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1.  はじめに 

初めまして。このたび初めて同人誌とやらを出してみることとなりました、れんぺろ と申します。 

この本は、ゲームセンターにて絶賛稼働中のポップンミュージックという音楽ゲームに関して、できるだ

け効率よく上手くなろうという主旨の元、色々な視点から攻略を考えていく考察本となっております。 

この本の対象としては当ゲームの 46 レベルがクリアできる～50 レベルに挑戦しはじめる程度の方向けの

攻略、考察本となりますが、できるだけ広い範囲の方に面白く読んでいただけるようにしたいと考えてお

ります。 

 

…ちょいと私の昔話、私がこのゲームを本格的に攻略し始めたのがポップン 15 (adventure)、適当にお金を

投入し続け旧 42 レベルを数曲クリアするまでに至りました。が、IDM という目標の曲をクリアして一瞬で

やる気がなくなり、その後 STG ゲームにしばらくお熱の時期が続くことになります。 

STG では数十本とゲームをクリアしていくうちに、パターン化という概念、どうしたらスコアが上がるの

か、うまくなるのか、といった事を常々考えてプレイできるようになり、最終的に某ゲームで全一を取る

までに成長しました。 

ここで、一つ考えがよぎります、”音ゲーでも理論的に考えればもっともっと上手くなるのでは”と。 

今まではただ単に回数をこなすだけでうまくなってきた私ですが、それだけではやはり上手く壁を越える

事ができませんでした。 

ということで、「昔やったポップンでとことん理論的に、効率よくプレイして 1 つでっかい事成し遂げてや

るぜ！」と 2013 年の 2 月に復帰、2014 年の 7 月に 48～50 レベル全曲クリアを達成することができまし

た。(やったぜ。) 

 

そんな訳で、「ここまで短期間で全曲クリアできたのは間違いなく自分の考えた理論が正しかったんだ！」

という謎の自信がこの本を作る経緯となっております。この本では、私がどのように考え、実行し上手く

なっていったかを紹介し、そしてこの本を通じて、皆様にゲームを理論立てて攻略していくことの楽しみ

を知るきっかけの１つになれば、とも思い作成することとなりました。 

 

はじめにお断りしておきますが、今回の考察本の攻略は 1 例であり、ゲームの特性上個人差も十分にあり

ます。この本に倣ったからといってすべての人が全曲クリアできるといった保証は特にないので、個人個

人で情報を取捨選択していただければ、と考えております。よろしくお願いいたします。 
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2.  ポップンミュージックの 50 レベルとは？ 

ポップンにおいては曲毎に N(Normal)、H(Hyper)、EX(Extra)という 3 段階の譜面があり、その譜

面毎に 1～50 までの難易度の振り分けが成されています。 

2014 年 12 月現在、その中の EX 譜面において、 

・トイコンテンポラリー（略称トイコン） 

・サイレント 

・ダージュ 

・ムラクモ 

・エンジェリオン 

この 5 つの曲が最高レベルの 50 レベルとなっています。 

これらの曲の譜面は、明らかに 1 つレベル下の 49 レベルの譜面とは一線を画しており、今日ま

でプレイしてきた上級者からも「わけのわからないもの」、「どうしようもないもの」と呼ばれる

までの難しさと評価されているほどです。 

しかも一部の譜面においては最高秒間密度が 37 ノーツ/秒(※1)や、果ては 43 ノーツ/秒(※2)も

あるといわれ、※2はデバイスの違いもありますが AC 音ゲー史上で一番密度が多い譜面という

ことになっています。（一般のこのレベルに挑む上級者が高密度と思われるのが秒間 20～25 ノ

ーツでしょうか） 

 

※1           ※2 

 

  

両方とも曲のラストを飾る譜面。 

これらを乗り越えなければ、50

レベルすべてをクリアすることは

できないのだ！ 
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さらに初出当時では、難易度改定前では 43 までしかレベルがなく、2 曲しか 43 レベルがな

いため特別枠扱いされていた状態から、AC 曲としては初めて 43 として難易度付けられた

り（トイコン）、42 という難易度付けはされたがトイコンクリア者ですらクリアできない者

が続出し過去最大の詐称扱いをされ、即 43 レベルに格上げされたり（サイレント）といっ

た伝説もあったりもして、この 50 レベルというものに関しては他の音ゲーよりもかなり特

別な扱いを受けている印象があります。 

 

そしてポップン 20 までに登場した 4 曲の頭文字 2 文字を取って、 

 

―――トイサイダー村――― 

 

といういかにもヤバそうな略称で親しまれています（恐れられている）。 

ちなみに今はエンジェリオンが追加されているため、エントイサイダー村だとかトイサイダ

ー村園だとか、いろいろ名称の候補があるみたいですが決まってはいないようです。まあ個

人的にはエンジェリオンは弱いので入れなくてもいいのではと思っていますが… 

 

今回この本はこれらのどうしようもないやつらを、ちょっとでもどうにかなるのかも？と思

えるようにするのが目標です。 

 

 

 

 

 

※この本では主に運指や譜面の説明をする際には以下の数字にて表記します。 

ex.1 白ボタン、4 青ボタン、6 青ボタンの同時押しと表記する場合→1･4･6 階段の場合は 1→4→6 など 
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3.  ポップンは理論で勝つ！ 

日常の練習理論編にはいる前に、どうしてポップンが理論的に立ち回ることが重要なのかについ

て考察してみましょう。 

 

★高難易度譜面の少なさ、ランダムの使いづらさ 

いわゆる超上級難易度と呼ばれる譜面の範囲としては 48～50 レベルとなります。2014 年 12 月

現在、ポップン Sunny Park(サニパ)の曲追加によってかなり高難易度譜面は増えたものの、48

レベルでは 72 譜面、49 レベルは 18 譜面、そして 50 レベルは 5 譜面と、50 レベルを攻略する

上で直接地力を向上させる密度の譜面は、まだそこまで多いとは言えないでしょう。 

同じくコナミ音ゲーで、高難易度インフレが格段に進んでいる beatmaniaⅡDX においては最高

難易度☆12 レベルで 157 譜面であり、さらにあちらはランダムオプション(ボタンの配置が 1 プ

レイ毎に、ラインを基準にランダムに変更される)の使いやすさもあり、譜面数としては無限大

といってもいいと思います。 

 

ポップンではランダムが非常に使い辛いです。理由を簡単に言ってしまえば筐体のボタンとボタ

ンの間隔の広さ故に、同時押しの場所次第では物理的に押せないパターンが出てくるからです。 

これが非常に厄介で、普段クリア安定している譜面でもランダムの当たり外れ次第で安定しなく

なってしまいます。とにかく物理的に押せない同時押し(通称無理押し)に対してのパターンを身

につけなければランダムを使いこなすのは効率が悪いでしょう。 

…となってくると、ミラーオプション(正規譜面の対称譜面)を使うという事になりますが、それ

でも 2 倍の 200 譜面。大半が 48 レベルであり、まだまだ様々な譜面に対して練習し辛い。 

闇雲に練習するだけでは苦手要素に対しての練習がおろそかになりがちです。そのためにはピン

ポイントに苦手要素のある譜面を探して、その中で練習プランを立てる必要があります。 

 

そして、少ない練習曲でモチベーションを保つという事も課題として挙がっていきます。50 レ

ベルを倒すには最短でも数ヶ月、年単位でかかる可能性があるため、如何に自分のモチベをコン

トロールするかについても研究する必要があります。 
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★最終的には 50 レベルは正規譜面、ミラー譜面で倒す 

先ほどの記述の通り、無理押しによってランダムが使い辛い。ということは最終的には 50 レベ

ルは正規かミラー譜面で倒す方が、効率がいいということになります。 

(最近はランダムが初クリアとなる方の傾向も多くなりましたが、ランダム当たり待ちの試行回

数が多くなることや、難易度が跳ね上がる、または難易度のベクトルが変化するなどの理由によ

り、より時間がかかる可能性があります) 

 

この 2 パターンの譜面ができなければいつまで経ってもクリアはできないということになるわけ

で、その譜面に対する地力の上達や、どうすれば押しやすくできるかといった研究が必要不可欠

になってきます。 

 

さらに、正規譜面かミラー譜面の二択しかないということになると、「癖」という切っても切れ

ないものとの戦いともなります。 

音ゲーにおいて癖とは、何回もプレイすることによって譜面を覚えてしまい、譜面認識をする際

にあいまいな記憶に頼り切ってしまい譜面をまともに見ていないという点と、何回もプレイする

ことによる飽きから集中力が続かなくなるという 2 点からプレイに悪影響が出るものだと私は考

えています。 

正規譜面かミラー譜面ばかり続けてやっていると、こういった癖による影響が起こりやすいで

す。そのため、いかに癖をつけない立ち回りをするかがポイントとなってきます。 

癖をつけないためには同じ譜面を粘着し続けないというのも大事でありますが、幸いにしてポッ

プンでは１つの譜面に対してのボタンを押す運指のパターンがそれなりに多いです。 

いろんな運指を身につけ、譜面の研究を行うのも癖をつけない立ち回り、上達への近道となる

でしょう。 

 

 

細かく言えばキリがないですが、この 2 点だけを考えても理論で立ち回る事の大切さがよく分か

ったかと思います。 

次ページより、これらの事を踏まえた上で日常ではどういう風に練習していけば効率がよいのか

といった点について考えていきましょう。 
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4.  日常の練習理論編 

それではどのように日々の練習を立ち回っていけばよいのかについて考えていきましょう。 

あらかじめ断っておきますが、理論は大切です。しかし、理論だけでは絶対に上手くはなり得ま

せん。どうしてもプレイ回数をきちんと重ねないと中途半端で止まってしまいがちです。 

ちなみに私の 1 年半での投入クレジット数は約 3000 です(これでもかなり回数は少ない方でしょ

う)。いかにまとまった暇を作り出せるか、体調を整えて効率のいいクレジットを多くできるか

というのも上手くなる秘訣の一つであると思います。 

 

それではまずはじめに、次の点について考えてみましょう。 

 

★PDCA サイクルの考え方に則る 

まずこれを根本として立ち回っていくことが最重要です。 

この PDCA サイクル、よく仕事などでも耳にすることが多いと思われます。 

 

PDCA とは何か。これは｢Plan･Do･Check･Action｣の頭文字を取った言葉です。 

これをポップンに例えてみると、 

 

というように置き換えられます。このサイクルを細かいスパンで取り入れていき、改善を繰り返

して苦手を潰していく事で、早い時間で成長することが可能となると考えられます。 

 

【plan.1】最初のうちは、どうしてもどの部分が苦手なのかが把握しきれていないと思います。

その把握していない苦手部分を表面化させるためにも、どうしても事前に回数をある

程度こなしておかなければなりません。 

 

・Plan  ―――  理論の組み立てや計画、練習メニュー等を立てる。どういう部分が苦手要

素なのか、どの曲をやれば上手くなるのか。 

・Do  ――――  実際にプレイしてみる。 

・Check――― プレイしてみた結果、どういう部分でミスをしたか、どの部分は得意だっ

たのか。練習になる譜面だったのか。 

・Action――― ミスをした部分に対してどう改善すればよいのか。現状の練習メニューか

ら何か変えるものはあるか。 
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【Plan.2】次に苦手を見つけたら、それを細分化していきましょう。 

単に階段が苦手、同時押しが苦手で終わらずに、階段のどういう配置が苦手なのか、苦

手な同時押しの形とは、何個の同時押しができないのか…などなど。 

【Do】細分化できたら、実際に苦手な傾向のある譜面で取り組んでみます。 

【Check】今回は仮に同時押しが苦手だったとして、何個の同時押しの何色のノーツでミスした

か、どういう形の譜面に弱いか、逆にどの形には強いのかといった点をプレイしなが

ら考えます。こういう瞬間的な思いつきは忘れやすいので、メモも取っていったりす

るといいですね。 

【Action】自分の傾向を読み取れたら、どうすれば改善できるかを考えます。 

譜面をより苦手な方向に持っていけばいいのか、事前にエアプレイで練習すればいい

のか、基礎的な部分に重点を置いた方がいいのか。 

(Repeat）そしてまた計画を立て、行動する… 

 

これらがきっちりできる人というのはまず間違いなく伸びます。 

逆にこれができてない人というのはプレイ中に思考が停止している可能性が高く、いくら試行回

数を重ねても人並みにしか伸びないでしょう。 

ゲームだから…と言っての思考停止プレイが本来の楽しみ方ではあるような気もしますが、どう

せならプレイして楽しく、効率よく上達を感じたいですよね。 

 

★ミラー譜面を大事にする 

練習する際に欠かせない譜面 OPTION 関連について考えていきます。 

まず、正規譜面に関しては大多数の方々が積極的に選んでいると思いますので割愛。 

個人的に譜面 OP で１番大切だと感じているのがミラー譜面です。ポップンでは運指の多さや利

き腕非利き腕の関係から、「正規譜面では余裕だったが、ミラー譜面だとボロボロになってしま

った…」という結果になりがちです。例えば、バス 1 白を常時叩かせる譜面(ハードルネッサン

ス２など)は 9 白になった途端、別ゲーになったりします。 

正規譜面オンリーだけだと意外とこういう面に気づきにくく、正規譜面は得意だけど高難易度は

できない…という方はミラー譜面を叩かせるとクリアもできないという場合が多いので、できれ

ばクリアマークのみでなく正規、ミラーを両方クリアできて初めてその譜面を攻略できた！とい

う認識で望んでいきたいところです。 

クリア後も、ただクリアできた、できないで終わらずにどういうところで BAD が出たかという

のをしっかり観察しましょう。大まかに分けて同時押し、階段、縦連打など、どれで多く出たか

で次プレイ以降のプレイ譜面を考えていくことができます。 
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正規、ミラー譜面両方に言える事で、BAD がとてつもなく多い場合はそもそも感じにくいかも

しれませんが、BAD が 10 以下となった譜面などでは、できていても運指に違和感や窮屈だと感

じる譜面があると思います。そういったプレイがあった場合には、曲終了後やリザルト画面など

の暇な時間を有効に活用して、手元をみながらゆっくり動かしてみるなどの復習を是非オススメ

します。 

 

★ランダム譜面は無理押しをマスターしてから！ 

48,49 レベルの譜面と戦うあたりになると急激に伸びを感じ辛くなり、壁を越えられない時期に

なる人が多くなってきます。 

そういった場合に有効なのがランダム、S ランです。ランダムでは左右振りを正規ミラーよりも

多く作り出すことが可能だし、S ランではなかなか練習できない縦連絡みの乱打を常に練習でき

ます。よって共に体力や、難しい譜面をごまかすことのできるごまかし力、S ランでは物量に対

する押せるボタン量(どれだけ譜面に腕の押す力がついていけるか)などが身につきやすいです。 

しかし先述の通り、無理押しまでもが頻繁に現れるため、いかにこの無理押しをいなす事ができ

るかが重要となってきます。 

無理押し運指に関しては次項目にてまた詳しく説明することとして、とにかくランダム、S ラン

を常時活用するためにはこの無理押しをある程度取れるように、簡単な同時押し曲をハイスピー

ド遅めにしてプレイし、無理押し練習として時間を設ける事からはじめましょう。(ただ無理押

しと言っても 3 つ～6 つの同時押しはそれぞれ１つの枠として、なおかつ飽きないために練習曲

を多めに設定する必要があります。｢(例)3,4 つ同時押し→ポップンポップ EXS ラン、5～6 つ同

時押し→ダークオペラ EXS ラン｣といった具合に。) 上達してきたら、1 つの練習曲にとらわれ

ずに、もっと難易度の高い曲やハイスピードを上げて挑戦し続けましょう。 

 

ちなみに無理押しの練習なしでもランダムの練習をすることは、もちろんありだとは思います。

が、同時押しをスライドさせて対処しがちになるため先の先を考えるならば、きちんと無理押し

を同時押しとして対処できるようにしておきたいところです。事前に無理押し用の運指を決めて

おくことで、上達までに時間がかかる無理押し絡みの乱打も効率よく練習することも可能です。 

 

 

★乱(ランダム)ノックは必要か？ 

よくランダム関連では話題となる乱ノック。単曲に絞って選曲を繰り返すことで、具体的にはプ

ログレッシブバロック(バロ乱)、神曲乱などがよくあげられています。 

結論から言うと”単曲を繰り返すだけの”乱ノックは不要であると考えます。 
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特に BAD が 70、80 も出ている譜面をただただ単曲乱ノックする価値はほぼないと言ってもいい

でしょう。 

乱ノックのポイントはなんといっても高いモチベーションの維持にあると考えます。 

 

短期的に見れば、モチベの高い場合の単曲乱ノック自体は、とても効率はいいものだとは思って

います。しかし、50 レベルを倒すという長期的目的に沿って考えた場合、例え効率がよくても

バロ乱や神曲乱で伸びる項目というのは限られてきますし、飽きます。 

 

最近のサニパ以降で増えた 48～の曲というのは、まさに乱ノックのためにあるといったレベル

の密度の譜面が多々あります。 

従って、これらの曲でゲージに動きが見える曲をひとくくりにして 1 ループの 1 日 1 選曲程

度、とした方がモチベ、効率面でもよいでしょう。 

もちろん、スコアを出すための単曲乱ノックに関しては重要です。 

これはプレイ時に常に言える事ですが、GOOD をできるだけ出さないように意識する立ち回りを

繰り返すことが、精度の向上に 1 番影響を与えるのは言うまでもありません。 

 

さらに長期的に考えた場合、効率のいい乱ノック曲をループさせるだけではなく、傍目では最高

効率ではない譜面もランダムでやることが大切だと思っています。 

どの譜面がどういうばらけ方をするのか、この譜面はこの曲でしか練習できない、この譜面はラ

ンダムがスコアを 1 番出しやすい…などなど。 

なんといってもモチベが維持しやすいです。楽しい曲もたくさんできますし！ 

幅広い知識を持っておくことで苦手に出会った時の対処もしやすいですね。 

 

自分の実力に対してギリギリ、もしくはクリアできない曲の乱ノックだけではどうしても完璧な

ランダム精度というのは取れないと思います。 

応用ができるようになるにはまず基礎から。46 レベル程度の譜面はランダムでもサクッとフル

コンできる精度というのも鍛えていきたいところです。 

 

★苦手な同時押しの対処 

みなさんは苦手な同時押しってありますよね？ 

自分の場合は 4･6･9 の同時押しで左手 4･6 に持っていく事が、涙が出るほど苦手です。未だに

6･9 を片手で押した方が、精度がいいレベル… 

こういった同時押しをどういう風に練習すると効率がいいのか。 
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譜面をいつもの認識通りに押していってはいつまで経っても苦手な同時押しはうまくなりませ

ん。結局のところ押し方自体は簡単であり、認識力の問題がほぼ大半な訳で、認識自体を変える

必要があります。 

 

結局どうすればできるようになるかというと、ここでも基礎が大切です。 

例えば、今回の自分の 4･6･9 の同時押しの場合、まず 4･6 が単発で降ってきた場合に左片手で取

れる認識ができているかに注目してみましょう。4･6 というのはほぼ両手で取ってしまいがちな

典型的な譜面ですから、その根本を断ち切らなくてはなりません。 

認識改善の流れ――― 

まず比較的簡単な譜面のちょっと遅めのハイスピードでトライしてみましょう。そして 4 分リズ

ムの譜面ができたら 8 分リズムの譜面へ → いつ、どんな時でも 4･6 がきたら片手で取れるよ

うに、そして慣れてきたら 4･6･7 や、4･5･6 なども片手で取れるように… 

 

と基礎練から応用させていくことで自分はやっと人並みに 4･6･9 が取れるようになりました。 

如何に日常の譜面を新しい認識にできるか。そういった部分を意識すると案外あっさりできるよ

うになるかもしれません。 

 

個人的に厳しいと思われる同時押し、6･8･9 などの 6･9 絡みも同様に対処していきます。 

根本として 6･9 という同時押し自体が左右振りなのもあり、意識しても取りづらい配置だと思わ

れます。6･9 を両手で取るのを意識するのはもちろんとして、6 を左手で取れる 2 個同時押し(6･

7、6･8 など)もいつでも両手で取っておくと、違和感なく左手が動いてくれるでしょう。 

 

認識力で同時押し対処の精度が上昇するということですから、ポップンコントローラー（アケコ

ンより小さいもので OK、ジャンクで安く買えます）で動画を見つつエアプレイというのもオス

スメです。コントローラーが小さくても認識力上昇に影響はあまりありませんし、動画なら一度

認識できなかった譜面を繰り返し巻き戻して練習できるため効率もいいです。 

 

無理押しに関しても同様の考え方が言えます。 

6･8･9 などの青白系無理押しや 5･7･8、5･6･8 の赤黄系の無理押し取りを無理押しがきた時だけ

取る練習をしても、ランダムで無理押しを引く確率は意外と多くはなく、効率が悪すぎます。 

普段両手で取れる譜面をあえて片手で取るようにすると格段に効果が上がるでしょう。 

その場合、正規の取り方の認識ができなくなる時期がきますが、それも練習次第ですぐに両立で

きるようになりますので心配する必要もありません。 

中途半端に両立した練習をするよりも無理押しの精度も上がることでしょう。 
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★丁寧な体調管理と 1 日のプレイ管理 

序文と重なる部分もありますが、重要な点なので細かくまとめてみようと思います。 

 

いかに効率のいいプレイができるか、長続きさせられるかという事に関してはきっちりと自分な

りのルールを作っていった方がいいと考えています。 

例えば、今日の自分は調子がいい！と確信していたにも関わらず、ずさんな体調管理のおかげで

打開チャンスを逃す…なんていうこともありがちです。 

それ以前に体調管理ができていないせいで覚醒状態にすら入らないということがあっては、せっ

かく地力上げに勤しんでいてももったいないですよね。 

 

もちろんこれに関しては個人差ありありですし、自分も未だにいつ、どういう事をしたら調子が

いい状態に持って行けるかというのはおぼろげにしか分かっていません。 

が、できることはちゃんとやって可能性を広げておくぐらいでないと、50 レベル打開というもの

は難しいと思っています。 

ここで、私が日常の体調管理関連でどういう事を意識しているか、自分ルールを紹介してみたい

と思います。 

 

自分ルール 

1)連続してプレイできる日にちは最大 3 日まで。やり過ぎた場合は 2 日空ける事も視野に入れ

る。休ポップン日はボタンに触らない、譜面を見ない 

2)よほどの事がない限り 3 日以上ポップンをやらない日を作らない 

3)ちゃんと寝る。最低でも 6 時間はちゃんと寝る 

4)どういう行動をしたら覚醒状態 or 調子がいい状態だったのかを振り返る。 

できるだけ同じような行動をしてみたりする 

5)1 日に最低限プレイする曲数は 20 曲～ 

6)1 日にプレイする曲数の最大は 70,80 曲程度 

7)曲のプレイ中に疲れて押すのをやめてしまう(or まともに押そうとする意識が消える)ほどに

なった時点でその日のプレイは終了 
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特に大切だと思っているのは 1)と 5)で、まず 4 日以上プレイし続けた場合、ほぼほぼ成果が出て

いません。経験則からの 3 日まで、です。 

1 日に最低限プレイする曲数については、20 曲程度がまず自分の力を 100％引き出すまでのウォ

ーミングアップ時間です。 

100％にもっていけないままの日が続いていくと、明らかに自分の力の最大値が落ちていってい

ました。それくらいならやらないで体力回復に充てる時間として取った方がいいと思います。 

 

人それぞれどこに重きを置くかは変わると思いますが、自分の中でのルールを明確に作ってそれ

に沿って行動していけば、必ず成果を出すきっかけになってくれるでしょう。 

 

★ハイスピードを使って練習する 

ハイスピード OP は譜面を見やすくするために重要な OP ですが、譜面を見やすくする＝認識力不

足をごまかすという面も持ち合わせています。 

ということはあえてハイスピードを 1 段階(ラピストリアでいうところの HS 数値 50～70 程度)落

として練習することで、普段以上に詰まった状態でプレイできるため認識力の向上にも繋がりま

す。ソフラン(※)対策にも通じるものがありますし、最適なスピード以外で練習することは大切な

事だと思います。 

しかし、練習方法次第では全く無意味になり、癖もつくという可能性も出るなどデメリットもあ

りますので注意が必要です。 

逆に普段よりハイスピードを上げる事で、同時押しの素早い認識の練習にもなります。 

いつもの練習に飽きたりしたときなどにこういう練習をしてみるのも刺激があって楽しめますね。 

 
※ソフランとは 

beatmaniaⅡDX｢SOFT LANDING ON THE BODY｣という曲にて、曲中に BPM が極端に変化することから、BPM 大幅変化の

事を、曲名の略からソフランと名付けられた。柔軟剤の事ではない。 

余談ではあるがポップンはこのソフランを多用している曲が多いため、ソフランが苦手な人はポップンやればいいんじ

ゃないかと私は常々思っている。 

効率よく練習するために―――― 

1)惰性でプレイしないこと。しっかりとスコアを狙わず GOOD ありきのプレイをしてしま

うと、正確な認識を怠ってプレイしてしまうので意味がありません。 

2)粘着しすぎないこと。普段よりもキツイ見え方をする状態で練習するわけですから、変な

押し方も身につきやすいです。正規ミラーランダムをしっかり併用しましょう。 
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5.  運指編 

★基本的な運指 

ここではポップンの現状よく見受けられる運指について、紹介と個人的見解等を述べていきたい

と思います。 

まずポップンの運指には大まかに 3 つの運指に分かれています。 

 

【手のひら押し】 

主にボタンに対して手のひらと指全体の 2 つで対応させて押す運指です。 

基本的に大きな動きになりますが、スコアは出やすくなります。 

高難易度になればなるほど疲れやすく、現実的に無理な譜面が出てきはじめます。音ゲーの域を

超えてスポーツになりやすいです。 

同時押し譜面に強い傾向があります。 

 

【指押し】 

ボタン 1 つ 1 つに指を割り当てて押す固定的な運指です。 

動きが小さくなるため体力的な部分で恩恵が大きいです。 

指の稼働率次第ではぐにゃ押しになりやすく GOOD が多発しやすくなります。 

手のひら押しよりも階段譜面に強い傾向があります。 

 

【手のひら+指押し複合】 

ボタン 1 つ 1 つに指を割り当てるところまでは指押しと同じですが、手のひらも割り当てる ver

です。 

大きく動かす必要がないので体力的にも辛くなく、指に頼りすぎないのでスコアも出しやすいで

す。 

手のひらと指押しの両方の恩恵部分を得られます。 

手のひらのボタンを押す場所や動かし方などを覚えるが大変です。 

 

文面を見てもらうとすぐに分かるかと思いますが、この 3 つに関しては間違いなく手のひら+指

押し複合が 1 強です。手のひら押しではまず現実的に無理な譜面が多数ありますし、指押しでは

緑ボタン関連に対して効率の悪い部分も見受けられます。 

したがって、まず手のひら+指押し複合を利用していない方は、運指を改善する必要があるかと思

います。 
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私の現状の通常運指はこうなっております(画像参照) 

これはホームポジションのようなものであり、実際には 3･5･7･9 や 4･6･7･9 などの動かさざるを

得ない場面ではそれ相応の運指での対処をしますし、2･4、6･8 トリルでは人差し指+薬指で対処

します。 

 

ポップンでは完全に固定運指にすることが人体の構造上不可能に近いので半固定運指となります

が、1 つ固定のポジションを作っておくことで突然の対応に対して処理しやすくなります。 

慣れないうちは指の稼働率が上がらず苦労するかと思われますが、薬指を多用しなければ割とす

ぐに動かせるようになるはずです。 

 

★無理押し運指 

さてここからが本題。無理押しを取れるようになること、すなわちポップンを制する事と同義と

言ってもいいと思っています。無理押しにも大きく 3 つの運指パターンがあります。 

簡単に概要を紹介すると、 

・基本的には 1 つの運指で完結するものとなっています。どの運指を習得するかで得意な譜面パ

ターン、苦手な譜面パターンが変わってきます。どの運指にも長所短所があるため、一概にこの

運指が強い！というのはありません。 

・手の大きさ、身長などの個人差によってやりやすい運指やできない運指が出てきます。 

特に 2･5･8 の同時押しが最低でも取れる手の大きさがないと、スライド押しが必須になります。 

 

の 2 つが大きなポイントになります。 

ではこれらを踏まえた上で 3 つの運指について考えてみましょう。 
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★両肘★ 

 

言わずと知れた無理押しの王道。 

古参の方で高みを目指していた方々に

相当昔から使われていた模様。 

何より外見のインパクトが大きいです

ね。昔両肘プレイを見て目玉が飛び出

たのを今でも覚えています。 

 

 

 

【メリット】 

・手が小さい人でも簡単に青白系無理押しが押せる 

・1･5･9 の配置がきた場合でも右手 1･5 と左手 5･9 の両方が使用できるため応用性がある 

・手首の返しの動きが他の運指よりも小さいため比較的楽 

 

【デメリット】 

・身長が高いとかなりしゃがまないと押せないため、負担が大きい 

・両肘を出す場面になると重心のバランス的な部分で難しい 

 

- 総括 - 

何より手が小さくてもなんとかなってしまう部分が大きいです。 

青白系無理押しがどう広げても届かない場合にはこの運指 1 択となるでしょう。 

最初のうちは 1･2･4、1･3･4 などの繊細な取り方に苦戦するかもしれませんが、回数をこなせば確

実に習得できるはずです。 

ポイントとして、肘を出す際に「しゃがんで(or 身体を傾けて)肘をボタンの上に乗っける」事で

取るものであると勘違いしやすいですが、実際は膝を曲げて身体を落とすよりも、肘を前に出す

ような意識で押した方が断然取りやすくなります。 

右手、左手の両方で赤白が取れるのも大きなポイントです。無理押しの 16 分譜面などではこの応

用性が有効な場面が出てくると思います。無理押しを取る体勢が他運指と比べて低めになってい

るため、他の運指よりもとっさに赤白を取りやすいです。 

しかし、全体的に身体のバランスを取るのが難しく、無理押しを使う場面と通常運指での重心、

立ち位置などの差が激しいため身体への負担が大きいです。 
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★片肘★ 

 

早い話、私が使っている運指で

す。某全一の方も使っているとか 

写真では左が肘、右が指となっ

ていますが、反対でも可能です。 

どちらの運指にするかは指の稼

働率等を比較して判断するとよ

いでしょう。 

 

実はこの運指、以下のメリットから自分で考えて取り組み始めた配置だったのですが、蓋を開け

て見ればいろんな人が使っていてびっくりしました。 

 

【メリット】 

・両肘に比べて身体が傾くのが肘側のみなので動きが小さくなりやすい 

・手首の角度が両方統一されているので自然な体勢でプレイできる 

・肘は使うので 1･5(or5･9)はフォロー可能 

 

【デメリット】 

・指側はほぼほぼスライドでしか赤白を取れない 

・指側の手首の返しが大きいので負担がかかるのと着地力が問われる 

 

- 総括 - 

両肘と両指のいいとこ取りと言った印象があります。指の片側の稼働率と指の長ささえよければ

肘側を鍛えるだけなので成長率が高いのも GOOD。指側の負担が大きくなりやすいので、肘側の

手でフォローできるようになるとさらに安定してきます。 

片肘に限らず、指を使用する運指の場合ですが、少しでも指側の手首の返しの負担を下げるため

に、薬指で 5･8 を取って運動量を下げるという方法もあります。 

逆に肘での 2･5 は小指を取った方が手首の返しの運動量は下がりますね。 

1･5･9 絡みの譜面には若干の辛さがあります。手を目一杯広げて、斜めから振り下ろすようにす

るように取るとほぼ同時に近いタイミングで取ることが可能です。 

個人的にオススメな運指です。 
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★両指★ 

 

肘押しをなくして指だけで無

理押しを対処する運指です。 

まず前提として青白が両方で

届かないと使えません。 

環境等の違いから某○MS を

やっている方が使っているよ

うなイメージがあります。 

スタイリッシュなため、この

運指で正確に捌けているのを

見るとかっこいいですね。 

 

【メリット】 

・肘に頼ることがないので指の稼働率がいいと正確な打鍵ができる 

・体勢を崩さなくても無理押し対処が可能 

 

【デメリット】 

・指をちゃんと動かせるようになるまでがとても大変。特に非利き手側 

・1･5･9 が、よほど手が大きくない限りスライド必須になってしまう 

・肘周りがかなり窮屈になるので立ち位置等を考える必要がある 

 

- 総括 - 

肘という不確定部分を削り取れること、体勢変化がないことはかなりのメリットではありますが、

その分デメリットも大きいです。 

特に肘の稼働範囲が狭いのが思った以上にキツイです。この運指でいくなら、この弱点をいかに

なくせるかがポイントであるように思います。 

成長できた時の恩恵はとても多いと思うので長い目で見ていくべきでしょう。ちなみに私は折れました 

 

以上、この 3 つから自分に合った運指を見つけて取り組んでみて欲しいと思います。 

習得は難しいですが、すぐにあきらめずに長い目で付き合っていきましょう。私も完全に習得す

るまでに 1 年かかりました。最初は指の長さで届かないと思っても、ちゃんと伸ばした際に届い

ていれば後は着地力の問題なので、繰り返し練習するしかないのです。 
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★無理押しの使い方 

無理押しというと肘を使って青白、赤白を綺麗に押すというイメージがありますが、実践で使う

率や使いやすさを考えると、赤黄系無理押し乱打がきっちり取れるようになることが最重要であ

ると考えられます。 

例えば、右図、スケールアウト EX83、84 小節目の発狂譜面、一見無

理押しはありませんが、右手で 5～8 を担当させる事で赤の振りの認

識をサボれるのでかなり見やすくなるかと思います。 

もしくは、16 分の乱打に 5･6･8 や、5･7･8 系の同時押し譜面がきた場

合など、片手で取るともう一方の手の負担も減りますし、スコアの出

しやすさも段違いです。 

他にも赤黄を片手で取る事によるメリットが多い譜面は 48 レベル以

降では多数見られますので、是非実践してみましょう。 

 

青白の有効な活用としては、主に 1･4･6 や 4･6･9 を乱打絡みに押させ

る左右振りの譜面に対して積極的に使っていきましょう。左右振りを

振らない認識にできるだけでかなり猶予ができますので、今まで通常

通り押していた時と比べるとかなり楽になります。 

 

赤白取りはランダムでスコアをきっちり取りたいということでもない限りスライドでもいいかも

しれません。クリア程度なら肘を出すメリットの方が少なくなりがちです。 

 

 

★立ち位置と重心 

無理押し運指を決めた後は立ち位置と重心について考える必要があります。 

運指は同じでも立ち位置が違うだけでかなり押しやすさに変化が出てきますし、重心を前寄りに

するのか後ろよりにするのかでもまた違いが出てきます。 

 

例えば私の使用する片肘(右肘)では、左足前出しの若干足を広げた体勢でプレイすることで、膝

をあまり曲げることなく肘押しが可能になり、空間を広く使わなければならない指押し側の領域

を広げることができます。 

基本的には重心を前に、3･5、7･9 トリルなどの左手の空間を広げないと取りづらい配置の際に、

後ろに重心を引くことで対処しやすい形になるなどその場その場で変えています。 
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6.  モチベーション管理について 

(ここでは、半年ほど前にブログに身内向けとして書いたものを加筆修正して再掲載します。今ま

での自分のゲーム歴の中で得たモチベ論を形にしてみたくて書いてみましたが、割と綺麗にまと

まったのではないかと思っております。言葉遣いを直すとアレっとしてしまうのであえて直さず

…) 

 

★モチベ管理の話 

モチベーションというのは皆様も結構に重要だと感じておられる部分なのではないだろうか。 

上達したいけどなかなかやる気が起こらない…よくある話だ。 

私も昔 beatmaniaⅡDX をやり込んでいた頃、なんとか全白(全曲ハードゲージクリア、beatmania

ⅡDX プレイヤーの最終目標の 1 つ)までいきたいとやみくもに続けていた時期があったのだが、

新曲が出ると同時にモチベが上がり、隠し曲全解禁の頃には 1 ヶ月 1 プレイ…というのを繰り返

し、EMPRESS(16th)の時期にやることないからと☆11 レベルまでのフルコン埋めを始めてみたも

のの、あまりにできなくてブチギレて完全引退するというにが～～～～い思い出がある。 

 

弐寺をやっていた頃はモチベ管理ができなかったために成果が出せなかった。 

この上達に必要不可欠なモチベというものに対してなにかうまく上げたり維持したりすることで

プレイにいい影響を与え続けることはできないだろうか… 

といったことについて考えてみようと思う。  

 

【はじめに】 

モチベが上がったり下がったりすることってどういった事柄から起こりえるものだろうか。 

実際に私によくありがちなモチベの増加減少の一例を箇条書きしてみたい。 

★モチベが上がる★ 

クリアやスコアなどの 

成果が出る 

まあこのためにやってるようなものなのだからモチベが上がっ

て当たり前だ 

ライバルに勝つ 強いライバルに勝てたりするとうれしいよね 

楽しい！ 何事も楽しいという感情から始まるよね、ゲームだしね 

どうすれば伸びるか考える 

理論の構築 

自分の考えや理論が上達に結びついたら…と考えるとやる気上

がるよね 

新しいことに挑戦する 新鮮な感覚でそのゲームを楽しめるよね 

 



22 |  

★モチベが下がる★ 

成果が出ない とても、つらい 

伸びていないと感じる せっかく 100 円とかお金を減らしてやっているのに無駄に感じ

るのはへこむよね 

やることが見当たらない 昔の私だね 

捨てゲーする 100 円もったいなさ過ぎてなにやっているのかって客観的に思

っちゃうよね 

他のゲームに浮気する 音ゲーだけに限らず、ゲーセンでやり込むゲームが増えるほど手

がつきにくいよね 

 

とまあ、私の場合だいたいこのどれかに当てはまる時モチベが上がったり下がったりする。皆様

の場合また他にも原因があるかもしれない。 

じゃあモチベ下がるようなことをしなければいいじゃん、ということになるわけだが、皆様もご

存じの通りなかなか思うようにいかないよね。 

特に成果が出ない、思うように伸びないという部分に対してはどうにも不可抗力的なところがあ

る。 

 

こういった部分について私なりの実践している方法をいくつか紹介していきたい。 

 

 

 

【成果の範囲を増やす】 

ただ単に成果といってもいろいろ成果がある。 

→クリアラーなら未クリアを減らす 

→スコアラーならスコアを出す 

 

なのだろうが、これだけでは必ず成果が出ない日というのがある。 

ということはどうしてもモチベが下がってしまう日が出てしまうということだ。 

これをなくすためには、様々な視点から成果を見出すという必要があるわけだ。 
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これは私の場合だと、これぐらいの視点において成果と見なしている 

1)未クリア→全曲埋めてしまったので S 乱、乱の打開。 

2)BAD 減らし→マークを変えるのはもちろん、ある一定の曲の BAD を覚え、1 個でも更新した

時点で成果とする。乱、S 乱においても同様に意識する。 

3)苦手な曲の安定→最近は少なくなってきたが安定していない曲 1 曲につき 1 回は特攻。 

4)苦手な運指の改善→両手青白や片手青白絡み乱打等がうまくなったと感じたとき成果。 

5)フルコン、パフェ埋め→あまりこだわらないができたらいいなぁ程度の挑戦。 

6)スコア→伸ばしたい曲が 1000 点以上伸びたとき。 

 

これだけ成果があると、成果がない日はよほど回数をやっていないときのみとなる。未クリアが

多いうちなどはまだ成果が出やすいが、必ず出てこなくなってくる時がくる。そのためにも早め

にいろいろな成果の見出し方を習得していただきたい。 

 

そして、何をやればいいか見当たらないという人でもこれだけ成果の項目があれば、なにかしら

やらなきゃいけないことも見えてくるだろう。 

 

 

【フルコンボにこだわりすぎない】 

これは私や知り合いの実体験に基づく理論ではあるが、ありがちな話であるため書いておきたい。 

 

フルコンボというのはつけられた時というのは、とても達成感を感じるものの一つである。 

が、スコアや BAD 減らし等よりも瞬間的なフラストレーションが溜まりやすいプレイの一つであ

り、モチベがあまり高くない場合においてのフルコン埋めなどは、最悪そのゲームから離れてし

まう原因になりかねない。 

 

最初の方でも書いたが、私が beatmaniaⅡDX を引退する理由になった最大の理由であり、知り合

いの話を聞いても、フルコン埋めでクソゲー化したと口を揃えて言うことが多い。 

 

そもそもフルコン埋めにおいて、1 つの曲を BAD1,2 から 0 に減らすことよりも、複数の曲を

BAD1,2 に減らした方が限りなく効率が高いように思える。 

しかも本当に上達した場合、当時うまくいかなかった曲が 1 プレイであっさり 

…なんて話はよくあることだ。 
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最近の私の例え話を出すと、ポップンせんごく列伝旧 40 レベル(現在の 46 レベル)平均 97000 点

という目標を 2 ヶ月強かけて達成したが、最終的には『51 曲中フルコン率 73%、パーフェクト率

39％』という結果に終わった。フルコンは全く意識しなかったが、できるだけ回数をこなし、GOOD

を極力減らすという立ち回りだけでも、これだけの結果が出せるということである。 

 

明らかなミスによって起こった 1 切り等は粘着する価値もあるかもしれないが、モチベを下げる

かもしれないリスクに対して、リターンが少ないということは前提として考えた上で取り組んで

いくのがいいのかもしれない。 

 

 

【楽しさ】 

ゲームって楽しんでナンボだと思うんだよね。 

というか、楽しみながらプレイしてない人って絶対どこかで上達が止まると思ってる。 

 

人によってどこに楽しさを見出すかはそれぞれであろうが、楽しさがモチベを高める最善の方法

なのは間違いない。 

私の場合、ポップンに対して 

“ボタンを押す感触” を楽しさの第一としている。 

 

実機のボタンのストロークが好きで、弐寺よりも譜面のノーツ数が多くないため、常にオッスし

ている感覚がとても楽しいと思っている。が、毎日のようにプレイしていると、押す感触よりも

ボタンの重さやだるさが勝ってしまうことがあり、モチベが下がりやすい原因となっている。 

そのためだんだんだるくなってきた時は 1,2 日休んで体をリフレッシュした状態でプレイするよ

うにして倦怠感をなくすようにしている。 

こういう部分でも楽しさを持続させる努力も大切である。 

なにかしら行動でより持続させることができるようであるならば、いろいろと試してみるといい

だろう。 

 

 

【調子が悪い日ほどがんばる】 

調子が悪い日というのはどうにも頑張る気力というのが沸きづらいと思う。 

モチベ的にも下がる一方であまり喜ばしいものではない。 

が、なぜ調子が悪い日ほど頑張る方がよいかというと、その次の日以降では必ず相対的にうまく

なる日が出てくるはずだからだ。 

モチベ的にもうまくなった日で何かしら成果を出せれば+に終わることが多い。 
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これはモチベ的な話だけでなく上達という面においても重要であると私は感じている。 

ようするにたかが 1 日 2 日程度、調子が悪いからと言って逃げるのではなく、しっかりプレイ数

を重ねていかない事には上達もしないということではないか。 

そして、「なぜ調子が悪いのか」という原因を探り、改善策をひねり出すというのも上達の道の一

つではないだろうか。 

もちろん、放置プレイ(数日～1 週間程度プレイを空ける事)という効果も間違いではないため、両

方をうまく併用していくことも大切であるが。 

 

【やりこむゲームは 2 つまで】 

ポップン以外での話になってくるけど、ゲーセンでやりこむゲームが増えれば増えるほど、1 つ

のゲームに割ける時間が減る。 

ということは、まずプレイ回数が減るということでの上達速度の低下から、モチベの不安定化の

一因となる。 

基本的に自分のモチベ最大値を 100 とすると、どのゲームにもモチベを 100 割り振る事はできな

い。さらに他のゲームでモチベが上がるということは、それ以外のモチベが相対的に下がるとい

う事である。これをモチベ保存の法則と言う…らしい。（※この原理には個人差があります） 

 

1 つのゲームだけを取り組み続けると壁にぶち当たったりしたときなどに絶望しやすいが、その

時はもう 1 つやりこむゲームを作っておくことで、息抜きとしてもプレイできるだろう。 

もし、それが他 BEMANI タイトル、特に beatmaniaⅡDX などの互換性の高いタイトルであるなら

ば、間接的にポップンの腕に影響を与える事も多々ある。オススメ。 

やりこみ割合としては【7:3】ぐらいで、他のゲームは下手にやりこもうと決めない方がよい。 

 

――今回の攻略本について言える事―― 

今回 50 レベルを攻略するにあたって 1 番考慮していかないといけない点が、モチベーションの

管理であると考えられます。いくら効率よく練習を続けていったとしても、5 曲しかない攻略対

象、最悪年単位でかかる期間のモチベーションの維持や向上はとてつもなく大変だからです。 

1 つのゲームを長く長く続けてきた人で、最終的に物事を成し得た人を私は何人も見てきました。 

そういう人を見ていると、モチベーション管理がきっちり行われていたというのが一つの原因と

してあったと思います。 

今回の私の 1 例を元に自分なりのモチベーション管理を確立していただければと思います。 
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7.  50 レベル攻略の前の心構え 

さあ、練習して地力が上がった、無理押しが実践でも上手く使えるようになったと思ったら実際

に 50 レベルに挑戦してみましょう！ 

 

…の前に、考えておかなければならない重要なポイントがあります。 

それは【癖】の存在です。 

ポップンは理論で勝つ！の項でも癖についてお伝えしましたが、一度癖がつくとなかなか抜け出

せなくなりがちです。 

そこで、私が 50 レベル攻略時に意識した”癖をつけないための立ち回り方”について簡単に書

き並べていこうと思います。 

 

～正規、鏡(もしくはランダム)を併用する～ 

基本的にその譜面に対してはその譜面を練習するのが、1 番効率がいいです。毎日 1 プレイぐら

いはした方が地力上げにも繋がりますし、挑戦自体は大切です。しかし、譜面を覚えきってしま

わないことにだけは注意しましょう。 

 

～挑む前のモチベが重要～ 

惰性でやればやるほど癖がつきます。私がサイレントを攻略していた時期、曲を楽しんでいたう

ちは癖が全くつきませんでしたが、飽きてきたと感じた時に一気にドツボに嵌まりました。曲を

楽しむ努力も大切かもしれません。 

 

～粘着できる体力をつけよう～ 

自分が覚醒状態に入った、いざプレイ！となった際に数プレイですぐに体力切れになるようでは

チャンスを生かせないまま終わってしまいます。S ランを有効に活用しましょう。 

 

～正規、ミラー両方で打開のチャンスを作れるようにする～ 

仮に正規譜面で癖がついた、でもミラーは打開できる気がしない…となると一気にモチベが持っ

ていかれます。モチベが下がるとさらに癖がつきやすくなります。保険をかけられるようにして

おけば心の余裕ができます。 

 

～どこでどう押すと BAD が出やすいかの把握 and 手元と画面の動画を撮る～ 

まず手元と画面の動画を何回か撮ってみましょう。癖がついた時や調子が悪い時に撮るのも発見

が多くてベターです。 
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動画自体は携帯等で友人に撮ってもらうか、筐体上に設置して両方映せるポイントを見つけて撮

りましょう。筐体上に配置する場合は携帯等が落ちないように重しを乗っけるなど気をつけてく

ださい。 

撮った動画を利用して BAD が出ている箇所、特に空押し BAD に注目し、BAD 誘発地帯を把握す

るようにしましょう。 

（下表参照）空押し BAD によるゲージ減少がゲージ 1,2 本分と考えると大幅ロスでしょう。この

部分の譜面は何個以上押すと空押し BAD となる…などの対策が立てられるようになります。 

ついでにこの機会にゲージの仕様についても把握しておきましょう。意外とこれが分かることで

新たな発見ができることもあるかと思います。 

 

※ゲージシステムの概要。 

(atomic age 様、Formula 様を参考･引用させていただきました) 

外部値=内部値×24÷1024(小数点以下切捨) 

外部値＝実際のゲームでのゲージ（MAX24 本） 

 

 クリア失敗   ボーダー  クリア FEVER（MAX） 

内部値 0～724 725～767 768～1023  1024  

外部値 0～16 17 18～23 24 

  

ズレ BAD  -17 早すぎ・遅すぎのいずれかで出る BAD 

見逃し BAD  -51 ノーツを無視したことによって出る BAD 

空押し BAD -51 ノーツがない所でボタンを押すことによって出る BAD 

 

 ノーツ数 COOL/

GREAT 

回復量 

 GOOD 

回復量 

開始～フィーバー

までの COOL 数 

 外部値 1 に

対して必要

な GREAT

数 

 見逃し BAD

１個あたりの

必要 COOL 数 

 1537～ 1 1 768 43 51 

1025～1536 2 1 384 22 26 

※ノーツ数によって判定での回復量が違います。通称辛ゲージと呼ばれる 1537 ノーツ～のエン

ジェリオン、トイコン、ムラクモは回復量が同じなのでできるだけ多く GOOD 以上で拾えばよく、

1537 ノーツ以下のダージュ、サイレントは判定も考慮に入れる必要がありますね。 
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8.  50 レベル各譜面攻略、ワンポイントアドバイス 

実際の譜面に対してどういう立ち回りをすればいいかを考察していきましょう。 

攻略と謳っていますが、どういう運指をしているか、どんな譜面が得意なのかで難所が変わって

くるため、万人に向けた攻略は書けません。私の運指(右片肘)において意識した部分や練習にし

た譜面を書き連ねていこうと思います。 

紙面の都合上、載せきれなかった譜面の小節部分の把握などには「ポップンミュージック上級曲

＆超上級曲難易度表」（http://hellwork.jp/popn/wiki/）の曲ページを参考にしてください。 

 

★エンジェリオン 

- 所感 - 

スケールアウト EX を一回り強くしたような譜面。ということはスケールアウトがギリギリ程度

だとどうしてもジリ貧になりがち。スケールアウトにしろ、エンジェリオンにしろ、発狂よりは

基礎を詰め込んだ譜面のため、46～48 のすべての譜面で BAD がしっかり減らせている事が前提

としてあると思います。右手が強い人はミラーが有効でしょう。私の運指での 1～4、5～9 半固定

が頻繁に活用できるため攻略もミラーとします。が、正規譜面もできて損はないので両方を併用

していくのが大事。 

 

・31～37 小節 

前半の難所。ここで空っぽになるレベルでは時期相応でしょう。 

右手を 5～8 で固定し、最小限の動きで取れるようにします。基本的には固

定運指で取り切れますが 36 小節目の 1 個目の赤を左手で取らないと右が相

当きつくなって同時をこぼしがちになるので気をつけましょう。 

 

・58～62 小節→ 

58 小節目のスライドに関しては左で赤まで取る方が正攻法ですが、私の場合

は右で赤までスライドさせます。61 小節目の 4 青に対しては左で妥協せず

に右手を移行させましょう。忙しい場面の直後で左手に青まで取らせるのは

なかなかに酷です。 
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・82、84 小節 

肘を使って 1～4、5～9 半固定で取ります。とにかく最小限の動きで無理押しを取るようなイメ

ージです。よほど適当に押さない限りは見逃し BAD よりも押す量を意識した方がよいかと思われ

ます。  

 

・87 小節以降～ → 

ここで縦連がやたら降ってきますが、ここまででちゃんと体力調整ができてい

る事が重要です。ここで満身創痍になっているようならば、きちんとした体力

配分を考えましょう。94 小節で発狂となりますが、とにかく 3 つの同時押し

をこぼさないことが前提。同時押し丸ごと落とせばほぼゲージ 4 本落ちです。 

階段自体はある程度ぐにゃ押しでも大丈夫でしょう。ラストの 6 青は片手 6～

9 を 2 回同時押しでもよいと思います。 

 

 

 

★トイコンテンポラリー 

- 所感 - 

通称「わけのわからないもの」発狂を備えた 49 との厚い壁を感じる譜面。 

辛ゲージであるため 1 つ 1 つの BAD のダメージも大きいです。エンジェリオン以上に基礎をし

っかりと。 

前半発狂、「わけのわからないもの」等で縦連が含まれますので S ラン(特に

ハード PfEX 等の同時押し乱打)でしっかりと練習しましょう。全体的には密

度は薄い方ですが、発狂はかなり高密度なので、局所的に高密度発狂になる

譜面(スクリーン EX など)をランダムで取り組んでとにかく無理矢理にでも

取る力をつけましょう。 

 

・25～27 小節→ 

いわゆる前半発狂。ここで大幅に削られるとかなり厳しいです。 

25 小節開幕は右手で赤まで処理、その次は左で赤処理(赤 3 個目は右手)。 

26 小節目、左に 5 赤をすべて任せると厳しい配置なので、右手赤白スライド

でフォローします。 

27 小節目は 1 白を変に押しすぎないことを意識しつつぐちゃ押し、右手を綺

麗に押せるように意識します。 
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・59、60 小節（わけのわからないもの地帯）→  

一応無理押しはない配置にはなっています…が、譜面通りに押そうとす

るとめちゃくちゃな難易度です。ある程度無理押しを考慮した押し方に

なるでしょう。 

ほぼすべてが左右両方の同時押しとなっているため、片方の手が止まっ

てしまっているということは相当数のノーツがこぼれ落ちていること

になります。後、押しているつもりでも実際にスイッチが反応してない

なんてことも。どのくらいの力で反応するか、手は止まってないかを確

認していきましょう。 

59 小節に 3 つ 1 白、4 つ 9 白が入っているのみで、前半は外寄り、後

半は中寄りというのが分かるだけである程度運指も決まってくると思

います。 

 

 

 

・～ラストまで 

細かいですが、63、64 小節目の（5･6→8）×2 の部分は右手処理の方が、譜面的にも見やすく、

空押し BAD が出にくいです。 

72～77 小節目までは左で 6 青まで積極的に取りにいけば、右手を休ませる事が可能です。 

78 小節以降、定期的に 1･4･6 が降ってきますがここは肘押しでの無理押し乱打の成果の見せ所。

1～4、5～9 の半固定運指でゴリ押していきましょう。 

わけのわからないもの地帯終わりで 4 ゲージあればその後すべてフルコンでギリギリ到達可能で

す。できるだけこのラスト地帯は事前に安定できるようにしておきたいところ。 

ちなみに私の打開目安としてはラストで BAD3,4 以下が欲しいと感じました。ラストが安定して

ればメンタル的にもかなりの余裕がでてきますし。 

1番最後のハートマーク譜面を 4･5･6→1･2･3･7･8･9→2･4･6･8のあんみつ(※)で取るかどうかは苦

手具合に応じてやるかどうかを決めてください。私の考えとしては黄色 2 連打だけ意識していれ

ば大丈夫だと思っていますが。 

※あんみつ(餡蜜)とは 

GOOD までの判定幅の広さを利用して、ノーツを譜面どおりに押すのではなく、手前か奥にずらして他のノーツにくっつ

けて同時押しにすること。同時押しにすることで押しやすくなるメリットがあるため、フルコンボやクリア重視によく用

いられる。逆に同時押しをずらして取る逆あんみつという技も存在する。 
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★ムラクモ        ※1～7 小節 

- 所感 - 

巷ではトイコンと同難易度と言われてはいますが、譜面のベクトルが全然

違うので得意不得意が分かれます。ちなみに私はムラクモの方が勝率悪い

です…（トイコン正規ミラー安定、ムラクモ正規ミラー乱 2 回ずつクリア

程度） 

開幕からの超絶発狂、地味に回復しづらい道中、嫌らしい軸地帯、乱打発

狂、ラストの同時押し地帯とてんこ盛りです。開幕でゲージが残せるかど

うかでゲージの猶予がかなり変わるので、できるだけ開幕も押せるように

なりたいところです。49 レベルのランダムを有効活用して開幕と乱打発狂

が見えるくらい地力をしっかり上げていきましょう。 

 

・開幕～7 小節→ 

いきなりスライドからの大階段。 

私は開幕から 1～4、5～9 と半固定とします。 

大階段では 2,8 黄が 2 連打であることをとにかく意識します。 

このような大階段やらせん階段では如何に 2 連打を意識できるかが重要で

すね。そこ以外は割とべちゃ押しでどうにかなってしまいますが、2 連打

だけは意識しないとすぐこぼれてしまいます。 

 

3 小節以降は中心に偏った乱打となりますが、左右どちらの手で赤を取る

のかという部分を事前に知っておくとよいかもしれません。 

6、7 小節は譜面通りに押さずに 6 個→4 個(逆でも OK)とずらして押しても

よいでしょう。                                              

  

・道中(8 小節～56 軸地帯前まで) 

様々な譜面パターン、嫌らしい配置で BAD を誘発してきます。開幕で数本

ゲージが残せれば猶予はありますが、空スタートの場合はほぼフルコン前

提です。 

フルコン前提となるとかなりメンタルに響くところがありますので、あま

り粘着しすぎない方がいいでしょう。逆に猶予があるならば BAD5 程度な

ら問題ないレベルなので気が楽です。無理押し認識や通常認識を使い分け

て癖をつけないようにしていきましょう。 
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・軸地帯(57～60 小節)→ 

普通に押すとかなり厳しい配置ですが無理押し対処することで多少楽になり

ます。例えば、57 小節目の 4 青を左処理、58 小節目の 4･6･9 を 69 片手処理す

るなどできるだけ軸を両手で取らないようにすれば認識が楽です。58 小節目

7→89→7→68 を 789→678 とあんみつすると難しい認識をせずに済みます。他

にも色々対処できる部分がありますが片手力と相談で。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・乱打発狂(61～63 小節)→ 

トイコンよりも長く物量もかなりある発狂です。1 白がほぼ降ってこない

ことに注目、ということは 2～5、6～9 でほぼ完全固定できます。 

ミラーですと 1～4、5～8 固定ですので、どちらが得意かによって正規、

ミラーOP を使い分ける事になるでしょう。 

 

思っている以上にノーツとノーツの間が大きく空押し BAD に変換されや

すいです。如何に無理押し運指で 1 つ 1 つを正確に叩けるようになるかが

重要です。 

完全固定はできますが、私のように 2～5 固定が得意でない場合など、得

意な手で苦手な手をフォローしつつ捌いていきましょう。 
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・～ラストまで→ 

乱打発狂で認識力を使い切った直後の 64 小節、本来の運

指なら右手が 9→4→57 と、かなり無茶ぶりを要求されま

すが、ここは左に任せて近くの 23 と合わせて 1234 であ

んみつしましょう。 

その次に 7→9→7→9→→9→8→9→8→9→8…ときます

が、1 が 2 回続けて押すのが地味に苦しいので、 

79→79→9→8→9→8…とすると猶予ができるので楽で

す。特にミラーをかけた場合は裁きにくい左手にくるた

め特にオススメ。 

(最悪全部同時押しでも問題ありません) 

同じリズムの繰り返し配置になりますので、癖がつきや

すそうな場所をあんみつ取りで潰していく事で、比較的

安定してくると思います。 
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★ダージュ 

- 所感 - 

ムラクモ以上の乱打発狂とラストの強烈な 3 同時縦連の塊で大きくゲージを削りにきます。ただ

ゲージの伸びが軽いのもあって BAD 数の猶予は比較的多いです。半固定運指にした際の物量譜面

を押せるだけの地力と最後の 3 同時縦連に対抗できる力が必要です。 

S ランではオリエンタルミソロジーEX、メタリックオペラ EX 付近のレベルがかなり練習になり

ます。逆に 3 同時縦連レベルの譜面は低レベルではほとんど練習にならないため、このレベルが

練習にならない状態ならば、平行して S ランのクリア埋めを行いましょう。最終的にラストの縦

連で BAD10 前後を定期的に出せるぐらいでないと、いくらラストまでが上手くても厳しいかもし

れません。 

 

・～59 小節まで 

ここまでの同時押し縦連や階段で BAD が多く出てしまうようならさすが

に問題外であると思います。とにかく 59 小節目でゲージが MAX であれば

よいので、気軽に脱力プレイしたりして体力温存しておきましょう。 

 

・60～64 小節→ 

60 小節の 678 同時押しはリズムをきっちりと。手が追いついてないなら

ばそれ以前を流して早めに同時に以降できるようにしましょう。 

61 小節目からが本番、俗に言われる産卵地帯です。 

BPM は 186 の 16 分基本と数字で見ればそこまで速くはありませんが、し

っかり認識しようとすると譜面量故、途端に速く感じられます。普段の見

る目線よりも少し高く、早押し取りをしても意外と GOOD 幅で収まること

が多いです。 

さらに 5 赤と 6 青に関してはかなり詰まっているので最悪でもズレ BAD

になります。 

基本的には 1～4、5～9 の分割でよいと思われますが、9 白が絡む場面、64

小節の右手はかなり酷使しますので、左手で 5 赤をしっかりフォローしま

しょう。 
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・65～67 小節→ 

産卵地帯ラストの 2 重階段地帯です。産卵地帯の厳しいところからのさらに

酷い物量ですが、必死に食らいつきましょう。 

かなり空押し BAD が出やすいです。2 重階段と区切りの同時押しに間がある

ので、下手に 2 重階段をぐちゃ押しすると空押し BAD 量産の負の連鎖に陥り

やすいです。かなりすばやく量をこなしていかなければならないのですが、

その中でも、どのボタンを何個以上押すと空押し BAD が出るのかを把握して

おく必要があると言えます。 

 

・73～76 小節→ 

譜面としては簡単な部類ですが、難所続きのためできるだけ体力温存を考え

たいところ。14 片手取りで右手の振りをできるだけ抑えます。特に 75 小節

の 5656 の 24 分交互はあんみつ取りしないとかなり零しやすい配置になっ

ています。 

ラストの 5→5･7→5･7 は 5･7→9 にすると忙しい配置になるので、7 緑を一

段下に下ろして 5･7→5･7→5 の方が個人的にはやりやすいです。 

 

 

 

・ラスト→ 

縦連前の 2 個同時押しは右手の振りが大きいので、4 青は左手フォロー

推奨。ラストの 35 では右の赤白スライド力が試されます。 

縦連開幕の 9 白と 678 を同時で対処してもよいですが、右手の手首の返

しの分移動が遅れますので、できないようなら 9 白を手首あたりで取る

とスムーズに動けます。 

同時押しの個数はしっかり覚える事。9 白をあんみつするならば 2,3,3 の

順です。エアプレイでしっかり予習もしておきましょう。 

2,3,3 の連打後もかなり厳しい配置ですが、5･6､6･7 の青緑を 1 段下に下

ろして、1･2･3･4･5･6→3･5･6･7 という考え方もよいでしょう。 

1 白の 8 分の軸が地味に厳しいですが、このゲームには BAD ハマリとい

うものの存在がないので、若干押しすぎても大丈夫です。押しすぎる場

合はあえて連打しにくい肘などを使ってブレーキをかけるのもありか

もしれません。 

とにかく 3 個同時押しの出来で残るかどうかが決まるでしょう。 



36 |  

★サイレント 

- 所感 - 

ダージュに勝るとも劣らない産卵地帯とラストの発狂。産卵地帯の前には癖のつきやすい乱打も

あり 50 レベルの中でもトップクラスの難しさ。どうしてこの譜面をトイコンの次に作ってしま

ったのか。 

最低でも産卵地帯でボーダー前後を残せる実力とラストの発狂を早めのハイスピードで抜けられ

る認識力が必要です。人によっては SUDDEN+OP の付け外しの技術も必要になるでしょう。 

あんみつ等を駆使し、できるだけ簡単な譜面で対処していきたいところです。 

ちなみに私は最適ハイスピード値が 720 前後のため、ラストを 800 以内に抑えられる 2.2 速でプ

レイしていました。若干産卵地帯が遅くなりますが、遅い速度でも抜けられる練習(トイコン 3.5

速など)をやって認識力を上げていました。 

 

・98～122 小節(産卵地帯前)まで→ 

98 小節目から微発狂が入りはじめます。ここでボーダー

以下になることはまず論外。…なのですが、例によって 1

～4、5～8 固定とすると、左手 23→23→14 の部分におい

て空押し BAD 誘発地帯もあり、右手の速い繰り返し階段

の零しもありと癖のつきやすい譜面でもあります。 

階段に目がいきがちですが、左手がしっかり捌けている

かという事にも注目していきましょう。 

 

102 小節以降の同時押し地帯は右手がしっかり動けば問

題はありませんが、104 小節の 1･2･4 に 1 発肘を入れて

おけば楽になるかと思います。苦手であるならば 1～4 を

片手でこなしてもそこまで厳しくありません。 

産卵地帯前まででできるだけ MAX ゲージ、最低でも

MAX-2 を維持できるようにしたいところです。 
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・122～129 小節(産卵地帯)→ 

さて問題の産卵地帯。常に詰まっている部分が一定で

はないため下手に固定運指も取れません。とにかくこ

こでポイントなのは、如何に 5 赤をどちらの手で取る

かということと、左側はそこまで密度がある部分が多

いわけではなく、空押し BAD になりやすいということ

です。 

特に私が意識している 5 赤取りポイントは 123、124、

126 終わりから 127 開幕、129 小節です。ここは右手

を酷使することから、明らかに 5 赤を左手で取った方

が楽になる部分があります。他の部分に関しては右手

で 5 赤を取った方が楽でしょう。 

次にあんみつポイント。 

・開幕前のソフランにより認識が難しくなっているた

め、1･3･4･6 で肘を入れた後、234 を同時で取ります。 

・123 小節目、79→8→6→8→6→8→79→8 ときますの

でここを 789→68→68→789 と取ります。この後にく

る 67 のトリルに備えてこの地帯で余裕を持たせてお

くことでかなり右手の負担が減ります。 

・あんみつではありませんが産卵地帯抜け部分が辛い

ので同時押し気味に取るとよいでしょう 

 

 

 

･ラスト発狂 

SUDDEN+を使用しているならば 138 小節目の 1289→357 で外しましょう。猶予が結構キツイので

要練習 or 旧筐体ならば紙を使用してサッと抜き床に置くのが見えている物を取る分楽です。 

142 小節からは 4 青まで右手でフォローしつつ譜面通り。 

145 小節からあんみつを使用していきます。 

・145 小節目 12678 後の 3 緑 2 連が面倒なので 12678 にくっつける 

・同様に 149 小節目の 2 黄 2 連も手前にくっつけ 23456 とする 

・151 小節目の右手処理 68→5→6 を 568→8 とする 

 

の 3 カ所をあんみつ処理します。 
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それ以外は基本的にガチ処理です。よく聞く 150 小節の 23 トリル地帯や、 

152 小節 1357→2468→1357 以降をあんみつしない理由ですが、まず長期的なあんみつで、きっ

ちり左手で 8 分のリズムを刻むのが難しい事が挙げられます。 

基本的にあんみつがずれるとそれだけで大きなダメージになりますし、GOOD 取りでゲージ増加

も若干重くなります。 

そして 1357→2468→1357 による認識のアクセント付け(譜面の区切りとして見れる)、同じ動き

で左手の 13→24 処理を続けられる事なども理由として挙げられます。 

そしてあんみつ練習をしなくてもいいというのは癖を付けない事においてもメリットでしょう。

このレベルのあんみつを習得するには数百プレイしていかないといけないと思われますし。 

もちろんデメリットもあります。ちゃんとした地力(特に 1～4 固定で 23 トリルを捌ける力)が備

わってなければあんみつ以上にボコボコにされますので、日常において 49、50 レベルをランダ

ムで取り組む必要があるでしょう。 
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9.  おわりに 

8 月の夏コミ終わりに、ノリで作ってみようぜ！と言ってみたものの、一時期はお蔵入りしよう

か迷ったぐらい難産の本となりましたが、無事に制作完了することができました。この本を制作

するにあたって協力してくださった、新潟ポップン勢を始めとした方々に感謝いたします。 

この本を通して、攻略に詰まってしまった方、飽きてプレイ回数が少なくなってきた方、あんま

りポップンはプレイしたことがないなぁといった方など、少しでも新しい挑戦に取り組んでみた

り、モチベの向上に繋がっていったりしていただければ、これほどうれしい事はありません。 

 

昨今、ポップンもラピストリアとなり色々なシステム等の改変がおこり、離れていってしまった

人もかなり見受けられるようになってしまいましたが、ポップンは自分が今までやってきたゲー

ムの中で 1 番地力要素と理論、研究要素がマッチしている素晴らしいゲームだと感じました。 

これからも楽しくポップンをプレイできることを期待しつつ、さらにいろんな方々がポップン楽

しい！と思えるゲームであることを願いつつ、〆とさせていただきます。 

今回本書を手にとってくださり、本当にありがとうございました。 

 

参考にさせていただいたサイト様 

・ポップンミュージック上級曲＆超上級曲難易度表 

http://hellwork.jp/popn/wiki/ 

・AtomicAge.net 

http://www.atomic--age.net/ 

・Formula 

http://formula.pupu.jp/ 
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