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モンスターマニュアル 
敵を知り、己を知れば百戦危うからず。古代の格首を持ち 

出すまでもなく、的の特徴を知ることは、自己の能力を知る 
ことと共に戦關の基本である。/J利が生を、耽lb*、死を意味 
する迷宮ではなおのことだ0魔物たちの姿、分布、実力を分 
析し、モニター内のウインドウ形式で表示する。 

UJ 
体力に優れ高い攻繫 
力を持ち_夕擎の 

物たちにつくマーク 
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「秘めて 

強力な下層のモンスターたち 
迷宮の探索も下層になってくると、a 

るモンスターたちもおそるべき能力を秘^ 
いる。単純に打華力だけを誇るような敵はい 
なくなり、多種多様の特殊能力を持っている 
のか。^§になる。魔法の抵抗力を低下させる 
フイスノイトが、新しく僧侶系呪文のレベル 
5に追加されたことを考えても、敵の恐ろし 
さが想像できる。しかし、魔法の^力など 
はましようがあるか力で石化 
能力や毒を含むブレスなどはもつとやっかい 

3〇 
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同名多種のゾンビたち 
ここで紹介したジャイアントゾ 

ンビやドラゴンゾンビと迷宮内で 
遭遇すると、違うグラフィッ 
出現することがある0慌ててバグ 
だとかミスだとか思うのは早計だ。 
ジャイアントにポイズン、ファイ 
ヤー、フロストの種類があり、t 
ラゴンも同様で、ゾンビになる前 
の生物のグラフィックか使われて 
いるのだ。もちろん、能力もそれ 
ぞれ違っている。ドラゴンソ 
で1_だけ元の生物にドラゴン 
という名力ぐついていないものがあ 
るが、それはオロチのゾンビであ 
る。すべて強敵で苦労するのだが、 
こういうアイデアはやっていてプ 
レイヤーを楽しませてくれる。 ◄ 

◄ 
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ウイザードリイの世界に生活する人類（人間族ではなく、 
それを含めた''人#と称される者たち）は以下の5種族であ 
る。それぞれに肉体的な特徴があり、特に身長にそれか願著 
であるため判別はたやすい。 

我々の世界のホモサピエンスと同一 
の多数派衝^0能力的にはどんな職業 
でもそつなくこなすが、現実主義で信 
仰心力％いために僧侶系、蘇生呪文の 
失敗が目立つ。忍者などの、前衛のェ 
リートクラスを自指すのであれば、パ 

種族 







戒律に縛られた善悪の世界観 
ここでいうところの善悪は、そのキャラク 

夕の存在そのものを表すものではない。悪の 
性格=悪人、とはならないのだ。人類全体と 
しての世界における善悪の度合いはほぼ一定 
であり、たとえば悪の性格の者であれ悪魔や 
ゴブリン以_bに悪しき存在ではないのである。 
しかしこの善悪は戒律という形でキャラク 

夕の行動を制限するために、善の者と悪の者 
が通常のパーティを組むことはできない。こ 
の点で、中立の者はどちらの戒律の者とも組 
めるので優遇されている。もし戒律において 
相反する行動を取らざるを得ない場合、善か 
悪、どちらかの者が戒律を破らねばならなく 
なる。このようなことを繰り返していると、 
そのキャラクタの1生格が変イ匕してしまうこと 
にもなりかねない。 

善と悪のどちらにもとらわれない、無戒律 
の者たちがこの中立に当てはまる。そのとき 
の状況に合わせて自由に行動し、善悪どちら 
とパーティを組んでも己の流儀で問題を起こ 

すことはない。両者の間を取り持つ役目もあ 
る重要な連中である。しかしその自然体の性 
格のためか、あまり強い指向性がなく、神に 
対して絶対の信仰を必要とする僧侶系呪文を 
操る職業には、変身アイテムを使用しない限 
り就くことはできない。組めるパーテイの戒 
律や、友好的な敵に対する行動の制限がない 
代わりに、職業的な制限力％の戒律よりも少 
し多くなっている〇しかし、パーティの中に 
—人はいると便利だ。 



冒険者が選ぶべき職業には4種の通常クラフ 

■Hjlt 種の複合職•エリ-トクラスの合計8種があそ 
Mnlr，のクラスに就くために必要な条件が定められマ 

■ トクラスは文字通りその条件かitしくなってし 

肉弾戦が身上の猛者•前衛 
戦士 FIGHTER I 

盗賊に次いでレベルアツプが早く、、 
最も多くの武具を使いこなす。直接攻' 
擊<7)メイン0体力の伸びの良さが何よ 
りも魅力である。この職に適した種族 
は、力と生命力のパラメータが高いド 
ワーフである。ファミコン版の以前の 
シナリオでは、エリートクラス（特に 
侍）への転職をするための前段階とい 
うイメージが強かったカヾ、最近ではそ 
ういうこともない0冒険の後半でも専 
用の武器を駆使して、敵をどんどん倒 
してくれる力強い職業だ。戦士になる 
ための性格の制限はなく、どの戒律の 

東方より伝わった職業で、現在では 
エリートクラスのひとつとして確立し 
た魔法剣士。レベル22で魔術師系呪 
文をすべて修得する。しかし、前衛に 
この職業を置く場合はほとんどその呪 
文を使うことはないだろう0それより 
も武器による物理的な攻擊をしたほう 
が、圧倒的に有利である。パーティ全 
員が非常に強くなった状態では、4人 
目に置いておくのもいい。この職に就 
ける性格は巻か中立で、ドワーフが種 
族的には向いている。戦士からの_ 
が多いが、ボーナスポイント次第では、 
最初から連れていくことも可能である。 



戦士と同等の能力を持ちながら、神 
の加護によって僧侶の能力をも兼ね備 
えるエリート。レベル16で僧侶系の 
全呪文ををマスターする0今回のシナ 
リオでは、戦士とこの君主が装備的に 
優遇されており、攻擊力、防御力とも 
に順調に伸びていく。レベル9から僧 
侶と同様に、アンデッドの敵を解呪す 
るデイスペルの有g力も慊わっていく。 
この職に就ける性格は、蕃のみ。初め 
につくることはできずに、キャラクタ 
を成長させて転職かアイ 
りるしかない。転職であれば、 
僧侶からがいいだろう。 

侍と同じく東方から伝わってきたエ 
リートクラスで、盗賊の技能を合わせ 
持っ戦棚m敵の急所を突き、一擊 
で仕留めるクリティカルヒットの能力 
を持つ。何も装備をしなければ、一定 
のレベルアップごとに防御力が上がっ 
ていくという特殊な_。今回の冒険 
の地アルマールは東方世界に近く、迷 
宮の中では侍や忍者専用の武具を発見 
する機会も多くなっている0忍者にな 
れるのは悪の性格の者だけで、これも 
転職かアイテムの力を借りないとつく 
ることのできない職業だ。宝箱を開け 
る能力は、盗賊と比べると若干劣る。 

I忍者 



呪文•ア>fテムで後方援護•後衛 

呪文は使用できないが、後鋪tでは 
攻擊f直が最も高くなるはず内4ャラクブ 
夕。戦闘後に宝箱の罠奢はず淨技術は' 

全職内でトップを誇る。今_シナリ 
才では、忍者と盗賊にネカウトと 
いうものがついて、シ4,クレ少:冰ド欠 
を「感じる」ことがでぎ本よう 
た。miEを感じたら、そめ近くuシー 
クレットドアがあるというifとだ。 
のために、序盤から盗賊はに必要 
な聰龚になった。この職に_る性格 
は、悪か中立0 ®笑はホビット、、\、い。 
後半で忍者への転職を考えているので 
あれば、悪を選ぶしかない。 



!p— 

魔法攻擊が中心となる後衛の職業で、 
体力は劣る力M舜にして敵を壊滅状態 
にするだけの強力な呪文を操る。全7 
レベルの呪文を覚えるのは、キャラク 
夕のレベルが13のときだ。今回のシナ 
リオでは、カニト、ラザリクという二 
つの新しい呪文も追加され、よりたの 
もしい存在となった。序盤では、その 
体力のなさから簡単にやられることも 
あるが、大事に育てれば必ず報われる 
職業でもある。性格による制限はなく、 
種族的にはエルフがもっとも適してい 
る。装備アイテムにも恵まれないが、 
冒険も後半になればそれほどでもない。 



ぎラ久^ メイキング時(ごはでで 

就嫌^^ 

職業選択時に注意す， 
S、ず、パーテイをどのよfな編成に 
ということ。戦士ばかり、魔術師ばかりを選 
んだところでパーティの利点はない訳で、仲 
間にしたいキヤラクタにはそれぞれに武器を 

して宝箱の罠の解除の役割を、振り当ててい 
かなければならない。 

仁はそのキャラクタをどう育 
..„転職して忍者や君主などのエ 

会や他の職業にするつもりなら、 
-の形でのノ、。ー テイのバランスも考える必要 

からだ。変身アイテムは迷宮の終盤に 
んか登場しないため、それを待たずに転職と 
なると（キャラクタのレベルが丨にもどされ 
るために)、パーテイの総合力低下は目に見 
えている。例えば僧侶を君主にしたなら、治 
療呪文の減少を補うために魔術師を僧侶か司 
教に、そして戦士を侍にして攻擎B兄文の補助 
をするなど。後々のことまで熟考すべきだ。 

如、、つ一: 
ねんれぃ1^ 

HP 13/13 AC 1< 
し、、<*5たい=せいし、、次ラ 
けいけんち 〇 
=1、、ールト、、 - 150 

4霖5 
こがI 

3RD-MAN a 
L 23 □-卜、、 
ぜいか<=ぁく 

gむぅ1努话g?が 
けいけんち 406560< 
3、、ールト、、 685< 
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せ觸 SI H II 
ラんのつよ芒 6 つの 

しんJS!義 IFSF 1^1 
せぃ鱗411 fiU 
ラんのつよさ16 で下 

クラス S • 1 • P • V • A •し 性格 

戦士 (FIGHTER) 11- 善•中立•悪 

魔術師(MAGE) -•11- 善•中立•悪 

僧侶（PRIEST) 一• — *11* 一 • 一 •一 善•悪 

盗賊(THIEF) 一• 一 • 一 . 一 •I")•一 中立.悪 

司教(BISHOP) -•12 _ 12- 善•悪 

侍(SAMURAI) 15-11•10-14* 10-- 善•中立 

君主(LORD) 15-12 -12-15 -14-15 善 

忍者（NINJA) 15-17-15-16-15-16 悪 



PARAMETER 

特性値 
特I生値とは、そのキャラクタがどれだけの 

能力を持っているのかを示す値であり、クラ 
ス選択の条件にもなる冒険者にとって極めて 
重大なパラメータである。 

6種に分類された能カレべノレ 

武器による直接攻華を、相手にヒットさせ 
る能力値で、高ければ高いほどミスが少なく 
なる。ACの低;い敵にダメージを与えるため 
にも、戦士や侍などの前衛のクラスには特に 
重要な特性イ直である。武器にもこのポーナス 
値が設定されていて、例えば力が最高値20 

のドワーフ戦士でも、いい武器を持たせるこ 
とによって、より高いijf擎力を得ることか*ij 

能になる。実際は20以上になっているのだ。 

魔術師系の呪文を操るために必要な特直 
であり、呪文修得時にはこの値が高いほど、 
覚える呪文の樹頁が多くなる。ただし呪文を 
使用する際にはその威力力5(£下する訳でもな 
く、さして重要ではないらしい。魔術師系の 
呪文を使わなければ無意味である。逆に言え 
ば、魔術師と司教、それに侍の呪文を覚える 
早さには確実に影響を及パラメータであ 
る。他の職業では、気にしなくてもいい。 

僧侣系呪文を扱う者に必要な特性値で、低 
いと魔術師系呪文を使う職業にとっての知恵 
と同様、呪文修得に影響してくる。特性値と 
しての重要度はあまり大したものではないが、 
唯一蘇生呪文を使うときにはその成功率に関 
わってくる。I.Q.よりは大切だろう。このパ 
ラメータも、僧侣と司教、それに君主の呪文 
を覚えるスピードに影響する。この中で、蘇 
生呪文使用の可能性が高いのは僧侶だろう。 



VITALITY く 生命力〉 
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戦闘 一度迷宮へと足を踏み入れれば、そこは凶悪な魔物が徘徊 
する別世界となる。そこでの戦闘は冒険者を大きく成長させ 
るが、それだけに常に死の危険をはらんでいる。有利に戦い 
を運ぶため、ここではその進行とルールに触れることにする。 

迷宮内での戦闘の基本ルール 
ンバーで 先制攻撃のルール 

冒険者のパーティは丨名から6名までの編 
成か可能で、戦闘終了時に得られる繊嫌は、 
そのとき戦闘可能だった嘛痺などしていな 
い）メンバーに均等に分配される。つまり少 
数パーティであるほど一人当たりの経験値が 
高くなる訳だが、それを期待してメンバー数 
を減らすのは無謀である。たしかに、超高レ 
ベルで呪文も使える忍者の単独行などという 
のもできないわけではないが、それはシナリ 
才をクリアしたあとも数百時間を費やした者 
にだ(tl午される楽しみであって、初めて迷宮 
に向かうキャラクタたちがやるようなことで 
はない。一人だと麻痺しただけで、即全滅な 
のだ。バランスのとれた6人で戦おう。 

敵との遭遇時に、冒険者もしくは敵のグル 
ープが戦闘態勢を整えていない場合は、相手 
を驚かせた側の奇襲となる。この際相手を一 
方的に先制攻:擎ができるのだが、呪文は使え 
ない。アイテムに秘iめられた魔法のみが使用 
可能である。物理的な攻擊力に期待できない 
後衛のキヤラクタたちは、なにか一つマジッ 
クアイテムを持っていたほうがいいだろう。 
敵がアンデッドであれば、ディスペルの能力 
を使うのも手だ。魔物側はアイテムを使わな 
いが、その代わりにブレスを吐くものがいる6 
ブレスの攻:擊力はそれを吐くモンスターの体 
力に比例するので、ドラゴンの一群などに先 
制攻擊をかけられると、全滅の可能性もある。 

友好的なモンスターとの和戦 

迷宮に潜む魔物といえども、常に戦いを望 
んでいる訳ではなぐ、ときには冒険者に対し 
て友好的な集団もいる。和戦の選択は冒険者 
の判断に委ねられるが、実際にはパーティの 
戒律によって決定されることが多い。即ち善 
メインのパーテイならば和睦、悪メインであ 
れば戦闘を選ぶ。これに反すると、メンバー 
の性格が善悪逆転してしまう危険があるから 
だ。そのときに、どちらかの戒律専用のアイ 
テムを装備していると、即座に呪われるのだ。 
しかし、これを逆に利用する方法もある。悪 
のパーティを一時的に善にして、戦士などを 
君主に転職させるのだ。あとは装備にi主意し 
ておけばいい。 

僧侶系クラスのディスペル能力 

僧侶と司教、そして君主は、闍の力によっ. 
て生まれた不死生物（アンデッド）の呪いを 
解き、成仏させるディスペル能力を持ってい 
る。これはIグループのアンデッドに対して 
行うことができ、レベルが高いほど数も多く、 
強力な魔物の呪いも断ち切ることができるよ 
うになる。先制攻擊時にも使えるので、特殊 
攻擊の多いアンデッド相手には非常に心強い 
ものとなる。僧侶はこの能力を最初から持 
つており、司教はレベル4から、君主は9か 
らとなる。なお、ディスペルした敵の経験値 
はもらえないが、仮にすベての敵をディスぺ 
ルしたとしても、ドアの隣であれば宝箱は出 
現する0 
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前衛内の配列が生死の鍵を握る 
前衛•後衛、6人のフル戦闘態勢 

前作、外伝Iに続いて、本作品でも「後衛 
の武器による直接攻擎」が導入されている。 
すべての武器はロングレンジ（以下L)とシ 
ヨートレンジ（以下S) 2種類の射程S巨離に 
分^頁される。Lの武器を装備すると、前衛な 
らばモンスターの4隊列目まで、後衛ならば 
2隊列目までに直接攻擊が可能になる。Sの 
場合は前衛で2列目まで。後衛は直接攻擎は 
不可能になる。 3列目以降に早めに倒すべき 
敵がいた場合は、呪文に頼るしか方法がない 
のである。右ページの図①を見て欲しい。そ 
れぞれに適した武器を装備すれば、うまくす 
ベてのラインの敵に武器が届くのである。こ 
こで問題になるのは、シナリオを進めていく 
過^でそれぞれのキャラクタが運良くいい武 
器を入手できるかということと、メンバー間 
における力の差だ。頭数だけで献を倒せると 
は限らない。戦士一人で対応できる敵でも、 
僧侶と盗賊の武器攻擎に魔術師の呪文でフオ 
ローすることが'必要とされることが多くある。 
カロえて今回も前作と同じく、ACの低い敵に 
はなかなか攻擎が当たらない。その辺は戦い 
ながら敵ごとに覚えるしかない。魔術師は、 
余裕のあるとき以外は武器攻擊は行わず、呪 

処するのが基本だが、それ以外の後衛、 
賊はあくまでも戦士のフォローとい 

う形で戦闘に参加せてみることだ。ちなみに 
レベルが上がれば、呪文使用と強力な長距離 
武器の装備が可能なエリートクラスを後衛に 
配備することで、総合的な攻擊力を大幅に上 
げることも可能になる。 

武器によプ①敵ft弟htる_フ 
ォーメーシ彐ンを分析.説明しよう。Iグル 
ープの敵に怒ちら^^铲- 

ぅ」コマ.を;^!た争,軟: 

グルーブ内のどの魔物に対して「たたかう」 
のか。3体以上のグルーフに攻擊を行う場合、 
先頭から’れパーチイ入 
に対応す後術球，人目が前軌仪ac 
5人目が目、'44目が3人！^穿笑^1 
する型を^)。最^ターンで死/^^ 

夕一があ_犋ンスターが前>とスメ 
ライドして$る。攻擎最、 
犬のキャラ資夕をr^i (こねを 
以下、b、c t する){:' 

;レープの敵と遭遇 

文で対処する< 

僧侣や盗賊は, 

う0そこで4餐以上^^ 

するとどうな%)か。いダ〜 
頭を倒せたが、' cは^^^^免^r二 
倒せない。する^^ターン目薦:：. 
強のaが丨ターンbによってダメ^8 

を受けている敵を相ることになり、f攻 
擊力の低いCは無傷(7^相手にしなけれ 
ばならない。これでは攻?bが無駄になって 
いるのがわかる。次に敵が2体の場合（図 
②)。んBはそれぞれI体目、2体目の敵に 
攻擊。CはAのフォロー になり、丨体目を 
攻擊する。Bは一人で敵に攻擎をしなければ 
ならない。これらを糸老合して考えると、前衛 
の最も有効な配置は、AにI文擎力3イ立、Bに 
H立、Cに2位ということになるのである。 
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モンスターが秘める多彩な能力 
迷宮に潜むモンスターの多くは、戦闘に生 

き残る手段として、冒P矣者のハ°ーテイにはな 
い様々な育I力を持っている。モンスターの爪 
や牙に分泌される、毒や麻痺の攻擊をはじめ、 
ブレス、呪文無効化など、その能力は攻守に 
渡って敵対するパーテイを苦しめるのである。 

毒 POISON 

人体に有毒な分泌液を爪や牙、ブレスを通 
じてノマーティの体内に送り込む能力。迷宮内 
では最もポピュラーな特殊攻擊。宝箱の毒針 
や毒ガスでも、やられてしまうことがある。 
この毒に冒された場合、アイテムの毒消しか 
ラツモフィス、マディなどの呪文による治療 
を行わない限り、ことあるごとにHPか奪わ 
れていく。ラツモフィスを覚えるまえのパー 
ティがこれにやられると、死者が出ることも 
ある。城にもどることができれば、自動的に 
解毒されるようである。 

PARALYZE 

毒に次いでよく見られる特殊攻擊。神経系 
統を冒す麻痒性の成分を打ち込む能力である。 
でイテムの気付け薬か、呪文のディアルコな 
どで治療できる。ほっといても毒のように 
HPのダメージはないが、そこがまだ戦闘中 
であればそのキャラクタは行動不能になって 
しまう。総合的な攻擊力も減るわけで、毒よ 
りも危P矣 1生は高い。全員が麻痒だと全滅だ。 
その感染経路は毒の場合と同じであるが、毒 
と麻痒の両方を一度に受けることもある。 

冒険者たちが生き残るためには、これらの 
モンスターの特殊能力をあまさず熟知してお 
く必要がある。それがとりもなおさず、敵を 
倒すための第一歩になるのだ。戦闘は迷宮の 
中でだけ起こるものではない。戦う決意をし 
たとき力、ら始まつているものなのだ。 

石化 STONE 

身体に触れた相手を石にして硬直させてし 
まう能力。魔術師系の呪文に同様のものがあ 
るが、大きな違いは呪文の場合モンスターは 
まれに復活することもあるが、パーティがや 
られた場合は特効薬か、僧侶の呪文マディを 
使わないと絶対に復活できない。冒険の序盤 
でこれにやられると、カント寺院に連れてい 
かないと迷宮の中では蘇生不能という状況も 
あり得る。もちろん、戦闘があれば行動不能 
でダメージをもらうこともある。治療がより 
困難な、麻痒の亜種といえるだろう。 

どれだけキャラクタにHPがあろうと、急 
所を突くことによって一擊のもとに葬り去る 
特殊攻擊。本来は東方からやってきたと言わ 
れる忍者独自の攻擊技術だったが、迷宮内に 
も下忍を始めとする忍者系の敵が存在するこ 
とから、彼らが知性の高い魔物たちに伝えた 
のではないかと推察される。このクリティカ 
ルヒットを完全に防御する術はない。せいぜ 
いACを低くして、敵の物理的な攻擊を当た 
りにくくするのが精いっぱいである。それで 
も、やられるときはやられるのだ。 



エナジードレイン_ENDE思N 

数ある敵の特殊攻擎の中でも、最も冒険者 
たちから忌み嫌われているのが、このエナジ 
ードレインである。これによって生命力を吸 
い取られたキャラクタはHPの上限が低下し、 
またこのI文擎をイ士掛けてくる敵の育g力に応じ 
て、I〜5レべノレ分の経^値を奪われてしま 
うのだ。高レベルの冒険者たちにとって、こ 
の攻擊は単なる死よりも恐ろしいものだとい 
えよう。現•状復帰するために、また膨大な経 
験値を必要とするのだから。防御方法は、こ 
の特殊攻:擊にレジストするアイテムを入手す 
るのがいちばん。ACを下げるのも有効だ。 

魔術師や僧侶タイプの敵が唱えてくるのは 
もっともだが、高位のアンデッドやドラゴン、 
悪魔の類も彼らに劣らなし、強力な呪文を駆使 
してくる。それに高レベルの呪文でなくても、 
マツやコルツなどの防御系の呪文を繰り返し 
使ってくるやっかいな敵も存在する。前者に 
対する戦い方は、こちらの攻擎魔法は効きに 
くいのでコルツなどで魔法防御をして、後者 
の場合は武器による攻擊をメインに速攻で倒 
していくことを心、がけよう。また、アイテム 
の中には呪文にレジストするものもある。 

ドラゴンなどが持っている、体内に貯めた 
炎や冷気^毒ガスをパーティ全員に吐きかけ 
る能力である。そのモンスターのHP値のち 
ようど半分が、ブレスによる最大ダメージに 
相当する。迷宮も最下層になると、クリティ 
カルヒットの能力を持った死の息を吐いてく 
る、恐るべき敵も存在する。対処法としては、 
できるだけ早く敵のHPを0にする（当たり 
前といえば当たり前だが)、それとコルツの 
魔法が呪文だけでなく、ブレスに対しても抵 
抗力があることは知っておいて損はない。 

呪文無効化 RESIST1 

冒険者側の呪文を無効化する防御能力。た 
とえテイルトウエイトといえども、無効にな 
つてしまえ(丈意味はない。悪魔系、ドラゴン 
系などにこの能力を持つものが多い。打擎で 
戦うしかないのだが、本作で追加された僧侶 
系呪文のフイスノイトを使うと、これまで効 
かなかった敵にも攻擊魔法がダメージを与え 
る場合も。呪文防御能力を低下させるのだ。 

呪文の無効化に対し、こちらは敵に効いた 
呪文のダメージを軽減する抵抗力のことだ。 
例えば、マダルトを使ってもたいしたダメー 
ジは与えられないのに、 それより下位レべ 
ルであるラハリトが思いのほか有効という場 
合がある。それは、その敵が冷気の魔法に関 
しては、この抵抗力を持っているということ 
なのだ。あとは実戦を重ねて、コツを掴め。 

急速な新陳代謝機能やずば抜けた生命力に 
よって、Iターンごとにダメージを回復して 
いく特殊能力である。その回復するHPの数 
値は様々だが、中には2ケタを誇るモンスタ 
一もいる。どのモンスターがこの能力を持っ 
ているのか外見からはわからないが、戦闘が 
長引きがちなモンスターがいたら、一度はノゞ 
デイなどの一発魔法を試してみるのもいい。 

独特の音声で仲間を呼び寄せる能力である。 
グレーターデーモン、レッサーデーモンなど 
に代:表される、悪魔系にこの能力を持つモン 
スターが多い。ただでさえこちらの呪文が効 
きにくし、相手が、より困難な状況にしてしま 
う。これにはあまり有効な対抗手段がない。 
ロクドなどで敵を石化させるというのも考え 
られるが、やはり効きにくい。i也道に倒そう。 
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訓練場 
冒険者の登録とクラスチェンジ 

リルガミン市と同じくここアルマールでも、 
訓練場は街外れにある冒険者のためのトレー 
ニングエリアである。本来は軍属の者のみが 
使用できる練兵場であったが、迷宮に挑む冒 
険者を募るに当たって広く一般に開放され、 
誰もが各職業の基礎訓練を受けられるように 
なった。それまでに冒険者として修業してき 
た者はともかく、どのクラスにも就いておら 
ずに迷宮の探索を志願する者は、まずはこの 
訓練場に名前と種族を登録し、能力測定を受 
けなくてはならない。能力とはつまり特性イ直 
のポーナスポイントで、これと性格の条件を 
クリアして適性があると判断された職業であ 
れば、基本的な身のこなしゃ戦彿fなどのレク 
チャーを経て、晴れてレベルIの冒険者とな 
れるのである（キャラクタメイキング)。冒 
P矣者は名簿に登§录されるが、この人数は20人 
まで。それ以Jiのキャラクタをつくるために 
は、それまでのキャラを肖I〗除しなければなら 
ない。また、ボーナスポイントは変動するの 
で、一度で諸めないように。 

稀に、飛び抜けて高いボーナスポイントを 
持って生まれてくる冒険志願者もいるが、多 
くの場合このポイントは5〜9、運が良くて 
19ポイント程度である。つまり、ほとんど 
のキャラクタカSSベる職業は通常クラスとビ 
ショップまでで、侍ですらエルフかドワーフ 
かノームで18ポイント以上のボーナスがな 
ければ条件をクリアすることができない。し 
かし、何度かのレベルアップを重ねて特性値 
が狙い通りに上昇し、この条件を満たすこと 
ができれば、訓練場でのクラスチェンジとい 
う方法で口ードや忍者などの上位クラスに転 
職することか可能になる。ただし、一度現在 
のクラスでついた癖を直すために、転職後は 
すべての特性値が種族の基本値まで低下して 
しまい、当然新たなクラスはレベル丨からス 
夕一卜する。その直後のレベルアップは比較 
的簡単だが、一^的な能カダウンと、年齢が 
一気に5歳以上も增えてしまうのがネックで 
ある。幻の転職アイテムを見つけられれば、 
そのようなことも心配せずに済むのだが。 
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名簿に登録されている、20人のキャラク ゲームボーイ2台と通信ケーブルがあれば、 
夕の能力やアイテム、呪文の数を確認できる。「外伝II」のロムからロムへキャラクタを送り 
ギルガメッシュの酒場やキャンプ中でも、同込むことができる。（「外伝II」同士でのやり 
じようにキャラクタを調べることができるが、とりを「転送」と言い、IからIIへの移動は 
ここの便利な点はキャラクタが酒場、迷宮ど「転生」と言って区別している。） 
ちらにいても関わらず、全員の状態を確認で ここで注意したいのは、Aのロムから巳の 
きるということだ。登録した人数が8人程度 ロムへキャラクタを_したとすると、Aの口 
になり、重要アイテムを誰に渡したのかちよムからはキャラクタがいなくなるということ。 
っとわからなくなったり、冒険を始める前に また、移動すると、アイテムはすべて失っ 
ダミーをつくってゴールド稼ぎをするときなてしまい、レベルはIに戻る。ただし称号は 
どにも重宝するコマンドである。もちろん、そのまま持ち越すことができるので、称号に 
あとどれくらいで念願のエリートクラスに転こだわる人にはこたえられないかも。 
職できるのかの、パラメータの確認、にも使う なお、IからIIへ移動したキャラクタは再 
ことになるだろう。 びIにもどることはできなI奶でそのつもりで。 

_>ャラクタを消す キャラクタの転生 
文字どおり、キャラクタを消すコマンド。 キャラクタのロム間の移動は、なにも通信 

一度消したキャラクタは決して復活しない。ケーブルがなくても行うことはできる。前作 
20人までは登録できるので、それまでは使 「外伝I」のシナリオクリア以後も、延々と 
用することもないだろう。上でも述べたが、 冒険を続けていたパーテイは、ポルタックの 
キャラクタはそれぞれ150のゴールドを持っ商品リストから売り切れの表示をなくし、そ 
ているので、ダミーをつくって一人にお金をのときに「転生の書」を入手できたはずであ 
集中させようとすると、金を奪われたキャラる。このアイテムのスペシャルパワ』を使っ 
クタは邪魔になる。そんなときにも使うコマたときに表示される暗号を使って、そのキャ 
ンドだ。また、キャラクタをすべて消して、 ラクタを「外伝II」へ移動させることができ 
もう一度「キャラクタを消す」を選ぶと、「パるのだ。訓練場で「キャラクタの転生」を選 
ックアップデータをリセットしますか？」とぶと、キャラクタの名前を聞いてくる。名前 
表示されるので、そこで「はい」を選ぶとポを入力すると、「浮かび上がる文字とは」と 
ルタックの商品リストも迷宮の謎も、新品同再び聞いてくるので、そこで暗号を入力する 
様にもどってしまうのだ。 のだ。成功すると、移動ができる。 



域丽課 
冒険者をサポートする4種の施設 

冒険者の仲間を募るならばギルガメッシュ 
の酒場へと言われるほど、冒険者たちのたま 
り場として名高い酒場である。24時間休みな 
しに営業を続け、いつでも酒が飲めるという 
のが冒険者に好まれているらしい。現在では 
迷宮に近寄りもしない一般市民はほとんど利 
用していないが、明日をも知れぬ命のためか 
羽振りのいい冒険者のおかげで、酔っぱらい 
が暴れ出すと手のつけようがないという悩み 
のほかは、経営状態は良好である。冒険に旅 
立つ者はまずこの酒場でメンバーを集めるの 
だが、ここでは善と悪の戒律の者がノ、。ーティ 
を組むことはない。この酒場で相反する戒律 
の者が同じテーブルで笑い合っていようもの 
なら、それが善であれ悪であれ、同じ戒律を 
持つ者たちからどんな仕打ちを受けるのか、 
わかったものではないからだ。どんなに酒に 
酔っても、戒律を忘れることはできないのだ。 
そのような危険なパーティを組みたがる者た 
ちは、人の目のないところ、地下迷宮の入り 
口付近で落ち合うものと、公然の秘密になっ 
ているのだ。 

冒険者の宿 
城塞都市内に住居を持たない者がほとんど 
の冒険者のために造られた、アルマール市直 
営の宿泊施ireある01の旅人には開放さ 
れておらず、アルマール市の役に立つ迷宮探 
索者専用の宿となっている。ここではMP 

と、部屋のランクに合わせたHPの回復がで 
きる。例えばロイヤルスイートであれば、50 

0GPを払って一週間宿泊すれば、HPを10 

回復できるという仕組みである。宿泊は馬小 
屋以外すベて一週間単位だが、HPがフルの 
状態であれば無料でいい部屋に髓か可能0 

この場合、馬小屋だけは一日経過することに 
なる。たまの地上での宿泊くらい、いい部屋 
で眠りたいものだが、なぜか、迷宮での_ 

が豊富な者に限って馬小屋に宿泊したがると 
いう意^^な事実がある。なお、レベルはここ 
で休息をとったときのみ上昇する。 
•馬小屋 無料MPのみ/ I日 
•簡易寝台 I0G P IHP/I週 
•エコノミールーム50G P 3HP/I週 
•スイートルーム 200G P 7HP/I週 
•ロイヤルスイート500G P IOHP/丨週 



Iボルタック商店 
ボルタックという名のドワーフが経営する、 
各地に独自の流通ルートとチェーン店を持っ 
た冒険用の武具^防臭アイテム類の専門店 
である。特に冒険者が発見して持ち帰った、 
失われた樹衍によって製造されたアイテムの 
売買を一手に扱っており、これによってボル 
タックは財を成したと言われている。各店に 
は専属契約を結んだ高レベルの司教がおり、 
アイテムの鑑定や呪われたアイテムを間違っ 
て装備した冒険者たちのために解呪のサービ 
スを行っているが、いずれもそのアイテムの 
売却価格と同額という法外な報酬を要求し、 
また今しがた売り払った品がすぐさま倍額と 
なって店頭に並ぶという冒険者にしてみれば 
悪どい商売を行っている。しかし、最近では 
その接客態度にも微妙な変化か現れているよ 
うで、貴重なアイテムを何十種頃も売ってく 
れる上客中の上客には、なにか秘密の害物を 
くれると、冒険者の間でまことしやかに啜か 

呪法による治療及ひ蘇生術に重点を置いた 
宗派の寺院で、実質的には治療院に近い性質 
を持っている。こと死者の蘇生に関しては、 
高い技能を持った高僧たちが補っており、並 
の僧侶が呪文を使うよりは遥かに信頼性が高 
い。しかしそれだけに寺院への寄付という形 
で要求される料金は高額であり、また万一^ 

生に失敗してその者が灰、あるいは消滅した 
としても、なんの貴任もとらないし、納めた 
寄付金も一b刀返却されない。冒険者にしてみ 
れば、救いの神にもなるし、金儲けだけがう 
まいロクでもない寺院にもなるという両極端 
な施ireある。金がない冒p矣者や、カント寺 
院の能力よりも自分のパーティの僧侶により 
信を置く冒険者は、地上に上がった直後に強 
制的に収容された友の亡骸をそのまま引き取 
りに来ることもあるという。 
•麻痺 寄イ寸金IOOG PXレベル 
•石化 寄付金200G PXレベル 



迷宮 
外伝も2作目を迎えて、I6X 16のマップにも憤れたことだ 

ろう。本作ではマップ構成がよく考えられていて、前作の異 
次元のようにどこに移動するのかわかりにくいような個所は 
少ない。P皆ごとにじっくり攻略を楽しめるようになっている。 

封印の解けた墓所は迷宮へとっながる 
東方世界との接点と呼ばれる城塞都市アル く冒険者たちには、うってつけのマップにな 
マール0そこ力今回の舞台となる。冒険者た っている。もちろんフロアによっては、シャ 
ちが挑むことになる迷宮は、数年前の大嵐の ッターの連続やダークゾーン、エレべーター 
際に砂中から発見された古代王朝の巨大遺!跡。なども用意されている。シナリオはべ二一松 
落盤のショックによって開かれた地下迷宮へ 山氏が担当していて、ウィザードリィを知り 
の入口にはプレートがあり、''、最後の皇帝に 尽くした氏ならではのものとなっている。迷 
して、闇と結びし邪悪なる妖術師ハルギスこ 宮のI階には伝言板が用意されており、その 
こに冥る。墓所の封Ef]に触れることなかれ〃 ときの冒険者の進行具合に応じて、いろいろ 
と記されていた。この封印を解いてしまった なヒントを与えてくれる。 
ことによって呪われてしまったアルマール領 アルマールが東方に近いという設定のため、 
主のひとり娘マナヤ、彼女を救うために領主 迷宮内で発見するアイテムの数々も趣向がこ 
はノ、ルギスの魂を再度封じるよう布令を出し らしてあり、これまでは究極のアイテムのひ 
たのだ。 とつだった手裏剣にも何®頁かのノ <ージョン 
このハルギスの迷宮は、かなりファミコン が存在する。プレイヤーにとって嬉しい変化 

版のIのマップ構成に影響されているようで、だろう。シナリオ終了のキャラクタのレベル 
ひとつひとつのフロアを念入りに探索してい は、数十レベルというところだろう。 



迷宮で最も機能する6人パーティ制 

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

6人のキャラクタが前列3人後列3人と 

通常ひとつのパーテイに、t 

悪の者とが混在することはない。友好的なモ 
ンスターと遭遇した場合、どちらか力m律を 
破らねばならず、その結果I生格が反転してし 
まうことがあり得るからである。もし悪の1性 
格から善に転じてしまった場合、それまで身 
につけていた武具が呪いのアイテムとイ匕す,恐 
れは多分にある。 
しかし仲間の死亡やロストによって、/\。一 

テイの頭数が捕！わないときなどは、止むを得 
ず善悪混成のパーテイを組むこともある。戦 
力不足で探索に出るよりはまだマシ、という 

に分かれて、それぞれの所有する武器の長さ 
に応じた5頭!に位置するモンスターに;^擊を 
仕掛ける0迷宮の広さに合わせた少人数の部 
隊の理想の形である。これ以上ノ \°—テイの人 
数を増やすと剣の攻擊時には統制がとれなく 
なり、部隊に乱れが生じ攻擎そのものにロス 
が出てしまう。呪文攻擎においても、その有 
効範囲に計算ミスが生まれる可能性が高くな 
り、味方に害を及(rrかもしれないのである。 

訳である。 
ギルガメッシユの酒場では人目があるため、 

こうした御法度のパーティを結成するために 
は善と悪のメンバーは別々に迷宮にはいって 
合流することになる。迷宮入口にたたずむ連 
中を見かけたなら、それはまずこの合^猫且だ 
と思って間違いないだろう。*ゲーム中では 
「冒険をやめる」と「仲間を探す」のコマン 
ドで迷宮内での合流を行うことになる。 



冒険者を幻惑する迷宮内の仕掛け 
外伝Iから、デュマb；ゥクiro：otマツブ 
を呼び出すことが可能(；;な■?て迷宮の罾険は 
遥かに楽になった。そ禅でもあちこちに灶掛 
けられたトラップの数みは、本いなる脅威で 
ある。テレポーターで蠢くじ乘ばされてPま 
えば、マップで確認し1：もすそ、に時遅し、で 
ある。さらに悪いことfcトラポプれ類はマ、：） 
プに表示されない。確認のた，めAu、'サずマ 
ップを自作する必要がある。それらめ卜今ッ 
プの数々をピックアップしてみよろ。 、 

迷宮内でスタートボタンを押して「探す」 
コマンドによつて発見することができるドア。 
見た目に普通の壁にしか見えない所がドアだ 
つたりするのだが、デュマピックでマップを 
見て、いかにも怪しいと思える場合は探して 
みると良い。本作外伝IIからは、盗賊と忍者 
の特殊能力として「スカウト能力」というも 
のがあり、シークレットドアの気配を感じる 
こともある。キャラクタのレベルが低いうち 
は、感じないこともある。なおロミルワの呪 
文では、シークレットドアを発見できない。 

普通のドアは、その前でaポタンを押す 
二;どぽよって通過することができるわけだが、 
ときには「鍵がかかっています」という表示 
カミ出て、簡単には通れないことがある。実際 

:何らかのアイテムが必要な個所もあるが、こ 
の場合はスタートポタンを押して「鍵をこじ 
開ける」というコマンドで盗賊か忍者にやら 

，'せれば、たいていは開く。開かない場合は、 
1レベルアツプか不十分だということだ。 

特別な鍵などに代表される、いわゆるキー 
ア イ テムをノ テイ内の誰かが所持していな 
いと通過できないポイント。それらのほとん 
どはドアになっていて、近辺にヒントとなる 
メッセージが記されている。ファミコン版で 
あれば、無理矢理マロールという手もあった 
が、外伝独自の座標^定の方法ではそれも無 
理である。これまでて•行ける範囲のどこかに 
あるアイテムをみつけるしかない。 

F■レポーター 

あるポイントに足を踏み入れた途端に、別 
地点に強制的に飛ばされてしまう。ワープの 
瞬間には®®が一a舜フラッシュするので、デ 
ュマピックでワープ地点とワープ先を確認し 
たい。たいていは同じフロアの別地点への移 
動だが、なかには一気に城へもどされるよう 
なものもある。使い方次第では便利である。 
ワープ先では、なにか重要なアイテムが入手 
できることもある。 



[レべ—ター 

今回の外伝IIの迷宮では、3本のエレベー 
ターが利用できる。 そのうちの2本は比較的 
移動できる階が多く、I本は短い。はじめは 
B2からの利用となるが、探索が順調に進む 
とB Iから乗ることも可能になる。エレべ一 
ターはィベント的なことにもからんでくるが、 
生意したいのは、安易に下の階層に行くと、 
強敵によって全滅もあり得るということ。A 
が浅く Zに近いほと深い階層への移動になる。 

迷宮のあちこちに点在している不快なトラ 
ップ。一種の落とし穴なのだが下の階層への 
移動としては使えず、ただ単にパーテイへの 
ダメージになるだけだ。床になにか印がある 
ものと、普通の床に見える場所にあるものの 
2パターンがある。魔術師の呪文、リトフエ 
イトを唱えておけば避けられるが、この呪文 
を覚える前に何回かはやられてしまうだろう。 
低レベルのキヤラクタは死亡の可能性もある。 

前作外伝Iのようなイベントに関係する泉 
はなくなり、発見しさえすれば誰でも利用で 
きるようになった。'必ず「はいります力、」と 
尋ねたあとで、パーテイの誰がはいるのかの 
選択になるのでそこでBポタンを押すとま 
だキャンセルはできる。試しにはいっておく 
とV、いのだろうが、すべての泉が良い効果を 
表すとは限らない。なかには死亡をはじめ、 
ステータス的に悪影響を及(Wものもある。 

前作に続いて本作でもゴミ捨て場が存在す 
る。誰かが迷宮内で捨てた武器やアイテムが、 
流されて集まったような場所である。さすが 
にゴミだけあってろくなものがないことがほ 
とんどだが、稀にそこそこの威力を持った武 
器や珍しいアイテムが落ちていることもある。 
間違ってパーテイが捨ててしまったアイテム 
を入手できることもある。わざわざ行く必要 
はないが、発見したら言式してみてもいい。 

一方通行KZ 

通過前はどう見ても普通のドアにしか見え 
ないが、通過した後で反対側から見ると通っ 
たはずのドアがなくなっている、後戻りので 
きない危険なドア。今回はシャッターが増え 
ている分、この手のドアの数は少なくなって 
いる。シャッターのほうが普通に歩いていて 
突然出現するので隋神的なダメ ージは大きい 
が、パーテイに対する危険性は同じである。 
迷宮中層でよく見られるトラップ。 

ダークゾーン 
「真っ暗闇だ」と表示される、一fc刀の光が存 

在しない地域0—歩先の様子さえ見えない。 
ミルワ•ロミルワの魔法をかけても誠太であ 
るばかりか、それらの呪文を使用していても 
す効果を解除までしてしまう。普通は明る 
い場所に出て、もう一度かけなおすしかない。 
しかし今回は、あるアイテムの特別な力を利 
用すると、ダークゾーンで見えないのは同じ 
だが、持続効果は維持できる。 
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TBESURE BOX’S TRAP_ 

宝箱め罠 
戦闘終了後に出現する宝箱に 

は、必ずといっていいほど罠が 
イ士掛けられている。解除に失敗 
すると、大きなダメージなのだ。 

盗賊、忍者以外に罠の識別は不可能 
宝箱に仕掛けられた罠は、迷宮内にいくつ 

もある小部屋をベースとして活動している魔 
物が、ため込んだ財宝を他人に盗ませないた 
めのものである。盗賊と忍者以列'にはこの罠 
の判別は不可能だ。ただし僧侶呪文のカルフ 
ォで95%の確率で調べることは可能0罠を解 
除すれば、アイテムとGPが手にはいる。ま 
た、罠が作動してもアイテムはほぼ入手でき 
る。なお宝箱を開けるのが早ければ早いほど、 
手にはいるアイテムが高価な品物である可能 
性が高い。 

石つぶて 
小さな石が宝箱を開けようとした者に多数 
飛びかかってくる買0単にHPのダメージだ 
けだが、体力のあまり高くない盗賊にとって 
これは痛い。特に低レベルのキャラクタには 
なおさらだ。罠を石つぶてだと識別したら、 
ダメージを覚I吾で高いHPを誇る戦士などに 
開けさせるのも手ではある。迷宮の比較的上 
層でよく出現する罠である。被害者が一人だ 
というのが救いではある。 

毒針 
名前の通り毒を塗った針が飛び出して、開 
封者は毒を受けてしまう。僧侶がラツモフィ 
スの呪文を覚えていれば、これといったこと 
のない罠ではあるが、冒険初期においてはち 
ょっとした遠出をしたときにこれを受けて、 
盗賊が命を落とすことが少なくない。序盤は 
毒消しのアイテムをひとつは持っていたい。 
迷宮内の比較的上層で出現する。動かない限 
り、HP的なダメージはない0 

呪文を使用しないキャラクタにとってはま 
ったくの無害だが、魔彳衍師、僧侶を問わす、 
呪文使用者のMPを各レベルからランダム 
に数ポイント奪い去ってしまう。当然これは 
冒険に支障をきたし、迷宮の下層などでは攻 

擊魔法もマロールも使えない状態に陥ること 
もあり、非常に危険なトラップである。こう 
なると地道に歩いて帰るか、城へのワープを 
使うしかない。迷宮中層からよく出現する。 

開封と同時に有害な気体がパーティ全員に 
吹きかかるトラップ。運が良けれは 11も影響 
を受けないが、最悪の場合が毒の状態になっ 
てしまう。6人力清を受けるということは、 
ラツモフィス（あるいはマディ）を少なくと 
も6回使えなければならないことを意味する。 
低レベルのパーテイにとっては、i主意すべき 
罠だ。マロールで一気に城にもどると解毒さ 
れるが。迷宮中層でよく出現する買0 

爆弾 
宝箱に仕掛けられた爆弾が、開封すること 
でスイッチがはいり大爆発を起こす。これも 
ノ、。ーテイ全体にダメージを与えるトラップで 
あるが、運がいいと無傷で済むこともある。 
低レベルのパーテイでは全滅の可能性が高い。 
キャラクタの状態によっては、識別した時点 
で諸める勇気も必要だ。迷宮内中層から下層 
まで、まんべんなく出現する。慎重に解除す 
べき罠である。 
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コブラの呪い 
不思議な呪し、か全箱に仕掛けられていて、 

開封することによりそれが解かれてパーティ 
内の数人を麻痺させる。最悪のパターンは僧 
侶などのディアルコ使用者が麻痒することで、 
迷宮下層で冒険が困難になってしまうことも 
ある。アイテムの気付け薬をひとつ持ってい 
れば、そのような状況にもなんとか対応でき 
る。迷宮中層から下層まで、まんべんなく出 
現する。 

悪魔の目玉 
コブラの呪いよりも強い魔力か宝箱に封じ 

られていて、觸余に失敗するとパーティ内の 
娄feA力<石イ匕してしまう。つまり麻痒よりもか 
なりつらし、状況におかれることになるわけで、 
マディが使えなければ助けることはできない。 
使えたとしても、石化した人数に足りるかど 
うか。治^兄文を使えるキャラクタが石イ匕し 
てしまったら、即亥I賊に帰還するしかないp 

迷宮の下層でよく出現するトラップ。 

虹のきらめき 
宝箱にバスカイアー、あるいはマウジウツ 

力對じ込まれているようなトラップ。運が悪 
ければ正真正銘の最悪の罠である。ランダム 
にノ、。ーテイ内のキャラクタが様々ダメージを 
受ける。ある者は死に、ある者は石になり、 
麻痺し、恐怖に陥る。解除に失敗すれば、全 
滅の可能性も高くなる。迷宮内で特効薬を発 
見できたら、ポルタックに売らずに持ってお 
こう。迷宮下層でよく出現する。 

警報 
宝箱を開けた途端にけたたましいサイレン 

が鳴り響き、新たなる魔物を呼び出してしま 
うことになる。罠自体が被害を与えるわけで 
はないが、戦闘経了後にダメージの回復さえ 
済んでいないうちに再びモンスターと戦うこ 
とになるのだ。とはいえ、経験値稼ぎが目当 
ての冒険者は、あえて開封するのもいいだろ 
う。入手できるアイテムは呼ばれたモンスタ 
一に対応する。迷宮下層でよく出現する。 

F■レポーター 

箱を開けると封じ込まれてし、た転移の魔法 
かT开TOされ、パーテイは宝箱もろとも同フロ 
アのどこかへランダムにテレポートされる。 
迷宮内にはフロアによって石のブロックがあ 
り、その中に実態イ匕したパーティはその瞬間 
に全滅する。死体は自動的に城へ転移されて 
カント寺院に収容されるが、運の悪いキャラ 
クタは全滅時にロストすることもある。要注 
意の罠である。迷宮の下層でよく出現する。 
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キャラクタの状態 
魔物の攻擊や罠により、キ 
ャラクタは様々な症状を呈す 
る。ステータスには常に気を 
配る必要があるのだ。 

キャラの行動を阻む症状の数々 
ウイザードリイの世界に存在する治癒魔法 

の数々は、我々の世界の医学を越える治療効 
果を持っている。そもそもこれだけの僧侶系 
呪文が発達した経緯には、それが必要とされ 
るような恐ろしし^#があったからにほかな 
らない。全身を蝕む猛毒や、肉体を硬直させ 
る麻痺症状などは、もしそれが冒険中に侵さ 
れてしまったのなら即座に治療を施さないと、 
非常に危険だからである。次から上げる症状 
はどれも健康体とはいえず、早急な対応を要 
する状態なのだ。 

睡眠 ASLEEP 

魔铺i師系呪文のカテイノ、，あるいは特定の 
敵の攻擊毒により起こる症状パーティ側が 

戦闘中にカティノを使用したときと同様に、 
影響を受けると睡眠状態に陥り、身動きがと 
れなくなる。早く了 Iターン、遅くて戦闘終 
了時には目を覚ますが、被害を受けた前衛は 
後退し、その間ハ。ーテイのフォーメーション 
に乱れ力隹じ、戦力も当然低下する。僧侶系 
呪文ディアルコで回復も可能だ。 

POISONED 

怪物の直接攻擊•ブレス、宝箱の罠により 
体内に毒牙入り込んでいる状態である。この 
毒は戦闘中ならIターン、探索中ならランダ 
ムに数歩中にいちどその時点でのHPの総量 
の10%前後を奪っていくため、HPが高いキ 
ャラクタでも早いうちに治療しないとあっと 
いうまに瀬死の扰態になってしまう。もし解 
毒の呪文やアイテムがなければ、待っている 
のは確実な死である。 

PARALYZED 

神経I生の毒によって五感が麻揮した状態で 
ある。1圣4勿による直接攻擊•呪文のほかに宝 
箱に仕掛けられた毒風力、らこの状態になるこ 
とが多い。麻痺状態にある者は治療しない限 
り死体と変わりなく、攻擊行動はおろ力々兄文 
を唱えることもできず、司教ならばアイテム 
の識SIJも不可能である。デイアルコによる早 
期の治療が肝心である。低;レベルの司教が陥 
る恐怖状態は、放っておけばなおる。 

|石化 STONED 

魔力によって全身が硬直し、石のようにな 
ってしまった状態0怪物の直接攻擊や呪文に 
よって石化するほかに、宝箱の罠でもこうな 
るものがある。症状はすべて麻痺の状態と同 
じであるが、治療には僧侶系6レベルの呪文 
マデイが必要であり、ある意味では死以上に 
やっかいな状況だといえる。なお死亡すれば 
石イ匕効果は消えるが、わざとそんな真似をす 
る冒険者はいない。 

HPが0になってしまうか、クリティカル 
ヒットやバディの呪文を受けてしまうとその 
キャラクタの生命^舌動は停止し、死亡という 
ことになる。この世界では魔法を使って死者 
の魂を呼び戻すことができるため、この状態 
でもまったく絶望的という訳ではないが、蘇 
生には失敗がつきものであり、やはり麻庫や 
石化に比べて遥かに状況は悪い。確実に蘇生 
できる呪文が存在しないからである。 
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蘇生に失敗し、肉体が復活のためのエネル 灰からの蘇生に失敗するか、キャラクタの 
ギーに耐えられず、燃え尽きて灰になった状レベル以上のエナジードレインを受けたとき、 
態である。こうなると、もはやディの呪文でそのキャラクタはこの世界での完全な死を迎 
の蘇生は不可能であり、より上位の呪文カドえることになる。それがロストであり、こう 
ルトによって肉体を再生しながら復活させるなるともはや救う手だては存在しない。迷宮 
しかない魔術師のマハマンの呪文を使う方でパーティが全滅した場合にもロストする者 
法もある)。ここでしくじるとそのキャラクが出ることがあり、おそらく彳圣物に骨までた 
夕はロストしてしまうという、最も危険な状いらげられたものと思われる。ほとんど絶望 
況なのである。 という状態が、このロストなのである。 



これまでの全ウィザードリィシリーズにお 
いて、何回かの魔法の変更があったが、この 
外伝IIにおいてもまた新たな呪文が追* 口され、 
ふたつの魔法が削除された。肖ij除されたのは 
僧侶系レベル3のハカニドと、同じくレベル 
4のバディアルである。どちらもあまり効き 
がいいとはいい難く、なくても困るものでは 
ないだろう。また、ふたつの召喚魔法は強化 
され、より使いやすくなった。新魔法を習熟 
して、効果的に使用していこう。 

以前のシリーズで存在した魔法、マカニト 
のレベルダウンバージヨン。ウイザードリイ 
の世界では、マダルトとラダルトのように、 
呪文の名前の前に「マ」や「ラ」がつくと強 
力になるという原則があるので、マカニトに 
対してカニトが存在しているわけだ。効果は 
マカニトのIグループ版で、低レベルの敵モ 
ンスター丨グループを窒息死させる。魔術師 
系レベル5の魔法である。 

ツザリクの強イレくージョン。I体のモンス 
ターだけだが、70前後のダメージを与える魔 
法0これが単数攻擎魔法の最強のものとなっ 
た。これは魔術師系レベル6の魔法だが、同 
じレベルにラダルトやジルワンといった使用 
頻度の高い魔法が集中しているために、この 
魔法を使うことは少ないと思われる。無論、 
敵に無効化されたら終わりなので、使うなら 
ば呪文J氏抗力のないことを確認、して使おう。 

フイスノイト 

僧侶系レベル5の呪文。戦鬪時のみ使用。 
敵モンスター全体に作用し、呪文に対する抵 
抗力を減少させる効果を持つ。下層に行けば 
行くほど、呪文に抵抗力を持つモンスターが 
多くなるので、使うとすればそのような状況 
でだ。しかし最下層あたりでは、この魔法を 
使うよりもバマツなどの防御系の呪文を多用 
したほうか^]な場合があり、使いどころに 
迷う呪文のひとつである。 

モガト 
僧侶系レベル6の呪文。グレーターデーモ 
ンやライカーガスなどの、悪魔系のモンスタ 
—I体を露化させ、本来いるべき世界へと戻 
してしまう魔法0悪魔系のモンスターは攻擎 
力も高く、こちらの呪文を無効化することも 
多いので、効けt纖關がずいぶん楽になる。 
フィスノイトよりはイ吏用頻度は高そうだが、 
同じレベルに最高の治療呪文マディもあるの 
で、使いすぎには注意したい。 

一召喚魔法の強化一 
魔術師系レベル5の呪文ソコルディと僧侶 
系レベル5の呪文バモルディは召喚魔法で、 
それぞれ悪魔系、アンデツド系のモンスター 
を呼び出せるのだが、その召喚できるモンス 
夕一数がそれぞれ5体から7体へと強化され 
た。呼べるモンスターのなかには、ハイリツ 
チなどこれらの呪文でのみの登場となるもの 
もいる。Iターン損するが7番目の味方がつ 
くわけで、使える場合が多い。 



SPELL呪文大全^。。K 
魔術師系•僧侶系各7レベルに分類される呪文の数々。ウイサードリイVから 
多数ピックアップされ、さらにオリジナルまで追加された全63の魔法群の中に 
はこれまでの呪文より強力なものもあれば、不定効果を持つものまで存在する。 

魔術師系の呪文 
戦闘における魔術師系の呪文はほとんどが敵に対する攻撃用のものであり、その他いくつ 
かの攻撃補助の魔法が存在している。キャンフ特に使用できる少数の呪文は迷宮内をスム 
ーズに冒険するためのもので、険しい洞窟内では欠かすことができない6 



レベル呪文名 モード•効果範囲 Iコメント 

2 
■敵1体を石化させる。デイルトやメリトめ 

十'与%ソ 戦闘時 ■使用が主要なため、無駄使いは禁物。どちら 
り、ノノ 彪1休 1 

■に効くので."…。 

3 
■ 敵のACを4上げる3と瞒に敵を嘯で 

:フ 戦闘時 Iつつみ、攻擊を当てやすくする，若干祝文の 
'-ノ八 敵！グルーブ ■効果が変更されて' この魔法を無効^するモ 

1ンスターもかな9存在rるようになった， 

■ 火炎系の1グループ攻擎*>兄文0卿蚊の 
T^yvIJk 戦闘時 ■持つ意味は本シナリオにおいても大きいこ 
X 71 敵丨グル-フ 1の魔法を修得したらB2あたりの冒険はたち 

1まち楽になる。 

■ 敵の曬えるn兒文に抵抗するための魔^薄摩壁 
1ル“ノ 戦闘時 ■を築く.たたし効果は術者のレベルに左右さ 
一^トノ パーティ全員 |れるのて'?那齡鑛の気持ちでいるへき，レ 

1ベルさえ高ければ、最も使える祝文C 

■ 精神的に混乱を起こさせ、いわゆる通常攻 
子ノ十7 戦闘時 ■撃以外の使用を困難にさせる.呪文使用から 
Jづ4 A 敵1グルーフ ■ブレス、仲間を呼ぶ行為までをある酿防ぐ 

■ことができる。 

4 
1 神聖な力によリ奶ダメージを与える： 

戦闘時 I効ぎやすい印象の強いこの魔法と、同レベル 
ノ / ノノ 敵1体 ■のラハリトとをうまく使い分けること力壤求 

1されよう 

1 火炎系の1グノプ攻軒兄文。ダメージは 
=yX|)L 戦闘時 ■ 3〜36レベル5のマダルトを覚えるまでは 
ノ ノ1 敵1グルーブ ■戦士の剣以上の威力を持つ攻擊手段となる。 

■ B2〜3ぐらいは使える魔^) 

I パーテイをら浮遊させる祝文て'ビッ 
常時 _卜やシュートを回避できる効果は一度唱え 

ノ1 /丄聊_ パーティ全員 ■れは、その冒険^は（城に庚るまでは）醜 
■する. 

■ 1グループの敵を石化する。治療の手段を 
□々ド 早戈闘時 ■持たぬ者にとって石化は死亡と同様のはずだ 
wノ | 1グル—フ |が、敵はなぜか回復するものもいる，カティ 

■ ノの強力版といえよう,， 

5 
■ 味方として戦闘に参加する魔物を召喚する。 

、ノ1Jし：^ノ 戟閼時 ■なかにはハスレもいるが、純粋に最も使える 
ノル7^ なし I魔法だと思って良い7麵のうちの！麵 

1がランダムで出現する.. 



レベル呪文名 モード•効果範囲 1コメント 

5 
■ 冷気{こよリ敵に8へ64のダメージを与える 

L 戦闘時 ■クルーフ^»兄文レペルが离くなってから 
<プルr 敵1グルーブ ■も使用回数が減らぬであろう重要で'か讀 

1いやすい魔法て*ある,： 

1 敵がパーティに唱えたバロルツと、彼ら自 
戦闘時 1身に唱えたコルツのそれぞれの効果を弱める 

ハノ^Tス 敵丨グルーブ ■力を持っ:，後半における悪縣のモンスタ- 
1との戦闘に力を発揮する。 

■ 敵1グルー•ブ{こランダムなダンージを与え> 
バ1士ノ 7 戦闘時 ■る.，通常r{荤から特殊な攻撃まて効果は様々，： 
八/一 敵丨グルーブ ■だが同じレベルにソコルディゃペコルツがあ 

1ることを忘れないようにしようC 

1 敵の周囲に呪文遮断の壁を築く。成功する 
/《一111、*ノ 戦闘時 1と敞の魔法が一ちらに届かなくなる。一の障 ハ-!ルノ 敵丨グル—フ ■壁は賴的なものてはないか、魔法戦の多い 

1本作では頻繁に使用する呪文。 

■ マカ'二卜は敵全員が対象であったのに対し 
+ _k 戦樓男時 Iて、これは1グルーフ眼，低レベルのモンス 
刀一r -〆 1 ク八 / | :>-ん，.レ'”".- 

1になるが、効かないとiターン鱗太にするっ 

6 
■ 戦闘の場にいるすべての敵にモーリスをか 

フ—■ I!— 戦闘時 ■ける。この呪文もモーリスと同様に、AC上 
一 )入 敵全グルーブ 1昇と暗闇の効果を持っが、効かないてきもい 

■るようだ。 

■ アンテツドモンスター；体(d彭大なダメー 
ぐ牝M'::乃 I .パへ人ぐm 外i.'士ケーぐ' 
ノルノ〆 敵1体 Iものなのもアンテッドの特徴...使用の際には 

1 tャンブル丰_が必要である， 

■ マダルトの上級バージョンで、34〜9&7)冷 
—1 戦闘時 I気ダメージを与える:，レベル6ではこの呪文 
フメルr 軸丨グル—フ I麟をあまり使わないこともあり、最も働く 

1攻^兄文のひとつである。 

1 t価に大きな穴を開けて、1グループの敵 
戦關時 ■を吸い込ませる；傲倍呪文のバカディと同じ 

u刀ノ 敵全グループ ■働き糖を受けない敵はかすり傷ひとっ負 
1やなしヲわで;主^ ，':- ::ノハ/ ' 

■ ツザリクの上級/ョン。敵1体に64〜 
— 11/7 単戈M時 1 80のダメージを与える。効率を考えると、ラ 
フ可》ノ 敵1体 ■ダルトのほうがお得な印象がある。効かなけ 

■ればそれで終わりだし。 

»3 



レベル呪文名 モード.効果範囲 I コメント 

jマロ-ル 

テイルトウエイト 

マハマン 

マウジウツ 

常時 
パーティ全員 

戰_時 
敵全グルーフ 

探索済みの場所にテレポートする。デュマ 
ピックと同じマッフ画面で移動先を選択。戦 
鬪中に使用するとランダムテレポート3最下 

::で' 原子に<1 
>すべての敵に•叫* 

メーシを与える，マa—ル用の残りmpに 
，氣をつけること' 

戦闘時_ 
敵•パーテイ全員 

13レベル以上の者のみが使用可能であり、 
唱えることによリ丨レベルを失う。以全 

)効果中3つがランダムに表示されひと. 
:.「健康と復活（体力回復と死 

•'モンスターをテレポート' 
:.3防御力を上げる(ACIO . 

低下）の効果を上げる（敵の呪文無効 
化消去）（f魔法からの傾蒦（敵の魔法を無効 
化）⑧魔力を回復する（MPフル回復）7吸 
い取られたレベルの回復（受けた*:ナジード 
レイン効果を消去） 

つを;^尺する，：.「信 
者の職な触）2 
させる（敵全滅）：;2 

11ヂ―^)メ1ウー：Pッフ版影響はす 
ぺての敵に及ぶ„右化や麻瓶ダメージ、一 
擎て敵を倒す、など栈々な効果が各敵に対し、 
ランダムに襲いかかる •- パ 

僧侶の呪文 
防御•治癒を主体とした僧侶系の呪文の数々。が、今までに比べて攻撃呪文が充実したこ 
とを見逃すことはできない。防御、攻撃補助、攻撃、治癒と、以前よりも僧侶が呪文を唱 
えなくてはならない機会は確実に増えている。 

5 • モード•効果範囲 コメント-  .  

デイオス 

バディオス 

I 
僧侶が始めから覚えている体力回復呪文： 

I〜8ボイントのHP回復をする。ゲームス 
タート直後は、この呪文力4f吏用できない状態 
になったら迷わず城に戻るべき， I.ディオスの力を逆利用した丨〜8ダメージ' 
攻势E文,MPか增えたらこんな攻城文 

を使つてさえも敵を倒すく*^、の_ちがあ 
ったほうかいい.獨SSSPlむ卜4製ぃ^ 

84 



レベル呪文名 モード.効果範囲 

ミルワ 

カルキ 

ポー•フィック 戦闘時 
使用者 

)' シークレ'ットトアをコマンドて探すように 
なったため、違くまて見渡すたけ文にな 
ってしまった.しかも、30歩移動すれば効 
粟が消えてしまう/使'えない II ノ、。•■テイ全員のACを丨下げるが、真面目 

■に戦っている限りこれを唱えることはなだろ 
■うし、そんな必要に迫られることもないはず 
■である。 

のACを4侮;下させるが、为ル♦と風じで、 
こんな睨文を筏ってデイ■オスの使^園数を減 

|らすぬ'要どこにあるといろ0iy\ 

マツ 

カルフォ 

モンテイノ 

カンデイ 

I パーティ全員のACを2低下させる。低レ、 
ベルのうちは魔術師系のディルトとの併用が 
効果的。ともに重ねがけか^!]だ。このレべ 
ルでは使うほうである。 I 

I 宝箱を開けるときにのみ使用する_ m 
I . 

戀| ■盗賊の仕窜盜钺のHPか危険なとき 
Iに使ザといいだろ* 

ル—プ1 

敵の呪女を封じる。影響を受けた廟[の声を- 
出せなくする。人間型の魔術師や僧侶にはな 
るべく唱えるべきだ。しかし、本作では若干 
効きにくい。 

I 迷宮内にいるメンバー•のだいたいの位匿が 
わかる.全滅したハーティなどの救助時に使 
うはすのものだが、おそらくほとんと使われ 
る機会のなてある、x 

ラツマピック 

ディアルコ 

バマツ 

ル-7 | 

全員| 

出会った敵の正体を知る魔法。戦闘中でも 
キャンプ中でも使用可紙あらかじめ唱えて 
おけは遭遇時すぐに正体がわかる。城に帰る 
までその効果はネ寺irrる。 

I 磁_ _編_ 緩 
り:.。マ'''.■. 
'--，へ.ソ:へ-' - 

Lままだと_遵もはいらない 

カルキの3倍の効果を持つ防御呪文。AC 
但;下呪文のなか，ではトップ。なお、マポーフ 
ィック以外*はすべて重ねて唱えることによっ 
て、どんどんACが下がる。 
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3 
■ミルワと同じ効果が冒険中ずっと^売する。 

n、iir? 常時 ■ミルワと同様だが、ダ-クゾーンにはいると 
u、ノレノ なし ■効果が消える。ちなみにリセット後も、各種 

1城に帰るまで持続する呪文の効果は残る。 

4 
1 HP2〜ISを回復，ディオスの次に覚える 

一常時 ■ t --リン：リ/へク々ふソ1て 
アイ/ル メンバ—に人 ''画は足りないくらいのHPになっている:,こ 

1れを使わさるを得な1X7)だが： 

■ 毒の状態から癒す。戦闘中に受けた毒はで 
-.-7 常時 ■きるだけ早めにこの呪文でクリアしておくべ 
フノ ノイス メンバ—丨人 Iき，さもないと1ターンごとに確実にHP 

■が減ってぃく。 

| パー•チィのACを2下ける。雷険中はずっ 
—一*“六 常時 Iと効果がもつのて覚えたら唱えておくべき（::. 
マ不ーノイソフ パ—ティ全員 _ 1クラス祕鎧を瓚るのと同じなのだから、 

1使わなけれは洗 

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

7'V-I 敵！グルーブ ■トカンよりは使う頻度が高い。敵が強くなっ 
|たせいではあろうが。 

5 
I 3〜24の体力を回復するsこれを覚えれ 

-£> 1 常時 ■ばかなり無理もてきるようになる,，あとは、 
アイ/ル< メンバー|人 Iマディを覚えるまで、こ嫌去を使ってレべ 

1ルアツブに励むしかないt 

■ 敵1グプを麻痺させる。とはいっても 
-__ ^ 戦闘時 ■完全な麻揮ではなく、回復する敵もいる。こ 
フーノオ 敵丨グル—プ ■れまでのシリ-ズにぁったマニフォの強力版。 

■ ロクドとほとんど同じ効果b 

I 冠状動脈によリ、敵丨体の命を奪 
，ぐ；？ ノ 戦闘時 Iう，敵のHPには関係なく作用するので、 
ノ、ノイ 敵1体 ■強力な敵にこれが決まると非常に有効。パ擊 

|必殺の膨去でぁるt 

■ 味方の死亡状態をHP 1で蘇生する。失敗 
一、、/ 戦闘時 ■すれば灰になる。戦闘中は使用不可能，成功 
フ■イ む！.!木 1.:.:へ‘： ：へ. 

■カント寺院のほう力^:である。 

1 味方として戦閼に参加するアンデツド系の 
II - 戟闘時 Iモンスターを召喚する,.ソコルディとは 

ハ-1：ル:Tイ I 7觀中の！顧がランダムに瞧するt'敵 
|の攻擎の身代わりにもなってくれる。 



レベル呪文名 モード.効果範囲 Iコメント 

5 
■ 外伝11になって遍加された、新U哦文， 

-7 ノ 7 ノノk 戦闘時 I最下層に近づくとこちらの攻擊魔法が敵に如 
ノイ敵全グルーブ ■かない齡が多くなる：これはそんなときの 

1 宄力を軽減する祝^なのだ。 

6 
■ ミルワが明かりなら、逆利用のバミルワは 

ry 単戈SI時 1暗闇。敵を闇の中に包んて精神的に混乱させ 
、、ルノ 敵1グルーブ ■る呪文精神集中行為の妨げ用呪文である_> 

1敵は回復することもあるので安心できないが。 

■ 体力を完全園復し、' - ：； 
一rjyr ノ +...常時：..；ゎ、::.::霸嚷 +^ii_ir元K愛れ;.::二れ绝■篡i■态た:けで V...:.. 
<フイ メンバーf人 ■冒険者の安心感は倍増するこのレへルの 

1 MPが^1そうになったら、即座に帰通しよう， 

■ 敵丨体のHPを丨〜8のみ残して奪い取 
-戦闘時 1り、呪文を唱えた者のhpとして吸収する。 
ノ’、丁イ 敵1体-"使用者■かつてのマバディのおまけ付き版だが、マデ 

■ィであれば完全に回復できる。 

■ 戦闘_みならす、キャンプ中でも使阐で 
ノL 常時 ■きる城への直行^レホート呪文：音と違い金 

「ノエパーティ全員 1や装備を失ゎないが' 1度使うと忘れてしま 
1い覚えなおしが必要になる,、 

1 ウィザードリィVからの追加新呪文。悪魔 
戦闘時 |系の敵丨体を霖化させ、元いた場所に返して 

て刀r 敵i体 1しまう呪文，hpには関係ないので効けば嬉 
1しいが、悪魔系はたいてい無効化能力がある。 

7 
1 僧倍版ティルトウXイKすべての敵に18 

7バill 戦闘時 _〜5$ポイントのダメ —シを与える実際に 
、ノ敵全グル—プ ■使ってみると、敵^眞用のマダルトみたいな 

|手ごたぇ。それでも使用頻度は高い，. 

■ 蘇生呪文〇死灰の状態からHPをフル 
. キャンプ時 1にして生き返させる。灰の状態でこれに失敗 

刀rル!' メンバ-丨人 ■するとロストになる，戦闘時の使用は不可能。 
1成功率はディと同程度。カントがいい0 

■ 敵1タルーフ\こバディをかける广もちろん' 
バ戦關時. ノ ,効かなけれはノーダメージ&どちらかという 
7、刀丁1 敵！グル-プ ：|と、AWの敵に効きやす1鵷じがする。使 

I用赚は高い， 

| 味方全員のHPを一気に6〜20ポイント 
-7,. 常時 ■回復させる。戦闘中も使用か可能だが回復率 

<アイ/ル バ—ティ全員 ■が悪い。城に帰る前の、お決まりの体力回復 
■にt拉っ。 

»7 



MAGIC 呪文一"覧 UST 

■魔術師系呪文S 
呪文名 使用モード 効果 レベル、 

単 ハリト 戦闘時 敵1体に1〜8の火炎ダメージ 1 

S ツザリク 戦闘時 敵1体に24〜58ダメージ. 4 
攻 ジルワン 戦闘時 アンデッド丨体を完全破壊 6 

ラザリク 戦園時 敵1体に64〜80ダメージ' 6 

メリト 戦闘時 敵1グループに1〜8の火炎ダメージ 2 
マハリト 戦 時 敵iグル:ーブに4〜24の火炎ダメージ 3 
ラハリト 戦闘時 敵1グループに.3〜36の火炎ダメージ 4 
マダルト 戦 時 m\タル，プに，8〜鉍の冷気ダメージ 5 

数 バスカィァー 戦闘時 敵1グループにランダムなダメージ 5 
攻 カニト 戦闘時 敵1グルーブを窒息死させる 5 
撃 ラダルト 戦闘時 敵1グループに34〜98の冷気ダメージ 6 

aカラ 戦闘時' 敵すべてを穴に落とす 6 
テイルトウェイト 戦闘時 敵すべてに10〜150のダメージ 7 
マウジウツ 戦闘時 敵すベてにランダムなダメージ 7 
カテイノ 戦闘時 敵丨グループに催眠効果 1 

ディルト 戦醒時 , 敵！グル—プのACを2上げ今 2 

ボラツ 戦闘時 敵1体を石化 2 
モーリス 戦翻時 敵1グループのACを4上げる 3 

攻 コルツ 戦闘時 Jーティを魔法攻擊から守る 3 

, カンテイオス 戦闘時 敵！グル，プを混乱させる 3 

助 ロクド 戦闘時 敵1グループを石化 4 
ソruレデイ 戦闘時 、味方モンスターを丨種召喚 5 
パリオス いっでも 味方の呪文障壁解除、敵の障壁弱化 5 
ハ•コルツ 戦闘時 '緻1グループに魔法障壁 5 
マモーリス 戦闘時 敵すベてのACを4上げる 6 

低A モグレフ 戦圈時 - 術者の舵を. 2下行る 1 
下C ソグレフ 戦闘時 0 味方丨人のACを2下げる 2 

デュマビック キャンブ^'' SllllllillllB^ 1 

特 リトフェィト いって•も パーティを浮遊させる 4 
殊 マロール ノぐ' 迷宮内のテレポート 7 

マハマン 戦闘時 願いごとがかなう 7 
88" 



■僧侶系呪文 

敵丨グルーフを混乱させる 

パーテイのACを！下げる 
術者のACを4下げる 

パ.，テイ:のACを,2下げる 

パーテイのACを4下げる 
マホーフィック いつでも パーテイのACを冒険中2下げる 

HPを丨〜8回復 

HPを2〜16回復 

苑者を蘇生、HPはI 

死以外の状態、体力をずベて回復 
死者を蘇生、HPはフル 

パーティ全員のHPを6〜20回復 

30歩の間迷宮を照らす.: 

宝箱の罠を95%の確率で見抜く 

行方不明者のおおよその位置を知る 

冒険中敵の正体を知る 

冒険中迷宮を照らす 

城に帰還する(呪文を忘れる） 

r 
体系 

ft 

- 
モ1[-7; 



HEW SYSTEM _ 

外伝IIの新 システム 
ゲームボーイ版のウイザードリイも2作目となり、プレイヤー 
からの声もふまえていろいろな改良が施されている。それらを 
ここて•紹介しよう0マニアックな点での変更もある0 

_転送と転生 

訓練場のところでも述べたが、外伝IIの口 
ムを2個か、外伝Iを丨個と外伝II、それに 
通信ケーブルがあればキャラクタの「転生」 
が可能になる。ウィザードリィのフリークた 
ちは、称号にこだわるのでこの配慮は嬉しい。 
外伝Iからの「転生」の場合は、ファミコ 

ン版で夕ーボファイルを利用したのと同様に、 
特性値は最初からはじめるよりはマシに 
下がり、アイテムはすべて失ってしまう。職 
業はそのままなので、忍者や君主（口ード） 
がいるパーティはいきなりレベル丨のエリー 
トクラスでスタートということになる。また、 
最初は所持金を150しか持っていない。注意 
したいのは、移動すると元のロムからはキャ 
ラクタがいなくなることで、これが嫌なプレ 
イヤーは「転生の書」を使う。これは、外伝 
Iのボルタックのリストを全苗5®めるともら 
えるアイテムで、スペシャルパワーを使うと 
暗号が出る。この暗^とキャラクタの名前を 
使って、外伝IIの訓練場へ行くと転生ができ 
るようになっているのだ。この場合、外伝I 
のキャラは残り、所持金は500である。 

画面の切り替え_■ 
外伝Iのユーザーアンケートによると、マ 

ップのグラフィックを線画でプレイしたいと 
いう要望が多かったそうだ。それに応えたの 
がこれ。キャンプ中に設定を選ぶと、面画、 
線画どちらでも自由に楽しむことができる。 
面画をOFFにすると、自動的に線画になる。 
バソコンライクなウィザードリィを求めてい 
る人にはお勧めである。しかし好みにもよる 
が、若干わかりにくし、のは覚悟しよう。 

これもユーザーアンケートの集計で多かっ 
た要望。どうも、ゲームボーイのユーザーに 
してはマニアックすぎると思うのだが……。 
要するに、地道に自分でマッピングを楽しむ 
人のために、才一トマッピングも切り替える 
ことができるようになったのだ。OFFにす 
ると、デュマピックを使っても座標が表示さ 
れるだけ、マロールも座標指定をファミコン 
版のようにしなければならない。 

本家本元のアップル版ゥィザードリィて縣 
用されていたセーブモードを選択できるよう 
になった。これは従来のフアミコン版や外伝 
Iと違ってオートセーブではなく、城に戻っ 
たときにしかセーブできないモードなのだ。 
このモードでリセツトをかけると、城への階 
段に戻され、すべて迷宮にはいったときの状 
態になるのだ。なおこのモードはいちどキヤ 
ンセルすると、初期化しないと再び選べない。 



BACK GROUND STORY 
WIZARDRY • CURSE OF THE ANCIENT EMPEROR 

大陸の東西を分かつ境界に位 
置し、東方世界との接点と呼ば 
れる城塞都市アルマール(AI- 

marl)o西方諸国の出城として 
砂漠のオアシスに築かれたこの 

街は、しかしむしろ東西の商人 
が立ち寄る交易都市として発展 
を遂げてきた。 
アルマールを治める領主ウデ 

イーンが遗J跡などに興味を抱い 
たのも、もとはと言え(ボ長く続 
いた平和に飽いたからであった。 
数年前の大嵐で砂中より姿を現 
した古代王朝の巨大遣^一一 そ 
の発掘調査がしばらくは退屈を 
癒し、あわよくば古代の財宝も 
もたらしてくれるだろうと彼は 
考えた0 

だがそこは都市ではなかった。 

ある日、大規模な落盤が起こ 
った。作業中の数百人の命を卷 
き添えに、遣^はついに広大な 
地下迷宮へと通じる禍々しき顎 
を開いた0発見されたプレート 
には遅すぎた警告が 1己されてい 
た。 
''最後の皇帝にして、闇と結び 
し邪悪なる妖術師ここに冥る墓 
所の封印に触れることなかれ〃 
呪いが’始まった0埋葬された 

犠牲者の遺^が次々と起き上が 
り、菊臭を放ちながら地底へと 
入り込んでいったのだ。墓所か 
らは癉立ち上り、活気溢れ 
るアルマールは次第に荒廃して 
いった。呪いはさらに領主の娘 
マナヤを襲った。事態を重くみ 
た領主は布告を出した。呪いを 
封じた者には報酬を与えると。 

A=ワープ始点 
B=城へワープ 
C=シュート 
〇=ゴミ捨て場 
E=エレベーター 
F=泉 
■=アイテム入手 
H=床崩壊 
L=カギ付きドア 

M=メッセージ 
P=ピット 
5=異次元スタート地点 
T=0|^ 

z=ワー^!点 
IM=固定モンスター 
?=チェックポイント 

B=石壁 
□=ダークゾーン 

▲=登り階段 CH=シュート 



伝言板のあるフロア 

U 
BIBHISHKIB 

ImMbI 
迷宮へ降りて南へI歩進むと、そこ力低言 

板だ。ここは重要なヒントが入手できる場所 
であり、ことあるごとに立ち寄ってみるとい 
いだろう。このフロアでの目標はパーティ全 
員の体力を2ケタにすること。それがまず第 

I。スタート地点のすぐ北東にある、2つの 
部屋で戦うのが直当である。注意すべき敵は 
ワーバッファローとアントライオンラーバ〇 
多数の敵が出現した場合も要注意だ。第2の 
目標は、魔術師にマハリトを覚えさせること。 
できればB2へ行く前に覚えておきたい。こ 
のフロアで行ける範囲を探索していると、レ 

ベルアップもそう苦にはならない。南側に探 
索できない酬力强るが、それはI度B2を 
経由して行くべき個所だ。詳しくは隣で。ス 
夕ート地点北西のドアは、押し戻されてしま 
うが、要アイテムだ。気にしなくてもいい。 
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B2にしてすでに、地下迷宮は凶悪な様相 
を呈してくる。クリティカルヒットを持った 
ゲニン、ヨギなどやっかいな敵が登場する。 
せめてマハリトを覚えていないと、怖くてこ 
のフロアを探索できない。さて、B2へと降 
りてきて北側をずっと歩いていくと、三叉路 
がある。そこを曲がって進もうとすると遮ら 
れてしまう。これをどうにかしなければなら 
ない。解決の糸口はフロア中央にある' 降り 
てきたものとは別のB丨への階段だ。ここを 
上がって探索すると、B2と同じ「くそった 
れな扉」というメッセージを発見できる。そ 

こで「探す」コマンドを使うと、楔が見つか 
るのでそれを使おう。これでB2のあの通路 
吏用可能になる。熱^に探索していると、 

マーフィーズゴーストに会ったり、シークレ 
vbドアやワープ地点も発見できるだろう。 

93 



地下3階 シャッタ-の連続 

エレベーターを降りてできるだけ左へ左へとを使おう。ふくろうの瞳が入手できる。これ 
進んでいく。途中一方通行のドアがあり、そがあるとB Iからエレベーターの使用か可能。 
こを通ってしまうと目的地へは行1けない。I 階段のほうはシヤッターの連続をかいくぐっ 
XIの小部屋が4つあるので最奧部に行くとて行くことになる。先へ急いでもレベルカ嘴 
メッセージが出る。そこで「探す」コマンド いつかないので、i也道に進もう。 
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B3から階段で降りてきた場合、ずっと西 
側へと進み突き当たりを左へ。奇妙な雰囲気 
の部屋があるのでそこで探すと、壁に隠され 
たレバーを発見できる。それを引くとこのフ 
ロアの少を解除でき、エレべ一夕一を使っ 
て降りてきても流されることはない。エレべ 
一夕一を使うのは、I度城に戻り回復をして 
からにしよう。さて次の目的地は中央東側の 
大広間なのだが、ここでは強制的に戦闘にな 
ってしまう。サンドクラッ卞、ジンニャ—ら 
を相手にするのだが、この強さが尋常ではな 
い。その近辺に、シークレット.ドアを挟んで 

体力回復の泉があるので#翻しよう。倒せれ 
1«少のメダルを入手する。これがあれば、北 
10.東0のエレべーターを利用できるように 
なり、一気にB 9までの移動か*能になる。 
が、B 9以外は行動可能範囲が狭い。 

95 



伝言板にも記されていたように、ここB5 
からB7までは3つで丨つのようなフロア構 
成になっており、その最奥部には秘密がある。 
ここからはトラッフIIも多く用意されていて、 
ダークゾーンにはじまり、ワープやシュート、 
城への直接帰還もぁる。魔術師系の呪文、リ 
トフエイトをあらかじめかけてから探索する 
ことを心がけたい。レベルアップはもちろん 
だが、装備に関しても丨ランク上のものをそ 
れぞれの職業に応じて入手できるまで戦おう。 
エレベーターで降りてきても探索範囲は狭い 

ので、北西の階段から降りてくる。ダークゾ 

—ンを越え、東にあるドアを通る。北10 •東 
6からワープして北3 •東14へとくる。小部 
屋を出て北へ向かうとB 6への階段。西側へ 
大回りして行くと城への直接ワープがある。 
危険を感じたらI度戻って出直そう。 
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B5とB6のマップを見比べると、中央南 
側に3 x 3の正方形の部屋力H•字形につなが 
っていて、上下に移動できるのがわかる。そ 
こに行かないことには新展開はない。北9 • 
東15(7)階段から北5 •東13のドアへ移動し、 
中へはいっていこう。上への階段があるので 
それを使い十字形の中心部へと進もう。そこ 
はシュートになっているが、賢明な冒険者は 
リトフェイトのおかげで落ちない。しかし、 
ここは敢えて落ちる必v要がある。パリオスを 
唱えると魔法防御が解除されるので、それを 
使う。シュートの個所以外からもB6へは行 

けるが、それぞれ行ける範囲が違うのだ。中 
心部に落ちるとさらに下への階段がある。そ 
れは降りる必要がない。その正方形の四隅は、 
それぞれ違う場所へワープするので、東南の 
角に移動してさらに下への階段を探そう。 
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北15 •東4の階段で降りてくると、ダーク ™ 
ゾーンとIつのドアがある。レベルアップが | 

目的でないならば、そのドアは使わなくてい ''ら 
い。トリプルフロアの謎を解くには、ダーク ^ 
ゾーンの中のワープを利用しなければならな ie 

い。座標は北12 •東7だ。北4 •東5に飛ば ^ 

されるとダークゾーンの中にドア2つあるの ~~^ 

で西側のものを通る。そこからさらにワープ場所。リトフェイトをかけているか確認して 
で北I •東3へと移動する。あとは西にまつ 2歩進むと、砂、にまみれた部屋がある。そこ 
すぐ進むと、3階分のエレべ一夕一がある。 で探してみると、墓守の鍵が手にはいり、 
それがトリプルフロアの最奧部への道なのだ。B 9にある扉を開けることができる。いよい 
B5にまたもや戻るが、ここは初めて訪れる よB10への移動か可能になるのだ。 
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なければならない謎はない。しかし、最下層 
も含めた全フロアのなかで、最も探索がやり 
づらい構造となっている。その理由はマップ 
の上下左右がループしていて、十字路には回 
転床やワープなどが酉己置されているからだ。 
コッコッと歩いてし、れぱマッピングカ垸了す 
るような、なま優しいものではない。デュマ 
ピックがフルの9回使えても、マップ全体を 
把握するためにはほど遠い。マロールが使え 
るならばいいが、使えないと、このフロアに 
来たのはいいが帰り道がわからなくなって力 

つきる……、ということもあり得るのだ。 
北6 •東13にある血の色をした泉は、健康 
体のキャラクタははいらないほうがいいだろ 
う。若返ることもあるが逆の場合'もあり、そ 
のほかのリスクも大きいのだ。 



B4でサンドクラッドを倒して、砂のメグ 
ルを入手できたら、とりあえずこのフロアま 
では自由に降りてくることができる。墓守の 
鍵がないと中央北側の正方形の部屋へは進め 
ない力 <。さて、ここもB8と同じく入手しな 
ければならないアイテムなどはない。では墓 
守の鍵を使って北12 •東4のドアからBIO^ 

すぐに行っていいのかというと、そうではな 
い。マップをよく見てほしい。エレベーター 
から降りると両側にドアがズラっと並んだ回 
廊がある。もっと下層の凶悪なモンスターた 
ちと対等に戦うためには、ここで経験値#家ぎ 

8 9101112131415 

をしなければならないのだ。装備もかなりい 
いものが入手可能である。マップ南側はI x 

Iの小部屋が点在しているが、北丨•東7に 
ゴミ捨て場があり、捨てた貴重品を拾えるこ 
とがある。北7 •東8の泉は勧めない。 



地下10階 墓所 

〇12 3 4 5 6 7 8 9101112131415 

このフロアのマツプは全部を載せることは 
できない。しかし、ハルギスはここにいる。 
降りて（落ちて？）きた個所は北12 •東6。 
西に丨歩で城への直通ワープだ。まだ覚悟が 
決まってない冒険者は、ここで戻ればいい。 
北12 •東2のワープポイントへ行くまでは、 
後戻りも可能だし、そのあとももうI個所城 
へのワープがある。先へ進もうとせずに、| ぶつけるしかない。勝^を収めることができ 
度戦ったら城へ戻るという行為を繰り返してれば、皇帝の兜が手にはいる。それを持って 
いれば、次第に強くなる。しかし、ハルギス城へ行くと、称号と褒美がもらえる。が……、 
はもっと強い。おそらくパーテイ内にも死亡そのあとでもう丨度城へ行ってみると、どう 
する者が出てくるだろう。持てる力をすべて も様子が変である。 



地下12階 四天王の間 

8 9101112131415 

BI0をくまなく探索すると、このBIIへの 
階段だけではなく、非常に役立つ個所も発見 
できるだろう。階段がある大きな正方形の部 
屋を中心に、東西南北に2 X 2の部屋が配置 
されている。北は水の守護者オブシデイアン 
卜ータス、西は金の守護者アイヴォリータイ 

^ガー、南は火の守護者ルビーフェヒックス、 
そして東は木の守護者サファイアドラゴンが けると思うが、正解を入力することができる 
それぞれがお連れのドラゴンを伴って、彫像 とウォーマスターとの戦闘になる。戦闘の前 
を守づている。入手した彫像を北8 •東7のに城に戻っておくといい。倒すと黄泉の宝玉 
祭壇に置くのだが、置き場所は5つある。伝が手にはいり、別の世界への入口が開いてく 
言板で教えてもらえるヒントをメモすれば解、るのだ。 





4人目に盗賊がいたらこれを持たせておこう。 
趣られたフレイル T長冰 I 2000 [ユド——P BSLNj 



名称 不確定名 j購入価格 T"ac 1装備できる職業 
フアウストハルバード 長娜：酵 I 10000 EH? q 

パルダッシュ 
ドラゴンに2倍のダメージ。SI 

|ハンマー 
pは力+1 運一| 

I 10000 1 F S LN 

へ観：I;ク:錢スボウ.」 
クaスボゥ你欠に^^* 

1 t2000 | |f t sln[ 

魔法使いの弓 12000 I M 
贿まて激獅に持たせておくといい。SPも使れ 

星开觸剣 
手！^と名がつ',くなかで、ナン 

|円盤 
パー之の敏九 

I 14000 ! 1 Nj 

s 

mm- 
備做)iラン 

銅丸鎧 

:‘、残った金は前衛用にまわす。 

」70 — I F P _BS し N 

1+4 IF 

プレート 
..«*■侍 一！ 
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名称 1不確定名 購入価格 AC 装備できる職業 

腐った皮鎧 鐙 1500 -1 F PTBSL.N； 
! れる纖僅れる 1 

普通に使えるがコストパフオーマンスカ港すぎる。 

名前はそうでも、戦士系なら誰でも装備できる。侍ならは使おう。 

―戦±と<; 

悪魔の月1 
■•ドにとってはかなりいH : 

i+6 |F 

2! 
:体力*^m復する。 

|"+ 3 ]f P BSLN 

呪われる。しJ 

豪華な皮鎧 
しかし盗賊と魔神獅以外^らSI 

1+4 |F PTBS 

っては最強の鍵のひとつ。— 

LN| 

1:6000 ]- 11F p S LN 
名前の通り呪われる。売ってしまえ。 
フの鎖， 
ルフの種族し細箱てきく 

+ 5 'F PT どN 

本当の極上ではないが、かなりいいことは間違いない。 
1)000 l"+7 IF 

丄鍵—— 
8000 - 3 F 

中立の者しカイ吏えない忍者か装備できるが、それ以外は極上の鎧と同じ。 
TTF^ 

大名鎧 
1初铋半かなりお世話になる. 

し織 
二なる.；それ以外は極上の鍵のほ 

1+6 [F LN! 

I—□ーブ 112000 | - 2 [FMPTBSLN 

この名前て装備する者がいるのだろうか。売れば金にはなる。 

I ローブ ：ローブ 
70抵抗力かあるので使えるか見つけにくい,， 

I 4500 — |+4 [FMPTBSLN 

デイスプレッサーローブ | ローフ 
死のブレスに対する抵抗力があるが、ACの下がりがJ 

|悪の鎧 

IJ2000 __[+3_]FMPTBSLN 

|m 1150000」+ 8 If — 

の鎖帷子 
炎、死のブレス、 

]鎧 

1〇8 



名称 柳定名 I購入価格 装備できる職業 
1ミスリルプレートメイル,鎧 | 275000 1 +10 ；F SLN 

泳系のフレス，腐法に?虽い.戦士系最高グ瘦&7)ひとつ. I 

巧糸おどし 鎧 300000 + 8 S 
忍者系に対して強くなるuエナジードレイン、死のブレスを予防する。侍専用。 

綱II j 鎧 ；1000000 | 4-10 
-し1 

めんおうこう 1 ii 1000000 + 5 FMPTBSLN 

■■MPBHjjl 盾は鎧同様にacを下げる.のに有効である業に蠢つては_(庸でf 
るめの獅か大幅に職されており、装備てきない鴯もあるwp矣の中盤ま 
て调drと口-ドしかいいものはないが、° 

名称 稠定名 1購入価格 AC 装備できる職業 

盾— 一 1盾 1 40 — ]f PT : LN 
l _盗賊^^art-きる盾前师7>ij 

鉄の盾 
比系は_盾がぃぃ' 

盾 200 |f p . 

一」 

し 
イ射呂にとっては最高の盾。持^の前衛にはぜひ持たせたい。 

i屑あて |防具 (i5oa + 2 F T SLN 

支えの盾 1盾 2000 + 3 F し 
ファミコン版シナリオ1での貴重品^中盤は結構使える。 

虚ろの盾 
持っている;と魔法に抵抗力かあ 

盾 | 7000 丨〇 
lF し.''| 

守りの盾 卜 7000 + 5 k し 
戦±と口ード(7)最強の盾。 

悪の盾 
」盾 j 29000 [+4 SLN 

悪の戒律専用〇悪の傍^いれば利用したい.， 
袖鎧 |防具 125000 + 5 1 S 
侍専用の盾当する防具„だ が発見*儺しぃ。 

力〜^と 
これもACを下げるアイテム。やはり戦士と口fが择遇さわyいるが、 

終盤になると魔術師や侍専用のものも発見できるだ| 
対して抵抗力を有しているものもある。 

名称 購入価格 AC I装備できる職業 
皮のかぶと かぶと 100 +1 |F P BSLN: 



籠手 きsものがなぃ。シリ-ズ《^対mi*，/う 
同じ値段をかければ、鐘であI4i 

名称 1不確定名 購入価格 AC 装備できる職業 

圈 !籠手 500 + 1 |F PTBSLN 

魔娜娜J全員#*でき るし、コストバフオーマンニ 

鉄の籠手 丨热手 2500 1 + 2 |F S LN 

ここからコストパフォーマンスカ粟くなるが、拾え(湖蒲させよう。 

銀の籠手 籠手 8000 1 + 3 |F SLN 

1 盤まで二れのお世!舌になるだろう,， 

なんと僧侶か^1痛できる。昆虫系に強い 
|籠手 

Sい。魔法にも 

」—籠手 
Mm, a 

[m- 
重漆rrるか.gしにくv 

」+3 

h魔法に抵抗力もある〇 sp 

装備することによって 
たりする。さら1^15中I 
ムたち。二 



名称 石i定名 購入価格1 AC 装備できる職業 

忍びのマスク 1防具 | 25000 
-j±lj N； 

皮のすねあて 1防▲ I 2500 1+1[f sln 
序盤、前衛にさせておきたい。 

|ウイングブーツ 丨防具 | 5000 1+2 Ifmptbsln 

鉄のすねあて |防具 10000 1+2Ifmptbsln 
皮のすねあての次に装Iffべきもの„ " : --一- 

黄誉1のマント 1マント 1 5000 1+1 |FMPTBS LN 

闇夜のマント 1マント 1 10000 |+2 pMPTBSLN 
盗賊系の攻期!]igが高くなる。 ウイングブーツのほうが入手 

|真夏のマント 丨マント I 100000 7+^F" L 

エルフの針錐 奇妙なもの 50000 |+i Ifmptbsln 
1度ロミルワを唱又るとダークゾーンを通っても解余されなくなる。 

1マハマンの害 
[ ヒーリングし特5_すべず 

1害物 
に纖力がある、貴m. 

| 500000 F M P T B S L N 

盗賊のピック 1奇妙なも <7) 10000 + 1 T N 
SPで索早さか|アップ）また毒に対して嫩t力がある。 

虹の駆余 IアミユレットI10000 FMPTBS LN 
! バスカイアーを使用で多る,-後衝に持たせておきたい， -一响州，". 

コルツが使用可能„彳曾侶に}寺た 
アミュレットI10000 FMPTBSLN 

rmmm . |アミュレットI 30000 | ' (FMPTBSLN 

宝石の指輪 W旨H 丁1000 
:...、人八、：■へ—. : 

FMPTBSLN 
ァユマヒックのSli劫傾える。持っておいて損はない。 -- 

'風神の指輪 |指輪 | 10000 | + 11 P B L 

焼き物の指輪 指輪 10000 
.:… - : 

-3 FMPTBSLN 
装HTるとn肋れるか、使用でロクド戊„ SPは石化する。 

|ダィヤの 
| 挺:—ダング3、ACJを2下冰， 

i指輪 
f'■レイクせずにパマツの文む 

1^00000 
使える。貴■ 

|+2 Ifmptbsln 

ルビーのスリッパ 
ロクトフエイトの呪文?!)喉える。 

1奇妙なもの 
ひとつ持っておくと帰るゲ另 

丁4000 ]fmptbsln 



信仰心をI 

力の石 」石 

!石. 

spで灰になる。ジル•つン《使えなt• 
」—石— 

BQOO I 
——-~~~~~^~~~-J-— 



職業別 
理想的な装備 

前作外伝Iと比べると大幅にアイテム数が前衛か後衛かによっても違ってぐるし、その 
アップしたこの外伝II。シナリオクリア前後アイテムの入手の難Iさも影響してくるので、 
の頃から、入棚難な貴簠品も少しずっだがあくまでも1例とIて受けとめてもらいたt、。 
手にはいる。ここではどんな装備をしたら理も、6人パーティでは全部はっかえない 
想的な状態なのかを紹介しよう。もちろん、のだし。また、単にACだけではなIに、 
キヤラクタの成長具合、属性、パーティ内の特殊能力に対する^Wもわかるようにした0 



優先してACを下げるのだ。 
序^^^にかけては、銅丸錯かプレ 

ートメイルでかなりの間は大丈夫。あとは 
...身)たものから適宜選択してやればいい。 
'浅ス”ルの鎖鐮手は発見が西難なので、そ 
，れまではマンティスグローブを。これは呪 
文にネ&抗力もあるし、昆虫系に強くなる。 
それもまだの状態なら銀か鉄の箱手で我慢 
しておこう。スタート時の前衛は、後衛を 
少し犠牲にしてもできるだけACを下げ 
ておいたほうがいいだろう。 

114 

ドワーフ以外の種族であれはエ 
クスカリバーだが；金剛の戦斧^^^ 

が難しいし、石化の抵抗力のかわり 
抵抗力になってしまう0前者だと悪魔^^巧 
戦士系に2倍のダメージで戦士系からの攻 
蕈回避率も上がる0後者だと神話系のモン 
スターとドラゴンに2倍のダメージとなる。 
これまでにも述べたが、この外伝IIでは戦 
士とロー ドの装備が優遇されているので、 
ACを下げるのはそれほど苦労しない。 



木霊の弓^救防共に強くなる 
最もACが下がりにくい職業だ。木霊 ブも^^^しく、悪の性格専用。それ以 

の弓があればエナジードレインや^^^ プレッサーローブの装備となる。 
杭するしACも1下がるが、これは土ル _は炎、石化に抵抗力を有し、後者は死 
フ専用で発見も非常に厳しい0それ以外®ま:P>ブレスに対して防御力を持つ。序盤はた 
魔法使いの弓を使うしかない。紅蓮のロー だのローブで耐えるしかない。 



絶対に生き残る覚悟で 
戦關で僧侶以外が死んでもま^^^魔 
法があるが、僧侶が死ぬとお手上げたV前 
衛の次に防御力を優先的に下げる必要があ 
るのだ0大地の杖はノームの僧侶専用の_ 
器でヒーリングと毒の抗力、僧侶系に2 

倍のダメージ。それ以外の種族であれば、 
ホー•リ^ッシヤーくらいか。氷の鎖帷子 

と、炎、死のブレスに抵抗力がある 
_これも発見が西難0それまでは豪華な 
皮鎧。悪であれば紅蓮のローブもいい0 
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AC的にはどう:にか魔術師と対等だが、 
専用の武器はない。悪てあれば豪華な皮錯 
のかわりに紅蓮のローブを装備すれば、炎 
’と石化のブレス、祝文に対％ての抵抗力ほ 
^.〇, _の口補ブを2個入手できれば、 
それらを魔術篩とビシヨップに装備させた 

しかし、ど 

ちらか電用のァィテムは、友好的な 
モンスしたときに行動を制限さ 
れること^うに0ぞれに背けは^ 







は何も装備していないときに、 
リティカルヒットを出しやすくかつ 
アップに比例してACが下がってい 
だから高レベルの忍者はこれでよい。 
問題は裸で生きていく自信か^:いような 

忍者だ0装備をした状態でのベストは、武 
器は苦無、錯はミスリルプレートメイル、 
盾は肩あてか悪の盾、竃手はミスリルの鎖 
篭手、その他は間^のマントがいいだろうc 

る#技:力ち 
(これらのアイテムは装備せず 

、るだけでもその抵抗力は発 
るょぅだ)〇 

転送でスタート時点から忍者がいる場合、 
防御用のアイテムは侍に準じる0武器もだ 
いたい同じだが、中盤から十字手裏剣など 
忍者専用のものも入手できる。外伝IIでは 
手裏剣が要^に分かれていて、能力がそ 
れぞれ違っているのだ 0 



GilGameshe’s 
Tavern Club 

ウイザードリイのあるところに 

は必ず現れると言われて久しい 

rウイザードリイ友の会」です 

が、口に出してまでそう言った 

かどうかまでは知りません。今 

回はここ、カイザードリイ外 

伝IIのすベて』のところにおじ 

やましております。ひとつよし 

なに0 

ウイザードリイの 

歴史 
本シリーズで7作、外伝も2作目を数え 
るようになったウィザードリィ。アメリカ 
でIが発売されてから、すでに10^以上の 
時間がたっている。ここでは過去のウィザ 
ードリィシリーズを振り返ってみよう。 

卜ールキンの『指輪物語』と 
ウィザードリィの関係 
イギリスの小説に『指輪物語』というも 

のがある。自国に民間伝^の類が少ないこ 
とを気にした、JRFIトールキンがその世界 
観から設定しそこに住む種族の数々をも創 
作した大著である。ホビットなどの種族も 
ここで生まれたものである。 
今では口ールプレイングゲームという言 
葉でイメージされるのは、「ドラゴンクエ 
スト』や『ファイナルファンタジ__|の功 
績によって、コンピュータゲームの場合が 
多いが実はテーブルトークゲームがおおも 
とである。このポードゲームの世界で、『指 
輪物語』の世界観やキャラクタを使って楽 
しむことが;荒行した。ポードゲームでは有 
名な『ダンジョンズ&ドラゴンズ』も明ら 
かに、『指輪物語』の影響を受けている。 
ゲームマスターというそのゲームに関し 
ての神のような存在と、複数のプレイヤー 
によって行うという4新教は、プレイに長時 
間かかるということと、面白さの質がゲー 

ウ 

谷 

U 



ムマスターによって左右されてしまうとい 
ういわは雨在価値的な-T面を持っていた。 
そこで考えられたのが、コンピュータ 

をゲームマスターの代わりにできないかと 

いうことであった。丨人でもできるロール 
プレイングゲー厶、も魅力であった。その 
ような努力をしていた人たちのなか(こ、口 
ハ卜•ウッドヘッド、アンドリュー•グ 

リーンバーグの2人もいた。彼らがアップ 
ル用に作ったゲームがウィザードリィのI 

である。今では世界中で有名なこのゲーム 
も、当初はホームメイドの香りを残してい 
て、3Dの迷路ゲームの中に、テーブルト 
—クゲームの世界観を投入することによっ 
て> あの独特なテイストをかもし出した。 
バックグラウンドストーリーの、ワードナ 
によって盗まれたトレボーのアミュレット 
を取り返すという設定のワードナはアンド 
リュー（Andrew)の、トレボーはロバー 
卜 (Robert)のそれぞれ逆さ読みになって 
いる。シリーズを通して有名なマーフィー 
ズゴーストも、彼らの友人に、マーフィー 

という仲間がいたらしい。 
好評で迎えられたウィザードリィIはそ 
の後日本でも発売され、87年にファミコ 
ン版も発売された。Iの完成度ではこのフ 

ァミコン版が最も高いと言われている。 

3ンシューマ-機への麵の 
難しさ■シナリオ2- 
時期的な話をすると、ファミコン版のI 

が発売されたときに、アメリカではすでに 
シナリオIVまでが発売されていた（IVとフ 
ァミコン版のIはほとんど同時期)。国内 

パソコン版も、IIIまでが順当に発売されて 
いた。当然ファミコン版もIIの発売が期待 
されていたのだが、ここで問題が生じたの 
だ0パソコン版のIIというのは、シナリオ 
Iをクリアしたキャラクタを転送して遊V。 
ことが前提となっており、いきなりB Iで 
マロールの呪文を使わないと先へ進めない 
ような厳しさだったのだ。これではとうて 
いレベル丨からのキャラクタでは歯が立た 
ない（当然敵もBIから強くなっている)。 
ファミコン版でもターボファイルという外 

部メモリー装置があるが、やはりソフトの 
ほかにも機器を買わないと遊べないという 
のは好ましくない。そこて苦肉の策として 
ファミコン版ではシナリオmをIIとして優 
先して発売されたのだ。 

UHi?SHC|Sf?TY 41 DAMAGE 

■r隱| 
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シナリオmは新しいキャラクタでもプレ 
イできるものだったが、あまりウイザード 
リイのシステムには合っていないと言われ 
る。その原因は善の戒律専用のフロアと悪 
の戒律専用のフロアに分かれていて、パー i 

ティを2種類用意しなければならない（中議 
立はどちらのパーテイにも連れていける）| 

とか、シナリオクリア後に最下層に行こうI 

としても簡単には行けないことなどが考え謹 
られる。こうしtファミコン版ではIIとm § 

が違う順番で発売されることになった（フ1 
ァミコン版は結局マップのI部とバランス | 
をアレンジしての発売になった)。 

驚くベさ発想の転換 

-シナリオIV- 
さて、シナリオIVは異色作といわれてい 

るが、その発想に目を見張るものがある。 
なんとシナリオが第丨作の全くの逆なのだ。 
つまり、ゲームはワードナが迷宮BIOで目 
覚めることから始まり、魔法陣て味方とな 
るモンスターを選択しBIへ、さらには城 

.へと進んで行き再びアミュレットを盗むの 
が目的なのだ（マルチエンデイングなので 
違う終わり方もある)。戦闘もワードナ以 
外の5体のモンスターは、自分で操ること 

ができない。これはNPC (ノン•プレイ 
ヤー.キャラク、夕一）の概念にも通じるも 
のである。難易度は異常に高いが、これま 
での敵を自分でプレイするという考えは、 
コペルニクス的な逆転発想であった。 

従来のシステムの最終作 

•シナリオv_ 
そして92年末にスーパファミコン版で 

も発売されたVである。これ力胃のウイ 
ザードリイのシステムの最終作になる（外 
伝は除く）。しかしシステム変更の予兆は、 
この作品からもうかがえた。呪文の追加、 
肖If余、正方形ではないマップ、射程距離の 
ある武器、NPCの本格的な採用などがこ 
れに当たる。新呪文には召換魔法なども追 
加され、古き良き時代のウイズというより 
も新しきウイザードリィの幕開け的な存在 
となっている。BCFやCDS (PI34#照) 

は、これまでのウイザードリイではダいの 
だ。これに対し、古き良き時作のウイズの 
好影響を受けたシナリオがゲームボーイ版 
の外伝I、IIなのだ。このシリーズが続く 
限り、ファミコンのIが好きだったプレイ 
ヤーが欲求不満になることはないだろう。 
外^云IIIも発売されることを願いたい。 



5イザードリイ 

ウイザードリイ友の会編 



あ〜ウイザードリイ 

あ 
ぁ【ぁ】ゥィザードリィ史上もっとも短 
命な人として有名。身ぐるみをはがされ 
て放り出されたり、何度も現れては人知 
れずネラ方不明になることでも知られる。 
同様な人物に「ァ」「0」など。シナリ 
オ％にはさほど出現しない。 0 

あくま【悪魔】大きいの•小さいの、取 
り揃えてありまっせ。 

アナウンサー[anouncer] 「おおっ^;」 
とか「なに？」とかいうあの冷めたセリ 
フをしやべっているのは誰なのか？ 

いし【石】ここに侵入するとか、キャン 
プを解くとかすれば城にもどることがで 

ゴンク 
エストj 

は文学 
であり、 
「ファ 
イナル 
フアン 
タジーj 

は図画 
工作で 
あり、『女神転生』は保健体育である。 
物語の見せ方や戦闘のシステムなどを冷 
静に考えてみてほしい。「ドラゴンクエ 
スト」は完成したシステムの上に、多く 
の意味を持つ数少なし、言葉をのせて印象 
深い展開を狙う。「ファイナルファンタ 

ジー」はたった丨つのことがらを伝える 
ために数多くの不鮮明な長い文章を多数〇 

きる。いわば命とひきかえのロクトフエ 
イト。ただし最近はロストの可能性が高 
くなったようだ。 

ウィザー 
Kワイ 

のキャラクターに語らせてみている。 
『女神転生』は物語自体は強引としか言 
いようがないがあくまでも魔獣合成にこ 
だわる姿勢、すなわち「交わる」ことが 
とても臭う作品であることは間違いがな 
い。ならばなぜ「ウイザードリイ』が数 
学なのか。コンピューターゲームはそも 
そも数字と数字がぶつかりあって生まれ 
る結果によってゲームカSi行していくわ 
けだが、『ウイザードリイjには人1清が 
ない。そのため数字ばかりが表面に出て 
きてしまって何に何を足すと何になるの 
かが一目瞭然となる。それどころかこの 
ゲームは一般的なユーザーにさえもこの 



ういざ一どりい〜キャンプA' 

言十算を強制する。②It算ゲームのタイト 
ル。 
ういざ一どりい•の•すべて【ウイザード 
リイのすベて】JICC出版局より発刊さ 
れている『ウイザードリイJシリーズの 
ガイドブック。シナリオrIj rnjを 

まとめたI作目、「IIU「外伝I」、％ 
そして今あなたが薄ころんで読んでいる 
この本ですべてです。 

NPC [non-player#s character]重要 
な話を 
さっさ 
として 
じまう 
から殺 
された 
り盗ま 
れたり 
してし 
まうの 

だ。 
ェレベー 

夕- [el 

これ 

を発見するととたんにゲームの意味が変 
わってくる。せこせこ橡いでいる時代が 
過去のものとなり、リセットボタンに頼 
りながら地下深くで豪陕に略奪を始める 
時がやってくるわけ。 

1 かしな一と•の•けん【カシナートの剣】 I この剣の強さを知るためには独特の計 
算方法がある。平均与ダメージイをーシナ 
リオナンバーによって答が得られよう。 

カンデイD<andi]世界で最もわざとらし 
1 い呪文。酔林意以外て使う人などいる 
1 のであろうか。 
かんと•じいん【カント寺院】ここに行 

1 くと死体などが置いてあるが、何故か同 
I じものが酒場にも置いてある。 
キーアイテム[key items]これを持った 

I 個人が行動不能な状態に陥ると、たとえ 
I ただしびれているだけであっても、戸籍 
I から名前が抹消されることがかつてしば 
1 しばぁったょぅだ。 
きっと•お•き•に•めします•よ.【きっ 
とお気に召しますよ】—そなんものには 

1辦が i ぁりま 
.せんを 
見よ。 

キャンプ 
壓 Lcamp] II迷宮 

内なら 
ば、水 
の上だ 



ぎるがめっしゆ〜スペシャルパワー 

ろうが、 
大悪魔 
の目の 

前だろ 

が場所 
を問わ 
ずに行 
える作戦会議。 

ぎるがめっしゆ•の•さかば【ギルガメツ 
シユの酒場】貸し切りの酒場。しかし長： 

く留守にするとまれに見知らぬ人たちに 
占領されていたりすることがある。 I 

くび•を•はねられた【首をはねられた】 
多くの人々は、「初めてあなたのキャ誦 
ラの首をはねた敵は誰？」との質問に「ポI 

ーパルバニー」と答えた。またその中の I 
数人は「その後また忍者どもに「首をはI 
ねられた』がそのときに初めてこの現象I 
が一体どんなものなのかを理解した」とI 
述べている。 
ゲームオーバー[gameover]『ウィザー丽 

ドリイ』にはゲームオーバーの文字がな I 

い。キャラクターか瓦んだら、ギャンブI 

ラーのような気持ちて生き返らせてシナ 
リオの続きに取り組まねばならず、彼ら 
が失われてしまえば訓練場のぼっかりと 
開いてしまった名簿に新しい奴隸の名前 
を登録して再び成長させなくてはならな 
い。ゆえにゲームをやめるタイミングを1 

つかめないままrウイザードリイjに遊 
ばれてしまうわけなのである。 

さ 
さむらい【侍】かつては「村正」を装備 
できる職業としてもてはやされたが次第 
に装備の制限が出始め、シナリオ5では 
忍、者までか*「村正」を装備できるように. 

なったために意義を失し、かけている職業。 
立場がないっす。 
シークレツトドア[secret door]地形的 

に見てわざとらしいところを捜すと出現 
する扉。 
しきべつ【織^】アイテムの正体を見き 
わめること。またまれにその能力を持っ 
ている人の名前。呪われやすい。 
しろ【城】商売のにおいがたちこめてい 
たらその近くに城が建っていると思った 
ほうがよい〇 

ラこと 



せんし〜ドレイン た 
のほう 
が多い 

が、と 
きにシ 
ナリォ 
クリア 
一に関 
係して 
くる。 
どうす 
れば良いのか。 

せんし【戦士】誰でも最初は頼るキャラ 
クターであるのに、後半になるとよくて 
荷物持ち、悪いと実験用のキャラクター 
にされて しまう。 石の中に飛び込まされ 
たり。城のやお堀い落とされたりする立 
場がないっす。 

そうぞう【想像】いわゆる「ウィザード 
リイ』フアン「このi也味なゲームのど 
こが良いの？jと質問されたときに返答 
の中に巧妙に織りまぜて使用する便利な 
ことば。 
ソグレフ[sogrefl —ソピックを見よ。 
ソピック[sopic]->バデイアルを見よ。 
そんな•もの•には•きょうみが•ありま 
せん【そんな物には興味がありません】 

—きっとお気に召しま十よを見よ。 

た 

タイマー[timer] 〇〇 
ターンテープル[turntable]昔はここで 
キャンプをはってデュマピックなん力、と 
なえて、キャンプを解いたらまたクルリ 
なんてやっていたっけなあ。 

B1-EO/NO【地下1階•東〇•北0】 
待ち合わせ場所。識Sijや回復も行われ 

る城内よりにぎやかなメインストリート 
の中心地。 

テレポーター[teleporter]おおっと！ 
てんしょく【転職】これを何度も繰り返 
していてふと画面の右上のほうを見ると 
年齢が増えている。 

とうぞく【盗賊】序盤の便利屋だった彼 
も、最近はメインメンハ*一のI人となり 
つつある。シナリオ5では主人公をつと 
めた。 

どく【毒】はやくラツモフィスを！ 
どれいん 
【ドレイ 
ン】レ 
ベルを 

下げら 
れるこ 

と。下 
げられ 
た後は 
面白い 
ことに経験値がその時点のレベルに到達 
するための値ぴったりになっている。 



なかま〜ピット 

な 
なかま•を•さがす【仲間を捜す】cm 
人を捜しているのか？ _人と悪人を 
•混ぜようとしているのか？ 

なぞかけ【謎かけ】『ウィザードリィ』 
のシナリオ5には、思いつくはずのない 
答を入力しなければならない謎を問いか 
けられるポイントが存在するが、ある人 
物は、「こんなへんてこななぞなぞなん 
かじやなくって、ただの「ウイザードリ 
イ』クイズにしちやえばいいのに。『ウ 
イザードリイjの#丨のボスの名前は？ 
なんて質問だったらrワードナ』って入 
れるとかねえ」と不満をもらしtいた。 

なまえ•を•かえる【名前を変える】ゲ 
ームを初めて2つめに足止めを食らう場 

所。 
にんじや【忍者】忍ぶ人0トレーニング 
を積み 
まくっ 
てょぅ 
やく忍 
者に転 
職した 
かと思 
つたら 
レペル 
アップ 

力S星く、 
体力の 
伸びも 
悪く、 
傲朱能 
力はA 

C低下 
とクリ 
テイカ 
ルヒッ 
卜だけ。こんなものアイテムでどうにか 
なるじゃなぃの。立場がなぃっす。 

は 
はぃきよう•しゃ【背教者】ただお金が 
なぃだけだってばさ。 

/《ッテリーバックアップ[battery back¬ 

up] 任天堂ハードがらみで発売されてい 
るRPGの中で最もバックアップがとび 
にくぃ印象を受けるのが「ウイザードリ 
イ』である。 

バディアル[badial]->バディアルマを 
見よ。 

バディアルマ[badialma]—バデイオス 
を見よ。 

バディオス[badios]—ハリトを見よ( 

ハリト[halito]—ポーフィックを見よ< 

ピット[pit]昔はここでキャンプをはっ 
I て回復呪文なんかとなえて、キャンプを 



ふ~よん ま•や 
解いたらまたズポリなんてやっていたっ 
けなあ。 

ふ•かくてい•めい【不確定名】よくわ 
からないものを指して呼ぶ名前のはずな 
のに、わざとらしいものがあまりにも多 
すぎる。 

ふくいん【幅員】幅（は®のこと。ウ 
イザードリイのダンジョン内の幅員は6 

•メートル前後と伝えられているが、計測 
官によってはIセンチとも発表されてい 
る。1992年12月の段階での最新計測では 

Iミリの黒人がやっと通れる大きさであ 
ると発表され物議をかもしている。 

プレス[breathe]ブレスのダメー ジ値は 
敵のHP残量の2分のけ：fが、こちらの 
レベルが低いうちはそんなことなど気に 
してなどいられない。 

ほ*うけん•しや【冒険者】地下迷宮で正 
体不明のサイケデリックな障害にはばま 
れてその場から逃げ出すときに自分が冒 
険者の軍団を操つていることを思いだす。 

ボーナスポイント[bonuspoints]どう 

っているくせになせ河度もやり直させる 
のですか0 

ポーフイツク[porfic]—ポラツを見よ 
ポラツ[boratu] マモーリスを見よ 

ま 
まひ【痳痒】はやくデイアルコを！ 
マピロマ/、マデイロマト[mapiro mahama 

dilomat]ちょっとまってくれたまえ。心 
の準備ができていなl、のに。 

マモーリス[mamorlis]ミルワを見よ。 
ミルワ[milwa] モグレフを見よ。 
モグレフ[mogref] -►モーリスを見よ。 
モーリス[morlis]—モリトを見よ。 
モリト[molito] ―ロルトを見よ。 

や 
ゆみ【弓】横着な盜賊はこんなものが開 
発されたためにくやしがっているにちが 
いない。 

よん•こま•まんが【四コマ漫画】読者 
投稿作品を含む4コマ漫画単行本が 
JICC出版局より発売されている。『ウイ 

ザードリイ』につきもののシリアスさは 
全くありません。 



ら•わ•んリセット〜ん 

らん 
ん【ん？】「なんだって？」とか「なに？」 
の代わりに「ん？」と言ったら愉快だな 
あと少し思った 

リセット 
[reset] 

イザー 
FU<j 

にはリ 

ドがな 
いのだ 
から、リセットボタンカ爷且み込まれたコ 
ントローラーを販売してほしい。， 

りぼん【？リポン】さっき誰だかよく知 
らない人がはっきりと「ブルーリボン」 
って言っていただろうが。 

ロルト[lorto]使えない呪文のIつ0 

わな•を•はずす【罠を外す】失敗した 
らゆるさねえ。 

ワープゾーン[warp zone]こんなものが 
存在するために手作りアツプがこつけい 
な形になることがある。 



ウイザードリイは幾何の 
問題である 
26歳.編集業 
以前、知人と話をしていたところ、ドラ 
クエは文学でウイザードリイは数学だと思 
う、とその男は言った。 
前々からそのようには思、っていた力 <、ド 

$クエVを見て確認、した、とそういうのだ 
った。 
もう少し丁寧に考察してみよう。これは 

ゲーム内の世界がプレイヤーに対してどの 
様に立ち現れるかという設問なのだ。 
例えばシューテイングゲームは、デモの 

段階から画面に自機を含むゲームの世界が 
実にわかりやすい形でしかも（待ったがか 
からないという程度の意味において）リア 
ルタイムに出現してくる。あらかじめスク 
ロールスピードや敵機のアルゴリズ厶とい 
うかたちで、提示される情報には統制がは 
められているから、僕たちはこれを解読す 
る努力を費やすまでもなく何のためらいも 
なしにボタンを連打し始めることができる。 
アクシヨクンゲームでは、もう少し事情 

が異なってぐる。同じリアルタイムでも自 
チャラは僕らの入力を待って行動を開始す 
る。人間と同じ縮尺と体力で考えれば、異 
様に幅が広く深そうな谷も.、狭くて落っこ 
ちそうな足場も僕らは自キャラのジャンプ 
力と身の軽さをもって絶えず読みなおして 
いるから、飛び越えられることも落っこち 
ないことも知っている。 
以上の2ジャンルはモニター内の自キャ 

ラのマニピュレーターとしそ機能し、作動 

しているわけで、自キャラはどこまでも僕 
たちの体の延長にあることはマリオやソ 
ニックや巳本田を引き合いに出すまでも 
なく判ってもらえると思う。そして僕たち 
は意識するとしないとに関わらずそのよう 
に読みかえる装置を作動している（あくま 
で比嘯としてだが)0 

さてRPGである。RPGにをプレイする 
とき、僕たちは徹底して「言売み」の機能を 
働かせる。何故か。それは世界のデザイン 
によって自キャラが出現している場合や自 
キャラに対しての世界が出現している場合 
やストーリーで引っ張り回される場合や常 
にケアしなければ自キャラが飢え死にする 
場合や勝手に世界を歩き回れる場合やどこ 
へ行っていいかわからなし、場合がゲームご 
とに異なるからだ。 
さて、そろそろ冒頭、の設問に戻ろう。ド 

ラクエに代表される「日本のRPG」はス 
トーリーを読むこと（=! メッセイジを「お 

はなし」として^^むこと）がついて回る。 
ィザードリイはどう力、、このケ+—厶は 
することが常につきまとう。現前する 

情報（それはとりもなおさずモニター上に 
表示される画面なのだが）に対して補助線 
をひき、解析し、メモをとり、考え、考え 
て、考えて…。そして得られる解答もまた 
ある前提条件を納得した上の無根拠なもの 
だったりもする…。 
プレイヤー側からの意識の働きかけがな 

い限り、ウィザードリィそのものとしてで 
はなく、ただの図形とメッセージの集合体 
としてしか立ち現れないという上で、まさ 
に数学の「幾何の問題」なのだ。 



ニーmjK (以下、松 
うことの範囲がどこま 

ウイズのシステムが持つ快楽 

——今回シナリオを担当ということです 
が、実際どのようなことをなさったんでし 

ようか? 

、松山）シナリオと 
こまで及ぶのかという 

ことですね0ストーリーだけ考えて、あと 
はこんなイベントI、れてくれと言ってもゲ 

ームはできませんから、モンスターや武器 
の設定から細かく携わっています。 
——ということは、ほとんどケ^-ムデザ 
イン的なこともやっているわけですね。で 
は、特に•;主意した点などは。 

_ウイザードリイのシステムが持つ 
魅力をできるだけ引き出せるように注意し 
ました。過去のシリーズのI部や、BCF、 
CDSになると、フアミコン版の1が好き 
なプレイヤーが受け入れられるかどうか。 
そうぃう点で、従来のイメージを継承する 
とぃうか、日本人向けのウイズとぃうこと 
を考えました。 * 

—今回の舞台は東方世界に近ぃアルマ 
ールとぃ.うことで、武器にも変化がありま 

したね0 

松山ええ。手裏剣を長射程にしたかっ 
たのと、I種類でなくてもぃし、ので#ない 
かと思ぃまして。せっかく侍や忍者がぃる 



千葉県C-9コッブ（17) 

「友の会• 2j 4コマスペシャル読みま 
した！…で、びっくりしちゃったんですけ 
ど外伝Iの異次元6階でソークスを見つけ 

られなかったのが私以外にもいらしたんで 
すねっ！最下層にいると聞いていたソー 
クスが私のロムではなんと異次元I階にい 

たんです。座標（l(X 10)付近0それと 
もこれがフッゥなんですかあ？クリァ後 
になったら最下層にいくことはできたんで 
すけど、なんか不可解で…。誰か私をこの 
不可知地獄から救い出して下さい。 

東京都石の中の受験生 

ウイザードリイ 

食の会 
応募要領 

投稿のネタ26分類 
| A,思い出 
屬V 竣_囊::::::：： 

|:：:;'C.裏ワ甘；...:.+: 

卜::fe:•写真 

G..成糊 
屮::失_ 

丨.新発見. 
/ハ：質問'、 

し薄，主張' Yゼ補 

上記のような話を、葉書または 
八ガキと同じ大きさの紙に書 
いて送るのだ〇最近「その他J 
が不足しているので立体作品 
なんてのちいいかちね。昔、刺 
繡とかも送られて来たことが 
あったなあそういえは〇だ〇 
〒102東京都千代田区麴町 
5-5-5 HIPPQN SU¬ 
PER! 編集部「ウイザードリイ 
友の会j係まで 









ウイザードリイ外伝Iのすベて 
HIPPON SUPER/編集部•編 i 

定価880円Hft^ 

迷宮における麵では爵IJは 
生を、敗^匕は死を意味する。 
このウイズの迷宮世界で生き 
残るためのデータを完全 



これで完璧/HIPPONの「すべて」シリーズ// 

云生のすべて 

I悪魔復活編 

」に登場する 
.、纖的かつ 

麵な腦を完全機/ 

重装機兵ヴァルケンのすべて 

リオカートのすべて 

スーパーファミコン版 
真•女神転生のすべて 
徹底攻略編 
成沢大輔•編 
定価880円 

「真.女神転生」の完璧なデ 
一夕とマップを掲載した究極 
の攻略本ついに登場/ 

スナッチヤーのすべて 
The Valken Book 
HIPPON SUPER !編集部•編 
定価1000円 
ロボット•アクタヨン•ゲー 
ムの傑作「ヴァルケン」をあ 
らゆる角度から徹底分析。究 
極のファンブツクか*ここに/ 

キャラクター別に各コースの 
攻略法を徹底解説0纖テク 
ニックも全公開//これでき 
つと友達に勝てる/ 

マリオペイントを100倍遊ぶ本 

スーパーフアミコン初の;fe絵 
描きツール。こいつはとこと 
ん使い込まなきやソンだ〇そ 
つと教える100の実伊風 

ストーリー、画像など、どれI 
を取ってもPC—CD史上最| 
高のAVG「スナッチャー」 
の徹底攻略ガイドブック/ 

スーパーマリオUSAのすベて 

アイテム•敵キャラからワー 
プポイントまで。アメリカ帰 
りのマリオ全マップ大公開/ 
これで'必ず勝てる/ 

スーパーファミコン版 
スカイミッションのすべて 

HIPPON SUPER !編集部•編 
定価800円 

アクションゲーム感覚- 
るフライ ト SLG 「ス： 
ツシヨン」。大空の覇者となる 
ために全ミッション公開/ 

JK?ジツク書店にない場合は、窓口販売及び通信販売も行っております。詳細のお問い合わせは汹3-322卜1994まで。 





JICC出版局定価780円(本体757円） 
ISBN4-7966-0576-2 C2076 P780E 

CURSE OF THE ANCIENT E, PEROR 


