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ビギナーズガイド

電撃PlayStation F1 2012
TM

ASCii.jp
ゲームの基本的な内容はもちろん
新モードのポイントを紹介！ 初心者から上級者まで楽しめる公式F1レースゲーム！

F1に関する基礎知識を
「　　　　F1世界選手権」で解説！

http://dps.dengeki.com/

ゲ
ー
ム
×
Ｆ
１
マ
ニ
ア
の
コ
ラ
ボ
！

Ｆ
１
特
集



　リアルな映像と操作感が人気の『Ｆ１』シ
リーズ。その最新作は、Ｆ１初心者から上級
者まで楽しめるモードを多数搭載している！

「ヤングドライバー・テスト」とは、
実際のＦ１で行われるレギュラー
シートの獲得を目指す若手ドライ
バー向けの合同テストのこと。こ
のモードでは、テストの形をとり
ながらＦ１の基本知識や操作を学
べる。ハンドルやアクセル、ブレ
ーキなどの基本から、KERSや
DRSを使ってオーバーテイクす
るといった応用まで実践可能。各
項目でのテスト結果に応じて、「キ
ャリア」で最初に所属できるチー
ムの選択肢が変わる要素もある。

　Ｆ１の2012年シーズンの全20戦を、新人ドラ
イバーとして合計５シーズンにわたって戦うモード。
実際のＦ１と同様に、設定された目標をクリアする
ことで、マシンのアップグレードを受けられたり、

上位チームへの移籍
などが行える。

　コースやマシンの外観をは
じめ、コクピットやハンドルの
形といった細部までもリアル
に再現。サウンド
も、エンジン音や
タイヤの音以外に
風や観客の歓声、
拍手も聞こえるよ

うになった。また天候システ
ムがより進化し、レース中の
局地的な天候の変化も再現！

　本作には大きく
分けて４つのモー
ドがあり、さらに
そのなかにいくつ
かのモードが存在。

「キャリア」でじ
っくりとＦ１ドラ
イバーの人生を楽
しんだり、オンラ
インで腕を競った
りと、さまざまな
楽しみ方ができる。

　一時的に馬力を上げたり（Ｋ
ＥＲＳ）、空気抵抗を減らすこ
とで加速し、オーバーテイク

（追い抜き）しやすくする加速
システム（ＤＲＳ）が使用でき
る。また、レース中のアクシ

デント時に現れるセ
ーフティーカーが登
場するなどの演出も
搭載。

　実際のＦ１レースでもスピ
ンやコースアウト、事故はつ

きものだ。本作では、このよ
うな失敗をしてしまったとき

に、時間を少し巻き戻
してやり直せるシステ
ムを搭載。初心者でも
その場でやり直しなが
らコツを覚えられる。

▲Ｆ１ドライバーとしての基本を、
映像と実践練習で身に着けよう！

◀フリー走行から予選、
決勝と実際と同じスケ
ジュールで遊べる。

◀Ｆ１での走り方
の基本となるアウ
ト・イン・アウト
も解説。設定され
た場所を通過する
ように走るだけで、
カーブの抜け方を
覚えられる。

▶
実
在
の
Ｆ
１
ド
ラ
イ
バ
ー
た
ち
と
の
レ
ー

ス
を
制
し
、
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
を
目
指
そ
う
！

▶路面が濡れた状
態でテストを行う
シーンもある。ド
ライ時よりも、制
動距離が長くなる
ため、カーブ手前
の減速をより慎重
に行おう。

　チームとドライバー、
コースを選んで、手軽
にレースを楽しめる。

　オンラインをはじめ、
画面分割やＬＡＮを使
って多人数対戦を行う。

　Ｆ１ドライバーとし
てシーズンを戦う。チ
ュートリアルモードも。

　自分や世界中のプレ
イヤーのゴーストと戦
うモードなどを搭載。

▶国際映像でよく見
られる、マシンの左
上部後方からのカメ
ラ視点も追加。

◀KERSやDRSを使
って加速し、一気にラ
イバルを抜き去る興奮
が味わえる！

◀回数制限はあるが、大
きなミスをしたときに挽
回できるので便利！

●コードマスターズ　●￥7,770（税込）
●オンライン対応

PS3 RCG 10月4日発売
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モータースポーツの最高峰・Ｆ１の世界
を完全再現！　Ｆ１ドライバーになりき
って、ワールドチャンピオンを目指せ！

チュートリアル要素を搭載し、遊びやすさが
大幅にアップした『F1』シリーズ最新作

ヤングドライバー・テスト

キャリア

目標設定で気合いが入る！ マシンのバージョンアップも実施親切で詳細なデータを表示

若手ドライバーとしてテストを受けよう

シーズンを戦い抜いてＦ１の頂点を目指せ！

ヘアピンターンの
曲がり方も
すぐわかる

実際のＦ１と同じ
設定でプレイ可能

雨の日のレースも
ココで体験可能

リアルなグラフィックと
サウンドによる臨場感

１人でも多人数でも！
多彩なモードを用意

クイックレース

マルチプレイヤー

キャリア

タイムトライアル

KERSやDRSなどの
実際の仕様を再現

失敗しても大丈夫！
時間を巻き戻せるシステムを搭載

『F1 2012』を知るための４つのポイント

電プレ注目モード紹介

Four

プレイ
レポートつき！
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　最初にテストを受けるチー
ムをレッドブル・ジュニアチー
ムなどの３つから選ぶと、レ
ーシングスーツを着たプレイ
ヤーキャラが、マシンが置か
れたガレージに案内される。
これだけでもう、Ｆ１ファンは
ドキドキしちゃう（笑）。各テ
ストの説明は日本語の音声ガ
イドが入っていて、内容が頭
に入りやすいのもいいね。Ｋ
ＥＲＳとＤＲＳの概念やタイヤ
の温存法などもムービーで解
説してくれるので、Ｆ１の知識
がない人も安心だ。テストの
成績によってメダルがもらえ
る要素もあり、すべての金メ
ダル獲得を目指すなど、シリ
ーズ経験者もやり込めますよ。

　メイン画面で確認できるニ
ュースには、チームのトップや
ドライバーなどの写真が使わ
れている。これが本物のネッ
トニュースを見ているかのよ
うで、かなりテンションが上
がった！　また、難易度以外
にもレース設定が変更でき、
予選の本数やフリー走行の有
無、レースの距離を25％や
５0％などから選択可能。こ
れで実際の周回数を５０周以
上から半分にできるなど、手
軽に楽しめる。手軽といえば、
１シーズンを戦う新モード「シ
ーズンチャレンジ」もある。
こちらは、実際のＦ１に即した
形式をとりつつ、全10レー
スに簡略化されたグランプリ
が楽しめるので、時間をかけ
ずに本格的に遊びたい人にオ
ススメ！　
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日本語のガイド
がとても親切！

気分を盛り上げる
仕掛けがたくさん！

　ライバルや同僚よりもいい成績
を収めたり、チームから出る目標
順位などで、競争意識が高まる！

　レースで好成績を残すと、チー
ムがマシンをバージョンアップ。
これでさらに上を目指そう！

　天候や設定などの詳細なデータ
も確認できる。元Ｆ１ドライバー
による各サーキット解説も搭載。

イメージ写真



　F1の2012年シーズンに参戦
するドライバーは、2000年以
降にドライバーズチャンピオンに
輝いた人物が６人もいる。その６
人と異なるシチュエーションでの
対決が味わえるモードだ。

▶今季からＦ１に復帰したキミ・ライ
コネンもチャンピオン経験者の１人。

チャンピオンモード

ゲームの基本がわかったらASCII.jpの「　　　 Ｆ１世界選手権」をチェック！

６人のチャンピオンとの対決を制せ！

世界最高のドライバーが
最高のマシンで激突！

スポンサーにも注目！

「タイムアタック」モード内の
１つとして、新たに搭載された
このモード。チャレンジごとに
天候や残りラップ数、タイヤの
状態などの設定が違っているの
がおもしろい。単純に相手を抜
くだけでなく、猛追してくる相

手から逃げ切るなど、スリリン
グなシチュエーションが満載で
熱くなれます。難易度は全体的
に高めですが、失敗してもリト
ライが早く、短い周回で終わる
ので、何度も挑戦しやすいとこ
ろもポイント高し！

Play Report 「燃える」設定で何度も挑戦したくなる！

　2010年に23歳134日で最年少ワールドチ
ャンピオン記録を更新。２年連続王者も経験し、
現在最も勢いのあるドライバーだ。

　2007年のチャンピオンで、クールな性格
から アイスマン と呼ばれる。一時ＷＲＣなど
に転向していたが、今季からＦ１に復帰。

　７度のワールドチャンピオンを経験した 皇
帝 。一度は引退したが、2010年からメルセ
デスＡＭＧで復帰。その走りは今なお健在だ。

　タイヤを消耗させずに走らせたり、不意の悪
天候にも強く常に上位ランキングをキープする
ドライバー。2009年にチャンピオンになった。

　2005年から２年連続でチャンピオンを獲得。
常に高いパフォーマンスを発揮しており、2012
年度は９月末現在で１位をキープしている。

　2008年に当時の史上最年少でＦ１チャン
ピオンに輝く。息を飲むようなオーバーテイク
で知られ、現在も表彰台の常連だ。

SEBASTIAN VETTEL
KIMI RÄIKKÖNEN

MICHAEL SCHUMACHER
JENSON BUTTON

FERNANDO ALONSO
LEW

IS HAMILTON

数々の最年少記録を更新した天才

復活した アイスマン

衰えを見せない 皇帝

タイヤマネジメントの達人

現役最強 として名高いドライバー

進化を続けるマクラーレンの秘蔵っ子

セバスチャン・ベッテル

キミ・ライコネン

ミハエル・シューマッハ

ジェンソン・バトン

フェルナンド・アロンソ

ルイス・ハミルトン

イメージ写真

対戦相手となるドライバー紹介

　F1のFは「フォーミュラ」（規定）の略。
タイヤ・シャーシ・エンジンなど、細かなレ
ギュレーションを満たす車体を使って最速の
マシンとドライバーを決めるモータースポー
ツである。排気量2400cc以下のV型8気筒
エンジンを搭載。ストレート付近での最高時
速は軽く300kmを超すが、中速コーナー付
近でも150〜200kmの速度が保たれた状
態で、ドライバー同士の熱い攻防が繰り広げ
られる。
　2012年は全20戦が予定されており、シ
ーズンを通してのドラマも見どころ。ブロウ
ンディフューザーが廃止となり、レッドブ
ル・レーシングが圧倒的な強さを見せた
2011年シーズンとはうってかわって、レ
ースごとにウィナーがめまぐるしく入れ替わ
る、混戦模様が続いている状態だ。

　世界中が注目するモータースポーツだけに、
F1には企業も熱い視線を送っている。マク
ラーレンとスポンサー契約を結んだSAPや、
ロータスと契約したマイクロソフトなどIT企
業も積極的に参加。また、レース戦略を組み
立てていく上でも、コンピュータの利用は欠
かせない。F1を観戦するなら、企業ロゴや
使用されている機材にも注目してみては？

60年以上の歴史を持つ、
モータースポーツの最高峰！

世界中に熱狂的なファンを持つ、モーター
スポーツの最高峰が F1だ。1950 年にイ
ギリスのシルバーストン・サーキットで始まっ
て以来、60 年以上の歴史を刻んできた。
鈴鹿を含む世界 20ヵ国のサーキットで、
12 チームが競うF1 の 2012シーズン。
その魅力をおさらいしよう。

電アス・レース部「基礎知識講座」
リアルを知ればゲームがさらに楽しくなる！

段差のないフラットな形状のノーズやサイドポ
ッドから滑らかにつながり、全体が一体化した
ようなリア周りのデザインが印象的。エンジン
はメルセデスの「FO108Z」。

現在首位のフェルナン
ド・アロンソの乗るフェ
ラーリの最新モデル。V
型 8 気 筒 エ ン ジ ン の

「Ferrari Tipo056」 を
搭載。真っ赤なボディー
が印象的。

スイスのコンストラクター
ザウバーと契約。現在、日
本人唯一の現役F1ドライ
バーとして活躍中！　鈴鹿
でその雄姿を見せてくれ。

McLaren MP4-27A
電アスちゃん（仮）

Ferrari F2012

日本人も活躍中！

F1は１国１開催が原則！
イギリスとイタリアは
1950年以来継続して
F1が開催されているよ。

小林可夢偉 選手

ここが
スゴイ！

F1世界選手権

©FERRARI

©McLaren



レースの流れはこんな感じ F1 世界選手権

フラッグの種類を知ろう

セーフティーカーにも注目

　F1のレースは基本的に週末に行なわれ、大きく分
けると金曜日に練習走行、土曜日に予選、日曜日に決
勝というスケジュールになっている。予選はノックア
ウト方式で３回のセッションに分けて行なわれ、規定
の順位に残れなかったマシンから脱落していく。決勝
は原則的に305kmを2時間以内で走る。そのため、
サーキットによって周回数が違う。クラッシュの赤旗
中断などにより、周回数が短縮されることもある。

　何かあったときに振られるフラッグ（旗）。この種
類はF1に限らず、様々なレースで同じ意味だから覚
えておいて損はない。まず最初に覚えるのが黄旗。こ
の先で何らかの危険があることを意味する。追い越し
禁止で無視するとペナルティー。次に赤旗。クラッシ
ュなどがあった場合に振られ、全車ピットインしレー
スが中断される。青旗は周回遅れのマシンに対して振
られ、後ろから来たマシンに譲らないといけない。

　モータースポーツで、クラッシュなどのアクシデント
でコース上が危険な状況になってしまったときに出動
するのがセーフティーカー。F1では2010年からメル
セデス・ベンツの「SLS AMG」が務めている。二次
クラッシュなどを防ぐため、マシンを一定の速度で先
導する役割を担う。例えばスタート時に雨が降ってい
た場合に、安全と運営側が判断するまで先導したりす
る。レース中はあまりお世話になりたくないクルマだ。

　予選で１位になると、決勝レースでのグリ
ッドが一番前になる。レース中、抜きにくく
なった近代のF1では、最初から1番手でス
タートできるのは非常に大きなアドバンテー
ジといえるだろう。どこのチームも、ポール
ポジションを目指して予選を戦う。なお、ト
ップ2台のことは「フロントロー」と呼ばれ
る。合わせて覚えておこう。

　オリジナルマシンを製造してF1に参加し
ている集団のこと。いわゆるチームのことを
指す。ドライバーに付くドライバーズポイン
トとチームに付くコンストラクターズポイン
トがあり、ドライバーズポイントの合算がそ
のままコンストラクターズタイトルになる。
なので、ドライバー2人がコンスタントにポ
イントを稼げるチームがタイトルに近い。

　レース中、前を走る車のリアに後続車のノ
ーズ（鼻先）が近づいている状態のこと。前
車のスリップストリームに入ると、この状態
になることが多い。ほとんど接触すれすれの
状態でバトルをするため、観ている側はエキ
サイティングだがハラハラさせられる。また、
横並びで接触しそうなほど近づいた場合は

「サイド・バイ・サイド」と呼ばれる。

　表彰台のこと。ポディウムの頂点といえば
１位であり、優勝なので、F1に限らずスポ
ーツをやっている人であれば例外なくココを
目指す。ポディウムには1〜3位まで上るこ
とができ、お互いにシャンパンをかけまくる、
シャンパンファイトも見所のひとつだ。ポディ
ウムに上れるか上れないかで、ポイントも周り

（ファンやスポンサーなど）の印象も違う。

　後続のマシンが先行するマシンの背後にピ
ッタリと付いたまま走る状態のこと。空気抵
抗が減少するため、最高速度が伸びて追い抜
きがしやすくなる。このため、長いストレー
トではスリップを使ったバトルが見られる。
しかし、長時間スリップストリームに入ると
エンジンの負荷が増大し十分な冷却が得られ
ず、オーバーヒートしてしまう危険性もある。

　ピット戦略のひとつで、ライバルよりも一
足早くピットインする作戦。新品のタイヤで
ライバル以上のタイムを出し、ライバルがピ
ットインするときに追い抜くことを狙う。摩
耗するといきなりグリップがなくなるピレリ
タイヤならではのやり方だ。とはいえ、あま
り早期にアンダーカットすると、終盤のタイ
ヤが苦しくなるのでタイミングも難しい。

1、ポールポジション

3、コンストラクター

5、テール・トゥー・ノーズ

2、ポディウム

レース日程参加チーム

4、スリップストリーム

6、アンダーカット作戦

これだけ知っていれば大丈夫
使えば通っぽく見える F1用語の基礎知識

今シーズンの見どころはココ！ もう終盤戦！ 可夢偉とキミ様に期待！

開幕戦／F1オーストラリアGP（3月18日決勝）レッドブル・ルノー マクラーレン・メルセデス フェラーリ メルセデス ロータス・ルノー フォース・インディア・メルセデス

ザウバー・フェラーリ トロ・ロッソ・フェラーリ ウィリアムズ・ルノー ケータハム・ルノー HRT・コスワース マルシャ・コスワース
第2戦／F1マレーシアGP（3月25日決勝）

第3戦／F1中国GP（4月15日決勝）

第4戦／F1バーレーンGP（4月22日決勝）

第5戦／F1スペインGP（5月13日決勝）

第6戦／F1モナコGP（5月27日決勝）

第7戦／F1カナダGP（6月10日決勝）

第8戦／F1ヨーロッパGP（6月24日決勝）

第9戦／F1イギリスGP（7月08日決勝）

第10戦／F1ドイツGP（7月22日決勝）

第11戦／F1ハンガリーGP（7月29日決勝）

第12戦／F1ベルギーGP（9月02日決勝）

第13戦／F1イタリアGP（9月09日決勝）

第14戦／F1シンガポールGP（9月23日決勝）

第15戦／F1日本GP（10月07日決勝）

第16戦／F1韓国GP（10月14日決勝）

第17戦／F1インドGP（10月26日決勝）

第18戦／F1アブダビGP（11月04日決勝）

第19戦／F1アメリカGP（11月18日決勝）

最終戦／F1ブラジルGP（11月25日決勝）

アルバート・パーク／メルボルン

セパン・インターナショナル／クアラルンプール

上海・インターナショナル／上海

バーレーン・インターナショナル／サヒール

カタルーニャ／バルセロナ

モンテカルロ市街地／モンテカルロ

ジル・ヴィルヌーヴ／モントリオール

バレンシア市街地／バレンシア

シルバーストン／ノーサンプトンシャー

ホッケンハイムリンク／ホッケンハイム

バンガロリンク／ブダペスト

スパ・フランコルシャン／スパ

モンツァ／モンツァ

シンガポール市街地／シンガポール

鈴鹿サーキット／鈴鹿

韓国インターナショナル／霊岩-ヨンアム

ブッダ・インターナショナル／ニューデリー

ヤス・マリーナ／アブダビ

サーキット・オブ・ジ・アメリカズ／オースティン

インテルラゴス／サンパウロ

　2012年のF1は例年にない混戦模様。毎回のよ
うに新しいウィナーが生まれるという展開だ。観戦
する側からみれば、これほど面白いものはない。
　第13戦イタリアGPを９月９日に終えた原稿執
筆時点で、各GPを制した勝者は実に７名もいる。
　混戦の理由のひとつは、タイヤである。序盤独走
状態で走っても“崖”と言われる、性能低下が訪れ
ると、たちまちタイムが落ちる。結果、誰が勝つか
最後までわからないスリリングな展開が続いた。
　この中で、頭ひとつ抜け出た印象があるのは、３
戦を制したフェルナンド・アロンソ（フェラーリ）。
２位のルイス・ハミルトン（マクラーレン）、３位

のキミ・ライコネン（ロータス）、４位のセバスチ
ャン・ベッテル（レッドブル）は１ポイントの僅差。
チャンピオン争いは、これにマーク・ウェバー（レ
ッドブル）を加えた５名にほぼ絞られた。
　とはいえ、シーズン終盤にはまだ誰も走ったこと
のない米国の「サーキット・オブ・ジ・アメリカ
ズ」も待ち構える。大番狂わせも、あり得ない話で
はない。また、10月７日決勝の第15戦は日本の
鈴鹿で開催。現在12位につける、日本人選手・小
林可夢偉（ザウバー）の表彰台もぜひ期待したいと
ころだ。昨年はベッテルがチャンピオンを決めたが、
今年は誰が日の丸を描いてくれるだろうか？

　電アスレース部スエオカが残りの
F1シーズンに期待するのは、２年
のブランクを経てランキング３位に
つけているキミ・ライコネン！　１
位のアロンソとはちょっと離されて
いるけど、逆転できない差ではない。
こういう、ブランクをはねのけてチ
ャンピオンというストーリーに弱い
ので（笑）。あとはやっぱり小林可
夢偉選手がどこまでやれるか。鈴鹿
は見に行くので超期待です！

2012年のF1世界選手権

Photo：Noriaki Mitsuhashi

混戦模様のF1 2012！

最後まで勝者は

分からないネ♪

電アス・スエオカ







『F1 2012™』ビギナーズガイド

TAKE FREE

F1 2012
BEGINNERS
GUIDE

© 2012 The Codemasters Software Company Limited ("Codemasters"). All rights reserved. "Codemasters”® and the Codemasters logo are registered trade marks
owned by Codemasters. An official product of the FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP. 

The F1 FORMULA 1 logo, F1 logo, F1 FIA FORMULA 1 WORLD CHAMPIONSHIP logo, FORMULA 1, FORMULA ONE, F1, FIA FORMULA ONE
WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV, a Formula One group company.
Licensed by Formula One World Championship Limited. All rights reserved.

™

FIA FORMULA ONE 
WORLD CHAMPIONSHIP

www.f1sokuho.com

公式F1ゲームがPS3、Xbox360で登場!

『F1 2012™』でGPデビュー!
「ヤングドライバー・テスト」でスキルアップ

ゲーム
ビギナーでも

安心
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MICHAEL SCHUMACHER ('94~95,'00~'04 World Champion) / FERNANDO ALONSO ('05~'06 World Champion) / KIMI RAIKKONEN ('07 World Champion)

LEWIS HAMILTON ('08 World Champion) / JENSON BUTTON ('09 World Champion) / SEBASTIAN VETTAL ('10~'11 World Champion)

王者 競演た
ち
の

史上最多6人のチャンピオンが集結した群雄割拠のシーズン

“初走行”

緊急レポート

現役ドライバーが
アメリカ新コースを

C i r c u i t  o f  T h e  A m e r i c a s

チャンピオン経験者

2012 Season Review
2012年シーズンレビュー

『F1 2012™』新モード追加
さまざまなシチュエーションで王者と対決


