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春はじめに 

伝統あるウォーゲームがコンピュータ上で.どうにか産ふ*声を上 

げてからまだ日が浅い。コンピュータがゲームの進行係を務める 

だけのシステムなら実現しているものの、人圊の対戦相手として 

十分通用するものとなると' 手のとどきそうなところに見えなが 

ら、完成まではまだもう少し時間がかかるようだ。とはいえ、コ 

ンピュータウォーゲームは着実に進化しており、最近ようやく遊 

ベるソフトが現れてきた。システムソフトの「大戦略」シリーズ 

はそんなソフトのひとつと呼べるものである。 

本書はその「大戦略」をより楽しく遊んでもらうために、シ 

リーズの「現代大戦略」「大戦略パワーア、、ノブセット」「大戦略8 

8」「大戦略X1」のそれぞれについて、さまざまな情報（ノウ 

ハウ）を提供した一冊である。「大戦略」ユーザー、ウォーゲー 

ムマニアはもとより、多くのパソコンユーザ—、ゲームファンに 

そのおもしろさと魅力があますところなく伝わることを願ってい 

る。そして、その中から新しいゲームの醍醐味を発見してくれる 

ことを期待してやまな 
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「大戦略」の中で最も重要な位置を占めるのはいうまでもなく兵 

器である。このゲームには14種類以上のユニットが登場するが、 

どのユニットにもそれぞれ利点と欠点があるので、時と場合によ 

ってそれらをうまく使い分けることが酐要だ。さらに、地形によ 

って運用方法_重要度も違ってくるし、予算のわりふりにも関係 

してくる。 

そこでまず、3つのソフトを合わせて全31種類の兵器について 

おおざっぱに紹介することにしよう。ここでは、ゲーム中の役割 

だけの説明にとどめず実際の兵器性能にも言及したが、ゲームを 

より楽しめる材料のひとつになれば幸いである。なお、兵器名は 

3つのソフト内でのものを併記し、スペックに違いのあるものに 

ついても並べてある。細かい性能を確かめたい場合は、巻末の付 

録を参照してほしい。ちなみに、1?ユニット• 30ユニットの両 

モードは「大戦略パワーアップセット」のみで選択できる。 



■ F16—C [ァメリヵ] 

速度：14/12燃料： 60/55武装（Fミサイル： 4機関砲： 5)基本価 

格： 2500u/2000u 

_ジェネラルダイナミクスF—16Cは、もともとF—15の価格を半額にする目 

的で作られたF—16Aファイナ4ングファルコンの改良型で'ある。レーダーを 

新型に変えて、AMRAAM発達型中距離空対空ミサイルを装備可能にし、全 

天候型になった。..ちなみにD型は訓練用の複座機である。 

14ユニット版では最強の戦闘機。高速で、航続距離も長く、航空ユニット全 

般に強力な破壊力を持っている。また、地上ユニットに対しても機関砲でい■く 

■らか対抗できる。欠点としでは高価なこと。しか:レ》マ，プにもよるが、後半, 

に入っT0制空権争いKは欠かせない存在である。対戦上での要注意ユニット 

最右翼は、ローランド2。加えて、ハリアー•ゲパルトにも手痛いダメージを 

受ける©で.、いたずらに交戦しながよい。. 



■ハリアー/Harrier [ィギリス] 

速度：12/10燃料： 50/45武装（Fミサイル： 2 機関砲： 4)基本価 

格：1800u/1500u補給車からの補給可 

ホーカーシドレーハリアーAV —8Aは、全長13.89m •全幅7.70m •全高 

3.63m *自重5,624kgのイギリスが開発した垂直離着陸可能なV/STOL機で、 

優れた運動性が特徴。最高速度はマッハ0.95。 

F—16Cに比べて、スピード.航続距離.攻撃力©点で劣るが、安価な戦闘 

機として序盤戦から中盤戦ではなかなか重宝する。特に補給車から燃料.弾薬 

の補充を受けられるのが魅力で、..空港の数少ないマyプでは唯一運用できる戦 

闘機となる。戦闘時では、爆撃機とヘリコプターへの攻撃が最も効果的。反対 

に相性の悪いユニットとしては、F—16Cなどの高性能戦闘機、対空ミサイル 

を装備したローランド2なと'の対空戦車がある。また、経験を積んだゲパルト 

も油断のならない相手だろう。なお、ミサイルの搭載量が少ない.®で.，铲梦グ 

ファイトでは弾薬切れにも十分注意したい.s 



速度：10/8燃料： 50/45武装（爆弾： 4機関砲： 4)基本価格 

1800u/1600u 

全長16.261n *全幅17.531n •全高4.47m •自重10,977kgのA—10サンダー: 

ルトnは、各種爆弾をはじめ、他に例を見ない搭載能力を誇っている攻撃機: 

別名タンクキラーとも呼ばれ、敵弾に当たっても落ちない、との設計思想か 

作られている。最大速度は713km/hで、行動半径は460kmに及ぶ。 

航空ユニットに対する戦力にはならないが、地上部隊には絶大な攻撃力を] 

つ*爆弾の搭載量が多く，機関砲も威力があるので、一度補給しておくと再: 

再四し，2■く戦闘に使える。難をいえば速度と燃料がやや少ない点だが、そ: 

でも山岳や砂漠の多い地形では地上部隊とは比較にならない働きを見せる。; 

戦したくない相手としては、ハリアーなどの戦闘機とミサイル装備のローラ 

ドなどがあげられる。価格が高いせいもあって、主に終盤に活躍する。 



■コルセア/ H /Corsair [アメリカ] 

速度：12/10燃料： 60/55武装（爆弾： 2機関砲： 4)基本価格 

1500u/1400u 

ボートA—7コルセアnは、全長14.06m .全幅11.80m .全高4. 90mの昼I 

艦上攻撃機で、A— 4スカイホークの後継機として開発された。爆弾類 

6,800kgまで搭載でき、最大速度はマッハ0.97と高速である。 

A—10と並んで、すべての地上ユニットに威力を発揮する。比較的安価な_ 

ハリアーと同等の速度を持ち、燃料も豊富に備わっている点が売り物。また. 

対空力が若干あるとろも見逃せない。序盤から中盤にかけての局面では、； 

構役に立ってくれる。ただ、爆弾の搭載量が少ないことが弱点。足の早さを; 

って、急場のしのぎにはもってC：いだが、じっくり攻める場合にはやはりA. 

10の方が一枚上のようだ。戦闘が不適当なユニ，卜は' ローランド2や戦闘4 

ゲバルトにも手痛い被害を受ける。 



■ヒユイコブラ/Hueycobra [ァメリカ] 

速度： 8/7燃料：45武装（Tミサイル： 4機関砲： 5)基本価格： 

700u/500u補給車からの補給可 

ベルAH —ISヒュイコブラは、対戦車用ヘリコプター。TOW対戦車ミサイ 

ルと、70mm ロケツト砲、ヘルメット連動型20mm機関砲を装備Vtいる。1機で 

最大ロケット弾38発、TOW 4発を搭載する。 

地上部隊全般に強力な破壊効果を持つ戦闘用ヘリコプター。航空ユニットe 

対しては、ヘリコプターをのぞけばほとんど無力に等しい。攻撃力の割には安 

価で、スピードもそこそこあり、序盤戦ではかなりの活躍が期待できる。ただ、 

防御がきわめて貧弱なため、天敵も数多くい_る。そのひとつはハリアーなどの 

戦闘機。敵国の予算に余裕が出て、これらのユニフトが続々と生産される展開 

IS至る経験値が高< て4十分な戦力と:しては見込めなくなる。また、ゲバ 

ルト.ローランドなど©対空車両からも相当の被害をこう■む_る。これらのユニ 

，卜へは攻撃効果も望めるが、反撃がきびしとも覚悟しなければならない。 

20 



■UH - 60/輸送ヘリ/ Iroquois 

速度： 7/6燃料： 50/45武装（機関砲： 4)基本価格： 200u兵員 

輪送可補給車からの補給可 

シコルスキーUH — 60Aブラックホークは、UH—1の代替機と選定され 

た新世代へyコブターである。用途は輸送、補給、雑用なと*であるが、UI- 

1に比べてエンジン出力が2. 2倍になり、サパイバビリティーが追.求された處 

などが特徴。キヤビンには兵員11名と乗員3名が乗り込め、武装としては 

7. 62mmM600GPMGが搭載可能だ。 

戦闘能力はほとんどないが、地形に関わらず速やかに兵員輸送が行える貴重 

なユニット。ほと4.暴.ぬマップにおい序盤戦ではその活躍が約束されてい 

る。また、価格が安い点も太きな魅力て％兵員輸送後の部隊はオトリ作戦に使 

うことをはじめ、防衛線をはるなどさまざまな用途があり、利用価値は高い。 

加えて、空港がなくても補給が効く〆1i|;ットも見逃せない。なお、攻撃が多少 

有効なユニットに、平地や路上を移動中®兵員.卜fックがある。 

兵器カタログ21 



■レオパルド/2/Leopard—2 raドィッ] 

速度： 6燃料： 60武装（砲弾： 8機関砲： 4)基本価格： 600u/ 

500u 

2重装甲板のスペースド.アーマーを有する世界最強の戦車のひとっ。テ 

ィーガー1型戦車の復活を思わせる力強いデザインで人気も高い。レオパルド 

1では主砲がNATO標準口径の105麵ライフル砲だったが、レオパルド2では 

120mm滑空砲になった。 

航空戦力には無力K近いが、すべての地上ユニットに対して絶大な攻撃力を 

備えている。燃料•弾薬とも十分に装備されているので、長びく戦闘にも耐え 

られる。航空ユニットに比べると歩みそのものは鈍いが、前線を徐々に押して 

いく際には心強い部隊。首都攻略や対空車両の駆逐にはまず欠かせない。難点 

は移動の制限。山越えや渡河が必要なマップでは使いにくい。特に相性の悪い 

相手は爆弾装備の攻撃機やヒュイコブラなどの対戦車ヘリで、これらを気をつ 

ければ単独行動も十分行える。 



■AMX10 — RC/装甲車 [フランス] 

速度： 8燃料： 80武装（砲弾： 5 / 6機関砲： 3 / 2)基本価格： 

250u山岳.河川の移動可 

AMX —10 (アー.エム•イクス.テイ.Xと読む）シリーズの数多いバリ 

エーシヨンのひとづ.a.1051ran砲を装備した全長6.243mの6輪火力支援/駆逐戦 

車である。車体はアルミニウム合金で、水上航行能力があり、路上最高速度は 

85km/h。機動性に富んでいるのが特徴だろう。 

地上兵器としては最高のスピードを持ち、山岳地帯や河川の移動も可能。火 

力そのものはレオパルドなどの重戦車に劣るものの,、安価な点が魅力である。 

序盤ではその機動性がいかんなく発揮されるが、主戦場での敵との前面衝突斑 

際はあまり頼りにならない。周縁部での兵員ユニツトの駆逐纪球役に重つ#で、 

保有都市の防衛などが適任だろう。また、山越しや川越しの作戦では貴重な地 

上戦力となる。とりわけ相性の悪い相手は、爆撃機や対戦車ヘリ、重戦車なif g 

ただし、地形効果の高い山岳地に逃げ込めば、大した被害を受けずに済む。 



■ゲパルト/Gepard [西ドイツ] 

速度： 6燃料： 55/50武装（機関砲： 8)基本価格： 400u 

レーダー連動エリコン35mm高射機関砲を2門搭載した対空戦車。機甲師団の 

傘と呼ばれる存在。車体長7.27m .全幅3.25m .全高4. 03m •戦闘重量45.1卜 

ンで、最高速度は65km/h。車体そのものはレオバルド1と同じで、乗員は4 

名。 

対空戦車であるばかりか、対地攻撃もそこそこで、バランスのとれたユ土ッ 

卜》「大戦略」ではかなり重要な位置を占める兵器だ。価格が安いのも大きな 

魅力で、財政難の国を抱えた時は、この部隊で首都防衛を果たしつつ、自力を 

つけて挽回を図る作戦がきわめて有力となる。さ4に、高い熟練度を備えたこ 

の部隊は頼もしく、中盤から終盤にさしかかる際に活躍する。戦闘時の相性と 

しては、おおむねどの兵器にも効果があるといえるが、レオパルドだけは苦手, 

装甲車にもいじめられる傾向にある。単独行動をとるよりも、レオパルドとと 

もに機甲部隊を組んだ時に最も力を発揮するだろう。 



■ 口ーランド2/Roland — 2 

【度： 6/5 燃料： 50武装（Fミサイル： 4)基本価格： 400u 

低空防御用の地対空ミサイルで、搭載されるシャーシで外見はい4いろさ 

>。ローランド1が晴天型だったのに比べ、口ーランド_2では全天候型に< 

:。射程距離は6.3km。現在では射程が8 kmまで©び、ミサイル速度も速' 

，たローランド3が開発されている。ちなみに「大戦略」では、シャーシI 

/ダーを使用した設定になっでいる。 

地対空ミサイルを装備した対空専用車両で、DOGFIGHTを除く全航空- 

'卜にとって脅威となっている。反面、地上ユニットに対しては武器を持: 

、ため、まったく攻撃が行えないsとくに戦車などの装甲車両は天敵であ, 

-のため運用が難しく、£ちらかというと防衛時の戦力と考えた方が無難) 

_。地上部隊の攻撃を受け_に.< い地形の中で_はきわめて防御的に働くはず; 

:お、A—10などの爆弾装備の攻撃機には、多少お返しをされることもあ, 



■補給車/Supply 

速度： 6燃料：100/99武装（マシンガン： 4/6)基本価格：150u 

他ユニットへの補給可 

燃料.弾薬を他部隊に供給する能力を持つ唯二のユニット。特にハリアー- 

ヒュイコブラなどの戦闘型航空ユニットに燃料補給が可能な点が最大の長所だ。 

補給地の数と間隔が十分なマ《プでは不要な場合が多々あるが、ある種のマッ 

プでは絶対不可欠になる。しかし、地形による移動の制限が多く、価格が安い 

割に最大部隊数の関係からそう数多く部隊数を持てないため、運用はなかなか 

難しい.。将来の展開を見越して使う高度な戦略眼が要求される。攻撃力はほと 

んどなく、.歩兵部隊などに応戦する程度がせいぜい。前線からいくらか後退し 

た森林地帯などに駐留しT補給拠点とするのが一般的な使い方だろう。 



■輸送トラック/Transport 

速度： 6燃料： 80武装（マシンガン： 4)基本価格：100u兵員輸送 

可 

兵員輸送を目的とした地上ユニットで、価格の安さと燃料の豊富さが身上。 

補給車同様地形による移動制限があり、道路の発達したマップ以外では使いに 

くい。こと.に兵隊の展開が急がれる局面では、名うしても輸送ヘリの機動力# 

軍配が上がる。また、輸送ヘリと歩兵からの攻撃をのぞいて.、乗員部隊の保護 

効果がない点も痛い。むしろ戦闘ヘリなと'からは格好の攻撃目標となるため、 

攻撃を受ける危険が濃厚な場合は、事前に兵員を降車させておく方が結果がよ 

かったりする。攻撃力は、路上の疲弊した歩兵部隊相手以外にはほぼ期待でき 

ない。 



■歩兵部隊/Inf-1 

速度： 3燃料：100/99武装（マシンガン：10/9)基本価格：lOOu 

都市•空港の占領可乗車可山岳.河川の移動可 

工兵部隊と並んで「大戦略」では最重要ユニットのひとつ.。軍事予算や終了 

条件に直結する都市空港の占領能力を有するので、これらのユニット，の展開 

や運用がゲームのすべてゐ1いづても過言ではない。価格は最も安いものの、移 

動力が小さく，.展開には非常に時間を要する。そのため、遠隔地への移動には 

輸送ユニットが使われるが、地形Cよってい<つかある輸送手段を選択する。 

戦闘能力は全ユニ.ツト中最低。そ®カパーリングもプレイヤーの腕の見せどこ 

ろだろう。遅いながらも山越え•川越えができ、マップによつ，てはこの特質が 

生かされる。. 



■工兵部隊/Inf—M 

速度： 2燃料：100/99武装（Tミサイル： 3マシンガン： 3).基本 

価格： 200u都市•空港の占領可乗車可山岳•河川の秸動可 

架橋なaの特殊工作を行う通常の意味と異なり、都市.空港の占領能力を持 
っ武装兵という設定になっている。おおむね歩兵部隊と同じ能力を備えるが、 

移動力が劣る代わりにミサイルを装備して、戦闘力が強化されている点が特徴 

である。地形効果の高い山岳.森林へツクスで応戦する際は相手ユニツトにも 

いくらか打撃が.与えられ、きわめr高い耐久性を示す。ただし、動員費用は割 

高。兵員の生産時には、費用の点はさておき、移動力と戦闘力の一長一から 

歩兵を使うか工兵を使うか迷うところだが、これといった決め手はない。各ft 
局面に合わせて選択してほしい。ちなみに、歩兵と®戦闘は武装兵とは:いえ、 

やや分が悪いようだ。 



■DOGFIGHT 

【17 UNIT】速度：13燃料： 90武装（Fミサイル： 4機関砲： 5)基本 

価格： 350011 

航空ユニットへ©ムラのない攻撃力を備えた架空の戦闘機。豊富な燃料と他 

ユニ，卜からの攻撃でダメージを受けにくい点が最大の長所s占にかくいった 

A生産して飛び立っと、よほど無理な酷使を行わないかぎりめったに全滅する 

ことはない。ただし、F— 16Cと比較すると、地上部隊に対する攻撃力が皆無 

である点が大きなデメリツトとなっ1：いる（東側地上兵器には例外がある）。 

また価格も非常に高額である。ともあれ、天敵の不在と航続距離の長さのメリ 

ットは意外な局面で役に立'たとえば、空港の少ないマップで、ハリアーだ. 

けでは対空戦力として心許ないケースで活用できる場合もあるし、ローランド 

で編成された防衛線を空から突破する際も切込み隊長として機能できる。なお、 

ヤグアル2 .マルダーA1と並んで、生産の可不可がターンごとに変わるので、 

将来必要なことがはっきりしている場合は無理しても買わねばならないだろう。 



■ヤグアル2 [西ドイツ] 

【17UNIT】速度： 7燃料：40武装（Tミサイル： 5機関砲： 4)基本価 

格： 500u 

TOW対戦車ミサイルを搭載した対戦車車両で、増加装甲が施され、赤外線 

暗視誘導システムも組み込まれている。ヤグアル_1とはいわば姉妹車にあたり、 

1がヤークトパンツァー.ラケーテの改造から生まれたのに対し、2はヤーク 

トパンツァー•カノーネからの改造となつrいる。ヤークトパンプァーは戦車 

駆逐車の意味。 

すべての地上ユニットに対してレオパルド並みの破壊力を持つ対戦車ユニダ 

卜。レオパルドに比べると価格は割安で、速度も若干速い。ただし、燃料とミ 

サイルが少ない点がネックとなっており、補給には気を使う。都市が適当な間 

隔で配置されているマップでは足の速さが生きるが、補給ポイントの絶たれた 

ものでは使いにくい。積極的に攻撃に参加するより、防御的に用いる方がふさ 

わしいようだ。対戦車ヘリとの交戦は苦手- 



■マルタ ーA1 [西ドイツ] 

【17UNIT】速度： 7燃料：50武装（機関砲： 6 Tミサイル： 2)基本価 

格： 500u兵員輸送可 

ラインメタル20mm機関砲とリモコン式7. 62晒> 機銃を装備した機械化歩兵戦闘 

車両。NBC防御が揉fiS■されている。外見的には、車両後部にボールマウン 

卜式のガンポートがついている.のが特徴的。マルダーA2では対戦車ミサイル 

が備わる。 

対地上部隊用に武装された兵員輸送ユニットcそ®攻撃力と防御力は戦車に 

引けをとらない<.らい充実し.ており、.単なる輸送を目的としたトラックとは比 

較にならない。燃料はやや少なめだが、：スピードが速いのも魅力®ひ'*つだろ 



■トムキヤツト[アメリカ] 

[30UNIT]速度：14燃料： 74武装（Fミ 

サイル： 6機関砲： 5)基本価格： 3700u 

DOGFIGHTと肩を並べる西側(©主力戦闘機。 

高価だが抜群の攻撃力を誇り、地上部隊にも有 

効。弾薬が多く、攻撃が持続できるのが特徴だs 

防御面でやや難を感じるかもしれない。 

■A4スカイホーク[アメリカ] 

[30UNIT]速度：〗0燃料： 66武装（爆弾 

: 2機関砲： 4)基本価格：1000u 

西側の安価な攻撃機。爆撃を中心.にひ.と通り 

の任務をこなす。航続距離はやや長いが、サバ 

イパピリティーが劣る,に戦闘機と対空車 

両との交戦は要注意。 

■Mig 21[ソビエト] 

[30UNIT]速度：12燃料： 50武装（Fミ 

サイル： 2機関砲： 4)基本価格：1200u 

東側の戦闘機で、通称フイタシユベット。戦 

闘機としては最も安価だ。ハリアーとよく似た 

運動性能を持つが、,.攻守®面でやや劣る。早期 

導入が^■能な点が魅力だろう。 
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■Mig 23 [ソビエト] 

[30UNIT]速度：14燃料： 40武装（Fミ 

サイル： 4機関砲： 4 )基本価格：1800u 

東側の主力戦闘機。通称フロッガーB。ス 

ピードと武装はF—16Cと肩を並べるものの、 

攻撃の的確さはハリアー並み。価格は手ごろだ 

が、航続距離の短さがかべネックだ。 

■Su—19 [ソビエト] 

[30UNIT]速度：14燃料： 45武装（爆弾 

: 3機関砲： 4)基本価格：1800u 

A—10に迫る性能を備えた東側の攻撃機。ス 

ホーイの名は有名だが19は架空。爆弾の搭載量 

と機関砲の威力に差があるが、戦闘機並みのス 

ピードが光る。航続距離の面で多少不安が残る。 

■Mig 25 [ソビエト] 

[30UNIT]速度：16燃料： 60武装（Fミ 

サイル： 4)基本価格： 400011 

東側の高速迎撃機。通称フォックスバットs 

DOGFIGHT並みの攻撃回避力を持ち、攻撃力 

もまあまあだが.、対地能力がゼロなのが痛い。 

驚異的なスピードと価格が特徴だ。 



■アハ。ツチ[アメリカ] 

[30UNIT]速度： 7燃料： 60武装（Tミ 

サイル： 8機関砲： 4)基本価格： 800u 

補給車からの補給可 

ヒュイコブラの攻撃性能を上回る西側戦闘へ 

リ。スピードはやや劣るが航続距離が長く、何 

よりミサイルの8個搭載が大きい。攻撃力のメ 

リツトを考えれば多少割高な点も目をつぶれる。 

■ T-55 [ソビエト] 

[30UNIT]速度： 5燃料： 50武装（砲弾 

: 8機関砲： 4)基本価格： 400u 

東側の戦車。レオパルドに比べると、運動性 

能•攻撃力•攻撃回避力のそれぞれの面で少し 

づっ力不足が感じられるが、戦車としては十分 

機能する。安価な点がメリット。 

■ T-72 [ソビエト] 

[30UNIT]速度： 6燃料： 48武装（砲弾 

: 8機関砲： 4)基本価格： 600u 

東側の主力戦車で、レオパルド.ヤグアルに 

比肩する戦闘能力を備える。ただし、燃料がレ 

オパルドの8割程度しか持てない。補給に難の 

あるマップでは運用に気を使うかもしれない。 

兵器カタログ35 



■ハインド [ソビエト] 

[30UNIT]速度： 8燃料： 70武装（Tミ 

サイル： 4機関砲： 4)基本価格： 800u 

兵員輪送可 

東側の多目的戦闘ヘリ。地上部隊全般にヒュ 

イコブラと互角な攻撃力を持ち、兵員輸送もで、 

きるのが大きな特徴。もっとも東側では唯一の 

空輸可能ユニットで、高価なことが欠.点.になる。 

■ZSU 23-4[ソビエト] 

[30UNIT]速度： 4燃料： 30武装（機関 

砲： 6)基本価格： 300u 

東側の対空車両。通称シルカ。ゲパルトの性 

能と比較すると攻守の両面で若干力が落ちる。 

とりわけネックとなるのが機動力と燃料で、マ 

ダブによっては攻撃の戦力にはとても数えられ 

ない。安価な点が唯一の救い。 

■SA8ゲッコー [ソビエト] 

[30UNIT]速度： 8燃料： 60武装（Fミ 

サイル： 4)基本価格： 300u河川の移動可 

東側の対空ミサイル装備車両。攻撃力そのも 

のはローランドにいま一歩及ばないが、他の運 

動性能.燃料.価格のすべてにおいて優ってい 

る。河川の移動が行えるのも魅力だ。 



■BMP-1 [ソビエト] 

[30UNIT]速度： 6 燃料： 48武装（砲弾 

: 4 Tミサイル： 2)基本価格： 200u 

兵員輪送可河川の移動可 

東側のマルダーともいえる兵員輸送車両。武 

装はマルダーをしのぐが、対空力が皆無。移動 

力も悪い。ただし、値段が安ぐ、.川越えが可能 

なことが特徴になっている。 

■AGM-86B [アメリカ] 

速度：10燃料：120武装（核弾頭：1) 

基本価格：不明 

コピープロテクト用に配備された巡航ミサイ 

ルで、「パワーアップセット」のみに登場。プ 

レイヤーが唯一生産.操作できないユニットa 

首都付近に来ると爆発し、地上部隊の壊滅はお 

ろか地形まで変えてしまう。戦闘機などでわず 

かに迎撃可能。また、ZOCで動きを封じ込め 

るとその場で爆発する。 
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2戦略•戦術のポイント 





「大戦略Jのゲームの目的は、自国の領土を広げていって最終的 

には敵国の首都を占領することにある。そしてマップ上にあるす 

ベての国の首都を占領したプレーヤ_の勝利となる。そのため(こ 

は兵器を生産し、都市や空港を占領しながら敵の首都をめざして 

進軍していかなければならない。 

その過程では、都市や空港が多いか少ないか、山岳の多い地形 

か平地の多い地形か等、それぞれの場合にあわせて戦術を変える 

必要があるだろう。どこが重要拠点なのかを見抜くことができな 

ければ，戦っても戦力を消耗するだけで勝利にはつながるまい。 

さらに、敵国はいくつか、その首都はどこにあるか等によっても 

戦略は大きく変わる。 

「大戦略」の楽しさは自分で戦略を考えて、それを実行するとこ 

ろにある。たとえそれがまずい戦略であったとしても、戦略を立 

てないよりはましである。不本意な結果に終ったのなら次からは 

うまくやるようにすればよいのだ。 

ここに、「大戦略」をプレイする上で基本となる戦略.戦術を 

いくつか示しておいた。これらを参考にして自分自身の戦略を考 

え出してほしいa 



電撃戦か経済戦か 
「大戦略」ctsける戦略は電撃戦と経済戦の二っ_K:太_きく分けることができる。 

ここでい■う電撃戦とは敵国が経済力を1哲て戦力が大書_<なる前に叩いでしま 

う戦法であり、一方経済戦とは敵国の経済力を少しずっ削ってじわじわと敵軍 

を追い詰めて行く戦法である。また電撃戦はかな_0_早めに勝負がつ-くが、経済 

戦は時間が#か名®が普通で、時には100ターンを越えることもある。マップ 

Cよって向き不向きはあるが-どちらの戦法も（成功するか'どうかは別と-レ 

T):やってやれないという乙とはない★しか!/.普ちらかを選ばなければならな' 

'■い*い•うわけではなく、マ萝プfcよっては例えば、近■<.©国を電撃戦で落とし 

た後で遠くの国との経済戦に持ち込むという戦略も考えられる。どちらかを選 

ぶ時の目突としては、首都間の距離が比較的近くて自国の方が経済的に余裕が 

あるような場合は電撃戦、それ以外は経済戦がよいだろう。_ 



電撃戦の戦い方 
電撃戦ではスピードが勝負の決め手1.::なiので航空ユニットをうまく使える 

か <5うかがボイントになる。特に1対1の戦いK.おいては敵首都の占領き意し 

てしまえばこち_らの勝ちになるので，途中での補給を無視した片道飛行も可能 

である。理想的な展開iしては、地上攻撃機で敵首都とその近ぐ®じやまな地 

上ユニット奢っぶし、輸送ヘリで兵員ユニ费卜を敵首都へ運んで、次のターン 

に首都占領といったパターンになるだろう。また、航空ユタトが使えない時 

でも道路がうまく使えるならば、スピードは落ちるがレオパル.ド奄:主力■にした 

陸上部隊による電撃戦も考えられる。しか'し、電撃戦は成功すればこれほと'痛 

快なことはないが失敗すると目4当:てられない:った事態に■なっ.てしまう。 

また、戦力のほぼ全てを1力所に投入することになるので、占領できたとして 

もそ©スキに別の国に本国領を攻められるという危険性もある。一か八かとい 

う感じはするが、一度はやってみたい戦法である。 



経済戦の戦い方 
序盤戦では、自国の経済力をっけるためできるだけ多くの都市を確保したい。 

そのために最初は主に兵員ユニットと輸送ユニットを生産する。.スピードと防 

御力《点から遠くの都市へは工兵を輸送ヘリで、近ぐへ,は歩兵を輸送トラック 

で、または歩兵を単独で行かせるのがよいだろう。また、余った予算で安い装 

申車を作って前線に送り込み、敵の兵員ユニットをっぶして都市が取れないよ 

うにする。頃の戦力では、欲ばって前進し過ぎると敵の総攻撃にあってつ. 

ぶされるので_、敵国との距離のまん中あたりまでいったらとりあえず妥協して 

お 

中盤戦では、戦闘をしながらユニットを育てて戦力と経済力の充実をはかる。 

前線で地形効果が高く補給がしやすい場所に各ユニットを配置して、主にこち 

らからは出て行かずに敵がやってきたらこれを集中して叩くという方針でいく。 

頃合•いを見てどCか一国に的を絞って攻め始めるが、この時他の国とはツノそ競 

り合い程度の戦いCbておいて、まちがっても都市を取りに行くなどして刺激 

しないように気をる。始めのうちは前線を少しずっ奥にもっていくという 

感じでそれまでとたいし様変わらない。もちろん途中にある都市は奪い取り、 

敵ユニットを叩き、特に値段の高い航空ユニ，ットは必ずっぶすようにする。こ 

のよう，にして徐々に敵国の経済力を落としていき、敵軍を首都のまわりに追い 

詰めてい_<。あとは圧倒的な戦力にものをいわせていっきに首都を落としにい 

««その後は消耗したAユットの補充をしてからすぐ次の国へ.と向かう。戦法 

は同じだが、ここまでくれば各ユニットもレベルアップしているだろうから、 

多少の無理はしてもだいじょうぶだ。 
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どの兵器を生産するか 
一国が保有できるユニット数には限りがあるから.、ユニットを生産する時に 

はと'の兵器が必要かということをよく考えてか_ら|にしないと、頭数ばかりで能 

のない部隊ができてしまう。また、必要になってから生産するの■ではなく、数 

ターン先の状況を予測して早めに生産しておくようにするのがよい0必要な兵 

器は、マップによって違っるのはあたりまえだが:、同じ'_ひとつのマップ® 

中でもゲームの進行に従って変わってくるし、あるいは敵がどの兵器を投入■し 

てくるかによっても違いが出てくるから注意する。各兵器とも長所•短所があ 

るので、攻撃率表や基本性能表をよく見ていちばん必要な要素は何か、スピー 

ドか、あるいは対空攻撃力か、弾数か、はたまた値段の安さか等を考えて決め 

る。例えば戦闘機がほしい場合、空港がたくさんあって補給が楽にできそうな 

らスピードと攻撃力でF—16が有利だが、逆に空港が少ない時には補給車から 

も補給を受けられるハリア,一の方が有利。また、レオパルドとAMX —10を比 

ベてみると、攻撃力ではレオバルドの方が上だが、山岳や川が多いマップだづ 

たらAMX —10の方が役に立つだろう。予算の少ない時には、とにかく値段の 

安いAMX—10や、一つで対空.対地の両方に使えるゲパルトが重宝だ。 



どこの都市を守るか_ 
普通、プレイヤーはゲームメニューの設定の段階で、軍事予算を一都市につ 

き50単位に設定している。だから序盤戦では、人間側はコンピューター側に比 

ベると経済的にかなり不利になっtいて、1ターンに生産できるユニット数も 

わずかである。そ©ため、初期の段階ではがむしゃらに都市を取りにいく.わけ 

だが、一度は自国のも©にした都市も守っておかないと敵ユニットが侵入して 

きてあっさりと奪われてしまろう。しかし、ユニット数（特に戦闘ユニッ 

卜）が少ないからすべTの都市に配置するわけにはいかない。ではどうするかc 

実はそうする必要はないのである。相手の侵入ルートはだいたい決っていて、 

よほどのことがない限り（こちらがそのように仕向けるなど）馬鹿の一つ覚え 

のようにそのルートを取って来る®で、そのルーhi：の適当な所で防衛すれば 

よい。そこで敵を阻止する限り、自国からみて内側にある都市にはユニットを 

配置する必要がなく、またルートから離れた都市には余ったユニットを予備戦 

力として置いておルートは地形に左右されるので一概にはいえないが、首 

都から都市.空港を結んでいって敵の首都に至る最短の線上にあるようだ。 

46 



降伏を承認するかしないか 「現狀醜」 

「現代大戦略」では、状況によって，は：jyピュータブレイヤーが降伏を申し込 

んでくる。これを承認すると、降伏した時点でその国が保有していた都市•空 

港はすべて中；になる。承認しなければ徹底交戦ということになり、首都占領 

か全ユニット壊滅まで戦うことになる。降伏と首都占領の違いは、征服された 

国の都市.空港が中_立になるか征服した国のものになるか■ということである。 

降伏を承認するかどうかは、相手の経済力やユニット数、部隊の内容、都市• 

空港の数等を見て決める。もし2 ~ 3ターン内で首都を占領できそうならそう 

するべきだが、数ターン以上かかりそうなら降伏を承認するのがよい_だろう* 

また、相手の都市•空港の数が多ければ首都占領が有利だが（それらが一度に 

自国のものになる®で）、3 ~ 4個ならとりあえず降伏させておいて後から兵 

員ユニットで占領していく方がよい。一般に、降伏を承認したほうがユニット 

を消耗せずまた別の戦線に早めにユニッ_卜をまわせるので有利なようである。 



ユニットの損害を最小にする 
これは他の数々の戦術の基にある考え方である。ユニツトの損害を減らすt 

いうことはそのまま軍事予算を節約することにっながる。「大戦略」では軍事 

予算はなによりも大切であり、これがなければユニッ_卜の生産も補給.補充も 

できず、予算の使い方ひと-?で勝敗が決まるといっても過言ではない。中盤以 

降は予算も余ってくるだろうが、それまではできるだけ節約するようにしたい。 

戦闘にある程度の損害はつきものだが、これを少なくするにはやはり無理をし 

ないことであろう。無理な前進はしない、特にユニットを単独で進ませると敵 

の袋叩きにあってつぶ,される。たとえエースであっても例外ではない。無理な 

攻撃はしない、自分と相手の攻撃成功率を比べて割にあわないと思ったら、相 

手を替えるかあるいは逃げてしまうことだ。また、自国の各ユニットに常に気 

を配っておくことも大切だ。燃料.弾薬の少なくなったユニフトや戦闘で消耗 

したユニットは早めに補給.補充をしておく。攻撃されても弾切れで反撃でき 

なかったり、航空ユニットが燃料切れで墜落したり，したら最低だ。 



地形効果の利用 
戦闘を行っているユニットの一方または両方が地上ユニットである場合は、 

地形効果を受ける。すなわちそのユニット©いる場所の地形によって防御率が 

アップする。例えば、レオパルド_2_とAMX —10RC ちらも経験値は0と 

する）が戦う場合の攻撃成功率（戦闘率）は、双方共に道路i'Cいる場合はレオ 

パルド= 60% : AMX_10 = 25%となってレオパルドが圧倒的に有利だが、 

AMX_10が山岳にいる場合ではレオパルド= 24%となぅ-CglfiKとんとんで 

ある。だから、戦闘あるいは防御をする時はvなるべく防御率の高い地形に陣 

どるようにする。最も防御率の高い地形は山岳（60%)だが、ここ,，には装甲車 

(AMX-10RC)と兵員ユニットしかはいれないので、普通は2番目に防御 

率の高い森（50%)や都市（20%)が攻防のポイント.となり、特に自国の都市 

は、攻撃を受けてもすぐ次のターンで補給•補充ができるので防御に有利な地 

形である。ただし、山岳や森は移動消費率も高いので、そこばかりを移動する 

とあまり速く進めない。攻撃を受ける心配のない時は、道路や平地など防御率 

は低くても速く進める地形を進むようにするべきだろう。 



拠点防御 
序盤のユニット数の少ない時はもちろん、中盤以降でも主力を1力所に投入 

レていて残りの戦力が限られている時などには、少数のユニットで敵の主力部 

隊の侵入をくい止めなければならない。このような時には地形を最大限に利用 

することが必要である。まず第一に通常の陸上ユ.，ニットが侵入不可能な地形、 

すなわち山岳と川（海）を一種の障害物として利用する。敵は山岳や川の切れ 

目'を通ってこなければならないので..、そこに集中的にユ卜を配置すればす 

む。こめう■ち山岳は地形効果が非常に高いので、ここに装甲車か工兵をうまく 

配置できれば比較的長し''間くい止めることができるだろう。山岳や川がうま0 

場所にない場合でも森や砂漠、荒地、都市•空港などできるだけ地形効果の高 

い場所にユニ'ットを置くよIうにする。なかでも、森と都市をうまく使うことが 

できればほとんどこわいものなしである。£ちらの場合でも、ユニットの配置 

，©コツは敵が通り抜けられるような隙間を作らないようにし、またひとっユ 

ニットが3っ以上の敵ユニットから攻撃されないようにすることである。さら 

に、戦線から3 ~ 4ヘックス後方に予備のユニットをいくらか控えさせておい 

て、傷っ.いたユニットが補給•補充を受けるために戦線を離れる時に交代でき 

るよ_う.にしておく ii.だ。 



工兵の活用 
工兵は歩兵と同じく都市と空港を占領するためのユニットiして序盤戦では 

多く使われるが、中盤以降は他のユニットの陰に隠れてほとん.と'戦闘に参加す 

るがないようだ。それは、スピードが非常に遅いtii、レオパルドやゲ 

パルトなどに比べると攻撃力が小さく弾数も少ないことが原因である。しかし 

歩兵は■ともかく、工兵は使い方しだいでは実に役E.意"3■ユ.ニットになるのだ。 

まず第一に工兵は値段が安い.。その上山岳と川を移動することができ.る。特に、 

地形効果の高い山岳に入れるの_は大きなメリットだ。スピー_ド©遅さは輸送ユ 

ニットと©併用でカバーできるし、各地形での移動消費率が他の地上ユニット 

に比べて小さいから、険しい地形では他©ユユットiの速度差が縮まる。例え 

ばレオパルドと工兵の速度の比は、平地では3 :1だが森では3 : 2,fこなる。 

また、AMX — 10との比は平地では4 :1だが、山岳や川ではじつに2 :1Iこ 

なるのである。また都市の近くに配置したり、補給車をうまく使えば弾数の問 

題も何とかなる。攻撃力は全体に小.さめだが、各兵器に対してある程度の攻撃 

力を持つているので、対空攻撃力はレオパルドやAMX—10よりはるかぼ上だ 

し、対地攻撃力もゲパルトに比べると大きい。以上の特徴により、道路と平地 

の少ない地形においては' オールラウンドな戦力として意外に使いでがあり、 

ことに山岳や森に配置すればしぶ,.& く:敵をくい止めることができるだろう。 
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敵ユニットを全滅させる 
攻撃をする時は、なるべく敵ユ卜を全滅させるようにする。1対1では 

無理だったら2っあるいは3つ.ユニットを使えばよい。たとえ1機でも残っ 

ていると前進のじゃまになるし、後退して補充を受ければ3~ 4ターン後には 

元の10機に回復してしまう。また戦闘と補充を繰り返していくと熟練度が増え 

てその:ユニットはレペルアフプするので' 敵側に強い'ユニットを持たせないた 

めに4罕炉うちに全滅させてしまうことが必要だ。さらに、敵ユニットを全滅 

させると熟練度に（相；#®熟練度+ 5+10)ポイントのボーナスがっく。相手 

によってはこのボーナスがかなり大きくなるわけで、最高はエースユニットを 

全滅させた時の邱ポイントである*つまり' 1機だけのエースユニットがあっ 

た場合、これをやければそれだ'けで1レベルアップしてしまう■めである.。' 

運がよければ、1回©戦闘で3レベルアップすることも可能だ。この他に、経 

済的にも敵にダメー 梦t#えること,ができるので' 全滅戦法はかなりお得だと 
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攻撃する相手を選ぶ 
各ユニットには相手によってそれぞれ得手不得手があり、ちょう.£ジャンケ 

ンのようにAはBよりも強く BはCよりも強く CはAよりも強いといった関係 

になっている。さらに、ユニットによっては薇敵> と:いえるような強力な攻 

撃力を持づユニ'ットも存在する。だから最小の損害で最大の効果を±げるため 

には、攻撃する前に' 各ユニット（敵味方双方）の位置•距離はもちろん®こ 

と、こちらの各ユニットの攻撃力とそれに対する敵の攻撃力（反撃を受けた時 

のため）や、双方の熟練度と地形効果そして各ユニットの機数を検討して相手 

を選び、できるだけ有利な戦闘をするようにしなければならない。特に熟練度 

と地形効果は戦闘に大きな影響を与えるにもかかわらず、よく忘れがちなので 

注意する。この際、具員を乗せていない輸送ユニットや燃料切れで墜落しそう 

な航空ユニットは、弾薬と攻撃機会の無駄使い.になる，ので攻撃しない方がよ 

また、無茶な攻撃（輸送ヘリでハリアーを攻撃する等、反撃を受けて攻撃側が 

全滅する可能性大）や、無駄な攻撃（レオパルドでF—16を攻撃する等、攻撃 

力が0に近い）をしないようにする。 
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レベルアップをねらう 

「大戦略」の特徴のつに、「戦闘経験を積むことで、兵器の攻撃力や防 

御力が上,.がってい（」';とい'§のがある。ユニットの経験は熟練度というポイン 

卜であらわされ、戦闘で敵を破壊する.と少しずつ増加していく.s,ユニット®E 

からエースまでのレベルはこの熟練度に対応している。1機破壊するごとに何 

ポイント増えるかは、攻撃側と防御側の攻撃率の比と相手の熟練度によって決 

まる。.当然の事ながら、弱いユニットよりも強いユニットを破壊した時の方が 

多くのポイントをもらえる。さらに、敵を全滅させると相手の熟練度に応じた 

ボーナスポイントがつく。だから、効率よくレベルアップを図るためにはなる 

ベく強い敵を全滅させるようにすればよいわけだが、相手が強すぎるとこちら 

の被害め方が大きくなるので.、あまり無理はしないことだ。また' エースユニ 

ットはもう熟練度を増やす必要がない©で、まずエースで攻撃して敵ユニツト 

の機数を減らしておいてからレベルアップさせたいユニットで攻撃すれば、労 

せずしてボーナスポイントを手Kいれることができる。このようにして個々め 

ユニットを強く bていけば、最大32ユニットという枠の中で40ユニット以上に 

も匹敵する戦力を持つことができるだろう。 



自軍ユニットをわざとつぶす 
例えば、兵員ユニット.と輸送ユニットは序盤では多く必要だが、中盤以降で 

は2~3組あれば足りる。また、戦闘機は中盤あたりでは実に役に立つが、終 

盤になって敵が予算不足で航空ユニットを生産できなくなるとほとんど必要が 

なくなり、代わりにレオパルドなと'がほしくなってくる。このように、ゲ，ム 

の進行に従って必要なユニットは変わってい，ぐものだ。1国の持てるユニ7卜 

数は32ユニットまでであるから、その時々で必要なユニットを多く持ちたけれ 

ば、つまりは必要でないユニットを処分しなければならない。処分の仕方は通 

常敵に潰してもらうという方法を取るが、航空ユニットなら放っておけば墜落 

するから手間がいらないaしかし、せっかく作ったユニットだからただづぶし 

たのではもったいないので、他の大事なユニットが攻撃を受けないようにする 

ためのオトリ、いけにえとして使うのが普通であろう。 
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オトリ作戦 
苦労！^t育てたユニットが敵の集中攻撃を受けて全滅寸前になった時や、敵 

の攻撃が予想外に激しく多大な損害がでてしまった時などは.、すぐにユニット 

を後退させて補充を受けさせなければならない。しかし、退却の途中や都市- 

空港に人った直後に攻撃を受けたら、あっさりと全滅して__しまうだろう。この 

ような場合は、不要なユニットを敵の鼻先に置き去Qにして敵がこのオトリを 

攻撃するように仕向け、傷っいたユニットを後退させるための時間をかせぐ■わ 

けである。多少セコい作戦だが、場合]こよってはめような手段も必要である。 

ここで,いう不要なユニ，卜とは例えば、乗せるベ#兵員ユニット®:いなくなっ， 

た輸送ユニ_ットとか、燃料が足りなくて空港まで帰れなくなった航空ユニット 

などである。特に、3'ノビa— 夕は輸送ユニ，卜を奪われる傾向がある® 

で、，£.®.ような用途にはうってつけで'ある。 



3マップ別攻略法 





「大戦略」の特徴はマップの数が多く、しがもそのプレイに時間 

ががかることだ。初心者のユーザーはこの点にまず面食らうはず。 

どのマップから手をつけたものかわからないし、どの国を受け持 

つのが自分にふさわしいか悩んでしまラ。地形の違いで微妙に戦 

略•戦術が変わるのは、ちょっと遊んだだけでなかなかわからな 

いものだ。 

ここでは、4つのソフトに含まれた全61枚のマップを紹介し、 

国別に戦略のヒントを掲げた（30ユニットモードでの戦闘につい 

ては触れていない)。マップ選び、作戦のガイドとなるはずだ。 

記述の中では、画面の上下左右をそれぞれ北南西東として表わし 

たので、注意してほしい。なお、そのマップ内での難易度を5段 

階の☆で示したが、☆が多くなるほど難しいものとなっている。 

また、国別ヒントの終わりにあげた目標ターンは統_までの数字 

で、その幅は予算設定の100と50の場合に対応している。目安に 

してほしい。 

戦略•作戦には〈絶対〉はないし、決して一〇しかないもので 

はない。事実、ここにあげた作戦も1例でしがないが、このガイ 

ドをもとに各自いろいろ試しながら楽しんでもらいたい。 



Small island 
色別難易度：青☆☆☆赤☆☆ 

參VEW參 

マップ名が示すように小さなマップであるが、地形は変化に富んでいる。赤 

軍の南側には砂漠が広がり、その東側には川が南北に走っている。中央の山岳 

は戦略的に重要なポイントとなる。島全体が小さいために、接触はすぐ起こり、 

解決も宇4%シa■ミ立レーシヨンゲームが初めての人には、練習用にちょうど 

よいマツプである。 

參POINT籲 

地上戦の場合は、移動距離が太參_<攻撃力のある装甲車が有効な戦力となる。 

早期に_立都市を占領したい時は、輸送車やヘリコプターを使うとよい。その 

場合、占領した後は装甲車などを配備して、その都市をしっかりと防衛するこ 

とを忘れないようにしよう。 

• HINT* 

□青一財源の安定化が当面の目標 

赤軍よりも都市が少ないので、争4都市はできるだけ多く獲得したい。最初 

は、島の南北にある2つ©中立都市に歩兵を送り込む。そして後から装甲車で 

これを追いかける。補給車もあると便利だ。次に山の北側に配備した軍隊で、 



さらに東側にある中立都市を占領する。ここで敵と接触するが、勝利を得るた 

めにこの都市はぜひ獲得しておきたい。地形などを考えて、.できるだけ有利に 

戦いを進めよう。ま.た、先手必勝ということも忘れて_はいけない。同時KJI1# 

東にある赤軍の都市を攻撃する。川を渡ったほうが早いので、ここでも装甲車 

が活躍する。しかし少数で攻撃するのは危険なので、軍事予算と時間の許す限 

り装甲車を生産していっきに攻め込む。この間、北側の部隊を敵の首都の東側 

に進めておく。そうして二分隊で同時に攻撃すれば、容易に敵の首都を落とす 

ことができるだろう。 

目標ターン15ターン〜25ターン 

□赤一物置作戦でいっきに片をつける 

ゲームが始まった時点ですでに何力所か都市を持っている赤軍は、財政的に 

有利な立場に立<3ている。青軍が攻撃体勢を整える前に兵器を量産していっき 

に押しつぶ.したい:.P最初の目標は青軍と同じように3つの中立都市である。い 

ちばん近い山の北側の都市は労せず占領できるだろう。ここを占領しておけば、 

後の展開が非常に楽になる。山の北側にはもう1つ都市があるが、ここを攻め 

る時は先に占領した都市を拠点に、また南側の都市を攻める場合ttJIIの東にあ 

る都市を拠点にして戦闘を仕掛ける。南側の都市では敵軍の全滅を目標にした 

い。そのために、レオパルド2、装甲車を量産してん忐ん送り込む。南部の 

敵機を全滅させることに成功すれば、勝利は間違いない0 

目標ターン 15ターン〜20夕ーン 



Island campaign 
色別難易度：青☆赤☆☆ 

• VIEW* 

Cのマップは大きな島1づと小さな島2つからな0、大きな島は2ヶ所でく 

びれていて、小さな島はどちらも大_.きな島と橋で結ばれている。2つの国の首 

都は島の両端にあり、西南が青国、東北が赤国である。都市は島全体に散らば 

っており、中央部ではやや多めになっている。また空港は、青国と赤国の領宏 

内に2つずつある他に、島の西南のくびれめに2つ、西の小島、東の小島にそ 

れぞれ2つずつある。島中に道路が通っているから、地ニットはかなり速 

く移動できるが、島のくびれめや島と小島を結ぶ橋という狭い場所を敵におさ 

えられると、航空ユニットの助けがないと地上ユニットはほとんと'前進できな 

くなってしまう。それと、全体に都市が多くて予算がたまりやすいので、.早い. 

うちから航空ユニットが飛び交う4とになる。 

• POINT* 

序盤戦から中盤戦にかけて、島の中央部で激しい戦闘が繰り広げられ、ここ 

で相手を押し返した方が勝利をつかむことになる。陸地には森が多く、おまけ 

に道路の両脇や島の周辺などの防御に都合のよい位置にあるので守りやすくな 

つている。しかしこれは見方を変えれば攻めるのが難しいということである。 

使用する兵器としては、防御用には対地対空に攻撃力のあるゲパルトか工兵、 
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攻撃用にはF—16やA—10等の航空ユニット七_レオパルドが良いだろう。そ® 

他では、兵員を運ぶために輸送ヘリが必要である。輸送車と補給車はあまり役 

に立たない。 

• HINT* 

□青一経済力で赤を圧倒する 

青国は最初から経済的にかなり優勢になっているから、このまま戦いを有利 

に進めるために序盤戦で30以上できれば40くらいの都市を手に入れたい。最初 

の目標は島の中央部と西の小島である。ここをいっきに占領するために輸送へ 

リを4~6ユニット使って工兵をビストン輸送し> 占領した後はそのまま居す 

わる。自国の首都近くの都市へは、歩兵を歩いて行かせた方が輸送卜fックを 

使うよりもよいだろう。予算がたまってきたらF—16やA—10を生産して、敵 

の兵員ユニットを集中的に攻撃したり、敵の兵員が都市に入れないように 

ZOCを利用したりしてとにかく都市を奪われないようにする。その後もレオ 

パルド等の地上ユニットといっしょに敵ユニットをどん..と' ん攻撃して経済力を 

落とすように努める。敵がある程度に弱まったと思ったら、都市を奪いながら 

前進していき敵首都を取り囲んでしまえば良いだろう。 

目標ターン 20ター:30夕ーン 

□赤一空港を早めに占領する 

経済的に貧弱な赤国は、十分に戦力が整うまではとにかく防戦のみである。 

防衛拠点は島の東北のくびれの部分と東西2ヶ所の小島がよいであろう。青国 

は航空ユニツトを次々に生産•投入してくるから、こちら.としてはそれに対抗 

するため対空ユニットを生産し、都市や空港の周りに配置しておかなければな 

らない。また中立空港を早めに占領して敵の航空ユニットの補給地点を減らす 

ようにする。最初に生産するユニットは、輸送ヘリ2、輸送トラック.2、工兵 

4、歩兵1といったところであろう。このうち輸送ヘリは小島の空港に向けて 

飛ばし、輸送トラックは中央部に向かわせる。青国は都市を一つ一っ占領しな 

がらゆっくり進んでくるので、その間にこちらはなるべく多くの都市と4つの 

空港を手に入れるようにする。後はこちらの航空戦力が充実するまで待ち、そ 

れから少しずっ都市を落としながら前進するようにすればよい。 

目標夕ーン 3〇ターン〜4〇夕_ン 



しoad to Victory 
色別難易度：青☆☆☆赤☆ 

• VIEW* 

地形的な特徴は、2つの首都の前に広がる坩占湖だろう。しかもこの_2つの. 

首都は、各々マップ®端にある。中立都市はだい.：たい平地に散在している。一 

方、ゲームデザインiしての特徴は、デフォルトでの保有都市の数の差で、赤 

はスタート時に都市7 .空港3に対して、青は都市2 .空港1しかない。接触 

は、中央の平地で4 ~ 5ターンへ《.らいまでには起こるだろう。 

• POINT* 

空港が少ないので、全体を通しては航空兵器があまり使えない。ただし、ヒ 

ユイコブラとハリアーは補給車を使って十分な戦力となる。もっとも青がそこ 

までの経済力をつけるにはずいぶんと時間がかかることだろう。兵士の輸送手 

段は、輸送ヘリが好ま,しが、トラi_ックでも道路が完備しfいる都市への輸送 

は楽。全体に陸上戦が多い，®.で、レオパルド、装甲車が主体となる。戦略のポ 

イントは、いかにうまく陸上戦を勝ち抜くかということだ。したがってこのマ 

ブプでは、経済戦が中心となるだろう。 

• HINT* 

□青一経済力の差をなくせ 



首都の目の前には、川が広.がり直接中央の平地に出づらい〃I■かも赤にくら 

ベて都市の数は極端に少なく、経済力をっけることが当面の目標となる。まず、 

中央の平地の南にある3っの都市群を早めに占拠する。をフの都市®言ぐ'推fc 

は、荒地と森が散在している。敵は早いうちにここへ装甲車を送ってくるから、 

森でも荒地でもこちらに有利なように戦い、戦力の損失をうまく防ぐ。一方、 

別の部隊を首都からそのまま北に進ませ、西や東にある道路の分岐点に位置す 

る都市を押さえる。さらにそのまま道路を進み、川を越えてその先の都市も押 

さえられれば成功だ。ただし、装甲車を1台くらいづける必要がある。中央部 

の都市を押さえ経済力がっいてきたら.、ヒユイコブラが対レオパルドに有効な 

ので生産しておこう。ただし空港がないので、必ず補給車を先に送っておこう。 

中央の.平地を北に進み、空港と都市のか,たまっているところを落とす。その右 

側には、道幅3ヘックス©かなりの難所がある。ここは敵が1歩でも引いたら 

そこへすかさずユニットをいれて、1歩1歩進んで_い'く.《,敵は、必ず引く瞬間 

があるはすだ。また別動隊を湖の下の道路から進ませる。こちらは、途中©空 

港を占拠した時点でヒユイコブラを投入する。敵はレオバルドなどで来るが、 

狭い©でうまく ZOCをはって動きを封じながら叩く .5義#できる。経済力が 

っくまで©平地での戦いが勝敗の決め手となるだろう。 

目標夕ーン 35夕ーン〜45夕ーン 

□赤一物置作戦i敵に都市を与えるな 

敵に都市を与えることなく常に有利な経済力で戦うことが勝利近道だ。 

1ターン目よりできるだけ多くのユニットを作り、いち早く敵と接触し敵の都 

市への進出を押さえる。そのために最初ぬう'ちはレオバルドより.も装甲車を作 

り、と'んどん中央の平地へ送り出していく。そのユ,二#卜©全滅を恐れず 

ZOCをはってなるべく前に進ませないようにする。また湖の下の空港が確保 

で'きたなら、ヒユイコブラかA—10を送り出すとよい。敵は航空ユニットを作 

る余裕がないだろうから、対空ユニットを作る必要はない。平地の南方の3っ 

の都市群が制圧できれば、もう勝利は決まりであろう。た_だ!^そこから敵の 

首都へ行くには川があって行きづらい0で、北から攻めこめるようレオパルド 

隊を回り込ませておくこと。これによって敵が北に進出しても、押さえ込むこ 

とができる。 

目標ターン 15ターン〜2 5ターン 

マップ別攻略法65 



Trine 
色別難易度：青☆☆☆赤☆ 

• VIEW* 

このマップは大きく分けて3:つの島（？）からなる。各々の島は、道幅3へ 

ックスの道でつながれ、そのまん中に森に囲まれた都市がある。全体を見ても 

1本も道路はなく、平地が大きな割合を占めている。首都間の距離が近いため、 

接触は序盤戦で、島の間の都市付近で起こるだろう。このマップでは経済力の 

差が大きく、首都間の距離が近いので、典型的な電撃戦となる。 

參 POINTS 

道路が1本もないので、輸送トラックは不要である。よほと'のことがない限 

り歩兵が歩いていった方が早いからだ。なるべく早く多くの都市を押さえたい 

から、工兵よりも歩兵の方がよい。また、接触する場所までそう遠くないので、 

ある程度経済力に余裕があるなら装甲車よりもレオパルドを積極的に作る。航 

空兵器は対地用の兵器を作る。同時に対空車両も作っておく。ただし、陸上戦 

にも戦えるようにゲバルトがいいだろう。軍事的要所は、島を結ぶ道のまん中 

の森に囲まれた都市付近だろう。特に首都がある島を結ぶところは重要だ。こ 

こを通らない限り、敵の首都へ行くには下の島へ1度降りなければならない。 

また自軍の方のその道を押えられてしまうと、中立都市を押さえに行くことす 

らできなくなってしまう。逆にいえば敵のまん中の島へ出る道を押さえて、敵 
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に都市を取らせないようにすることが勝利へのポイントになる。 

• HINT* 

□青一早目の都市占拠がカギ 

スタート時の都市の数の差は、いかんともしがたいものがある。とりあえず 

この差を少なくしたい。輸送ヘリを使い歩兵を早くまん中の島へ運ぶ。2部隊 

をヘリを使って運んでおくとよい。また、もう1部隊作り、歩いて手近な都市 

の占拠に向かう。そのままその部隊は南に進み中立都市の占拠に向かう。ヘリ 

部隊のうち1っはそのまま都市の占拠に向かうが、もう1部隊をまん中の島に 

ある都市と、空港に出して敵の進出を1ターンでも遅らせよう。この間にでき 

るだけ多くの都市を占領したい。一方、敵の島との間にある道の都市は当然敵 

に占領されるが、取り戻すことより、むしろここを突破されないようにするこ 

とが大切だ。自軍の都市の周辺の森にユニ.、？卜をいれてZOCをはれば、すぐ 

には突破されないだろう。また、敵はコルセアなどを早いターンに作っでくる 

ので、ゲパルトを海岸線沿に並べるとよいだろう。さらに、敵は下の島を通っ 

てこちら側にもやってくるので、下の島にも少し兵力を回す必要がある。こち 

らにも同じくらいの経済力がついたなら、ZOCをはって守つ,てたところを突. 

破して攻め込む。ポイントは敵に都市を取らせないようにしながら、こちらの 

経済力がっくまで防衛線を持ちこたえることだ。 

目標夕ーン 20ターン〜30夕ーン 

□赤一敵を島から出すな！必殺の封じ込め作戦 

最初から10個の都市を持つこの国では、自分の都市を増やすことよりも敵に 

都市を与えないことを考えるべきだ。1ターン目から歩兵や輸送ヘリと共に足 

の長い装甲車を作り、敵がまん中の島に出る道を押さえる。またその一方で敵 

の島との間の都市も押さえ、そこからじわじわと出ていく。その間に、ゆっく 

りと歩兵が都市を押さえにいけばよい。空港もあり経済力もあるので、航空兵 

器も使えるだろう。敵は最初から航空兵器を作る経済力はないから、こちらは 

対空車両は作らないでひたすらレオパルドを作っていればいい。 

目標夕ーン 8ターン〜13ターン 



Last War 
色別難易度：青☆☆☆☆赤☆ 

• VIEW* 

Cのマップは、大きな大陸と2つ©連なった島からなる。大陸上の左上には 

青軍の首都が、島の右側に赤軍の首都がそれぞれ存在する。赤軍は島全域を自 

国の領土としている。軍の周辺には広大な砂漠が広がり格好の隠れ場所となる。 

またマップ右上には険しい山脈がそびえ、陸上兵器のほとんどが道路に沿って 

蛇行を余儀なくされる。マップ中央には平地、森林があるが、実際ここで戦闘 

が起きることはまずない。赤軍が圧倒的に有利なように設定されている。勝負 

は比較的早くつくので、交互に青軍をプレイして、と'ちらの方が長いターン持 

ちこたえるかを競うのもいいだろう。 

» POINT 拳 

戦略的に重要な地点は、やはり大陸と島を結ぶ3本の橋のうちマップ中央.に 

かかる2本である。ここでは陸上兵器による部隊は一列に連なって移動するし 

かなく、橋の対岸に十分な戦力を準備しておけば、ここでお互いに侵攻は食い 

止められるはずである。また、島の細くなった部分や青軍首都周辺の砂漠地帯 

も重要な地点といえる。これらの部分で自軍にとって有利に戦闘を進めること 

ができれば、勝利も夢ではない。中央の平地、森林、右上の山地では、まず戦 

闘は起きない。いざという時に、そちらへ派遣できる戦力さえあれば気にする 
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必要はない。 

• HINT* 

□青一橋上の戦いに勝利の望みをつなぐ 

勝利は絶望的である。戦力の差は歴然と'している。そのような状況の中で¢0 

有効な戦略は、起動力のある装甲車やヒュイロブラなどをできるだけ生産し、 

島の細くなった部分と、島の右側にかかっている橋から相手を一歩も出さない 

ことだ。輸送ヘリを絶えず送り続けてもよい。とにかく、そ；：で相手®i足をと 

どめ、その間に島の左半分に存在する赤軍の都市、空港を占領する。非常に成 

功率は低いが、成功すれば赤軍とほぼ同数の都市杳手fこ,いれることができる。 

また、最前線は赤軍首都に近いため占領は容易である。 

目標ターン18 0ターン〜2 0 0ターン 

□赤——負けは絶対にない。エレガントに勝利を収めたい 

このマップにおいて赤軍は、どんな方法で戦っても負けるe.とはない。ただ 

島の左半分にある程度の戦力を持った部隊を派遣する乙とさえ忘れるこ 

とがなければ、いかなる方法で青軍から攻められたとしても安泰である@ か 

し、島©左半分を手薄にしていると、青軍にみすみす4都市と2空港を明け渡 

すのみならず、首都の近距離まで青軍の侵攻を許すことになってしまう。戦闘 

も後半になると、使い切れないばかりの軍費を得ること.,になる。青軍周辺の土 

地には大きな砂漠があり、陸上兵器の侵攻を妨げる。したがって最後は航空兵 

器によって攻めることが望ましい。A—10爆撃機の航続距離はちょうど赤軍領 

内の空港から青軍首都上空に等しいので、ターン毎にA —10を生産し送り続け 

るのがいいだろう。 

目標夕ーン 20ターン〜25夕ーン 

マップ別攻略法69 



Big Battle 
色別難易度：育^女^女，☆☆☆ 

【大戦略88]【大戦略X1】 

☆国の数： 2 

☆首都の位置：青（2, 36),赤（35, 4) 

☆首都間の距離：青赤49 

☆保有都市•空港：青（ 2 :1),赤（ 4 

:1) 

☆中立都市： 30 ☆中立空港： 6 

拳VEW參 

マップの中央から北部にある海へと川が流れていて、東部、西部、南部、北 

部にそれぞれ小さな山岳地がある。南西の隅に青軍首都が、北東の隅に赤軍首 

都が存在するが、両軍を結ぶ直線上には移動の障害となるものがほとんどない。 

赤ははじめから数力所都市を保有しており、中立都市が近くに存在するので財 

政的に有利である。全体に平地が多いが道路がないため、歩兵の輸送にはトラ 

ックよりもへリコプターの方が有効。また都市が多く存在するので補給車は必 

要ない。比較的時間がかかるので、じつぐ0.と取り組もう。 

• POINT* 

道路がないため、歩兵の移動には輸送ヘリを使った方がよい。主に戦闘が行 

なわれるのは川の中流付近である。このマップでは、物量作戦が決め手となる 

ので、装甲車、ゲバルトなどを大量に生産しよう。中立都市はできるだけ占領 

して資金元としたい》南東にある中立都市群を占領出来れば、資金面で有利な 

立場に食fる。 

• HINT* 

□青一中立都市の獲得が勝利への鍵 



保有する都市の数が赤軍に比べてかなり少ない。また、首都付近の中_立都市 

が少ないため、序盤戦では不利である。最初は、中立都市の確保を目標にしよ 

う.。まず輸送ヘリで歩兵を運こぶ。それと同時に北部に向けて地上ユニットを 

動かし、ある程度のユニットが集まるまで川の西側で待機している。そして時 

期を見計らって川を渡る。一方、首都近辺では一直線にこちらに向かってきた 

敵軍と戦闘が始まる。ここで敵軍を食い止められれば勝利の光が見えてくる。 

E-tまでくれば後は物量戦だ。川の東に残っている戦力が、敵の首都を攻める 

の■に十分であれば、そのまま首都に向けて進撃する。もし無理なようであれば、 

至急近くのユニットを援軍に出す6 iにかく量で勝らなければ勝利はない。 

目標夕ーン 30ターン〜40夕ーン 

□赤一最初から最後まで物量作戦 

保有都市が多く資金に恵まれているので、兵器を量産し、敵軍首都をめざし 

て直進する。途中にある中立都市はすべて占領していく。また、同時にマップ 

南東の中立都市にも出兵して、財源の確保に努める。歩兵は15ヘックス前後ま 

での距離を歩かせるユニットと、輸送ヘリなどを使うユニットと二通り作り、 

首都からの距離に応じて使い分ける。地上ユニットはレオパルド2や装甲車を 

生産する。特に装甲車は安価で量産しやすいユニツトなので、£んどん戦線に 

参加させよう。中盤では兵器を無駄にしないように、防衛にも気を使いながら 

前進する。終盤に入ったら敵国の防御の弱そうな所を見っけて突っ込む。1力 

所を徹底的に攻めれば、そのうち歩兵の通れる穴が空くはずだ。 

目標夕ーン 25ターン〜35夕ーン 



HANTO 
色別難易度：青☆☆☆赤☆☆ 

• VIEW* 

半島の付け根に赤軍の首都、半島の先端に青軍の首都がある。中立都市は赤 

軍首都の付近に多 <存在し、北東の中立都市も赤軍の方が近いので経済的には 

赤軍が優位に立っている。 

• POINT • 

首都間に海が広がっているので、航空戦力は有効である。しかし空港の数が 

少ないので、補給車から補給を受けられる航空ユニットは重要な役割を果たす。 

一方、都市は多いので地上ユニグトに対する補給は必要ないだろ.う。 

争HINT拳 

□青——数少ない中立空港を確保することがポイント 

首都の付近の中立都市が赤軍に比べて少な叭5*中立都市を多く占領したいが、 

広範囲に散らばっているので、防衛線が長くなり非常に守りづらい。そこで、 

一度確保した中立都市は、戦車部隊などを送って確実に自国のものにしたい。 

敵軍の主力部隊をそちらに引きつけておき、その間に半島内側の道路を通って 

道沿いにある赤軍が占領した都市や空港を、逆に占領していく：のもよい。しか 

し、同時に道路脇の森にいる敵の戦車隊を叩く必要がある。一方、敵の主力部 
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隊を半島中心に引きつけておいて、輸送ヘリ数機とA_10なと©対地攻撃機で 

防衛力が手薄な敵軍首都をいっきに落とすという作戦も考えられる。しかし、 

敵に気づかれると、敵軍首都の守りが厚くなってしまう。そこで、敵軍が32ユ 

ニットすべてを作り終るまで敵軍の攻撃に耐え、すべての敵軍部隊が半島中心 

に行ってしまってから攻撃を開始する。また、こういうゲリラ的な戦法ではな 

く、.都市を1っずっ落と：していく方法もあるが、中盤までは相当苦戦を強いら 

れる。 

目標ターン 3〇ターン〜4〇夕ーン 

□赤一航空戦力を有効的に活用する 

首都付近の中立都市を押さえた後、右上の半島の中立都市を占領し、続いて 

左上の半島に進出するという戦法もあるが、敵の反撃をもろに受ける。そこで、 

占領した中立都市の防備を固めてから進出する。敵の進入を防ぐために、半島 

内側の道路沿いの森の中に戦車隊を忍ばせておく。湾内の小島の空港は補給基 

地として重要なので、.必ず確保する。中盤以降敵は首都から離れてしまうの■で、 

輸送ヘリを使いいっきに敵首都を落とす。敵首都の手前には広い土地があるの 

で、上陸は容易だ。敵は首都付近に、ゲバルトやローランド2を配備している 

が、数が少ない©で問題はない。資金に余裕があるので、序盤戦から航空兵器 

を生産できる。資金的に余裕があるからといって、高価な航空兵器を生産する 

必要はない。ハリヤー、A—10、ヒューイコブラなと'で十分である。全部で3 

2部隊しか作れないので、無駄な部隊は作らないように注意する。 

目標ターン 30ターン〜40夕ーン 



Setonaikai Wars 
色別難易度：青☆☆赤☆☆☆ 

【大戦略88】【大戦略X1] 

☆国の数： 2 

☆首都の位置：青（3, 23),赤（36, 23) 

☆首都間のS離：青赤33 

☆保有都市•空港：青（ 4 :1),赤（ 4 

:1) 

☆中立都市：17 ☆中立空港： 3 

• VIEW* 

その名の通り、瀬戸内海を中心として福岡（青)、大阪（赤）を首都とした 

2国が戦闘を行うマップである。マップの地形は98版での「SETONAIKAI 

Wars」と同様に、実際の日本地図をもとにデザインされている。マップ内に 

は本州、四国、九州が存在し、それぞれの陸地間を陸上兵器が行き来できるよ 

うに、紀州一四国間、山陽一四国間、九州一山陽間、九州一四国間の4ヶ所に 

橋が架けられている。98版のマップと比較すると、マップ全体のサイズが小.さ. 

くなってしまった分、平地や森、荒れ地などが少なくなり、道路が非常に目立 

ってみえる。両軍®首都がマップの左右両端に存在する上、陸路が非常に狭い 

ため、両軍の接触は比較的遅い。 

參 POINT « 

両軍ともに地理的な軍事力の優劣はそれほどない6そのため長期戦になりや 

すい。マップ全体の中で海の占める割合が非常に大きく、また大陸間の橋渡し 

となる部分が限られているので、陸上兵器の移動や陸上兵器同士の戦闘は非常 

に困難である。いかに軍事資金をため、早い時期で対地上用の航空戦力を投入 

できるかが勝敗を決定する。 



• HINT* 

□靑一九州内の中立都市にこだわらない 

北方、東方の中立都市へ向けて出兵し、下関、香川なと'の一帯を押さえた後 

に九州地方を占領するのが一般的な戦略。しかし首都後方に進撃する際には注 

意が必要である。九州一帯の中立都市を占領するめに必死になっているうちに、 

気がつくと四国.下関まで進軍してきた赤軍の強力な部隊によって、せっかく 

取った自国の都市や空港を抵抗する暇もなく奪い取られてしまうことがよくあ 

る。九州の中立都市を占領するのは将来的にも大事なこと卺はあるが、時間と 

戦力を必要とすることを忘れてはならない。前方に6、後方に4程度の心構え 

で戦力を割り振るようにしたい。自国の首都より後方に中立都市が用意されて 

いるため、持久戦になった場合比較的楽に戦闘を続けることができる。逆をい 

えば土壇場に追い込まれても、なかなか首都が陥落することはない。ただし青 

軍、赤軍が同じ程度の都市、空港を保有している場合、青軍の守るべき範囲が 

広くなってしまう。Uりじりと後退を余儀なくされる前に航空兵力、特に対地 

上攻撃のために爆撃機を導入する必要がある。 

目標夕ーン 9 0夕一:■15 0夕ーン 

□赤持久戦は不利。早めに勝負をつける 

序盤戦では、北方、西方の中立都市へ向けて兵を派遣する。その場合に無駄 

なく軍隊、特に歩兵、工兵を進めて中立都市を占拠する，いちばんよい方法は、 

歩兵、工兵の部隊を首都から遠い都市を受け持つ部隊と、近い都市を受け持つ 

部隊の2つに分けることだ。先行する部隊に道を阻まれて進めることができな 

い、などという失敗は絶対に犯してはならない。また、マップ内にある3つ© 

中立空港を、早い時期で占拠することに努力を払う。空港を保持していな_けれ 

ば、せっかくの航空機も宝の持ち腐れになってしまう。青軍と比較すると攻撃 

する場合には有利だが、いったん防戦に入ると途端に力をなぐしてしまう。首 

都より後方に都市がないため、持久戦になると非常にもろい。陸上兵器は途切 

れないよう生産し続けることが大切だ。 

目標夕ーン 80ターン〜120夕ーン 



poison needle 
色別難易度：衰☆☆☆☆ 

拳VEW攀 

頭を起こし敵を威嚇する蛇のような山脈が中央に連なり、マップを東西に分 

断している。首都間を結ぶ道路は山脈を大きく迂回するものと、山脈を貫くも 

のが各2本ある。装甲車を除く車両は、いずれかの道路を使用しなければ敵国 

に攻め込むことができない。青軍が首都を置く東側は、大河が流れ、山地や荒 

地が多く、移動の際にかなりの制限を受ける。反面、防御にまわった時は楽で 

ある。加えて、中立都市と中立空港が赤軍の占める西側に多くあり、地形的に 

も経済的にも赤軍が有利な条件にある。首都間の距離はかなりあるが、中立都 

市と中立空港が山脈を貫く 2本の道路の中間あたりに集中しているため、接触 

は早くから起こる。赤軍が順調に都市を占領し、物量作戦を行えばプレイ時間 

は短くなるだろう。 

鲁POINT春 

中央に山脈が連なり、車両では山脈を越えるのに道路を通る以外に手立てが 

ないため、航空戦力はかなりの戦力となる。もっとも主力戦力がぶっかる中立. 

都市群から空港が離れており、戦車戦となるために、ヒューイコブラやコルセ 

ァが有効だ。また、機動力のある装甲車もかなり有効である。補給車は都市- 

空港が集中しているので不可欠。中央の中立都市群と、山脈を貫く 2本の道路 
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を押さえるeとがボイントだ。 

• HINT* 

□青——敵をゆさぶり強力な戦車部隊で勝利をつかむ 

山脈を貫く 2本の道路をすばやく装甲車で縫うように進み、吹き矢から放た 

れた毒針がごとく鋭く敵の出端をくじぐ。機先を制して敵を倒し、時間を稼ぐ。 

距離的にいって、都市群と空港を押さえることは難しい> 戦況が悪くなったら 

無理をせず退却する。この先発隊が時間を稼いでいる間に山岳道を山を利用:し 

て封鎖する。この時、戦力は中立都市群の方面へ3分の:2、中立空港群へ3分 

の1の割合で配備する。山脈を迂回する道路は、移動に時間がかかり、都市が 

少なく補給もできず、また戦力が大きく分散するな..と' の理由によりあまり有効 

ではない。東側に点在する都市を占領し、敵が攻めてきた場合にも援軍が来る 

までの足止めができる程度の戦力を向ける。経済的に不利なので、敵が戦力を 

蓄える前に空港の集中する方面で攻撃をしかける。攻撃はできるだけ山や森の 

地形効果の高い所から行い、同時に退却路を確保して被害を受けた部隊が完全 

な部隊とスムーズに入れ換えられるように配置する。この攻撃の目的は敵の戦 

力を都市の集中する方面からこちらに引きつけ，分散させることにある。敵が 

戦力を空港方面に移したら、都市方面でも航空戦力の援護を受けながら同じよ 

うに波状攻撃をかけ、経験を積みながら敵の戦線を後退させる。うまく都市を 

奪取できたら、財源の数は大きく逆転する。戦力を整え、経験を積んだ部隊を 

先頭に敵の戦線を縮小させていけばよい。 

目標夕ーン 25夕ーン〜35夕ーン 

□赤一財源を確保し物置作戦で押しまくる 

序盤戦では、中立都市群と中立空港群を制圧し、経済的に圧倒的な優位に立 

つ。距離の面からみて、あまり苦労しないで制圧できるだろう。同時に山岳道 

を利用して封鎖したい。先に敵に山岳道で©主導権を握られてしまづたら、山 

からの攻撃を受けないように離れて包囲する。敵の突撃で戦線を分断されるこ 

とのないように、守備範囲には穴を開けてはならない。敵を山脈で足止めでき 

たら、豊富な財源で戦力を増強して物量作戦により敵を圧倒する。 

目標夕ーン 20ターン〜30夕ーン 



Desert Knights 
色別難易度：青^六^ #☆☆☆ 

春VEW參 

マップの名前から分かるように、砂漠がその大半を占めている。中央には大 

きな湖があり、1本の川がそこに流れ込んでいる。こ_の川により、青軍はその 

行く手をはばまれたかたちになっている。マップの周辺は平地。中立都市や中 

立空港は、全体的にばらまいたように点在している。 

暑POINT參 

首都間の距離はそれほど離れてはいないが、あいだにある川が大きな障害と 

なっている。砂漠が広いため、地上ユニットは移動に際して制約を受ける。そ 

の点地形上の制約を受けない航空ユニットは重要な役割を果たすが、空港の数 

が少ないため、ヘリやハリアーなど補給車から補給を受けられるユニットが特 

に活用しやすい。地上ユニットも砂漠上では大量に燃料を消費するので、補給 

車は不可欠である。攻撃時には補給車が打撃を受けないように守りたい。補給 

車が全滅してしまうと、再び前線まで送り込むのに時間がかかって作戦に大き 

な影響が出てしまうからだ。 

• HINT* 

□靑一少ない資金をうまく活用する 



敵軍は最初（X=2, Y=22)の空港を占領し、ここを補給基地にしT攻撃をし 

かけてくるので、首都付近にローランド2やゲバルトなどを配備して、敵を迎 

え撃っ。その間に（X=38, Y=1)の空港を確保する。ただし、この空港は首都 

の近くにある空港とかなり離れているので、輸送ヘリなどで寄り道をしている 

と、燃料切れで墜落することもあるので注意が必要だ。また、この空港には敵 

部隊が攻撃してこないので、一度確保したら部隊を引き上げて他の戦線K回し 

た方がよい。地上部隊は戦車隊を中心に行動させるが、燃料切れを防ぐために 

必ず補給車と一緒に行動することが必要だ。湖岸にある（X=22, Y=21)の都市 

は必ず確保してこれを死守する。敵の攻撃がゆるんだら、（X=29, Y=37)の空 

港、および周辺の都市を占領する。ここまでくれば、勝利は目前だ。また（X 

=22, Y=21)の都市周辺に補給車部隊を待機させておき、ヘリやハリアーなどの 

補給を忘れないように。 

目標ターン 40ターン〜50ターン 

□赤一首都付近の中立都市•空港を制圧して財源を確保 

最初に（X=2, Y=22)の空港を確保する。ここは、補給基地および前進基地 

となる。青軍と同様に補給車は重要な役割を果たす。しかし、初期の段階では、 

地上Aニットに対する補給だけで十分である。航空ユニットは（X=29, Y=37) 

の空港を占領して使用する。序盤戦では、青軍よりも資金的に優位に立ってい 

るので、その立場を利用していっきに攻めるのが勝利への近道である。A—1 

0などの対地攻撃機をフルに使って敵戦車部隊をつぶしていく。(X=2, Y 

=22)(X=29, Y=37)の空港を航空機の補給基地として活用し、敵首都を攻め落 

とす。敵はローランド2やゲパルトなどで応戦してくるが、装甲車や対地攻撃 

機を使ってこれらを撃破する。敵に補給するための時間を与えないようにする 

ことが大切だ。 

目標ターン 40ターン〜50ターン 



Burning leaf 
色別難易度：青☆☆☆赤☆☆ 

• VIEW* 

マップ中央に木の葉状の大きな半島があり、この半島を舞台として青.赤軍 

の戦闘が行われる。このマップの名前の由来はこの半島の形状からきているの 

だろう。半島の先端である南西部に青軍が配置され、大陸と陸続きになってい 

る北東の一角に赤軍が配置される。半島を縦断する3本の大きな街道、またそ 

の脇に点々と存在する中立都市や空港がこのマップの特徴といえる。半島を走 

るすべての街道は荒地や山岳によって途中で切れている。特に中央の街道以外 

は青軍に近い地点で川により分断され、一般の陸上兵器の侵攻を難しくしてい 

る。また.、マップの東側を走る街道は森林によって隠されている部分もある。 

半島の中心を走る街道は、両軍の最短距離を結んでいるため、戦闘は比較的早 

い時期から起こる。 

• POINT* 

半島を縦断する街道の周辺には、森林、荒地、都市などの遮蔽物が多く存在 

する。これらの地理的な要因をいかに戦闘へ持込み、有利にことを進められる 

かが問題である。歩兵を進めるのが難しいので補給車が活躍するマツプでもあ 

るP両軍ともにいえる&&は、街道沿いの中立都市をなるぺ《事:ぐ_軍の領条 

とし、そこを拠点として戦闘を行うようにすることだ。反面、戦局がこう着し、 



先にユニットを動かす方が負けるという悪いパターンに陥りやすいともいえる。 

• HINT* 

□青一戦力を絶やさずに遠隔地を侵攻 

このマップでの問題は首都に近い位置を流れる2本の)IIである。この川のせ 

いで大部分の陸上兵器は迂回しないかぎり、侵攻することができない。序盤は、 

川を渡ることのできる装甲車と輸送ヘリ®部隊で両サイドへ侵攻する。この方 

法では一つ一つのユニット.に力がない分コストは安いので、遠隔地に侵攻した 

場合でも戦力を途切れさせないようにすると効果的である。中央の街道では障 

害となるものは荒地だけなので、レオパルド2を中心とした強力な戦力を送り 

込むべきだ。もちろん歩兵、工兵も輸送し、都市を重点的に占拠するよろ,teす 

る。ところで、北西にある3つの都市は、実際には戦場とならない地域なので、 

通常の戦略では最初から最後まで財源としての機能しかない。中央の街道に赤 

軍の主力が集まりやすいので、首都近辺の荒地を拠点として防衛し、両脇の街 

道に沿って赤軍首都へ攻め込むのがベストだ。 

目標ターン 30ターン〜45ターン 

□赤一序盤戦での中立都市の確保が勝利への鍵 

首都周辺にある中立都市の数が青軍のより多いので、有利に戦いを進めるこ 

とができる。これらの都市を財源とすれば、絶え間なく戦車や装甲車を戦線に 

送り出すことができるからだ。序盤戦では、中立都市は首都周辺を占拠するに 

とと'め、前線に近い部分では空港を重点的に占領しておけば、後半での航空戦 

で非常に楽に戦うことができる。一般的な戦略としては、レオパルド2や装甲 

車によって前面をかため、後方には歩兵、工兵を載せた輸送車とい.った部隊を 

押し進める。そして、戦費をたくわえた時点で空港をフルに使い、青軍©ま力 

陸上部隊に爆撃を行うのがよいだろう。戦線が青軍に近くなりやすいので、前. 

線の部隊が戦力を落とす前に増援部隊を送ることを、忘れないように注意しよ 

目標夕ーン20ターン〜30夕ーン 



Sample—01 
色別難易度：青☆☆赤☆☆☆ 

【大戦略88】【大戦略X1】 
☆国の数： 2 

☆首都の位置：青（12, 39),赤（23, 3 ) 

☆首都間の距離：青赤36 

☆保有都市•空港：青（1: 0 ),赤（ 3 

: 3) 

☆中立都市： 28 ☆中立空港： 4 

• VEW 參 

中央よりやや南側に横たわる大きな山岳地帯をはさんで、南側に青軍、北側 

に赤軍の首都がそれぞれ位置している。両国はその山岳地帯の西側を通ってい 

る道路で結ばれている。東側にも道路が通じているが、川や森などで途切れて 

いるので使いにくい。赤軍は、始めの時点で都市をいくつか保有しており、付 

近に中立都市が多くあるので、経済的に有利な立場にある。10ターン前後で、 

両軍は接触するが、敵軍首都の占領までは相当の時間がかかる。詰めの段階に 

入ってからが長いが、つまらない失敗をしなければ確実に勝利をつかみ取れる 

だろう。 

參POINT參 

中央の山岳地帯が主戦場になるので、ここに攻撃力のあるユニットを集結さ 

せる。ここが突破できない限り、敵軍首都の占領はまず無理である。航空ユニ 

ットは歩兵の輸送以外はあまり必要ない。資金を無駄に使い込まないように、 

敵の航空ユニットの様子をうかがいながら、対空ユニットの生産を行なう。山 

岳地帯における戦闘ですべてが決まる。 



□青一山岳地帯の西側に防衛の拠点を築く 

まずは近くの中立都市の占領から始める。そして、資金がゆるす限り装甲車 

を生産する。南にある中童都市へはゲバルトなどの対空ユニットも配置する。 

次に山岳地帯の西側に兵力を集中する。ここは、防衛上重要な拠点となる。こ 

こで敵軍を突破できたら、あとは首都をめざして一直線に進むだけだ。もし、 

ここでの戦闘に負けそうになったら直ちに首都の周辺で装甲車を量産して、自 

軍首都の防衛に全力をあげる。この際の戦闘は質より量で勝負し、山岳地帯® 

南側にいる敵のユニットを全滅させる。終盤では、できるだけ敵のユニットと 

の接触を避けながら敵首都に接近。そして、一点に集中攻撃をしかけ敵首都を 

落とす。 

目標夕ーン 40夕ーン〜50夕ーン 

□赤一序盤における有利な立場を生かす 

初めから多くの都市と空港を保有し、かなり有利にゲーム運びができる。し 

かし油断をしていると、青軍に互角の戦いを強いられる。有利にゲームを進め 

るために、終盤で物量作戦が取れるように、占領できる都市はすみやかに占領 

しておこう。南の方へ歩兵を運ぶ場合は,、.へ*;>:コ_プターを使う。チャンスがあ 

れば山越えも可能だ。山岳地帯の西側へはできるだけ早く兵器を集め、有利な 

体勢のまま戦闘を始めたい。この場合、レオパルド2や装甲車などの攻撃力を 

持っものと、都市占領のための歩兵ユニットを集め長期戦に備える。そして余 

裕があるようなら、装甲車に山越えを敢行させる。この戦闘に勝てば勝利は，目: 

前。山を越えた装甲車も加えて敵国首都を攻め落とそう。 

目標ターン 30ターン〜40ターン 



Art of War 
色別難易度：青☆☆赤☆☆ 

【大戦略88】【大戦略X1】 

☆国の数： 2 

☆首都の位置：青（ 3, 35),赤（36, 3 ) 

☆首都間の距離：青赤49 

☆保有都市•空港：青（1:1),赤（1 

:1) 

☆中立都市： 22 ☆中立空港： 2 

籲VEW參 

六角形をベースとした非常に整った形をしている。全体を鼓（つづみ）よ 

うな形に道路が走っ.1Tいて、その南西と北東とにそれぞれ青軍と赤軍の首都が 

位置している。ほぼ中央には六角形の島があり、それを囲むように湖がある。 

そのまわり:角形の砂漠があるsさらに砂漠のまわりに湖があり、その外は 

平地となっている。そして外周は山岳地帯によって囲まれている。青軍首都か 

らは中央にある島の西側まで、また赤軍首都からは砂漠の東側まで道路がまづ 

すぐ！®びている。中央の島には中立都市がまとまってあり、砂漠にも内側の湖 

沿いにも多くの中立都市がある。これらの，中立都市は、資金源として重要な存 

在であるからぜひとも獲得したい。最初の接触は比較的早く起こる。また、終 

了までにあまり時間がかからない©で、手軽に楽しむことができる。 

春POINT參 

序盤戦では両軍とも資金がなく、中立都市の占領が目標となる。ある程度資 

金がたまってきたら、主要兵器の生産を始め、敵軍首都に向けて進軍する。こ 

の場合、航空ユニットを使っていっきに攻め込みたい気持ちになるが、かなり 

資金に余裕があるか、敵国首都近く®空港を占領している場合を除いては避け 

るべきだ。装甲車などを量産して少しづつ近づくのが得策である。 

84 



• HINT* 

□青一中立都市の早期占領が勝利への道 

序盤戦は地理的に見てやや有利。まず中央の島#中立都市と砂漠の南側、マ 

ップの南東、北西の角にある中立都市に向けて歩兵を送る。特に、南東隅の都 

市は後半の攻撃の拠点となる©で、確実に押さえて_おく。.都市まで道路が続い 

ているので、移動には輸送トラックが使える.0ヘリコプターよりも安価である 

ため資金の節約になる。2ターン:自以降は装甲車を、北へ配置する2~3台を 

除いて、東の占領した都市付近に集結させる。補給車もあると便利。それに対 

し赤軍はレオパルドで応戦してくる。そこで、束になって先手攻撃を仕掛ける。 

もし資金があれば、A—10.な■どの航空ユニットの力.居借りるのも得策だ。 

目標ターン 30ターン〜40夕ーン 

□赤——装甲車の効率的運用で戦端を開く 

中立都市が占領しづらい位置にあるので、序盤戦では資金難が続く。西の角 

にある中立都市、空港には先に装甲車を送り、青軍に占領されるのを阻AUir 

おく。歩兵はその後から輸送ユニットで追いかげ都市へ入る。南の中立都市に 

はゲパルトと装甲車をそれぞれ1台*っ配置“ておけばよい。2ターン目から 

は、1ターンに2ユニットくらいづつ装甲車を生産し西に送り込む。そレで:歩 

兵が都市、空港を占領するまで、平地がくびれている部分に兵器を集結させて 

おく。そし_て占領が済んで歩兵が輸送ユニットに乗ったら、攻撃を開始する。 

敵はレオパルドやゲパルトで攻撃してくるが、ここを突破できれば勝利は近い。 

目標夕ーン 2 5夕ーン〜3 5ターン 



ARCHAPELAGO 
色別難易度：青☆☆，☆☆☆ 

籲VEW參 

大小様々な島がちりばめられ、北西には青軍が、南東には赤軍が首都を置く 

島がある。中央には大きな島が2っあり、それぞれが青軍と赤軍の主力を置く 

支配地となる。島々はいくつかの小島以外は陸路によって結ばれ、渡れるよう 

になっている。中立都市、空港は各島に点在している。首都間の距離が遠く、 

移動するにもかなりの制限があるため接触は遅い。地形的にみて、航空機が派 

手な活躍をするだろう。 

參POINT籲 

マップ全体が島の集まりであって、島々を結ぶ道路も1へクス分の幅しかな 

<v簡単に封鎖されてしまうため、航空機は不可欠だ。制空権を握ったものが 

勝利をつかむことができる。しかし、空港の数が航空機に比べて少なく、ハリ 

アー、ヘリコプターへの補給には補給車を使用した方がよい。当然、ゲバルト、 

口ーランド2は不可欠。軍事ポイントは北東の都市、空港群になる.。 

• HINT* 

□青——檐動力を生かして主導権を握る 

戦力を3つに分け、中央の島へ5分の3、北東の島へ5分の2、南西の島へ 



S分の1の割合で部隊を送る。先発隊は装甲車と歩兵をヘリに載せ、すばやく 

各島の中立都市、中立空港を占領する。もし、中央の島を制圧できないど苦戦 

を強いられる。北東、南東の島に敵が来るにはかなり時間がかかるので、楽■に 

占領、封鎖できる。敵はかなりの戦力を都市や空港の多い北東方面に投入して 

くる。赤軍の占める南側中央の島の突破が困難であったら、無理に戦うことは 

ない。北東方面に攻めてくる敵の撃退と都市、空港を制圧するための援軍とし 

て戦力を振り向ける。ここを押さえれば、経済的にも地形的にも有利な立場■に 

立てる。あとは、物量作戦でいっきに攻めるだけだ。 

目標夕ーン 20ターン〜30ターン 

□赤一右上方面を制圧して攻めの足場を築く 

まず最初に、南側中央の大きな島を押さえ、そ.as主力を置いて各方面へ戦 

力を移動させる拠点とする。中央の島を押さえられれば、北東の都市、空港群 

への出兵が迅速に行え勝率はよくなる。しかし、思い通りにはいかないだろう。 

これと同時に東北から2番目の島その横の空港のある島を押さえる。都市 

のある島は必ず手に入れたい。とにかく東北の都市、空港群を制圧することが 

第一目標である。この島の制圧に成功したら、戦力を整えて両翼から中央の島 

を包囲して攻め落とせば、勝利は目前だ。 

目標ターン 20ターン〜30夕ーン 



HEXAGONY 
色別難易度：青女六六女赤☆ 

• VIEW* 

海に浮かぶ六角形の島である。外側から平地、川、砂漠、森、山、道路、平 

地、荒地、山、砂漠と各種の地形が一列づつ六角形の辺に沿って並んでいる。 

中央の湖の中に浮かぶ島には、赤軍の首都と都市、空港がある。青軍の都市は 

島の頂点に位置している。中立都市と中立空港は、中心から各頂点にのびる放 

射線上にある。図形的に非常に美Lい形をしており、他のマップとはひと味違 

つた戦略が楽しめるだろう。 

拳POINT參 

中立都市、中立空港は数多く存在するので補給車は必要ない。島が小さいた 

め足の速い航空ユニット、特にF—16はその威力を十分に発揮できる。また川 

や山が多く存在するので、戦車などは遠回りを強いられる。その点、装甲車は 

迅速な行動が期待できる。 

• HINT# 

□青——財政難の打開がポイント 

自国の都市が首都から離れた位置にあり、その大半は敵の手に落ちてしまう。 

空港が設定されていないので、（X=11、Y=19)の中立空港は必ず占領して 



これを死守する。敵軍首都からこ.©空港までは道路が通じているので、敵は戦 

車部隊などを前面に出して攻撃してくる。そこて％両側の山岳地帯に装甲車を 

配備して敵を食い止める。特に、遠方の3都市はすぐに敵の手K落ちTしま*， 

しかし、首都に近い£つ©都市は敵の手に渡してはならない。また、先述の空 

港付近の中立都市も占領しておく。敵は地上ユニットを首都のある島でしか生 

産できない。また、この島から外に通じる道路は2本しかない®で、自国首都 

め正面の道路上にA—10などを配備すれば、進出を防ぐことが'できる。敵は地 

上ユニットが生産できなくなると、湖周辺の空港で航空ユニットも生産して攻 

撃してくる。長期間に渡って敵の島に通じる道路を封鎖し艺いると、かえって 

不利になるので注意が必要だ。最初から財政的に有利な赤軍は、強力な部隊で 

残りの中:t都市を占領してさらに有利な立場に立づ&そして、圧倒的な勢力で 

攻撃してくるので、生産コストの低い輸送トラックや歩兵を島の外側の道路を 

敵の後方に向けて走らせる。そして、敵の注意を敵首都後方に引きつ;けている 

間に、外側から都市や空港を1っずっ確実に占領して_いく。.そうすれば、獅 

首都を攻め落とすことは、それほど難しくはなくなる。 

目標夕ーン 40夕ーン〜50夕ーン 

□赤多大な資金をバックにいっきに攻め落とす 

中立空港、中立都市には恵まれて__いる。また、首都が中央®小島にあり、防 

衛的にも有利な立場にある。反面、地上ユニットの生産がこの島の内部でしか 

できず、外に通じる道路が2本しかないのて《、島内に地上ユニットがたまらな 

いように注意したい。まず、敵首都との中間に位置する（X=11, Y=19)の空港 

を占領する。ここを取ってしまえば、敵は航空ユニットを生産で'きない边で必 

ず獲得したい。続いてこの中立空港付近の中立都市を占領する。こうなると、 

敵は首都でしか地上ユニットを生産できなくなる。敵の地上ユニットが川を渡 

るために迂回している間に、いっきに敵首都を叩く。 

目標ターン10ターン〜20夕ーン 



GEMNILM 
色別難易度：青^女六六赤☆☆ 

• VIEW* 

入り組んだ海岸線を持つ中央の大陸には平地、森林、山岳地帯、砂漠、湖な 

どさま#'まな地形が存在する。そして大陸の周辺には多数の島がある。これら 

の大陸と島には、赤軍の都市と空港が星のようにちりばめられている。一方、 

青軍は左端にある小さな島に押し込められている。中立都市、中立空港は一つ1 

も存在しない。一見してわかる通り、赤軍は圧倒的に優位な立場に立って.いる。 

• POINT* 

両軍の首都は遠く離れており、広大な大陸が横たわっている。空港の数が少 

ないので、防御に重点を置いてしっかりと確保しておき、有効に活用する。ま 

た補給車の運用も重要なポイントとなる。大陸には、山岳地帯や森林が広がっ 

ているので、地上ユニットの防衛にはかなり適している。足の速い装甲軍が活 

躍するだろう。 

• HINT# 

□青一序盤戦における敵の都市の確保が鍵 

周囲を海に囲まれた小島に首都があるので、地形的にみて首都の防衛は楽で 

ある。反面、進出する時は使える地上ュニットが限定されてしまうので、苦し 



い立場になる。首都防衛のための車両を除いて、歩兵、工兵、装甲車以外の地 

上ユ.二，卜は必要ない。序盤戦では輸送ヘリを多く作り、1つでも多くの都■市 

を占領することを目標にする。最初に（X=15, Y=37)の小島の空港を確保して 

これを死守する。そしてここを航空ユニットの前進基地として利用する。次に、 

自国の首都付近と川沿いにある敵の都市を、敵が攻撃してくる前に占領する。 

余裕があれば、（X=11, Y=17)の都市も手中に収めたい。このあたりまで進む 

と敵軍と接触するが、防衛線を張って占領した都市を守る。地形をうまく生か 

して、平地脇の森の中に装甲軍を配備して、敵の装甲車や戦車を食い止める。 

しかし、防衛線が広域にわたるので、装甲車だけでは敵の進出を阻むことがで 

きない。そこで、資金がたまったら、A—10やコルセアなどで、敵部隊を後退 

させる。万一防衛線を突破されたら、後続する輸送ヘリや輸送トラックは必ず 

叩いておぐ。占領した都市の防衛に成功したら、他の都市を次々と落としてい 

き、敵首都へと接近する。 

目標夕ーン 40夕ーン〜50ターン 

□赤一莫大な資金に甘えると命取り 

数多くの都市を保有し資金的には恵まれている。高価なユニットも購入でき 

るが、必要のない部隊は絶対に作らないこと。敵首都を攻める時に、必要な部 

隊が作れなくなるからだ。空港の数が少ないので有効に活用したい。敵首都に 

近い（X=15, Y=37)の空港は、首都を攻めるときの補給基地となるので.、絶対 

に敵に渡してはならない。足の速いF—16を飛ばして、敵の輸送ヘリを撃墜す 

る。もし空港が占領されてしまったら、増援部隊だけでも叩いておく。そして、 

A—10やコルセアなどで敵地上部隊を叩いて空港を奪取する。敵に占領された 

都市を奪い返すのはそれからでも遅くない。あとは、勢いC乗って敵首都を落 

とすだけだ。 

目標ターン30ターン〜40夕ーン 



Island Campaign 
色別難易度：青☆赤☆☆ 

籲VEW參 

2ヶ所がくびれた大きな島と、それと道路でっながった2っの小さな島から 

なるマップである。島の西南の端に青国の首都、東北の端に赤国の首都があり、 

島全体に都市がほぼ均等に散らばっている。空港は、青国と赤国が領土内に2 

っずっ持っているほかに、島の西南のくびれめ、西の小島、東の小島にそれぞ 

れ2っずっある。道路が島中を通っているから地上ユニットを前線に送り込む 

のは簡単だが、島©くびれめや島どうしをっなぐ道路という要所を敵におさえ 

られてしまうと、航空ユニット®支援なしでは突破が難しくなる。さらに、陸 

地が狭い割には都市が多くて予算がたまりやすいので、早いターンから航空ユ 

ニットが活躍する。 

• POINT* 

中盤戦では島の中央部が主な戦場となり、£こでの攻防が勝負のカギになる。 

陸地には森が多く、おまけに道路の両脇などの都合のよい位置にあるので拠点 

防御がしやすい。しかしこれは逆にいえば侵攻が難しいということでもある。 

役に立つ兵器としては、防御用として陸空に攻撃力のあるゲバルトか工兵、攻 

撃用としてF—16とA—10等の航空ユニットとレオパルドであろう。その他、 

輸送ヘリは兵員を運ぶために必要であるが、輸送車と補給車は特に必要ない。 
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また航空ュニットの運用を円滑にするため、’6つ©，中立空港のうち少なくとも 

4つは序盤戦において手fc入れておくべきである。 

• HINT* 

□青一初期の有利さを生かしそのまま押し切る 

青国はスタートした時点で13の都市を持ち経済的■に非常に有利になってはい 

るが、ぼやぼやしているとあづという間に25く ■らいの都市を取られて逆に不利 

になってしまう。戦いを有利に進めるためには序盤戦で少なCi：も3_5くらいの 

都市を取ってしまいた進出する地点は島の中央部と西の小島である。ここ 

をいっきに占領して、かづそのまま守備ができるように、輸送ヘリを4~8機 

使って工兵をビストン輸送する。首都近くの都市へは歩兵を自力で行かせれば 

よい。予算がたまったらすぐにF—16やA—10を生産して、.とにかく都市を奪 

われないように敵の兵員ユニットを集中攻撃して潰すか、敵の兵員が都市に入 

れないようfcじゃまをしておその後もレオパルド等の地上ユニフトの生産 

と並行して、予算の許す限り航空ユニツトを生産し、敵の前衛部隊をと'ん£ん 

攻撃して経済力をっけさせないようにする。こちらの地上ユニ々卜が前線に集 

結したら、航空ユニットと共に攻撃をしながら前進し、敵首都を取り囲んでし 

まえばよい。 

目標夕ーン 20ターン〜30ターン 

□赤一青の進出をいかにくいとめるか 

赤国は十分な戦力がそろうまではとにかく防戦のみである。その拠点として 

は島の東北のくびれの部分と東西2ヶ所の小島だろう。青国は豊富な資金を使 

って航空ユニットを次々に投入してくるから、こちらはそれに対抗する'ため 

ローランドやゲパルトを生産し都市や空港の周囲に配置しておく0また中立空. 

港を早めに占拠して敵の航空ユニットの補給地点を減らすようにしなければな 

らない。最初に生産するユニットは、輸送ヘリ2、輸送トラック2、工兵4、 

歩兵1といったところであろう。輸送ヘリは小島の空港に向けて飛ばし、輸送 

トラックはくびれめに向かわせる。青国は自国近くの都市を占拠しながら割と 

ゆっ< り進んでくるので、その隙にこちらは15以上の都市と4っの空港を手に 

入れる。後はこちらの航空戦力が充実するまで待ち、それから少しずっ都市を 

落としながら前進するようにすればよい。 

目標夕ーン 30ターン〜40ターン 



Battle of Forest 

【現代大戦略】 
☆国の数： 2 

☆首都の位置：青（4, 55)、赤（56, 2) 

☆首都間の距離：青赤78 

☆保有都市.空港：青（ 2 : 4 )、赤（ 2 

: 4) 

☆中立都市： 38 ☆中立空港：11 

☆各地形の占有率：山2.8%,荒地 
3.3%、砂漠 0%、森50.9%,平地 

32.3%,道路5.2%、水域3.8% 

參VEW參 

南北に流れる川と中央に連なる山脈を中心とした森林の多いマップである。 

対角の位置に青、赤それぞれの首都がある。河川はほとんど戦略、戦術に影響 

を与えないが、中央の山脈の存在によって東西の連携は航空戦力を除いて分断 

され、青軍、赤軍とも進撃路は山脈の東側と西側に二分されることになる。両 

軍とも地理的にはほぼ互角といってよく、東西の進擊路にどのように部隊を分 

けるか、どちら側に重点を置くかがポイントとなるだろう。山脈西側では、道 

路沿いの諸都市をめぐって、また東側では空港(X=30, Y=30)付近での激戦が予 

想される。 

春POINT參 

空港の数が少ないので、その確保と航空機の運用が勝敗に直結する。西側道 

路沿いの都市占領には歩兵の徒歩移動かトラック輸送でよいが、それ以外の兵 

員の輸送にはヘリコプターをすすめる。山脈をはさんでの兵員の輸送や森林、 

草原地帯での移動力の消費率など、トラック輸送に比べて格段に使いやすい。 

また戦闘時には、損害を受けた自軍部隊を撤退させるといった際に、敵航空戦 

略なとを引きつけることによって時間稼ぎもでき、非常時の予備兵力といった 

ような役割も果たす。ただ、その燃料の補給や、兵員搭乗時のユニットの充足 
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率など、運用が難しい面があるので注意が必要である。もちろん燃料補給のた 

めの補給車が必要となる。他に、山地や遮蔽物となる森林が多いため、しばし 

ば装甲車が有力な戦力となる。道路沿いを進む場合は、敵機の空襲に備えるた 

めの対空戦車も必要だろう。中央の都市、空港(X=30,Y=30)の奪取が勝敗の鍵 

である。 

• HINT* 

□青——空挺部隊の活用度がポイント 

西側の道路沿いの諸都市を占領しつつ部隊を北上させる。しかし、主力はあ 

くまで東側に置く。中央の空港(X=30,Y=30)占拠がポイントで、とにかく敵よ 

り早くここを取り、この空港に航空戦力を投入できるようになれば勝利は近い。 

赤軍より陸上兵器の展開が遅れる©で、最初に突入した空挺でなんとか支え、 

レオパルド2、ゲパルト対空戦車なと'の主力の到着を待ち、敵軍を駆逐する。 

西側の進撃路は無理して進むことはなく、最初は財源を取りこぼさない程度で 

よいが、戦況が好転してきたら敵の反撃を分散させる意味からも、ある程度こ 

の方面の部隊を強化して進むべきであろう。（X=30,Y=17)の空港が確保できれ 

ば進撃は容易となる。最終的には、東西の進撃路を別々に進んだ部隊が合流す 

ることによって、圧倒的に優勢な攻撃体制をとり、首都を防衛する敵軍を撃破、 

これを占領する。 

目標ターン 35夕ーン〜45夕ーン 

□赤一孤立した敵陸上部隊を擊破 

作戦のポイントは青と変わらず、都市、.空港(X=30,Y=30)の奪取が主眼であ 

る。コンピュータは、西側道路沿いの北上に重点を置き進撃してくるので、あ 

る程度こちらに部隊を割いて防ぎたい。中央の空港を取るのは比較的容易であ 

るから、ここを拠点に西側道路沿いに展開する敵部隊を戦闘ヘリやF-16、A-10 

などで空襲することが非常に効果的である。ただA-10の場合、足が短いこと 

と、敵がF-16なと' で帰還を考えない片道攻撃を仕掛けてくることがあるので 

注意が必要である。敵首都付近への攻撃では補給に適する自軍空港がなく、航 

空機による制圧効果が小さくなる。あくまで歴戦の陸上部隊を主力として攻撃 

し、敵部隊をせん滅、首都を占領したい。 

目標ターン 30ターン〜40ターン 



Fire Prairie 
色別難易度：青^女六赤☆☆☆緑^^^黄セセセ 

【現代大戦略】 
☆国の数： 4 

☆首都の位置：青（ 2，57)、赤（57, S7)、 

緑（57，2 )、黄（ 2, 2 ) 

☆首都間の距離：青赤55、青緑82、青黄55, 

赤緑55、赤黄83、緑黄55 

☆保有都市•空港：青（4 : 3)、赤（2_ 

: 4 )、緑（ 2 : 4 )、黄（ 2 : 3 ). 

☆中立都市： 51☆中立空港： 35 

☆各地形の占有率：山4.9%、荒地 
4.3%、砂漠5.1%、森10.2%、平地 

51.4%、道路15.4%、水域5.4% 

參VEW参 

四隅に各国が位置するマップの一つである。4国とも初期条件はほぼ同じだ 

が、青国のみが経済的にやや有利となっている。マップは平地が主体となって 

おり、道路が全体を走っているので、地上ユニットがかなり速く移動できる。 

ただ、川が東西、南北に流れていて隣国に行くにはこれを渡る必要があるため、 

橋の付近に敵ユSヴKがいると足止めを食うこ占もある。都市は全体に散らば 

っているが、中央付近にはやや多めにある。都市の近くには必ず山岳や森、あ 

るいは川があるから、これらを有効に使えば比較的楽に敵を食い止めることが 

できるだろう。 

• POINT* 

平地が多い地形のため、レオパルドやゲパルト等の地上戦力を部隊の主力と 

して、航空戦力はそのサボートあるいは敵ユニットの迎撃用とするのが普通で 

あろう。地上ユニットについては特に必要となる兵器というのはない.ので、全 

体で対地.対空にパランスがとれてさえいれば、と'の兵器を生産するかはプレ 

イヤーの好みで選べばよい。ただ、マップが広くて都市や空港の間隔が離れて 

いるかft,首都攻めや首都間の移動の時には補給車が欠かせなくなる。できれ 

ば、2 ~ 3台ほしいところだ。また航空ユニ'ットについては、迎撃用としては 
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足の速いF—16やA —10、コルセアの方がよいが、首都攻めの時は敵首都の近 

< .{こ長時間留まる必要があるので、補給車からも補給が受けられるハリアーや 

ヒュイ3プラ©方が便利になってく苓.。： 

• HINT* 

□青•赤•緑.黄一中央部にすばやく進出する 

このマップではと'©国でプレイしたとしても攻め方にたいした違いはない。 

広さからいって経済戦をやるしかないわけだが、4ヶ国あるので1国を攻めて 

いる時に他の国をどのようにあしらうかがプレーヤーの腕の見せと’ころである。 

このマップでポイントとなるのは、中央■にある砂漠のまわりの4ヶ所の都市■ 

空港群である。ここを制すれば経済的にはもちろん戦略的にも優位に立ヴCと 

ができるからだ。中央部の都市を取りfcいく輸送ユニ'ツトは寄り道をせずに又 

ピードを優先し、途中の都市は後発部隊にまかせるようにするべきである。序 

盤戦ではここ以外に、だいたいマップの4分の1にあたる地域の都市•空港■を 

手に入れておけばよいだろう。この後戦力が充実するまでは.これ堪上領土をK 

げないで、もっぱら防御に努めるようにする。もちろんこの時には地形効果を 

十分に利用したユニット配置をとる。さて、各ユニットのレベルが上がってき 

たらいよいよどこかの国に攻め込むわけだが、.aンピュータプレイヤーは自国 

の:北または南の方面に多くの戦力を送り込む傾向があり、東西方面の守備は比 

較的手薄であるから、まず北または南隣の国に侵攻するようにすれば後方の守 

備をあまり気にしなくて済む。この時の各方面への戦力配分は、敵首都攻略に 

4、東西方向の守備に1、中央部の守備と予備に3といったところである。主 

力部隊は直線的に進行させるが、これと並行して中央部付近にある相手の都市 

を予備部隊で占領して経済力を削っていく:ことも肝要である。また、1国が弱 

体化してくるとそれに隣接した国がだんだんと勢力をっけて攻め込んでくる。 

例えば青国が黄国に攻めていって黄国が弱くなると、緑国も黄国に攻め込んで 

くるのである。だから、1国を占領した頃には別の国の部隊が割と近くまで来 

ていることが多く、次はこれを叩きながら進むことにな.るが、この時あらかじ 

め中央部に配置した戦力を使って両側から攻めるよにすると學く進めるだろう。 

1国を占領した後、普通は2国目、3国目と順番に攻めてい.く.が、残りの国の 

経済力が弱まっていれば2ヶ国を同時に攻め落とす.と..も可能である。 

目標夕ーン 75ターン〜85夕ーン 



Forest Encounter 
色別難易度：衰☆☆☆ ,☆☆☆像☆☆令黄☆☆令 

【現代大戦略】 
☆国の数： 4 

☆首都の位置：青（ 2, 57)、赤（57, 57)、 
緑（57，2)、黄（2，2) 

☆首都間の距離：青赤55、青緑82、青黄55、 
赤緑55、赤黄83、緑黄55 

☆保有都市•空港：青（2 : 3)、赤（2 

: 3)、緑（2 : 3)、黄（2 : 3) 

☆中立都市： 72 ☆中立空港： 50 

☆各地形の占有率：山2.1%、荒地 

1.1%、砂漠 0%、森52.9%、平地 
15.4%、道路12.2%、水域12.3% 

•VIEW* 

四隅£一つずっ国があるマップの一つであり、各国とも初期条件は同じにな 

っている。首都の近辺等一部には平地が多めになっている所もあるが、全体に 

森が多く、.しかも密集している。道路は割合としては多いもののあちこちで途 

切れているし、おまけに陸地が川によって寸断されたかたちになっているから、 

一見して地上ユニS*卜の移動がシンドソウだとわかる。しかし都市と空港の数 

が非常に多い（「現代大戦略」の15のマップ®うち、空港の数が1番多い）の 

で、地上ユニ=ットが移動しにくいかわりに航空ユニットが生産しやすく、また 

運用しやすくなっている。 

• POINT* 

地形を考えると足の遅い地上ユニットは主に防御用として使い、攻撃には航 

空ユニツトを多用する乙とになる。地上ユニットの内では移動力の点からレオ 

パルドより装甲車が、移動力と対地攻撃力の点からローランドよりゲバルトが 

それぞれ有利である。また工兵と歩兵ではやはり移動力を考えると歩兵の方が 

有利になる。さらに森が多いのでどの地上ユニットも最寄りの都市まで帰るの 

がけっこうたいへんだから、補給車があると弾切れの時などに便利である。ま 

た航空ユニットでは、足の速さと対空時間の点からF—16とコルセアが有利で 



• HINT* 

□青.赤.緑•黄一航空ユニットのローテーションをうまくやる 

4つの国のどれでプレイしても戦略あるいはゲームの展開にたいした違いは 

ない。強いてあげるとすれば、青または黄国でプレイした時、青一黄国間の戦 

いはマップ西端中央の川を挟んでの戦いになってお互いに防御がしやすいから、 

ここで相手を食い止めておいて主力を安心...して東に進められるが、赤•緑国に 

はこれほと'都合のよい場所はないということだ。このマツ，プでのポイントとな 

るのは、中央に位置する都市.空港群とここと道路で結ばれた4ヶ所の都市• 

空港群である。部隊の主力となるべき航空ユニタトを生産して活用するために 

は、この5ヶ所にある都市と空港がどうしても必要になるのだ。中央部をすば 

やく制圧するために、例えば第1ターンで輸送ヘリ3、輸送トラック3、歩兵 

6ユニットを生産して輸送ヘリを中央部に向かわせ、道路が通っている都市群 

へは輸送トラックを行かせることにすればよいだろう。また、他国の輸送ユニ 

f卜に対する防御のためにゲパルト等を早めに各方面に送り込んでおくこ.とも 

忘れないようにする。こ®時、中央部は早めに手に入れる必要があるが、その 

周辺の4ヶ所の都市群は自国の側の所を除いて無理に取りに行く必要はなく、 

後で敵ユニットが少なくなった時に出て行けばよい。さて、このマップでブレ 

イしていると部隊の半分くらいは航空ユニットになるだろうが、い< ら空港が 

多いマップだといってもその時々で使える空港（戦線から離れ過ぎていては使 

えない）はそう多くはないから、航空ユニットのローテーションをうまく.行わ 

なければならない。ここでものをいうのが中央部とその周りにある空港だ。例 

えば青国が黄国に攻め込む場合、まず（X=22, Y=19)の空港とそのすぐ南にあ 

る空港の2つが補給基地となる。ここでターンごとに2ユニットが補給を受け 

れば、滞空時間からいって1つのユニットは2~4ターンは飛んでいられるか 

ら常時4ユニット前後が戦闘に参加できる。戦闘で消耗したユニットは中央部 

の空港まで退かせて補充を受けるようにすればよい。 

目標ターン 75ターン〜85夕ーン 
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Blitz of 4land 
色別難易度：青^^六，☆☆☆☆緑女六黄☆ 

【現代大戦略】 
☆国の数： 4 

☆首都の位置：_f (29, 19)、赤（29, 40)、 
緑（48, 8 )、黄（ 6 ， 54) 

☆首都間の距離：青赤21、青緑24、青黄41, 

赤緑35、赤黄30、緑黄65 

☆保有都市.空港：青（ 4 : 2 )、赤（ 3 

:2)、緑（3:2)、黄（4:2) 

☆中立都市： 42 ☆中立空港：12 

☆各地形の占有率：山0.5%,荒地 
0.9%、砂漠1.1%、森20.3%、平地 

67.5%、道路7.1%、水域5.4% 

參VEW籲 

中央やや北に小さな砂漠、湖があり、森林が散在するものの草原がほとんど 

を占めるマップ。道路も各首都および中立都市を結んでおり、陸上部隊の移動 

に支障はない。空港の数もそこそこあり、空港間の距離も近く航空機の運用が 

しやすくなっている。4国の首都間の距離は近く、複数国の部隊とすぐに接触、 

戦闘となる。青軍と赤軍は、緑軍、黄軍にはさまれる形で、かなり不利のよう 

だ。プレイ時間は短くて済み、手軽に楽しめる入門編マップになっている。 

春POINT拳 

戦闘の初期には対地用にヒユイコブラ、対空用にゲパルト戦車が活躍する。 

特にヒユイコブラは値段のわりに破壊力が大きく、敵の進出を食い止めるのに 

効果を発揮する。中盤から終盤にかけて陸上兵器はレオパルド2、航空兵器は 

F-16、A-10などが攻撃の中心となる。収入率を低く設定した場合は、敵に比べ 

て高価な航空戦力を持っのに時間がかかるので、兵器の損害を受けないように 

しながら、経験度を早■ぐ上げていくのがポイントとなる。 

• HINT* 

□青——すばやく緑軍を攻め、有利な体制を築く 
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序盤は足の早い歩兵部隊を多数生産し、徒歩移動で首都近辺の中立都市を占 

領、足場を固めたい。その後は苦しい多面作戦の解消のために、背後の緑軍を 

全力で攻める。東方は（X=39,Y=12)、（X=39,Y=14)を前線として一歩も退かず 

に攻め立て、西方、南方からの攻撃が厳しくなる前に1ターンで！>年く緑軍の 

首都を占領したい。その間は赤軍.黄軍と(©.正面衝突を避けるのが得策だが、 

西方の(X=14,Y=18)だけは反攻の拠点として確保_しておきたい兑緑軍を下した 

ら（X=14,Y=28)を中心に黄軍の進出をはばみながら西端の道路を南下、赤軍を 

落とした後に黄軍首都へと向かう。 

目標夕ーン 30夕ーン〜40ターン 

□赤一3面の敵と苦しい戦い 

地勢的には青軍と類似しているので、似たような作戦を取る。まずは全力を 

あげて黄軍を攻める。（X=25, Y=50)の空港と山間の都市群(X=20, Y=45)を先占 

して黄軍を撃破し、徐々に西方に進出。その間青軍.緑軍に備えるのはいうま 

でもないが、青と緑が直いに潰し合うように持っていければベストだろう。緑 

軍に対しては(X=43,Y=26)の都市.空港を拠点に応戦し、黄軍の降伏によって 

経済的に優位になったところで反攻に転ずる。 

目標ターン 35ターン〜45ターン 

□緑一眼前の敵を叩き、ただ進むのみ 

青-赤に比べ背後に敵を持たない緑軍は、攻撃目標がしぼれるため有利であ 

る。眼前の青軍に向け兵力を集中して撃破したい。ただ、青軍に目を向けるあ 

まり赤軍の動きを軽視すると、後々赤軍の処理に手間取ることになる。ある程 

度赤軍の動きを牽制しておく配慮もほしいところだ。青軍の次は赤軍。そして 

この2国との戦いで経験を積んだ部隊をもってすれば、黄を破るのも造作ない。 

目標ターン 30ターン〜35ターン 

□黄一敵首都を手際よく攻略 

緑軍と作戦的に大差はない。赤軍を南から圧迫するとともに、別部隊で西端 

の道路を進み、都市•空港の占領に努める。（X=16,Y=30)、（X=24,Y=28)の戦 

略ポイントを青軍攻撃の拠点としておさえておくとよい。赤軍を下したら、緑 

軍と青軍に両面作戦を展開。じりじりと前線を北進させる。なお、青軍首都の 

攻略では、緑軍をうまく利用すると手際よく首都を落とせる。最後の緑軍に対 

しては物量攻撃である。 

目標夕ーン 30ターン〜35ターン 



Desert Moon 
色別難易度：衰令々,☆☆☆嫌'貴☆☆☆セ 

【現代大戦略】 
☆国の数： 4 

☆首都の位置：青（30, 28)、赤（53, 33)、 
緑（31，8 )、黄（ 8, 40) 

☆首都間の距離：青赤26、青緑20、青黄28、 

赤緑35、赤黄49、緑黄39 

☆保有都市•空港：青（23 : 3 )、赤（ 6 

: 3)、緑（7 : 3)、黄（6 : 2) 

☆中立都市： 20 ☆中立空港： 4 

☆各地形の占有率：山0%、荒地 

3.0%、砂漠72.7%、森2.3%、平地 

6.1%、道路8.6%、水域5.0% 

•VIEW# 

このマップにストーリーをつけるとすれば「中央のオアシスを占拠する青に 

対して、残り3国がそれを奪い取ろうとしている」といったところだろう。名 

前の通り、地形のほとんと'は砂漠。中立都市の数もそれほど多くなく、.「攻勢 

は予算を増やしてからjと：いうのんびりした戦いは望めない。 

籲POINT參 

一般に砂漠、森、山等の地形がほとんどを占めるマップでは、地上部隊の移 

動、補給の上手下手が勝敗を分けるが、さらにこのマップでは空港がほとんど 

ないので、補給車とへリコプターの連携がキモとなるだろう。 

參HINT參 

□青一包囲される前に各個擊破 

中央に位置する青の利点はその経済力と守りやすい地形であり、短所は三面 

に敵を持つことである。そこで青は、序盤戦において敵国の数をできるだけ減 

らすことが基本戦略となる。まず最初の目標は距離的にいちばん近い緑になる 

だろう。その後はと'ちらか一方に的をしぼって攻めれば簡単に攻略できる。両 

面作戦は禁物。他国に比べて守りやすい利点を生かし、無理なく攻めるのがコ 



ツだ。 

目標ターン35夕ーン〜60ターン 

□赤一一目標に向かって猪突猛進 

こ©マップにおいては、青軍が健在のうちに周辺国同士が争うのは愚の骨頂 

である。周辺部にはたいした数の都市はないし、あっても互いに離れている®! 

で、時間ばかりかかってあまりメリットはない。赤としては（X=33, Y=55)あた 

りの都市群を手にいれるとともに、できるだけ早くオアシ又®まわりに足場を 

築くことが第一である。青は一見強いように見えるが、三方から包囲されてい 

るので存外のもろさもある。他国が実力をっける前に大胆な行動を取るべきだ 

ろぅ， 

目標ターン40ターン〜65ターン 

□緑一電擊戦で短期決戦をモノにする 

青軍に最も近く、周辺に手ごろな中立都市がない緑が選べる選択肢はたいし 

てない。.いちばん成功しやすく、戦果も大きい0はヘリコプターによる序盤戦 

の電撃作戦だろう。そのためにはヒューイコブラや輸送ヘリを重点的に生産し 

て、6~7ターンで青を占領する乙とが絶対条件である。もし電撃作戦に失敗 

したり、それ以外の戦略を取る場合は、オアシスの北岸の確保がポイントとな 

る。ここは比較的守りやすく、補給も容易なので何をやるにしても大事な拠点 

となるはずだ。 

目標ターン35ターン〜60ターン 

□黄一難しLゝ地形をどう攻略するか 

黄が取り得る作戦は基本的に赤と同じである。ただし序盤戦で勝負を決めて 

しまうのはきわめて困難である。第一に（X=33, Y=55)あたりの都市群は攻略し 

ようにもヘリコプターの行動圏外で、補給車が展開するまで航空部隊抜きで戦 

わねばならないし、青を攻めようにも周辺に拠点とすべき都市がなく、森の中 

を侵攻しなければならないからだ。 

目標夕ーン45ターン〜70ターン 



Mountain Road 
色別難易度：青☆☆☆緑☆☆☆☆黄☆☆☆ 

【現代大戦略】 
☆国の数： 4 

☆首都の位置：( 6, 42)、赤（29, 34)、 
緑（32， 20)、黄（55， 42) 

☆首都間の距離：青赤27、青緑37、青黄49、 
赤緑14、赤黄30、緑黄34 

☆保有都市.空港：青（ 5 : 4 )、赤（,7 

: 5 )、緑（ 3 : 3 )、黄（ 3 : 2 ) 

☆中立都市： 37 ☆中立空港：18 

☆各地形の占有率：山22.5%、荒地 
3.4%、砂漠12.1%、森28.6%、平地 

25.3%、道路3.1%、水域2.4% 

•VIEW* 

カルデラ状に並んだ山々の内側と外側に分かれて4つの国々が争うのがこの 

マップ。カルデラ内外に比較的広い平坦な土地があり、阿蘇山周辺を連想させ 

るマップである。カルデラ内部の2つの国は首都も近くて電撃戦もやりやすぐ 

またカルデラの外周においては大規模な機甲戦も戦えるなど、ありとあらゆる 

戦闘を体験することができるのが特徴だろう。 

« POINT 參 

中央部に道路がまるでない上に森や山がかなりあるので、輸送トラックは役 

に立たない。戦車も、砂漠があるのであまりたくさん生産すると後で困ること 

になる。必然的に航空兵力と装甲車のコンビネーションが攻撃の主力になるだ 

ろう。 

• HINT* 

□青一編成するのは地上部隊か？航空部隊か？ 

カルデラ内への侵攻：3 •-スとしては二通りが考え.られる。第一は 

(X=23,Y=40)の都市群を通るコースで、地上部隊が侵攻の主力になる。第二は 

(X=12,Y=30)の都市、空港を起点とするコースで、これは航空兵力による直線 



的な突破が目標となるP占ちらかというと第一のコースは慎重派向け、第二の 

コースは冒険派向けといえるだろう。どちらも欠点と長所を持っている©でSA 

ろいろと研究してみよう。 

目標ターン50夕ーン〜70ターン 

□赤一経済的優位を生かして長期戦を回避 

緒戦にヘリボーン作戦で緑を攻撃するのが順当な.ところだろう。陸からの攻 

撃で慎重に攻めてもよいが、あまり長引くと青と黄に外から攻め込まれる危険 

があるので、一気に片をつける作戦が有力だ。青に対しては（X=23,Y=40)にあ 

る都市を絶対に渡してはいけない。ここを取られるようでは首都陥落も目前。 

とにかく、初期の予算の優位なうちにどれだけ無理なく勢力を広げられるかが 

腕の見せと'ころである。 

目標夕ーン45ターン〜65ターン 

□緑一消耗戦を避け、 2つの作戦を選択 

緒戦において都市数の少ない緑軍の取れる選択は.二つある。第一は赤軍によ 

る攻撃をかわしつつ、北に散在している都市に兵を送って予算を増やす作戦で 

あり、第二は電撃戦でひと息に赤の首都を占領する作戦である。外部からの攻 

撃を受ける前に赤を取り除くことの有利さ、赤の持つ都市の数を考える成 

功率は低くても後者の方が魅力的な選択と思われる。いずれの作戦を選ぶ.にせ 

よ、緒戦においては予算が少ないので、消耗戦にだけは引き込まれないように 

注意したい.a 

目標ターン55夕ーン〜85夕ーン 

□黄一混戦の中に活路を探る 

周囲一帯が砂漠で、地上部隊の移動が他国以上に困難である。進撃路に適当 

な補給基地が得られないので、補給車があると重宝する。とにかく、保有都_ 

が少なく、すぐに占領できるような中立都市もあまりないので、積極的に攻撃 

に出ることができない。そこで、赤と緑の戦いの間隙をぬってカルデラ内に勢 

力を築く作戦に頼らざるを得ない。うまくカルデラ内を制圧できれば、青軍の 

航空突破を警戒しゥ3、戦車部隊を主力にじわじわ押し切れるだろう。 

目標ターン50ターン〜75ターン 



Peninsular War 
色別難易度：青☆☆赤☆☆黄☆ 

【現代大戦略】 
☆国の数： 3 

☆首都の位置：青（14, 41)、赤（20，5)、 
黄（48, 49) 

☆首都間の钜離：青赤36、青黄38、赤黄50 

☆保有都市•空港：青（10 : 5 )、赤（ 4 

: 3 )、黄（10 : 4 ) 

☆中立都市： 44 ☆中立空港： 29 

☆各地形の占有率：山3.6%、荒地 
0.7%、砂漠 0%、森12.2%、平地 

23.0%、道路10.0%、水域47.1% 

• VIEW* 

マップ名からわかるようにように、3つの国が半島を中心に覇権を競う。具 

体的には島と半島に分かれ、その間にいくつか道路が敷かれていて、陸路で行 

き来できる地形となっている。首都間の距離が長いため本格的な接触はそれほ 

ど早く起きないが、こぜりあい程度は早々に発生する。なお、あらかじめこの 

マップを扱ったデータが“WAR 4” として入っていいるので、game loadし 

て参考までに遊んでみるのも一興だろう。青が最初からエース級の航空ュニッ 

卜を持っている。 

• POINT* 

大事な拠点としては(X=16,Y=18)、(X=22,Y=19)、(X=37,Y=37)にある都市、 

空港である。これらは攻めるにしろ守るにしろ確保していないとかなり苦しい。 

もっとも(X=37, Y=37)はまわりが道路なので、兵力を集中できれば比較的簡単 

に取ることができる。この他、守りやすい地形として(X=27, Y=40)と 

(X=30,Y=32)がある。中盤以降は航空消耗戦となりがちなので、序盤戦のうち 

から対空ユニット、航空ユニット等を用意しておくことが大切。都市や空港が 

適度に散らばっているので補給にはあまり気を使う必要はないだろう。 
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參HINT參 

□青一どちらを攻めるか決断を下す 

のんびりしていると有利な地形を取られてしまうので、序盤における迅速な 

展開が大事。ただ、最初にどちらを攻略するかを決めずに両面作戦を行うと確 

実に失敗する。財力からいって赤の方がやや攻略しやすいだろう。その間、黄 

に対する防衛線は(X=27,YMO)、（X=30,Y=32)にある都市を中心に組むのがよ 

い。初心者は突破された時に備えて部隊数に余裕を持たせた方がよいだろう。 

黄軍はかなり早いターンからヒュイコブラ、ハリアー等を使って攻撃してくる 

ので要注意。赤はほとんと'が輸送ヘリなのであまり気にすることはない。 

目標ターン 40夕ーン〜60ターン 

□赤一予算を確保してからが勝負 

最初からあまり都市を持っていないので、財源確保が第一。部隊数がそろう 

まではむやみと攻めない方が無難だろう。ただし、最低限(X=22,Y=19)周辺に 

は進出しておかないと攻勢もとれなくなる。青が黄に主力を送ったなら積極的 

に攻めるのもよい。また、青が32部隊を持ったときがチヤンスで、迂回作戦を 

用いて簡単に首都を攻略できる。青は航空ユニットを早くから生産するので対 

空ユニットが必要。黄攻略は補給線が長くなるので生産の配分には注意したい。 

目標夕ーン 50夕ーン~70ターン 

□黄一速攻か持久戦か 

序盤戦で青が戦力を二分しなければならないスキを突いて（X=27, Y=40)、 

(X=30,Y=32)の都市、空港を占領できれば、青はすぐ攻略できるだろう。もし 

ここに防衛線を作られてしまったら、(X=37,Y=37)の都市を中心に展開しで北 

に青の部隊を引き寄せ、(X=24, Y=54)にある島からヘリボーンで首都を直接攻 

める作戦を狙う。いくら青が二つの戦線を持つといっても正面から戦うのはあ 

ま_りすすめられない。また、できるだけ早いターンに制空用としてハリアー、 

ローランド2を生産しておかないと、青の航空ユニットに突破を許すことにな 

るだろう。中盤以降は、補給線が長くなるので注意すること。 

目標ターン 40夕一：60ターン 



Mountain Range 
色別難易度：售☆☆☆ ,☆☆☆緑^六^黄☆☆令 

【現代大戦略】 
☆国の数： 4 

☆首都の位置：青（2, 57)、赤（57, 57)、 
緑（57，2)、黄（2，2) 

☆首都間の距離：青赤55、青緑82、青黄55、 

赤緑55、赤黄83、緑黄55 

☆保有都市•空港：青（1: 3)、赤（1 

: 3)、緑（1: 3)、黄（1: 3) 

☆中立都市： 54 ☆中立空港： 37 

☆各地形の占有率：山41.0%、荒地 

3.6%、砂漠0.2%、森10.7%、平地 

14.8%、道路23.7%、水域2.7% 

• VIEW* 

マツプの四隅にそれぞれ1国ずっ計4国があるマツプのうちの一っであり、 

まん中から東西、あるいは南北に分けるとそれぞれがほぼ対称形となっている。 

名前の通り山岳が非常に多いが、道路が東西に5本、南北に長いものが3本、 

短いものが4本、中心から各首都亿龠かって1本ずっ通り、さらに短い道路も 

多くあって、地上ユニツトがすばやく移動できるようになっている。また南北 

に川が流れているが、道路を切断しているわけではないので移動に支障はない。 

都市と空港は道路が交差する部分に集まっているから、ここが攻防の拠点とな 

るだろう。都市、空港とも数が多いので航空ユニットの運用がしゃすくなっtr 

いる。 

參POINT籲 

道路を通れば地上ユニットは速く移動できるが、このマップの場合道路はほ 

とんと'が切り通しのように山岳に挟まれたかたちになっているから、そこを— 

直線に並んで駆け抜けることになる。これでは敵に狙われたらひとたまりもな 

い。その点、山岳を通れる装甲車なら安心だ。敵がいない所では最高速で動き、 

敵が来そうだったら山岳に入ってしまえばよいからだ。また、航空ユニットが 

飛び交うにもかかわらず、対空ユニットはあまり役に立.たない。それは、航空 



ユニットは山岳を通って迂回をすることができるが、対空ユニットは山岳には 

いれないため敵を追いかけて攻撃する己iができないからだ。そうなると部隊 

の主力は、F—16、コルセア、A—10、装甲車となり、これに輸送へy&3C兵 

が加わることになるだろう。さらに、ふだんは特に必要ないが、敵首都に攻め 

込む時には補給車があった方がよい0 

參HINT參 

□青.赤.緑•黄——強くて機動力のある部隊を育てる 

各国とも初期条件は同じ（とはいうものの、地i真ニットの生産可能ヘック 

スの数では青と緑は不利である）。マップもほぼ対称形。となると当然どの国 

でプレイしても作戦は同じでよいということになる。まず航空ユニットを生産 

するための資金かせぎとして、できるだけ多く®都市を手に入れる必要がある。 

当面の目標としては、マップの中央を通る東西、南北の道路で区切った4分の 

1にあたる地域の制覇だ。遠くへは輸送ヘリで、近くベは輸送トラックで歩兵 

を運んで各地を早期に占領するようにしたい。また輸送ユニット、兵員ユニ_ッ 

卜との生産と並行して装甲車も生産し、各方面へ送り込んでおく。都市•空港 

の占領が一段落したらしばらくは領土を広げる手を休めて、F—16やコルセア 

等の航空ユニットを生産し、さらに各ユニットをレベルアップするように努力 

する。特に装甲車は攻撃力、防御力共にレオパルドに劣るので、レベルアップ 

しないことには山岳以外では使い物にならない。レベルアップさせるには敵を 

攻撃しないとならないが、その時近くに強い敵がいると返り討ちにあってしま 

う。装甲車にとって恐いのは地上攻撃機とヒュイコブラ、そしてレオパルドで 

あるから、レオパルドは味方の地上攻撃機で叩き、その他はF—16で叩いてや 

って装甲車が潰されてしまわないように気をゥ鍵る。こうして装甲車が強くな 

った頃にはF—16やコルセア、A—10もレベルアップしているだろう。その後 

は少しずっ領土を広げ、制圧した地域が全体の2分の1くらいになったら、も 

う敵首都に攻め込む時期である。，こ®時、両隣の2国を同時に攻めて落とせば 

寧く終るが、へたをすると残りの一国が勢力を盛り返すこともあるからあまり 

すすめられない。なお、首都攻めの時には補給車を用意してい'くと弾切れにな 

ってもいちいち都市に帰らなくても済むから便利だ。 

目標ターン 7 5ターン〜9 0ターン 



Victory of Sand 
色別難易度：青☆赤☆緑☆黄☆令 

【現代大戦略】 
☆国の数： 4 

☆首都の位置：f (4, 45)、赤（48, 53) 

緑（54，6)' 黄（4, 2) 

☆首都間の距離：青赤48、青緑69、青黄43. 

赤緑47、赤黄70、緑黄52 

☆保有都市•空港：青（ 2 : 3 )、赤（1 

: 3 )、緑（ 〇 : 3 )、黄（ 〇 : 3 ) 

☆中立都市： 69 ☆中立空港： 41 

☆各地形の占有率：山3.3%、荒地 

3.3%、砂漠64.5%、森3.8%、平地 

6.1%、道路13.1%、水域2.4% 

參VIEW參 

砂漠の4隅に首都があり、都市が点在している。そして中央には大きなォア 

シスがある。このオアシスを制したものが最終的な勝者になることはまちがい 

ない。さらに、都市が1ヶ所に2つ3つ固まっているので、この都市群を占領 

した数、ひいては序盤戦の侵攻速度がゲームの流れを決めるだろう。首都間の 

距離は遠く、都市占領で手一杯になることも手伝って、接触は相当遅い。本格 

的な戦闘となると、さらに後になる。国による難易度の違いがあまりなく、戦 

略の良し悪しがゲームの勝敗を左右するマップといえるだろう。 

• POINT* 

道なき道を突き進むことがままあるので、装甲車は役に立つ,しかし、なん 

といつても航空戦力に勝るものはない。序盤は、ヒュイコブラがたいへんな脅 

威となるだろう。軍事予算に余裕ができればA-10、コルセアなどに買い換え 

ればこわいものはなくなる。戦車部隊は購入してから戦場に行くまでに時間が 

かかるので、先を見越しておかないと手遅れになりかねない。生産のタイミン 

グには注意が必要だ0中央のオアシスは13~16ターンぐらいから戦闘が起きる 

ので、それまでに大半の都市を占領できれば優位に立てる。そのためにも、最 

初から1~ 2部隊をオアシス制圧に向かわせるのが最善策だろう。 



• HINT* 

□青ーニ兎追う者は一兎をも得ず 

黄軍との境にある山を越えて攻めて行きたいし、赤軍との境にある下部中央 

の小さなオアシスも占領したい一。そんな欲望に駆られるかもしれないが、 

両方を取ることは無理である。とりあえず赤軍は無視して、ひたすら黄軍を攻 

めるのが正解。とにかく、山を越えて黄軍との戦闘が片づ_いてから赤軍に取り 

掛かっても遅くはないはずだ。 

目標ターン 35ターン〜50ターン 

□赤一守備隊を残し、戦況に応じて目標を定める 

とりあえず、南東の4分の1の区域を制圧して国の基礎を固めるのが先決。 

その後、青と緑のどちらを攻めるかは状況次第だろう。ただ、一方向に部隊を 

まわし過ぎると不意打ちがこわいので、常に予備部隊を残しておくように気を 

配ろう。 

目標ターン 35夕ーン〜50夕ーン 

□緑一安易な移動は燃料切れに…… 

緑軍の特徴は、なんといっても進路上の都市間の距離が長い.,ことにある。つ 

まり、部隊の移動がスムーズにいくかと'うかが、前線での攻勢劣勢をそのまま 

反映することになる。その意味でも補給車を上手に運用したい。赤軍との国境 

付近にある川での攻防が、領土の広さ、その後の展開を決めることになるだろ 

ぅ。 
目標ターン 35ターン〜50ターン 

□黄一領土の拡大を目標に山間の攻防を戦う 

他の3国よりも多少領土が狭い黄軍は、.どこよりも中央のオアシスがほしい 

ところだろう。青軍からの攻撃が激しく、守勢を余儀なくされるが、とにかく 

がんばって山越えを許さないように努めるべきだ。山を越えてこちら側に前哨 

基地を作られては、首都を危険にさらすことになる。 

目標ターン 4〇夕—ン〜5〇ターン 



Mountain Cross 
色別難易度：青☆☆☆緑^^黄^^^ 

【現代大戦略】 
☆国の数： 4 

☆首都の位置：青（24, 41)、赤（44, 43)、 

緑（39， 18)、黄（21, 22) 

☆首都間の鉅離：青赤21、青緑26、青黄19, 

赤緑25、赤黄34、緑黄20 

☆保有都市•空港：青（ 4 : 3 )、赤（ 2 

: 3 )、緑（ 3 : 4 )、黄（3 : 3 ) 

☆中立都市： 44 ☆中立空港：16 

☆各地形の占有率：山21.8%、荒地 

〇 %s砂漠 0%、森34.1%、平地 
27.0%、道路12.2%、水域2.5% 

參VEW春 

中央に東西南北の十字型に山岳が広がり、それを3重に囲むようにして道路 

が走っている。マップの東端は山岳地帯になり、西端は川でさえぎられていて、 

いずれも通常の地上ユ.二、ントは進行できないし、また進行する意味もない。十 

字型のまん中とマツプの西側半分以外は山岳と道路を除いて森が広がり、地形 

効果のため移動と攻撃がなかなかうまくいかないようになっている。各国領は 

2番目の環状道路沿いにあって、都市は中心部よりも周辺部に多い。都市と空 

港は環状道路に沿ってだいたい一定の間隔で配置されている。一見上下左右が 

ほぼ対称と思えるが、中央の平地と各国の首都との距離は少しずっ違っていて、 

それが各首都間の距離の差となってあらわれ、ひいては難易度の差にもつなが 

つている。 

• POINT# 

道路は山岳や森に挟まれたかたちになっているのでここを移動しているとス 

ピードは速いが、敵の攻撃を受けた時にろくに反撃もできないまま潰されてし 

まう。また中央の山岳地帯はぐるっと遠まわりをするか、敵のひしめく中心部 

を突破しなければならないなど、地上兵器の移動が問題となる。だから航空ユ 

ニットを多く使いたいが、その前に空港と都市を確保しておかなければならな 



い。各首都があるのと同U環状道路沿い©東西南北にそれぞれ2つずつ®空港 

があるので、これらのうち自国の首都に近いも©をまず手C入れておく。ある 

いは電撃戦でどこか一国を落としてそこの空港を使うと:いう手もある。こち■ら 

の方が後々は楽であるが、当然危険がともなう。都市を取る時には西側の道路 

沿いがねらい目である。各国の部隊は中央付近に集まりやすく、周辺部にはあ 

まり出てこないので、落とすのも守るのも楽だからだ。 

• HINT* 

□青•黄一お互いに相手を潰せれば…… 

青国にとっての黄国、黄国にとっての青国は、お互:い:fc.目©上のこぶの，存在 

だから、相手をなるべく早 < 占領してしまいたい。しかしいきなり電撃戦を.し 

かけるには経済力が少なすぎるから、予算をかせぐために都市をたくさん手に 

いれることが先決だ。狙うのはマップの西側の地域である。特に北西、南西の 

一帯はそれぞれ黄国、青国の経済力源になりうるので、.早めに落として相手に 

取られないように守っておく。なお、中央の平地と東側の地域には相手を落と 

すまでは進出しないようにした方が無難である。 

目標ターン 50ターン〜65夕ーン 

□赤•緑——漁夫の利をねらう 

赤国と緑国は、青国と黄国の戦いをはた目に見ながら少しずつ経済力をつけ 

ていって、青国と黄国が疲れてきたところでいっきに占領にいく作戦がよいだ 

ろう。そのためにまずマップの東側中央の都市群を占領CCで相手（赤に 

とっての緑、緑にとっての赤）を食い止めておく Cとが肝心だ。また中央の平 

地にもいくらかの戦力を配置しておく必要もあるだろう。次に外側の環状線に 

沿って都市を落しながら進んで行く。都市を占領したら、他国の部隊（特に青 

国や黄国）に取られないように守っておく。西側一帯を手に入れてしまえば青 

国と黄国はだんだん弱ってくるから、まず隣国を攻め落としにいく。うまくす 

れば2国をたて続けに落とすこともできるだろう。 

目標ターン 50ターン〜60ターン 



Red Bear 
色別難易度：#☆☆☆緑☆☆☆☆☆ 

【現代大戦略】 
☆国の数： 3 

☆首都の位置：青（10, 59)、赤（27, 3 )、 

緑（21， 38) 

☆首都間の距離：青赤56、青緑21、赤緑35 

☆保有都市•空港：青（10 : 5 )、赤（18 

: 9 )、緑（10 : 6 ) 

☆中立都市： 46 ☆中立空港：12 

☆各地形の占有率：山7.6%、荒地 

1.8%、砂漠 0 %、•森2.3%、平地 

2.5%、道路3.2%、水域79.3% 

拳VEW離 

北海道とその南北を少し加えたマップで、青森（青）.樺太（赤）.札幌 

(緑）の3つの首都がある。道内の都市.空港•道などは実際のそれに似せて 

設定されていて、北側の樺太と南側の青森は陸路で渡れるようになっている。 

中立都市の半数近くが道東に集中し、ここの制圧が勝敗の鍵を握る。各国とも 

に接触には時間がかかるが、比較的近い青と緑が先に戦闘を開始する。実際に 

ある地形を使用しているので親しみやすく、都市の数が多いため大規模な航空 

戦を楽しめるのが、このマップの魅力といえる。 

• POINT* 

山岳が大半を占めるため、装甲車をのぞいて陸戦兵器はやや使いにくい。移 

動の際には手順をよく考えて指示を出す必要がある。一方、航空戦力は有力だ 

が、旭川以北と札幌以南には飛行場が少ないので、補給車をうまく利用する。 

ハリヤーやヒユイコブラを上手に運用できれば、かなり楽な戦いができるはず 

だ。 

• HINT* 

□青-石狩平野侵入のチヤンスをうかがう 



青森に首都を構える青としては、レオパルドやゲバルトなどの戦車部隊を 

次々に北上させ、函館の空港を利用して道南の制空権の確保をまずめざすべき 

だろう。石狩平野へぬける道が2つしかないため1長万部、小樽、登別付近 

で緑と激戦になり、これを支援する形で航空兵器の展開が必要となってくる。 

そしてこの激戦を勝ち抜くには、輸送ヘリで函館からは対岸になる静内付近へ 

兵力を送り、道東方面の中立都市を制圧したり、装甲車で長万部付近から山越 

えしていっきに石狩平野へなだれ込んでいくのが有力な作戦となる。ともあれ、 

赤よりも早く緑の首都を占領できれば自ずと勝利の光も見えてくるだろう。 

目標夕ーン 45ターン〜65ターン 

□緑——道東の制圧が焦眉の急 

道東の中立都市を制圧することと、赤と青の攻撃を同時にはねのけることが 

初期の作戦目標となるだろう。同時に2国と戦うためには耐久性の高い兵器を 

作り、地形を利用して効率よく敵を撃破する戦術が要求される。具体的には、 

地形を生かして赤に対して名寄〜旭川付近で、青に対して長万部一小樽〜登別 

付近で陸戦、空戦兵器を待機させて敵をくい止め、確実にランクを上げていく 

ことになるだろう。その間に道東の中立都市を制圧して資金面で、安定をめざ 

し、距離的に近い青を攻撃。歴戦の部隊と大資金をパックに青を占領してしま 

えば、赤を占領するのも時間の問題となる。 

目標ターン 45夕ーン〜55ターン 

□赤一正攻法で旭川の戦闘に勝つ 

他国と距離的に離れているため接触は少し遅くなるが、最も多くの都市を保 

有するというメリットを生かし、じわじわと南下して攻めるのが正攻法。最初 

の接触は名寄〜旭川付近での緑との戦闘になるが、青との戦いで戦力が分断さ 

れている緑はそれほど恐れるに足りない。ある程度ターンが進んだ所で道東へ 

兵員ユニットを送り込んで資金を確保すれば、資金源を失った緑は徐々に国力 

が衰えて、占領するのも間近となるはずだ。そして緑さえ占領してしまえば、 

残りの青との戦力の差は……これは言うまでもない。 

目標ターン 45夕ーン~55ターン 



Planet INDRA 
色別難易度：青^^^緑☆☆黄☆☆ 

【現代大戦略】 
☆国の数： 3 

☆首都の位置：青（32, 50)、緑（3,19)、 

黄（59, 24) 

☆首都間の距離：青緑44、青黄40、緑黄58 

☆保有都市•空港：青（4 : 2)、緑（3 

: 3 )、黄（ 3 : 3 ) 

☆中立都市： 33 ☆中立空港：12 

☆各地形の占有率：山1.1%、荒地 
0.7%,砂漠15.1%、森7.3%、平地 

10.0%、道路5.1%、水域58.9% 

'VIEW* 

とある惑星インドラにある3つの国が争う、というのがこのストーリー。東 

は砂漠地帯の黄国、西は森林に囲まれた緑国、そして中央に位置するのが青国 

である。このマップは、東はロンメル戦車軍団で有名なアフリカ戦線、西はパ 

ルジの戦いのアルデンヌの森、という歴史的な戦いを想定したような、興味深 

い設定になっている。 

•POINT* 

全体的に空陸一体の侵攻、それに.スピードがポイントになってくる。砂漠地 

帯では、補給隊が重要になるだろう。森林地帯では、空挺部隊がきわめて有効 

で、地上部隊としてはゲパルトが役に立づ《 

• HINT* 

□青一できるだけ早く黄軍を制圧、そして全力で緑軍を攻撃 

青軍は、資金確保のためできるだけ早く近隣の都市を制圧する。そして比較 

的早く侵攻のできる黄国へ向かう。そこで忘れてはならないのが補給隊である。 

砂漠を横断中にガス欠ということが多々出てくるし5特にヘリなどは空港が少 

ないので補給隊なしでは運用ができないだろう。ハリヤーも、補給隊をうまく 



使うと強力な戦力になる。一方、緑軍は機甲部隊を連ねて進軍してくる。そこ 

で、黄軍制圧まであまり深く侵攻させないように配慮したい。侵攻を止めるポ 

イントとしては、川を渡らせないことJ:こつきる。特に戦車などは橋を渡るほか 

に前進不能なので、各橋を死守することが防衛の焦点となる。黄軍を落とせれ 

ば、資金にものをいわせて物量で体当りする。 

目標ターン 40ターン〜50ターン 

□緑一空港•都市を押さえて、各橋の確保が急がれる 

当面の目標は青軍を落とすことにある。空挺部隊で先遣隊を作り、前方にあ 

る都市を制圧。その後を追うように機甲部隊を前進させるン青軍は、黄軍と緑 

軍の両方と戦うことで戦力が分断されるので、楽に落とせるはず。青国占領後 

は、一転して砂漠の戦闘になる。そこで重要なのが補給部隊だ。補給部隊が整 

えば、あとは青軍との戦闘で強力になった部隊を前進させるだけだ。 

目標ターン 30夕ーン〜40ターン 

□黄——緑国領内の森林地帯をいかに侵攻するか 

結果的には青国を占領するわけだが、やは.り移動に際し.t：は補給隊の運用が 

重要なポイントになる。車両の移動には道路ばかり使うこaもできず、空港も 

数力所しかないからだ。青軍崞、緑軍の場合と.同じように、さほど苦労せずに 

落とせる。しかし、緑軍を西に追い返すのはたいへん。重火器を投入したい© 

だが資金面にそう余裕もないし、青軍と戦闘を繰り返した緑軍は強力で、なか 

なか戦力を緩めないそこで、打開の道を、戦力の分散に賭けてみよう。西の 

はずれから装甲車を進め、それによって緑軍の後方の戦力を引きつけるわけだ。 

後方からの支援がなくなったら部隊はわりともろいもの。緑国領土内に通じる 

橋を渡ることができれば、勝利はもう目前だ。 

目標夕ーン 40夕ーン〜50夕ーン 



Win at The Lake 
色別難易度：青☆☆黄セセ 

【現代大戦略】 
☆国の数： 2 

☆首都の位！！：寿（27, 56)、黄（27, 6 ) 

☆首都間の距離：青黄50 

☆保有都市•空港：青（3 : 3)、黄（3 

: 3) 

☆中立都市： 46 ☆中立空港：12 

☆各地形の占有率：山5.9%、荒地 

4.6%、砂漠1.6%、森27.4%、平地 

45.9%、道路10.8%、水域1.8% 

參VEW參 

ほとんどが平野と森林地帯になっていて中央付近には湖がある。その湖の中 

央に島があり、3本の道で陸地とつながっている。そして中立都市や中立空港 

は、あちこちに小規模な都市群として点在している。各中立都市群の間は、ほ 

とんどが道路でつながっているので補給車などが通行しやすくなっている。青 

軍と黄軍の首都は中央の湖をはさんで向かい合っていて、首都の付近には多数 

の都市や空港がある。 

參POINT參 

平野と森林地帯が大半を占め、各都市間には道路が敷かれているので補給車は 

必要ない。一方、各中立都市や中立空港を制圧するためにUH—60や輪送車、 

兵員ユニットが役に立つ。また湖の中央にある都市をめぐって最初の戦いが始 

まるが、その時には足が早く山にも登れる装甲車が役に立_つ。 

• HINT* 

□青一着実な攻めが勝利を呼ぶ 

都市を制圧して軍事予算を確保することが先決である。よってUH — 60や輸 

送車、兵員ユニットを生産して各方面に振り向ける。そしてある程度軍事予算 



が確保できたらヒュイコブラやA—10などの爆撃用の航空戦力を生産する。ま 

た相手がF—16やハリアーなどの戦闘機を生産してきたら、こちらも歩調を會 

わせて生産する。ここでもっとも重要なことは、常に敵の各ユニットを撃滅し 

tr自軍の戦闘レベルを上げるということだ。そうすると敵はEレベルの兵器し 

か保有できなくなる。マップのように2っの国の経済力にほとんど差がな 

い時は、徐々にその効果が現れてくる。そして各部隊を、中央の湖を突破する 

部隊と、その両側を迂回する部隊の3っに分けて侵攻させる。あとは戦闘能力 

の差を利用して黄軍を後退させて、首都を制圧する。 

目標ターン 40ターン〜50夕ーン 

□黄一各部隊をどこまでレベルアップできるか 

序盤戦では、青と同様に軍事予算を確保するためにUH—60、輸送車、兵員 

ユニットを各方面に派遣する。湖の中央の都市群が中間地点となり、こ,の付近 

がいちばんの激戦地となるだろう。そこへ最初に生産したエ兵隊などをUH — 

60でいっきに運び、この付近を制圧しておけば戦いを有利に運ぶことができる。 

また地の利を生かして早めに装甲車をこの付近に配備して、敵に差をっける。 

このようにかならず先手をうって行動し、敵を必ず撃滅させることによって確 

実にレベルアップさせていけば、敵はじりじりと後退していくsあとは首都を 

落とすだけだ。 

目標ターン 40ターン〜50夕ーン 



SETONAIKAI Wars 
色別難易度：青☆，☆☆☆緑☆☆☆黄☆☆ 

【現代大戦略] 

☆国の数： 4 

☆首都の位置：ff ( 0, 33)、赤（38, 35) 

緑（21, 26)、黄（57, 29) 

☆首都間の距離：青赤39、青緑24、青黄59 

赤緑22、赤黄22、緑黄38 

☆保有都市•空港：青（4 : 5)、赤（3 

: 2 )、緑（ 2 : 4 )、黄（ 5 : 4 ) 

☆中立都市： 76 ☆中立空港： 23 

☆各地形の占有率：山9.6%、荒地 
2.2%、砂漠0.4%、森6.2%、平地 

7.9%,道路10.9%、水域59.3% 

• VIEW* 

瀬戸内海を中心に、福岡（青）•高松（赤）•広島（緑）•大阪（黄）に首 

都を持っ4つの軍が争う。内海にはい <:ゥか道路が敷かれていて、九州地方、 

四国地寿y山陽地方、紀州地方間はそれぞれ陸路で渡れるようになっている。 

中立都市はそれぞれの基地の背後に用意されているが、何といっても隅を占め 

る青軍•黄軍が地の利、財政の両面から有利。首都間の距離が比較的近いので、 

接触は案外早めに起きる。地形が現実のものをモデルにしていて、比較的親し 

みやすいのが特徴だろう。 

• POINT* 

中心部に海が広がっているほか、基地間にも海峡があるため、航空戦力はき 

わめて有効だ。また、装甲車も役に立っ。補給隊はほとんど不要。全体に平地 

が狭いのでと.と'めておくスペースがないし、都市も多いからだ。 

• HINT* 

□青一九州南部の大資金源をバックに物置作戦を展開 

福岡に首都を構える青軍は、まず東方に出兵して下関を占領し、同時に九州 

南東部に分布する中立都市を制して財源を確保するのがオーソドックスな攻め 



方。本州に上陸した部隊はそのまま広島の緑軍を圧迫して、€©勢力を四国* 

近畿地方に向けられれば成功だ。また、山陰地方に派兵して緑軍と黄軍の財源 

を抑える作戦も有効だろう。一方、四国の赤軍は大販の黄軍の猛攻を受けr, 

強力部隊になっているので、真正面から戦うのは得策ではない。が、黄軍が占 

領することになると統一がぐっと遠のく危険があるから、タイミンダ_をはか_つ 

て占領にこぎつけよう。黄軍に対しては、もう物量作戦だ。 

目標ターン 25ターン〜35夕ーン 

□赤一経験を積み重ねた屈強の戦車部隊で持久戦を勝ち抜く 

赤軍は、紀州と山陰K大きな財源を持っ黄軍との戦いがすべTiwっていい。 

作戦としては、まず四国内の中立都市を制圧し、黄軍のハリアーなと'Kよる猛 

攻をひたすら耐え忍ぶのがひとつの方法だ。特に首都北部にあたる本州一帯と 

鳴門海峡を臨む地域（四国側）の基地と空港を死守するこi。そうこうするう 

ちに、部隊が強化され、ほとんど無敵の戦車部隊が育っ。なお、青軍の攻撃を 

広島に逸すためいたずらに緑軍を攻めないように注意したい。あとは、時期を 

見て紀州上陸などを試みながら大阪を攻め落とせば、統一©日は近いa 

目標ターン 35ターン〜45夕ーン 

□緑一慢性的な財政難の打開をどこに求めるかが作戦の分岐点 

緑軍の当面の敵はなんといっても、資金の豊富な福岡の青軍と財政難。一度 

占拠すれば安心という中立都市がほとんどなく、.苦しい台所からにか活路 

を開かなければならない。初期値の基地の数が少ない割に空港が多いのがここ 

の特徴だが、資金がなかなか大きくならないので空港が遊んでしまう,Q .とにか 

く青軍の攻撃に耐え、九州に上陸できるようになればシメタものだが……„ 

目標ターン 30ターン〜45夕ーン 

□黄——山陰、紀州の財源を確保し、四国制圧が鐽 

大阪の黄軍は、山陰と紀州の中立都市を抱え、比較的恵まれた条件にある。 

手初めは財源の確保に向い、その後四国に出兵するやり方が正攻法。そして別 

の一派は内海沿いに西に進んで姫路付近の空港を占領するのが有効だ。早い時 

期から戦闘機を持てるこの軍は、空港の確保が大切。姫路、山陰、鳴門海峡 

(四国側）の空港を押さえるのが肝要だろう。あとは四国内に戦車部隊を上陸 

させれば赤軍を落とすのも時間の問題。さらに西に駒を進め、山陰全域、九州 

南部を制圧すれば残りも楽に倒せるはずだ。 

目標夕ーン 30ターン〜40夕ーン 



North Africa 
色別難易度：音六六女緑女六六女黄☆☆ 

【大戦略パワーア、ソプセット】 
☆国の数： 3 

☆首都の位置：if (0、37)、緑（27、56)- 

黄（59、 36) 

☆首都間の距離：青緑36、青黄59、緑黄42 

☆保有都市•空港：青（ 2 :1)、緑（1 

: 2 )、黄（ 4 : 3 ) 

☆中立都市： 24 ☆中立空港： 3 

☆各地形の占有率：山16.9%、荒地 
3.6%、砂漠17.6%、森0.9%、平地 

1.3%、道路7.6%、水域50.9% 

參VIB/V争 

北アフリカの砂漠地帯をデザインしている。青（独）と黄（英）の戦略に変 

化を与えるため、緑（ベドウィン）がある。進撃路は大きく分けて海沿いと内 

陸部の2つのルートがあり、砂漠の中心にもオアシスとそれを結ぶ道路がある。 

中立都市の規模はいずれも小さく、空港の数も少ない。隅を占める青軍、黄軍 

に対して、はさまれた形の緑軍は経済的にも不利だが、勝敗を決めるトブルク 

に近いという利点もある。地形的には黄軍が有利であり、初心者向き。上級者 

は緑軍がおもしろいだろう。人間どうしでプレイする場合は、上級者が青軍、 

初心者が黄軍、コンピュータが緑軍とするといい。トブルクを中心に一進一退 

の攻防が楽しめるはずた。 

•POINT* 

空港の数が少なく空からの支援が受けにくいので、攻撃する側はつねに不利 

である。攻撃はあせらず進め、時には退却し、敵をおびき出して叩くのも手で 

ある。中央トブルク近辺の戦闘が鍵となるだろう。青軍と黄軍は緑軍を利用す 

る形で戦いたい。身を守る森林などが少ないので経験度の高いA-10は絶大な 

威力を発揮する。陸上部隊は、空の攻撃から防御するために対空戦車が重要と 

なる。兵員輸送ヘリは撃墜機の補充に手間取るため、思うように働かない。卜 



ブルク付近では熟練度の高い装甲車が有効である。 

• HINT* 

□青——トブルクめざして、ひたすら前進 

空港(X=10,Y=57)を利用し、なるべく少数の部隊で、緑軍の進出をくい止め 

る。主力は海岸沿いの都市を占領しつつ前進し、ベンガジあたりで敵と接触、 

これを撃破しトブルクをめざす。数がそろわずにここが抜けそうもない時は全 

減を避けるために速やかに退却し、部隊の強化につとめて十分な戦力で攻撃す 

る。とにかく敵の体制が整わないうちにひたすらトブルクをめざして進む。そ 

の後は緑軍の首都を落とし、強化された無敵の部隊で黄軍の首都をめざす。 

目標ターン 50夕ーン~60ターン 

□緑一両面作戦で必死の防衛 

両面作戦を強いられ、財政的にも厳しく序盤はかなりきつい。トブルクに近 

いのでいち早くここを占領し、首都付近を手薄にしても部隊を割いて送り込ん 

で、とにかく守り切るのが肝要だ。内陸部の道路から攻撃してくる青軍は、守 

りゃすい（X=19,Y=51)の都市付近において空陸の連携で迎え撃つ。首都とトブ 

ルクを結ぶ砂漠中央のオアシスも敵に取られてはまずい。必死の防衛戦を勝ち 

抜けば、勝利が見えてくるだろう。 

目標夕ーン 50ターン〜60夕ーン 

□黄——手堅L、作戦で徐々に圧倒 

トブルクを先に占拠し、航空戦力をここにおいて、まずは優利な体制を取る。 

緑軍のゲリラ攻撃に惑わされず、徐々に正攻法で攻めればよい。ベンガジを占 

領し、緑軍を破ったら、青軍首都に向かって物量攻撃。いっきに勝負をつける。 

目標ターン 50ターン〜60ターン 



The Trespassers 
色別難易度：青^1^赤☆☆☆☆緑^^^ 

【大戦略パワーアップセット】 
☆国の数： 3 

☆首都の位置：迓（ 3，4 )、赤（32, 57)、 
緑（55，16) 

☆首都間の距離：青赤56,青緑58,赤緑43 

☆保有都市•空港：青（ 8 : 3 )、赤（10 

: 3 )' 緑（ 8 : 3 ) 

☆中立都市： 41☆中立空港：15 

☆各地形の占有率：山17.0%、荒地 

8.0%、砂漠11.9%、森13.9%、平地 

15.0%、道路14.7%、水域16.9% 

• VIEW* 

中央を流れる大河のデルタ地帯をデザインしたマップである。この大河によ 

って、東側と西側、河口の星型の島に三分され、それぞれの首都を中心に特徴 

ある地形が設定されている。青軍首都は西側の山地に囲まれた盆地、赤軍首都 

は河口の星型の島、そして緑軍首都は砂漠の奥にあり、いずれもきわめて防衛 

的な地形である。そのため、それぞれの首都に進入するのは手を焼く。.1つ¢0 

マップで航空戦、砂漠戦、山岳戦なと'いろいろな戦闘が楽しめるのが魅力だ。 

•POINT* 

地上部隊の運用が難しい大河、砂漠地帯、山岳地帯などがあり、作戦領域も 

広域に及ぶので足の長い航空機はきわめて有効である。空港の数は十分にある 

が、砂漠地帯では陸上部隊の補給がしK <いので、補給車が必要となるだろう。 

作戦上重要なポイントはほぼ中央に位置する空港、都市(X=25,Y=25)で、3国 

の中間地点にあたるため最大級の要所といえよう。 

• HINT* 

□青-首都の守りは堅い、中央に進出あるのみ 

首都から東へ向かうルートと南東に向かうルート、川に沿って南下するルー 
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卜の3本の進撃路がある。いずれも山岳地帯を抜ける切り通しとなっており、 

敵の進入を阻む地形となっている。南下ルートをとつて平原に進出した場合、 

空港を拠点とした航空戦が展開されることになる。もちろん都市をめぐる赤軍 

との攻防も激しく、航空部隊.陸上部隊とも強化を図りながら赤軍を駆逐した 

い。東方は(X=35,Y=25)の都市、空港を確保し、ここを緑軍に対する防衛拠点 

として死守。部隊の強化を狙う。その間、主力をもづて赤軍とあたり、占領を 

めざす。赤軍を落とした後は、部隊を北上きせ、（X=35,Y=25)の都市、空港か 

ら緑軍を圧迫し、南と西から緑軍首都へ向かう。 

目標ターン 65ター：75ターン 

□赤一両面作戦は避け、どちらか一方に戦線の重点を置く 

青軍、緑軍に対して均等に部隊を配備するのは、部隊数の上からみて得策で 

はない。と'ちらかに重点をしぼった配備をすべきだろう。まずは空港が多く、 

作戦行動の取りやすい西方に進出して青軍にあたるのがよい。青軍首都へ向か 

うには山岳地帯を抜ける進撃路を進むしかないが、そのためにはどうしても強 

力な航空戦力の支援が必要である。それまでに質量ともに優れた航空部隊を持 

つことが条件となる。陸上兵力が盆地に進入できれば、首都陥落は近い。この 

間東方は(X=30,Y=25)の空港.都市で緑軍の進出を阻み、青軍首都を落とした 

後、ここを拠点に緑軍を攻略する。 

目標ターン 70ターン〜80ターン 

□緑一北と東から赤軍首都を狭擊、その後青軍首都を攻める 

首都が砂漠の奥にあり、陸上部隊の進出に手間取る緑軍としては、首都付近 

のオアシスを占領してまず財源を確保したい。次いで他国進攻の足掛りとして 

何としても（X=35,Y=25)の空港、都市を手に入れる。首都からの進撃路は、才 

アシス経路で西と南に進むルートと、北の山岳地帯を抜けるルートが考えられ 

るが、まずは確保した（X=35,Y=25)の空港、都市に主力を集結させ、ここを拠 

点に西と南を圧迫して航空戦力の強化に努める。南進して赤軍と衝突する部隊 

は、空港がないために航空機の補給を受けにくいが、敵も同じ条件だから、補 

給車で燃料供給の可能な航空ユニツトをフルに活用して、大河東岸から敵を一 

掃する。そして（X=32,Y=47)の空港を占領し、北と東から赤軍本拠に進入。首 

都を落とす。赤軍陥落後は燃料切れに注意しながら、無敵の航空部隊で青軍首 

都に攻め込めばよい。 

目標ターン 65ターン〜75ターン 



fzu Wars 
色別難易度：青☆☆赤☆☆ 

【大戦略パワーアップセット】 
☆国の数： 2 

☆首都の位置：青（30, 3 )、赤（33, 54) 

☆首都間の距離：青赤51 

☆保有都市•空港：青（ 3 :1)、赤（ 2 

:1) 

☆中立都市： 37 ☆中立空港：12 

☆各地形の占有率：山3.8%、荒地 
2.3%、砂漠0%、森7.1%、平地 

27.3%、道路7.5%、水域50.4% 

•VIEW* 

伊豆半島をモデルにしたこのマップには2つの国がある。首都は半島の付け 

根に位置する箱根（青）と南端の下田（赤)。中心部分には山地が縦走し、そ 

れをはさんだ両側に都市や空港が点在している。道路が発達し、首都間を結ぶ 

ルートは3通りある。現実の地形と異なる点は、マップの南西に浮かぶ島くら 

いだろう。都市や空港の数は比較的多いが、分散しているために制圧には少し 

手間取るようだ。海域が広く、戦場が狭いことや2国の争いということから、 

比較的短時間で遊べるだろう。 

• POINT* 

分散している中立都市や中立空港を制圧するために兵員の輸送ユニツトが多 

数必要になる。移動量の多い輸送ヘリやマルダーA1が使いやすいだろう。都 

市や空港が適度に散っているので、補給車はあまり必要ない。激戦となる中央 

部には山岳が広がっているから、装甲車が意外に頼もしい味方になる。 

• HINT* 

□青——都市をいくつ制圧できるかが勝負の分かれ目 

この国はまず兵員ユニットと輸送ヘリ、マルダーA1を多く生産して付近に 



点在する中立都市や中立空港を制圧しながら着実に南下していく。そして陸戦 

兵器をある程度生産したら、少し予算をためて航空兵器をどんどん購入して各 

兵器の戦闘レベルを上げていく。敵に攻撃をかける時は、こちらはいぐつか'0 

部隊を使ってでも完全に敵を撃滅するようにした方がよい。また兵員ユニット 

で敵の都市を占領して敵を経済的に圧迫すればそれだけ統一の日も近くなる。 

そうしてジワジワと南下すれば圧倒的軍事力により、赤は簡単に制圧できる。 

目標ターン 40ターン〜50夕ーン 

□赤——初期の中立都市の争奪戦で優勢を築く 

この国も青軍と同様に初期の戦いでは兵員ユニットと輸送ヘリ、マルダーA 

1をたくさん生産して、中立都市や中立空港をどんどん制圧して軍事予算の安 

定を図り、軍備を増強させながら北上してい陸路のコースとしては、三つ 

のルートがあり、中央を通る3™スがいちばん近道となる。しかしこの中央を 

通る道は非常に狭く、またいちばんの激戦地域となる。そこでいくつかの部隊 

をわざと迁回させて、敵を山岳地帯に囲まれた平地におびきよせて、これをは 

さみうちにして撃破するとよい。こうして敵の戦力を消耗させながら着実に都 

市を制圧していく。そうすれば統一の日も近くなるだろうs 

目標ターン 40ターン〜50ターン 



イセワンオペレーション 
色別難易度：青☆ _☆☆☆黄^^^^ 

【大戦略パワーアップセット】 
☆国の数： 4 

☆首都の位置：青（48, 20)、赤（51, 45)、 
緑（ 7, 44)、黄（11，2 ) 

☆首都間の距離：青赤25、青緑53、青黄46、 
赤緑45、赤黄62、緑黄42 

☆保有都市•空港：青（ 3 : 2 )、赤（ 3 

: 2 )、緑（ 3 : 2 )、黄（ 3 : 2 ) 

☆中立都市： 51☆中立空港：12 

☆各地形の占有率：山20.8%、荒地 

1.1%、砂漠0%、森11.6%、平地 

24.8%、道路12.9%、水域26.4% 

參 

濃尾平野、伊勢湾を中心に、大垣市（黄)、津市（緑)、豊田市（青)、豊橋 

市（赤）K首都を持つ4つの軍が争う。濃尾平野のほぼ中心に位置し名古屋に 

進出しやすい青軍が地の利、財源の両面から見てかなり優勢。青軍と赤軍、緑 

軍と黄軍はそれぞれ首都間の距離が近いのですぐに戦闘状態となる。空港、都 

市とも数量は十分で、ゲーム©しやすさが特徴だろう。腕に覚えのあるプレイ 

ヤーが集まってマルチプレイを楽しめるマップの1つといえる。 

• POINT* 

中心に広がる伊勢湾は航空戦力の渡湾攻撃以外に戦略的価値は認められ•ない 

が、濃尾平野を流れる2つの川は防衛線として機能する。名古屋付近は軍事. 

経済の両面から重要であるが、飛行場が一力所しかないので補給隊の配備が肝 

要。極端な地形もなく、兵器はすべて能力通りの働きが期待できる。 

• HINT* 

□青一名古屋の早期占領、物置作戦で他軍を粉砕 

•生力を赤軍に向け、全力をあげてこれを叩く。その間付近の中立都市を制し 

て勢力を広げつつ、岡崎、名古屋を獲得。蒲郡で赤軍との激戦が展開されるが、 



攻撃路が山間の狭あい部で攻めにぐい。東側を迂観.して敵の注意と戦力を引き 

_-a.け、占領にこぎつけたい。蒲郡が落ちれば首都占領は目前だ6赤軍陥落後、 

部隊を西に向け黄軍を攻撃するが、一方で海岸沿し''に進出する緑軍を対空戦車 

部隊などで木曽川を防衛線として応戦。緑軍の渡湾攻撃が知多半島に向けで頻 

繁に行われるが、迎撃して自軍の航空戦力の強化に利用しよう。黄軍首都占領 

後、主力は反転南下。質、量ともに優勢な部隊で敵を粉砕する。 

目標夕ーン 50夕ーン〜60夕ーン 

□赤一岡崎奪取、機先を制し優位を保つ 

中立都市を占領しながら同時に北へ出兵。蒲郡を押さえて財源を確保し、攻 

撃に備えて体勢を整えるのがふつうの作戦。が、財政的にも苦しい赤軍と,して 

は、その打開と長期戦を避けるために緒戦で青軍の優位に立つ速攻作戦を取り 

たい。まず岡崎に進出して青軍の先遣隊を叩き、こ.こを占拠。多少無理をしI 

もなるベく早く戦闘機を手に入れる。青軍の激しい攻撃に耐えながら岡崎を死 

守_して部隊の強化を果たし、名古屋方面に財源を求める。ほどなく取りこぼし 

た都市の占領も終わり^ t分な戦力がそろうか:ら、青軍首都に総攻撃をかける。 

目標ターン 印ターン〜60夕ーン 

□緑——粘り強^ \戦いが勝利を生む 

まず中立都市を確保するが、進み過ぎても首都から距離が遠いi支えきれな 

い。まず黄軍を倒すのが目標。（X=15,Y=28)付近の都市をめぐる攻防が鍵と广 

るだろう。知多半島に向けた空挺部隊と航空部隊による渡湾攻撃は、戦力に余 

裕がある時以外はすすめられない。粘り強く戦い、正攻法で進むべきだろう。 

黄軍さえ倒せば強化された部隊で他国を制覇するのは容易である。 

目標夕ーン 55ターン〜65夕ーン 

□黄——東方の青•赤軍を刺激せず、安価な部隊で大きい戦果を 

財政的にきびし《上、伊勢.名古屋の両面から侵攻されて軍事的にもかなり 

苦しい。戦闘機がほしいのだが財政事情がそれを許さない。名古屋までは距離 

があって基地を維持できないし、まずこの方面.には部隊をあまり割けなWs基 

本的には敵の制空権下で安価な陸上兵器で耐え忍び、緑軍の制覇を狙う。展開 

としては、（X=15,Y=28)の都市.空港を先占し、数回にわたる猛攻に耐えれば 

勝利は近い。青軍は赤軍に全力で攻撃するから、ここに戦力を集中するべきだ 

ろう。 

目標夕ーン 55夕ーン〜65ターン 



TOUKAIDOU Wars 
色別難易度：泰☆☆セ赤☆☆☆ 

【大戦略パワーアップセット】 
☆国の数： 2 

☆首都の位置：青（57, 39)、赤（2, 48) 

☆首都間の距離：青赤60 

☆保有都市•空港：青（ 4 : 3 )、赤（ 4 

: 2 ) 

☆中立都市： 45 ☆中立空港：11 

☆各地形の占有率：山26.3%,荒地 
0.7%、砂漠 0%、森13.9%、平地 

13.4%、道路10.2%、水域33.5% 

•VIEW* 

このマッブは本州の中心部分を切り抜いたような形をしている。その両端の 

東京（青）•大阪（赤）に首都を持つ2つの国が題名の通りに東海道をはさん 

で戦うようになっている。当然東海道を通った方が早く相手の首都へ行けるの 

で、そのまん中の浜松~名古屋付近が激戦地帯となるのは、地図を見れば一目 

瞭然であろう。地形や都市や空港は現実のものとほとんど同じなので、親しみ 

やすいマップである。 

• POINT* 

早く敵の首都を占領してしまいたい人はひたすら東海道を進軍して行けばよ 

いが、そうでない人は日本海側の都市をひとつずつ占領しながら進めば、最も 

理想的な戦いができるだろう。また、ある程度軍資金がたまったら、空港も多 

いのでどんどん航空兵器を生産してみてはどうだろうか 。 

« HINT 參 

□青一一名古屋を制圧すれば勝利は近い 

東京に首都を構える青は、まず先行する兵員ユニットに続いて戦闘部隊を西 

へ進めていく。そのかたわら、中仙道や北陸方面にも資金確保のための兵員ユ 
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ニットを数部隊派遣する。東海道を行く部隊は名古屋~浜松付近で敵と接触す 

ることになるが、蒲郡付近の道が狭くなっているので、どうやって陸戦兵器を 

濃尾平野へ進入させていくかが大きな問題になる。また、この間に中仙道を進 

んでいる部隊で名古屋付近の敵部隊をかく乱させて、そのスキにいっきに濃尾 

平野になだれ込んでいくのも1っの作戦だ。そして名古屋を自分の物にしてし 

まえば、あとはそこへ行くまでに鍛え上げてきた経験と大資金をバック&、赤 

を占領するのは時間の問題。 

目標ターン 40ターン〜50ターン 

□赤——敵の裏側から攻擊 

大阪に首都を構える赤は、初期はやはり青と同時に資金確保のため数部隊を 

日本海側に差し向ける。そして浜松〜名古屋間で敵と接触するが、やはり青と 

同様に蒲郡付近の突破が問題となる。また、場合によっては主力部隊を2っに 

分けて、一方は蒲郡の地形を有効に生かして敵の動きを押さえておいて、その 

スキに中仙道を通って、青の首都に攻撃をかけるのもおもしろい作戦だ。資金 

的に不自由はないし条件は青も赤もあまり変わらない®で、あとは細かい戦術 

の能力で統一の早い遅いが決まるだろう。 

目標夕ーン 4 〇夕ーン〜5 0夕ーン 



ARABIAN Campaign 
色別難易度：青^^ #☆☆☆緑六^^^黄☆ 

【大戦略パワーアップセット】 
☆国の数： 4 

☆首都の位置：青_( 5，7)、赤（12, 58)、 
緑（26, 25)、黄（40,1) 

☆首都間の距離：青赤51、青緑30、青黄38, 

赤緑33、赤黄57、緑黄26 

☆保有都市•空港：青（2 :1)、赤（3 

: 2)、緑（3 : 2)、黄（3 : 2) 

☆中立都市： 61☆中立空港： 20 

☆各地形の占有率：山7.0%、荒地 

1.3%、砂漠44.2%、森4.5%、平地 

4.2%、道路10.4%、水域25.6% 

• VIEW* 

アラビア半島を中心に、イスラエル（青）、エチオピア（赤）、サウジアラビ 

ア（緑)、イラン（黄）が争うという物騒なマップである。実際の地形に近く、 

見た目にも非常に美しくできている。地形の大半は砂漠、荒れ地、山岳で、紅 

海南端の海峡は道路で結ばれている。現実とは逆にサウジアラビアが経済的に 

苦しく、イランが地の利、財源の両面から有利。アラビア半島及び、メソボタ 

ミアの空港.都市をめぐる攻防が焦点となる。 

• POINT • 

ペルシャ湾、紅海が陸地をさえぎるため、航空戦力はきわめて有効。特に東 

部紅海沿岸では陸上部隊が二分されるのに、航空部隊は自由に行き来でき、機 

動性がフルに発揮される。ハリアーは、補給隊の参加で陸上部隊と行動をとも 

にできるので便利だ。空.陸双方の連携が取れた部隊運用が重要となるだろう。 

• HINT* 

□青——3本ある侵攻ルートのどれをとるかが作戦の分岐点 

紅海沿いに南下する2本とイラン方面に進む計3本のルートがある。イラン 

方面はメソボタミアの都市.空港での攻防が焦点だが、本拠地から近い緑軍- 
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黄軍と衝突することになり、増援の面で不利な戦いを強いられる。紅海沿いを 

南下、赤軍を攻略した後、緑軍に対する方が早道かもしれない。その際は 

(X=5,Y=45)の空港奪取が攻防の山となる。また、（X=11,Y=30)の都市•空港 

も見逃せないP，とにかく必要以上に緑軍を攻めないことが大切だ。 

目標夕ーン 70夕ーン~80ターン 

□赤一攻擊目標を分散せず各個擊破 

紅海沿岸の2っのルートを北上し、（X=5,Y=35)の空港.都市を占拠。っい 

で(X=11,Y=30)周辺も確保して、エルサレム進撃への足掛りとしたい。兵員輸 

送にはヘリコプターを使うが、_他部隊のためにも補給隊はぜひ備えること。エ 

ルサレムは守りやすく攻めにくい地形となっており、.落とすのは容易ではない 

が、戦力を集中して早期に片をっけたい。この間、アラビア半島南部に足をの 

ばして財源の確保にも努める。経験を重ね、強化された部隊を使い、北と東か 

ら緑軍•黄軍といっきに撃破するべしe 

目標ターン 80夕ーン〜90ターン 

□緑一閉鎖状態から脱し、ペルシャ湾から打って出る 

砂漠のド真中。地形上の恩恵は何もなく、慢性的な財政難を抱えている。財 

政難打開のために打って出れば三方に敵を持っことになる。すべての敵に対応 

するゆとりはなく、大戦果を狙うには状況があまりにも悪い。そこで西方は捨 

て、東方のみに打って出る。首都付近を守りつ，、ペルシャ湾沿いを北上して 

メソボタミアの都市•空港で黄軍を駆逐。制空権を取って部隊を強化した後、 

黄軍首都をめざし攻勢に転じたい。かなりきっいので、気長にやらないと続か 

ないだろう。 

目標夕ーン 90夕ーン〜100夕ーン 

□黄一堂々の正攻法でアラブ世界の覇権を握る 

-生力はメソボタミア方面に速やかに進出して足場を固める。青軍.緑軍を撃 

退しながら部隊を強化し、アラビア半島で緑軍を圧迫する。緑軍に対しては、 

(X=35, Y=10)の空港を拠点に優勢な航空戦力で絶え間なく攻撃し、首都を占領 

する。青軍は守りやすい地形になっているので、戦力の逐次投入は避け、自軍 

の戦力が充実したところでいっきに片をつける。その際、燃料補給の容易なハ 

リヤー、ヒユイコブラが有効に働くだろう0エルサレム占領後は紅海沿岸を南 

に進み、赤軍首都をめざす。 

目標ターン 70夕ーン~80夕ーン 



Win at KYUUSHUU 
色別難易度：售セ☆セ#☆☆☆☆ 

【大戦略パワーアップセ、'ノト】 
☆国の数： 2 

☆首都の位置：_# (26, 8)、赤（27, 52) 

☆首都間の距離：青赤44 

☆保有都市•空港：青（1: 2 )、赤（ 2 

: 2 ) 

☆中立都市： 42 ☆中立空港： 9 

☆各地形の占有率：山7.5%、荒地 
0.3%、砂漠 0%、森15.7%、平地 

5.4%、道路10.6%、水域58.9% 

• VIEW* 

九州の福岡（青）.鹿児島（赤）に首都を持つ2つの国が戦うこのマップ、 

現実とほとんど同じ地形ではあるが、島原半島〜天草諸島~出水は陸路で渡れ 

るようになっている。中立都市は北九州の方に多いので、青の方が資金的に赤 

より有利になるだろう。接触は案外早めに起きるようだが、作戦次第では攻略 

にかなりの時間がかかる時もある。地形が実際のものにかなり似ているので.、 

たいへん親しみやすいマップだ。 

• POINT • 

全体的に空港の数が少ないので、補給車を利用してハリヤーやヒュイコブラ 

などを有効に使えば、戦局も大きく変わってくる。また、中央の熊本付近がい 

ちばんの激戦になるが、都市の数が少ないので、ここでも補給車をうまく利用 

すればよいだろう。 

• HINT* 

□青一地形を利用した接近戦で優勢を勝ち取る 

福岡に首都を構える青は、まず資金を確保するために別府や長崎方面に兵員 

ユニツトを派遣しておいて、主力の戦車や航空兵器を南下させていくのがオー 



ソドックスな作戦だろう。途中の熊本付近で赤と接触することになるが、都市 

や空港の数が少ないのて％補給は都市や空港からだけではなく、補給車から受 

けることでカバーしていく。特に航空戦力としては、ハリヤー、ヒユイコブラ 

などの垂直離着陸できる兵器と補給車を組み合わせ、これらを効果的に運用す 

ることによって戦局が大きく変わるのはいうまでもない。鹿児島付近に近づく 

にしたがって道は細く、_山や木も多くなってくるので、装甲車をうまく運用し 

たり、地形率に重点をおいて攻撃していけば、鹿児島を占領するのも時間の問 

題だろう。また装申車を数部隊使って、鹿児島の対岸にあたる大隅半島から桜 

島を通り、敵の背後から攻撃するというのもおもしろい作戦だ。資金面では赤 

よりも数段有利なので、さまざまな作戦を立てて楽しめるだろう。 

目標夕ーン 50ターン~60ターン 

□赤一資金不足の解消が当面の課題 

鹿児島に首都を持っ赤としては、南九州に中立都市や中立空港が少ないため 

に資金的な不足をどう補うか、ということが最初の課題となるだろう。青の主 

力部隊のほとんと'は熊本平野を通って来るので、これを赤の全部隊の3分の2 

くらいの戦力で地形を生かした戦いをしながら、八代付近でなんとかくい止め 

ておき、その間に東海岸沿いに残りの部隊を北上させて、途中の中立都市を確 

実に制圧しながら資金を増やし、時期を見はからって熊本の敵をはさみ打ちに 

する、というのが1つの作戦。このようにしてなんらかの方法で早めに中立都 

市をどんどん制圧していくことが肝心だ。さもないとじわじわと負けていくこ 

とになる。全体的に都市や空港の数が少なく、散在し.ているので、補給車やハ 

リヤー、ヒュイコブラを上手に運用して早い時期に熊本を占領できれば、赤に 

も勝利の光が見えてくるはずだ。熊本付近さえ制圧してしまえば、そこに行き 

着くまでに鍛え上げた各部隊のランクと豊富な資金にものをいわせて、いっき 

に筑紫平野へなだれ込み、福岡を制圧してしまえばよい。 

目標ターン55夕一：65ターン 



Antarctic crisis 
色別難易度：青☆☆ •☆☆☆緑☆ 

【大戦略パワーアップセット】 
☆国の数： 3 

☆首都の位置：_者（25, 10)、赤（14, 39)、 

緑（46, 38) 

☆首都間の距離：青赤29、青緑35、赤緑32 

☆保有都市•空港：青（3 :1)、赤（3 

:1)、緑（ 3 :1) 

☆中立都市：19 ☆中立空港： 7 

☆各地形の占有率：山5.4%、荒地 
8.3%、砂漠 0%、森6.1%、平地 

3.5%、道路4.9%、水域70.8% 

• VIEW* 

南極大陸を舞台に青、赤、緑の3国が三っ巴の戦いを繰り広げる。大陸とい 

つても、. 5：じんまりしていて手軽に楽しめるようになっている。全体的に荒地、 

山岳、森林などが多く、陸上部隊の移動に手間取る。が、防御には有利な地形 

が多い。都市の数が少なめに抑えられているので収入率を低くとると、きびし 

い戦いとなる。都市の奪い合いが激しく、空港の確保と航空戦力の効率的な運 

用が勝敗の鍵となろう。 

春POINT籲 

都市の数が少ないため経済的に苦しい状態が続くが、できるだけ早期に戦闘 

機を入手して経験を積んで_おきたい。実際の戦闘で最も.気を使うのがこの戦闘 

機の運用で、その損害は財政•作戦上たいへんな痛手となる。常に敵の対空戦 

車の動きを読んで慎重に行動したい。作戦的にさほと'重要でない都市も財源の 

意味から敵に奪われるのは痛い。こういった都市に、兵員ユニットが釘付けに 

される場合が多く、できれば都市占領にはエ兵隊を使う方がよい。他部隊をう 

まく支援することで、エ兵隊の経験値を上げることができる。そうなれば独力 

で優勢な敵部隊を撃破し.、都市を守れるようになる。他に陸上兵器としては森 

林、山岳などが多いために安価で機動力のある装甲車がたいへん役に立づ.aゲ 



バルト対空戦車もかなり活躍するだろう。補給車もあった方がいい。 

• HINT* 

□青一効率よく敵航空機を叩き、主導権を握る 

財源を求めて、帰還の当てのない都市占領を展開するのは望ましくない。赤 

軍、緑軍両方とぶつかっても、いたずらに部隊を失うだけである。コンビュー 

夕同、士がある程度潰し合いしてくれなければ.、どうにもならにない。まずは 

(X=20, Y=24)(X=30, Y=22)の空港を確保し、なるべく早期に航空戦力を投入。 

陸上部隊と連携して敵を撃退U.つつ経験値を上げ、部隊を強化することに努め 

る。できれば(X=30,Y=30)の都市、空港を確保してから、緑軍にあたりたい。 

経験をつんだ部隊を先頭に赤軍にあたり、都市を1つ1つ潰しながら前進し、 

赤軍首都へ向かうのが得策だ。赤軍首都が奪取できれば勝利は近い。その後、 

3方向の道路から緑軍首都へと向かう。 

目標ターン 55ターン〜70夕ーン 

□赤一攻め難く、守り難い、荒れ地での戦いを強いられる 

三つ巴の戦いとなるので基本的には青軍、赤軍、緑軍とも同じような作戦と 

なる。赤軍は青軍へと向かう道路と、緑軍首都へ通じる道路の2つの進撃路が 

あり、どうしても部隊を2つに分けなければならず、やや不利である。緑軍に 

対しては(X=20,Y=47)の空港を利用して、航空部隊と陸上部隊であたり、青軍 

に対しては半島の付け根を押さえて徐々に圧倒する形を取りたい。この場合 

(X=20,Y=24)(X=30,Y=22)の両空港の奪取が決め手で、ここに戦闘機が入れる 

ようになればしめたものだ。その後南極半島を攻め上がり、青軍首都を落とし 

たら、反転して緑軍を攻略する。 

目標ターン 60ターン〜75ターン 

□緑——大陸中央を制し、有利に展開 

経済的、地形的には青軍•赤軍よりやや有利。最初は首都から延びる3方向 

の道路に沿って兵員を輸送し、中立都市を占領。財源を確保してから、青軍と 

はさみ打ちをする形で全力で赤軍を攻めたい。戦略上■©ポイントは大陸中央の 

(X=34,Y=31)の都市•空港。ここを拠点に航空戦力を運用し、有利に作戦を展 

開する。そして経験を積んだ航空部隊の支援のもと、赤軍、青軍と撃破してい 

くのがよいだろう。 

目標ターン 50ター:65夕ーン 



コウクウセンリャク4 
色別難易度：青^^六^，☆☆☆☆齡蚀☆セ黄☆☆☆☆セ 

【大戦略パワーアップセツト】 
☆国の数： 4 

☆首都の位置：青（10、10)、赤（10、50)、 
緑（50、 50)、黄（50、10) 

☆首都間の距離：青赤40、青緑60、青黄40、 
赤緑40、赤黄60、緑黄40 

☆保有都市•空港：青（ 6 : 7 )、赤（6 

: 7 )、緑（ 6 : 7 )、黄（ 6 : 7 ) 

☆中立都市： 62 ☆中立空港： 73 

☆各地形の占有率：山2.0%,荒地 

0.9%,砂漠0%,森9.4%,平地 

3.6%,道路3.3%,水域75.5% 

•VIEW* 

マップの中心には、多くの中立都市や中立空港を含む大きな島があり、それ 

を包むように4つの島（首都）がある。このマップの大きな特徴は、各国の島 

の形、都市や空港の数、相手国までの距離など、ほとんどが同じ条件で作られ 

ていることだ。そしてマップの名前が示すとおり、航空戦略を中心にくり広げ 

られるように各島々が別れていて、陸戦兵器のほとんどは自国の守りにしか使 

えない。つまり高価な航空兵器が大量に必要になってくるので、軍事予算を確 

保するための中立都市や中立空港が点在している。4つの国の条件が同じなの 

でマルチブレイにもってこいのマップだろう。 

參POINT争 

島々で構成されているので、陸戦兵器はほとんど必要とされない。初期の戦 

いでの歩兵、工兵、輸送ヘリの使い方が、その後の戦局を大きく変えることに 

なるだろう。地道に中立都市を自分の物にしていった方が戦局を有利に導く結 

果となる。 

• HINT* 

□青•赤•黄，緑——財源の安定で徐々に優勢を固める 
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青、赤、緑、黄のどれから始めても条件は同0だが、順番の早い青が多少有 

利になるかもしれない《空中戦を主体とした戦いでは、•航空戦力を整えるのが 

ポイント。そのため、まず兵員ユニタトと輸送ヘリを多く作り、中央の島を始 

めとする中立都市の多い場所に部隊を派遣して都市を制圧していき、軍事予算 

を着実に増やす。ある程度資金がたまったら、F-1.6やDOGFIGHTなど最高 

の航空兵器を予算の出し惜しみをせずにどんどん購入して、その戦いの最前線 

へ送り込むようにする。忘れてはならないのは、航空兵器を全滅させずに着実 

にエースのランクに成長させることである。そうすれば、後の戦いの大きな鍵 

となるだろう。そして敵の本土を攻撃する時は、生産しすぎて遊んでいる兵員 

ユニットと輸送ユニットを最小限まで処分して（敵にわざと攻撃させて全滅さ 

せてしまう）、新たにA-10などの爆撃機を購入して敵と戦えばよいだろう。敵 

国を1つでも制圧してしまえば資金的にも、兵器のランク的にも、他の2国と 

は段違いの強さになはずなので、残りの2国を制圧するにはそれほど時間がか 

からないだろう。 

目標ターン 60ターン〜80ターン 



4 Land War 
色別難易度：青☆赤☆セ緑☆☆☆黄☆☆☆セ 

【大戦略パワーアップセット】 
☆国の数： 4 

☆首都の位置：_ff (55, 46)、赤（53, 7 )、 

緑（6, 48)、黄（10，7_) 

☆首都間の距離：青赤39、青緑50、青黄64、 
赤緑68、赤黄43、緑黄41 

☆保有都市•空港：青（1: 3 )、赤（ 3 

:1)、緑（ 2 :1)、黄（1: 3 ) 

☆中立都市： 79 ☆中立空港： 24 

☆各地形の占有率：山16.5%、荒地 

1.0%、砂漠6.6%、森21.3%、平地 

17.9%、道路21.4%、水域11.9% 

• VIEW* 

四隅に各国め首都があり、異なった地形の中に位置しているのが特徴（青は 

島、赤は砂漠、黄は山岳、緑は平原)。中央の森林地帯に囲まれた空港•都市 

群が戦略のポイントになる。空港や都市の数は十分にあり、また道路も数多く 

通じているので部隊を動かすのは容易だ。ただ、プレイ時間は結構かかる。要 

はそれぞれ異なった地形に合った作戦をとることが重要だろう。 

• POINT • 

地形の変化が激しいので、航空部隊が重要な戦力となる。空港も多いので補 

給に気を使わずに済む。戦闘機はもちろんだが、熟練度の高いA-10、ヒユイ 

コブラの威力は絶大だ。補給車は序盤は不要だが、敵首都目前では必要になる 

かもしれない。同様に兵員ユニタトも敵首都間近では慎重に扱いたい。 

• HINT* 

□青一中央の都市群の早期占領とその防衛 

まずは中央の都市群を占領し、攻め入る赤軍を撃破して死守する。熟練度が 

上がるまでは手間取るが、森林地帯から赤軍を一掃できればしめたもの。その 

後、航空機を主力にした部隊で（X=31,Y=3)(X=33,Y=7)の両空港を占領。さ 



らに、ここと南からの陸上部隊で敵を挟撃して赤軍首都へと迫るsこの間緑軍 

はマップの西端で一戦交えており、東進の勢力が弱いので(X=35, Y=51)あたり 

で撃退する程度にとどめるのがよい。山間の黄軍を攻めるには熟練度の高 

A-10,ヒュイコブラが絶対に必要。また大軍が移動できないのて％少数精鋭 

の陸上部隊を使って進撃を図る。兵員の輸送にはヘリコプターを使うのがよい 

だろう。黄軍首都を落とした後、緑軍を落とす。 

目標ターン 85夕ーン~95ターン 

□赤一航空決戦で勝利をつかむ 

黄軍に対しては、山岳地帯の入口にあたる(X=31,Y=3)(X=33,Y=7)の都市、 

(X=40,Y=9)の空港を利用して、少数の部隊で防衛し、主力を青軍に向けて中 

央の都市群を確保する。青軍首都は海峡で防御されているので、優秀な航空戦 

力が不可欠である。攻撃までに経験度を上げておきたい。青軍を下した後は黄 

軍方面に増援を送って攻めながら、主力は緑軍に向ける。敵空港(X=11,Y=40) 

を占領し、空陸の一体攻撃で敵を粉砕する。 

目標ターン 80ターン〜95ターン 

□緑一柔軟な戦略と無敵の戦車部隊が勝利を呼ぶ 

作戦の主眼を青軍、黄軍のと'ちらに置くか迷うところである。中央の都市群 

を狙うには、青軍、赤軍に比べてやや距離がある,上,黄軍がしつこ < 南下して 

くるので、成功率は低い。財源上のメリットは少ないが、マップの西端と南端 

に部隊を送るのがよい。西端を進む部隊は（X=3,Y=31)を拠点(こ強化を図り、 

黄軍首都攻撃への足場を固める。その上で東に転戦し、中央を制する。南端を 

進む部隊はスキをついて（X=40,Y=57)の空港を占領し、ここで戦闘機の経験度 

を上げ、航空戦で北と西から青軍を圧迫したい。 

目標ターン 90夕ーン〜100ターン 

□黄一山国で経済的に苦しく苦戦 

収入率を50に設定した場合は、ひたすら忍耐するしかないsまず山間の都 

市.空港で財源を確保するが、数が少なく経済的に苦しい状態が続く。最初は 

戦車主体の陸戦で緑軍の攻撃に照準を合わせる。青軍、赤軍が潰し合いをして 

いる間に、少数の部隊で山岳地帯の入口を固めて敵の進入を阻み、主力は西端 

を南下させ、（X=2,Y=38)の空港•都市の占領をめざす。徐々に部隊の熟練度 

を上げて緑軍首都に迫っていく。緑軍征服後航空部隊に切り換えていく。 

目標ターン 100夕ーン〜120ターン 



Volcano Island 
色別難易度：青☆緑1^1^〇!!〇^ 

【大戦略パワーアップセット】 
☆国の数： 3 

☆首都の位置：青（16, 55)、赤（55, 27)、 
緑（21， 6 ) 

☆首都間の距離：青赤53、青緑49、赤緑45 

☆保有都市•空港：青（3 : 3)、赤（4 

: 3 )、緑（ 3 : 2 ) 

☆中立都市： 41☆中立空港：11 

☆各地形の占有率：山5.2%,荒地 
4.7%、砂漠 0%、森23.6%、平地 

31.2%、道路12.4%、水域20.9% 

争VEW參 

海に囲まれた大きな島での戦いである。マップ自体はそれほど特殊なもので 

はないが、油断しているとひどい目に合う。点在している都市と都市の間には 

だいたい道が通っており、それ以外のところはほとんどを平原と森が占めてい 

る。森と平原の違いは大きく、森の使い方の善し悪しが攻撃の成功か否かの鍵 

となる。各軍間に決定的な差がないため、下手な攻めを繰り返せば泥試合とな 

り、終結の見込みなしといったこともありうる。接触は、道が完備しているた 

めそれほど遅いということはなく、完全に戦線ができてしまうのもこのマップ 

の特徴のひとつだ。また、中央には少し大きな都市群があり、ここを拠点に他 

軍に攻め込むのが最も効率のいい攻撃方法だろう。 

籲POIMT參 

空港の数は決して少なくはないが、航空兵力を主体として部隊を組むのには 

少し足りない。自軍の空港から戦闘地域まで平均して10~15ヘックス離れてい 

るので、片道2ターンかかってしまうし，戦車部隊を保護する森もムラなく分 

布しているからだ。ここはやはりゲバルト、レオパルド等の戦車部隊を主力に 

進んでいくのがベスト。守りについても、森にひそませたレオパルドで道を狭 

撃してしまえばまず突破されることはない。都市の数は十分あるので、補給車 



が必要になることはまずない。なお、中央部にある都市と空港は、航空兵力を 

使う時には必ず落としておこう。この一帯は激しい攻防と無縁なため、一度取 

ってしまえば後々有利になることは間違いない。.この空港から10~15ヘックス 

のところに各軍の前線の空港があるので、そこを直撃できる上に、道路の便も 

非常によいからだ。 

• HINT* 

□青一手広く攻めることが大切 

地形的に最も有利な青軍は、とにかく.手広く攻めていくことが大切だ。各個 

撃破も決して悪い戦法ではないが、財政に多少の余裕があるならば、緑軍と赤 

軍の両方を同時に攻めていくのがよい。と'ちらか一方だけを攻めると、後で敵 

の侵攻を食い止めるのにたいへん手間取ってしまう。序盤戦では、緑軍に対し 

ては山岳地帯を越えること、.赤軍に対しては南東の湖の中の空港をとることを 

第一g標としたい。 

目標夕ーン 3 0ターン〜4 5ターン 

□赤一青軍からの侵攻速度と緑軍への侵攻速度の差がすべて 

青軍にっいで裕福な赤軍の第一の課題は、いかにして青軍の侵攻を食い止め 

ながら緑軍に攻め込んでいくかということだろう。青軍によって緑軍がつぶさ 

れるようなことがあると青軍の力が巨大になり過ぎるので、その前に自らの:手. 

で緑軍をつぶさなければならない。そのためにも中央部の都市の奪取は必須で 

ある。ここを占領すれば青軍を迎撃できるし、また緑軍への前哨基地の一づと 

しても使うことができる。 

目標夕ーン 3 5ター:4 5ターン 

□緑——両軍からの圧迫をどう抑えるか 

他軍に比べて苦しい緑軍は、当面は防戦一方となることだろう。どちらか一 

方の軍にでも山を越されてしまっては勝ち目はないので、何としても山岳地帯 

に防衛線をはってがんばりたい。そのうちに部隊のレベルが上がり、敵の攻撃 

が中休みになった時にいっきに攻撃に転じれば、勝利もそう遠くはないだろう。 

目標ターン 40ターン〜50ターン 
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TOKYO WARS 
色別難易度：青☆☆赤☆☆☆緑☆☆☆ 

【大戦略パワーアップセット】 
☆国の数： 3 

☆首都の位置：青（50, 26)、赤（10, 14)、 

緑（33, 50) 

☆首都間の距離：青赤46、青緑29、赤緑41 

☆保有都市•空港：青（7 : 2)、赤（4 

: 2)、緑（4 : 2) 

☆中立都市： 28 ☆中立空港：13 

☆各地形の占有率：山7.5%、荒地 

1.2%,砂漠9.3%、森4.4%、平地 

9.9%、道路9.5%、水域56.4% 

鑄VEW參 

東京都の形を切り出した島の中に3つの首都がある。陸地が意外に狭いので、 

比較的皁.いターンで全国を制圧できる。このマップの主な特徴としては、都内 

のほとんどが砂漠で奧多摩方面に向かうにしたがって、平地、森林、山になつ 

ている点だ。ほとんどの中立都市や中立空港は、3つの国の中間付近に少しず 

つ固まって点在している。 

• POINT* 

都市や空港が多数あるので、補給車は必要ないだろうsしかしヘリコプター 

部隊やハリヤーを多く生産する際には、1部隊くらい準備しておいた方がよい。 

初期の中立都市の争奪戦次第で後々軍事予算に差が出てくるので、輸送ヘリを 

多用して、迅速な兵員の展開が望まれる。 

• HINT* 

□青-初期の優位をどこまで生かせるか 

まず軍事予算の安定を確保するために輸送へリと兵員ユニットを多く生産し 

て、各方面の中立都市や中立空港の制圧に向かわせる。その後で陸戦部隊を生 

産し、自国の都市や空港へ守備隊として向かわせる。軍事予算が余れば航空兵 



器をどん.とん生産して攻撃力を増強させるのがよさらに各部隊のレベルが 

上がってきたところで、いっきに勝負をかける。ある程度レベルが上がってい 

れば、2っの国を同時に攻撃する両面作戦も可能だ。 

目標ターン 35ターン〜45夕ーン 

□赤一中央の都市•空港をどう制圧するかが鍵 

青軍と同様に、まず輸送ヘリと兵員ユニットをたくさん生産して、中立都市 

と中立空港を確保する。この初期の戦い次第で後々のターン数が大きく変わっ 

てくるだろう。そして確保した都市を利用して、首都へ行くほと'陸地が細くな 

っている緑軍に攻撃をしかける。緑軍を攻略するには、このマップの中心付近 

に点在する都市をすべて手中に収め、敵の財源を断ち切らなければならない。 

各兵器のレベルを上げ〇っ青を圧迫しながら進撃し、緑軍に集中攻撃をかける 

(海が多いので敵の後ろから航空兵器を使ってゆさぶりをかけるのも1っの作 

戦だ）。緑を制圧してしまえば後は時間の問題だろう。 

目標ターン 40ターン〜50夕ーン 

□緑——三つ巴の都市争いに積極的に参加する 

初期の戦い方は他の2国と同様である。輸送ヘリと兵員ユニ，卜をうまく運 

用して、マップの中心付近に点在する都市や空港を制圧することから始める。 

この都市の争奪戦で戦いの大勢が決ってしまうといっても過言ではない。その 

ため、早めに各部隊を都市の守備隊として各方面に展開させ、軍事予算の確保 

に努めるのが得策。ある程度軍備が整ったところで、山岳地帯の地の利を生か 

して赤軍を食い止め、その間に青に総攻撃を仕掛けて攻略する。それから時間 

をかけて赤に攻め込んでいという方法がいちばん良いだろう。 

目標ターン 40ターン〜50ターン 



CALDERA CAMPAIGN 
色別難易度：青☆☆赤☆☆ 

【大戦略パワーアップセット】 
☆国の数： 2 

☆首都の位置：青（29, 54)、赤（35, 7 ) 

☆首都間の距離：青赤47 

☆保有都市•空港：青（3 : 2)、赤（3 

: 2 ) 

☆中立都市： 24 ☆中立空港： 6 

☆各地形の占有率：山0.5%、荒地 
2.2%、砂漠0.3%、森5.6%、平地 

3 3.0、道路3.7%、水域83.6% 

•VIEW* 

まわりが海、島の内側がカルデラ湖、そして湖の中心に小さい島。ここで青 

軍、赤軍が軍事衝突したというのが、「CALDERA CAMPAING」だ。円形 

のカルデラのため、相手国に通じる陸路は2本しかない。湖の中の島は中立都 

市になっており、空港がある。重要な航空拠点となるだろう。2ヶ国のシンプ 

ルなマップなので、気軽に短時間で楽しめる。 

春POINT參 

相手国へのルートが2本なので、部隊をバランスよく進軍させた方がよいだ 

ろう。しかし相手国に近づくにつれて陸路が狭いため侵攻が思うようにはかど 

らなくなるので、航空戦力を最大限に利用するのがよい。敵の航空機の攻撃か 

ら守るための対空火器、特にローランドは非常に有効である。湖の中の島の航 

空基地は、作戦後半には重要な存在になる。必ず確保しておくこと。 

譬HINT參 

□靑——相手戦力を分散させる布陣が功を奏する 

はじめに輸送ヘリを使って近辺の都市を確保する。その後は西側の陸路を進 

軍したほうが、侵攻に際しての時間が短縮できる。しかし東側への進軍も怠つ 



てはならない。さもないと赤軍の勢力が片側に集中してしまい、進軍どころか 

撤退さえできない状態になる。で-きるだけ赤軍の戦力を分散しておくのが肝心 

だ。東側からの赤軍本土への突入は、赤軍基地に近いこともあって困難をきわ 

める。そのため、西側からの航空戦力を駆使して侵攻する。しかしその頃まで 

には、湖内の島の航空基地は完全に確保しておかなければならない。赤軍は、 

ヒュイコブラの攻撃を得意としているので、対空火器は必ず数部隊配備してお 

くべきだ。特にローランド2は強力な武器となる。赤軍本土に突入したあとは、 

物量作戦あるのみだ。 

目標ターン 30ターン〜40ターン 

□赤——東側ルートで無理なく進軍 

青軍と同じように近辺の都市を確保した後、東西の陸路を平均した兵力で進 

軍。西側からの青軍の進軍スピードがわりと早いから、敵との接触後は東側か. 

らのルートを使う方が有利だろう。西側からの進軍は、なかなか思うようには 

かどらない。そこで敵国後方を爆撃機で攻撃し、ヒュイコブラに守られた輸送 

ヘリを使って都市を占領する。それから全力をあげて軍本土へ突入する。ただ 

し青軍本土は、湖があるので陸路が狭ぐ侵攻の妨げになっている。攻略にあ 

たっては、やはり航空戦力がものをいう。本土内東側からの侵攻では、いかに 

うまく橋をわたるかがボイントになるだろう。 

目標夕ーン 30夕ーン〜40ターン 



After The War 
色別難易度：緑^^黄☆☆ 

【大戦略パワーアップセット】 
☆国の数： 4 

☆首都の位置：青（3_5, 20)、赤（56, 9 >、 

緑（20, 5_5)、黄（ 4, 6 ) 

☆首都間の距離：青赤37、青緑35、青黄38、 

赤緑59、赤黄54、緑黄49 

☆保有都市•空港：青（0 :1)、赤（5 

: 3 )、緑（ 6 : 5 )、黄（ 6 : 6 ) 

☆中立都市： 55 ☆中立空港： 34 

☆各地形の占有率：山10.9%、荒地 
4.9%,砂漠4.5%、森10.6%、平地 

25.9%、道路8.5%、水域21.2% 

*VEW_ 

矢野徹のSF『地球0年jをモデルに、核戦争後の北アメリカ大陸を扱った 

マップである。そ®:,ため現実の地形とだいたいは一致しているが、本来都市の 

あるべきの所が砂漠になっていたり、あるはずの道がなかったりしている。接 

触は青赤間以外ではそれほど早く起きないだろう。上級者向け、あるいはマル 

チプレイ用のマップだ。 

• POINT* 

各陣営とも予算不足から中立都市の確保が第一となる。それを中央部に求め 

るか周辺部に求めるかが作戦の岐路だ。中央部の都市群をめぐっては三つ巴、 

四っ巴の大乱戦になりやすいだろう。周辺部め小都市をコッコ_ツ占領して回る 

のもひとつ边手ではある。装甲車*ヘリコプターは足場確保に絶対必要だ。都 

市はあちらこちらにあるものの、補給車はあったほうが重宝する。 

• HINT* 

□青——劣勢の挽回に知恵をしぼる 

守りにくい地形に少ない予算でと.こまで生き延びることができるか——それ 

が青の与えられた課題である。ある程度生き延びることができたら、かなり強 



力な精鋭部隊を持つことができるはずだ。距離的にいちばん近い赤を占領でき 

れば予算的にはかなり楽になるし■«守りやすい.®だが、現実に力を貯えるこi 

は困難である。 

目標夕ーン100夕ーン~〇〇ターン 

□赤——電撃作戦で中央進出 

赤にとつていちばん目ざわりなのは、シカゴ周辺でウロウロしている青軍で 

ある。迂回するほど相手の戦力が強大ではないので、この際いっきに機甲部隊 

で踏み潰して中央部進出を図ろうeただしここで時間を浪費すると緑軍が中央 

部に足場を固めてしまう。混戦を避けたい場合、収入は少ないが、北部の都市 

を占領するか東海岸を南下する手もある。またセントロー レンス川南岸に..は都 

市が少ないので補給車が欠かせない,》 

目標ターン60夕ーン〜100夕ーン 

□緑——経済的優位をどこまで戦略的優位に変えられるか 

緑は中央部の都市群に進出しやすい上に空挺作戦も取りやすい：ので、最初か 

ら攻勢に出ることができる。ただし' いぎ押されはじめると防御に適した地形 

が少ないので苦境に立たされるだろう。補給線も長くなりがちなので持久戦に 

なるとたいへんだ。あまり無計画な攻勢はかけない方が無難だろう。 

目標夕ーン50夕ーン~100夕ーン 

□黄一守りやすい地形をバックにヘリボーンで突擊 

黄はロッキー山脈があるため、地上ユニットの行動が制約される。ヘリボー 

ン作戦を多用していっきに相手の背後を突くのがいちばん効果的だろう。失敗 

を気にすることはない。攻撃が頓座したら一度戦線を縮小して、立て直しを図 

ればよいのだ。首都まで攻め込まれることはめったにない。ただし緑が西海岸 

沿いに攻めてくるのには注意しよう。 

目標ターン60ターン〜100ターン 



Israel vs Arab 
色別難易度：青^^ 緑☆☆黄☆☆☆☆☆ 

【大戦略パワーアップセット】 
☆国の数： 4 

☆首都の位置：n (59, 32)、赤（33，1K 
緑（ 2, 48)、黄（36.，31) 

☆首都間の距離：青赤41、青緑65、青黄23、 

赤緑55、赤黄30、緑黄43 

☆保有都市•空港：青（8 : 5)、赤（10 

: 5)、緑（11: 5)、黄（2 : 2) 

☆中立都市： 35 ☆中立空港：18 

☆各地形の占有率：山9.9%、荒地 
0.1%,砂漠37.9%、森3.1%、平地 

4.4%、道路5.1%、水域36.5% 

• VIEW* 

中近東、それも中東戦争の舞台となった地域を扱っている。絶望的劣勢のも 

とで戦うイスラエル指揮官の立場が味わえる上級者用マップである。立場を変 

えてマルチプレイにも適したマップだ。首都間の距離から考えると、青と黄の 

間では早くから戦闘が始まる。プレイ時間は長い方だが、時間がない時はいく 

つ■かを非参戦国にすればよいだろう。 

• POINT* 

鍵となる拠点はやはり中央にある一群の都市や空港と、比較的要塞化しやす 

い黄の首都である。都市の間隔が開いており地形の、ほとんどが砂漠なので地 

上.^ットは使いにく迅速な展開をしていくためには、ヒュイコブラやブ 

ラックホーク等の航空ユニットと補給車の使用は不可欠である。 

• HINT* 

□青一ひたすら攻め、短期決戦を挑む 

中央の都市群を占領しようとすると、どうしても黄が邪魔になる。迂回する 

だけの暇もないし、結局黄を攻撃するのが順当な作戦だろう。しかしここで時 

間をかけ過ぎると赤や緑もやって来る。全力をあげて攻撃しよう。黄のある所 



は防御陣地としても有用なので、予算をためたらそこを拠点に打って出よう。 

ほぼ中央に位置しているため、ぶちらを攻めるのにも便利である。 

目標夕ーン40夕ーン〜70夕ーン 

□赤——挟擊を避けて経済力にモノをいわせる 

黄が青とやり合っている間に、中央の都市群を占領することができる。，だが 

そこを維持し続けるのは並み大抵のことではない。青と緑の挟撃を受けると、 

平坦な地形が続いているだけに不利になる。要は突破を許さないだけの戦力を 

作ってしまえばいいことなのだが……。簡単そうに見えて以外とやりにくい国 

である。 

目標ターン50ターン〜85ターン 

□緑——戦術的には優勢、だけど…… 

緑は最初から東に拠点を持っているので、距離がある割にはかな.りスピーデ 

イーに中央部に進出できる。序盤戦ではこちらから攻めないかぎり敵に接触し 

ないですむので、予算もためやすく、コンピュータがプレイする場合には航空 

戦力主体となりがちである。黄の首都を確保できると確実な前線補給所ができ 

るのだが、青も控えているので難しいところだ。なんといっても主戦場に距離 

があるので碎給に難がある。 

目標夕ーン50夕ーン〜85夕ーン 

□黄一青さえいなければ…… 

黄は予算が少なにすぐ近くに優勢な敵を持つという難しい国である。し 

かも青にばかりかまっていると、他の敵に背後から攻められてあっという間に 

全滅してしまう。電撃作戦で青を落とすしかないだろう。そうすれば予算をた 

めつつ、赤と緑の部隊を有利な地形に引き寄せて、部隊の増強を図ることがで 

きる。青さえいなければ中央の都市にはいちばん近い所に位置しているし、有 

利な地形を持っているし、いうことないのだが.。 

目標ターン80ターン〜〇〇夕ーン 



Carrier Strike 
色別難易度：青☆☆☆☆☆ ,☆☆☆☆緑☆ 

【大戦略パワーアップセット】 
☆国の数： 3 

☆首都の位置：青（56, 7)、赤（4, 4)、 

緑（瓜59) 

☆首都間の距離：青赤54、青緑52、赤緑59 

☆保有都市•空港：青（ 2 : 0 )、赤（ 5 

:1)、緑（62 : 33) 

☆中立都市： 39 ☆中立空港： 0 

☆各地形の占有率：山31.9%、荒地 

7.6%、砂漠0.5%、森26.8%、平地 

6.5%、道路4.5%、水域18.7% 

春VEW參 

大きく分けて、5_つの大陸に別れている。青軍は森林地帯に囲.まれているが 

道がなく、付近に中立都市もあまりない。赤軍も付近に中立都市がないので不 

利な戦いになるだろう。これとは対照的に緑軍は、初期の段階ですでに全領土 

の66%を制圧して_いるうえに中立都市もたくさんあるので、軍事予算的にかな 

り有利だ。道が少ない地形なので、陸戦兵器を移動させにくい。青と赤がそれ 

それ東と西の山奥にあり、緑は中央の海上に浮かぶ巨大な都市群の中にある。 

また青軍には空港がなく、航空戦力を生産できないため、苦しい戦いを強いら 

れる。各国とも貧富の差が激しいので戦い方にも差が出、個性豊かなマップで 

ある。終了条件を独自に設定してマルチプレイで楽しむのも一興だろう。 

鲁POINT春 

道がないために陸戦兵器を移動させるのに、大量の燃料を消費する。そのた 

めに補給車の配置が不可欠。また森林地帯が多いために歩兵部隊を有効に使う。 

輸送車の利用価値は少ない。緒戦から、緑軍が航空兵器を生産してくるので、 

他の2国としては、ローランド2を活躍させるのが得策だ。航空戦力としては 

ハリアーと航続距離の長いDOGFIGHTの運用が鍵となる。 
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• HINT* 

□青一予算と航空機の不足を補う手段は？ 

首都以外の都市が2つ,しかなく、空港もなそのため航空兵器が生産でき 

ず、最低の条件で戦わなければならない。付近に点在す4中立都市を確実に制 

植して、軍事予算を増やして軍事力をつ:けるのが重要なポイントだ。対空戦車 

と兵員ユニット、それと補給車を生産しておけばよいだろう。初めのうちは、 

中立都市の制圧と敵の航空部隊を撃墜することだけに専念すればよい。青軍は 

は、主に森林地帯を舞台に戦うので被害は少なくてすむ。各兵器のレベルがあ 

る程度上がれば、いっきに都市や空港の密集地へ攻め込むことができる。そ®： 

際、自軍に直接メリット©ない空港も軽視せずに押さえていること。その後は 

戦車部隊を使って、緑軍をじわじわと押し返していく。緑さえ制圧しfしまえ 

ば後は簡単だ（赤を最後に攻撃したほうが、緑の戦力が分散されるので都合が 

よぃ)。 

目標夕ーン 110ターン〜120ターン 

□赤一輪送ヘリの活用と兵員の支援が問題 

この国は、山と岩場に囲まれているために陸上兵器は移動しにくい。そのた 

めまず輸送へ7と工兵部隊を生産して、（X=20,Y=21)付近にある10個の中立都 

市を制圧して軍事予算を確保する。その間ゲパルトなどの対空戦車を南下させ 

ていき、先行する兵員ユニットを支援すればよい。青軍からはほとんど攻撃を 

受けないが、緑からは航空兵器による攻撃を受けるので、戦車部隊の戦闘レべ 

ルを上げて進攻していけばよい。ある程度予算を確保できれば、航空兵器を使 

って緑軍に集中攻撃を行う。 

目標ターン 85ターン〜95夕ーン 

□緑一圧倒的な軍事力にものをいわせて快勝 

この国を担当して負けるようなら、「大戦略」を遊ぶ意味はないというく.ら 

い絶対的優位な立場にある。まず航空ユニットと兵員ユニットの3分の2を青 

へと進攻させ、残り■の3分の1で赤を抑えておく。そして青を占領してから赤 

を締め上げていく。戦力的には問題がないので、あとは32部隊の使い方と各兵 

器をどれだけレベルアップできるかが問題になる。 

目標ターン 60ターン〜70ターン 
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fortress 
色別難易度：青☆☆赤☆緑^六女黄^^^^ 

【大戦略パワーアップセット] 

☆国の数： 4 

☆首都の位置：f (4, 56)、赤（5, 5)、 

緑（57, 2)、黄（55, 54) 

☆首都間の距離：青赤51、青緑80、青黄52, 

赤緑53、赤黄74、緑黄52 

☆保有都市•空港：青（ 2 : 3 )、赤（1 

: 4 )、緑（ 2 : 2 )、黄（ 7 : 4 ) 

☆中立都市： 80 ☆中立空港： 20 

☆各地形の占有率：山3.6%、荒地 

0 %,砂漠3.1%、森23.7%、平地 

40.0%、道路12.5%、水域13.5% 

•VIEW* 

山あり、島あり、砂漠ありとバラエティーに富んでいる。国はマップの四隅 

に散じているが、まわりに中立都市を多く持つ赤が、地形的にも経済的にも有 

利な立場にいる。マップの名が示すように、攻めにくく、守りやすい地形が集 

まっ.ているが、衝突はすぐに起きる。しかし、ゲームにかかる時間は予想以上 

に長くなるようだ。 

離POINT拳 

地形の変化が激しいので、航空兵力は重要な役割を担うことになる。またそ 

の地形にあった部隊を臨機応変に使わないと、勝利はおぼつかない。都市が多 

いので補給車は必要がないはずだ。赤以外の国々にとっては、中央の都市群確 

保が序盤の重要課題となる。 

• HINT* 

□青一混戦前にイニシアチブをとる 

中央の都市群にいちばん近いという地の利を最大限に用いるべきだ。混戦に 

なる前に兵力を展開すること。さもなければ都市を占領し、維持することが困 

難になる。都市を確保したら、赤に対しては（X=6,Y=38)の都市を中心に防衛 
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線を張り、黄を攻めるのが最良の手だ。その際に渡河能力のある装甲車申/前 

線補給の容易なヒュイコブラ、ハリアー等は大きな武器となる。 

目標ターン55ターン〜75ターン 

□赤——X=6, Y=38の都市をめざす 

首都のまわりに多数の中立都市を持ち、山に囲まれているので守りやすい。 

早いターンから攻勢をかけることも容易だ。中央の都市を確保しなければなら 

ないという他国のスキをついて、青か緑を占領してしまえばよい。青の方が部 

隊を広く展開できるので、こちらを先に攻撃した方が簡単かもしれない。その 

場合は(X=6, Y=38)にある都市をできるだけ早< 占領することだ。 

目標ターン50ターン〜70ターン 

□緑——森林の守備隊設置が肝要 

縁は森に囲まれていて守るには有利だが、都市の数が少ないので比較的不利 

な立場にある。そのために、まず中央の都市を確保し、次に森の出口に守備隊 

を置くことが大事である。その後、時計まわりに兵を進め、黄、青、赤の順に 

占領するのがよい。赤を最初に攻めた場合は、黄から攻め込まれないように、 

できる限り迅速に行うこと。緑は、国力が弱いので両面作戦は功を奏さないだ 

ろう。 
目標ターン60ターン〜85ターン 

□黄極力守勢を回避する 

黄はできる限り守勢に立たされないよう努力することが必要だ。青に対して 

は（X=34,Y=54)の都市群を、緑に対しては(X=52,Y=27)の都市を確保するのが 

よい。これと平行して中央の都市群を確保することも見逃せない。しかし必要 

な部隊数を確保することは想像以上に難しい。それだけにプレイヤーの腕の見 

せどころかもしれない。失敗した時のことも考えて攻撃計画を立てないと守り 

にくいだけにたいへんな目に合うだろう。 

目標ターン65ターン~90ターン 



picture frame 
色別難易度：青^^女赤☆☆☆☆黄☆☆☆☆ 

【大戦略パワーアップセット】 
☆国の数： 3 

☆首都の位置：青（30, 36)、赤（17, 25)、 
黄（40， 24) 

☆首都間の距離：青赤18、青緑16、赤緑23 

☆保有都市•空港：青（ 7 : 0 ).、赤（ 5 

: 0 )、黄（ 5 : 0 ) 

☆中立都市： 6 ☆中立空港： 〇 

☆各地形の占有率：山0.9%,荒地 

7.1%,砂漠71.7%、森6.0%、平地 

8.8%,道路2.9%、水域1.9% 

• VIEW* 

三つの国が、砂漠に包まれて身を寄せ合うように存在している。このマップ 

の大きな特徴は、八ックスがマップの中心部分にしか配置されていないこ!:と、 

各都市間の距離が短いので早い夕一》で勝負が決まるということだろう。そし 

て空港がないので陸戦兵器主体の設計になっている。青の都市が5つほと'、首 

都から遠く離れた位置に置かれているので、資金面で有利であっても、赤と黄 

にはさまれたような位置に首都があるために、戦力を分断されやすい。そのた 

めに赤や黄の国を担当しても十分に青と戦える。 

參POINT肇 

陸戦兵器しか使えない〇で、地形を十分fc生かした戦いをすることが必要だ。 

またランクを上げることと、マップの中央上部にある中立都市群を制圧するこ 

とも欠かせない0この3つを特に注意しながら戦えば確実に成果が上がるはず 

だ。また、山岳地帯が結構あるので装甲車を有効に使い、間違ってもローラン 

ド2は作らないようにする（コンピュータ側は、たまにローランド2を生産す 

る時があるがあまり気にしないように),。. 



□青——資金の安定を待って攻勢に出る 

ゲーム開始直後に都市をいちばん多く保有しているので、他の_2国よ¢1有利 

に武器を生産できるはずだ。しかし油断していると首都からかなり離れている 

5っの都市を、またたくまに取られてしまう。都市を取られる前に、中央上部 

にある中立都市を制圧して、維持していくことが後々の展開を楽にできるかど 

うかの分かれ目になる。資金が安定してから黄や赤に攻撃をかければよい《黄 

に対しては途中に山岳地帯が広がっている®'？?、..装甲車をうまく利用して戦う 

のが最良の方法。赤に対してはこれといって障害物がない©で' 途中にある中 

立都市を早めに制圧すれば楽に戦えるはずだ。 

目標ターン 15夕ーン~25ターン 

□赤重戦車部隊の力強い掃討作戦を展開 

身近にある青の都市と途中の中立都市を早めに制圧できるかどうかが、勝負 

の分かれ道となるだろう。うまく制圧できれば資金面が安定するので、持久戦 

になっても十分戦えるが、失敗すれば負けるのは時間の問題だ&青と戦う時は、 

レオパルド2やゲパルトの重戦車で絶え間なく攻めていくのがよい。黄に対し 

ても同じような戦法が効くが、あくまでも安定した軍資金を確保するのが先決 

である。 . 

目標ターン 15ターン〜25夕ーン 

□黄——装甲車で山越えの攻撃を加える 

この国も赤と同様に身近にある青の都市と中央上部の都市郡を制圧できるか 

どうかで、戦局が大きく変わってくる。ただ、青との間に山岳地帯が広がって 

いるので、中央上部の都市を制圧するために部隊を多くまわせる。だから装甲 

車を有効に使いながら青を攻撃して、その間に中央上部の都市をいっきに制圧 

するのがよい。このやり方が最も理想的な戦法である。 

目標ターン 15ターン〜25夕ーン 



サイケデリコ 
色別難易度：售☆☆☆ $☆☆☆☆緑☆☆☆☆☆黄☆☆☆ 

【大戦略パワーアップセット】 
☆国の数： 4 

☆首都の位置：青（50, 11)、赤（32, 32)、 
緑（28, 45)、黄（ 8, 43) 

☆首都間の距離：青赤29、青緑39、青黄28、 
赤緑13、赤黄29、緑黄21 

☆保有都市.空港：青（1: 3 )、赤（11 

: 5 )、緑（13 : 2 )、黄（ 2 : 2 ) 

☆中立都市：14 ☆中立空港：1 

☆各地形の占有率：山4.1%、荒地 

〇 %、砂漠 0%、森47.3%、平地 

35.5%、道路4.3%、水域7.3% 

• VIEW* 

北西と南東に渦を巻いて森林地帯が続き、それに挟まれるように湖と湿原が 

ある。湖と湿原の間には山地に包まれて赤と緑の2っの国があり、湖と湿原の 

彼方にはそれぞれ青と黄が位置している。このため、赤と緑は軍備が十分に整 

わないうちから戦闘状態に突入してしまうが、両端を占める青と黄はじっくり 

と軍備を整えてから攻撃体勢に入れる。しかも背後からは攻撃される恐れがな 

いので、これら2国は有利な戦いが展開できるはずだ。 

» POINT 參 

北西と南東に広がる森林地帯には深く入り込む必要はない。各首都付近には 

かなりの数の空港があるが、進撃路上の湖や湿原周辺にはほとんどないので補 

給車が不可欠なものとなる。このため、航空戦力ではハリヤーやヘリコプター 

が活躍するだろう。 

• HINT* 

□青一地の利を生かしゆとりを持って作戦を展開 

主戦場から唯一遠隔にある地の利を生かし、首都近隣の中立都市をゆっくり 

占拠して、ある程度の軍備が整ったところで湖の両側から山間部に侵入する。 
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進撃路は切り通しで狭く、陸上部隊だけでは突破に手間取るかもしれないが、 

赤軍は緑軍と早々に交戦状態に入っているので、比較的楽に首都を制圧で、きる 

だろう。赤さえ征服してしまえば資金面で他の2国と大差になるから、緑•黄 

と順に圧倒していけばよい。統一を焦りさえしなければ、設定上の優位さから 

順調にゴールインするだろう。 

目標ターン 35夕ーン~45ターン 

□赤——緑との戦いに命運を賭ける 

青軍と緑軍にはさまれた状態にある赤軍としては、初期の恵まれた資金を元 

手にいち早く緑を叩きたい。また、青の進撃の鈍さに乗じて北東部の中立都市 

に展開。ここに防衛線を張る。戦力配分の目安としては、最低5分の4以上を 

緑軍に向け、残りを青軍用にあてる。北東に向けた部隊の目的は、あくまで青 

の侵攻を妨げ、緑を倒すまでの時間稼ぎに過ぎないから、深入りは禁物6,.とに 

かく青の攻勢が本格的になる前に緑を潰さなければまずい。そこで考えられる 

のは、北東の金ブルには脇目も振らずに最初から緑に全戦力を注ぐ作戦で、こ 

の手も相当有力だ。限られた時間で作戦を成功させなければならないので、冒 

険好きで戦術自慢の向きには後者をおすすめする。 

目標ターン 35夕ーン〜45夕ーン 

□緑——黄との戦い次第で勝敗が決する 

基本的な戦略としては赤軍と同じ行動をとればよいが、1つだけ違うのは黄 

軍が湿原からこちらの保有都市を占領しながら攻めてくる点である。特に湿原 

では敵部隊が分散してくるため守りに，少数ユニットではとても防衛ライ 

ンを支えきれない。したがって、大した時間が稼げないというデメリットがあ 

る。この不利な条件下で戦うことも、勝利の後に振り返るのならば楽しいのだ 

が……。 

目標ターン 35夕ーン〜45夕ーン 

□黄一湿原の侵攻を楽しみながら東進 

青軍と対照的な位置にあり、攻略法もよく類似しているが、初期の貧しい財 

政からあまりのんびり構えてはいられない。反面、財源獲得の行動が当面の敵 

である緑の経済に直接響くのは一石二鳥でありがたい。地形的に稀少価値のあ 

る湿原の侵攻を楽しみながら、赤との戦闘で混乱している緑をじわじわ攻めて 

いこう。これといった作戦もなしで十分戦えるはずだ。 

目標ターン 35ター:45ターン 



カレイドスコープ 
色別難易度：緑1^^^黄☆☆☆ 

【大戦略パワーアップセット】 
☆国の数： 4 

☆首都の位置：青（41，32)、赤（16, 38)、 

緑（34, 45)、黄（31, 24) 

☆首都間の距離：青赤28、青緑13、青黄14, 

赤緑22、赤黄22、緑黄21 

☆保有都市•空港：青（0 : 0)、赤（6 

: 6 )、緑（ 6 : 6 )、黄（ 6 : 6 ) 

☆中立都市： 21☆中立空港： 26 

☆各地形の占有率：山40.8%、荒地 

0 %,砂漠 0%、森34.3%、平地 
10.9%、道路0.2%、水域11.5% 

參VIEW鲁 

“万華鏡”と題されたように、見た目が美しいマップ。ヒトデの足を思わせる 

河川で陸地が仕切られ、中央の海域を中心に4国による戦闘が繰り広げられる。 

外縁部をおおう山岳地帯は軍事的には無価値で、首都間の距離の近さから主戦 

場となる領域はかなり狭い&が、陸路で他国を侵略するには川沿いをさかのぼ 

ってかなり迂回し&げればならないので、いづれ激しい空戦が展開されるだろ 

う。各国の優劣を見ると、青が近隣に衛星都市を持たないために断然不利。残 

り3国では赤が多少有利なようだ。地理的条件は一長一短。青や黄の周囲が平 

地で囲われ、攻勢に出やすぐ守:りJ_2< い地形なのに比べ、森林に囲まれた赤や 

緑は守勢に立った時が強い。それぞれ個性があって、楽しみの多いデザインだ。 

籲POINT春 

赤と黄、青と緑を隔てる二つの川をのぞけば一応陸路でも渡河できるが、陸 

戦兵器はやはり運用が難しいa防御に役立てる以外に攻撃に用いるならば早め 

早めの生産が要求される。その際、遠路で燃料を著しく消費することも考慮に 

入れ、補給車の補充にも適当に気を配る。装甲車は便利。とはいえ、大半の兵 

器を航空戦力でそろえた方が、短時間に勝負を決められるだろう。 



參HIMT鲁 

□青一まずは対空戦車で守備に専念 

型通り近隣の中立都市を取る。他国より収又辦少な__なため、とりあえずゲ 

パルトを買いそろえT守りだけに専念する©が一法だ。敵は早いターン,から航 

空戦力で攻撃してくるし、兵器の戦闘レベルを上げてから攻めるのが手堅い作 

戦。地形が防御に不向きなのが難点だが、予算を蓄え、高価な航空兵器を購入 

できるようになれば、戦況も改善され.る。そ乙で最も近い黄軍を集中攻撃。次 

いで緑軍を攻略する。その後は赤の制圧も時間の問題だろう。 

目標夕ーン 7〇夕—ン〜80ターン 

□赤——初期の有利な状況をどう生かせるかがポイント 

周囲にたくさんある中立都市を押さえて安定した軍事予算を確保する。次に 

(X=14,Y=49)付近の都市群で縁軍を待って撃破し、部隊の戦闘レベルを上げて 

いく。一方、黄軍には(X=24,Y=36)付近の都市群で応戦。あまり深追いをせず 

に部隊のレベルアツプだけに専念するのが得策だろう。そして航空戦力をそろ 

えたところで、陸路で渡れる緑軍を攻撃して制圧。黄軍は散発的な攻撃なので 

ゲパルトを3〜4部隊守りに残しておけば十分なはず。緑軍を制圧した後は非 

力な青を勢いでつぶし、各方面から黄軍を攻める。 

目標夕ーン 65ターン~75ターン 

□緑一青か赤、最初にどちらかを攻擊目標にする 

軍事力の弱い青に攻撃を仕掛けるのと、（X=14,Y=49)付近の中立都市を制圧 

するのと、二つのターゲットがある。後者の都市を制圧できれば赤軍に大打撃 

を与,えられる。占領後はしばらく先に進めないが、確実に部隊のレペルアップ 

を図りたい。そして軍事力の差にものをいわせていっきに青をたたく。予算の 

安定を確保したら最強の赤を攻略しよう。 

目標夕ーン 70夕ーン〜80夕ーン 

□黄一青を叩いて財源を確保し、赤制圧が鍵 

まず(X=24,Y=19)付近の都市を制圧した後、ゲバルトを4 ~ 6部隊生産して 

守りにつく。基本的な戦略は他国と変わらないが、ターゲットは青fこしぼる。 

青を落とした後は、安定した資金をパックに赤に戦力を集中させ、付近の都市 

や空港を時間をかけてジワジワと制圧する。この戦いを勝ち抜けば、もう作戦 

など不要だろう。 

目標夕ーン 70夕ーン〜80ターン 



LIVE AND LET DIE 
色別難易度：靑^^^六，☆☆☆緑^^^黄☆令 

【大戦略パワーアップセット】 
☆国の数： 4 

☆首都の位置：青（29, 49)、赤（50, 15)、 
緑（10, 15)、黄（30， 30) 

☆首都間の距離：青赤38、青緑36、青黄19、 

赤緑40、赤黄28、緑黄27 

☆保有都市•空港：青（15 : 2 )、赤（15 

: 3 )、緑（15 : 2 )、黄（20 : 2 ) 

☆中立都市：11☆中立空港： 5 

☆各地形の占有率：山7.8%、荒地 

4.6%、砂漠7.8%、森15.5%、平地 

5.1%、道路3.9%、水域52.6% 

•VIEW* 

青、赤、緑の各国は、その保有都市の大半が中央の黄軍をはさんで島の反対 

側に位置するため、都市の数の割には軍事予算が安定しない。一方、黄は包囲 

されている欠点はあるものの、勢力が分散していない利点が大きく、最も有利 

な立場にある。中立都市は数も少なく、しかも軍事的要所からはずれた場所に 

あるので、むしろ保有都市の維持が各国の焦点となる。中央部での大乱戦を演 

出したマップといえよう。 

籲POINT春 

このマップではユニットが速力よりも打撃力、耐久力を要求されるため、装 

甲車や戦闘機はそれほど必要ではなく、戦車や対地上用の攻撃機に生産の中心 

を置くべきだろう。都市の数は決して多くはないが、補給車による前線での補 

給よりも、大部隊を投入して少しでも損害の出たュニットは後方で補給•補充 

させ、常に新鮮なユニffを前面に出すようにした方がよい。空港がほとんど 

ないことにも注意。 

• HINT* 

□靑-点集中で中央突破 



青は平地にあり、首都側にある都市の数も少ないので苦戦は必至である。特 

に黄軍が戦闘体勢を整えると経済力の差がすぐに現れてくるので、それ以前の 

中央突破が望ましい。そのためにも、（X=28,Y=40)にある都市は防衛拠点とし 

て守り抜く必要がある。ここを押さえてしまえば黄はそれほど強力な地上部隊 

を送り込めないので、突破を準備する時間がかせげるはず。なお、中央突破は 

後続の部隊と左右からの援護があって初めて成功するということを忘れずに。 

目標ターン 50ターン〜65ターン 

□赤——樨甲部隊か？それとも空中歩兵部隊か？ 

開始と共に（X=38,Y=20)と（X=41,Y=22)の都市を確保する必要がある。これ 

らの都市は位置的に航空ユニットの援護を受けやすいため守りやすく、また黄 

に攻め込むのにも絶好の位置にある。よってここを取られると攻守ともに打て 

る手がなくなってしまう。ここを確保できたら補給車を西と南に展開させて、 

ヘリコプターによる迂回作戦で中央からの攻撃を援護すれば、黄の戦線を突破 

できるだろう。 

目標ターン 45夕ーン〜60ターン 

□緑——地の利を生かして乱戦待ち？ 

緑の場合、森が多いので守りやすい反面、敵に戦線を形成されやすいのが難 

点。一度敵の体制が整うと、じり貧になってしまうので、極力それを避けなけ 

ればならない。それには(X=18,Y=28)に敵を引き付けて（X=21,Y=23)からのへ 

リボーン作戦で敵の背後を突くのが効果的である。青や赤と同様に緑もいかに 

黄の戦線を突破するかが鍵となるが、いずれか1国が黄を占領した直後に生ず 

る戦力の真空地帯にすばやく展開する準備が必要なことも忘れてはいけない。 

乱戦は劣勢挽回のチヤンスである。 

目標ターン 45ターン〜60夕ーン 

□黄一経済力にまかせて戦線の拡大を図る 

黄が序盤に取り得る選択はそれほどない。最初にするべきことは、各国の要 

地を確保し、それを中心として戦線を拡大することである。その際、いちばん 

突破を許しやすい青に対して重点を置く。あとは大部隊にものをいわせて1国 

づっ陣取りのように首都を包囲して行けばよい。もちろん首都の反対側にある 

敵保有都市を歩兵で占領させるのも有効である。 

目標ターン 35ターン〜50ターン 



MITOCHONDRIA 
色別難易度：赤☆緑☆☆ 

【大戦略パワーアップセ、ソト】 
☆国の数： 2 

☆首都の位置：赤（24, 12)、緑（35, 47) 

☆首都間の距離：赤緑35 

☆保有都市.空港：赤（ 3 : 4 )、緑（ 3 

: 2 ) 

☆中立都市： 32 ☆中立空港：10 

☆各地形の占有率：山0.9%-荒地 
2.2%、砂漠0%、森13.3%、平地 

7.0%、道路3.9%、水域71.2% 

• VIEW* 

I:h,コンドリアは細胞質中の小体だが、島に散在する空港がややこのイメー 

ジに近いことからその名があるのだろうか。マップそのものには際立った特徴 

もなく、海に囲まれた平凡な島が舞台となっている。北端に赤、南端に緑の首 

都があり、その距離はさほど離れてはいない。地形上の特性としては森林地帯 

がやや多い点が指摘できる。中立都市、空港の数もまずは十分で不足はないが、 

空港は島の北部から中部にかけて多いので、南端に位置する緑軍は航空機の運 

用面で赤軍よりやや不利となっている。両軍の進撃路は島の東側、中央、西側 

の3つに大きく分けられるが、横の連絡に支障はなく、部隊配備を深く考える 

必要性はないだろう。全体的にこじんまりとしているので、比較的短時間で手 

軽にプレイできるマ，プである。30ユニットモードでは東西兵器の全面対決に 

なる。 

春POINT耱 

空港の数は十分あるので航空戦力が使いやすい。航空戦力の優劣が勝敗を決 

する大きな要素になるから、空戦の際味方機の損害を少なくするため、対空戦 

車部隊と連携して攻撃する。つまり、対空戦車部隊で敵機の機数を減らした後、 

自軍戦闘機でとどめをさすという戦法である。島の南部では補給がしづらいの 
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で補給隊が必要。戦闘機はハリヤーが使いやすいだろう。森林地帯が多いので 

陸上部隊になかなか決定的打撃を与えるられないが、A-10などの爆撃機がこ 

の場合は頼りになる。レオパルド2は最初は自立った活躍はしないが、やはり 

必要である。 

• HINT* 

□赤——北部の都市•空港を確保し、 3方面から南進 

まず最初に十分な数の兵員ユニットを生産し、効率よく北部の中立都市、空 

港を確保するのがポイントだろう。なるべく早期に財源を確保し、戦力を整え 

る。特に緑軍はヒュイコブラを中心に歩兵部隊などを攻撃しでくるので、迎撃 

用の戦闘機を速やかに前線に投入したい。進攻しやすいルートは島の南北に唯 

一貫通している西側の道路。この方面では(X=18,Y=31)の都市' 空港を確保す 

る。できればさらに南方の都市も手に入れたいが、敵の反撃もきつくなる。と 

いつて、ここに多くの部隊を投入するわけにもいかないだろう。緑軍は足掛り 

となる空港がなく、どうしても中央(X=27,Y=32)の空港をめ_fして進んで来る 

からだ。島の中央付近は戦略的に見て重要な地域であり、ぜひ確保しておきた 

い。それなりの戦力を配して中央を制し、敵軍をこ.の方面から駆逐するのが第 

一だ。もちろん東側のルートにも敵部隊を配備して敵を追い払う。そして最終 

的には中央、西側、東側の3方向から緑軍首都をめざす。 

目標ターン 25ターン〜35ターン 

□緑——まず島中央の空港を確保、航空戦を勝ち抜く 

地理的に不利な緑軍は、とにかく攻撃の拠点として島中央の都市、空港を確 

保したい。そして東側、西側の道路沿いにも兵員ユニットを進め、財政基盤を 

固める。赤軍に比べて諸戦では物量的に劣性であるが、最初に投入した兵員ユ 

ニットが全滅するまでに他の陸上部隊を送り込み、占領した都市はなんとして 

も守りきりたい。特に西側は(X=18,Y=31)、東側は(X=42,Y=26)の都市が要所 

となる。粘り強く防衛戦を戦い部隊の熟練度が上がって、自軍航空戦力が整え 

られれば、戦局は好転してくる。敵航空部隊を撃破し、敵の都市、空港を1つ 

1つ取りながら北進、終盤には戦力を集中して赤軍首都奪取をねらう。 

目標ターン 35夕ーン~45ターン 



POWER OF TRIPLE 
色別難易度：青☆赤☆☆緑☆☆☆ 

【大戦略パワーアップセット】 
☆国の数： 3 

☆首都の位置：青（40, 45)、赤（15, 24)、 

緑（45，11) 

☆首都間の距離：青赤36、青緑34、赤緑37 

☆保有都市•空港：青（24 : 3 )、赤（ 3 

: 2 )、緑（ 2 : 3 ) 

☆中立都市： 0 ☆中立空港： 0 

☆各地形の占有率：山2.8%、荒地 

2.3%、砂漠67.0%、森4.2%、平地 

16.3%、道路4.4%、水域1.9% 

參VIEW離 

砂漠に囲まれたオアシスに材を求めたマップで、中心に湖がある。青、赤、 

緑の各首都は等距離に離れていて、3国てい立の形。外縁の砂漠地帯は戦闘地 

域を限定しているだけで戦略的価値はない。首都間の距離は短く、各軍はすぐ 

に戦闘状態となる。短時間でゲームが終わり、手軽に楽しめるのが特徴の一つ 

だろう。この他に目に:つ;くのは、中立の都市•空港が設定されていないことで、 

本来中立であるはずの都市はすべて青の支配下に置かれている。そのため青は 

赤•緑に比べて経済的に有利。が、地理的に見てこの有利な状況は長続きせず、 

最初の数ターンのみとなる。この初斯設定が戦略に変化を与えている。 

拳POINT籲 

北部に空港が集中しているのでsこの方面は航空戦力を主体とした攻撃が威 

力を発揮し、南西部では陸戦が主役となる。また初期設定の違いから、赤と青、 

緑の戦略に大きな差が出る。青は航空機を最初から投入できるのに対し、赤と 

緑はそれに備えた対空戦車が部隊構成の中核となるだろう。活躍する兵器とし 

ては航空兵器がA-10、補給のしやすいハリヤーなどで、陸上兵器はゲバルト 

戦車、レオパルド2など。敵首都付近では、補給車があると便利だ。 



參HINT春 

□青——両面作戦は避け、緑軍封じ込みに全力をあげる 

数ターン目には航空機を生産するのに十分な財源があるし、航空戦力は絶対 

に必要なるのだが' はやる気持ちをぐっ，と押さえてまず陸上部隊を生産する。 

航空部隊だけでは敵の進出を食い止められないし、自軍都市を取られないよう 

に無理して前進させてもいたずらに損害を出すだけだからだ。足の遅い陸上部 

隊を繰り出して都市を確保しながら、航空部隊との連携で敵の進出を阻みたい。 

具体的には、西方には出兵を控え、大半の部隊を緑軍に向けて財源確保を頓挫 

させ、早期占領にもってい《©がコツである。赤軍に対しては（x=32,Y=22)の 

空港を拠点に防御し、緑軍制圧後に主力部隊を反転、湖西岸を南下させて敵首 

都をめざす。 

目標ターン 25ターン〜35ターン 

□赤——対空戦車で敵の空襲を擊退、戦いの主導権を握る 

青軍が最初から航空機で攻撃を仕掛けてくるので、ゲバルト対空戦車で迎え 

撃つ。青軍の経済的優位も、航空機を撃墜しつつ諸都市を占領することで数 

ターン後には消滅する。まず財源を得ながら湖の西岸を北上し、部隊の熟練度 

を高め、緑軍からあたるのが正攻法だろう。青軍は湖を越えて（x=30,丫=29)、 

(X=28, Y=31)の都市にしぶとく攻撃してくるので、部隊を配置して防がなけれ 

ばならない。主力は青軍を利用しながら緑軍の空港、都市を占領し' 首都へ向 

かう。このころには航空戦力もかなりそろうので、有利に戦闘を運べるだろう。 

南では(X=25，Y=40)の都市を拠点に戦い、主力の南下とともに青軍首都に攻め 

かかる。 

目標ターン 35ターン〜45ターン 

□緑——赤軍の進出をいかに効率よく食い止めるか 

緑軍も赤軍と同じように青軍の初期攻撃に耐え、なるべく早く財源を確保し、 

部隊を道路沿いに南下させるのがよい。青軍首都付近には都市があまりなく、 

敵の財源もそれほど豊かではない。有利なのは最初だけであり、こちらが都市 

を占領するにつれ反撃力が目にみえて弱まってくるはずだ。問題は赤軍で、青 

軍首都を占領するまで、なるべく少数の部隊で(X=32, Y=22)の空港あたりで赤 

軍の進入を食い止めたい。この方面で逆に押し出せるようになればしめたもの 

で、最終的には北と東の2方面から赤軍に攻めていく。 

目標ターン 40ターン〜50ターン 



BLEST OF FIRE 
色別難易度：青☆☆赤☆☆緑☆☆ 

【大戦略パワーアップセット】 
☆国の数： 3 

☆首都の位置：青（42, 44)、赤（21, 12)、 

緑（18, 43) 

☆首都間の距離：青赤37、青緑24、赤緑31 

☆保有都市•空港：青（4 : 2)、赤（2 

: 2)、緑（4 : 2) 

☆中立都市： 34 ☆中立空港：12 

☆各地形の占有率：山0.7%、荒地 

1.8%、砂漠0%、森5.0%、平地 

9.6%、道路3.1%、水域78.0% 

•VIEW* 

島の中で青、赤、緑の3国が競う。空港は中央部にある程度ばらまかれ、中 

盤以降は航空戦を楽しめる。首都の位置の関係上、青と緑の接触は比較的早く 

起こる。が、ヘリボーンによる電撃戦には距離があり過ぎるようだ。。山岳部 

周辺の平地では大規模な機甲戦の展開が予想される。また、中央の都市群をめ 

々'つて三つ巴の戦いが起こりやすく、マルチプレイにも向いている。青は早い 

ターンに緑を攻略できれば有利。それ以外では初期予算が少ないにもかかわら 

ず赤が優勢。緑はどちらの相手を攻撃するかが問題となるだろう6パッとしな 

い見かけとは裏腹に,よく〆^ランスのとれたおもしろいマップである。あらゆる 

種類の作戦を実行でき、初心者から上級者まで幅広く楽しめるし、プレイする 

時間の短かさも魅力だ。 

• POINT* 

中央の山岳地帯は守りやすく都市や空港もあるので、ここの確保が命運を分 

ける。ここでの攻防にはヒュイコブラと装甲車が役に立.つ。補給車が絶対的に 

必要とされるマップではない。輸送にマルダーを使うかヘリ_を使うかはプレイ 

ヤー次第。ただし、マルダーを使う場合は補給に気を配るこコンピュータ 

側は早いターンから航空戦力を送りだしてくるので、対空ュニットを前線に配 



置する必要がある。 

• HINT* 

□青一楽勝に見えて実際は…… 

同時に赤と緑相手に戦端を開いてしまうと非常に不利になる。よって最初に 

どちらを攻撃するかを決める。赤に向かって中央部の都市群を確保するのは戦 

略的にも有利な位置を占めることになり好都合だが、赤と緑のはさみ打ちを受 

ける危険性もかなりある。安全策はやはり緑を占領してから中央部に向かう 

ルートだが、この場合緑を占領した頃には中央部は赤©手に落ちているだろう。. 

首都から主戦場がやや離れている.ので補給車はあった方が動きやすい。緑の首 

都はガラ空きになることがまれにあるので、そのチャンスを逃さないよ今に。 

目標ターン 20ターン〜35夕ーン 

□赤一じっくり腰をすえてかかる 

隅に位置している赤としては、中央部の確保が妥当な目標だろ今s青と緑が 

争っている間に財源を確保して部隊を整える。そして一方のスキを突いTいっ 

きにケリを'^技よう。こ边際、中央部からの距離や都市の位置、攻撃ルートを 

複数取れることから緑を攻めるのが順当なところ。初期予算の少ない赤として 

は序盤戦は財源の確保に努め、いたずらに相手に損害を与えることに執着して 

はいけない。早期の接触は一般的に不利。青と緑の航空攻撃に備えて、爭い 

ターンから対空ユニットを生産しておこう,と亿,かく財源を確保しやすい 

う利点を最大限に生かすこと。 

目標ターン 20夕ーン〜35夕ーン 

□緑一攻擊か、封じ込めか、補給の充実を生かす 

青との位置関係上、早期接触は必至である。選択は2っeいっきに青を攻撃 

するか、青の進撃を封じ込めっっ中央の財源を確保するかだ。青を攻める作戦 

の欠点は2っある。占領にこぎっけても得られる都市は少ない.ことと、赤に中 

央部を確保されることだ。これに対して中央志向は青に突破を許す可能性と赤 

を巻き込んでの三っ巴の大乱戦になる可能性を秘めている。いずれを取るにし 

てもヘリコプターによる空挺作戦、迂回作戦は不可欠だろう。緑は首都の位置 

から唯一補給車がなくても戦える国で速攻を生かせれば有利になる。 

目標ターン 20ターン〜35ターン 



PANZER ARMY 
色別難易度：青☆ $☆☆☆緑☆☆黄☆☆☆☆セ 

【大戦略パワーアップセット】 
☆国の数： 4 

☆首都の位置：青（3, 42)、赤（32, 13)、 

緑（58, 54)、黄（57,1) 

☆首都間の距離：青赤44、青緑61、青黄75、 

赤緑46、赤黄31、緑黄53 

☆保有都市•空港：青（2 :1)、赤（6 

:1)、緑（2 :1)、黄（4 :1) 

☆中立都市： 33 ☆中立空港： 0 

☆各地形の占有率：山4.6%、荒地 
1.6%、砂漠6.1%、森11.1%、平地 

45.1%、道路9.4%、水域20.6% 

• VIEW* 

森林、草原、砂漠、荒地、山岳とバラエティに富んだ地形で、内海ともいう 

べき湖や河川が複雑に入り組んでいる。西端に青、中央に赤、南東に緑、北東 

に黄のそれぞれ首都があり、赤軍と黄軍が距離の近さからすぐに接触する。ま 

た青軍、赤軍、緑軍の3軍が赤軍首都近くで激突する。各国とも首都付近に空 

港を1つずつ持つのみで、他に中立空港が皆無なので、航空機は首都防衛以外 

ほとんど使えず、自然と戦車戦が主体となる。 

• POINT* 

主要兵器はレオパルド2。装甲車も重要な働きをする。補給隊は不可欠であ 

る。航空戦力としてはヒユイコブラが有効だが、撃墜機の補充が困難なのでそ 

の運用は慎重を要する。戦車が主力になるとはいえ、敵は首都防衛にさかんに 

爆撃機を投入してくるし、帰還を考えない長距離片道爆撃も行ってくるため、 

対空戦車の配備も怠れないだろう。 

• HINT* 

□青一無敵の重戦車部隊で勝利をつかむ 

他国の首都から離れているので、敵軍との接触に間がある。中立都市を占領 



して財源を確保。重戦車部隊を作ってマップ中央の都市(X=27, Y=27)まで進出 

する。ここら一帯で赤軍、緑軍を粉砕して、赤軍首都を攻略する。緑軍に対し 

ては深追いは禁物。大部隊の反撃を呼び寄せることになるので、逐次撃退する 

程度にとどめた方がよい。同じ理由で、南の進撃ルートは取らない。赤軍首都 

は河川で巧妙に防御されて攻めにくいが、渡河進撃が可能な装甲車、ヒユイ:》 

ブラで敵部隊を減殺、1ヘックスごとに取っていきたい。赤軍首都からは黄軍 

首都まで補給に適する都市がほとんどないので、大部隊で進撃しないと戦力が 

先細りとなり苦戦する。補給に目をつぶってとにかく進み黄軍首都を取りたい。 

その後、無敵の戦車隊で緑と対する。 

目標ターン 80ターン〜90ターン 

□赤一いち早く黄軍を下し、後顧の憂いを断つ 

早いうちに両面作戦を解消したい。黄軍は弱そうでいt、，攻めてみると攻撃 

の拠点となる都市がないため、意外に攻略が難しい。まず中立都市を占拠、あ 

る程度財源を確保して部隊数をそろえないと落とせない。黄軍首都さえ制せば 

ひと安心。その後青軍、緑軍どちらから攻めるかが問題となるが、双方に均等 

に部隊を割いていてはよほど部隊が強力でないかぎり早期の勝利は望めないこ 

とは確か。ただゲームとしては、両面作戦を展開する方がよりスリリングに楽 

しめる。 

目標ターン 85ターン〜95ターン 

□緑——オーソドックスな作戦で他軍を圧倒 

やはり、青軍と同じように中央の赤軍都市をめざし、その後黄•青と攻める 

のがオーソドックスな攻め方だ。赤軍首都での攻防と中央の小さな湖の南®乎 

原、さらにその東の山脈に囲まれた都市での戦いが焦点になる。 

目標ターン 80ターン〜90ターン 

□黄一限られた戦術の中で最善を尽くす 

これといった作戦はない。ただ、赤軍首都に向けて進むだけである。赤軍が 

青.緑軍に攻撃されて苦しい時、少ない犠牲でうまく攻めてこれを獲得したい。 

そのためには、部隊を生産する度に1ユニットづつ前線に出すのではな<、こ 

こぞという時に集中して戦力をぶつける。経済的な苦しさや補充のしにくさで 

相当の苦戦は免れないが、活路はそこにしかないだろう。なお、南方にへリコ 

プターで歩兵を出し、都市を奪うゲリラ攻撃もその場しのぎにはなる。 

目標ターン 90ターン〜100ターン 



CASE WHITE 
色別難易度：青☆赤☆☆☆黄☆☆ 

【大戦略パワーアップセット】 
☆国の数： 3 

☆首都の位置：f (41, 22)、赤（39, 37)、 
黄（23,13) 

☆首都間の距離：青赤15、青黄22、赤黄28 

☆保有都市•空港：青（ 9 : 0 )、赤（ 2 

: 〇)、黄（2 : 0) 

☆中立都市： 34 ☆中立空港： 0 

☆各地形の占有率：山4.2%、荒地 

1.6%、砂漠3.6%、森9.8%、平地 

43.5%、道路5.3%、水域30.7% 

參VEW參 

半島を舞台に青、赤、黄の3国が覇権を競うのがこのマップ〇空港が1っも 

設置されていないのでヘリコプターが使えず、歩兵.工兵部隊の迅速な移動が 

鍵となる。半島の中央には川が流れており、ユニットの移動をなおさら困難に 

している。中立都市はそれぞれの首都の後方に散在しているが、なんといって 

も最初から保有都市の多い青軍が有利である。首都間の距離が短いためか、陸 

上ユニットしか使えない割にはかなり早い夕—ンに接触が発生。.航空ユニット 

もなぐ地形そのものも比較的簡単なので、手軽な初心者向けのマップとbぇ 

るだろう。 

• POINT* 

航空ユニットが使えないため序盤戦ではスピーディーな装甲車やマルダーが 

非常に役に立つ。特にマルダーは序盤のうちにできるかぎり生産しておくとよ 

い。川'を越えての攻撃は常に複数のルートを用いて敵の勢力を分断するように 

留意すること。；このほか各首都間には都市がないので、補給車が絶対必要だ。 

また、常に攻勢に出て、受身にならないことも大切である。一方を占領すれば、 

後は数にものをいわせて楽勝だろう。 



□青——豊富な財源をバックに電撃作戦を展開 

保有都市の多い青としては、赤が陣容を整えないうちに速攻で赤を占領して 

しまい、その後に黄を物量作戦で攻めるのが基本的な戦略だろう。序盤では赤 

も黄も後方に抱えた中立都市に兵力を割いているので、青が攻めても迎え撃つ 

ユニットがほとんと’ない場合が多い。そこで、その間に速攻をかけるのが最も 

確実な作戦となるわけだ。その際、距離の近い赤を強襲する方が成功率は高い。 

赤を占領したら後は勢いで押す。とはいうものの、補給や攻撃ルートの選択に 

気を配らないと思わぬところで失敗するかもしれない。 

目標ターン 15ターン〜25夕ーン 

□赤——経験を積んだ機甲部隊で一気に反擊 

優勢な青軍の攻撃を受けやすい赤としては後方の都市を占領しつっ、森や山 

などの有利な地形に隠れて青の猛攻を堪え忍ぶのがひとつの方法だ。特に首都 

北に位置する森は、絶好の防御拠点である。ただ、青軍のユニットが、首都の 

東にある山を迂回して南に進むことがあるので注意が必要である。そのうち機 

甲部隊の熟練度が上がってくるので、強力な機甲部隊でいっきに青の戦線を突 

破できる。黄については、最初のうちは都市の占領に専念しで■くれるからあま 

り気にすることはない。逆に変な欲を出してちょっかいを出すと黄軍も攻めて 

来て目も当てられなくなる。西側はせいぜい万が一に備えた装甲車ユニット|く 

らい！?十分である。 

目標ターン 25ターン〜40ターン 

□黄——青と赤をケンカさせて漁夫の利を得る 

黄は経済的な条件では赤と同様だが、間に川をはさんfいるため青の攻撃を 

それほど気にせずに済む点がメリット。序盤戦は兵力を温存して都市を確保し 

っっ、青と赤が戦闘を始めたスキを突くのが効果的だ。が、最初にどちらを攻 

撃するかの選択はかなり難しい。青に対する方が川越え' ；1匕面り、南回りの3 

方向から攻撃できるので戦いやすいが、赤の占領を後回しにすると勢力が強大 

になりすぎる難がある。その時々で柔軟に対応するしかないだろう。なお、思 

考ルーチンの欠陥と思われるが' 青がたまに首都の周辺を数ターンがら空きに 

することがあるのでそのチヤンスを逃さずケリをつけよう。 

目標ターン 20ターン〜35ターン 

マップ別攻略法丨73 



【大戦略パワーアップセット】 
☆国の数： 2 

☆首都の位置：青（38, 44)、赤（21, 23) 

☆首都間の距離：青赤間27 

☆保有都市•空港：青（ 2 :1)、赤（16 

:1) 

☆中立都市： 22 ☆中立空港：1 

☆各地形の占有率：山1.1%、荒地 

0 %、砂漠 0 %、森1.296、平地 

10.4%、道路 0%、水域86.2% 

• VIEW* 

大小合わせて10個の島々からなるマップ。島と島の間は海によって完全に分 

断されており' 本島以外の島々へはヘリコブターにより運搬された兵員以外、 

陸上戦力は使えない。中央を占める最大の島が主戦場で、島の南と北に青.赤 

の首都がある。首都間の距離は近く、本島中央ですぐに戦闘となる。両首都間 

には中立都市がなく、消耗した部隊の補給にはやや手間取る。赤軍は経済的な 

面で圧倒的に有利に設定されており、人間同士ではとてもプレイできない。一 

見するといかにも簡単そうだが（赤軍は確かに簡単なのだが)、青軍を担当: 

た場合には補給のしにくさに、いささかげんなりする。戦略を考えさせられる 

マップである。 

• POINT* 

航空戦力は有効だが、空港が3ヶ所しかないので運用が難しい。ほとんどの 

中立都市が戦略上不要な離れ島にあり、純粋に財源としての意味しかない。補 

給に必要な都市、空港が少ないので補給車が必要。陸上部隊はすべて有効に働 

くが、装甲車はその特徴を生かしきれないので、ゲバルト対空戦車、レオパル 

ド2が主力となるだろう。海を渡って離島に兵員を輸送するか、全滅覚悟で敵 

の後方に兵員を送り込む時以外、輸送ヘリは用をなさない。兵員輸送にはマル 

ALBION 
色別難易度：青☆☆☆☆赤☆ 
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ダーA1がべスト。燃料補給がネックとなって航空機の運用が大きく制約され 

るのに対して、ヒュイコブラは陸上部隊の攻撃に威力を発揮する。すべての部 

隊が補給しにくい環境にあって、なるぺ<早く敵軍より経験度を上げるように 

努めるのが勝利への近道だろう。 

• HINT* 

□青——経済状態が好転するまで「忍」の—字 

右上隅の島の中立都市を確保する間、赤軍の攻撃にひたすら.»えるのが作. 

のすベて。赤軍がこの島に目を向けたら青軍に勝ちはないのだが、コンピュー 

夕は気がっかないようだ。この島へは歩兵を最低2部隊くらいは送り込んで、 

一刻も早く経済状態を好転させたい。南東にある小島の都市はすぐ占領できる 

が、西方の島の都市は制空権がないうちは確保できない。したがって.この島は 

捨てて、財源が得られるまで（X=34,Y=38)の都市を拠点として敵の攻撃を防ぎ、 

自軍戦力の充実を待って攻勢に転じたい。消耗した部隊の補給が難しいが、痛 

んだら無理せず後方に下げ、丹念に経験度を上げる。本島中心で敵軍とまとも 

にぶっかり、損害,ばかり出るようだったら、北端の赤軍都市に向けへリコプ 

ターで兵員を送冬と敵の目を逸すことができ、うまくすると都市の占領も可能 

となる。制空権が完全に自軍のものとなったら勝利は近い。 

目標夕ーン 35夕一：45ターン 

□赤——電撃、怒濤の攻めで一気に決着 

経済的な優勢を生かし、敵が何もできないうちに勝負を決める。離島の都市 

などにはわき目もふらず部隊を生産する度に、前線に送り込んでぐいぐい攻め 

る。部隊の生産では、足の遅いレオパルド2をはじめ、主力'となる陸上部隊を 

優先して生産する。敵軍の反撃はほとんどないので、攻撃に作戦は不要。補給 

も考えずに、いっきに片をつける。10ターン以内には敵首都を占領したい。 

目標ターン 8ターン〜13ターン 



ultimap 
色別難易度：青^^ 緑^^^黄^会^^ 

【大戦略パワーア'ソプセツト】 
☆国の数： 4 

☆首都の位置：青（ 4, 40)、赤（55, 25)、 
緑（ 4, 4 )、黄（44，51) 

☆首都間の距離：青赤59、青緑36、青黄46, 

赤緑62、赤黄26、緑黄64 

☆保有都市•空港：青（7 : 3)、赤（4 

:3)、緑（3:3)、黄（3:3) 

☆中立都市： 76 ☆中立空港： 34 

☆各地形の占有率：山41.4%、荒地 
I. 5%,砂漠1.5%、森13.3%、平地 

II. 8%、道路22.3%、水域423% 

像VEW春 

アメリカで大匕ットしたパソコンrpgソフト1■ウルテイマIDjのマップを 

そのままデザイン。島内の4力所に散った聖堂にそれぞれ4国の首都を当ては 

めている。山岳地帯が全体の半分近くを占め、部隊展開が遅くなることから 

ゲーム終了までにはかなりの時間を要する。また、各国の首都が山間の奥まっ. 

た盆地に位置し、きわめて防御的な地形となっていることもその一因となって 

いる。各国の難易度比較では、初期の都市の数とその予備軍の多さから青がや 

や有利。.ともあれ、難しくはないが、時間のかかるマップである。 

參POINT參 

分厚い山脈がそこここに隆起して地上部隊の進路を阻んでいることから一応 

航空ユニットは有効。ただ、空港の数が制限されているので、補給には気を使 

う。地上兵器は攻略に使うと相当の遠征を強いられるので、大事に扱いたい。 

なお、首都の防御にはローランドが欠かせない。 

*HWt« 

□青——後方の財源を確保して有利な立場から緑軍を圧倒 

首都の南部にある盆地に出動した兵員はそのまま東に展開。財源を確保しつ 
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つ黄軍の西進を阻む。一方、対空車両を軸にした機甲部隊は北上して山越しに 

南下する緑の航空部隊を迎え撃つ。.同時に山脈の南側の空港を押さえて緑軍攻 

略の足場を固めたい。次いで、さらに北方に兵を空輸して緑の財源拡大を阻止 

する。その間、主力戦車は中央の原野をはさんで2部隊に分かれて進軍。将来 

の赤.黄首都攻略に備える。そして、折りを見て航空戦力で緑軍首都陥落を狙 

う。なお、赤が勢力を拡大するとJS资なので、北東の砂漠地帯以西に展開を許 

さない方針は断固守りたい。 

目標ターン 50夕ーン〜60ターン 

□赤一青の勢力拡大を警戒しつつ中央に展開 

北西部で青と緑が激戦を演じ、黄国の進軍がもたつく間に北部から中央にか 

けて勢力を広げる。黄に対しては対空車両をすばやく南下させて、首都間を横 

断する山脈の南側で応戦する。あとは航空戦力の援護のもとで主力戦車隊を迂 

回させ、ローランドを蹴散らせばまもなく落ちる。問題なのは緑を攻略しなが 

ら、青の経済力をどう弱らせるかだろう。特に青の首都の南に位置する盆地の 

侵略が手こずる。黄との交戦で経験を積んだ対空車両の援軍が欠かせないだろ 

う。 

目標ターン 50ターン〜60夕ーン 

□緑一資金を節約してハリアーを導入。青軍の猛攻に備える 

目標は最初から優勢な青国である。徹頭徹尾青との対決に備えて作戦 

るべきだ。まず輸送ヘリをある程度生産し、ピストン輸送で予算を節約しつつ 

資金確保に向かう。とにかく山脈の南側に展開して3つの空港を死守する。そ 

のために装甲車を山越えさせておき、敵ヒユイコブラの到来に対処するべくハ_■ 

リアーの早期導入を果たす。絶対に無駄なユニットを作らないことが肝心だ。 

ある程度戦力に余裕が持てたら中央に派兵し、青攻略の糸口をつかむ。 

目標夕ーン 65ターン〜75夕ーン 

□黄——早期に攻勢に出て赤国との地位逆転を狙う 

緑と同様かそれ以上に財政事情の悪い黄国としては、赤との戦いがすべて。 

初期においてそれほど国力の差がない内に攻勢に出て、地位の逆転を図りたい。 

そのために首都眼前の山を越えて装甲車を走らせ、荒地のために進軍の遅い赤 

の機先を制する。そして対空車両を迂回させながら進めて、敵の空輸部隊を迎 

撃。防衛線に十分な戦力が蓄えられた後に中央から北東部に兵員を展開する。 

目標ターン 70ターン〜85ターン 



Moon & Star 
色別難易度：青☆☆☆赤☆令緑☆☆☆☆黄☆☆☆ 

【大戦略パワーアップセット】 
☆国の数： 4 

☆首都の位置：tT (31, 38)、赤（8, 9)、 

緑（52, 23)、黄（52, 53) 

☆首都間の距離：青赤37、青緑29、青黄29、 
赤緑51、赤黄66、緑黄30 

☆保有都市•空港：青（ 4 : 3 )、赤（ 3 

:2)、緑（5:3)、黄（5:3) 

☆中立都市： 42 ☆中立空港： 27 

☆各地形の占有率：山0%、荒地0%、 

砂漠0 %、森22.8%、平地7.9%, 

道路3.6%、水域62.9% 

拳VEW争 

中央に三日月型の大きな島があり、その周辺に点在する島に4つ.の首都があ 

る。中央の島の周辺は平地で囲まれていて、その内側は森林地帯になっている。 

その島の中心線に沿って中立都市と中立空港が点在している。一見するとすぐ 

に終りそうであるが、実際にプレイすると森林地帯があるので全部の国を制圧 

するにはかなりの時間がかかる。 

參POIMT參 

森林地帯が大半を占めるので補給車が役に立つ。同時にヒユイコブラやハリ 

ァーなと'をうまく運用していく必要がある。移動力のあまりない輸送車は必要 

ないが、輸送ヘリをたくさん生産して都市の占領に向かわせるとよいだろう。 

籲HIMT參 

□育-他の3国の攻撃をかわすのがポイント 

他の3つの国にはさまれているので、序盤戦で軍備を整える必要がある。三 

日月型の島の湾内にある中立都市と中立空港を制圧して軍資金を確保する。そ 

してその守備隊としてゲバルトを各都市に配備する。しばらくは、資金をため 

ることと、ゲパルトをレベルアップすることに専念する。次に南西部に点在す 
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る中立都市や中立空港を占領する。そうすれば、黄軍は経済的に不利になる© 

でレベルを上げた部隊で攻めれば、黄軍は簡単に落とせる。残りの2国を制圧 

するのも時間の問題だろう。 

目標ターン 80ターン〜90ターン 

□赤一青軍との戦し、方次第で戦局が変わる 

位置的にみるといちばん北に存在するが、付近には中立都市や中立空港が数 

多くあるので、まずこれらの都市を占領して軍事予算を確保する。そして、青 

軍の攻撃をかわしながら緑軍を攻撃する。その時に、戦車部隊には必ず補給車 

を加えるようにする。三日月型の島には都市が少ない上、森林地帯が多くて燃 

料の消費が激しいので注意しよう。ある程度各兵器のレベルが上がったら、，い, 

つきに緑の都市に攻め込んで行く。緑を制圧したら、黄、青の順で攻撃してい 

<6 
目標夕ーン 75夕ーン〜85ターン 

□緑——青軍を制圧できるかどうかが鍵 

付近に中立都市や中立空港が少ないのでやや不利だが、最初は他の国と同様 

に中立都市の占領に専念して軍事予算の確保に努める。そして、ある程度各部 

隊がレベルアップしたところで青軍に集中攻撃をかける。青軍に通じる道は細 

くなつているので、航空戦力を中心に攻撃をする。敵の部隊は必ず全滅するま 

で攻撃して、A — 10やF—16、ヒュイコブラなどのレベルを上ぜておく。青さ 

え制圧してしまえば残りの国を制圧するのは容易だ。 

目標夕ーン 95夕ーン〜105ターン 

□黄一緑を制圧するタイミングが問題 

いちばん南に位置するこの国は背後から敵に攻められる心配がない。そこで 

周囲の中立都市と中立空港を制圧し、軍事予算が安定してから青と緑に攻撃を 

かける。同時に三日月型の島の南部に点在する中立都市と中立空港を制圧する。 

そして、豊富な軍事予算を使って航空兵器を生産して、緑を攻撃する。次に戦 

車部隊で赤の侵攻を食い止めながら、青に各部隊を向かわせて制圧する。残る 

は赤だけだが、これはもう問題ないだろう。 

目標ターン 8 0ターン〜9 0ターン 



LONG WAY TO PAX 
色別難易度：青☆赤☆☆緑☆☆黄☆ 

【大戦略パワーアップセット] 

☆国の数： 4 

☆首都の位置：青（7, 51)、赤（53, 4), 

緑（57, 55)、黄（ 5，4 ) 

☆首都間の距離：青赤69、青緑53、青黄47、 

赤緑54、赤黄48、緑黄79 

☆保有都市•空港：青（ 4 : 2 )、赤（ 3 

: 3)、緑（3 : 3)、黄（4 : 2) 

☆中立都市：15 ☆中立空港： 4 

☆各地形の占有率：山16.5%、荒地 
26.4%、砂漠18.3%、森13.4%、平地 

0.6%、道路7.4%、水域16.1% 

• VIEW* 

マップの隅に位置した4国と中央にある巨大なオアシスー首都からそこに 

至るまでは、遠く、長く、曲がりくねった一本道だが、その道の果てには膨大 

な富と、勝利が保証されている。一見してわかるように、このマップには首都 

の周辺と中央部以外には都市、空港ともに一づfcしてない。中央部の制圧とそ 

の攻防がすべてである。中央部の占領に失敗すれば、他軍への侵攻など夢のま 

た夢であり、占領に成功した軍に潰されるのを待つ_だけの、はかない運命とな 

ってしまう。ゲームの進行としては、勝者と敗者が比較的早期に決まり、あと 

は勝者が力を蓄えて敗者を1つ1つ潰していくだけとなる。接触は遅く、輸送 

部隊が中央に到着する10ターン前後から始まるだろう。“平和への長い道のり” 

之いう題名が示すように、統一まではかなりの時間を要する。 

• POINTS 

これほど補給車が活躍するマップはまず見当たらない。補給車に燃料、弾薬 

を依存できるヘリコプター、ハリアーなどを除く航空兵力では、他軍への侵攻 

など考えられない。中央部を制圧した後に、守備隊として活用するのがせいぜ 

いだろ■補給車は1台では心もとない©で、2台か3台を適当な間隔で配置 

して使う,。,.敵の首都に近づくにしたがって反撃が非常に激しくなってくるが、 
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決して無理な攻めをしないことが大切。首都占領の見通しが暗かったら出直し 

の勇気がほしい。中央をおさえていれば、体勢を立て直してからで备十分だ.。 

• HINT* 

□靑•赤.緑•黄——燃料.弾薬切れとの長い戦い 

スタート直後に中央に送り込む部隊としては、多少金がかかってもマルダー■ 

A1を最低1部隊は作っておくべきだ。これは、輸送部隊が到着してから戦車、 

ヘリコブター部隊が到着するまでの場っなぎ的戦力として非常に役に立っから 

だ。とにかく他軍よりも1ターンでも早く中央部を占領するために、ユニ.，卜 

が効率のよい移動をしなくてはならない。赤軍と緑軍は、他の2軍と比較して 

初期の段階で都市の数が1っ少ないので、それを補うためにも特に迅速ざが要 

求される。中央部を一度占領してしまえば、その後の防衛は簡単だ。他軍のユ 

二Iッは、中央部に来るまでに大半の燃料を使い果してしまっているから歩兵、 

工兵ユニットにさえ気をっけていれば、まず安泰だ。ターンが過ぎれば過ぎる 

ほど部隊は強くなり、ますます安全となるだろう。他軍に進行する時は、くれ 

ぐれも燃料と弾薬に気を配り、無駄のないようにやりくりしないと到底首都ま 

ではたどり着けない。また、1っの軍を落としてから次の軍隊に攻撃の目標を 

変えるときも、順番を考えて動かないと身動きがとれなくなったり、燃料補給 

ができなくなったりすることがあるので注意しよう。航空戦力は道に縛られな 

い便利さに目を奪われて大量に生産しがちだが、後々まで考えておかないと補 

給隊が足りなくなる恐れがある。自軍の首都から他軍の首都へ直接攻撃をかけ 

るなと'という暴挙は絶対に慎むこと。途中で迎撃されて引き返すにも引き返せ 

なくなり、燃料切れで墜落するのがオチだろう。首都攻略では、黄軍に対する 

場合が最も骨が折れる。というのも黄軍が海の上にあるから、道の両わきに出 

られず地上部隊がほとんど役に立たないからだ。 

目標夕ーン 40ターン〜50ターン 





4マップエデ^ットのコツ 





「大戦略」の大きな魅力の一つは、マップエディタが備わってい 

ることだろう。設定済みのマップで遊ぶのもよいが、自分で作っ 

た地形の中で繰り広げられる戦闘は、また一段と違った楽しみを 

提供してくれる。おそらく誰でも一度はこの機能を使って自作マ 

ップの作成を考えたことがあるにちがいない。現に読者の中にも 

自作マップに挑戦した人が多いはず。 

ところが、実際に作ってみるとどうだろう？案外うまくいか 

ないのではないか？思ったように戦闘が起きなかったり、変に 

パランスを欠いたマップになってしまう。手直ししてみたが完成 

まで及ばず、テストプレイを繰り返す内に嫌気がさし、とうとう 

放棄してしまった。そんなケースも少なくないはずだ。 

そこで、そうしたユーザーをはじめ、これからマップを作って 

みたいと考える読者に、いくつかの項目に分けてマップエディッ 

卜のコツを整理し、解説してみよラ。 

「88」の文字をデザインしたオリジナルマップ 



まずどんなマップを作るか方針を固める 
一口にマップを作るといっても、その方法はい，ろいろある。画面に向かって 

1ヘックスづつ地形を決めて試行錯誤に頼るやり方もあるし、紙の上であらか 

じめデザインしてからいっ#に打ち込んで■いくやり方もある。それぞれ自分の 

性に合った:^法で進めて砧けば、とりあえず自作マップはでき上がる。しかし、 

遊んで楽しいものを作ろうとするt、なかなか簡単にはいかない。作りはじめ 

たのはいいが、最後まで根気よく完成させられな01:いったことも.しばしば起 

こる。 

こうした事態に陥らないために、まずどんなマヶプをこしらえるか、方針を 

固めておくことが大切だ。陸戦.航空戦_市街戦なと'戦闘にはいろいろあるし、 

初心者向き.上級者向き、対コンピュータ用.マルチプレイヤー用などマップ 

の性格は千差刀'別である。ただ漫然と作っていたのでは、特徴のない中途半端 

なものしかできないだろう。 

そこで方針を固める一手段として、いままでのマップにつ■いての不満を考え 

てみるのがよい。難し過ぎると.か、簡単過ぎるとか、いろいろあるはずだ。そ 

れを書き出して整理する。そうすると自分がどんなマップを望んでいるかがは 

っきりするにちがいな_け@. 

ただ注意したいのは、そうして整理した不満を何でもかんでも入れ込んでマ 

ップを作ろうとする無謀さだ。あまり欲ばると、結果としてできたマップはパ 

ラエテイーに富むところか、かえづて焦点のぼやけた散漫なゲームになりかね 

ない。地味な方法だが、まずは作成する対象をしぼって、問題を一つ一っ解決 

するのが賢明だろう。たとえば、ソフトにあらかじめセットされたマップに手 

を入れることからはじめるのがよレ%sそして、自分の思い描く戦闘がどのよう 

な地形の配置で実現するかをマスターするのが第一参となる。 
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地形と戦闘の関係をよく知っておく 
「大戦略」では他のウォーゲーム同様、地形が戦闘に大きな影響を及ぼす。マ 

ップエディタがあることを知ると、つい兵器のエディタもほ、し€なるが、実際 

には地形の配置次第でかなり違ったゲームを楽しめる（か武つて兵器のエデイ 

夕があったりすると設定が煩雑になり、初心者には手®つげられないシロモノ 

になりかねない）。そこでまず、地形と戦闘の関係を考えてみよう。 

地上部隊、航空部隊には各々守りやすい地形.、攻めやすい地形がある。これ 

を忘れていると、よいマップができない。このことをよく頭に入れておかない 

と、ゲームパランスが崩れたり、主戦場が意図した場所にこなかったりして' 

思い通りにマップが作れない。 

地上部隊の中でいちばん打撃力が大きく、攻撃.防御の中核となるのはレオ 

パルドに代表される装甲部隊だ。そして装甲部隊にとって何がこわいといって 

A—10などの攻撃機ほと'こわいものはない。ゲパルトならまだ少しは相手が'で 

きるが、レオパルドは一方的にやられてしまう。つまり、地上部隊にとって守 

りやすい地形とは、航空部隊から攻撃を受けにくい地形ということになる。具 

体的には地形効果が高い森や山岳へックスが並んだ地域をさす。こ©際、森や 

山岳へックスは互V?に隣合わせである必要はない。そこにいるユニットの 

ZOCが重なる程度で十分である（つまり一つ置きにユニ®卜を配置できるよ 

うな地形)。このような地形は防御効果だけでなく敵の地上部隊の移動も妨げ 

るため守りやすいわけだ。また自軍占領下の都市ではやられても補給できるた 

め攻撃側にかなりの損害を与えられる。 

これを裏返せば攻めやすい地形というのも容易に理解できるだろう® ■づまり、 

移動しやすく、防御効果の少ない地形がそれ:KSたる。しかし平地や道路のよ 

うに地形効果が小さいヘックスは反撃も受けやすく、受けた時の損害も大きく 

なりやすいので、いちばん攻めやすいのは移動しやすい地形に防御効果®太き 

な地形が散在しているような地形となる。 

っぎは航空部隊。航空部隊はそれ自体では占領ができないので' 攻撃は歩兵 

部隊を乗せてか、地上部隊の援護という形になる。また攻撃.防御を問わず、 

問題になるのが航空部隊の行動半径。航空部隊の実用的な行動半径は戦闘中の 

燃料消費を考えると最大航続距離の1/4から1/3 くらいだろろ* 



つまOy航空部隊を攻撃に使わせるためには' その範囲に自軍の空港、もし 

くは補給車が補給活動を行える開けた土地が必要になる（もし補給車を使える 

ュニットであればだが)。ただし、コンピュータに空港、補給車の効率的な使 

用を求めてはいけない。コンピュータはよく航空部隊を燃料切れで墜落させて 

しまうので、コンピュータに秩序だった航空部隊中心の戦闘をさせたいのなら 

ば、コンピュータ側に空港を多めに配置した方がよい。航空部隊が燃料切れに 

なるということは、またコンピュータがュニットの航続距離ギリギリの地点ま 

で自滅必至の片道攻撃を仕掛けてくるということも表している。この点はマッ 

プを作る時に注意が必要だ。コンピュータ側の動きが制作者の予想とまるで食 
い違うことがよく起きる。 

反対に航空ュニッj卜を防御用に使わせるためには、第一にその行動拠点であ 

る空港が敵の地上部隊に対して安全である必要がある。山岳へックスや水上へ 

ッタスで空港を囲うなりすればかなり安全になる。第二は都市の数を調節して、 

航空ュニットが生産される前に敵の地上部隊が空港の近くまで来るようにする 

方法だ。 



{乍成前に決めておきたい項目 
自作マップの方針を決めたら、次のステッブとして、レ、.<つ:，かの項目に分け 

てマップの性格を明確にしておくと作りやすい*また、プレイしたい戦闘の種 

類と使いたいマップの形を分けて考えた方が後々満足のい < マ—ップが作れるだ 

ろう。この段階で決めておかないと後で困るものを次にあげておこう。 

•プレイする人数……1— 4人（ 9 8版のみ） 

•対戦相手.対コンピュータか、マルチプレイヤーか 

•プレイ時間.短期決戦か、腰を据えた持久戦（経済戦）か 

.難易度.初心者向けか、上級者向けか 

.プレイバランス.ほぼ同じ勢力にするのか、それとも一方を強く （弱 

<)するのか 

.主な戦閎の種類……陸戦（市街戦、機甲戦、ヘリボーン®ど）、航空戦' 

上陸戦など（これと関連して主に使いたい兵器） 

.マップの形.架空の世界を作り上げるか、地図なと'から持つてくる 

次いでこれらの項目の内、何に重点を置くのかも考えておいた方がよい也’ 

まり、マップの形を最優先にして起こり得る戦闘の種類にはあまり気を使わな 

いとか（このようなマップの例として「パワーアップセット」の「MOON & 

STAR」や「Picture Frame」がある）、マップの形を少々デフォルメさせて 

も他の項目を優先するかなどである。実際に作ると、すべて思い通りにマップ 

ができることはあまりないから、中途半端になることを避け' 混乱を招か■ない 

ようにしておきたい。 



現実の地形を使うか、創作するか 
「大戦略」に用意されたマップをデザインの面から見ると、現実の地形をモ 

デルにしているも©と、まるっきり創作の地形になっているものの2種類に分 

けるこ，とができる。どちらの方がよいと一概にはいえないが、これはマ，プの 

制作に隹i:って出来映えを大きく__する要素ある。現実の地形と創 

作された地形はマップにする時に各々長所と短所を持っている。その特徴を知 

った上で、今後のマップ制作の参考にしてみよう.。 

現実の地形を使った場合の最大のメリットは、遊んでいて親しみを覚えると 

いうことだ。地図帳の中の地形や、勝手知ったる身近な地形の中で繰り広げら 

れる戦闘は、独得の興奮を味わねしてくれる。歴史に基づいたヒストリカルマ 

__ップでは、現実の地形は絶対に欠かせないのはいうまでもない。 

もう一っ、モデルがあること®メリットはv手軽にマップを作れることにあ 

る9しかし、これは同時に最大のデメリットである点にも注意したい。 

っまり、ゲームの進行上不都合が起こってもモデルがある以上大幅な変更は 

はばかられて、修正に頭を抱えるetになったりするからだ。また、現実の地 

形を使用する場合、どの.< らい©縮尺,で,と'©くら,u®範囲をマップに含めるか 

も大きな問題になる。乙影.設窠一^.繁'、同じ題材を扱っても.まるで違うマップ 

になる6.以上®点KついTよく配慮しないと、ただ地形を拝借しただけの凡百 

のゲームになってしまうだろう。 

一方、地形を創作した場合いちばん問題になる©がその親しみやすさだ。特 

に初めてそ©マップをプレイする人間はその地形を知らない©で、他人に遊ば 

せることを考えると不利にはちがいない。反対に、その利点は使える地形のフ 

レキシビリテイにある.。モデルがあるわけではないから、制作者の思い通りの 

戦闘を実体化することができる。変更も自由自在で、制限となるのは制作者® 

想像力だけである。 

地形の取り方をらにするかはメインテ『マの設定によっても変わってく 

る。いろいろと試し、自分の好みにあった地形の取り方を探しt：みよう。 



ストーリーをもとに考案する 
戦史に基づいたマップは別とレて、オリジナルを作る時に配慮したいのが、 

マップの表面に現れないストーリーの設定である。意外に思うかもしれないが、 

これがしっかりしたマップはプレイしてもなかなかおもレ％いものだ。戦争に 

しろ、紛争にしろ、理由もなく起こるものではない©で、その背景をしっかり 

と決めておくと、実際に地図の上に地形を配置して行く時に必然性が生まれて、 

無理のないマップになる（ただし、ゲームの推移が<歴史>通りに進むかどう 

かは別の問題)。ただ、.こういうものを作るのが苦痛だったり、それに追われ 

てマップがいっまで経っても完成しないのでは意味がないから、あまり深く考 

えなくてもよい。ストーリー設定の目的は、あくまでもマップを作る£&©補 

助とするために過ぎないからだ。 

ストーリーを思いつかない場合や、考えるのが面倒くさい場合は、ほか©作 

品から拝借してくるのも一法である。拝借の対象としては、一般に戦争や歴史 

を題材にしたS F小説が中心になるが、市販されている仮想戦のシミ,みレー令1 

ヨンゲームから題材を持ってくることも十分可能だ。シミユレーシヨンゲーム 

のためにシミュレーシヨンゲームから材をとるのはちよゥと変な気がするが、. 

手軽にマップを作りたい人にはピッタリだろう。当然ルールなどが違うから、 

背景のストーリーやマップだけもらってきて、あとは「大戦略」のシステムに 

合わせて改造することになるa手に入れたいのはあくまで雰囲気だから、ど 

なマップを作りたいかを考えて自分の好みに合わせて修正すればいいユニッ 

卜の種類がまるで違うケースも多いだろうが、そういう点は適当に想像力を働 

かせて補ってほしバソコンゲームの世界はほとんど全部がユーザーの想像 

の世界の産物なのだから、かしこまって考える必要はないだろう 

このように背景を作り上げたマップの実例として、「パワーアップセット」 

のNo.15「After the War」がある。基本的には矢野徹の1■地球〇年Jの核戦争 

や自衛隊の北アメリカ大陸出兵の設定に' クライブ.カッスラーの作品からの 

ヒントで、カナダや中南米諸国なとの第三勢力をつけ加えたものという。制作 

者は、結果としてはマップ上に表れなかったものの、年表まで作っていろいろ 

く歴史〉を考えたそうである。そこまで凝れば、それなりに楽しめたにちがい 



最後に、マップ作りやストーリー設定に引用しやすい仮想戦シミュレーショ 

ンゲームとして、いくつかサンプルをあげておこう。まず、アドテクノス社の 

「レツドサン•ブラッククロス」シリーズ。1950年代の仮想戦で、ちょっと武 

器の設定が苦しいかもしれないが、参考になるはず。また、ビクトリーゲーム 

社の「ガルフストライク」は現代戦で、扱う地域も広がっていいだろう。，引用 

する対象の目安とは、「大戦略」のルールの細かさ•大まかさから、作戦 

級から戦略級のシIュレーシ3ンゲームが利用しやすいと思う。他にも使える 

シミュレーシヨンゲームはたくさんあると思うので、探してみてほしい。 

注シミュレーションウォーゲームは戦術級、作戦級、戦略級に大別され、順 

に扱う戦闘単位が大きくなってゆ.<。だいたい戦術級は車両一両から分隊程度 

を扱い、作戦級は中隊か大隊以上、戦略級になると最低でも師団以上となり補 

給のルールも明確化されることが多い。 



兵器を生かすマップ作り 
「大戦略」では14種類のユニットがある（パワーアップセットは17種類/30種 

類+1)。それぞれが個性を持っており、ユニットが活躍する地形も異なる。 

それを把握しているといないでは、完成したマップ资できばえがまるで違う。 

まず、これらのユニ，卜は移動能力、および補給®.方法から場ダルーブ 

大別できる。 

第1グループは空港でしか補給を受けられないユニットで、F—16 • A— 

10 *3ルセアがある。これら©ユニットは空港の数が十分ない占そ©力'を発揮 

できない。それも行動半径の問題から、最低1〇~15へツクス以内の距離C空港 

が配置されていないと、単なる地域防御専門のユニ，fになる（ただしコンビ 
ュータは平気でユニ.ットを燃料切れにするから注意が必要）。逆をいえば、こ 

れらのユニットを攻撃にあまり使わせたくない時は、敵味方の間に20_~3D八ッ 

クス®空港のない丈リアを設ければよい〇 

第2グループは補給車を利用できる航空機ユニットで、ハリアー、ヒユイコ 

ブラ、輸送ヘリがある。こ©グループは第1©ダループに比べて運用の柔軟性 

に富むが、その分攻撃力•耐久力などが劣り、比較的安価な®でゲーム前半や 

予算の少ない時によく使われるのが特徴だ。そこでこれら©ユニットを活躍さ 

せたい時のマップ作成法は次のようになる。 

.都市の数を調整してなかなか予算を貯められないようにする。 

-首都を接近させて、短期間で決着が，tようにする。 

•敵味方の間にあまり空港を配置しない。 

第3グループはレオパルド、ゲパルト、ローランド©ような装甲車両。C© 

グループは、戦闘力の高さおよび耐久力からほとんどのマ*ツプにおいて攻撃• 

防御の要になるが、山岳へダクスや水上へ®クスを通れないなど移動に制約が 

多いのが特徴。これらのユニットはその防御効果から森林へックスの配置がひ 

とつのボイントになる。森林へックスでの移動力を考えると3 ~ 4クスご 

とに森林へックスのある平地でいちばん実力を発揮するだろう0また燃料、弾 

薬をそれほど積んでいないため、都市を均等に配置するか、補給車の移動を容 

易にした方がよい。個別に見ていCi、レオパル■ドとゲバルトは攻撃にも防御 

にも使えるのでほとんどのマップにおいていやでも活躍するが、ローランドは 



地上部隊に対してまったく無力なので、山岳へックスや水上へックス越じの航 

空ユニットに対する防御くらいにしか使えない。この点に留意して山岳ヘック 

スや水上へクスを適度に配置すればローランドが活躍できるマップも作れる 

だろう。もっともピュータ側は何の役に立たなくてもローランドを生産し 

たがるが……。 

第4グループはAMX —10RC、歩兵、工兵からなり、地上部隊の中で山岳 

および水上へック；11:こおける移動能力を持つのが特徴。そこで空港へックスを 

少なくして（いっそ©ことなくしてもおもしろい），山岳ヘックスや水上へフ 

クスの多いマップを作ると、必然的にその特徴を生かせることになる。ただし、 

水上へックスで陸地へツクスを囲ってしまうとコンピュータ側はこのグループ 

のユニットを生産せず、無駄なユニットばかり生産してゲームにならないので、 

マルチプレイヤーマップでないかぎりあまりすすめられない（「パワーアップ 

セット」の「コウクウセンリャク4」が好例）。また、AMX—10RCは移動 

力が大きいので、ゲーム序盤においての拠点確保が大事なマップでも活躍する 

(もっともコンピュータはほとんど拠点確保のような戦略的活動をしないので、 

プレイヤー側がそのように使えばの話だが)。そのほか歩兵部隊と工兵部隊し 

か占領活動ができない点を生かして、都市へックスや空港へックスの広がった 

地域を設定すれば、それらのユニットが生きる。 

第5グループは補給車及び輸送トラック。これらのユニットの特徴はその価 

格の安さと道路、都市、空港へ，クス以外での移動力の悪さにある。これを裏 

返せば、このグループが活躍するためには道路が整備されていることが必要条 

件であることがわかる。また、輸送トラックを活躍させるためには、対抗機種 

のマルダーやUH-60を運用しにく くするという手段も考えられる。たとえば、 

予算が極端に少ないとか空港が少ないといったマップを作ればよいだろう。こ 

れに対して補給車の方は都市の配置がまばらになればその必要性が増してくる 

©で、補給活動を行える平地や森林ヘックスを適度に配置して都市®少ない地 

域を作ればその能力を生かせるだろう。 

なお、パワーアップセ.ットで追加された3種類のユニットについては、その 

生産がいつでも可能というわけではないため、それにあったマップが非常に作 

りづらくなっている。それでも強いて作ろうとすれば、ヤグアルは第3グルー 

ブに入るので、それを参考に作成する。ただし、移動力が少し大きいので、そ 

の分森林へックス間の距離を大きくするなりした方がよい。マルダーも同様だ 
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が、輸送能力を持つているので、それに対抗できる輸送ユニダトの活動し{こく 

い条件を整えてやる（例えば輸送トラックには、道路を作らないとか、UH- 

60には空港を置かないとかする）。DOGFIGHTについては空戦し.かできない 

単機能機なので、その制空能力と航続距離を生かせるマップがよい。「パワー 

アップセットjの「コウクウセンリャク4」や「Carrier Strike」を参考に 

しよぅ。 

その他、「パワーアップセット」に備わった予備ユニッ.卜eづいては、ここ 

ではふれないので、各自研究してほし番外者のAGM —86Bに関しても特 

に何もいうことはない。 

マップエディットのコツ195 



短時間で遊べるゲームを作る 

「大戦略」の大きな欠点は非常に時間がかかることだ。ゲームの終了条件がす 

ベての参戦国の首都へックスの占領である以上しかたないことだが、これが理 

由で「大戦略」をプレイしなくなるのでは芸がなさすぎる。そこで短時間でも 

楽しく遊べるマップの作成法を考えてみよう。 

まず短時間で遊べるマップを作る時に留意すべき点をいくつかあげてみる。 

•参戦国の数が多過ぎないこと 

特別な場合を除いて3力国、4力国というのは多過ぎる（マルチプレイヤー 

マップは一般に時間がかかる）。 

•首都間の距離が長過ぎないこと 

40~50ヘックスも離れると相手の首都につくまでに時間がかかり過ぎる。20 

くらいがいちばんよい。 

•移動の障害になるような地形をあまり置かないこと 

ユニットの移動力の問題とともに地形による戦闘への影響（防御効果がよく 

なる）を考えて地形を配置すること。 

•プレイバランスはわずかに一方を有利にすること 

完全に均衡が取れているとゲームが長引くし、バランスを崩し過ぎるとおも 

しろくなくなる（当然プレイヤー側を有利に)。 

以上の点に注意する以外は特に普通のマップ作りと変わらない。ただし、マ 

ップに現実の地形を盛•り込もうとするとうまくいかないことが多い。とにかく 

短時間で終るマップを作ることを最優先にして（簡単ということとは違う）、 

他の要素を犠牲にしないとできない。だからといってマップの大きさを無理に 

小さくすることはない。何しろオリジナル版の「Island Campaign」を10ター 

ン以内に終らせる人もいるから、要はプレイする人の実力に応じて短時間でプ 

レイできるマップがいろいろ作れるということなのだろう。 

短時間でプレイできるマップの例として、オリジナル版では「Island 

Campaign」、パワーアップ版では「Picture Frame」、88版、X1版なら「Small 

island」などがある。制作の際の参考にしよう。 



コンピュータ側の動きを操作する 

「大戦略」はシミュレーションゲームである。タミュレーシ寶ンという以上現 

実に起こった戦闘を再現できることも重要なことだが、あくまでゲームである 

ことを念頭に置いてマップを作らないと:i出来上がったマップがと'れだけ精密 

に実際の戦場を再現していTも、おもしろくない失敗作になりかねない。特に. 

マップの設計はユーザーがコンピュータのユニット®動かし方をコントロール 

できる唯一の場であることを忘れてはならない。 

そこで、実際にどのようにコンピュータ側の行動をコントロールできるかを 

状態に即して見ていごう。 

•コンピュータ側ユニットの展開が予想以上に早い場合、遅い場合 

展開が早過ぎる場合、早過ぎる側の都市を一部中立都市で置き換えたり、道 

路を変更すること（迂回させる•廃止する）が考えられる。前者の場合置き換 

える都市はゲームバランスを崩さないように首都に比較的近いものがよい，. 

逆に展開が遅過ぎる場合は、道路や平地へックスの数を増やして移動を容易 

にする方法と、都市や空港の数を増やして航空部隊（特に輸送ヘリ）の運用を 

簡単にする方法がある。どちらも一長一短なので、マップによって使い分けよ 

ぅ。 

•コンピュータが航空ユニット（特に戦關機と攻擊機）をしばしば墜落させて 

しまう 

これは、ゲーム序盤に予算の多いマップで、航空ユニットだけが先行しTし 

まった場合によく起こる。対策としては、予算を増やしにくいように首都の近 

辺に都市をあまり置かないようにし、航空ユニットが生産される頃には地上部 

隊が空港をある程度確保しているようにするの.が一法だ。ほかに、中立空港の 

数を減らしてその分最初から各国に空港を割t震てる方法がある。£ちらも決 

定的とはいえないが、かなり有効な手段なはず。 

さらに、この点から派生する問題で、最初から都市を増やさずに国力の差を 

表現したい時もあるだろう。その場合、国力を大きくしたい国が2力国以上に 

囲まれていなければ簡単で、位置的に他の国が占領できないところ（例えば首 

都をはさんで敵と反対側）に中立都市を配置すれば目的は達成できる。その際、 



これらの中立都市を山岳へックスで囲むなりして.、占領される時期を調整する 

必要があるだろう。もしその国が囲まれている場合は、最初からある程度都市 

の数を増やさざるを得ない。 

參航空機ユニットを防御用（地域戦圃用）に使わせたい時 

:J'Aピュータは航空ユニツトを移動させる時、そのターンに攻撃することの 

できる敵ユニットがいる場合はそのユニットを攻撃させようとし、それ以外の 

時は距離に関わらず敵の首都に向かってユニットを動かす。この性質のため、 

主戦場が空港の10~15へ，クス内外の位置にある時、航空ユニットは主戦場® 

敵ユニッ：卜をめざす。ちなみに、主戦場はそこが山岳へックスの中でないかぎ 

り、大体において首都を結ぶ線上に発生する。 
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マッフ。作成の実際イランイラク戦争) 

本章の締めく くり,として、巻末についたオリジナルマ，ブ®おおざっぱな制 

作過程をここに書き出す。これはあくまで一つ.®見本に過ぎな'いが、参考にし 

てほしい。 

まず、マップの主題を決める。ここでは、「パワーアップセット」の30ユニ 

ットモードをできる限り生かす方向で考え、資料が得やすく、親しみやすいよ 

うに、現実に起こった戦争.戦闘を題材にとる。基本的に一人用マップ14rk、 

プレイバランスはほぼ同等に保っようにして、特に変わった設定や地形の強調 

を避ける。そしで、世界各地で起こった戦争のなかで使えそうな戦争（戦闘) 

をいくつかあげてみた結果、スケールの問題や武器の設定の近さから「イラ 

ン.イラク戦争」を題材にマップを作ってみることにした。参戦国が二っだけ 

ではさびしいので、地理的にこの戦争に介入しやすいクウ,；n— 卜軍とソ連軍を 

付け加えた仮想戦Kした。 

まず最初に地図帳を用意。1000万分の1クラスの地図があれば最良だが、 

2500万分の1の地図でも十分に使える。現実の地形を使う.といっても、かなり 

デフォルメすることになるし、大体の国境線と大きな都市、川の位置がわかれ 

ばこと足りるので\この点はあまり気にしない。そして、新聞やテレビ2ユ— 

スに出ていた「イラン•イラク戦争」関連の地図を思いだしつつ、作業を進め 

ていく。 

実際にマップを描きはじめる前に、「イラン•イラク戦争」の推移にて 

思いだしてみよう。この戦争は両国の国境線における小競り含い:からはじまり、 

最初はイラク軍優勢の内に進み、最近になってイラン軍がやや押し気味といっ 

た展開だ。両国の国境付近が戦いの中心となっている。装備に関していえば、 

イラン軍の方がよいものの、整備などの面でこれを生かしきれていないとよく 

いわれている（特に航空機）。これをできるだけ再現するために、こ.®マップ 

では次の点に注意して作ること1C.した。 

•国力のバランスはイラン側をいちばん有利に設定する 

•イラク側が序盤において有利なようにイラン.イラク国境線をややイラク寄 

りにとる 



參バスラ周辺の沼沢地の重要性を強調する（都市を増やして解決） 

參イラン側にはあまり空港を置かず航空機の運用を難しくする 

參国境付近は移動しにくい地形にし、戦闘をそこにとどめる 

•ソ連、クウヱート側は第三勢力なので両国を不参戦にしても円滑なプレイが 

行えるようにする 

マツプに載せる範囲としては、東西はバグダッド®少し西からテヘランのや 

や東まで、南北はペルシャ湾の北端からバクーの油田地帯までとした。どこま 

でをマップに入れるかは個人の好みだが、あまり細かく地形を再現しようとし 

ても「大戦略」のマ_ップでは難しいし、おもしろいマップができるとはかぎら 

ない。 

大体以上の点を頭に入れておいて、実際に作りはじめる。前にセットしてあ 

る地形が邪魔になることがあるので、もしクリアされていなければマップを一 

っの地形でクリアする。地形をマップ上に配置していく時は、最初に山岳へッ 

クスを並べ、次にまた別の地形へックスを並べるといったように、ある程度秩 

序を持った作業が必要だろう。端から順に地形を並べていくと、マップが歪ん 

でしまうことが多く.、後々修正に時間がかかるからだ。 

まず最初は、基準になる地形を選んでマップ上に置く。ここではペルシャ湾 

及びカスピ海を基準にして、水上ヘックスを右.J;と下部中央やや左寄りにセタ 

卜する。ついでイラク領内にチグリス、ユーフラテス川を走らせる。川ような 

細長い形を描く時や、ある地域を一っの地形で埋めたい時は、連続モードが便 

利だ。 

次に地図帳から山がありそうな地域を見っけて、マッブ上に山岳へックスを 

置いていく。このマップではテヘランとカスピ海の間、およびイラン•イラク 

国境沿いを山岳へックスにした。その他ゲームの対象外としたい地域も山岳へ 

ツクスで埋めておく（この場合イラク南部の砂漠）。 

山と水の位置を決めたところで、他に重要な地域があればそれを置いていk。 

このマップでは沼沢地を置くが、「大戦略」の地形に沼沢地はないので、水上 

:へダクA4荒地へックスで表現することにした。沼沢地の範囲は大きめに作っ 

ておいて、後々必要に応じて削っていけばよい。 

このようにしてマップ©外形が整ってきたところで首都を設置する（色は青 

:イラン、赤：ソ連、緑：クウヱート、黄：イラクとした）。首都の回りにあ 



る都市の数や守りやすさは差をつけない。ゲームの便宜上.Vソ連の首都はイラ 

ン側の北端においた。あとは都市や空港の配置だが、まず主戦場となるべき 

(なってほしい）国境沿いに、いぐつか組にして配置していく。その際、航空 

ュニットの航続距離と移動力を考えに入れて、両国の都市に近過ぎず、遠過ぎ 

ないようにする。また、両軍を沼沢地に引き寄せるためにアバダンやバスラは 

大きめにする。そして、前述の状態設定から、イラン側にはあまり空港を置か 

ず、代わりに都市を多めに配置する。クウヱート側は実際の地理に準じて首都 

の周辺にかためて置いてしまう。ソ連側も同様で地図の北端に沿うような感じ 

に都市を配置し、パクーの辺りにも都市を置く。道路へックスで都市の間を結 

んで都市の配置はおおかた終わりだ。そして、イラン側の前線への展開を妨げ 

るために、イランの国境都市の一部には道路をわざとつながない（道路は最短 

コースを選ばないでわざと遠回りさせたりするとよい 

都市や空港を配置し終ったら、川の周りや都市•空港の周辺に不自然になら 

ないように森を配置する。当初イラン.イラク国境線は山岳へ.ックスと沼沢地 

だけで構成するつもりだったが、陸上ユニットの移動がほぼ完全に阻害ざれる 

ので、一部を森へツクスで置き換えた。あらかた済んだところで、イラン側の 

平地へックスを砂漠へックスで置き換えたが、イラク側はチグリス•ユーフラ 

テス川流域ということでそのまま残した。 

あとはイラン.イラク国境線の山岳地帯に荒地へックスで間道を作る等の修 

正を加えてから、テストプレイをはじめる。この段階でのテストプレイはコ_>_ 

ピュータ側の対応を調べるものだから、FASTモードにしてコンピュータ同士 

でやらせる。この時パワーアップセットのHQスクリーンは非常に役に立つ 

(大体の傾向を見るだけで、最後までやる必要はない).。時々は止めて各々の 

編成もチェックするとよいだろう。 

.C•のマップの最初の版では、イラン軍の展開が予想よりかなり早かったので、 

首都から中央に向かった道路を一本廃止したり、イラン領内の都市を一部中立 

都市にするなどの変更を加えた。 

このように修正を加えつつ、コンピュータによるテストプレイを繰り返して 

満足できる展開になったら、次は実際に人間がプレイしてみる。その際、自分 

一人でやると視点が偏ってしまうので、マップにつ.いて何も知らない人にもテ 

ストプレイしてもらうとよい。テストプレイで満足いくようになったら完成だ。 

仲間に公開するなどして、より多くのプレイヤーに楽しんでもらおう。 



参考までにこ®マ萝プに加えた変更点をいくつ.かあげておこう。 

參主戦場が思いのほか北になった©で、バグダッドの位置を南に7ヘックス東 

に5ヘックスほど移動した（首都がX方向に離れたマップの場合、コンピュー 

夕はユニットをY座標が敵の首都と一致するように動かすクセがある）。 

#イラン軍の展開があまりにも遅くなり過ぎたので、テへランから中央に向か 

う道路を復活させた。 

•チグリス川が予想以上の移動障害になったので所々に渡河地点を設置した。 

•イラン側の空港の数を減らした。 

參序盤におけるイラン側の予算の上昇が急になり過ぎたので、一部の中立都市_ 

を首都から遠ざけたり廃止した。 

•クウヱートの勢力拡大が早過ぎるので、クウヱートのまわりの都市の数を減 

らした6 

•地図上ではイラン.ソ連戦とイラク.クウ卜戦の二つの戦いしか起こら 

なかったので.、各国の首都を移動してほぼ等距離にした。 

參各国ともすぐ32部隊になってしまうので、都市の総数を減らした。 

イラン■イラク戦争（Persia 1987 rv4) 



5「大戦略jアラカルト 





昨今ではコンピュータゲームといえは'隠しコマンド、隠れキャ 

ラクタ、裏技である。そう、「大戦略」にもマニュアルには載つ 

ていない隠しコマンドや隠れキャラクタが存在する。タイトル画 

面をカットする〈クイックスタート機能〉等のちよつとしたもの 

から、〈30ユニットモード〉というスゴイものまで全部ここに書 

いてある。その他に、マニュアルに書いてはあるが見過ごしやす 

いことや、戦闘とユニットの熟練度について'「大戦略」の変わ 

つた楽しみ方等いろいろな話題を集めてみた。 

なお、最後に、「大戦略」をプ□デュースした宮迫靖氏へのイ 

ンタビューを掲載した。 



知っておくと便利なキー操作 
1^卞に知っておくとたいへん便利なキー操作をあげてみよう。 

• [HOMECLR] 

[HOME CLR]キーを押すとベックスカーソルが自国の首都の真上に移動 

する。生産をしたい時な:と' ヘックスカーソルを首都の近くに戻したい場合に 

使う。 

參ュニットマップ（「現代大戦略」「大戦略パワーアップセット」のみ） 

[HELP]キー（「大戦略パワーアップセット」でぼ[SHIFT] + 

[HELP])を押すと、フルマップスクリーン上にュニすトマップが表_蠢れ 

る。適当なキーを押ず*sュニ1トマップが消えて元©状態に戻る。 

參クイックスタート機能 

起動時に[SHIFT]キーを押し続けていると、タイトル画面等が表示され 

ずにいきなりゲームメニューからスタートする。 

•全補給 

ゲーム中に[TAB]キーを押すと、そのとき補給可能な全ュニットに対し 

て自動的に補給がおこなわれる。 

參フアースト.リアルフアイティング.モード 

リアルフアイトモードで戦闘にはいった時[SHIFT]キーを押すと、ミサ 

イルゃ弾丸が飛ばずに命中し,たュニットだけが消される。戦闘を早く終らせた 

いが、fe'vちいちコマンドモードで切り替えるのはめんどうだという時に便利で 

ある0 

•全部隊表（「大戦略パワーアップセット」のみ） 

[SHIFT]キーを押しながら[f.6]キー（部隊表）を押すと、すべてぬ 

国の部隊表が表示される。っまり他の国の部隊表をのぞき見ることができるわ 

けだ。 



レベルアップのシステム 
戦闘に入るとビュースクリーンに〈戦闘状況〉が表示されるが、その下®方 

にユニットの熟練度を示す棒グラフ®ようなものが表示されている。熟練度は 

最大で250ポイントで、それを50ボイントごとfc区切り、レベルE~エース& 

対応させている。つまり、0 ~49ポイントがレベルE、50~99ポイントがレべ 

ルD、…そして250ポイントでエースとなる。熟練度に'は2通りの増え方があ 

って、まず相手ユニットのうちの1機をやっっけるごとに何ポイントか加算さ 

れ、さらに相手ユニ，卜を全滅させた時にはボーナスポイントが加算される。 

加算されるポイントの計算の仕方は88版.XI版と98版では異なつている。 

•88版• XI版 

相手ユニットのレベルがE、D、…エースと6段階あるわけだが、それぞれ 

に1~6のボイントを対応させており、1機やっづSiるごとにそのポイントが 

自分の熟練度に加算されていく。 

また、相手を全滅させた場合、相手の機数、レベルに関係なく1〇ポイントが 

加算される。この時、全滅したユニットに歩兵•工兵が乗車していた場合はさ 

らに10ポイントが加算される。 

•98版 

まずお互:いめ攻撃率をみて、それぞれの〈攻撃率比ポイントSを出す。これ 

は攻撃率の小さい方には、 

〔大きい方の攻撃率〕+ t小さい方®攻撃率〕相、数点以下切捨笔)： 

を与え、攻撃率の大きい方には無条件に1ポイントを与えるものである。次 

に相手のレベルから〈レベルポイント》を出す。これはE，D、…エースと6 

段階あるレベルにそれぞれ〇、i、…5 ©ポイントを対応させたものである。 

そして相手ユニットの1機をやっつけるごiに、これら2つ®ポイントの和が 

自分の熟練度に加算されてい？^ 

また、相手ユニットを全滅させる相手の持っ熟練度の（S分の1+1 

0)ポイントが自分の熟練度に加算される。 



例（98版）： 

•攻撃側…攻撃率20%、レベルB、熟練度160ポイント 

-防御側…攻撃率50%、レベルD、熟練度55ポイント 

の時 

-攻撃側が防御側を1機やマつけると、 

2 + 1 =3ポイント 

:(攻撃率比ボイント）（Vベルポイント） 

•防御側が攻撃側を1機やっつけると、 

1 + 3 =4ポイント 

(攻撃率坊ポイント） （レべルボイント） 

•攻撃側が防御側を全滅させると、 

55+5 +10=21ボイント 

がそれぞれ加算される。 



航空ユニットの燃料消費 
航空ユニットは、全く移動しなくても必ずある一定量の燃料をターンごとに 

消費する（ただし、自国の空港にいる場合は燃料は減らない）。これを最低燃 

料消費量という。移動をした場合は、移動距離が最低燃料消費量よりも大きけ 

れば距離と同じ分の燃料が減るが、それ以下では常に一定量の燃料が減るわけ 

だ。このことを考えに入れておかないと、燃料が足りなくて空港に帰れずに墜 

落してしまうことになる。なお、この最低燃料消費量は'「現代大戦略」「大戦 

略パワーアップセット」「大戦略88」「大戦略XI」ではそれぞれ違った量にな勺 

ている。 

•「現代大戦略Jの最低燃料消費量は、 

へリコブタ ー..• 2 

その他.5 

參「大戦略パワーアップセット」では、 

航空ユニットの種類によらず 

最低燃料消費量=(速度+2) +2 (小数点以下切捨て） 

•「大戦略88」「大戦略XI」では、 

航空ュニットの種類によらず 

最低燃料消費量=速度+ 2 (小数点以下切上げ） 



輸送するか徒歩移動か 
兵員ユニットは移動力が少ないため通常は輸送ユニットに乗車して移動する 

が、都市や空港がかたまっている時や' 途中に山岳や川があってトラックでは 

遠回りをしなければならない時など、直接兵員ュニットを移動させた方が早い 

場合もある。輸送の場合は乗車、移動.降車、占領と3ターンかかるので、3 

ターン以内に目的地に到達できるのであれば、直接移動した方がいい..な 

る。例えば移動消費率を考慮に入れないと、歩兵ならば6ヘックス以内、工兵 

ならば4ヘックス以内は徒歩移動の方が早い計算だ。さらに、歩兵なら9へッ 

クス以内、工兵ならば6ヘックス以内は、輸送も徒歩移動も同じ(こなる。ただ 

し、敵ユニ.#卜が近くに:いる時には、その敵の攻撃力によっては乗車した方が 

安全な場合もある。 

補給車を2台使う 代大戦略」「大戦略88」「大戦略X1」 

都市や空港が少なかつたり一力所にかたまったりしているマップでは、地上 

部隊とヘリコプターあるいはハリアーの補給拠点として補給車は欠かせない。 

補給車の燃料は100とかなり多めではあるが、なるべく多くのユニットに補給 

を受けさせるためにあちこち動く や、平地の移動消費率が2と他の地上ユ 

ニットより高いため、けっこう燃料が減る。ところが、補給車をもう1台作っ 

て2台の補給車でお互いに補給をしあいながら進めば燃料切れの心配はなくな 

るのである。いわば、無限補給車といったところだ。 



30コ•二！ット卜「パヮ-ァップセット」 

これは、東側の兵器を含めた3 0種類の真.；！ッI.管プレーできる乇ードであ 

る。そのやり方は、ゲームメニューでマップの選択&.£_をおこない[ESC] 

キーを押してゲームにはいるところで、[ESC]キーを押したあとすぐに 

[SHIFT]キ〜fc [XFER]キーを同時に押し続ける。すると画面右:上®フ 

ルマップには通常14または17UNITと表示舎れるめが、30UNITと表示され30 

ユエ.少トモードになったことがわかる。 

このモードでは、青と緑が西側、赤と黄が東側！;^う想定で生産できるュニ 

ットが区別される。 

西側の兵器は従来の17種類に、次の3種類が加わって20種類になる。 

① トムキャット（戦闘機） 

② A—4スカイホーク（攻撃機） 

③ アパッチ（武装ヘリ） 

東側の兵器は、 

① Mig—21(戦闘機） 

② Mig—23 (戦闘機） 

③ Mig_25 (迎撃機） 

④ Su—19 (攻撃機） 

®ハインド（武装&兵員輸送ヘリ） 

©T-55 (戦車） 

⑦ T—72 (戦車） 

⑧ ZSU 23-4 (対空車両） 

⑨ SA8ゲ93—(対空ミサイル車両） 

⑩ BMP—1(歩兵戦闘車） 

の10種類に従来からあったトラック2種類と兵員2種類を加えた14種類であ 



クルージングミサイル 「パワーアップセツト」 

これは機能というよりもコピープnテクトの一種として組み込まれたもので 

ある。起動時に.ドライブ2.に.セット.される「現代大戦略」がなんらかのコピー 

ルを使用し_た3__ビ_一版だと判断されると、ゲームを開始するこ.とはできる 

が10ターンを過ぎるとくクJレージングミサイル> が生産され、ほi.んどゲーム 

_にならなくなづfしまうようKなっている。まあ一種のこらしめであろう,かa 

これは(AGM-86B) _iいう名称で、一種の核ミサイルである。い噙ら 

ゲームといっても人道的な見地から、人間側は生産できないよ.う:になっている。 

しかも10ターンをすぎると、コマンドモードでW:プレーヤーチェンジ:ができな 

いよラK.■なっているから人間側が動かすこ.ともでき.ない。 

こぬミサイルは人間側の首都をめざレて飛び、首都の近くまで来ると突然爆 

発し、爆心地から最大&ヘックスの範囲の山岳.川•海•首都を除くすべて® 

地形が荒地に変わっTしまうしかもすベての地上ユニット、およびへコブ 

ターが壊滅する。ただし対空能力©あるF—16やハリアー、口—ランド、ゲパ 

ルトなどで迎撃したり、他.のユニットでもZOCによっ:て食い止めたりするこ 

とはできる.** 

と.ころ:で、別に口！!一版を用意しなくても;；® くクルージングミサイル〉を 

登場させる方法はある。そ®方法とは、まず「現代大戦略」0ゲームディスケ 

ッ.卜をドライブ1に入れリセットスイッチを押す。次に、BASIC®起動メッ 

セージがでたところですかさず[STOP]キーを押し、ディスケットを■パワー 

アップのものと差替え,！)。そして、RUIT IPL. B98” とキーインして 

[RETURN]キーを押せばよい。 



1MB RAMカードを使う 「パワーアップセット」 

1■大戦略パワーアップセットj |£は増設RAM力*-！''をRAMディスクとして 

使えるようにするプロダラA.が組み込まれており、起動と同時fc自動設寒#れ 

るようになづている。一度LOADされたブログラムは自動的にRAMデイ：X,ク 

にSAVEされ、次か％はきわめ■て旱LOADされる。また.、コマンドモード® 

なかにLOAD機能が追加され、ゲームメ s a—C:もどらな< Yも直接コマン 

ドモードからゲームの再開ができるようになったので、RAMデイ夕©効果 

とあわせて、ゲーム©VE/LOADを頻繁(2おこなう時に攀< て便利Cなっ 

た。ところで、RAMディスクにSAVEしておいたゲームデータは電源を切る 

前にデータデイスケゥトに移しておく必要があるが、そ.®ためにデイス.クユー 

チイリテイのな..かにゲームデータコピー機能が追加されている。 

なお、起動時に[CTRL]キーを押し続けてい4と、”1MBRAMカード”が 

実装されていてもRAMディスクはインストールされない。 



隠しマップ 「現代大戦略」 

「現代大戦略」の■ゲームディスケブトにはあらかじめ10個のゲームデータが用 

意されているが、実はこれ以外にほん©お遊び程度の隠しマップが入っている。 

読み込む方法は、まずゲームメニューでGAME LOADを選択する。そして 

カーソルを11番目のファイルの位置に移動させる。当然、そこにはファイル名 

はない* Uかしそこで[RETURN]キーの代わりに[TAB]キーを押すと… 

このマツブでも一応ゲームをすることができるが、都市が占領されていくに 

従って色が変化していく©がおもしろ.いところであろう。 
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コンピュータを利用してマルチプレイ 

「大戦略」では、それぞれの国ごとに人間かコンピュータをブ_レーヤー.iUT 

選べる©で、コンビ;！ータ対コンピュータ、人間対コタビュータ、人間対人間 

と:いったいろいろな遊び方ができる。そのうち人間同士でブレイする場含®ち 

ょっと変わったやり方として、aンピュータと1ターンご2に交代.レ*rプレイ 

する方法が考えられる。例えば第1ターンは人間プレーヤーがプレイして第.2 

ターンはコンピュータ第3ターンはまた人間……、というように進める。いわば 

コンピュ--夕とコンビを組んで戦うわけだ。こうすることによって人間同士'の 

戦いに.、不確定な要素を盛り込むことができる。ピュータはまだまだ弱い 

というか無駄な動きが多いから、せっかく自分がうまくやっても次のターンで 

水のあわということもあるので、じっく 0と作戦を立てて戦いたい人たちには 

向かないが、友達同士で軽い気持ちでやるにはおもしろ< t1いいだろう。 
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終了ターンを競う 
これは数ある「大戦略」の楽しみ方のうちで'もいちばんポピュラーなもので 

あろう。同じマップを同じ条件（軍事予算、プレーヤーの国色、参加国数等） 

でプレイしても人Kよって結果は違うし、作戦のET方や運によit■も違って 

d同じ条件で始めたのなち、勝利までのターン数がなるべく少ない方が優 

秀であ■るといえる。それならば、勝利ターン数を■!!こまで少なくできるかとい 

うこと..に挑戦してみたくなるの4当然であろう。記録を出そうと思ったら、戦 

略をいろいろ替えたり途中からやり直したり表.tかなかたし >へんだが、RAM 

tAズクがあるとSAVE/LOADが気軽にできるのでだいぶ楽になる。一人で 

やつて:いると飽きる：®.で、マ，？プや条件を同じにしT友人と競いあいながらや 

るとおもしろいe 

エースを作る_ 
「大戦略」はいろいろな楽しみ方ができるが、そのうちの一つとして、エース 

ユニットを多く作るというのがある。これは、勝利までのターン数を短くする 

ことよりも、とにかくひとつでも多くのエースを作ることに重点をおくもので、 

当然、長い時間がかかるしゲームも単調になりがちだが、終盤にエースばかり 

の部隊で敵をばったばったとなぎ倒しながら進撃するのは気分のいいものだ。 

また、弱いユニットをエースにするという楽しみ方もある。勝利などは二の次 

にして\トラックや歩兵といった成長させることが特に難しいユニットをなん 

とかしてエースにしようというものである。普通の戦い方はあきてしまったと 

いう人におすすめする。 
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生存率を高く_ 
生存率（■き残ったユニット数〕+〔生産したユニット数〕X100%)をで 

きるだけ高くしようとすることは、戦術の基礎であり普通はこれに®，fe-sir 

ユニットを動かす。しかし、勝機とみたらこれを気にせずがむしゃらに前進す 

ることもまた必要であるし、また歩兵ユニ^卜や輸送ユニットなど！ちらかと 

いうと使い捨て的なものもあるので、普通にプレイした時は生存率はそれほ€ 

高くはならないものである。だが、一方でこ，の生存率のみ奁追求した遊び方も. 

ある。こ©場合は、ユニットが全滅しないようにするため、危ないと思つ:たら 

逃げなければならないし攻め方もゆっくりと消極的になるので、と.にかく時間 

がかかる。だから暇がなければできな途中でイヤになる？もあるが、自 

己満足のためあるいは友人に自慢するために、一度くらいは記録に挑戦しrみ 
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「大戦略」制作者インタビュー 
PC—9801用ゲームの中にあって、発 

売以来トップ•クラスの売行きを示して 

いる『現代大戦略』は、従来のウォー• 

シミュレーションの枠を破って、卜一夕 

ルな活動としての戦争を、ディスプレイ 

上で展開している。そこには戦場の血生 

臭さは微塵もなく、戦争を行為として捉 

える視点は、どこまでも醒めて「現代」 

を感じさせる。 

このゲームの周辺を、同ゲームのプロ 

デューサーであるシステムソフト開発企 

画室主任、宮迫靖氏に伺った。 「大戦略」の制作スタッフ。左端が宮迫氏。 

•いかにコンピュータを強くするか 

—r現代大戦略jを、従来の意味でのウォー•シミュレーションと呼んでい 

いかどうかは、大きな問題だと思います。むしろ、ウォー.シミュレーション 

から多くの要素を受け継いで、新しいゲーム•ジャンルを提案したというのが 

正しい気がします。ただ、やはり基本として戦争をコンピュータ上でシミュ 

レートする部分がある®で、まずは従来のウォー•シミュレーションとの関係 

からお話してくださいs 

宮迫最初に『現代大戦略jのプロトタイプを見たときの感想から言いましょ 

う。ぼくはPC —8001の時代にウオー.シミュレーションにのめり込んだ経験 

を持っています*当時、ウォー.シミュレーションはちょっとしたフイーバー 

ぶりを見せていたんですが、一時期それなりに遊んだ後で、そのブームは終っ 

てしまいました。単に一過性のブームだったんだろうと、その時は考えていた 

わけです。 

ところが、r現代大戦略jを見た瞬間、当時の感覚が甦えってきました。そ 

して、何故ウォー•シミュレーションが廃れていったのか、わかったような気 

がしたんです。あの頃袋小路に迷い込んだようだったウォー.シミュレーシg 



ンに、別の発展型があったのだと、本能的に感じました7これは爾白い、■管ひ 

製品化したいと考えたわけです。去年の八.月でした。しかし、周囲の反応は:消 

極的で、きれいな画面だが、いまと'きウォー*シ5:ュレーションtいうジヤン 

ルが通用するだろうかという意見が多かった。ぼく自身もそういう懸念がなか 

ったわけではないし，それに機種が98オンリーということ.で、ゲームとして®: 

押しが弱いんじゃないかと思ってもいました。だから不安はあったんですが、 

エッセンス自体はいいものを揃えているからv. IIるための■工夫をすればいいん 

じゃないかと考えて、プロジェクトをスタートレました。 

——その時点で' 原型の1■現代大戦略Jがあったわけですね。製品化された 

ものと原型との差は、商品としての完成度という乙.tになりますか。 

宮迫プロトタイプと製品ヴァージ3ンには大きな隔たりがあります。ふたつ 

の差異は、単に完成度の問題というより、そこに成長過程があっfeと考えた方 

がわかりやすいと思います。特に神経を使ったのは、いかに3ンピュータを強 

くするかという:点です。1■現代大戦略jが他のウォー•シミュンと異 

なっているのは、いわゆる人工知能ほ£では■ないんですが、コンピュータに考 

えさせるところです。これは囲碁.将棋などの純粋思考型ゲームをコンピュー 

夕にやらせるのと通じるところがあります。これまでのウォー•シミュレーシ 

ョンは、シナリオがあるのが前提でしたから、あらかじめ設定されたシナリオ 

に従ってゲームが進みます。だから、もともと動く方向がだいたい決っていた 

わけです。特にコンピュータに相手をさせる場合、人間がこう動いたらこう対 

応しろという、きまりに従って進んでいくわけですからね。 

——行動選択のヴァリエーションが限られてしまうというsiですね。 

宮迫ええ。ところが1■現代大戦略Jの場合は、マップ.エディタがっいてい 

て、戦場の地図を自由に作れるため、ある程度戦いの汎用的な思考ルーチンを 

持つことを宿命づけらけています。というより、むしろ積極的に、汎用性をき 

わめることが、ゲーム作りの上で目標になっています。その部分が決定的に従 

来のウォー•シミュレーションと違い、なおかっ1■大戦略』の命となづている 

わけです。 

このため、1■現代大戦略J製品化の過程では、これまでのウォー.シミュ 

レーションという概念は全て忘れることにしました《，まり、これはもう新し 

いジヤンルのゲームで従来の常識は全く通用しないんだという乙*を前提に、 

作業を進めたわけです。 



—しかし、パッケージにはウォー.シミュレーションと謳われていますし、 

ューザーとしてはウォー.ゲーム.ファンを狙ったわけで:しょう。 

宮迫そない.うわけではないんです。最初、ウォー.シミュレーションという 

言葉を使った、我々の打ち出し方がまずかったの■かもしれませんが、ボード 

ゲーム•マニアたち_には不満を与えたょうです。食い足りないと.いうより、全 

然概念が違いますから。ボードゲーム.©ウォー.シミュレーション好きな人が 

求めるも®iは食い違っているんです。一見、マニア受けしそうですが、実は 

逆で、シミ立レーションは初めてだが、ゲームが大好きと言った人®方が夢中 

になる。 

ですから、商品化の際には、.とりあえず多くの人たちに見て貰える形を狙い 

ました。しかし、実際に発売みると、我々の予想以上1こ熱中する人が多く、 

強さに対する不満も出てきました。二.のままではいけないと思い、今回完成し 

た1■大戦略パ1?—アップセットjを作ったわけです。 

理にかなわない行動を削る 

—— 「強さ」を高めていくというのは、『現代大戦略jを出したときからの 

構想だったんですか。 

宮迫実は最初「マップ.データ集」にする予定だったんです。しかし、プロ 

ジェクトの過程で強くしたいという欲がでまして、できるだけ沢山のマップ. 

データを入れると同時に、できる限り戦略アルゴリズムを強化する方針で作り 

ました。汎用性のある「強さ」が、|■現代大戦略」の根本®目標でしたからね。 

-コンピュータを強くする、コンピュータに「強さ」をシミュレートさせ 

るというのは、具体的にはどういうことなんでしょう.。 

宮迫 「強さ」とは何なのかというのが問題ですね。手の思考型ゲームは、 

コンビ,ュータに相手させるより、人間どうしで遊んだ方が面白いでしょう。何 

故なのかという:と、メンタルな要素があるからなんですよ。相手をだましたり 

とか、ちょっと意表をついた戦法をとってくるとか....。そう言った部分の面 

白さが、コンピュータだとなかなか出しづらい。 

—シミュレーションの難しさですね。 

宮迫 「強さ」というのは、まず目に見えるものじやないといけないんです。 

*■現代大戦略』でよかったと思うのは、コンピュータの思考がディスプレイ上 

で展開させるところです。麻雀ゲームみたいに相手の手がブラインドだと、コ 



ンピュータ側が本当にプレイしているかどうか、一■抹不■安があるでしよ'う《 

r現代大戦略』ではコンピュータが考えて手を進めてぐる部分が靈骨に見えで 

しまう。..いかにも、コンピュータ戦っtいるんだという見足方があ辱。 

そこが，プレイしてずいぶん大き.いと思う。いかに強くするかとい15®は、こ 

の前提があっての話だと思うんで•すよ。逆に言うと、見せる部分で《矛盾が減 

れば、それは「強さ」Kつながる。 

- ど'ういうことでしよう。 

宮迫囲碁•将棋でもウォー.シミュレーションでも、読み切りをすればコン 

ピュータの方が人間より強ぃ害なんです9ただ、それをやろうとすると膨大'な 

時間がかかる。コンピュータがいかに速くなろうと、時間の制限はある害だし、 

そ©方向での「強さ」の追求は限界がある。一方、直感力と脅つた部分では' 

決して人間にはかなわなぃから、その方向だけを追求する®も無駄です。， 

そこで今回1■現代大戦略』の一番のテーマとなった©は、要するにコンビ 

ュータがおかしな行動をとらないようにすることなんです。具体的にいうと' 

移動の場面で人間なら簡単に最短距離を行< ところを、コンビュータは不蹲解 

な道筋を辿ったりします。わ#と遠回りしてみたり、その場でぐ感ぐる:國つて 

みたり、ですね。少なくともそのシーンを見た限りでは理にかなっ'CPない> 

こう言った行動をなくそうとしているわけです。かなり©回数、テストを繰り 

返していますが、なかなか完璧にはいきません9あるいは、これも完全になく 

すのは不可能なことなのかもしれませんが…。 

あと、,いまだから言ぃますが、1■現代大戦略』という名称にかかわらず' こ 

のゲームでコンピュータは戦略的な行動はほとんど取っていなかった。各シー 

ンで閉じた戦局中の、ベストの戦術を選ん;eいるに過ぎない。 

——大局観は持ってなかったわけですね。 

宮迫そうです。かなりの部分、各々の戦略ュニットは個別の行動を取ってい 

ます。 

——今回のrパワーアップセットjでは、その部分がフォローきれているわ 

けですか。 

宮迫戦略に一歩でも近づけようという努力はしているんですが、実際のとこ 

ろ、「戦略」とはちょっとニュアンスの違う部分で、最終的には落ち着きまし 

た。むしろ、ゲーム性の部分を強化する方向で、ワンパターンの攻撃をしない 

ようにしたんです。あるときは攻撃性に満ち、またあるときは非常に慎重にと 



コンピュータが変化に富んだ戦術を取るよう(:こしたんです。コンビi—夕_らし 

い攻撃をするようになったわけです。 

人間臭いいやらしい戦法 

-気まぐれに攻めてくるわけですね。 

宮迫読まれ李く'なるわけ:です。それがないと、何度も繰り返しやっていると. 

コンピュータの戦い方がワンバターンになって' コンピュータに対してどんな 

戦術を取ればいいのかわかってしまうaベストの戦法を考えると守らなくては 

ならないところでも、3'ンビュータが攻めてこないと決っているなら、そのま 

ま放っておけるでしよう。決まりきったパターンに落ちてしまうと、.っまらな 

いんですよ。だから、その部分に変化を持たせる。強くするというのとは少し 

ニュアンスが違いますが、読まれにく くなるわけです。 

-直接の戦闘シーン以外にも、乱数的な要素を取り入れたということです 

ね。 

宮迫それも、全然理にかなっていない動作を行ったのでは、読まれにくいも 

クソもなくなってしまうから、理にかなった範囲での読まれにくさというもの 

ですね。それが1■パワーアップセットjの一番の主題です。 

局面を読むというロジックを、簡単ながら入れることに成功したわけです。 

全体を大きく五っの局面にわけて判断している。さらに積極的な国と慎重な国 

に性格づけし、その辺の切り替えをかなり頻繁に行っている。だから、ある 

ターンと次のターンでは雰囲気がガラリと変わってしまって、非常に手が読み 

づらくなる。自国が占領されそうになった場合でも、ふいに生産を高めたりと 

か、ありったけの兵器をばらまくとか、個性が出てきます。 

-その部分は、実際プログラムすると' かなりたいへんに思われます。具 

体的なロジックとしては、どうなるんですか。 

宮迫コンピュータが非常に苦手とする、戦略的な考え方、大局的なも©®見 

方、いわゆるパターン認識の問題を、コンピュータが最も得意とする数値計算 

に置き換えられないかと考えたわけです。コンピュータ.ゲームの内部はさま 

ざまな数値で溢れていますから、その中から有効なものを幾っか選択し、それ 

らを足したり割ったりすることで、何かそこに経過のパターン性のようなもの 

が出てこないかと考えましたaこれは、昔オセロなんかで流行った評価関数と 

いう考え方の応用で、戦況時の情報をいかに数値化するかに、プログラムで挑 



戦したわけです。何とか評価に耐え得る数値を作りあげることK成功したわけ 

です。 

_その数字によって、コンピュータが理にかなった行動を選択するねけで' 

すね。 

宮迫戦況を判断した時点で、数値化された行動のテーブルから選択し、決定 

するわけです。自分が中盤で有利だとしたら、それに合った行動パターンを選 

び出すといろことですね。 

-それによって、コンピュータは強くなりましたか。 

宮迫プレイした人の感想では、妙に人間臭いいやらしい戦法を取るようにな 

ったというものが多いです。 

——それは成功ですね。 

宮迫ええ、ストラテジック•■シミュレーショソでも言った分野が完成しつ 

つあると思います。 

-最後に' これはゲームの中に盛り込まれているとは思いますが、宮迫さ 

んのシミュレーション観を伺わせてください。 

宮迫シミュレーションは数値計算と並んで、コンピュータの最も特徴的な能 

力だと思います。実在の世界をコン_ビ；一夕内部の数値として扱い、ジミュ 

レートするわけですね。これはすでに多く利用されていますし、どんなゲーム 

においても、シミュレートという要素が入っ,てないものはありません。シュー 

ティング•ゲームにだってその要素はあります。「現代大戦略』も、現在は 

ゲーム性を高めることに比重がかかっていますが、ゲーム性を十分高めたら'" 

リアリティーを出すための、シミュレートが、中心的課題になってくるのは確 

かでしよう。 
(月刊rBug Newsj 61年6月号より転載） 



「大戦略88」制作を終えて 

- 98版と88版の大きな違いはどんなところにありますか。 

宮迫マップが60 X 60から40 X 40と小,翁くなったこi .と.、参加できる国が4ヶ 

国から2ヶ国に減，.とです。もともと、4ヶ国というのは、WAR 

GAME■とbTは.かなり異色なわけです。そこで、シンプル■に.してその分コン 

ビ夕を強くしてみまbfco 

——スピーPffi点で_はどうですか。 

宮迫思考ルーチンは、98版の最初©パ'—ジョンより速くなっていると思いま 

す。ハードの差によりグラフッイクが遅くなってしま_った©はしかたありませ 

んが。 

-芒©ようなところで、いち.ばん苦労しましたか。 

宮迫これは98版©「大戦略」でも言えることですが、コンピュータに部隊を 

移動させる場含、’い'かに無駄なく移動させるか、という;が難しい©です。 

これをま11に計算しT:V''ると、莫大な時間がかかっt：.とてもゲームになりま 

せん。そこで、この部分に.っいではあきらめていたのですが、うちの会■社のブ 

ログラーマーの一人である“たいにやん”が3日でプログラムを組ん育くれま 

した。88版にはこ®プロダラムが組み込まれています。98版では、ュニットを 

ある場所か七他の場所に移す場合、試行錯誤で行づ.ていたため無駄な動きが多 

かったfflですが、88版ではこ©点は改良されています。 

-今後ど®ような点で改良を進めていく.っもりですか。 

宮迫やはりコンピュータに一種の大局観を持たせることが一っのポイントだ 

と思■います。98版も88版も現在のバージョンでは、個別の部隊の行動に重点が 

置かれている©で、これからは全体を見渡した作戦というものも必要になって 

くると思います。また、いままでの思考ルーチンは人間の行動に呼応して行動 

をとるというパターンになっているので、ンビュータが自ら作戦を展開して 

いくような要素も必要でしょう。 

——最後に「大戦略88」©ユーザーに何か一言お願いします。 

宮迫88版では2ヶ国になった分、コンピュータはかなり苦しい戦いを強いら 

れます。それだけに98版に見劣りしないように、思考ルーチンにはかなり力を 

入れました。その結果我々が予想していたよりも、：？ンピュータが強くなった 

ので十分に楽し..んでいただけると思います。 



キー操作一覧 

ユニット基本性能表 

攻撃率一覧 

オリジナルマップ 

糸「大鹏パヮーアップセットj版能 

表.攻撃率一覧は30ユニットモードのもの 

をタイフ。別に並べ替えています。 

※オリジナルマップはPC-9801用で、マク 

プを8分割にしています。エディタ機能で 

マップ作)^お遊びください。 



キー操作_覧- 「大戦略88 j 

參ゲーム 

[カーソルキー]=ヘックスカーソルを8ヘックスずつ移動させる。 

[テンキー].ヮクスカーソルを移動させる。 

[f .1]=Move [移動] 

[f • 2] = Attack [戦闘] 

[f _ 3] = Debark [降車] 

[f • 4 ] = Production 「牛産1 

[f . 5] = Unit chart [部隊表] 

[SHIFT] + [ f .1]=Supply [補給] 

[SHIFT] + [f • 2] =Unit value [性能表] 

[SHIFT] + [f . 3] = Result table [攻撃率] 

[SHIFT] + [f • 4] =Menu [コマンドモード] 

[SHIFT] + [f .5] = Complete [終了] 

[ESC]=[中止] 

[TAB]=[全補給] 

[HOME CLR]=ヘックスカーソルを自国の首都の上に移動する。 
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參マップエディタ 

[HELP] 

エディタで使用する3マンドの簡単な説明を表示する。 

[SPACE] 

ヘックスカーソルが示す位置のへ,.，クスを指定された地形に置き換える。 

[ROLL UP] / [ROLL DOWN] 

地形の指定をする。 

[INS/DEL] 

連続モードと不連続モードの切り替えを行う。 

[TAB] 

指定した地形データをまとめて別の地形データに置き換える。 

[f •1] 

マップデータを読み込む。 

[f • 2] 

マップデータを記録する。 

[f • 3] 

マツプのチェックを行う。 

[f • 4] / [f • 5] 

地形データをまとめて置き換える場合の地形の設定をする。 

[SHIFT] + [ f .1] 

マップ全体を[ROLLUP] [ROLL DOWN]キーで指定した地形で埋め 

る。 

[SHIFT] + [f .4] 

[f •1]、[f • 2]コマンドに対してドライブ番号の変更を行う。 

[SHIFT] + [f • 5] 

エディツトを終了する。 
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キー操作一覧——「大戦略X1J 

參ゲーム 
[力ーソルキー]=ヘックスカーソルを8ヘックスずつ移動させる。 

[テンキー]=へッ__クスカーソルを移動させる。 

[SPACE]技ブァンクションメニューを切り替える。 

ファンクションメニュー0のとき、 

[f .1]=Move [移動] 

[f • 2] = Attack [戦闘] 

[f . 3] =Debark [降車] 

[f . 4] = Production [生産] 

[f • 5] = Unit chart [部隊表] 

ファンクションメニュー1のとき、 

If * 13 = Supply [補給] 

tf • 2] =Unit value [性能表] 

[f • 3] = Result table [攻撃率] 

[f - 4] =Menu [コマンドモード] 

[f • 5] = Complete [終了] 

[ESC]=[中止] 

[HTAB]=[全補給] 

[CLR HOME]=ヘックスカーソルを自国の首都の上に移動する。 

[SHIFT] + [CLR HOME]=ュニットマップを表示する。 



•マップテディタ 
[CLR HOME] 

エディタで使用するコマンドの簡単な説明を表示する。 

[SPACE] 

ヘックスカーソルが示す位置のへツクスを指定された地形に置き換え 

る0 

[*]/[—] 

地形の指定をする。 

[/] 

連続モードと不連続モードの切り替えを行う。 

[H TAB] 

指定した地形データをまとめて別の地形データに置き換える。 

[=] 

ファンクションメニューを切り替える。 

ファンクションメニュー0のとき、 

[f •1]=Load a map 

マップデータを読み込む。 

[f • 2] = Save a map 

マップデータを記録する。 

[f • 3] =Check a map 

マップのチェックを行う。 

[f . 4] / [ f • 5] =Set hex from/Set hex to 

地形データをまとめて置き換える場合の地形の設定をする。 

ファンクションメニュー1のとき、 

[f •1]=AII clear 

マップ全体を[*] [_]キーで指定した地形で埋める。 

[f • 4 ] = Drive change 

[f .1]、[f • 2]コマンドに対してドライブ番号の変更を行う。 

[f • 5] =Qult editer 

エディットを終了する。 



キ-操作—覧-「現代大戦略」「大戦略パワーアップセット」 

•ゲーム 
[力ーソルキー]=ビューカーソルの移動。 

[テンキー]=ヘックスカーソルの移動。 

[f •1]=[移動] 

[f • 2]=[攻撃] 

[f • 3]=[補給] 

[f • 4 ]=[兵降車] 

[f • 5]=[中止] 

[f . 6 ]巷^[部隊表] 

[f • 7]=[生産] 

[f • 8]=[性能表] 

"• 9 ]潑t攻撃率] 

[f .10]=[終了] 

[ESC]=コマンドモード ， 

[TAB]=[全補給] 

[HOME CLR]=ヘックスカーソルを自国の首都の上に移動する。 

[HELP]=ユニットマップ表示。 

※「大戦略パワーアップセット」では下記の点が追加.変更になった。 

[SHIFT] + [f • 6]=[全部隊表] 

[HELP] = H Qスクリーン/オペレーションマップ表示。 

[SHIFT] + [HELP]=ュニットマップ表示。 

[SHIFT] + [CTRL] + [COPY]=テキスト画面のみの画面ハードコピー。 

[SHIFT] + [GRPH] + [COPY]=グラフィック画面のみの画面ハードコ 

ピ-0 

[SHIFT] + [COPY]=テキスト、グラフィック両画面のハードコピー。 
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•マップエディタ 

[HELP] 

エディタで使用するコマンドの簡単な説明を表示する。 

[SPACE] 

① ビューカーソルが示す位置をビュースク1J —ン上に拡大する。 

② ヘックスカーソルが示す位置のへックスを指定された地形に置き換える。 

[INS] / [DEL] 

地形の指定をする。 

[BS] 

連続モードと不連続モードの切り替えを行う。 

[RETURN] 

ビュースクリ■一 'ノ上に配置した地形をフルマッブスクリーン上に表示する。 

[ROLLUP] / [ROLL DOWN] 

地形データをまとめて置き換える場合の地形の設定をする。 

[TAB] 

指定した地形データをまとめて別の地形データに置き換える。 

[SHIFT] + [CLR] 

マップ全体を[INS] [DEL]キーで指定した地形で埋める。 

[C] 

マップのチェックを行う。 

[D] 

[L]、[S]コマンドに対してドライブ番号の変更を行う。 

[L] 

マップデータを読み込む。 

[S] 

マップデータを記録する。 

[E] 

エディットを終了する。 
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大戦略88 

•ユニット基本性能表 

名称 速度燃料武装A 夕〇夕7A¥武装B 夕？B¥兵翰送 
F-16C 1 

Harrier ] 

A-10 

Corsair ] 

Hueycobra 

Iroquois 

Leopard-2 

AMX10-RC 

Gepard 

Roland-2 

Supply 

Transport 

Inf-I 

Inf-M 

Missile 

Missile 

Boab 

Bo謹b 

Missile 

L - Gun 

Cannon 

Cannon 

L-Gun 

Missile 

S-Gun 

S-Gun 

S-Gun 

Missile 

L-Gun 

L-Gun 

L-Gun 

L-Gun 

L-Gun 

NOT 

L-Gun 

L-Gun 

NOT 

輪送可 

乗車可 
乗車可 

10檐価格 
2500u 

180011 

1800u 

1500u 

700u 

200u 

600u 

250u 

400u 

400u 

150u 

lOOu 

lOOu 

200u 

*移動消費率 

名称 道路平地 

F-16C 1 1 

Harrier 1 1 

A-10 1 1 

Corsair 1 1 

Hueycobra 1 1 

Iroquois 1 1 

Leopard-2 1 1 

AMX10-RC 1 1 

森砂漠荒地山岳川 海都市空港首都 



籲攻擊率一荑 

名称& 武装 F16 Har A10 Cor Hue Iro Leo AMX Gep Rol Sup Trn Inf Inn 

F-16C Missile 55 60 60 60 60 65 0 0 0 0 0 0 0 0 

L-Gun 35 40 55 45 60 60 15 20 15 15 30 30 25 25 

叫卜 Missile 50 55 6 55 60 65 0 0 0 0 0 0 0 

(Harrier) L-Gun 15 35 45 40 70 75 20 25 20 20 40 40 35 35 

A-10 Bomb a 0 0 0 0 0 40 45 40 45 50 50 50 50 

L-Gun 5 10 20 15 30 35 41 46 40 45 45 45 30 30 

mr Boab 0 0 0 0 0 0 40 4 40 4 50 50 50 50 

(Corsair) L-Gun 15 30 3 30 40 45 15 25 20 20 40 0 25 25 

しイコ7、.ラ Missile 0 0 0 0 0 0 55 65 50 50 70 70 40 40 

(Hueycobra) L-Gun 2 5 5 5 20 25 10 15 15 15 35 35 30 30 

rノウヘリ L-Gun 1 3 3 3 0 2 2 5 5 5 20 20 25 25 

(Iroquois) NOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G G 

レオハ•ルド2 Cannon 0 0 0 0 0 0 50 60 55 60 70 70 58 58 

(Leopard-2) L-Gun 1 2 2 2 10 15 0 0 0 0 10 15 35 35 

ソウ”夕， Cannon 0 ::::: 0 0 0 0 25 50 40 50 m 60 54 54 

(AMX10-BC) L-Gun 0 0 0 0 7 10 0 0 0 0 10 15 30 30 

rハ•ルト L-Gun 40 50 45 50 55 60 10 25 20 25 30 30 30 30 

(Gepard) NOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

a-，ント，、2 Missile 60 6 60 65 70 75 0 0 0 0 0 0 0 

(Holand-2): NOT 0 0 0 0 0 0 Q 0 0 0 0 

本キエウシャ S-Gun 0 0 0 0 10 15 0 0 0 0 20 25 20 20 

(Supply) NOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ユyクトラブク S~Gun 0 a 0 0 10 1 0 0 0 0 20 25 20 20 

(Transport) NOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 

本ヘイ S~Gun 2 3 3 3 10 15 1 2 1 "V 10 15 40 45 

(Inf-I) NOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
刺 Missile 1 20 20 2a 30 40 25 40 30 40 50 50 29 29 

(Inf-M) S-Gun 1 2 2 2 5 9 0 0 0 t 15 2Q 30 30 



大戦略XI 

籲ユニット基本性能表 

名称速度燃料 
F-16C 12 55 

Harrier 10 

A-10 8 

Corsair 10 

Hueycobra 7 

Iroquois b 

Leopard-2 6 

AMX10-RC 8 

Gepard 6 

Roland 2 6 
Supply 6 

Transport 6 

Inf-I 3 

Inf-M 2 

武装A 夕?A rm 
Missile 4 9 

Missile 2 9 

Bomb 4 8 

Bomb 2 8 

Missile 4 6 

L-Gun 4 1 

Cannon 8 3 

Cannon 5 2 

L-Guri 8 2 

Missile 4 7 

S-Guri 4 1 

S-Gun 4 1 

S-Gun 9 1 

Missile 3 2 

*移動消費率 

名称 道路平地森砂漠荒地 
F-16C 11111 

Harrier 11111 

A-10 11111 

Corsair 11111 

Hueycobra 11111 

Iroquois 11111 

Leopard-2 11223 

AMX10-RC 112 2 3 

Gepard 11223 

Roland-2 1122? 

Supply 12220 

Transport 12223 

Inf-I 11112 

Inf-M 11112 

地形効果 0 5 501015 

武装B m 兵輸送10機価格 
L-Gun 5 2 2500U 

L-Gun 4 2 一一 18000 

L-Gun 4 3 — 1800U 

L Gun 4 2 一,— 1500D 

L-Gun 5 1 •，一 700U 
— 0 0 輸送可 200U 

L-Gun 4 1 — 600U 

L Gun 3 1 一み 250U 
^一 0 0 一一 400U 

0 0 400U 

0 0 一一 150U 
一一 0 0 輪送可 1000 
一 0 0 乗車可 10011 

S~Gun 3 1 乗車可 200U 

海都市空港首都 

60 0 0 2010 50 

234 



*攻撃率一覧 

名称 & 武装 F16 Har A10 Cor Hue Iro Leo AMX Gep Rol Sup Trn Inf Inm 

F-16C Missile • 55 60 60 60 60 65 0 0 0 0 0 0 0 0 

L-Gun 35 40 55 45 60 60 25 35 25 25 45 45 40 40 

aリア- Missile 50 55 65 55 60 65 0 0 0 0 0 0 0 

m 國 關 wm 

mm _ _ 1 B D m a a m m m 
PH 5S3S m m 圔 m 靨 i I Q m i m _ 驪 WWm 猶 m m p: n 1 1 ■ Q B 飄 I 1 疆 ■ □ 

_ B 1 i B ■ i Q i 國 m ■ 
■ 1 1 1 1 I m I _ 疆 m f 5 圓 靨 画 
..ぐ.' 

m i ■ B B D m m 1 m m m 
B ■ ■ ■ B3 1 1 圓 El _ H I i 

「 靈 職 圃 圖 
i I a i m B 1 i ■ m m rハ•ルト L-Gun 40 50 45 50 55 60 20 40 35 40 45 45 45 45 

(Gepard) NOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

时ノド2 Missile 60 65 60 65 70 75 0 0 0 0 0 0 0 0 

(Roland-2) NOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ホキュウシt S-Gun 0 0 0 0 10 15 0 0 0 0 20 25 20 20 

(Supply) NOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

膽ラ，， S~Gun 0 0 0 0 10 15 0 0 0 0 20 25 20 20 

(Transport) NOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ホヘイ S~Gun 2 3 3 3 10 15 1 2 1 5 10 15 40 45 

(Inf-I) NOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Missile 15 20 20 20 30 40 25 40 30 40 50 50 29 29 

(Inf-M) S-Gun 1 2 2 2 5 9 0 0 0 0 15 20 30 30 



現代大戦略 

*ユニット基本性能表 

名称 速度 燃料 武装A ” A 武装B ”B夕7B¥兵翰送10機価格 
F-16C 14 60 Fミサイル 4 9 キカン本ウ 5 2 - 2000u 
Aリア- 12 50 Fミサイル 2 9 キカン本ウ 4 2 —— 1500u 

A-10 10 50 、マ*)y、j 4 8 キカンホウ 4 3 - 1600u 

：?ルセァII 12 60 、、m 2 8 キ方ンホウ 4 2 - 140011 

しイコrラ 8 45 Tミサイル 4 8 キカンホウ 5 1 —— 50011 

ユソウヘリ 7 50 キカン*ゥ 4 1 NOT 0 0 パ 200u 

Mハ•ルト，. 6 60 ホウタ’ン 8 3 キカンホウ 4 1 - 500u 

ソウ:7ウタt 8 80 ホウダン 6 2 キ方ンホウ 2 1 —— 250u 

rハ•ルト 6 50 キカンホウ 8 2 NOT 0 0 - 400u 

n-ランド2 5 50 Fミサイル 4 8 NOT 0 〇 - 400u 

ホキュ”ィ 6 100 7タンrン 6 1 NOT 0 〇 —— 150u 
rノ m 6 80 マシン;Tン 4 1 NOT 0 0ユソウ方ノウ lOOu 

本ヘイ7.タイ 3 100 ”ンrン 10 1 NOT 0 0 —— lOOu 

コウヘイタイ 2 

♦移動消費率 

100 Tミサイル 3 2 7シン：r: ， 3 1 - 200u 

名称 平地 森 道路荒地 砂漠 山岳 川都市空港首都 

F-16C 1 1 1 1 1 1 1111 

ハリア- 1 1 1 1 1 1 1111 

A-10 1 1 1 1 1 1 1111 

コルセアII 1 1 1 1 1 1 1111 

1 1 1 1 1 1 1111 

ユソウヘリ 1 1 1 1 1 1 1111 

レオ，、。;M*，， 1 2 1 3 2 0 0 111 

ソウ3クタt 1 2 1 2 2 3 3 111 

rハ°ルト 1 2 1 3 2 0 0 111 

ランr 2 1 2 1 3 2 0 0 111 

本キュ”イ 2 2 1 3 2 0 0 111 

ユソウタイ 2 2 1 3 2 0 0 111 

本ヘイ，タイ 1 1 1 2 1 3 3 111 

コウヘイM 1 1 1 2 1 2 2 111 

地形特性 
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籲攻擊率一覧 

名称 & 武装 F-l F-2 B-l B-2 H-l H-2 P-1 P-2 R_1 R-2 Trl Tr2 Ini In2 

F-16C Fミサイル 55 60 70 60 70 75 0 0 0 0 0 0 0 0 

(F-1) キねホウ 35 40 55 45 60 60 20 25 20 20 40 40 35 35 

m- mu 50 55 65 55 65 70 0 0 0 0 0 0 0 0 

(F-2) キカン本ウ 25 35 45 40 60 60 15 20 15 15 40 40 35 35 

A-10 <クデン 0 0 0 0 0 0 40 45 40 45 50 50 50 50 

(B-l) キすノホウ 10 10 20 15 37 42 41 46 40 45 47 47 35 35 

mr i i クタ'ン 0 0 0 0 0 0 40 45 40 45 50 50 50 50 

(B-2) キカン的 20 30 35 30 45 50 15 2 20 20 40 40 30 30 

tjイ37* 7 Tミサイル 0 0 0 0 0 0 60 65 50 50 70 70 0 0 

(H-l) キカンホウ 5 6 5 6 20 30 10 20 15 15 35 35 30 30 

ユソウへ!； キ方ン的 2 3 2 4 10 20f 2 5 5 5 20 20 25 25 

(H-2) NOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14ハ。ルド ホウデン 0 0 0 0 0 0 50 60 55 60 70 70 61 61 

(P-1) キカン本ゥ 3 5 3 6 10 15 0 0 0 0 10 15 35 35 

的デン 0 0 0 0 0 0 2 50 35 50 65 65 58 8 

(P-2) キ⑽ 3 5 3 6 10 15 0 0 0 0 to 15 32 32 

r八.朴 キカンホウ 45 50 45 50 55 60 10 17 21 21 30 30 31 31 

(R-l) NOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

〇づンド2 Fミサイル 55 60 55 60 65 70 0 0 0 0 0 0 0 0 

(E-2) NOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

和”イ ”ンゲン 2 3 2 4 10 15 0 0 0 0 20 25 20 20 

(Trl) NOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

am マタン方へノ 2 3 2 4 10 15 0 0 0 0 20 25 20 20 

<Tr2) NOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

本M7'•タイ ”ンゲン 2 3 2 4 10 15 2 4 3 5 10 15 40 40 

(Ini) NOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ホイ，イ Tミサイル 15 20 15 20 30 40 25 35 30 40 0 50 29 29 

(In2) rrjf、j 2 3 2 4 5 9 0 0 0 0 15 20 30 30 



大戦略パワーアップセット 

*ユニツト基本性能表 

(30ュニット） 

名称 速度 燃料 武装A夕？A 夕7A¥武装B ”B¥兵輪送 10機価格 
F-16C 14 60 Fミサイル 4 9キ方ンホウ 5 2 —— 2500u 
ハリア- 12 50 Fミサイル 2 9キカン本ク 4 2 - 1800u 

DOGFIGHT 13 90 Fミサイル 4 9キカンホク 5 2 - 350Ou 

Uキャット 14 74 Fミサイル 6 9キ方ン本ク 5 2 - 370Ou 

Mig 21 12 50 Fミサイル 2 8キカン本ク 4 2 —— 120Ou 

Mig 23 14 40 Fミサイル 4 8キカン本ク 4 2 —— 180Ou 
Mig 25 16 60 mイル 4 9 NOT 0 〇 - 400Ou 

A-10 10 50 ハm 4 8キ方ンパ 4 3 —— 180Ou 

3ルセア 12 60 ハ，.クタ，，ン2 8キ方ン本ク 4 2 —— 150Ou 

A4ス:Hホ-ク 10 66 ハ•クrン2 9キ方ン本ク 4 2 —— 100Ou 

Su-19 14 45 ル' クデン3 8キ方ンホウ 4 2 —— 180Ou 

uori 8 45 ma 4 6キカン本ク 5 1 - 700u 

UH-60 7 50 キ方ン本ク 4 1 NOT 0 〇ユmノウ 200u 
アハ•ッチ 7 60 Tミサイル 8 6キカン本ク 4 1— 800u 

ハイント，， 8 70 Tミサイル 4 6キカン本ク 4 1ユソウ方ノウ 800u 

レオハm 6 60 本ウタ’ン 8 3キ方ン本ク 4 1 —— 600u 

AMX10-RC 8 80 ホウタ°ン 5 2キ方ンホウ 3 1— 250u 

tr n 2 7 40 ma 5 5キカン本ク 4 1-…- 500u 

T-55 5 50 ホウタ•ン 8 2キカンホク 4 1— 400u 

T-72 6 48 ホウrン 8 2キ方ン本ク 4 1 —— 600u 

rハ9蚪 6 55 キカン本ク 8 2 NOT 0 〇 - 400u 

a-ラント. 2 6 50 Fミサイル 4 8 NOT 0 〇 - 400u 

ZSU 23-4 4 30 キカンホク 6 2 NOT 0 0 —— 300u 

SASr'v^ 8 60 Fミ，イル 4 6 NOT 0 0 —— 300u 

ホキaウタ， 6 100 マシンがン4 1 NOT 0 〇 - 150u 

ユゾウトラック 6 80 7シンがン4 1 NOT 0 0ユソウ方ノウ lOOu 

?ルタ、A1 7 50 キカンホク 6 2 Tミ，ィA 2 51ソウ方ノウ 500u 
BMP-1 6 48 ホウrン 4 5 mィル 2 2ユソウ方ノウ 200u 

本ヘイ7•タイ 3 100 マシン方，ン10 1 NOT 0 0夕、ウタt lOOu 

3ウMrタイ 
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2 100 Tミサイル 3 2 7タン:rン3 1グ3ウシt 200u 



擊移動消費率 

名称平地 
F-16C 1 

ハリア- 1 

DOGFIGHT 1 

トムキャット 1 

Mig 21 1 

Mig 23 1 

Mig 25 1 

A-10 1 

3ルけ 1 

A4スカイ本-ク1 

Su-19 1 

しイ:?rラ 1 

UH-60 1 

Tハ•，チ 1 

ハインド 1 

レオハ•ルト，、21 

AMX10-RC 1 

ヤク，，アル2 1 

T-55 1 

T-72 1 

rハ•蚪 1 

n-ラント ’2 1 

ZSU 23-41 

SA8rッコ- 2 

本キュウシt 2 

ユソウトラック 2 

マルタ•，-Al 1 

BMP-1 1 

本M7•タイ 1 

パヘイ，タイ1 

森道路荒地砂漠山岳川都市空港首都海 
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*攻擊率一覧（対空用) 
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オリジナルマップ（PC-9801版） 

Persia 1987 rv4 (イラン•イラク戦争） 
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『PANZER』臨時増刊世界の戦率と自走砲/ミサイル1985-1986(サンデーアート社） 
川:ij『PANZER』1977 6/7/12ル1978 3/7月(サンデーアート社) 
ソ連軍の脅威陸海空秘密兵器のすべてfKKベストセラーズ） 
WildMook 27軍用車両の世界U.S■ミリタリー•ビークル(KKベストセラーズ） 
The Illustrated Encyclopedia of the World’s ROCKETS & MISSILES : Bill Gunston, Leisure Books 
MODERN FIGHTING AIRCRAFT: Bill Gunston, Leisure Books 

世界の傑作機HS•ハリアーNo.47 (文林堂） 
世界の傑作機F-14トムキャットNo.83 (文林堂） 
世界の傑作機A-10 THUNDERBOLTII No.109 (文林堂） 
航空ファン別冊ヘリボーンII (文林堂） 
航空ファン別冊ァメリカ海軍ジェット攻撃機（文林堂） 
戦車マガジン別冊T-72戦車とソ連戦闘車両（戦車マガジン） 
戦車マガジン別冊世界の戦闘戦車（戦車マガジン） 
別冊カーグラフィック世界のトラック、バス81(二玄社） 
WildMook 49世界のミリタリー.ユニフォーム（K.Kワールドフォトプレス） 
エアワールドVol.9 No.2 (エアワールド) 
航空ジャーナル1977年5月臨時増刊「ジェットファイター」（航空ジャーナル） 
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