


これは，Wizardry世界の諸事万端に対 
する正しい認識とその確実な運用法 
を述べた書である。人材の育成と彼 

.等に与える武器や防具の選択におい 
て，あるいは彼等の唱える呪文の使 
用法に問して，はたして貴方の採っ 
てきた方法は的を得たものであった 
だろうか。そこには思慮が欠けては 
いなかったろうか。迷宮の探索にた 
だいたずらに多くの時間と労力を费 
やしているR険者の諸氏よ，本書を 
紐解き過去を振り返ってみよ。ここ 
で得た知識によって，貴方がたは間 
違いなく，_より高次の存在べと成長 
するはずである。 
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本書を手にする者へ…… 

万物の本質を知る賢者ウラサムより 

迷宵はどんな#にとっても危険に満ちている.その危険 

に挑み，再び帰ることのなかった者を，私は数多く知って 
いる. 

おそらく今この書を乎に取っている貴方は，迷宮の魔物 
について私が記した書を読んでいることと思う.もう貴方 

は迷宮を冒険して，手強いモンスター相手にいぐつもの武 
勇を輝かせたことだろう. 

しかし私はここで貴方に告げなくてはならない.本当に 

手強い敵はモンスターではなく自分自身なのだ.どんなに 
力ある者も，奢り高ぶり自分の力をコントロールできなく 
てはモンスターと変わらない.世に言うではないか，『敵を 

知り己を知れば百戦あやうからず』と.貴方はすでに敵の 

ことを知ったはずだ.私は次に貴方に種族，クラス，呪文， 

魔法の品物，その他の貴方の冒険に必要なことについて知 
る限りを記そう.そう，貴方はこの書で自分自身の力を知 

るだろう. 

この書を読んで，貴方が正しき勇者への道を歩むことを 

願う.勇者になるには近道はない.ただ地道な経験の積み 
重ねがあるだけだ. 

いつの日か真の勇者となった貴方が，数々の苦難に満ち 

た冒険を私に語りに〈ることを願って…… 
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キャラクタの資質 

ウイザードがイの各キャラクタは，非常に多くのパラメー 

夕によって個性づけられている.そのため，たと；i 14じファ 
イターのクラスであって.も，ある;nは力強く，ある名•は索 

早いというように能力に大きな若-が生まれてくる. 

キャラクタを特徴づけるパラメータには，以下にポすよ 

うなものがある.キャラクタ個々の能力を最大限に発揮さ 

せるためには，これらを適切に見きわめておかなければな 

らない. 

特性数値 

キャラクタの能力を決定する最も大きな要素は，以下の 

6つの”特性数値”である.これらの値はキャラクタを誕 
生させる時森;:eおいて，種族の基本数値にボーナスポイン 

卜を加えて決定する. 

誕生したばかりのキャラクタは，低い特性数値しか持た 

ないため攻撃力などが不足しており，迷宮の奥底での戦い 

に生き残る：：とは非常に困難である.しかしキャラクタは 

迷宮の浅い階を冒険して経験を積み，レベルを上げること 
により，最大値の18まで各特性数値を上昇させることがで 

きる. 

キャラクタレベルが上がるとき，特性数値は常に増加す 

るわけではなく，まったく変化しないことも多い.まれに 

減少することもある. 



STRENGTH (ストレングス） 

ストレングスは攻撃力に関係し，この数値が人きいほど 

敵に$える攻撃の成功確率が上#する.魔法の武器を装着 

すると，その力によって向1-.することもある. 

I.Q•(アイキュー） 

この数値はキャラクタの知能が品いことを表している. 

この数値が大きいほど，メイジは呪文を修得する確率が高 

くなり，それだけ早く呪文を覚えることができる.またモ 
ンスターに対する呪文攻撃の成功確率も高くなる. 

PIETY (パイエティ） 

この数値は聖職者の信仰心の深さを表している.この数 

値が大きいほど，プリーストは早〈呪文を修得し，呪文の 

成功確率も高くなる. 

VITALITY (バイタリティ） 

この数値は生命力を表している.キャラクタが死亡した 

とき，この数値が大きいほど蘇生する確率が高くなる.ま 
たヒットポイントの上昇率にも閨係してくる. 

AGILITY (アジリテイ） 

どれだけ機敏に動けるかを表している.この数値が大き 

いほど敵より早く攻撃できる.また罠を正確に見抜き解除 

するためにも，この特性が必要である. 



LUCK (ラック） 

キャラクタの運の強さを衣している.この数値が大きい 

と，Kの解除に失敗したときにそれが作動する確中-が低く 

なる.また，この数値が大きなキャラクタは，敵の呪文や 
ブレスの攻擊をうまくかわし，そのダメージを’f-減させら 

れるかもしれない. 

ボーナスポイントについて 

キャラクタを誕生させるときには，神 1族の基本的な特性 

数値に加えて，^•えられたボーナスポイントを各特性数値 
に割り振ることができる.ボーナスポイントは5 ~29の範 

Mでランダムに与えられるが，9以上のボーナスポイント 
を得られることはまれである. 

このボーナスポイントの加え方で，キャラクタはどのク 

ラスになるかが決まる.そしてまた，ボーナスポイントを 

加えて特性数値を上昇させておくことで，キャラクタの能 
力は高められる.それはシーフなら罠を外す確率が高くな 

り，ファイターなら攻撃の成功率が高くなることを意味す 

る.より多くのボーナスポイントは，キャラクタをそれだ 

け強力にし，必然的にレベルのh昇も早くなる. 

しかし，ボーナスポイントの低いキャラクタでも，レべ 

ルを上昇させていけば，確実に特性数値は増えていくのだ 

から，必ずしも初めから高い特性数値を得ることが大切な 

のではない.むしろウィザードリィの真の楽しさは，各キャ 

ラクタの成長にこそある.自分の分身たるキャラクタカ*， 

苦難を乗り越え，レベルを上げ，特性数値を上昇させるこ 

とに喜びがあるのた 



その他の数値 

キャラクタの能力を決定するパラメータは，上記の特性 

数値のみではなI.以下に示すようなものが#在する. 

年令 
キャラクタは，クラスや稗族に関係なく，14~16歳くら 
いの若者としてこの世界に誕生する.彼等はクラスチヱン 

ジをおこなったときや，寺院に収容されたときに年を取る. 

そして50歳を越えた頃から徐々にH弱していき，やがて老 

衰で死亡する. 

EXPポイント 

EXPとは経験(EXPERIENCE)のことである.キャラク 
夕は迷宵で戦い屯き延びるごとに，倒したモンスターに見 

合ったEXPポイントを得る.この数値がある一定値以上に 

なると，次のキヤラクタレべルにiてがることができる. 

キャラクタレベル 

キャラクタレべルは，そのキャラクタの成長の度合を示 

す指標であり，EXPポイントが一定の数値まで到達すると， 

1段階上のレベルに上姅する.キャラクタレベルが上がる 

とき，ヒットポイントの最高値が_ h昇し，各特性数値も上 
昇する. 



HP (ヒツトポイント） 

ヒットポイントはキャラクタの屯命力を表している.敵 
のダメージを受けるとヒットポイントはしだいに減り，そ 

の値が0になるとキャラクターは死亡する. 

下げられたヒットポイントは宿屋，呪文，薬によって， 

そのキャラクタの最高値まで回復させることができる.最 

高値はレベルとともに上昇する. 

呪文のパワーレベル 
呪文のパワーレベルとは，あるスペルレベルの呪文の使 

用制限回数のことであり，これが上#すると呪文の使用回 
数が増大していく.呪文を使う者のキャラクタレベルが上 

昇すると呪文のパワーレベルも上沣するが，最高は9まで 

である. 

AC(アーマークラス） 
アーマークラスは，そのキャラクタがいかにモンスター 

の攻撃に当たりにくいかを表している.この数値が低いほ 

どキャラクタは安全である.しかし，呪文とブレスの攻撃 

には無効力であり，防ぐことはできない.通常は，いくら 

経験を積んでもアーマークラスは低くならず，性能のよい 
防具を手に入れることが唯ーアーマークラスを下げる方法 

である（ニンジャのみ，自らの修行によって身体のアーマー 

クラスを下げられるK 



攻撃能力 

次に攻撃のダメージを増大させるには，キャラクタはii. 

体的にどのような能力を持っているべきか，それをここに 
述べる. 

武器による攻撃 

武器を用いた攻撃のダメージは，1ラウンドの攻撃回数， 

攻撃の成功確率，武器の威力，という3つの要素によって 
決定する. 

1ラウンドの攻撃M数が多いキャラクタは，自分が攻撃 

する番になったときに武器を何回もふるうことができる. 

威力のない小さな武器でも，それで5回も6回も切りつけ 

ることができるならば，モンスターに与える^?* メ ージの総 
量はかなりのものとなるはずだ.キャラクタの攻撃回数を 

増すためには，とにかくキャラクタレベルを上げることだ. 

あるいは，攻撃I口1数を増加する力を持つ魔法の武器を使用 
するのも効果的である. 

しかし，数多く攻撃してもことごとく失敗するのでは， 
なんにもならない.この攻撃の成功率を高くするには，キャ 

ラクタのストレングスを上げればよいのである.武器によっ 

ては，その使用者のストレングスを増大させる魔法の力を 
持っている物も存在する. 

そして，武器自体が優れたものであれば，1回モンスター 

に切りつけただけでも，大きなダメージが与えられる.優 

れた武器を手にするには，根気よく迷宮を歩き回り，モン 
スターと戦ってその宝を奪い取るしか方法はない. 



呪文による攻撃 
呪文はそれ自体に力が込められているものであり，使用 

者の能力がどんなものでもダメージには影饗がない•レべ 
ル3の.メイジが唱えたHALITOも，レベル30のメイジが嗯 

えたHALITOも，1~8のダメージしか持たないという点 

では，まったく同じ呪文である. 

だが，呪文を使用する場合には，そのスピードが重要と 

なる.モンスターと呪文の掛け合いになった場合，どちら 

が先に声を発するか，fcいうことて結果は決まってしまう 

だろう.呪文に功を奏させるためには，その使用者は可能 

な限りアジリティを高くしておくべきである. 

防御能力 

ウィザード；）ィのモンスター達は，様々な攻撃手段を備 

えているが，その攻撃の方法は3つに大別できる.それは 

武器，爪，牙などによる物理的攻撃と，呪•文による攻撃， 
そしてモンスター特有のブレス攻撃の3つである.それら 

の攻撃の特徴と，そのダメージから身を守るためにキャラ 

クタが備えているべき能力について，ここで述べる. 

ただ一般的にいえることは，ヒットポイントを常に最高 

に保つことと，ヒーリング（治癒)機能の付いた魔法のアイ 

テムを装備することである.わずか1ヒットポイントでも 
残っていれば，キャラクタは生きていられる.生きてさえ 

いれば，逃げることも敵を倒すことも不可能ではないので 

ある. 
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物理的攻擊に対する防御 

モンスターからの物理的攻撃は，前衛の3人のみに穿え 
られる.#あたりや麻時:，あるいはエナジードレインによ 

るレベル降-ドなどは，この物理的な攻撃の副作用だ.二の 
攻撃を避けるためには，アーマークラスを-ドげて攻撃の命 

中する+»J■能性を低くすることが何よりの処方である. 

呪文の攻擊に対する防御 

呪文攻撃によるダメージは，パーティの全員に与えられ 

る.アーマ—クラスを下げても，これを避けることはでき 
ない.ただしこちらのパーティが"驚いた”ときには，モ 
ンスターは呪文を使用できないので，呪文の不意打ちによ 
るダメージを受けることはない. 

この呪文の攻撃を避けるためには，プリーストのMONTI- 

N0などの呪文を用いて，相手を黙らせてしまうとよい.ま 

たキャラクタの運がよければ相手の呪文がうまく避けられ 

て，ダメージが半分に減少することもある.ラックの特性 
値を上げておくと，その可能性は高くなる. 

ブレス攻撃に対する防御 

ブレスの攻撃は，呪文と同様にパーティの全員に与えら 

れる.沈黙の呪文で封じることも防具で避けることもでき 
ないが，この攻撃のダメージの大きさはモンスターのヒッ 

トポイントに比例しているため，物理的な攻撃をどんどん 

相手に加えていけば，その威力を減らすことができる•ま 
たラックのポイント次第ではブレスのダメージは半分です 

むこともある. 



穐族 

ウィザードリィでキャラクタを作成するときには，まず 

種族を選択しなければならない.この世界はft方の世界と 
は違い，エルフ，ド”—フ，ノーム，ホビット！：いう4持： 

族の人間とは異なるヒューマノイド（人型生物）が存在して 

いるのだ.貴方がこの世界にやってくるときは，人間を含 

めた5種族のどれがひとつを選択してft方の分身を誕牛•さ 

せなくてはならない. 

しかし貴方はこの世界の5種族についてほとんど何も知 

らないに違いない.私はここで貴方に自分の分身たる者を 

どの種族に誕生させればよいのか，その選択の参考となる 

ことを記そう. 

まず貴方は5種族の特徴を知らなくてはならない•なぜ 

なら5種族の中には，魔法を得意とする者，力に優れた者， 
また動きが素1?•い者など，それぞれ得意とする分野がある 

のだ.これらは次に示すような各種族の基本特性数値の差 

となって現れている.その差を知りクラスの選択に活かす 

ことが，優れたキャラクタを生み出す秘訣である- 

では次の項より， ヒューマン，エルフ，ドワーフ，ノー 

ム，ホビットの5種族の特徴を記そう. 

だ'既欠-: 





HUMAN 人間） 

この世界でのヒューマンは，n方のいた世界の人間とほ 
とんど変わるところはない.特性数値の介計は5種族の中 

で最低であり，またその数値が各項tlに平均的に分散して 
いるため，これから述べる他の種族と違い，特にずば抜け 

て優れた特性は,持っていない.ファイター，メイジ，シー 
フなどには， 3ポイントのボーナスポイントでなることが 

できるが，実際にはどれも他の種族の方が有利である. 

ヒューマンは非常に平均的ゆえに，最初に選んだクラス 

から他のクラスへチェンジすることが難しい.貴:方もこ®■ 
世界に慣れれば自然と理解するだろうが，上級クラスへの 
チェンジを選ぶのならエルフやノームの方がはるかに簡単 

である.必要な努力をすれば上級クラスになれないことも 
ないが，ヒューマンのキャラクタは一度選んだ職業を変え 

ないことが望ましい. 

種族としてヒューマンを選択する利点はまった〈ない. 

しかし彼等はなん！：いっても貴方と同じ人間であり，一番 

愛着の持てる種族である.たとえば貴方がなんらかの思い 

入れを込めたキャラクタをウィザードリイの世界に誕生さ 
せるならば，やはりヒューマンが最もふさわしいのではな 

かろう力 ドワーフの聖了-，./--ムの今日7•などというキャ 

ラクタは，趣味の問題かもしれないがあまり想像したくな 

いものである. 





ELF (エルフ） 

ウイザードリイの世界においてはエルフはその東要な成 
Mである力、貴方の今いる世界からは，すでに姿を消して 

しまったのではないだろうか.彼等は人間よりも山•くから 

地上に存在しており，伝説によれば世界の始まりとM時に 

誕生した光輝く種族であるという.人間よりも背が高く， 
痩せ型で平均180センチ程度の身長を持ち，青むい肌と黒い 

髪，そして緑の目をしている. 

彼等はすでに失われた社会構造の主君に忠誠を誓ってい 

る（彼等の王族は，はるか昔に減んでいるのだ).通常は人 

間に会うことを嫌い，森の木の上に住居を構えて0然を愛 

する生活を送っている. 

彼等は非常に高いI.Q.とパイエティを持ち，魔法に精通し 

ているため，メイジ，プリースト，ビショップなどのクラ 
スに向いている.しかし，その代わりバイタリテイとラッ 

クが少なく，死亡したときの蘇生率や，呪文による攻撃を 
避ける確率が低い.メイジやプリーストには1ポイントの 
ボーナスポイントの消費でなることができるし，上級クラ 

スのビシヨツプになるためにも，4ボーナスポイントしか 

必要としない.これは5種族中で最低である.またサムラ 
イを誕生させるためにエルフを選択するのもいいだろう. 

その場合は18のボーナスボイントが出るまで，何回でもキヤ 

ラクタ作成を繰り返すのだ. 
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DWARF (ドワーフ） 

ドワーフは成人でも120センチ程度の背丈しかないが,# 

常に筋肉質で70キロダラム程の体重を持つ.男も女も褐色 

か黒や灰色の濃い顎髭を生やし，人間にはI却性の見分けが 
つかない.そのためドワーフは岩から生まれると思われて 

いたときもある. 

彼等は種族が寄り集まりひとつの大きな鉱山を作りhげ， 

そこを住処にしている.非常に腕のよい細I:職人でもあり， 
その細工には魔法の力が秘められているため，人々の間で 

は非常に高額で取引される.金や宝石に対する執着心は非 

常に強く，住処には非常に多くの貴金属や'i•石を貯えてい 
る.そのためときにドラゴンに狙われることもある.また 

彼等は徹底的にオークやコボルドを毛嫌いしている.彼等 
が人間と同盟を組み，ドラゴンやオークと戦った記録は『ホ 

ビットの冒険』という本に詳しく書かれているので興味の_ 

ある方は参照されるとよい. 

ドワーフはストレングスとバイタリテイに優れているの 

で，よいファイターになれる.またパイエティも優れてい 

るのでプリーストにも向いている.しかし生まれつきのラッ 

クの低さとアジリティの低さのため，シーフにはあまり向 

かない.このアジリティが低いという欠点は，どのクラス 

を選んだ場合でもキャラクタの能力に悪影響を及ぼすため， 

必ず少し上げておく必要があるだろう. 





GNOME 

ノームはドワーフと近緑の種族で，外見も非常に似てい 

る.だが特徴として非常に大きな鼻を持っているのでドワー 

フと見分けることができる.平均身長はドワーフより少し 
低く，90センチ程度である.たいていこげ茶色の皮膚をし 

て，真白な髪をしている. 

彼等の住処は岩がちの丘に作られることが多い.細T-職 
人としての腕はドワーフに勝るとも劣らない.また彼等は 
ドワーフ以上に金や宝石などに対する執着心が強く，それ 

らを探すためならばオークやコボルド以外の種族となら誰 

とでも手を組み（彼等はドワーフ同様オーク，コボルド達を 
非常に嫌っている），どんな苦労も厭わない.だが宝を手に 

入れると，それを持って1人で閉じこもってしまい，他人 

を避けたり人付き合いが悪くなる傾向がある. 

この世界では非常にバランスの取れた特性数値を持ち， 

キャラクタの製作が非常に楽な種族である.特にボーナス 
ポイントを1しか消費しないプリーストとシーフに向いて 
いる.ファイターやメイジなどにも4ボーナスポイントの 

消費でなれる.そしてわずか7ボーナスボイントあれば， 

ビシヨップまでのキャラクタは作成できる.つまりどんな 

クラスのキャラクタにもなれ，上級クラスをも目指せる魅 

力的な種族である. 





HOBBIT (ホビット 

ホビットは非常に人間と似ていて，遠くから兒れば人問 

とほとんど見分けがつかない.しかし決定的な違いは彼等 

の身長であろうか.この種族の#Mは成人でも90センチを 

越えること.はない.また彼等の足の裏には非常に多くの柔 
らかい毛が生えていて靴をはくことはない. 

彼等は丘などの斜面に穴を掘り，その穴を住処にしてい 

る.非常に温厚で食欲旺盛な種族である.弓の名手が多い 
ことでも有名であるが，このことは『指輪物語』という荇 

物に詳しく書かれている. 

ホビットの種族はウィザードリィの世界では最高の合計 

特性数値を持っている.そして，この特性数値はアジリティ 

とラックに集中しているため，シーフになるには最高の種 

族である.特にラックのポイントが高いので，罠を外す技 

量は並大抵ではない.しかしストレンダスが低いので戦闘 

にはあまり向かない.またパ、イタリテイが低いとヒットポ 
イントが伸びない可能性もあるので，ボーナスポイントを 

注ぎ込んでこれらの弱点を補強するべきである. 

ホビットのキャラクタはシーフからニンジャへのクラス 
チェンジを目指すのに最適である.もし最高の29ボーナス 

ポイントを得たのなら，うまくいけば4レベルでニンジャ 
にクラスチェンジすることができる. 





アラインメント 

種族の次に決定しなければならない要素は，キャラクタ 

のアラインメント（属性）である.アラインメントというの 

は，すなわちそのキャラクタの世界観や倫理的姿勢である. 

これはGOOD, NEUTRAL，EVILの3種類に分かれる. 

キャラクタは必ず3つのアラインメントのどれかに厲さ 

なくてはならない.この時に注意しなくてはならないのは 
GOODとEVILのキャラクタは一緒にパーティを組めない 

ということだ.アラインメントの選択はパーティを構成す 

るときのことも念頭においておこなわなければならない. 

アラインメントと性格 

ここで参考までに3つのアラインメントの性格がどのよ 

うなものであるかを説明しよう. 

GOOD(蕃なる者） 

まったく文字通りの善人であり，この世の真理は”弱き 
を助け強気を挫く”ことにあると思っている.人が助けを 
求めている声を聞けば，何に代えても，どんな危険があろ 

うとも，まずその声の方に走り出すタイプである.たとえ 
ば"弾よりも速く力は機関車よりも強い’’あのスーパーマ 

ンなどは完全にこの性格にあたる. 
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GOODのキャラクタは，性格的に絶対にシーフやニンジャ 

にはなれない.逆に，ロードになるためにはGOODのアラ 

インメントがどうしても必要である. 

NEUTRAL(中立者） 

Ti分の技術に絶人な俗を持っていて，TJらの欲するが 
ままに屯きている.別に他人とn分の関係を維持しようと 
も思わないし広げようとも思っていない.しかし，もし哀 

れな老人が前方で助けを求めていれば（そしてそれが自分の 
歩いている方甸と一致すれば)助けることもある. 

プリーストやビシヨップになるには，その性向が善に向 

かうにせよ悪に向かうにせよ，一途に思いつめる性格が必 

要である.したがってNEUTRALのキャラクタは，これら 
のクラスにつくことはできない. 

EVIL (悪人） 
このアラインメントは”運’’というものの存在をたいへ 

んに重要視し，世の中はすべて運と不運で結果が決まると 
思っている.そして他人がどうであれ，自分だけは常に幸 

運に恵まれているから，何をしても成功するはずだと信じ 

て疑わない.また進んで他人に親切にしようとは思わない 

が，0分の利益につながることのためには骨惜しみをしな 

い. 

この自己中心的な性格は武上道や騎士道の精神とまった 
く相反するため，EVILのキャラクタはサムライやロードに 
なることができない.しかし，敵を倒すためにはどんな汚 

い手段でも使用するニンジャには最適である. 



アラインメントの選択 

ファイターやメイジは，どのアラインメントでも選ぶこ 

とができる.またアラインメントを変えたからtいって能 

力に違いが屯じるわけでもない.彼等個々にとってはァラ 

インメントの差などはないも同然である. 

だが前項で少し触れたように，クラスによってはアライ 
ンメントの選択は大きな問題だ.たとえば，NEUTRALの 

アラインメントを選んでしまったキャラクタは，どんなに 
パイエティが高くてもプリーストになることはできないの 

である. 

また，上級クラスへのクラスチェンジをE1指す場合にも 

アラインメントとクラスの相性には十分な注意を払う必要 
がある.いつかサムライになろうと思っているファイター 

は，決してEVILであってはならないし，ニンジャを目指 

すならば，GOODやNEUTRALのキャラクタを用いては 

ならない. 

各アラインメントt可能なクラスの対応を次C添■す.ア 

ラインメントの選択は，これまで述べてきたこtや次表を 
参考として，くれぐれも慎重におこなうことだ. 
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迷宮内をW険して進む際に，パ_ティ内にGOODのキャ 
ラクタが多いと，モンスターが道を開けてくれる確率が高 

くなる•逆にEVILのキャラクタが多いtきにはモンスター 

はほとんど道を開けてくれない. 

このとき，親切にも道を開けてくれたモンスターを攻撃 
すると，GOODの者がEVILに変わることがある.この逆 

の事態ももちろん起こるが，その場合は悲劇になるこtが 

多いらしい. 

私の聞いた話では，珍し〈モンスターに情をかけたEVIL 

のファイターが,そのとたんにGOODの性格に変わってし 
まい，そのため身に着けていたEVILのアイテム（SHIELD + 

3,（E)など）がすべて呪いのァイテムに変わってしまったと 

いうことだ.誰でも慣れないことをすべきではない.持っ 

て生まれた性格は変えない方が身のためである. 

しかしアラインメントの違いも救出のときは別である. 

たとえEVILのパーティであっても，迷宮の中で救助を待っ 

ているGOODのキャラクタを救出し，パーテイに加えるこ 

とができるのである.このことを利用すれば,EVILとGOOD 

のキャラクタを同時に冒険に参加させることも可能だが， 

その方法をここで詳しく述べるこ.とは避けてぉこう. 



クラス 

ウィザードリィのキャラクタが選べるクラスは8棟類あ 
り，それぞれ長所や短所を持っている.これを知らずにパー 

ティを結成すると，迷宵の奥地で致命的なダメージを受け 

て全滅状態に陥ることもある.したがってクラスごとの特 

性を知り，バランスのとれた_パーティを組むことが大切で 
ぁる. 

クラスには通常クラスと上級クラスの2種類がある.通 

常クラスはファイター，メイジ，プリースト，シーフの4 

種類である.上級クラスはビショップ，サムライ，口ード， 

ニシジャの4種類である. 

通常クラスのキャラクタは，鎧と武器をかまえ戦闘時に 

攻撃を受け持つ，パーティの後方にいて呪文を唱え戦闘に 

助勢する，戦闘が終了して手に入れた宝箱の昆を外すなど， 
ひとつの事柄に精通するだけだ.それに比べ，上級クラス 

はメイジとプリーストの呪文を同時に覚えたり，鎧!:武器 

を持ちながら呪文も取得する，敵をクリティカルヒットの 

一撃で殺すなどの特殊性を持っている.しかし上級クラス 
はレベルを上げるためにより多くの経験ポイントを必要と 

し，成長に時間と手間がかかるtいう欠点を持っている. 

ここでは各クラスがどのような特殊能力を持っているか 

を説明しよう. 
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FIGHTER (フアイター） 

ファイターは武器と鎧をすべて使いこなすことができる. 

なんといっても強力な攻撃力が長所であるが，その性質上 

攻撃のダメージはモンスタ—1体に絞られてしまい，数多 

くの敵を相手にしたときは苦戦を強いられることになる. 

呪文の連続攻撃などを仕掛けてくる相手にはあっけなく敗 
退することが考えられるため，必ずメイジやプリーストの 

援護が必要である. 

ファイターの攻撃力はストレングスとアジリテイに関係 

している.高いストレングスは攻撃のダメージを増し，ア 
ジリティは敵より早く攻撃をして倒すことにつながる. 

ファイターはレベルの上昇という点では非常に早い部類 

に入る.別表で見る通りシーフの次に上がりやすい.ヒッ 

トポイントの増加も大きく，13レベルでヒットポイントが 

100を越えることも珍しくない. 

ヒットポイントが低いメイジなどのキャラクタを作成す 

るときには，まずファイター!：してヒットポイントを上昇 
させておいてからクラスチェンジするのもいいだろう. 

ヒットポイントが高いこt t性能のよいアーマーを着用 

できること，この2つの理由によってファイタ-は攻撃に 

対する防御力が最も大きい.結論としてファイターは，前 
線K食ってヒットポイントの低い者達をかばい，積極的に 

戦う職業なのだ.ファイターになる者はターミネ—ターや 
ランボーのように，切られようが撃たれようが起き上がる 

根性のある猛者がそろっていると思えばよいのである. 
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メイジは戦闘にはまったく向いていない.どんなことが 
あってもモンスターのu前に、y.ち武器を振るうなどもって 

の他である.ではメイジは何をするべきかといえば，パー 

ティの後ろで呪文を昭えるのが仕事なのだ. 

メイジの使う攻撃呪文の威力は，ファイターのソードに 
よる攻撃など霞のように思えるものも数多くある.呪文の 

強みは圧倒的多数のモンスターを1回の呪文で全滅させら 
れることだ.また高レベルのメイジはパーティを迷宮の？ 

こにでも一-瞬にして移動させるようなこともできる. 

メイジのキャラクタで大事なのはI.Q.とアジI；ティである. 

高いI.Q.はより早く多〈の呪文を修得させ，その効果を増し， 
高いァジ!；ティは素罕-く呪文を唱えることにつながる. 

メイジの最大の弱点はヒットポイントが低いtいうこと 

である.普通に育てていくと13レベルで50~70ポイント程 

度だ.強力な魔法を相手にかけられると，よほど高レベル 
でもない限り生き残ることはできない.この弱点を克服す 
るのはたいへんである.ファイターからのクラスチェンジ 

という手もあるが，これにはとても時間がかかる. 

したがって，メイジは常に迷宮の中では常にヒットポイ 

ントを最高にしておき，どんな攻撃に逢うときにも無傷で 

いるしかない.前衛には最後まで出ないですむよう最後尾 

に位置するべきである.そしてァジリティを高くして，敵 

に攻撃される前に呪文で敵を全滅させることだ. 



プリーストは小手やへルメットこそ使えないものの，か 

なり高性能の鎧と楯まで装備でき，ファィターに次ぐ低い 
アーマークラスを持たせることが川•能である.だが武器は 

棒状のダメージの小さな物しか扱えない. 

プリーストの使命はパーティの守護である.戦闕の場に 
おいてはパーティを防御する呪文を唱えてアーマークラス 

を下げ，傷ついて死にそうな仲間の傷は癒し，毒やパララ 
イズに冒された者は治療する.また危険なMの正体を見抜 

くこと，迷宮を照らす光を作り出し，隠されたドァを兌つ 
けることもプリーストの仕事である. 

プリーストに必要とされるのは高いパイエティとアジリ 

ティである.高いパイエティは，より多くの呪文をより早 

く修得させ，その効果を増大させる.そして高いアジリティ 

を持つならば，敵の攻撃で仲間が命を落とす前に傷を治療 

し，命を救うことができる. 

プリーストのヒットポイントはメイジより1割から2割 

は大きく，ファイターに匹敵する者もいる.アーマークラ 
スが低いこともあわせて，プリーストはモンスターの攻撃 

にも長時間耐えられるはずである. 

とはいえプリーストはやはり戦いに出るものではなく， 

後衛に立ち，防御や治療の呪文を唱えるべきだ.しかし， 

不幸にして先頭のキャラクタが死亡したときには他の弱い 
キャラクタを身を持って助けられるよう，4番手に位置す 

るのがよいだろう. 
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THIEF(シーフ） 

シーフは機敏に励かなくてはならないので，小丁.やへル 

メットは装備できず，蛏い平:のと小喂の楯しか持つこ 
とができない.また狭い所でも攻擊できるようにか:い剣し 

か持ち歩かない. 

そのためシーフの攻擊力は低い.またシーフは呪文も使 

用できない.だが，シーフはモンスターの残した屯筘のn 

を作動させずに外すことのできる唯一の職龙である. 

シーフに必要とされるのは点いァジリティとラックであ 

る.ァジリティは確案に罠を外すために必要であり，ラッ 

クは誤って罠を作動させない連の強さにつながる. 

シーフの打利な点はウィザードリィの中で最低の経験ポ 

イントでレベルを上げられることである.その差はシーフ 

とニンジャでは13レベルで2倍の経験ポイントの差が出 

るほどだ.そのためレベルの上昇はパーティで一番であろ 

う.だがヒットポイントの上羿率が低いため，高いレベル 
になってもファイターほどの高いヒットポイントは得られ 

ない. 

シーフはときにファイターと同じ攻撃力があるように思 

えるがそれは間違いである.戦闘には出さず，後衛に立た 

せるべきなのだ.呪文の使えないシーフを後衛に置いてし 

まっては，戦闘中に何の役にも立たないぞ，と怒ってはな 
らない.シーフの本業は戦うことでもなく呪文を唱えるこ 

とでもない.他の仲間が命懸けで手に入れた宝箱から，安 
全に宝を取り出すことなのである. 



ビシヨップは上級クラスの中では最も作成しやすい.だ 

がそれでも非常に成長のSい職業であり，レベルアップに 
はたいへんな努力が必要であることは間違いない. 

箏の胴着と小型の楣，ぞして，棒状の武器しか使用でき 
ず，戦闘には向かない.最大の利点はメイジ'！:プリースト 
両方の呪文を修得できるところにある.メイジの呪文から 

まず覚え， 4レベルを過ぎるとデイスペルとプリーストの 

呪文を修得し始めるのだが，修得のスピードは遅く，メイ 
_ジの呪文をすべて覚えるには25キャラクタレベルが必要で 

あり，プリーストの呪文には28キャラクタレベルを必要と 

する. 

そしてビシヨップはウイザードリイのどんなクラスにも 

ない特殊能力を持っている.それはアイデンティフアイで 

ある.この能力を持つ者は迷宮で手に入れたアイテムの判 
別をすることができる.判別したアイテムは必要であれば 

パーティの誰かが使用でき，もし不要ならボルタックに売 
ることもできる.この能力がないと鑑定はボルタックに頼 

るしかなく，法外な金を取られる. 

ビシヨップは，とにかく成長が遅いことを覚悟しておか 
ねばならない.初めの頃は単なるアイテムの鑑定家にすぎ 

ず，パーティの足手まといに思えるかもしれない.だが， 
彼等はいつかはすべての呪文を駆使する者となるはずであ 

る.その日が来るまでは，多少できの悪いメイジだくらい 

に考えて，気長に経験を積ませるべきである. 



SAMURAI(サムライ） 

サムライもまた最初のキャラクタ作成時に作れる上級ク 
ラスである.必要なボーナスポイントは，貴方が2〜3時 

間頑張れば，少なくとも1回は得られるだろう. 

サムライはファイターと同じくすべての武器と鎧を使い 

こなす.しかし決定的な違いは4レベルを過ぎるとメイジ 

の呪文を修得し始めることだ.ただし，ぞの修得のスピー 
ドはたいへん遅く，すべての呪文を覚えるのは22レベルで 
ある.レベルアップにも非常に多量の経験ポイントを必要 

とするため，成長させるのは困難だ（13レベルのメイジから 
のクラスチヱンジという手を用いれば，呪文を覚える必要 

がないのでかなり楽にはなる）. 

サムライの攻撃力はファイターと同様に非常に強力であ 

る.あるマジックアイテムを手に入れれば，無敵に近い状 

態になる.またサムライはファイターと同じ程度のヒット 

ポイントを持っているので生存確率が高い.メイジが死亡 
することがあっても，呪文が使える者が生き残っているこ 

とは，パーティにとって大きな利点である. 

問題は，サムライが呪文を唱えるときはその強力な攻撃 

力は発揮できないということだ•ときにはこのために手強 
いモンスターが生き残り，パーテイに死者が出ないとも限 

らない.呪文だけでモンスターを全滅させる自信のないと 
きは，サムライは武器によって確実に1体ずつモンスター 

を倒す方がよいかもしれない.特にメイジが生き残ってい 

るのであれば，呪文は極カメイジに唱えさせることだ. 



LORE) (口ード） 

最初のキャラクタ作成の時点では，ロー ドを誕Aさせる 

ことはできない.ロードに要求される能力はあまりにも多 

棟かつ多敏であり，最萵のボーナスポイント29を费やして 

も，要求を満たすだけの特性数値は得られないのだ.その 
ためキャラクタをロードのクラスにつけるには，クラスチェ 
ンジが唯一の方法となる. 

この場合に注意すべきことがある.本来ロードとは騎I: 

の上位に位置する帮騎七であり，場所によってはパラディ 

ンとも呼ばれる神に仕える戦丄•である.そのロードにクラ 
スチヱンジをおこなうには，GOODのアラインメントを持 

つキャラクタでなくてはならない. 

ロードはファイターと同程度の攻撃力を持ち，すべての 

武器と鎧を着けることができる.そして4レベルを越える 

とプリーストの呪文とディスペル能力を修得し始める.呪 

文を修得するスピードはサムライよりは早く，16レベルを 
過ぎればすべての呪文を修得する. 

ファイターとして戦いながら自ら治療の呪文が使えると 
いうこの利点は，ときには両刃の剣になりかねない.それ 

は，サムライの場合と同様，ロードが呪文を使用するとき 
には攻撃ができないという事実である.これにより手強い 
モンスターが生き残り，パーティに死者を出さないとも限 

らない. 

そのためロードは戦闘の場では攻撃に専念することだ. 

戦闘中の防御や治療はプリーストに任せ，ロードの呪文は 
キャンプ中に使用するように心掛けるべきである. 



NINJA(ニンジャ） 

ニンジャもやはり敁初のキャラクタ作成時には作ること 

ができず，クラスチェンジをおこなって初めてニンジャに 

なることができる.だが前記のロードとは正反対のクラス 
である.場所によってはアサシンと呼ばれている非常に冷 

徹で情容赦ない戦關集NJであり，彼等のアラインメントは 
EVILでなくてはならない. 

ニンジャはすべての鎧や武器を使うことができるが，そ 
の本当の力は何も#に矜けていないときに発揮される. 

素T-による攻撃は，他のクラスと違い凄まじい攻撃力を 

持っていて，その威力はロングソードに匹敵する.ま 

た，ニンジャはどんな敵でも一撃で葬り去るクリティカル 

ヒットの特殊能力を持つ.これは敵対するモンスターの急 

所を攻撃し，一瞬にしてそのモンスターを絶命させる.そ 

して，この攻撃は素手のときが最も成功確率が高く，武器 

を持つと確率は素手のときより低くなる. 

何も身に付けなく！：もアーマークラスは8となり， 3レ 
ベルごとに1ずつ下がってい.く，高レベルのニンジャは裸 

でもアーマークラスー10を持つことができる.しかし，た 

とえリング1個でも身に着けると，たちまちアーマークラ 
スは10に戻ってしまう. 

最初のうちはニンジャも鎧などで可能な限りアーマーク 

ラスを下げておくことを忘れてはいけない.彼等は成長に 

最高の経験ポイントを必要とするため，間違ってもェナジー 
ドレインの攻撃を受けてはならないのである. 







クラスチェンジ 

ウィザードリィの世界ではロードとニンジャはiri初から 

そのクラスにつくことはできない.規定の特性数値が非常 

に岛いために，iii〖•:Sのボーナスポイントである29ポイント 

を扮ても，そのクラスに必要な特性数侦に违することはで 
きないのである.この2棟類のI••級クラスになるにはクラ 

スチェンジをしなくてはならない. 

クラスチヱンジは，丨|標とするクラスの規定の特性数値 

にキャラクタの特性数値が達したとき，初めておこなえる. 

その状態にキャラクタの特性数肮をIJ;•させるには，以ド 

に記すいくつかの方法がある. 

特性数値向上の手段 

まず第1の最もオーソドックスな方法は，迷宵の中で戦 

い抜き，キャラクタのレベルを上げることである.これに 

より，キャラクタの特性数値をU的のクラスの規定数値ま 

で上沣させるのである. 

この方法で早くクラスチェンジをするためには，キャラ 
クタを作成するときに，U指す規定数値までの値を平均的 

に割り振ること，そしてもうひとつ，成長に要する経験ポ 
イントの少ないクラスでレベルを上げることが大切である. 

ロードならばフアイターで，ニンジャならばシーフでレべ 

ルを上げるのが，最も少ない経験ポイントでクラスチェン 

ジをするための選択だ. 



ここで考えなければいけないのは，アラインメントのこ 

とである.ロードをII指すファイターはGOOD，ニンジャ 
をH指すシーフはEVILの性格!:することを忘れてはなら. 

なぃ. 

第2に，経験を積んだパーテイの中で特性数値を上げる 

のならば，少々過激で危険だが手っ取り1fい方法がある. 

これは13レベルのメイジがいなければ使えない方法だが， 
エナジードレイン攻撃をキャラクタに仕掛けてレベルをド 

げるモンスター（ナイトストーカー，ライフスティーラーな 
ど）に，クラスチェンジを[J指すキャラクタを裸にしてひた 

すら立ち向かわせるのた1， 

そして目的のキャラクタのレベルが減少させられたら， 
モンスターを倒さずにすぐメイジの呪文のMALORでラン 
ダムテレポートをするのである.これによって，攻撃を受 

けたキャラクタはレベルとヒットポイントは_ドがっている 

が，特性数値と経験ポイントは減少していない状態になる. 

この状態で城に帰り宿屋に泊まれば，レベルはすぐ元に戾 

り，ヒットポイントは再び上昇し，特性数値も通常通り変 

化する.こうして，経験ポイントを上げずに特性数値のみ 
を上昇させることができる. 

キャラクタの変化 

さて上記のような努力をしてクラスチェンジを実行する 
と，キャラクタはどのように変化するだろうか.それが貴 

方の一番気掛かりなところであろう.以下にそれを記す. 



間の時間がかかる. 

所持品 
所持している金額とアイテムは一切紛失しない 

新しいクラスで装着できないものを身に着けてい 
れが脱げなくなってしまい，他の物が装着不可能 

ともあるので，クラスチェンジの前には外してい 

ヒットポイント 

ヒットポイントの最高値は変わらず残る.新し 



特性数値 

特性数値は各棟族の基本数値に《ってしまう.これが各 
クラスの基本数値ではないことに留意せよ.多大な努力を 

払って特性数値を上げて作ったロードやニンジャも，誕化 

したばかりでは，レベル1のキャラクタ以上の能力の持主 

ではない.それどころか，クラスチェンジによって新生し 
たキャラクタの特性数値には，最初のキャラクタ作成時に 

与えられるポーナスポイントの恩患さえもない. 

ヒットポイントがなまじ大きいだけに過大評価しがちで 

あるが，クラスチェンジしたばかりのキャラクタは，"ただ 

の人”以下であると思っていた方がよいのである. 

呪文 
それまでに覚えていた種類の呪文はすべて使用可能であ 

る.もし呪文を使えないクラスにチェンジしても，以前の 

記憶は残っている.このことを利用すると，TILTOWAIT 

の呪文が使えるシーフなどという，たいへんに有用なキャ 

ラクタも作り出せる. 

ただし，呪文のパワーレベルは，元のキャラクタが覚え 
ていた呪文の種類と同じ数に減る.たとえば，1レベルの 

呪文4種(KATINO, HALITO, MOGREF, DUMAPIC) 

はすべて修得し終えたメイジがいるとしよう.このキャラ 

クタがクラスチェンジした場合，パワーレベルは，元のメ 

イジのそれが8回であろうt 9回であろうと必ず呪文の種 
類数と等しい4回になってしまうのである.もちろん，新 

しいクラスが呪文使用の可能なクラスであれば，キャラク 
タレベルの上昇と共に再び呪文のパワーレベルも増えてい 



パーテイ 

ウィザードy_ィの迷宵をV;険するのにiri•も大切なのは生 

き残ることだ.生き残るために大切なことのひとつに，パー 

ティの編成の問題がある. 

たとえどんな豪傑がそろっていようとも，ファイターだ 
けのパーティなどはたいへんに危険である.迷宮の深い部 

分に出現するモンスターの強力な呪文やブレス攻撃は，プ 
リーストやメイジの協力なしには耐えられないだろう•ま 

た宝箱を安全に開封するためにはシーフもぜひパーティに 
加えたいものだし，_ボルタックの店で無駄な金を使わない 

ためには発見したアイテムの判別ができる高レベルのビシヨツ 

プも育てなく:てはならない. 

このように考えてみると，たった6人のキヤラクタでど 

んな事態にも応じられる完璧なパーティを編成することは 

不可能だ.時と場合により，その場面で最も効果的なパー 

ティを組むことが，まずは最善の策だろう. 

前衛と後衛 

一般的にパーティはどんな編成をとるべきだろうか.ま 

ずパーティ6人の位置について考える. 

前衛の3人は主に肉体的戦闘をおこなう.この3人は， 
各々がモンスター1体に対して武器もしくは自分の拳で物 

理的ダメージを与え，また逆にモンスターからの物理的ダ 

メージを受ける.したがって前衛に立つ3人は敵にダメー 

ジを与える攻撃力！:同時に，敵の攻撃を避けるアーマーク 



スを備え，攻臀を受けたときはそれに耐えるヒット 

卜を持つ名•でな〈てはならない.これにはファイタ 
〈はサムライ，ロード，ニンジャが適Aである. 

そして後衛の3人は，戦闘山〗きでないクラス，すな 

ーフ，メイジ，プリースト，ビショップ*の中から連 

,ただし前衛のファイターを補助するためにメイが 
ーストを必ず参加させることを忘れてはいけない. 

初期のパーティ編成 

初めのキャラクタ作成時に作れる限界はサムライま 

り，ロードとニンジャを作ることはできない.した 

K初のパーテイでは，前衛はファイターかサムライ 
ことになる.このとき努力してサムライを1人ぐらい 

おくと，後々呪文不足に悩まなくてすむだろう. 

よく聞く質問は，プリーストはファイターと同じ汚 
ーマークラスまでドげられるので前衛に立•てない力: 

うものだ.それは確かにイヽ、r能ではない.しかし， 
ルのファイター2人とプリーストが前衛に立ってい 

で，ファイターが瀕死の怪我を負ったとしよう.す 
リーストはDIOSの呪文を唱えてファイターを治療 

てはならないから，そのラウンドは攻撃ができなく J 

の分敵を倒すのが遅れて戦闘が長引くことになる. 

ttにいう通り攻撃は最大の防御である.特に低レべ 

は，キャラクタの安全は攻撃を受ける前にいかに 

かにかかっている.1〜3レベル程度では，プリー 
前に出さず，後衛で治療に専念させた方が無難だろ 



さて，そうなると後衛には2人分の余地しか残されてい 

な:い.低レベルのファイターにはKATINOの呪文による女 
援が非常に効果的であるから.,，メイジをパーティから外す 
わけにはいかない.これで残る席はひとつである. 

そこで問題となるのは，シーフとピショップのどちらを 
パーティに参加させるかということだ.シーフは罠の解除 

に必要であり，ビショップは発見したアイテムを判別する 
©に必要である.しかし，ここは迷うことなくシーフを人 

れるべきだ.ビショップがァイテムの鑑定をするといっ，て 

も，シーフが宝箱を開けなければ話は始まらない.そのた 

めにも，確実に昆を解除できるシーフを育てることが先決 

なのである. 

これでパーティを構成する6人のメンバーが決まった. 

後衛キャラクタの位置は，前衛のファイターが倒れた場合 

を考慮して，アーマークラスの低い順に配置する.結論と 
して，初期のパーティにおける最良の編成は，以下の順と 

なる. 



前述のパーティーで戦えば，10キャラクタレ. 

では順調に丄•.がれるはずである.しかし迷宮の: 

するのなら，絶対にビシヨップが必要だ.なぜ 

たアイテムを判別し，よいアイテムはただちに: 

からである. 

そこで，プリーストが5キヤラクタレべル程, 

たら，彼(彼女かもしれないが）を前衛に出し， 
を養成するべきである.この場合のパーティ編 

ようになるだろう. 

1ファイター（あるいはサムライ） 

2 ファイター（あるいはサムライ） 

3 プリースト 
4 シーフ 

5 ビショップ 

6 メイジ 

6番手にいるメイジは，この頃にはもう高レ- 

呪文を唱えられるようになっているはずである. 

プが参加したこの機会に，KATINOで相手を眠 

いの仕事はビショップに任せ，戦闘が開始され〕 

攻撃の呪文で敵にダメージを与える役割にまわ 



迷宵^部への侵攻 

前述の編成のパーティにおいてピショップが成Mしてく 

ると，プリーストの代わりもできるようになる.そうした 

ら， 3番手にいるプリーストをロードにクラスチェンジす 

るのも面dい.これで再び前衛に強力な攻撃力を持ったキャ 

ラクタがそろうわけだ. 

また，プリーストがEVILでロードへのクラスチェンジ 

ができない場合には，シーフからニンジャへのクラスチェ 
ンジを試みるとよい.高レベルのニンジヤはシーフ同様に 

罠の解除も可能なのである. 

GOODの場合 evilの場合 





今はまだ力無き#のために 

自己の力を過信する者には災いが侍っている. 

ウイザードリイの世界に生まれてまもない未熟な 

若者が，その身体ひとつで迷宮に踏み込むことは 
狂気の沙汰だ.迷宮で生き残り経験を積むために 

は，優れた武器や防具が必要である. 

□初期の装備はボルタックの店で 
冒険者は，まず城の中にあるボルタックの店で 

装備をととのえることだ.店の主人ボルタックは 

多くの経験を積んだビショップであり，扱う品は 

信用できる. 

彼の店には非常に上質の武器が9種類，モンス 
ターの攻撃を防ぐ素晴らしい防具が14種類用意さ 

れている.この中で，普通の商品は望む数だけ購 

入できるが，魔法の効力を持つ品物のいくつかは 
在庫に限りがある.もし売り切れてしまえば，貴 

方（さもなくば他の冒険者)が迷宮の奥から持ち帰 



3迷宮よりの戦利品 

貴方が迷宵の中で得る武器や防具 
クの店では求められない品性能のも 

れらを使用することで，貴方は強メ 

ろう.もし必要がないものならば， 

た値の半額で買いhげてくれる.t 
からない品物は買ってはくれない. 

□冒険者に害なす呪いの品物 
迷宮の中にはワードナの呪いが8 

落ちている.これらをいったん身(: 

う手放すことはできない.そしてそ 

力や攻撃力を下げ，着実な死へと虎 

□物品鑑定 
戦利品の素性を知り，呪いの品る 

は，それをアイデ 

ない.アイデンテ 
のみが持っている. 

ンテイフアイ（鑑 

ィフアイの能力^ 

貴方のハ。ーテイに 

プが参加していなければ，ボルタ、: 

の鑑定をおこなってくれるだろう. 





ボルタック商品 

迷'A•の中で戦い，立をT.に人れて生き残るためにiriも-人 

奉な物は武器と防itである.V/険の初期において，その唯 
一の人宁-先となるのがボルタックの店だ. 

ボルタックの店に最初に置かれている武器や防Mは，ご 

く普通の品である.中には魔法の品物も存在するが，ただ 

簡単な呪文が封じてあるにすぎない.強い魔力を秘めた武 

器などは，冒険名•達が迷宵から持ち帰って店:i:.ボルタック 

に売り払うまでは，店のどこにも存在していない. 

だが，そのごく普通の品物も，使いようによっては大き 

な効果を発揮するし，使い道を間違えれば何の役にも立た 

ないのだ.ここでは，ボルタックの店に最初に置かれてい 

るそれらの商品を紹介しよう.ここで得た知識は，やがて 

貴方が迷宮内で強力なマジックアイテムを手に入れたtき 
にも，おおいに役立つはずである. 

武器 

LONG 5妒0丑/)(大剣） 

ロングソードはボルタックで購入できる最強の武器であ 

る. 80センチほどの長さを持ち，銳い両刃の剣で刃の長さ 

は60センチほどある.この武器を使用できるのは，フアイ 

ター系のキャラクタ（フアイター，サムライ，ロード，二 
ンジャ）に限られる.ダメージは1~ 8ポイント. 



SHORT 5W0/?Z>(小剣） 

SHORT SWORDS 1(+ 1の小剣） 
ショートソードはロングソードよりも短く，60センチほ 

どのMさの岡刃の剣である.この武器はファイター系のキヤ 
ラクタ以外に，シーフも扱うことができる.ダメージは1 

〜6ポイント. 

ショートソード+1は刃の側面にルーン文字による魔法 

の呪文が刻まれているため，ただのショートソードよりも 

強力である.その代わり非常に商価であり，ボルタックに 
も2本しか在庫がない.ダメージは2〜7ポイント. 

(杖） 

S7L4FF+ 2( + 2の杖） 

スタッフは120センチほどの長さを持つ樫の木の棒である. 

これは，刃の付いた武器を使用できないプリーストやビショッ 

プにも，ほとんど武器を持つことができないメイジにさえ 

も使用できる.ダメージは1〜5ポイント. 

スタッフ+ 2はスタッフの全面に硬化の呪文を刻み付け 

てあり，その硬度は鉄と変わらない.ダメージは3〜7ポ 

STAFF of MOGREF(MOGREF の杖） 
このスタッフには，その名にある通りMOGREFの呪文が 

封じてある.不幸にして前面で戦闘をしなくてはならなく 

なったメイジは，この杖を使いアーマークラスを下げるの 

だ.しかしこの呪文はある程度の使用で消滅してしまう. 

呪文が消えると杖は役に立たない木の塊になり，もう戦 
闘には使えない.ボルタックには，たった1本しか置かれ 



ていない. 
純粋に武器として用いた場合のダメージは1~6ポイン 

卜.ただしSTAFF+ 2よりも敵に当たりやすい. 

ANOINTED似C® (祝福されたメイス） 
メイスとは，80センチほどの長さの樫の棒の一端を刺の 

付いた鉄のカバーで補強した武器である.アノインテッド 

メイスとは，それが神殿で神の祝福を受け，油で清められ 

たものである.フアイター系のキャラクタでも使用は可能 

だが，本来はプリーストやビショップの持ち物である.ダ 
メージは2 ~ 6ポイント. 

ANOINTED FZ^4几（祝福されたフレイル） 

刺で補強した40センチの棒を100センチの柄につなぎ，そ 

の柄を両手で持って振り回し，敵に当てる武器である..達 
人が使うと，その威力は常人なら即死してしまうほどであ 

る.これも神殿で神の祝福を受け，油で清められている. 

ダメージは1~ 7ポイント. 

ZMGG五i2(短刀） 

ウィザードリィの世界では最も安価な武器である. 30セ 
ンチほどの，いわゆる短刀というものだ.普通の人間相手 

なら十分なダメージを持つだろうが，モンスター相手では， 

はなはだこころもとない武器である.ダメージは1~4ポ 

イント. 
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鎧 

ROBES{n-ブ、 

ローブは布をたっぷり使ってダブダブに作ってある•こ 

の余分な布で敵のE3標を誤らせて攻撃をかわすのである. 

鎧の着られない魔法使いにとってはありがたい品だ.また 
これは魔法使いの貫祿を上げることにも効果がある.アー 

マークラスを1下げる. 

LEATHER ARMOR(革のm 

LEATHER +1(+1の革の鎧） 
レザーアーマーは牛の革を乾燥させて固くし，それを何 

枚か重ねて鎧に仕立てたものだ.このアーマーは他のどれ 

よりも軽く，シーフでも着用'できるが，アーマークラスは 

2しか下がらない. 

レザーアーマー+1は革の表面を石のように固くする魔 

法の薬を革に塗り込み，その効果でアーマークラスをさら 

に1下げている. 

CHAIN (鎖の鎧） 
CHAIN MAIL+ 1(+1の鎖の鎧） 
チェインメイルは小さな鎖を繫ぎ合わせたチョッキのよ 

うな鎧であり，プリーストでも着用できる.レザーアーマ— 

よりも防御力は強く，アーマークラスは3下がる. 

チェインメイル+1は鎖のひとつひとつに呪文をかけて 

繫ぎ合わせた物である.アーマークラスは4下がる. 



BREAST PLATE(胸あて) 

BREAST PLATED 1(+ 1の胸あて） 
ブレストプレイトは鉄で作られた胸あてである.プレイ 

トメイルほどは重くないため，プリーストでも着用できる. 

また，鉄も多く使っていないので安い.アーマークラスは 
4下がる. 

ブレストプレイト+1は表面に硬化の呪文を刻み付けて 

あるので，さらにアーマークラスを1下げる. 

PLATE MAIL(板金の鎧) 

PLATE MAIL+1(+1の板金の鎧） 
プレイトメイルは全身を覆う鉄の鎧である.非常に重い 

が，鎧の中では最高の防御効果を持ち，アーマークラスを 

5下げる. 

プレイトメイル+1は，呪文などの効果ではなく，"ミス 

リル”という銀に似た特殊な金属を用いることによってアー 
マークラスを1下げている.これはボルタックにはひとつ 

しか在庫がない. 





SMALL S付(小切の楯） 

魔法使い以外の誰もが使えるのがスモールシールドであ 

る.直径4 0センチの円形をしていて，アーマークラスが 

2下がる.シールドはif通T.に持つのではなく，腕にくく 

りつけているため，I山j下.はn由に使える. 

LARGE (大型の楣） 

ラージシールドは80センチの円形をしている.スモール 
シールドよりも大きく重いため，一部のクラスにしか持つ 

ことはできない.アーマークラスが3ドがる. 

万LZ>+1(+1の楣） 

シールド+1はスモールシールドと同じ人きさだが，そ 

の表面に刻まれた呪文の効果はラージシールドよりも1低 

いアーマークラスを孕えてくれる. 

小手 

GLOVES of CO尸/^£72(銅の小手） 

グローブとは，鎧とは別に両手を守るために着ける小手 

のことである.グローブオブカッパーは銅製の小手で，アー 

マークラスを1下げてくれる. 



ヘルメット 

(ヘルメット） 

へメットはアーマークラスを1下げ，戦闘をする者の 

頭部を守ってくれる.金が集まったら，まっさきにそろえ 

るべき品である. 

薬，巻物 

POTION of DIOS(治療薬) 

低レベルのときの命綱ともいえる呪文がプリーストのDIOS 

である.この呪文と同じ効果を持つ薬草で作られた水薬を 
ガラス場に詰めたものがこのポーシヨンだ.この薬を飲ん 

だキャラクタは，1〜8のヒットポイントを问復する.し 

かし1〜3レベル程度までは，この薬は高価で手が出ない 

であろう. 

POTION of ム47T/MOFJS(毒消し薬） 

最もfi多得しにくいLATUMOFISと同じ効果を持つ薬草 
で作られた水薬をガラス場に詰めたものだ.迷宮の中で毒 

に冒されたときなどはこの薬が役に立つ. 7レベルぐらい 

まではパーティの必需品である. 



POTION of SO尸/C(防御の薬） 
これはSOPICの呪文を溶かし込んだ薬である.アーマー 

クラスを2下げる効果を持っているが，iri初のうちはまっ 

たくの賛沢品であり，裕福になりilえる頃には必要がな■く 

なっている. 

SCROLL of &4/>/0S(減命の呪文） 

SCROLL of /L477iVO(催眠の呪文） 

SCROLL of ML/TO(火球の呪文） 
スクロール（巻物）の表面には呪文が記されており，これ 

を所持していれば，パーティの呪文が桫きてしまったとき 

や相手を驚かしたときにも攻撃が可能となる.しかも通常 
の呪文と異なり，この呪文はどのクラスのキャラクタにも 

使用できるのだ.ただしスクロールに書かれた呪文は，一 

度読み終えると消え去ってしまう. 

ボルタックに売られているものは，モンスター1体のヒッ 

トポイントを1~ 8だけ奪い去るBADIOSのスクロール， 
モンスターを眠りにつけるKATINOのスクロール，ダメー 

ジ1~ 8の火球を敵に投げつけるHALITOのスクロールの 

3種である. 

だが始めのうちは，これらのスクロールを購入するより 

も，鎧や薬をに入れるほうが役に立つだろう. 







ベストアイテムの装備 

パーティはボルタックの店から武器や防具を購入して装 

偏を整える.だが，初期の頃はパーティ全員の所持金を集 
めてもたかが知れているから，やたらに《価な品をMいあ 

さることはできない.それにまた，ボルタックの商品は高 

価なものが性能も優れているとは限らないのである. 

そこで，パーティの所持金の範Mでそろえられるベスト 

アイテムとは何かを，ここで示すことにしよう. 

パーティの所持金平均総額 

各キャラクタの所持金を平均すると，まずたいていの場 

合，150GP前後になる（もちろん，これは統計的な数値であ 

り，ときにはもっと所持金が多かったり少なかったりする 

キャラクタもいるだろう.150GPというのは，あくまで多 

くのキャラクタを平均した場合の値である）. 

したがって，パーティの6人のキャラクタの持つ金額を 

合計すると，900GPを持っている計算になる.少し余裕を 

みて，パーティの平均的な所持金総額は少なくとも880GP 

と考えておけば間違いない.以下では，この880GPという 

値をもとに話を進めることにする. 



ファイター3人のパーテイ 

まず，ファイター3人，シーフ1人，プリースト1人， 

メイジ1人の最も平均的なパーティを例にとり，880GPの 

範网でどれほどの装備が吋能となるのか，実際に品物を購 

入しながらみてみよう. 

アイテムを購入するときには，まず防具をそろえること 
を一番に考えなくてはいけない.それは先頭に立って戦う 

者をまっさきに守る必要があるからで，先頭のファイター 

が死亡すると，当然戦闘向きではないキャラクタに負担が 
かかってくる.ファイターが安全なときはその後ろのキャ 

ラクタも安全なのである. 

ここで大切なのは，防具の価格とその効果を冷静な目で 

判断することだ.まず，ボルタックで最も性能がよい鎧は 
プレイトメイル(750 GP)だが，総額880 GPしか持たない現 

在のパーティにはとても手が出せない.では現実的なとこ 

ろで，その次に高性能であるブレストプレイト（200GP)は 
どうだろうか.これならば，少々値は張るがファイター3 

人すべてに買い与えられるはずだ. 

だが，ここでよくボルタックの商品一覧表を見て欲しい. 

ブレストプレイトはアーマークラスを4下げる力*,チェイ 

ンメイル（90GP)でもアーマークラスを3下げることが可能 

である.もしチェインメイルとヘルム（100GP)を購入する 

ならば，ブレストプレイトと変わらないアーマークラスが 



得られるhに，をの必要金額は10GP安（てすむ.しかも， 
鎧を買い抒えても，ヘルムは役に、'/•.つのである. 

そこで，フアイターにはチエインメイルと■ヘルムをそれ 
ぞれ買い-*j■える毳fc Kしよう.これを养川するこtにより， 

7アイターのアーマークラスは6になる.残金は880 GPか 

ら両方の合計190GPX 3 =570GPを引いて,310GPとなる. 

ここで，フアイターにラージシールドを持たせよう..こ 

れによりフアイターのアーマークラスは3にドがり，迷宵 

:®1階ではまず安全である（ただし冒険では絶対に安全とい 
うことはない）.所持金がら，さらにラージシールド3枚分 

0120GPを差し引いて，この時点の残金は190GPである. 

次に武器を買わなくてはならない.今の時点で，ファイ 

夕一が手に入れられる最高の武器はロングソード（25GP)で 
ある.これに勝る武器はボルタックには存在しない•この 

ロングソード3本分の75 GPを残金から羌し引くと，残りは 
115GPとなる. 

さて，これでファイターの装備は整ったので，残金で少 

し後衛のキャラクタのために買物をしておこう.前方のキャ 
ラクタが万が一（百が一？）死んでしまったときにも一応は 

攻撃ができるよう，，プリーストにレザーアーマー（50 GP)と 
アノインテツドメイス（30GP)を買い与える.そして残金の 

35 GPでシヨートソード（15 GP)とスタッフ（10 GP)を買っ 
て，それぞれシーフとメイジに持たせておこう.. 

これで最初に仮定した880GPはあらかた使い果た,:し1_し 
まったこ！：になるが(残金10 GP),もしまだ余裕があるなら. 

ばシーフやメイジにも防具を買っておきたい，Iかし，こ 



ファイターのパーティに推薦する初期買物リ 

CHAIN MAIL 90X3 

HELM 100 X 3 

LARGE SHIELD 40X % 

LONG SWORD 25X 3 

LEATHER ARMOR 50X 1 

ANOINTED MACE 30x1 

SHORT SWORD 15x 1 

STAFF 10 X 1 

合計使用金額 

最初の所持金 



6人を平均的に装備する 

記の装備は，前衛3人を重点的に強化する方針で購入 
したものだ.しかし中にはパーティ全錢に—f-均的な装備を 

持たせたいという人もいるだろう.それでは，同じ所持金 

を同じバーテイの6人に公平に使用するt,どのような具 
合になるか考えてみよう. 

まず，ファイターにチェインメイルとヘルムを両方購入 
してしまうと全員に装備が買えないので，ここではチヱイ 
ンメイルだけを購入する.また，それだけでは少々こころ 

もとないので，ラージシールドも3枚追加しよう.これで 

ファイターのアーマークラスは4になる.この合計代金390 

GPを差し引くと，残金は490GPである. 

そして，各ファイターに最強の武器ロングソードを1本 

ずつ購入する.代金の75GPを差し引いて残金は415GP t 

なる. 

さて，ここからはパーテイの後方のキャラクタに防具t 

武器を購入する.まずプリーストにチェインメイルとラー 
ジシールド，アノインテッドメイスを購入する.これなら 

プリーストのアーマークラスはファイターと同じであり， 

ファイターほどではないが，ある程度戦闘に耐える防御力 

を持たせることができた.この時点での残金は255GPにな 

る. 



次にシーフにレザーアーマー，スモールシールドとシヨー 

トソードを購入する.これでシーフのアーマークラスは6 

になる.残金は170GP. 

残ったメイジにはローブとスタッフを購入する.これで 

メイジもアーマークラスが1下がって，9にすることがで 

きた. 

この状態で，まだ残金は145GP残っている.どうせ後で 

Hい足すことになるのだから，ヘルムをひとつ購入するの 

もよいだろう.少なくとも1人はアーマークラスが1下が 
り，生き残る確率が増える.これで残金は45GPになる.こ 

れは後のために取っておくのが賢明だろう.迷宮ではいつ 

毒や麻痺に冒されるか，わからないのだから. 

以上の他にも色々な組み合わせがあるが，これが一番平 

均的な装備である.しかし，この装備は最低限のものなの 

で，迷宮を冒険してお金が貯まったらすぐによい防具や武 
器に買い替えるべきであろう. 
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平均的な装備のパーティに推薦する初期買物り 

CHAIN MAIL 90 X 4 

HELM 100 x 1 

LARGE SHIELD 40X4 

LONG SWORD 25x 3 

LEATHER ARMOR 50x 1 

SHORT SWORD 15x 1 

SMALL SHIELD 20 x 1 

ANOINTED MACE 30x 1 

ROBES 15 X 1 

STAFF 10 x 1 

合計使用金額 

最初の所持金 

差引残高 

ファイター2人のパーティ 

最後にウィザードリィのマニュアルにも齊かれている編 

成，すなわちファイター2人，プリースト1人，シーフ1 

人，メイジ2人のパーティの場合を考えてみよう. 



ここで前衛にケ.つのはファイター2人とブリースト1人 
である.アーマークラスをドげるために，ファイターには 
前とIMJ様チヱインメイルとヘルムをNい竽える.この買物 

で380GPを消費して，茏引残总は500GPとなる. 

そしてヘルムを装備できないプリーストには，ブレスト 

プレイトを買っておこう.ヘルムのアーマークラスの1ポ 

イント分が足りないがために，プリーストの生き残る可能 

性が減少するかもしれないのだ.前衛のキャラクタのアー 
マークラスはとにかく低い方がよい.これで前衛の3人の 

アーマークラスはすべて6になる.この買物で580GPを差 

し引き，残金は300GP. 

さらにアーマークラスを下げるために，ラージシールドを 

3枚購入する.これでアーマークラスは3になる.ラージ 

シールド3枚の代金120 GPを差し引いた残金は，188 GPで 

ある. 

次に武器として，ファイターのためにロングソード，プ 
リースト用にアノインテッドメイスを購入する.この代金 

80GPを差し引き，残金の100GPを後衛の装備を購入する 

資金とする. 

このパーティ編成では，前衛にもしものことがあった場 

合の控はシーフしかいないから，シーフの装備から購入し 

よう.まずシーフの着られる鎧はレザーアーマーだけなの 

で迷わずこれを購入し，そしてシーフでも使用可能なスモー 
ルシールドをここに加える.シーフのアーマークラスはこ 

れで6に下がる.合計代金70 GPを差し引いた残金は30GP 

になる. 

次に武器を購入する.この時点ではシーフの武器として 



'に分けて持たせる.しかし，このメイジ達力' 

な嚷態になったら，it方のパーテイは令滅-、•( 

ファイターのパーティに推薦する初期買物リ 



マジックアイテム 

’ィザードリ4 ©_迷’A’0中には，ボルタックではT-に入 
ことの■できない魔法の品が隐されている.パーティが 

「の奥へと進むには，これらのマジックアイテムによっ 

Fられる強力な攻撃力や防御力が不■欠だ. 

•ジッタアイテムの中には，城:hトレボーの宝物倉から 

•ドナが持ち出した物もあるが，ヮードナfi身が作り出 

:呪いの品物も数多〈ある.見つけ出したアイテムがこ 

Lいの品であるかどうかは，一兄しただけではわからな 

運を天にまかせてそのまま装備してしまうことも可能 

もし呪いのアイテムだったら，そのキャラクタはた 

■んな闲難に陥ってしまう. 

ういう品物は，ボルタックの店に持っていくとボルタツ 

:身が鑑定してくれる.しかしボルタックもただで鑑定 

くれるわけではない.その品物の価値に見合った値段， 

_わち自分がそのアイテムを買い上げる値段と同じ鑑定 

'請求してくるのである.アイテムの価値は2 0 GP程度 
10万GPを超える物まで様々である.鑑定するたびにこ 

_大金を支払っていてはたまらない. 

こで，できればパーティの中に1人ビショブを育て， 

Iを鑑定させるのがよいだろう.そうすれば判明した品 
:ルタックで高く買上げてくれる.そうでもしないとパー 

仲間の治療もままならず，宿屋のロイヤルスイートルー 



武器 

LONG SWORD+ 1 

普通のロングソードと違い，こ©_ソ— 

ドの刃の側面には，素晴らしい浮き彫 

りが施してある.この浮き彫りこそ， 

ソードの切れ味を増す呪文なのだ.こ 

の呪文は，永久的な効果を持っている. 

ダメーダは2 ~ 9ポイントである. 

また，キャラクタレベルが低く，1ラ 
ウンドに1回の攻撃しかできない低レ 

ベルキャラクタに2回の攻撃を可能と 

させる力を持つ.ボルタックでの買値 

は5000 GPである. 

SLA YER of DRAGONS (龍退治の剣） 
このソードは通常の敵に対して 

は+1のロングソードと変わりな 

いが，その名の通りドラゴンと名 
のつくモンスターに対してはダメー 

ジが2 ~11ポイントの素晴らしい 

武器!：なる. 

伝説の中に伝えられる噛尾刀と 
呼ばれるものは，5マイル以内に 
ドラゴンがいると鞘に納まらなかっ 

たという.ボルタックの買値は5000 

GPである. 







のダメージを敵に^•えることができる. 

しかし，みンジャが武器を持つ！：いう 

ひとつある.通常ニンジャは防具を着け 

鍛えることによってアーマークラスを下 

武器を手にすると彼の身体のアーマ—ク 
10に戻ってしまうのである.したがって 
ときには，よい防具を同時に着用してア 

げなくてはいけない. 

また，シュリケンにはスペシャルパワ 

る.このスペシャルパワーを使うと，そ 

ジャのヒットポイントを1上昇させ消滅 

タックの買値は2万5000 GPである. 







その他のアイテム 

RING ofがぬ1L/7VG(癒しの指輪） 
リング.オブ•ヒーリ 

ングは，受けた傷を自動 

的に癒してくれる大変便 

利な品である.この効力 
は1歩移動するごとに1 

ヒットポイントを冋復し 
てくれる.ボルタックの 

買値は15’万GPである. 

AMULET of JEWELS (宝石の護符） 
このアミュレットは巨大な宝石でできている.その宝石 

の力をキャンプ中に使用すると，中に星を映し出して，今 
パーティが迷宮のどこにいるかを教えてくれる.メイジの 

DUMAPICの呪文と同じ効果を持つ護符だ.ボルタヮクの 









宣要な要素てある.それは，あるときには群がり 
等るモンスターを一撃で倒す強力な攻撃の手段と 

:Cり，またあるときには傷ついた戦士を癒す慈雨 

ともなる.これを有効に使うことが迷宮への旅か 
ら生還するための大きな鍵であろう. 

32種の呪文 

呪文には2つの種類が存在する. 

第1は，太古の世界より伝わる21種の賢者の呪 

Xである.身に付けるには大いなる知恵(I.Q.)が必 
gとされ，習得できるのは，メイジ，サムライ， 
どシヨップの3つのクラスに限られる. 

第2は，神より授けられる29種の聖なる呪文で 



□呪文の習得と個人の能力 
呪文の使用者は，始めはほとんど呪文を知らな, 

いが，キャラクタレベルが1段階アップするごと 

に新たな呪文を習得していく.平均的なキャラク 

夕ならば，最人級の効果を持つスペルレベル7の 

呪文を身に付けるためには，13程度のキャラクタ 
レベルを必要とするだろう.だが使用者の能力（魔 

法使いに関してはI.Q.の値，僧侶に関してはパイ 

エティの値）が大きければ習得はよりたやすくな 

るはずである. 

□呪文間のあつれき 
呪文は各スペルレベルごとにパワーレベルが定• 

められ，使用可能な回数には制限がある.この制 

限回数はキャラクタレベルと共に上昇するが，無 

制限には増えず，9回を上限とする.ひとつの呪 
文を多用する場合には，それが同じスペルレベル| 

の他の有用な呪文を食いつぶしてはいないかどう> 

か，十分に考慮すべきだ. 



魔法使いの呪文 

攻撃の呪文 

_ 
これは攻撃保門の呪文である.敵にダメージを^*えるこ 

とを目的とし，その及ぼす効果はモンスター1体から1グ 

ループ，そしてすベてのモンスターまで様々である. 

HALITO 

レベル1 効果モンスター1体 

最も低レベルの攻撃専用呪文である.この呪文を唱える 
と，掌から握り拳大の火球が敵に向かって飛び出し，1〜8 

ボイントのダメージを与える. 

しかしこのレベルの呪文を使うならば，KATINOの方が 

はるかに効果があることを知っておくべきである. 

MAHALITO 

レベル3 効果モンスター1群 
この呪文はメイジがまず最初に使えるようになるグルー 

プ用攻撃呪文であろう.レベル1のHALITOの強力なもの 

で，その3倍の効果を持つ火球が1群のモンスターすべて 

に投げつけられる.ダメージは3〜24ポイントであるが， 
通常15〜20程度のダメージが一番多い. 

これは1〜2階を歩き回るパーティには最も有効な呪文 

である.しかし3階にもなると，この呪文だけで倒せるモ 

ンスターが少なくなるので注意することだ. 



MOLITO 

レベル3 効果モンスター1群 

この呪文はMAHALITO M様に複数のモンスターを攻撃 

できるが，拡散する性Hのため1群のモンスターすべてに 
効果があるわけではない.またそのダメージも3~18しか 

ないため，MAHALITOを先に修得したなら，この呪文を 

使用することはまずないだろう. 

DALTO 

レベル4 効果モンスター1群 

この呪文は極低溫の嵐を巻き起こしてモンスターに6 ~36 

のダメージを与える.威力は次のLAHALITOとIHJ程度で 

あるが，特に昆虫系のモンスターには絶大な効果を持って 

いる. 

LAHALITO 

レベル4 効果モンスター1群 

この呪文はレベル3のMAHALITOをさらに強力にした 

ものである.このLAHALITOが作り出す火球は6 ~ 36の 
ダメージを与えることができる. 4階から6階のモンスター 

は，大体この呪文で倒すことができる. 



MADALTO 

レベル5 効果モンスター1群 
このp兄文が起こす極低溫の嵐はDALTO以I•.に強烈であ 

り，8〜64のダメージをモンスターにり-える. 4〜6階の 

モンスターを攻撃すればたいてい死に十:らしめる力?，次の 

MAKANITOの呪文の方が効果のあるときも多い. 

MAKANITO 

レベル5 効果モンスターすべて 

この呪文はメイジが初めて使用可能となる全グループ攻 

撃用p兄文である.この攻撃はヒットポイント40以下のモン 

スターを一瞬にして殺してしまうが，それ以外のモンスター 
はまったく無傷のまま残してしまう両刃の剣である. 3階 

までは無敵の呪文だが，4階あたりからこの呪文の効果を 

逃れる者がいるので注意せねばならない.影響を逃れそう 

なモンスターには，常にフアイターの同時攻撃を忘れない 
ようにすることである. 

レベル6 効果モンスター1群 
この呪文は，モンスター1グループの周りの空間から酸 

素分子を一戦闘時間の間消滅させる.これによりたいてい 
のモンスターは窒息して死亡するが，非常に強力なモンス 

ターはこれに耐えて生き残ることがある. 



ZILWAN 

レベル6 効果アンデッドモンスター1体 

この况义は”不死の:？Tアンデッドモンスター1体に対 
して1000ポイント以上のダメージを^*え，致命的効果をも 

たらす.しかしこの呪文も10階では成功確率が低くなる. 

この呪文はディスペルを持つ者がパーティの中に少なく， 

戦いを長リIかせたくないときに使JfJする. 

なお，迷宮内に出現するアンデッドモンスターは，次に 
示す10種である. 

1 DRAGON ZOMBIE 

2 GRAVE MIST 

3 LIFE STEALER 

4 MURPHYfS GHOST 

5 ROTTING CORPSE 

6 SHADE 

7 UNDEAD KOBOLD 

8 VAMPIRE 

9 VAMPIRE LORD 

10 ZOMBIE 

TILTOWAIT 

レベル7 効果モンスターすべて 

この呪文は周囲の元素に働きかけて核爆発と同じ効果を 

発揮する究極の攻撃呪文である.呪文の効果はすべてのモ 

ンスターに及ぶため，ほとんどの場合敵は全滅する.手強 
い多数の敵に対して使う呪文である. 



攻撃補助の呪文 

これらの呪文はめ:接のダメ ージをモンスターにV•えるも 

のではないが，め:後の攻嘴の威力を增す効果がある. 

KATINO 

レベル1 効果モンスター1群を眠らせる 

これはメイジが必ず最初に修得する攻撃補助の呪文であ 

る.この呪文は1グループのモンスターをい—確率で眠り 
に陥れてしまう.モンスターのレベルによっても異なるが， 

その効果は1~ 2ラウンド持続する.KATINOの効果があ 

るのは動物もしくは人型のモンスターのみだが，迷宮の1 

階ではほとんどのモンスターを眠らせることが可能である. 

多くの敵を相手にするときには，ファイターがひとつの 
グループを攻撃している間に，他のグループをKATINOで 

眠らせておけば，受ける攻撃を滅少させられる.また，寝 
ているモンスターに対する攻撃が成功すると通常の2倍の 

ダメージを与えられるため，ファイターが向か々ている同 

じグループに呪文を唱えて，ヒットポイントの大きなモン 
スターを倒す協力をしてもよい. 

ここで大切なのは，どのような場合でも，まず何よりも 
先にKATINOが唱えられなくては，せっかくの呪文も役に 

立たないということである.したがって，この呪文を唱え 
るキャラクタは，高いアジリティを備えていることが望ま 



DILTO 

レベル2 効果モンスター1群のAC+2 

一般にアーマークラスの低いモンスターはフアイターの 

攻嗲をかわしてしまう確中がぬい.ファイターがどんなに 
ダメージの人きい武器を携えていても，それがモンスター 

に、ぃけこらな,くてはなんにも总味がないのだ.DILTOはその 
ような場合に喵える呪文であり，モンスターをすくませて 

アーマークラスを2 1-.岵させる. 

DILTOの効果は取裎して作用する.つまり2度連続して 

唱えればアーマークラスは4.1-J?•したことになる.その効 

果は迷宮の浅い階では®:‘fc•するだろう. 

MORLIS 

レベル4 効果モンスター1群のAC+4 

この呪文はDILTOの2倍の効果を持ち，1群のモンスター 

のアーマークラスを4上痒させる.この呪义も®複して作 

用するため，.2度連続して唱えればアーマークラスを8 . h 

昇させることができる. 

MAMORLIS 

レベル5 効果モンスターすべてのAC+4 

この呪文はMORLISと同じ効果をすべてのグループのモ 

ンスターに及ぼす.もっとも，ファイターがこの呪文を唱 

えられるメイジと同程度のレベルに上達していれば，すで 

にそのファイターの攻撃成功確率（ストレングスに関係する） 

はかなり高くなっているだろうか4,必要のない呪文でも 



防御の呪文 

メイジは鎧や楣によって•を守ることができない.しか 

しその代わりに，ここにあげたような強力な護身の呪文を 

持づ1：いるのである. 

MOGREF 

レベル1 効果使用者のAC-2 

この呪文はアーマークラスを2下げるが，唱えた者にし 
か効果がないので，メイジが戦闘に出るまでほとんど使う 

こiはないが，もし使用する事態に陥ったら，連続使用を 

して3程度までアーマークラスを下げることを勧める. 

SOPIC 

レベル2 効果使用者のAC—4 

この呪文は1レベルのMOGREFの2倍の効果でメイジ 

の身体を守ることができる.メイジ自身が戦闘しなくては 

ならないときにはまっさきに唱えるべき呪文である. 

MASOPIC 

レベル6 効果バーテイのAC—4 

この呪文はSOPICの効果をパーティ全体に及ぼす.ただ 

し，レベル6といえば他に強力な攻撃呪文がいくつもあり， 

たいていはそちらで敵を倒してしまった方が有効である. 

これはあくまでもプリーストのBAMATUなどが種切れと 

なってしまったときのみに使うべきだろう. 
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移動補助の呪文 

画 
メイジの役割は攻撃のみであるという認識は大きな誤り 

である.迷宮の中でnらの位芯:を兑失ったパーティは，メ 
イジの力を借りることによって止しい道を兄出すことが"I 

能となるのである. 

DUMAPIC 

レベル1 効果パーティの位置確認 

この呪文は迷路の中でどの方角にQ分のパーティが向い 
ており，城の入Uからどの程度離れているかを知らせてく 
れる.これにより方角と位置を正確にマッピングしておく 

と，MALORの呪义により迷宮のどこへでも瞬時の移動が 

口T能となる.なお，このDUMAPICはキャンプ中にのみ使 

用できる. 

MALOR 

レベル7 効果パーティ全員を移動 

この呪文はキャンプ中では指定した座標の位置に，戦闘 
中にはランダムに迷宮のどこかにパーティを移動させる効 

果を持つ.使用にあたっては，現在地と目的地の座標をよ 
〈確かめる必要がある.もし座標を間違えると石の中にテ 

レポートしてパーティが全滅したり，城の堀に落ちたり， 

もっとひどいときには城の上空に出現して地面に叩き付け 
られるかもしれないのである. 
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この呪文はいままでの呪文と違い，奶えた名-に跳ね返る 

_»]■能性がある.しかし，パーティ全ilが死の淵にいるとき 
にはためらわず使用するべきであろう. 

HAMAN 

レベル6 効果 ？？？？？？？？ 

この呪文は次に説明するMAHAMAN t同じ効果を持つ 

が，その威力は非常に微妙で，fl分l'i身に降りかかること 
もある.パーティ企Mが絶体絶命のときにしか使わない方 

が無難である. 

MAHAMAN 

レベル7 効果 ？？？？？？？？ 

この呪文は唱えた者が1レベル分の経験ポイントを失う 

代わりに，次に示す中からランダムに衣ポされた3種類の 
効果のうちひとつを選ぶことができる. 

1 魔物をテレポートさせる 
2 パーテイを守る 

3 死者を生き返らせる 

4 パーティを治療する 
5 魔物を黙らせる 
6 パーティーをN復させる 

7 魔力を回復させる 



1は戦I尚しているモンスターを迷Wの外のイ1‘の屮にテレ 
ポートさせ，令滅させることができる. 

2はパーティ令体のアーマークラスが一1〇までn動的 

にドがり，その効果は戦闘が終わってもnく続く. 

3は死んでいる名•をKADORTOの呪文で蘇中させること 

ができる.また，これは失敗することはない. 

4はパラライズ，ペトリフケーシヨン（石化）の状態にい 
るパーティのキャラクタをW復させる. 

5は無条件でMONTINOの効果をモンスターに及ぼすこ 

とができる.強力な呪文を使用するモンスターに効果 
がある. 

6はパーティ令WのヒットポイントをI口|復する.ただし 

ボイゾン等のステイタスは変化しない. 

7は唱えた者の呪文使用M数を復活させる. 

MAHAMANには以上のような効果がある力す，多用する 

呪文ではない•またレベルが下がってもエナジードレイン 

と違い，ヒットポイントは下がらない. 



僧侶の呪文 

治療の呪文 

これらの呪文はモンスターの攻撃や迷宵の罠などにより 

失ったキャラクタのヒットポイントをM復する. 

レベル1 効果1キャラクタのHP1〜8回復 

プ1ノーストが最初に覚える呪文である.傷ついたキャラ 
クタのヒットポイントを1~ 8の範[相で间復させる.こ■の 

呪文は最初の頃最も多用する呪文である. 

DIALKO 

レベル3 効果1キャラクタのパラライズ解除 

宝箱に仕掛けられた罠やモンスターからの呪文などでパ 
ラライズ（麻痺）したキャラクタを间復させるための呪文で 

ある.この呪文を修得すれば，もう高い金を寺院に献金す 

る必要もなくなる. 

レベル4 ■効果1キャラクタのHP2〜16回復 

傷ついたキャラクタのヒットポイントを2 ~16の範囲で 

回復させる.ときにはDIOSの呪文の方が回復の効率がよ 

い場合もある. 



LATUMOFIS 

レベル4 効果1キャラクタの解毒 

プリーストの呪文の中で最も党えにくい力す，また最も必 

要とする海消しの呪文である.この呪文を修将しないうち 
はIHJじ効果を持つ”POTION of LATUMOFIS”を持ち 

歩くのを忘れてはいけない. 

DIALMA 

レベル5 効果1キャラクタのHP3〜24回復 

傷ついたキャラクタのヒットポイントを3〜24の範囲で 

间復させる. 

DI 

レベル5 効果1キャラクタの死からの蘇生 
後に説明するKADORTOと同じく死着を蘇生させる呪文 

だが，蘇生率は低い.また蘇生したばかりのキャラクタは 
ヒットポイントを1しか持たないため，すぐに戦闘に参加 

するのは非常に危険である. 

この呪文に失敗すると，対象のキャラクタはASHES(灰） 

になってしまい，KADORTOの呪文でなくては蘇生を試み 



MADI 

レベル6 効果1キャラクタのHP全快 
プリーストが修得できる姑人の抬療柷义である.この呪 

文はキャラクタをAi•人ヒットポイントまで治療し，死以外 
のステイタス（ポイゾン，パラライズ，ペトリフイケーショ 

ン，アスリープ）をiK常にWす. 

KADORTO 

レベル6 効果1キャラクタの死からの蘇生 

この呪文は，迷宵の中で必要不可欠なキャラクタが死こ- 

した とき， 大きな賭として使われる呪文である.この呪文 
が成功すればキャラクタは無傷の身体で蘇生するが，1度 

失敗するとキャラクタはASHES(灰）になり，2度失敗する 

と永遠に失われてしまう.この呪文の成功率は使用者のレ 
ベルによつて上昇する.どうしてもこの呪文を唱えるのな 

ら，最高レベルのプリーストに任せるべきである.鐵 



防御の呪文 

濉 

防御の呪文は，モンスターとの戦.いのときにパーティや 

キャラクタのアーマークラスをドげて，敵の攻撃を?1すたり 

にく くするものである. 

KALKI 

レベル1 効果パーティのAC—1 

この呪•文はパーティ全員のアーマークラスを1下げる. 

迷宮の1階で多数の敵にMまれたときなどに存効である. 

PORFIC 

レベル1 効果使用者のAC-4 

この呪文は唱えた者のアーマークラスを4下げる.プリー 

スト身が戦闘に参加しなくてはならない状況になったち， 
すかさずこの呪文を唱えることだ. 

MATU 

レベル2 効果パーティのAC— 2 

この呪文はパーティ全体のアーマークラスを2下げるこ 

とができる.連続して唱えることができ，その効果も蓄積 
される.これによりパーティを敵の攻撃から守ることにな 

る.巨大な攻撃力を持つ相手と戦闘する場合に必要な呪文 
である. 



MONTINO 

レベル2 効果モンスターの呪文の無効化 

この呪文はp兄义を叭える相での周叫に無ftの空間を作り 
出す.呪文は茂声とT•振りによりその効果を発牛:させるの 
で，荇声が伝わらなくては効果は現れない.強力な呪文も 

効果が発揮できなければ無駄に終わる.この口兄文は迷ftの 
奥深くでも効果を発揮する.高レベルのメイジ，プリース 

卜などには有効であろう.多数のモンスターに昭えたとき， 

中には呪文の効果のないものが出てくるかもしれない. 

MONTINOを唱えたからといって安心することは禁物であ 

る. 

BAMATU 

レベル3 効果パーティのAC—4 

MATUの呪文の2倍の効果を持ち，パーティ全員のアー 
マークラスを4下げる強力な防御の呪文である.この呪文 

をMAPORFICと併用すれば，かなりアーマークラスをF 

げて攻撃を受けにくくすることができる.また，この呪文 
は重複して作用するので，連続使用によってパーティのアー 

マークラスをLOまで下げることも可能である. 

MAPORFIC 

レベル4 効果1冒険中のパーティのAC — 2 

防御の呪文の中で効果時間が最長のものである.この呪 

文を1度唱えれば，迷宮を冒険する間アーマークラスが2 

下がり，効果は城に戻るまで続く.この呪文は重複して作 

用しないので1度唱えれば十分である. 



攻撃補助の呪文 

プリーストの攻撃補助呪文は，敵対するモンスターの行 

動を封じるものと，モンスターの:[F.体を知って戦闘法を決 
定するためのものがある. 

MANIFO 

レベル2 効果モンスター1群を戦闘不能にする 
この呪文は1ラウンド以上の問モンスターの逃走あるい 

は攻撃行動を封じる.これはモンスターが軽いパラライズ 
にかかったと見るのが正しいだろう. 

深い階のモンスター相手ではほとんど役にtr.たない. 

LATUMAPIC 

レベル3 効果モンスターの正体判別 

LATUMAPICはパーティが戦っている相手の正体を見極 

める呪文である.この呪文によっ_てハ-ーテイはさらにモン 

スターを見分ける目を養うであろう.敵を知れば戦いも有 
利になるのである.効果は迷宮から城へ帰還するまで持続 



ここにあげるのはプリーストによる攻撃の呪文である. 

特に”BA”という接頭語を持つ呪文は，本来は治療のため 

にあるDIOSやDIALのバワーを逆流させ，モンスターの 

生命力を奪い取るものである.その性質上，効果があるの 
はモンスター1体のみに限られる. 

RADIOS 

レベル1 効果モンスター1体に1〜8ダメージ 
これはモンスター1体に1〜8のダメージを宇える•前 

衛のファイターが死んでしまい，プリーストが自分で戦闘 

する立場になったとき以外は使用することはない.むしろ 

そうなる前にDIOSでファイターを治療するべきである. 

BADIAL 

レベル4 効果モンスター1体に2〜16ダメージ 

これはモンスターに2〜16のダメージを与えるが，BADIOS 

と同様，この呪文を使うくらいならばDIALで戦闘専門の 
ファイターを冋復させる方がはるかに有効である. 



BADIALMA 

レベル5 効果モンスター1体に3〜24ダメージ 

攻撃専用呪文でモンスターに3〜24のダメージを与える 
が，やはり，基本的にはこの呪文を唱える前の状況で前衛 

のキヤラクタをDIALMAで治療するか，下のLITOKAN 

で敵を攻撃する方が有効である. 

LITOKAN 

レベル5 効果モンスター1群に3〜24ダメージ 
この呪文はプリ'ーストが初めて持てるグループ攻撃用呪 

文であり，モンスター1群を炎の塔に封じ込める.そのダ 

メー ジは3 ~24でメイジのMAHALITOに匹敵する. 

この呪文はメイジの攻撃呪文などと同時に使用すると， 
その効果を半減させるかもしれない. 

BADI 

レベル5 効果モンスター1体を死亡させる 
この呪文はモンスター1体に対して冠状動脈硬化を起こ 

させ殺そうと試みる.この呪文の成功率は呪文を唱える者 
がモンスターの力をどれぐらい凌駕しているかにかかって 

いる. 



レベル6 効果モンスター1群に6〜36ダメージ 

この呪文は周Wの空気を急激に移動させて真空状態を起 
こし，モンスターに3~36のダメージを与える.しかし多 

用は禁物である.同じレベル6の呪文にMADIがあるのを 

忘れてはならない. 

MABADI 

レベル6 効果モンスター1体に重傷を負わせる 
この呪文は1体のモンスターに対して1~ 8ヒットポイ 

ントしか残らない重傷を負わせる.死を与えることはでき 
ないが，このMABADIの後に他のキャラクタの攻撃がヒッ 

卜すればほぼ確実にモンスターを倒せる.だがこれもレべ 

ル6の呪文であり，あまり多用すればMADIが使えな〈なつ 

MALIKTO 

レベル7 効果モンスター1群に12〜72ダメージ 

これはメイジの最大級攻撃呪文TILTOWAITに匹敵す 

る呪文である.効果はすべてのモンスターに及び，与える 
ダメージは12〜72ポイントに達する.迷宮の中ではこのレ 

ベル7の呪文は頻繁に使うことがないので，プリーストが 

これを習得したら，思う存分に使うとよい. 



移動補助の呪文 

固 
これらの呪文は，パーティが迷宵を進む際の大きな助け 

となるものである. 

MILWA 

レベル1 効果迷宮を照らす 

迷宮の中で見えないドアを見つけるために使用する呪文 

である.効果は移動を30回おこなう間しか続かないが，隠. 

されたドアなどを探すときには便利である.この呪文は暗 

黒地帯に侵入すると自動的に効果を失う. 

LOMILWA 

レベル3 効果1冒険中迷宮を照らす 
MILWAの効果を迷宫にいる間持続させる.ただし，迷 

宮内でパーティが冒険を中止(QUIT)したときや，暗黒地帯 
に侵入したときは，呪文はその効果を失う. 

LOKTOFEIT 

レベル6 効果自動的に城に帰還 
この呪文はMALORのように座標を設定する必要なく安 

全にパーティを城に戻す.しかし，その代償としてGP t持 

物の半分以上を失ってしまう. 

迷宮の奥で道に迷ったときや，早く城に帰らないと命に 

かかわるtきに持物と引き替えに使う呪文である. 



特殊呪文 

6 
さら.にプf 一■ストは，ここにボす2つの特殊呪文が使用 

できる.1向名•ともパーティの屯還には欠かせないものであ 

る. 

CALFO 

レベル2 効果95%の確率で罠を見抜く 

パーティにとって最も危険なときは，モンスターtの戦 

B8中であることは間違いない.だがf尾よく戦闘に勝ち抜 

いた場合でも，宋箱に仕掛けられた罠によって命を落とす 
ことがある.特にシーフのレベルが低い場合には，罠の種 

類の判別に失敗することが多く，危険である.だがこの呪 

文を使用すれば，95%の確率で仕掛けられた罠の種類を兑 

抜くことができる.ただし，失敗の確率が5 %存在するこ 
tも忘れてはならず，必ずシーフのインスペクトによるN 

時確認をすべきである. 

KANDI 

レベル5 効果行方不明のキャラクタ捜索 
不幸にして迷宮の中で息絶えたキャラクタの位置を確認 

する呪文である.この呪文を唱えるときに注意することは， 
探索するキャラクタの名前を間違えないことだ.名前を間 

違えると呪文はその効果を発揮せずに空振りに終わつてし 

まラ. 
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呪文の有効的な唱えかた 

ウィザードリィの迷‘A-では，モンスターも色々なグルー 
プに分かれて行動している.そしてそのモンスターのグルー 

プによっては，パーティがたいへん位険な場曲'に出会うこ 

ともしばしばある.ここでは場面に応じた呪文の効果的な 

使用法を記しておこう. 

多くのモンスターにWまれたとき 

迷宮のいかなる深さにおいても，出現するモンスターの 

数が多い！：いうことはパーティにとって大きな脅威である. 

ファイターがどれほど強力であっても，彼等の攻撃は1度 

に1体のモンスターを倒せるだけだ.呪文のありがたさを 

身にしみて感じるのは，このようなときである. 

まず，パーテイのキャラクタvベルが1しかない場合を 
考えよう.このレベルでは，メイジはKATINO,プリース 

卜はDIOSが唯一使用可能な呪文である. 

KATINOには，2つの効果があるのは知っての通りだ. 

ひとつはモンスターの攻撃を封じること，もうひとつはモ 

ンスターに対するダメー ジを倍増させることである.だが， 

ヒットポイントの少ない低レベルキャラクタは，まず身を 

守ることを第一に考えねばならない.つまり，このレベル 
ではKATINOはあくまでも攻撃封じの呪文として用いるベ 

きである. 



出現したモンスターが1グループならば，迷わずそのグ 
ループに向けてKATINOを唱えればよい.そして，2グルー 

プ以上のモンスターにMまれた場介は，人数が多い方のグ 

ループにKATINOを唱えて眠らせておき，その間にファイ 

ター達が別のグループのモンスターを倒してくれることに 

期待しよう. 

またプリーストは，いつでもDIOSが使えるような体勢 

を整えておき，ヒットポイントが4分の1に減ったファイ 

ターに向けてすかさず唱えることである. 

これが3キャラクタレベル程度になるとだいぶ違う.メ 
イジは2レベルの呪文まで身に付けているだろうから，ま 

ずKATINOをひとつのグループに唱えて攻撃を防ぎ，次の 

ラウンドではファイターが攻撃しているグループにDILTO 

を唱えるとよい.DILTOによってモンスターのアーマーク 

ラスを上昇させておくと，ファイターによる攻撃の失敗確 

率がぐんと低くなる. 

プリーストはMANIFOの呪文でファイターを援護する 

のもよし，MATUでハ。ーティ全体のアーマークラスを下げ， 
モンスターの攻撃を当てにく くするのもよいだろう. 

そして5キャラクタレベルになれば，そろそろメイジも 

スペルレベル3のMAHALITOが使用できるはずだ.そう 

なれば迷わず，最も多人数のモンスターグループにMA- 

HALITOを唱えよう.いままでは主として防御のために呪 

文を用いてきたが，ここで一気に攻勢に転じるのだ.この 
呪文で1, 2階ではたいていのモンスターを全滅できるか 

ら，ファイターは別のグループに向かわせて構わない. 



プリーストはMANIFOを唱えて1グループを戦闘イ、•能 

に落とし入れるのもよいし，BAMATUの呪文でパーティ 
令体のアーマークラスをドげるのもよいだろう.このレべ 

ルあたりから呪文のバリエーシヨンが広くなる. 

さらに7キャラクタレベル程度になると，各キャラクタ 

はスペルレベル4の呪文まで習得していることが期待でき 
る.メイジがDALTOの呪文を昭えられれば，3階程度ま 
でのモンスターは1グループが全滅するだろう. 

プリーストがMAP0RF1Cの呪文を覚えたなら，迷宮の 

入Uで忘れずに唱えることだ.この呪文により，パーティ 

の全キャラクタはIf険を続けている限りアーマークラスを 

2下げておける. 

パーティのキャラクタも10レベルまで成長すれば迷宮の 

6階程度は気軽に冒険できるだろう.呪文は6スペルレべ 

ルまでは使用可能となっているはずだ. 

メイジはMADALTOの呪文を使用することで1グルー 

プに大量のダメージを与えて倒すことも，MAKANITOの 

呪文で40ヒットポイント以下のモンスターを全滅させるこ 

ともできる.特に多数のグループに出会った場合には，1 

回唱えればすべてのグループに効果の及ぶMAKANITOが 

たいへん役に立つ. 

そしてプリーストはすでにDIALMA級の治療の呪文を惜 

しげなく使えるようになっているだろうし，全能の治療呪 
文MADIを覚えているかもしれない.戦闘中にキャラクタ 

のヒットポイントが下げられたら，これらの呪文を用いて 

すぐに治療した方がよい.このあたりの階ではキャラクタ 



1人の死はパーティの全滅に商結している. 

また，万全の防御対策をとった後で，なぉプジーストの 

力に余裕があれば，LITOKANやLORTOの呪文でモンス 

ターを攻撃することもできる. 

ウィザードリィシナリオ#1のII的のひとつである13キャ 
ラクタレべルに達すると，各キャラクタは7レベルの呪文 

を習得し，迷宮の9階も冒険できるはずである. 4グルー 
プのモンスター集Mに出会っても，メイジのTILTOWAIT 

の呪文で全滅させることができる. 

プリーストはデイスペルのレベルも上がっているので， 

アンデッドモンスターを消滅させることもでき，MALIKTO 

の呪文でメイジの代わりにモンスターを攻撃することもで 

呪文を唱える敵との闘い 

呪文がモンスターに与える強烈なダメージを知る者なら 

ば，逆にそれが我身の上に降りかかってくる恐ろしさも想 
像がつくだろう.モンスターからの呪文攻撃は，何があろ 

うと避けねばならない.ここでは，パーティが呪文を使う 
モンスターと出会った場合にとるべき対策を示す. 

パーティが1階で呪文を唱えるモンスターに出会うこと 

は絶対にない.レベル1〜2のキャラクタからなるパーティ 

は，この1階でまず十分に経験を積むことだ.未熟なキャ 

ラクタが無理をして迷宮の2階以降に下りることは死にに 

いくようなものである. 



キャラクタも3レベルになると迷'A•の2階に踏み込むだ 
けの力をつけているだろう.迷宮の2階には，まずレベル 
1のメイジとプリーストがいる.彼.等はHALITOやBADIOS 

を昭えてくるが，こちらのプリーストがMONTINOを唱え 

ればほとんど無力になる.その間にフアイターの攻撃が成 

功すれば，倒すことも簡申-だ. 

これ以外の呪文を唱えるモンスターに出会ったときは， 
メイジのKATINOやプリーストのMANIFOなどの呪文を 

唱えて行動を封じ，逃げ出すのが得策である. 

迷宮の3階では，レベル3サムライ，ブy—スト，プリー 

ステスなどが出てくるだろう.このあたりの敵は，彼等の 
方からもKATINOやMONTINOを唱えてくる.その先手 

をとって味方のメイジやプリーストにKATINOやMANIFO 

を成功させないt苦しい闘いになるだろう.そのためには， 

少なくともこちらのキャラクタレベルを5程度には上げて 

ぉきたい. 

パーティの各キャラクタのレベルが7に達すれば4階や 

5階へ下りることも不可能ではない.このあたりになると， 

かなり高レベルの呪文を使うモンスターが現れてくる.こ 
ちらのメイジと同程度の力を持つメイジと対決することも 

しばしばである.相手はMAHALITOやDALTOなど，ダ 

メー ジのきつい呪文を唱えてくるので，やはり早めにブリー 

ストにMONTINOを唱えさせ，黙らせてしまいたいもので 

ある. 



10キャラクタレべルになると，迷宵の8階あたりをW険 
してオーガ〇— ドなどのモンスターと呪文の吧え合いにな 

ることがある.呪文を唱える敵tいっても，相T-がメイジ 
やビシヨップであれば，こちらがとにかく先に呪文を成功 

させれば倒すこtもできた.だが，才ーガロー ドなどは大 

ttのヒツトポイントを持ち，少々のダメージを*fえても死 

なないことがある.こんなときは惜しまずに最強の呪文か 

ら使用するべきだ.メイジはMADALTOなどをn,H,え，プ 
リーストはやはりMONTINOでモンスターを黙らせること 

を試みるべきである. 

]_3レベルになれば無敵のTILTOWAITがあるのでかな 

り安心できるはずだが，9階〜10階ともなると，それさえ 
効果のないモンスターが出現してくるのは確実である. 

これがウイルオーウイスプやマーフイーズゴーストなど， 

呪文はまったく効果を持たなくとも，あまり強力な攻撃も 

仕掛けてこない相手ならば話は楽である.それらを相手に 

するには，MASOHCやBAMATUの呪文でこちらのアー 
マークラスを下げて被害を最小限に押さえ，前衛のファイ 

ターに攻撃を任せればよろしい.しかし，グレーターデー 

モンなど呪文を頻繁に唱えるモンスターの場合は，何度も 
MONTINOを唱え，相手が黙るわずかなチャンスがあるこ 

とを祈るしかない.そして危なくなったらメイジのMALOR 

やプリーストのLOKTFEITで，さっさと逃げてしまうの 



仲間を呼ぶモンスター 

キャラクタが最初に仲間を呼ぶモンスターに出会うのは， 

おそらく迷'A•の2階をVi'険しているときだろう，そのモン 
スターとは，クリービングコインである. 

このクリービングコインは，非常に弱い代わりに常に数 

多く群れている.しかも攻撃しているときに大きな声で仲 
間を呼ぶのである.そのため倒しても倒しても数が減らず， 

戦闘を終えるのにたいへん苦労する. 

このようなモンスターは，ファイターのみではとても相 

手にしていられない.彼等を倒すためには，MAHALITO 

などのグループ呪文を用いて一気に殺してしまう力％ある 

いはKATINOやMANIFOで行動を封じ，仲間を呼ばせな 

いようにするなどの手段を必要とする. 

次に仲間を呼ぶモンスターに出会うのは9階からである. 

この階を冒険する頃は13キャラクタレべルに達しているは 

ずであるが，モンスターもそれ以上に手強い.ここで出会 
うモンスターのうち，ブリーブとレッサーデーモンに関し 

ては，基本的にはクリービングコインの場合と同様に， 

MONTINOで黙らせてしまうかTILTOWAITなどで倒し 

てしまえばよい. 

だが最も恐ろしいグレーターデーモンの場合は，仲間を 
呼ぶ以外に強力な呪文も唱えてくる.しかもこちらの唱え 

る呪文を95%という高率で無効化してしまう.よほどヒッ 

トポイントに余裕のない限り，MALORなどで逃げる方が 

無難であろう. 
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秘技グレーターデーモンの養殖 

ウイザードリィにおいて-V-くレベルを|..げるには，1M 

のW険でできるだけ多くの経験ポィントを得る必要がある. 

多くの経験ポイントを得るには，キャラクタのレベルに 

応じていろいろな方法がある.10レベル程度のキャラクタ 

ならばモンスターアロケーシヨンセンターの前を往復する 

こ■ともひとつの手段であるし，13レベルを超えたパーティ 

ならば9階に行き，フロストジャイアントなど大量の経験 

ポイントを稼げるモンスターが出てくるまで，"FIGHT" 

しないで” RUN”するという方法もある.しかし，パーティ 

全員のヒットポイントが200を超えているような場合には， 

もっと効率的な方法，1冋の戦闘で100万を超える経験ボィ 
ントを得る方法がある. 

前項で述べたグレーターデーモンは，1匹倒したときに 

得られる経験ポイントが44090ポイントと非常に大きい.も 
しもグレーターデーモンの攻撃を封じることができれば， 

助けを呼んでやってきたものだけを倒し続けることによっ 

て1回の戦闘でいくらでも経験ポイントを得ることができ 

る. 

ウィザードリィでは，MONTINOの呪文で沈黙させられ 
たモンスターが仲間を呼んだ場合，やってきたモンスター 

も沈黙させられている..卞.に呪文によってすさまじい攻撃 

をしてくるグレーターデーモンも，一度MONTINOが効果 
を持てば，非常においしいモンスターになってしまうのだ. 

ただし，グレーターデーモンは95%の確率でプレイヤー侧 



の呪文を無効にするので，MONTINOをかけるのにはかな 

りの危険をともなうことも確かである. 

H体的にこの”グレーターデーモンの養袖:”を行うには， 

次のようにする！：よい. 

①まずグレーターデーモンだけを残して，他のモンスター 

② 次に，MONTINOを唱えられるキャラクタ，および 

” STAFF of MONTINO” を持っているキャラクタは 

すべてMONTINOを唱え，それ以外のキャラクタはす 
ベて防御の呪文を唱えるか”PARRY”をおこなう.こ 

こでグレーターデーモンはMADALTOなどのすさま 

じい呪文攻撃をしてくるので，プレイヤーはそれに耐 

えられるだけのヒットポイントを持っている必要がある. 

③ グレーターデーモンが5匹ぐらいになったら，それ以 

降は増えた分だけを殺す.この時，グレーターデーモ 
ンのパラライズとポイゾンの攻撃には注意し，プリー 

ストのDIALKO, LATUMOFIS, MADIなどの呪文 

の残量を考えながら戦う. 

また，MAHAMANの「まものをだまらせる」効果を使 

うと，ヒットポイントが少ないときでもより確実に，簡単 

に養殖を開始できる.MAHAMANは呪文の使用者の経験 
ポイントを下げてしまうが，グレーターデーモンを倒せば 

それ以上ね黒字になるので，安全にレベルを上げることが 

できるのだ.この方法を使うと，1時間に70万ポイントぐ 
らいのペースで経験ポイントを増やすこともできるだろう. 



用途別呪文効果一覧表 

ここに呪文の一覧を示す.効果やダメージの欄における 

略り-は，その対象が以下のものであることをボす. 

(単).モンスター申-体 

(グ）.モンスター1グループ 

(全）.すべてのモンスター 

(Q)……呪文の使用者自身 

(パ）……パーティ全体 

攻撃補助の呪文 

レベル 名称 効果 

Ml KATINO 催眠41 (ダ） 

M2 D1LTO AC + 2 (ダ） 

M4 MORLIS AC + 4 (ダ） 

M5 MAMORL1S AC + 4 (全） 

P2 1 MANIFO 麻库-2 (ダ） 

LATUMAPIC 正体判定 *3(全） 

(*1)モンスターは戦闘不能となり，また呪文に捕 
らえられた状態のモンスターには，通常の2 

倍のダメージを与えられる 
(* 2)同上 
(* 3)パーテイが城へ帰還するまで効果は持続する 
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レ人ル 名称 効果 

P1 DIOS 卜8HP酿 

P3 DIALKO パラライズ治癒 

P4 DIAL 2〜16HP间復 

P4 LATUMOFIS 毒消し 

P5 DIALMA 3〜24HP冋復 

PS DI 死からの蘇生*1 

P6 MADI 令HPと障害冋復 

r7 KADORTO 死からの蘇生*2 

(氺1)1HPのみM權 

特殊な呪文 

V命 名称 効果 

M6 HAMAN 危機の回避 

M7 MAHAMAN 危機の间避 

P1 MILWA 光（30移動の間） 

P2丨 CALFO 罠の判別 

P3 LOMILWA 光（1H険の間） 

KANDI キャラクタ捜索 











迷宮巡覧 

ウィザードリイの迷'A•の中には，通常の廊_ドや部展tは 

異なる特殊な力を秘めた場所が散在している.たとえばM 

え_ないドア，n分の鼻先さえ見えない喑憊地帘，特定の場 

所からパーティが前進することを妨げる関門，落とし穴， 
M転する床など，これらの地帯の存在はモンスターとの闘 

い以上にパーティを消耗させるものとなるだろう. 

ここでは，迷宵の地下1階から地-ド4階までに隠された 
これらの様々な仕掛けについて紹介しよう. 

1階 

迷宮内の特定の場所には，特殊なアイテムが隠されてい 
る.そして，ある特定の場所から先に進むためには，それ 

らの特殊なアイテムを必要とする. 

1階に隐されている特殊アイテムは2つある.そのアイ 

テムとは，"KEY of SILVER(銀の鍵）”と”KEY of 

BRONZE(青銅の鍵）”である.これらの鍵のひとっは，あ 

る角を右に曲がって2歩進み右を向いた場所にある見えな 
いドアの向うに，_ひとっはある部屋の三方を囲む数多くの 

ドアのどこかに隠されている.この2_つの鍵を手に入れて 

おかないと，2階へ進んだときに侵入できない場所がある 

だろう. 

また闇の呪文によって通路が見えない暗黒地帯の中にも 

重要な個所がある.闇の兄文のかかっている場所ではMILWA 

もLOMILWAも効果がないが，ここを探索しなくては，迷 
宮の奥へ進むことは難しい. 
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2階 
ここではまず，1階で兄つけた2つの鍵を使って，2つ 

のスタチュア（彫像〉を手に入れる.それは鍵なしでは佼入 
できない個所のどこかに隐されているはずの”STATUE of 

FROG(蛙の彫像厂と"STATUE of BEAR(熊の彫像）” 

だ. 

この2つの像を手に入れると，この2階の別の場所にお 

いて”KEY of GOLD(黄金の鍵)”が隐された地帯に侵入 

できる.黄金の鍵をT-に入れるには，かなりの努力が必要 

である.そしてこの黄金の鍵がないと，4階の重要な部分 

で進入を阻止されてしまう. 

3階 

この階には特に隠されたアイテムはない.しかしこの階 

はキャラクタ殺しの迷路になっている.等間隔に区切られ 

た通路には，ターンフロアとピットが仕掛けられている. 

ターンフロアは自動的に冋転してキャラクタの現在地を迷 

わせるのでマップを書いているときは注意することだ.ピッ 

卜はキャラクタが落ちるとダメージを与える. 

ここで道に迷うと，ピットに落ち続けてキャラクタが死 

んでしまうことがある.ピツトに落ちないようにするには 
”0” キーでオプシヨンウィンドウを消し，床の模様を確か 

めることだ.模様のない所はピットの可能性がある. 

しかしキャラクタのレベルを上げるには，モンスターの 

出現率とその経験ポイントが高い3階はたいへんに有利で 

あるため，避けてはいけない. 



4階は非常に承要な階である.ここの階からそろそろ魔 

法の品物が屯箱の中に入っている. 

この階には"TESTING GROUNDS CONTROL CEN- 

TER(試験場管理センター）”があり，その中には"MONSTER 

ALLOCATION CENTER(モンスター配備センターr t 

"TREASURE DEPOSITORY(节物庫)”の部屋力5ある. 

ここには必ずモンスターが出てくるので，経験を積む絶好 

のチヤンスである.ただ非常に強力なモンスターも出てく 

るので注意が必要だ. 

ここの階のどこかの一方通行の部屋に/’BLUE RIBBON 

(青いリボン）”というアイテムが隠されている.iの！？ボ 

ンを手に入れなくては，9階までの直通エレベーターは使 

用できない.迷宮の奥に進むにはどうしても必要なアイテ 

ムだ- 

しかし， このアイテムをパーティに渡さないために，強 
■力なモンスターパーティが必ずその場所を守っている•最 

低でも7キヤラクタレべルがなくては，このアイテムを手 

に入れることはほとんど不可能である.また，このモンス 

ターパーティを倒せぱ素晴らしい宝が手に入るのは間違い 
ないが，その中に呪いのアイテムが潜んでいることもある 

ので注意せねばならない. 

ここの階の攻略は，ウィザードリィの中盤における最大 

の山場である.ここさえ越えれば，後は着実にキャラクタ 
レベルを上げていけるはずだ.ヮードナを倒す日も遠くは 



K 

ウィザードリィの迷宵の奥でモンスター達がせっせと貯 
め込んでいる卞は，屯箱に収められている.しかしその箱 

には恐ろしいKが什掛けられているのだ.狡猾に仕掛けら 

れたfe険な罠は，ときにパーティ令Mを死に致らしめる. 

数多くの罠を外し，数多くの兔を手に入れてきたシーフ 
達が，ギルガメッシュの酒場で私に話してくれた罠の全容 

をここに記そう.しかし彼等でさえも，ときには罠を外し 
損ね，生死の境をさまよったことがあるのだ.これを読む 

貴方も，罠には十分に気をつけることだ.モンスターを殺 

した後に罠にかかって死んだとあっては，勇者もうかばれ 

ない. 

Kの種類と危険性 

スム4沢M(警報） 
箱の中に取り付けられている警報装置が作動すると，凄 

まじい音が迷宮の中に響き渡り，近くにいるモンスターの 

一群がその場所に駆けつけてくる.罠の作動によるダメー 
ジはないが，強敵のモンスターを再び相手にしなければな 

らない危険は，冒さぬに越したことはない. 

BLADESVm 

このブレードという罠は，箱の縁に仕掛けられた銳い刃 

力?，開けようとしたキャラクタにダメージを与える.ヒッ 

トポイントの低いときは恐ろしい罠である. 



CROSSBOW (クロスボウの矢） 

箱の中には，その屯をT•に人れようとする名•を名し貫く 
クロスボウの矢が仕掛けられている.この欠は箱を開ける 

と突然飛び出し，パーティの誰かに)1'〗たる.低レベルのキヤ 
ラクタには非常に危険である. 

EXPLODING 忍0X(爆発） 
蓋を開けると同時に，パーティの仝員は凄まじい爆発に 

巻き込まれ，5〜50ポイントのダメージを竽えられる•こ 

の爆発の罠を仕掛けた箱こそ，EXPLODING BOXなのだ. 

迷宮の中の罠では，最も恐ろしく威力のあるものだ. 

GAS忍(ガス爆弾） 

この罠は，宝と共に箱の中に毒ガスの瓶を秘めている. 

不用意にこの箱を開けたり，罠の解除に失敗すると，たち 

まちパーティをガスが取り巻く.素早く息を止めた者は幸 

運である.そうで:ないものは毒を受けてしまう.迷宮の奥 

深くで全員が毒に冒されることもあるのだ. 

MAGE BLASTER(メイジ痛撃） 

この罠には，魔法使いの呪文を唱える者だけに有効な呪 

いが封じられている.この罠が効果を発揮すると，メイジ 
やサムライは凄まじい苦痛を受け，不幸な！：きには石化し 

てしまい，軽くても身体を麻痺させられてしまう.DIALKO 

やMADIを持っていないパーティでは，迷宮の奥でメイジ 

が戦闘不能に陥ってしまい，致命的な結果となる. 



POISON NEEDLE(苺針) 

非常に小さな針が蓋の裏に化掛けられている.開けよう 
とした名•は，指：tにほんのかすかな痛みを感じるはずであ 

る.什掛けられている猛商は，そのわずかな傷から身体に 

fi入して刻一刻とヒットポイントを失わせ，死の足宵をW 

かせるのだ. 

PRIEST BLASTER (プ')ースト痛撃） 
この罠は，プリースト，ビショップ，そしてロードに凄 

まじい苦痛をリ•え，イ;化あるいは麻痺させる.本来ならば 

石化や麻痺の状態からキャラクタを[口」復させるプリースト 

H身が行動不能になることは，まさに非常事態である. 

SPLINTERS mm 

これは，手をかけた瞬間に箱の蓋がばらばらの破片になっ 

て飛び散り，パーティにダメージを与える罠である.ダメー 

ジ自体は低いが，危険な罠のひとつである. 

STUNNER(スタン十、 

この罠には，誰でも箱を開けようとした者を麻痺させる 

呪いが封じてある.罠の解除にしくじった者は，100%身体 

の自由を奪われてしまう. 

TELEPOR TER (テレポータ） 

この罠が作動すると，パーティは一瞬にして中の宝もろ 

とも迷宮のどこかに運ばれる.幸運なら上の階へ，不運な 

ときはより深い階へ，そしてときには石の中に実体化して 



休总 

ウイザードリイの沘界の屮心はトレボーの城である.こ 

の城の中には，迷穴のw険で体力をm耗し#くしてづわて 
きたキャラクタ违をm很させ，所たな\f険へと如かわせる 

ために，必要な設備がすべてそろっている. 

ここではそれらの設備を利〗Hするときにかかる料金や， 

それにより受けられるサービスについて,k!そう. 

W険再達の宿 

W険名•達の帘は，迷宵の危険な旅から帰ったパーティに 
なくてはならない場所である.ここで休总することによっ 

て，キャラクタのヒットポイントはW復する.またそのW 

険で得た経験ボイントが十分に大きくなっていれば，キャ 
ラクタを次のレベルへもhげてくれる. 

ここの宿では，料金に見合ったサービスをしてくれる. 

ft分のふところ具合と相談し，次の5つのコースから好み 

のものを選べばよい.ただし，Aの”馬小屋”に泊まった 
場合には，ヒットポイントはM復しない.B〜Eのコースで 

は，金がかかるほどサービスがよく，傷の治りも〒-い. 

A馬小屋 

B簡易寝台 
C エコノミールーム 

D スイ—トルーム 
E ロイヤルスイートルーム 

〔無料！〕 
10GP/1週間 

100GP/1週問 

200GP/1週間 

500GP/1週間 

14〇 



ているキヤフクタに対しても，蘇生の睨文を喵えてくれ 

これは必ず成功するもの'ではなく，失敗するときもあ 

い，寺院の僧は呪文が失敗したからtいづて寄付金を返 
てはくれない.H方がイ、'fをいっても，呪文の効果がな 

0は，倍心が足りなかったからだUい訳をするだけで 
る. 

孕院で必要となる寄付金の額を_ドに記しておこう.レ■ベ 
:二よって基本の寄付の額が倍になっていくので.V. くプ 



呪いの解除 

迷宫の中で拾ったアイテムの中には，呪いのかかった恐 
ろしい物もある.そんな呪いのアイテムを誤って荞用して 

しまったときはボルタックの店に行くとよい.ボルタック 

はその呪いを解除し，キャラクタを再びa由にしてくれる. 

このときには，品物にかけられた呪いの力に兒合うだけの 

人金が必要である. 

しかし，十分な経験を積んだプリーストがいれば，ボル 
タックに頼らずに"兄いのアイテムを外す方法がないことも 
ない.その方法とは，LOKTOFEITの呪文を使用することだ. 

この呪文は，本来は迷宮の中から安全に城に帰るための 

ものである.だが，それと引き替えに，装着しているアイ 

テムと持っているGPの半分を失ってしまうという欠点も持っ 

ていた.ここでは，この欠点を逆手にとって，呪いのアイ 

テムを消してしまおうというのである. 

まず呪いのアイテム以外のすべてのアイテムとGPを他の 

キャラクタに渡し，呪いのアイテムを装着しているキャラ 

クタとプリーストだけで迷宮の1階に降りることだ.L0- 

KTOFEITの呪文は戦闘状態のときにしか使用できないの 

で，1階のどこかの部屋のドアを開けてモンスターに会い， 

戦闘状態になったらすかさずLOKTOFEITを唱えればよい. 

城に帰ったときには，たいていすべてのアイテムを消失 

しているはずだが，まれに運悪く残ることもある.その場 

合には，再び同様な操作を繰り返せば，どんな呪いのアイ 

テムも外れるだろう. 
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アイテム全リスト 

ウイザードyイの世界に登場するすべてのアイテムをここ 
にまとめる 
各項hは，以ドの意味を持っている 

AC 

アイテムを装着したときにドがるアーマークラスを表す. 

ST + 

この数値はそのアイテムを使用する若のストレングスに 
加算され，攻撃成功率を卜.好-させる. 

DAMAGE 

攻撃が成功したときにモンスターに7える1间の夕* メー 
ジを友している. 

AT^r 
キヤラクタレべルが低いと1ラウンドあたりの攻撃|u|数 

も少なくなるが，このAT +が付Mするアイテムを使用す 
ると，敁低でもこのM数は攻擊できる（ただし，それが成功 
するかどうかはストレングスの問題である）. 

PRICE 
ボルタックでHう場介の値段である.それをボルタック 

にゾdるときには，T•額となってしまう. 

NLSBTPMF 
乒ンジヤ，ロード，サムライ，ピショップ，シーフ，プ 

リースト，メイジ，フアイター，の頭文卞を衣し，“ •”が 
ついている品物はそのクラスが装荞できる. 

AFTER -USE 
アイテムにMじられているスぺシヤルパワーや呪文を使 

1IJした場介，そのアイテムが壊れる"J■能忭，および壊れた 
あとの結米を衣す. 

HEALING 
そのアイテムを装矜している場介に，n動的にm復して 

い〈ヒットポイントを衣している.移動時と戦闘時に1M 
の行動ごとにこの数侦ずつ|»|復する. 
V_ ノ 



A武器^ 

ITEM NAME ST+ DAMAGE AT+ PRICE NLS BTPMF AFTER-USE AC 

LONG SWORD 4 1—8 25 

SHORT SWORD 3 1-6 15 • •• -參--• 

ANOINTED MACE 2 2 — 6 30 

ANOINTED FLAIL 3 1-7 150 •••- 春-# 

STAFF 0 1-5 10 

DAGGER 1 1-4 5 參參 

LONG SWORD+ 1 5 2-9 2 10000 

SHORT SWORD+ 1 4 2-7 2 15000 參-# 

MACE+ I 3 3-9 2 12500 

LONG SWORD + 2 6 3-12 3 4000 

SHORT SWORDS 2 5 3-9 3 4000 •參-• 

MACE+ 2 4 3 — 10 2 4000 

STAFF+2 2 3-6 1 2500 

DAGGERS 2 3 3-6 8000 •拳#-#-參癱 

EVIL SWORDS 3 7 4 — 13 4 50000 

EVIL S-SPVORD + 3 6 1-6 4 50000 參•參# -• 

STAFF of MOGREF 4 1-6 3000 -參- 25% BREAK 

SLAYER of DRAGONS 1 2-11 1 10000 

WERE SLA YER 5 2-11 2 10000 

MAGE MASHER 5 2-7 2 10000 •••-參--• 

MURAMASA BLADE 8 5—50 3 1000000 50% BREAK 

BLADE CUSINART 6 10-12 4 15000 

SHURIKENS 7 11-15 3 50000 •- 50% BREAK 

MACE of POISON 3 1-8 2 10000 

STAFF of MONT1NO 1 2—6 1 15000 -••拳拳- 10% STAFF 

DAGGER of SPEED -1 1-4 7 30000 •-•- +3 

DAGGER of THIVES 5 1-6 4 50000 100% BREAK 

LONG SWORD-1 -1 1-8 1000 

SHORT SWORD-1 -1 1— 6 1000 

MACE-1 -1 2-3 1000 春# 

SHORT SWORD-2 1 1-6 1 8000 

MACE-2 0 1-8 8000 

STAFF-2 -2^ _ — 8000 • ••癱•康癱象 





ウィザードリイプレイングマニュアル 
折0込み 

楣，小手，ヘルメット^^ 

ITEM NAME AC PRICE NLSBTPMF AFTER-USE 

SMALL SHIELD -2 20 拳#•拳##-參 

LARGE SHIELD -3 40 

SHIELD + 1 -4 1500 

SHIELDS 2 -5 7000 

SHIELD + 3(E) -5 25000 

SHIELD+ 3 -6 250000 

SHIELD-1 -5 1500 

SHIELD- 2 0 8000 

GLOVES of COPPER -1 6000 

GLOVES of SILVER -3 60000 

HELM -1 100 

HELM 十1 —2 3000 

HELM + 2(E) -3 8000 

RING of MALOR -2 25000 100% HELM 

HELM CURSE -— 50000 

魔法の道具 

ITEM NAME AC PRICE NLSBTPMF AFTER-USE HEALING 

AMULET of MANIFO 15000 -• _ _ io% BREAK 

AMULET of MAKANITO 20000 

AMULET of JEWELS 5000 

RING of PORFIC 10000 

RING of HEALING 300000 1 

PRIESTS RING 500000 

RING of DEATH 500000 -3 

ROD of FLAME 25000 • • - - • 10% BREAK 

スクロール^^ 特殊アイテム^^ 

ITEM NAME PRICE NLSBTPMF AFTER-USE ITEM NAME PRICE NLSBTPMF 

DIOS 500 STATUE of BEAR 

LATUMOFIS 300 STATUE of FROG 

SOPIC 1500 KEY of BRONZE 

DIAL 5000 KEY of SILVER 

KEY of GOLD 0 

ポーシヨン^^ 

ITEM NAME PRICE NLSBTPMF AFTER-USE 

K ATI NO 500 

HALITO 500 

BA DIOS 500 

BADIOS 500 

LOMILWA 2500 

DILTO 2500 

BADIAL_ 8Md 一 
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PC-9801F/VF/M/VM/U 

Xl/turbo 
FM-7/NEW7/77 
APPLE II/ + /C/E 
IBM-PC/Jr/JX 

これらのどの機種でゲームを 
お楽しみの方にも本害はご利 
用いただけます。 

ウイザード1」イプレインクマニユアル 



贤名-ウラサムの下に今日も悲報がもたらされ 
た。満足な装備も持たずにW険に出た若者が， 

迷宮の中でモンスターに倒されたのだ。さて 
さて世の中には無謀な人問が多いことよ。蛮 
勇のみではW険の成功は望めないということ 
を，彼等はもっと肝に命じて知らねばならぬ。 
かくしてW者ウラサムは，生涯の大半をftや 
して得たWizardryの世界に関する様々な知 

織を皆に語り始めた……。 
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