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My back’s been achin’ 

Rats are running over the ceiling 

Yes, my back’s been achin’ 

Rats are running over the ceiling 

If I’d known this’s gonna happenin’ 

I’d rather have been a cowboy 
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怪物の特徴を知ることは、例えば競技において敵選手を研究 
することと同様に重要なことだ。いや、それteLhのことだと言 
つても過言ではない。競技と違い、迷宮における戦閼では勝?U 
は生を、敗北は死を意味しているからだ。魔物たちの姿形、分 
布、そして実力をモニター内のウインドウ形式で分析する。 
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不死族の持つ恐怖と報酬 
ゾンビに代表されるアンデッドモンスター 

は邪悪なる意志によって動かされている死体 
たちである。人為的に動かされているがゆえ 
に逃走することはなく、常に戦關的だ。この 
種の魔物の多くは接触することによって、冒 
険者を催眠や麻痺の状態に陥らせることが多 
い。群れをなしていることも多く、戦いは辛 
い。彼等は聖なる析りによって（ディスペル） 
涛イムさせることか^できる。nが、この抽^しい 
戦鬪は冒険者に多大なる経験をもたらす。 
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迷宮中層にはびこる曲者たち 
タイロッサムが召喚して迷宮を守らせてい 

る魔物たちは階か連むにつれて次第に強い魔 
力を秘めた者が増えてくる0十分に戦關能力 
を持った冒険者のはしくれから、獸人ゃ魔法 
生物まで梯々な魔物がここかしこに待ち受け 
ている。その魔力によって彼等は冒険者たち 
を高度な魔法のえじきに、また石に変え、麻 
痺させ、運が直くても催眠狀JSIに陥らせる。 
この中層の魔物たちはその多くが大きな群れ 
をなしており、戦士の剣よりも十分に経験を 
積んだ魔術師の力が物を言うだろう。_ 
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呪いの穴最下層のモンスター 
体力•魔力ともに、冒険者を恐怖に追い込 
むのに充分なモンスターたちか*ここダバルブ 
スの呪いの穴の最下層にはひしめきあってい 
る。ほとんどの魔物が、魔法を始めとした特 
別な能力を持っており、それらに欠ける者た 
ちは強大なる体力を武器として侵入者を拒も 
うとする。中でも最も恐ろしいのは一瞬にし 
て冒険者の命を奪うクリティカルヒットの技 
術を身に付けたモンスターが多数徘徊してい 
ることだろラ〇 





獅子、黒山羊、ドラゴンと 
三種の生物の合成獸である。 
見かけの異様さとは裏腹に、 
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だ。しかも掘数T•出現す 
ることさえもある。 
テイルトウェイトなど、 不確定名：よろいをきたおとこ 僧侶系 

MAX HP : 84 |MAX AP : 12 AC： 2 

EXP : 7670 | 出現数：1 出現階： 6 
特殊能力：P7 



おそらく木曾典仲の愛妾で 
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異次元迷宮の脅威 
異次元の迷宮には、呪いの穴 
で力をふるっている魔物たちよ 
りも恐ろしいことに数倍強力な 
悪魔たちが存在する。充分に手 
のかかった呪いの穴最下層のモ 
ンスターたちでさえも、ここで 
遭遇する者たちに比べれば子供 
のようなものである。巨人族、 
悪魔族、竜族など、ょり好戦的 
な連中が扉の先に待っ〇迷宮探 
索の基本は「短期間の決着」。こ 
れは異次元とて同じことだ。戦 
閼が長引こうものなら、2度と 
現実世界には戻れまい。 
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1不確定名：やつれたすがた 不死怪物系■ 
MAX HP : 48 |MAX AP ： 14 AC:。  
EXP : 7980 |出現数：卜2 出現階:裏1〜6 ■ 
特殊能力:EDI HI M4 ® R30-60 









巨人族の持つ力 
かつての迷宮世界には何種類か 

の巨人族が存在していた。そのう 
ちの多くはやはりかつて存在して 
いたマカニトの呪文により、あっ 
さりと塵となる性質を持ってい 
た。またその巨大な姿から冒険者 
が受ける恐怖感のせいか、戦鬪に 
より得る経験は並ならぬものだっ 
た。が、それは全て過去のものと 
なった。もはやマカニトは存在せ 
ず、他のモンスターが強力になっ 
たせいか特に巨人族との戦いが大 
きな経験となる；ともないよう 
だ。それでも彼等をなめてかかっ 
て良いわけではない。彼等の攻撃 
力は群を抜いている。魔法の効か 
ない分戦いは辛くなった。 







bん呀文 
力も高い。 

^ MAX HP : 77 MAX AP : 20 
不死怪物系 ■ 

1 EXP： 17130 | 出現数：卜2 

§t特殊能力：EDI @⑱@@潛 
出現階：裏I.2.4.6 

?R20-40 : 
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1不確定名：よろいをきたお:とこ|戦士系 
■ MAX HP： 190 |MAX AP : 90 I AC： -4 
U EXP： 20510 |出現数：1 |出現階：裏1〜4 

不確定名：やつれたすがた 悪魔系 | 特殊能力：H2 M6 P6 R20-40 

\\\ 
MAX HP： 120 | MAX AP : 80 AC ：-3 

EXP： 17410 |出現数：卜4 出現階：裏卜3,6 

特殊能力：H5 M5㊣⑱㉝R50-60 
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|不確定名：うずくまるひとかげ 小人系 
|mAX HP： 158 | MAX AP ： 96 |aC：-5 

EXP： 22810 出現数：1 出現階：裏彳*2-6 

|特殊能力：@⑱㊃®⑬R30-60 

43 



["不確定名：きょだいなかけ 古代生物系 
MAX HP: ? [max AP : 196 AC：-IO 

EXP： 143770 出現数：丨 出現階：裏1 

特殊能力： Ht0@©@R50-90 
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不確定名：やつれたすがた 1 
MAX HP:? |MAX AP : 112 | 

EXP： ? 出現数：丨 出現(S:裏6 
特殊能力：ED4 HIO P7@®(@@@R? 1 
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ふこの世界では属性とも呼ばれるその者の性格を善.中立.悪の3種に 
分類している。これは普通に生活を送る者たちにはさして縁のないもの 
であるが、常に死に晒される冒険者にとっては行動決定のよりどころと 

膠|—| なる世界観.戒律を表しているのである。 

戒律に縛られた善悪の世界観 
ここで言うところの善悪は、そのキャラク 

ターの存在そのものを表すものではない。人 
類全体としての世界における善悪の度合はほ 
ぼ一定であり、たとえは栗の性格の者であれ 
悪魔ゃゴプリン以上に悪しき存在ではないの 
である。 
しかしこの善悪は戒律という形でキャラク 

ターの行動を制限するため、善の者と悪の者 
が通常のパーティを組むことはない。もし戒 
律において相反する行動を取らざるを得ない 
場合、どちらか力诫律を破らねばならないのだ。 

善の性格の者は、基本的に信義に厚く、敵 
対者にも情をもって接するという戒律を持っ 
ている。もし仲間が困難な状況にあれば、自 
らの命を賭しても救おうとする、精神主義的 
な世界観の者たちである。それ故に友好的な 
態度を取る相手なら、たとえそれが忌むべき 
悪鬼であっても手出しは許されない。この禁 
を犯した場合は世界観そのものが根底*、ら崩 
れ、悪の性格へと転じてしまうことがある。 

中立-NEUTRAL I 

善と悪のどちらにもとらわれない、無戒律の 
者たちがこの中立に当てはまる。その時の状況 
に合わせて自由に行動し、善悪どちらとパーティ 
を組んでも己れのミ荒儀で問題を起こすことは 
ない。両者の間を取り持つ役目もある重要な連 
中である。しかしその自然体の性格のためかあ 
まり強し、指向性がなく、神に対して絶対の信仰 
を必要とする僧侶系呪文を操る職業には、変身 
アイテムを使用しない限り就くことはできない。 

悪と言うと聞こえが良くないが、決して全 
てが非道の輩であるという訳ではない。もっ 
ともそういった連中の1性格は大f氏悪である。 
彼らはとかく物質主義的であり、得にならな 
いことには首を突っこもうとはしない。また、 
危険を冒してまで他人を助けようとは思わな 
い。敵対する者には容赦せず、友好的であっ 
ても逃がしてはならないという戒律に縛られ 
ている。破ると善になることもあるのだ。 



| CLASS 

I 職業 
冒険者が選ぶべき職業には4種の通常クラスと、さらに4種の複合職 

•エリートクラスの合計8種がある〇それぞれそのクラスに就くために 
必要な条件が定められており、エリートクラスは文字通りその条件が難 
しくなっている。ここではパーティ編成時の前衛と後衛に分類してみた。 

肉弾戦が身上の猛者•前衛 

前衛 



呪文•アイテムで後方援護•後衛 



バランスを念頭に職業選択 
キャラクターメイキング時にはここまでで 次に、最終的にはそのキャラクターをどう 

すでに種族と性格を選択しているため、当然 育てていくのか。転職してエリートクラスや 
なることのできる職業の幅も狭まってくる。 他の職業にしてしまうつもりなら、その形で 
詳しくは下の条件表を參照してもらうとして、のパーテイのバランスも考える必要があるか 
職業選択時に注意すべきことが幾つかある。 らだ。変身アイテムは迷宮の終盤にしか登場 
まず、パーテイをどのように編成するかとい しないため、それを待たずに転職となるとパ 
うこと。戦士ばかりを選んだところでパーテ ーテイの総合力低下は目に見えている。例え 
イの利点はない訳で、仲間にしたいキャラク ば僧侶をロードにしたなら、治療呪文の減少 
ターにはそれぞれに剣闘、魔術師系呪文、僧 を備うために魔術師を僧侶、またそれによっ 
侶系呪文、そして罠の解除^力の役割を振り ての攻擎n兄文の減少は戦士を侍にしてサボー 
当てていかなければならない。 卜、など。まずは後々のことまで熟考すべし。 



AGILITY 

特樹直 
特性値とは、そのキャラクターか*どれだけの能力を持つ 
ているのかを示す値であり、クラス選択の条件にもなる冒 
険者にとつて棰めて重大なパラメーターである。この値が 
時として生死をも分けることがある。 

6種に分類された能カレベル 
特性値はそのキヤラクターが、冒険に必要 ントを振り分けることによってレベル|の時 

とされる6種類の能力にどれだけ秀でている 点での特性値となる。以後はレベルアップ時 
のかを表しているパラメータである。それぞ.（老イ匕するほど低;下し易い）やアイテムのS. 

れはまず®矣決定時に基^特性値が設定され、P使用時、また特殊なイベントによって上下 
さらに職業選択時に与えられるボーナスポイ することになる。基本値+10が最高値だ。 



戦闘 
一度迷宮へと足を踏み入れれば、そこは凶悪な魔物が徘徊する別世界 

となる。そこでの戦閼は冒険者を大きく成長させるが、それだけに常に 
死の危険をはらんでいる。できる限り有利に戦いを運ぶため、ここでは 
その進行とルールに触れることにする。 

迷宮内での戦闘の基本ルール 

パーテイはフルメンバーで 

冒険者のノ《ーテイは丨名から6名までの編 
成が可能で、戦闘終了時に得られる繊矣値は 
その時戦闘可能だったメンバーに分配される。 
つまり少数ノ、。ーテイであるほど一人当たりの 
経験値が高くなる訳だが、麻痺を受ければ即 
全滅の単独行動はもちろん、それを期待して 
メンバーを減らすのは無謀である。結局のと 
ころ最も機能する6人パーテイで戦ったほう 
が、当然ながら安全で戦闘の結着も早いのだ。 

先制攻撃時のルール 
遭遇時、冒険者もしくは敵グループが戦闘 

態勢を整えていない場合は、相手を驚かせた 
側の奇襲となる。この際は抵抗できない相手 
を一方的に先制敗擊できるのだが、呪文攻擎 
は一fc刀行うことができない。マジックアイテ 
厶に秘められた魔法のみが使用可能である。 
魔物側はアイテムを使うことはないが、代わ 
りにブレスを吐くことかきる。ドラゴンの 
大群の先制攻撃は脅威であろう0 

友好的なモンスターとの和戦_僧侶系クラスのデfスペル能力 
魔物と言えども常に戦いを望んでいる訳で 
はなく、時には冒険者に友好的な集団に出会 
うこともある。和戦どちらを取るかは冒険者 
の判断に委ねられることになるが、実際には 
パーティの戒律によって決定される場合がほ 
とんどである。即ち善なら和睦、悪ならぱ戦 
闘を選ぶ。これに反すると、メンバーの性格 
わ逆転してしまう危険があるからだ。 
なお、最下層に友好的な魔物は存在しない。 

僧侶と司教、君主の僧侶系クラスの者は、 
邪悪な聞の力によって生まれた不死怪物(Un- 
dead)の呪いを解き、成仏させるデイスペル 
(Dispell)能力を持っている。これはIグルー 
プのアンデッドに対して行うことができ、レ 
ベルが高いほど強力な魔物の呪いも断ち切れ 
るようになる。先制攻撃時も使えるので、特 
殊攻擊の多いアンデッド相手には心強い。た 
だしデイスペルした分の経!射直は入らない。 



内の配列が生死の鍵を握る 

L前衛•後衛、6人のフル戦闘態勢^] 

パソコン版シナリオ5にて初めて用いられ 
た概念、「後衛の武器による直接攻撃」が本作 
品にも導入されている。全ての武器はロング 
レンジ（以下L)とショートレンジ（以下S) 

2種類の射程距離に分類できる。Lの武器を 
装備することにより、前衛ならばモンスター 
の4隊列目まで、後衛ならは2隊列目までに 
直接攻擊が可能になる。ただしSの武器の場 
合は、前衛は2列目まで、後衛は直接攻撃不 
可能となる。3列目以降に早めに倒すべき敵 
がいた場合は呪文に頼るしか方法がないので 
ある。右ページの図①を見て欲しい。それぞ 
れに適した武器を装備すれば、うまく全ての 
ラインの敵に武器が届くのである。ここで問 
題になるのはシナリオを進めていく過程でそ 
れぞれの職業のキャラクターが運よく良い武 
器を入手できるかどうかということと、それ 
ぞれのメンバー間における力の差だ。頭数だ 
けで敵を倒せるとは限らない。戦士 I人で対 
応できる敵でも、僧侶と盗賊の武器攻撃に魔 
術師の呪文でフォローすることが/必要とされ 
ることの方が多かったりする。加えて今回は 
A Cの低い敵には徹底的に攻撃が当たらない。 
その辺は戦いながら敵ごとに覚えるしかない。 
魔術師は余裕のある時以外は武器攻撃は行な 
わず、A C上げなり呪文に対処するなりの仕 
事をするのが基本だ。後衛の武器は数こそ少 
ないが、良い物が以外と早めに手に入るので、 
「戦士よりも当たり易いんじゃないのか？」 
と思、うこともしばしばだ。この条件をうまく 
利用しつつ、あくまで戦士のフォローという 
形で後衛に戦闘に参加させてみることだ。 
ちなみにレベルが上がれば呪文使用と、強 

力な長距離武器の装備が可能なェリートクラ 
スを後列に配備することで、攻撃値を大幅に 
上げることもできる。 

L同グループ内攻撃パターン] 

武器によるIグループの敵に対する攻撃フ 
才_ メーシヨンを分析•言兑明しよう。どうい 
うことかと言えば、Iグループの敵に6人全 
員が「たたかう」のコマンドを入力した場合 
それぞれが敵グループ内のどの魔物に対して 
「たたかう」のか、である。 

3対以」1により構成されるグループに攻擊 
を行う場合、敵グループの先頭から3体がそ 
のままそれぞれノ\°ーテイの先頭3人に対応す 
る。後衛3人はパーテイの4人目が丨人目、 
5人目が2人目、6人目が3人目をフォロー 
する型を取る。そのターン内で死んだモンス 
夕一があれば順に次のモンスターが前へとス 
ライドしてくる。 
前衛に関しての話だが、パーテイの先頭キ 
ャラを攻撃力丨00、2番手と3番手のキャラ 
を50と仮定してみる。HP 100の敵のグルー 
プが出現し、6人とも「たたかう」とする。 

Iターン目で敵の先頭が死に、2番手により 
H P半減の敵の2番が先頭へ移動、その次に 
は後から詰めてきた敵が並び3番手は無傷の 
敵に対処する。これでは先頭に最強キャラを 
置く意味がない。HPの高い敵が回ってくる 
のは3、2、丨番手の順なのでこの場合攻撃 
力は低い順にキャラを並べるべきだ。 
次に敵が2体の場合。丨、2番手はそれぞ 

れ敵の丨、2番手に攻撃、3番手はI番手の 
フォローに回る。つまり2番手の力が最も重 
要となる。ちなみに後衛は4、6番が2番の 
5番が丨番のフォローをする。 
総合して考えれば、前衛の最も有効な並び 

順は①攻撃力:3位撃力I位!攻撃力2位 
の州頁だ。後衛はA Cの問題や武器の問題もあ 
るが、攻擊f直の高い盗賊を5番目に配置して 
より負担の大きい敵2体時の2番種をフオロ 
—させるべきだろう。 





モンスターが秘める多彩な能力 
モンスターの多くは、戦闘に生き残る手段 

として冒険者にはない様々な能力を持ってい 
る。毒•麻痺などの特殊攻擎をはじめ、ブレ 
ス、呪文無効^！:など、その能力は攻守に渡っ 
て敵対するパーテイを苦しめるのである。冒 
P矣者力生き残るためには、これらの特殊能力 
をあまさず熟知しておく必要があるだろう。 

POISON I 

麻痺 PARALYZE 

石化 

クリティカルヒットCRITICAL HIT 

エナジードレインenergy DRAIN I 

まう。特に自分のレベル以」1のドレインを受 
けた者はその場でロストしてしまう恐しさだ。 

魔術師や僧侶タイプが唱えてくるのは当た 
り前だが、高等なアンデッドや竜、悪魔の類 
もそれに劣らない強力な呪文を使用する。特 
に魔術師系第7レベルの呪文を操る敵は厄介。 

人体に有毒な分泌液を爪や牙、ブレスを通 
じて相手の体内に送り込む能力。この毒に冒 
された場合、薬が•兄文による治療を行わない 
限りIターンごとにH Pが奪われていく。 

ドラゴンなどが持っている、体内に貯めた 
炎や冷気^毒ガスをパーテイ全員に吐きかけ 
る能力である。そのモンスターのHPイ直のち 
ようど半分がブレスの最大ダメージとなる。 

神経系統を冒す麻痺性の成分を擎ち込む能 
力である。また呪文にも同効果を持つものが 
ある。被害者は行動不能になり、他者による 
治療が必要。全員が麻痺すると全滅扱いに。 

呪文無効化 resist1 

冒険者側の呪文を無効化する酬能力で、 
高い攻擊力と無効化を兼ね備えた敵が多数出 
現すると、攻擊P兄文が生かせないパーティは 
苦戦を強いられることになる。 

身体に触れた相手を石にして硬直させてし 
まう能力。呪文に同効果を持つものあり。麻 

,痺同様に行動不能になる。呪文での治療には 
僧侶系6レベルのマデイの使用が必要だ。 

抵抗力 resist 2 

呪文の無効化に対し、こちらは呪文のダメ 
-ジを軽消Iするす氏技:力である。例！えば同ダメ 
—ジを与える害のラハリトとダルトでも、相 
手がどちらに抵抗力があるかで威力が異なる。 

どれだけのH Pがあろうと、急所を突くこ 
とによつて^^のもとに葬り去る特殊攻擊。 
本来なら忍者のみが持つ技彳析だが、本作では 
多くの魔物が身に付けている。恐I布だ。 

体力回復 healing 

急速な纖代謝機能やずば抜けた生命力に 
よって、丨ターンごとにダメージを回復して 
いく能力である。ただし最初に設定されるH 
Pの上限miには増* 口しない。 

数ある特殊攻擎の中でも、最も忌み嫌われ 
ているのがこのエナジードレインである。こ 
れによって生命力を吸い取られたキャラクタ 
一はHPの上限が低下し、また相手の能力に 
応じて丨〜5レべノレ分の経験値を奪われてし 

仲間の召喚 call 

独特の音声て伸間を呼ひ寄せる能力である。 
悪魔の系統にこの能力を持つ怪物が多く、た 
だでさえ苦しい戦いをより困難にしてしまう。 
中には召喚しておいて逃亡するものもいるが。 



職場 訓練場とは町外れに設けられた冒険者の基礎トレーニン グ用施設である。冒険者としての登録が行われる他、成長 
後のクラスチェンジのための設備も整った大都市ならでは 
の充実度を誇っている。 

冒険者の登録とクラスチヱンジの場 

キヤラクターメイキング Uクラスチェンジ（$云職） 
訓練場はリルガミン市の外れに設けられて 
いる冒険者のためのトレーニングエリアであ 
る。本来は軍属の者のみが使用できる練兵場 
であったが、迷宮に挑む冒険者を募るに当た 
って広く一^に開放され、誰もが各職業の基 
礎訓練を受けられるようになった。 
それまでに冒険者として修行してきた者は 

ともかく、どのクラスにも就いておらずに迷 
宮の探索を志願する者は、まずはこの訓練場 
に名前と種族を登録し、能力測定を受けなく 
てはならない。能力とはつまり特I生値のボー 
ナスポイントで、これと性格の条件をクリア 
して適性があると判断された職業であれば、 
基本的な身のこなしや戦術などのレクチャー 
を経て、晴れてレベル丨の冒険者となれるの 
である（キャラクターメイキング)。 
なお、冒険者となるためには最低でも5ポ 

イントの能力値が必要とされている。 

稀に飛び抜けて高いボーナスポイント 
って生まれてくる冒険志願者もいるが、 
の場合このポイントは5〜9、運が良く 
ポイントである。つまりほとんど¢7： 
ラクターカ選べる職業は通常クラスとヒ 
ップまでで、待ですら18ポイント以上(7； 
ナスがなければ条件をクリアすること力 
ない。 
しかし、何度かのレベルアップを重わ 

性値が上昇し、この条件を満たすことか 
れば、訓練場でのクラスチェンジという 
でロー ドや忍者の上位クラスに転職する 
が可能となる。 
ただし、一度現在のクラスでついた癖 

すために、転職後は全ての特性値が種族 
本イ直まで低下してしまい、当_たなク 
はレベル丨からスタートする。年齢が5 

I度に増えてしまうのがネックだが。 

►►種族を選び、性格を 
決定するとボーナスポ 
イントが示される。人 
間で最低値の5が出る 
と、信仰伽不足で絶 



冒険者の仲間を募るならぱギルガメッシュ 
へと言われるほど、冒険者のたまり場として名 
高い酒場である。24時間休みなしに営業を続け 
ているところが冒険者に好まれているらしい& 

現在では一般市民はほとんど利用していない 
が、明日をも知れぬ命のためか羽振りのいい 
冒険者のおかげで経営状態は良好である。 
冒険に旅立つ者はまずこの酒場でメンバー 

を集めるのだが、ここでは善と悪の者がパー 
ティ を組むことはない。相反する戒律の者と 
—IIにいると、善にしろ悪にしろ同じ戒律を 
持つ者たちに評判が悪くなるからである。そ 
ういったパーティを組む者たちはここではな 
く、地下迷宮の入口で合流することになる。 

城塞都市内に住居を持たない者がほとんど 
の冒険者のために造られた、市直営の宿泊施 
設である。一tSの旅人には開放されていなA 
ここではMPと、部屋のランクに合わせた 

HPの回復ができる。宿泊は一週間単位だが 
H Pフルであれば無料の休憩が可能、この場 
合馬小屋のみが一日歷してしまう0 
なお、レベルはここて休息を取った時のみ 

上昇する。 
•馬小屋 無料MPのみ/I日 
•簡易寝台 IOGP IHP/I週 
•エコノミールーム50G P 3HP/I週 
•スイートルーム 200G P 7HP/I週 
•ロイヤルスイート500G P IOHP/I週 

【车、、ルぬ!^叫i ド. 

1W !歩n sm\ 

Life 



ボルタック商店(BOLTAC'S TR綱》G POST) ■カント寺院(TEMPLE OF CANT) 

ボルタックという名のドワーフが経営する、 呪法による治療及び蘇±術に重点を置いた 
各地に独自の流通ルートとチェーン店を持っ 宗派の寺院で、実質的には治療院に近い性質 
た武具の専門店である。特に冒険者が発見し を持っている。こと蘇生に関しては高い技能 
て持ち帰る失われた技術によって製造された を持った高僧たちが揃っており、並の僧侶が 
アイテムの売買を一手に扱っており、これに 呪文を使うよりは遥かに信頼性が高い。しか 
よってポルタックは財を成したと言われてい しそれだけに寺院への寄付という形で要求さ 
る。各店には専属契約を結んだ高レベルの司れる料金は高額であり、また万一蘇生に失敗 
教がおり、アイテムの鑑定や解呪のサ_ビス してその者が灰、あるいは消滅したとしても、 
を行っているが、I、ずれもアイテム売却価格納めた寄付金は一t刀返却されない。 
という法外な値段であり、また今しがた売り •麻痺 寄付金IOOGPXレベル 
払った品はすぐさま倍額となって店頭に並ぶ •石化 寄付金200GPXレベル 
という強欲な商売を行っている。 •死亡 寄付金250GPXレベル 

•灰 寄イ寸金500G PXレべノレ 



▲鼸秦I本シナリオの迷宮の厳しさは並大抵のものではない。迷宮自体の持つ 
トラップや作りの複雑さ。冒険者を徹底的に戸惑わす謎。そして何より 
恐いめが今までに見られなかったほどに力を付けた敵モンスターたち。 

I_% Iこれらにどう対処するか。真剣に悩まないと生き残るのさえ困難だ。 

かってない厳しt、迷宮 
今回の舞台は今までに何度も数多くの冒険 ジョンにて「女王の受難」の冒険が展開され 

者にとっての試;練の場となってきたリルガミ る。普通ウイザードリイのシナリオを終了さ 
ンである。ダバルブスの残した呪いの穴に隠せるのに必要なレベルはというのが通説 
れ去ったお城の魔術師タイロッサムを、失踪であるが(実際には少々きついが…)、このシ 
した王女の姉ソークスを捜すために集まった ナリオにおいてはレベルが13になったころ 
冒険者を待ち受ける迷宮はかつてのそれより にはまだ最初の迷宮の最下層に降りていれば 
もよほど複雑である。迷宮Iフロアの広さは 良い方である。シナリオ終了のころにはレべ 
今までのウイザードリイに比べると最も狭い ルは30近くまで上がっていることだろう。そ 
ものではあるが、数多いワープポイントやシ れだけの力が必要になると同時に、冒険者を 
ュート等のトラップ、シナリオ的に弱さの見戸惑わすトラ，プと謎の複雑さがシナリォの 
られがちであったウイザードyイにしては数進行を足止めするからである。迷宮への階段 
の多い凝ったイベントに謎などがつまった、 を下るには必要以上の用心さと迷宮に待ち構 



迷宮で最も機能する6人パーティ制 

軍隊以上に機能する小隊国善悪『诚のパーティ 
単純に戦力のみを考えるなら、パーティの 
人数は多いほど戦闘は柄uである。ひとりの 
魔術師が唱えるテイルトウェイトより、10人 
が唱えるマハリトのほうが威力は高くなるし、 
戦士の大集団の前にはH Pの高い怪物もひと 
たまりもないからだ。ただし、それはあくま 
で地上の開けた場所での戦闘の話であり、幅 
6 メートル前後の通路を持つ迷宮で当てはま 
る常識ではない。ここに多人数の軍隊を送り 
込んだところで、ネ討軍系統が混乱をきたすの 
は目に見えている。 

6人のキャラクターが、前例と後列に分か 
れてそれぞれの所有する武器の長さに応じた 
距離に位置するモンスターに攻擊を仕掛ける0 

迷宮の広さに合わせた少人数の武隊の理想の 
形である。これ以上ノ、。ーティの人数を増やす 
と剣の攻擊時には統制がとれなくなり武隊に 
乱れが生じ、攻擊そのものにロスが出てしま 
う。呪文攻擊においてもその補範囲に計算 
ミスが生まれる可能I生が高くなるのである。 

通常ひとつのノ、。ーティに善の者と悪の者が 
混在することはない。友好的なモンスターと 
遭遇した場合どちらかが戒律を破らねばなら 
ず、その結果属t生が反転してしまうことがあ 
り得るからである。もし悪から善に転じてし 
まった場合、それまで身につけていた武具が 
全て呪いのアイテムと化す恐れは多分にある 
しかし仲間の死亡やロストによってパーテ 

ィの!^が捕わない時などは、止むを得ず善 
悪混成のパーティを組むこともある。戦力不 
足で探索に出るよりは、と言う訳である。 
ギルガメッシュの酒場では人目があるため, 

こうした御法度のパーティを結成する際には 
善と悪のメンバーは別々に迷宮に入って合流 
することになる。迷宮入口にたたずむ連中を 
見かけたなら、それはまずこの合该^且だと思 
って間違いはないだろう。 
※ゲーム中では「冒険を中断する」と「仲間 
を探す』のコマンドで迷宮内での合流を行 



冒険者を幻惑する迷宮内の仕掛け 
デュマピックによってマップを呼び出すこ 

とか可能になって迷宮の冒険ははるかに楽に 
なった。それでもあちこちにイ士掛けられた卜 
ラップの数々は大いなる脅威である。ワープ 
で遠くに飛ばされてしまえばマップで確認し 
てもすでに時遅し、である。さらに悪いこと 
にトラップの類いはマップに表示されない。 
サブマップを作る作業が必要である。その卜 
ラップの数々をピックアップしてみよう。 

コマンドによって発見することのできるド 
ア。見た目に普通の壁にしか見えない所がド 
アだったりするのだが、デュマピックでマツ 
プを見てt、かにも怪しいと思える場合があっ 
たら捜して見ると良い。なお、ロミルワでは 

銀の鍵を入手すると利用できるようにグる 
施設0 B 2から乗るのが普通で、BIでは出 
口のみの一方通行ドアに囲まれた部屋の中に 
ある。逃げ道だ。いきなりB 5まで行•けるよ 
うになるが、敵の強さを頭に入れておくべき 
である。 

落とし穴•落盤 
迷宮のあちこちに点在している不快なトラ 
ッフ°。もちろんダメージを受ける。落し穴は 
プレー:卜上にあるものと、いやらしくも何も 
ない場合にあるものの2パターンがある。ま 
すこ')トフェイトを唱えておけば避けられるが 
落盤は表示もなく防ぐ手だてはなし。 

厂鍵の掛かったドア 

要アイテム地点 
きなどに代表されるし、わゆるキーアイテム 
ぐーティ内の誰かが所持していないと通過 
:ないポイント。またワープにアイテムが 
Hこなることもある。多くの場合、ヒント 
:るメツセージが近^に記されている。 

現の条件を作り出したのにキャンセルした 
めにもう一度条件作りを繰り返さないとな 
ならものもある。絶対に誰かが入っておく 
きである。被害を受けるのは実質丨か所の 
でそれも単なる麻痺、その他はHP回復や 
P回復なので実は恐れることはないのだ。 
ちろんイベントがらみがメインなので敵が 
現する方が多いが。 

あるポイントに足を踏み入れた途端に別地 
点に強制的に飛ばされてしまう。ワープの瞬 迷宮内には不要に 
間には画面が一B舜フラッシュするのでデュマ どを誰かが捨てた、 
ピックでワープ先を確認するようにしたい。 在する。さすがにゴ 



途中でそんな場所を見付けたら立ち寄ってみ で、中には2つ先のフロアへの移動もある。 
ると良いだろう。なお一冒険中で拾えるアイ また一方通行のものもあり。注意すべき。 
テム数は冒険者の持物の数に関係なく決めら 
れているようだ。 

Iつ上や下のフロアへと強制的にノベーティ 
を送り込む買0階段と違う所はそれ力し■方通 
行であることだ。地面のプレートを軽い気持 
で踏んでいきなり別フロアへと移動してしま 
って危険な目に会うことは多い。とは言えこ 
のトラップのみでつながっている空間も迷宮 
内には多い。避けてばかりはいられない。そ 
れでも避けたい時はリトフェイトを。 

崩れる床 
迷宮内には雖所だが足を踏み入れるとパ 

—テイもろとも下のフロアへと床が崩れ落ち 
る箇所がある。リトフェイトならかわすこと 
ができそうなものだが、あれは地上数フイー 
卜 を飛行するための呪文らしく地面がなくな 
れば 1TFしてしまい、おまけに呪文の効果も 
消え去ってしまう。ダメージは受けない。 

一方通行ドア•階段 
通過前はどう見ても普通のドアにしか見え 
ないが、通過して反対側から見ると通ったは 
ずのドアがなくなっていて後戻りのできない 
危険な、しかも多数存在する買0またドア通 
過ではなく、普通に歩くだけで後ブロックが 
シャツターによって閉じられる変則一方通行 
も少数だが存在する。 

ダークゾーン 
「真暗闇だ」と表示される、一t刀の光が存 

在しない地域0 —歩先の様子さえ見えない。 
ロミルワの魔法が効かないばかりか持続性の 
あるこの呪文効果を打ち消してしまう。 

呪文封じ地点 
特定ポイントに足を踏み入れてしまうこと 

により呪文の使用をキャンプ•戦闘中とも封 
じ込まれてしまう地点0数が少ないので場所 
を覚えるべき。踏み入ってしまった場合には 
そのポイント以外で冒険を中断し、さらに再 
開すれば効果は消えている。 



TRESURE BOX’S TRAP 

宝箱の罠 
盗賊、忍者以外に罠の識別は不可能 
宝箱に仕掛けられた罠のほとんどは、迷宮 
内にいくつもある小部屋をベースとして活動 
している魔物が貯め込んだ財宝を他人に盗ま 
せないためのものである。盗賊と忍者以外に 
はこの罠の丰捌は不可能だ。ただし僧侶呪文 
のカルフォにて95%の確立で調べることも 
可能だが。罠を觸徐すればアイテムとGPS 
手に入る。また罠に挂卜かってもアイテムはほ 
ぼ入手できるが様々なダメージを受ける。中 
には死の罠まであるのだ。なお宝箱を開ける 
のが早ければ早いほど手に入るアイテムは高 
級品である可能性が高い。 

小さな石が宝箱を開けようとした者に多数 
飛びかかる。純粋にダメージのみの罠だが、 
体力のあまり高くない盗賊にとつては痛い。 吹きかかる。運が良ければ誰も影響を受けな 
高H Pの戦士などに開けさせるのも手ではあ 

毒ガス 

いが、最悪の場合全員が毒を受けてしまう。 
6人が毒を受けるということはラツモフィス 
(あるいはマディ）を少なくとも6回使えな 
ければならいことを意味する。低レベルでは 
;毛意が必要な罠だ。 

宝箱に仕掛けられた爆弾が、開封すること 
力<スイッチとなり大爆発を起こす。これもハ° 

ーテイ全体にダメージを与える罠である。低 
レベルのパーテイでは全滅の可能性が高いの 
で神経質になるべきだ。 

不思議な呪いが箱に仕掛けられていて、開 
封によりそれが解かれてパーティ内の数人を 
麻痒させる。運が悪ければディアルコ使用者 
が麻择してしまい、迷宮奥で冒険が困難にな 
つてしまうこともある。 





STATUS 

キャラクタ-の状態 
魔物の攻擊や罠により、キ 
ャラクターは様々な症状を呈 
する。ステータスには常に気 
を配る必要がある。 

キャラの行動を阻む症状の数々 
この世界に存在する魔法の数々は、我々の 

世界の医学を越える治療効果を持っている。 

そもそもこれだけ僧侶系呪文が発達した_ 

には、それが必要とされるような恐ろしし编 
毒があったからに他ならない。全身を蝕む猛 
毒や、肉体を硬直させる麻痒症状などは、も 
し冒険中に侵されてしまったなら即座に治療 
を施さないと危険だからである。次に挙げる 
症状はどれも健康体とは言えず、早急な対応 
を要する0 

魔術師系呪文のカテイノ、あるいは特定の 
敵の攻擊毒により起こる症状〇ノ、。ーテイ側が 
カテイノを使用したときと同様に、影響を受 
けると睡眠状態に陥り、身動きが取れなくな 
る。早くてIターン、遅くて戦闘終了時には 
目を覚ますが、被害を受けた前衛は後退し、 
その間ノ、。ーテイのフォーメーションに舌しれが 
生じる。僧侶呪文ディアルコで回復も可。 

怪物の直接攻擊•ブレス、宝箱の罠により 
体内に遅効性の毒が入り込んでいる状態であ 
る。この毒は戦闘中なら丨ターン、探索中な 
らランダムに数歩中I度その時点でのH Pの 
総量の10%前後を奪っていくため、HPが高 
いキャラクターでも早いうちに治療しないと 
あっという間に瀬死となってしまう。もし解 
毒の薬や呪文がなければ待っているのは確実 
な死であり、病毒の中でも最も恐ろしいもの 
と言えるかも知れない。なお、ヒーリングァ 
ィテムを持っていればH Pは残り50前後で減 
少しなくなる。また、城に帰れば毒は抜けて 
しまうようである。 

ある。怪物による直接攻撃•呪文の他に宝箱 
にイ士掛けられた毒風からこの毒を受けること 
が多い。麻痺状態にある者は治療しない限り 
死体と変わりがなく、攻擊行動はおろ力^兄文 
を唱えることもできず、司教ならばアイテム 
の識別も不可能である。またパーテイの最後 
尾に回されてしまい、前衛ならば敵の攻擊を 
食い止めるという役目も果たせなくなる。デ 
イアルコによる罕期治療が肝心である。 
なお低レベルの司教が識別時に陥る恐I布状 

態は放っておけば直る、軽い麻痒症状のよう 
なもの。呪文治療にはマデイが必要だが。 

魔力によって全身力硬直し、石のようにな 
ってしまった1尤態である。怪物の接触攻撃や 
呪文によって石イ匕する他に、宝箱の罠にこの 
効果を持つものが多い。特に直接攻撃による 
石化能力を持つ者力吟までのシリーズ作に比 
ベるとかなり増えている。症状は全て麻痒状 
態と一緒ではあるが、治療には僧侶系6レべ 
ル呪文のマデイが必要であり、ある意味では 
死miに厄介な状況であると言える。なお死 
亡すれば石化効果は消えるが、少なくともわ 
ざとそんな真似をする冒険者はいない。. 

H Pが0になってしまうか、クリティカル 
ヒットやバディの呪文を受けてしまうとその 
キャラクターの生命;舌動は停止し、死亡とい 
うことになる。この世界では前述のように魔 
法を使って死者の魂を呼び戻すことができる 
ためこの状態でも全く絶望的という訳ではな 
いが、蘇生には失敗がつきものであり、やは 
り麻痒や石化に比べて遥かに状況は悪い。蘇 
生には僧<呂系5レベルのデイか、7レベルの 
カドルトが用いられる。 

神経性の毒によ 





僧侣系呪文レベル5のノ、♦モルデイ、魔術師系レ 
ベル5のソコルデイの2つが召喚魔法である。こ 
れらは普通の呪文同様に唱えて、魔物を召喚し、' 

次のターンから魔物を戦闘に參加させることがで 
きる。なおノ くモルデイとソコルデイあるいはどち 
らかの重ね唱えは効果がない。I戦闘I種のみ。 

召喚モンスターと各々のデ- | MO(PO)は魔術師(僧侶)呪文とレベル。催=催眠、麻 
I =麻择s逃=逃走、呼=仲間を呼ぶ、後=後方攻擊^ 

3齡の•名称 

♦ウイルオーウイスプ •丨一2 #43 ■一 12 
麻痺能力付きなのが便利。低A Cなので倒されにくい。 

•出現数•Jr AC 力•呪文無効^ •特殊能力 

春フアズボ_ 
単に仲間3! 

《ール 
音呼ぶだI ,敵の攻擊彳 

•4 •! #10 mo mm% •呼 
:をし、わば身代わりて受け:f孓权る 

攻撃力の大きさが何といっても魅力。 
• M； 
呪文キ 

• 104 籲60%〜80% •後 
ヤラよりもいざというときには力5金い。 

•グレーターデーモン.1 #228 m-2 _108 參60%〜8G% mUl 
敵として出現する時に比べて、レベル_7の祝文を使えるのが強み。直接をあまり.しない。 

>レッサーデーモン 
どんどん增えていき、細かい呪文攻擊と壁の役割を果たしてくれる。 

• 50%〜60% .M4呼 

•エアジャイアント 籲丨 參|60 «5 籲180 壽80%〜95% •後 
I体しか出現しないので少い頼りない。だが攻擊力はトップ。呪文レジスト値も高いし。 

.ゾンビ •卜5 #!6 籲6 #12 #0% 
どちらかと霄えばハズシキャラ。麻痺ありだが、HPが低くて使い物にならない。パ: 

參フェアリー 
迷宮の中層なら便利だが、1 では戦闘: 1力からはずして考えるべき。じわじわと呪文で攻擊 

•30% 
エアリーを多少/、フーアップした感じ0だがこれも下層では役に立たな“ 

#2-4 081 02- •IB %〜40%彳 
、。 

Iグレーターデビル 籲丨 争248 •—2 #154 黎70%〜90%參P7 
高い攻擎力を持つ。ただしどちらかと言えばレベル7の呪文攻擊をするほうが多い。 



SPELL 呪文大全 BOOK 
魔術師系•僧侶系各7レベルに分類される呪文。パソコン版# 5から多教 
ピックアップされ構成された全B1の魔法群の中にはこれまでの呪文より 
強力なものもあれば、不定効果を持つものまで存在するのである。 

魔術師系の呪文 
戦閼における魔術師呪文はほとんどが敵に対する攻擊用のものであり、その他いくつかの攻_助の魔 
法が存在する。キャンフ時に使用できる少数の呪文は迷宮内をスムーズに冒険するためのもので、険し 
い洞窟内では欠かすことができない0 

レベル 呪文名 モード•効果範囲■コメント 

1 カテ<ノ 
_ 敵を催眠状態に陥れ、そのターン、あるい 

戦闘時 ■は数ターンの行動を不可能にする。催眠効果 
敵1グループ ■中は直接攻擎Mが倍に。が、効きにくい敵が 

.■油に:;も:多ぃ… 

ハリト 
| 火炎系の最弱魔法。敵に与えるダメージは 

戦闘時 ■ 1〜8だが、冒険開始の頃は武器が当たりに 
敵|体 ■ くいので、カテイノよりこれを使うほうか賓 

1効な場合が多い。 

デュマピック 
_ 丨フDァ内で探索済みの場所を2 Dマップ 

示0マ.ッ:プは術者ではなくカセットにブ 
迷宜1フロア ■き1つ◊カセットの初期化をすればマップも 

■初撕匕される。 

モグレフ 
■ 術者のA Cを2低化させる。とは言え、後 

戦闘時 ■衛が直接攻擎を受けるこのシナリオにおいて 
柿Iさえほとんど使わない呪文の代表格であるこ 

■とに間違いはない。 

2 メリト 
_ 火炎系の丨グルーブ明！!"兄文。最も早く覚 

戦闘時 ■える複数攻擊魔法だ„ダメージ値はハリトと 
敵1グループ ■阓じだが、1階の魔物であれば一掃すること 

1も可貪1〇 

ソグレフ 
I 味方1人のA Cを2低イbo A C低化呪文は 

戦闘時 ■僧侶系に全員対象のものが多いので魔術師は 
メンバー|人 ■こんな呪文を唱える暇があればオフェンスに 

1まわるべきだ。 

テマルト 
戦闘時 h 敵のA C % げる《低レベルのうちにあ 
よ」 Iる程度の深さに:下1りるときには役に立つ。重 
敵丨グJU-フ■ねて使用するのも棚。 



レベル呪文名 モード•効果範囲■コメント 

2 
| 敵丨体を石イ匕させる。ディルトやメリトの 

-i' —戦闘時 ■使用が主要のため無駄使いは禁物。どちらに 
刁、ノノ 敵1体 ■しろ、ロクドなら同様効果で1グループに効 

1 くので…。 

3 齡閼眭 1 敵のA Cを4上げる。と同時1こ敵を_で 
モーIJス 」■っっみ郷を当てゃすくする。A C上#は確 

敵丨クル—フ画実に効くが，囑は効かない:;'とがぁ么 

| 火炎系の1グループI文擊呪文。攻擊呪文の 
_/V||l 戦闘時 ■持つ意味は本シナリオにおいては大きい。こ 
x/ 'VP 敵丨グループ■れを習得したら2階あたりの冒険はたちまち 

1楽になる。 

■ 敵の唱える祝文に®充するための魔法障壁 
_ || 戦闘時 I .を築く。，たたni麵_續败ベルに絲さ. 
-Jノレノ バーティ全員 ■.れるので保険程度の気持ちでいるべきレ—： 

■ルさえ高ければ最も使える啜文。 

■ 精神的に混乱を起こさせ、いわゆる通常攻 
戦闘時 ■擊以外(7)使用を困難にさせる。呪文使用から 

刀ノ丁ィ4人 敵丨グルーブ1ブレス、仲間を呼ぶ行為までをある程度防げ 

4 
| 神聖な力によM24〜58のダメージを与え 

I/f 戦闘時 ■る。効きゃすい印象の強いこの魔法と、’同レ 
ノ1Tリノ ..ぺ論:靡’ + 融議く:藏顯録論裏編 

■要求されよう。 

| 火炎系の丨グループ攻擊n兄文。ダメージは 
—# vi|i 戦闘時 ■ 3〜36。5レベルのマダルトを覚えるまでは 
フ/ Vノト 敵jグループ■戦士の剣以iiの威力を持つ攻擊手段となる。 

1 4階くらいまでは便利。. 

■ •ーティをmilより浮遊させる呪文でピッ 
||1_ 八 常時 ■卜ゃVユートを回避できる。効果は一度唱え 
ルノエ"1r .パーティ全員■れぱ欝険中は有効。だが床の崩壊時には効果 

1が消ぇ去る。 

1 1グループの敵を石化する。治療の手段を 
— 戦闘時 |持たぬ者にとっては石化は死亡と同様のはず 
レ!ノr 敵iグループ ■だが何故か回復する者もいる。カティノの強 

1力版と言えよう。 

5 
■ 味方として戦闘に参加する魔物を召喚す 

x/—.I. 戦闘時 ■る◊中にはハズシもいるが、純粋に最も使え’ 
ノノレアイ なし ■る魔法だと思って良い。5讎頁の中より1種 

_がランダムに現れる。 

7<5 



レベル呪文名 モード•効果範囲 ■コメント 

■ 冷赞1により敵に8〜64のダメージを与える 
—L .戦闘時 ■ダループ攻擊》兄文。レベルが高くなってから 
ルr 敵1グループ■も使用回数が減らぬであろう腦でか1 吏い 

1易い鄘去だ。 

■敵がパーテイに唱えたバコルツと、彼等自 
/ぐ11^7卜T 単戈闘時 ■身に唱えたコルツのそれぞれの効果を弱める 
〆、ノづハ 敵iグループ ■力を持つ。後半における悪魔系との戦闘に力 

■を発揮しそうだ。 

_ 敵tグルーブにランダムなダメージを与え 
戦闘時 Iる。通常打繫から特殊な工嫌まで効果は様々。 

7、八/，一 敵|グル—プ■だが同レベルにソコルディゃバコルツがある 
1のを忘れずに。 

| 敵の周囲に呪文遮断の壁を築く。敵の魔法 
/ぐ—III戦闘時 ■はこちらに届かなくなるが、障壁は絶対のも 
7、一!ノレ/ 敵1グループ ■のではないが、魔法戦の多い本作では頻繁に 

■使用する呪文。 

6 
_ 戦鬪の場にいる全ての敵にモーリスを掛け 

—^,3- 11-* 戦闘時 ■る。この呪文もモーリスと同様にA。上昇と 
<ノハ 敵全グループ ■暗蘭の効果を持つ。「効かなかった」と表示さ 

|れてもA Cは上昇している。 

| アンデッドモンスター1体を破壊する。と 
>^■1門、* 戰闘時 ■は言え、呪文の無効化力咐き物なのもアンデ 

ノ / 敵1体 ■ッドの特徴。使用にはギャンブルネ育神が'必要 
1ではある。 

| マダルトの上級バージョンで、34〜98の冷 
SZJSfiiJL 戦闘時 ■気ダメージを与える。レベル6ではこの呪文 

敵1グループ■祕をあまり使わない事もあり最も働く攻擎 
1呪文になるはず。 

1 ±也面に大きな穴を開けて、1グループの敵 
1-1^.,= 戦闘時 ■を吸い込ませる。僧侶呪文のバカディと同じ 
wノ敵全グループ ■働き。影響を受けない敵はかすり傷一つ負わ 

■なぃので注*。 

7 
■ 探索済みの場所にテレポートする。デュマ 

一•1-1|1 常時 Iピッ>と间じマップ画®で移動先を選択。戦 
ーノ1^ :..ぐ..:::お::::':囊 ■..闘中はランダムチレボート。最下層へは_ 

1ヮープが不可槪 

I 究極の攻擎n兄文で、原子核融合による爆風 
二.11L fJLj ノk 戦闘時 ■が戦闘の場にいる全ての敵に10〜150のダメ 
フつI7レP ノエ’1 r 敵全グループ■ージを与える。マロール用の残りMPに気を 

■付けること。 



レベル 呪文名 モード•効果範囲| Iコメント 

7 
マハマン 

戦闘時 
敵•パーティ全員 

I於べル以上の者のみが1»可_•ぁり、 
唱える■こ'とによW..Vレベルを失の全.. 
7種の効果中3つがランダムに表示され.[つ 
を選択する6①健康と復活（休力全回復と死 
者の確実な蘇生〉（！)モンスターをテレポ*" 
する（1敏全滅）③_力を上げる（ACJCHfe 
化）④呪文の効果を上げる（敵の呪文無効化 
消去）⑤魔法からの保護（敵の魔法を無効化） 
(|瘸力を回復する（MPフル回復）⑦®い取 
られたレベルの圈復（受けたエナジードレイ 
ン効果をi肖去〉 

マウジウツ 戦闘時 1 

.敵•全グループ1 

I バスカイアニのパワーアップ版0影響は全 
Iての敵に及ぶ。石イ匕や麻痺、ダメージ、—m 
|で敵を倒す、等様々な効果が各敵に対しラン 
1ダムに襲いかかる。 

僧侶の呪文 
防御•治癒を主体とした僧侶系の呪文の数々。が、今までに比べて攻擊呪文が充実したことを見逃すこ 
とはできない。攻雜助、攻撃、治癒と、以前よりも僧侶が呪文をとなえなくてはならない回数はだい 
ぶ'«えそうである。 

レペル 呪文名 モード•効果範囲 ■ 3 メント 

1 ディォス 常時 
メンバー丨人 

1 僧偽等が始めかえている#力園後祝 
11lx SN:8'ポ彳ントのH P圓復〇スタート直 
111後はこの魄文納蜜用できない_になg技ら 

バテVォス 
戦闘時 
敵丨体 

■ デイオスの力を逆利用した丨〜8ダメージ 
1の攻擊呪文。M Pが増えたらこんな攻擊呪文 
1を使ってさえも敵を倒すくらいの気持ちがあ 
■った方が良ぃ。 

ミルワ 常時 
なし 

■ 隱しドアを；3マンドfiiすようになフたた 
111め爆に逮くまで見漉すだけめになみ 
111しかも30歩移動すれ〖ず効果が消えてしまう。 
1お話にな％%i、。.ン 乂ゾ:.く 

78 



レベル呪文名_モード•効果範囲 ■コメント 

■ ハ9ーテイ全貝のアーマークラスを丨下げる 
•f%11.Jp, 戦闘時 _■が、真面目に戦っている限りこれを唱えるこ 
ノJWT パーテイ全員aとはないだろう,し、そんな必要に迫られるこ 

1とも無いはずだ。 

■ 唱えた者のアーマークラスを4低下させる 
ギ"7ゴIV今 卓戈闘時 ■が、カルキと同じで、こんな呪文を使ってデ 
<1、 ノ^! ノノ 使用者 ■イオスの使用回数を減らす必要がどこにある 

■とぃぅのか。 

2 
_ パーテイ全興のアーマークラスを3低下さ 

戦闘時 ■せる。低レベルでは魔術師系のディルトとあ 
パーティ全員 ■わせて使えば効果的。でも今回は攻擊が当た 

1りやすいのでちよいと不安。 

| 宝箱を開ける時にのみ使用。罠の判別を 
ll^—T . 玉箱開封時 ■ 95%の確率で行なう。が、普段はこれは盗賊 

ノガドノ万 宝箱 ■の仕事。黄に対する抵抗力さえ残っていない 
1とき等に使うと良い。 

■ 敵の呪文を封じる。影響を受けた敵が呪文 
/ 戦闘時 Iを唱えても効果が届かない。人間型魔術師や 

I’ ノ^！/ 敵^グループ■僧偶にはなるべく唱えるべきだ。悪魔などに 
■は効きにくい。 

■ 迷宮内にいるメンバーの大体の位置がわか 
十、ノ午ノ 十ヤンノ ■る。全滅したパーティなどの救助時に使うは 
ノJへ 全冒険者中1人 ■ずのものだが、おそらくほとんど使われる機 

■会の無ぃ呪文だ。 

3 
_ 出会った敵の正体を知る。戦闘中でもキヤ 

常時 ■ンプでも使用可能■-あらかじめ唱えておけば 
，ノ、し，ノ 敵全グルーブ ■遭遇時に正体が判明する0城に帰るまでの間 

■は効果が持っ。 

1 麻痒した者を治療する。麻痺すると行動が 
"7アJし一！ 常時 ■不可能であり、ノ、。ーティ全員が麻痺すると全 

フイノメンバー丨人|減の扱いになる。即時回復が必要だ。繊嫌 
■も入らないし。 

■ 敵全興に効果のあるマツ。マゾピックが力 
/《フ戦闘時 ■ットされたのでA C低イtB兄文のトッ乂なお 

K ^ ;漏::ヌボみ免:ザ％::ク以外は全て重ねて唱えれ効 
■果が増す。 

■ ミルワの効果が一冒険中持続する。ミルワ 
鬥$ルn 常時 ■も同様だがダークゾーンに入ると効果が消え 
ルノ なし ■る。ちなみにリセット後も識別•保護.明り 

■浮遊の各効果は残る。 
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レベル呪文名 生ード•効果範囲^コメント 

3 
■ モンスターのM Pを消耗させる。何度も使 

+ _ 戦闘時 ■えは、、例えば7レベル呪文を使う魔物なら6 
/、刀-卜 敵丨体 1レベル、5レベル…と使用可能呪文レベルが 

1低化する。 

4 
■ ㈣户^〜旧を回復〇ディオスの次に覚える 

—• .*^,1 常時 ■ヒーリンク祝文だが習得する頃にはこれでは 
7"イ/ル メンバーi人■足りないくらいのHPになっている。使わぎ 

■るを得なぃが。 

■ ディアルの裏返し。2〜16のダメージ。も 
—r|| 戦闘時 ■ちろんこれを覚えるころになれば魔術師も呪 

ハアイ/ル 敵丨体 ■文を多く習得している。あえて僧侶がこれを 
■使ぅことはなぃ。 

| 毒を消す。戦闘中に受けた毒はできるだけ 
«sr 常時 ■早めにこの呪文でクリア—にしておくべき。 
フノ "t ノイス メンバー|人Iさもないとtターンごとに確実にH Pが減っ 

■てぃ“ 

| パーティのACを2下げる。冒険中はずっと 
—,〇 _ h 常時 .■効果が持つので唱えておくべき。1クラス上 
マ不ーノイツ7 パ—ティ全員1の鐘を着るのと同じことなのだから使わなけ 

■れば損。 

■ 6〜15ポイントのダメージを与える呪文0 
戦闘時 1昔で言えばリトカンあたりだろう。なぜかリ 

, 'リ-J 敵，ゲルーブ ■トカンよりは使うことが多い。敵が強いせい 
■ではあろう紙 

5 
| 3〜24の体力を回復する。これを覚えれば 

—« _ 常時 ■大分無理もできるようになる。関係ないけど 
アイノ^ルマ 乂ンバー1人 ■今回はバディアルマがない0どうせ使わない 

■が。 

圓敵1グル—プを麻痺させる。と雷っても完 
—-7 . 戦闘時 ■全なる麻揮ではなく、回復するタイプのもの。 

ノーノオ 敵|グループ ■つまり今までのマニフォの強力版だと思えば 
■良ぃ。 

■ 冠状動脈血检誘発により敵丨体の命を奪 
ぐ—、、- 戦闘時 ■う。どの呪文もレベルが効力を左右すること 

/、ノ■づ 敵|体 ■を考えると一^必殺のバディはレベルさえあ 
■れば’有効度が高い。 

■ 死亡状態からH P 1で蘇生。失敗すれば灰 
« キャン# |になる0戦闘中は使用不可會go成功率は術者 

メンバー1人 ■の僭仰心と被«の生命力による。カント寺 
1院の方力^^ 

8〇 



レベル呪文名 モード•効果範囲 ■コメント 

バモルデイ 
I 味方として戦闘に参加する魔物を召喚でき 
る。ソコルディとは別の5種類中I種のモン 
次夕‘轳ランダムに現れる。「召喚魔法jのぺ 
—ジを参考に。 

バミルワ 

マデf 

戦闘時 
敵Iグループ 

常時 
メンバーI入 

I ミルワが明りなら、逆利用のバミルワは暗 
闇。敵を聞の中に包んで梢神的に混乱させる 
呪文。精神集中行為の妨げ用魔法である。回 
復ありなので安心は禁物だが。 I 体力を完全回復し、死以外の全てのステー 
タスを元に戻す。何はなくともこの呪文。こ 
れ用のM Pが迷宮奥で切れそうになったら即 
亥卯_すること。 

ラバ於 =制者1 

■ 敵丨体のH Pを丨〜8のみ残して奪いと 
|り、呪文を唱えた者のH Pとして吸収する。 
|かつてのマバディのおまけ付き版0でもマデ 
■ィと同レベル 

_ 戦鬪時のみならず、キャンプでも使用でき 
f-l 常時 ■る城への直行チレポー■卜呪文。昔と違い金と 
wノ「ノエ1r パーティ全員■装備は失わない紙丨度使うと忘れて覚え直 

■しが必要。 

謂コ 澀ループ| 

カドルト ニ人| 

I 僧侣版ティルトウェイト。全ての敵に18 
■〜58ポイントのダメージ。テイルトウェイト 
1と合わせれば無効化されない限りほとんどの 
1敵を消せる。 

I 蘇生呪文。死、灰の状態から生き返tv失 
1貝女すればロスト。戦闘時の使用は不可能にな 
|った。成功確率はディと同条件。やっぱり力 
■ントの方が良い。 

バヵデ:r 澀ル-プ 

■ 敵1グループにバディを掛ける。もちろん 
|効かなければノーダメージ。どちらかと言え 
1ば、人間型の敵に効きやすいような気がする。 
|使用頻度は高い。 

■ 味方全興のH Pを丨度に6〜20ボイント回 
—-911 常時 ■復させる,，戦闘中も使用か可能だが何せ数値 
<アイ/ル バーデ{全昌■錄い。城に帰る前のお決まりの体力回復に 

■雛っ。 



IWAGIC^J^C—胃 LIST 

実際のゲームプレイ時に役立つように、魔術師系_僧侶系のそれぞれ 
の全呪文を用途別に分類した。各呪文の細かい効果は「呪文大全」の効 
力解説の項を参照し、この表は呪文使用時のテキストとして欲しい。 

■魔術師系呪文 
呪文名 
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戦闘時 

戦闘時 

敵丨グループの呪文を封じる 

敵I■.グループのM Pを消費させる 

敵Iグループを行動不可能にする 

味方モンスターを丨 び山す 

敵Iグループを混乱させる 

術者のA Cを4下げる 

パーテイのACを2下げる 

パーテイのA Cを4下げる 
2 
3 
4 パーチイのACを冒険中2下げる 

H PをI〜8回復 

麻痺を治療する 

H Pを2〜16回復 

毒を治療する 

H Pを3〜24回復 

死者を蘇生、HPは丨 

体力を全て回復 概 i 

モ者を蘇生、H I 死者を蘇生、HPはフル 

ハーティ全員のH Pを6〜20回復 

ミルワ いつでも 30歩の間迷宮を照らす J 

カルフォ 宝箱開封時 宝箱の罠を95%の確率で見抜く 2 
カンデイ キャンプ 行方不嚇のおおよそ卽娥を知る 2 
ラツマピック いつでも 冒険中敵の正体を知る 3 

、口,ミルワ いつでも 冒険中迷宮を照らす 3 
ロクトフェイト いつでも 城に保Sする（呪文を忘れる） 6 

■僧侶系呪文 
呪文名 使用モード 効果 レペル 

バデ< オス 戦闘時 敵1体f: 1•〜8のダメ ージ，； 1 
1 バディアル 戦闘時 敵丨体に2〜16のダメージ 4 
攻 響謙圓 戦闘時 敵1体を殺害する 5 

ラバディ 戦闘時 敵体を瀬死にし、術者的本力を奪う 6 
複 滅リrr,、… 戦闘時 敵1グループに6〜15のダメージ 4 
数 
攻 マバリコ 戦闘時 敵全てに18〜58のダメージ 7 
撃バカデイ 戦闘時 敵!，グループを殺害する 

ク壽t 

攻擊補助 AC低化 



BACK GROUND STORY 
WIZARDRY SUFFERING OF THE QUEEN 

時^^マ 
リルガミンの女王アイラスは、 

即位より1年、気の^まるとき/^ 

なかった。 
即位の日、リルガミンの町は南 
西よりわき出た黒い雲に覆われて 

3日3晩、嵐が吹き荒れた。そし 
て嵐がおさまったときには、女王 
の双子の姉•ソークスが失踪して 
いた。町をあげての捜索にもかか 
わらず、何の手がかりも得られな 
かった。 
さらにあろうことか、リルガミ 

ンの町を守護するニルダの杖の輝 
きが衰えはじめ、災いが次々に町 
に襲力、ってきた。 
その上、王宮付きの魔法^ぃで 

あるタイロッサムが旧王宮の地下 
にある「ダバルブスの呪いの穴j 

に身を潜めて、魔物を召換しはじ 
めたのであった。 

年若い女王は気丈にも苦難に対 
処してきていたが、師でもある夕 
イロッサムの背信行為に打ちのめ 
された。王宮の兵士たちが迷宮に 
踏み込み、魔物の討伐にあたった 
が、長L呼和に慣らされた彼等に 
とってはそれは重すぎる荷であっ 
た。 

リルガミンの町には、かつて幾 
多の胃を乗り越えた冒険者の子 
孫たちが集まってきた。ある者は 
女王を助け出すために、ある者は 
自身の名誉欲や金銭欲のために、 
またある者は血生臭い戦闘を求め 
て…0 
しかし、その中の誰もいまだに 

タイロッサみを見つけ出すことは 
おろか、異変の原因、ソークスの 
消息を知ることもできないままだ 

A=ワープ始点 M=メッセージ 
B=城へヮーブ P=落し穴 
C =シュート Q=呪•文封じ 
〇 =ゴミ捨て場 R=i^ 
E =エレべーター S =シャ.ノト 
F =泉 T=回転床 

H =床崩壊 
X=次元の翠け目 
Z=ワープ終点 



この呪いの穴第丨層での課題は、敵モンスターがど 
れほどの力を持っているのかを知ることと、地下2階 
以降へと歩を進めるために必要なだけのレベルを獲得 
することである。オークやコボルドを始めとした知っ 
た顔の魔物たちがどれほど力を付けたかを実感するだ 
けで、この後の冒険の険しさを想像するには充分だ。 
マジシャン、ペティプリーストの2体於兄文攻撃を仕 
掛けてくる。アンデッドのジャックオーランタンの麻 
痺攻撃にも気を付けねばなるまい。目立った特殊能力 
を持つ者と言えばそれくらいではあるものの、最も苦 
労する点はと言えば、武器による直接攻擎の当りにく 
さだろう。同時にノ、。ーテイに対する敵の攻擊の当たり 

易さも悩みの種だ。これらはとにかく早めに金をため 
てポルタックで装備を買い込むしか対処の方法はな 
い。後衛の武具も忘れぬように。戦闘においてはノくデ 
イオス、ハリトでさえも使う覚悟でいないとレベル4 

くらいまでは安心できないだろう。 
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地下2階 続き部屋とワープの階 

8 9 10 11 12 13 14 15 

I階にある2つのシュートと北東の階段から降りて 
来ることの出来る地下2階は、似たような形の部屋が 
続くエリアと、マーフィーズゴースト探索エリア、そ 
して銀の鍵を入手したあとで通路として利用するエリ 
アの3つに大分できる。続き部屋エリアは一方通行の 
ドアをくぐってワープした先からスタートする。後戻 
りができないうえに数多いドアの先にはほぼモンスタ 
一が待ち構えている。低レベルのうちにこのエリアに 
踏み込んだらまず全滅するはずだ。うろつかずに階段 
付近で稼ぐのが得策だろう。丨階北西のシュートから 
落ちたならば、東2、北13の一方通行階段で簡単に戻 
ることができる。このエリアの南西には今回あまり稼 

86 

ぎに向かないマーフイーズゴーストがいる。今まで同 
様の経験値は得られるのだが、彼の攻擊の当たり易さ 
と個民能力を持ち合わせていることを考慮すると、や 
はりP皆段付近の方が安全である。なお2階では宝箱で 
そこそこの装備を揃えることができる。 



地下3階 大広間とその奥の寺院 



地下4階 暗闇と転移の最難関 



地下5階 遞の弱い自然洞窟 

3 4 5 6 7 8 9101112131415 

ファミコン版HIの5階によく似た感じのマツプであ 
る。落とし穴や落盤は少ないもののダークゾーンがあ 
ちこちにあり、強くなってきた敵とあいまって、歩き 
まわるにはしっかりしたレベルを必'要とするちょっと 
した難関とも言えるフロアになっている。4階から降 
りる階段はなし、のでエレべーターで2階などから降り 
てくるしかない。低レベルのうちにエレべーターを利 
用して稼ぐのも良い。北丨•東4のゴミ捨て場にはあ 
まり良い物がないが、まれに貴重品か庵がっている。 
このフロアではまず6 P皆へのP皆段をさがしだすこと 

と、泉を見付けることがテーマだ。泉では「誰が入り 
ますかjのメッセージが出る。盗賊を入れよう。入つ 

た者は麻痺して魔物が出る。倒すと「時計」が入手で 
きる。これと4階で入手した宝箱を持って6階への階 
段へと向かう。これが5階ですべきこと。南東に怪し 
げなメッセージがある。これを覚えておいて6階へ急 
ぐ。6階に降りないと5階のマップは完成しない。 

89 



地下6階 強力な魔物の最下層 



6階でタイロッサムを倒し宝珠を得た後、右に行く 
と城にワープして称号がつく。左行くと5階にワー 
プ。そこには4P皆への階段と城に戻してくれる老人が 

I人そして何と次元の裂け目がある。裂け目に入る 
と、新たなる迷宮がそこには広がっている。そう、夕 
イロッサムを倒しはしたが、ソークスの行方はまだ分 
かっていないではないか。ワーブした先は5 P皆。最下 
層ではなく、丨つ上のフロアから探索を始めることと 
なる。なお便宜上、こちらの迷宮を裹マップと呼ぶ。 
この階はダークゾーンが多く、敵も表に比べてはる 

かに手強い。だがある程度の注意力とレベルがあれば 
マップを埋めながら4階への階段を捜し出すのに時間 

はかかるまい。フロア中央の部屋はずっと後で来る。 
今は行けなくても気にしなくて良い。北東の老人がく 
れるアイテムはルビーのスリツハ。。ロクトフヱイトが 
使える。つまりは脱出用だ。マロールで城に戻るには 

I度北15 •東15に飛んでもうI度ワープが必要だ。 
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異次元4階 ワープだらけの迷いの階 



異次元3階 49の部屋に潜織 

■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■国 ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■ 
8 9 10 11 VI 14 丄 b 

本シナリォ中最高に難しい謎がここに待っている。 
マップ自体はある程度マッピングが進めばわかると思 
うが、正方形の部屋が49個並んで（うち中央は石）い 
て周りを廊下が囲んでいるだけである。ところがこれ 
らの部屋はいく勹かのブロックごとに文断され、互い 
に直接通じあってはいない。つまり上の階や下の階か 
ら回らねばならない。とても手間がかかる。だがこの 
階のマッビングは実は重要な鍵を握っている。歩き回 
ってみればわかると思うが、フロアのあちこちに意味 
不明のプレート（通常ならメッセージや階段、トラッ 
プ等の印）が合計8つ散在している。マッピングを完 
結する=プレート全てを踏むことであり、8つ目のプ 

レートを踏んだ瞬間にそこに泉かmれる。そして誰か 
がその泉に入ろうとすると、ミーミアーなる巨人が襲 
I谢る。彼の持つ「才ーデインの瞳」こそ今後の冒険 
に必要なもの、とだけ言っておく。なお泉はキヤンセ 

ルすると再度プレートの踏み直しが必要だ。 
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2階は3P皆への中継用の階であり、またこの攻略に 
記した以降の展開に必要になる中継地点でもあり、ミ 
ーミアーと戦う前にレベルアッブとアイテム集めをし 
ておくべきフロアである。 5階からここまで謎解き中 
七、のガイドをしてきたので、ここでモンスターについ 
てガイドしておこう。これら4フロアではモンスター 
の顔ぶれにさほど変化がないので。 
手強い敵が多いのは当然として、強ければそれなり 
の経験値を得ることはできる。かつてのマカニト稼ぎ 
みたいなのはない。だから強い敵を楽に倒せるように 
なるまでの苦労期間が必要ではある。それまではどう 
すれば良いのか。ライトニングポールを切るようにな 
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れるまでは丨AH数千の経験値キャラを倒しているの 
が無難0剣の力が弱いうちは呪文の方がよほど有効な 
のだからべナムクローラーなどの集団出現する敵をI 
度に倒すのが最も早いレベルアップにつながるであろ 
う。巨人族はそこそこの経験値しかもっていないし。 



10 11 12 13 14 15 

異次元世界の最上層である。一#ここには何がある 
のか。教えることはできないが、トップクラスの強さ 
を持つ敵を退けながらフロァの隅々まで探険してみて 
欲しい。もはやソークスを捜し出すことだけが残され 
た任務ではあるもののここに来て一層強さを増したモ 
ンスターたちの中にはおなじみの連中も多い。特に、 
ライカーガスやレッサーデーモンとともに出現するこ 
との多いグレーターデーモンは、今までと同じ気持ち 
で戦っているととんでもない目に会う。レベルがよほ 
ど上がっていないと武器攻擊を受け付けず、しかも呪 
文が効かない。今までと変わりないように思えるだろ 
うが戦えば辛さがわかるはずだ。他にもI階にのみ現 
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れる強敵は多い。フェンリアー、ガームのクリテイカ 
ルヒット、その2体とさらにレスバ—グの100ダメー 
ジを越えるブレスは中堅レベルのパーテイを先制攻擊 
で}'貴しさえする。二ーズホッガーのレベル7呪文も恐 
ろしい。レベル7にはマウジウツがあるから。 



異次元地下6階 最強の魔物がひしめきあう 

最下層。よってマロールによる侵入は不可能〇ここ 
に関してはそのほとんどを語るわけにはい?!)、ない。た 
だウィザードリィならではの遊び方を非常に大事に考 
えたうえで作られたフロアであると言っておこう。 
このフロアて*戦えるようになることは本シナリオを 

十分終わらせることのできるレベルになっていること 
を意味する。ゅえに魔物は凄じいまでの力を持ち、迷 
宮もダークゾーンや纖ワープによって構成された卜 
ップレベルの難解さである。特に6階と同様に知った 
顔の魔物のストロングバージョンが多数出現し、その 
強さに驚かされる。クリティカルヒツトに7レベルの 
僧侶呪文を身に付けたバンパイアロードを含むグルー 

プを倒すにはレベルが40も必要になろうし、信じられ 
ないほどの体力を持ち、レベル7の僧侶.魔術師両方 
の魔法を使いこなすアークデーモンにはさらに高いレ 
ベルで挑まねばなるまい。またこのあたりでは武器や 
防具もトップクラスが入手できる。 
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ITEMS 
、M=魔';封吏い、P=*fm呂、T=»日=ビシヨッフ。、S=侍、L = ロード、N=忍者 

武器 
全ての武器は短距離と長距離用の2_に分類される：武器は攻擊の要であり 

ハ°ーテイー後部からの直接攻撃が可_にな々/^ナy才て、は後衛にも武器を装 
備させておくべきだ。 

■ /ゴ， 

名称 不確定名 売却価格 AC 装備できる職業 識別 

棒 :棒 ! Ogp . 〇 [fmptbsln EASY 

ただの木の^しかるに攻撃力は皆無。早くまともな武器を買うべき。 

P BS LN EASY 

鎖て鉄球をつなげた武器。実戦にはほとんど役に立たない。 

沈黙の杖 |杖 I 2500gp ! 〇 1 M P B L MIDD 

攻擊力は低いが、戦闘中に使えばモンテイノを唱えることができる。 

大地の杖 棒 2500gp 0 M PT B MIDD 

かつて存在した杖と同名だが、これはロクドが封じ込んである。 

まじないの杖 丨棒 4000GP ! 0 j M PT B 1 MIDD 

後半よく手に入る。バモルディが使える0拾った先で使ってしまえ。 

いかずちの杖 杖 4000gp 0 M PT B HARD 

僧侶、魔術師、ビショップの最強短距離用武器C ッザリクが使用可能。 

死神の杖 1棒 j 4000gp | - •2 M PT B j HARD 

勢％われてしまいA Cが2も上がる。戦闘時使用はバディ， 

短刀 短刀 Ogp 0 F M T SしN EASY 

当たらない。弱い。前衛が持つても意味がない。 

盗賊の短刀 |短刀 25000gp ; 0 T N i HARD 

ぐ::■較礙じみ盗賊—忍者の変身デず宁ム。gとしてはあまり意味がない。 
ショートソード ソード Ogp 0 T SしN EASY 

これも役に立たない武器の一つ。メイス並み。 

バゼラード |ソード 1 750gp j 〇 |F T S LN 1 MIPD 
ボルタックに1づだけ売っている。剣からこれにグレードアップしよう。 

カットラス ソード 3500gp 0 F T SしN MIDD 

ミドルクラスの威力を持つ剣。SPあり。 
剣 |ソード Ogp : 

^_ SLN EASY 

戦士系が初めから持っている武器。そこそこ使える。しばらくはこれで戦う。 
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名称 不確定名 売却価格 AC 装備できる職業 識別 

切裂きの剣 1ソー K 750gp 0 | F S L N I EASY 

剣より多少強いがこれではあまり深い階の魔物には通用しない。 —i 
真っ二つの剣 1ソー K 2500gp 〇 F SしN ; MIDD 

おなじみミドルクラス剣の代表表の中盤までなら充分こと足りるだろう。 

カシナートの剣 1ソー ド、 10000GP [ 0 F SしN HARD 

これもおなじみの剣。だが拾える時期から考えるとそれほど活躍できない。 

ファイアソード ソー K 5000gp 〇 F SしN MIDD 

ボルタックに最初から売っている武器の中では最強だが在庫は1本0マハリト使用可。 

エクスカリバー 1ソー K 1 75000GP 0 I F し」 HARD 

短I0i用の武器としては村正に次ぐ卜 ㈤說 S Pあり〇 
——| 

ウインドソード ソー K 15000gp 〇 M HARD 

魔術師のみが装備可。が後衛が短S巨離武器を装備しても意味がない。マダルト使用可。 

悪のサー^iル ソー K 1 15000GP 〇 ! F S LN HARD 

カシナートと同時期に拾えるがこちらの方が当たり易い。 — 

なまくらな剣 ソー K 850GP _ F EASY 

首切りの剣 [ソード i— 2500GP I -2 l> S L N [ MIDD 

够«^>れてA Cが2も上がるろくでもない剣〇酋は切れない。 

嵐を呼ぶ剣 Iソード 7000gp -1F SLN HARD 

㊣呪われるが威力はそこそこ。でもあえてこの剣にこたわることはない 

ハンドアッタス 1斧 [ 90Gpf 0 l:F SLN | EASY 

価格的に求め易く、剣の次に買うには適している。でもつなぎの武器。 

バトル.アツクス ，斧 850gp I 〇 IF SLN MIDD 

死を！^ぶ斧 斧 | 4250GP -2」F LN HARD 

略呪われるojS前からして怪しい。__ _ 

刀 1ソード 850gp 0 S N MIDD 

侍と忍者例吏える日本刀。中盤て 1 突に立つ。ハ，？ ’ノノ' V'.へこ' ‘ ：:y: ，ノ，い'，' 

達人の刀 ソード 7000gp 〇 S MIDD 

侍^用。刀のパワーァッ观 , _ 

村正 一 I 武器 [ 75000GP [ 〇 [ S エ HABD 

ウイザードリイのもはやシンボルアイテム。傳導用。今園もトジブ威力0 s声あリ〆 

手裏剣 武器 50000gp 〇 N HARD 

忍者専用の高威力武器 S Pは最大H PをI上げる。_ 
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名称 1不確定名 1売却価格 AC 装備できる職業 識別 

槍 1長い棒 j 125gp I 〇 1 F SしN | EASY 
最も安価な長距離攻擊用の武器。剣より少し弱い。 
ウオー/、ンマー 丨/\ンマー 1 20QGP 0 F し EASY 
槍より多少強い。がこの辺を使うなら剣類の方が良い。 
ハルバード 丨長い棒 ！ 1250QP 〇 ! F SLN MIDD 
バゼラードより強い。ハ•ゼラード、これ^ファイアーソードが買う 武器の目標。 

ファウストハルバード長い棒 5000gp I 〇 F SしN HARD 
6階あたりで強い武器を見付けるまでのつなぎには最適0 S Pあり。 

パルダッシュ |ハンマー | 5000gp 1 〇 F SLN HARD 
ファウストハルバードより当たり易い。威力はほぼ同じ。SPあり。 
ミヨノレニーノレ✓、ンマー /\ンマー 25000gp 0 F HARD 
パワーだけなら村正についで2番目。有効度かなり高し。裏の後半でも通用する。 

ガングニールスピアー丨長い棒 丨 50000GP 〇 [ F SLN HARD 
ミ3ル^^ルに並ぶ戦士の最強武器。ヒット^!が高t ハ。 

弓 弓 150GP 0 F SしN EASY 
後衛が装備したら良さそうなのに単戈士系のみの武器。 

盗賊の丐 1丐 1 300GP 0 F T SLN EASY 
盗賊はしばらくこれを使う。戦士系も使用できるが。 

クロスボウ 弓 1250GP 0 F T S L N MIDD 
ただの弓に上匕べると高品質。でも弓も斧のようにぱっとしない。 

へビイクaスポウ 丨弓 1 6000QP [ 〇1 F 丁 SLN jjARD 
盗賊にとってはこの武器がベスト。盗賊以外に戦士系しか装備できないのは勿体無い。 

魔法使いの弓 弓 6000GP 0 M HARD 
魔神i師専用の飛び道具。長距離用としては魔術師最強。 

フレイル 丨長い棒 1 200GP 〇 P B EASY 
::公多/fあえずは雌锋ラ::€後^^^ :そ叔なり•.に当たる。 

病めるフレイル 竿 IOOOgp 一2 | F P BSしN MIDD 
㊃呪われる。S Pは何とM Pが^て0になる。 

モーニングスタ.一 |竿 1000GP 〇 F P BS LN MIDD 
ただ0フvイル冰りは少vだけ強い。でも何だ々、力の抜けた武器。 
聖なるフレイル 長い棒 3750GP | 0 P 巳 MIDD 



パーティ側からの後方攻擊が可能になつた分、載の中にもこちらの後衛に対し 
て直接攻擊を仕掛けてくる者が多い。前衛はもちろんのこと後衛もてきる限り良 
い鎧を装備してA Cを下げなければならない< _ 

皮の鎧 錯 Ogp | 一2 | F P T B S L N ! EASY 

最初はこ人へ.C - Lへいと哞くなれない 

鎖かたびら_i 錯 T 70GP丁 一3 [F P B S L N [ EASY 

i 細とビシ3ッすぺき鑑識:::’i，綱槪I賴ぐ^^^ 

足軽の鎧 鎧 200GP -4 F SLN EASY 

I階ても拾えノ •- '• .‘ ..'■，ノ¬ 

ブレー トメイル | 鎧 | 375GP | —5「F L | EASY 

\tりあえず早めに前術3人に着せてやりたい餹〇 二 . 一—_こ 
堅い皮鎧 鎧 750GP -3 F P BS LN MIDD 

A cは一_3 _あえてわ八、余を出してこんなものをnうことはない_ _ 

鍛えた鎖かたびら—J鎧 1 900GP | 一4 [F PTBSLN [jDD 

確かに鍛えてはあるが、鍛え方が足りない。これも割高。 
胴鎧 鎧 1000GP -5 F s L N MIDD 

これがネ合えるくらい[、し.い‘ ，'•:卜.:いレ：を拾リて治ているはす _ 

ますらおの鎧 i鎧 1 1250gp j -61F_匕」M_ 

I—.おなじみ。.tttつ〇こ次力______'一 _ - __——二——______— 

悪魔の胸当て 鎧 1250gp -3 F P B S L N MIDD 

二呪われるもののA C — ’ ‘ ■ •1 ♦卜 — 

豪華な皮鎧 鎧 | 2000gp j 一4 | F PTBSLN 丨 M1DD 

にと,ては紅のa—ブと闻等のA c-4でベストの•つ。 _ 

銀の鎖かたびら 鎧 3000gp -5 F P BSLN MIDD 

エルフ以外ならば僧侶とビシヨッフにとってはベストの金tc 

武者鎧 |鎧 | 4000GP ，—6 1 F S LN | MIDD 

ますらおの嫌と同じA Cだが侍と忍者も着れる。 

極上の鎧 鎧 5000gp -7 I F し MIDD 

おなじみなのは名前だけ。A C — 7なのはいいが戦士とロードしか装備できない。 

中立の鎧 !鎧 | 5000GP ! -7 1 F SしN :MIDD 

これは以前同様、戦士系は全て装備可で中立以外は呪われる。 

蛇皮の鎧 鎧 3000gp -0 | F PTBSしN MIDD 

祝呪われてA Cも変化なし山ろの鎧とでも呼びたい。 



名称 1不確定名 売却価格 AC '装備できる職業 識別 

紅ないのa—プ i Q—プ 1 2250G 叫一4 | FMPTBSしN | MIDD 
悪専用のローブ〇盗敗 魔術師に拉ってはAS. -4で，.スト'。善は呪い。 

緑のローブ 1 ローブ 2250GP -4 FMPTBSLN MIDD 
善専用のローブ。盗賊、 魔神f師にとってはA C - 4でベスト。悪は呪い。 

アロイプレートメイノレ 丨鐘 I5000GP ; -8 | F S LN HARD 

AC —8で、最高クラス_を見付■けるまでの代カリとしては充分過ぎるくらい。 

エルフの鎖かたびら」鎧 I一 10000GP } -6 | F P BS LN HARD 

エルフだったら僧侶には最高A Cを提供。が他種族は呪;! Lわれる。 

15000gp 悪の鐙 鎧 ipL 
悪の者専用のH防衛力は高い。善のキャラは呪われる。 

ミスリルプレートメイル 鎧 
ロード以^ゆ戦士系には最高の金10呪文t氏抗力がある。 

聖なる鎧 鎧 150000gp | -10 __ L HARD 

いわゆる三種の神器のうちの1つ。ロード専用。 

㊣呪われている。この鐘の特徴は入手困難なこと。 

盾は鎧同様にA Cを下げるのに有効である。 
ネ調が大幅に限定されており、戦士とロー ト^^«あま 
鎧でその分ACをフォローしておく必要がおるっ 

»て装#できる. 

、盾を装嫌でき 
盾の 

名称 不確定名 1売却価格 AC 1装備できる職業：識別 

盾 丨盾 I 35GP I 一1 卜 T LN | EASY 

±れと:言って4寮数のない普通の盾。我悵して鉄製を質おう。 

鉄の盾 盾 65gp -2 I F L EASY 

お金を無理やり集めてでも前衛3人にはこれを買うべき。 

肩当て !防具 750QP : 一2 F T S L N MIDD 

守りの盾が装備できない忍者と侍はこれでしばらく我漫^盗賊はこ 勘まり。 

支えの盾 盾 1000GP | -3 _^F — L MIDD 

昔はとっても貴重品だ ったのに最近はそうでもない。実用'1生も同じ 

虚ろの盾 ，盾 !1000GP 1 +1 丄F  T LN MIDD 

A Cが1上がるので全 く虚ろでもない。SPあり。 

守りの盾 盾 250QGP 一4 If L MIDD 

A Cだけで考えるならば最強の盾。 

魔封じの盾 盾 110000GP I 一3 卜 S L N HARD 

入手確率の以Jiに低い盾〇 A Cは守りの盾より劣るが呪对氏抗力あり。 



かぶと 
これもACを下げるアイテムだ。頭部をカバー|?1>もの嘴あり、_なAC低 

下にはつながらないものの、盾が有効ではない職^)キ^ク^ 

ぃにとっては重要だ。 靈"鱗靈彦ノfし家i .1 

名称 不確定名 ]売却価格 AC 装備で#る職業 識別 

皮のかぶと 1かぶと 1 125GP j -1 | F P BSLN I EASY 

戦士系の初期装備に是非加えたい。 

しんちゆうのかぶと 1力、vKと 750gp -2 F P BSLN MIDD 

意外と早めに拾える。僧侣がかぶれるのが強み。 

はがねのかぶと かぶと 1750QP -3 F S し N | MIDD 

忍者と侍はこれがベスト。鉄仮面は見付かりにくいのでこれに頼ること多し。 

黄色の帽子 帽子 1500gp + 3 FMPTBSLN HARD 

嗅呪われるうえにS Pを使えば灰になる。 

魔法のずきん 」中園子————— 1_4000GP | -1 1 M HARD 

鉄仮面 Iかぶ、と 
戰士とロー ドの最強のかぶと A C —4は大きい 

籠手 
主に戦士系のキャラクターが^^翁るA C低下用防具。盾^iff装備で％ 

る職業を選ぶ。またこてに限らな卜が、つ』:^る, 

もいくつか見られる。 
て(齊す: 

名称 不確定名 売却儀格 AC r:l#T織翁' 齡广 

皮のこて 1こて 250GP 一1 | F PTBSしNJ EASY 

魔法使い意外は全員装備できる。させよう。 

鉄のこて =て 1250gp 一2 F SしN MIDD 

戦士系は全て装備できる。 次が銀のこてなので長持ちしそう。 

鉛のこて パ 4000QP ! 一4 丄F T—S LN 1 HARD 

ドワーフ以外は呪われる。 AC —4。手袋に同じである。すごい。 

銀のこて パ 4000gp 一3 F S L N MIDD 

貴重品の呼び名が定着していたおなじみのこて。 でも今回はうんざりするほど出る。 

ホビットのこて こて 4000gp 丨 一3 F PTBSLN HARD 

ホビット以外(ま呪われる。 A C —3と銀のこてと鬨じA Cなのは注;目に値する。 

手袋 1こて 20000GP 一4 SしN | HARD 

A Cが一4でしかも冷気に対する抵抗力がある。 
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その他 
装備するこ 

中に獅する 
一を秘めてい 

二とによつ:t|^cを下tfたり、特殊攻撃をし;!り、さらには戦闘 
&ことで明^!同/^:た矽するアfムIT名ペシャ 

名称 |不確定备ふ 1売却価格 AC 装镛できる職業 識別 
すね当て |防具 丄 1250GP I 一1 1 F SLN MIDD 
戦士系は始めのうち麵すべき。..まq相一1。マン 

影のマント マント 2500gp 一1 FMPTBSLN MIDD 
，帝てハお1てきる、呪文抵抗力のあるマント， 

ウイングブーツ 防具 1 2500gp 一1 I FMPTBSLN MIOD 
UネフXイトが使用可能0 AC•も2下げる「 

腹帯 i具 5000gp 一2 F SしN HARD 
月复に卷く帯の害IJには‘A Cを2も下け，る。 

酸素マスク I奇妙な物 :: 5000gp | 一1 FMPTBSLN HARD 
呪文にするだけでなく V.安ンモ；^T：涞を鑛え蚤。 

暗闇のマント マント 5000gp -2 FMPTBSLN HARD 
A C 一2の、影のマントのァ ’ツパーバージヨンc 

黒いブーッ 1奇妙な物 | 25000QP 一2 FMPTBSLN HARD 
暗闇のマントのブーツ版c f ■に呪文挺貌力あり0 

ルビーのスリッノく 奇妙な物 2000gp 0 FMPTBSLN MIDD 
おなじみロクトフェイトの使える脱 出用アイテム。 

盗賊のピック 奇妙な物 10000GP ! 一1 1 T N| HARD 
ACが一1でS Pが索早さ十し忍者も使える。 

宝石の指輪 指輪 500GP ^ 0 FMPTBSLN EASY 
デュマピックを使用可。でも破損可能'|生あり。 

氷の指輪 I指輪 1 2500gp | 一2 | M MIDD 
1 魔術師専用A C低TFアイ:尹んs a笼文に抵:抗し、 SPもある。 
しやれこうべの指輪 指輪 2500gp -1 ユFMPTBSLN： MIDD 
悪-與用のA C低下アイテム 呪文に抵抗し、S Pちあ りC 

全快の指輪 旨輪 I 7500GP 〇 | FM PTBSLN MIDD 
ACは下げないも办のマディの使用が可會 

痩せ馬の指輪 指輪 5000gp +2 丄FMPTBSLN; MIDD 
⑨呪われてA Cが2上昇、S Pで年齢も1上昇。 良い所は呪文抵抗のみ。 

孤独の指輪 1指輪 10000GP 0 I FMPTBSLN I HARD 
A Cには関係のない指輪だがS Pがある。 

魔封じの指輪 指輪 20000gp 0 FMPTBSLN1 HARD 
これもA Cを左右するものではない。呪文抵抗力あり。 



名称 不確定名 売却価格 AC :装備できる職業 識別 

炎の魔除け 1アミュレット 5000GP ; oIfmptbslnI MIDD 

ラハリト使用が可能な指輪.. 

虹の魔除け 丄アミュレット 5000GP 10」FMPTBSLN^ MIDD 

バスカイアー使用が可能な指輪。 

霧の魔除け 
バコルツが使用可能な指輪。 

5000gp I 0」FMPTBSLN j Ml的 

回復の魔除け_アミユレットJ 40000GP 

A Cを2下げて、しかもヒーリング機能あり。全員に持たせたい。 
一2丄F M P T B S L N HARD 

I巻物•薬など 

寺ゃ戦鬪時に体:#a 
によ，呪文赛#をと¢7 

両者とも,y•，虞き: 

擁矣相'^薬と、ps#t: 

卿，れ 

二使うこと 

m 
名称 1 定名 売由 的面格 A 装備てきる職業 識別 

たいまつ !たいまつ 5gp 0 FMPTBSLN I EASY 

ミルワが使えるが、ミルワ自体意味がなさすぎ。 

ランプ ランプ 35gp | 0 | FMPTBSLN (EASY 

ロミルワが使える。捨てるくらいなら使った方が良いft度。 

劇薬 ポーシヨン 250gp 0 FMPTBSLN EASY 

バディアル。劇薬というほどのものではない。 

傷薬 Iポーシヨン丨 50gp 0 |FMPTBSLN EASY 

ディオスイ吏用可。頼りにできない。 

煙玉 1ポーシヨン| 150gp j 0 1 FMPTBSLN Ieasy 
マツ。デイルトの方がどちらかと言えば良かった。 

毒消し ポーシヨン 100GP 0 FMPTBSLN EASY 

ラツモフィス。名前の通り。 

気付け薬 |ポーシヨン| 200gp 1 0 1 FMPTBSLN j EASY 

! ディアルコを使える。手にいれたら持っておくと良い。 

特効薬 ^不ーション」 125QGP 0 j FM PTBSLN j EASY 

何とマディが<吏える。便利な薬だ。 

眠りの巻物 :卷物 100GP 0 |fmptbsしN ：EASY 

おなじみカティノ*(吏用アイテム。巻物は盗賊が持つべきか。 ； 

石の巻物 巻物 350GP I 0 FMPTBSLN EASY 

ボラツカイ吏えるでも丨体用だし 

炎の巻物 1巻物.てし': 邱OGP 1 0 FMPTBSLN j EASY 

i マハリト。ハリトじやな， Cて良かった。 



神秘的な石 __I 4000gp | 〇1 FMPTBSLN ! HARD 

石はs pのあるものばかり。これは灰になるおなじみのやつ。 

鍵など 
ある地点を通過するために必要ないわゆるキーアイいていはイベント 

をクリアすることによつてのみ入手が可能である。ゲ^^行き詰ま#象 
はこれのうち何かが欠けているはずだ。 

名称 不確定名 売却価格 AC 装備できる職業 餱別 

宝箱 1 箱 I OGP I 0 : FM PTBSLN I MIDD 

B 4の北東の部屋で入手する。 

宝箱 箱 QGP 0 FMPTBSLN MIDD 

B4の北東の部屋で入手する 

時計 1奇妙な物 1 〇明1 0 jFMPTBSLN MIDD 

B 5MIX東の泉で^ E3ウを倒して入手する。 時界臓単の材料。 

許可証 巻物 QGP 0 FMPTBSLN EASY 

B 3で敵の宝箱、あるいは北. 、東で入手する。 北、東のドアを通るのに必要。 

銀の鍵 鍵 L —的Li 0 1FMPTBSLN EASY 

B 3の寺院からワープしてB 1の北、東で入手する。 

リルガミンの宝珠 宝珠 Qgp 0 FMPTBSLN EASY 

タイロッサムを倒して入手する。 

オーディンの瞳 
ま一を倒t丈※手する。 

宝珠 
’峨■ :抵抗し、モーリス使用: 

Ogp 丨 一2 | 

!か可能0 

FMPTBSLN 丨 HARD 

J05 



WIZARDRY 
SUFFERING OF THE QUEEN 

CHAPTER 

ゲームボーイだからと思 
つて油断して購入したも 
のの、あらまあびっくり 
高難度のウイザードリイ 
外伝1〇そんな初心者の 
ために特別に麟する本 
シリーズ共通の有効技術 
のコーナーです0 

PINNERS 

リセット技さえあれば無敵同然 
「ウイザードリイ」にとって、切 

っても切り離せないリセット技* 
ゲームボーイ版「外伝」でも健在 
だ。はっきり言ってしまえば、イン 
チキな技ではあるが、大切なキヤ 
ラクターの死、危機をだまって見 
ていられないのも、また人情とい 
うもの。ここは必要悪と割り切っ 
て、その有効な活用法を紹介しよ 
う。「ウイザードリイ」は、；!戰閼 

_施設の画面から城の画面に戻る 
ときその状態がセーブされる。こ 
の性質を利用したのがリセット技 
というわけだ。非常に有効な技で 
はあるけれども、同時にデータ破 
壊の危険もあるので覚悟して使う 
ようにしよう。では以下に様々な 
ケースごとのリセット技の使い方 
を説明していくことにする。 

GILGAMESH 
TAVERN’S CLUB 

THE SELECTED 



戦闘中に 

戦闘中に運悪く首をはねられた 
り、ドレインを受ける等のトラブ 
ルに見舞われたら戦闘を終わらせ 
ずにリセットする。こうすれば戦 
闘中の経過は記録されていないの 
で、直前のキヤンプ、戦闘終了時の 
状態で冒険を再開することがで 
き、死の恐怖がなくなる。 

t戦闘時に死亡、石化などの槲生者が出た 
ら戦關終了前にリセットをかける 

tすると前のセーブポイントーキャンフカ、 
前の戦闘終了時一(こ戻る 

キャンプにて 

キャンプ中にアイテムをイ吏って 
壊してしまったり、キャラクター 
の蘇生に失敗して灰にしてしまっ 
たりした時も、戦闘時と同じよう 
にキャンプ解除前にリセットをし 
てしまう。こうすればキャンプ前 
の状態に戻れるので安心。FC版 
とは言己舍录タイミングが違う。 

tキャンプでS Pチェック中に呪いやアイ 
テム破損が生じたらリセット 

tキャンフを張る前のセーV: 
ターン：アイテムは無事 

こんな!^にも 

リセット技はこれらの他にも使 
える場所がある。例えばテレポー 
ターなどで石の中に飛ばされた時 
には全滅前に使ったりとか、一方 
通行の場所を通ってしまった後、 
戻りたくなった時に使ったりとか 
だ。とにかく「ウイズ」攻略には欠か 
せぬリセット技0マスターしよう： 

1■石に入ったら、「石の中にいる」の表示が 
消える前にリセットを.素早く 

t一方通行を通ってしまったと思ったらす 
ぐにリセット前のセーブ地点へ 

/〇7 



ウイザードリイ小技集 
色々と細かい技の多いのIウイサートリイノここでは気軽に使える実用 

的な啦をいくつか集めてみた，中にiバグ利用技もあるが、マニアの間 
では愛用されている技ばかりであ§Wr 

ダミーでGP稼ぎ アイテム効果利川 

作りたてのキャラクターは一律 
お金をIOOGP持っている。だからキ 
ャラを作ってはお金を集め、お金 
の無くなったキャラを消して新た 
なキャラを作る…といった行1為を 
繰り返すと冒険の始めからボルタ 
ックに並ぶ高価なアイテムで装備 
を固められる。最初は有効な技だ 
が< キヤラへの感情移入の点から 
は肯定し’たくない技だ。 

アイテムの中には特定の敵に倍 
のダメージを与えるものや、呪文 
攻撃を緩和したり、ヒーリング効 
果を持つなど様々な効力を持って 
いるものがある。その中には特定 
の職業でないと装備できないもの 
も多いのだが、実はこれらの効力は 
持っているだけで発揮されるので 
装備できないキャラクターもその 
恩恵を受けることができるのだ。 

界恧浞成パーテ< 

「ウィザードリィ」の世界では属 
1生の違う善と悪のキャラクターは 
パーティを組むことができない3 

しかし仲間の性格が逆転したり、 
死亡やロストなどのために、やむ 
を得ず善悪混成パーティを組むこ 
ともある。これはギルガメッシュ 
の酒場では無理で、善と悪のメン 
バーが別々に迷宮に入って合流す 
る事になる。例えば善のメンバー 
が迷宮に入り、階段の所でr冒険を 
中断jし、悪のメンバーがその場所 
で『仲間を捜す』のである。しかし、 
これは下手をするといずれか一方 
の属性が逆転してしまう可能'性が 
高いので、この点には留意すべき 
である。 

tお城にもどってI度解散すると再び同じ 
行為を繰り返さねばならない‘.，. 

1〇8 



盗賊の短刀は盗賊をそのレベル 
と特性値のまま忍者に変身させる 
便利なアイテムだ。しかし、レベル 
は変わらなt、一方で経験値も変わ 
らない。同レベルで見た時には最 
も成長の早い盗賊と遅し、忍者では 
経験値の差が非常に大きい。だか 
ら変身した後レベルアップするに 
はまずその差を稼がなければなら 
ないのである。高レベルで変身す 
ると次の成長には何百万と経，験値 
を得ねばならない。そこでわざと 

Iレベルのドレインを受ける。こう 
するとレベルは下がるものの、経 
験値がレベルに合わせ引き上げら 
れて、実際は大きくプラスされ早 
くレベルを上げることができる。 

もうおなじみになったグレータ 
ーデーモンの増殖技だ。こいつは 
A Cもイ& くマダルトを唱えるので 
レベルの低いノ、。ーティは脅威だが 
ドレイン、クリティカルヒットも 
無く経験値も高いため装備の整っ 
た高レベルのパーティにはオイシ 
イ敵なのだ。しかしマダルトをま 
ともにくらうのは危険なのでモン 
ティノやマハマンでまず呪文を封 
じてしまおう。こうすればヤツら 
が呼ぶ仲間も呪文を封じられてい 
るので危険が少なくなるのだ。マ 
ハマンを唱えたキャラはレベルは 
I下がるものの100匹も倒せば十分 
にもとがとれるし、他のキャラは 
丸もうけになるという得な技だ。 

ゲーム中のイベントクリア前や 
大分先のフロアから戻って来ない 
と侵入できないエリアを、デュマ 
ピックでマップをチェックすると 
きにしばしば見かけることがある 
はずだ。特にゲームの後半では進 
み方がわからなくなることも多い 
と思う。そんなときに、ゲームの進 
行を無視して侵入不可エリアに無 
理矢理進んでしまう方法がある。 
宝箱のテレポーターの罠を利用す 
る。故意にこれに掛かることによ 
り、行ったことのないブロックに 
も飛ぶことができる：I度で行け 
るとは限らないので何度もトライ 
が必要だが、石の中に実体化する 
恐れがあるので注意が必要だ。 

変身後ドレイン またまたm艄技 故总にテレポート 



マロールの応用技術 

魔術師呪文の第7レベルに厲す备転移(保文^□ール。このテレポート魔 
法を利用した様々な技術は今ま%:いくつも開発されてきた。使用方法の 
多少異なるゲームボーイ版での使を説明しよう。 

今までは座標指定によるテレポ 
一卜のみが可能だったマロールだ 
が、ゲームボーイ版では、デュマピ 
ックのオートマッピングと合わせ 
ての2 Dマップ上カーソル指定に 
よるテレポート方式に変更され 
た。これにより初心者にありがち 

だった石の中や、上空、外壁へのテ 
レポートが防がれることになり同 
時に未進入ゾーンへのテレポート 
が不可能になった。ある意味では 
多少ゲーム性が高まったと言える。 
さてこのマロールだが、キャン 

フ:時はもちろんのこと、戦闘時に 

t 2 Dマッフにより車云移先を選択する未 
開拓ゾーンにはデレポ7卜不可能だ: 

も使用が可能である。ただし戦闘 
中のそれは、ランダムテレポート 
つまり、同じフロアのどこか予期 
せぬ場所にテレポートしてしまう 
のである。とりあえず、逃走の方法 
としては最も確実ではある。ここ 
では主に戦闘中のマロ ーノ H吏用を 
利用した技術を解説する。マロー 
ルによって逃走する ことは、 ただ 
単に「逃げる」のコマンドで逃げる 
のとステータス上の数値に差があ 
ることを利用した、言ってみれば 
バグ技である。そこを心して挑ま 
ないと空しい思いをするので理 1生 
をもってトライすること。 
なお、魔術師のレベル7と言えば 

テイルトウエイトやマハマンがある。 
MPの残り回数に注意すること。 
帰りのマ,口ール分のM Pが足りな 
いなどということのないように。 

參クラスの目欏 

う継」■ 

雑の学年の某組のクラス目標は、「防 
ごう、盗數みがこう自分を、やめよ 
fej誓、，も教|れはまるT* 
注の考え方そめものじゃないです 

か0闔いた瞬两クズクス关いしたのほ'' 
手“：fけじゃないでbょう#あJ-、達う^ 
クラスでよかった 

^mms) 
(な善悪と首えど明確な違いはないは 
ず。悪が損するわけではないし。 

•ささいな発見どえすが 
■ウイザードリイHfを遊んでいてふと| 
気*气寸いたこと0それはttfti■するモン 
スターにその時によってばらつきがあ 

スター、ア 
に出会っぢ 

る。例えばあるときにはやたらハイマ 
♦ッ辦夕: 

たり、'ブ(3ブ(7^^：会つた： 
りする。特に扉を開ける度にプロブが 
出現したのf；はまい，た0呪:»効率 
イ高いから剪衛3人でがんばらねば 
ならな5〜7四で2集団も.出たら 
指がつってしまう0謙かブロブを簡単 
に倒す方法を教えて下さい。えらす 
逃げればいいって？ そこそ 
こだからあんまり逃げたくないんだな 

(束京都•ヒデヨシ） 
な鑛パッ_スイツ尹オン！ァスキ； 
—スティック、よいしょしてどうする 

籲神様ったらも5 

籲オレのカセットに宿る神様はちと夕 
チが悪い心と霣ラ，も' 電源を入れて 
も灰色の画面が映るばかりだからだ。 
(故障じ争辦、よ、たぶん…。> IやII 
球15回fちい入れ直せば；きちんと映 
_二け;^III球■そ,も::t、か4、い'。' 鱗く 
ら粘って、ASCI Iの英字が映っ 
た時はそりゃもう感動ものでした。い 
や、もしかすると神様は才的二感動を 
与えるためにそうしたのかと思ったく 
らい。さらに貴重なアイテムをどんど 
ん出しt くれる。おかげで聖なる鎧や 
村正はたくさんある.Vではどんな神 
様が宿るか楽しみだC 

§灰色つXのは®なt、c 
讀コン本#(7)妍柄 



レベルダウン 
&ステータスアップ 

エナジードレイン。長時間に及 
ぶ経験値集めを一気に無にする頭 
に来る特殊攻撃だ。普通ならばリ 
セットしてしまうところだ：^、マ 
口ールが使えるノ、。ーテイならばド 
>インを逆手にとってネ寺'I、生イ直を上 
げる事ができる。と言うのは、ドレ 
インを喰らった後、戦闘中マロール 
で逃げるとレベルは下がっている 
ものの、経験値、特性値は変化して 
いないので宿に泊まればレベルは 
回復し、その上に特性値も運が良け 
れば上が^るのである。これを利用す 
れば転職の条件もすぐに満たせる 
のだ。ただ、レベル以上のドレイン 
を受けるとロスドしてしまうのて最 
低でもレベル5にはしておこう。 

生き返りの術 

カドルトやカント寺院での蘇生 
は時に失敗してしまい、大切なキ 
ャラクターがロストしてしまうこ 
ともままある。確実な蘇生法とし 
てマハマンの効用の丨つに「死者 
を生き返らせる」があるが、この場 
合、術者のレベルを丨つ下げると 
いう代;彳賞力<ある。しめ、し、これも前 
述のドレイン同様、生き返らせた 
後にマロールで脱出すれば、レべ 
ルだけが下がっているため宿に泊 
まれば再びレベルを元に戻すこと 
ができるのある。この時、特I’生値も 
変イ匕するため、マハマン、マロール 
を使えるキャラはレベルを上げる 
事なく特I•生値をフルの状態にでき 
る。 

Wの中/ 

リセット技の項で、テレポータ 
一などにより、石の中に実体化し 
てしまった時に全滅前、つまり墓 
の絵が表示される前（rいしのなか 
にいる』と表示されている間）にリ 
セットすれはなずにすむという 
ことは既に述べた、ただし、この 
時、冒険を再開するとパーティは 
生きてはいるものの、石の中でキ 
ャンプを張っているのでキャンプ 
を解いてはならない。しかし、キャ 
ンプ中にマロールで石ではない場 
所に跳べば安全に脱出することが 
できるのだ。残念ながらマロール 
の使えなL、パーティの場合はこの 
方法は使えず、全滅しか道は残さ 



^E^THEOUEEN 

TECHNIC 
CHAPTER 

Kerts 

ウイザードリイに慣れ親 
しんでいる人々のための 
コーナーです。とは奮つ 
てもすでに語り尽くされ 
ているのもウイザードリ 
イ〇—味違う角度からア 
ブローチしてみました。 
コラム付きです。 

究極のアイテムをLI指す 
レベルアップとアイテムしは 

イ5Jと言ってもウィザードリィの最 
大の魅力だ。特にアイテムは出現 
が運に左右されるため、より良い 
武器等を入手したときの感動はと 
てつもなく大きい。しばしば武器 
説明のコメントなどで述べられる 
有名なフレーズに「村正を持った 
侍はたとえレベル1であってさえ 
も下層の魔物を一擊て倒すほどの 

力を得ることになる」との表現か” 

ウィザードリィの魅力はこ 
_7)文章内に見事に収まっているc 

激しい戦闘後に残った宝箱から得 
られるアイテムは、場合によって 
は薬や巻物かも知れないし、ある 
いは聖なる鎧や手裏剣かも知れな 
t'cそして強力な武具を入手して 
強い魔物に勝つことこそ誰もか夢 
見ることなのである 



職業別べスト装備 

それぞれ8つの職業のキヤラク 
ターが装備できるベストの装備を 

紹介しておこう。ただし今回は職 
業に関係なく、種族によって有効 
な武具がいくつか存在する。つま 
りドワーフなら大丈夫でも他の種 
族では呪われる防具があったりす 

るのである。それらは0内に表示 
する。ちなみに標準A Cは戦士- 

13、ロード-13、侍-12、忍者-12、 
ビシヨツプ0、僧侶0、魔法使い+ 

3、盗賊+丨である。 

武器 鎧 盾 かぶと こて その他の品 

ミスリルプレ 
一トメイル 

ガングニール 
スピアー 

ミスリルプレ 
ートメイル 

j 手裏剣 レ魔封じの盾鉄のかぶと 手袋 回復の魔除け 

聖なる 
フレイル 

銀の鎖〜 
(エルフの） 

しんちゆうの 
かぶと 

皮のこて 
(ホビット） 

I魔法使いの弓經装備不可魔法のずきん装備不可回復の魔除け 

へビイ 
クロスボウ 

皮のこて 
(鉛のこて） 

聖なる 
フレイル 

銀の鎖〜 
(エルフの） 

しんちゆうの 
かぶと 

皮のこて 
(ホビット） 

"j 



高品質アイテム保持モンスター 
アイテムは、パーティが宝箱を義|けようとするフロアが深ければ深いほど 
質の良い物が出現しやすいと思つtilt、：とは言っても質の高いアイテム 
を出しやすいモンスターがほぼ決まっているのも事実である。 

ばれる村正、聖なる鍵、手裏剣に 
加えてヒーリングアイテムなどが 
ある。前べージの最強装イ簏のうち 

最終的に最も質の良いアイテム 戦士系の物の半分くらいは最下層 
と言えばいわゆるE種の神器と呼 つまり異次元迷宮6階以外では入 

モンスター名 確率 危険度 

1 アイボール 90 70 

2 ホーンドデビル 90 80 

3 マイルフィック 90 90 

4 バンパイァロード 90 95 

5 アークデーモン 90 95 

6 レスバーグ 80 70 

7 ニーズホッガー 80 70 

8 ガーム 80 75 

9 フェンリアー 80 75 

10 シャセツ 70 50 

輿次元6階がヵギ 
t強いモンスターほど良い武器をもって 
いることが多い。竜や悪魔系が狙い目 

手が難しい。ここでは6階とその 
次に高品質アイテムの入手しやす 
い同丨階のモンスターを中心に高 
確率の者を10体紹介しておく。表 
内の「確率」はモンスターの出現 
頻度から実際のアイテ厶獲得数ま 
でのデータを元に決定したもので 
あり、ここでこう言うのは何だが 
確実な数字ではない。およその目 
安に考えて欲しい0「_度」 
は戦闘によりパーテイに大ダメー 
ジを与える者ほど高い。それぞれ 
100%を基準とする。 
さてこれら意外にも良いアイテ 

ムを持つ魔物は多い。グレーター 
デーモンやライカーガスなど、丨 
P皆、6階における戦闘で手応えを 
感じる魔物がいたら狙ってみるの 
も良いだろう。 



ウイザードリイ倦怠期体験記 
度極めると後は同じ作業の繰り返しになるのもウイザードリイ。マンネリ脱却のためのヒントがここに 

lliillill 
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ウィザードリィの良いところ。 
それはプレイヤーにとつて感彳青移 
入しやすいスペースが充分に残さ 
れたゲーム設計、などとしばしば 
表現されている。だけど個人的に 
はそうは思わない。ドラゴンクェ 
ストを文学とするならぱウイザー 
ドリィはいわば数学だ。個々のキ 
ャラクターを表すものは全てが数 
字である。例えば職業だって装備 
できる武器による攻撃力の数値な 
んかでがんじがらめ。生まれてき 
たキャラクターを判断するのは数 
字の高低だけだ。成長しきったキ 
ャラクターなど数値はほとんど同 
じになり、個性などどこにも求め 
られはしない。つまり同じ人間が 
何人もいてそれぞれに違ったイメ 
ージをいだけるはずがない。全て 
は無機物なのだ。別にそれがこの 

ゲームにとって悪いとか言ってい 
るわけではない。むしろその事実 
を直視することによって感情移入 
とは違った意味での遊び方ができ 
ることを言いたいのだ。ゲームに 
リアリティを求める人が多いがし 
よせんゲームはゲームだ。不条理 
さがあるのがゲームの特徴であり 
同時に愛すべきポイントなのであ 
る。迷宮を徘徊する数字の塊〇そ 
れがウィザードリィなのだ。 
完璧なキャラクターを作るのは 

ある意味で究極の遊び方だろう。 
だが’そこに人間味は存在しない0 

自分はむしろ、彼等を戦車のよう 
なものだと思っている。戦車を擊 
破できるような物は迷宮内に存在 
するわけがない。戦車はつまり圧 
倒的な力を意味し、これが僧侶の 
バディや忍者のハ、刀によって壊さ 
れることがあるとしたらそれこそ 
かン<グなのである。そんなときに 
はためらわずにリセットを押すこ 
とが*rさるc 

ではレベルアップは？戦車が 
成長するわけがなと言ういる 
だろう。さっきも言ったではない 
か0ゲームに不条理さは付き物だ 
と。表現が悪かったかも知れない。 
戦車で納得できないなら化け物と 
でも言っておこう0 
ウィザードリィを理屈でがんじ 

がらめにして遊んでいてもちっと 
も面白くないのはマニアなら知っ 
ているはずだ。自分も昔は人間の 
名前を付けて遊んでいた。しかし 
もはや彼等は不条理さそのもので 
あり、化け物であり、ただのカウ 
ンターでしかないのである0 

t育ちきったキャラクターは初期1匕する 
ことによってのみLか人間に戻れない 



IウイザードリイはI 
リセツトゲームだ 
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僕は「ドラゴンクエスト」で初 
めてRPGなるものに接した。そ 
れで僕も他の人たちと同様にR P 

Gの楽しさを知ったわけだ。そし 
て今度は「ドラクエjが手本にし 
たという「ウイザードリイjがフ 
アミコンで出ると聞き、発売を心 
待ちにしていたのだった。 
て、購入してワクワクしながら 

プレイ。まず城の階段て•ビックリ0 

だって字ばかりだったから。ボル 
タックへ行ってもカウンターごし 
に話かけるて••もなし、酒場でパー 
テイを組むといってもそこのある 
のはただのキヤラクターのリス 
卜。もう一つ驚いたのは初めて作 
った魔術師のH Pカヾ2だつた亊〇 
はっきり言って目を疑ってしまつ 
た。しかし、こんな初めつからメ 
ゲていてはいけない、人気•評判 

ずレベル2にはなるだろうと思っ 
ていた僕はもうこの段階で「これ 
本当にクリアできるんか」と考え 
るほどた^)た。 
マッビングが魅力の1つだと一 

般に言われる「ウィザードリィj 

だがそれについては認めたい。僕 
自身も全ての壁を蹴って、いちい 
ち確かめながらマッeングしたも 
のだ。しかし、それも1• 2階か 
そこらまでだった。明らかにマッ 
ビングを嫌にさせるのが目的と思 
える3階に着いたときは本当にプ 
レイをやめようかとさえ思った。 
しかし、少なくともファミコン版 
の「丨」の場合は、いやらしいフ 
ロアは行く必要のないものがほと 
んどだったのでまだ許せた。それ 
以上に3階に着いてショックを受 
けたのは「レベル1ニンジヤ」と 
の出会いだった。 
その時。僕はいつもの戦鬪のよ 

うにポタンを押しメッセージを送 
つていた。そして、ニンジヤの攻 

ともに高いゲームなのだから進め 
ていけばおもしろくなるかもしれ 
ない、と思いプレイ。そしてまた 
ビックリ。成長が異常に遅いのだ0 
スライムを7匹も倒せばとりあえ 

擊*ヾ1回僕のキャラクターに当た 
り、3のダメージを受けたと表示 
された。まだHPに余裕があった 
から大丈夫だと思ったところ次に 
「首をはねられた」との表示〇何 

だろうと思ったがそのターンで戦 
關が終わってしまったので、その 
まま、また迷宮内を歩いていた。 
そして、次の戦鬪時にぼくは知っ 
たのだ。前衛の戦士の死を。はっ 
きり言ってその時は何が原因なの 
かわからなかった。とりあえず城 
へ戻り、カント寺院で生き返らせ 
た。釈然としないままに。そうし 
てまた3階でニンジャに会った 
時、僕は「首をはねられ」る事は 
つまりは「即死」だということを 
知!った。だが僕は納得できなかっ 
た。ダメージが2か3で何で死ぬ 
んだ〇これが「ドラクエ」なら「痛 
恨の一撃」に当たるのだろうが、 
こちらはそれ相応のダメージを与 
えるわけで、その結ぬとして 
も納得のいくものだった。何とい 
う不親切、それに比べて「ドラク 
エjなら(ボ、と何度も思、った。 
しかし忍耐心をもって何とか4 

階で「ブルーリボン」なるものを 
入手。とりあえず城へ戻ることに 
した。すると城に着いた途端、メ 
ンバーの1人がカント寺院に連れ 
込まれた。何故か死亡していたの 
だ。もちろん死因は「死の指輪」 
の所持によるものだが、そのころ 

參グレたで一もん 
い吻ズjの楽しみの4つtC 

モンスターカードか^)ります。もちろ 
んGB版も付いていました0白黑なの 
が残念ですが、オイラの力"-ドはハイ 
ソ-サリス。び、美人だ0これはボイ 
ント高いぞ一。早く実嫌に会いたい。 
•gb版のm性格の所にまたもや 
あのおばあさんか笼場。このおばあさ 
んXす〇かリウィズの嫌れレ•ラー 

た•ゎ。 ' 
«台療祝文は前衛の者から使うべきだ 
つてんでロー ドがマディを使いきつた 
けどまだ僧俄のマディが^: くさん？lb 
ているので安心していたら、その僧侶 
がプリーストブラスターに引っ掛かつ 

て石てしましニックにおちいつ 
た-つてありません？ 
_ノ_3‘ン、角の無いユニコ^^の 

なんだろうけどvそnイてhim 
f馬|；ゃね_かぁ7 
春「ダイアモンドの騎士」と「女王の 

受難ふ両者のマップを比べてみて下さ 
い。何だかirrいると思いませんか？ 
2Fのテレボー3 Fの修道院 
シュート、黍ダークゾ娜シ、城へ 
の強制テ_フト、5Fの瓶扉の 
無い玄室、6 Fのテレポートて連結さ 
れた閉鎖空間など。ねつとても似てい 
るでLよ？まあ両方とも「ダハ•ルブス 
の祝穴」を利用Iて作られた迷宮 
だからでうか。ひどするtG 
日版の迷宮はmのそれを改築した物か 

も知れませんね0 
fpBってのは本来屋外でのプレイの 
為の物。でも、ウィズに限っては外で 
やらない方が良いと思う。だって春！え 
叫ぶんですよオイラ。祝文くら或ば、 
「ラハ*〇 — jとか首が跳Kば「ぎよ 
え一首切りっjとか。あとシュートに 
/、マれば:?<，夕こけるし、ガス爆弾ひい 
たリしたらひっぐり返ってしばらく起 
き上^れない〇 け募らきっと 
り灞yするだろうな〇 (笑ってやって下 
さい、オイラのウィズライフ）とにか 
く、絶対に人前ではできないよ、「ウィ 
ズゴは〇 
(|新屬県^るべき男v fレ/^^も 
U被ってば全くよくまあ色んな角度 
から物を見てますわ。スゴイ。 



は、そんな事を知らなかったので 
あまりの理不尽さに怒りすら覚え 
たのだった。何度も引き合いに出 
して何た3ぐ、これ力'^「ドラクエJ 

であれば、あの有名な音楽と共に 
「〇〇は呪われてしまった」と出 
るではないか。もちろん「ウィザ 
ードリィJにおいても装備すれば 
呪われていることはわかるが持っ 
ているだけでH Pが減るのは僕に 
はどうしても許せなかった。 
ともかくも9階に生けるように 

なった僕は運良く10階へのシュー 
卜をすぐ見つけ出し、探険を開始 
した。そして首をはねられては生 
き返らせ、炎で焼かれては生き返 
らせ、呪文で凍えさせられては生 
き返らせるうちに僕はまたも初め 
ての体験「ロスト」をした。全く 
いなくなるとはどういうことだ。 
大げさだが人生の何万分のいくつ 
かをそのキャラの成長に捧げたの 
にそれを全くの無に帰させるの 
力、、そしてエナジードレイン、お 
前ら一体どういうつもりだ。とい 
うわけで僕は「ウィザードリィ」 
をプレイするのをやめてしまった 
のである。そして再び「ドラクェ」 
にはまっていったのだった。 

その一年後くらいに僕は天下の 

インチキ技「リセット技」の存在 
を知り、やっとの思いでワードナ 
一を倒したのだった。しかし、や 
っ(ボりフェアじゃないと思、った。 
キャラの成長の遅さ、ロスト、 

エナジードレイン、クリティカル 
ヒット、とどれをとっても意知13^ 

悪いとしか言いようがない。僕に 
とっては、これらが、「ウイザード 
リイ」をどうも好きになれない理 
由なのだか' フアンにとっては逆 
にこれが好きな理由になっている 
ようなので始末におえない。高レ 
ベルのキャラがロストしても彼ら 
は甘んじてその運命を受け入れる 
のだろうか。首をはねられたり、 
エナジードレインを食らった時は 
リセットボタンを押さずに平気に 
戦闘を終わらせることができるの 
だろうか。どちらも違う0フアン 
と言ってる彼らに限って、Aボタ 
ンを押す数よりリセットを押す数 
の方が多かったり、マハマンで生 
き返らせてマロールでとんずらす 
るという人達なのだ。リセット技 
を使うことに後ろめたさを感じ 
ず、むしろ必要だと開き直ってし 
まう<nがフ7ンの遊び方の実際の 

ところだと思う。つまり「ウイザ 
ードリイjはリセットを使わなけ 
れぱとてもじやない^fプレイでき 
る代物じやないということをファ 
ン自らが！忍めていることに他なら 
ない。てことは「ウイザードリイj 

て欠陥品なんじやないかと「ドラ 
クエ」ファンの僕としては思って 
しまう。まあ「丨」の段階までな 
らこれでも仕方ないかと思わせる 
が、制作者もリセット技を使うこ 
とを前¢1として統く「llj「川」な 
んかを作っているように思える。 
僕としてはリセットを使わずプレ 
イできるようにしてくれた方がな 
んぼかい、、のだが0かくして「ウ 
イズマニア=リセットマニアjと 
いう図式が出来上がり、連射は苦 
手でもリセット押すのだけは人一 
倍速い人たちが多くなる。GB版 
はリセットボタンが*無くてあいに 
くだが、ファミコン版に輪をかけ 
てリセットする回数^多くなって 
いる。こうして「ウイザードリイj 
はファンだけのためのものになり 
つつある。が；数多いゲームソフ 
卜の中にこんな愛され方をする作 
品が’あってもおかしくはない。そ 
れが本作の価値かも知れない。 
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肌を覆われた爬虫人類たちが恐竜に跨り、荒野を駆け巡る—一。ゴッホ今泉のイラス 
卜に衝撃を受けた復戸が、彼らの生きざまを書き下ろした./発達した胸の筋肉、突 
き出した逞しい顎、そして太く長い尾Cれは爬虫人類の物語なのである。 
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