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アドバンスドファン待望のュニッ 
卜進化表とュニット改良表をここに 
紹介。キミの兵器戦略はこれで完ぺ 

キだ!！ 



アドバンスド大戦K 

ユニット進化表の見方 
▼進化 新型 後継 

装甲車♦ 

改良 

進化原型 

開発費開発時期 画酬 

開発费•開発時期 
新型機や後継機の開発が完了すると、ターンの最初に開発 

画面が登場、新型ュニットを生産ラインにのせられる。しか 

きC開発費祕生産ラインへ載せら 

れないので注意。E8日によくエントリーされること多い0 

進化 
進化型の兵器は、下位の兵器の経験値を最大まで上げてい 

ないと進化させることができない0また、進化型兵器へ移行 

Iし^:場合は経験値が0 しまうので、よく考えて進化 

させるようにしよう。 

新型 
新型の兵器とは、既存の兵器の武装や装甲を強化して、攻 

擊力や防御力を高め、改良が施された改良新型のことだ。こ 

の兵器め多くは、旧Mを改良す#ヒ左!?、新型へと改良で吉 

る。この時、経験値を継続でぎる有利さが特徴だ。 



後継 
後継とは、既存の兵器の後継機のことで、既存兵器とは別 

物なのだ。そのため、旧型をそのまま後継機に改良すること 

後si機が登場す?ころには、その兵器の 

成長が限界に達した証拠でもあるのだ。 

改良 
この進化表での改良とは、同種兵器内での改良のことで、 

改良でしか登場しないタイプの兵器のみを対象にした。 

ゞ改食'兵器にも、改良可能時期があd、その兵器が開発され 

ていない場合は改良はできないのだ。 能が向した雜のこと 
改良でし力澄場しない性 

チェックボイ 

•必要な兵器に絞って開発 
せっかく新型兵器がエントリーされても、開発費が払えない 

と生産ラインに載せることはできない。軍事費には限りがある 

ので、エントリー時期を見極めて軍事費をため、さらに必要な 

兵器に絞り新型兵器を生産ラインに載せよう。 
予算には限りがあり、全て 
を生産することは不^能。 

•新型がいいとは限らない 
たとえ新型兵器であってち、性能が貧弱で、旧型兵器のほ5 

がかえって使いやすいこともある。マニュアルの武器性能表や 

公式ガイドブックのユニットデータ編を参考にして、使えない 

兵器は生産しないようにしよう。 
新型になって'®能が低;下 
して-しま:う•こ龙もある。 

♦進化型エントリーでレベルアツブ 
生産ラインがいっぱいのところで、進化型をさらに生産ライ 

ンへと載せると、進化1にあった兵器が生産可能の場所へと押 

し上げられ、より性能の高い兵器がいきなり生産可能になるこ進化型がラフン"iff 

とがある。覚えておくと便利だ。 



戦車 
ドイツ軍の戦車ほど車種が多く、改造 

型、派生車種の多い兵器はない。 

ここでは3号戦車からマウスまでの進 

化を軸に、既製戦車の新型を年代順に説 

明することにした。 

•1939-1941年 
3号戦車はE型か6H型までの型が登 

場。37画から50圓短砲身に換装された。 

4号戦車は□型、E型が開発され、主 

砲は短砲身の75圓のままで装甲が強化さ 

れた。また、VK6501戦車が開発された 

が、使い物にはならなかった。 



參1942—1943年 
ソ連戦車の性能にショックを受けたド 

イツ軍は、戦車の改良、開発に力を注い 

だ。既存の3号、4号の主砲を火力の強 

い長砲身へと改良し、ソ連戦車との戦い 

で得た教訓を取り入れた。その結果登場 

したのたテイーガ_丨型やパンターだ。 

•1944-1945年 
栄光のドイツ第三帝国も、東部戦線で 

の敗北を契機に崩壊への道を歩む。 

1944年にドイツ戦車の集大成ともいえ 

るテイーガーII型戦車が登場。しかし、 

ドイツはこの戦車を最後に、新たな戦車 

を戦場へと送り出すことはなかった。 



アドバンスド大戦K 

軽戦車 
•中盤以降、自走対戦車砲に 
軽戦車の中でも、前半なんとか使えるのは 

37圓砲装備の38t戦車ぐらいで、1号、2号の 

場合は機関砲ぐらいしか装備していないので 

使いものにならない。 

381;戦車でさえ、独ソ戦開戦時期までで、ソ 
連戦車が相手となると生吉残ることは不可能 

だ。 

しかし、1942年にマーダーII、マーダーm 

が開発されるため、使い道のなくなった3日tや 

E号戦車も、これらの自走対戦車砲に改良す 

れば戦力として復活させることができる。 

W 

▼ 
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駆逐戦車 
•待ち伏せ専用兵器 
戦車よりも強力な火力を持った砲を装備し、 

攻撃力は高いものの、移動後の攻撃がでさな 

いため、待ち伏せ専用の兵器としてしか使え 

ない。この兵器のなかでも、有名なのは3号 

突撃砲で、3号戦車には搭載不可能な75画砲 

を搭載していた。この兵器は製造工場が連合 

軍に爆擊され、製造が不可能になるまで作り 

続けられた有能な兵器だった。また、エレフ 

アントやヤクトパンター、JagPzlV70も当 

時は強力な威力をもっていたが、ゲーム設定 

上駆逐戦車といラ宿命で、対戦車砲よりマシ 

という程度の兵器になっている。 
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拳装甲車は偵察任務に徹しよう 
装甲車はいくら大砲を積んだところで 

戦車に勝つことは不可能だ。 ; 

それよりも高い偵察能力を生した偵察 

任務こそ、装甲車の重要な任務なのだ。 I 

とくに装甲車のなかでも、索敵能力5 

を誇るSdkfz 232とSdkfz234/1は最 

もこの任務に適している。これさえあれ 

ば、射程5の150mmクラスの敵カノン砲を 

容易に見つけ出すことがでさる。 

參安くて使える、にくいヤツ 
敵戦車の性能向上により、出る幕のな 

くなったS号戦車や38tの車体に、75111の 

対戦車砲を搭載したもの。防御力は低い 

が、火力があり安価なのがラれしい。 

どんどん生産したいおすすめ兵器だ。 

なかでも究極なのがナスホルン。テイ 

ーガーI型戦車以上に強力な昍圆L71砲 

を搭載している。ただし、防御力が低い 

ので地形効果を最大限に利用して戦おラ。 



火炎放射戦車 

參戦車丸焼き 
対人攻撃が100以上あるため、バズーカ砲な 

どを装備して、ラるさくなった歩兵を攻撃す 

るのに最適な兵器。戦車でさえ丸焼さにでき 

るのだ。進化をさせれば防御力は高まるが、 

攻撃力は変化しないので進化は無用の兵器。 

▽ウルティア 
ロケツトを八ーフトラックに搭載した、自 

走ロケット砲がこれだ。 
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•携行弾数が少なく、使いづらい兵器 
火炎放射戦車同様、対歩兵用の兵器。 

大口径のH丨砲を搭載しているため、対 

戦車能力がそこそこ高い。しかし携行弾 

数が1_ 2発とすぐに、すぐに弾切れを 

おこしてしまう。補給ユニットを同行さ 

せたり、補給可能な都市から攻擊しない 

と使えない。駆逐戦車以上に使えない、 

ワースト兵器の際たるものだ。 



自走カノン砲 

參フンメルへの進化は無意味 
ヴエスべをフンメルに進化させても、攻擊 

力は上がるが射程は同じだ。しかも経験値が 

0に下がるのでおすすめでさない。 

牽引カノン砲 

•150mmで十分使える 
150圓カノン砲は射程が7と高い。たとえ 

173画に進化させても射程がひとつ増えた8 

になるだけ。しかも経験値が0になってしま 

牽引対戦車砲 

•進化まで生さ残れない 
37画Paws、開戦時から性能不足が目立 

ち、独ソ戦になると使い物にならなくなった 

兵器だ。50圆Pakや75画Pakにしても開発 
が遅すぎて、生産される頃には旧式化してい 

る。限りあるユニット数を大切にしたいなら 

ば、作らないほラがマシだ。 

10511野砲 

牽引ロケット砲 
•ユニット数に余裕があれば 
牽引式で射程が3と短いため、部隊の足手 

まといになる兵器。少し待ってマウルティア 

を配備することをおすすめする。 



対空戦車 

•デマークD7で十分 
対空戦車は直接攻撃兵器なので、 

当然敵の攻撃で被害が大さい。 

たとえ経験値を上げて進化ュニ 

ットに乗り換えたところで、消耗 

品としての運命はまぬがれない。 

しかち進化で既存兵器との合流 

もできな<なり十分な補充もでき 

なくなる。このよろに対空戦車の 

ような消耗頻度の激しい兵器は、 

生産できるものを多数配備したほ 

ろがいいのだ。敵の攻撃機を足止 

めするだけならば、高い兵器を生 

産するよりも、このような安いデ 

マークD7やFPz38tで十分。 

自走高射砲 

•携行弾数が少ない 
昍圓Flakに比べ、携行弾数は 

少ないが、牽引用のトラックがい 

らない分お得な兵器だ。 

牽引局射砲 

•進化で射程アツブ 
88圆Flak41は砲身を伸ばした分、射程が 

ひとつ伸び6となった。ただし進化で経験値 

が0となるため進化させるかはよく考えよう。 

UIKSB31 
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歩兵 

•歩兵の仕事は占領だ 
1943年9月に歩兵が進化して 

ATライフルに代わってP.ファ 

ースト、P.シュレツケが装備され 

る。おかげでへたな対戦車砲より 

対戦車能力が飛躍的に向上する。 

しかし、かといって歩兵を戦車 

替わりに使ラのは考えものだ0 

歩兵の重置な任務は都市、空港 

などの占領にあり、戦闘ではない。 

途中で厶ダな戦いをして、肝心の 

占領に時間がかかってはなんにも 

ならないのだ。 

改良で進化!！ 
1943年の歩兵の新型エント1」一時に動員兵だけを 

生産ラインに載せず、擲弾兵39を生産して、改良で 

進化ユニツトの擲弾兵43にすることがで吉る。これ 

は経験値を上げる時間を節約ができるので便利。 

輸送車 

•大切な八ーフトラック 
オペルブリッツは、道路をはずれたり道が 

ぬかるんだ場合、スピードがガタッと落ちる。 

走行性能の高いノ V—フトラックはこんな場合 

はとても楽なのだが、進化ユニットのためな 

かなか手に入らない。 



補給車 
♦補給部隊を大切に 
補給馬車、補給トラックだと、機甲師団の 

スピードについていけない。できるだけ早く 

補給htまで進化させる必要がある。 

補給馬車 
▼ 

補給トラック 
W 

補給ht 

装甲列車 
"^MWWW^MWWWWWWWWWWWWWWWWW^MWWWjrWWW^W^g 

•カールは性能低下 
カールは戦車に改良できるため魅力的だが、 

何と射程が7に下ってしまラ。その上改良費 

が$1.000、元にもどすのが$4.000と高価だ。 

水上艦 
rwww\#ww^#ww\jrwwwwww^\#s#wwww^# 

參進化は難しい 
'水上盤は、海のマップが少ない 

のと、敵艦隊が強力なこともあっ 

て、なかなか進化させるほどの経 

験値をためられない。 

1941年1月に戦艦が開発されて 

くるが、進化3モデルなのでまず 

使う機会はないだろう。 

駆逐艦、軽巡と重巡、戦艦では任務が違う 
駆逐艦、軽巡は、潜水艦の攻撃から軽巡に守ってもらわないと潜水艦には 

艦隊を守るのがおもな役割だ。重巡、無力。戦艦、重巡は、その強力な砲を 

戦艦には、対潜能力がなく、駆逐艦や生かした対艦、対地攻撃が得意だ。 



Bf109E 
戦闘機 
•着実な戦闘機開発を 
ドイツ空軍は、曰fiogを改良に改良 

を重ねながら使い続けた。だがg型が 

限界で、k型に改良してもそれほど強 

くなったとは感じられない。 

巳fl09からパトンタツチしたのが 

Fw190oしかし連合軍がノルマンデイ 

に上睦したころからD9型に切り替え 

ないとつらい。 

Me262は最強だが、価格が4700とか 

なり高価。補給をすると泣きがはいる。 

割りきってTal5EHでがまんしたほ 

5がいいかもしれない。 

戦闘爆撃機 
•進化させれば性能低下？ 
曰fllOCはそのまま使い続けてもい 

い位の性能だ。E型までは使えるが、 

G型は全くダメ。E型で改良を止めて 

おこラ。 

Me410シリーズは、防御力は上がっ 

ているものの、使い勝手は巳fl10とそ 

れほど変わらない。あえて巳f110を進 

化させてまで手に入れるメリツトはな 

い。FW190やMe服は、わざわざ攻擊 

機型を使ラよりも、戦闘機型を爆装し 

て使ったほうがメリツトが多い。 

6000 42.9 mmi 
Fw190A E： 

BfllOC 

KBHKESP 1— 





爆撃機 Dol7Z 

• Helllで十分だ!！ ▼ 

.Dol7では、巳爆弾を2発しか積めないの 

でDOB17がエントリーされてきたら、生産ラ 

インに載せよ5。Helllから生産できるよ5 

になる。 

HelllHSになると、日爆弾を4発搭載可 

能で、かなり使いやすくなる。1944年になると 

対艦ミサイルを装備できるH10型も開発され 

てくる。進化モデルになれば爆弾搭載量も増 

えるのだが、4回も攻撃で吉れば十分であえ 

て進化させるメリツトは少ないと思5。 

Ju昍とJul昍は別の機体だが、交互にェ 

ントリーされてくる。この中でちJu昍A4は 

航続力が長ぐ一番使いやすい。Ju册A4以 

降は航続力が低下するので、生産するメリツ 

卜は少ない。 

□OW7EはB爆弾が4発しかないのでパ 

ツテン小憎だ。K型、M型だと、B発も搭載 

でさる。 

He177Aはドイツ爆撃機中最大の航続力 
を誇っている。Me264やJU287が出てくる時. 

期になると、爆撃機が行動できる状況ではな 

<生産ラインに載せるのはムダ。 

He 川 H2 

W 

W 

▼ 

w 

•無気味な核爆弾 

Me264の武装の中に核爆弾が存在する。核爆弾を 

装備しよ5とすると、総統命令で核爆弾の使用が禁 

止されていて、装備することができない。核が使え 

れば戦局を逆転できると思ラのが…7 



急降下爆撃機 

Ju87B 
1000 40.6 2000 41.4 

M7R Ju87D 
W 

•Ju87Rがべスト 
ドイツの急降下爆撃機はJu87で始まり、 

JUB7で終わる。Ju87の中でも闩型は航 

続距離が昍もあり、タンクも装備できる。 

D型だと500kg爆弾を装備でさるが、航続 

力がBBと大幅にダウンして使い勝手が悪 

くなつてしまう0 

JuB7Gは、対戦車用の37mm機関砲を 

搭載して6回も攻擊できる。しかしB回 
も攻撃させるほど敵は甘くなく、進化さ 

せてまで配備すると経験値が厶ダになる。 



攻撃機 Hs123 

參日fllOのほうがべター 
ドイツの攻擊機は連合軍の攻擊機と違 

って、性能は劣悪で戦闘爆撃機のBf110 

を爆装して、攻擊機として使ったほうが 

よっぽど使いやすい。 

HS123は爆弾1発しか積めず日fl09 

と攻撃力は変わらない。 

Hsl29巳1は50kg爆弾2発で、明らか 

に巳fl10より能力が下だ。B2型にして 

もほとんど使えない。 

A「234は強力だが対地攻撃力はBfHO 

Eとほとんど同じ。 

修グライダーの価値は高い 
ドイツの主力輸送機はJu52だ。9日型 

になるとグライダーが曳航可能になり、 

平地などに降下作戦が可能になる。また 

牽引砲も1部隊が搭載可能になる。9e型 

を生産していれば、それ以上のものはま 

ず必要ないと思5。 

A「232は2部隊の歩兵を搭載で吉、グ| 

ライダーを併用すれば3部隊の歩兵を輸 

送することができる。 

Me323は最大の輸送機で、輸送車や装 

甲車を1部隊搭載可能。歩兵も最大3部 

隊も搭載できる巨大輸送機だ。□型とe| 

型の差はほとんどない。 



局地戦闘機 
Wm H9BKH 

1^191 

•空港が戦場に 
ロケット戦闘機は航続距離が極端に短 

かく、携行弾数も少ないので空港上でイ 

ンターセプターとして戦えば、燃料切れ 

の心配はない。 

Mel S3日は、燃料だけ気をつければほ 

ぼ無敵。C型はバグが出るので作っては 

いけない。Me262はロケット機の中でも 

航続力がある。巳日3如は、対空ロケット 

を積むが、航続力が18しかない。Mel63 

C以降は開発が遅すぎた。 

ヘリコプター 
•ヘリボーン作戦 

F12BPはロケット弾を積む攻撃ヘリ。 

Fa四3は兵員輸送ヘリだ。実際のドイツのへ 

リは研究機程度で、とても実用化できるよ5 

な代物ではなかった。 

▼ 

£サイル 
籲遅すぎた新兵器 

V-1号とV-2号を比ぺると、V-1号のほ5 

が射程も長く、スピードも早い分使いやすい。 

V-1号は途中で戦闘機に会ってしまうとおと 

されてしまう。V-2号は迎撃を受けないが、目 

標を外すことが多い。 

WBM 



アドバンスド大戦路 

ユニット改良表の見方 
^改良型 改造型 

同種改良 
PzKwIA軽戦車を改良して、新型機種PzKw旧戦車に改 

良するといラよラに、改良後の兵器の種類が改良前の種類と 

同‘^^こなる改良を、同種改良と呼ぶこととする。改良は 

途中の型式をとばして、いきなり新型には改良できない。 
旧型兵器を新型へと改良す| 
るこ.と力5同®良„ 

異種改良 
PzKwIB戦車を改良して、PzJa吕I巳対戦車自走砲にす 

る、というふろに、改良後の兵器の_類が改良前の種類と異 

なる改良を、異種改良と呼ぶこととする。同じ戦車でも型に 

よって改良できるものと、で吉ないものがある。 
違う®1の兵器へと改良す 
ることが良。 

チェ、ソクボイムト 

癱改良可能時期 
改良が可能になるには、その改良型が開発されてぎて生産ラ 

インに載っていないとだめなのだ。 

また改良型のみでしか存在しないモデルは、そのモデルが開 

発されるまでは改良できない0 

改良型が出てくる時期になI 
らないと改良できない。I 
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Pzkwl 対戦車自走砲 

PzKwiA PzKwi 

npmy HHipm 
醉■W 

PzJag i B 

參PzJagIBで二重マル 
l号戦車は武装が貧弱で、始めから使 

えない。1940年6月になると、対戦車自 

走砲と対戦車重歩兵砲に改良することが 

可能になる。 

何といっても使えるのは、対戦車自走 

砲のPzJag旧だ。防御力は貧弱だが、 

敵戦車を十分擊破で舌る実力を持ってい 

る。sIGI巳は無能だから、改良するだけ 

厶ダ。 

•マーターIIがべスト 
1942年7月末にマーダーIIが開発され 

てくる。マーダーIIは75圆L46砲を搭載 

しているので対戦能力も強力だ。生産ラ 

インに載せていないと、改良で吉ないの 

で、忘れずに生産ラインに載せておこラc 

またマーダーIIへはA型とF型しか改 

良することがで吉ないので、他の型の時 

はあ告らめるしかない。 



參改良しないと役立たず 
3Bt戦車の主砲は37画砲。これでは敵に 

対抗で吉ない。 

38t戦車も、1942年12月末には対戦車自 

走砲のマーダーill「が開発される。 

忘れずに生産ラインに載せてやろラ。マ 

ーダーmならどの型でもだいじよ5ぶだ0 

自走重歩兵砲のグリーレは使えないの 

で、作ってはいけない。FPz38tは、グ 

リーレの救済のためにあるよラなちの。 

軽戦車の運命 
軽戦車は中盤以降、敵戦車の能力向上で使い道が無 

くなってしまう。そこで火力の強い対戦車砲を、旧式 

化した軽戦車の車体に固定製備した対戦車自走砲を開 

発すれば、再び戦力としてよみがえる。 



PzkwIII 

•火力強化の歴史 E型のみ37圓砲で、G型、H型は短砲身 

の50画砲を搭載。J型L型は、長砲身の50 

画砲を搭載。3号はL型までで、N型だと 

短砲身の75圓砲と、生産する価値はない。 

これ以上の火力を望むなら、〗号戦車の 

後期型と同じ砲を積んだStuGlllGに改 
良するしかない0 



PzkwIV 

春バリエーションNo.l FE型とG型は、長砲身の75圓1_43砲を 

4号戦車ほど、改良型や派生型の多い 持つことによって3号戦車との差がはっ| 

戦車はない。 きりする。H型、J型、SP型は、さらに 

□型、E型は、短砲身の75關L24砲搭載 強力な75圆し4B砲を持ち、4号戦車が搭 

しているが3号戦車の50圓のほラがいい。載可能な最強の砲だ。 

13 __ 

対空戦車 自走重歩兵砲 突擊砲 駆逐戦車 



派生車種として、駆逐戦車2種、対空 

戦車3種、対戦車自走砲1種、自走重歩 

兵砲1種など、多様な兵器に改良が可能 

だ。 4号戦車は終戦まで高い戦闘力を持 

ち続けるので、戦車として使い続けるほ 

5がいいと思ラ。 

ナスホルンwv-とは別シャーシ 
ナスホルン、フンメルのシャーシは4号戦車と 

思われがちだが、3号と4号の部品の共通化をは 

かった3号4号シャーシがベースになっている。 

戦闘力の高いナスホルンを、フンメルに改良す 

るのはちったいない。 



テイ—ガーI 
テイガーI 

♦S.ティーガーは使えない 
対人攻撃力は150、とすぐれているが、弾が 

1発しか積めないのが最大の欠点だ。 

S.ティーガーに改良するより、ティーガー 

Iのまま使い続けたほろが絶対にいい。 

•パンターのままで十分強力 
□型は走行性能が悪く、悪路を走行で 

$ない欠陥品。G型になって走行性能が 

改善される。駆逐戦車のヤクトパンター 

テイーガーII 

•改良はちったいない 
ティーガーIIは、駆逐戦車と自 

走カノン砲に改良が可能だが、最 

高の戦車をみすみすつぶす手はな 

い0 

改良するのはもったいない。 

F型、II型、コーリアンの開発は1945 

年3月以降で、戦争には間に合わない。' 



StuGm 

•m号突撃砲発達史 
3号戦車には搭載不可能な75圓砲を車 

体に固定装備することで、搭載を可能に 

している。 

巳型は75圓1_24砲、F型は75圆し43砲、 

F/8型' G型は75_L4B砲、StuH42 

は105關砲搭載と、敵戦車の能力向上に合 

わせるよ5に、武装を強化してきたのが 

よくわかる。 

また派生型として、自走重歩兵砲の 

SIG33巳がある。 

待ち伏せ兵器なので、敵の進出して吉 

そうな道路脇の森などに隠れて、敵がワ 

ナにかかるのを待つ使い方がベスト。 

ヘッツァー 

參戦力としては低い いるが、対人用ならF1型やSIG33/2 

75画砲のへッツァーよりも、105圆砲の のほラが、ずっと高い。 

42型のほうが対戦車能力が高そうだが、 戦力的には、ヘッツァーシリーズは低 

反対にダウンし対人攻撃力が高められていといわざるをえない。 



Flak37Pz春改良で射程アップ 
Flak41Pzは、昍111L5B砲から高性能の88mmL74 

砲に換装したもの。おかげで射程が5からBへとの 

びている。Flak4〗Pzをちやんと生産ラインに載せ 

ていないと改良することはでぎない。 

Sdkfz7 •空は敵機だらけ 

ノルマンディ以降は制空権が連合軍側に移り、空 

は敵機だらけで、対空戦車を1部隊でも多く欲しい 

ところ。輸送車のSdKfz7は、対空戦車のSdKfz7/ 

1に改良することが可能だ。 

Sdkfz251 

參歩兵を載せてロケットも撃てる 
SPW251/Wは、ロッケト砲も装備 

した上に、歩兵や牽引砲も積める便利 

なモデルだ。SPWS51F1は生産でも手 

に入れることができる。 

てる 
3333LTT3KEM 

歩兵 
•改良で1階級特進 
擲弾兵39とエリート兵39は43 

へ改良で吾る。進化をひとつと 

ばせる分お得だ。 

P.ファーストや、P.シユレ 

ッケなどの装備で、対戦車攻擊 

力が飛躍的に向上している。 



Bfiog 

•Fからタンク装備 

I峥時1匿 

E型は航続力42でタンク装備無し。敵 

を深追いすると燃料切れで墜落するため 

にF型への改良のメリットは大きい。夕 

ンク装備で航続力の問題がかなり改善さ 

れるからだ。 

G型は航続力と対空攻撃が改善。 

k型は巳fiogシリーズ最高性能だが敵 
戦闘機の性能向上が著しく、FW190への 

乗り換えを考えたほろがいい。 

巳fiogcは艦上戦闘機で、陸上機より 

も性能が低く、空母を持っていないと作 

る価値のない戦闘機だ。 

Fw190 

時■ 

■■■Km 
峰 

參戦闘機のままの改良がベスト 
Fwlgo Aは戦闘爆撃機のG型と、性能 

向上型戦闘機のD9に改良が可能。 

このころになると敵戦闘機の数が多く 

|なるので、戦闘爆撃機よりも戦闘機のほ 

|うが欲しい。そのまま戦闘機として改良 

を続けたほ5がいいと思われる。 

Tal52Hはプロペラ機の最高性能機で、 

それ以上を望なら、ジエツト戦闘機の 

Me262Alに進化させるしかないが、そ 

のままでも戦闘力はかなり高い。 



BfllO 

BfllOC 卜■HI岭 
•c型とは長し、付き合い 

C型は250kg爆弾3発積んで、航続力が 

96もある。E型でタンク積んだ航続力に 

匹敵する。 

E型はC型の次に使いやすく、500kg 

爆弾4発積んで72飛べる。 

□型、G型は航続力でC、E型に劣つ 

ていて使いにくい。 

Me410 .a型は欠陥品？ Me410A 
Me410はBfllOの進化型のくせに、日fllOより 

使えない機体だ。特にA型は爆弾を1発しか積む 

ことができない。巳型になってやっと爆弾を4発 

積めるよラになるが、性能的に巳fl10とほとんど 

変わらない。 

Ju87 . 

■HBKia ■■■■□□ 

•最高の型 
巳型は性能向上型の円型と、艦上攻撃 

機のc型に改良が可能だ。R型にすると 

航続力が54から96にもなり、使いやす 

いことこの上ない。C型は空母を持つ_ 

いないと作る必要はない。 

□型は攻撃力はアツプするのだが航丨 

力は66と大幅にダウンしてしまう。 



Do17Z •グラィダーガ强備可能 

気がつかない人が多いと思ラが、1943年1月末 

以降になると、$900の改良費用でDol7Zにクラ 

イダーを装備できるよ5になる。グライダーと巳 

爆弾をいっしよに積むことはできないそ。 

Helll•対艦sサイ臟備 H8111H2 

1944年2月末以降、対艦ミサイルのHS293 

ASMを搭載可能なH10型に改良で杏る。射程が 

5もあって離れたところから艦船を攻撃で吉るが、 

この頃は制空権が無いのでほとんど行動できない。 

Ju88 

•使いやすいA4型 
Ju昍シリーズの中では、A4型が航続 

力が19£と長ぐ巳爆弾搭載力も6と高い 

ので使いやすい。 

S型になると、防御力強化のためか巳 

爆弾搭載力が4、航続力が96とA4の半分 

に下がってしまってはとても使い物には 

ならない。 

Ju188 

VBH 啤■ 
•s型は航続力低下 機銃など余分なものを取り外してスピー 

E型とA型の違いは、20甽機関砲の能 ドを上げた、悲壮な爆撃機だ。いくら性 

力が10上がったくらいでほとんど同じだ。能を上げても戦闘機にはかな5訳もなく 

S型は防御力の強化がなされた上に 無駄な抵抗だ。 



ができる。 



ドイツと連合国との戦いに使用された主力 

兵器を、戦いが行われた戦場ごとに、ドイツ 

軍兵器と、連合軍兵器の性能比較を交えて紹 

介していく。 



ポーランf侵攻 

193鄉9月1日、ドイツ軍の 

ポーランド位攻によって、第2 

次大戦の火ぶたが切って落とさ 

れた。 

ドイツ軍は、戦車を中心とし 

た6個機中帥Wをもってブリッ 

ツクリーク（堪擊戦）を展開。 

騎兵を中心とした旧態依然のポ 

ーランド軍を押しまくった。9 

W28Hポーランドは降伏0わず 

か1力月でドイツは1国を脈 

することに成功したのだ。 

このことはイギリス、フラン 

スの態度を硬化させ、やがてヨ 

一ロッパ全土を巻き込む戦乱へ 

と突入していった。 

ドイツ軍主力兵器 
ドイツは早くから戦車の高い能力に 

着目し、グーデリアン大佐の戦車主体 

理論にもとずさ、世界初の機甲師団を 

作り上げた。しかし新型の3号、4号 

戦車はまだ少数で、1号、2号、チェ 

コ製の351、381戦車などが機甲師団 

の中核として構成されていた。 

空軍ではユンカースJU87巳 ''スツ 

一力"が対地攻撃に、メッサーシュ5 

ット巳f109Eが対空戦闘に活躍した。 

数量など他国より絶対不利なドイツ 

軍だが、戦車、航空機とも当時の水準 

をはるかに上まわり、高度に訓練され 

た搭乗員等によって、初戦を勝利に導 

<ことができたのだ。 



■機甲師団の形成■—— 

ゲーム上では37圓砲を装備した351、 

3Bt戦車がけっこう使える。1号、2号戦 

車だと機関砲装備なので、歩兵には通用 

しても戦車には通用しない。アップ1か 

ら3号戦車が生産可能となる。砲は381 

戦車と同じ37画だが性能が軽戦車と比べ 

て段違いだ。後々のことも考えて、軽戦 

車よりも3号戦車を生産しよ5。 

索敵を中級以上でプレイしている人は 

索敵能力の高いSdkfz?四などの装甲 

車が1部隊欲しいところ。マップ4から 

補給馬車も生産可能となる。 

PzKw I A 武装が7.92mm PzKw II A 20m機関砲搭| 
MGと貧弱、蹄嫌用。載> 対戦雜闘は無 

PzKw35t 37画 1_405包搭載 PzKwIII E 37mmL47¢包搭載 
軽戦車では長く •(吏える。 携行弾数も多く使える戦車0 

37mmPak35牽引車両とぺ105mm野砲射程が4で力Sokfz222索敵能力が4デマーグD7地上部隊と 
アにしないと使えない。ノン砲ではまあ使える。 と高く偵察任務に最適0 空の攻擎からガードする。 

■空軍の創設. 

マップ3の"ビスワガワ"からユンカ 

—スJU87日スツーカが生産可能になる。 

機動性の悪し澤引カノン砲の替わりに使 

える。またマップ4 "ワルシャワ"から 

Bfl09E、Hs123が生産可能になる。巳f 

109は戦闘力は高いのだが航続距離が短 
いため、ポーランド空軍の攻撃で燃料切 

れで落ちないように注意しよう。HS123 

は複葉の旧型機で、攻撃機といラ割には 

携行爆弾ち250kg爆弾が1発と少なく、対 

地攻撃に使5にはいささか役不足。 

Bfl09E向う所敵無し,怖Hsl?|もはや旧式機。 
いのは燃料切れ。 Ju87Bを生産しよう。 

JU87B対地攻擊力が高く 機動力の悪いカノン砲替わ 
対地支援に最適0 fに使おう。 



ポーラ：軍主力兵器 
当時のポーランド軍は騎兵11個師団、 

歩兵40個帥団からなる歩兵中心の軍隊 

で、戦車戦力は装備の貧弱な軽戦車旅 

団がひとつしかなかった0このあまり 

■敵はカモの山■ 
ポーランド軍の騎兵や歩兵はドイツ軍 

1号、2号戦車で十分倒せるのだ。TK 

Sも戦車とはいえ、機関銃しか搭載して 

なく、351戦車の37哪砲で撃破で芒る。 

■強力な敵■- 

ポーランド軍の中でドイツ軍戦車に対 

抗できるのは7 TP戦車のみ。しかし 

TKS戦車の進化モデルなので、初期配 

置が全滅したら補充はまずで吉ない。 

■見えない敵■—— 

ポーランド軍には多くのカノン砲が配 

偏されていて、その長い射程を生かして 

こちらの索敵範囲外から、砲弾の雨を降 

らしてくる。どこにいるか判らない敵か 

ら攻擊されるのは実に不気味だ。それを 

防ぐ手だてとして、索敵能力の高い装甲 

車や、Bf110戦闘爆撃機を先行させる。力 

ノン砲や高射砲などの間接攻撃ユニット 

をあらかじめ見つけて、各個撃破した上 

で部隊を進ませれば、いらぬ損害を出さ 

ずにすむ。 

にも貧弱な兵力では、ドイツ機甲師団 

に対抗するすべはなく、1939年9月28 

日、あっけないほど簡単にドイツに降 

伏してしまったのだ。 

# m 
騎兵 歩兵に比べて速T K S 武装が7.92111 
度力<5と速い。 MGと貧で、戦車:のいい力| 

7 TP ドイツ戦車に対37,ポフォース弱装甲イ 
抗できる唯一の戦車0 ドイツ戦車をK。する。 

索敵麵より外から突然、155mm野砲射程5と長い| 
砲弾の雨力释ってくる。射程距離を持つカノン砲〇 

lO&rnn野砲射程4と155 75mnif^射程3と短い(7 
圃に次ぐ性^を持っている0で比較的見つけやすい0 



■卜ーチカ戦_一 

要塞にこもった対戦車砲を戦車で攻撃 

していたのでは、損害が多くなるばかり 

で、実に不経済なやりかただ。要塞をぬ 

くには、JU87の対地攻撃で道を切り開 

くのが一番の早道だ。 

■ポーランド軍反撃■- 
ポーランド最後のマップ''ワルシャワ" 

になると、ボーランド空軍が総攻撃をか 

けてくる。地上では無敵の戦車も空から 

の攻撃にはあっけないほど弱い。ポーラ 

ンド空軍の戦闘機はPZL Pileで巳f 
109Eには歯がたたない。ポーランド空軍 

で一番怖いのは、しつこく戦車隊をつけ 

狙ってくるPZL P37巳攻撃機とPZL 
P23巳攻撃機だ。これらから戦車隊を守 

るには戦車隊にデマーグD7を生産して、 

戦車隊を守るよ5に進めば、ある程度 

攻撃機から戦車隊を守ることができる。 

要塞にこもった対戦車砲はJu87などで空から攻撃す 
擊^しにくい。 るのが最良の擎法だ。 

積める双発式攻擊機0 からの攻擎には弱い。 

グーデリアンの考え出した戦車主体 

理論に基き、誕生した機甲帥団の威力 

がどれほどのものか、初めてポーラン 

ド戦で試された。 

戦車の高い機動力を生かし、防御の 

固い地域は避け、防御の手薄な地域を 

襲って次々と戦線を突破していった。 

ポーランド軍はドイツ軍のスピードに 

ついて行けず戦線は各地で崩壊。わず 

か1力月でポーランドは陥落した。 



■□ツバ侵攻作戦 

れ目から戦車師団を集中的に投 

人、フランスへ位攻した。フラ 

ンス車は数の上ではドイツ軍よ 

り多くの戦屯を持ってV次が、 

歩兵部隊を5腦i!備してV»たた 

めに、ドイツ軍に各個1^破され^ 

戦ノJを消耗していった。ドイツ 

軍侵攻から6週間後の6月22 

H、フランスはドイツに降伏。 

あとに残ったイギリスとの間で 

人航空決戦が行われたが、戦略 

肩を持たなかったドイツ軍は 

これに咖Uイギリスfti攻を断 

ドイツ軍主力兵器 
3号、4号戦車の配備は進んだもの 

の、ポーランド戦から7力月しかたつ 

ていないのと、新たに4個戦車師団を 

増設したために、各戦車師団あたりの 

装備戦車数は少なくなり、戦車戦力は 

かえって低くなってしまった.〇1939年 

3月のチェコ合併で、351、38t戦車 

の生産設備を手に入れたため、そのま 

まドイツ戦車として使用。かなりの数 

が配備された。常に定数不足だった戦 

車師団の助っ人として大活躍した。 



■3号戦車を増強■ 

3号戦車の37画砲は、装甲の厚いイギ 

リス、フランス軍戦車にかなりの苦戦を 

しいられる。4号の75圓砲も火力不足で 

今ひとフパ_ッとしないので数で攻めた。 
PzKwIII E 37甽砲なので、PzKwIVD 75mmL24^備。 
英、仏戦車に苦戦する。 75mnK7)割に以外とトロい。 

PzKw38tA 37111m L485包をStuGIIIB 4号戦車と同じデマークD7空の攻擊か88mmFlk36対空にも対戦 
積む軽戦車中最強の戦車〇 75nmiL24i包を積む突輒ら部隊を守る守護神。 車にも使える万能砲0 

■空軍が死命を決める■— 

弱小ポーランドと違って敵空軍力は強 

力。無謀な突出は戦力を消耗するだけだ。 

地上部隊の脅威になっている敵攻撃機を 

巳fl09Eでたたきおとせ。 

Dol7Z爆弾搭載量が2と 
}少ない。 

HelllH2爆弾搭載量4。 
な性^を持っている。 

Bfl09Eバトルブリテン 
で攻擊力不足を痛感。 

Ju87Rバトルブリテンで 
はB力、らR型へ改良しよう。 

■加!3^9^ 

BfllOC戦闘機というよ 
り偵察 ' 攻職 

Ju52g5e兵員を空輸でき 
る空のタクシー。 

■海軍の主力はUボート■一 

駆逐艦ぐらいでは、敵の優勢な海軍力 

Iに勝つことはで吉ない。戦艦、重巡から 

!攻撃を受ける心配の無い潜水艦のほラが 

I生き残る確率は高い。 
iras潜樵狩り専門に潜嫌天敵の駆離、軽 
使おう。 巡には要注意0 



連合軍主力兵器 
イギリス、フランスの戦車は、装甲、 

火力などの性能の上でドイツ戦車に勝 

っていたが、戦車の運用上の思想の違 

フランス軍 
■要注麵車あ0■- 
ソ5ュアS35は強力な47mm砲を搭載。 

さらに装甲がドイツ戦車よりも強力。確 

実に擊破できるのは昍圓ぐらいだが新型 

の3号も4号も無傷では済まない。シャ 

ール巳型重戦車は75圆砲と47刪砲を持ち、 

まもとに戦車で撃ち合ラのは無謀H 

Ju87曰スツーカで撃破するのが一番の 

安全策だ。AMC35は軽戦車と思ってか 

かると、47miii砲を搭載しているので、思 

わぬ損害を出してしまう。 

いから多くの部隊に分散して配備され 

ていた。そのため戦車を集中配備して 

いたドイツ機甲師団によって、各個撃 

破されてしまったのだ。 

■Bfl09の敵じやない■ 

フランス空軍のソルニエ戦闘機ぐらい 

では百戦錬磨の巳fl09の敵じやない。一 

番5るさいのがボテーズ631などの攻撃 

機だ。いくら経験値の高い戦車でも空か 

らの攻撃には対抗で杏ない。 

低地睹国軍 
■弱小国の悲しさ 

ひとつひとつの兵器はそれなりに強力 

なものがあるが、国力が無いので十分な 

数を生産できないので、強力なドイツ軍 

の前ではほとんど無力。 

主力戦闘機0 発装備できるうるさいやi 

AGCI パラ 
ンスの良い軽戦車0 

GCIA I50kg■爆弾搭載^! 

能な戦闘爆擊機〇 



■宿敵、スピットファイアー■- 

イギリスの守護神、スピットファイア 

一Mk Iは、同じエンジンを使っている 

八リケーンに比べてかなり手強い。これ 

からスピットとは長い付き合いになる。 

■針ネズ^防衛綱_- 

イギリス沿岸は、強力な砲台とイギリ 

ス艦隊にガッチリ守られている。これら 

を撃破してからでないと、ドイツ軍はイ 

ギリス上陸作戦を開始できない。 

スピットI Bf 109と長いバトル227kg爆弾2発積 
ライバル関係になる戦闘機0む機甲師団の天敵0 

沿岸砲台射程6の海岸砲0イギリス艦隊戦艦、重巡 
空からの攻擊には無力。 を多数保有している。 

■總献レーター，1■— 

レーダーは索敵距離が10もあって、イ 

ギリスに近付く物は全てイギリス軍に見 

つけられてしまラ。レーダーをつぶさな 

いとドイツ軍は奇襲で杏ない。 

て一 

レーダー40mm砲で強力 
に対空防御されている。 

索敵距離10イギリス沿 
岸に近付く敵をキャッチ。 
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リt■ェト侵攻作戦発動！！ 
ドイツ軍はフランス制比の勢 

いをかって、1941年6月22H、 

方的に独ソ不口报条約を破り 

ソ連に校攻を開始した。 

ドイツ軍は、-11#刀3力I〗でモス 

クワを陥落させる予定であった 

が、思わぬソ連‘屯の粘り強い抵 

杭と、新喂戦ip(T34、KV — 

I)の出現て、戦闘が冬までも 

つれこんでしまった。対寒装備 

を持たないドイツ軍は、寒さと 

延ひ*切った補給路に#動きでき 

なくなり、モスクワH前で退却 

を余儀なくされるのだった。 

Pイツ軍主力兵器 

3号戦車はヒトラーの催促にもかか 

わらず、長砲身50画を装備していなか 

Iつたため、ソ連の新型戦車KV—丨、 

I T34を相手に大吉な苦戦を強いられた。 

この戦いで、ドイツ軍全戦車が旧式 

化していることが証明され、優秀な兵 

器に支えられ、全勝を続けたドイツ機 

甲師団の神話が音を立てて崩れ去った。 

ソ連の新型戦車に対抗するため、ド 

イツ軍は急遽既存戦車の改良強化に乗 

り出した。装甲を厚くしたり、強力な 

砲に替えたりして、何とかソ連戦車に 

対抗しよろとした。しかし、改良には 

それなりの時間が必要で、多くのドイ 

ツ軍部隊は旧式化した兵器をなんとか 

運用し、敵を一両づつ撃破しなくては 

ならなかった。 



rlk36新型戦車l 

■兵器の改造強化■一 
ソ連の新型戦車に対抗するためには、 

戦車を都市に入れ、改良で武装強化する 

しか方法はない。これは経験値が上がつ 

ている分、新たに生産するより有利だ。 

■機動性の悪い牽弓I砲■ 

■ソ連空軍を圧倒■ 
ソ連空軍の装備は旧式機がほとんどで、 

ドイツ空軍の敵ではないが、ドイツ軍の 

牽引砲は車から砲を降ろし、さらに敵 

が射程内に入らなければ射撃がで吉ない 

ため、戦車と比較すると決定的に即応力 

に欠けるのだ。 

空港が少ないため補給がつらい。特に巳 

fl09Eなどは運用が難しいのだ。 



ソ連軍主力兵器 
精鋭、最強といわれたドイツ機甲師 

団の神話を打ち破ったソ連軍の強さは、 

戦線に配備され始めた新型戦車T34と 

KV-1の性能が優れてからである。 

特にT34は傾斜した装甲板と、燃費 

の優れた軽合金デイーゼルエンジン、 

長砲身の76.2刪戦車砲の絶妙なパラン 

スでドイツ戦車を圧倒し、ドイツ軍に 

大吉なショックを与えた。 

■優秀なソビエト戦車- 
ソ連軍は軽戦車といえども45画砲を搭 

載していたため、ドイツ軍の3号、4号 

戦車でも、武装強化していないとかなわ 

なかった。なかでもモスクワの守護神と 

も呼ばれたソ連軍のエースT34は、走、 

攻、守ともにパランスの取れた戦車で、 

3号、4号を武装強化してやっと太刀打 

ちできるくらいだったのだ。またKV_ 

IはT34と比較すると、機動力は劣るも 

のの、防御力が高く、Ju87スツーカで 

の攻擊しか有効な方法がなかった。 

BT-7 76.21im砲を搭載しT-26S 45mmSS装備で、 
て実力もかなりのもの。 小粒だがピリリと辛い。 

wliiw 
KV-IB搭載砲はT-34と同T-34/76B •走、攻、守に優 
じだが防御力が高い。 れたバランスNo. I戦車0 

■優秀な砲兵陣地■ 
ドイツ軍の行く手をさえぎる、幾重に 

も層をなした塹壕と卜ーチカの陣地。そ 

こは前面に76.2圆対戦車砲、後方に12E 

刪' 152mm野砲、75刪、昍圆AA砲でガッ 

チリと固められ、戦車が単独で突っ込ん 

でもメタメタに攻擊されてしまう。 

航空機のスツーカや巳fl10で、突破口 

を開いた上で戦車を投入しないと、甚大 

な被害を被ることになる。ソ連軍防衛陣 

地の強行突破は損害を増やすだけで、何 

もメリットがないのだ。 
I22mi野砲ソ連軍で広く 152m野砲射程5を誇る| 
使われているカノン砲„ ftノン砲0 



I優秀な火力支援車両■ 

ソ連軍は、Zisトラックに砲を搭載した 
だけの自走砲を大量に生産してくる。防 

御力は低いものの、搭載砲の威力は強力 

で、戦車より安く生産でき、費用対効果 

が高いため、大量に投入してくる。 

この兵器は種類が豊富で、自走カノン 

砲、自走ロケット砲、対空戦車、自走高 

射砲などがあり、戦車の行軍支援をして 

あり余るほどの実力をもっている。たと 

え見かけがトラックでもあなどれない。 

なめてかかるとしつぺ返しをくらうのだ。 

|低い空軍力■ 

ソ連軍戦闘機は主力が旧式の卜15や卜 

16で、ドイツ軍の巳fiogの敵ではない。し 

かし、攻撃機は優秀で、11-2やP日-£にか 

かるとドイツ軍戦車はいいカモになって 

たら終りた"。 イツ戦車にとっての天敵0 

★醐国からの_兵器*〕 

ソ連の兵器の中には、イギリス軍か:: 

らの援助兵器の戦車が、少数ではある，ン，: n，’ 

ものの配備されていたのだ。 rマチルダHiIバレンタイン〇 

ドイツ軍VS連合軍 





■出揃った新型戦車■ i ST 
強力なソ連戦車に対抗する切り札とし 

て、パンター、テイーガー丨戦車、エレ 

フアントなどの新型戦車を生産すること 

が可能になる。 

エレフアント88mm L7Iヴエスぺ105mm野砲を自ナスホルン88mmL7l砲フンメルI50mm5包を持つ 
砲を持つ駆*車0 走^して機動カアップ。 を持つ最強の纖車自走砲0が射程はヴエスべと同じ。 

■旧式戦車を改良■ 

3号戦車は突撃砲に改造。 4号戦車は 

シェルツェン装着で防御カアップ。旧式 

化した2号、3Bt戦車の車体を利用して 

対戦車自走砲に改良が可能になる。 
PzKwIII N 短砲身の75mm PzKwIVH 75mmL485包に 
L 24?包では火力不足0 強化され增in装甲も装着。 

■待望の新型戦闘機■ 

常に航続力不足に悩まされていた 

Bf109の進化型としてFW190Aがエン 

トリーされてくる。航続力が78と長大で、 

航続力不足の問題がかなり解決できる。 

琴会*^ 9 

,4 
Fwl90A航続距離の長いJu87G 37_^関砲を装 
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ソ連軍主力兵器 

ドイツ戦車の武装強化に対抗して、 

ソ連軍も増加装甲装着による防御力を 

強化。さらにドイツ軍の突擊砲を見習 

し、、T-34やKV-Iの車体に、大口径砲 

を固定装備した、SLM没やJS-152 

などの突撃砲を登場させ、ドイツの新 

型戦車に対抗しよ5とした。 

■Pakフロントの恐•怖■一 
クルスクの平原はいたるところに塹壕 

空支援が無いと戦車隊は消耗するばかり 

が掘られ、そこには対戦車砲、tチカ、 

カノン砲、高射砲などがビッシリ配備さ 

れた陣地が延々と続いている。十分な航 

■改良強化された戦車■ 

で戦果は期待できない。 

て強化されている。また新型の突撃砲も 

多数装備されている。 

T-34、KV-Iのなどの既存戦車の改良に 

よって、主に防御力が従来のものに比べ 



■強化された空軍力■ 

開戦当初は旧式機ばかりで、ドイツ空 

軍にやられっぱなしだったソ連空軍も、 

高性能の新型戦闘機の配備が進むにつれ 

なかなか手強い相手に成長して吉た。 

ソ連製のYak-7や、La-5などの新型 

戦闘機は、ドイツの巳f-iogと性能的に同 
等で、アメリカ製のエアロコブラや八ボ 

ックなどの援助兵器も配備されて、戦力 

的にかなり向上してきた。ドイツ空軍も 

東部戦線でそラ楽をさせてもらえなくな 

つて吉た。 

■恐怖の攻撃機■ 

新たにロケツト弾を搭載できる機体が 

配備され、また、対戦車攻撃用の37画機 

関砲を装備した機体も登場して、攻撃力 

は一段とアップ。 II-2M3対戦車用の37mm Pe-2FT長く使われた、双 
麵包を搭載。 発の攻擎at 

奸34がドイツ戰車を変えた^) 
…:广砲弾から戦車を守る方法として、装甲 

T-34の設計の革新性は、ドイツ戦車板の厚みを増すことで砲弾のエネルギ 

の設計思想を変化させるほどすごいも一を吸収してやろう、という考え方だ 

のだった。それまでのドイツ戦車は、った。T-34は装甲板を傾けることによ 

って砲弾のエネルギ 

V0OBW ^ W "«fmRP -を分散し、砲弾を 

_ はじき返すという考 

ぇ方だった。この考 

え方はドイツの戦車 

I t-q4 I [ ノ、ンター I 開発に大きな影響2 
-- 与えた。 



アドバンスト大戲K 

フレンチアフリカ 
1942.11.8 

同盟Wのイタリアがエジブトでイギリ 

ス軍に敗北した。ドイツ軍はこれを見て 

いる訳にもいかず、北アフリカに軍を派 

遣した。イギリス軍との一進一退の攻防 

の東ドイツ軍はエルアラメインで敗北 

卜ずツ軍主力兵器 
最初ドイツ軍は50画L 42砲搭載の3 

号や、75圓L24砲搭載の4号戦車で十 

分イギリス軍に対抗で吉たが、75mm砲 

を搭載したアメリカ製M3グラントや 

M 4シャーマンの出現で、火力不足が 

問題となった。 

ドイツ軍はこれに対応するため、長 

砲身50圓L60砲を搭載した3号J型や、 

75圓L43砲搭載の4号F 2型を開発、 

さらに新型戦車ティーガー丨型を北ア 

フリカに送った。 

しかし、物量にものをいわせる連合 

軍の前に、制海権、制空権を取られ、 

新型兵器の性能を十分発揮できず、ド 

イツ軍は北アフリカを失うことになる。 



PzKwIIIJ *6包身の50miiiL PzKwIV F2長砲身75mm LティーガーI 88mm L 56マーダーN 2号戦車の車 
•iOfi包で何とか戦える。 435雜備で火カアップ。 砲は強力無比!！ 体に75mm L榻包を搭載0 

■地中海の制海権を握れ_ 

マップ25、26、3£では制海権を握らな 

いと、前線へ補給物資を送ることができ 

ない。そのために強力なイギリス艦隊を 

沈め、航海の安全を確保するのだ。 
Bfl09Fタンク装備で航BfllOE燃料搭載置も多 
続距離をかせげ!！ く、使いやすい戦闘!^機。 

今 

Ju87D搭載量は増えたが、Ju87R渡洋作戦にはR型Ju88AI B爆弾5発搭載、 

■空と潜水艦の協同作戦 

ドイツ軍が持つ兵器で、戦艦攻撃に有 

効なものは、Ju87と潜水艦ぐらいだ。潜 

水艦の天敵、駆逐艦をJu87で沈め、戦艦 

などを潜水艦で攻撃するといい。 

■アメリカ製戦車に対抗せよ■ 

敵に配備され始めたアメ1J力製戦車に 

村抗すべく、ドイツ軍は主砲の交換を始 

める。防御力はともかく、これで互角に 

アメリカ製戦車に対抗で吉るよラになる。 

て：二 
PzKwIII H 短砲身の50mm PzKwIVE 短砲身75mm L 
L 42砲ではつらくなる。 42砲では火力不足になる。 



連合軍丰力兵器 
イギリス軍はドイツ軍の戦力を圧倒的 

イギリス軍の戦力は、アメリカの援 に上回り、アメリカとの協同作戦でド 

助兵器の配備で、質的に改善された。 イツ軍を北アフリカから追い出した。 

また、アメリカの本格的な参戦により、 

アメリカ軍 

スチュアートV 37mn»砲MI5GMC 37圆機関砲をM7ブリースト105mm力 T30HMC 75mmカノン砲を 
搭^の軽戦車Q 装備した対^戦車0 ノン砲を自起匕したもの。ノトフトラックにm 

■戦力高い空軍■ 

アメリカ軍は戦闘機、戦闘爆撃機、攻 

撃機、爆撃機などの豊富な機種を大量に 

持っていて、広い戦域どこにでも航空支 

援がで杏る。その空軍力は驚異だ。 
エアラコブラD 37mm機 
閱雜備の戦闘氍 

P-40F連合国各国に広< 
使われた戦闘機^ 

スカイトレインB—度に 



ブレニムVドイツ戦車隊ハリケーンII C鰯単を2 
の天敵。 発も搭載可能な戦闘機。 
■制海権を握る英艦隊■ 

地中海には、強力なイギリス艦隊が配 

瞳されていて、制海権はイギリス側が握 

つている。戦艦、駆逐艦、空母など多数 

の艦船が地中海で活動しているのだ。 

ウェリントンIIトブルク 
で首者15を^£した爆擎機„ 

画Wi_画 

钱車■ 
Mこ戦えるのだ 
14戦車は火力 

【撃で吉ない0 2Pdr砲マチルダII 2Pdr砲装備 
の歩兵戦車0 

ドイツ軍vs連合軍 



Fイツ軍の主力兵器 
大戦も終わりに近づき、ドイツはジ 

ェット戦闘機、超重戦車、戦略Sサイ 

性能的にも、連合軍の兵器を圧倒す 

乗員の消耗や燃料不足などによって、 

せっかくの新兵器もその実力を発揮で 

ぎずに、連合軍の物暈の前に次々と撃 

破されていった。 

さすがの新兵器も時期が遅れ、連合 

る新兵器が続々と登場したが、熟練搭軍の勢いを止めることができなかつた。 



■頭上の敵機■ 

連合軍の圧倒的な航空兵力の前に、ド 

イツ空軍は空爆の阻止が不可能となり、 

機甲師団も対空装備を持たないことには、 

師団を守れなくなってきた。 

フ- 
しwvnr^ 

ST 
PzKwIVJ 終戦まで作り続 JagPzlV70 75mmL 70? 
けられた4号の最終生産型。固定装備した馬区遂^氧 

嘴^^^ « 

パンターG総合的に一番テイーガーII火力はg 
使し、やすい戦車„ だが機動力亡溧い。 

飞德 

ヤクトテイーガー128mm メーベルワーゲン37mm 

砲を装備した駆逐戦車0 機関砲を搭載した文控戦車0 

I敵新型戦闘機に対抗■ 

ジエツト戦闘機などの新鋭機は高性能 

ではあるものの、高価なため数を揃えら 

れない0既存機は性能は得られないもの 

の、数を揃えることはできる。 
Bfl09K 30mm機関砲で火Fwl90D9敵の新銳機に 
力は上がったが弾数は減少。対抗するのに必要な戦闘槪 

あまり違いが感じられない。は、とても生き残れない。だが、かなり高価„ 力が短かく、弾数も少ない。 

■ミサイルの実用化■一 

V—1、V— 2のミサイルが実用化さ ' 

れるが敵の勢力下では、首都に撃ち込む 

ことは不可能。敵の侵攻を遅らせるため:…縮は長いけ 

には橋を破壊するぐらいにしか使えない。S5機に墜とされてしま 



連合軍の主要兵器は、そのほとんど 

をアメリカ製の兵器に頼っていた。特 

にイギリスは自国での主力戦車の開発 

に失敗し、アメリカ製のM 4シャーマ 

ン戦車を改良して使い続けていた。 

ソ連は新型のスターリン戦車を戦力 

化して、ドイツ重戦車に対抗した。 

アメリカ軍 
■シャーマンで押し切る■— 

戦争末期にM2Bパーシング戦車の開発 
に成功したものの、少数が実戦に参加し 

ただけで、戦力にはならなかった。 

アメリカ軍は新型戦車の開発の遅れで、 

M4シャーマン戦車の改良に務め、多く 

の派生型を生み出した。しかし性能的に 

はドイツのテイーガー戦車や、パンター 

戦車にはとても対抗できなかったが、総 

生産数5万両の大置生産、大量配備でド 

イツ戦車を包囲、せん減していった。 

■質と量の高い八ランス■— 

新鋭のP-51ムスタング、P-47サンダ 

ーボルト戦闘機が前線に投入され、量的 

に勝るアメリカ軍の戦闘力をさらに向上 

させた。 

日-17戦略爆撃機も防御火力の向上策 

として、機首下面に新たに機銃座を設け 

たG型を投入。ただでさえ墜としにくい 

のが、さらに墜としにくくなった。 

いくらMe262でも数で押してこられ 

たらとてもかなわない。 

会 
シャーマン IV 75mm L 40 M4AE2A 主砲を76mm L 5: 
砲では、いかにも貧弱。 砲とし装甲も強化したも(7 

w士 II ^ 

M 36ジヤクソン90mm L Ml 2ロングトム155mm文 
52砲を積む対戦車自走砲0 ノン砲を自走^したもの。 

サンダーボルトD 対地攻マスタングD プロペラ枝 
擊もこなす戦闘瞵槪 最強の戦闘槪 

マローダG 454kg爆弾B-I7G戦略爆擊機の主丈 



イギリス軍 
■主力戦車はアメリカ製■— 
イギリスは数多くの戦車を開発してき 

たが、ついに主力戦車の開発に成功しな 

かった。M4シャーマンを改良する事で 

主力戦車の不在をおぎなったのだ。 

ファイアフライl7Pdr砲 
を積んで攻擊力を高めた。 

■栄光のスピットファイアー■ 

開戦当初から活躍していたスピットフI 
ァイアーは、高性能なエンジンや、基本 

設計の良さにも助けられて、終戦まで主 * * 

力戦闘機として戦いぬいた。 s_vグリフォンェン 
ジンに換装して性能^ 

ソビエト軍 
■戦車は超一流■—— 
イギリス、アメリカと違ってソビエト 

は、戦車開発に関して、ドイツにおくれ 

をとることはなかった。 

独ソ戦開戦当初から、ドイツ戦車を上 

T 34/85 85mmJ包を搭載し 
て攻擎力を高めた。 

回るT-34を実用化していたし、パンター 

戦車に対してはT-34の砲塔を大型化し、 

85画砲を搭載する事で対応している。 

ティーガーIIに対しては、JS-IIを開 

発して、前線の要求に素早く対応でぎた 

まれな例といえる。 

容ぬ 

SU-IOO 85mm砲を 1001nm 

■油断でさない強さに成長■ 

4年にもおよぶ独ソ戦の経験によって、 

航空機開発にも一段と磨きがかかり、ド 

イツ製航空機と互角に渡り合えるほどの 

飛行機を製造で吉るまでに成長した。 Yak-9B 

S3 

チャーチルIII 75mmQF砲 
を搭載した歩兵戰車〇 

タイフーン旧イギリスを 
代表する戦關爆m 

JS-II m 122mm砲装備で 
テイーガーでも苦戦する。 

JSU-152 を搭載 
する自走重歩兵砲0 

IH0 H-2系列攻擎機の最 



まにあわなかつた新兵器 
圈発は完rしていたものの、生産ライ 

ンに乗せられずに終わった秘密兵器。さ 

らに戦力遅れて戦争に貢献できなか 

■ドイツ最強戦車軍団 
マウスは128圆L55砲を積み、総重量 

180トンもの超重戦車であったが、こんな 

化物戦車を生産する余裕は当時のドイツ 

に残っているはずもなく、プロトタイプ 

の製作のみで終わった。 

つた新型兵器。開発が遅れてエントリー 

が終戦後に な る幻の兵器を、ここに一挙 

に大公開!！ 

Eシリーズ戦車は車種を整理し、部品 

の共用化をはかって生産性を高める計画 

だった。E50 (パンター級）E75 (ティー 

ガー級）E100(マウス級)が計画された 

が、結局、計画だおれに終わった。 

マウス E-50 E-75 E-10D 
I5a«m{包と75nrt包を持つ、 8彻碗を主砲として搭載すl28mmS包を搭載する、ティー150mm5包を主砲に持つ、 
I80tもの化物戦車„ るパンターの後纖車„ #一11の?*®車〇 スクラスの超重戦車> 

■対抗する連合軍戦車■ 

連合団各国は、ドイツ戦車に対抗すベフイーを開発したが、戦争には間に合わ 

く新型戦車の開発に力を入れていた。 なかった。ソビエトはJS-NIを開発。イ 

アメリカはM4シャーマンの後継としギリスは、センチュリオン戦車を開発し 

てM2Bパーシングや、少し小型のチヤーていた。 

パーシング チヤーフイー Js-I センチユリオン 
実戦配備がおく tUほとん75mmL385包を主砲に持つ、固い、強い、こわれない、現在でも世界各国で使われ 
ど教争に貢献できなかつた〇アメリカの新鋭!圣戦車〇 手のつけられない戦車0 続けているI憂秀な戦車0 



アメリカのB-29に匹敵すジェットエンジン4発積むMe 162の戦訓を生かして、洗練されたデザインの、ジ 
る超重^機0 ジェット!^機の先!区け。誕生したロケット戦闘機0ェットI文擎機〇 

■対抗する連合軍空軍 
連合軍側でも、ジエツトエンジンの開 

発は進んでいたが、プロペラ機を上回る 

ような飛行機を開発できずにいた。イギ 

リスではグロスターS—ティア、アメリ 

力ではコメツトなどが開発されてはいた 

が、性能的にMe262を上回れなかった。 

■最強ドイツ空軍■ 
ドイツは、戦後の航空技術に大きな影 

響を与える、革新的な航空機を数多く開 

発している。世界初のジエット戦闘機、M 

日262を皮切りに、単発ジエット戦闘機の 

Hel62、完全後退翼を採用したP1101 

や、フォッケウルフTal83 '、フッケパイ 

ン"などは戦後のF-86セイパーや、 

Mig15の原型ともいえる機体だ。また口 

ケツト戦闘機、Me1B3の後継機の 

M日263、世界初のジエツト爆撃機、 

A「234やJU287などは、爆撃機のジエツ 

卜化への先駆けともいえる機体だった。 

また前後にプロペラを持つD0335のよ 

うなユニークな機体もあった。 

3 

まにあわなかつた新兵器 



かくしコマンド紹介 
かく 3れたコマントが存在する。 

マップエディターや禁断の核兵器な 

っと遊べるウラわざばかりだ。 

エディターの使用法 

.エディター起動 

右、左でスタンダードに 
左の！®を出して、右、左を押してスタンダー 

2 •スタンダードマップをェデット 

エディットのコマンドが出たら、口ードでス 
タンダードマップを選ぶと、またエディットの 
コマンドが出てくる。エディットを繼すると 
スタンダードマップをエディットできる。 

3.地形配置 

エディツトでBポタンを押すと地形表が出て 
くる。置きたい地形を選んでメインボタンで元 
にもどし、カーソルを動かし、メインボタンで 
地形を置いていくことができる。 

都市の作りすぎチェックI 
右下にある都市の耐久度がIOOU I ■ 
橋は海用と河用がある * 

まわりを中立地帯に 

エディットマップは、まわりを 
立1 也帯で囲っておかないと、バ 
が出る。 

最後の首都が生産都 







-英雄たちの啦哮- 

メカCD初の戦国シミユレーシヨン〇 
織田信長、武田信玄、上杉謙信、今 
Jl I義元に代表される戦国武将らが、 
天下統一に立ち上がる0 



衣下布 
ゲー繼れ 
シナリオ、プレイ大名 

を決定してスタートした 

ら、ゲームは〇〜4の繰 

り返しで進行する。 

CD-ROMの起動 
メガドライブをメガCDの上にセツトして罨源を入れる 

と、メガCDのタイトルが出る0スタートボタンを押すと 

メガCDの機能画面が出てくる。CD—ROMを選んでス 

タートさせると、C□一ROMが読みこまれるのだ。 

ゲームの起動 
天下布武のタイトルが出るまでスタートポタンを押して、 

"始めから"を選ぶとシナリオの決定へと進む。"続きから" 

を選ぶと、メガC□のメモリーに記憶されたデータの状態 

からゲームを始められる。 

シナ1J才の決定 
シナリオは年代別に4本0同じ武将でもシナリオによっ 

て置かれている状況や、設定が大吉く変わってくる。 

群雄割拠で小大名でも、天下布武だと大大名になってい 

たり、またその逆もあるので有名大名でも安心できない。 

大名決定 
シナリオが決まったらプレイする大名を決めよラ。ステ 

ィクを左右に動かすと大名を選べ、点滅している国がその 

大名の領地だ。まわりの大名との力関係を考えてプレイす 

る大名を決めよラ。 

オープニング 
このゲームのオープニングは、選んだシナリオによって 

オープニングが異っている。その時代の背景をナレーシヨ 

ン付きで説明してくれるぞ〇本能寺炎上だけは信長とそれ 

以外の武将の2種類のオープニングが用意されている。 



Sセーブフェイズ 
フェイズの一番最初に、セーブフェイズが回ってくる。 

他のフェイズではゲームデータをセープすることはできな 

し'。強い敵をたおしたとか、城をおとしたとか、節目、節 

目でセーブをしておこa。 

(セーブ上の注意） 
天下布武のデータはメガc□内のメモw—にひとつしか 

セープで吉ない。前のデータを消して新しいデータをセー 

プしなければならないので、どこでセーブするかようく考 

えよ 

Q]イベントフIイズ(P.7e~73) 

いろいろな天変地異、武将の謀反、寝返り、降伏、金山 

の発掘、キリスト教布教、百姓一揆など、大名の軍事作戦 

に大きな影響をおよぼす事柄が次々とおこり、プレイヤー 

を悩ませる。 

圍軍備政略フェイズ 
このフェイズで勝負が9割がた決まってしま5。配下武 

将に知行、褒美を与え、軍団を整え、攻めこむ敵の国境に 

軍団を移動させておく。ここまでやれば後は作戦フェイズ 

で敵城に攻めこむだけだ。 

囹作戦フェイズ识邢 
戦5前に必ず敵方の戦力を確認しよ5。たとえ総数が多 

くても丨部隊あたりの兵が少ないと、思わぬ大敗を帰して 

しまラ。戦力が充実するまで攻撃を待つのも重要な作戦の 

ひとつだ。 

@戦闘フェイズ(P.7g~B2) 

野戦に勝つには、1.敵の士気を0に下げる。2.敵の大将 

部隊を全滅させる。3.敵が退却してしま5の3つがある。 

野戦に勝つと攻城戦になる。城の耐久度を0に下げれば、 

その城を手に入れることができる。 
69 



戦国& 世国名地回 春天下布武の道は長くけわしい 
「天下布武」とは、信長が斎藤義龍を美濃 

から追放し、美濃を手に入れてから以降 

參戦国乱世を駆けぬける このゲームは年代別に4つのシナリオが用意 
4■""、の1才 されていている。シナリオごとに武将の顔ぶれ 

文字通り、全国各地に戦国大名が乱 

立し、いたるところで戦いをくり広げ 

ている0特に突出した大名はなくだれ 

にでも天下統一がで吉る可能性がある。 

有力大名として今川義元、武田信玄な 

どがいるが、このころの信長はまだ尾 

張の小大名にすぎない。 

二、天⑽ベ-ジ） 
畿中を手中におさめ、天下に覇をと 

なえる信長を包囲せん滅せんと、有力 

大名がことごとく敵対する。 

史実どおり武田勝頼を長篠、設楽原 

にて打ち破っている。越後の虎、上杉 

謙信の実力は7四方の敵をどろおさ 

えていくかが腕の見せどころだ。 



に使われた、信長の印象に刻まれた文字 

のことである。 

武力をもって天下を取る、とい5信長 

の強い意志の現れであるともいわれてい 

る。信長は天下統一とい5目標を目ざし、 

50年の人生を駆け抜けたのであった。 

や諸大名の勢力範囲が、その時代の状況 

に合わせて設定されている。時代ごとに 

お好みの大名で天下統一を目ざしてプレ 

イできるよ5になっている。 

三、本能寺炎上(服ペ-ジ> 

この頃になると、信長にまともに対 

抗できる大名は無く、天下統一の最終 

段階にさしかかっているが！•”"。 

突然の明智光秀の謀反で、魔王''信 

長〃は本能寺にたおれた。信長の死に 

四分五裂する織田家臣団。 

再び天下を巡つて戦火が燃え上がる。 

四、関ヶ原ペ-ジ> 
天下は東軍徳川家康と、西軍豊臣秀 

頼によって大きく 2分されいる。 

戦力の大半が降伏大名によって占め 

られていて、忠誠度は低い。 

敵地に孤立した味方をいかに救5か。 

勢力圏内の敵をいかに排除するか。戦 

場は関ヶ原だけじゃない。 



〇]イペンWェイズ 
軍備攻略フェイズの前には様々なことがおこる。 

大雪、地震など、自然を要因として起きるイベント 

や、謀反、寝返り、百姓一探など、人的要因によつ 

て起きるイペントなどがある。 

気候•災1 
台風や大雪など、自然 

が要因で起きるイベント 

は、人間の力ではど5に 

ちならない。 

! —、U 

•大雪 •台風 

国によって鉱山度が設 

定されていて、鉱山度が 

高いほど、収入がその分 

多くなる。 

•金 LlJf^ 

▼大名の車®X作によっても、 
官位力气尋られる力\ 
い。 

朝廷から官位の叙任を受 

ける。官位が高くなれば外交などを有利に運べるよ 

ラになり、配下武将の襄切りの割合が少なくなる。 



武将移動 
裏切!3' 謀反、死亡、 

武将任官などにより、武 

将や降伏大名が大名間を 

移動する。 

•麵0 (敵) 

::▲難力'り 
::米名家赛と 
；:«を臣«と呼ぶ„ 

武^!寺が^命で死に、さらに大 
名も死んでi?T武^!系がいないと 
その大名家は滅亡する。 

げ出してし• 

上記の外に、外の大名 

からの外交交渉や、内政 

の手抜吉による影響、外 

来の宗教の布教がある。 

•百姓巧 

^taa^iiqr) を•って参》j | 

▲他の大名家から金を贈ってく 
る。その大名は敵対する意志が 
少ないと判断できる0 

•キリスト教布教 •キリスト 



圜軍備政略つエイズ 

情報 
移動 
軍備 
内政 
調略 
外交 
人事 

国名石高統治度商業度鉱山開発度 

大名名武将数兵力数所持金 

城名 

支配大名城度 
武将数兵力数 

力ーソルを置いた城の様々な情報を見ることが 

できる。城状況は城中の軍団数。軍団一覧は城を 

支配する大名の総軍団。城一覧はその城の支配大 

名の持ち城。国一覧は現在どの国を誰が支配して 

いるか。大名関係はその大名の同盟関係のデータ 

を見ることがでさる。 

"名 知年軍政*sues 
齒 行齡事洽力義功#教 

SSBflttR 134^ 65152313一一 40一 
程垣長茂 №60 6 3102191- 

•激突有り/無し 
戦闘フェイズにおいて、 

軍団が戦闘にはいった時 

のアニメーシヨンを見る 

のか、見ないのかを選択 

することがで吉る。 

•読み込み 
ゲームの途中でセーブ 

した場所までもどりたい 

時に、読み込みを選んで 

セープデータを引き出せ 

•操作変更 
ステイクのボタンの機 

能を、自分がプレイしや 

すいように変更すること 

がで吉る。 



•徴兵 
与えられた知行の範囲内で兵を集める 

ことができる。集める武将の能力や知行 

によって一度に集められる兵の数が変わ 

ってくる。兵を雇ラ金が無くなると兵を 

集めることはで吉ない。 

20万5で 
兵力4,000 

1人の武将が 

持てる最大兵力 

は4,000までだ。4.000の兵力を集め 

られる知行は20万石なので、それ以 

上の知行を配下武将に与えるのは石 

高のむだ使いだ。 

•鉄砲購入 
鉄砲を購入し、武将に 

配給することができる。 

鉄砲購入数はターンごと 

に決っているが、鉄砲は 

少数を配備しても効果は 

薄く、集中して使うべき。 

•騎馬編成 
騎馬を購入し、武将に 

配給することがで吉る。 

騎馬の編成可能数は夕 

—ンごとに決まっている。 

部隊の40%以上だと移動 

力が1卩になる。 

このコマンドによって、 

水軍力を上げられる。 

軍船建造にはとにかく 

お金がかかり、国力が無 

いと水軍を作ることはむ 

ずかしい。 

•知行 
大名直轄領の範囲内で、知行を配下武 

将に配分することができる。知行は最大 

兵力に関係してくるので、軍事力の強い 

武将に優先して配分しよ5。 

20万石になると一度に500人から70□人 

もの兵を集められる。 

•褒美 
配下麵の裏 

切りを防止するf ^ 

には、褒美をま| ■良逆 

めに与えて忠誠！I 

度を上げてやる必要がある。 

褒美は金500で忠誠度が4上がって、 

500以上与えても忠誠度はそれほど上が 

らず、効率が悪くなる。 

•再編成 ❿重臣_ _重臣追放 
配下武将の多い軍団長 

から、配下を持っていな 

い軍団長に武将を配分で 

きる。大名が死亡した時 

配下武将がいないと、こ 

の大名家は減んでしまラ。 

優秀な配下武将を重臣 

に取り立てることができ 

る。 

重臣は寝返られた時の 

ダメージが大吉いので忠 

誠度に気を配れ。 
75 

無能な重臣を追放でさ 

るコマンドだ。 

数が多くなり過ぎて管 

理がしにくくなったら武 

将を重臣に取り立てて追 

放してしまえ。 



•城の普請 
城を増築することによって城の耐久度 

を上げることがで杏る。大名によって耐 

久度の上限が決まっている。 

敵に包囲されたら、城の耐久度を上げ 

ることはで吉ない。 

•治水開墾 
川の治水や、田畑の開 

墾を行うことによって石 

高を上げられる。 

あんまり少額(600以 

下)だと効果は少ない。 

•劻を上げて 
敵を社め 
敵の進攻してきそ 

5な城の耐久度をあらかじめ上げて 

おくと、敵の侵攻スピードを遅らせ 

ることがでさる。複数の敵から攻擊 

されている時にこの手は使える。 

•過料銭 
臨時に税を取り立てら 

れるコマンド。 

これをやると統治度が 

下がって、一探を招く恐 

れがある。 

•楽市鰱 
自由市場を開くと商業 

度を上げられるが、宗教 

勢力の大名との関係が悪 

化するので、おすすめで 

吉ない。 

り 
隣接する城の武将を引 

吉抜ける。 

知行を出して勧誘する 

が、忠誠度が高いと成功 

しにくい。 

•謀略 
隣接する大名家の重臣 

や降伏大名に謀略を仕掛 

けられる。成功すると忠 

誠度が下が0、謀反が起 

こりやすくなる。 

他家に金を贈ることによって大名関係 

を改善することがで吉る。 

金額が高いほど、大名関係が改善され 

る可能性が高くなる。 

•朝511作 
朝廷工作を行い、成功 

すると朝廷から官位がも 

らえる。官位が高いと裏 

切りが少な < なる。不成 

功でも金は消費する。 

しい時 

四方を敵に囲まれた場合、戦いた 

<ない強力な敵とは友好関係を上げ、 

で吉れば同盟を結んでおこラ。接す 

る敵を減らして、戦いやすくするた 

めに外交にも力を入れよ5。 



•同盟 
関係が比較的友好な大名に対して同盟 

交渉を行お5。成功すると同盟を結ぶこ 

とができる。同盟が崩れない限りはその 

国から攻められる心配はない。 

しかし大名関係が"友好"でも、同盟 

が結べるとは限らない。 

•脅迫 
他家を脅迫し、成功すると降伏武将と 

して配下に加えることができる。 

陵伏大名は忠誠度が低いので、褒美で 

忠誠度を上げておく必要がある。その大 

名が所有する領地と水軍力を手に入れる 

ことができる。 

移動させる軍団を選び（移動可能な軍 

団は赤く変わる)、移動させる城(味方の 

城に限る）を選んで、移動を実行すると 

移動が完了する。 

攻めこみたし〗城に接する味方城に軍団 

を移動させてお吉、次の作戦フェイズで 

攻めこもろ。 

參出兵依願 
同盟国に対しては他国への出兵を依頼 ^ 

することができる。交渉に成功すると同 ; 
盟国が兵を出してくれる。 

同盟国がその大名と友好関係だつたり、 

他国と戦争中で余分な兵力がないと断わ 

られることがある。 

•降伏 
他家の大名に降伏することによつて、 

その大名の部下になる。 

部下になると所有していた領地と水軍 

力は降伏先の大名のものとなり、新たに 

その大名から知行をもらつて戦うことに 

なる。 

ぉさぇろ 
街道の途中の 

城を守るより、| 

街道が集中するWBSSm^ 
分岐点の城を守れば、兵力を集中す 

ることができるので有利だ。城の防 

御力を上げておくともっといい。 

•織先を雜•敵阍貞察 •軍団決定 •移動 
■ 

▲領土を広げていくのに ▲攻めこむ城•の兵力をあ ▲攻めこむ城の兵力に対 ▲移動先の城を選んで、 
必要な城と、街道などのらかじめ®忍しておいて' 抗できる軍団を選んで、 ''実行#で移動力浣了する。 
結がりをよく見て選ぼ•う0 攻めるのにどの位;の兵力 f多動させる軍団を決定し 敵のターンが後になると 

が必要か考えよう。 よう。 か变わる事がある。 



固ft戦クエイ爻 
•進攻作戦を考えよう 
何も考えずに四方八方に攻めこんでも、領土 

を広げることはできない。侵攻する国をはっき 

り決め、そこに戦力を集中的に投入しないと消 

耗するばかりで、領土は広がらない。 

•多方面から侵攻 
ひとつの国を攻めるのに、1方向だけから攻撃する 

よりも、多方面から攻めたほラが敵の戦力を分散でき 

る。軍団を主力部隊と才卜1」部隊に分け、才トリ部隊 

で敵戦力を分散させ、主力で侵攻するといいぞ。 

♦逃げ道を確保しておこう 
他大名と接している攻めこんだ城の後方をガラ空き 

にしていると、攻めこまれて攻撃部隊が孤立する恐れ 

がある。後方の城にも守備隊を残して、攻撃部隊の逃 

げ道を確保しておこラ。 

❹出陣 
攻めこむ軍団が決まったら、攻めこむ城の上に力一 

ソルを移動させ、"実行"で出陳が完了する。 

攻めこむ部隊の出陣が全て終ったら完了しよ 

さあ、いよいよ合戦だII 

參敵に先手をとられた!！ 
こちらより先に敵の戦闢フェイズが来て、まわりの 

戦力が軍団のいる城に棄まって匕まラと、攻擊予定よ 

り多い敵を相手にすることになって、戦力的に不利だ 

と思ったら、さっさと退却して戦力を整えるのが一番。 
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_戦鼸クエイズ 
•いかに早く城をおとすか7 
水軍戦、野戦、攻城戦とこなし' 城の耐久度が 

〇になって初めて作戦が完了だ。城がおちるのが 

早ければその部隊を 

他に回せる。 

◄i毎路を渡って城へ攻I 
めこむと水軍^になるI 

◄_逃げナ《 
野戦になる 

◄城の耐久度が0になI 
るまで成はおちない I 

ii$] 敵に攻撃を受けたら、戦うか籠城する 

籠城の雜 か、退却するかを決めよラ。敵の攻擊部 

'• 隊の戦力を分析して、どうするかを決定 

しょぅ。 

野戦の時はまず陣形を決定しよ5。陣 

形はただ単に軍団の配置だけで、これに 

よって戦いが左右されるほど絶対的なも 

のではない。 

終了、51® 動かすベき部隊を全て動かし終ったらj 
終了で、敵の攻擊が始まる。敵が思ったL— 

より強くて、旗色が悪くなったら退却だ。费鐵ぶ 

耐久度が高ければ籠城もいい。 

め部隊武将数が出陣可能数ょりも多ぃ場合、 

被害を受けた部隊を後方へ下げると無傷| 

の後詰め部隊を下げた部隊数だけ出陣さI 
せることがでさる。 

勝利の秘訣は、弱い部隊を数多くたお 

して、士気を0にする。敵の大将部隊を 

集中攻擊して、大将部隊を全滅させてし 

まう。このふたつの方法がある。 

13作戰フェイズ！4.WE■フェイス 



の部隊も敵と等間隔を取れる 

ような陣形を選ぼう。 

弱い部隊が前面に出ていた 

ら、陣の後方にさげ、強力な 

部隊を前面に押し出しておこ 

う。戦闘が始まれば陣形などすぐにこわ 

れてしま5。陣形とは部隊をどラ配置す 

るかということで、陣形によって戦いが 

決定する訳ではない。 

修戦闘に影響のある項目 
戦闘に際して戦5場所による地形効果 

は、部隊構成による攻擊力、移動力。2 

部隊以上で攻擊することによ:って生じる 

隣接支援効果。天候や時刻によって変わ 

る戦場の条件などが、戦果に影靨を与え 

るのだ。 

•地形効果 
森や山などの地形効果の高い場所で戦 

闘をすると、部隊の防御力が高まって部 

隊の損害を少なくおさえることができる。 

逆に地形効果の悪い場所として川がある。 

川岸で敵を攻撃すれば、戦果が拡大され 

るのだ。 



參部隊編成による移動力 
騎馬を部隊に入れることで、部隊の移 

動力が大幅に向上する。部隊の10%以上 

配備すると移動力7に、40%以上配備す 

ると移動力が10になる。 

鉄砲隊と歩兵は移動力が6と同じなの 

で、混ぜても移動力に変化はない。 

で攻擊すると、その数に応じて隣接支援 

効果が得られる。敵を包囲する数が多け 

れば多いほど、隣接支援効果が高くなる。 

•天候 
戦場は天候によって大吉な影響を受け 

る。雨や雪が降ったら、鉄砲が使用不能 

になる。大雪、大雪、霧になると視界が 

1になり、敵の動きがつかめな<なって 

しまろ。 

•時刻 
夜になると、視界が1に低下した上に 

敵部隊の識別がでさなくなる。情報のコ 

マンドでも確認がで吉な<て、敵部隊の 

戦力がつかめなくなってしまう。 



⑽に素早く城をおとすか？ 

城を早くおとすには、 

あらかじめ兵糧攻めで落 

ちる耐久度を知っておさ、 

力攻めでそのレペルまで 

落とし兵糧攻めすれば早 

く城をおとせる。 

參力攻め 
力攻めすると兵力を消 

耗するので、使用は最小 

限にとどめよ5。耐久度 

が高い城を力攻めするの 

は無謀だ。 

參兵糧攻め 
時間はかかるが兵力を 

消耗しない。耐久度の高 

い城は、他の大名が耐久 

度を落としたところを横 

取りするのが一番II 

•情報 •退却 
城中に誰がこちってい 敵城包囲軍に、敵の大 

るか、誰が城を攻めてい 軍が攻めかかって费たら 

るかが、ひと目でわかる。とっとと逃げてしまえ。 

敵の救援にも注意をはら 負けるとわかっている戦 

え。 いをすることはない。 

水軍戦 水軍戦は金喰《虫 

參海路で出陣•水軍戦 •野戦 »攻城戦 

海路を通って敵城を攻めると、水軍戦 

が行われる。主に瀬戸内海周辺の大名が 

水軍力が高く、それに対抗するには水軍 

力を〗0Dに上げなければならない。水軍力 

を上げるにはとんでもないお金がかかり、 

国力がよつぽど高くないと水軍を維持す 

ることはで吉ない。 

▲水軍力を上げるには多 ▲フ輝力が弱いとi&hで， 
額のお金をつぎこまない 擊gされてしまって上陸 

できない。 



1200名以上の膨大な武将データを、国別、 

シナリオ別に紹介。プレイをする上で役立つ 

内容なので、ゲームをしながらよく見よラ。 



国別データの見方 
シナリオごとに、国の石高、商業度、統治度、鉱山度、一向宗レベル、馬レベル 

かmされていて、大名の治水開墾や楽市楽座などの政策によっては国ごとに決め 

られた最大石高、最大商業度までに上げることができる。 

また、その国内にある城のシナリオごとの耐久度を表にまとめてある。城の耐久 

度は大名の城の普請で上げることができる 

国名城マップ城番号城耐久度 

厂 石高 商業 統治 鉱山 一向宗レベル 馬レベル 

1 群雄割拠 270 3 23 〇 8 

e 天下布武 P87 14 35 0 10 2 

3 本能寺炎上 289 15 49 Q 0 2 

関ヶ原 890 16 Ljl 0 0 

シナリオ別国内データ 

整えることが可能だ。 城普請することで耐久度アップ 



❖馬レベル 

石局はその国の豊かさを示す。貧しい国で 

]ツコツ治水開墾して石高を上げるか、軍団 

E整えて豊かな国へ攻めこむか、それはプレ 

「ヤーの考えひとつだ0 治水開墾により石高ア 

鉱山度は国によって設定されているもので、 

&名の行動は関係ない。イベントフェイズで 

金鉱が発見されると収入が増え、廃鉱になる 

!:収入が減ってまう0 国によって鉱山度が異なる 

馬レベルが高い 

—向宗レベルの高い国では、一向宗の国だと、1ターン 

影響力が強ぐ-向-挨が起こりやすい。で_でmu 
また要所の城を-向衆徒が占領してuの数が多くなって 

5国ちある。 い®。 
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最大 300頭 
m 

費用 脸 

商業度を上げよラとして、楽市楽座を開く 

3は考えものだ。富を奪われた大名から反発 

E買い、同盟関係や友好関係に影響をおよぼ 

f■ので、最初のうちはひかえたほが無難だ。楽市楽座に‘ 



天下布武 



24 

®檜山城 38 38 38 1 38 

④横手城 30 30 30 30 

最大石高 432千石 
最大商業度 25 

石高 商業 統治 鉱山 一向宗レペル 馬レベル 

群雄割拠 282 1 33 17 0 3 

天下布武 P95 3 39 24 0 3 

本能寺炎上 308 7 35 23 0 3 

関ヶ原 ! 318 l_IL 37 23 0 3 

石高 商業 統治 鉱山 一向宗レペル 馬レベル 

:群雄割拠 465 12 34 16 0 

0 :天下布武 498 12 42 17 rzz 
:本能寺炎上 530 15 37 15 ^〇1 E 

最大石高 779千石 
最大商業度 36 







群雄割拠 

群雄割拠 

©八王子城_IE EE 

②河越城 25 35 

石高商業統治鉱山 

406 21 f 30 r 0 

関ヶ原 

最大石高 856千石 

最大商業度100 

天下布武 

本能寺炎上 





石高 商業 統治 鉱山1 一向宗レベル 馬レペル 

1 群雄割拠 270 3 23 0 8 2 

2 天下布武 287 14 35 0 10 e 

3 本能寺炎上 289 15 49 0 0 

関ヶ原 290. 16 52 0 一0 

シナリオ 
城名 ^ 1 E 3 4 

①長篠城 15 19 20 20 

②岡崎城 34 28 19 26 

②刈谷城 15 LZ 15 — 15 

最大石高 3昍千石 

最大商業度 53 

严■雄— 

❷ 

❸ 應，編 
シナリオ 

城名 1 2 T1 4 

①清洲城 10 18 18 28 

②那古屋城 18 16 — 15 15 

②鳴海城 4 4 4 4 

④小牧山城 6 6 6 6 

最大石高 7B1千石 

最大商業度 86 

石高 商業 統治 鉱山 一向宗レベル 馬レベル 

1 群雄割拠 396 21 47 0 3 2 

2 天下布武 452 32 48 0 9 

—3 本能寺炎上 511 34 52 0 0 2 

丁 関ヶ原 571 25 41 0 2 







国別デI夕 



群雄割拠 

群雄割拠 



群雄割拠 

最大石高 648千石 

最大商業度 65 

多高商業統治鉱山一向宗レベル馬レベル 

388 22 38 24 10 3 

422 23 34 23 9 3 

450 15 44 21 0 3 

494 13 43 19 0 3 

最大石高 492千石 

最大商業度 50 

'石高「商業1統治^鉱山|_一向宗レベルj馬レベル 

265 13 44 0 5 2 

295 25 45 0 7 2 



天下布武 

②観音寺城 

群雄割拠 





石离 商業 統治 鉱山 一向宗レベル 馬レペル 

1 群雄割拠 332 14 47 0 2 1 

2 天下布武 345 15 44 0 3 1 

3 本能寺炎上 481 12 46 D 0 j_L 
関ヶ原 448 12 47 0 0 1 

石高 商業 統治鉱山一向宗レベル馬レベル 

1:群雄割拠 124 45 42 0 5 1 

2 :天下布武 216 42 49 Q 6 1 

3 :本能寺炎上 322 47 44 0 0 1 

4 :関ヶ原 483 ~"50~ 48 SB 0 .1 

〜、 シナリオ 
城名 '、、、 1 2 3 

①堺城 20 20 20 20 

1 





天下布武 

群雄割拠 245 





群雄割拠 279 14 





天下布武 

十 |3ド 
_i湯月城 161B16 

松前城 18 

②大洲城 11111116 

②仏殿城 10101010 

最大石高 474千石 

最大商業度46 

1:群雄割拠 886 4 42 0 3 

2 :天下布武 319 4 37 0 0 _3 

3 :本能寺炎上 347 3 41 0 0 



群雄割拠 

シナリオ 
城名 1 2 3 

①門司城 26 26 26 2 

©中津城 6 6 6 3 

I 
i… 



天下布武 



国別デ—夕 



天下布武 





シナリオ別武捋データの見方 
シナリオ別に4つに分けられていて、各シナリオごとに大名データを紹介。 

① 大名の石商、軍bll数、武将数、総兵力、持ち城数、水軍力、所持金を紹介。 

② 大名は「太」、降伏大名は「降」で示す。軍団長左、配下武将は右に。 

マップ 

0事力 令治力 力 

武将の軍事能力の高さ 

を表し、野戦や攻城戦に 

おいて、その力を発揮す 

軍事力の高い武将に知 

行を多くあたえ、兵を多 

くつければたのもし吉こ 

とこの上なしII 

武将の内政、調略、外 

交能力を表し、戦闘より 

も内政、調略、外交を得 

思とする。 

この種類の武将は前線 

には出さず、安全な後方 

で政務についてもらうほ 

5が役に立つ。 

武将の持つ魅力を表わ 

し、部下の管理に必要と 

なつてくる。 

魅力のある者を重臣に 

抜擢して部下をつけてや 

れば、部下からの裏切り 

が出にくくなる。 



軍団を大きくしていi 
軍団はどんどん大きくしていかないと、各地で頭角をあらわし始めた、武田信玄、 

上杉譖信、北条氏康などの有力大名と対決する時、戦カイく足で泣くことになる。 

領土の拡大に務めて国を大きくし、軍を強くすることが戦W朝者への道だ。 

—軍団を養なうのに十分な領土拔大 

大軍団は、それを養ろことのできる豊かな領土があ 

つてこそ持つことができる。無駄な戦いは避けて戦力 

の充実に務め、敵のスキを突いて素早く領土を奪い取 

り、領土を拡大して国力を上げよ'5。その収入で戦力 

を拡大する。この繰り返しこそ重要だ。 

圊武将、大名を軍团に加えよう 
軍団を大吉くするにあたり、手持ちの武 

将だけでは足りなくなってくる。イベント 

フェイズで仕官武将や、大名の降伏を受け 

入れて、配下武将を増やそラ。 

囹衫人材を確保しょう 
せっかく武将をとっても、裏切られたら 

元も子もない。敵の調略に乗らないように 

褒美や知行を与えて、忠誠度をまめに上げ 

てやろラ。 

S後继者を忘れずに 
大名や重臣が死んでち後継 

者がいないと、家が滅亡して 

しまラ。再編成で配下武将を 

つけてやれば、大名が死んで 

も家を継ぐことができる。 



1555年春 隳雄89拠 
I_Iどの武将でも天下貌一の可能性はある 
1555年というと、全国の有力な武将たちが天下統一を狙い、群雄割拠し、各大名た 

ちの勢力分布は大きくないため、誰でもがヲTF統一が可能な頃0 



④镰UJ家康 |6万石 





信濃守護 

⑤隶顢券蕕如 
—軍団長 ~配下武将I軍I政I魅I 全国各地に協力な—向衆徒が乱立し 

本願寺顕如 大 2 18 17主要拠品を押さんている。_ 

下間頼次110 413 |軍団数16 城数] 2 

63万石 

35万石 

越後の虎と恐れられた武将。冬は雪に 

閉じこめられるので要注意。武田より関 

東へ進出した方が、領土拡大しやすい。 

軍団長 配下武将軍政整 

上杉謙信 大 25 13 15 

宇佐美定満 5 20 15 

村上義清 21 10 9 

長尾政景 14|7 II 

柿崎景家 22 3 I I 

軍団数 8 城数 4 

武将数 10 水軍力 0 

兵力 81 金 2000 

軍団長1配下武将 |軍|政|魅 

直江実綱 

色部勝長 14 1110 

大熊朝秀 6 10 13 

本庄実乃 4 1〇[9 

47万石 ③上钐謙信 

シナ：TV才別武将デ—勺 





⑥钱井久政 26万石 

越前を根拠地に、加賀、丹後へと勢力 

をのばす。朝井家とは同盟関係にあり、 

朝井家と信長とを戦いに巻き込む。 

配下武将 

大 2 
17 .〇 

8 

13 

12 11 9 

城数 2 

水軍力 〇 

金 3200 

配下武将Skii 

4钼苞義霧 39万石 

③裔皤滇S 30万石 

シナリオ別武将デ—夕| 1 



水軍力45と、瀬戸内最強の海軍力を持 

つている。強大な水軍力を生かして、九 和縱 

州、四国へと攻めこもう。 丘力 



兽山義綱 万石 能登守護 
豊後を中心に北九州に勢力を伸ばす。 

龍造寺、島津家をたおして、九州統一を 

急げn 

軍団長 配下武将 葦 政 魅 
畠山義綱 大 6 2 " 
畠山義続 [1 

10 
lil 

軍団数 4 城数 1 

武将数 4 水軍力 0 

兵力 19 金 1300 

軍団長 配下武将 軍 政 魅 

温井紹春 

笠松但馬守 

3 

10 

10 

5 

9 

4 

大友祭麟 T 39万石 上総守護 
混乱の九州の中では比較的恵まれてい 

る。北九州の小大名をのみこんで、国力 

をつけよラ。 

軍団長 配下武将 魅 

大友宗麟 大 6 18 7 

角隅石宗 13 13 9 

立花道雪 23 10 22 

吉弘鑑理 17 6 9 

軍団数 6 城数 2 

武将数 7 水軍力 20 

兵力 56 金 1800 

軍団長 配下武将 軍 政 魅 

吉岡長増 

小原鑑元 

田原親宏 

12 

5 

14 I 
14 

15 

5 

⑤鼸造翥皤信 11万石 
龍造寺のいる肥前はまだ混乱状態なのめてから、九州、四国へ侵攻だ丨 

で、まず肥前の統一に務めよラ。 

水軍力が最初は〇なので、海を渡って 

中国の陶氏を攻めるのは無謀。 

まず九州統一をめざして大友家との対 

決だ。大友家にわざと北九州を捕らせ、 

陶家と戦っている間に、肥後の国から大 

友家の背後を襲え。残った大友家をたお 

して九州統一し果たし、水軍力を十分高 

軍団数 3 城数 I 

武将数 3 水軍力 0 

兵力 19 金 1500 

軍団長 配下武将 i 

瀧造寺隆信 

瀧造寺信周 

鍋島清房 

大 22 

6 

1 1 

4 

1 1 

8 

10 

15 

1 1 



10万石 1^)纏西 信 
軍団長 配下武将 * 政|i| 軍団数 1 城数 1 

葛西晴信 大 13 丨丨 武将数 1 水軍力 0 

兵力 15 金 1000 

②龜部畴政 9万石■ 

軍団長 配下武将 匡 M 軍団数 2 城数 1 

南部晴政 大 6 7 8 武将数 2 水軍力 0 

南部信愛 3 14 1 1 兵力 19 
金 1500 

fl)大蠔钃直 [日万石_ 

軍団長 配下武将 1 a 軍団数 1 城数 1 

大崎義直 大 3 3 8 武将数 1 水軍力 0 

兵力 15 金 900 

④相馬發殿 ] 8万石I 



軍団長 配下武将 

蘆名盛氏 大 

金上_備 

猪苗代盛国 

⑥饞名结氏 

軍団長 配下武将 

伊達晴宗 大 

伊達実元 

中野宗時 

5伊達_祭 

⑨最上義夺 

軍団長 配下武将 

最上義守 大 9 10 14 

氏家定直 

白鳥長久 

10 

1 
7 
14 1 

_依％義昭 

軍団長 配下武将 軍晒 

佐竹義昭 

佐竹義堅 

大 14 

5 : 14 

II 

佐竹義里 10 10 8 

和田昭為 1 14 6 

7万石 
伊達家とは同盟関係にあるので、出羽 

へと軍を進めよラ。 

軍団数 3 城数 1 

武将数 3 水軍力 0 

兵力 14 金 1500 

常陸守護 
道が4本交差する交通の要を押さえて 

いるため、四方が敵。城を守る戦力を残 

して戦いにでかけよう。 

軍団数 4 城数 1 

武将数 4 水軍力 0 

兵力 43 金 1300 

奥州探題 

軍|政涵 上杉、伊達にはさまれ、生き残ること 

7^7^71はむずかしい。いったん上杉に降伏して 

|213|〇しまうのもいいかもしれない。 

シナリオ別武将デ—夕 





シ I⑤里見義薄 118万石~^^— 

軍団長 配下武将 軍 政 m 居総半島の先端に位置し、佐倉城をお 

とさないと、どこへも出られない。 里見義堯 大 10 4 14 

里見勝政 8 8 6 軍団数 4 城数 2 

正木時茂 14 4 6 武将数 4 水軍力 0 

太田康資 10 10 8 兵力 29 金 1300 

山高朝 

軍団長 配下武将 軍 政 魅 街道が3本交差する下野の交道の要衝 

に位置する。同盟国に助けてもらって、 

接する敵を少なくするよろ務めよう。 
小山高朝 大 12 3 6 

小山秀綱 10 13 1 1 

結城政勝 6 14 1 1 軍団数 3 城数 1 

武将数 3 水軍力 0 

兵力 16 金 1300 

ifキ禁鳳富 
軍団長 配下武将 g 軍団数 1 城数 1 

千葉胤富 b_1 7 li 7 武将数 1 水軍力 0 

兵力 15 金 1000 

1⑧依野昌翻 |12万石"^^―| 

軍団長 配下武将 軍 政 魅 軍団数 1 城数 1 

佐野昌綱 大 19 13 5 武将数 1 水軍力 0 

兵力 __^ 金 500 

@穿都宫広翻 =9万石 下野守護 

軍団長 配下武将 軍 魅 軍団数 2 城数 1 

宇都宮広綱 大 9 8 13 武将数 2 水軍力 0 

芳賀高定 Li 10' til 兵力 16 金 1500 





左京大夫 15)山名佑薯 f"ll万石 
軍団長 配下武将 軍 政 魅 街道が4つ父差する父道の要衝に位置 

し、敵のスキを突くしか手はない0 山名佑豊 大 10 6 6 

山名豊定 6 2 7 軍団数 4 城数 1 

武田高信 3 6 4 武将数 _1. 水軍力 
0 

垣屋続成 8 12 10 兵力 23 金 2000 

哆穿翥多直家 

軍団長 配下武将 軍 政 魅 西で、陶晴賢と毛利兀就が戦っている 

宇喜多直家 大 14 19 16 内に、近くの弱い大名をたおして早く国 

花房正幸 10 7 10 力を上げよつ。 

岡利勝 II 17 4 軍団数 4 城数 1 

戸川秀安 t'4 2 7 武将数 4 水軍力 20 

兵力 27 金 1600 

@水輅信元 

軍団長 配下武将 政 魅 今J 1 |の進軍を止めるには本願寺攻めで 

戦力が減った今j 1 I本陣を攻めるしかない。 水野信元 大 12 3 7 

軍団数 1 城数 1 

武将数 1 水軍力 0 

兵力 10 金 600 

[⑧細1U睹元 D4万石 右京大夫 

軍団長 配下武将 g 硬 魅 強力な松永家は牽制するだけにしてお 

細川晴元 大 10 1 7 いて、主力は二木家に攻めこんだほ3か 

細川氏綱 8 4 8 能率的だ。 

池田勝正 13 [1 10 軍団数 3 城数 2 

武将数 3 水軍力 0 

兵力 24 金 700 



軍団長 

富樫泰俊 



軍団長—配下武将I軍I政I魅I伊勢を早期に占領して、松永、六角家 

:白日害目 170"g" 7に対抗できる国力をつけないと、減んで 

4 5 10 しまつ。 



[^廷磨券_眯 ] 6万石_ 

軍団長 配下武将 軍 政 魅 軍団数 1 城数 I 
延暦寺乗日光 _ 2 1 8 武将数 1 水軍力 0 

兵力 10 金 500 

②譆田国住 10万石■ 

軍団長 配下武将 政 魅 軍団数 1 城数 1 

蘆田国住 大 6 4 7 武将数 1 水軍力 0 

兵力 13 金 900 

③獮上政祭 日万石| 

軍団長|配下武将|軍|政|魅 軍団数 2 城数 2 

浦上政宗 大 6 8 6 武将数1 2 水軍力 0 

別所村治 9 4 4 兵力 16 金 1000 

1@ 長野 _定 jt3^~h[hhi 
軍団長 配下武将 軍晒 軍団数 1 城数 1 

長野藤定 大 Mi 武将数 1 水軍力 0 

兵力 15 金 1600 



眉)山内上杉憲政 22万石 

扇谷上杉家とは意外にも険悪だ。西か 

ら武田信玄が進出してくる。 
軍団長 配下武将 軍 政 魅 

山内上杉憲政 大 2 8 4 

長野業正 21 9 12 軍団数 4 城数 | 

長尾憲景 5 8 10 武将数 4 水軍力 0 
成田長泰 ll 3 兵力 33 金 3300 

⑥畐谷上杉憲賢 1 27万石■瞳_ 

北条、武田、山内上杉家から攻められ 

てしまラ。強力な北条か武田に降伏して 

しまラほラがいいかも…。 

軍団長 配下武将 軍 魅 

扇谷上杉憲賢 大 4 8 9 

太田資正 '3 14 18 

上田朝直 1 7 10 軍団数 3 城数 1 

武将数 3 水軍力 0 

兵力 16 金 2900 

座ホ醬義昌 

軍団長 配下武将 g 瓦 罔 軍団数 1 城数 1 

木曽義昌 大 _ 15 1 m 武将数 1 水軍力 0 

兵力 5 金 1000 

[f葚絮政頼 rs^iHHHi 
軍団長 配下武将 軍 政 魅 軍団数 1 城数 1 

高梨政頼 大 13 9 13 武将数 1 水軍力 0 

岳力 5 金 1800 

1⑨遠山景饪 ] 10万石■ ■ ■ 
軍団長 配下武将 jm 政 魅 軍団数 | 城数 ' 

遠山景任 大 8 12 5 武将数 1 水軍力 0 
兵力 15 金 1800 







a 

15)秋目女種 !>万石 筑前守護 

軍団長 配下武将 軍 a I 軍団数 2 城数 1 

秋月文種 大 司 8 4 武将数 2 水軍力 5 

秋月唷種 4 8 兵力 19 金 1200 

[@顏網 1日万石 

軍団長 配下武将 軍 政 魅 軍団数 1 城数 1 

筑紫惟門 大 6 6 4 武将数 1 水軍力 0 

兵力1 10 金 1000 

③苞廉義負_]日万石 

軍団長 配下武将 W a 軍団数 2 城数 | 

有馬義貞 12 4 武将数 2 水軍力 5 

大村純忠 4 14 M 兵力 1 金 800 

\ @松麵信 1775石 
軍団長 配下武将 軍 政 魅 軍団数 城数 1 

松浦隆信 大 丨丨 3 6 武将数 1 水軍力 0 

兵力 10 金 500 







最初は織田家どうしの内紛で天下^-どころではなかった1 

1555年の信長は、尾張の一豪族にしかすぎない。小さな尾張の領地をめぐり一族の 

壮絶な領地争いからゲームは始まる。当時の他国大名はとい5と、今川が勢力をのば 

し、北条は関東に君臨し、上杉、武田がじりじりと力をつけ始めている頃なのだ。幸 

ぃ斉藤道三とは娘婿の間柄で同盟関係にはあるものの、道三の死後は、信長自らの手 

で国をまとめていかなくてはならない過酷な状況なのだ。 

▼信長と鉄砲 

武田軍団を破った長篠の合戦も、当時の常識くつがえす大胆な作戦がなければ成功 

しなかった。いままでの戦いは、槍、騎馬隊での戦いが中心で' 武田軍も風林火山の 

旗印のもとに騎馬隊の活躍によって戦場をかきみだし、勝利へと導いたほど、その戦 

いぶりは有名だった。そのよ5な時代に鉄砲といラ近代兵器をいち早く取入れ' 実戦 

で活用した信長の頭脳は、当時としてはとんでもない発想であつたのだ。 

と水軍ー ニ] 

信長が本願寺を攻めるにあたっての悩みの種は、毛利の水軍であった。海路を使い、 

毛利が本願寺へと補給物資を運んでくるため' 本願寺落とすことは容易ではなかった 

のだ。毛利水軍は当時最強の海軍といわれていて、信長と毛利水軍との戦いでは一度 

は惨敗している。しかも、この毛利水軍との戦いに鉄甲船を製造して臨んだのだ。こ 

れも信長の新戦法ともいえる。負け戦さでもただでは起きないのが信長のすごさだ。 











垣)觴遂券饞信 45万石 

軍団長 配下武将 軍|兩 
阿蘇惟将 

甲斐宗運 

大 8 4 

16 16 

10 

15 

弱小国で、龍造寺家との同盟を維持し 

つつ、まず相良家から攻めるしかない。 

[^団数「 2 r城数「 I | 



④島津義久 

西と東の2方面から九州を北上し、東 軍団数 

は高城あたりで停止して、西側の龍造寺 武将数_ 

家から攻めたほラがいいだろラ。 t兵力しe 

軍団長 1 =配下武将igg魅| 軍団長 

島津義久 大 1716 13 五代友喜 

肝付兼盛 825 島津義虎 

新納忠元 18 15 17 島津忠長 

島津義弘 22 14 16 伊集院忠楝 

北と南の£方面から龍造寺冢を攻め滅 

ぼし、その足で島津家へ向かい九州統一 

をまず果たせ。 

軍団長 f配下武将]軍1_ 

大友宗麟 大 6 18 7 

角隅石宗 13 13 9 

田原紹忍 119 8 

志賀親守 74 3 

立花道雪 23 10 2: 

—萬田鎮実 13 6 4 

田北鎮周 7 2 6 

③大友窑麟 
シナリオ別武将デー^ 



天下布武 

配置上' 必然的に北へ進み出羽を統一軍団数了 5 T城数丁 I _ 

するしかない。統一後は上杉、伊達のど 武将数 5 水軍力 0 

ちらを攻めるか思案のしどころだ。 |兵力f 15 f ± ^| 1300 





四国を統一してから海を渡るのだが、 

水軍力が0なので、水軍力の弱い大名の 

城を狙って本州へ上陸しよ5。 

軍団長 配下武将 W 政 魅 

長宗我部元親 15 17 1 1 

福留親政 17 4 8 

香宗我部親泰 E 14 15 

武将数 

吉良親貞 

波川清宗 







配下武将軍政魅 

大 151016 佐竹、北条の戦争のスキをついて、領 

土をかすめ取るぐらいしか手はない。 

軍団数 3 城数 

水軍力 

2 

武将数 3 0 

兵力 20 金 1200 

23万石 ⑧爱見鷂弘 

©相廉醴殿 8万石 

⑥蘐名盛ft 11万石 

⑤鷂部繭政 10万石 
シナリオ別武将デー^ 





能登守護 

13万石 

路長治 15万石 

⑥破多野翁培 34万石 

軍団長 配下武将 政魅 上杉と本願寺にはさまれている。上杉 

畠山義隆 大 5 8 7 に降伏したほつがいいかもしれない0 

長続連 2 10 7 軍団数 3 城数 1 

"遊佐続光 9 9 7 武将数 3 水軍力 〇 

1兵力 14 金 1500 

⑤毚山義饉 19万石 

シナリオ別武将デ—夕 





はや信長に対抗できる勢力は無く、毛利、北条を制圧してしまえば、大F統一は 

だ。ただ家臣団の中に不穏な動きがあるのが気にかかる…。 

嫌出家康_ 

信長とは清洲同盟以来の長吉盟友。兵 

力をかなり消耗していて、しばらくは兵 

力の回復に務める必要がある。 

三河守護 

軍団数 8 城数 8 

武将数 17 水軍力 0 

兵力 52 3000 







①伊達繹镲 31万石 
伊達家の国力はこの段階に至ってちま 軍団数 8 城数 3 

だまだだ。本能寺の変Lよる混乱L乗じ 武将数 10 水軍力 0 

て勢力をのばせ。 兵力 39 金 2000 

_浓依大夫 [ 26万石 
織田の兀家臣団の多くと同盟関係を維 軍団数 5 | 城数 2 

持している。同盟関係を破らないと、勢 武将数 5 水軍力 0 

力拡大は望めない。 兵力 30 金 2100 

軍団長 配下武将 軍 政 魅 

鈴木佐太夫 大 1 1 8 1 1 

雑賀孫一 17 1 12 

雑賀衆 5 1 

軍団長 配下武将 軍 魅 

高野山衆徒 4 1 

掘内氏善 7 il 10 



1)北条氏政 
石高134万石と、国力は充実している0 

本能寺以後の天下をじゅラぶん狙ラこと 

がで杏る。 

軍団長 配下武将 mm 
北条氏政 大 丨2 9 10 

1条氏直 14 13 17 

板部岡融成 1 16 13 

石卷康敬 2 12 II 

北条氏舜 10 12 9 

北条氏規 4 12 10 

清水康英 10 7 6 

近藤綱秀 12 1 1 14 

北条氏忠 

i)禳西_信 ]13万石 







⑦長祭我部元親 51万石 土佐守護 

[f)十逋存保 (_12万石_ 

軍団長 配下武将 W 政 魅 
+河存保 大 16 7 10 

軍団数 1 城数 1 

武将数 1 水軍力 9 

兵力 20 金 1000 

画豳黟通直 rii万石 







島津義久 
阿蘇家を龍造寺の楣に残しておいて、 

全戦力をあげて大友を攻めろ。毛利を牽 

制しながら龍造寺を攻めて九州統一だ。 

參議 

軍団数 8 城数 9 

武将数 16 水軍力 30 

兵力 1 12 金 3000 

軍団長 配下武将 軍 政 魅 

島津義久 大 17 16 13 

上井覚兼 14 13 7 

島津歳久 16 1 1 12 

穎娃久虎 17 8 9 

伊集院忠棟 15 12 12 

島津家久 23 7 [" 

有馬晴信 14 8 6 

島津義虎 21 8 8 

新納忠元 18, 15 17 

軍団長 配下武将 軍 瓦 魅 
島津義弘 22 14 16 

島津以久 12 2 1 1 

島津忠長 18 14 10 

五代友喜 14 6 10 

山田有信 19 2 5 

北郷時久 10 3 5 

北郷忠虎 14 
[ll 

6 

[!)龍達老饉信_ 
森岳城で島津を足止めしておいて、残 

りの全戦力で大友攻めだ。天下統一には 

九州統一ぐらし\最低限の条件だ。 

188万石■ 
軍団数 8 城数 5 

武将数 13 水軍力 5 

兵力 133 金—— 3000 

軍団長 配下武将 軍 政 魅 

鍋島直茂 18 17 14 

木下昌直 1 1 10 8 

赤星統家 13 2 4 
隅部親永 14 10 

軍団長 配下武将 軍 政 魅 

龍造寺隆信 大 22 10 

龍造寺信周 6 1 1 15 

龍造寺政家 9 8 7 

円城寺信胤 15 8 8 

龍造寺長信 12 2 9 

百武賢兼 20 2 3 

龍造寺家就 18 6 10 

成松信勝 16 6 10 

江里口信常 18 8 12 



天下布试 

信長以外だと本能寺の変以後の状態に_ 

天正10年(15犯年）6月2日、明智軍1 盟工作するが失敗におわる。 

万3千が本能寺を急襲、信長は燃えさか 中国からとって返した羽柴軍の前に明 

る炎の中にたおれた。 智軍は敗北。光秀も討たれ、謀反はみじ 

明皆光秀は細川忠興、筒井順慶らに同 めな失敗に終った。 

信長家臣团分裂!! 

信長という強力な指導者を失った織田 旧家臣団を再びまとめ上げることに成 

家臣団はパラパラに分裂してしま5。 功すれば、無駄な血を流さずにすむ。 

しかし旧家臣同士の関係は、明皆光秀 羽柴秀吉、柴田勝家、徳川家康などが 

を除いて友好的だ。 ボスト信長の最短距離にいる。 

明苞光资 
当然のことだが、旧信長家臣団とはこ 胃酸 g~纖 

とごとく敵対状態だ。羽柴、柴田軍が信 &職 8^^5~ 

長の仇をうとうと押し寄せてくる。 |兵为~ 79 |金： 3000 



旧信長家臣団において、最強の兵力と 

石高を持っている。毛利とは同盟ができ 

上がり、心おきなく兵を動かせる。 

軍団長 配下武将 軍 政 魅 

羽柴秀吉 大 12 24 25 

黒田官兵衛 17 19 19 

加藤清正 18 14 15 

一柳直末 16 10 9 

蜂須賀小六 13 II 16 

生駒親正 14 5 10 

堀尾吉晴 1 1 8 10 

宮部継潤 16 9 9 

亀井茲矩 10 16 8 

溝口秀勝 6 ! 7 8 

羽柴秀長 14 18 21 

加藤嘉明 14 5 12 

脇坂安治 13 7 7 

有馬則頼 9 9 9 

戸田勝隆 14 12 10 

131万石 

軍団数 12 城数 9 

武将数 31 水軍力 0 

兵力 197 金 3000 

軍団長 配下武将 軍 政 魅 

堀秀政 15 2 13 

堀直政 1 12 

加藤光泰 8 8 1 1 

高山重友 降 12 10 6 

中川清秀 降 15 4 14 

池田恒興 降 12 9 7 

池田輝政 16 12 15 

宇喜多秀家 降 16 10 8 

宇喜多忠家 14 4 12 

花房職之 17 12 6 

花房正成 13 4 12 

花房正幸 10 7 10 

長船貞親 10 1 1 9 

戸川逵安 12 4 12 

国富負次 9 2 6 

勝 1 1 17 4 

なるか中国大送しn 
備中高松城を包囲中の秀吉の障に、明 

皆光秀が毛利に出した密使が迷いこんだ。 

これをとらえた秀吉は、毛利より先に信 

長の死を知ることができた。この突発事 

態に冷静な判断を失わなかった秀吉は、 

信長の死をかくしたまま毛利側と和儀を 

結ぶことに成功。備中高松城の包囲を解 

いて、姫路城へと速やかに兵を引き上げ 

た。 

このエピソードがこのシナリオで再現 

されていて、秀吉と毛利との間に同盟が 

結ばれている。史実どおりに秀吉の中国 

大返しをすることができる。明智光秀は 

孤立無援の状態なので、秀吉の全戦力を 

ぶつつけていけば、まず負けることはな 

い。 





軍団長 配下武将軍政魅 軍団数 1 城数 1 

稲葉一鉄 大 15 8 13 武将数 1 水軍力 0 

1 兵力 ^15~ 1—一 800 

戰力の真空地帯を突ぃた明智光秀 

越後征伐に柴田勝家、森長可。関東 時に天正10年（1582年）B月2日未明、 

遠征に、滝川一益、河尻秀隆。四国征 中国に向かったはずの明智軍1万3千 

伐に小田信孝、.丹波長秀。中国征伐に は本能寺を急襲!！わずかな供の者だ 

羽柴秀吉と、天下統一の総仕上げのた けでは戦じたくの明智軍に対抗できる 

めに主要武将は全国各地へ出陣してい はずもなく、信長は自から本堂に火を 

て、京都周辺は戦力の真空地帯になっ 放ち、50年の壮絶な生涯を終えた。 

ていた。明智光秀には中国の羽柴軍救 

援のための出撃命令が下されていた。 







②鏟生賢资 31万石 







数は多いが忠誠度は低い。徳川の調略 

を受けやすく、寝返りが多発する。早く 

勢力圏内の敵を平定して徳川と対決だ。 

mm 
シナリオ別武将デ—夕 
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