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うひとりの#年がいた。溢れ、 

その将米に米藤の影もないように思え 
たが.〇もるP、彼に悲劇が訪れるC 

砧#の恋人が突然、その命を絶たれた 

人々は過I•の災堝など知らぬかのよう 

に稳やかにしていた。だが沖の名 
は粍んじられ、M仰は薄れつつあった。 

ウイザードリイ•外伝！n j二上EfA 

平和な時代 

悲劇の青苹 

のだった。が华は途ガに鞟れた。そし 

の魂を呼びmそうという考えて^る。 

みより禁断の呪法とされてきた魔族 

前に呪交を詠吧し終えると、封印は解 

そのkuiの勝史については、誰もが 

知るところ<*ちった。ちるときは屯唞、 

わるときはI梅龙や文化の1卜心として幾 

度となく繁宋の槲みに违し、また幾度 

となく咙の力に拟われ、その存続を位 
ぶまれたことも一度や::度ぐはないと 
いう。胱〇!のなかのてきごとはさまざ 

1な4献や“説、作り話となって残さ 

れ、人々の間に化き絵けていた……〇 
そして«度Hかの乎和な時が流れ、 



った,，そして356とき，谢I:として恐 

れしれるアガンのifに、K人な时义の 
眠6呪われた卜:|S|の噂がwぐ。人^を 
中、^てその地を訪れたアガンが11 uし 

たのは、nらのため滅び魔物の化み家 
となった、彼の故郷そのものてもった。 







城下町 
ダリア城下には、冒険者のために用意された 
多くの施設が建ち並んでいる。それぞれの機 
能を知ることが、まずは冒険の第一歩。 

メインメニュー画面でアイコン表示される、 
城下町の各施設。ここではそれぞれがなにを 
行なう場所なのかを説明しておくが、本来の 
機能とは別の、それらの施設がシナリオ上で 
受け持つ役割についても知っておこう。今回、 
いくつかの施設には"If報〃という新たなコ 
マンドが追加された。これにより店主などか 
ら攻略上のヒントが聞けたり、ときにはなに 
カイ士事を依頼されることがある。無事任務を 
果たすと棚が得らtuさらには別の依頼主 
を紹介されたりもする。次々と仕:事をこなす 

うちに侵入可能な地域が広がり、シナリオの 
輪郭も徐々にはっきりしてくるって具合いだ。 

ダリア城I 
アガン王の居城。い 
ずれはここで重要な 
使命を授かるのだが、 
最初は駆け出しの冒 
険者など相手にして 
もらえず、訪ねても 
執事に追い返される。 

クランタン酒場■■■■■■ 
パーティーの編成と 
アイテムの装備•交換、 
所持金の分配•収集 
など冒険の準備を行 
なう0ここでの呪文 
使用とアイテム識別 
は禁止されている。 

セーブモードの歡 
「外伝DIjには、やはり前作同様マニアモードが 
用意されている。このモードを®尺してゲーム 
を始めると、パーティーが全滅した場合を除き、 
迷宮内でデータがセーブされることは一切ない。 
戦關やキヤンプを終えるごとにセーブされるノ 
ーマルモードとは違い、希少なアイテムや英大 
な経験値を獲得しても、一度リセットすればそ 
れらをすベて:^し、迷宮の入り口からやり直 
さなければならないのだ。'^合の悪いときはリ 
セツト#という行為を邪道と見なすならば、マニ 

アモードて始めて、「ウイズjが本来持っているス 
リルを存^に味わうとよい。もしも途中でギブア 
ップしたければ、、、設定〃コマンドて•、一度だけノ 
—マルモードへ麵 
することも可能だ。 
ただしノーマルモー 
ドからマニアモード 
への変更は、カート 
リッジを_匕しな 
い限りできない。 



ミケラ商店 
アイテム売買、識別 
の依頼を行なラほか、 
身につけてしまった 
呪いのアイテムを外 
してくれる。売った 
アイテムは店のメニ 
ユーに加えられる。 

クスト寺院 
麻痺、石、死、灰の 
状態を治療してもら 
えるが、死と灰につ 
いては失敗すること 
もある。入院中の者 
を引き取り、自分た 
ちで治療してちよい。 

訓練所 
新しいキャラ^ターの 
作成または転送•転 
生を行ない、名簿に 
登録する。また、名 
簿にあるキャラクタ 
一の削除、転職、転 
送などを行な5。 

ガーネットの宿 

迷宮の入り口に通じ 
ており、ここからさ 
らに、どの迷宮へ入 
るかを選択する。迷 
宮内で中断した冒険 
の再開、城の画面で 
の冒険終了もここで。 

闘技場 
『DUで初登場の施設。 
専用の迷宮を舞台に、 
通信ケーブルを使つ 
た対戦など本籣以外 
のゲームモードが楽 
しめる。詳しくは闘 
技場篇(P.35〜)にて。 

►データがセーブされるタイミング 

メインメニュー画面で各施設から出たとき 〇 〇 
町外れで"迷宫L入る"を実行後、迷宮選択アイコンを決定したとさ 〇 〇 
町外れでW冒険をやめる"を実行したと吉 〇 〇 
迷宮で''冒険をやめる"を実行したとき 0 X 
迷宮で戦闘、キャンプ、及びマロールでの移動が終了したと$ 〇 X 

パーティーが全滅して墓のグラフィックが表示されたとさ 0 0 
ロクトフェイトなどで迷宮からメインメニュー画面に戻ったとき 〇 〇 . 

— 



冒険者たち 
名前と八%メーターだけを持逢、乱数との果 
てしない格闘をくり返す。さな液晶画面の 
なかで、それでも彼らはたしかに生きている。 

それは自らの分身を作ると、、うこと 
ここからしばらくは、種族と職業、車m 

パーテイー編成など、キャラクターとその周 
辺に関する分析を行なっていく。なにせこの 
「外伝I jでは、種族が従来の5からI 〇、職業 
は8から12種に增え、おまけに性別までもが 
選べるようになった。これはもう革命である。 
どんなキャラクターを作り、彼らをどのよう 
に編成させ、どのようにパーテイーを強化し 
ていくか。1■ウイズ』に憤れ規しんだプレーヤ 
一ならば今までの経験で対応できるとは思う 

が、ここでもう一度、頭の中を再編成してみ^ 
るのもよいのでは？ 
今回のシナリオはじつにボリュームにあふ\ 

れ、修行の原動力となる強敵も多く出現する。|| 
迷宮に隠されたアイテムもいつも以上に豊富Lj 
だ。プレーのしかたにもよるが、キャラクタP 
—を50レベル以上にまで育てる甲斐は十分あh 
る。プレーヤーの分身としていつまでも愛着t 
を持てるような、悔いのないキャラクター作i 
りを心がけてもらいたい。 

★町外れの訓練場にて 
キャラクター作成時に留意しておきたいの 

は、種族と職業の相性0もちろん組み合わせ 
は自由なのだが、知恵の上限が低い種笑が魔 
法使いになっても、将来の活躍は期待薄。ま 
た、職業を選ぶときのボーナスポイントは、 
できるだけ欲張った数値(できれば15以上） 
を狙いたい。最初から上級職を作れる場合も 
あるし、ボーナスに余裕があれば、選ぶ職業 
にとって必要な能力以外も強化できるのだ。 

—特性値の持つ意味一 
相手に与えるダメージ霣、武器 
を扱う漏に関わる。戦士、侍 

など前衛で戦う職業にとってはとくに重要。 

魔法使いとアルケミストの呪文 
mmsmを修得する速さ、使ぃこなす能 
力に関わる。多くの術者にとって重要。 

る0憎侶系の職業にとっては非常に重要。 

mmmm最大hpの伸び率や、死亡状態 
WSmmからの蘇生率に影響する。すべ 
てのキャラクターにとって大きな意味を持つ。 

相手より早く攻擊する敏捷性、 
魏の駐外す麵に影響する。 

盗賊系の職業にとってはとくに重要な能力。 

mmm罠外しの成功率、麻痺など特殊 
攻擊と、動作した苠に対する回 

避率、それ以外にもさまざまな事象に影響。 



今回選べる種族数は10と、 
前作の2倍に増えた。『ウイズ』の世界にも時代と 

ともに、これまで交流のなかった 
種族が多く流れ込んで杏たのだろうか0 

言わずと知れた我々の同族> 適度に賢く、適度 
に強くと、全種族中でもっとも平均的な能力を持 
つ。また、今回_すべきは、これまでの「ウイズ」 
において唯一のネックとなっていた、信仰'0の低 
さが解消されたこと。そのため特性値の上限がす 
ベて181又！!と、一層バランスのとれた素材となっ 
た。戦士としては力と素速さ、術者としては矢pm 
体力を兼ね備える。もちろん、従来苦手として 

こう。要する 
に適職はすべて。さまざまな技能に対する適応力 
は、まさにオールマイテイーである。それが長所 
であり、同時に短所であるのかもしれないが……。 

人間によく似ているが、"より瘦身で色白く、気 
高い雰囲気を漂わせている。非常に賢く信心深い 
反面、やや非力なので、多くのエ)レフたちは呪文 
を専門に扱う職を志すようだ。しかし、将来強 
力な武具を手に入れることを前提とするなら、あ 
えてそれに因われることもない。魔法使い、僧<呂、 
アルケミスト、ビショップの4つに次いで、侍や 
口ード、バルキリーなどは第2の纖と言ってい 

強さも、この『瓜』では18と平均的な値となった。 
素早さも十分あり、»の技能を活かす職業、と 
くに呪文を扱うバードやレインジヤーもお薦めだ。 

生命力 



屈強、S頁健、重戦氧へピー、岩より堅い…… 
と、ドワーフ族を费見する言葉はいくらでも出てI 
きそうだ。とにかく力強く、男性ならば生まれつI 
き戦士になれる素質を持っている。無骨なイメーj 
ジもあるが、，じつはエルフに劣らぬくらい信心深I 
いので、僧侶の呪文を修得するのも速い。まずはi 
模範的な戦士、またはHPの高い僧侶として活躍さ 
せ、ゆくゆくは口ードとしてその資質を存分に開 

リーという手も 
あり、これならわずか7のボーナスポイントで最 
初から作れる。知恵は伸びず、どちらかというと 
不器用なので、魔法使いや盗賊などには不適0 

信仲的±»^23と、■(射gとしての索質は全種 
族中でもピカイチ。また、体つきは小ぶりなもの 
の意外と筋力が発達しているので、武器を扱う能 
力に長け、成長に伴うHPの伸びもよい。能力的に 
見ると小さなドワーフ、といった感があり、適性 
脚*もほぼ共通すると考えてよいだろう。しかし 
力よりも飛び抜けた信仰心を活かし、中盤までは 
生粋の僧侣として活躍させたい。呪文を覚え切る 
のも速いはずなので、その後ロードへの転職^と 

.いうのがもっとも理想的だ。不適性職業はやはり 
ドワーフに準じ、魔法使い（ビショップなら信仰心 
は活きるが……）、アルケミスト、盗既忍者など。 

涵」TT 
上限値丨20 

知恵 信仰心 生命力 素速さI運 

厶 



「ウイス：Jの世界で盗賊と言えば、無条件にホビッ 
卜族の名力举がるほどである。ちなみに「外伝flj 
での上限特性値は、力から順に15、17、17、16、22、25。 
しかし今回、飛び抜けた素早さと運の強さは削ら 
れ、その分が力と生命力に割り振られる形となっ 
た。これは大きなウリどころを失ったようにも見 
えるが、単純にそうとは言えない。イ憂れた盗賊に 
なり得ることに依然変わりはなく、忍者に転職し 

力 知恵 信仰心 生命力 素速さ 運 
9 7 6 9 9 f 11 

上讎 18 17 16 19 19 j ei 

' ここからは、『瓜jから加わった5衝矣を紹介。 
新メンバーI矣補として、ぜひ分析してみてほしい。 
まずSのフエ’アリーだが、体が非常に小さく、 

じつにすばしっこい。そのため生まれつきA Cが 
:. 5と低く、攻擊回避率に優れている。また、知恵 
はあるが力と生命力には乏しく、その極端な体つ 
きゆえ、ほとんどの武具は装備不可能となってい 
る0繊は盗賊xバード、魔法使い、アルケミス 

:繁w_:前_じ『 
HPは十分と言えないが、忍者は裸の狀態でもっと 
も力を発揮できる。装備面のハンデイを逆手に取 

■ •ったうえ、A Cの低さと賢さも活かせるわけだ。 

力 知恵 信仰心 生命力 素速さ 運 
6 11 6 6 14 11 
15 21 16 16 , 24 21 



人間とドラゴンのノラ(もちろん魔法による) 
で、器用さと力強さを合わせ持っている。晚文は 
苦手だが、たのもしい戦士、盗賊として活躍して 
ぐれるだろう。また職業に関わりなぐ、ドラbン 
のキヤラクタ；rは、戦闘時のコマンドに'ブレス〃 
の項目が追Mされる。これは彼らだけに備わった 
特殊能力で、自分の.HP(現在値)の半分に値する 
ダメージを、任意の敵単体に与えるというもの。 
ただしダメージ量は実行するごとに半減し、最終 
的Pはゼロとなる（次の棚では回復)。要はアル 

，ケミス，卜の呪文ナグラと同じ効果^ときに切り札, 

ともなり得る、じつに魅力的な予備I力である。 

知恵]信仰心 

17 1:16 

生命力索速さ 

ドラコン-1-• SACON 

い，くの本を馬ジも 
2と^額 1 J.X-I :I"机 

vAな有^>0心 
こLス。のに、く仰 

slf 簡 く^、」.-™T 

た-ニハ ^ 1 i ' 7- 
きラ侣と生適一て^ 

LT5 C レ:L防 
化力きムた 

進能べ一る 
■■JJのす入あい、み 

:y他目は9てて好 
观、注のがっしな 

がにも値持 ； 

.0 

ム-ir Iウド/rk 
ノラ| / 
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ラウルフが狼なら、こちらはトカゲから進化し 
k名ヒ袅一•マノイド。その岡嘛さと無尽蔵とも思え 
fる体力は、銅の肉体を持つドワーフ族さえ凌ぐ。* 
爬虫類特有の敏捷性も備えており、肉弾戦におけ 
る戦闘力は他種族の追随を許さないた•ろう。まさ 

fに生粋の戦士。言いかたを変えれば他に取柄がな 
:い’といザととにもな令が、これはもう転職のこと 
など考えず、戦士としての資質を極限まで掘り下 
げてみたい。あえて転職するなら口ード、侍、忍 
者だろうが、呪文は苦手のうえ、忍者の場合は罠 
の解余も心'I午ない。やはりザズマンを選んだとい 

/うことは、戦士を選んだということなのだ。 

力1知恵 值仰心 生命力 鼸さ1邏 
.心 
1m 

13 6 9 7 

2216 16 24 19 | 17 

その起源はいまだ不明であり、異世界もしくは 
異次元から来た_とも言われている。と【:;かく 
全身毛ムークじやらである。見かけはともかくそ 
め能力はすばらしいもので、強い力と生命力、そ 
ムて高い知性をも兼ね備えている。麵はズバリ 
侍だ。特性値から見て、それ以外にしておくのが 
もったいないくらV、の逸材なのだ。わずかながら 
さにはるが&力と知恵に優れる衝矣とし、 

うのは希少。丨丨（女性は12)以上のポーナスを叩き 
出し> 最初から侍として活躍してもらおう。ちな 
みにこの世界の神々に対する信仰は薄いよ:うで、 
僧侣の呪文を扱う職業は向いていない。 

[~]_力)_知惠丄僂仰心j生動」親さ1_邏I 
「基本值—11 MOI6 MO I 7 ] 8 

mm 20 [ 20 J 16 J 20117 | 181 



呪文は修得しないが、肉弾戦での格掘能力に長 
け、■どんなに重い武具も難なく.扱う。成長は盗賊 
に次いで速く、レペル上昇とともにHP_もグングン 
伸びる。高レベルの戰士は、パーティー(二とゥて 
非常にたのもしい存在0ほかに格關を得意とする.， 
職業として侍、口ード、パルキリー、忍者が挙げ 
られるが、同種族、同レベルて•上嫩すれば、基本 

たたし上報の職業』 

と、さすがの格關プロフIッショナルもやや影が 
薄くなるだろう。侍やD—ドに車_するための準 
備段階として、こ：のクラスで修行L 上_%ム1 
身につけておくという,のも手だ。 

魔法使いの呪文攻»は、ときに戦士数十人分の■ 
働きに匹敵する。彼らの操る呪文は迷宮攻略、強 
いては冒険者たち*性き残るために欠かせないも 
ので、僧侣とともに、パーテイーに必ずひとりは 
必要となる職業だ。もちろん自らの領域の呪文は 
もっとも速いスピードて•修得し、早ければレベル 
13でそのすべてを操れるようになる。ただし体力、 
装備面はじっに貧弱で、HPの.案と 
もな武具も扱えない。後列から弓で直接攻撃に參 
加しても、その威力はほとんど期待できないだろ 
う。呪文を使い果たした魔法使いは、もはやパー 
テイーに とっ てのお荷物でしかなくなるというこ 
とを肝に命じておこう。 



装備は皮鎧に短刀または弓と貧弱。HPも僧侣以 
下で、呪文は一切修得しない。しかし盗賊の真の 
役割は、モンスターを仕留めることとは別のとこ 
ろにある。すなわち宝箱にイ士掛けられた苠を見抜 
き、安全に解除すること。施錶されたドアの鍵を 

、.こじ開けること。常人には壁にしか見えない隠れ 
たドアの気配を察知すること。これらの技能につ 
いては他者の追随を許さず、盗賊がいるといない 
とでは、使命を達成するスピードもまったく変わ 
ってくるだろう。レベルアツプに要する繊嫌は 
全職業中もっとも少なく、成長スピードは非常に 
速い。また格闘能力は低いものの、戦闘中に敵か 
ら隠れ、奇襲攻擊で大打^を与えることもある。 

力 知恵信仰心 生命力 素速さ 運  - --1 - 12 12 

神の力皭によリさまざまな呪文の効果を引き出 
し、おもに体力の回復など、パーテイーの治療や 
保護の役割を受け持つ。攻擎n兄文の専門家である 
魔法使い同様、パーテイーにとって不可欠な存在 
だ,すべての僧侶系呪文を修得するのは最短でレ 
ベルIIただし生半可な信条ではその信仰心を維 
持することはできず、性格が中立の者には就くこ 
とがて;;きない。また戒律により刃のついた武器の 
\吏用は禁じられているが、メイスや杖の類で格 
はそれなりにこなす。錯も鎖かたびら程度なら装 
備でき、HPの伸びもよいので前衛も十分任せられ 
るだろう。また聖職者に備わる特殊能力として、 
アンデッドの呪いを解き退散させる力も持つ。 

知恵 信仰心 生命力 棄速さ 運 
1厂 - - 日— 



邦訳すると司教0魔法使いと僧侣の力を併せ持 
ち、両系統の呪文を同時に修得U,ていく。は 
魔法使いより高てく、僧侶と同等の装備が可能〇レ 
ベル3からはデイ’スペル（アンデッドを退散させ 
る能力)が行なえ、また、呪文を使わずに正体不眺 
アイテムの識^ができる唯^の職漢でもある。こ 
のように解説するといかにもスーパー^キャラめい 
て便こえるが、棚は期待できず、なにより感長 
の遅さて全呪文えるのは早くてもレベル281が 
実用上のネツクとなる。高レベルの魔法使し、や僧 
侶から転職させるのが自然だが、最初から連れて 
歩けばアイテム識Slj料金が節約でき、金には困ら 
なくなるだろう。苦労して育てる衝直は十分ある。 
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吟^ん呪文と同じ力力弘められた特殊な楽 
器を奏で、さまざまな効果を引き出すことができ 
る〇令ベル4からは魔法使いの呪文を覚え始め、 
早ければレベルI6t"そのすべてを修得。加えて盗 
賊としての技能も備えるが、腕前は盗賊や忍者に 
及ばず、シークレをトドアの気配は察することが 
できない。装備とHPは盗賊と同等で、職業的な位 
置と匕ては、呪文寄りの_といったところ。多 
くの—力を#せ胃つため訓練にも時間がかかりそ 
うだが、意外や意外、レベルアップに必要な経験 
値は魔法使いより少なくて済むのだ。.これはお得 
としか言いようがない。盗賊または魔法使いの代 
役として使ってみるのも一興だ。 

|财| |_力I一知惠仰心I生命力]親さ]運I 
匕力値」_ 10 [一 [一〔日|JE1| 



が装備できる究極の武器を手に入れたなら、全職 
業中で最大の攻擊力を身につけることになるだろ. 

う。成長は遅いが、ボーナスによ9ては最初から 
作ることも可能〇’ちなみに侍を含めロー ド、バルキ. 
リー、忍者は、上級職としてとくに区别$れて◊る。 

聖職者としての最高位にあるグラス。戦士の能 
、力と僧侶の能力を余すところなく合わせ持つ。装 
備とH Pはもちろん戦士と同等、もしくはそれ以 
上で、A Cはかなり低く保つことができる。僧侶 
の呪文はレベル4から覚え始め、早ければレベル 
16で全樹頁を修得。ディスペル能力もレベル%で 
身につく。重厚なイ〆ージ通り、あらゆる面て，頁 
りになる存在だ。ただしその就職条件は忍者に次 

づく。重厚な- 
ぶる：i|迄^ 
，厳しく、最初: 
‘。転生キヤラ: 

いで厳しく、最初から作ることは不可能と考えて 
よい。転生キャラクターなど特別な星の下に生ま 
れついた者以^卞は、戦士や僧侶から転職する者が, 
ほとんどだという。レベルアップに必要な経験値 
は侍、レインジヤーと等しく、修行も大変だ。 

["力知惠|刪恥「生癉力1撤I:通 
IB6/J® i 15 [IE [15 i"lb i"14 i"lb 'i 

修行の族 
た精神を. から鍛えJ；げられた精神を片刃9劁に注ぎ令み、 

相手を、、斬る々樹衍にかげては一流の冴式幸見せる。, 
また、精神修行め一^としてレベル,4から魔法使 
いの祝文を覚ネ始め、最短ならレべノ02でその修•典 
得を完了.する。装備に関しては戦士とほぼ同じだ 
が、あまり重いもcpは身につけられず、HPの伸び 
具#•いも士よやや劣^^しかし;mzli 



ロー ドの女性ノ、•ージョンと言えば、その能力も 
大方察しがつくだろう。H Pの伸びと装備品は戦 
士と同等で、とくに槍を好んで使う。レベル4か 
らは僧侶の呪文を覚え始め、早ければレベル16(7) 
時点でそれらすべてを扱えるようになる。ただし 
デイスペル能力は修得しない。今回ビショップに 
替わって上級職の座に就いたのだが、就職に必要 
な特性値は低く済み、中立の女性であれば最1 策初か 

ピソ ら簡単に作るこどが否る。まで、成裏;スI 

の速さも目を見張るものがある。レベル0(マスタ 
ーレベルと言われる）に達するのに必要な讓直は、 
口ードの4分の3•以下。非常に作りやすく、 
育ち、実際役に立つというお藤めクラスだ。 

全身を凶器として鍛え上げ、超人的な能力を駆 
使して敵の息の根を止める暗殺者。侍と同じく修 
行#系の発祥は^である0バードやレインジヤ 
一に勝る盗賊の技能を持ち、レベル9からアルケ 
ミストの呪文を修得aキリifュツと呼ばれる必殺 
の技術を磨くことで、.いわゆるクリティカルヒツ 
卜を放ち、どんなに卜Pの高い相手も一^(7)もと 
にイ主^めてしまう^またjくべ穿ことに， 3レべ 
ル上昇するごとに自らのA Cを丨ずつ低下させて 
いくのだ。彼らは戦士並の装備が可能だが、真の 
力は、なにも身につけない状態で最大限に発揮さ 
れる。クリティカル匕ツトの確率は上がり、低下 
したA Cは無装備状態でのみ有効となるからだ。 
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キャラクターレベルと経験値 
前ページまでで紹介してきた丨2の職業に 

ついて、それぞれがレベルアツプに必要な繊矣 
f直を一覧表にしてある。成長スピードの比較 

など、##になることも多いだろう。レベル 
14以降は常に一定の_直を得るごとに成長 
していくので、その数イ直を言己してある。 
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也まれ変わる英雄たち 

転送•転生 
訓練場で転送•転生の儀式を行なえば、『I』 

または「II』のキャラクターを生まれ変わらせ 
て活躍させたり、友達同士で1"瓜』のキャラク 
ターを受渡ししたりできる。ちなみに前2作 
のどちらかでシナリオクリアーを果たしたキ 
ャラクターなら、その栄誉の証である称号を 
そのまま引き継いでくる。時代ごとに使命を 
持って生まれ来る歴戦の勇者、あるいはその 
子孫として、キャラクターに対する想いも一 
層強まるというものだ。 

てんモラす、〜み• おんな 
レ、か“prかい』つ 

に い:=せいし、、d：3 

野ぬ、 158 

しんこぅ技18 
II 

キャラクターの転送 キャラクターの転^ 

転送は、2台のゲームボーイを通信ヶーブ 
ルで接続して行なう。そしてどのシナリオか 
らどのシナリオへ転送するかによって、その 
結果も変わってくる。まず同じ『皿』同士では、 
キヤラクターは転送元からレベル、所持品な 
どがそのままの状態で送られる。友達同士で 
のアイテム取引や、遭難したパーテイーの救 
出依頼などに利用価値大〇用が済んだら再び 
元のカートリツジに転送し直すことも可能だ。 
次に、『I jまたは『njから『瓜广の転送。こ 

のi暴^ffi笑と職業、彳生^は以前のまま（特性値 
は独自の法則で加減され性別はランダムに決 
定)だが、レベルはIとなり所持品もなくなる。 
転送元にはもう戻れず、新しい時代に生まれ 
変わり、一から修行を始めることになるのだ。 

転生は、「I』または「Ijのキャラクターを 
^な方法で生まれ変わらせる儀式0これを 
行なうには転生元のシナリオで、ある隠しア 
イテムを入手していることが条件となる。そ 
のアイテムは、、転生の窨〃と言い、「I jまたは 
『n』（「瓜』にも存在するが)で、イベント用以 
外の全アイテムをポルタック商店に売却すれ 
ば手に入る。そのスペシャルパワーを開放す 
るとある文字列が表示され、「瓜」の転生の儀 
式でこれをパスワードとして入力すると、キ 
ャラクターは転送の場合と同じようにレベル 

Iで生まれ変わる。転送と較べてのメリット 
は、まずキャラクターが元の名簿から消えな 
いこと。そして転生した者には、あるすばら 
しし、特典（ヒミツ）が用意されていることだ。 



呪文はすべて修得し、特性値は才ールMAX 
状態0 HPもずいぶん增えた0これ以H見在 
の取^でやることはなくなったのでは……？ 
このように感じたら、車动iのことを考えて 

みるのもよい0上手な転職は、パーテイーの 
戦力をアップさせるための非常に有効な手段 
となる。ただしひとつ間違えれば、どっちつ 
かずの中途半端なキヤラクターが出来上がっ 
てしまう。後々悔い力残らないよう、転職の 
コツを覚えておこう。 

L lf 6 €50次 ノ .-铲こ 
1.0 16 
lC 2 

とのし次次ラにかわりますか9 

法ほ5■つかい 

♦ヒゃシ3ッフ0 

I転職のメリット II転職のデメリット 
繊を行なうと、その後、パーティーにと 
つてのさまざまなメリットカ性まれてくる。 
たとえば僧侶がロードに、盗賊が忍者になれ 
ば、戦闘での全体的な攻擎力が上がる。また 
魔法使いがパードに、アルケミストがレイン 
ジャーになれば、攻擎力の上昇はもちろん、 
宝箱の罠も外せるようになる。仮にパーティ 
一の中に罠を外せる者がもうひとり以上いる 
としても、戦闘中にそのメンバーが死んだ場 
合の代役が勤まるわけだ。 

/、•ーティーの戦闘力を上げ、機育H生を広げ 
る。これかMのメリットである。逆に言え 
ば、そのような転職を心がけねばならないと 
いうことなのだが。 

転職には、さまざまなマイナス要素もつき 
まとう。まず、転mするとレベルが丨になり、 
特性値は種族の基本値に戻る。つまり転職後 
しばらくは、よほど強力な武器を持っている 
場合を除き、戦力として期待できないという 
こと。次に、転^するといくつか歳をとる。 
若いうちは気にしなくていいが、40歳あたり 
からは特性値がモロに下がりやすくなるので 
注意。そして大事なことは、呪文の使用回数 
がたとえオール9でも、転職後は各呪文レべ 
ルの使用回数が、それぞれのレベルにある呪 
文の数と同じになる。たとえば僧侣系Iレべ 
ルにある卩兄文数は、デイオス以r 5繼I〇よ 
ってIレベルの使用回数は5となるわけだ。 

II転職はタイミングこそが肝要 
転職後しばらくは、レベルアツブ時にHP 
が丨ずつしか增えない。HPが低いうちに転 
職してしまうと、戦闘での生存等功<Tがり' 
お荷物を抱える結果となる。転職は、せめて 
H Pが100を越えてからにしたいもの。そしても 
うひとつ。車»は、7レベルの呪文をひとつ 

統の呪文 
得の呪文 

を使えない職業に転職しても、未修 
はあとから覚える。使用回数はさて 

おき、一応すベての呪文を使えるようになる 
わけだ。しかしあるレベルの呪文をひとつも 
覚えずに転職した場合、そのレベル以上の呪 
文は修得できない0まあ、同系統の呪文を使 



IIどのような転職が好ましいか? 
同じ雜の呪文が扱え、攻撃力の上昇Sも 

しくは罠の讎など付加価値が望める職業。 
これを目指すのがベストな転職だ。同じ呪文 
力y吏える職業なら、菊彥得の呪文を無条件に 
覚えていく。そしてその使用回数も増え、い 
ずれはオール9になる。反論もあるだろうが、 
やはり呪文は9回使えてなんぼのものである。 

#戰士+ロード•侍•忍者 
失うものはなにもなく、もっとも自然な形で 
戦力を強化。戦士として培った強靱な肉体を 
活かし、さらに高度な技能を追求できる。種 
族にもよるが、ロードが最適〇侍は最初から 
作れるし、忍者は盗賊からの転職沾 1 想的。 

#僧侶）口ード 
「ウイズ』の世界での黄金ノ、。ターン。ノ、。ーテイ 
一の戦闘力を確実に強化し、呪文の使用回数 
もいずれオール9になる。ただし僧侶として 
の能力は一時的に低下することになるので、 
転職後しばらくは無理な冒険を慎むべき。 

©魔法便、、+ビショップ 
これもよく見られるノ、。ターン0 一^的に呪文 
の回数は減るものの、いずれは魔法使いと僧 
侶の両系統がオール9に。さらに識Sljやデイ 
スペルの能力も身につく。魔法使いがふたり 
いるなら、比較的早めに車却iしても大丈夫0 

©盗賊4忍者 
盗賊としての役割はそのままで、戦闘力が格 
段に向上0さらにはパーテイー内に、アルケ 
ミストの呪文を使えるキャラクターが増える 
ことになる。心配なのは、盗賊としての腕が 
以前よりやや衰えてしまうこと。 

△アル 
全纖の呪文: 

ルケミスト+ビショップ 
文を扱えるようになり、識Sijやデ 

ィスペルの能力も得る。しかしアルケミスト 
系の呪文だけ使用回数が少ないのはどうか？ 
便利なのは確かだが、強くは薦められない。 
忍者かレインジヤーになったほうが……。 

Xバルキリー+侍 
戦闘力を損ねるものではないが、育て直すだ 
け時間の無駄0呪文も2系統が扱えるように 
はなるが、僧f呂呪文の使用回数は減ったまま 
だ。J=|及職の者は転職すべきではなく、侍— 
レインジヤーなども意味がない。 

アイテムによる転職の落とし穴 

アイテムのなかには、そこに秘められた力を 
開放した者をレベルの変化なしに上級職へ転 
職させるものも存在する。これを使った場合、 
転職前と転職後の職業によっては、次のレべ 
ルまでに数百万もの経験値を要することがあ 
る。こんなときは思い切ってエナジードレイ 
ンを受け、わざとレベルを下げよう。すると 
レベルと経験値の関係が調整されるのだ。 

XレfンシV—憎偌 
得意なことをすベて放棄することになり、な 
んのためにレインジヤーをやってきたの力、わ 
からなくなってしまう。もはや問題とに 
かく戦士、纖魔法使い' 僧侶、ァルヶミ 
ストへの転職はないと考えよう。 

• 転職五力承 • 

一、 急いで転職しない 

二、 前の職業の長所を活かす 

三、 特殊技能を手故さない 

四、 呪文使用回鼓はオール9が质則 
五、 もちろん転職はレなくてもよい 



仮に無限のH Pを持つ戦士が6人集まって 
も、全員が麻痺すれば全滅0戦闘で負けるこ 
とがないとしても、戦利品の入った宝箱に触 
れることすらできない。信なパーテイーの 
条件とは、それ自体があらゆる技能を持ち合 
わせ、あらゆる事態に対応できることだ。と 
くに今回は、麵が増えて構成メンバーの選 
択肢も広がった。ここではノ\°ーテイー編成の 
無限のバリエーションのうち、いくつかの例 
を挙げて解説してみよう。 

尹ず念踊【こ置し\ァぉ<こ> 

なんでもできるようにする転職のことも考えておく 性格について 
理想は前衛に格闘の得意な たとえば魔法使いをビシヨ 原則として、性格が善の者 





迷宮探索 
『ウイズ』に限って言えば、w身をもって知る〃 
という体験は、できればしないほうがよい。 
ただの''死"以上に恐ろしいfとが多すぎる。 

優秀な冒険者を集い、しっかりしたパーテ 
イーが編成できたら、いよいよ迷宮へ。しか 
し城壁に守られた城の中とは違い、迷宮のい 
たるところには危険なトラップが仕掛けられ^ 
正体不明のモンスターどもが徘徊している。 
こと「ウイズJに関しては、なんの予備対Mも 
ないまま迷宮に足を踏み入れるのは無謀でし 

かない。まずはそこでどんな危険が待ち受け 
ているのかを知り、それから身を守り、生き 
残る方法を学んでおくべきだ。そうすれば、 
迷宮内でパーティーを見舞う、あらゆる不幸 
なできごとにも対処し得るだろう。 
それではあなたの分身たちに、カドルトの 

神の加護がありますように！ 

移動中のコマンド 
■捜す■ 
落ちているものを捜したり、壁に害かれたメッ 
セージを読むときに使う。自動的に表示される 
通常のメッセージに続き、このコマンドでイべ 
ントが発生することはよくある。おや？と感 
じたら、とりあえず調べてみよう。 

■仲 
艘内. 

仲間を捜す■ 
3て令^しているキャラクター、もしくは 

死亡しているキャラクターを捜す0パーテイー 
が 5ス丄乂下であれば、 見つけたキャラクターを 
仲間に加えることができる。ただし捜索範囲は、 
扉や壁で区切られていない同ーエリア内に限る。 

■鍵をこじ開ける■ 
鍵のかかった扉を開ける。ただし盗賊の技能を 
持つ職業の者以外*、まず成功しない。また、シ 
ナリオによって_された扉に対しては無効。 

■冒険をやめる■ 

■設定■ 

■キャンプ中のコマンド- 

■キャラクターを調べる■ 
キャラクターのプロフィールを確認、し、さらに 
3つのサブコマンドに分かれる0まず，兄文^で、 
キャンプ中に使用可能な呪文を唱える。*アイテ: 
ム•は、所有アイテムを装備、受け渡し、使用、 
そして捨てることができる。屬める〃はパーテ 
ィー全員の所有ゴールドをすべて回収するもの。 

鼸順番を変える■ 
キヤラクタ—の並び順を変える。なんらかの理 
由で隊列が乱れたら、このコマンドで修正0 

画装備する■ 
Aキヤラクタ—を調べる〃での装備コマンドとま 
ったく同じもの。どちらを使ってもよい。 



転ばぬ先のプロテクション 
魔法使い、僧侶、アルケミストの各系統の 
呪文には、迷宮内にいるパーテイーを織し、 
神秘なる力を与えてくれるものがある。その 
効果は詠唱後しばらくの間掏売し、戦闘中、 
もしくは戦闘終了後も変わらずに有効。少し 
でも前ljに戦い、安全に移動するため、迷宮 
に立ち入つたらすぐさまこれらの^兄文を 
唱えておくことを勧める。決して気安め程度 
のものではないはずだ。 

⑦【ォスマォスQ】 
オスロはアルケミスト系1レベル、マオスロ 
は同じく4レベルにある呪文。どちらも効果 
が持続中は、パーティーがモンスターに与え 
る物理攻擊によるダメージに、いくらかのボ 
ーナスポイントを加算してくれる0マオスロ 
のほうが持続時間は長く、効果も高い。 

マナ:-フィック】 

僧侶系4レベルにある呪文で、目に見えぬ魔 
法の盾がパーティーを守D、全員のACを常 
に一2だけ補正してくれる。結果、持続中の 
戦闘ではモンスターの直接攻撃をかわす確率 
が増すわけだ。これもパマツなどと違い、重 
ねがけしても意味がない。 

0【フォフィック】 

アルケミスト系4レベルの呪文で、パーテイ 
一の周囲に魔法防御の膜を張る。コルツなど 
の障壁呪文と違い、呪文を無効化するのでは 
なく、そのダメージ量を軽減してくれるもの 
である。効果は術者の技置に関わらず一定で、 
重ねがけしてもその効果が強まることはない。 

@【 ラッマビック1 

僧侶系3レベルの呪文。効果が持続中、遭遇 
したモンスターはすべて識別された確定状態 
で現われる。危険度が天と地ほどに違3モン 
スターでも、不確定時は同じ姿と名称であつ 
たりする。必ず唱えておきたいが、使わない 
ほ5が雰囲気が出てよい、とい5意見ちある。 

@【リトフェィト】 

魔法使い系4レベルにあり、パーティー全体 

®【 ミルワ、ロミルワ^] 

ミルワは僧侶系1レベル、ロミルワは同じく 



冒険者を惑わすトラッフめ数々 
仮に冒険者の行く手を遮るものがモンスタ 
一だけであるならば、「ウイズJの難易度、そ 
してやりがいさえもが半;咸することだろう。 
複雑に入り組んだフロアの、いたるところに 
仕組まれた数々のトラップ。これを越えて行 
かなければ、使命の達成はあり得ないのだ。 
ここでは迷宮内で見られる代表的なトラツ 

プの効果、そしてそれらを見破り、突破する 
ための方法を学んでおこう。 

一見なんの変哲もない壁だが、それに向か: 
って"捜す"コマンドを実行すると、魔法に 
よって隠されていた扉が突如として出現すi 
る。重要な秘密はこの扉の奥に隠されてい 
る場合が多い。腕のいい盗賊または忍者な 
ら、移動中、扉の気配を感じることもある。 

_ ロックドァ 

扉を通過して後ろを振り向くと、そこには 
壁があるのみ。壁の一方にだけ扉があり、 
反対側からは通過不可能といろ仕掛け扉。 
知らずにくぐると、引き返すのに大変な回 
り道をしなければならないことが多い。た 
だし、簡単に戻れる方法もあることはある。 

侵入できぬよ5施錠された扉で、盗賊の技 
能を持つ者なら鍵をこじ開けることがで吉 
る。成功率は実行者の腕前とレベルにより、 
職業では盗賊がもっとも高確率。シナリオ 
により施錠されている扉もあり、この場合 
にはアイテム所持など特定の条件が必要。 

乗るとランダムに回転する仕掛け床。これ 
があるのは、たいがいが東西南北どこを向 
いても同じ光景のポイント。つまり回転し 
たことに気付きづらいようになっているの 
だ。予防法はないが、四差路に差し掛かっ 
たら怪しいと思って藿戒すべき。 

これが仕掛けられたブロックに入ると一定 
の地点に強制テレポートさせられてしまう0 
このとき画面が一瞬フラッシュするので、 
直後にデュマピックで現在地を確認すべし0 
なかには城まで運んでくれるものもある。 
こちらはありがたく利用させてもらおラ。 

一方通行をMる 
•方通行の扉を誤ってくぐり抜けてしまっても、 
遠回りをせずに扉の前まで戻る方法がある。扉 
を抜けた地点から令も動かず、左か右にター 
ンu曉ける。ぐるぐる回転しているうちにモン 
スターとエンカウントするので、戦翻開始後、 
''逃げる”を選択〇逃走に成功すれば、mm 
して靡を抜ける前の地点に戻れるのだ。 



巧妙に隠された落とし穴。落ちると致命的 
とまではいかないがパーティーの何名かが 
いくらかのダメージを受ける。あせってピ 
ットの上でキャンプを張ると、解除したと 
き再びダメージを受けるので要注意。リト 
フェイトで100パーセント予防で杏る。 

赫II1 
下層フロアに通じる滑降路。上のフロアを 
目指している場合など、これにはまると労 
力を余分に消費することとなる。ピット同 
様リトフェイトで避けられるが、場合によ 
つてはそれが探索の妨げとなることもある、 
とい3ことち覚えてお杏たい。 

ぶ ^ -7ノ…或 

一定の区間を床が流れるよ^に動いており、 
その始点に踏み入ると、パーティーは強制 
移動させられる。その進行方向は始点の付 
近にあるスイッチで制御されており、これ 
を正しく操作しなければ、いつまでたって 
も目標エリアに侵入できないこととなる。 

mm-へ ' メ j 

迷宮内に仕掛けられた、なんらかの装置を 
制御するためのスイッチ。たとえば動く床 
の進行方向を変更したり、さまざまな魔法 
の力を働かせるためのものであったりする。 
操作の結果、大ダメージを受けるよろなも 
のは存在しないので、恐れることはない。 

■⑧ァンヂ7ジック カルコの効用 

呪文無効化区域。空間に呪文を拒絶する強 
い力が働いており、そのエリア内ではモン 
スターも含め、何者の唱えた呪文も効果を 
発することはない。また、マポーフイック 
など保護呪文の効果も、そこに立ち入るこ 

1とで無効となってしま5。 

fill』の迷食には、シークレットドアがやたらと 
多い，盗賊などがそのを察することtある 
が、すべてについてではない。そこで役ケ•つの 
がカルコの祝么M人できないエリアがあれば. 
嗦に衂かってカルコを叫える。向こう脚に嗍B1 
があると判明すれば、例外はあるものの、どこ 
かにR3れ鉍があると名えてよい。その後、付近 
の瓚を”捜す”コマンドで银屮的に調奔しよう。 

讀左:;趨^P 
HP 4 19/4 19 AC- !£：1 

—切の光を吸しヽ込んでしまう闇の空間。こ 
のエリア内では壁も扉も見えず、手探りで このさをこくうかん:^あS 

探索を進めるしかなくなる。また、ミルワ、 
ロミルワといった光の呪文も、ここに立ち 
入ると、とたんに効果を失ってしまラ。扉 
などを見落とすことがないよ3に;したい。 

III: ll 



エンカウントから戦後処理まで 
「ウイズJの戦闘では、ひとつの判断ミスが 
大きな窮地を招く。敵の特性や戦況に応じ、 
柔軟に対処できる戦術を身につけることが必 
要。ブレスや呪文に対しては障壁を張り、強 
烈な魔剣の一擊に備えACを下げる。また危険 
度の高い敵を見極め優先的に倒す、などなど。 
さらには戦闘開始前、終了後の行動について 
も予断は許されない。プレーヤー自身が経験 
を積み、戦闘のエキスパートを目指そう0 

■戦闘時のコマンド 
■戦う■ 
装備している武器で任意のモンスターを 
攻擊する。ただし武器の射f呈と商^方の 
隊列によって、その対象は制限される。 

■身を守る■ 
わずかに攻擎が上がるもののノな 
にもしない4■ことだと思ったほうがよい。 

■呪文■ 
キャラクターが修得している呪文を唱え 
る。戦闘中に効果を発しないものについ 
ては、選択できないようになっている。 

■アイテム■ 
アイテムを使う。ただしB兄文の力力兑め 
られたアイテムを所持している場合のみ 
邀尺可旣使いたいアイテムを選ぶとス 

■逃げる■ 
戦場から逃走し' - 後退する0かなり 
の高確率で成功するが、逃げられなかつ 
た場合はIターンの間、一方^ 
受けることになる。相手か*?蛍く、I 
多いほど逃げづらくなる。 

Iにち^を 
,mmが 

■隠れる■ 
盗賊^忍者、バード、レインジヤーだけ 
が実行可能〇モンスターから身を隠し、 
次のターンからt奇襲"攻擊が可能とな 
る。これに成功すると攻擎対象とされに 
く くなるが、失敗するとIターンカ» 
になる。 

■奇襲■ 
盗賊S忍者、バード、レインジヤーが爲 
れる、とに成功すると、A戦う"コマン 
ドの代わりにこれが表示される。通常の 
攻擊に較べ与えるダメージが格段に上昇 
し、命中確率も多少アップする。 

■呪いを解く ■ 
イ射呂系の み実行可育L祈りによつ 
てアンデッドモンスターを退散させるが、 
その分の^(Iは得られないので注So 
対象はモンスターIグループ。そのうち 
何体に有効かは実行者の技量により決定0 

■ブレス■ 
ドラコン族なら描曾!に関わらず実行可能0 
ブレスを吐き、自分のHPの半分のダメ 
ージを与える;^、ダメージ置は夕ーンご 
とに半減していき、最後はゼロになる。 
攻擊対象は任意のモンスターI体。 



【先制攻撃(こつぃて】 
モンスターとの遭遇時、先制攻撃の権利を 

得る場合と、逆に先制攻撃を受けてしまう場 
合がよくある。先制した側はIターンの間一 
方的に攻擊できるが、呪文を唱えることはで 
きない。こちらが先制したときは、呪文の効 
果を持つアイテム使用か省効だ。また、先手 
を取られる確率はリトフエイトで下げられる。 

【武器の射程距離】 
戦闘では、装備している武器の射程距離が 
作戦に大きく影響する。まずショートレンジ 
の武器は、前衛からだとモンスターの2列目 
までI文撃できるカヾ、後衛からはどのモンスタ 
一にも届かない。ロングレンジの武器は、前 
衛からはすベてのモンスターに攻:擊でき、後 
衛からも2列目のモンスターまでその射程は 
有効だ。後衛の者にはロングレンジの武器を 
装備させたいのはもちろん、前衛の者がロン 
グレンジの武器を持てば、先に倒したいモン 
スターが後退しても、それをエ女擊できる。呪 
文には射程が設定されていないので念のため。 

【友好的なモンスター】 
迷宮内には戦う意志のないモンスターもお 

り、遭遇時、こちらから戦いを仕掛けるかど 
うかを選択できる。ただし善の性格の者がこ 
れらのモンスターに襲いかかると悪に、悪の 
者が見逃せば善にと、属性が変化する（中立は 
変化しない）ことがあるので注意。しかしこれ 
を利用し、悪の侍などをつくることも可能だ。 

戦L、が終わつ• 
勝利の報酬- 隊列を確認せよ 
戦闘に辦Uすると、倒したモンスターの分の経 
験値、そしていくらかのゴールドが手に入る。 
ただしゴールドの代わりに宝箱が出現する場合 
もあり、仕掛けられた罠(かかっていないことも 
ある）の織に成功すると、そこでゴールドまた 
はアイテムを獲得することになる。以上力嘴辞y 
品となるのだが、戦闘終了時に死亡また化 
の状態にある者は、.これらを得ることができな 
いので注意。死者の蘇生は戦闘中には不可能だ 
が、後で治療すればいいさ、と誰かが石化した 
まま戦闘を終了すると、そのキャラクターは経 
験値その他をもらl韻ねてしまう。 

戦闘中に死亡、石化、麻藏醒といった戦闘 
不能状態に陥った者は、パーティーの最後列に 
後退する。戦關終了直後の治療はもちろん、隊 
列の修正も忘れないように。これを怠ったまま 
敵に遭遇すると、後衛の者が前衛で戦うなど、 
不利な状況での戦闘を強いられる場合がある。 

全滅の場合- 
全員が死亡ないしは石化麻揮状態に陥ると、 
パーテイーは全滅〇死体が荒らされたり消滅し 
ないうちに、ほかのパーテイーで救出に向かう 
こと（どこかにいる救出隊に賴んでもよいが)。 



【宝葙の罠を外す】 
扉を開けることによって必ずモンスターが 

出現する地点では、戦闘に勝利するとI 〇以、°一 
セントの確率で宝箱が出現する。だがへ夕に 
さわると罠力^！)しパーテイー全滅の可能性 
すらある。ここで出番となるのが盗賊sまた 
はその技能を持つ職業の者だ。彼らに宝箱を 
調べさせ、できればさらに衝呂系の者がカル 
フォをn昌え、買の種!頁を確認0このとき両者 
の判断が異なれば95M°—セントの正確さ（けっ 
こう外れるが）を誇るカルフォを信じたい。 
そして、盗賊系の者が罠の解除に成功すれば、 
見事アイテムとゴールドが獲得できるのだ。 

ちなみに罠の 
解除に関しては、 
じつは盗賊の技 
能を持たない者 
にち、成エカさせ 
る確率はある。 
盗賊などが動け 
ない状態にある場合、まずカルフォを唱え、 
危険度の低い罠ならば、素人が失敗覚悟で卜 
ライしてみるのもよい0もちろん、カノレノハ• 

の呪文を使えればその必要はないが。また、 
罠を調べ解除する能力は、盗賊がもっとも優 
秀。忍者がそれに続き、次いでバードとレイ 
ンジャー(両者は同等)の順となる。 

石つぶて 小型の投石機からいくつもの小石が発射され' 宝箱を開けよラとした者に襲い 
かかる。ダメージは知れたもので、瀕死の状態でなければ恐れることはない。 

毒針 
小さな毒針が指を刺し、宝箱を開けようとした者が毒に冒される。フツモフィ 
スを覚えていない序盤では、盗賊を見殺しにせざるを得ない状況も出てくる0 

マジックドレイン 
呪文を使えるキャラクター全員のMPが、ランダムに吸い取られる。ダメージ 
は受けないが、回復や移動呪文が使えず、迷宮内で立ち往生となる恐れもある。 

毒ガス 周囲に毒の糴が立ち込め、八*^ティーの全員ないしは何名かが毒に冒される。 
仮に被害を受けた者全員を治療で杏ても、僧侶の負担がバカにならない。 

爆弾 
解除に失敗すると爆発が起こり、パーティーの全員かタメーシを受ける。ダメ 
—ジ鼉はランダムで' 何人かがその被害を受けずに済む場合もある。 

亡霊の手 
なかから亡霊の手が伸び出し、宝箱を開けよ今とした者のHPをほとんど吸い 
取ってしまう。HPの上限が下がるわげではないので、回復すれば問題なし0 

コブラの呪い 魔法によって蓄えられた呪いの力が解放され' パーティーのラち何名かが麻痺 
状態となる。悪ければ被善が全員に及び、全滅の危険性もある。 

亡霊の群れ 
、、亡霊の手"と同じものがパーティーの人数分伸びてきて、全員のHPを吸い取 
る。死亡することはないが、回復のため呪文を無駄に消費するのが痛い。 

悪魔の目玉 石化の呪いがパーティーに向かって解き放たれる。、'コブラの呪い"同様、全員 
が石化するとは限らないが、やはり最悪の場合は全滅である。 

虹のぎらめ吉 パスカイアーやマウジウツの呪文と同様、死、石化、毒、タメージなど、フン 
ダムな効果を持つ光線がパーティー全体を包む。もっとち厄介な部類に入る罠。 

女神の口づけ パーティーの全具に女神の祝福または呪いが与えられる。その効果は特性値の 
増減であったりもするが' 誰がどうなったとは表示されず、じつに気味が悪い。 

警報 
侵入者を知らせる警報機が鳴0響き、新たなモンスターを呼び寄せる。疲弊し 
た状態での戦闘となるが、擊退すれば宝箱の戦利品は無条件で入手で杏る。 

テレポーター 
パーティーが迷宮内のランダムな座標にテレポートされてしまろ。もちろん、 
運悪く岩の中に到着すれば全滅。死体は、ロストしなければ城まで運ばれる。 



ステータス悪化と回復法 
モンスターの特殊攻擊や宝箱の罠、蘇生の 

失敗などにより、キャラクターのステータス 
はさまざまに変イ匕する。放っておいていいよ 
うな状態もあるのだが、ほとんどの場合、早 
急に対処しなければノ、。ーティー全体の機能に 
支障をきたすこととなる。ここでは、キャラ 
クターがよからぬ状態に陥った場合に注意す 
べきこと、そして回復する手段について解説 
する。冒険には絶対に欠かせぬ基礎知識だ。 

恐怖 ビショップが識別に失 
敗すると陥りやすく、 
治るまで識別不能とな 
る。モルフイスかマデ 
イ、または戦闘突入、 
冒険の中断でも回復。 

特殊攻撃や罠によ〇、 
体が硬直して行動不能 
となる。寺院での治療、 
デイアルコ、マデイ、 
モルフイスで回復する。 
全員麻痺すると全滅。 

行動不能となり、全員 
がこの状態に陥ると全 
滅扱い。呪文での回復 
は唯ーマデイのみが有 
効。寺院でも治療を依 
頼することがでさる。 

カドルトまたは寺院に 
て蘇生。ただし、失敗 
するとキヤラクターは 
消滅。マ八マンの神に 
願えば、100パーセント 
蘇生可能だが……。 

おもにモンスターの特 
殊攻擊によって陥り、 
行動不能となる。その 
5ち自然に目覚めるが、 
デイアルコかマデイ、 
モルフイスで回復する。 

行動に制限はないが、 
移動中は歩くごとに、 
戦闘中はターンごとに 
HPが減少。城に戻る 
かラツモフィス、マデ 

モルフイスで回復。 

カドルト、デイの呪文、 
または寺院にて蘇生で 
きるが、失敗すると灰 
になる。成功しても、 
歳をとったり、生命力 
を失う場合もある。 

いわゆるロストの状態。 
もはやど*3することも 
で杏ない。どんな手段 
をもってしても、消滅 
した者をこの世に呼び 
戻すことは不可能。 



おおっと!-リセット技を認めるプレーヤーへ 

基礎攻略篇を締めく くるお題は、なんとリ 
セット技について。货〃と言うのもおこがま 
しい気はするが、とにかく都合の悪い状況に 
陥ったら（もしくはそうなる前に）リセットし、 
直前のセーブポイントからやり直すというモ 

■戦關中のリセット 
まず、もっともポピュラーな（？）リセット 

技として、麵中に行なう例0パーティーに 
まず勝ち目がなくなり全滅を免れた'"、場合、 
どうしても生かしておきたいキヤラクターが 
死亡した場合。またエナジードレインを受け 
ると、経験(直を取り戻すのは大いなる時間の 
無！太となる。こんなときにリセットして、そ 
の戦闘をなかったことにしてしまうのだ。 

■罠を逃nsリセット 
戦闘に勝#したはいいが、その後、宝箱の 

苠を外し損ねた場合。このときは、なるべく 
素速く事を実行する必要がある。たとえぱコ 
ブラの呪いで、ひとりでも被害を免れアイテ 
ムを入手できないかと、「〇Xは麻痒したJと 
いうメッセージを順に確認しようとする。そ 
のうち6人目の^1、が出て、ここであせって 
リセットし、手元が狂ってAポタンでメッセ 
-ジを送ってしまえば……。次の瞬間には全 
滅状態でセープされてしまうのだ。注意。 

ノ。乱用すると楽しみを損なうことはたしか 
だが、自分だけのストーリーを作っていくう 
えでの最終的な糊調整の役割と考えておくの 
もよいのではないだろうか。さまざまなタイ 
ミングにおけるリセットの効用を紹介しよう。 

■キゃンフ中のリセット 
蘇生のやり直しなどのほか、有効なテクニ 
ックが考えられる。アイテムに秘められたス 
ペシャルパワーがどんなものかを確認するの 
だ。キャンプ中にキャラクターに関するデー 
夕を細かくチェックしておき、ひとまずアイ 
テムの力を開放。その後キャラクターにどん 
な変イ起こったかを調べれば、スペシャル 
パワーの効果がわかる。それがありがたいも 
のであったとしても一度リセットし、あらた 
めてもっとも有効な使いかたをすればいい。 

■レべ:ルアツフ時iこ特性碴を調整■する 
城でのセーブは、施設から出た直後に行な 
われる。レベルアップ時の特性値変化が気に 
入らないものだった場合、宿屋から出ずにリ 
セット。これを気に入った結果が出るまで繰 
り返すのだ。転職の条件を満たしたいときな 
ど有効。また、城でのセーブのタイミングは、 
2«頁のセーブモードともに同じ。マニアモ 
ードでプレーしていても、ここで唯ーリセツ 
卜技らしい（？）リセット技が可能となる。 
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対戦のススメ 
この『ウイザードリイ外伝肛』(こは新しい 

楽しみが付け加えられている。対戦ヶー 

ブルを利用した、対戰プレ—だ。どんな 

ふうに楽しめるめかを、探クでみたぞ。 

【対戦ってなんだ?】 
rウィザードリィjシリーズの楽しみかたは 
ほかのRPGとはちょっと違う。目的をやり遂 
ダてエンディ七グを見てしまえば、ハイ終わ 
り、というゲームではなV、。達成後はまだ見 
つけていないアイテムをすべて集めるために 
ひたすら探し回ったり、超人的•なキャラクタ 
一を育ててみたり.。本当の楽しみはエン 
ディングのあとにあると言っても過言ではな 
いぐらいだ。しか-し、残念ながらその楽しみ 
を人と共有することは難しく、自分のROMの 
中だけでしか^!できない。せいぜい出現頻 
度の低;いアイテムやさまざまな呪文を使える 
キャラクターの数を見せ合い、ただ自tiする 
だけ。勝ち負けを判断するのは個人の気持ち 

しだいというワケで、シロクロはっきり付け 
たがる人にはジレったい楽しみかただった。 
ところが、そんな自己満足の世界を打ち破 

り、勝負をはっきり付けられる機能が「ウィザ 
ードリィ外伝！n』には搭載された。互いのキャ 
ラクター同士を戦わせる対戦モードだ。育て 
たキャラクターをぶつけ合うことによって、 
どちらのキャラクターか 1金いか決着を付けら 
れる。すなわち、数字でしか判断できなかっ 
たものが、現実の結果として現われるのだ。 
育てたキャラクターに誇りを持っているのな 
ら、井の中の蛙になってないで、対戦に衫嫩 
して勝#ijをつかもう。人との対^こそ新しい 

•■ウィサ•ー ドリィ』里?郎の姿なのだ。 

自己満足の世界から: はっきりした形で頂点に立つ 



【どんなとが:対戦するのか?】 
対戦に必要なものは、ゲーAボーイと.「ウィ 

-ザムドリィ外伝DI』のソフトふたつずつ。それ 
に対戦ケーブルと電池を用意すれば準備完了 

:.セ。Iセット耷カバンに入れても、全然もっ 
,こりしないぞ。あとは日夜努力してキヤラグ 
ターを育てる。そして、街角でゲニムボーイ 
を持づている人を見つけたら、すかさずケー 
ブルをっなげて対戦する。このとき、違うゲ 
ームをやっていたら、有無を言わさず差し替 

.えさせて対戦だ0:困ったときは対戦、迷った 
_ときは対戦0すべての決着は対戰モードで行 

‘なう0これで世の中は家内安全夫婦円満だ。 

八ーテイ左 2つにわけます《 
たんさくすゐメンバー左えらんて I 
くたSい令 

こパ*ひ、*んはい 344 344 || 

^^ 236 §36 I 
•.ひ •は.. 344 344 

.、ぁん 238 131 

!!§. !!§ 
一と、123 123 

會対戦に出しても恥ずか#ないキャラク名#^を育てて 
おこう。レベル同士では、単調になりがちで危 
機感も薄い。育てに育て上げ、対戦の荒波に送り出せ。. 

対戦は勝ってこそ華、負けて落ちれば泥 

対戦は決して番外編の楽しみ 
ではない。いつもは迷宮て探検 
しているキャラクターが、地上 
にある闘技場で本当に戦ってし 
まうのだ。そのため勝てばそれ 
なりの報酬(詳細は次ページ)が 
あるし、敗者にはペナルティが 
ある。そのペナルティに加え、 
負けたキャラクター当に全 
滅してしまう。そのため、運が 

悪いときはキャラクターカm 
に失敗して灰になったり、最悪 
のときは失われることも……。 
これが目的達成の直前であれば 
泣くに泣けない状況になってし 
まうぞ。こういう不慮の事故も 
対戦時には想定しておかなけれ 
ばならない。絶対の自信がない 
限り、対戦は目標達成後にして 
おいたほうがいいだろう。 

aいせんしました〇 
あいてのし<it59のし次〇か 

おわ5まて5こけ*せん 

負けばtなわち 
全減を意味マる 
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モード説明 
.メインメニュー画面で闘技場を選択する 

と、対戦モードに切の替わる。モードは. 

2種類用意されてt、るめで、対戦相手と 

の合意の上で、::どちちかを選択しよう。' 

I対決モード--1 2 P _ 
対決モードは、純粋に相手のキヤラクター 

と対戦するためのモードだ。対決に参加でき 
るメンバーは4ス上TF。6人パーテイーでこ 
のモードを選んだときは、參加メンバー以外 
は対決が始まると自動的に酒場へ戻されてし 
まう。ちなみに隊列は、前衛がふたり、後衛 
がふたりという構成になっている。 
対決にはこれといった按がなく、ただ相手 

を全滅させれば勝ちとなる。使える呪文につ 
いても、そのキャラクターの能力通りで使用 
回数の制限は設けられていない。しかし、ソ 
コルディなどの召喚呪文、マロールなどの移 
動呪文、それにマハマンなどは唱えても効果 
が得られない。無駄^を踏まないように無効 
な呪文はすべて覚えておこう。決着がつけば 
勝ったメンバーは下のような報酬を受け取る 
ことができるぞ。やるからには必ず勝とう。 



【迷宮モード 
迷宮モードは、ひとりでもふたりでも遊ぶ 

ことができる。ひとりで遊ぶときは制限時間 
が5分。迷宮内に配置された4グループのモ 
ンスターを倒し、出口から脱出すればよい0 
脱出すれ(纖り時間に応じて経験値がもらえ 
るぞ。ちなみに迷宮内では呪文の使用回数に 
制限がある。しかし、これはモンスターを倒 
すごとに上限が上がるので気にする必要はな 
いだろう（デュマピックは無制限）。効果の得 
られない呪文については対決モードと同じ。 
ふたりで遊ぶときの制限時間は3盼で、相 
手と戦うモンスターは自分で配置することが 
できる。先に相手のモンスターを4グループ 
倒して脱出するか、相手のパーテイーを全滅 
させれば任務完了。報酬を考えれば全滅させ 
るほうをめざしておきたいが、明らかに相手 
より劣っているときは脱出だけを考えよう。 



対決を制する秘訣 
キャラクターが強Lゾごけでは、必ず対戦 

に勝てるわけではない。対戦(こは対戦用 

の戦いかたがあるのだ。基本的な戦法を 

理解して、実戦で使いこなしてみよう。 

金支配する者は対決をも支€する 
一と戦うときにいちばん重 

隱_分が呪文を使いこなせるかど 
.• Y『ヴィザードリィ外伝1D』では、魔 

/法使^系の呪文30種類と僧侶系の呪文32種 
類のほかit、アルケミスト系の呪文27種類と 
いうものが存在する。呪文の合計は8媚類〇 
これらすベての効果を理解し、使いこなせる 
のであれば何のアドバイスも必要としな:い。 
そのまま立派に呪文野郎としてやつ:ていける 
だろう。しかし、•自分がしよっちゅ'う使って 
いる呪文（1_未満）しか覚えていない人の 
ほうが多いハズだ。そんな人たちにすベての 
呪文を覚えろとは要求しないし、する必要も 
ない。対戦にも対戦に必要な呪文というもの 
•があって、その呪文さえ覚えてもらえば問題 

»ないからだ。.ただ、呪文をひと9ずつ紹介し 
て説明していく余裕はないので、大きく 3*? 
にわけてみた。この3系統の呪文のうち、そ 

れぞれ3種頃ずつほど覚えておけば、対処で 
きるハズだ。この分類と利用方法については 
開発者さまに教えていただいたものなので、 
対戦野郎の聖書だと思って必ず身につけよう。 

>1 



里知/7\/7—、□六效亡 li-px TOLf/jyjy ノ L H7C乂P/7爾刀它 
コルツなどの基本系呪文 

を最初に唱えて、真っ先に 
呪文防御力を上げておく。… 
相手の攻撃魔法より先に唱 
えるこどができれば、しめ 

.たもの。しばらく相手の魔 
法に気を使う必要がなく、 
攻擊に専念できるだろう。 
とくに相手のパーティーが 
呪文攻擊型であれば戦いガ 
導権はもらったも同然0 

.しかし、相手のパーティ if) 
.，が直傲文擊型で攻擊魔法"y/\ 
をほとんど使わない場合も；__L； 
ある。：;:のと:I、呪文防御I 4 
力耷上げる作業が無意味な1, 
行動になってしまう。魔法、 
の障壁は直接攻撃には抵抗1 

•レてくれないからだ。 
'このようにひとつの戦法： 
で{ま融通が利かない。いく 
つか組み合わせて使おう。 

呪文を直接攻撃を組み合わせる 
いちばんオーソドックス. 

な戦い力、たは、通常系呪文 
と直接攻撃をうまく糸且み合 
わせることだ。 
例えば、ラバデイでHPを 
奪ったあとに直接攻:擊でと 
どめを刺す^あるいは、ラ 
パデイの後にテイルトウェ 
イトをぶつけてしまう。こ 
れら:はけっこう強力今^い 
がたといえるだろう。しか 

順番力逆になってしまうと 
まるでダメ。そこで効力を 
発揮するのが、アルケミス 
卜の使い::なす雲系の呪文 
だ。これなら必ずラバディ 
の後にダメーダを与えるこ 

•、とができるぞ。‘ちなみに相 
手力齡賊文て呪文防御 
力を土げている•と、このパ 
ターンの効果は薄ぃ。 

大技系呪文は短期戦か一発逆転に 
'相手よりも先に攻擊でき 
ることがわかるなんて滅多 
にないかもしれない。しか 
し、そのチヤンスが目の前 
G迫ったとき、使ってみた 

、いのがバカデイなどの大技 
系の呪文だ。うまくいけば 

Iターンで相手を全滅させ 
られるかもしれない。そう. 
考えるのはち-よっと欲が深 
すぎるけれど、悪くてもひ 

と•りは絶命させてくれるだ 
ろ-う。このよ.う.に大技系の 
呪文は短期決戦に持ち込み 
たいときに有効な呪文なの 

こ追い詰められて 
£を狙いたいときに| 

使うのもいが、本当1 
に逆転できるかは運しだい。 
ただの悪あがきになってし 
まう，之ともあ备。余裕があ 

•るときは勧められない。 

だ。同様に追 
一発逆転を狙 



こ注意ずるat 
基本系呪文を使って呪文 

p方御力を上げておくことは 
いいが'長い間戦って^、る 
とその効果がなくなってし^ 
まう。そのため、何度も唱 
えておくことが必要だ。•効 
果がなくなる前に唱えるよ’ 
うに務めよう。とく.にアル 
ケ.ミスト系の呪文のバノカ。 
これは、相手の呪文をある 
程度の確率で跳ね返してく 

れるあリガYこ.ド呪文だが、 
.残念ながら3ターンしか効 
果がなくなる前に唱えるよ 
うに務めよう.ンとくにアル 
ケミスト系の呪文のバノカ。 

•たとえば、バノカを唱えて 
3ターン経過Iしたところで、 

'大技系呪文で功:撃されてし 
.'まったり••…••☆..これでは、 
バノカを唱えていた努力が 
水の泡。注意しょう。 

対戦はいつもが高レベル》 
.の争いではない。作りたて 
ほやほやのキャラクターで 
も対戦に参加できるのだ。 
このとき、相手が高レ.ベル. 
のキャラクターだづたらま 
るで相手にならない。それ 
はレかたがないというもめ 
だ〇.しかし、相手もレベル. 
の低;いキャラクタ-^0た 
ら… 

レベルの低レ呪文でやり 
—ぐりしなければならないが、 
有効な口見文は相手を眠りの 
世界に引き込むカティノだ。J 
これて 1民ら力、らエ文擊し 
よう。そのほかにナグラも 
重宝するそV •穿べてレベル 

Iの呀文だかち苦もなく使 
..え令ハズだ0 •ちなみに自分 
がぶラコンだったらブレス 
で攻擊しよ％重宝するぞ。 

V 

纏 
熟㈣嫩イ手ム输 

これまでは呪文にこだわ 
っ:t戦法を考えてきたが、 
アイテムも利用できるのだ 
から使わない手はないぞ9 
まだレベルの®い序盤で 

対戦へ突入するなら、ファ 
イアーソードを持って出陣 
しよう。これをアイテムと 
して使うのだ。かなり強力 
な効果が得られるので为&力 
かりだ。ファイアーソード 

は:ミケラ商卑て最初から 
売っている〇,しかし、さす 

.がに高ぐてなか4'か手が出 
ないんだよね〇これを持っ 
てなければ、対戦に參加し 
ないほうがいふ>-かも……。 
後半のアイ，テムでは、魔 
封じの盾などがオススメ。 
コイッを使っズ魔法防御力 
をアップさせれば、呪文を 

.封じられてで毛大丈夫だ。 



知っていると便利なこと 

ここで紹介するのは、あくまでもひとつの 
パターンだ。頭の片隅(こでも置いておこう。 
まず、コルツやノマノカやマオスロなどを使 

う*^^のしっかりした相手と戦う^'だ。 
このとき、相手はパリオスをかけでさらに磐 
石のt缴をとろうとするハズだ。そこを先読 
みして、パリオスを使われるまえに大技系呪 
文をたたき込む。成功すれば気分爽快だ。 

すか-れつとはァ1」ウス汔 

とな无た 

會反呪文系の呪文を唱えられる前に大技系の呪文を唱え 
tおぐ。これで相手に精神的なショッ•クを与え夸めだ。 

これは絶対というものではないので 
違ったからといって文句を言わないこ 
と。なんと、コマンド入力が早く終わ 
ったチームから攻擎に入る確率が高い 
と言われている。そんな気がするだけ 
かもしれないが、早めに入力を済ませ 
ておくに越したことはないぞ〇 

それから、ラバディを受けて死にそうだが 
コルツがかかっているから相手は呪文を使わ 
ず直接攻擊でトドメを刺してくるであろうと 
わかっているとき。もし、アルケミスト系の 
呪文が使えるならばフィクドラで味方を盾に 
しよう。攻:擊が盾になった味方へと集中する 
間に回復させてしまえばよい。これで安心。 

ど:^ても戦t、たくなI、ときは' 

ここまで対戦を勧めXお'きながら、戦いた 
くないとは何事だと怒られそう,だが、:どんな 
と•ぎも人には事情があるb万力し戦えない状 
態になったどきだけ、読んでほしC、。 
迷宮モードのと.きに限定されるが、キャン 
プを張っている間は相手と擦れ違っても戦闘 
にはならない。同じ場所でキャンプを張って 
いるときも、やはり戦闘は起こらない。キャ 
ンプを張って相手をやり過ごす。,これで戦闘 
が回避できるのだ。覚えておくと便利だぞ。 
一度相手と戦闘になったら回避不可能〇ど" 
ちらかが全滅しない限り、戦闘から抜け出す 
ことはできない。電源を切ってしまうという 
手もある力V喧嘩になるので絶対やるなよ0 



実際に対戦 
してみよう 

ここではふたり用の迷宮モードを実際に遊んでみた。 
対戦する.チームは人間だけのパーティーと人間以外の 
種族のパーティー。文頭にある時間は残りタイムだ。 

人問チーム 

可もなく不可もなし、といった状態の人 
間たち。探索メンバーには比較的活躍して 
いる4人を選び、残りのビショップと魔法 
使いは溃しが効かないので待機させる。レ 
ベルもH Pも低いが、これでも栄光の紋章 
持ちだ(諸般の事情で5名だけ）。いいほう 
に解釈しつつ、迷宮の扉を開ける……。 
28 : 21_だI匹目のモンスターに遭遇 
できず、不安になってデュマピックで確認0 
相手側もまだ戦闘はしていないようだ。ほ 

っとしながら探索を続行する。 
27 :17♦^っとI匹目のモンスターと出会 
う。相手はマーフィーズゴーストだ。これなら 
残りの戦闘も軽いと思、った力\しょっぱなか 
ら攻擊が当たらない。イライラしながらも長 
時間の格闘の末^やっと華^オーブ3入手。 
26 : 03♦デュマピックで相手の様子を見る 
と、扉の向こうにその姿を発見！まだ対決の 
，己韻えができていなかったため、不本意なが 
らとっとと逃走0なんとか逃げきったようだ。 
85 : 27令2匹目のマーフィーズゴーストと 
戦闘。I夕ーンで相勝しオーブ2を獲得する。 

称号こそひとつもないが、レベルだけは 
やたらに高い混合チーム。もちろん、全員 
レベル7の呪文も習得ずみ、グレーターデ 
ーモンだってハダシで逃げ出すメンバーで 
ある。人間なんざひとひねり、とばかり精 
銳たちは意気揚々と迷宮へ向かった。 
27 : 30♦いきなり迷う。う一ん、そこら 
じゅうの扉を手当たりしだいに開けまくっ 
たのがマズかった。';！成チームは、いつのま 
にか元いた場所に戻っていたのだ。こりや 

に最初のモン 
スターを見つけ出した。相手はブロブアイが 
3匹。いやな相手だが、そうそう時間もかけ 
られない。テイルトウェイトでも連発して、 
さっさとカタをつけちまおう。 



相手も2匹目のモンスターと戦っているよ 
うだ。今の間に3匹目を探さないと……。 
85 :〗[)♦ 3匹目のマーフィーズゴースト 
を倒してオーブ4を手に入れる。残りはひ 
とつ。しかし、イ立Sを忍するとまた相¥¢7) 
ノ、。ーティーのすぐ近くだったことが判明。 
そそくさと遠ざ力、るように後ずさりする。 
24 : 40制禺然にも最後のマーフィーズゴ 
ーストを発見。少々手間取るが、擊に成功 
する。これで最後のオーブIを入手した。 
あとは脱出するだけだ。逃げてみせるぜ。 
24 : 20♦開かない扉に遭遇0どうやら相 
手はすべてのオーブを集めていないようだ。 
24 : 08♦キャンプを張って相手の位置を 
確認、すると、自分と同じ座標に相手を発見！ 
まな板の鮮状態で、渋々キャンプを解除0 
24 : 01♦相手に見つかって戦闘開始！ 

25 : 21♦首尾よくふたつ目のオーブを入 
手してホッとひと息、デュマピックで相手 
の様子を確認する。相手は、とある小部屋 
でじっと動かないままだ。どうやらこっち 
の配置したモンスターと戦っているらしい。 
24 : 42參3つ目のオーブを手に入れたと 
ころで、そろそろブロブいじめにも飽きて 
きた。どれ、ここいらでひとつ、直接対5夬に 
持ち込んでみる力、。最後のオーブを無視し 
人間チームの追跡を開始することにした。 
U : 07♦^げまくる人間チームをついに 
追いつめた。相手がキャンプを張ったスキ 
を見てすかさず相手の座標に潜り込んでし 
まう。後は、やっらがキャンプからはい出 
てくるのを待つばかり、というわけだ。 
24 : 01♦「相手のパーティーに出会った」 
のメッセージ。さあて、戦闘開始だ！ 

—い；S対決!一 
まず人間のノ くルキリーと侍がドラコン侍に 

斬り付けて、43ダメージの先制攻擊で気勢を 
上げる。しかし、混合チームはティルトウェ 
イト、バカディ、テイルトウエイトの大技呪 
文3連発。丨ターン目にして人間側は瀬死の 
バルキリーだけになってしまった。その後、 
バルキリーはラバデイでドラコン侍のHPを 
奪ったのも束の間、首をはねられて爆死〇あ 
っという間に人間の探索ノ、。ーテイーは全滅し 
てしまった。しかし、勝利の余韻にj晏ってぃ 
る混合チームの横手を人間側の待機メンバー 
がこっそり走り抜けて、出口へと到達〇これ 
で勝^は人間チームの頭上に輝ぃた。 



1 1 _ |こんな織はどうかね? 
ナコルルは 
ひひんはは 
ひひあんは 

ラパリト友とQ无た 
22のSX-シ哀5けた 
2 9のずメー シ:& 5けた 

普通に対決するだけでも楽しめる対戦 

モードだが、ユーザーレベルで条件を 

定めるとどうなるか？ ここではいろ 

んな®撕TFでの対決を考えてみたそ。 

cいろいろな条件をつけて戦ってみよう：] 
□時間 

まず思い付くのはプレー時間や年齢のI定定 
だ。48時間以内に育てたキャラクターと限定 
したり、アルカリ電池がなくなるまで育てた 
キャラ同士と決めたり……。たくさん考えら 

れるが、やって 
みたいのは老衰 
寸前のキャラ同 
士の対決〇最後 
のひと花のよう 
で、キャラも満 
足してくれるか 
も0でも、想像 
したくないね!？ 

□戦法 
いちばんポピュラーな方法が、呪文を一t刀 

使わない対決だ。これは装備自慢の戦いにも 
なるので、アイテム収集野郎には是非やって 
もらいたい。そのほかには相手が攻擊してく 

るときは、防御 
をしなければな 
らない我tiitベ 
の戦い。先手を 
とったほうが主 
養を得てしま 

うかもしれない 
が、刺激を求め 
る人向けかな？ 

□装備 
装備が_絢爛だと嗯文での決着に偏って 
しまうダースがしば見られる。そのため 
装備品は武器を一切付けてはいけないとか、 
ローブしか身にまとつてはダメだとか……0 

行き着く先は、 
何もつけずに丸 

□ハンデ、戰 
対決する相手とVベルの差がありすぎると 

きは、どうしても高レベルのキャラクターが 
勝^を収めてしまう。そのため、レベル20以 
上のキャラクターはひとりじか出せないが、 



D対1の勝ち抜き戦をやってみよう] 
いつも4X^4人じゃ、おもしろくない。 

たまには丨対丨のタイマン勝負なんていうの 
はどうだろうか？ 
やりかたはいろいろ考えられるけど、ここ 
では柔道のル，ールを参考にして遊んでみた0 
自分のキャラクターの中から、それぞれ5人 
を選び出し、先鋒から大将までの順番を決め 
るのだ。もちろん本当の試合っぽく、対戦前 
にメンバー紹介をしたりしてね0 

で、先鋒からひとりずつ順番に対決会場へ 
送り出していく。負けた者は試合場を去り、 
勝者は次の試合にも引き続き出場するのだ。 
またこの際、勝者のHP，MPの回復はいっさい 
行なわないことにする。つまり、勝ち残った 
者は傷ついた体のまま、再び対決に臨まねば 
ならない。文字通りの生き残り合戦だ。 
とまあ、こんなルールを決めた上で、実際 

に対戦をしてみることにした。メンバーは、 
先の迷宮対戦のメンバーとほぼ同じ顔ぶれ。 
このメンツを見ればわかる通り、レベル的 

には、混合チームの方が圧倒的に上0迷宮対 
戦では相手を圧倒しながら、最後の大ボケに 

■■■■対戦表■■■ 
人間チーム 

先鋒口ード 
レベル14 

次鋒ビショップ 
レベル14 

中堅魔法使い 
レベル]B 

副将侍 
レベル11 

大将パルキリー 
レベル19 

混合チーム 

ビショップ先鋒 
レベル18 

アルケミスト次鋒 
レベル28 

ロード中堅 
レベル 

忍者副将 
レベル20 

侍大将 
レベル08 

名を挽®したiぐとこ誠が……。 
結果はナン.卜、.またしても人間の勝ち。力. 
に奢〇た混合チームは、テイルトウエイトを 
乱発、四将にして早くも敵大将を引っ張り出 
す。が、このぐ0Uキリーがとんでもない逆転 
劇を演じてみせた。彼女の切リ札は、僧侶呪 
文のラバデイである。 
.っでチンは、なにせI回食らった 
らHPが丨ケタになってしまうんだからvマデ 
イ.やカデイオスの唱えられなW寺なんぞはひ 
とたまりもナd；い。混合チームのゲモノどもは 
かよわ、、人間ハフ•レキリーのラバディ攻擊の前 
に、次々と破れ去っていったのだ。丨対Iな 
らではの意外な結末だね0 



❶ 

I死/at通信y—/，レf抜ぅ >ヤ)7ガ 
ブッ殺す！渋谷洋一だ。纖モードは 

こりや、マジて激すぎるくらい熱いせ、ま 
|ず、手塩にかけ、愛をこめて育て上げた、 
まさに血と';干と涙の結晶の精鋭キャラクタ 
-4人を選出する。侍、バルキリー、バー 
ド、アルケミスト。俺は種族は人間でしか 
やらない主義だ。侍はマウジウッまたはテ 
イルトウェイトを唱え、忍者はクリテイカ 
ルヒットを願い、バードはプロメテウスの 
角笛を鳴らす。プロメテウスの角笛はティ 

Iルトウェイトの効果を発揮する死の楽器。 
|敵のノ、。ーテイーが、何度この死のメロデイ 
-を聴くことができるのか、見ものだ。そ 

|してアルケミストはマダルクアを唱える。 
敵の頭上に氷の雲を呼び寄せ、マイターン 
毎にダメージを与え続ける。以後は命ある 

|限り、この攻擎の延々の繰り返しだ。 
負けた場合、歯を食いしばり相手の地獄 

|の®尺を待つしかない。装備全部ならまだ 
]しも、キャラクターをひとり持っていかれ 
Iるのは、頭が切れ才能溢れる美しい愛娘を 
I里子に出すぐらい、辛く悔しいことだ。 

渋谷洋一 
I Y0U,CH! sh,buya 

i I群日に知)齡錢 
•, fml〇付かれ、今なお出た 
■魏邏り入ったり■り返T、 

\U, mMi真性口一^ゥィズジ 
ャンキ-〇穴(綱:m 

i JH0Iば暗いほ^imaいう。 

勝った場合は、すばやく行動しなければ 
ならない。相手が放心状態ならば、さっさ 
と悪魔の®尺を進める。もし、相手が通信 
ケーブルを切ろうとしたら、すばやくその 
顔面に怒りの鉄拳を食らわせなければなら 
ない。それでもさらに相手が、両腕大回転 
半べソ発狂状態て突っ込んできた場合は、 
その鼻面に必殺のエルポー。もしくは渾身 
の目潰しを繰り出さなくてはならない。 
油断禁物、itけ無用。勝負の世界は厳し 
いのだ。これほど、熱くなる対戦モード。 
せいぜいケンカにならない程度に楽しんで 
ほしい。友達なくすなよ！ 

秦迷宮モードはいらない 

A—テイはふしにてき左 
た，せいしましたら 
けいけんち 5 *7左无ました〇 

§ 熊?? ? 
盌?卜 琴 I 

俺は対戦モードがや〇たくてしょ一がな 
いから、迷宮1Pモードをやっていた。5 
分間といろ厳しい時間制限だし、リスクを 
しょっている分、素晴らしい御褒美がもら 
えるものと信じていたからだ0レベル1。 
何度も失敗してようやく手に入れたのが、 
なんと丨たった57ポイントの経験値。こ 
れじゃ、墓場にでもいったほ5が、100倍容 
易にレベルが上がる。ファック丨何のた 
めにあるモードなのか7まさに人生の無 
駄使いをしてしまった感じだ。迷宮モード 
は不毛モード、やらないほ5がいいぜ〇 



迷宮攻略 

DUNGEON GUIDE 

かつて繁栄の頂点を極めた 
王の祖国も 

わずかにその名残を 
残すのみ 

そしてはるか山顶には 
不铽味なm、の占城；！) 

I 



全35のフロアを踏破せよ! 
まずは「外伝班.梦界がどういう構造に 

なっているかを知って^^う。今回は、世界 
全体が9つのエリアに分雀ている。そし 
て、各エリアには、いくつかのフ■アからな 
る迷宮が配醒されている。要は横のつ龜がり 
ができたわけだ。もちろん冒険者は最初から 
全エリアに出入りできるわけではなく、各施 
設の情報コマンドで任務を受け、それを遂行 

するごとに侵入可能エリアが増えるという仕 
糸且み。右ページの攻略手順を参考にしよう。 
そして下の図は、迷宮の配置とエリア同士 

のつながりを表わしたもの。9つの地表エリ 
アは便宜的にA〜丨とし、これからのマップ 
攻略で、迷宮の名称とともに併記しておく。 
全体的な位置関係がわからなくなったら、こ 

を見て確認してほしい。 

ダリア城 





fK 画て最初のフイールドは、小部屋の点在する森の中。 
て冒険の手がかりを見つけ出せ。 

北13東07---伝霱板(進行状況で 
メッセージが変化） 

北10東15•••全滅お助け騎士団 
北09東昍--•メッtz—ジ（方向 

指示） 
北0B東00--•商店街へ（クリス 

タル'の鍵が必要） 

このフイールドは、すべてのエリアにつ 
ながるターミナルだ。モンスターの出_ 
は低く、弱いヤツばかり。落ち着いて探索 
できるだろう。また、エリア内にはゲーム 
中、常にヒントを表示してくれる伝言板や 
イザというときに救いの手を差しのベてく 
れる全滅お助け騎士団など、冒険の助けと 
なるポイントも多く用意されているぞ。 





ここにきて、そろそろ本格的なトラップ 
が登場しはじめる。いいかげんなマッピン 
グではたちまち迷ってしまう。デュマピッ 
クの呪文を駆使して慎重に進んて*行こう。 
目標に通じる階段はただひとつ。だが、じ 
つはそれ以外にも、ここには重要なアイテ 
ムかT息されている。取り逃すとこの先、路 
頭に迷う寺院の鍵だ。確実に入手せよ。 



㈣こ潜入0 
置てくる不気味な叫び声とは……？ 

寺院をとりまく参道を大回りして建物の 
正面へと向かう。墓場の地下で寺院の鍵を 
手に入れていれば、扉は難なく開く。この 
とき、建物の反対側、つまり南のエリアに 

I歩踏み出れば、一S3で城へ戻れる。すぐ 
帰還したいときは、ありがたく利用せよ。 
ポイントは中央付近の隠し扉と西の鍵の 

かかった扉。重要な場所へ通じているぞ。 



北08東12•-•クリスタルの鍵の 

北14東09•―寺院の鐘設置場所 

4方向を扉(；：囲まれた部屋での回転床が 
かなり厄介だ。デュマピックで向きを聽忍 
しながら、奥までたどり着こう。 
奥のピショップに会つて寺院の鐘をもら 
つたら、あとは隅々まで歩き回り、メッセ 
ージの出る場所をこまめにチェック。帰り 
は南のバルコニーから飛び降りれば一瞬で 
城へ戻れる。あせらず何度でも挑戦せよ0 



-n 
Ln^n 麗 I 



、さびれた商店街へと向かう。 
の華やかさは影もなく盗賊団のアジトと化していた。 



北06東05 •••銀の鍵入手場所 
北13東10•••重要iッセージ 

自力でマッピングしている人にとって、 
これほど面倒なマップも少ないはず。この 
階は全体マップ自体が複雑なため、隠し扉 
を見つけることはたいへんな作業だ。重要 
なポイントは、アイテムの隠された小部屋 
と床の崩れる左上のバルコニー0銀の鍵を 
手に入れたら、思い切ってI階へ飛び降り 



IK _廊の罠……。 
@とき、画面が一瞬乱れるのを絶対見逃すな。 
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H 
トラップに遭遇0長い直線通路に設置され 
たテレポーターだ。これに気づかなければ 
パーティーはいつまでたっても無限回廊で 
立ち往生するハメになってしまう。一fi舜の 
醒の乱れを見逃さなければ、容易に現在 
いる場所を確認できるはず。後は、内側の 
壁を調べて、隠し扉を捜し当てればよい。 





⑯地下3階 

sする商店街の最下層。 
tこの小部屋のなかのどこか 



u LJdJ I | I。丨 mi I I "jl ||' ||1'||1| DUN(^K：nN r^JiREL 

多^ア繊⑩ 
庵. >ズく多=<UJ 

パこある魔物の巣食う市街地へ……。 
>いよいよ手ごわく、迷宮はさらに冒険者たちを惑わす。 

_4 5 6 7 8 9 10 1112131415 1 



ぐるっと回っただけでは、なんの発見も 
得られないエリア。右のダークゾーンへは 
地下から侵入することになる。それまでは 
ただのターミナルでしかないぞ。さっさと 
探索して、次のエリアへ進んでしまおう。 
ダークゾーンにある井戸では' 井戸の鍵が 
必要になる。鍵は寺院の祭壇にあったはず 
だ。持っていなければ、すぐ取りに戻れ。 
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洞窟 ⑯地下1階 

危険度を増していくモンスター。 
:対杭廿よ„ 



國洞窟 ⑯地下2階 
S己する、3つ目の悪魔像の意味するものは" 
yンを駆使して謎を解け!！ 





洞窟 ⑯地下4階 
•ムがふたつ隠されている。 
たいように、フロア内を〈まなく歩き回ろう。 

このフロアで得られるふたつのアイテム 
は、先へ進むためにはどちらもなくてはな 
らない代物だ。途中で示されるメッセージ 
表示には十分;主意を払うようにせよ。ここ 
でも、鍵のかかった扉が冒険者の行く手を 
阻む。しかし、ここでは鍵をこじ開けるの 
ではない。手に入ったばかりのアイテムを 
使えばたやすく開くことができるだろう。 



戮洞窟 ⑯地下5階 

會その名も、、白と黒に分かれた部屋"。 
冒険M苦難は、まだまだ続く……。 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112131415 



北09東19-••ドラゴンの鍵で開 
く扉 

北09東04- - •并^)ヽらの光で開 

北昍東07___赛^?の祭壇 
北09東02__ •水たまり 

地下5階で入手したドラゴンの鱗を使っ 
て地下6階へ。中央広間へ通じている扉を開 
けるには、一度左の階段を上がる必要がある。 
すべての準備力螌ったら、いよいよ冒険者は 
目的i也へたどり着くことになるのだが……〇 
オーブの謎解きに関してヒントをひとつ。 

墓場の、ある場所を思い出せ。持ち帰れない 
のならばいっそのこと……-やってみ上うII 



&ホールへ集うのは、なぜか強敵のピーコック。 
I、りの崖には、先へ通じる口ープが伸びているが 



山脈へ通じる上り階段以外は、これと 
いって別に何も見あたらない。侵入不可の 
ダークゾーンにはとうぶんのあいだ、入る 
ことはできない。入れない場所はきれいに 
忘れ、とっととP皆段を上がってしまおう。 
ハツキリいってこの先は、ゲーム中屈指の 
超顧エリアだ。城へのワープポイントを 
利用して、何度も衫擻する'洲えで臨め。 





国^を占める侵入不可ゾーン。 
遐宏たメッセージから、今後の展開を読み取ろう。 



侵入不可のわずかな一角を除いて、ひた 
すらガランとだだっ広いエリアだ。床には 
ピットとシュートが地雷のごとく散乱して 
おり、うかつに歩き回るのはチト無謀〇自 
力でマッピングしている人は、いったんリ 
トフェイトで宙に浮き、トラップの種類を 
確認しておこう。ピットにはまりつづけれ 
ば手ひどいダメージを食らってしまうそ#。 



mm手を阻む移動床。 
&れたスイッチを作動させて、床の流れを制御しよう。 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 

關 
動く床を制御するポタンは、必すその方 

くに設置されている。どれを押したらいI 
わ迷ってしまう力《、押し間違えたところ一 
命に別状はない。望みの向きになるまで^ 
度でもI式してみよう。気をつけたいのは、 
移動床の終点に設けられたシュート。こ〖 
つに落ちても痛いだけだ。事前にリトフ• 
イトを唱えておいたほうが無難力、……。 



北13東13---ぺ_¥ 2入手 
北02東04 •••ベー_ 3入手 







wsm 

國れた城⑯ Lounge匚 . 

山脈を乗り越え、やっと城の前に到着。 
あとは城のなかに入るだけだ、そう考えて 
正面から扉を叩いても、なかなか城内には 
入れない。どちらの扉の先にもテレポータ 
一があり、城の夕H二追い出されてしまうの 
だ。あきらめて裏口を探すこと。いったん 
城内に入ったら上への階段を探し回ろう。 
ちなみに先へ進める階段はひとつのみだ。 







1ル UU^itUUitUUJU： 
呪われた城でアガン王を倒し、死体を 
連れ帰ることはできただろうか？これ 
がうまくいったなら、シナリオはクリア 
一したも同然。ほとんどおめでとうと言 
ってしまいたいところだ。しかしその後、 
王の死体をどうするかが問題0クスト寺 
院に連れていくのも、ひとつの方法では 
ある。だが、そのまえに思い出してみて 
ほしい。王にゆかりのある人物がひとり、 
どこかにいなかっただろうか……？ 
じつはここでプレーヤーの取る行動に 

よって、パーティーのメンバーに与えら 
れる称号、並びにエンディングは2種類 
に分かれる。そして、よりよい手段を選 
び真のエンディングを迎えることができ 
たならば、最後の迷宮、ドラゴンの洞窟 
へ行けるようになるはずだ！ 





(5)fgoooooo 



纏, 



[lira 
❷ 

死体回収1回Xゴー，レド7引?受けU 
「ウィズ遞は8年近くなる拙者でござる 

が、「外伝」ではじめて''死体回収"作業を体 
験した。パソコン版では必ずディスクのバ 
ックアップを取っていたので、全滅の際に 
は新しし、ディスクでやり直してし、たのでご 
ざる。マニアのみなさんに邪道だとお叱り 
を受けそうだが、買ったゲームをどう遊ぼ 
うが、それはプレーヤーの自由。必死で育 
てあげた愛しいキャラを失うのは、拙者に 
は耐えられなかったのでござる。ところが 
「外伝Jは当然ながらバックアップは不可能0 
拙者はパーティーの死体回収に向かうべく、 
別のキャラをまたIから育てあげたのでご 
ざった。それは辛く苦しい作業だったが、 
やっとの思いで死体を城に持ち帰ったとき 
には、なんとも言いようがない達成感があ 
った。「これが「ウィズjか……」。それは、 
パソコン版をブレーしていたときには感じ 
ることができなかった新鮮な種渾だった。 
そういえば、「外伝I jと「n」でモンスタ 

—デザインをしていた池上明子さんから、 
パーティーの死体回収を依頼されたことも 

墩種族の離!!をSチェック 

あった。キャラ転送により、他人のパーテ 
イーを救出できるのも、「外伝』ならでは。 
なんでも池上さんは、ブロンデイのラハ•デ 
イエ文擎て金成してしまったという。r自_ 
描いたモンスターにや,られるなんて情けな 
い！」と苦笑していたっけ。この事件以来、 
池上さんはブロンデイが大嫌いになったそ 
うでござる。自分で描いたくせして(笑)。 
いろいろ害いたけど、ゲームボーイ版の 

一番し、いところといえば、、場所を選ばずど 
こでもできる〃、これにつきると思う。手軽 
さに勝るものなしということを「外伝」をプ 
レーして改めて実感した拙者でござった。 

『外伝in」では、種族と職業の種類が増え 
ており、キヤラメイクの幅がより広げられ 
ている。いままで以上にキヤラ育成が楽し 
くなっているといろことでござるが、ひと 
つだけ気を付けてほしいことがある。それ 
は、お馴染みの種族の特性値が、以前とは 
微妙に異なっているということ。たとえば 
ノームの素速さの初期値は曰。以前のよろ 
な俊敏な種族ではなくなっている。拙者は 
これを知らずにノームの魔法使いを作って 
しまって、えらい目に合いました。みなさ 
ん、マニュアルはしっかり読みましよ5。 





呪文データ 

『ウイザードリイ』の世界を語る上で 
欠かせなレなの热PJ2文cどん 
な口があ,で、いて®うと交! 

なの力^»しておかないと、まるで 

呪文は数種類を効果的に使ゝ、こなそう 
冒険をより快適に行なうには呪文の力をよく 

王里^しておくことが必要。呪文には攻擊や治癒 
だけでなく、攻撃力や防御力を上げたり、テレ 
ポートしたりなど、冒険を支援するための効果 
が満載されているからだ。しかし、はじめから 
全して使いこなすのはちょっと無理とい 

うもの。なぜならば、「外*伝m』には新しくアル 
ケミストの魔法が加えられたからだ。魔法使い 
系に僧侶系、そしてアルケミスト系0どれから 
活用したらいいか見当もつかない。とりあえず 
はじめは必要な呪文だけ理解しておき、徐々に 
レパートリーを増やしていくのがいいだろう。 

魔法使い系の呪文 

攻擊系呪文が多いため、 
戦闘時しが兄文を使わない 
ようにも見える。しかし、 
座標を確認するデュマピッ 

クやテレポート呪文のマロールなど、迷宮の探 
索になくてはならない呪文もある。使えるキヤ 
ラクターが複数いたほうが冒険が楽になるぞ。 

A 僧^系の呪文 

僧侶系の呪文といえば、 
誰が何といっても治癒回復 
系だ。アイテムが少ししか 
持てないキャラクターにと 

つて、回復や治療はほとんど呪文で行なわねば 
ならない。攻擎A兄文も使えるが、なるべく治癒 
回復用に呪文ポイントは残しておきたいもの。 

アルケミスト系の呪文 

雲を操っての特殊な攻擊 
呪文を持つ、アルケミスト 
系。単独で使う呪文より、 
攻擊M助したりなどの支援 

呪文が多いのも特徴だ。敵の雲系の攻擎を打ち 
消す呪文はアルケミスト系にしか存在しないた 
め、使えるキャラクターを用意しておきた一6. 



【魔法使い系の呪文】 

1 カテイノ 
戦闘時 

敵1グルーブ 
悪しき空気で相手を眠りの世界に引吉込み、動きを止める。眠らされると 
最低でもそのターンの行動は無理。直接攻擊のダメージも倍になる。 

八1J卜 戦闘時 
敵1体 小型の火球を敵にぶつけて、1〜8のダメージを与える。 

デュマピック 
キャンプ時 
味方全員 

冒険者の現在位顬と歩いたことのあるプロックを、16X16のマップに表示 
する。迷宮探索には不可欠な呪文。 

モグレフ 
戦闘時 
唱えた者 

肉体を鉄のように硬く Ufアーマークラスを2下げる。 

E メリト 戦闘時 
敵1グループ 

小規模な火花を出して、相手に1〜日のダメージを与える。 

ソグレフ 
戦闘時 
ほ方1名 

肉体を鉄のように硬くしてアーマークラスをS下げる。モグレフとの邐い 
は、唱える相手を指定できること0 

デイルト 
戦闘時 

敵1グループ 
相手のアーマークラスを2上げ、攻擊回避能力を低下させる。無効化され 
ず、重ねがけち有効。 

ボラツ 
戦闘時 
敵1体 

相手を石化させる0モンスターは治癒呪文なしで石化を治療できるため、 
実用性は薄くなっている。 

3 モーリス 
戦闘時 

敵1グルーブ 相手のアーマークラスを4上げ、場合によっては動きを封じる。 

マ八リト 
戦闘時 

敵1クルーブ 相手に炎の塊をぶつけて、4〜24のダメージを与える。 

コルッ 
戦闘時 
味方全員 

魔法の障壁を張って、相手の唱える呪文を無効にさせる。障壁の強さは、 
唱えたキャラクターのレベルに比例している。 

カンテイオス 
戦闘時 

敵1グループ 
相手の思考を混乱させる。混乱すると、呪文を嚅えたり、プレス、仲閫を 
呼ぶことなどができなくなってしまう。 

4 ツザリク 
戦闘時 
敵1体 神聖で強力な力を呼び出し、相手に24〜58のダメージを与える。 

ラ八U卜 
戦闘時 

敵1グループ 
相手に大炎をぶつけて、8〜36のダメージを与える。マ八リトの強化パージ 
ヨン0 

■Jトフェイト 常時 
味方全員 

パーテイーを空中に浮遊させて床に仕掛けられた震から逃れる。シュート 
とピットに対して有効な呪文。先制攻撃を受ける確率も下がる。 

ロクド 
戦闘時 

敵1グループ 相手を石に変える。ボラツの効果が拡强されたもの。 

5 ソコルデイ 
戦闘時 
味方全員 

パーテイーと一緒に戦うモンスターを召喚する0モンスターのレベルは、 
唱えた者のレベルに関係している。 

マダルト 
戦闘時 

敵1グループ 相手に冷気をぶつけて、日〜64のダメージを与える。 

パリオス 
常時 

味方全員 
キャンプ時ならリトフェイトなどの効果を消し去り、戦Bのときは相手が 
作り出したパコルツなどの呪文効果を打ち消してくれる。 



1 名 称 
使用可能時 
効果対象 

解 説 

5 バスカイアー 1 ：lUJBrJ 
虹色の不思議な光線で、相手にダメージ•驚吉•石化•死などを与える。何が 
起こるかは唱える本人にも予測できない。 

パコルツ 
戦闘時 相手の周囲に呪文を封じる嫌壁を强る〇ただし障壁を通過した呪文は、そ 

敵1グルーブ のままこちらへ届くことになる。 

6 マモーリス 
戦闘時 相手のアーマークラスを上げたり、驚きを与え動きを封じたりする。 

敵全グループ 

ジルワン 
戦闘時 
敵1体 

ゾンビなどのアンデッド系のモンスターに〗800近いダメージを与える0成 
功すれば、たいていのアンデッドキンスターは破壊されてしまう。 

ラダルト 
戦闘時 マダルトよりも強力な冷気で相手に34〜98のダメージを与える。 

敵1グルーブ 

ロカラ 
戦闘時 

敵全グルーブ 
地面に穴を関けて、相手を落としてしまラ。落とされた者は戻ってくるこ 
とがで在ない。 

ラザリク 
戦闘時 . fc 
敵1体 " ' .° 

7 マロール 
常時 テレポート呪文。戦鬭のときに使ろと、どこに飛ばされるかはわからない。 

味方全翼 キャンプ中に使えば、一度行ったことのある任慧の地点に移動できる。 

マ八マン 
戦闘時 神に願いを呼びかける。レベル13以上でなければ唱えられない上、願いと 
不定 引き換えに1レベル分の経験値が失われる。効果については欄外を参照。 

ティルド5エィト 
戦闘時 

敵全グループ 
最強の広範囲攻擊呪文。核嫌発のエネルギーで相手㈡〇〜150のダメージを 
与えられる。 

マウジウツ 
戦闘時 

敵全グループ 
相手に強力な破壊と混乱をもたらす。全グループに効果があるパスカイア 
一というところ。 

【僧侶系の呪文】 
名 称 

使用可能時 
効果対象 解説1 

ディオス 
常時 

味方1名 
味方のヒットポイントを1〜日だけ回復させる。 

パディォス 
戦闘時 
敵1体 

デイオスの効果を逆転させて、相手に1〜8のダメージを与える。 

ミルヮ 
常時 

味方全員 
地下の光がない場所で魔法の明かりをともす。通常は1ブロックしか見え 
ないが、光で3プロック先まで照らす。40歩前後で効果はなくなる。 

カルキ 
戦黼時 
味方全興 

I神のささやかな祝福により、味方全員のアーマークラスを1だけ下げる。 

ポーフィック 
戦闘時 
唱えた者 

I唱えた者のアーマークラスを4下げる。 _ 



Iカルキの強化パーシヨンで、祝福により全興のアーマークラスを2下げる 

1宝箱に仕掛けられた屬を95パ- 
IャUストがいれば必觀ないが、 



【アルケミスト系の呪文】 
1 名称 

使用可能時i 
効果対象； 解説 I 

1 オスロ 

ポーパ 

ノーリス 

常時 
味方全員 
戦闘時 

敵•味方全興 
戦闘時 

敵1グループ 

全員の攻擊力をアップさせる。数ターン効吉目が持続する。 

味方の棄速さを上げてアーマークラスを1下げる。また、それと同時に相手 
のアーマークラスを1上げてしまう。 

叫び声を迷宮内に響かせる。その結果、相手に恐怖を与えて、戦闘意欲を 
減退させる。相手が逃げ出しやすくなる。 

ナグラ 
戦闘時 
敵1体 

呪文を唱えた本人のヒットポイントの半分の値をダメージとして与える。 
ただし、次のターンからダメージ量は半減していく0 

E Uクレア 

ノーフイス 

戦闘時 
敵1グループ 
戦闘時 
敵全体 

小さな炎状のSを相手にまとわりつかせて、1ターンにつ吉1〜4のダメ 
ージを与える。効果は戦鬪が終わるまで継続される。 
相手の呪文無効化率を下げる呪文。その結果、こちらの呪文が効吉やすく 
なる。 

カルコ 
キャンプ時 
前方1ブロック 
戦闘時 
味方全興 

パーティーの前のブロックが岩かどろか調べる。壁を透視することがで吉 
るといろわけ。 

フィスクレア 
味方にかけられた雲系の呪文を消し去る。アルケミストの雲系の呪文は、 
この呪文を使わないと消し去ることはでぎない0 



H相手をすベて眠らせる。カティノより使い勝手はよい。 

Hレベルの低いモンスターであれば、唱えた瞬間に!■となってしまう。 

アUクス 4大元棄(土•気•水•火)を合成し、0〇~130のダメージを相手に与える。 



ここまで魔法使い系、僧侣系、アルケミスト 
系の全呪文データを紹介してきた。最後に、各 
系統にI種ずつ存在する召喚呪文、すなわち魔 
法使し、系のソコルデイ、僧侶系のノくモルデイ、 
アルケミスト系のガルデイに関し、ここで詳し 
い解説をつけ加えておこう。 
まず、呼び出せるモンスターの種類は3つの 

呪文ともに7種。魔法使い系は悪魔、僧侣系は 
アンデッド、アルケミスト系は昆虫から神話、 
ドラゴンまでのさまざまなタイプを召喚する。 
術者のレベルが高いほどに強力なモンスターを 
呼び寄せる確率も高くなるが、覚えたての者で 
も最強のモンスターを呼び出す確率はいくらか 
あり、逆に高レベルの者が最弱モンスターを召 
喚してしまうこともある。下にそれぞれの呪文 

で呼び出せるモンスターを一覧表にまとめて 
みたので、ぜひ參考にしてほしい。なお、表中 
のレベルはモンスターのランクとして便宜的に 
設けたもので、呪文やキャラクターのレベルを 
表わすものではない。 



すべてのアイテムを見つけ出せるかな？ 
め尽くすこともプレーヤーの大きな目標となるc 
それでは、武器からイベントものまで、アイ 

テムデータを一^に公開しよう。 

►回一たとえばダメージ値が •種族一装備可能な種族0 2力所の、、ド，は左が 
5〜10て•この数値が3なら、その武器で与えら ドワーフ、右がドラコン。 
れるダメージは|fr-30となる$ (さらにキャラ 籲性別一装ffBJ能な性別。 
クターの力によっても観） #«—嫌別の難易度を1T、，中'，易•で表示。 



















【その他の装備品】 





最後に、イベント上で入手するア 
イテムを全種類紹介。ただしこのう 
ち'IIいの証"、''魔法の魔除け'/ノ転 
生の害〃は、シナリオクリアーに絶対 
必要なものではない。またこれら以 

外に、闘技場でのみ登場するものと 
してサファイアオーブ、ルビーオー 
ブ、エメラルドオーブ、ダイアモン 
ドオーブがあり、いずれもキャラク 
ターを安全に蘇生させる効果を持つ。 

名称 解説 I 名称 | 解説 | 

寺院の鍵 墓地の地下1階で入手。寺院に入 
るために'必要となる。 金のメダル 南の洞窟地下5階で入手0やはり 

他のメダルと組み合わせ使用。 

銀の鍵 商店街2階で入手。mmcnmy 
へ侵入するためにぬ'®。 銷取りオイル 南の洞窟地下4階で入手。罔じフ 

ロアの銪びついた扉を開ける。 

金の鍵 南の洞窟地下4階で入手。同じ洞 
鹿内で金色の扉を開けるのに必要。 ドラゴンの鱗 

南の洞窟地下5階でドラゴンゾン 
ビから入手。洞窟地下6階で必要。 

クリスタルの鍵 雜2階で入手。商;入り口 
で必要となる。 オーブ 南の洞窟地下6階で入手 0どうや 

って城に持ち帰るか？ 

井戸の鍵 寺院I階で入手。どこかにある井 
戸のふたを開くために必要。 ページ丨〜6 ある能_端6枚が山脈内 

に散ら(ずって落ちている。 

城の鍵 山_ 7階で入手。_れた城の 
城門を開けるために必要。 誓いの証 ある人物からとしてあ 

ずかるもの。後に返却0 

銅のメダル 寺院3階でダリアを倒し入手。南 
の洞窟て新たな道を開くため必要。 魔法の魔除け 

古代(7M韋大な魔5去f吏し、力^!した魔 
除け。迷宮のどこかに眠っている。 

銀のメダル 商店街地下3階で入手。他のメダ 
ルと組み合わせ使用する。 転生の害 未来への布£福された転生を約束し 

てくれる害物0 























数 
ハイウェイマスター 

(うずくまる人影） 
ハイサムライ 

(鎧を着た男） 
分類：忍者 分類：戦士 
出現数：1〜2 出現数：1〜5 

HP：18〜40 回復：一I呪文：M—P—A3 HP： 2d 〜50 回復： 一「呪文：M3.P - .A- 
EXP : 880 無効：M50 • P50 • A50 EXP :1600 無効：M-•P—•A— 
AC ： 6 特殊攻擊：麻•後 AC：3 特殊攻擊：なし 
DM：13 DM： 84 

爽 
ハイマスター 
(5ずぐまる人影） 

分類：忍者 
出現数：1〜3 

バーグラー 
(ローブを着た男） 

分類：盗賊 
出現数： 2〜8 

HP： 40〜BO 回復： 4 |呪文：M—F—A7 HP： 22〜30 
EXP : 7020 無効：M25 • P25 . A25 EXP :1120 無効：MK3、_0•劇! 

r AC：~e 
DM :120 

特殊攻撃：毒•首•後 AC： 5 
DM.28 

特殊攻撃：なし 

w 
バーサーカー 

(鎧を着た人影） 
ハタモト 

(鎧を着た男） 

:滅 分類：戦士 mi 分類：戦士 出現数： 2〜日 出現数：1〜3 
HP： 18-64 回復：一|呪文：M—P—A- HP: 20〜80 fll後：-I 呪文：M3*P—A- 
EXP :11200 無効：M10.P10. A扣 EXP : 2200 無効：M—，只 
AC：0 特殊攻擊：眠•後 AC : 4 特殊攻撃：なし 
DM： 45 I DM： 38 

# 
バード 

(ローブを着た男） ▼ 
ハーピー 

(翼を持つ獣） 
分類：魔法使い 分類：獣人 
出現数： 8-3 出現数： 3〜7 

HP： 8〜53 回復：一]呪文:Me.P-，A- HP： 8H5 : 回復： 一1呪文：M4.P—A- 
EXP : 730 無効：M—•P—•A— EXP :1250 無効：M——.A- 
AC： 7 
DM： 7 

特殊攻擊：なし AC： 5 特殊攻擊：呼 
DM： 38 | 

fm バール 
(巨大な悪魔） 

バルキリー 
(鎧を着た女） % 分類：悪魔 分類：戦士 

出現数：1 出現数：'！〜6 
HP：190〜840 回復： 2〇1呪文:M9-P5-A8 HP：1卜54 回復： 一|呪文：M—P3-A- 
EXP：100200 無効：M18*P28*A18 EXP : 2350 無効：M5•P5•A5 
AC :-15 
DM : 200 

特殊攻撃：眠•麻•後•プ(寒） AC: 5 特殊攻擊：後 
DM： 30 
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