでしょうか。



　さて、次回予告です。来週は「METAL GEAR RISING REVENGEANCE」と「甘～い展示を見に行

こう」の２本です。楽しみですね。



2013.02.09 第１７１号「METAL GEAR RISING REVENGEANCE」「甘～い展示を見に行

こう」

　今週は「METAL GEAR RISING REVENGEANCE」と「甘～い展示を見に行こう」の２本です。

　１本目はメタルギアシリーズの新作の紹介です。冒頭から、トロがサイボーグの雷電になってごっこス

タート。トロは今、某国の首相役をしているピエールの護衛をしているようです。ここで今作の特徴であ

る「斬奪」アクションを無理やり紹介 (笑)。敵の特定の部位を斬撃することで、自己修復ユニットを奪え

るそうな。

　ここでピエールを狙う謎のサイボーグ・サムエル役のクロが登場。出てくるのはみんなサイボーグなの

ですか。ここでクロに負けたトロ。その後クロたちの組織はアブハジアの首都を占領し、トロにその奪還

の任務が与えられる、という展開のようです。

　今回は雷電が主人公で、雷電はＭＧＳ２でも活躍したキャラなのですね。４では陰からスネークを助け

る仲間だったとか。今までとは趣向が変わり、剣術アクションがメインとなっているのが面白いですね。

　アクション中には「斬撃モード」と「斬奪モード」があり、斬撃モードではハイスピードカメラ風に画面

が再現されます。斬奪モードはごっこでもあった通り、敵から体内の回復薬を奪うイメージですねｗ成功

するとこちらが回復するようです。

　敵はサイボーグだけではなく、多数の無人兵器が登場するそうな。もちろん個性的なボスもいっぱい！

サムエル以外にも、敵組織のサイボーグでサンダウナー、モンスーン、ミストラル等、敵自体に面白いギ

ミックがあるのですね。

　そして今回、開発にプラチナゲームズが参加しているとのこと。これはますます期待が高まるというも

のです。ファンは嬉しいだろうなぁ。

　２本目は、国立科学博物館の特別展「チョコレート展」の見学です。本当はスズキと待ちあわせしていた

らしいのですが、ちょうど通りがかったピエールがチョコレート展に行くという事で、ついていきました

(笑)。エントランスには、完全にチョコレートで再現された博物館の外観等があるのですね。すごすぎるｗ

　中に入ると、最初にあるのはＺＯＮＥ１「チョコレートの原点～カカオ」。原料であるカカオについて詳

しく学べるのですね。続いてＺＯＮＥ２「チョコレートをめぐる歴史」。なんとマヤ文明の頃にはすでに

チョコレートが食べられていたのですねｗ驚きです。しかも最初はすりつぶして飲む物だったとか。

　ＺＯＮＥ３「チョコレートと日本」では、日本でどのようにチョコレートが広まっていったのかを見る事

が出来ます。江戸時代にやってきたのですね。森永のチョコレートの初期のパッケージなんかも見られる

ようです。



　次のＺＯＮＥ４「チョコレートができるまで」では、カカオの生産からチョコレートの作り方を見る事が

出来ます。自分がカカオ豆になった気分で体験できるのは面白いですね (笑)。チョコとココアが途中まで

まったく同じ工程を辿っているとは知りませんでした。

　続いてのＺＯＮＥ５は「チョコレート・プロムナード～チョコレートをもっと知ろう」。チョコレートの

奥深い世界が学べるコーナーだそうです。チョコで出来ているいろんな像などもあるんですね。面白そう

です。

　最後はＺＯＮＥ６「チョコレートの未来」。チョコレートのこれからについての展示とのこと。これは大

事な要素ですね！ (笑)

　お待ちかねの販売コーナーでは、チョコ以外にもチョコに関する書籍やグッズが買えるそうです。限定

チョコもあるんですって。フォトチョコという、パッケージにその場で撮った写真を印刷してくれるサー

ビスもあるようです。チョコレート展は 2/24 までということで、この記事を書いている時点ではもう終

わっていますが (笑)、毎年やっているのかなぁ？

　さて、次回予告です。来週は「ファンタシースターオンライン２」と「夏を先取り涼しい音色」の２本で

す。楽しみですね。



2013.02.16 第１７２号「ファンタシースターオンライン２」「夏を先取り涼しい音色」

　今週は「ファンタシースターオンライン２」と「夏を先取り涼しい音色」の２本です。

　１本目は、言わずとしれたＰＳシリーズの移植作ですね。今日はピエールがお届けということで、珍し

いです。中継でテレビさんも参加しての紹介。

　まず、このＰＳＯ２は既にＰＣ版で大人気になっているそうで、プレイヤーは惑星間航行船団「オラク

ル」の調査隊「アークス」となって、未知の惑星に旅立つ事になるのだそうです。そのＰＣ版と同じ舞台

を、Ｖｉｔａでも冒険出来るようになるのだとか。それはすごいですねぇ。しかもＤＬ版なら基本無料と

のこと。

　ＰＳＯ２で遊ぶプレイヤーには「種族」と「クラス」の２つの選択肢があり、プレイヤーはヒューマン・

ニューマン・キャストの３つの種族から選ぶ事が出来ます。クラスは、ハンター・レンジャー・フォースの

３種類。鍛えると上位職も選べるようになります。

　仲間を選ぶには、そのあたりのバランスも考えたい所ですが、条件に合う仲間が見つからない場合は、ト

ロクロに頼るのもいいでしょう (笑)。というわけで、Ｖｉｔａ版では２匹がプレイヤーと一緒に冒険して

くれるそうです。ピエールも早速トロクロを仲間にして冒険スタート。

　ＰＳＯでは１つのエリアにかなりの人数で入れるようで、大人数での戦闘はかなりの圧巻でしょうねぇ。

あと、トロクロはプレイヤーの行動をサポートしてくれる「マグ」にもなるようで、連れている姿はかなり

可愛いですｗ

　２本目は、トロクロが日本の伝統工芸に挑戦！ということで、風鈴を作りに「篠原風鈴本舗」さんへ。早

速３代目の篠原裕さんに話を聞くと、風鈴は夏のイメージがあるが、実際には魔除けのために使われてい

たため年中飾られていたとのこと。それは知りませんでした。

　風鈴の作り方は、「ともざお」と呼ばれる棒で炉の中の硝子を巻き取り、まずは少しだけ膨らませます。

この部分が風鈴の下の空洞部分になるそうな。さらにもう１度硝子を巻いて膨らませ、針金で糸を通すた

めの穴を開けておきます。最後にもう１度、今度は一息で膨らませると完成です。この膨らませるのが難

しそうですよね・・・。

　トロとクロも挑戦してみましたが、篠原さんの助けがあってようやくという感じですねｗ最初に小さく

膨らませるだけで３年、最後まで完璧に仕上げるには 10年必要だそうな。職人の世界は厳しいです。

　出来た風鈴を冷やしている間に、少しインタビュー。篠原さんは風鈴を作って 50 年、これまでに述べ

1000万個は作っているのだそうな。柄や形も様々で面白いですね。



　風鈴が冷えた所で、次は色づけです。絵や文字は内側から書くため、色を重ねる時は注意が必要とのこ

と。これは難しそう。乱入してきた満月ちゃんの予想外に下手な絵が笑えました (笑)。トロステ風鈴は無

事に完成しましたとさ。

　さて、次回予告です。冒頭からテイルズオブグレイセスのパスカルとヒューバートがトロクロの被り物

で登場ｗ吹きました (笑)。今度Ｖｉｔａで出るテイルズオブハーツＲでトロクロそのコラボがあるのです

ね。最近コラボ多いなぁ。そして来週は「FRONTIER GATE Boost+」と「トロステ落語スペシャル３」

の２本です。楽しみですね。



2013.02.23 第１７３号「FRONTIER GATE Boost+」「トロステ落語スペシャル３」

　今週は「FRONTIER GATE Boost+」と「トロステ落語スペシャル３」の２本です。

　１本目は、フロンティアゲートの続編の紹介です。前作クリア後のシナリオとクエストや、15人のパー

トナーのエピソード、さらに新システムの「ブーストスキル」が追加され、よりやりこめる内容になってい

るそうです。前作のプレイが必須ということでしょうか？単体でも遊べるのかは説明がありませんでした

が・・・。

　拠点となる町にはいろんなお店がありますが、事情があって営業出来ない店もあるようです。そういう

困り事をクエストとして解決していくのですね。トロは早速クエストを受けようとしますが、２人１組で

なければ拠点から出る事もクエストを受ける事も出来ないとの事。

　そこでパートナーを探し始めたトロの前に、都合よくクロが登場 (笑)。２人でコンビを組んで、いざ新

人研修のクエストへ。戦闘はシンボルエンカウントで、敵のシンボルとの接触の仕方で戦闘開始時の状況

が決まります。

　バトルはターン制で、ＡＰがあるのがポイント。ＡＰが０になるまでコマンドを入力できるのですね。

キャラクターの戦意によって回復量が違うのは面白いです。技によって、味方の戦意を上げたり、敵の戦

意を下げたりできる、と。他にも要素は沢山あるけれど、クロ曰く「ターン制バトルが好きな人」「戦術を

練るのが好きな人」「手応えのあるバトルが好きな人」に向いているそうな。

　ここでパートナー紹介。パートナーに出来る 15人のうち、序盤でパートナーに出来る４人を紹介。まず

はディジー。完全にクロ好みの女の子ですね (笑)。そしてマリアシャルテ。野望を胸に秘めた女の子、と

いう感じでしょうか。あとはアレッティオとエミリオは男性なのでクロの説明も適当ですｗ

　装備品の多さもこのゲイムの特徴のようですね。クロが自分の好みで色々と紹介してくれました (笑)。

あとどこいつとのコラボ盾があるのですね。ポケピもあってこれはかわいいです。いいなぁ。

　２本目は「トロステ落語」。これも最終回でしょうか。冒頭から物語が始まり、リッキーとピエールと

ジュンが登場。おまんじゅうが唯一怖いと言うジュンをからかった２人は、部屋から追い出されてしまい

ました。そこで２匹はジュンにいたずらをしてやろうと、おまんじゅうの差し入れをジュンに持っていく

のですが、ジュンはそれを「怖い怖い」と言いながらもおいしそうに食べたのでした (笑)。そうなる事を

見越した嘘だったのですね。

　これが有名な「まんじゅう怖い」という小咄。ここでやはり今回で最終回である事が明かされました。や

はり・・・orzですがトロクロは前向きにごっこをスタート！題目は「ねぎまのトロ様」です (笑)。

　トロが殿役で、三太夫役のスズキを呼びました。お雪見に行きたいというのです。そうして２人で出掛



けましたが、途中でおなかが空いて、庶民の食堂を訪れます。そこで醤油樽に座ってねぎま鍋を食べ、さら

にお酒も飲み、満足したトロは雪見をせずに帰ってしまいます (笑)。

　城に帰ったトロですが、おいしかったねぎま鍋の味が忘れられず、料理係りの留太夫役・リッキーに作ら

せようとします。しかし、リッキーは気をきかせて上等な食材でおいしい所だけを使って作ってしまった

ため、トロの望むねぎま鍋にはならなかったのです。

　そこでリッキーはスズキに相談し、もっと庶民が食べるようなねぎま鍋を作りました。さらにお酒もス

ズキに聞いて、ついでに醤油樽も・・・(笑)。というのがオチなのですねｗ正しい題目は「ねぎまの殿様」

というそうです。

　さて、次回予告です。来週は「真・三國無双７」と「終了アンケート発表」の２本です。いよいよ終わり

が近づいてきたという感じですね・・・。



2013.03.03 第１７４号「真・三國無双７」「終了アンケート発表」

　今週は「真・三國無双７」と「終了アンケート発表」の２本です。

　１本目は、三國無双シリーズ最新作の紹介です。いきなりそっちの世界に行っているトロ。格好もお馴

染みのアレです (笑)。趙雲子龍に叩き起こされ、諸葛亮孔明とご対面ｗ混乱していたトロですが、ここで

やっと役目を思い出しました。そこにテレビさんも合流。

　一方クロはというと、魏軍にいてトロたちの動きに目を光らせていますｗ典韋を我が部下のように使っ

ているとは・・・。

　ここで再びトロたちの方に戻り、戦闘についての説明が。基本的にはいつもの爽快アクションなのです

が、今回新要素として「武器の相性」というものが加わりました。天地人、３すくみの関係で有利不利があ

るのですね。それは敵の頭の上のアイコンを見れば一目瞭然で、いちいち自分で判断しなくていいのが親

切な所だと思いますｗ

　キャラクターはそれぞれ２つずつ武器を持っているので、相性が悪い敵が出てきたらすかさず持ち替え

るのが有効との事。また、相性のいい武器で攻撃し続けると「ストームラッシュ」という技が出るようです

（キャラによって違うのかな？？）。

　ここで関羽雲長も登場し、家族総出で戦に出ている事を報告 (笑)。すごい人数だし、みんな美男美女で

お強いんだろうなぁｗ頼もしいですね。

　ここでクロの方へ。夏侯惇元譲が登場し、トロの軍が攻めてきた事を伝えます。相変わらず女性は出な

い (笑)。イケメン部隊に笑いました (笑)。今回はオンラインで２人協力プレイができるのですね。

　そんなこんなで対戦したトロ軍とクロ軍ですが、結果はもちろんトロ軍が勝利ｗそして裏で糸を引くテ

レビさん！？なかなか緊迫の展開になってきましたよ。

　そして今後は呉軍のジュンの所へ。周瑜公瑾がトロ軍が攻めてきた事を伝えると、ジュンもやる気満々

に (笑)。しかし周瑜に「スキルを装備してください」と言われて頭を傾げるｗ「スキル」とは武将が装美す

る事で戦闘を有利に進められる物だそうな。

　そうして戦いに望んだジュンでしたが、トロ軍には敵いませんでした。テレビさんがやっぱり怖い！ｗ

その後晋のリッキーやピエールにも戦いを挑み、勝利。新たなモードである「将星モード」をさり気なく紹

介しつつ (笑)・・・

　ついに天下統一を果たした所で、テレビさんまさかの裏切り！ (笑)今回仲間はずれにされたスズキを仲

間にして、最後くらいは自分も目立ちたいと宣戦布告をしますｗスズキの力で巨大化までして、「戦いはこ

れからだ！」で終わりました (笑)。すごい回ですねｗ



　２本目はユーザーからのメッセージですが、これはここでは割愛します。直接見た方がいいでしょうし

ね。カズイさんは見ているうちにだんだん泣けてきましたｗ本当に終わるのかー。

　おまけは、「ポケピの物語」最終回。クロとテレビさんのお話です。クロがテレビさんの載った荷車を押

して走るシーンが可愛すぎますｗそして前回予告で登場していたテイルズオブハーツＲの紹介が小枠であ

りました。ずいぶん推してますねぇ。

　さて、次回予告です。満月ちゃんが銭湯につかっているという衝撃の展開ｗ来週は「ＳＯＵＬ　ＳＡＣ

ＲＩＦＩＣＥ　大特集！」の１本です。大枠で１つのゲイムを紹介するのは珍しいですね。それだけ気合

いが入っているのでしょう。楽しみです！



2013.03.10 第１７５号「ＳＯＵＬ　ＳＡＣＲＩＦＩＣＥ　大特集！」

　今週は「ＳＯＵＬ　ＳＡＣＲＩＦＩＣＥ　大特集！」の１本です。

　今週の１本は稲船さんの新作Ｖｉｔａゲイム「ＳＯＵＬ　ＳＡＣＲＩＦＩＣＥ」の紹介です。いやぁ、ト

ロステ開く前から、トロにすすめられたり、家の屋根や脇に看板がついていたりと、過剰なまでのソルサク

推しにびっくりしました (笑)。

　トロステでは、トロステ風の追体験ということで、とある魔法使いの過去をトロが体験することに。・・・

と思ったら、トロが弱すぎて早々に終わってしまいましたｗゲイム画面は結構リアルっぽい感じなのです

ね。空に大きな顔が浮かんでいるのは怖いです ((((；゜Д゜)))

　スタジオでは、魔法使い姿のクロといつもの色のリッキーが製品紹介。このゲイムは、かつては人間だっ

たもののなれの果て＝魔物を討伐する、忌み嫌われる存在の魔法使いたちの物語、らしいです。結構ダー

クな世界観ですね。この後は、スズキとピエールの体を張ったリポートがあるそうな (笑)。・・・と思っ

たら、そこにいたのは何故かトロで！？

　追体験に失敗したトロは、牢獄でリブロムというある魔法使いの日記と出逢います。その日記を読んだ

者は、追体験で得られる知識や経験を蓄えることができますが、日記を最後まで読み進められた者はいな

いのだとか。

　では何故牢獄にいるのかというと、世界を支配している最強の魔法使いであるマーリンが、生け贄とす

るために捕まえているからのようです。そしてその牢獄から抜け出すためには、リブロムを最後まで読む

しかない、と。そこにはマーリンの正体までもが記されているかもしれないのですね。

　ここで出てくるのが、「犠牲」や「代償」といったキーワード。この世界の魔法は、使うのに代償がいる

のだそうです。登場する魔物たちも、それぞれ何かを代償にして魔物となったストーリーを持っているの

ですね。これは面白い設定です。

　そういう物語がリブロムに記録されていて、すべて読むことが出来るそうです。さらに、物語を進めて

いく中で、自分が何かを代償にしなければならなくなった場合、瀕死の仲間を代償に出来るのだとかｗク

ロの召喚魔法に笑いましたｗ

　一方その頃トロは、リブロムからレクチャーを受けていました。日記の記述は特定のページだけ変える

ことが出来るのですね。たとえばプレイヤーの見た目や性別を自由に変える、と。早速トロはネコに変え

て (笑)、再び追体験に挑戦します。今度のは魔法使いの試験編です。

　トロが最初に出会ったのは、試験を受けるための相棒であるニミュエという女性。結構口の悪い、クロ

好みの女性ですねｗ戦い方は、所持品を供物として捧げる事で効果の違う魔法が発動するようです。敵に

ダメージを与え、相手が瀕死の状態になると、プレイヤーは「救済」か「生贄」の選択を迫られます。



　おそらくここがこのゲイムのキモになっているのでしょう。簡単にいうと、どのステータスをあげるか、

という問題になってくるのですが (笑)。ずっと生贄を選び続けると、魔力レベルがあがり、攻撃力は高く

なるものの回復力は低いまま。ずっと救済を選び続けるとその逆。どちらも同じくらい選ぶと中途半端な

能力になるということですね。

　追体験の中で登場するＮＰＣにも、救済派や生贄派がおり、たとえば救済派の前で生贄ばかり選んでい

ると、同行者と離別することもあるそうです。うーん、でもそうなると結局みんな結果的に中立になって

しまうようなｗ離別してもいいから貫く気持ちが必要なのでしょうか (笑)。どちらの派かで見た目も結構

違うのですね。

　そんなこんなで、最後はコラボのお知らせで終わりました。ほんと気合いが入ってますねーｗちょっと

面白そうなので、あとで体験版をやってみたいと思います。カズイさんに出来るとは思えませんが orz

　おまけは、ソルサクとのコラボ企画の一環で、スペシャル名刺をくれるというもの。なかなかかっこい

い名刺ですね。そしてクロの懺悔室(笑)。久々ですｗ

　さて、次回予告です。来週は「週刊トロ・ステーション　卒業パーティー」の１本です。・・・もう２本

作るのが億劫になっているのでしょうか (笑)。何はともあれ楽しみです。



2013.03.16 第１７６号「週刊トロ・ステーション　卒業パーティー」

　今週は「週刊トロ・ステーション　卒業パーティー」の１本です。

　今回も大枠１本で、トロステ卒業企画とのこと。いよいよクロの蝶ネクタイにパワーがたまり、トロは

人間になる時を迎えました。というわけで、卒業パーティーの開幕ですｗいきなりビールを取り出すクロ

はさすがですね (笑)。

　ここでなんと、ＳＣＥＪのプレジデント・河野弘さんから祝電が！さらにトロマネのよしよし☆さん、流

田Ｐｒｏｊｅｃｔさんからもメッセージが届きました。コラボは面白かったですねー。

　次のコーナーは、クロの卒業試験！ｗトロの運命を占うトロステ・カルトクイズということで、クロが

作った問題に挑戦。多分そうくるかと思ったらやっぱりクロらしいクイズでした・・・。ここでミクさんも

乱入ｗ

　そうこうしている間に、スタジオの方では満月ちゃんとテレビさんの秘密の計画が進んでいました (笑)。

ここで「満月テレビ☆ステーション」の始まりです！ｗそういえばこのユニット、いつか絶対来るだろうと

思っていたけれど、なかなか機会がありませんでしたね。

　２人（？）で祝電紹介の続きを始めました。「ＳＴＲＥＥＴ　ＦＩＧＨＴＥＲ×鉄拳」の小野義徳さん、

トルネフ、勇なまの魔王からお祝いの言葉（？）が届きましたｗ

　そして月面基地では、ぼっちＰと月面のウサギの中の人で反省会が (笑)。なるほど、いろんな反省点が

あるんですね。オチに困った時にはとりあえずクロを爆発させていたという事実に笑いましたｗクロ、憐

れな子よ・・・。

　再びスタジオに戻り、今度はトロクロで祝電紹介の続き。アイルー村のアイルー、「龍が如く」の名越稔

洋さん、「ファンタシースター」の酒井智史さん、「ＳＩＲＥＮ」の外山圭一郎さん、マルチクリエイターの

志倉千代丸さん、どん判 (笑)の稲船敬二さんという豪華メンバーからのメッセージがありました。

　ここでまた卒業試験 (笑)。今度はリッキーが出すようです。クイズが難しすぎてなかなか当たらないｗ

リッキーといえば長島☆自演乙☆雄一郎選手ということで、祝電が届きました。次はジュンのクイズで、こ

こでは桃井はるこさんが祝電を。

　さすがに今回のニュースは長いですねｗ次はスタジオに戻って、ＢＤＡのえらい人ＡＢＩさんからの

メッセージが (笑)。さらにスズキ、ピエールのクイズと続き、今度は「メタルギア」の小島秀夫さん、水樹

奈々さんからの祝電が。

　最後はトロのスピーチです。やっぱトロはかわいいですねー。凶悪な引きで終わったのが笑いました

(笑)。来週はどうなっているのでしょうか・・・。



　さて、次回予告です。今回は月面基地から、テレビさん＆満月ちゃんのタッグでお届け。来週は「週刊ト

ロ・ステーション　最終回」の１本です。いよいよですね・・・。楽しみに待ちたいと思います。



2013.03.23 第１７７号「週刊トロ・ステーション　最終回」

　今週は「週刊トロ・ステーション　最終回」の１本です。内容はもちろんネタバレになると思いますの

で、自分で確認したい方は本編を見てからお越しくださいませ。

　いよいよ終わりの日がやってきました。ということで、最終回です。前回の引きがなかなか強力でした

からね・・・どんな始まり方をするのでしょうか？

　回想から入ったと思ったら、まさかの夢オチですか！？ｗ悪人顔の満月ちゃんに笑いました (笑)。なん

て似合わないんだ！満月ちゃんが世界を支配して、地球は滅ぶ寸前の未来。そこに現れた１人の勇者が、猫

や犬等ポケピと呼ばれる者たちをまとめあげて、勇敢に戦ったそうです。

　その勇者の名は、「始まりの白」。なんという中二的展開 (笑)。ここでテレビさんも敵役として登場。過

去に立ちあがった「始まりの白」を抹殺するために、タイムワープで過去に飛んでいきました。

　するとこちらも対抗し、スズキが作ったタイムマシン（段ボールｗ）で過去へ。辿り着いた先は、どこい

つが発売去れた 1999年７月。そこでテレビさんと対峙したクロは、自分が未来に戻るための蝶ネクタイパ

ワーを使って、テレビさんを初期化してしまいます。

　「トロのユメを守るため」という台詞がなかなか泣かせますね・・・クロ、こんないいキャラだったのか

(笑)。未来へ帰る力を失ってしまったクロを残し、１人タイムマシンで未来に帰るトロ。１人で帰るトロを

送り出すために、強がりを言うクロがたまりません。・゜・(ノд ‘)・゜・。

　トロが帰ってしまった後、１人号泣しているクロの元に、「始まりの白」である本物のトロがやってきま

す。そこでクロから人間になった猫の伝説を聞いたトロは、人間になるための勉強をすることに。そして

クロもまた、自分が過去に残った事の意味を悟り、トロを立派な人間の勇者に育てようと決意するのです。

　・・・と、ここで唐突にスタッフロールがｗといっても、月面基地のスタッフロールではなく、トロたち

のスタッフロールなので、これはずっと演じられていた物語なんだというオチなのでしょうか？

　その後再び銭湯でお湯につかっているクロ。そこにトロ視点でトロが入ってきて、びっくりしましたが、

本当に人間になれたのかどうかはぼやけたままですね。クロの「後悔してないか？」の問いに、トロは「ト

ロのユメは今でも立派な人間になること」と答えます。

　ここがまたミソで、人間になれた上で「立派な人間に」と言っているのか、まだ人間にはなれずにそう

言っているのか。またその直前のクロの台詞で、「ナイスバディなお姉さんにならなかったトロが悪い」と

言っているのもあやしいんですよね (笑)。普通に考えればトロが人間になっての会話ととれますが、人間

になっていなくても成立してしまうという・・・。

　あと、人間になっても語尾は「ニャ」なのかとか (笑)、気になるところはいっぱいあるのですが、無駄に



感動的なストーリーだったのはよかったですねｗなるほど、あのクロとトロの出会いがトロもりに繋がる

のかー。この終わりには賛否両論ありそうだけど、次回作に繋がってくれる事を期待しています。

　最後に、サービス終了後についての大事なお知らせということで、ぼっちＰが登場。週トロは今週で終わ

りますが、一部の機能は９月末まで使えるようになったのだそうです。最初は３月末で全部終わりと言っ

ていた気がするので、ずいぶん延びたのかな？それだけ要望が多かったのですね。

　さて、これにて週トロレビューは終了となります。振り返ってみると、カズイさんがトロ・ステーション

を見始めたのは、2008/10/16の「勇なま２」回。ＰＳ３を持っていなかったカズイさんは、トロステがＰ

ＳＰに対応した事を機に見始めたのでした。

　当初は毎日レビューを書いていましたが、徐々にきつくなり (笑)数日に１回ペースに落ちついた頃、ト

ロステ自体が週１になり、残念な反面ちょっと安堵した事を憶えています。自分が興味のない事でも面白

く調理して見せてくれたので、大変勉強になりました。

　これからニュースが見られなくなるのは残念ですが、Ｖｉｔａの方ではトロもポケピ達も健在であるた

め、「お別れ」という感じはあまりしません。またいつかの機会にでも、トロ達にしかできない切り口のお

話を見せてもらえたらな、と思っています。

　というわけで、長い事このブログにおつきあいいただいた皆さまも、ありがとうございました。今後は

なるべく週１ペースででゲイムレビューを書けるように頑張ります (笑)。また未レビュー作品がたまって

きましたので・・・。


