
TorqueL for Windows 取扱説明書 

 

はじめに 

TorqueL(トルクル)は箱の回転と箱の四辺を伸ばすことでゴールを目指す。2D"回転"アクションゲー

ムです。 

7 つの基本ルートと 1 つの隠しルートが存在し、ゴールを選択していくことで分岐します。 

全体では 50 のステージ(Chamber)が存在します。 

是非全てのステージ・ルートの制覇にチャレンジしてみてください。 

Let's roll! 

なお、ゲームパッドによる操作を推奨します。 



基本ルール 

 

人の入った四辺に色のついた箱を黒フチの四角まで移動させるとゴールになります。 ゴールに到達

すると次のステージが始まります。 

 

ステージ中、箱の内側に赤い領域に触れるとミスとなり、ステージを最初からやり直すことになりま

す。 



 

青い領域に触れると青い点が流れる方向に流されます。 

  

 

移動する床や回転する床なども存在します(固定されている床に比べて明るい灰色になっています)。 

何らかの事情によりゴールが不可能となってしまった場合にはオプションメニューからやり直しを選

択することが出来ます。 

  



 

動作環境 

必要環境 
OS 
Windows 7 以降 

メモリ容量 
OS が正常動作するメモリ量+256MB 程度 

必要空き HDD 容量 
400MB 程度(アプリケーション全体の容量) 

セーブ容量 
無し 

DirectX 
9.0 以上対応 

解像度 
1280x720 ピクセル 以上 

操作デバイス 
ゲームパッドまたはキーボード(マウスについてはメニュー操作のみ可能) 

動作確認済環境 
OS 
Windows 7 Home Premium 64bit 

ビデオカード 
GeForce GT 650M, Intel HD Graphics 4000 

ゲームパッド 
Xbox 360 コントローラ, Logicool Rumble Gamepad F510 

  



ゲームの起動方法 

PC 上に保存された TorqueL.exe またインストーラーを利用してインストールした場合は TorqueL の

ショートカット を実行することで起動します。 

画面の状態や解像度・キオスクモードなどはコマンドライン引数を指定して起動することで設定でき

ます。 

Shift キーを押しながら起動すると、ゲーム起動前に設定画面を表示できます。 この設定画面から解

像度や入力の割り当てなどを変更することも出来ますが、ここからの変更はサポート外とさせていた

だきます。 変更して元に戻したい(初期化したい)場合は RemoveTorqueLConfig.reg を実行して下

さい。 

ゲーム中の操作について 

基本的な操作はゲームパッド及びキーボードで全て行えます。メニュー操作についてのみマウスでも

行えます。 ※ゲームパッドについてはゲーム起動前から認識している必要があります。 

各種デバイスでの操

作 
ゲームパッド(Xbox 360 コント

ローラー準拠) キーボード マウス 
箱の回転を制御する 十字キー左右 or 左スティック左

右 
矢印キー左右 - 

箱の上下左右の辺を

伸ばす 
A(下),B(右),X(左),Y(上) S(下),D(右),A(左),W(上) - 

オプションメニュー

を表示する/非表示に

する 

START ボタン or BACK ボタン Space or Escape or Backspace 
or Delete 

右クリッ

ク 

オプションメニュー

の項目を選択する 
十字キー上下 or 左スティック上

下 
矢印キー上下 ポインタ

を合わせ

る 
オプションメニュー

の選択した項目で決

定する 

A ボタン Enter or Return 左クリッ

ク 

スクリーンショット

を撮影する 
- 1(等倍), 4(縦横 2 倍), 9(縦横

3 倍) 
- 

スクリーンショット機能で撮影した画像ファイル(PNG)は実行ファイルと同じフォルダ上に保存され

ます。 



オプションメニューについて 

 

オプションメニューで行える操作は以下の通りです。 

Resume Game 
オプションメニューを閉じてゲームに戻ります 

Retry Chamber 
現在の Chamber を最初からやり直します 

Back to Title 
現在の進行状況をリセットしてタイトル画面に戻ります(実行前に確認ダイアログが表示されます) 

Screen Settings 
画面解像度の調整とウィンドウモードとフルスクリーンモードの切り替えを行います。 

Exit Application 
アプリケーションを終了します(実行前に確認ダイアログが表示されます) 

なお、オプションメニュー開いた時は箱の操作が行えなくなりますが、ゲームの進行及びタイムカウ

ンターは停止しません。 

ゲームの終了方法 

以下の方法でゲームを終了させることが出来ます。 

• オプションメニューの"Exit Application"を選択 
• ウィンドウモードで動作している場合、ウィンドウの x ボタン 
• キーボードの Alt+F4 ショートカット 



コマンドライン引数について 

コマンドライン引数を指定して起動することで予めカスタマイズした状態で起動することが出来ます。 

-kiosk 
オプションメニューから Screen Settings 及び Exit Application メニューを除きます ( ※OSのアプリケ

ーション強制終了方法などを事前に調べておいて下さい) 

-reset-time [seconds] 
seconds で指定した秒数間オプションメニューを表示せずに未操作状態が続いた時にタイトル画面に

強制的に戻る処理を有効にします。10 秒未満の数値は設定できません。 

-screen-width [pixels] 
スクリーンの横幅を指定して起動します(アプリケーションが表示可能な解像度である必要がありま

す) 

-screen-height [pixels] 
スクリーンの縦幅を指定して起動します(アプリケーションが表示可能な解像度である必要がありま

す) 

-screen-quality [NoAA or 2xAA or 4xAA or 8xAA] 
アンチエイリアスの倍率を設定します。(デフォルトは NoAA です) 

-screen-fullscreen [0 or 1] 
0 を指定するとウィンドウモードで起動します。1 を指定するとフルスクリーンモードで起動します。 

PC 内に保存する情報について 

スクリーン設定(解像度、AA 設定、フルスクリーン or ウィンドウ)が自動的にレジストリの以下の場

所に保存されます。 

HKEY_CURRENT_USER\Software\FullPowerSideAttack.com\TorqueL 

このレジストリは TorqueL フォルダ内にある RemoveTorqueLConfig.reg を使用(実行)して削除するこ

とが出来ます。 regedit などを使用して手動で消すことも可能ですが、OS や他アプリケーションの

重要な情報が格納されていますのでレジストリを編集する際には十分にご注意下さい。 

PS4/PSVita 版との差異について 

(2014 年 11 月 21 日時点) 

• 描画解像度が PS4 版は 1920x1080 ピクセル,PSVita 版は 960x544 ピクセルに固定されています 
• 箱の配色が異なります 
• PS4,PSVita 版はキーボードでの操作には対応していません 
• PS4 版にあるゲームパッドの振動,スピーカー,ライトを使った機能がありません 
• PSVita 版にあるシースルー機能がありません 
• PS4/PSVita 版にある実績(トロフィー)機能がありません 
• PS4/PSVita 版は PLAYISM からのパブリッシュとなります(開発は同じく

FullPowerSideAttack.com が行っています) 



貸与及び上映(所謂ゲームバーでの利用)に関する基本許諾 

一定の条件に基づき、貸与及び上映に関して許諾致します。 詳細は以下の URL をご確認下さい。 

弊サークル作品における貸与及び上映に関する基本許諾 - 
https://gist.github.com/nanmo/b1ca4f3ea02c54f3f6c4 

本ゲームタイトルのプレイ動画・ゲーム実況動画の公開・及び配信につい

て 

一定の指針の元、許諾しております。 以下の URL をご確認下さい。 

本ゲームタイトルのプレイ動画・ゲーム実況動画の公開・及び配信について - 
https://gist.github.com/nanmo/361a716d1bb9222917e1 

サポート・お問い合わせ 

本アプリケーションへのサポート・お問い合わせについては以下のメールアドレスまたは公式サイト

のフォームからご連絡下さい。なお、ゲームの攻略に関するサポートは行っておりません。 

メールアドレス 
info@FullPowerSideAttack.com 

公式サイト 
http://TorqueL.net 

著作権表記 
Copyright 2013-2014 FullPowerSideAttack.com All Rights Reserved. / Music Copyright 2014 sanodg 
[Nobuyoshi Sano] 

許諾なく賃貸業に使用すること・私的利用の範囲を超える複製を禁じます。 
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