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はじめに
この度は'’PlayStation2"専用ゲーム‘ノフト 「街道バトル

2 CHAIN REACTIONJをお買い上けいただき誠にあ

りがとうございます。プレイする前に本書をお読みいただ

き正しい方法でご愛用ください。なお、この解説書は再

発行いたしませんので、大切に保管してください。

※このゲームは、元気株式会社の制作及び販売による

ものであり、ゲーム中に登場する自動車メーカーはゲー

ムの制作及び販売に関し何ら関係しておりません。ゲー

ム中に登場する自動車と実車とは、その性能等におい

て異なります。実車においてゲームと同一・同様の動作

を真似してはなりません。実車による走行時は、交通法

規を遵守し、安全な運転を心がけましょう。

※この解説書に記載されている画面は開発中のものです。

製品と若干異なる可能性がありますのでご了承ください。
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操作説明 -鴫
アナログコントローラ (DUALSHOCK2) 
このゲームは1~2人用です。1人でプレイする際はコントローラ端子1に接続してください。

また、【VS BATTLE 】 ( ► P .22参照）にて2人で対戦する場合はコントローラ端子1 と2に接続
してお楽しみください。

R2ボタン

R1ボタン

〇 ボタン

〇 ポタン

SE`';-： 9 ：五ノク

L2ボタン

L1ボタン

LED表示~ ~ STARTボタン

走行中 メニュー画面

方向キー ステアリング 項目の選択

左スティック ステアリング 項目の選択

右スティック

R ボタン バック（押している間） 決定

〇 ポタン アクセル 決定

R ポタン フットブレーキ キャンセル

〇 ボタン 視点切り替え キャンセル

Llボタン シフトダウン（シフトアシストOFFの時のみ）

L2ポタン パッシング 下記参照

L3ボタン ライトのON/OFF（夜間走行時）

R1ボタン シフトアップ（シフトアシストOFFの時のみ） 下記参照

R2ポタン サイドフレーキ（押している間） 下記参照

R3ポタン 後方視点（押している間）

STARTポタン PAUSEメニューの表示 ムービーのショートカット

SELECTボタン ショートカットメニューの表示

| R1ボタン I | R2ポタン／L2ボタン I

【PLAYER'SCAR】画面で「CARLIST」を表示します。 【PARKINGAREA】画面で

【CARLIST】画面で「ショートメニュー」を表示します。 「AREA」を変更します。

[PARKING AREA]画面で「RIVALデータ」を表示します。

※LED表示は常に赤色の状態（アナロクモートON)です。
※振動機能のON/OFFは[GAMECONFIG ) にて変更できます。(► P .38参照 ）
※アナログコントローラ(DUALSHOCK2)専用

※R3ホタン、L3ポタンは左、右スティックを押す操作です。
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GT FORCER ステアリング

Xボタン

Yボタン

Bボタン

Aボタン

走行中 メニュー画面

ステアリング ステアリング操作 項目の選択（左右）

ブレーキ プレーキ操作 キャンセル

アクセル アクセル操作 決定

Xボタン 視点切り替え 項目の選択（上）

Yボタン サイドブレーキ ショートカットメニューの表示

Aポタン PAUSEメニューの表示 項目の選択（下）

Bポタン バック（押している間）

左トリガ シフトダウン（シフトアシストOFF時のみ） 項目の選択（左右）

右トリガ シフトアップ（シフトアシストOFF時のみ） 項目の選択（左右）

その他の詳細につきましては「GTFORCER」に付属の取扱説明書を参照してください。

USB端子 ー [9ここ 三
※GT FORCERはUSB端子上＝1P、下＝2P

("PlayStation 2"本体を縦醤きにした場合左＝1P、右＝2P)です。

※GT FORCERにすべての操作を割り当てることかできません。

割り当てられない機能がありますので、アナログコントローラとの併用をお勧めします。

※GT FORCERは"PlayStation2"本体の電源を入れる前に接続しましょう。

※GT FORCERはアプリケーション起動時やUSB端子に接続するときに、

5秒問ハンドトルやアクセル、フレーキに触らないようにしてください。

※ [KEY CON F IG ] (► P38参照） にてホタンの振り分けか可能です。

GT FORCE・は、Logilechliの登註商漂です。Log,tech,Log,cool, All tights 1ese1,ed 
枯式会社ロジクールは、LogilechGm,pの日本地域担当の日本法人です。
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画面説明 -ヨI
CAバトル CA＝コーナーリングアーティスト

あらかじめ設定されている区間で美しいドリフトを決めるバトルです。コース上に計測地点が設定されており、

その区間でCAポイントを計測します。CAポイントは進入速度やコース、ドリフト時間などで決定します。

クリアに必要なCAポイント散

現在の区間で記録した

CAポイント

残りの計測区間の数

h’’’ 
2770 p99 

Iii 7l 
つ置『

コースマップ

走行距離

サイドブレーキ

使用表示

ブーストメーター

スピードメーター

タコメーター

ギアポジション

※「ACTIONJはCA区間の始まりを表します。rsTOP

JUDGMENT!Jは壁に衝突したためにCAポイントの集計

が中断されたことを表しています。
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バックミラー

フレーキワーニングゲージ

プレーキを多用することで蓄積さ

れます。MAXに達すると「

FADE BRAKE」の文字が点激

しフレーキがききにくくなります。

タイヤワーニングゲージ

タイヤの疲弊状態です。走行中に徐々

に蓄積されそのバトルでは元に戻ること

はありません。トリフトなどを多用する場

合減りが激しくなりますので注意してく

ださい。MAXで「TIREFADE」となりク

リップカがカタ落ちしてしまいます。

TAバトル TA＝タイムアタック

設定タイム以内にゴールするバトルモードです。

選択車種の情報

コースマップ

サイドブレーキ
使用表示

走行距離

勝利条件のタイム

プレイヤーのタイム

各区間のタイム

青い三角…ライパルの位置

オレンジ色・・自車が走った距離

タコメーター

ギアポジション

スピードメーター

ブレーキワーニング
ゲージ

タイヤワーニング
ゲージ



FL LFバトル FL＝ファーストアンドラスト LF＝ラストアンドファースト

FLパトル

プレイヤーがライバルを先行するハトルです。走行中にライハル

を150m引き離すか、先行したままコールすると勝利となります。

抜かれたままコールされるか、抜かれて50mの差がついた時点

で負けとなります。

LFバトル

プレイヤーかライハルを追うハトルてす。先行するライハルを追

い抜いたままコールするか、走行中に追い抜きライバルを50m

引き離すと勝利となります。

走行中にライバルから150m引き離されるか、先にコールされる

と負けとなります。

SPバトル SP＝スピリットポイント

プレイヤーの精神力を表すSP（スピリ介ポイント）を削りあうモードです。SPは相手との距離が離されること

によって減少していきます。その他にも壁や相手に激突することで減少します。

コ＿ル前にSPが無くなった場合は負けになります。もし、コールまで両者ともSPが残っている場合、先にコ

ールしたほうか勝者となります。

プレイヤーの通り名

プレイヤーのSP

ディスタンスゲージ

ライハルとの距離を数値と

バーで表しています。

TACバトル TAC＝タイムアタックコリジョン

壁等に接触するたびにSPケージを消費し、SPケージか0になる

前にCLEARTIME内でコールするモードです。

コーナーガイド矢印

CATバトル CAT＝コーナーリングアーティストターゲット

全てのCA区間に設定されたCLEARPOINTを満たしてゴール

まで走り切る過酷なバトルです。1つでもとりこぼすとその時点で

終了となります。

ブーストメーター

＠ 

ライバルの通り名

ライバルのSP

タイム



ゲームモード ＿ ータ鴫

CONQUEST 
ライバル達と戦いながら峠最速を目指します。

RECORD CHALLENGE 
各種記録に挑戦します。 ( ►P.21 参照）

VS BATTLE 
2人対戦します。 (► P.22参照）

SOUND EDITOR 
音楽を作成します。 (► P.24参照）

REPLAY THEATER 
リプレイを再生します 。 (► P.37参照）

GAME OPTION 
振動機能など各種設定をします。 (► P.38参照）
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詞 QUEST
ライバルと競いながら峠最速を目指し

ます。昼はオフィシャルレースに参加

し、その賞金CPを稼ぎ、車をチューニ

ンクし、夜はPAで待つライバルに挑

戦していきます。

峠最速の称号は誰の手に・・・。

BS 

ー文字消去します。

END 

入力を終了します。

ゲーム開始直後にプレイヤーのアカウントを登録します。好きな英数字を10文字までで選びアカウントを登

録してください。 アカウントの登録か完了後、まずは 【 SHOP 】 ( ► P.14参照）で車を購入してください。 愛車

を購入したらいよいよゲームスタートです。

現在の所持金です。

現在乗車中の車種のデータを表示しています。

騒動方式 重量 最大出力

吸気方式総緋気量 最大トルク

日付（経過日敬）、曜日

月、週、時間（昼／夜）

CONNECTION NETの
情報が表示されます。

INFORMATION 
新規インフォメーションの
有無を知らせてくれます。

MAIL BOX 
新着メールの有無か表示されます。

Bps 
掲ホ板に新たな書き込みがあった

場合知らせてくれます。

※ [CONNECTION NET] 
( ► P . 12参照） は
[GARAGE】から入ること
ができます。

GARAGE 車の設定、パーツの変更、BBS等の情報を確認します。

SHOP ーと 新車・中古車・各種パーツの購入／売却を行います。

GO PASS PAに出かけレースに参加します。

TIE-UP SPONSOR スポンサーのテストを受けます。

（ケームの進行に伴ない選択できるようになります。）

GO NIGHTTIME 昼を終了し夜に移行します。（昼に表示）

※GO DAYTIME 夜を終了し昼に移行します。（夜に表示）

OPTION 保存／振動機能など各種設定をします。

ENDGAME 一_ CONQUESTモードを終了します。

② 



G4RAGE 
車の設定、パーツの変更、BBS等の情報を確認します。カレージはREMODELSHOPで拡張していくこと

で所有できる車の台数が増えていきます。•-5
5
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PLAYER'S CAR 
所有している車の詳細や乗換えを行います。

TUNE UP 
所有しているパーツの交換やセッティンクを行います。

CONNECTION NET 
インフォメーションやBBS、メールの確認を行います。

STATE PLAYER 
プレイヤーの情報を閲覧します。

RIVAL INFO 
ライバルの情報を閲覧します。

SPONSOR INFO 
スポンサー契約の確認／破棄を行います。

LOVERS INFO 
熱狂的なファン、ラヴァーズの情報を閲覧します。

PRIZE INFO 
獲得したプライスを閲覧します。

COURSE INFO 
各コースの情報を閲覧します。

CHANGE CAR 
現在表示されている車に乗換えを行います。

STATE CAR 
現在表示中の車の詳細なテータを表示します。

SPEC 
車のスペックを表示します。

PARTS 
所有しているパーツを表示します。

EQUIPMENT 
パーツの装備状況を表示します。

方向キー左、右で項目を切り替えます。

方向キー上、下で表示内容を切り替えます。
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SETTING 

(POWERTRAIN) 

SETTING 

車のセッティングを行います。

PARTS LIBRARY 

パーツの交換／閲覧を行います。

TEST RUN 

テスト走行を行います。

駆動系／足回り／アライメント／その他のセッティングを行います。

セッティンクはパーツを交換して初めてできるようになる項目もありま

すので項目を選択できない場合は[PARTSSHOP】で購入し、

装備するか、[PARTSLIBRARY]でパーツを交換してください。

※セッティンクした内容はパーツを変更すると初期化されます。

※NEW CAR DEALERのSPECIALにカテコライスされている

車種にはSETTINGの変更はできません。

GEARRATIO | | LSD 

ギア比の調整を行います。 LSDの効き具合を調整します。

TRANS MISSION LEVEL 1以上 LSD LEVEL1以上を装備すると

を装備するとセッティンクできるよう セッティングできるようになります。

になります。

トラクションコントロールシステムの

効き具合を調整します。

R 



~ SUSPENSIONLEVEL1以上を装備するとセッティンクできるようになります。

SPRING RATE 

スプリンクレートの調整をします。

DAMPER 

ダンパーの調整をします。

STABILIZER 

スタビライザーの調整をします。

RIDE HEIGHT 

車高の調整をします。

~ SUSPENSION LEVEL 1以上を装備するとセッティングできるようになります。

(OTHERS) 

TOE 

トー角の調整をします。

CAMBER 

キャンハ一角を調整します。

| BRAKE BLANCE I 

ブレーキの前後バランスを調整します。

| STEERING ANGLE | 
ハンドルの最大切れ角を調整します。

| TORQUE BALANCE | 

トルクの前後バランスを調整します。

※4WD車のみ設定可能です。

10 



PARTS LIBRARY 

•' u
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｀
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パーツの閲覧／交換を行います。

(PLAYER'SPARTS) 

購入したパーツの閲覧／交換を行います。

(SPONSORPARTS) 

スポンサーから提供を受けているパーツの

閲覧／交換を行います。

TEST RUN 
コースに出てセッティングの確認を行います。

コースはゲームの進行で増えていきます。

(TESTCOURSE) 

コース名

選択したコースを走ります。

右回り、左回り

天候 FINE ...........．晴れ

RAIN ...........．雨

CLOUDY ・・ ・・・・・・曇り

STORM........．嵐

SNOW ・・・・・・・・ ・・ 雪

SNOW STORM…吹雪

※コースによって選択できる天候か違います。

◎ 



インフォメーション／BBS／メールの確認を行います。

NEW 
新清の情報があることをお知らせしています。

INFORMATION 
コースの追加や新しい車種の販売といった様々なお知らせがあります。

※INFORMATIONが更新された時のNEW表示は1日経過した後に消えます。

BBS 
ライバルやファンなど様々な意見か書き込まれています。新しいメッセージがある場合は 「NEWJと表示され

ています。すべて既読にすると INEW」の文字は消えます。

MAIL 

10,．9 ●10. 
9 9 ,＂ 

BE FREE 
様々な情報か書き込まれます。

コース名
そのコースに特化しだ情報が書き込まれています。

ケームか進行すると閲覧できるコースか増えていきます。

沢じてください

書き込まれた日付

メッセージのタイトル

黒文字既読

赤文字未読

プレイヤーにファンレターや挑戦状などが送られてきます。

IMPORTANT 
ライバルからの挑戦といった重要なメールです。

NORMAL 

様々な内容のメールです。

※NORMALのメールは100件を超えると既読の古いメールより
削除されます。

送信された日付

送り主

メッセージのタイトル

黒文字／既読 赤文字／未読-12 



プレイヤーの情報を閲覧します。

戦ったことのあるライバルの情報が表示されます。

R1ボタンでメニューが表示され、コースやチーム

などで情報を絞って表示することができます。

スポンサー契約の確認／破棄を行います。

熱狂的なファン、ラヴァーズの情報を閲覧します。

◎ 



SHOP 

山，、， 999•• I

m:H閑， ＂＇’ ｝ ＂＇＂‘’ 999991‘"'-・1mm 999999.J_9 n・L“"只

新車・中古車の購入／売却を行います。

NEW CAR DEALER 
新車を購入します。

USED CAR DEALER 
中古車の購入／所有している車の売却をします。

PARTS SHOP 
パーツの購入／売却をします。

REMODEL SHOP 
カレージの拡張を行います。

新車を購入します。購入するメーカーを選択し、車種を選択してください。

---

I ，ー・ 1,

1 Su・ • 9 9●9 -

1、09990099 ー一 購入価格

車種

躯動方式

重量

総排気量

最大出力

最大トルク

中古車の購入／所有している車の売却をします。

BUY CAR ［購入］

中古車には走行距離や傷み度合いなどによって

価格にはらつきがあります。

状態を把握し購入してください。

SELL CAR ［売却］

走行距離などを査定され売却価格が決定されます。

SELL ALL 
装備しているパーツごと売却します。

SELL CAR ONLY 
装備しているパーツは外し本体だけ売却します。

STATE CAR 
車の状態を表示します。

＠ 



バーツの購入／売却をします。

※NEW CAR DEALERのSPECIALにカテゴライズされている車種にはPARTSの変更はできません。

(POWER（動ガ菜り
ENGINE（エンジン）

エンジン内部のチューンを行います。

LEVEL 1,3,5,7は高トルクに、2,4,6,8は高回転型にセソティングされます。

' MUFFLER（マフラー）

トルクア‘ノプを目的としたチューンです。マフラーを含んた排気系のチューンを行います。

TURBO KIT（ターボキット）

ターボ車のみ装着可能です。ターヒンを含むターボシステムのチューンを行います。

AIR CLEANER（エアクリーナー）

エアクリーナーを含む吸気系のチューンを行います。

COOLING MODULE（クーリングモジュール）

ラジエターなどの冷却系チューンを行います。

注1)エンジン、マフラーはエンジン形式ごとにパーツが異なります。

エンジン形式には、ENGINES（直列）、ENGINEV(V型）、ENGINEB（水平対向）、

ENGINE RE（ロータリー）があります。

注2)エンジンチューンはそれぞれを単体で行っても効果は薄く、

バランスの良いチューニンクが求められます。

(POWERTRAIN（伝達系））

TRANSMISSION（トランスミッション）

変速装置の交換を行います。

※LEVEL 1以上を装備することによりギア比の変更が可能となり

加速性能もしくは最高速重視などの調整が可能となります。

CLUTCH（クラッチ）

クラッチを強化し、シフトチェンジのレスポンスを改善します。同時に伝達効率などの改善も図ります。

LSD（リミッティッド・スリップ・ティファレンシャル・ギャ、差動制限装置）

車はディファレンシャル・ギヤにより左右タイヤの回転差を発生させスムーズなコーナーリングを

実現していますが、この回転差を制限するための装置です。スポーツ走行には必須アイテムです。

※LEVEL1以上を装備すると [LSD】を調整できるようになります。

1WAY 加速時のみLSDを効かせたい時に装備します

2WAY 加速時、減速時ともLSDを効かせたい時に装備します

1.SWAY 加速時、少しだけ減速時にLSDを効かせたい時に装備します

SUSPENSION（サスベンション）

サスペンションの交換を行います。

※LEVEL1以上を装備することによりバネ、ダンパー、スタピライサー、車高の調整が可能となります。

LEVELが高くなるにつれ、調整範囲も広がります。

BRAKE（プレーキ）

プレーキシステムの交換を行います。プレーキの利き、耐フェード性などを改善します。
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(BODY（ボティ） ） 
REINFORCE（ポディ剛性アップ）

剛性アップし、車の傷み度合いの進行を

軽減します。

WEIGHT DOWN（軽量化）

軽量化をします。それに伴い車の傷み

度合いの進行が増加します。

( TIRE（タイヤ） ） 

SPORTS TIRE（スポーツタイヤ）

一般道での走行を前提とした、高性能タイヤです。

( WHEEL（ホイール） ） 
ホイールを購入します。

(DRESSUP（外観変更））

LIGHT（ライト）

ライトを交換します。

BODY COLOR（ポデイカラー）

ボティカラーを変更します。

FULL AERO（フルエアロ）

エアロパーツをフル装備します。

空力特性が改善します。

WING（ウイング）

ウインクを購入します。

RACING TIRE（レーシングタイヤ）
装備することによって、ダウンフォースが上がります。

ウェット性能を犠牲にし、ドライ性能を重視した、

高性能タイヤです。

WET TIRE（ウェットタイヤ）

ウェット性能を重視したタイヤです。

ドライ性能は落ちます。

SPIKES TIRE（スバイクタイヤ）

雪道を走ることを前提に、

タイヤにスパイクピンを打ってあるタイヤです。

CARBON BONNET（カーボンポンネット）

ポンネットを軽羅カーポンに交換します。

軽量化が主な狙いです。

RALLY KIT（ラリーキット）

ラリーキットを購入します。

MUDFLAP（泥よけ）

泥よけを購入します。

※DRESS UPパーツは車種によって

装備できない場合があります。

、-------------------------、
おすすめチューニンク I 

＇ ノーマルから最初のステップは、タイヤ、プレーキを交換することで曲がる、止まるの、 1 

走行性能の改善を図りましょう。路面の状況にあったタイヤを選択することか大事です。 1 

次のステソプとしては加速性能のアップです。

動力系チューンか望ましいですが、コストが掛かるのが難点です。

最高速にこだわらなけれは、トランスミソションを交換し、

ファイナルギアを上げることで加速性能を上げることが可能です。

I 

I 

I 

＇ 
＇ I 

＇ さらにコーナリング性能のア；；プを図る場合は、サスペンションの調整が不可欠となります。 I l 

一

同時にLSDも安定したコーナリングには不可欠なアイテムです。 I 

ここまで来たら後はセyティンクを含め、好みの車を作り上げるだけです。

自分だけの車で街道バトルの世界をお楽しみください。

＇ 
＇ 
＇ I 



GO PASS 
オフィシャルレースやライバルとのバトルといった様々なレースに参加します。

昼は主にオフィシャルレースに参加し賞金を稼ぎ、その賞金で車をチューニングして

さらにランクの高いレースに挑戦していきます。

夜はPAに集まるライバル達とハトルで勝負し名声を上けていきます。

そして、その峠のスラノシャー (BOSS)を倒すと新しい峠が登場します。

※参加できるコースはゲームの進行とともに増えていきます。

CATEGORY RACE 
オフィンヤルレースに参加します。

ENTER PARKING 
パーキングに入ります。ライバルが待ち受けています。

PRACTICE 
練習走行を行います。

TIRE EXCHANGE 
タイヤの交換をします。

昼間だけ参加できるオフィシャルレースです。入賞すると賞金がもらえます。

各レースの参加は所有している各峠のチケットをレースごとに定められた必要なチケット枚

数を支払うことで参加できます。各峠のチケットは翌日まで回復しませんので、0になったら

【GONIGHT TIME]で時間を進めてください。

レースは上位入賞に必要な目標ポイントや賞金が違います。また、コースや計測区問数か

違い、難易度が異なりますので注意してください。ただし、ランキンクに入ることができなく

ても、リタイヤさえしなければ参加CPはもらえますので、どんどん挑戦しましょう。そして、決め

られた数のレースで1位になると、さらにレヘルの高いレースが登場します。

ADVANCE RACEで1位になると、賞金CPとプライズを手に入れることができます。

ランキング

ランキングに表示されている

CAポイント以上獲得（もしくは、

規定タイムのクリア）すると

賞金を得ることができます。

1位になると表示されます。

◎ 



天候

ランキング

結果状況

DAY TIME（昼）

/NIGHTTIME（夜）

DOWN HILL FINE（晴れ） ／CLOUDY（曇り）

/HILL CLIMB /RAIN（雨） ／STORM（嵐）

レース終了後に結果が表示されます。記録や獲得ポイントを確認します。

ライハル達がパーキングで待ち構えています。

ライバル達を倒していくことで新しい車種やスポンサーなどが登場し、各峠の

スラソシャー (BOSS)を1到すことで、次の峠に進むことができるようになります。

AREAA-Eの中からライバルの居るエリアを選択してください。

●チーム

RE,PLA Y SAVE 
リプレイをセーフします。

チームを構成し連続で対戦するライバルです。

●トリッカー

特定の条件で出現するライバルです。

●スラッシャー

現在の峠のBOSSです。

●ラヴァーズ

倒すとプレイヤーのファンになるライバルです。

●サポーター

倒すことでファンの人数に影評を与えるライハルです。

●ハイギャンブラー

ギャンプリンクバトルの額が高いライバルです。

●メダリスト

倒すとプライズが手に入るライハルです。

※スラッシャーは各峠のBBSにレスを付けることで出現します。
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ライバル選択
ライバルとのバトルは「ギャンフリングバトル」となっています。つ

まり、CPやパーツ、車を賭けてのハトルです。賭けるものが無い（条

件を満たせない）場合は、ライバルはバトルを受けてくれません。

負けれはCP（パーツ）は奪われますか、勝ては相手のCP（パー

ツ）を奪取するチャンスでもあります。

※チームライバルとの対戦の場合は、チームリーターに

負けない限り、CP、パーツ等を取られることはありません。

一度勝利した事を表します。

R1ボタンでライハルの情報を見ることかできます。

車種

勝敗

車種情報

バトルコース (DOWNHILL/HILLCLIMB)

練習走行です。【TAATTACK】[CAATTACK】[CATACOMPLEX】の3種類のレースから練習走行か

できます。

タイヤの交換をします。入手済みのタイヤで交換をしますので、新たに購入することはできません。

＠ 



TIE-UP SPONSOR 

スポンサーのテストを受けます。

スポンサーの出す条件をクリアすることでスポンサーと契約が

できます。

契約するとパーツや資金提供が受けられます。

GO NIGHTTIME 
昼を終了し夜に移行します。（昼に表示）

※GO DAYTIME 夜を終了し昼に移行します。（夜に表示）

OPTION 
保存／振動機能など各種設定をします。 ( ► P.38参照 ）

END GAME 
ゲームを終了します。次回ケームの続きから始めたい場合はケームテータを保存してください。
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|RECORD CHALLENGE 
各種記録に挑戦します。

TIME ATTACK 
コールするまでのタイムを競うモードです。

~ CA ATTACK 
コーナリンクアーティストポイントの記録に挑戦するモードです。

EXIT 
タイトル画面に戻ります。

RANKING 
各モードの記録をランキング形式で表示させます。

GHOST DATA 
【TIMEATTACK】[CAATTACK)モード共にコーストカーを表示してプレイすることか可 能です。

LOAD GHOST DATA 
"PlayStation 2"専用メモリーカード(8MB)に保存されているコーストカーテータを読み込みます。

※峠、上り／下り、天候昼／夜、の全てが合致したゴーストテータのみ使用可能。

JUST BEFORE DATA 
直前にプレイした記録をコーストカーとして表示させます。

NOT INDICATION 
コーストカーを表示させないでプレイします。

CAR CHOICE 
操作する車を選択します。

NORMAL CAR 
CAR DEALERに収録されている車を選択します。

PLAYER'S CAR 
CONQUESTモードで所有している車を選択します。

SAVE DATA 
レース終了後に走行テータを記録することができます。

1 REPLAY SAVE 

走った内容をREPLAYTHEATERで見るためのデータとして

"PlayStation 2’'専用メモリーカード(8MB)に保存します。

GHOST SAVE 
走った内容をRECORDCHALLENGEで表示するゴーストカーのテータとして

"PlayStation 2"専用メモリーカード(8MB)に保存します。

※リプレイデータ、コーストテータ共にセープには空き容量491KB以上必要です。

※セープは、MEMORYCARD差込口1のみに対応しています。
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VSBATTLE :4 
上下に分割された画面にてプレイヤー同士で対戦をすることができます。

セーブデータを利用して [CONQUEST)モードで使用している車を使用することもできます。

上半分の画面が1Pの操作する車の画面になり、 → 

下半分の画面が2Pの操作する画面となります。

BATTLE: i¥10DE-SELE繹

どちらかが先にコールした時点で勝敗が決まります。

CA BATTLEで獲得したポイントにより勝敗が決まります。

SP BATTLEで勝敗が決まります。

j
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各クルマ選択

CAR DEALERに収録されている車を選択します。

MEMORY CARD差込口1に差し込まれている “PlayStation2" 

専用メモリーカード(8MB)にセーブされている車を選択します。

MEMORY CARD差込口2に差し込まれている“PlayStation2" 

専用メモリーカード(8MB)にセープされている車を選択します。

※ 【VSBATTLE]のみ、MEMORYCARD差込口2にも対応しています。

※VS BATTLEはコントローラ端子1とコントローラ端子2共にアナロクコントローラ

(DUALSHOCK 2)が接続されていないと、タイトル画面で選択することかできません。

ー
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|SOUNDEDITOR -』
-T→ 

メ
-、

ニューllhllil

グ

ゲーム内の各シーンで使用するBGMの設定を行います。

現在所有しているBGMを整理します。

現在所有している音源パーツを確認します。

BGMを作成します。

SOUND EDITORを終了します。

s
 

各シーンに合わせて流すBGMを設定します。

変更したいシーンを＠ポタンもしくは〇ホタンで選択した後、設 1 

定したいSOUNDTABLE IDを選択します。この時R1ポタン

でBGMを聴くことができます。

また 【31RANDOMIZE】を設定するとBGMをランダムで流し、
J 

【32PERMUTATION]でBGMをSOUNDTABLE ID 13番

から順に流します。【33OFF】ではBGMは流れません。
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SOUND TABLE .CONF~畑岬

PLAY BGMの再生

SWAP 所有しているBGMのSOUNDTABLE IDを入れ替えます。

SCENE EDIT MODEで既に登録済みのものはSWAPできません。

※注：入れ替えができるのはSOUNDTABLE ID 13-30の間になります。
SOUND TABLE ID 1-12の入れ替えはできません。

RENAME 自分で作成したBGMの名前を変更します。

※注：名前の変更ができるのはSOUNDTABLE ID 13-30の問になります。
SOUND TABLE ID 1-12の名前の変更はできません。

COPY 所有しているBGMを別のSOUNDTABLE IDにコピーします。

DELETE 自分で作成したBGMを削除します。

※注：削除ができるのはSOUNDTABLE ID 13-30の間になります。
SOUND TABLE ID 1-12の削除はできません。
また、SCENEEDIT MODEで登鋒済みのSOUNDTABLE IDも削除することができません。

EXIT SOUND TABLE CONF MODEの終了。

PARTS CONF MODE 
STATUS 音源パーツ入手先の情報

8PM 音源パーツのテンポ

所有しているパーツの数／総パーツ数

} ;:？応；` 原パーソの再生を行います。

＠ボタン • Oボタン・・· 再生

〇ポタン・ ＠ボタン・・• · PARTS CONF MODEの終了c

贔
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SOUND CREATE.M暉加＼-
／ 糾II : I 9叶Ill ヽl •I- ~---9 

sou"咋 ITOR

| U間 （疇Ii11三己I

新規にBGMを編集します。

サウンドテーフルから編集するBGMを選択します。

R
R
②
⑦
R
 ⑭
⑩

⑬

⑭

 

⑥ ⑲ R ① ④ 

rlll I I "~ 
I隻t919、-------

.“ 

―” . 1•"“"“' ICOUN9 9m ..........． 

⑮
⑯
⑰
⑱
 ⑫ 

①オプジェクト

音源パーツの再生開始と再生終了を表示

②現在選択されているオプジェクト

オブジェクト単位で開始時間と再生時間の変更ができます。

③ループスタートボイント

BGMの途中からループをスタートさせる場合に開始位置を設定します。

開始時は1小節目の最初に設定されています。

④ループエンドボイント

BGMの終了位置を設定します。ここまで再生するとループスタートに戻ります。

開始時は64小節目の最後に設定されています。

⑥トラック

音源パーツを配置するトラソクを選びます。それぞれのトラノクにパターンをアサイン（割り当て）し、とこで

そのパターンを再生するかという情報を記録します。白色の数字か現在選択しているトラックになります。

ヽ
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⑥ミュート ON/OFF表示

トラソクナンバーのバソクが暗い場合、そのトラックの再生を行いません。

なお複数のトラックを選択することが可能です。

⑦カーソル

BGMの再生に合わせて現在位置を表示します。

BGMの停止時には再生を始める位置を変更することもできます。

@SOLO再生 ON/OFFスイッチ

スイッチの点灯時にはそのトラソクのみの再生を行います。

SOLO再生は複数のトラソクを選択することも可能です。

Rトータルスケール

64小節全体の状況を表示しています。

⑩選択しているオブジェクトの開始位置

⑭選択しているオプジェクトの終了位置

⑫選択しているオプジェクトの長さ

⑬カーソルの現在位置

曲全体は4/4拍子で統一されています。16分音符が4カウントされると拍子が1カウントされます。

さらに拍子が4カウントされると次の小節へとカウントされます。

⑭BPM 

BGM全体のテンポ。BPM100-200までの間で設定できます。

数字が少ないほとテンポは遅く、数字か多いほどテンポは速くなります。

⑮SHIFT ON/OFFスイッチ

SHIFTボタン (R2ポタン）を押している際に点灯します。

⑯COUNT DOWN ON/OFFスイッチ

カウントダウンを設定している場合に点灯します。

カウントダウンを設定するとBGMを再生する際、 1小節前から遡って再生します。

⑰ASSIGN PATTERN 

各トラックに割り当てられている音源パーツの名前か表示されます。

⑱METRONOME ON/OFFスイッチ

メトロノームの再生を設定している際に点灯します。

⑲BGM TITLE 

現在編集しているBGMのタイトル
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①
 

⑥
 

①TRACK 

現在、選択されているトラックのナンバー

②BARS 
音源パーツの長さ。1+16とある場合1小節分のイントロが流れた後、残りの16小節分でループします。
最初の1小節目はポタンを押すたびに一回しか再生されません。

③BPM 
パターンのオリジナルテンポ。それぞれのパターンは、ここで表示されるテンポで作られているので

著しくテンポが違うと正しく再生されないこともあります。

④VOL. 
ト和クのボリューム。ここで設定した音量が選択されているトラックの音鼠となります。
0~127の間で設定が可能です。数字が小さけれは音量も小さくなり、大きけれは音墨も大きくなります。

また0では音は再生されません。

⑥STATUS 
ゲーム開始直後はプリセットBGMに使用されているパターンのみが選択でき、

音源パーツはCONQUESTモードのライバルを倒すことで増えていきます。
STATUSにはその音源バーツが元々あったものか、バトルに勝って入手したものかを表示します。

⑥各音源バーツの名前

現在所有している音源パーツの名前です。

[000 NOT ASSIGN)を選択するとそのトラックにはパターンがアサインされません。
ヽ
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SOUND EDITOR操作説明

サウンド停止時
サウンド再生時

SHIFT(R2ボタン）を押していない SHIFT(R2ポタン）を押している

方向キー・上、下 トラック1~8の選択 BPM（テンポ）の変更 トラック1~8の選択

方向キー・左、右
選択したトラックに配置されて

選択したオブジェクトを移動
いるオブジェクトの選択

R ボタン
選択したトラックに割り当てられ PATTERN SELECTOR画面 選択したトラックヘのオブジェクト

ている音源バーツの再生 への移動 の再生、配口（押している間のみ）

〇 ボタン METRONOMEのON/OFF 選択しているオブジェクトの削除 METRONOMEのON/OFF

〇 ボタン SOUND EDITORの終了

〇 ボタン COUNTDOWNのON/OFF

L1ボタン カーソルの位間を1小節戻る
選択したオブジェクトの

長さを短くする

L2ボタン BGMを最初から再生

L3ボタン ミュートのON/OFF ミュートのON/OFF

R1ポタン カーソルの位図を1小節進める
選択したオブジェクトの

長さを長くする

SHIFT 

R2ボタン （他のポタンとの組み合わせに
より別の動作をさせるポタン）

R3ボタン SOLOのON/OFF SOLOのON/OFF

右スティック
ループスタートポイントの移動

（左・右）

左スティック ループスタートポイントの移動
（左・右）

PATTERN SELECTOR操作説明

方向キー 音源パーツの選択

左スティック 音源パーツの選択

R ボタン 選択している音源パーツの再生

〇 ボタン 音源バーツをアサインの変更をしないてSOUNOEDITORへ戻る（キャンセル）

0ポタン 音源バーツをアサインの変更をしないでSOUNDEDITORへ戻る（キャンセル）

R2ボタン SHIFTポタン

SHIFT(R2ボタン）＋＠ ボタン 音源パーツを現在のトラックにアサインしてSOUNDEDITORへ戻る

SHIFT(R2ポタン）＋方向キー（上） 現在のトラyクの音団を上げる

SHIFT(R2ボタン）＋方向キー（下） 現在のトラyクの音mを下げる

◎ 



BGMを作る

①ま ずはオプジェクトを配置するトランクに音源パーツをアサインします。

② PATTERN SELECTORで任意の音源パーツを選択し音量を決めてSHIFT(R2ホタン）＋＠ポタン

で割り当てます。

③ SOUND EDITORのメイン画面で再生をしなから、音源パーツを配置したいタイミンクで＠ポタンを押し、

オプジェクトを生成します。＠ホタンを離すとオブジェクトの生成も止まります。

④ オブジェクトのタイミングや長さなどを微調整します。

⑤ 別のトラックに別の音源パーツをアサインして同様の作業を繰り返します。

⑥ BGMをどこでループさせるか決め、ループスタートポイントとループエンドポイントをそれそれ移動します。

BGMを作ったら
SOUND EDITORでBGMを完成させたら 〇 ボタンでSOUNDEDITORを終了させます。

BGMの保存

作成したBGMをサウンドテープルに登録します。

タイトルを設定していない場合には15文字までで入力した後、

SOUND TABLE13-30のいずれかに登鋒できます。

別のBGMを選択し編集します。

※注：ここで別のBGMを選択すると、直前まで作成していた

BGMが消去されてしまいますので、注意してください。

SOUND EDITORのメニュー画面へ戻ります。

SOUND EDITORで作成したBGMやSCENEEDITORで割り当てたパターン、SOUNDTABLEの

変更などはQUITするときに保存できます。

※GAME OPTIONのSAVESYSTEM DATAでも保存が可能です。

⑮ 



Sound EditorをつかってオリジナルBGMを作ってみましょう。

Sound EditorメニューからSoundCreateModeを選択し、SoundDispを選びます。

ここではプリセットBGM（ゲーム中に使用されている曲）を選んで、

その曲がどういう風に構成されているのか、見ていきましょう。

1番に登録されている “JetFly” にカーソルを合わせて＠ホタンを押し、選択します。

次に出てきた画面が、このEditorの基本画面です。

ユーサーはここで作ったBGMを“PlayStation2"専用メモリーカード(8MB)に保存し、バトル中に

再生する事ができます。

では再生ボタン (STARTポタン）を押して、

BGMを再生してみましょう。L2ボタンを押すと、

BGMの最初から再生されます。

カーソルが動き出し、BGMの再生を始めます。

画面左下の “COUNT” も同時に動き出したは

ずです。

カーソルが画面中央まで来ると、画面が左方向

にスクロールを始めます。

ここで注意して頂きたいのはカーソルの位置と

COUNTの表示が同期しているということです。

カーソルの時間軸上の位置を画面下のCOUNT

が表示している、という事です。

Sound Editorでは、時間軸上にパターンオブジェクト（以下オブジェクトと呼ぶ）を、

好きなタイミンク、好きな長さで配置していき、最大で8トラソクの異なるパターンを

配置する事によって一つのBGMを構築します。

ではSELECTボタンを押して再生をストップしてください。

一番最初の小節が表示され、再生が止まるはずです。

画面上部左側に縦に並んでいる数字はトラソクナンバーです。白く表示されている

数字が、現在選はれているトラック（カレントトラソク）です。

II I I 
画面上部に表示されている数字は小節数です。これをルーラー（物差し）

と呼びます。

SoundEditorでは時間軸を縦方向の線 （以下、クリッド）で表しています。

BGMの始まりが左側になり、BGMが進むにつれて、画面は右方向に進ん

でいきます。最大で64小節のループしたBGMが作成できます。

＠ 



Sound Editorで作るBGMは全て繰り返し （ループ）再生する様に設計されています。

完成したBGMは繰り返し開始地点 （ループスタート）と繰り返し終了地点 （ループエンド）の問を半永

久的にぐるぐると再生します。

繰り返し開始地点

（ループスタート）

トラウ1が選択されている事を確認し、◎ボタンを押してみましょう。

押している間リズムが再生されるはずです。

これは、トラック01にアサインされているパターンが再生されているのです。

試しに違うパターンをアサインしてみましょう。

R2ボタン （以下Shiftと呼ぶ）を押しながらRボタンを押してください。

画面が変わってPatternSelectorが現れたはずです。

繰り返し終了地点

（ループエンド）

黄色く点滅しているパターンが現在そのトラックにアサインされているパターンです。

ここでR ポタンを押してそのパターンを再生してみましょう。

先ほどと同じリズムが聞こえてきたはずです。

今度は方向キーを押して好きなパターンを選んでください。

どのパターンに差し替えるか決めたら、パターンセレクターに入る時と同様、Shift＋⑨ボタンを押して

選んだパターンを現在選択しているトラックにアサインします。

画面右下の⑨ポタンの表示部分に、今アサインしたパターンの名前が表示されたと思います。こ

れで別のパターンのアサインができました。

ではBGMを再生してみてください。

トラック1のパターンが先ほど選んだパターンに差しかわっているのがわかると思います。

ここでもうお気づきの人もいると思いますが、

トラyク上にオプジェクトが置いてある部分だけその音が鳴っていますね。

“どこからどこまで、選んでいるパターンをならすか”という情報を8トラyク別々に設定して、

一つのBGMが成り立っている訳です。

それでは早速、オリジナルBGMを作ってみましょう。

〇ポタンを押して “QUIT”を選び、いったんEditorを終了してください。

もう一度SoundCreateModeを選び、今度はNewCreateを選んでください。

オプジェクトがなにもないEditorが開いたと思います。

まずはリズムをトラックに配置してみましょう。

トラック1が選択されている事を確認し、

パターンセレクターに入り、rythm01を選んでトラックにアサインしてください。

（リズムパターンであれば何でもかまいません。）

32 



〇 ボタンを押し、画面右下の “CountDown"の横のランプが点灯した事を確認してください。

この “CountDown'’ 機能をオンにしておくと、

カーソルがある小節 （今は1小節目にあると思いますが）の1小節手前から再生してくれます。

この状態で再生してみてください。

メトロノーム音が4回なった後、カーソルが動き始めたはずです。

カーソルが動いている状態でR ポタンを押し続けると、アサインされているパターンが再生され、

同時にカーソルのある位置にトラyクオプジェクトが生成されていくのかわかると思います。

オフジェクトが生成されたのが確認出来たら、いったん再生を止めてください。

そしてもう一度再生してみてください。カー‘ノルがオプジェクトのある位置にさしかか

った時に、先ほどと同じようにパターンが再生されるはずです。

今度は〇ボタンを押してメトロノームをオンにしてみてください。

この状態で再生します。

先ほど適当においたオブジェクトとメトロノームの音がずれて聞こえませんか？

（ぴったり合っている人もいるかもしれませんが・・・）

これはEditorのもつグリッドとパターンの配置が合っていない為に起こる現象です。

メトロノームというのは、設定したテンポ(8PM)に合わせて嗚るガイドリズムの事です。

4/4拍子で4分音符ごとに一回鳴ります。

良くピアノの上に置いてある左右に振れる振り子があるでしょう？あれと同じ機能です。

Sound Editorではメトロノームのリズムを基準としてBGMを作成していきます。

では先ほど作ったオブジェクトをメトロノームにぴったり合うように移動してみましょう。

トラック1が選択されている事を確認し、

方向キー左、右どちらでもいいので、押してみてください。

先ほど作ったオブジェクトが白くなったでしょう？

これはそのオフジェクトが現在エティットの対象になっている事を示しています。

この状態を、オブジェクトがアクティプになっている状態、といいます。

また、アクティフになっているオブジェクトの事を“カレントオプジェクト”と呼びます。

この状態でShiftを押したまま方向キー左を押してみてください。

一回押すごとに一番上のルーラーの半グリッド分、オブジェクトが左に移動するのが解ると思います。

オブジェクトが一番左側に来るまでボタンを押し続けてください。

（押したままにしておくと、移動スピードがどんどん上がります。）

この状態でもう一度再生してみましょう。

今度はメトロノームとリズムがぴったり合って聞こえてくると思います。
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今度はカレントオプジェクトの長さを変えてみましょう。

Shiftを押しながらL1（若しくはR1)ボタンを押す事により、

カレントオフジェクトの長さを変える事ができます。

ここで画面下部のLengthと書いてあるカウンターに注目してください。

これはカレントオフジェクトの長さを表示するカウンターです。

“'頃IKI

上の写真ではカレントオブジェクトは1小節と2拍と3グリッド分の長さになっているという意味です。

(Sound Editorでは半グリットは16分音符の長さになっています。）

先ほど説明したShift+L1 (R1)ボタンの操作で、この表示が04:00:00という表示になる様に調整して

みてください。これで4小節分のリスムトラyクができました。

今度はループエンドを移動して今作ったオブジェクトの分だけループさせてみましょう。

Shiftを押しながら右スティックを左に倒してみてください。

画面はループエンドか見える部分に切り替わるはずです。

初期状態ではループエンドは一番右側 (64小節目の最後）にあります。

一
Shiftを押しながら右スティックを左に倒したまま、

ループエンドが5小節目に来るように移動してみてください。

この状態で最初から再生してみましょう。

カーソルが5小節目まで来るとまたループスタートに戻って、

ユーザーが停止するまで繰り返し再生されます。

今度はトラ；；ク2にベースを入れてみましょう。

方向キー上、下を押してトラック2を選択し、パターンセレクターを開きます。

Bassosを選択し、トラックにアサインします。

トラック1同様、オブジェクトを配置する訳ですが、ここでちょっとしたテクニックを紹介します。

カウントダウンをオンにした状態でL2ボタンを押して最初から再生を始めると、1小節分手前から再

生を始める事を先に説明しましたが、そのカウントダウンしている間にRボタンを押すと、パターンは

再生も生成もされませんが、カー‘ノルが動き出すタイミングに⑨ボタンを押し続けていると、カーソル

の位置からオブジェクトが再生、生成されます。

この機能を利用して、小節の頭にぴったり合わせてオブジェクトを作る事ができます。

ではトラック2を選択した状態で再生し、カウントダウンが終わる前にRボタンを押し、

ループエンドの所まで押し続けてみてください。

ループエンドまで再生すると4小節のオブジェクトができ、カーソルがループスタートに戻ります。

それ以後Rホタンを押してもオプジェクトは生成されず、今作ったオフジェクトの音も聞こえないはず

です。

今作ったばかりのオブジェクトを再生するには、いったん再生を停止しないといけません。

もういちど再生すると先ほど作ったオブジェクトが再生されるはずです。
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今の動作でお解りかもしれませんが、

Sound Editorでは既存のオプジェクトの上に新しいオブジェクトを作る事はできない様になっています。

また、ループエンドまで再生するとオプジェクトの生成も強制的にいったんそこで停止するようになっ

ています。（ループエンドからループスタートに戻った時、ループスタートポイントにオブジェクトが無か

ったとしても、ループスタートからオブジェクトは生成されません。）

これでBGMの短いベーシックトラックか出来ました。

今度はトラック3にパターンsynth20のオブジェクトを作ってみましょう。

トラック2のペース同様、セレクターでアサインし、

1小節目頭から4小節分のオブジェクトを作ってみてください。

なんとなくBGMっぽくなって来ました。こうやってそれぞれのトラyクに好きなパターンをアサイン、配

置していく事により、好みのBGMを作っていきます。

今度は嗚りっぱなしのトラyクはかりではなく、タイミンクを見計らってオブジェクトを作ってみましょう。

音楽に合わせてRボタンを断続的に押す事により、BGMに様々な表清をつける事ができます。

トラック4にパターンvoice05をアサインしてください。

再生をスタートして、2小節目の頭で＠ポタンを押し3小節目の頭で離します。上手く押せましたか？

上手に出来なかった人も心配する必要はありません。なぜなら、作ったオブジェクトは後から好きな場

所に移動できるからです。トラ‘ノク4を選択して、BGMを停止した状態で方向キーを押し、今作ったオ

フジェクトを選択し、Shift＋方向キー左、右でオブジェクトの頭を移動します。

このとき画面下のON/OFFカウンターに注目してください。

オプジェクトを移動する度にこの両カウンターも同期して動きます。これはカレントオブジェクトがどこ

で始まり、どこで終わっているかを表示しています。ON側のカウンターを見つつ、カレントオブジェクト

を02:04:01に移動し、Lengthが01:00:00になるように調整してみてください。

どうでしょう？なんとなく音楽っぽくなってきましたか？

これでSoundEditorの基本的な使い方はだいたい説明しましたか、まだまだ言及できていない部分

も残っています。ただ紙面の都合も御座いまして、これでこのチュートリアルは終了します。

本編のゲームの進行に合わせて、様々なパターンが増えていくので、 それを上手に組み合わせ、ユ

ーザーの皆様のセンスで気に入ったBGMを作ってみてください。
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Q&A 

四 音源バーツの途中から再生する場合にはどの様にすればいいのでしょうか？｀ 音源バーツは必ず最初の部分から再生されますので、オフジェクトの長さを変えたとしても
音源パーツの途中からは再生されすに最初の部分から再生されます。

四 1小節の最初からキレイにオブジェクトをおくことができません。
T̀自分が選択した任意の小節の最初からオプジェクトを置くためにはCOUNTDOWNを有効活用します。

COUNT DOWNで1小節分前から再生している間に ⑨ ホタンを押すことで

カー‘ノルが動き出すと同時にカーソル位置からオプジェクトの配岱が可能になります。

囮 BGMが終わっているのに無音の状態が続きます。
渭 ループエントボイントを設定し忘れている可能性が考えられます。

最初の状態ではループエンドポイントは64小節の最後に設定されています。

BGMを作成したら必ず終わりの部分にループエンドポイントを設定しましょう。

四 自分でリズムバターンを作りたいのですが・・・・。
SOUND EDITORでは単音の音源パーツを多数用意しております。

こちらを組み合わせてオリシナルのリスムバターンを作成することができます。

但し、 1トラックにつき1つの音しかアサインできませんので、

リスムトラックのみでたくさんのトラックを使用してしまう事になります。

四 BPM（テンポ）を変更したら音源がまともに再生されないのですが・・ ・・。
各音；原パーツにはオリジナルBPMか設定されており、まともに再生される適正範囲が存在します。

極端にBPMを上げたり下げたりすると音と音の間が間延びしたり詰まって聞こえたりしますので、

PATTERN SELECTORで表示される音源パーツのBPMを参考にして、

BGM全1本のBPMの設定をお勧めします。

四 消してしまったオプジェクトを復活させる方法はありませんか？｀ 申し訳ありませんが、SOUNDEDITORにはアンドゥ機能は実装されておりません。

今一度同じタイミングでオフジェクトを生成してください。

四 ォプジェクトが移動できないのは何故ですか？
`• オフジェクトは隣同士が密接していると移動ができません。

オプジェクトを短くしてできたスペース内での移動は可能です。

血 ォプジェクトの最後まで再生されないのは何故ですか？

下 ループエントポイントがオフシェクトの途中にある場合か考えられます。カーソルがループエントポイント

へ到達するとその後に存在するオフシェクトは無視されますのて注意してくたさい。

四 再生中にRボタンを押していたらオブジェクトの隙間が埋まっていったのですが・・・・

置置 ＠ ホタンを押している間はオプジェクトの生成が行われますので隙間にもオプシェクトが生成されます。

その際に生成されたオフシェクトは隙間ごとに頭から再生されるオフジェクトとなりますので

音源パーツの途中から再生されるということはありません。

皿 —度置いたオプジェクトの上に新しいオブジェクトを重ねたいのですが、
どのようにすればいいのでしょうか？

同じトラック内で既に溢かれているオブジェクトの上にオブジェクトを生成することはできません。

オフシェクトが生成できるのは、オフシェクトの存在しない部分のみとなります。

同じ音源パーツを重ねたいときは、別のトラyクに同じ音源パーツをアサインして

重ねたいタイミングで音源バーツを生成してください。

36 



|REPLAYTHEATER J 
CONQUESTモード、RECORDCHALLENGEモードで

保存したリプレイテータを繰り返し再生できるモードです。

R疇’LAYDATA SILICT 

I《●●●ヽ 91I- - 1 

| 99(09D (HAll9..、r̂1 

| 99(09D (HAll9..，（ヽ I

CONQUEST MODE 

CONQUEST MODEで保存したリプレイデータを再生します。

RECORD CHALLENGE TA 
RECORD CHALLENGEのTIMEATTACKで保存した

リプレイデータを再生します。

RECORD CHALLENGE CA 
RECORD CHALLENGEのCAATTACKで保存した

リプレイテータを再生します。

"PlayStation 2’'専用メモリーカード (8MB)に

保存されているデータ

リプレイデータのデータ

（峠の名前／上り・下り／天候／昼・夜）

レースの内容

ゲーム内の日付

各モードを選択すると、 “PlayStation2"専用メモリーカード(8MB)を読み込み、保

存されているデータか表示されます。ここで再生したいリプレイテータを選択します。

再生を終了するには、STARTホタンでPAUSEメニューを表示しENDREPLAYを選

択して終了してください。

※テータロードはMEMORYCARD差込口1のみに対応しています。
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GAME OPTION 二→
振動機能など各種設定をします。

GAME CONFIG 
ゲーム内での画面表示などの設定をします。
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、IEW
ケーム走行画面の初期視点を

[DRIVER'S】【BEHIND)【REAR)から選択します。

VIBRATION 

アナログコントローラ (DUALSHOCK2)の

振動機能のON/OFFを選択します。

COURSE PICT 
コーナーカイド矢印表示のON/OFFを選択します。

COURSE GUIDE 
コースマップ表示のON/OFFを選択します。

GHOST 
コーストカー表示のON/OFFを選択します。

SHIFT ASSIST 
SHIFT ASSISTのON/OFFを選択します。

DEFAULT 
ケーム購入時の初期状態へ設定を戻します。

SO["VD COヽ:FIG
ゲーム内でのサウンドに関する設定をします。

BGM VOLUME 
ケーム内で流れるBGMの音量を0~15の間で設定します。0では音楽は流れません。

S.E. VOLUME 
ケーム内で流れる効果音の音量を0~15の間で設定します。0では効果音は流れません。

WINDOW 
OPENにする事で室外のSEを流します。

DEFAULT 
ケーム購入時の初期状態へと設定を戻します。

KEYCONFIG 
アナロクコントローラ (DUALSHOCK2)およびGTFORCERのホタンの振り分けをします。

CONTROLLER 

[KEY CONFIG】で各ホタンヘ振り分けます。背景か赤く表示されて

いるボタンは機能が重複していることを示しています。

【D/ASET UP】

ボタンのアナロク認識のON/OFFを選択します。

GT FORCER 

【KEYCONFIG】で各ホタンヘ振り分けます。背景が赤く表示されて

いるポタンは機能力‘重複していることを示しています。

【CALIBRATION]

初期設定を行いますのでGTFORCERから手を離してくたさい。
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LOAD SYSTEM DA'T外
"Play Station 2’'専用メモリーカード(8MB)に保存されているシステムテータを読み込みます。

※ロードはMEMORYCARD差込口1のみに対応しています。【VSBATTLE】の場合のみ、

MEMORY CARD差込口2にも対応しています。

S~\ VE SYSTEJ¥rl DAT-4 
"PlayStation 2’'専用メモリーカート(8MB)に現在の状態を保存します。

※セーフには空き容量183KB以上必要です。

※セーフはMEMORYCARD差込口1のみに対応しています。

海道パトル2CHAIN REACTION」のシステムテータは “PlayStation2"専用メモリーカート(8MB)に1つだけセーフでき

ます。※リプレイテータ＆コーストテータは複数セーブできます。

各モードでセーブを選択をしても、CONQUEST、SOUNDEDITOR、GAMEOPTION、RECORDCHALLENGEなどすべ

てのテータの現在の状態を同時にセーフしますので注意してください。例えば、CONQUESTモートをセーフせずに終了しても、

RECORD CHALLENGEで記録をセープすると、CONQUESTのテータもセーフされます。

IL DEF4[:LT 
GAME OPTIONで変更した全ての内容をケーム購入時の初期状態へと設定を戻します。

権利表示
All Alfa llo111eo cars. car parts. car na111es. brands and assodated ;111agery featured ;n th;s ga111c arc ;ntellectual 
property rights inc|uding tr、,dernarksand or copyr;ghted rnatcr;;,Js o「,;,llAuto S.pA. All R;ghts Iぐeserved

Trademarks. dcs;gn patents and copyr;ghts arc used w;th the pcrm;ss;un of the ownc,・ VOLKSWAGEN AG 

Trademarks. dcs;gn patents and copydghts are used w;th the approval of the owner AUDI AG 

Appru, ed and fjccnscd l'rnduct of Group Lotus pie 

The ¥IINI trademarks arc used crndcr 1;ccnsc from B~ IIV AG 

"focus". "Pum,,". "S;crra"、,nd"Esrnn" arc rcg;stcrcd trademarks owned and lkcnscd by I.・uni Motor Company 

,I product of the Opel Per「urmanccCollection: Licensee GENK I 

Dai111lerChrysler, Three Pointed Star in a lling and Three Pointed Star in a Laurel ¥Vrea1h and Mercedes-Benz arc 
Trademarks of and licensed courtesy of Dai111lerChrysler AG and arc used under license to Cenki Co,, Ltd 

"．¥ l c rccdcs・ llcn z " ；l lld " •rh rce poi II IC(l Sla r i n a rin g " a rc 
1radc111arks of Da;,111erCh1・yslcr /¥G and used unde, Viccnse lo Genk, 

The lradema,・k "OZ l<i¥CING" is 1hc property u「O.Z.S.p.A 

「マジョーラ ~ l i\Z IOll A 」 は 1 1 4ペ イント株式会 社の仔録 l惰悦です 。

IIELIOTIHJl'E and Ill'is a trade mark and is used with pennission from 131'p.l.c 

II ny l r;I(lcm;Irks. (lcsign paIC9lls and,Ir ol hcr inlcl|cclu,9| propcrly righls 

are used under license from each company 

，，，ーム l．に（9Jはする会社名、 'li竹かの名称は、各社の(9社 1泊椋または麻悦です。
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ユーザーサポート ー-＇
「あれっ？」「おかしい」と思ったときは、ます下記の事項をこ確認ください。

（●画面が出ない ). 

"PlayStation 2"本体やテレビの電源は入っていますか？

"PlayStation 2’'本体とテレビは正しく接続されていますか？

DVD読み込み面にキズやホコリはついていませんか？

（●操作ができない ）
 コントローラは正しく挿しこまれていますか？

本ソフトに対応したコントローラですか？

※アナログコントローラ(DUALSHOCK2)専用です。

アナログコントローラ (DUALSHOCK2)以外のコントローラには対応していません。

（●セーブ・ロードができない ）
 "PlayStation 2"専用メモリーカード(8MB)をお使いですか？

"PlayStation"用メモリーカードには対応していません。

"PlayStation 2"専用メモリーカード(8MB)は正しいMEMORYCARD差込口に

挿しこまれていますか？

空き容量は足りていますか？本ソフトは 「183KB」以上必要です。

"PlayStation 2"専用メモリーカード(8MB)にデータは入っていますか？

※“PlayStation 2"本体のプラウザを使いデータの有無・空き容■をこ確認ください。

「上記に当てはまらない」場合お手数ですが弊社ユーザーサポートまでこ連絡ください。

ユーサーサポート
,、 〒169-0072 東京都新宿区大久保2-4-12 新宿ラムダックスビル

TEL 03-3200-3800（土、日、祝祭日を除く11:00~17:00) 

※最新のサポート情報は弊社ホームページにてこ案内しております。

ホームベージ http://www.genki.eo.jp/ 

＠ 



し●うのう と ，_ ば999う
ディス クの収納•取り出し方法

" PUSHホタンを押すと、ティスクが浮

き上がります。ティスクが浮ぃたし杖
9 し'

態になってから取り出してください。

し●うのう と た はうはう
メモ リ ーカードの収納•取り出し方法

し●うのう
ティスクを収納するときは、ティスク

，．，しんこう
の中心孔のすぐ外籟を、カチソと

薔がするまで神し込んでください。

'.,と
ティスクを無理に取り出そうとす

ると、ティスクが割れたり、 fiが1i
いたり、籍を検んでけがをするこ

とがありますのでご箔危＜ださい。
" し●うのう

また、ティスクが正しく収納されて

いないと、ティスクがi11れたり、 1i
が付＜愉因となりますのでご注池

くださし'o

9 6 9 U 

1メモリーカードの△印の彫り込み 2，メモリーカードの若紬を神し込ん 3，取 9）出す絋合Iょ、メ モリーカート

のある面を上にして、端子側を左端 でください， の若嬉ヵモぷ与ち上げてください。

のフノクに斜めに差し込んでください。

,r罪覇即川．このティスクは汲庭浦コンピュータエンタテインメント・システム"PlayStatIOn2"専用のソフトウェア

です。他の機種でお紐ぃになると、檎器などの故緬の藤目ゃ茸ゃ自などの屁休に撼ぃ彬白稔笞ぇる蘊・合がありますのでi色対に
ひ99 9 

おやめください。 • このディスクは -| NTSc | J Iあるいは1紬l,f,119,＼’1鼎11111胤-の表記のある日本国内i士様の"PlayStation2" 

にのみ対応しています。 • ソフトウェアの「解説書」および "Pta yS tat io n 2":i好本の「蔽惰｛言i硝遍」 「萎釜のために」をよく
”9'’ ぁ底みの呈、足しい芳怯でご梃角＜ださい。 • このティスクを "PlayStation 2"尿休にセノ トする場合は、必ずレーヘル倫

（タイトルなどが印刷されている面） が見えるようにティスクトレイにのせてください。 •論油＂白光があたるところや暖房器具の
9,．． 

近くなど、高温のところに保管しないでください。 湿気の多いところも避けてください。 • ティスクは両面とも手を触れない
ように持 って ください。 •紙やテープをティスクに貼らないでください。 • ティスクにペンなどで書きこみをしないでください。
• 紺紋ゃほこりによるティスクの汚れは峡篠の乱れや省質悔＇千の藤歯になります。 いつもきれいにしておきましょう。
• ふたんのお手入れは、注らかい箭でティスクの中心部から外周部に尚ヵ‘ って柚面仮に社＜ふいてください。 • ヘンジンや
レコートクリーナー、 i箪電賓妨記斉'I などはティスクを i白めることがありますので、禎ゎないでください。 • ひび五I れや
釦彬したティスク、あるいは拉畜紺1などで捕届されたティスクは誤怜動ゃ尿休の故籍の愉因となりますので紐対に使‘角

しないでください。 • ティスクをケースから取り出す際には、ケースの PUSHホタンを押してティスクが浮いた状態になって から
.,il,_ ~ ヽ J

取り出してください。浮<nり1こ無理に取り出そうとするとティスクが割れたり、籍をl英んでけがをすることがあります。

• プレイ i宇雀はティスクをケースに援し、伍児の手の籠ヵ＇ない道所に柑奢してください 。 ヶースに入れす 1こ社ねたり
/' " ^’'A 9 • ぅ e ●こう jび しA9し 9,9,  .，, 9 9 9,.， 

ななめに立てかけたりすると、そりや嘉の原因になります。 • このティスクの中心孔に、 旨など身体の一部を故意に挿入
し^たヽ' {' しないでください。 抜けなくな っ たり、身体を葛つけることがありま す。 • このティスクを絶対に投げないでください。 人体

その他を伍っける徳れがあります。 • お箸位の宜ったぉ取 9)］及かいにより迫＇じたキス、涵揖などに簡しては！庸1貸ぃたしかね
ますので、あらかじめごげりt'くたさい。 • ’'P layStation 2"苓仕を藩晶労訣泊・外のプロジェクションテ レヒ（スクリーン

籍柁号氏テレヒ）にはつながないでください。桟秘複雀（向流の磋きfiき）が丘こることがあります。桔にh'正菌を装呆

しているときは、禎砿複雀ヵゞ丘こりやすくなります。 • ソフ ト ウェアによ っては「"P layStation 2"泣角メモリーカード(8MB)」、
Uつよう •9, ＾ "PlayStation BB Unit"、’'PocketStatlOn"などが必要な場合があります。}¥直はソフトウェアの「解説書」などで確認してください。

し●し U じ...
• メモリーカ ー ドをケースに収める場合は、メモリ ー カートの△印の彫り込みのある面を上にして、端子側をケース上部の
MEMORY CARD HOLDER（メモリーカー トホルダー）にある五蘊のフyクにiiめに応し込み、若姐を伸し込んでください。

また、ケースから取り出す場合は、必ずメモリーカードの若誠ヵ‘ら片 島 島ち上げてください。端子側を無理に引き上げると、

メモ リーカードを破損させる恐れがありますのて絶対におやめください。

9 ,噌，l覇尉t',. ＂ ＂^こプレイ する時は値康のため、 1 時間ごとに約 15分の休憩を取ってください。 • アナログコントローラ
ら” しか^ ’'ヽ9< 

(DUALSHOCK 2)などの捩紬釦袖って長い時間連続してプレイをしないでください。目安として約30分ごとに休憩をと って
” 'i ‘h A 9くと9 と』 ぺ ” ください。 ●疲れている 0，や睡眠不足の時はプレイを避けてください。 • プレイする 0，は部屋を明る＜し、なるべくテレヒ画面から離れて

ください。●ごくまれに、 i釦，"免＇の叙，i及を受けたり、9械を繰り誠すテレピ届扁を虹ていると、一＇蒔的に桔函のけいれんや惹誡の

虻失などのし仕妖泣こす欠がいます。こうした社註のある方は｀ぶ前に厄，＇す医師とi韮羹してください。プレイ油＇の藷商を貞ていて

このような症杖ゃ、めまい • Piき戌 ． 雀労憾·藻り柑酪ぃに似た海漱＇などを迅じた遥合は、すくにプレイを笛正し、医師の診藤を
受けてください。 • "PlayStation 2"~許本の f討祓註萌畜‘」「社藤のためのご注悟」をよ＜紅んで足しくご極角＜ださい。

".I¥.", "PlayStat;on", "DUALSHOCK" and "PocketStat;on" am,eg;stered trademarks of Sony Computer Enterta;nment Inc 
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