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ウメブラを支えて来た、シニアスタッフへインタビュー。
プレイヤーとしても活躍する主催：うめき。そして業務内容・スタッフ参
加大会は多岐に亘る：ぬくぬく。今回のインタビューをご覧頂くことで、
両名を憶えて頂くのみならず、その人間味を感じ取って欲しい。

■まず王道ですが、ゲーム歴についてお教え下さい
うめき：生まれて物心があった頃から家に「スーファミ」があって、マリ
オ・麻雀・ゴルフ・将棋とか、サッカーとかスポーツ系とかいろいろやっ
ていたんですけれど、

「64」が出てから、最初マリオやって、スマブラが出てからはスマブラを
やってました。ちょうど 20 年前ですかね、周りの人達と。
親がよく引っ越しする環境だったので、いろんな場所行ってたんですが、
行く先々でスマブラが流行っていたので、どこでも同級生でスマブラやり
ました。
で、「ゲームキューブ」が出て、GC 版スマブラが出て、またスマブラやっ
て。「マリオカート」もやっていたんですけど、結局、人とワイワイやるゲー
ム・パーティゲームが好きなので、毎日人を呼んでスマブラをやりました。
で今度は「Wii」のスマブラが出て、地元の大会があったので、近所のゲー
ム屋さんのスマブラ大会に行きました。その時出会ったのが、Fsann でし
た。
店舗大会のルールが変則的で、乱闘の大会だけど決勝だけタイマンでした

（※編集註：スマブラ勢には分かる表現です）。Fsann はネス使いで有名
ですが乱闘はゲーム＆ウォッチを使っていました。その場所で Fsann は 
“ ゲーム王 ” と呼ばれていたんですね。そこそこ自分も強かったけど、そ
の日はトーナメントのどこかで負けてしまって。
それ以降いつも通っていたのですが、ある日、大会にパペピアさんが来て、
その日、自分がピーチ使いとして決勝まで行きました。
その時は決勝の乱闘がパペピア・Fsann・うめき・僕のリア友でやって、
僕は負けたんですけれどパペピアさんから声をかけてきてもらって

「君スマブラつよいね。スマコムっていうガチ勢がいるコミュがあるんだ
けど、入らない？」って言われて、

（編集註：「スマコム」= 当時存在したクローズド SNS）

怪しい勧誘

アユハ：怪しい勧誘ですね。

うめき：怪しい勧誘だったんですけれど、当時ガラケーで入って、始めま
した。
そこからスマブラコミュニティに入って行きました。最初 Fsann とパペ
ピアさんとフレンドになって。そこからオンライン対戦するようになって。
その 2 週間後だったかな？「ヌマブラ」（大会名）があって「出よう」と思っ
て。自分が大会会場の市川が近かったので、リア友（上記）と一緒にヌマ
ブラに行って、予選総当で 1 勝だけして、予選落ちして B クラス出場で
した。B クラスの記憶ないんですけどそんな感じです。

（編集註：「ヌマブラ」= 津田沼などで開催されていた定期大会。B クラス

うめき
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ウメブラ主催
会場を発掘し、大会開催に関する全ネゴシーエション
を行う。大会前・後の運搬は単独で行う。
プレイヤーとしてピーチ使い世界２位
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ぬくぬく
@Esounanda

ウメブラスタッフ , 凱スタッフ , スマパスタッフ。
関東を代表するスマブラ大会スタッフ。
ウメブラではツイート・名札印刷など手がける。大会
での救急対応の経験有り。

とは、予選敗退プレイヤーで構成されるトーナメント。スマブラ用語。）

その時予選にいたシード選手がゆいさんで、3 連ブラしながらこっちのコ
ントローラを見て来るようなことをして来て、…僕はそれまで負けること
を余り知らなかったのですが、レベルが違う・歯が立たない相手が沢山い
て「スマブラって全然違うな」と思いました。
そこからスマブラのめりこんで、毎回ヌマブラ参加しました。それ以降、
家の事情とかで 2 回欠席した以外、全部参加しています：勘左衛門さん（ヌ
マブラ）→ Rain さん（Pio スマ）→自分の時代（ウメブラ）の大会は。

ぬくぬく：ぼくがゲームに最初に触れたのは幼稚園で、従兄弟から貰った
ファミコンが家にあったんですよ。最初にプレイしたのが「マリオ３」で
す。滅茶苦茶ソフトがたくさんあったので、結構やっていました。親に怒
られながら。笑。
そうですね、幼稚園・小学校もめっちゃゲームして。「プレステ」のゲー
ムもめっちゃやってて、「クラッシュ・バンディクー」シリーズとかはまっ
ていました。

「スマブラ」初めたのは 64 からなんですけれど、最初はほんとにガチ勢
ではなくエンジョイで、友達と乱闘って感じですよね。そうですね、64、
DX、X と順当にやってて、X までは本当にエンジョイ勢という感じで、
タイマンでは全然やっていなかったです。Wii 版のオンラインもチームば
かり入っていました。
で、3DS のスマブラが出て、3DS でずっとやっていたんですよ。

3DS の民

当時学生で時間あったので、対戦の動画を撮って「ニコニコ」にあげてい
たんですよ。編集頑張ってました。そしたらクッパ使いの KENT さん（当
時面識は無い）が自分の動画を見て「3DS と WiiU で人口別れちゃってる
の勿体無いな」とツイートされていて、「WiiU の人も見ていてくれてるん
だな」って思いました。

（編集註：05 頁の通り、3DS と WiiU は同じバージョンのスマブラ。ただ
しオンライン対戦はクロスマッチングしない。）

■ そこからどのようにスタッフの道へ？
うめき：スマブラ X（Wii 版）が発売されて 5 年が経って、自分の実力が
伸びていた頃だったのですが、大会が足りないと思っていて。大会で入
る経験値って大きいので、対戦経験を積むために大会を自分で開こうと
思っていた頃でした。実は自分が主催をしたいと思ったちょうどそのころ
Rain さんが「主催を引き継いでくれませんが？」とアナウンスがあった
ので主催を引き継ぎました。
昔は車免許もっていなかったのですが、最初のウメブラの前に、仙台に行っ
て免許合宿で免許とって来ました。最初は千葉に倉庫あったので、運ぶた
めにレンタカー借りて。笑。
で、ウメブラ当日に、関東をはじめて走りました。更にその日に、初めて
高速乗りました。首都高。

（※編集註：首都高は高速ではありません。）
「はじめてだからトラブル起きる」と思って、朝 1 時間早く出たのに、首
都高の道をミスって、2 時間首都高をさまよってギリギリで間に合いまし
た。
でも方向音痴治りました。必死過ぎて。地図読めないひとっているじゃな
いですか。読めない側の人間だったのですが治りました。
主催をやると、方向音痴は治ります。

ぬくぬく：僕はその頃（↑ 3DS で動画をアップしていた頃）、同じクッパ
使いの Cookie&Lemon さんから「宅オフこない？」って誘われて行った
んですよ。で、ボコボコで。「こんな人いたんだ」って思いました。

（※編集註：宅オフについては 08 頁。）
その宅オフにルートさんというウメブラスタッフがいて、その人と仲良く
なりました。帰ってから〇〇厨（※編集検閲）であることが発覚して、ツ
イッターのリプで仲良くなりました。
その Cookie&Lemon さんの宅オフでルートさんと、
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「ウメブラ有るんだけど、出てかない？」って話になり、それが
ウメブラ 14 なんですけど。そこに行って、クッパ使いの人と交
流したり、KENT さんと会ったりしました。
その時にもう設営とかちょっと手伝ったら「たのしい」ってなっ
たんですよ。まあ文化祭の準備をしていて面白いな、という感じ
ですよね。次のウメブラ 15 かな？「ああスタッフやりたいな」っ
てなったんです。ウメブラのスタッフ興味あるなあってつぶやい
たらヒバリさんから「スタッフやりませんか？」って誘われたん
です。そしたら設営からスタッフ参加しますという感じでスタッ
フになったんです。
しばらくは設営ばかりで、それも楽しかったんですけれど、名札
印刷の拍子にそれ以外を手伝うようになって、そこからだんだん
必然的にウメブラツイッターアカウントとかウェブサイトとか更
新するところ手伝い始めたんですよね。それ以降色々やりたい
なって思って、ウメブラをネットから発信したいというのがあっ
て、目に留まったことを色々やりました。
僕は平日休み取れることがあるので、「スマパ」のスタッフやっ
ていたら、やまにょんさんから「凱もやりませんか？」って言わ
れて凱もスタッフやりました。僕は大会出てると、裏方に興味が
出て流れていっちゃうので。まあ、以上です。

（※編集註：スマパ・凱 = やまにょん氏が開催するスマブラ複合
オフ大会。）

■ 謙虚なお二人に言いづらいことをお訊きします。 
ウメブラスタッフをするメリットってなんで
しょう？

うめき：お先にどうぞ

ぬくぬく：スタッフ勧誘した時によく返される質問ですね。なん
て答えたらいいのか窮するのですが。僕は設営自体が好きなので
やってます。

うめき：経験・技術を磨けるのはメリットですね。

ぬくぬく：いろんなことできるっていうのがメリットです。でも、
それ自体をモチベにしている人じゃないと誘えないですね。

うめき：大会スタッフは「ボランティア」って呼んでますからね。
それは例えば蒲田の駅前でボランティアしている人に「ボラン
ティアのメリット」を訊くような感じじゃないですか？
あ、一応 esports 関連やりたかったら、かなり学べます。進行に
ついては時間どうやってるか、配信に関しては対戦カードどう選
んでるか・Challonge や Smash.gg とか。

アユハ：最初は「メリット」なさそうでしたが、あるじゃあない
ですか。確かに Smash.gg 活用、日本初はウメブラですもんね。

うめき：大会特有のトラブルを知れるので、技術的なことを学べ
るという感じです。
他にも、いろんな企業の方もウメブラを見に来ているので、そう
いう人達とも、会える。毎回、最近は企業の方が 3 名くらいは来
てますもんね。

■ 最も好きな大会は何ですか？ 
どのゲームでも良いです

うめき：スマブラになりますねえ。思い出補正あるからなあ。
「SRBT」と「Pio スマ」です。理由は、一番スマブラが “ 楽しかっ
た ” 頃だからです。
主催してなかった頃が一番楽しかったです。

（編集註：SRBT, Pio スマ = 2012-2013 にかけて Rain 氏によっ
て開催されていたスマブラ X 大会）

ぬくぬく：僕は、まあやっぱりウメブラです。今この時一番って
感じですね。楽しくてしょうがない。
ウメブラ以外なら、RAGE ですかね。体験会で行ってきたので。
Vtuber のイベントとかやっていたんですよね。ユーザーの見た
いもの見せてくれていたので。

（※編集註：RAGE = マルチタイトル esports イベント。2018 年
7 月の RAGE ではスマブラ新作体験会があった。）

アユハ：理由が対称的ですが、やっぱりスマブラなのですね。

■ では他の大会と比較して、 
うらやましいことってありますか？

ぬくぬく：機材豪華なところ。
特に海外のスマブラ大会ってすごいじゃないですか。

うめき：そうですね。海外は会場がいっぱいある。
羨ましいのはやっぱ海外ですね。会場あるし、お金出てるし、
ゲームに寛容じゃないですか。いろいろ進んでていいなあと思い
ます。
プレイヤーとしても、主催としても海外はいいなあと。

アユハ：比較対象は海外なんですね。

■ オフラインイベントの押し売りになりますが、この機会に、
オフラインイベントの美学・良さって 
なんですか？

うめき：やっぱりあれじゃないすか。顔を合わせて対戦ができる
ところ。オンラインは「ゲームが楽しい」に近い。オフラインは「人
とやってるから楽しい」って感じ。遊び要素が増えるというか。
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アユハ：ゲームの外の部分が面白いですね。

ぬくぬく：交流は一番つよいですね。結局理由は「交流」になっ
てきますねえ。

うめき：オフ大会は勝ちに来るという理由もあるけど、交流しに
来る・話しに来るという所もあります。オフラインの一番の強み
はそこじゃないですかね。そこが楽しいから飽きないですし。ゲー
ムをやりにきてゲームをやってるけど、そこから飲みに行くとか。

ぬくぬく：他にも、空気感ってあるじゃないですか。
空気感でゲームへの没入感が変わるんですよ。のめり込む強さが
違いますね。相手が隣に座っていて、大会だと特に 1,2 戦負けた
ら終わりじゃないですか。空気感が違いますね。頭真っ白になる
ときもありますし。

■ 他ゲー勢がウメブラに来るメリットってなん
ですか？

うめき：実際来てる人が多いから、その人達は何を求めて来てい
るんでしょうかね？
やっぱ日本最大のゲームユーザーコミュニティ大会なんで（月
例）。学べること多いんじゃないですか（宣伝）？実際に前回も
大学准教授の方が来たり。

ぬくぬく：個人的に、今からそういうイベントをやっていきたい
です。スマブラ新作の「全員集合」を広く解釈して、そういうイ
ベントに持っていきたいです。
今も色んな人達が来るじゃないですか見学で。そういう人達が
もっと来られるようなイベントにしていきたいです。

■ 未来の話もぬくぬくさんから出たことですし、
さいごにウメブラから言いたいことどうぞ

ぬくぬく：僕が色んな大会を見たいので、みんな大会始めてほし
いです。どっかの会議室を借りて、色んなゲームではじめて欲し
いです。

うめき：スタッフ募集！スタッフ楽しいとは言えないですが。

アユハ：対称的ですね。

うめき：今流行りのesportsを学べる！どこよりも学べる！（宣伝）
他のゲームコミュニティの方も、ウメブラのスタッフに入って欲
しい！あなたのコミュニティ足りないところ、学べますよ！（宣
伝）
あと、会場ほしいです。オリンピックで会場ピンチなので。ウメ
ブラはいずれは東京ドーム。いまのところは1000人目指してやっ
てます！ Um

ebura Chronicle Booklet vol. 2018.10
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　　　　　　　創と守文と孰れか難き」― こう述べたのは唐の太宗である。ウメブラの運営に於いて、草創の峠を越
えるには最後に一つ課題が残っていると私は考えるが、凡そ守文について考慮する時期に差し掛かっている。
　約５年。ウメブラが送った年月は、貞観の治世の恒久と比ぶれば微かな時間である。しかしゲーマーの一生にとっ
て５年は安んずべからず。私の人生を振り返れば、ウメブラが始まったのは若さを謳歌する池塘春草の夢の頃ながら、
今この身は既に秋声なのである。
　ウメブラは、現状維持へ胡座をかかなかった。これまで参加人数の拡大に伴う 会場の発掘・トーナメント方式の変
更に手を入れて来た。ただ、既に構築された運営方法にメスを入れるのは禁忌のようであり、参加いただいたプレイ
ヤーの満足度が低下する場合は、運営へ直接厳しい言葉を頂くこととなる。運営はプレイヤーでもある。同じ目線で
あるが故に「企業運営の免罪符」も無い。
　スマブラコミュニティは強健である。その所以は、ウメブラが仮に滅びようとも、取って代わるコミュニティ大会
があるところだ。大会同士が競争環境で切磋琢磨している。大会の実在は北海道から沖縄に亘り、東京都だけでも他
の大会ブランドが存在し、大学開催のものも無数に広がる。この乱世にウメブラが存在を完うするということは、変
化を続けることが守文である。日本プレイヤーが世界で活躍する土台となるために、そして強い者が強いと認めて貰
えるために、邁進を続けたい。
　波の作法も・呼吸も変わりゆくウメブラの航海に、この一冊が祝福の祈りとならんことを。

　この一冊は、ウメブラでの写真が残って初めて可能となった。記録を残した Darimoko・だいのすけ の両名には特
別な感謝を。そしてインタビューに応じて頂いた うめき・ぬくぬくの両名、および作成にあたり協力頂いたウメブラ
スタッフの皆に謝辞を申し上げ、締め括りとしたい。
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