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入門ノ書 シミユレーシヨンファンでなくても気軽に遊 

ベる、R*P«G感覚の忍者武雷伝説0システ 
ムを知るためにせひ読んでおこ 

°?> 5 <%> 





物語 
今力、:ら45Q年の昔、幕府に時の権力 

無く、戦乱の-;思はいたる所で巷き起 

こ夕ていた，巨大な暗雲に包まれた 

乱:世，，，国々は茸れ、邪鬼に取9 0 

力、れた者たちが民を苦しめて.いた。/,. 

、..そん,な時、羽尾の画.に.一隻の南蛮 

teが'漂着し、秉組員ジョン.と3歲の 

男の子が生き残った。ジョンは，「信 

長」’に殺され、男の子は、忍者「影 

万:」に助けら:れへ忍者として育てら 

れ，fc。その名を「武雷」という。 

貪れか:ら12年……。武雷は邪鬼に 

t 「信長」を倒すべく 3 

人の仲問と採立った。 



忍者武雷伝説 

2のゲームの特徴 
このゲームは、仲間を集めて敵と戦ったリ、キヤラクターのレベルアップをさせ 

たリと' R • P . Gの感覚で、シミュレーションゲームが楽しめる作リとなってい 

る。 

よリゲームを楽しくプレイするために、これらの特徴をくわしく紹介してみよう。 

キャラクターにレベルアップがある 
ゲームに登場するキャラクターたちは、敵と戦うことによって経I射直が上がリ、 

M A Xが100になるとレベルアップする。レベルアップはゲームが時代物というこ 

ともあって、*段*という形で麵されている。仲間たちも最初は-段だが、敵との 

戦いや町の中の道場での修行で、最高九段までレベルアップすることができるのた"。 

ますこ、動く進む 

につれて、登場 

する敵ち、最初 

からレペルの高 

い敵となつて武 

雷たち仲間の前 

に立ちはだかつ 

てくるのだ。 
ダメージもくらう。 5ことはないが、お金を取られる。 

武器•防具•アイテムを仲間で交換で吉ない 

R . P • Gに憤れている人は、ついついアイテ 

ムや武器を仲間どうしで交換するつもリで買って 

しまう。しかし、このゲームはそれができないの 

だ。武器や防具は、装備できない人には売ってく 

れないが、アイテムにはそういうことがない。そ 

のため、忍者が術の回復に使う朝鮮人参を武士が 

買ってひさんな目にあうこともあるのだ。 
<%> 8 °S° 



入門ノ書 

十章からなるキヤンぺーンゲーム 
このゲームは、ひとフのシナ||才をクリアしないと次のシナリオへは進めないキ 

ヤンぺーン方式だ。 

またそれぞれのシナリオがコンパクトなことから、セーブはシナリオをクリアし 

たときのみできる、というシステムになつている。 

これらの点に注意してゲームを進めよう。 

各章のクリア条件や日数がつらい 
それぞれのシナリオがコンパクトだからといつ 

てあなどつてはいけない。’.なぜなら、それぞれの 

シナリオをクリアするための条件である目的やク 

リア日数が、ぎリぎリの設定になつているのだ。 

ゲームに憤れてくれば、キ卡5クターの動きに 

無駄がなくなるが、初めてプレイする人にとつて 

はかなリきつい言S定と思つていい。いわば、—¥ 

が重要な詰め将棋的なシミュレーションでもある。▲シナリオによって、ぎりぎりでク 
Dアでさずに泣 < ことtある。 

たちよリ高くな 

つてしまうのだ。 

▲相性のいい敵と戦い、経験値を上 ▲レペルアップをなまけると、こん 
げていこぅ_。 なことが起こるのだ。 

<#> 9 °S° 



忍者武曾伝説 

様作描 
このゲームはシミュレーション 

の中でも、難しいコマンドが少な 

いため、操作方法がとても分かリ 

やすくできている。 

基本的には、上の移動やコ 

マンドのセレクトが+ポタン。 

コマンドの決定がAボタン、キ 

ヤンセルがBポタンだ。 

+ボタン #タイトル画面でのコマンド選択。メインマップとなるフイ—ル 

ド画面での、キャラクターカーソルの移動とコマンド操作。 

•町の中でのキヤラクターの移動。 

•町中にある店や家の中でのコマンド選択の力ーソル移動。 

スタートボタン籲ゲームのスタート時の操作で使用。タイトル画面でのコマ 

ンド決定。 

籲メインマップ上で、終了コマンド表示を出す場合に使用。 

Aボタノ 鲁メインマップ上で、コマンドメニューを出すときと、画面右に 

出るコマンドの選択と決定に使う。 

籲町中にある店で、コマンド決定と、メッセージ送リに使う。 

Bボタノ 籲メインマップ上で' 味方のキャラクターへ力ーソルを飛ばすと 

ぎに使ぅ。 

籲各コマンドのキャンセルのときに使う。 

Gボタノ 癱メインアップ上で、nマンドメニューを出すときと、画面右に 

出る各コマンドの選択と決定に使う。 

籲町中にある店で、コマンド決定と、メッセージ送リに使う。 

◊§>10令 



厶門ノ書 

_面の見方 
このゲームは操作は簡単だが、しっかリと画面上の各表示内容を把握しておく必 

要がある。 

それは、ゲーム内容が詰め;!摊に近いため、キャラクターの移動や戦閫など、コ 

マンド決定ひとつひとつが、ゲームクリアに大きな影響をおよぼすからだ。 

そのためにもぜひこのコーナーで、味方の強さや、敵の強さ、各章でのクリア日 

程など、画面に登場するそれぞれの表示内容をパッチリ覚えてしまおう。 

メインマップ画面 
グー厶の大半は、このメインマップでの操作が中 

心となるため、この画面の表示内容はとても大切な 

要素なのだ。 

力ーソルをキヤラクターに指定しなし、場合 

◄フイールド画面を上下左 
右に移動するだけで、キヤ 
ラクターをカーソル指定し 
ないと吉、この画面表示に 
なる。クリア日数が右下に 
表示されているだけだ。 

力ーソルをキヤラクターに指定した場合 

►各キヤラクターへのコマ 
ンドを支持した0、設定変 
更のためにカーソル4キヤ 
ラクターに支持すると、こ 
の画面に変化する。また、 
地形上でカーソル支持をす 
ると、設定コマンドと終了 
コマンドが登場するのだ〇 

令11# 



忍者武雷伝説 

戦闘画面 
敵と戦うと、この戦闘画面に切リ変わる。アニメ 

—シヨンとともに、敵、味方の体力やデータが変イ匕 

する。設定で戦閼画面のキャンセルもできるのだ。 

町中での画面 
町や寺の中に入ると、この画面に切リ変わる。メ 

イン麵がサイドビューのため、画面に変化がでて、 

ゲームにメリハリ 

が出る。 

武器•防具•アイテムを買ったりする場合 
武器、防具とアイテムは、各キヤラクターがそ 

れぞれ8つずつ持つことができる。ただし、買つ 

たアイテムは、仲間に渡したリ、捨てたリするこ 

とはできない。キヤラクターによつては使いもの 

にならないアイテムまで買うことができるのでく 

れぐれも注意して買うようにしよう。 

#12°?° 



入門ノ書 

各コマン私の 
使to方 

移動 

いよいよ実戦で使う各コマンドの使い方だ。こ 

のコマンドの使い方を知らずしてゲームクリアへ 

の道はない。しっかリと使い方を覚えて勝fljの道 

をつかめ！ 

キヤラクターに力ーソル 

を合わせて移動コマンドを 

支持すると、そのキヤラク 

ターの移動範囲が支持され 

る。地形による移動置は違 

うのの、それらの条件を 

考えなくてすむのが便利だ。 

力ーソルで支持したキャラクターに、隣接した敵がいる場 

合(ゾック内)、戦闘コマンドが^^される。このゾック内に 

複数の敵がいる場合は、どの敵と戦うかを+ボタンで支持し 

決定する。これでいよいよ戦闘画面へと切り変わるのだ。 

戰鬪 

よく考えて戦ろ相手を選べ!！ 
戦う敵と同じレベルであっても、装備によって敵の強さが異なることがある。 

これは動進むと実際に起きてくることなのだ。少ないダメージで敵を叩いて 

経験値を得るためには、有利に敵と戦わなくてはならない。そのためには、戦 

う相手のパラメーターを聽忍しながら戦うようにしよう„ 

会m。 



忍者武雷伝説 
不術 忍者と僧侣だけが使えるのがこの忍術だ。忍者は攻擎の術、 

イ曾侶は回復の補功く使え、レペルが上がると最大忍術量が増え 

る。また、忍者はレペルが上がると使える術が増えるのだ。 

持ち物 

武器や防具は最大8つ持つことができる。このゲームは持 

ち金がなかなか增えないので、武器、防具はよく考えて買わ 

なくてはならない。強い武器で攻擊力をアップするか、防具 

によつて防御力を高めるか、よく考えて買うようにしよう。 

キャラクターは、最大8 

つのアイテムを持つことが 

できる。彳寺ち物の多くは、 

キャラクターの体力や術力 

の回復などに使うのだが、 

中には持つていることで有 

効なフラグアイテムもある。 

会14令 



状態 

入門ノ書 
ゲームを進めていくうえで一番重要となるパラメーターが 

この状態表示だ。敵との戦いで、自分の体力や術置がどれた- 

け減つてしまつたか、 今使える術やアイテムは何かというこ 

とも、この状態コマンドでわかるのだ。 

♦状態その1:基本データ セレクトしたキヤラクターの基 

本データーを見ることができるの 

がこの基本データだ。 

番号順に説明すると、ヤラ 

クターのグラフィック。②*大体 

力と現在の体力。③e大術力と現 

在の術力。④s見在の攻擊力。■ 

在の防御力。⑥キヤラクタータイ 

プ名。⑦最大移動置。⑧キヤラク 

ターのレペル。®コマンドの決定 

をしたかどうかの表示。現在の 

素早さ。(DM在の纖値。齡' 

仲間が使うことができるお金。 

•状態その2:装備 
基本データ表示でさらに、Aか 

Cポタンを押すとこの表示が出現 

する。現在持つている武器と防具 

と、何を装備しているかが表示さ 

れる。 

射剣服脲 

裏虎の王 
偏 

装孚白革仁. 

段未4(C5 
7 □ 

710早験6 
44素経〇 

//-2 
者動1004 

忍；移4465 

ip 

〇$0150$> 



忍者武雷伝說 

書状態その3:持ち物 
現在持っているアイテムの表示がこれ。ただし、通 

常では使えないフラグ&イベントアイテムも表示され 

る。通常使えるのは、道具屋で買ったアイテムだけな 

ので注意しよう。 

現在使える*が赤くなる 

參状態その4:忍術 
忍者と僧侣だけに役立つ表示がこれだ。このゲー 

ムはレペルが上がると術量が増え、それによつて使 

える術のはぱが增えてくる。攻擊力の高い彳衍はそれ 

だけ術量を消費するということだ。この状態コマン 

ドでは、今どんな術を使えるのかがわかるので、敵 

を攻擎したリ体力回復のときに便利なのだ。 

敵の状態も 
しっかりと見ておこ5 

このゲームの便利な特徴のひとつとして、フ 

ィールド上の敵に力ーソルを合わせてコマンド 

を開くと、敵の基本データが表示される。 

装備や持ち物、忍術などの状況を見ることは 

できないものの、基本データだけでも敵と戦う 

場合には大変助かる。 

同じレペルでも敵の攻擊力や防御力が高い場 

合は、こちらが不利になる。それがこのデータ 

でひと目でわかるため、戦いの条件をよリ有fij 

に運ぶことができるのだ。 

▲このコマンドを使った場合.、5づ 
かり強い敵と戦わなくてもすむので 
便利。 

敵の武器•防具、術、持ち物は 
見ることがでさない!！ 

糸®草草印ii 
A-A=の 

物辭辭薬薬金明 
持朝朝 天 

<#>16令 



門ノ書 
会話 

▲通常は会話の速さと町中の動きが 
遅く、戦闘動画がある。 

.スtS—デイーなゲーム展開に便利なコマンドがこれ。 

の速さ、戦闘の動画の表示、町中でのキャラクターのスI 

ドの切り替えがある。なかでも会話の速さと町中でのスピー 

ドを速くしてお 

<と便利。ただ 

し、戦闘動画を 

なくすと、いつ 

敵に攻擊を受け 

たかがわからな 

くなるので注意。 
▲会話の速さと町中の動きを速くし 
てプレイするとイライラしない。 

終了 (プレイヤーのターン）終了のときに使うコマンドです。 

-ムの記録 各章をクリアしたときにのみゲームセーブができる。 

またセーブは1力所のみなので、条件のいい勝ち方で 

セーブしないと、次のシナリオがつらくなる。 

章をクリアすると表示される。 

+ボタンで力ーソルを合わせて、 

AかCポタンでセーブの決定がで 

きる。 

ゲームスタート画面で出現cセー 

プと同様の操作で、セーブしたシナ 

リオから始められる。 

#17# 



忍者武番伝說 

クイールゼ12あS建物 
敵を全滅させてシナリオをクリアするシミユレ-シヨンMmKB3M0| 

が多いが、このゲ-ムは各シナリオによゥてクリアする条flSf ^^51 

件が異なる。そのため、フィ-ルドにある町やお寺か重要身 

となるのだ。町やお寺には何があるのだろう？ 町 お寺 

町の中にあるちの 
町には、仲間の体力を回復できる宿屋、武器、防具をそろえる武器屋、.術や体力 

を回復させるアイテムを売っている道具屋や、経験値を上げてくれる道場がある。 

さらに、クリア条件に必要な_を教えてくれる人がいる家がある。 

各シナリオによって、売っ 

ている武器、防具が異なる。仲間たちの攻擎力、 

御力を上げるためには絶対必要なお店だ。シナ1• 

によっては町の中にないこともあるので注意0 

S 
旅の途中で体力ゃ術を回復織，，翼 

できるアイテムを売ってくれる。町の道具屋によっ 

て売っているものが異なり、中には心の実や力の； 

といった攻擊^術力を上げてくれるアイテムもある。 

30のお金を払つてこの宿 

屋に泊まると、体力と術力を~ 

すべてのシナリオで宿代が同じというのはとても| 

良心的だ。 
《◊18令 



入門ノ書 

レペルにみあったお金を払 

うことで、経験値を上げてくれる。ただし修行の成I 

果ガ異なリ、せっかく高いお金を払っても経験値がI 

少ししか上がらないこともあるので注意。 

ゲー厶クリアに必要な情報 

を教えてくれる。また、仲間が家の中に捕らわれてI 

し''たリ、お姫さまが捕らわれていたリと、それぞれI 

の家によつて状況が異なるのが特徴。 

各シナ1J才の町に、どんなお店が 
あD、何を売つていたかをチェッ 
クしておくと戦いがラクになる 

お寺にはどんな役割0があるのか9 
お寺の中に入ると、ゲームクリアに必要な草薙の剣、まが玉、天明の鏡といった 

3種の神器についての情報を教えてくれる。クリアにはかかせない情報なのでしっ 

かリ聞くようにしよう。 

《〇19令 



忍者武雷伝説 

キャ$ク5?—貂公 
このゲームには敵味方ともに7種頃のキャラクターが登場する。それぞれのキャ 

ラクターには得意な戦い方や苦手とする相手がいるので、それだけはしっかリ覚え 

てお◊必要がある。また、武雷とその仲間たちにはそれぞれ名前が付いているので、 

キャラクターを動かすときにとても便利なのだ。敵のキャラクターは赤、味方は青 

なので、フイールド上での区別もひと目でわかるぞ。 

移動量が多く、レベルが上がリ術力が増えると、さまざまな忍術を 

I使い敵を攻擎できる。忍術は敵の防御力に関係なぐ敵の体力を減ら 

Iすことができるので便利だが、武士に弱い。 

| 

移動置が少ないことから、うつかリすると敵に遭遇せず、なかなか 

I経験値が上がらないことがある。しかし忍者、槍兵、騎馬武者同様に 

I重要なキヤラクター。忍者に強く、槍兵に弱いのが特徴0 

騎馬政者 
攻擊力、防御力ともに高く、__動量が多いため、敵を追撃する 

Iことができる重要なキヤラクター。シナリオが進むにつれて参加して 

くる。忍者に強ぐ槍兵に弱いのが特徴0 

令20令 
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入門ノ書 

槍兵 
移動量が多いため、武士を狙いうちすることも……。騎馬武者に強 

しヽ。ただし忍者に弱いので、うまく考えて使う必要がある。忍者、武 

士、とともに最初からガンガンレベル上げをしておこう。 

弓兵 
敵に攻擊を受けると応趟できずにポ□ボ□になってしまうが、こち 

らが先手を取れば敵は応戦できない。いわば間接攻擎ユニットみたい 

なもの。防御力が低いため、_番使いものにならない。 

1 
議兵 
弓兵の防御力、攻擊力を上げたキャラクターと思えぱいい。レベル 

が上がり、攻擊力の高い武器を持っていると使えるが、弓兵と同じく 

間接攻擊的な役割リなので、なかなかレベルを上げにくい。 

£ 
僧侶 

10の術力消費で、仲間の体力をMAXまで回復できる。攻孥力はない 

が防御力が高いため' 敵のキャラクターの体力を回復させ術を使うこ 

とで経験値が上がる。 

キャラクター相性表 
どのキヤラクターが、どの 

敵を倒し、どうしたら荀IJな 
戦いができるかを表にしたの 

がこれだ。相性を知らないで 

敵と戦うことほど無謀な戦い 

はない。 

攻擊力.防御力とちに数f直 
では同等の敵であつても、し 

つかリと裏パラメーターの支 

配で相性ができているため、 

びつくリするような被害をこ 

うむる。この表だけはしっか 

りと覚えておこう。 

忍者 武士 騎馬 槍兵 弓兵 鉄砲 僧侶 

忍者 〇 ◎ ◎ X A A X 

武士 X 〇 〇 ◎ A A X 

騎馬 X A 〇 ◎ A A X 

槍兵 ◎ X X A A A X 

弓兵 ◎ A A A A A X 

鉄砲 I© A A A A A X 

僧侶 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

4〇21 <%> 



忍者武雷伝說 

地形効累 
キヤラクターたちの持つ基本移動量は、地形によって変化する。これI抛形に足 

を取られるからだ。また地形によっては、各キャラクターの持つ防御力を上げてく 

れる。これが地形効果だ。いかに速く敵近づき、有利に戦うかは、この地形効果の 

利用方法にもよる。さいわい、指定したキャラクターの移動麵は画に表示され 

るので、戦いでどう利用す 

れぱいいかを考えよう。 移動できる廳 

金令 



入門ノ書 

Iタイチム雜d 
アイテムには、仲間の体力を回復した 

リする道具と、攻撃力や防御力を上げる 

武器、防具に分けられる。ゲームクリア 

のためにもしっかリ覚えておこう。 

町の宿屋に泊まらなくても、旅の途中で体力や術力を回復 

Iできるアイテムや、能力を上げてくれるアイテムなどがある。 

効果 価格 

傷薬 
一番安い体力回復の薬がこれだ0体力の回復は5つしかで 

きないので、近くに町があるなら、宿屋でMAXまで回復した 
ほ5がお得。戦翻中に使えるので便利でもある。 

30 

薬草 
体力を10回復してくれる薬だが、キズ薬の3倍強の値段と 

高く、町の道具屋でも売ってくるところが少ない〇町のない 
シナリオなどで持っていると便利。 

100 

朝鮮人参 
忍者や憎侶の術力を回復してくれるアイテム0ただし価格 

が高いことと、売っている道具屋が少ないのが欠点0ひとつ 
は持っていよう。術の使えない者には興わせないこと。 

200 

力の実 
このアイテムを使うと攻撃力をアップできる。ただし、価 

格が500というペラボーな値段。売っているお店も少ないので 
お金に余裕ができたら買ってみるのもいいかもしれない。 

500 

心の実 
術力をアップで古るアイテムだが、500と离い0売っている 

お店も少ないので、買5のなら、道場でレペル上げに使った 
り，武器、防具を寅ったほ5がい 

500 

まが玉 3種の神器のひとつ。これを使うと、命と引き替えに仲間 
すべての体力、術力をMAXまで回灌でさる。 / 

天明の鏡 3種の神器のひとつ。持っているだけで、使っても何も起 
こらない、イペントアイテム0 / 

金印 ある場所で使うことで、その中へと入ることがでぎる。通 
常は使っても意味がないイベントアイテム。 / 

令23含 



忍者武雷伝説 

武器•防具 
仲間の攻擊力や防御力を上げてくれるアイテムがこれだ。 

武器屋で売ってくれるのだが、高価なのでよく考えて買うこ 

と。 

鲁防具 装備することで防御力を上げることができる。防具によつては持てる 

人が限られていて、装備できない人が買おうとすると売つてくれない。 

弓兵や鉄砲兵など、応戦のできないキャラクター中心に買うか、忍者、槍兵^武士、 

騎馬武者など攻擊タイプの人を中心に 

装備させるか、よく考えて買おう。 

持てる人 

忍 武 騎 
馬 

槍 
1 

鉄 
砲 
兵 1 アイテム名 価格 防御力 

革の服 5 

鎖かたびら 100 8 參 參 

短甲 200 11 • 參 

仁王胴 400 14 參 • • • 

鋼の鎧 600 18 • • • • 參 

赤糸脅の鎧 900 23 • • 

參装備することで攻擎力を上げることができる。装備できない人には売 

つてくれない。シナリオが進むにつれて、登場する敵が強くなリ、レべ 

ノ⑻逆転するので、後半のいい武器を買うためにお金をためておく方法もある。 

持てる人 
シナリオの序盤で 

忍 武 騎 
アイテム名 価格 攻擊力 は昇龍剣を持ってい 

ると、白虎剣で倒せ 

なかった敵をひと太 

刀で倒せることがあ 

るので便利。後半で 

村正を' それぞれの 

仲間が装備できると 

戦いがラクになるが 

1,200と高い。 

白虎剣 5 • • • 

昇龍剣 150 11 參 參 • 

正宗 350 16 • • 

村正 1200 25 • • 

草薙 / 、ん • 

手裏剣 700 20 • 



入門ノ書 

敵との枏性をうまく使って戦い、レ 

アイテム名 価格 攻撃力 ペルを上げていけば、シナリオ後半ま 

で無里に槍を買い替える必要はない。 

ただし後半は醜の槍はほしいところ。 
隼の槍 5 

火の槍 100 10 

青鉄の槍 250 15 

雷電の槍 450 2Q 

風魔の槍 800 25 

一番使いものにならないキャラクタ 

アイテム名 価格 攻撃力 一が持つ武器なので、お金が余つてい 

不知火の弓 5 
たら、買って上げよう。 

狼風の弓 150 10 

虎鉄の弓 300 15 

烈火の弓 450 20 

風魔の弓 600 25 

_ シナリオ中盤から登場する忠次が装 

アイテム名 価格 攻撃力 備できる武器で、一発必中の破壊力が 

ある。怒雷は買いにいくので、もし買 

えたらしめたちの。 
種子島鉄砲 5 

白南蛮鉄砲 250 10 

打雷 450 15 

太雷 750 20 

怒雷 850 25 

令 



忍者武雷伝説 

忍者と僧侶だけが使うことができる。忍者は攻睪、僧侶は 

体力回復の守リの術が使える。レベルが上がると術力が增え 

るので、いかに早くレへ'ルを上げるかがポイントだ。 

忍術名 消費忍術ポイント 使えるレベル 使える人 
僧侶は、彳iirで仲間の 

体力を回復させること 

で経1射直が上がる。た 

風神の術 5 1段 忍者 

水神の術 10 1段 忍者 

土神鑛 E0 2段 忍者 とえ仲間の体力が 

木の葉の術 25 3段 忍者 MAXでも、ガンガン術 

心力の術 10 3段 離 
を使おう。 

各章クリアへの 
3つのポイント 

いよいよシナリオ攻略へと入るのだが、入門ノ書 

のおさらいとして、この3つのポイントだけはしつ 

かリと頭に入れておこう。 

•レベルを上げるか、武器で強くなるか？ 
仲間の攻擊力の上げ方にはふた通リの方法がある。武器を買って仲間の攻撃 

力を上げる方法と、経験(直を上げ、レベルアップで攻撃力を上げる方法のふた 

つだ。敵とうまく戦うことで、レベルアップして攻擊力を上げれば、宿屋での 

体力回復ぐらいしかお金がかからないので、こちらをすすめたい。 

•忍者•僧侶を倒すと戦いがラク 
忍者が®う術は防御力に関係なく、それぞれの柿fのネ寺つノくワーで相手の体力 

を奪う。また、必死の思いで体力を下げた敵の近くに僧侶がいると、一^で体 

力をMAXまで回復されてしまう。この術を使う敵を優先的に倒すように心がけ 

るとゲーム展開がラクになるのだ。 

參道場をうまく利用しよう 
道場で修行をする場合はお金をはらう。しかし修行の成果が上がらないと、 

わずな経験値しかもらえない。そこで、シナリオがスタートしてすぐに町があ 

る場合、道場での修行が思わしくなかつた時は、リセットしていい条件の修行 

を積もう。さらに、レペルが上がる直前での道場の使い方もよく考えて使おう。 



応用ノ書 
十章のシナリオからなるキヤンペーンの内容 

と攻略のヒントを、あますところなく紹介。 

ぜひプレイの参考にしてほしい。 

«0270?〇 



忍者武雷伝說 

十章のシナU方在クU夕すめに 

《◊28令 



忘用ノ書 

忍者武雷伝説は、ひとつのシナリオをクリアしないと先へ進むことが 

できない、キャンペーンタイプのシミュレーションだ。しかも、次のシ 
ナリオでもキャラクターが继錄されるため、シナリオをクリアした時点 

での各キャラクターの経驗値など、各パラメーターをV、かに最良の状態 

で继続させるかがゲームクリアのかなめとなっている。 

ここからは、章ごとU最良の条件でシナリオをクリアするために攻略 

のアドバイスをしよう。 

<¢<>29# 



忍者武雷伝説 

第-章羽尾の国ぅ33®“ 
•クリア条件籲 
isg以内に 
敵を全員倒す3と 

最初のシナリオということで、クリア日数に大幅な余裕がある。フィールドには 

ふたつの町とひとつの寺がある。仲間は武雷(忍者)、右近(武士）と、権平(槍兵)、 

玄番(弓兵)の4ん敵も忍者、武士、槍兵、弓兵と同数で、それぞれのレベルはみ 

んな一段というハンデなしの戦いがこのシナリオだ。 

武器•防具屋 道具屋 
火の檐 100 薬草 100 

麵の弓 150 傷薬 30 

昇龍剣 150 鎖かたびら 100 

その他宿屋と憜報の聞ける家がある。 

<§»so# 



忘用ノ書 

鼸ひとりたりとも仲間を死なしてはならない 
キャラクターが継続されるため、できる限リ 

仲間を倒されないようにするのが、キャンペー 

ンの鉄^だ。 

特にこれは最初のシナリオ。絶対に仲間を死 

なせないぞ、と肝に命じて戦おう。仲間のレべ 

ルがまだ一段なので、うつかリすると敵に倒さ 

れてしまう。もしそのままクリアして次のシナ 

リオへ進むと、敵との戦いがとても厳しくなる 

のだ。 
▲仲間4人の残りの体力をしっかり確認 

■クリア日数に余裕があるので、 
で杏るだけレベルアップをはかれ！ 
敵を15日以内にすべて倒す、というクリア条件は余裕の設定。この設定を有効に 

使うためには、じつくリと時間をかけて敵と戦い、それぞれの仲間の経験値をでき 

るかぎリ上げることだ。中でも武雷と権平は、次のシナリオのために二段にレペル 

アップさせておきたい。そのためには、町の宿屋でわざと敵の体力を回復させ、戦 

S5遭遇回数を增やして経験値を稼ぐという方法も考えられる。ただし、敵との戦い 

で、こちらの体力が減つていることに&意しないと、仲間を倒されてしまうのだ。 

はなかなかレベルが上がりにくい 
弓兵の最大移動量は4と足が遅く、他の 

仲間と比較しても出足が遅い。そのため弓 

兵が敵と遭遇する前に、他の仲間で敵を倒 

してしまい、弓兵の戦うチヤンスがまった 

くないということがある。それだけ弓兵は 

経験値の上がリ方が遅ぐ使いものになら 

ない仲間なのだ。ただし、このシナリオは 

■二足がマツプが小さく、最初の弓兵でも戦い方が 

ものをいう、数少ないマップでもある。 

令31# 



忍者武雷伝説 

■マツプ中央にある町の道場で 
レベルアップをしよう 
次のシナリオのために武雷、権平のレ心レア 

ップをはかるのだが、どうしてもレベルが上が 

らないときは、道場で修行をしてレベルアップ 

をしよう。道場での修業は一段でも40と高いが 

成果が上^らないこともある。最初の持ち金が 

300と少ないので、敵と戦い経験値を上げ、レべ 

ルアップに足りない部分を道場で補おう。また、 

たとえレベルが上がっても、体力の回復はでき 

ないので、宿屋で休んでおくことを忘れずに。 
▲せっかく40を払って修行しても、成果 
があがらなければお金の厶ダ。 

■武雷が寺に入ると、信長がほしがつている 
ものの情報が聞ける 

F 
寺へ来るころには、敵は北で待ち構えている 

I武士だけになつているだろう。 

その武士と戦うまえに、ぜひ武雷を寺に入れ 

|て' 信長の欲しがつている3種の神器について 

1の情報を聞いておこう。 

また、北の武士は守備キャラクターなので移 

隱動してこない。仲間で武士を包囲して' 交互に 

▲寺の中にAると、讎が羅の關それぞれの麵6を稼ぎながら倒す 
教えてくれるのだ。 

フィ-ルド戦の 
戦い方だ!！ 

まず武雷を最初マツプF — 8へ進める。 
玄番はF — 5へ、右近はJ 一 5、権平は 

I 一 5かJ一 8へと進める。敵は忍者が 
E— 9、弓兵がH—15、檐兵がH—13へ 
と移動する。次のターンはまず玄番をE 

ようにしよう® 

一8へ動かし、戦闘。忍者に弓を避けら 
れてしまうこともあるが、当たったとし 
て、武雷をF — 9へ移動させ、水神の術 
で忍者を倒す。忍者さえ倒せば、玄番を 
北西から敵の武士へと向かわせ、残りの 
仲間を5まく使い、弓兵、槍兵を倒し、 
中央の町で武雷と権平を修行させて、武 
士を倒しに向かわせるといい。 

令32《。 1 



応用ノ書 

㈣ 
•クリア条件# 
13日以内に備侶を搜し出し 
て、天明の鏡を手に入れ圣 

このシナリオは武雷 

たちの仲間のすぐ近く 

に町がない。敵の攻撃 

でダメージを受けても、 

中央の町まで行かなけ 

れば体力の回復ができ 

ないのだ。しかもクリ 

ァ日数が13日と少な 

く、もたもたできない。 

■武雷で敵の 
檐兵を倒せ!！ 
北東の忍者を武雷で 

倒したくなるところだ 

が、南西L-8へ進み 

槍兵を倒]そう。忍者は 

槍兵に強いので、うま 

くいけば一度の攻擊で 

倒せ、敵の番に残リの 

槍兵が勝手に武雷に戦 

いを挑んできて、倒れ 

てしまうのだ。 

最初の町 



忍者武雷伝説 

■右手から回り込んでくる敵忍者を5まく倒せ 
槍兵を倒すために武雷を使ったため、残リの 

仲間で敵忍者を倒さなくてはならないが、問題 

がある。足の速い槍兵の権平は忍者に弱ぐ忍 

者に強い右近の足は遅ぐどうしても出遅れて 

しまうのだ。忍者は必ず風神の術を使ってくる 

が、一回の攻擎で倒されることはない。そこで 

経験値も含めて、玄番をN - 7に移動させ、 

E - 6に移動させた右近と玄番で忍者を佳I]そう。▲ここでそれぞれの仲間の体力が減って 

ただし、玄番の弓は確実に当てること。 

■最初の町で絶対に朝鮮人参を買っておこa 
槍兵を倒し、仲間よリー歩先へと進んでいる 

武雷をN- I Iから中央の町へと入れs道具屋で 

ぜひ朝鮮人参を買っておこう。術力の回復に使 

う薬で、四章で使えるからだ。また、この町の 

家の中では、まが玉や天明の鏡の情報を聞くこ 

とができる。さらに、天明の鏡を持っている人 

を助けるためにと600のお金をくれるのだ。こ 

のお金は、三章の道場で仲間のレベル上げに使 

える大切なお金なのだ。 

■マツブ中央の最初の町付近で、 
弓兵、武士との対決!！ _ 
なぜレベルニ段の槍兵の権平を温存させてい 

たかは、これからの戦いに使うためだつたのだ。 

忍者を倒し、じやま者がいなくなつたのを見 

計らつて足の速い権平を中央の町付近へと移動 

させ、武雷とともに弓兵や武士を倒すために使 

うのだ。まず武雷で確実に弓兵を倒し、権平で 

武士をしとめよう。ただし深追いをして、逆に 

敵に倒されないようにしよう。 
▲敵の移動量を見切りなが&戦うことが 

《◊34。》 



応用ノ書 

■ふたつ目の町で僧侶を助けよう 
弓兵と、武士を倒してしまえば敵iいなくな 

る。残る目的は天明の鏡を捜すことだ。残リ日 

数もわずかしかない。ふたつ目の町へと急げ。 

ここの町の中には、僧侣の雲;毎が捕らわれてい 

る。この僧侶が天明の鏡を持っているのだ。僧 

侣を助けると、章のクリア前に雲•海が仲間に加 

わリ、お金を600くれる。この僧侶はレベルが二 

段で防御力が高く、体力回復の術を使うことが 

できるので、これからの旅がラクになるのだ。 

■■武器屋で装備をととのえるよりも、 
次のシナU才のためにお金をとっておくべし!! 

ふたつ目の町には、けつこうおいしい武器が 

売られている。 

ついついこの_屋で装備をととのえてしま 

いたくなるのだが、ここはグッとがまんして、 

次の章の最初の町にある道場で仲間の経験値を 

上げることに使おう。 

もし装備を買うならば、武雷に昇龍剣と鎖か 

▲鋼の鎧を売っているのだが、600と高たびらを買つてやると、これからの戦いでやや 

強くなる。 

武器.防具屋 

火の檐 100 

昇龍剣 150 

鎖かたびら 100 

短甲 200 

鋼の鎧 600 

宿屋、牢に囚われた僧侶が武雷によって助けられる。 
て咖上お礼に600のお金をくれる。 

令35令 



忍者武雷伝説 

第三章安達の国 
•クリア条件參 

あだちのくに 13日以内に敵を 
全員倒すこと 

このシナリオからクリア条件がグーンと難しくなる。敵が忍者2名、槍兵3名、 

武士 2名、弓兵1名、鉄砲兵1名と多く、それぞれレベルが二段なのでとてもやっ 

かいなのだ。しかも、要所に守備の敵が配置されていて、なかなか仲間を進めるこ 

とができない。 

縦に長いマップなので、下手に戦っていると日数も足リなくなってくるのだ。 

敵はマップ中央を東西にのびた川をはさんで配置されているため、武雷たちの動 

きに応じて移動してくる。 

このシナリオでのポイントは、この敵の動きをひとつにまとめてしまうことだ。 

パラパラに動かれてしまうととても戦いにくく、思うように守備の敵を倒すことが 

できないからだ。 

最初の町 
武器•防具屋 道具屋 

昇龍剣 150 

火の檐 100 

狼風の弓 150 

1その他 



応用ノ書 

■リセットを5まく使って、最初の町にある 
道場でレベル上げをすること 
最初の町には道場がある。仲間たちはこの町を囲むように配置されている。その 

ためにすぐ町に入リ、道場で修行ができるのだ。 

まず最初にこの道場でお金を払い、修行をして仲間たちのレベル上げをしよう。 

このときのポイントとして、し、くらお金をだしても修行の成果が上がらない場合は 

リセットをして、なるべくいい条件のものを使おう。レベル目標は雲海^武雷、権 

平各三段、右近二段がベストだ。またこの順番でレベル上げをするといい。 

さらに僧侣の体力回復のために、お金を少なくても60は残しておくこと。 

■レベルアツブした権平と右近で 
北からくる武士を倒せ!！ 

▲武士を囲む形で、権平と右近で交互に 
戦える陣形を作れればベスト。 

北西、橋の近くにいる武士が南下して武雷た 

ちに迫つてくる。まずこの武士を権平と右近を 

使い、倒すことが最初の目的だ。 

こいつを早めに倒せば、東から移動してくる 

敵への準備ができる。 

また、武士と戦い、体力が落ちた権平と右近 

は雲海の術で回復させておこう。なるべく雲海 

の術を使って、雲海のレベルアップをはかリた 

いからだ。 

■武雷は待ち伏せで、南東から進んでくる 
槍兵を倒せ!!I 
レペルアップさせた武雷は最初にK — 5へと 

移動。さらに次の夕ーンでL — 10へと移動させ、 

槍兵が武雷を襲つてくるまで待ち伏せするのだ。 

敵の槍兵2名はこの武雷に戦いを挑み、勝手 

に自滅してしまう。 

なぜ二章で武雷の装備を買うことをすすめた 

のかというと、この搶兵2名を一発で倒すため 

なのだ。 

令S7令 



忍者武雷伝説 

■敵忍者ふたりと弓兵、檐兵は必す 
北へとおび吉よせること 
敵の武士と搶兵を倒しても、北東から移動し 

てくる忍者2名と、弓兵v搶兵が北西へとまと 

まって移動するまでは待機させておくことをす 

すめる。こいつらがパラパラに移動してしまう 

と、武雷を東へ移動させ、鉄砲兵を倒すために 

時間がかかってしまうからだ。 

この待機のときに権平と右近の体力を雲海で 

回復させ、川の近くで敵を待ち伏せしよう。 

■北にいる権平を南下させ、南の橋の 
たもとにいる武士を倒せ!！ 
守備よく待ち伏せして、移動してくる忍者と 

槍兵、弓兵を倒すことができたら、雲海で体力 

を回復させて権平を南下させ、橋のたもとを守 

備している武士を倒せ！また、武士は移動し 

ないので、武雷は武士をうまくよけながら、東 

へと移動させるか、移動する敵にてこずってい 

る場合は武雷を北の右近たちの手助けへと回せ。 

■僧侶のレベル上げも含めて、武士の右近と武雷で 
忍者ふたりと弓兵、檐兵を倒せ!！ _ 
もし、敵の忍者と槍兵^弓兵を倒すのにてこ 

ずってしまった場合、武雷を北上させ仲間の救 

援に向けよう。 

ここで大切なことは、必ず雲海で体力を回復 

させた権平を武雷の代わリに南下させて、橋の 

守備をしている武士を倒しに移動させることだ。 

残リ日数が少ないため、仲間を有効に使い、 

しかも四章のために経験値_£げもしておかなく 

てはならないのだ。 

ぱ、ラ.クな戦いになる, 

#38# 



忘用ノ書 

■東の町には高価な武器、防具を売っている 
鉄砲兵が守備をしている東の町へは、残リ日 

数も少なく、なかなか入ることができない。こ 

の町は鉄砲兵の体力を回復する宿屋があるので 

ミ全意。ギリギリの日数で鉄砲兵をしとめそこね 

ると、この町へ入って体力を回復されてしまう。 

また、この町の武器屋には正宗という剣や、仁 

王®といった武器、防具を売っている。道具屋 

には薬草もある。しかし、お金のない武雷たち 

はながめるだけというイジワルな場所なのだ。のに、買えない武雷たちであった。 
▲こんなにいい武器や防具を売っている 

■鉄砲兵を倒す前に必ず僧侶はまが玉を 
手にいれるべし!I 
最初の町にある家に雲海が入ると、爺さんがお金全部と引き替えにまが玉をくれ 

る。このまが玉を雲海が使うと、雲海の命と引 

き替えに他の仲間の体力と術力をM A Xまで回 

復してくれる代物なのだ。それだけ最後の最後 

に雲海が使うアイテムなのだが、持ち金全部と 

の交換はつらい。シナリオの最初で、この家で 

まが玉と交換することほどあほらしいことはな 

い。どうせならお金をすぺて使つてから、この 

▲お金がないのに「さすがしなどいっ家へ行こう。ギリギリまで雲毎の織嫌を上げ、 
て、まが玉をくれてしまぅ。 銳i包兵を倒す前に家へ行くことがべストだ。 

まのBJ 

武器•防具屋 道具屋 

正宗 350 薬草 100 

鎖かたびら 100 傷薬 30 

仁王胴 400 朝鮮人参 200 

その他 宿屋 



忍者武雷伝説 

第四章置賜の国 
籲クリアの条件# 
20日以内に城の中にいる 
大友に会ろこと 

(1 

いままでのシナリオでダントツに難しいのがこのマップ。城内ということもあつ 

て宿屋がないため、仲間の体力を回後できるのはアイテムと雲海の術力にたよるし 

かない。また、20日と日数に余裕がありそうな 

のだが、城内の通路が狭いために敵に進路を阻 

ま:CU大友がいる場所までたどリつくにはギリ 

ギリという日数設定になっているのだ。 

さらに、敵の数は忍者2人、武士 7人、弓兵 

1人、槍兵1人' 鉄砲兵1人（各三段）と今ま 

でとは比較にならない強さと数なのだ。 

仲間をうまく使い、敵を倒していかないとク 

リアは難しい。 

#40°?° 



応用ノ書 

■橋の近くにある槍呉と鉄砲兵をど5倒すか 
このシナリオの最初のポイントはH — 6へと 

移動してくる鉄5包兵と、F-6にいる檐兵をい 

かに早く倒すかにある。武雷が鉄砲兵の攻擊を 

かわし、槍兵をうまく倒せればF - 6の地点を 

早めに確保できる。この場所を確保すれば、+ 

字路をうまく使い複数で敵を叩くことができる。 

ただし、敵を倒しても安心はできない。次々に 

移動してくる敵に対処するために、僧侣で体力 ▲鉄砲兵の攻擊を交わして<れると、戦 

を回復させることも心がけなくてはならない。しゝがラク。 

■いやな忍者ふたりをかたづけろ!! 
忍者が使う術は守備側の防御力に関係なく、 

確実に体力をへらしてくるのでやっかいだ。し 

かもこの忍者はたまに土神の術を使ってくる。 

この術は守備側の体力を大幅に減らすのだ。ま 

ずは、この術を使われる前に忍者ふたリを倒す 

こと。移動優先順位から、忍者よりも先に武士 

が前へと移動してきたら、権平と_で武士を 

倒し、右近で後方の忍者を倒すといった、臨機 

応変の戦いが必要とされる。 

■移動してくるB人の武士は総掛かりで倒せ!! 
たとえふたリの忍者を倒しても安心はできな 

しヽ。それは、次々と6人の武士が武雷たちを倒 

そうと迫つてくるためだ。この武士には相彳生か 

らいつて武雷で戦うのは負けにいくようなもの。 

槍の権平と騎馬の親継、右近をうまく使い分け、 

それぞれの体力の消耗をふせぎながら戦わなけ 

ればならない。この戦い方はそれぞれの仲間の 

経験値Jiげにもつながるのだ。その戦いのため 

にもF — 6の十字路確保は大切なのだ。 
命41# 

▲無理に戦おうとせず、仲間と協力しな 
がら戦5のがボイントだ。 



忍者武雷伝説 

■僧侶の心力の術を、いっ使5かがポイント 
なぜ、三章で雲海のレペルアップをすすめたかはここにあったワケで、僧侶のレ 

ベルが四段に上がると、心力の術が3回使える術力を持てるのだ。つまリ仲間の体 

力を3回M A Xまで回復することができるワケだ。いつ、このわずか3回の心力の 

術を使うかが重要なポイントとなる。敵の攻擊をギリギリまで持ちこたえ、レペル 

アップしたときに術を使うのがベストだが、あくまでも仲間を死なせてはならない。 

ということを心がけて使うようにしよう。 

■動かない敵の武士はレベルの上がった権平で 
6人の武士を倒したら、このシナリオもいよいよ火急に入る。残リの敵は橋を守 

備する武士と、大友がいる城内への入リロを守る弓兵だけだ。，まず武士を倒すのだ 

が、仲間もポ□ポロの状態になっている。槍兵の権平に体力が残っていれば、権平 

で倒すのがべストだが、武雷の「木の葉の術」で体力を減らし、敵の攻擊で武雷に 

攻擊をしかけさせ自滅する方法もとれる。 

■弓兵は武雷で戦うとラク 
武雷は武士との相性が悪いことから、後半の 

武士との戦闘を回避させていたため、一番体力 

が残っている。 

武雷は弓兵との相性がいい。この武雷で弓兵 

を倒すようにしよう。 

術力が残っていなくても、すでにこのころの 

武雷はきっとレベルが五段ぐらいになっている。 

弓兵と戦關で戦つたとしてもラクラク勝つこと▲この弓兵は目をっ':5?っていても倒せな 

ができるので心配はいらない。 くては、これか&の戦いが大変だぞ。 

■日数があまっていたら、レベル上げち考えろ!！ 
弓兵はこちらが攻擎を仕掛けた場合、応戦することができない。この法則さえ知 

っていれば、たとえ体力が少ない仲間でも、弓兵を倒し経験(直アップにも利用する 

ことができるのだ。 

まず武雷で弓兵を叩き、弓兵の体力がグーンと減った次のターンで、体力の少な 

い仲間でとどめをさすのだ。もう少しでレペルが上がる仲間にとっては便利だ。 

<§>42# 



この国は敵の数が多く、広範囲に配置されて 

いるのであわててしまうが、すでに東へと移動 

してきている敵の_さえかわせば、あとは比 

較的ラクに戦うことができる。 

マップは東西に広く、しかも川が流れている 

ため、実際よりは細長い地形で戦わなくてはな 

らない。 

敵は武士 4人、騎馬武者2人、槍兵2人、鉄 

砲兵2人、弓兵1人、忍者1人（各四段）だ。 



忍者武雷伝説 

■移動量の高い、敵の騎馬武者を 
槍兵と騎馬武者で倒せ!！ 
まず南西M -25に配置されている騎馬武者 

を権平と頼継で倒そう。権平は2日で敵の騎馬 

武者がいる場所へ移動ができる。地形効果を 

まくつかい騎馬武者を倒したら、東へと移動し 

てくるI -21に配置されている武士を倒しに 

向かわせよう。また、頼継と権平の体力を回復 

させるためにも、必ず雲海を同行させること。 ▲権平のレベルが上がっていれば、戦い 
はラクラクだ0 

■武雷は北の槍兵と戦いながら町へ入り 
必ず手裏剣を買い、道場でレベルを上げよ5 

武雷はD-25へと移動させ、C-25にいる敵 

の槍兵と戦いながら町へ入ろう。町の道場で修 

行をしてレペルアップをはかるためだ。この町 

の武器屋にはとてもいい武器が売られている。 

中でも手裏剣は700と高価だが、弓や鉄砲同様 

に、反撃を食らわずに戦える武器なのだ。また、 

道具屋で薬草を少し買っておくこともおすすめ 

したい。 

■移動力の低い鉄砲兵、弓兵を他の仲間たち 
でカバーしよろ 
このシナリオあたリから、仲間のレベルの差 

が大きくなる。まず移動置の少ない弓兵の玄番 

がまったくといっていいほど使えないため、経 

験値が上がらないのだ。同じく鉄砲兵の忠次も 

移動置が低く、川を渡れないなど、仲間の足を 

引っ張る。このふたリをカパーして戦うために、 

思いのほか苦戦することもあるのだ。 

▲仲間のパワーアップにはかかせない装 
備が目白押しだ。 

<§◊44令 



応用ノ書 

■移動する敵をかたづけたら 
敵は寺の近くを守っている武士と騎馬武者だけだ 
町でレベルを上げ、相性をうまく使って戦え 

ば、このシナリオの敵はさほど怖くはない。 

逆にいえば、確実に敵を倒してさえいれば経 

験値が上がリ、仲間のレペル上げにとつては便 

利なシナリオでもあるのだ。 

移動してくる攻擊タイプの敵を倒せば、残る 

は武士と寺を守る騎馬武者だけになる。こいつ 

らもじつくリと時間をかけて戦い、仲間のレべ 

ルアップに利用しよう。 

■お寺に入ると栗原の城を開ける 
金印のことが聞ける 
いよいよ、このシナリオのクリア条件となる 

お寺の中だ。武雷が中へ入ると、仏様が栗原の 

城は金印がないと開けることができない、とい 

う情報を教えてくれる。 

そして章の終わリに、仏の使いとして仲間の 

僧侶•角房が加わるのた"。角房が加わることで 

体力を回復してくれる仲間がふたリになって、 

戦いがグーンとラクになるのだ。 

も5ひとつの町は 
なんと宿屋がひとつ 
マツプの中央に町がポツンとある。 

最初の町においしいアイテムをたくさ 

ん売っていたので、ついつい入ってみ 

ると……。なんと宿屋がひとつあるだ 

け。この町ぺ入るために、クリア日数 

で終わらなかつたら腹が立つ。 

#45# 



忍者武雷伝說 

，ゞへ」 

第六章黑川の国 ぐろかわ®くに| 

このシナリオは横に広いマップで、周囲を山に囲まれているために、敵と遭遇す 

る場所が限定されてくるマップでもある。そのために、敵との戦闘をうまく行なわ 

ないと、敵味方が渋滞状況に陥リ、日数だけが過きてしまうことが予想される。 

敵は忍者2人、騎馬武者2人、武士1人、弓兵1人、槍兵1人、鉄砲兵1人、僧 

侶1人と少ないものの、レベルが五段と高く、初めて体力を回復させる僧侶が出現 

する。そのため、戦い方も若干変化させて、なるべく僧侶を孤立させる戦い方をし 

なくてはならない。 

また、金印を手に入れるという条件がクセモノなのだ、ということを肝に命じて 

おこう。 

<#>46# 



芯用ノ書 

画なんと敵を全員倒さないと金印をくれない 
西にある最初の町へと入ると道場がない。そ 

のため、敵との戦いで経験f直を上げるしか手は 

ない。 

さらに、武雷が家の中に入ると、敵をすべて 

倒したら金印をくれるという男がいる。武當は 

敵を全員倒した後で、この町まで戻らなくては 

ならないのだ'。 

また、他の家では、北東の家に武士が捕らわ 

れている、という情報が聞ける。 

■敵を西へと引き込み、包囲しながら戦え!! 

▲町の東の広い地形をラまく 
使って戦うのがコツだ。 

このマップは、町の東の、道がふたまたに分かれてい 

て、そのすく"右にある木が、敵味方の行く手を阻む。こ 

のJ —16の木よリも西へと敵を引き込んで戦わないと、 

敵味方が渋滞してしまい、日数だけが過ぎてしまう。 

これからのシナリオでもいえることなのだが、ただや 

みくもに前へと移動させてしまうと、逆に仲間の身動き 

がとれなくなる地形が増えてくる。しかも敵のレベルが 

高くなるために、一対一で戦うよリも、敵を包囲しなが 

ら戦う戦法を取らないと勝てなくなるのだ。この点をし 

つかリと頭に刻み、どう戦えば有利に展開でき、しかも 

仲間の経験値を多く得られることができるかを考えて戦 

おう。 

#47# 



忍者武雷伝説 

■敵の僧侶の術を封じるべし 
僧侶が心力の術を使うと、術をかけた仲間の 

体力がM A Xになる。 

せっかく体力を減らし、次のターンで倒せる 

と思っていた敵が、僧侣の術で回復してしまい、 

さらに次のターンでこちらの体力の減った仲間 

を倒してしまうこともある。 

これを防ぐためには、僧侣を他の仲間から引 

き離し、彳府を使うチヤンスを封じてしまうこと 

だ。 戦いがガラリと変わる。 

■余裕を持った日数で、北東の町を守る 
騎馬武者と戦お5 
北東の町にへばリついたかっこうで守備をし 

ている、最後の敵の騎馬武者をあなどって戦う 

とヒサンな目にあう。こいつとの戦いは、木と 

山がじやまして包囲できず、丨対丨の戦いにな 

る。しかも体力が減ると町の宿屋へ入って、体 

力を回復してしまうから始末におえないのだ。 

残リ日数が少ないときに、こいつをなめて戦 

ーンで宿屋で体力を回復してびっくり！いを挑むと、倒せずに泣きをみるので注意だ。 
▲ボロボロのはずの騎馬武者が、次の夕 

■北東の町の牢に捕らわれている武士を助けないで 
クUアしてしま5と…… 
町を守っている騎馬武者を倒し、町の中に入 

ってみると道場がある。日数が余っていたら、 

この道場でぜひ仲間のレベル上げをしよう。ま 

た家の中をのぞいてみると、牢に閉じ込められ 

た武士がいる。この武士は情報を教えてくれて、 

その上武雷の仲間に加わる。もし、この武士を 

助けずにシナリオをクリアすると、この武士は 

永久に仲間にならずに進んでしまうのだ。 めていくプレイヤーもいるかもしれない。 

#48°S« 



応用ノ書 

場合によってはこのシナリオから、武雷の仲間と敵とのレベルが逆転してしまう 

ことがある。敵のレベルはすべて六段となリ、敵の数も騎馬武者3人、忍者2人、 

槍兵2人、弓兵2人、武士1人、鉄砲兵1人、僧侶1人と数の上でも不利になって 

くる。弓兵の玄番はきっとレベルが低いので' 決定的に使いものにならなくなる。 

また、鉄砲兵の忠次も慎重にレベルを上げないとつらい。敵のレベルが高いとい 

うことは' こちらのダメージが大きく、相手にダメージを与えにくいということな 

ので注意して戦うようにしよう。また、このマップは平地で、フィールドが広いと 

いう点が特徴だ。 

最初の町 
武器•防具屋 道具屋 

烈火の弓 450 

雷電の槍 450 

青鉄の槍 250 

打雷 450 

鋼の鎧 600 

その他 宿屋、道場。 

令49令 



忍者武雷伝説 

■最初の町でそれそれの仲間を強くしておくこと 
すでに、敵が武雷たちを包囲する形で迫って 

きている。 

あわてて攻擊に出るよリも、まず町の中に入 

リ道場でレベル上げをして、仲間の戦闘態勢を 

整えよう。中でも騎馬武者の頼継や鉄5包兵の忠 

次、武士のレベルが低い。敵と戦うのに最良の 

条件は敵のレベルよリニ段上だと戦闘がラクに 

なる。また、武器屋には、権平、忠次、玄番の 

ためのすぐれた武器がある。 

■武雷は、まず北西にいる敵の槍兵と 
鉄砲兵を倒せ!！ 
最初の日の移動で、武雷はC _ 5へ移動し、 

北西の槍兵か鉄砲兵に戦いを挑め。そして、ま 

ず鉄砲兵から倒し、そのあとで槍兵、という順 

番でかたずけてしまおう。 

この敵たちを倒せば、東から迫る敵にだけ注 

意を払えばよくなるので、集中した戦闘が展開 

できるため、上bfe的ラクに戦うことができるの 

だ。 

■障害物が少なく、広いマップだけに 
地形効果をうまく使って戦え!！ 
このマツプは、平地と草地の二種類の地形で 

構成されている。平地よりやや草地のほうが地 

形効果が高い。 

敵とのレベルが均衡しているので、戦闘はよ 

U有利に展開できる草地から、平地の敵を攻擊 

する形で戦いを挑むことが望ましい。忠次や玄 

番など、守備側で反擊のできない仲間は絶対お 

すすめだ。 



応用ノ書 

■敵の数が少なくなったら、 
でぎるだけたくさんの仲間で 
包囲しながら叩け!！ 
このシナリオにもなると、今までのシナリオをいか 

にうまく戦ってきたかで、敵との戦闘がまったく変わ 

つてくる。 

ちやんとひとリひとリの仲間のレベルを上げてきた 

プレイヤーは比較的ラクに戦うことができるのだが、 

仲間のレペル上げがパラパラの状況だと、仲間をフォ 

口一しながら戦わなくてはならないため、非常に苦し 

い戦いになる。 

強い敵と戦うためには、ひとリで戦うよリも、常に 

仲間とのコンビネーションで、それぞれの経験値が確 

実に上がるように包囲して戦おう。 
▲仲間で協力して、敵を確実に減 
6していくことが大切なのだ。 

■東の町で茜さんの情報を教えてくれる 

▲情報を教えてくれる人は似た姿形の人 
が多い。兄弟なのだろ5か7 

敵の数が少なくなったら、東の町へと急げ!！ 

この町には武器屋はないものの、道具屋があ 

リ、薬草と心の実を売っている。また、宿屋や 

道場のほかに、家の中で茜さんの情報を聞くこ 

とができる。 

最初の町にいた茜さんが、二度目に行くとい 

なくなっている。この茜さん、どうやら河辺の 

国の牢屋に、囚われの身になってしまったらし 

いのだ。 

東の町 
武器•防具屋 道具屋 

一^^ 

薬草 1DD 

心の実 500 

その他 宿屋、道場、茜さんの情報を教えてくれる家。 
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忍者武雷伝説 

第八章河避の国 
參クリア条件• 
1B日以内に 
敵を全員倒すこと 

マップは横に長く、中央に岩場があリ、ごく限られた場所にしか移動することが 

できない。そのため、黒川の国以上に敵との戦闘で渋滞が起こリ、日数だけが過ぎ 

てしまうおそれがある。 

さらに、敵のレベルが七段と手ごわぐ仲間と協力して倒さないと、時間だけが 

過ぎてしまう。このマップのポイントは、いかに敵を広い場所へと誘い込み、ひと 

リひとリを確実に倒し、東への進路を確保するかにある。敵は忍者2人、槍兵2人、 

武士1人、騎馬武者1人、鉄砲兵1人、弓兵1人、僧侶1人だ。 

■最初の町に囚われの身となった茜さんがいる 
南西の最初の町には宿屋と道場、そして茜さ 

んが囚われている牢屋しかない。 

この町はレベルの低しヽ仲間を道場で上げるこ 

とだけで、武器、防具による強化ができない。 

茜さんは牢の中から、信長の魔力にむしばま 

れていると語リながら、二度目に入ると、どこ 

かへといなくなつてしまう。 

▲暗い牢の中で武雷を慕5、けなげな姿 
がいじらしいのだ-。 

<§>52<§> 



応用ノ書 

■まず、北圆こいる武雷を南下させ、東からくる 
敵を西へと誘導しよう 

N - 16に木があリ、この付近で戦闘を行う 

と、敵味方が入リ乱れて渋滞をおこしてしまう。 

また敵を追い詰めると、ついつい前へと仲間 

を進めてしまうのだが、このシナリオでそれを 

やると、N — 16の木の場所まで押してしまい、 

東から来る敵を渋滞に巻き込んでしまう。たと 

え、丨日日数を使っても、M-8付近の西の広 

くなった地形へと敵を誘い込み、北から横に延待ち伏せるのだ。 

びた敵を圧迫する形で包囲して戦うようにしよ 

う。さらに、敵のレベルが七段と高いだけに、 

僧侶をうまく使って仲間の体力回復を行わない 

と、せっかくレベルを上げた仲間を倒されてし 

まうので注意しよう。 

北のB —2から南下してくる忍者はJ-2に 

いる右近で叩き、それ以外の仲間をうまくまと 

め、丨日でも早く西から来る敵に備えることが 

大切だ。 ら攻擊する形が望ましい。 

■槍兵と武士、騎馬武者をうまく使って戦うこと 
数字だけを見ると、それほと'敵の数が多いわけではないのだが、レベルが高いた 

めになかなか敵を倒すことができない。場合に 

よっては3人で敵を包囲して戦ったとしても、 

なかなか倒れてくれないこともある。 

敵との相性をよく考えて、槍兵の兵部と権平、 

武士の;'胄長、騎馬武者の頼継をうまく使って敵 

を倒すようにしよう。そのうち、武雷、右近も 

北から移動して、仲間と合流ができる。 

▲とにかく、確実に敵の数を減らしてい 
くことだ。 

#53# 



忍者武雷伝説 

■お寺に行くと、草雜の剣について話てくれる 
敵を倒し、日数に余裕があれば、武雷をお寺 

へ入れてみよう。 

仏様が草薙の剣の使い方を教えてくれる。 

「信長を倒すには天明の鏡を持つて、草薙の剣 

を使うとよい。そうすれば、剣の封印は解かれ 

絶大な力を得るであろう。 

ただし、気をつけなさい。あなたが、六段以 

下だと命を落すことになリましよう。」と……。 

さすが、仏様はなんでも知っているのだ。 

■東の町を守つている騎馬武者を町へ入れるな 
最初は町を守っている騎馬武者は、町の角にいて、そのままでは町へ入ることが 

できない。しかし戦闘で体力が減ると位置を移動して、すぐに町へ入れる場所を確 

保してしまう。この場所へ騎馬武者が移動でき 

ないようにして戦うことが、騎馬武者を倒すポ 

イントとなるのだ。そのためには、わざと戦い 

を挑まずに権平と兵部、頼継をうまく使って町 

に入れない状態で包囲してしまうといい。 

この町でガンガン体力を回復して、日数以内 

にクリアすることが不可能になることもある。 

黒J11での戦いと同じ要領なのだ。 

東の町 
武器•防具屋 道具屋 

太雷 750 傷薬 30 

怒雷 950 朝鮮人参 200 

鎖かたびら 100 力の実 500 

鋼の鎧 600 

その他 宿屋、茜さんの情報が聞ける家。 

令54令 



の戰ぃ方を 

忘用ノ書 

敵のレべ;レも上がり、戦いはし烈を 

、よいよゲームもJSffiだ。こ 

これからの戦いに備えて今まで 

の戦い方をまとめてみることにした0 

きつとこれからの戦いに、役に立つこ 

と間違いなしだ。 

1強い酸と戰5ためには 
これからは、必ずしも仲間のレベルが敵よリ高いとは限らない。むしろI対 

|の対決でダメージを食らうことのほうが多くなる。 

これらの強い敵と戦うためには、敵との相性を前提としながら、常に敵を包 

囲する形で有利な戦いへと導くことが大切だ。多数で戦っていれば、体力の低 

し、仲間をはずして、僧侶で回復させることも可能になるからだ。 

これは、これからの戦いの基本にもなる。 

2仲間のレベルの上げ方をよく考えよ5 
敵のレペルと仲間のレペルが逆転し始めてきたため、できるだけ効率よく経 

験値をかせがなくてはならない。 

前の説明での戦い方をすると、数人の仲間がひとリの敵と戦うことで経験値 

を得ることができる。敵と戦いレペルアップぎリぎリのときに道場で修行を積 

めば、安いお金でレベルアップが可能となリ、一段レベルアップすれば、敵と 

の戦いもグーンとラクになるのだ。 

3僧倨のレベルアップはこんな方法で 
僧侶はたとえ仲間の体力が減っていなくても、心力の術を使うことで経験値 

が得られ、レベルアップしていく。また、道場で修行を樓むことでも経験値を 

得ることができる。しかし、もうひとつ経験値が得られる方法があるのだ。 

敵に攻擊を受けた場合がそれだ。 

僧侶の防御力は以外と高い。そこでわざと敵から攻擊を受けて、せこく経験 

値を上げる方法も取れるのだ。 
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忍者武雷伝說 

第九章 雄勝の国 藏麵蘇: 

敵のレベルはすべて八段で忍者2人、槍兵2人、武士1人、騎馬武者1人、弓兵 

1人、鉄砲兵1人、僧侶1人と数が多ぐ最初から苦戦が予想される。しかもマツ 

プの中央に大きな湖があリ、周囲は山に囲まれている。そのために移動できる地域 

が限られ、敵との渋滞が予想される。 

次が最後のシナリオなので、このマツプで仲間のレベルを最大限上げておかなく 

てはならない。しかもひとリとして倒されるわけにはいかないので、つらい戦いを 

覚悟しなくてはならない。 

■近場に町がない!! 
このシナリオは、すでに敵が目の前に迫つて 

いるために、敵の後方にある最初の町へ行くに 

は敵を倒し、町の中へ入るしか方法がない。 

このように、最初から状況がきつく、僧侶も 

町の宿屋で術の回復をすることができない場合 

は慎重に術を使わなくてはならない。 

きっと目と鼻の先にある、最初の町が本当に 

遠く感じられることだろう。 ▲僧侶のレベルが低いと、術を使5回数 
が少なく苦戦する。 

<#>56# 



忘用ノ書 

■敵を南西へと誘導して戦おう 
最悪の状況で、しかも渋滞を起こさずに敵と 

戦うには、最初に仲間たちのいる広い地形を利 

用して戦うしかない。 

西にいる敵だけを倒し、町へ入ろうなどと安 

易に考えないほうがいい。 

まず、地形効果を利用して、草地を中心に攻 

撃を仕掛けてくる敵を包囲する形で陣形を整え 

ること。敵は忍者、槍兵の順に進んでくるので、 

そこをよく考えて陣形を作れ。 
▲とにかく、最初は絶対に前へ進んでは 
いけない。 

■敵とのレベルが大逆転するのもここからだ!! 

▲相性のいい敵でもレペルが違5と、な 

前のシナリオでも、敵とのレベルが逆転する 

状況が見られたのだが、このシナリオでは仲間 

のレベルよリも、敵のレペルのほうが高いと思 

つていし、。 

そのため、相1性のいい敵であつても、なかな 

か倒すことができずにイライラすると思う。 

忍者は木の葉の術などを使われるとやつかい 

なので、まず忍者から倒していくことだ。 

かなか倒すことがで杏ない。 

■必ず敵の僧倨を切り離せ 
東にいる敵の僧侶が不気味に西へと移動して 

くるのだが、この僧侶に術を使われてしまうと 

せっかぐ欠で倒せると思った敵に、逆に返リ討 

ちにあってしまう。 

それだけならまだしも、敵が経験値を積んで 

レベルァップしてしまうと、最高値の九段にな 

つてしまうことがある。これをさせないために 

も、必ず敵と敵の僧侶を切リ離すことを考えて 

戦おう。 
▲相手の僧侶に術を使われると®ほどい 
やなものはない。 
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忍者武雷伝説 

■最初の町で、ど5防具や武器をそろえるか7 
最初の町へと入るころには、おおかたの敵を| 

倒したころだと思う。しかし、このシナリオは| 

草薙の剣を捜すことが条件なので、敵を全部倒[ 

してもクリアできない。 

また、次の十章のことを考えて、少ないお金| 

の中から、どういう形で町の武器屋で装備を整| 

えるかを考えなくてはならない。 

防具でのおすすめは赤糸脅の鐘' さらに武?§ ▲仲間のパヮ-アップには、なくてはな 
は風魔の槍と、できれば村正も欲しいところ7S。らない武器がたくさん。 

■九段で道場へ行くと…… 
最高レペルの九段で道場へ修行にいつたらどうなるのだろうか？多くのゲーム 

フアンにはなにがなんでも最高のレベルアップ 

を目指したリ、アイテムを全部揃えないと気が 

すまない人がいる。ゲームはクリアすれぱいい 

のではないかと思うのだが……。では、気になる 

九段で道場に入るとどうなるか？なんと十段 

をくれたリ、こつそリと、このゲームの2周目 

を教えてくれる。ということはなく、「もう、教 

えることはないjといわれてしまう。 ▲なんか怒られてしまったよ5な感じが 
する。 
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忘用ノ書 

■東の町へ急げ!！日数が少ない!! 
いよいよこのシナリオの佳境へと入る。きつ 

とこのころには、もうわずかな日数しか残つて 

いない。 

残リ日数で足リるかどうかの場所に東の町が 

あるのだ。とにかく寄リ道などをせずに武雷を 

東の町へと急がせよう。この町には、売つては 

いるが、手に入れることが不可能な武器がある。 

足の遅い鉄砲兵のための最強の武器、怒雷がそ 

れだ。 

鼸やっと草薙の剣を入手!！ 
やっとの思いで東の町までたどリ着き、町の中へ入リ、武器屋をウインドゥシヨ 

ッピンダして（このころには、きっとお金がな 

く武器を買うことができない人が多い）ある家 

の中へと入って見ると、草確の剣をくれるお爺 

さんがいるのだ。どこにいるかは自分で見つけ 

よう。この町では最後のシナリオ、十章のため 

の情報もしっかリと教えてくれる。 

いよいよ草雍の剣を手に入れると、十章へと 

▲っいに草薙の剣を入手Iここまでの突入する。仲間のレベルはしつかリと上げてあ 
道のりは本当に長かった。 るす-‘Xうか？ 
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忍者武雷伝説 

•クリア条件# 
22日以内にやよい姫と 
茜さんを助けだすこと 

第千章栗原の国 <0はらのくに| 

令60命 



応用ノ書 

このシナリオは信長の居城なので、敵の数もいままで以上。しかも待ちなどは一 

切ない。つまリ最後の総力戦なのだ0果して茜さんとやよい姫を助けだすことがで 

きるだろうか？ 

n 
... .■. : ... '. ... . : 

1—i^illly^^ IW.':. ... 
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忍者武番伝説 

■仲間をふた手に分けて進むこと 
シナリオがスタートすると、すでに敵に仲間I 

が分断されている。城内深くに侵入するために！^ 

は、横6筋と20に架けられている、ふたつの橋_ 

を渡って侵入するしか手はない。 

横20の筋に架かる橋からはすでに敵が押し| 

寄せてきている。この敵を食い止めながら、横S 

6筋の橋の上にいる敵の武士を倒して、西側か[ 

ら城内深く進んでいくのた。 ▲西から進むチームは、あくまでも少数 
そのために仲間をふた手にわけるのだ。まず、精鋭で。 

西側チームは槍兵と武雷、僧侶の少数チームで$ 

進め、残リは6筋からの敵をなんとしてでも食| 

い止めて、擎破することに使うのだ。 

まずP-6で橋を守っている武士を倒し、続いf 

て卜5で橋を守っている武士に戦いを挑め。敵_ 

のレベルは八段だが、かなリいい装備らしく今| 

まで以とに防御力、攻擎力が高い。タイミング_ 

ょく僧侶の術を使ぃ、搶兵の体湖復させて 

やるのがポイントだ0 た敵を全力で倒すこと。 

■城の北西の牢にいる茜さんを助けろ!！ 
卜6で守っている敵の武士を倒したら、まっすぐに北へ移動して、D-8で牢屋を守 

っている敵の武士を倒し、牢の中にいる茜さんを救出しよう。F-IIにいる騎馬武者 Hは、守備キャラクターなので動かないから心配 

しないように。このころまでには、なんとか横 

20の筋から進出してきている敵を倒し、東で孤 

立していた仲間が西へ移動できるようになって 

いると思う。この仲間の中から、できれば足の 

早い搶兵、騎馬武者を西のチームと合流させ、 

信長を倒す主流部隊を作ってしまうことだ。こ 

▲ゃっと茜さんを、信長の魔の手から救こでのポイントはあまリ仲間をさいてしまうと、 
うことがで杏たのだ。 敵ち主^へと移動してしまうので;主意。 
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応用ノ書 

■天守閣へのルートをまちがえるな!！ 
いよいよクライマツクスへとゲームが進んで 

いく。天守閣を守る信長がいる場所はD-24。 

この信長のいる場所へいくルートはいくつも 

あるが、間違えて進むと時間だけが過ぎて、条 

件日数までに信長をたおし、天守閣の中へ入る 

ことができないのだ。最良のルートは天守閣の 

周囲をグルリと走つている、縦Iの筋の道を進 

み、G-24にいる忍者を倒して信長へ近付く方法▲へんな道を選ばないこと。この写真の 

がべスト。 道を進め。 

■まが玉をいっ使5かがボイントだ!！ 
僧侶がふたリいても、敵の強さが析外れなの 

で、し、つ術を使い仲間の体力を回復するかが大 

きなポイントとなる。倒されずにぎリぎリまで 

我慢して、ここぞというときに僧侣の術を使い、 

仲間の体力を回復してやるのだ。 

それでも信長を倒すまでには多くの仲間が倒 

れていく。雲海が持っているまが玉は、仲間の 

体力と術力をMAXまで回復してくれるので、つ 

い早めに使ってしまうことが多い。しかし、こ 

のまが玉をいつ使うかが 

このシナリオでの最大の 

ポイントなのだ。 

できれば信長と対決が 

始まリ、武雷が術を使い 

切ったとこでまが玉を使 

えばペスト。 

それまでは絶対に雲海 

を敵に倒されてはならな 

いのだ。 



忍者武雷伝説 

to客to客信長との対決だn 
信長は今までの敵と比べ、防御力も攻 

拏力もケタはずれに高い。武雷以夕1■の仲 

間で戦いを挑んでも、無ssaこ日数がすぎ 

てしまうだけだ。 

日数に余裕があれば、仲間の数人で信 

長の体力を減らし、武雷の術でさらに体 

力を減らし、最後に草薙の剣で戦うのが 

ペスト。 

しかし、信長を倒したあとで、金印を 

天守閣のところで使い、つぎの日に天守 

閣を開く 2日間を考慮に入れて戦う必要 

がある。 

そのためにも信長を倒す場合、必ず武 

雷の近くに僧侶を置き、術で武雷の体力 

を回復させてやろう。 

また、信長は魔力を使ってくるので要 

生意だ。 
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乱世の覇者 

戰a雄代を級/す多のは_你9 
このゲームは、戦国時代を駆け抜けた日本全国の大名の中から、ひと 

りを選び、武将を引さ連れ、天下統一を試みるゲームだ!！ 

1551年、世は戦国時代。天下統一を夢みる各地の大名たちが日本中にひしめきあ 

つていた。そんな大名たちとは裏腹に、重税や飢餓に苦しむ百姓たちが各地で一揆 

を起こし、まさに世は乱世をむかえていた。 

このゲームはそんな時代をシユミレートしようと、黒田幸弘がボードゲームで作 

つた「戦国大名」をもとに、システムソフトと共同開発した、「天下統一」のメガ• 

ドライブ版シミユレーシヨンゲームなのだ。 

風雲急をつげる、混乱した戦国時代を果たして統一できるだろうか？ 
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統-するのはだれか?/ゲ-ムシステム 

とてもね积10中すU)ゲームシ爻チム 
このゲームの特徴のひとつは、システムがとてもシンプルで、シミュレーション 

フアンでなくても楽しめることだ。このコーナーでは、そのシステムについてわか 

リやすそう。 

春夏秋冬はこのコマンドで構成されている 
ゲームはI年を基準に、春夏秋冬と4つに分けられている。そして、各季節が夕 

—ンに近いかたちの構成となつている。季節が変わると、プレイヤーガ操作するこ 

とのできない進行フェイズで、季節に応じたさまざまなイベントなどが発生する。 

そして、その後4つに分けられたフェイズを操作する形で構成されているのだ。 

▼ 

篇 

各季節ごとに行えるコマンド 
季節に応じて税の収入が人リ、季節特有のイベン 

卜が発生。武将の登場、謀反もこのときに起こる。 

武将の忠誠度を上げる武将の捧禄〇兵の增強をす 

る兵の募集や鉄砲の購入など、戦の準備をするフェ 

イズ。 

城の普請、治水開墾、楽市楽座、臨時徴税^領内 

移動、大名との同盟、武彳9の引き抜きなど、内政フ 

ェイズ。 

_、作戦行動という' 合戦のためのフェイズ。 

合戦内容で、陣形など攻擊内容を支持するフェイ 

ズ。 

ゲームセーブでの注意 
ゲームセーブではCPが0の場合はセーブできないことに注意しよう。各 

季節のフェイズコマンドの最初でしかセーブはできない。季節の始まリの' 

更新フェイズが終わつたらセーブする習慣をつけておけばいい。 
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乱世の覇者 

各クエイ久の上李使Iflfi 
ひとつひとつのフ^イブ'七の細かいコマンド操作は、ゲームのマニュアルを参照 

にしてもらい0 ^のコーナーは、よリ有効にそれぞれのフェイズを活用するための 

ワンポギ^トアドパイスだ。 

プレイする上での、おおきなヒントとなること間違いなし、のコーナーなので、 

存分に活用してほしい。 

またゲームの流れがわからないときは、このページを読んでみよう。 

すべてのフェイズはCPがつかさどっている 
CP (コマンドポイント）は各フェイズで命令 

を与えるために使われるコマンド消費数で、コ 

マンドによって消費する数値が違う。また各大 

名によって使える数が違う。これは、大名の能 

力の差として数彳直を変えたわけで、CP^多い大 

名ほど、与えるコマンドの数が多くなるので有 

利になる。また、豪族から小大名、戦国大名へ 

と進化すれば〇啸も変化し、さらに威信の高い 

大名もC円汝が多くなる。 

威信が低下すると、さまざまなことが起こる 
威信も各大名によって数値の差がある。この威信は大名の力や権威と思えぱいい 

わけで、豪族から小大名、戦国大名と大きくなると威信の数値も上がる。また、治 

水開懇や楽市楽座などを行うと、まれに威信が上がる。 

この威信は臨時徴税で、無謀な税金を取リ立 

てて住民感情を低下させたリ、同盟国へ攻め込 

んだリすると低下する。威信が下がると武彳守の 

忠誠心が下がリ、謀反が起きたリー挨がおきた 

リする。 

▲武将の謀反は、天下統一にとって一番 
やっかいだ。 

▲GP消費が〇のコマンドがあるとい5 
ことを知っていると便利だ。 
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各フェイズの使い方 

■軍備フェイズの使い方 
軍備フェイズには、武将の捧禄と兵の募集、鉄砲の購入の3 

つのコマンドがある。忠誠心の低い武将がいる場合、捧禄を上 

げて忠誠心の数値を上昇させるのだが、し、ちど決めてしまうと 

下げることができない。このコマンドはよほどのことがない限 

リ使う必要はない。このフェイズで一番使われるのは、兵の募 

集だ。他国へ攻め込むためには兵の数がものをいうわけで、ゲ 

—ムの終盤ともなると、ひとリの武将が最大50の兵を抱えていても苦戦することが 

往々にある。通常は15〜20あればいい。軍事力忠誠心の高い武将から增やせ。 

■政略フェイズの使い方 
ゲームをする上で、このフェイズをいかに使いこなすかが、天下統一のための最 

大のポイントといってもいい。このコーナーは、政略フェイズの使い方必勝法なの 

でよ一く頭にたたき込んでおこう。 

I诚の普請は国境など、拠点となる場所を行え!！ 
政治力の高い龄？が行うと、安いお金で城の 

普請ができる。ひとリの武将がI回のコマンド 

で最大3の城力を上げられる。ただしやみくも 

にすベての城の普請をすると、CPもお金も足リ 

なくなる。領地をたくさん持っている敵国は兵 

力も多いのでその国境から重点的に上げていこ 

ぅ。 

2治水開墾と楽市楽座の使い方 
治水開墾は秋の収穫に影響を及ぼし、楽市楽座は季節ごとに入ってくる町の売リ 

上げ額に影響を及ぼす。このふたつは覚えておくべし。つまリ、お金が少ないとき 

は、政治力の高い武将で楽市楽座を行って町の数を上げ、秋の収穫でドーンとお金 

が入ったら、同じように政治力の高い武将を使って治水開墾をし、石高を上げれば 

いいのだ。さらに台風や飢餓などのイペント被害にみまわれたときは治水開墾を行 

い、地震などの災害のときは楽市楽座で町の復興をすればいいのだ。 
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乱世の覇者 

專領地が広がるにつれて、領内移動がはげしくなる 
ゲームが中盤以降になると、このコマンドを 

いかにうまく使うかがポイントになつてくる。 

領地が広くなリ、武将数が增えると、兵力の 

下がった武将を内地へと移動させ、兵力增強を 

はかる。政治力、忠誠心の高い武将を内地へ送 

リ国力を上げる。さらに、他国への進行のため 

に、武将の領内移動を頻繁に行わなくてはなら 

なくなる。しかもCPを消費するので、このコマ 

ンドは慎重さが要求されるのだ。 ないように注意しよう。 

4大名との同盟や武将の引き抜きは 
コマンドを実行する武将の能力値に関係する 

失敗も多いことから、それほど頻繁には使わ 

ないコマンドではあるものの、他国への侵攻な 

ど、ここぞというときに使われるコマンドがこ 

れ。国境がいくつもあリ、どうしても全軍で目 

的の他国に攻め入リたい。しかし、自国に武将 

がいなくなリガラ空きになるこんなときに、 

残リの他国と同盟を結んでおくと便利なのだ。 

また、他国の武将を引き抜き、領土拡大をラ 

クに行いたいなど、こういうときにこのコマン 

ドを使う。このコマンドの成功率はプレイヤーの国力や威信、命令する武将の政治 

力に関係するのだ。 

能力値、眾_が低い割し 

なぃ無駄めしj 

I心•能力値の低い武将が多いとき 
核低い割リに、捧禄だけをしっかリともらい、いつ謀反を起 

乐らない無駄めし食いの武将がいる。しかも,処分できない。こんなヤ 

ツは兵力丨で敵と戦わせて、言寸ち死にさせてしまえ。 
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各フェイズの使い方 

■作戦フェイズの使い方 
作戦フェイズには計略と作戦行動のふたつの 

コマンドしかない。しかし、令頁地拡大の決定的 

なコマンドになるので、ひとつの季節のすべて 

のフェイズの総まとめと思えばいい〇 

ttt各は敵の城力が高すぎて、_度の戦いでど 

うしても落すことができそうにもない城の、城 

力を落とす場合に使うコマンドだ。ただし、成 

功率は40%なので賭けに近い。さらに、このコ 

マンドを実行した®19は、同時に作戦行動をと 

ることができなくなるので注意。 

作戦行動を行うときは、敵の武力との攻めぎ 

あいとなる。まず、攻める国の兵力を情報でし 

つかリと調べてから攻めるようにしよう。 

うつかリ攻め込み、兵力が倍もあると、討ち 

死にの武将が出たリ、せっかく増やした勢力が 

無駄に減つてしまうカヽらだ。 

■合戦フェイズは 
オートをおすすめ 

このゲームは、誰でもが楽しくシミュレーションが 

でき.るシステムになつている。そのひとつが合戦の才 

ートモードだ。スタートボタンで合戦コマンドの切リ 

替えができる。よリ作戦を楽しみたい人がマニュアル 

言S定で遊ぺぱいいわけで、べつにオートにしたからと 

いつてコンピュータが有利になるわけではない。むし 

ろ内政、夕政の政略、作戦フェイズに頭を集中できる 

ので、オ_トモードをおすすめしたい。 
オートモ—ドにすると、シミュレーション特有の陣 

形といつた苦手なコマンドがなくなるために、女性で 

も楽しめ、歴史の足跡をたどる楽しみさえでてくる。 
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箱地祐大の方法 
ゲームの中心になるのがこの領地拡大だ。戦国時代でも、大名たちが多くの武将、 

兵士たちを抱え、武|たちの捧緑や兵士たちへの給金を払うためにも、領地を披大 

しなくてばならなかった。領地を拡大して勢力をのばすことができない大名には、 

将来への可能性がないことから、謀反や出奔などを行う武将たちも多かった。 

このゲームでも同様に、いかに他の大名よリも早く領地を拡大して、勢力を延ば 

していくかという能力が問われる。このコーナーはその方法を紹介しよう。 

1镇地をど5広けていくかを考えること 
とても簡単そうな領地の拡大も、自国のまわ 

リに数多くの勢力が混在している。 

この他国の勢力をにらみながら、_番弱い場 

所を突いて勢力をのばしていかなくてはならな 

い。 

しかも、内政もしっかリ行わないと、資金が 

なくなリ自滅してしまう。 

内政、外政のパランスを考えながら、常に先 

のことを考えて領地を拡大していくことが、領 

地拡大の最初のポイントだ。 

2 盟国をろまく利用しよ5 
自国の丨力所を他の勢力に取られてしまうの 

はとてもいやなものだ。これは他国でも同様で、 

そのために出城を築くのだ。 

同盟国は領主が変わったリ、攻め込んだリし 

ない限リ同盟破棄は行われない。つまリ同盟国 

の存在は壁として利用し、他国への侵攻に兵力 

を集中できるのが同盟の利点なのだ。ただし、 

同盟国の令頁地が統一されておらずにざ虫立勢力が▲攻め込んだ国の中にポッンと同盟国の 

いる場合、この場所を取って同盟国ににらみを出城があると、非常に不安になるが攻め 
利かすことができるのだ。 るわけにはいかない。 

令72令 



領地拡大の方法 

3イベントを利用しよ5 
同盟国が壁になることは先に述べたが、イべ 

ントを使い同様のことが可能だ。イベントの中 

には大雪や台風などがある。大雪は東北地方に 

冬発生し、台風は九州から関西に夏発生する。 

このイベントが発生すると部隊の移動ができな 

いために侵攻が不可能になるのだ。隣国で大雪 

のイベントが発生した場合は、その国の兵力を 

移動させることができないために、壁となつて 

しまう。これを利用するのだ。 

4攻めるのは夏、守るのは秋 
I年で一番お金が入ってくるのは秋で、他国 

との戦いや内政にお金を使って、一番お金がな 

いのが夏だ。これはコンピュータにとってもい 

えること。これを逆に利用してしまう方法がこ 

れ。他国にとっても夏はお金がないため、大き 

な行動を起こせない。だからこそ夏に他国に攻 

め入るのだ。ただし、これは序盤の戦いだけ可 

▲お金が有り余っているからといって、肯自で、終盤ともなるとそうはいかない。また、 
お金をド-ンと使いすSないよ引こ。城の普請など内政は秋に行おう。 

S内政武将•外政武将を使い分けること 
よほど■(憂秀な武^！守であっても、政治力と軍事 

力の両方に秀でた武将はいない。 

政治力は国の石高を上げる治水開塾や、季節 

ごとの収入となる楽市楽座に関係が深い。軍事 

力は敵との合戦や城攻めといった外政におおき 

な影響がある。そこで、自国の武将の能力を見 

て、政治力の高い武将は内政、軍事力の高い武 

為守は外•政と3、リ分けよう。ただし忠、誠'L、の但;い▲威信を下げるようなことをして、武将 
武将には主意だ。 の忠》&を下げると)*い目にあう。 
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6序盤、中盤、麵で戦ぃ方が変わる 
このゲームは、最初の戦い方やコマンド操作をパ| 

ターンで行えば、天下統一ができるわけではない。 

序盤は少ない武;19と兵力を集中して、他国をいか| 

に早く占領するかという迅速さと、状況判断がもの| 

をいう。 

しかしゲームが進むにつれて領地が拡大し、武将I_ 

の数ち增尤てしヽく。こうなるとたた内政、外■政の操▲序盤は隣接国を迅速に支配するの 

作だけではなぐ武将の管理から兵力の分配などにプ 

気を配らなくてはならない。気をつけないと謀反が| 

起きたリ、イベントによる地域での被害など、様々I 

な要素に悩まされることがある。これがゲームの中| 

盤で、国力が上がリ' ゲームの醒蝴味が味わえる。 

しかし終盤ともなると、全国の勢力がわずかな大| 

名に分けられる形になリ、それぞれの国の国力' 兵！_ 

力、武将数も多くなつて、まさに力と力のぶつかリ▲中盤はいろいろな要素のイベント 

あいといつた形になる。 

中盤までは各武将の兵力も2揃後で戦いが行わ| 

れるのだが、終盤ともなると、ひとリの武彳寺が保有| 

できる最大数が50、と兵力のぶつかリあいになる。| 

しかも相手の城力もかなり高いことが予想される。 

うつかリと攻め込んで敵の力に目を見張るのも、 

この終盤なのだ。 

やコマンドに気を配れ。 

▲終盤は力のある者どおしの戦（ 
ので失敗は許されない。 

D謀反で注意すること 
を国境に移動させているときに、後方の領地で武将の謀反 

,しかも取られた城が国の僅かな％だと、HQ画面では 

完全支配した茶色で表示されることがある。武将に後方を引つかき回されるこ 

とがないように注意しよう。 

勢#&延はし、兵を国境に移 

サンなのだ。しか 
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領地拡大の方法 

*7とc —に有利か？ 
このゲームは丨2の国のどれかを選びプレー 

することになっているのだが、圧倒的に有利な 

国と、最初からつらい戦いになる国とに分かれ 

ている。このゲームは歴史の検証のようなとこ 

ろもあリ、信長の支配する尾張の国などは、織 

田家同士の勢力争いから始まるため、いざプレ 

イしてみると苦しい戦いにびっくリする。わず 

か1_のHQマツプであるこのゲ-ムに流れ▲翻g玄は武将に恵まれ、楽勝パタ- 

ている、 歴史の奥深さやゲーム性の優れた点が、ンの国。 

こういった部分に現れていて、実際にゲームを 

すると驚かされるわけだ。 

各大名については後で述べるとして、有利な 

国としては武田信玄と島津貴久が圧倒的。まIt、 

季節をうまく使えば上杉謝言。人材確保をすれ 

ば今川義元。さらに' 毛利元就ちおすすめだ。 

逆に上級者としてプレイするつもリならば‘、 

宇喜多直家や織田信長がおすすめだ。 ▲宇喜多直家は、武将はぃなぃゎ、豪族 
レベルから始まるわで大変。 

天下統一をすると、どの国からでもプレイでさる 
このゲームの奥深さは、天下統一後にあ 

る。天下統一をすると、全国どの武;I守から 
でも始められるのだ。 

ゲームをしていて、他国の手ごわい大名 

と対戦し「こんな大名でできたらなあ」な 

どと思うことがある。その思った大名から 

でもできる点がすごいのだ。 

じつは2周目こそ本当の天下統一なのか 

もしれない。 

#75# 



乱世の覇者 

夭下級/のための注麄 
いよいよ各大名別の脱明に移るのだが、その前に今までのことを含めて、天下統 

一のためにかかせない注意をまとめてみた。 

ゲー-ムに慣れてきておちいりやすい失敗など、このコーナーを読んで、なるほど 

とおもうことをまとめてみた。 

後で読んでもおもしろいかもしれないぞ。 

1国力を上げなけれは天下統一はない 
内政は実際にプレイしてみるとかったるいところでもある。有利な国で戦い、圧 

倒的な強さで領地を広げていったプレイヤーがおちいリやすいのがこれ。 

イベントの発生などで、領地の国力が下がったリしても構わずに他国へ侵攻し、 

終盤の力と力の決戦となったときに、国力の違いでどうにもならなくなることがあ 

る。これを避けるために、常に後方の領地へ政治力、忠誠心の高い武将を移動させ 

て、それぞれの支配地の石高を上げておくことが天下統一につながるのだ。 

2他国の領地拡大も、しっかりと把握しておくこと 
プレイしていると、どうしても自分の拡大した領地や、隣接した他国だけしか目 

に入らないことがある。うっかリ領地を長く広げてしまうと、他国の侵攻で領地が 

分断されてしまう。こうなるとヒサンで、武将の移動が分断され、ともすると、後 

方の広い領地をドッと取られてしまうこともある。 

このようなことにならないように、つねに他国全体の動きを把握しておくことが 

大切なのだ。 

3うっかりセーブは取り返しがつかない 
これもけっこうやってしまうことだ。全勝を繰リ返して、楽勝パターンを続けて 

いるプレイヤーがよくおちいリやすい。 

ゲームの終盤で、大きな勢力どおしの争いとなリ、いい調子で勝っていたので、 

大きな勢力と戦い、思わぬ打華を受けたときに、し〇もどおりうっかリセープして 

しまうことがある。 

こうなると、もう取リ返しがつかず、最初から始めるしかない。 

令 



注意/大名別攻略法 

各国大名別攻略法 
いよいよ12力国の特徴と、序盤の攻略 

ヒントをこのコーナーで紹介する。 

各国の初期設定や同盟国の有無など、 

ゲームを始める前に知っていて役に立つ 

ことを、余すところなくおさめたのがこ 

のコーナーだ。 

ゲームを始めるときに、このコーナー 

のキミが選んだ大名のページを開いてゲ 

ームをするといい。 

それに、今までのぺージを読みなおせ 

ば怖いものなしだ。 

•表の見方 

表の中で大切なのは、家臣となる武将のパラメーターだ。また、国内の城力 

や大名のCP^威信などにも注目して、大名を選んでほしい。領地を統一して、 

すでに小大名になつているものもしヽれば、豪族レペルのものもいる。同盟国の 

国名1甲斐 [石 
支配率poo I:感情！； 55 I:町数[ 301m 
収入136。I鉍武]雎_4厂9 ；]総兵刀1=50；]同盟E 
_甚将名[棒I衷|政]軍[兵[鉄I室]武将名I室]忠 

E301319E1E1 

24万石[nP16 

馬場1目巷 
穴山信友 ; 
真_田幸隆 ; 
皿:胤厂 

i立！！ 
6 h olo138 
0府中•1下山 

有無も重要となる 

のでチェックして 

おこう。支配して 

いない城は赤で表 

示してある。 

參地図の見方 [JHIプレイヤーの城 
序盤戦になくてはならない、侵攻のためのC~]ブレイヤーの領地 

隣接国への街道と、隣接国の城の城力、同盟[ I同盟国の領地とその城 
国や他の勢力などをまとめたのがこの地!!だ。^■独立勢力の城 

右の色分けをよく見ながら、地図を参照にC~]隣接の同盟してない国 

して戦いをすすめると便利だ。 1 I隣接してない国 

令77令 



乱世の覇者 

令武玄 
麟■の動もと、 

武田1_とともに 

武田騎馬軍団の大Ptlo 

数多くの優秀な武将たちに恵まれていて、しかも北条、今川の三国同盟を和佣す 

れば、全国の大名たちの中でも一#S利に天下統一が可能な国。北信氣南信濃を 

早めに制圧、強敵上杉とどう対処するかで天下への道が近付く。 

上杉をにらみながら三国同盟を利用しろ!! 
武田は最初の設定ですでに北条、今川と同 

盟関係になっている。そのため、侵攻できる 

国は北信濃、南信濃に限定される。兵力をふ 

たつに分け、両国を同時に攻めることがポイ 

ントでもある。南信濃I抛力が高いが、北信 

濃よリは楽に落せると思う。北信濃には村上 

義青がいるためにちよっとてごわいが、両国 

の占領は早めに行うことだ。 

もたもたしていると、南信濃に同盟国の今 

川勢力が進出してやリにくくなる。 

両国を制王したら、上杉と同盟を結び、上 

野、遠江へ勢力を延ばす方法がとれる0 

遠江へ勢力を延ばせば、今川の包囲が成立 

し、上野へと勢力を延ばせば、東北Iへの 

足掛かリとなる。 

〇?〇78# 



各国大名別攻略法 _ 上ネLf信 
天下統一仍能力がありな 
がら、領土紙一と雪に 
時間を取られ苦戦する。 

豪族で軍事力16と最高の能力を持ちながら、冬は曾に閉ざされてしまうため、な 

かなか領土を広げることができない。早く領地を統一し、同盟を利用して北陸へと 

勢力延ばせ。 

雪に閉ざされ、同盟が領地を拒む 
豪族から小大名にいかに早くなるかが最初の課題0上杉には柿崎景家、宇佐美定 

満といつた優秀な武将がいる。宇佐美に内政をまかして国力を上げ、出羽、南陸奧 

の独立勢力の城を落して同 

盟国に出城を築き、1睦へ 

と勢力を延ばすのがべスト。 

ただし、上野から武田の 

勢力が迫る恐れがあるので、 

坂戸の城力を上げておくか、 

あるいは上野の沼田に独立 

勢力がある場合はここを取 

つて、出城として武田を牽 

制し、越中、育證、加黄へ 

と足を延ばそう。それでも 

雪に閉ざされてしまうのだ。 

〇»79«〇 



乱世の覇者 

北条氏康 
(相模国） 

的獅風働、 

上洛Mを取らせなかつ 

た、麟な大名0 

関東に開かれた鎌倉幕府という過去の大きな存在の影響を受け、北条家は関東で 

独立国家として根ざし、上洛という考えを持たなかった。そのために同盟国がある 

ものの、出口のない戦いがシミュレートされている？ 

e755^axi]|武蔵国への領地拡大に苦しむ 
最初から甲斐の武田、駿河の今川と同盟関係にあリ、関東平定に専念できるはず 

なのだが、北条の出口になる武蔵の国は滝山城の城力2を除くと、それ以外の城の 

城力が高く、苦戦をしいら 

れる。この状況を打開でき 

ずにもたもたしていると、 

武田と上杉が上野に進出し 

てきて、まさに出口のない 

戦いとなる。 

北条の生きる道は、武蔵 

の独立勢力と扇谷上杉との 

戦いを利用しながら、武蔵 

をいかに早く取るかにかか 

つている。武蔵を早く取れ 

ば、下上総へと手を延 

ばし、念願の関菊洗一を計 

ることができるのだ。 令80令 



各国大名別攻略法 

令川義元 
(駿河国） 

人襯が^™の 

足止めとなった、 

不運の撕〇 

今川義元自身は内政値1Bとトツプクラスの能力を持っているのにもかかわらず、 

家臣となる武;持たちの能力があまリにもイ6すぎるのがこの国の特徴だ。そのため、 

内政を家臣にまかすと膨大なお金がかかる。人材確保のために領地を広げろ！！ 

いかに早く遠江、三河を取るかがカギ 
理想的には、能力の高い武将が豊富に登場して、尾張をいかに早く倒すかにかか 

つているのだが、遠江^三河と®狂し、南信澳ぺ進出してくる武田をにらみながら 

の戦いとなるために、けつしてラクと 

はいえない。遠江の掛川城^高天神城、 

二侯城を落したら、すかさず南信濃へ 

進出してくる武田を牽制するために、 

南信濃の飯田城を取ろう。この城は三 

河への進出にも使え、遠江の浜松城と 

ともに、両面から三河を攻められるの 

だ。ただし、それも飯田城を早めに武 

田に取られてしまうと、同盟関係にあ 

るので飯田城は取れなくなるのだ。 

#81<8> 



乱世の覇者 

閥 織田信長 (尾張国） 

尾張に登場する豊富な人 

材ガ■信長を^n 
へと導いたことがわかる。 

スタート時は豪族レベルで、尾張の織田一族の争いから始まる。名古屋城以外の 

織田は、同じ織田といっても独立勢力なのだ。しかも長島城を根城に一向一揆がち 

よっかいをだしてくる0やつかいなスタートになるぞ。 

尾張を2年以内に統一しろ!! 
本当に織田信長は天下統一ができたの 

か？プレイしてみると最初はおどろく 

ような悪条件でスタートする。一向一揆 

に悩まされ、織田一族の内紛と、国内が 

まとまるにはけつこう時間がかかる。し 

かも、唯一の同盟国、の美濃の斉藤道三 

は、ゲームがスタートすると間もなく亡 

くなリ、同盟関係も消滅する。こんな中 

での救いは、有能な武将たちがドンドン 

登場することだ。信長は武^に恵まれ天 

下統一ができたといっても過言ではない。 

国内がまとまったら、伊勢を取リ、大 

和、紀伊へのル—卜と、南近江北近江 

へのルートを作リ、豊富な武将を使い領 

地を広げていこう。尾張は2年以内に統 

一すること。 

#82会 



朝倉義景 
(越前国） 

各国大名別攻略法 

領主ガ無能のために、天 

TUりに配下の武将や!i 
脑他眼で無する？ 

豪族レペルで、しかも領主が無能となかなかユニークなお家柄0それでいてけつ 

こう武将数が多い。バカ殿様のために家臣たちが翻弄するといった図式が、この国 

の特徴かもしれない。 

六角、三好、松永、織田との戦いがカギ 
領主の朝倉義景は政治力4、軍事力丨ととんでもない領主なのだ。むしろ義景が 

亡くなったあとに立つ教景が軍事力I I、政治力6と強い。 

この国をまとめるには 

—向■-揆を静めること。 

これさえできれば、越前 

の平定は可能になる。 

北近江^丹後は同盟関 

係なので、北陸MEへ専 

念できるのがうれしい。 

ただし、やっかいな美濃 

とは同盟をんで® くこ 

とをおすすめ。力卩賀、能 

登、越中と進むと上杉と 

ぶつカヽる。この上杉との 

戦いが最大の山場だ。 



乱世の覇者 

□ 三好長慶 (河内国） 

信長と戦3た 

天下*«5~^\娜となる。 

同じ関西圏内の信長とぶつかるのは必至。豪族レベルの信長と違い、スタート時 

から小大名なので、すぐに他国への侵攻が可有|〇しかし、優秀な武将に恵まれるわ 

けではないので、鉄砲数、兵力で信長に対抗すべし。 

獅训IP可波の洲本城を取0、摂津へと抜けろ 
大阪城の城力が如と桁はずれに高いため、いきなリ摂津の大阪城を攻めても、時 

間の»になる。讚岐、阿波と同盟関係なのだが、スタートしてすぐに、阿波の洲 

本城を取れば、そこを足 

掛かリに摂津へと侵攻が 

できる。遠巻きに大阪城 

を包囲しつつ、糸己イ尹、山 

城へと足を延ばし、国力 

を上げて信長に備えるベ 

し。また、大阪城を根城 

にしている一向-^の侵 

入を防ぐためにも、堺の 

城力は上げておくこと。 

この現があるために、鉄 

砲が安く買えるので、兵 

力の強イtbできるのだ。 

<§>84# 



各国大名別攻略法 

□ 料！則絲 

きびしい条件での戦い 

をちしクリアで杏れば、 

まさに上級者の腕前。 

強敵、毛利元就が近くに控え、豪族レベルでしかも家臣の武将がいない。国力が 

低いために兵力の補強もままならず、最初の20の兵士をうまく使って国内を統一 

し、勢力を拡大しろというのはあまリにも酷というもの。 

国名 備前 領主名宇喜多直家 石高 4万石 |cd13 
支M 23 ■豪族 感情 40 |町数|20 地域 中国 
収入 280 総武将数h |威信| 5 1総兵力丨15 同盟国 なし 
武将名 律忠政軍兵 鉄 年 武将名 俸忠 政軍 兵 鉄 年 

宇喜多直家 0 013 815 0 22 
城数•城名 4/1抵石山• 6天神山• 6沼• 7岡山• 7 

武将が集まりにくく、一番つらい国 
この国で天下^-ができ 

る人は、シミュレーション 

の師範代を豪語してもいい。 

なにしろ武将がいなしヽた 

めに一度にたくさんの城ぺ 

と勢力を広げられず、国内 

統一もおぼつかないのだ。 

しかも同盟国がなく、う 

かうかしていると名将と誉 

れの高い毛弄り元就が勢力を 

延ばしてくる。 

頼みは、毛利元就が早く 

死んでくれることを願うだ 

け。 

.そうすれば百万石への道 

もほんの少し近くなるかも 

しれない。 



乱世の覇者 

毛利元就 
(安芸国） 

歳が若く、領地が京に近 

けれは十分に天下を狙え 

た、不運の名将0 

いくら頭がよくて家臣たちからの信頼があっても、年齢が54歳ともなると天下を 

夢みるのはつらい。寿命がのびた今の歲だと70-80歲だ。しかし、後継者の毛利隆 

元が優秀なので、夢を引き継ぎ、天下を狙える。ドラマを感じさせる国。 

周防を取り、尼子との同盟を巧みに利用しろ 
尼子家と同盟を結んでいるの 

だが、早い時期に領主の裔呒 

就が亡くなり、同盟が破棄され 

る。できればそれまでに中国地 

方をまとめるぺし。 

周防の陶家が九州を制圧にか 

かリ勢力を延ばすと厄介なので、 

最初にこの陶唷Rのいる周防を 

取ったら長門へと足を延ばし、 

長門の勝山城を普請して九州か 

らの侵入を防ぎ、中国地方を統 

一しよう。そして、毛W元就が 
亡くなることを前提に、尼子家 

のいる出雲制圧の準備を整える 

こと。 
#86# 



各国大名別攻略法 

大友宗鱗 
(豊後国） 

不敗0S将 と職される 

うまく使U 
九州を平定しよう。 

足の不自由な身であリながらも、祖ぎ竃に乗って戦いをし、37回の合戦に無敗を 

誇つたという伝説の名将を大友宗麟は抱えている。しかし、九州の中央に位置して 

いる豊後国はけつしてラクな戦いができるワケではない。 

同盟が領地拡大のじゃま 
九州の中間に位置し、隣国の日向と同盟関係にあるため、この取リやすい日向が 

I取れないのが欠点0つまリ、九州の内陸へと足を延ばすしかないのだが、延ばせば 

Iそれだけ隣国との国境 

が多くなり、多くの国 

に注意を払わなくては 

;ならなくなる。唯一、 

I武将に軍事力15の立 

花道雪がいるので、こ 

の題她ぃ方がヵギ 

になる。薩摩の島津、 

肥前の龍造寺をいかに 

早く倒すかが九州統一 

の道となる。四国の伊 

予と同盟を結べれば、 

その道もラクになる。 

#87# 



乱世の覇者 

龍造(S国戶信 

早期に国内平定さえすれ 

比周りが海なので、 

戦いがラク。 

後継者の鍋島直茂と百武K*以外はたいした武将はいないが、地の利をいかして 

領地を取つていくことができる便利な国。筑前、筑後、肥後へと勢力を延ばしても 

周リが海となっているため、領地拡大が有利なのだ。 

S7>5^®ii]国内統一がつらい!! 
最初は龍造寺隆信ひとリしかいないために、豪族から小大名へと国内統一をうまi 

く行わないと、取った領地に龍造寺がたったひとリで移動してしまうために、独立 

勢力に今までいた城を取られてしまうこともある。そのため' 城攻めをうまく行う 

令M令 



各国大名別攻略法 

㊉m 

麵uがよぐ 
mmmmo 
入門者におすすめ0 

なにしろ後継者に恵まれている。多くの大名は後継ぎの能力が低いため、代替わ 

リしたときからつらし#いになつてしまうが、この島津家は島津尚久と家久を除け 

ば高い能力の持ち主ばかリなのだ。 

! S75S^Z)ii||九州では一番有利な国 
南九州の端のはしにあリ、 

|豪族レベルだが海を壁にして 

戦いができ、しかも登場する 

武将たちの能力が高いので笑 

|いがとまらない。 

最南端の指宿城を落し、伊 

I集院既出水敗大口城と落 

Iしていくのも時間の問題だ。 

Iこの国は最初の黯に同盟国 

がないことが幸いしている。 

大隅を芾EEして日向へ抜け 
るもよし、肥後を取リつつ大 

I隅を取リ日向から肥後へと挟 

Iみ撃ちするもよし。これもひ 

;とえに武将の能力が高いため 

Iで、なんでもアリの国なのだ。 

<§>89# 



乱世の覇者 

2れが各国の継縈祭靆だ!！ 
領主が亡くなると血族が領主として引き継ぐことになる。この、継承者の能力が 

気になるとごろた•が、この表で継承系譜がわかる。 

プレイをUていて、家臣の誰が継承者となるかを知っていれば、その武将の能力 

を見て、これから先の展開も考えられる。表は上から順に継承される。 

武田信廉 

武田義信 

武田勝頼 

武田信勝 

上杉景勝 

上杉景虎 

三好義興 

三好長治 

三好義継 

大友義長 

大友義統 

大友親家 

大友親盛 

北条氏政 

北条氏照 

北条氏邦 

北条氏規 

北条氏直 

1 
織田信行 

織田秀信 

織田信忠 

織田信雄 

織田信孝 

宇喜多 

宇喜多 

宇喜多 

宇喜多 

今川氏真 

今川長得 

今川範以 

今川高久 

朝倉景健 

朝倉景鏡 

朝倉景綱 

宇喜多春家 

喜多忠家 

藝多基家 

喜多詮家 

喜多秀家 

毛利輝元 

毛利元清 

毛利元康 

毛利秀元 

龍造寺家就 

龍造寺信周 

龍造寺長信 

鍋島直茂 

龍造寺政家 

島津義久 

島津義弘 

島津豊久 

島津家久 
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知っておさたい 
继承系譜/武将パラメータ 

各地备能瀵将パ3 メー 5? 
どの国にどんな優秀な武 

将たちがいるか、どう登場 

したリするかということは 

非常に気になるところだ。 

相手と戦って、降伏した 

武;I守が政治力、軍事力とも 

に優れていたときは、思わ 

ずにんやリとしてしまう。 

この表で示した武将たち 

は、血縁関係がないため、 

うまくいくと、降伏して家 

臣になる。早い時期にその 

領地を占領すれば、家臣と 

して登場してくる。 

家臣として仕えることが 

できる武将の最大数は、領 

主を除くと47名だ。 

登場してくる武将も、能 

力がなく忠誠心が低い場合 

は、家臣としてかかえなけ 

ればいい。 

ここの表の武将たちは政 

治力、軍事力のどちらかが 

10以上で、かなリ能力の高 

いエリート武将ぱかリ。も 

しこれらすべてが家臣とな 

つたら、とんでもない®I? 

集団になることは間違いな 

い。 

昌幸 
保長安 

蒲生氏. 

大谷吉 

北近江_ 
南近江 
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乱世の覇者 

2れ祺金国HQでツブだ 
ゲームをプレイする上で傲uなmを満載して、全体の状況がひと目 

で見れるように作られたマップがHQ (ヘッドクォーター）マップとい 
うのだが、これからのページは^情報BUに3枚のマップを紹介しよう。 

全国地名早見表 



全国HQマップ 

コンピュータが思考したリ、イベントや合戰がどの地域で発生しているかの情報 

は、瞬時に消えてしまう。 

地域や場所をよく知ってし、れぱいいのだが、昔の地名なので、なかなか覚えにく 

い。そこで、このマップでは、全国の地名がいっぺんにわかるHQ基本の地名マッ 
プを紹介する。 

大名名は継承者によって変化することもあるので、このマップを利用して覚える 

ことにしよう。 



乱世の覇者 

全国街道分希図 

このマップは' 各国の領地にあるそれぞれの城が、どの国の城へと通じているか 

を示す、いわば街道分布図だ。 

黒丸が各地のそれぞれの城の場所で、赤いラインがその城に通じる街道を示して 

いる。 

また、最初に選択できる国は黄緑で表し、それ以外®国は黄色で表わすことにし 

tdo 
ゲーム中、合戦や武将の移動などと、一番幅広く利用するのがこのマップになる 

のでたくさん活用してほしい。 
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全国HQマップ 

<§〇95〇§> 



乱世の覇者 

全国武将分#回 
&末瞒咖娜前奴森前編勘讓前浅杯金1S坂逸遠斉加稲竹明竹稲氏堀 

朝忠 世 佐 重 盛 
泰親畏政次門忠成正安忠能昭重盈勝政成盛益家信秀秀興吉家 

直直忠忠家数義貞義忠定忠康忠 成I勝汎畏恒秀利 
奈原 保 保 間可 間 

比并笠井井山久川川良久平良野沼多原山久川田久寻波田下田 
朝伊小伊礎It大石石吉大奥吉水营本榊II佐森淹柴佐¥-丹池木前 

盛繁資資長朝秀勝英忠政聚続直信是徳良監就純網信友貢能 
業国輝氏氏長憲康康康政氏 宗氏資将義正正元政聚宗 

糊 S p^plg^g 1-§^1誌 II 難^ 

■親glili ii賴国頼^澀|£離卿晴%热|1 

1讀棚 ss P?I2!PS§P 糊^pig 傾 

g桑逮氏大小鬼白片 g平金松猪田相大結畠片5JI猪 g成檐延氏鲑 



全国HQマップ 

rfsjss 
1 盯宇枝百芤太倉有円有伏赤赤阿深和北卿伊肝顧新山^^•>•>- 

IT lffl5i__;:./Lg 

siIJii _llh 

兼澄直範勝宗高範治政佐勝幸親家安親季登之次行行智治重勝武吉 
隆正政政畏重孝定畏畏貞貞正貞勝職秀景聚前職親景宣久宗盛宗元武' 

屋松松松所所田河所田田浦房船壩川石石石房原石石川水原美司去 
福 #赤赤別別11淡別黑原三 g長岡馬戸明明明花？'II明明 g满 g F5国^; 

料^；11|漂珊sl«jEis»iEi 澀8嚣嚣|"«|*嚭誌^IIS _ si I 澀^雜 IMal鮮 

1g,5fflf pgg*ll酬 |l p=@l_ls^^相Ts1漂 P 細^^i pgpgJSS 11 
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