タマゴ孵化作業を井の頭沿線で体感してみた
文責：MCO

注意
ゲーム機、携帯電話等の画面を覗き込みながらの車両の運転は非常に危険です。
自転車に乗る際は交通法規を遵守し、安全運転を心がけてください。
この企画では、DS の画面を確認、及び操作を行う際は必ず自転車を停め、
周囲の安全を確認してから操作を行っています。
またこの文章の内容を実行した結果に対して、TGA 及び筆者はその責任を負いかねます。
(…実行する奴なんているの？)

1. はじめに
この記事は井の頭沿線の平凡な町並みをたんたんと書くものです。
過度な期待はしないでください。
…冗談はさておき。まずは新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
この記事は私こと MCO(ミチオ)の、遊び半分、実用半分の小さな旅の記録です。
電車で通学される方は特に、これから先『京王井の頭線』に乗る機会があることと思
います。そこで、キャンパスから電車 1 本で行ける沿線にどんな場所があるか、どこで
何ができるか知っていれば、より充実した休日1を過ごすことが出来るのではないで
しょうか。
『暇だけどどっか気軽に行けるおもしろい所ない？』 …って時に、この記事が参考
になれば幸いです。
ページの都合上地図は載せていませんが、手元にあれば更にわかりやすいかと思
います。無ければ Google マップなどでも構いません。

2. 予備知識
そもそもタイトルの「タマゴ孵化」とは何ぞや？ という方もいるはずなので、まずは
現在のポケモンの育成について軽く触れておきます。
ゲーム「ポケットモンスター」では、ポケモンにタマゴを産ませる事で、親の能力を一
部引き継いだ個体を入手する事ができます。そして強い個体同士を掛け合わせてい
けば、野生のポケモンを普通にゲットするよりも高い確率で、より強い個体が手に入る
可能性 2があります。「強いポケモンを手に入れるには、タマゴをたくさん孵す必要が
ある」という理解で構いません。

1 いいか？平日は授業に出ろよ！絶対だぞ！
2 あくまで可能性。良い個体が生まれる確率はおしなべて低く、試行回数は数百に達する場合も。
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タマゴは手持ちに入れて歩くと孵るので、普通は育て屋周辺の一本道 (主に 117～
118 番道路や、209～210 番道路)をひたすら自転車で往復する事になります。タマゴ
を孵すべく、ひたすら道路を往復し続ける作業は俗に『孵化作業』と呼ばれ、これを
半自動化したのが Ralf 先輩の「半自動卵孵化機」 (以下、SAHM)という訳です。

3. 企画概要
SAHM の動力源は模型用の小型モーター 3なので、別に電池でなくとも数 V 程度
の電源があれば動かすことが出来ます。
…例えば、自転車の発電機でも4。
そこで SAHM の電源部を勝手に改造し、整流 IC と切替スイッチを仕込んで、
自転車のダイナモから電力を供給できるようにしてみました。

電源部がオリジナルより大きくなったり、ワニ口コードが伸びていたりしますが、
これで

リアルに自転車をこぐ
↓
SAHM が回る
↓
ゲーム内で主人公が往復
↓
タマゴが孵る
と、タマゴ孵化作業を体感することが出来るようになりました！
これを自転車に載せ、ボックス一杯のタマゴ5を用意した DS をセットして
京王井の頭線 (渋谷～吉祥寺間、路線総延長 12.7km) の沿線を壮大な廃人ロード 6に見
立てて、タマゴを孵化しつつ渋谷から吉祥寺までの沿線の風景を紹介します。
長くなるかと思いますが、最後まで読んでいただければ嬉しいです。
3
4
5
6

マブチの FA-130。ミニ四駆のモーターの下位互換品のようなもの。
ただし電流は交流なので整流が必要。
親はイーブイ(CDS♂×CDS 慎重♀)。何に使うかは見てのとおりですね。
日々ポケモン廃人が往復することから、209 ばんどうろ等をこう呼ぶ場合がある。
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4. 決行
三月十九日午後一時、渋谷ハチ公前広場より。
渋谷はキャンパスから徒歩で行けることもあって、駒場
生にとっては身近な街です。駅からちょっと歩けばカラ
オケにゲームセンター、ブックオフやアニメイトまで…大
抵の娯楽が揃っています。
そういえば最近、渋谷が舞台のサウンドノベルが Wii で
出たらしいですが駒場でも会員の間で話題に上りませ
んでしたね。ファミ通で 40 点満点(笑)
渋谷駅前のスクランブル交差点

それでは SAHM 君を自転車にセットし、歩数カウンター7をクリアして出発です。
ハチ公前から駅前交差点を渡り、ちょうど反対側にある
センター街8を抜けて行きます。人ごみの中でスピードが
出せないので、SAHM 君の回転数はまだまだ低めです。
会員がよく行くゲームセンター 9やラーメン店などはこの
通りに集中しています。他にも紹介しておきたい場所は
たくさんありますが、そろそろ井の頭沿線に話を移します。
渋谷会館

渋谷からだいたい明大前駅にかけての地域は起伏が激しく、掘割下を走っていた
線路がいつの間にか高架に…なんて場所もよくあります。
実際に、渋谷マークシティの 2 階から伸びていたはずの線路はすぐに道玄坂地下に
潜ってしまい、次の神泉駅を過ぎるまでほとんどトンネル内を通っています。
地下の線路を追っても面白くないので、 神泉駅は飛ばしてさっさと駒場を目指しま
しょう。
東急百貨店から西に向かうと、山手通りの向こうに駒場キャンパスが見えてきます。
ここで少し南にそれて、トンネルから出てくる井の頭線に沿って走ればキャンパスの
正門側、駒場東大前駅に到着です。
ここまでに SAHM 君が稼いだ歩数は 3000 歩ちょっと。出だしは順調です。

7 主人公がゲーム内で歩いた歩数を自動でカウントするアプリ。
以降の「歩数」はゲーム内のそれを指します。
8 先日ここで㍍⊃が流れてたのは…つまりどういう事かな？
9 主に HMV の向かいにある『渋谷会館』。
QMA やガン×ガン、弾幕 STG など一部会員の好むゲームが揃っている。
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この辺りから、西東京に特徴的な町並みが現れはじめます。基本的には鉄道沿線
に閑静な住宅街が続き、駅を中心に小～中規模の商店街が作られる傾向にあるの
ですが、駒場キャンパス周辺も例外ではありません。
申し訳程度に古本屋や食堂 10がある程度で、教育機関が集中している割には学生
街らしくない場所です。駒場生がいかに勉強しないかを如実に物語っｔ
さて。左手に駒場野公園を見ながら進み、その先の住宅街を抜ければ 池ノ上駅が
見えてきます。
ゲーム内歩数は 4600 歩を超え………おや？

ここで最初の 5 匹が孵りはじめました！
池ノ上駅で新しいタマゴに入れ替え、下北沢を目指します。

再び住宅街を抜けて坂を下っていくと、下北沢駅入り口の交差点が見えてきます。
直進すれば駅はすぐそこですが自転車では陸橋を渡れないので、駅北側の踏切へ
迂回しなければいけません。
下北沢駅周辺は狭い路地が入り組んだ繁華街で、渋
谷ほどではないにしても十分『遊べる』街です。どうしても
渋谷に比べると交通の便のよさで劣るので、わざわざ駒
場から連れだって遊びに来ることは無いかもしれません
が、覚えておいて損は無いでしょう。
小田急線の踏切を渡れば駅前に到着です。入り組ん
だ道のせいで歩数は一気に 7000 歩まで増えました。
下北沢駅
ちなみにこの駅、井の頭線プラットホームの東端は高架なのに、西端は地上と同じ
高さにあります。起伏の激しさが分かりますね。
駅を過ぎれば再び住宅街が広がり、環七通りと交差する所に 新代田駅が、更に進
めば東松原駅があります。このあたりは駅の間隔が短く、新代田のプラットホームから
両隣の 2 駅が見えるほどだとか。
東松原を出ると線路は北へ大きく進路を変え、町並みが商店街へと変わりはじめ…
…ここで 2 セット目のタマゴが孵りはじめました。

10 駅前の定食屋『苗場』のチャーハンは一見の価値あり
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ちょっと進んでは画面を確認しボタンを押し、ちょうど最後の 1 匹が孵った所で
明大前駅に到着です。
駅名の通りここには明治大学 11のキャンパスがあり、駅
前商店街の周辺は学生街の様相を呈しています。駒場
よりも学生の街らしい(というか、駅と街の規模で負けてる)
のは少し悔しい気が…
…まあ、本郷に比べればどっちも大したことないですね。
明大前駅前広場
気になる歩数はここまでで 10000 歩12を超えました。
折り返し地点の明大前を出発し、いよいよ孵化作業も後半戦です。

首都高の下を渡るため、脇にそれて線路の北を通る井の頭通り 13 を進むと前方に
永福町駅が見えてきます。迂回したせいで歩数は 15000 に達しています。
明大前と同じく急行が停まるおかげか、ここの駅前商店街は割と大きめです。
…それだけですね。
他には駅の北側に京王電鉄バスの車両基地14があるくらいでしょうか。
ここでも駅ホームから隣の西永福駅15が見えてしまうそう
です。仕方ないね。
このあたりは本当にただの住宅街なので、沿線に住ま
ない限りは特に行くこともないでしょう。3 セット目のタマゴ
が浜田山駅で孵った以外は、特筆する事もありませんで
した。
浜田山を過ぎると左手に神田川が、そして前方に杉並
清掃工場の煙突が見えてきます。環八通りに出たところ
で高井戸駅に到着です。

西永福駅前

神田川に沿って桜並木がアーチを作っています。開花
にはまだまだでしたが、満開になれば壮観でしょうね。
4 月の頭には桜まつりが開催されているそうです。
高井戸周辺の桜並木

11 同クラの愛知県民に言わせると『明大』≠『めいだい』＝『名大』らしい。
12 参考までに…イーブイは 5000 歩弱で孵化する。
13 渋谷から武蔵境までを結ぶ長～い道路。こっちを進んで吉祥寺を目指した方が楽なのだが…
べ、別に新入生のために”沿線”の紹介を優先してる訳じゃｎ(ry
14 今、ここはいわゆる鉄スポット。
井の頭線の車両がここから搬入されるので、今なら搬入前の新車が見られるかも？
ちなみにこの日はグリーンの 1000 系 5 次車が試運転を行っていた。
15 最近になって改築されたらしく、急行の停まらない駅にしては立派な駅舎がある(写真)。
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歩数はここで 20000 歩を超え、次の富士見ヶ丘駅 16を過ぎた所で 4 セット目が孵り
始めました。この辺りは神田川が線路に沿って流れているので走りやすいです。
富士見ヶ丘駅は急行の通過する小さな駅ですが、す
ぐ横に車両基地がある関係で朝のラッシュ時にはここ始
発の列車が何本か出ています。混雑を避けて座席に座
るため、吉祥寺方面からここで一旦下車し、始発電車 17
を待つ乗客も多いです。
車両基地を通りがかった時は、ちょうど試運転を終え
た新 1000 系が入庫する所でした。

富士見ヶ丘検車区

住宅街を抜けて久我山駅、次いで三鷹台駅18を通り過
ぎた先には井の頭恩寵公園があります。
吉祥寺駅から 1km と離れていない場所ですが、四季
を通じ自然が豊かで散歩にはぴったりの場所です。テニ
スコートや井の頭池の貸しボート、動物園、ジブリの美術
館などの周辺施設も充実しています19。
前述のとおり吉祥寺駅から徒歩で行ける距離ですが、
公園のすぐ横にも井の頭公園駅という小さな駅があり、
お花見シーズンには花見客で混雑20するようです。

井の頭公園の雑木林

公園を通り抜ける最中に 5 セット目が孵り始めました。
そのまま市街地を目指して坂を登れば、吉祥寺の街が
見えてきます。
この街は井の頭沿線というより、中央線の沿線と表現し
たほうが良いかもしれません。商店街や百貨店など何で
もある街ですが、さしあたってヨドバシカメラが駅の北に
あるのは覚えておきましょう。何かと重宝します。
駅中央口より、吉祥寺の街並

バス停の並ぶ大通り21を渡れば、とうとう終点の吉祥寺駅に到着です。

16
17
18
19

見事な桜並木⇒富士見の… 後はわかるな？(ピチューン
ただし 8:35 発の便では 1 限に間に合わない。1 つ前の便は 27 分発なので早めの行動を。
ＪＲ中央線三鷹駅と間違えないように。三鷹寮からの最寄り駅の一つで、無料の駐輪場がある。
ぶっちゃけリア充の巣窟。現にこの日もデート中のカップルと高確率でエンカウントしたが、
「井の頭公園でデートしたカップルは弁財天に嫉妬されて必ず別れる」
という都市伝説があるらしい。ざまぁｗｗｗ
20 吉祥寺駅のすぐ隣の駅だが、花見シーズンの土日には急行も臨時停車する。
21 ここも井の頭通りにあたる。べ、別に(ry
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5. ゆっくり進んだ結果がこれだよ!!!
駅

0

渋谷
(神泉)

個体 V 箇所 性別・性格

歩数 孵化数
-

0

1

D ♂わんぱく

0

2

BS ♂しんちょう
BD ♀すなお

駒場東大前

3368

0

3

池ノ上

4629

5

4

- ♂きまぐれ

下北沢

7691

5

5

S ♂しんちょう

新代田

8881

5

6

D ♂しんちょう

東松原

9929

5

7

DS ♂しんちょう

明大前

11514

10

8

D ♂いじっぱり

永福町

15255

10

9

S ♂のうてんき

西永福

16331

10

10

D ♂さみしがり

浜田山

17379

15

11

DS ♀しんちょう

高井戸

20256

15

12

S ♂しんちょう

富士見ヶ丘 21479

15

13

- ♂さみしがり

久我山

23415

20

14

D ♀しんちょう

三鷹台

25724

20

15

B ♂ゆうかん

井の頭公園 27069

20

16

S ♂なまいき

28573 22(25)

17

S ♂しんちょう

18

S ♂しんちょう

19

D ♂ようき

吉祥寺

20

HS ♂しんちょう

21

- ♂おくびょう

22

DS ♀のんき

23

DS ♂やんちゃ

24

S ♂しんちょう

25

B ♂ようき
半端に残った 3 個(23～25)を孵しながら帰路につきました。
当日は写真を撮りながら本当にゆっくり進んだおかげで片道に 3 時間ほどかかって
しまいましたが、慣れれば片道一時間半ほどで行き来できるはず22です。30 個孵した
程度で 4V が手に入る訳もありませんでしたが、ネタとしては十分ですよね？
22 やるかどうかは別問題
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6. おわりに
今回使用した SAHM で孵化作業をしてみたい！という奇特な方がいたら
声をかけてください。貸します。
…それはともかく。
今回は井の頭沿線を紹介しましたが、ここで紹介した他にも
東京にはいろいろな場所があります。
せっかく大学生活を過ごせるのですから、引きこもってゲームばっかりしないで
たまには23いろんな所に遊びに行ってみてください。
この記事が皆さんの大学生活の一助になれば幸いです。
最後まで読んでくれてありがとうございました。

23 いいか？平日は授業に出ろよ！絶対だぞ！(大事なことなので二回言いました)
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