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はじめから入ってるキ 
ヤラクターは使えない 
低いボー^スで作つ 
た役立たずばかりだ 

wS i 
‘ナス28I : ソフトの中には、キャラクターを作らなくてもす[L ^ ael 腫卜 

ぐにプレーできるように、最初から6人のキャラク _ 

夕—が入っている。だからといって、この6人を使『口激”ポ-J i 
ってプレーするのはおススメできない。なぜならば、gし加、此逆10 \ 
基本特性値に1瞒後のボーナスを加えた程度で、能的ぬ 3? { 

力的にあまり強くないからだ。それよりは自分で作よ辯鋒:!11? 
つた方が、高いポーナス点がでるので強くなるぞ。IIし殿§奪 111 







キャラクター作りはこ 
こに注意しよ5!! 
Iボーナスポイントと 
I性格はとてち_だ 
キャラクターを作るときにもらえるボーナスボイ 

ントは、きっちり決まっているわけじやないんだ。 
ふだんは10くらいしかでないけど、運がよければ30 
以上でることだってある。だから少しでも強いキャ 
ラクターを作りたいなら、高いポーナスポイントが 
でるまでねばるといいぞ。それから、善と悪はパー 
ティーをくむ事ができないので気をつけるようにね0 





武器と防具は初めから 
持っているのだ!！ 
I装備はしてないので11111 
Isちんと装備しよ 

のウて 
作りたてのほやほやのキャラクターでも、最低限|L 
の武器と防具はもっている。ただし、もっているだ_ __ 

けで装備してぃなぃから注意しよう。一度ギルガメ oil 
ッシュの酒場に行くか、迷宮に入りキャンプをはっ*ぃ 〇 ®IS 
て装備すること。それだけでは装備が貧弱なので、-:- <5¢(? 

パーテイーのお金を集め、前衛の總簏ぐらいはある-なdボ 
程度強化してあげるといい。傷薬も忘れずにね!！ 。っ夕 







宝箱を開けるのは盗賊 
だけの仕事なのだ！ 
I中身を調べるだけな 
Iら僧侶でちで吾るそ 
宝箱にしかけられたワナを調べ、そのワナをはず 
すのは盗賊の仕事だ。初めのほうではノ《ーテイーに 
必ず加えるべき職業なのだ。でも、盗賊のレベルが 
低いと、ときどきワナの讎頁をまちがうことがある。 
そんなときに役に立つのが僧侶のカルフォという呪 
文だ。ワナの麵をまちがえることが少なくなるぞ。 
盗賊のレベルが但:いうちはお世話になろう。 





プレーヤーの数だI: 
園険へこまかいストーU一 
_には自分で創ろ5ッ!! 
主人公はきみ自身！目的や行く場所を ドリイjの一番の魅力なのだ。つまり、プ 
次から次へと決めつけられるほかのRPGと レーする人が、それぞれのウイズの世界を 
は、ここの部分がハッキリと違っているん 創りだし、その世界の中で自由に遊べるっ 
だ。ゲーム自体の目的ぐらいは教えてもら てわけ。初めてウイズをブレーする人は、 
えるけど、それ以外のことはすべて自分で 想像力をフルに働かせてプレーしてみよう。 
決断しなきゃならない。そこが「ウイザー きっとおもしろさが無限大になるぞ!！ 

装備の強化は自分自身で 
アイテム集めは、ウィズの大きな楽しみのひと 

つだ。強力な武器や防具はお店に売ってないので、 
モンスターを倒し、そいつらか落としていくアイ 
テムて装備を強化していく。当然、強力な武器や 
防具になればなるほど、手に入れるのがとても難 
しくなっ2：くるんだ。だからこそ、いいアイテム 
を見^Vたときゐ喜びは大巧、ぞ。'''きみも友だち 
に胸%はって自慢できテムを見つけよう！ 



gしみ方があるんだ 

顯 
②王宮へ行ごう 

Iお城へ行って 
I何をするのか 
|確認しよ3 
ぺ，rィ-を齡だら壬 
寓へ行こう+,+'そこではこれ 
から何をするべきなのか？ 

ボJレタック商 |迷宮の入りロド傷ついてHP 
店で武器や防uの指示どおりuがへったら体 
具を買おう __に冒険を開始_力を回復しろ 
作ったばかりのキャラクP ]すべての準備が終ったら、 迷宮の中を罾険tてHP 

ターは、最低の»と防具 *81はずれ*へ行こう。こ二 が嫌ってきたら、無理をせ 
しか持っていないんた•。そ から迷宮の中へ入ることも ずに痕屋へ行こう。經険値 
れ以外の物は、ポルタック できるし，冒険》nssもで がたま，ていれば、そのと 
商店に寅いに行：;*•!»*: * 者るようになっているのだ。 きにレペルアップfcす备ぞ。 



HPを回復する場所。高いお金をだせばだすほど、短期 
間でHPを回復できる。レベルアップもここでする。 





5つの種族の中から自分 
の好きなものを選ぼう!！ 
■難 

種族によってむいてる 
職業といラのがあるそ 
ウィズの世界には5つの種族というものがあって、 

これにはとても重要な意味が隠されているのだ。そ 
の意味とは種族によって、むいてる職業、むいてな 
い職業があるということ。どうせキャラクターを自 
分で作るなら、なるベぐ役に立つキャラクターを作 
りたいもの。となれば、その職業にむいた種族を使 
ってキャラクターを作ったほうが、最終的には冒険 
の役に立ってくれるというわけなのだ。 

初めの強さ■ 有利な点 
はっきりいって、これとい 
ったズハ けたよい点は見ら 
れない。しかし、特性値全体 
のバランスがとてもよいので、 
す速さのある戦士、体力のあ 
る魔法使いを作るなら、人間 
が1番むいているだろう。逆 
に信仰心は最低なので、僧侶 
にするのはむいていないぞ。 

感情移入のしやすさで 
はナン八ーワンだっ!！ 
見てもわかるとおり、ぼくたちと同じ種族だ。とい 
うことは、これといった特技のない、ありふれた種族 
というわけだ。そのかわり、同じ種族なのでキャラク 
夕一にはすんなりとなじむことができるだろう。わり 
とオールマイティーに職業を選べるのもうれしいネ。 



有利な点 
知恵と信仰心の特性値がそ 
れぞれ10とかなり高く、ふた 
つを合わせると、5種族(7)な 
かで最高によい。この特性値 
なら、知恵と信仰心を重視す 
るビショップは、まさにはま 
り役だ。ただし、生命カヵ祗 
く最初のうちは死にやすいの 
で、大事に育ててあげよう。 

呪文を使わせたら世界 
一!？の種族なのだ 

5酿の中でもっとも人間に近い姿をしている。た 
だ人間よりも背が高く、顔立ちは美しく、そして生命 
力がとても低い、というのが大きな違いだ。本当なら 
エルフというのは長生きの種族だが、ウイズの世界で 
は生命力/いため、蘇生率が悪く ロストしやすい。 

有利な点 1 
体はちいさいけど、力と生 
命力は5種族の中でナンバー 
ワン！ パワーがあり、しか 
もタフな種族なのだ。となれ 
ば、むいている職業はただひ 
とつ。モンスターと直接ぶつ 
かり合う前衛の戦士だ。す速 
さが低いのがタマにキズだが、 
HPの高い戦士になるぞ。 

パワフルでタフな肉体 
はまさに戦士むけだ!！ 

ノJ、人族の彼らは、成人でも身長が120センチという 
とてもちいさな種族だ。だが、そのちいさな体には、 
信じられないほど強力なパワーが隠されている。彼ら 
を戦士としてパーティーに參加させておけば、ドワ_ 

フという種族が^、かに頼りになるか実感するだろう。 



いつ職菜力U•番だろつ。^ 
を覚えるのと唱えるのが、 

^ の種族よりも早いのだ。し 
偁仰心 も、生命力もわりとよい<7： 

HPが高く死ににくい僧侣 

欠点がひとつちない八 
ランスの取れた特往値 
彼らはドワーフにとても近い種族だ。そのため外 

がとてもよく似ている。ただし、身長が90センチで 
ワーフよりもちょつとだけちいさく、大きな鼻をし 
いるので、すぐに区別することができるだろう。特 
f直のバランスがよいので、職業選びのラクな種族だ, 

す速さと運の特性値が異常 
に高い。これは5種族の中で 
もダントツ丨位の数彳直なのだ 
むいている職業はというと、 
これはもう運とす速さを'必要 
とする盗賊しかないだろう。 
なんといっても、ホビットが 
生まれながらにして選べる職 
業が盗賊だからね0 

す速さと運は天下一品！ 
盗賊はまさに八マリ役 

5つの種族の中でただひとつだけ、ボーナスポイン 
卜を振り分けなくても、盗！戎という職業を選べるネ重族 
だ。外見は人間とそっくりだが、小人族のため成人で 
も身長は90センチをこえない。また、足の裏に毛がは 



i， . 
•ウイザードリイ暦i阵ウ 
イズの単行本を5年間も作 
り続けてきた、ウイズ•フ 
リークの^#。現在は、 
MSXマガジンの 

メイクOS2|srur! 
籲昔は種族の意味すらしらなかった 

宮野详美 
昔（丨阵前のことだから本当にひと 
昔だ)、ぼくがまだログインの創刊号の 
編集スタッフだったころ、初めて本格 
的にブレーしたパソコン.ゲームがじ 
つは「ウイザードリイ」だったりするの 
だ。 
当時、アメリカにいた特派員に「い 

まアメリカでいちばん売れているコン 
ピューターゲームを送ってくれ」とい 
うネ^■を出したところ、やってきたの 
がアップル版のウイズだったのだ〇ゲ 
ーセンではよくゲームをやったし、ア 
クシヨンものならバソコンでも少しは 
やってみたけれど、思考型（という言 
い方をしたのだ、当時は）のゲームを1 

やるのは初めてだった。 
なにしろ最初はデュープリケートデ 
イスクを作るということがわからなく 
て、ゲームを始めるまでずいぶん時間 
がかかってしまった。ようやく始まっ 
たところてn面したのはレイス(種族） 
を選ぶ、ところだった。 

Iウィザードリィの単行:本を作り続け 
て5年、のいまとなつては種族の解説 

などスラスラだが、そのときには困っ 
た。ヒューマンはいいにしても、その 
ほかがまったくわからない。かろうじ 
て「ホビットの冒険』を読んでいたから 
ホビットのイメージはつかめたけど、 
ホビットのキャラクターを作る意味な 
んかは全然わからない。かくして、い 
いかげんにキャラ•メイクをして、迷 
宮に挑み、いちはやく人間の戦士にな 
っていた自分のキャラの死を目擎する 
ことになったのだ。もちろんあとのキ 
ャラも同様にして死んでいった。 
余談だが、ぼくの名前のっいたキャ 
ラは運が悪いらしく、安田均さん（^口 
る人ぞ知]るゲーム界の重鎮）がプレー 
していたゲーム中のMIYANOというキ 
ャラは、迷宮の中で彳〒方不明になって 
とうとうみつからなかったそうだ。電 
子の迷宮の中でいまも自分がさまよっ 
ているかと思うとどうも気分が悪い。 
キャラ•メイクの基本は1にも2に 

も®笑選びのところから始まる。でも、 
どういうわけか自分の名前のついたキ 
ャラは人間にしちやうんだよね0 



キヤラクターの強d 
ボーナスポイントを 
5まく振りわけよ5 

種族によって基本の特性値というもの 
が決まっている。でも、キャラクターを 
作るときに、ボーナスポイントというの 
がもらえるので、少しは強くすることが 
できるんだ。それによってなれる職業と 
いうものが決まってくるので、よく考え 
ながら振りわけるようにしよう。 

特性値にはBつの要素があるッ！ 
攻撃力の強さ魔法使いにな僧侶になるた 
に関係があるるために必要めに必要だ！ 

攻擊成I力確率のことで、これ 
が高いほどこちらの攻擊が当た 
りやすくなる。まあ、簡単にい 
ってしまえば、攻擎力の高さと 
思ってもらえば結構だ。 

HPのふえか 
たに関係あ0 

しんこ5しん 

魔法使い系の呪文を覚えてい 知恵と似たようなもので、僧 
くのが、早いか遅いかを決める 侶系の呪文の覚えかたに関係し 
数値だと思えばいい。知恵が(氏 てくる特性値だ。僧侶系の呪文 
いと新しい口兄文を覚えにくいし、を覚える早さ、使用回数の増え 
使用回数もなかなか增えないぞ 0 かたを決める数値と思えばいい。 

攻撃のときにいろんな意味 
必要な特性値で重要なのだ 

H Pの項えかたに閲保のある 
数値で、高ければ高いほどHPの 
增えかたも大きい。逆にこの数 
値が低いと、蘇生率(生き返る 



3:特性値で決まる" 
いつもいいボーナスポイント 
がでるとは限らないぞッ!！ 
ポーナスポイントが多ければ、r 

それだけ特性値もよくなり、強い 
キャラクターを作ることができる。 
とはいうものの、ポーナスポインf 
卜がいくつもらえるかはランダム 
なので、すべては運まかせなのだ。 

高ボーナスポイント！ 
ポーナスポイントの平均値は、 | _ . 
普通だとだいたい10前後だ。でもぶ州”にんけリ 
1〇前後のボーナスポイントじゃ職 と<仇似 Wて<知 ll: 

業を選ぶのでせいいっぱい。強い『し么4ぎf I. 
キャラクタ-を作るなら、せめて 
20以上のポイントは必要だぞ〇 I トナス30圓 

ボーナスポイントが低け 
Dやリセツトしよう!！ク 

キヤラクターを作るときに、もしボーナスポイントカ<1〇 
前後なら、まよわずリセットしよう。何回かやり直してい 
れば、そのうちきっと高いポイントが出てくるぞ。強いキ 
ヤラクターを作るためだから納得するまでやりなおそう。 



レベルアップするといっ 
しよに特往値=6変わるぞ 
特性値はいつも上がる 
とは限らないんだ!！ 
特性値はレベルアップと同時に少しずつ上がって 

いくんだ。でも上がるときはいつも1ポイントずつ 
で、3、4ポイントもいつきに上がる、なんてこと 
は絶対にない。しかも、いつも上がっていくとは限 
らないのだ。ついていないときは、せっかく上がっ 
た特性値、たとえば、'ちから〃などの特性値が、レべ 
ルアップするたびに下がってしまうときもある。 

や％,/养一， 
ボ_-ヵポィ'才ん'^〜 
30拭!!ワ⑽ 

はヒキヨー技だけどUセツトを押そろ！ 
職業が戦士なのに、レベルアップのたびに"ちか 

ら〃の特I生値が下がってしまったら、せっかくレ 
ベルアップした意味がない。そこで紹介するのが 
この超ヒキヨー技のリセットた、レベルアップの 
とき、もしその職業に必要な特性値か下がってし 
まったら、宿屋を出ないうちにリセットするのだ 
こうすればデータがセーブされないから、もう一 
度宿屋に泊まりレベルアップをやり直せるそ。 



転に$大吉く関係してくる 

ゥィズの世界では、自娜 ウイズの世界では、自分の気が ^ 

むいたときに、好きな職業へ車却哉き 
することができる。とはいっても ブ 
やはり最低限の条件は必要だ〇そ 
のキヤラクターの'性格と、職業に1= 

見合った特性値0このふたつがそg之 
ろってないといけない。ただし、 
上級職へなろうとさえ思わなけれI蠢 
ば、このふたつの条件をそろえる 
のは簡単だ。一般職は特性値があk $ 

まり高くなくてもなれるからね0 \ | 

上級職になるには特性値が高 
くないと転職で吾ないのだ！ 

を ， 上級職に転mするということは、 
k、iし街 anとても難しいことだ。それはなぜか 

J；4?'24SiatLAL7 とぃぅと、特性値の設定がとてもき 
"*1，!びしぃからだ。侍やビショップくら 

11^^ %%ぃなら、ボーナスポィントが良けれ 
if.'1た:やば作ることができるけど、忍者と口 

か• -—__j —ドは、各特I生イ直がかなり上がらな 
綠 ^にん ぃと繊できなぃ職業なのだ。 

あま <見ていると 
あとでひどい目にあ5ぞ== 



職業は全部で日つ 
職業には4つの役割 
がちゃんとあるのだ 

職業の数は全部で8つと多いような気がするけ 
ど、冒険中の役割というのは4つしかないんだ。 
まずひとつめは、武器を使い直接攻擊をする職業。 
ふたつめは、呪文を使って攻擎する職業。3つめ 
は、傷ついた仲間を呪文で治療する職業。そして 
4つめが、敵のもってた宝箱のワナをはずし、中 
身を取り出す職業だ。このうちどれかひとつでも 
たりないと、まともに冒険できなくなるぞ。 

一般職と上級職のふたつ 
の職に別れているんだ！ 
全部で8つある職業は、一般職と上級職のふたつの_ 

に区^することができる。その数はちようど半分で、一般 
職が4つの職業。上級職も4つの職業となっている。もち 
ろん、上級職というだけあって、級職の4つの職業はど 
れもみな冒険に有利な職業となっている。ただし、条件も 
キビシィので、最初のうちは一]^職で修業をして、そのあ 
とで転職するパターンがおススメかもね0 

攀もちろん装備の違いもあるか' それ以 
上に違うのが時徴だ。戦士系の役割なの 



きみはとれを選ぶ!？ 
齲雖親とのでき 

職はキャラクターを作るとき、すぐ 
に職業につけるためのもの。だから種族(7) 

基本特彳生値に、ほんの少しボーナスポイン 
卜を振り分けるだけですむようになってい 

るのだ。とはいってもまったく使いものに 
ならないか、というとそうでもない。レべ 
ルアップしていけば、職だけのパーテ 
ィーでも十分に冒険をすることができるぞ。 

■厕歆劈Iと鹄喆龄缒 
一般職の職業を、ふたつあわせた能力を 
持つ職業、とでも考えてもらえばよい。た 
とえばビショップなら、魔法f吏い系と僧侶 
系の呪文、両方が使えるというようにね〇 
ただし、成長は一般職よりも遅いのだ。 



卜般職I 

■離S溫結け 
'%, ；f Mm p生齡-]難 

11 f -1-1-f-1- 

籲どんな注格でもなれるそ！ 
戦闘の中心となる職業で、武器を使って直接モンスタ 

一を攻擊する。パーティーのなかでは、もちろん前衛の 
位置に並べておくのが常識だ。戦士を作るときの注意 
は、力の特性値をできるだけ上げておくこと。 

•ほとんどのものガ装備可能 
よほどのマジックアイテム以外は、どんな武器でも防 

具で错備することができる。最強の装備は''ミヨルニー 
ルハンマー#と、、ミスリルプレートメイル"だ。 

僧侶 

?駿1»し 
力 知恵信仰心生命力す速さ 運 

--11-- 一 

♦中立はなることがで吉ない 
ノ《ーテイー±#の健康を管理するだいじな役目以外 

に、呪文攻擎や肉弾戦も可能な、わりと才ールマイテイー 
な職業だ。また、カルフォを使えは宝箱のワナも調べられ 
る。盗賊のレベルが低いうちはたよりになる。 _ •剣は装備で吉ないのだ 剣はまったくダメだが、p方具はほとんどのものが装備 
できる。最強装備は、、、エルフのくさりかたびら〃に、'いか 
ずちのつえ〃。盾【媒備することができないぞ。 



_ I一般職I 
宝箱を開けるなら盗賊 
をおいてぼかにいない 

ry傭仰心: 

籲善はなれなし備業だ 
冒険をするときに絶対に欠かせなし、職業が盗賊だ。 

なぜなら^モンスターを倒したあとに残る宝箱のワナを 
はずせるのは、手先の器用な盗賊だけだからだ。箱を開 
けられなきゃ、アイテムを入手できないからね0 

•装備はとても貧弱だぞ 
はっきりいって装備はもうしわけ程度のもの。最強の 

武器は'*へビイクロスボウ4;よろいは'*ごうかなかわよろ 
い〃とホントに貧弱なものし力装備できない。 

魔法使い 

1 經 
力 知恵 儒仰心 生命力す速さ 運 1 

一 11 一 -- 1 

籲性格に関係なくなれる 
ゲームボーイ版のウイズは、ファミコン版のものよりもi 

呪文攻擊のお世話になることが多い。ということで、マロ 
ールやテイルトウェイトの使えるマスターレベルの魔法I 
使いは、かなりたよりになるだろう。 

•今回I 0[操備プ 
トフ類しか装備. 

が豊富だ 
以前はローブ類しか装備できなかったが、今回の最 
強装備は、'、みどりのローフ'、、まほうのずきん'、'ゥ 
インドソード'，とかなり豪華になっているそ*。 



I上級職I 
ビシヨツブ ふたつの呪文を使いこ 

なす呪文の専門家!！ 
力 知恵 |生命力 す速さj 運 

一 1E L-_ —I 
•善と悪の性格がなれる職業 
魔法使い系と僧侶系の呪■文がふたつとも使えて、そ 
のうえ僧侶と同じで接近戦も可能な職業だ。しかも、 
手に入れたアイテムをその場で識^することができる。 
パーティーの中に、ぜひともひとりはほしい職業だ。' 

•装備は僧侶と同じなのだ 
装備の面では僧侶とまったく同じ。盾が装備できな 
いので装備が弱いきもするが、それでも盗賊や魔法使 
いなどよりは、よっぽどマシな装備ができるぞ。 

■?溫獅〒 
力 知恵 信仰心 生命力| す速さ 運 

15 LJL^ 10 14 ' - 

•悪の性格ではなれない職業 
侍の一擎は、レベルが上がれば上がるほど強力だ。 

とくに、、むらまさ"などをもたせた日には、モンスター 
の死体の山ができるだろう。それと魔法使い系の呪文 
もっかえるので、戦闘では何かと役に立ってくれるぞ。 

•ほとんどのものが装備可能 
基本は戦士とおなじだが、装備できる剣は戦士や口 

ードよりも多い。侍の職業を選んだからには、やはり 
''むらまさ"を見つけた•して装備させたいものだ。 



忍者 

I上賴I 
I素手でモンスターの首 
をはねる戦闘のプロ！ 

力知恵價仰心生命力す速さ 

15 I 17115 I 16 ]15 

•悪I 娜格: 
〇特長はなんと 

把けがなれる職業 
，といってもクリティカルヒットだ。| 

その効果はかなりのもので、どんなにダメージがちい 
さくても一^て#の首を切り落とすことができる。ま 

•た、盗賊同様、宝箱のワナをはずすこともできるのだ。| 

•高レベルなら八ダカが一番| 
武器は，しゅりけん〃力守里想だが、素手のほうがクリ 

ティカルヒットはでやすい。それと、3レベルごとに 
アーマークラスが1ずつ低；下するという利点もあるぞ。| 

■蝶驅V 
力|一知恵「儀仰ii 

15 £ 12 [15 

價仰心I生命力す速さ1運 

151415 

•善の性格だけがなれる職業| 
戦士の中でも、エリート中のエリートしかなること 
ができない職業だ。剣の腕前はもちろんのこと、僧侶 
系の呪文をつかうこともできるので、パーティー全体 
が大ダメージをうけたときなど、とても役に立つぞ。| 

•ほとんどのものが装備可能| 
wせいなるよろい〃を装備させると、クリティカルヒ 

ットがでやすくなるので、この鎧はぜひとも手に入れ 
たい。装備できる最強の武器は、、エクスカリバー•だ。 



バ-ティ-プレーする人によつ 
編成てパーテイーは違5 

職業や種族、性格などの設定がとても細かいか 
ら、プレーする人によってはパーティーの内容が 
違ってくるのはあたりまえ。どんなパーティーを 
組もうが、それはプレーする人の好みだから、絶 
対muな究極のパーティーなんてのはない。ただ 
し、パーティー全体をうまく働かせるには、肉弾 
戦をする職業、魔法使い系の呪文を使う職業、僧 
侶系の呪文を使う職業、宝箱のワナをはずす職業、 
の全部で4つの職業はかならずほしい。4つの職 
業がそろわないと、冒険がとても苦しくなるんだ。 

鼻麝響亀」 

パーティーを組むときに;主意してほしいのが、キ- 
ラクターの性格だ。 善と悪の性格は同じパーティース 
組めない。中立の性格なら善と悪のどちらがわともノ 
ーティーカ組める。ただし、どうしても善と悪のパ- 

ティ 一力組みたいという人は、善と悪が別々に迷宮t 

入り、そのあと迷宮で1中間をさがす〃コマンドを実斤 
’しよう。この方法なら善と悪はいっしよになれるそ。 

ュの酒場で仲間にで差 



パーテイーを組ち5 





切^^なのだッH 

[二]裏鱗赠 



気になるあの人の 
パーティー構成!？ 
•スーパー忍者のひとり旅!！ 

堀井雄二 
はじめてウイズをしたときのパーテ 

イーはね、やっぱり「戦士」「戦士j「盗 
賊j「僧侶』「魔法使い』「魔法使い』と 
手堅く順当なノヽ°ーテイーで始めたね0 
それで、だいたいレベルが上がると、 
クラスチェンジして変わってきて、最 
終的には「魔法使いJの魔法が使える 
r戦士 Jと「僧侶Jの魔法的吏えるr戦士上 
さらに両方使える「君主」。これを育て 
て3人だけで行っちゃう。で、なんで 
3人だけで行くかっていうと、そのほ 
うが経験値が倍上がるから。で、ひど 
くウイズに凝っていたときは、ひとり 
で冒険に行っちゃったりもした。 
ポクが楽しんだ遊びかたとして「ス 

—パー忍者jを育てるってのがあるん 
です。「スーパー忍者jを作るには経験 
イ直ムチャクチャいるんです。とりあえ 
ずr戦士jを育ててH Pをメチャメチャ 
上げてから「僧侶jにクラスチェンジ。 
「僧侶jにすベて呪文を覚えさせて、「魔 
法使いjにまたクラスチェンジ。さら 
にそのあと戦士にすれば、「僧侶j「魔法 
使いjの呪文を両方使えて、HPの高 

いキャラクターができる。そうすると 
ねkたったひとりで冒険できちやうわ 
けよ。4階とか楽勝でひとりで行けち 
やうんで、なんと経験値が6倍に！ 
非常にポンポンレベル上がる。 
ここで大切なのがセーブ！ パラメ 

一夕一の上がりが悪いときにリセッ 
卜！で、一番良い値を取ってとにか 
くステータスを上げ最終的に「スーパ 
一忍者』にするんです。 
最後まで「ろーノ く一忍者』ひとりでワ 

—ドナ倒したことあるけど、アップル版 
でやってたから、ワードナを一回倒し 
ても何回もでるわけ。だから何回もや 
っつけてはだしに行ったの。そのうち 
に友好的なワードナがいたりして。笑 
わせてもらいました。それから迷宮の 
入り口にキャラクターを5人待たせ、 
「スーパー忍者」でワードナを倒しに 
行くんです。その帰りにその5人のキ 
ャラクターを拾って^•にもどる。する 
と全員に称号がつき、巨大な経験値が 
入るわけ。レベルがイッキに上がって 
おもしろいですよ。（談） 
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ちよっと待った!! 
迷宮なんてこわくない！ 

一冒険5ケ条一 

装備触のi6人r露/こでs 
メンバニの状態に注意寸2> 
地下/勸たら保_蚊を！ 
テiマピックを唱iマ位屋纖 
1険J再開寸2^义寸北を南之 

配Q •目配D •方向確認 
j迷宮の中には危険がいっぱい。一歩足を踏み入れ 
&■ことたんにパーティーが全滅vってこともある。地 
迷宮自体が巨大なワナといってもいいくらいなの 

だ。そこで、冒険に欠かせない5力条を上にまとめ 
てみた。右ページの1〜5でくわしく説明している 
ので、5力条と対応させて覚えてくれるといいな。 



圓険前にチェックだ 
1.B人以下のパーテイーでは戦力不足!! 
何人でパーティーを組んでも自由だ 
けど人数が少なければ、それだけ戦う 
人が少なくなるってこと。戦關が重要 
なのに、ろくに戦えないんじゃ生き残 
れない。もちろん装備は強イ匕すること。 

2."まひ•いし•どぐは急いでなおそう 
冒険していると、マヒや毒などキャラクタ 

一の状態に変イ起きることがある。戦闘中 
や宝箱のワナでなる場合が多く、放っておく 
と死亡してしまうことがあるのだ！急いで 
ディアルコやラツモフィスを唱えてあげよう。 

3. ロミルワ、マポーフィックを忘れずに唱えよう 
安全に迷宮内を歩くために欠かせな 

W兄文がある。4歩先まで見通せる口 
ミルワやパーティー全体のアーマーク 
ラスを2低下させるマポーフィックだ。 
どちらも城に帰るまで効果は続くぞ。 

4.現在位置と目的地をチェック！ 
冒険中、迷子になったらデュマピックを唱 

えよう。たちどころにいまいる場所がわかっ 
てしまうのだ。何?皆のどの位置でどの方向を 
向いているかまでハッキリと。魔法使い系呪 
文のレベル1なので早い段階で覚えられるぞ。 

5.方向がわからなくなったらリセツトしよう 
デュマピックが唱えられず、しかも 

方向がわからなくなったら？こんな 
ときは一度セーブしてからリセットし 
よう。そして冒険を再会すると、必ずセ 
ーブした地点で北を向いて始まるのだ。 

41 





シークレツトドア 

Aポタンを押せば開く 見破るまでただの壁 

—方通行のドア _ ダークソーン 

後もとDできないドア視界のきかない暗闇 

呪文禁止区域_ _ 

呪文を封じられる場所ダメージを受けるワナ 



天井がくずれ落ちてくる 落ちたら上がれない 
足をふみ入れると突然、落石がおこって 

パーティーにダメージをあたえる。威力は毎回 
ちがい、だれに当たるかもわからないのだ。 

見つけ方落石と同じく、行っ 
てみないとわからない。地下1 
階と3階に仕掛けられている。 

見つけ方落石の起こる場所に 
行くまでわからない。地下5階 
に多いので、チェックしよう。 

かねし方落石場所をマップに 
害き込み、二度と近づかないよ 
うにしよう。ある程度レベルが 
上力<ればダメージはくらわない。 圖 

かわし方空中浮遊の呪文リト 
フェイトを唱えていれば、上に 
乗っても落ちなくなる。使いか 
たしだし、では便和Jな移動手& 圖 
一方通行の階段のような仕掛け。ほかの階へ 

強制的に移動させられてしまう。移動後は何階 
のどこに来たのかデュマピックで確認しよう。 

回転床 
リトフェイト効果なし進行方向を変えられる 

かわし方乗ったらあとは落ち 
るしかない。ただシャフトの文 
字力Wiたときリセットすれば、 
乗る手前までも;どれる。 疆 

仕担•けの上に乗ると方向感覚をくるわされる0 
さいわい、ダークゾーンに設貢されていないの 
と、ダメージをくらわないの力(救い。 

見つけ方乗ってみるまでわか 
らない。どの方向を見ても同じ 
ような景色のところに多い。 

効果はシュートとまるっきり同じだけど、シ 
ャフトの方はリトフエイトを唱えていても落と 
されてしまう。場所をしっかり覚えておこう。 

かわし方デュマピックで位置 
をm忍し、キャンプをといて方 
向を合わせる。そして歩き出せ 
ば、無事冒険を続けられるぞ。 

テレポータ_ 石の中 
、者を吹き飛ばすワナもっともこわい全滅ワナ 

踏み込むと別の場所へ瞬時に飛ばされてしま 
う。直接ノ ーティーに害はないけど、飛ばされた 
場所によつて展開か变わってくることもある。 

見つけ方すべてを歩きn 
あと、デュマピックでマ、: 
見たとき黒くなっている音 

見つけ方目の前がひらけてい 
たり、正しいマップと構造の違 
うところがテレポート地点だ。 

かわし方立ち入らないように 
するしかない。入ると一度画面 
が点滅するので、どこに飛ifさ 
れた力siii忍してから歩き出そうc B 

かわし方テレポーターが作動 
したら、急いで電源を切るか、 
リセットする。指をくわえて見 
ていると全滅してしまうのだ！ 

宝箱のワナ*テレポーター〃力^したとき、 
たまに石の中に飛ばされることがある。こうな 
ると全滅するしかなく、カント寺院へ送られる。 



見つけ方*ぎんのヵギ〃を手に 
入れてから地下2階の（6, 9) 
に行けば自由に乗り降りできる。 

かわし方便利な使いかたを紹 
介。地下2階で乗り、5階へい 
き探索する。そしてエレベータ 
一で1階にもどってくるのだ0 

床がくずれて落とされる^^寺定のアイテムが必要 
表マップにはなしイ士掛け。乗ると床がくずれ 
て下の階に落とされてしまう。ダメージはうけ 
ないが、もとの場所にもどってくるのが大変だ。 

見つけ方4手前へ行くとプ 
レートカ<見える。リトフェイト 
を唱えていても落とされるぞ。 

かわし方場所を覚え、行かな 
いようにする。落ちると一度行 
つたところへもどされるのでマ 
ロールを覚えてないと不便0 國 

見つけ方必要なアイテムを持 
ってないと、メッセージで教え 
てくれる。ヒントは出ない。 

かわし方必要なアイテムを手 
に入れ/ヾーテイーのだれかに持 
たせておけば通れる。1午可証" 
★ぎんのカギ〃など。 

迷宮内に隠されているアイテムはいろいろな 
カギとして利用する。'''ぎんのカギ〃がないと、 
地下1階の(12、1)を通れないのと同じこと。 



宝箱に仕掛けられた 
いろんなワナをはずそ5 
盗賊の力なしではワナをはずせない！ 

「ウイズ』のおもしろさのひとつ、アイテム探 
し。モンスターを倒したあとに現れる宝箱の中 
に、アイテムははいっているのだ。だけど宝箱 
にはワナカ4士掛けられている。むやみに開ける 
と引っかかるぞ！そこで！盗賊の登場だ。 
戦闘終了後、盗賊に宝箱を調べさせて、なん 
のワナがしかけられているかチェックしてもら 
うのだ。誰かに僧侶系呪文のカルフォを唱えさ 
せても調べることができるそ。もしワナを_ 
させるとパーテイーに爆風や毒などがふりかか 

I | .ダメージ20前爸 

無数の石がはじけ飛ぶ 
冒険を始めたばかりの盗賊はヒットポイント 

が少ないので、一3TC死んでしまう可能性が高 
い。経験(直だけもらって立ち去るのが無難だ。 

体が毒におかされる 
ラツモフィスや'^どくけし〃がないときは、絶 



呪文回数を減らされる 
呪文を唱えられる者の呪文回数が、減らされ 

る。戦闘で呪文をほとんど唱えきったときは少 
ない被害ですむけど、それ以外だとボロボロに。 

毒のうずに卷きこまれる 
パーテイーに毒風が吹きつけてくる。合計6 
回ラツモフィスを唱えられるなら開けてもいい。 
毒に対し抵抗力のある物を装備していれば安心。 

ば < だん 
だれに*? 

どんな状態7 
.ダメージ20前後 

箱の破片がおそいかかる 
いしつぶての強化版0それぞれヒットポイン 

卜が40以上あり、僧侶がデイアルやデイアルマ 
を唱えられは潤けてもよい。未熟者には危険だ。 

fQ Ch 0 \コブラののろい 
〇 だれに？ 

神経毒でマヒさせられる 
コブラの神経毒がまき散らされる。ミ谷びた者 

は神経をヤラレてマヒの状態になる。もし僧侶 
がヤラレたら、ひきようだけどリセットしよう。 

あくまのめだま 
だれに7 
.パーティー全体 
どんな状態7 幾_ 

にじの吉らめ吉 
だれに7 

どんな状態7 
パスカイアーと同じ効果 

メテューサの力で石化！ バスカイアー-の恐怖！ 
メデューザの瞳が封じ込められている。視線 

を浴びた冒険者は石化させられてしまう。マデ 
ィを唱えられる者がヤラレたときはリセットだ。 

どんな状態になるのかわからない。封じ込め 
られていたバスカイアーカし-気にはなたれるの 
だ。高レベルの僧侣がいないときは立ち去れ。 

孕ザy* 43路 
けいほう 
だれに7 

どんな状態7 
.もう一度、戦闘 

テレポーター 
だれに7 

どんな状態7 

謎のベルが魔物を呼ぶマロールの封印が解けた 
/J <、者のモンスターが助けを呼ぶために仕掛 石の中へ飛ばされるただひとつの方法0空間 



ひとつひとつの戰圔 
戦闘に必要な知識を 
身につけておこ5! 

戦闘 
システム、 

迷宮内で戦闘するためにおぼえ 
，ておきたいことが、いくつかある。 
基本的なルールから有利に戦いを 
はこぶための方法、町へもどる夕 
巧ミが、呪文の使い道などだ0 

胃は難しくて、すぐ 
に死んでし、う人は注目。 

會悪のかたまりグレーターう 
ーモン。終盤で戦うことに 

商i列|後列のしくみを覚えよう 
Vm—^一を組むとき前列と後列というこ|ir—II — 71—を組むとき前列と後列といノー 
考えないといけない。基本的に、戦士夕 
^前列、魔法使いや僧侶といった呪文を 
^する職業力嘥列になる。たとえば、戦 
1-サディ•僧侶•盗賊.魔法使いだ。 

友好的なモンスターと出会ったら7 
冒P矣中、ときどき友好的な態度を見 

せてくるモンスターもいる。戦うか、 
立ち去るかを求められるので、特別な 
場合をのぞいては、善のパーテイーな 
ら立ち去る、悪なら戦うほうを選(尤う。 



がイベントだつ!! 
B兄文を効率よく唱えて戦おう！ 
いくら前列といっても、呪文が唱えられる 

なら利用したほうがいい。先に呪文で痛めつ 
けてから切るとか、その逆でもいい。ただ、 
効くかどうかわからないのに唱えても、呪文 
がもったいないだけ。前列の呪文は貴重だぞ。 

先制攻撃のときは呪文を唱えられない 
モンスターの不意をついて先制攻擎 

できることがある。このとき呪文は唱 
えられないので、前列は武器で攻擎、 
後列はアイテムを使って呪文を唱える 
のが効果的。1ターンを大切に戦おう。 

職業によつて、特別な戦闢コマンドがある 
盗賊と僧侶系の聰龚には特別な能力 

がある。盗賊には隠れると奇襲攻擊、 
僧侶系にはアンデッドを追いはらえる 
デイスペルV)ろいをとく#が使えるこ 
と。使うタイミングをおぼえて戦おう。 

死亡•石化は経験値をもらうことができない 

経験値がたまつたら、宿屋へ急いでいこ〇 
織射直が目標値までたまっても、自 
動的にはレベルアップしない。町へも 
どり、宿屋で休息をとって初めてレべ 
ルアップする。1000万織矣値があって 
も宿屋に行かなかったらレベル1っ！！ 
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Aボタン連打していては 
てない!！ 

戦Bti峰: 
あこなわ机 

な感じで 
るのだ！ 

!際g?戦闘の流れを見てみよう。パ—テイ—編 
ら戦關方法、戦闘後、アイテム入手 

^かに要点だけまとめて説明していく。 



!戦聞開始!！ 
モンスターと出会うと戦闘開始。モ 
ンスター側も隊列に気を使っているこ 
とがわかるぞ。前列のモンスターにい 
くらかダメージをあたえると、次の夕 
-ンでは後列へさがることがあるのだc 

のキヤ： 
じモンスターを、2番目はほか 
のモンスターを選び攻擎しよう。 

£22特殊ダメージを回復 
プレーヤー側？^兄文やアイテムを使うように、モンスター 

側も樹朱攻擊をしてくる。くらうと右の表にあるような状態 
にされるのだ。とくに多いのが、I-；—. 

毒とマヒ。毒の状態だと毎夕一| 卷 'fL 

ていくので、くらった次の夕— 
ンで確実になおすようにしよう。せんし* 

もし衡呂勒奴を唱えられるキ 
ャラクタ-がいなかったらァゥし‘-ひとりのキャラクター㈣1こ 
卜〇リセットしてやり直そう！ m攻擎をくらうこともあるのだ。 

キヤラクターの状態 
すいみん 
カティノを噶えられたのと网じ状 
態》眠らされると後列へ強制^Si 

石化しているmなおすには僧 
儀系レベル6祝文マディが必嫛だj 
しぼラ•はい•ロスト 
いわゆる死んでいる状^ ロスト| 
以夕らすこと办<できる0 | 

1ワナをはずしてアイテムを入手! 
お待ちかねのアイテム探し。盗賊にワ 

ナを調べさせ、はずさせる。そしてアイ 
テム入手。試しにほかのキャラクターに 
調べさせると、戦士は適当に答え、呪文 
を唱えられる者はマジックドレインと答| 

える。自分に影響するワナだからだ。僧1 

侶系の呪文カルフォでも、調べられる。 

mm 



議駿ぁねせて武駿選ぶ 

■織臨j 
唱えられなくなったとき、あわて 

，られるかな？モンスターにモン 
れたときや呪文禁止区域での戦關、 

攻擎"兄文がほとんど効かないモンスターを倒すと 
>って戦ったらいいか考えてみよう。 





多いときだと、一度に30体くらいと戦わなければなら 
ないので、武器だけで戦っていたらキリがない。モンス 
ター1体から1グルーブ、さらには全体にまでダメージ 
をあたえられる便利な呪文を利用しない手はないのだ。 
全部で61_もある呪文をより効果的に唱えられるよ 

うに、タイプごとにわけて解説していくぞ。攻擎すると 
き、身を守るとき、呪文のやどったアイテムを使うとき 
などなど。呪文のすごさ•便利さがわかれば、いままで 
ろくに唱えなかったのを、きっと後悔するはずだ！ 

右にあるのが、魔法使い系と 
僧侶系の全呪文。それぞれ29fl 
類と3擁願、レベルの低い順に 
並べてある。 
\すべて唱える必要はない。ど 

\な戦い方をするのか、どんな 
スターに唱えるかによって 

*使、い如けられ\るようになろう。 





モンスターからの呪文を封じこめるバコルツ、アーマ 
ークラスを1上昇させるディルト、呪文から身を守るコ 
ルツがよく効く。魔法使い系は、味方に呪文を唱えて身 
を守るというより、モンスター側に唱え、攻擊させにく 
くする呪文が多い。いまI—-—~z 効. 

まて素強と言ゎれてぃた| 1各！ 
テイルトウ. 卜があま 

けこ。その 
かわりに、攻擊M助が強 
化されたのかもしれない。 

ふだん呪文を唱えられない盗賊や戦士だけど、唱えさ 
せる方法がある。それは、呪文のやどったアイテムを盜 
賊や戦士たちにもたせておけばいいのだ。戦闘中、コマ 
ンドをいれるときにアイテムを選べばいいというワケだ。 

貪貪 



m全滅する前にリセットポンッ！ 
「ウイズ」の酬に死はつきもの。じ 

つくり育てたキャラクターを死なせた 
くない人は、戦闘中、、しぼう〃とメッセ 

—ジが出たら、すかさずリセットしよ 
う。そして冒険を再開すれt级ぬ前の 
状態に早変わり。これで、大切なキv 
ラクターをしっかり保存できるね0 

♦バカデイを唱えられ全滅♦冒険を再開すれば、ほらこ 
寸前。急いでリセットしよう。のとおり。みんな元51につ！ 

圍"にげる，，で戦う 
モンスターが変化 
モンスターと出会ったとき、戦いたく 

ないときは逃げよう。そしてもう一度ド 
アを開ければちがうモンスターが出現す 
る。倒したいモンスターが出たら戦闘だ。 

〇マロール唱えて 
戦闘から脱出つ！ 
戦關中どうしても逃げたいときは、マ 

口ールを唱えてみよう。戦Mを抜けだし、 
冒険していた階の1フロア上のどこかに 
テレポートする。かならず逃げ出せるぞ。 
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術をしっか!9たてないと 
て弟戦圃=&寫けてしまう 

行にあわせた戦闘例を紹介しよ 

モンスターの動きを封じ込めよラ 

\呪文を口白えf |j ノト■，フ♦«砂，ィ〆* 

添msteか iissJiii is^_i でる'^松夕^に:は壬%ティノを力 
て^1^^卿る。 

讎、ァ\テ与 中盤攀ィ％r呪文をおき，うm^v. 
そろそろモンスターはii団《現れるころ。 

除1夕擎に耐えるためノ、•マツそそ^マークラス 
を下げる。前列はランクアツた剣などで 
ダメージをあたえ、仕上げにマハリト&ラハ 
リトで•焼き払え。町へはこまめにもどろう。 

キャラクターの役割をはつ吉〇させる 
ヒモンスタ-も確実にラン 地下深くになるとモンスターも確実にラン 

クアップしている。呪文を封じるにはモンテ 
ィノではなくバコルツを唱えること。グレー 
ターデーモンクラスにも効くぞ。基本は、い 
かに.モンスターをやわらかくするかだ。 









僧侶系の呪文 全体的にモンスターが強t、ので回復呪文は大切に使う 
こと。マポーフィックやバマツなどのアーマークラスを 
低下させる呪文をきらすのも危険。バディやラバディな 
ど一擎必殺呪文はききやすいので、積極的に唱えよう。 





HI 
アスキーI S G企画部次長0 
ファミコン版ウィザードリ 
ィI〜I、パソコン版V、 
そしてゲームボーイ版のプ 
ロデューサーをつとめた。 

画面に苦心して、 
GB版ウイス完成 
•ビジユアm匕を進めてみた 

三田 
「こんな狭い画面じゃウィザードリィ 
は、むりだなぁ」というの力<ゲームボ 
—イを見たときの印象だった。なにし 
ろ、ゲームボーイの画面は横20文字、 
縦I听なのだ。元のパソコン版が40X 

25,ファミコンでさえ横3坟字でけっ 
こうレイアウトに苦労したのだ。かな 
り長いあL、だそう思ってし、たのだが、 
去年の暮れの会議で、パーテイーの人 
数を4人ぐらいにしたりして、スぺッ 
クを簡略(匕すればなんとかなるかなと 
思ったのが開発のきっかけになったb 

その日、FC版を作ったときに使って 
いたグラフィックエディターで、GB 

版の1Mを描いてみた。すると、まあ 
なんとかできそうな感じである。それ 
も6人ノヽ°ーティーで。結局、その晚は 
徹夜をしてあ一でもないこ一でもない 
と画面をいじくった結果力、現在のG 
B版の基本になっている。 
さて、みなさんの感1 興はどうだろう 

か？城のグラフィックを增やしてみ 
たのは賛否両論あるかもしれない。し 
かし、今までの文字だけの画面よりは 

とっつきやすくなったと思う。もっと 
こってもよかった力、な。画面で一番苦 
労したのはやはり戦闘だった。モンス 
ターの名前、数、グラフィックと、パ 
—ティーの状態、それにメッセージ。 
とても1画面には入りそうもない。モ 
ンスターのグラフィックも最初はもっ 
とちいさくして横に4枚並べるつもり 
だった。しかし、描いてみるとすごく 
ショボくれたものにしかならない。結 
局、もうひとまわり大きくして横に2 

枚並べることにした。この大きさで、 
白黒4階調にしてはかなりよいできに 
なったのはグラフィックの深沢くんの 
ぉかげでぁる。感謝。 
ウィザードリィのグラフィックはけ 

っこう気を使う。もともと文字が多い 
上に、ダンジョンは線画。グラフィッ 
クもほとんどないというイメージがあ 
る力、らだ。小説の映画化みたいなもの 
だ。しかも、ファンがたいていマニア 
だったりするし。でもそれにもめげず、 
もっとビジュアノM匕を進めてしまおう 
と思っている私だった。 



友だちと同時に八マり 
おたがいが攻略本に 
須田PIN (以下P)どうも！須田です。 
ベニー松山(以下べ）大阪帰りの松山です。 
Pこういうのってキンチョーしますよね0 

ベなに話していいのかわかんないもの。 
-とりあえず、おふたりの「ウイズ」と 
の出会いについてなどを。 

Pじゃ、まずオレから話そっか。オレは 
さ、大学のときにけっこうギリギリで単 
位とってたの。で、何年おきかに「この 
年度に何単位なくちゃいけません」てい 
うのがあって、それをクリアーした翌年 
は、少しゆとりがあるわけ。 
ベほんとうは、ガンノマツてもっと単位を 
取っておいたほうが楽なのに。(笑） 

Pま、そうだけど。（笑）とにかく、その 

ときにハマったんだよね0友だちと3人 
で「I jを始めて、それぞれが自分の見つ 
けた技なんかを教えあってた。 

ベおたがいが攻略本みたいなもんだ。 
Pそう。でも、けっきよくレベル12 くら 

し、て^ 了ちになっちゃったけど。 
-ベニーさんのほうは？ 
ベ最初に興味を持ったのは、昔のアップ 
ル（コンピューターの名前)のゲームを 
紹介してる本の中で、「ウィズjが1〇〇点だ 
ったから。 

P100点満点で？ 
ベうん。それで、このゲームのどこがお 
もしろいんだろうって思、った。ほかに100 
点のゲームなかったし。それでま、記事 
を言売んでもわかんないじゃないですか。 
まだR P Gがなかったころだから。で、 
まあたまたまアップルが高校にあった。 



これを持って帰って、知り合いのソフ 
を持ってる人に借りて始めてみたとい 
のが最初ですね0 

-「ウイズJならではのよさっていうの 
はなんでしょうか？ 
ベほかのRPGのキャラクターって、自分 
のもほかの人がやってるのも、みんな同 
じでしょ。そういうのつまらないじゃな 
い。自分でキャラクターを作ったほうが、 
ゲームにのめりこめるよね0 

P 「オレはちょっと人とはちがうぜjって 
いうこだわりを持つ人が、このゲームに 
ハマるんだろうね0想像力をはたらかせ 
て「こいつはこんなキャラクターた、f」と 
いうのを自分の中で持つと楽しい0 

ベ最初はキャラクター作るのも、ホント 
いいかげん。で、1回死んだあとにキャ 
ラクターを作る重要|生がわかるわけ。ひ 

どい目に会っても、あとでいい思い出に 

ずウイズJ世界を描いた小説^リ舍わせの挟と 
青春j (JICC出版)の著者。^ィズj歴は3年を 
ほこる0対談当日は大阪食いだおれ旅行の帰り 
で、大きな荷物をかかえたまんまやってきた。 

なるから。(笑） 
Pシナリオを追ってくタイプのゲームじ 
ゃないんですよね0クリアーできるなら 
してみろっていう感じ。だいたいこのゲ 
ームって、テレビ用のゲームというより 
も、テーブルトーク型(大がかりな道具 
を使わずに、頭の中だけでゲームを進め 
ていく。相手の考えかたと、自分の考え 
かたのちがいで、ゲームを作り上げるた 
め、なんでも自由に作りだすことができ 
る）のゲームをコンピューターの中でや 
ってるようなものだから。たとえば、モ 
ンスターがだすアイテムにしても、ほか 
のRPGほど決まってないし。だから意外 
なヤツからすごいものをもらえたりする。 
ベそう、なんでもできるって感じこそが 

「ウィズ」ならではだよね0 



らためしたりして、ガンガン進んでいく 
じゃないですか。で、あんまりいろんな 
技、たとえばリセットなんかねxそうい 
うのおぼえちゃうと、なんかこのケし■ム 
つまんないねってなってくる。 
ベそうですね0 

Pそこから、いろんなキメを作ってやる 
ようになってくるわけ。決まりがあるの 
とないのでは、おもしろさが全然ちがっ 
てくるからね0ただ、それはあくまでも 
一度プレーしてみてからのこと。初めか 
ら細かく決めなくてもいい。 

ベ個人個人のルールですよね0リセット 
はやめておこうかとか、使うとしてもエ 
ナジードレインのときだけにしようとか 
ね0全^成しても、またキャラクター初め 
から育てなおして拾いに行こうとか。 

Pそうそう、そのリセットのあるなしで 
ゲーム性変わっちゃうんだ。 
ベァップルのは、リセット技がきかない 
けれど。 

Pあ、そう、経験値がパァになるんだよね0 

ベそうそう、迷宮内でセーブしてくんな 
いから、最初のrIj rDj rDIjは。だか 
ら、迷宮力、ら戻ってくるまで 
のキンチョー感がすごかった。 

Pそれいいねkいいよ、逆に。 
ベもぐるたびに目的持って。 
こんなモンスターと出会った 
ら帰ろうとか、このアイテム 
を拾ったら帰ろうと力、。 

Pかえって、セーブできない 
のもいいんじゃない。そうい 
うのを、ゲームの初めに選べ 
るとよ力、ったのにね0 

ベそうかもね。 
Pオレさ、自分がやれること 
があると、どこまでもやっち 
やうんスよ、インチキを。だ 

から、なるべくならねkそういう悪さを 
起こす心をまったく起こさせないシステ 
ムっていうの出たら、オレ個]人としては 
やりたいね0 

マニュアルは読んでお 
いたほ5が絶対才トク 
-「ウィズjでいきづまったことという 

のはありますか？ 
ベオークにたたき殺されて全滅したって 
いうの力最初につまったところじやな 
いかな。キヤラクター作りはねkほとん 
どポーナスにもこだわらなかった。ま、 
戦士、戦士、道飢魔激吏い、魔 
法使いという、基本/、。ターン。 

Pそのスタイル、最初からしってたんだ。 
ベだって、それはでてるでしょ、マニュ 
アルに。読まな力、った？ 

P 98(コンピューターの名前)版にはで 
てないな。あ、オレ、読んでないんだ。 

ベ胃売んでればわかったのに。 
Pでも「ウィズ」はさ、なるべく攻略本 
を見ないでやってみたほうが、ハマリや 
すいと思うな。必要なところもあるけど。 



-おふたりにとって「ウイズ」 
とはなんでしようか？ 

P •ベう一ん、急に聞かれても、 
ねえ0 

Pイキナリ言われると、むずか 
しい。とにかく、やってて頭の 
中が真っ白になるゲームって、 
あんまりないですよね0 

ベ夢中になっJゃって、時間も 
関係ないという6 

Pそういうのって、ほかにない0 
-じゃ、「ウィズ」に出会ってから変わ 
つたことというのは。 

P今、こういう仕事してます。(笑） 

究極の選択0仕事と 
『ウィズJどっち取る？ 

Pそれって、「ウィズ」って答えてほしい 
っていう質問じゃないの？（笑)でも、や 
っぱり「ウィズJを選ぶだろうな。相手先 
に電^&して、2時間おくらせてもらうつ 
ていう大人の答えじゃダメでしよ。(笑） 
ベぼくも「ウイズjを選ぶかな。あ、でも 

-最後に、究極の選択を。仕事の関係 これ以上稿おくらせるとヤバイかもし 
で、今すぐ家を出なくてはなりません。 れないけど。(笑） 
ところがそこに見たこともない最新#の -ま、おふたりとも「ウイズ』を選ばれ 
rウイズ"《届きました。さあ、どうしま るということで、このへんて*終わりたい 
すか？ と思います。どうもおつかれさまでした。 
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これが地下迷宮全 



12階0廣?1?だつガ 
表マップ地下5階 表マップ地下8階 



階段の位置が手に取 
るよラにわかるつ！ 







に覚无ていこう 
攻^ページには、4ページパターンと1ページパタ¬ 
ンがあるんだ。 でも書かれていることはほぼ同じで、4 

ページのほうが詳しく説明してあ令だけ。だから、ペー 
ジの見かたは1ページのパターンのほうを見てくれつ！ こS 

れ略 
でべ 
力I 
ンジ 
ぺの 

■■は 





全力で表んのカギを探し出そラつ！ 
、、ぎんのカギ〃の役割は、2階のエレベーター乗り _r1 

場へつうじる銀色の屝を開ける'-と0しかしカギを £めへゃのか•ぐには、ぃSぃろは 
取るには一度3階までおり、あるアイテムを取らな らくぶ在ぁった0 

くてはならないのだ。 rむとむ！ 5TんのかSj 
カギを取るまでの道順が'78〜79ページに載つてい rひみつのとC?ち&みつけた€! j 

各階でのイベント儲防わかるそ!! 
76ぺ_ジのマップ[C、2]地点にあるMマ-クの部屋“一,.、JpS 

では、各階についての情報力年にはいるぞ。—度情報をIらく^?*巧.• pla^ 
い"こい階までいき、mマ-クの部屋に入ると、行ってきL^w****^'., I 
た階の1耥がわかるんだ。下の階^wたはいいけど、な 







i冒険の玄関口になつ 
1ているフロアだつ！ 

エレべ—夕一の乗り入れ口や階段 

といった、迷宮を移動するためだけ 
に作られたp皆。ip皆のイベントをク 

^リアーしたあとによく くるだろう。 
また、この階から「ウイズjおなじ 

みのテレポーターが出現するぞ！ 





寺院までの道案内I 
シークレットドアをくぐり3階へと移動。漠然 

と3階にあると言われた寺院を探しにいくのだ。 
2P皆唯一のイベントだけに気合をいれていこう。 

1丨…丨…摔 
ンスターに出会うこ 
とはない。あっても 

J 1、2グJU- 

3階の寺院はココだ 
1階の*ぎんのカギ〃を手に入れるクエストと、 

まぼ並行に進む2階の寺_し。じつはこのふた 
つ、まったくHiのルートをすすむんだ。 
確実に「寺院を見つけた」とはでないけれど、祭 
蜜があるのでこのあたり一帯が寺院だろう。しか 
も祭壇では、ハイプリースト、グール、エクスキ 
ユーシヨナーなどが複数で出現0これらを倒すと、 
おもに防具関係の物が手にはいる。*ぎんのカギ〃 
をもっていると二度と出現しないぞ。 

Bli 
$カギのところまで！ 
nfl| 1階[d、4]地点の階段を下りると、エレべ一 
p£|]夕一までの一番近い道ができる。これからずっと 
I JI ココを涌って下の階へ行くようになるのだつ！ 



r^lレベルup場所 
「1(-. J 住/者”>1 -バ nlifc / a a 色の違った4つの場所が、2 

の絶好の経験値稼ぎ場所0， 
通していえることは、とfもg 
多いってこと。つまり、、ドア1 の 
入りを利用して、多くのモン^ 

一と戦おうということなAだ^ 

li=n I なかでも左端のスペー:^は$ 

iLJIフィ—ズゴーストがいる 
P==L値の多いゲニンが多く出 

おぼ无ておくと便利っy!%// 
1•テレポーターに気をつけよう！ 辱 
地形を把握していないのにウロチョロと移動すると、/;! 
テレポーターにハマることがある。テレポ-ターは;^;;>1 

ったときなにも表示せず、あっという間に別のと 
にキャラを飛ばすのでよ一く気をつけよう。気^1け」 
ていてもハマってしまった時は、その場所を#、なj 
で、すぐデュマピックを唱ぇ、場所查確■レ：::. 一 

2. ぃらな叹ィ:テム-売ろ-^ 

2階を織する^^<て、\.<ンス^4パト 
ルがふえると、宝箱を拾.う機会^多くム^/'使えるアン5 

イテムばかりならいいが、ほと^^^111If 
使えないアイテムをもっていてもしかたがない、いら * 

ないと思ったらすぐ売る。もしくは酒場にいる仲間に 
渡す。0ゴールドのアイテムは迷わず捨てろ。 1=== 

3. 経験値稼ぎと死は紙一重！ -3^一一 
より多くの経験値が欲しいがために、下の迷宮に移 

動すると痛い目にあうぞ！確かに下へいけぱいくほ 
どモンスターは強くなって、もらえる経験値も增える。----- 

でもそれに比例して、死の■度もましてぃくのだ。ttl\T^Tr：T2 
だから自分のキャラが、モンスターを2ターン以内 心-ム缺ぇた 

に倒せるくらいの場所が__家ぎにちょうどいい！ 





1階でもヒント的に害いたけど、3階のイベント 
は、1午可証〃を奪うこと。2階のイベントと同じよう 
に3階のイベントも、1階の'''ぎんのカギ"を手に入 
れるイベントとからんでいたのだ。だから3階まで 
は1階、2階ではなくひとつのエリアと考えるとい 
いだろう。ちなみに1午可証〃のくわしい取り方は86 
ページに出ているので、そちらを見よう！ 





pmm 

論 
裏マップ3階に証！ 
迷宮地下3階に一度来てから、1P皆の掲示板を 
見ると「許可証は奪い取れ」「3、4階には、岩の柱 
がある/知恵の証は、泉にあり」とメッセージが出 
る。たしかに'1午可証〃は3階にあったけど/知B 

の証〃は裏マップの3階にあるのだ！ 
かなリ先のことになってしまうけど左にあるの 

が、証のある裏マップ3階の全体見取図。ひとつ 
ひとつかこまれた8つの部屋にあるプレートに乗 

.り、出てきたモンスターを倒すと手に入るぞっ！ 

プレーに役立つ3つの情報だつ 
1.、'まきもの"もアイテムも識SiJ! 

モンスターを倒し残していった宝箱を開けると*き 
りさきのけん〃や、、かたあて〃などのアイテムが手に入 
る。でも入手したままの状態だと、アイテムの名前は 
ただソードとか防具としかでないんだ。 

リルガミンの城下町にあるポルタック商店へ行き、 
ゴールドをはらうとアイテムを識^してくれる。 

2.目的によって進みかたを変える！ 
もし自分がお金もうけや経験値ネ家ぎ 

をしながら進んでいるのなら、扉を全 
部開けながら進もう！また一分でも 
早くクリアーするつもりの人は、最短 
ルートを進もう。ただ、どちらも無理 
をしすぎないことが大事だぜっ！ 

f乘 

3.あやしし璧は調べよう！ 
歩き回っても壁しかなかったとき、 
なにかあやしいと感じた壁は、スタ- 
トポタンでコマン ドをだし扉を探そう。 
とくに岩の柱の少ない階では、扉が出 
てくることがあるぞ。めんどうなよう 
でも先へ進むため、地道に行こうつ！ 

^mr： 



禮アイテムの11たから 
Witz"總す冒険へ 

部屋が多くある階。各部屋のまんな 
かにはテレポーターなどのワナがしか 
けられていることが多い。外測を歩こ 
うとしてもテレポーターが行く手をじ 
やまする。奥へ^ くと何者かにあらさ 
れている墓場を見つけることができる。 





初彳 
イテムをある地点で使う。落磐を 
起こし、6階奥への通路を作った 
ら、やっとボスのいる場所を探せ 
る。伊〗せぱハJルガミンのほうじ 
ゅ*が手に入るぞ。これで城へ戻 
って冒険はひとまず終わり。 2なにかがひそむ=: 





階段のつながりが 
なかなか擦推だそ 

キミはどこから上る7 
やたらと上への階段の多ぃところが 
亂意地の悪ぃ二とに、真上に行か 
なI、階段ばかり。3階だけじゃなく、 
いきなり2P皆へ行くのもあったりする。 
つながりを覚えるのは楽じゃなぃ。端 
からひとつひとつ上ってぃくのがぃぃ。 





裏マップ 
地下2階 

3階にあるイベント 
の中継地点なのだ 

フロアの内側に入れ 
2〜4階までの間は、複雑に出入り 

がくり返される。どこから入ってどこ 
に出るのか、わけがわからなくなる危 
P矣性があるのでじっくりマップを見よ 
う。また、中央の泉に入ると、体力を 
全回復してくれる。'必ず寄ってみよう。 





爾険は、裹マップ1階でのィべ 
ントをクリアしたところて％ひと 
まず終わリ&ただし、まだ行って 
いない6階が気がかりだよね〇降 
けられる入口はひとつしかないら 
しい。いったいなにが起こるのか、 
キミ自身で確認してみよう。 

自由に歩いて、自分で 
楽しみを見つけよ5 

目的別の進みかた 

キミがマッピング! 
マッビングする楽しみを味わつても 
らいたいので、この階に関してはマッ 
プは載せない。右下にあるマップの空 
欄に、自分で線を引いてマッピングし 
てみるのもいい。階全体は、かなりう 
す気味悪い雰囲気だぞ〇 



ウイズで本当の 
驗' 興奮を味わった 

籲攻略の思い出 
I •ウイザードリイ歴6年 

1■カムイの剣jなどの著作で 
I知られる高名なSF作家0 
j 「ウイサ♦ー ドリイ日言己jとい 

う本も出しているのだ。 

この6年間に、いくつかのコンピュ 
一夕ーゲームをやった。年齢にして60 
歳から67歳までのあいだにだ。 
だが、本当に興奮し、感激したのは、 

ウイザードリイでワードナを倒したと 
きだけだ。 
ワードナの居室への長い廊下を進ん 

でいくときのあの興奮。あの、ポロを 
かぶったようなワードナの姿。 
あとになってから、なぜそれほどお 
もしろかったのかを考えると、このゲ 
—ムに麻薬中毒的なところがあったか 
ららしいと、気づいた。 
もちろん、ゲームに過ぎないのだか 

ら、危険*性はまったくない。だが、な 
んでもない部分でも、繰り返しておこ 
なうことに嬉しさを覚えるのは、なん 
となく麻薬的だからだ。 
現在のパーソナル，コンピューター 
の世界で最もおもしろそうなのは、0 

Sそのものを別にすると、仮想現実が 
もっと進歩した場合のコンピューター 
ゲームだろうと思う。 
将来のウイザードリイ•ゲームは、 

矢野徹 
仮想現実の世界でおこなわれ、多くの 
怪物•魔物•生き物は、立体的に見る 
と、その恐ろしさが倍加することだろ 
ぅ。 
いまのゲームは、デイスプレイ画面 

の上での二次元的な絵の中での遊びに 
すぎない。 
ところが、プレイヤーのほうに、ゲ 

ームの進展に合わせて、多くの場合を 
想像し、妄想し、連想する能力が豊か 
にあれば、仮想現実用のプログラムや 
道具がなくても、それに近い興奮を味 
わうことはできる。 
つまり、ぼくの肉体が楽しんだのは 

ウイザードリイのゲームそのものだつ 
たのだが、頭の中で楽しんだのは、そ 
れと平行して遊んだ妄想の世界でのぼ 
くがどう動いたかなのだ。 
ぼくは名刀ムラマサを持つ、天下無 

双の戦士。そして、ウイザードリイの 
世界に現れる魔法使いは、僧侶は、盗 
賊は、豊満な肉体と美貌を饿えた女性 
であり、（まくと愛をかわしても、だれ 
からも文句は出ないのだからな。 



困りそラなところ 
Wx 
\(\ _ 

ペント攻略 
\TK t=ンI-集尼っ!！ 

\ A イベントについて、みんなが困りそ 
文ゾ解きにやりごたえがあるウイうなところのヒントを教えちやうよ。 

ザド|リイの世界。ヒントメッセーまた、攻略をスムーズにするアドパ 
あいまいなものが多い。イスもあるので参考にしよラ。 

迷宮に入ると吉の 
準備が大切なのだ 

| 

画 

魔法使いや僧侶がそれぞれレベル4の卩兄:文 
を覚えるまで成長したら、4つの呪文をとな 
えてから迷宮に入るようにしよう。その3て 
はリトフエイト、マポーフィック、ラツマヒ 

口、フ=。ピ：11 
や回転床のワナを避け1 

てくれるし、マポーフI 
ィックはアーマークラ1 

スを下げてくれるなど、 
冒険を有利にするぞ。TZl^mix^0 

- 

1階のカギ付ドアは 
，冒険を楽にしてくれる 
皆pあるヵギのかかったドアを通ると、 
か^すぐにエレベーターへ乗ることがで 

ら4階より下の冒険がとっても楽 
ドアを開けるために必要な'"ぎ 

カキ5%、3階の1午可証'，を取るイベント 
をクリアJしないと手に入らないぞ。 



をスバリ 
1^3^ 

3階へ下りてぃくと1午孤く;!^ 

を持っていないと通してくれ^ かし雇於扯 
いドアがある。'1 午可証〃は同じ3 II 
階のどこかに隠されているんだ 
けど、その場所の目の前にワナ 
がしかけられているんだ。でも、 
事前にある呪文を唱えていれば、||p-. 
簡単にワナをさけることができ㈣十ぐ” 

るそ。つい攻略を急ぎすぎて、■-..はへって， 
呪文を唱え忘れるなんて事のな 
いよう気をつけて歩こう。86ぺ 

H 2つのアイテムがな 
くては6階へ進めない 

6P皆の奥に行くには、'たからばこ〃と*と 
けい〃というふたつのアイテムが必要にな 
る。それぞれ、4階と5階のどこかで手に 
入れなくてはならないぞ。4P皆のYこから 
ばこ"の場所へは、エレベーターで下りる 
と行きやすい。5階の''とけい〃を取るには、 

團__ 
5P皆から6P皆に^^特P皆段は'!>る卷 

あるけれど、途中"^^まる。p 

へ進むには、6階へら 
てはならないんだ。WrtMz Vこか。 
こ#と、'とけい#が必要に1 る。このふたつそ 
ある場所で使えば、時限ばくだんになっ1 



冒テレポーターを利用 
■してB階の内側へ飛べ 
迷宮地下6階では、テレポーターの行き 

きをチェックするのに苦労するだろう。テ 
レポーターはボスの場所へみちびいてくれ 
2>。どこからどこの地点へ飛ばすか、デュ 
マピックの呪文でこまめに確認をしよう。 

■倒しやすいモンスター 
aを選ぶこともできる 
何回逃げても、必ずモンスターの出る場 
所で、モンスターを楽に倒すコツを教えち 
ゃうよ。わざと何度もくり返していろいろ 
なモンスターと出会い、いまのレベルてt- 

番倒しやすい相手を選ぶといいのだ。 

B裏マップへ着いても 
レベル上げは表の迷宮で 

裏マップの世界は5階から。4階に行く 
P皆段はひとっしかない。そこへ行くまでに 
立ちはだかるモンスターは、表マップより 
強力。対抗できるよ、エルコ 
う、戦ってレベル上ir 
げをしたいなら' 表Iアれぬれぐ 
マップの5階ぁたりip 
でやろう。そのほうII^11 11~ 

力傷ついたときに城會マロールを4回くらし 

說を乗り切ろう 

と同じ働きをするシュートやシャフトも 
56ると、数は20近くにもなる。同じ階段 
も、下りたときに違う場所へ^つてしま 
ものもあるから恐 
しぃぞ。とにかく' 

マップのェ姆社H w 1 

出入りする髓の 
まかいチェックが 
事になるのだ。 會全部のつながりを頭マ 

理解するのは_里だ。 



_とにかく日枚のプレート 
翻すベての上に乗ろぅ 
裏マップ3階には、どれも正gj 
方形の48の部屋がある。そのう您 
ち、8つの部屋の床にプレート 
がぁる。このプレ-卜は' 見っ 
けただけじやなぐ上に乗らな 
いとどうしようもないぞ。つぎ 
つぎに乗って、8枚目のプレ- 

卜に乗るとなにかが起きる。SSiS麵偏 

a1知恵の証"を手にして1階 
るのだ 

2P皆のある場所^1くと、--- 

>知恵の証〃をしめさなくては： 
いけない場所がある。そこが： 
1P皆への入口のようだ。どう! 

やら3階で手に入れたアイテ 
ムが関係しているようだぞ〇 しる。ほぃゆかのS、'ぅぉぅ 
また、1階へ上がる前には、す，。たぁ执、みすかび 
シークレットドアの向こうにぬm 

ある泉につかつておこう。ヒ*泉はひとりずつ入るょぅになって 
ツト/ボイントカ^:回復する0 だしマジックポイントは回復できな 

_ボスへ近づくためには 
瑙テレポーターを使5 
ついに袠マップの1階へ。最終ボスのもとへは、 

この階にあるテレポーターを何度か利用しないと行 
けないぞ。ひとつ便利なことに、この階へ上ってし 
まったら、いつでも表迷宮1階のある場所から、す 
ぐ裏マップ2P皆へ飛ぶことができるぞ。また、裏マ 
ップ1階を攻略後、まだ行ってない6階へ入るには、 
もう一度5階まで戻ってみるといいかも。 



能カアップのため 

調臨IT 
レベルに余裕を持って転職しよう 
各キャラクターは転職をすることで、自分の能力を高め 
ることができる。でも、転職してしまえばレベルを1から 
上げなくてはならない。攻略の途中でいきなり変えると、 
パーティー全体の力が弱まり先へ進めなくなる場合•もある 
ので、レベルに余裕を持って転職にふみ切ろう。できれば、 
転職用のキャラクターを始めに作っておくといい。 

動雄いと僧侶の呪文、 I匕ソヨノノ I使えちゃうけど、成長はおそい 

ちからIちえIしんこうしん|たいりょ<1すばやさ|うん|性格 

Bm - i:i2 [12 ] - 1:-1-| 念、悪 

実際は転職させるんじやなく、冒険の始 キャラクターができあがるわけだ。ただ、 
めのうちからキャラクターを作っておきた 
い。種族でノームを選べば、わりと楽に作 
ることができるぞ。 
冒険の途中から転職させるのであれば、 

始めは魔法使いをふたり連れて歩こう。 
そしてすベての呪文をおぼえるまで成長さ 
せて、片方を転職させるほうがいい。する 
と、魔法使いの呪文を全部覚えたままで僧 
侶の呪文を覚えていく、すごいキャラクタ 
一になるんだ。また、にヒットポイン 
卜を上げた戦士を転職させてみる手もある。 
ヒットポイントが高いまま、呪文の使える 

1102 



職を変えよう！ I 
戦士のような5蛍さを持ちなか +ら、魔法使 みきるときは、どこかで'^むらまさ〃という 
いの呪文も使える職業0こいつもボーナス 武器を見つけたとき。これは侍しか持てな 
ポイントが25くらいもらえれば、できるだ いうえに、最大の破壊力を持つ刀なのだ。 
け最初から連れて歩きたい。悪の性格では たとえレベル1からやり直したとしても、 
転職できないので気をつけよう。転職にふ だれかを侍に転職させたほうがいいぞ。 

|能力の上がる，いなるよろい〃 
卜を着られるのはロー ドだけ 

1ちから|ちえ|しんこうしん|たl“Jょ<|すばやさjうん|性格 

侍より特性値の条件がきついけれど、や 
はりはじめから連れて歩ければベスト。な 
にしろ、僧侣の呪文力喉えて、戦士なみに 
力も強いんだから0転職するときは、パー 
テイー全体のレベルがかなり上がつたとき。 

はじめに3人くらい戦士を連れて、そのう 
ちのひとりを変えてみるのがおすすめ。ま 
た口ードしか着られない*せいなるよろい* 

を見つけたら、ぜひ転職させよう。攻擎す 
るときに特別な効果が期待できるぞ！ 

い告なりモンスターの首を 
はねちや5ところが痛快！ 

Bm 
ちから|ちえ|しんこうしんj*いりよ〈| すばやさ1うん1性 

15 j 1715 16 15 _1 

レベルが上がると、武器も防具もいらず ルを上げてからじやないと転職は無理だ。 
に戦えるすごい職業。首をはねてしまう攻 また悪の性格じやないと転職できないぞ。 
擊も出やすいのだ。ただ、特性値の条件が でも*とうぞくのたんとう*という武器をみ 
いちばんきついため、はじめから連れて歩 つけたときは例外。これがあるとどんな性 
くのは期待できない。そして、かなりレべ 格の盗賊でも忍者に転職できてしまう。 
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■ 
イラストレーター。「テープ 
ルトーク版ウィズ」などに 
参加し、今回の外伝でキャ 
ラクターデザインをネ旦当。 

イラストを使い回ししな 
いことにこだわりました 
參イラストレーターの視点から 

池上明子 
「自由に描いてみてください」、私がこ 
の「ウイザードリイ外伝ijのイラスト 
を描くにあたり、アスキーの担当者か 
らでた指示はそれだけでした。今まで 

:ファミコン通信などで1■ウイザードリ 
,ィjの記事中のイラストを描いてはい 
ました力' ゲームのキャラクター、そ 
れもあの末弥さんの創りだした世界観 
をどう受け継ぎ、どうアレンジする 
か？自由という言葉が持つ、難しさ 

|と責任感、そしてもちろんやりがいを 
感じながら取り組むこととなりました。 
今回、キャラクターを描くさいに、 

ひとつだけこだわってみたかったこと 
があります。それは、、モンスターイラ 
ストの使い回しをやめたい〃というこ 
とでした。以前からひとりの冒険者と 
して、RPGの敵が色の違いだけ(色を変 
えて、同じイラストを使い回しする） 
で強さか震わるという点に納得できな 

^かったからなのです。私自身は、この 
_、、使い回しをやめる〃という試みの結果 

に満足しています。ただ、演出上2、 
3同じイラストを使うことになりまし 

たが、それはそれで、よい結果に結び 
っぃたょうです。 
しかし使い回しをやめたため、今ま 

でのウィザードリィシリーズにくらべ、 
あまりにも異なったモンスターが次々 
に出現することになってしまいました。 
これにより、モンスターにたいする思 
い入れを感じる暇がなくなってしまう 
かもしれません。この件にかんして、 
みなさんはどう思、われますか？ 
そういった過程を経て、生み出され 

たモンスターたち。イラストレーター 
という立場にある私が言うのもなんで 
すが、これらは、所設私の創造するキ 
ャラクターでしかありません。『ウィザ 
—ドリィ』のもつ一番の魅力は、各冒 
険者が独自の世界をみつけられるとい 
うこと。その観点から考えれば、冒険 
者であるみなさんひとりひとりが、異 
なるイメージのキャラクターを創造し 
てしかるべきでしょう。みなさんの冒 
険をいろどるモンスターたち、その創 
造の過程で、私の描いたイラストがお 
役にたてればよろしいのですが"…〇 





同つかめ！冒険を 
®手伝うァィテ細 

馨スペシャルパヮーの使ぃ方 
⑩呪文よりも強力な効果がぁるそ_ 

僧侶ゃ魔法使いの使ぅ呪文は' HPを回 
復したり、防御力を一^的に上げたりす 
るもの。しかしスペシャルパワーは一瞬 
にして、自分の能力そのものを変えてし 
まうんだ。盗賊からいきなり忍者に転職 
したり、力が上がったりと、呪文では考 
えられなかった効果が期待できるぞ！ 



⑩使うとすく壊れ挪ガタマにキズ 

17 せんし 卜•、ワ_ 
V••か<=sゅラウつねんれい: 

ふさS.无らんてくたさい 
n sん€>くのゥ无 

€5ひ> しない 

5金力なハ°ワーを出してしまうため、一度使 
ったら壊れてしまうと思っていたほうがいい 
とくにいま装備している武器や防具が、冒険 
に必要なアイテムな|,|.-■ 
ら使っちゃダメだ。 
せつかく見つけた強 
力な武器やかたい防| ♦私t 

具がなくなってしま- 

夕•.、つ-n ♦壤したくないアイテムだ 
タイカ、bね0 ったら使うのをやめよう。 

アイテムはきみの 
性格を見抜いている！ 

強力な魔法の力がそなわってい 
るアイテムには、身につける人の 
性格を見抜くものがあるんだ。ア 
イテムの性格とあわない人が装備 
すると、呪いがかかってしまう！ 
アイテム名がヒントになっている 
場合が多いので、身につけるまえ 
にもう一度確認しておこう。 

Hil _n: 
I別の人は^^^ 

呪われたアイテムを 
装備しないようにご用心！ 

^醇:、祝 
3 ^ -—， 

呪いのかかったアイテムを装備して- 

しまうと、自分ではずせなくなるし、泌フへ, 
ACが上がったり、モンスターに攻擎が Wぶ’匕が 
なかなか当たらなくなるんだ。呪いを路(ザない. 

解くためには、ボルタック商店でたか 
一い料金を支払うことになる。みつけ r . 阶 







I、防具をさがせ！ 

ひと口に防具といっても_はさまざま。身につけられるよう、たくさんの品がそろ 
頭の先からすねまで、体が傷つかないよう えてあるのだ。たとえば、うでを守るり年 
に何種類も組みあわせている。それぞれの が装備できなくても、肩あてをつけること 
パーツはできるだけたくさんの職業の人が でACを下げることができるんだ。 







パーテイーのだれかが持 
っていればオーケー。これ 
さえあれば、けっして開く 
ことのなかったドアも通る 
ことができる！！この先に 
は強力なモンスターがひそ 
んでいるに違いないつ！ 

•才"fインのひとみ 
識^は難しいが、どんな脚澡で 
も扱える。アーマークラスは2 
下がるし、呪文抗力もあるぞ。 
モーリスの効果も期待できるせ。 

装飾品として作られたのではな； 
く、迷宮の謎のひとつをクリア 
一するためにある。売ろうとし| 

•リルガミンのぼうじゅ 

たからばこ 
迷宮の奥で'^たからばこ〃 
をふたつ同時にみつけられ 
るはず。毒と爆弾がそれぞ 
れつまっているので、扱い 



Ml 
1981年菊6のアップル版 

からウィズを始められたキ 
ム皇氏0楽しみのひとつで 
あるaアイテム集め〃につい 
て語ってもらいました。 

ムラマサブレード 
ムラサマブレード 
籲高級アイテムさがしのススメ 

キム麈 
う一一ん。（どうしたのよキムちゃ 

ん）アイテムの楽しさを紹介しろとい 
われても、ぼく「ウィズ」のアイテムの 
日本語名を知らないよ。（なんでさ）ぼ 
くは「ウィズJをアップル版から始めた 
から、ファミコン版も英語でしかでき 
ないの。（ま一たキザなことを）とくに 
戦闘が、英語の時は文字なんか読んで 
ないからいいんだけど、日本語だとつ 
い読んじゃうから、テンポが悪くなっ 
ちゃう。だ力、ら全部英語なの。（じゃ(袤 
く力通訳するさ） 
ウイズの面白さは、アイテム探しの 

楽しさを語らずには、済まないよね0 
(これほどの置とバリエーションを持 
ったゲームは、類を見ないよな） 
善•中立•悪、各職業、それぞれが 

持てるアイテムカ<決まっているし、そ 
れ専用のアイテムもある。（悪のパーテ 
ィー専用の防具類は、善や中立用の防 

具よりもまさっているしな）ア_マー 
オブエビル(悪のよろい)なんか最高だ。 
また、なかなか手に入らないけど、 

忍者用の手裏剣、サムライ用のムラサ 

マブレード（それはむらまさだって)違 
うんだよ。アップル版は、MU RASA 

M Aになってたの。（でもファミコン 
は、英語版もムラマサだよ）ロード用 
のアーマーォブローズ®なるよろい） 
などもよいなあ。®なるよろいは、装 
備こそ口ードしかできないけど、だれ 
が持っていてもH Pを回復してくれる、 
すぐれ物。おまけにモンスターのある 
種類に対して、与えるダメージを2倍 
にするしろものなのだ）あとグローブ 
ズォブシルバー(銀のこて）とか、ブレ 
-ドカシナート（カシナートの剣）とか、I 

いいものたくさんだよね0 

そのほかにもウイズには、ネ旨輪とか 
石とか、変わった物がたくさん手に入 
る。一番重宝するのは、コインォブパ 
ワー（力のコイン)。これは職業転職の 
制限(特性値が十分でないとか、悪は口 
—ドになれないとか）を受けずに転職 
できるアイテム。ただしなにに転職す 
るかわからないし、リスクもあるけど、 
楽しいんだよ。（善の忍者も作れるしレ 

Iベルもあがるし）そうそう。（談） 



アイテムさがしは 
究極の楽しみだッ 
參キム皇からの電話で始まった 

少年ジャンプで活躍なさ 
つていたミヤ王氏„「メタル 
マックス」など、ゲーム作 
りになクリエイター 
なのだつ。 ミヤ王 
それは、今から7年ほど前の、ある 

朝のことであった。 
すべての呪文を覚えた忍者が、ひと 

りでワードナを倒して城に帰って来た 
とき、突然、電話が鳴ったのである。 
それはキム皇（当時はまだキム皇に 

なっていなかったのであるか〇からの 
電話であった。 
「お一い！おまえ、シユリケンて知 
ってるか一？」 
「シユリケン？なんじやそりや？」 
「え？持ってないの？シユリケン。 
あ、そう。いひひ。じや一ね一」 
が一ん、が一ん、が一ん……(反響)。 
ダンジョンの帝王をめざしていた私 

の自信と誇りは、ガラガラと音をたて 
て崩れていった 
ただちに私は、未知のアイテムを発 

見する旅に出た。 
すると、まあ！出るわ、出るわ、 

見たこともないアイテムが、ざくざく 
どぼどぼ！ 
キャラクターを育てる楽しさ、ダン 

ジョンを歩き回る楽しさ、さんざん楽 

しませてくれたあげくに、まだこんな 
楽しさが用意されているとは！ 
誰もしらないアイテムをみつければ 

友だちに自慢できるし、しかもウィザ 
ードリィに出てくるアイテムは、身に 
つけたり使ったりするたびに、あっと 
驚くしかけがしてあったりする。 
たとえばパソコン版の話だけど、ワ 

-ドナのアミユレットは、使えばマロ 
ールの呪文なんだけど、身にっけると 
呪われちゃう。呪われちゃうけど守億 
力は上がってる、ひええ！ 
メタモルフリングを使うと、あれ？ 

さっきまで僧侣だったのに盗賊になっ 
ちまった！ところが作!度も使うと、 
アイテムは壊れるわキャラクターは死 
ぬわの大騒ぎ！しかもこのアイテム 
をうまく使うと、とんでもない経験値 
の荒稼ぎができたり……〇 
強力なキャラクターを育て上げた者 
だけが味わえる、ウィザードリィの究 
極の遊び方が、ここにあったのであっ 
た。「汝、アイテムを知らずして、ウィ 
ザードリィを語るなかれ」だせ！ 









⑩溫=ぃ， 
正 迷宮深くでモンスターと必死に戦い、 

勝つことができた。期待どおりアイテム 
を持っている。さっそくビショップに識 

I'? 

XI 
のは 

I 別させると、何度も見つけたことのある 
アイテム。持てる数は決まっているので、 
さっさと捨ててしまおう。何回も繰り返 
せば、よいアイテムが出てくるはずだ！ 

ぉぉ9と丨ぃしっAて 
7めずメーシ 

<5はみつけた 
11 
n 

^_ _^ 

垣 I 
-'N 

宝箱を開けてビショップに識別させた 
とき、自分のほしいアイテムが出なかっ 
た！そんなときは速攻でリセットをし 

^が 
し。な 
T T 

よう。わざわざ捨てたりするのがとても 
メンドくさいし、冒険を再開すればモン 
スターも出てきやすいしね0気分をかえ 
てアイテム探しを再開しよう。 

いsの;メンハ-は 
63Aけいけん&&无た 
いsのこ，たメン/一は 
2 izi-^Ka,てにいれた 

11 
y ?i 

^友達のゲームから 
アイテムをいただいちゃおうぜ 

アイテムのもらいかた 
>ゲームボーイを友だちの 
Mr—ブルて儒する 

自分のキャラクターを友達のゲ 
—ムボーイに移動させよう 

.零 
ほしいアイテムを友達から自分 
のキャラクターに渡してもらう 

©移したときと同じように、キャ 
ラクターを自分のに戻そう 

©パーティーを組み、装備すれば、| 
さっきよりも強くなっている！ 

ど一してもほしいアイテムが見つからない場合、il 

信機能を使って友達のアイテムをいただいちゃおう。 
ケーブルを接続してキャラクターを送ればオーケー。 
とりかえっこしたりして、友達の輪を広げようぜつ！ 

tlVt-卜1本 
<れつ// 



アイテム•コレク 
ジョンが一番*っ 
參ゲームが私を挑発している 

•ウイザードリイ歴3年 
学習塾の講師からゲーム業 
界へ131した変わりダネ。 
現在、_プロダクション 山口浩之 
「ウイザードリイ」と私、の本格的な出 
会いは3年ほどまえ、ファミコン版の 
「I jだった。な〃と断ったの 
は、それよりさらに5年くらいまえに、 
後！！の持っていたアップル版をやらせ 
てもらったことがあったからだ。その 
ときは武器防具を装備するのはもちろ 
ん、キャンプの張りかたさえわからず、 
1階で全滅してはキャラを消し、を繰 
り返していた。結局わけがわからない 
まま、それでも「ウイズっておもしろ 
いゲームだな一」と朝の4時ごろまで 
ハマっていた覚えがある。 
そしてファミコン版0ゲーム自体は 

1力月とちよっとでクリアーできたけ 
れど、それからえんえん半年は続けて 
ブレーしていた。いや、今でもときど 
きやっている。そこまで私をかりたて 
るのはウイズシリーズならではのアイ 
テムだ。ちなみに私のrIjのボルタ 
ックではヾむらまさ' ヾしゅりけん' 

•せいなるよろい〃のウイズ3種の神器 
は言うまでもなく，こおりのくさりか 
たびら〃から'^はじゃのゆびわ〃まで取 

アイテム集めのきっかけは宝箱のテ 
レポーターだった。平均レベル12で、 
まだマロールを覚えていないパーテイ 
一の飛ばされた先はなんとワードナの 
部屋の前。全滅するよりは、と思い、 
泣く泣く ロクトフエイトの呪文で城へ 
帰った。おかげで大事な大事な村正1 

本と手裏剣ひとつ、悪のよろい1個が 
宙に消えてしまった。そのとき私は「う 
む、これは私に対してゲームが挑戦し 
てきているんだな」と信じ、「それなら 
全種類のアイテムを集めてやろうじや 
ね一か」と心にかたく誓ったのである。 
私の「Ijのボルタックで売ってい 

る貴重なアイテムは、全部クリアー後 
に集めたものだ。珍しいから手に入れ 
たい、という単なる欲望からだけでは 
ない。今でもゲームが「ほれ^このア 
イテムを集めてみろよ」と私を杉ヒ発し 
てくるのだ。かくして、私の分身たち 
は''ささえのたて〃を求め、ワードナの 
迷宮の8階をうろついている。彼ら自 
身が血と汗で作ったマッブを持って。 



MONSTER MANUAL 



迷宮の中には、さまざまなモンスターが 
ひそんでいる。強力な呪•文を使うもの、一 
擎で相手を殺す能力を持つものなど、それ 
ぞれみんな個!•性的だ。100_をはるかに 
こえる多彩なモンスターを、名前の5暗順 
に戀里して紹介していくことにしよう。 

モンスターの名前や外見だけでなく、い 
くつかのデータもあわせて紹介する。初顔 
のモンスターにであったら、データを参考 
にして戦いかたを決めるといいぞ。どんな 
敵なのか、戦う前にしっておけば戦いかた 
をまちがえたりする心配はないからね0 

1122 







ウイツチ ウイングデーモン 1 

嘴 

ふ 
やっといくつか呪文を使えるようになった、 

というの魔法使い。カティノでISらされ 
ても、ほとんど危険はないといっていい。 

大きな羽根で飛びまわりながら攻擎してく 
る。呪文に対する抵抗力があるうえに、仲間 
を呼んでつぎつぎにふえる。やっかいな敵だ。 

H F 12 exp} 
EX?" 510画•厂2 

H P 46 EXP 1 

EXP 3170 膂 
A P 5 ^ RES A P 30 W ^ ^ 









:大きな体を持つ悪魔0強力な 
7匕で攻^してくる。仲間を呼 
呪文抵抗力もかなり高い強敵^ 

1 クール i 

m V 
_ 
人間の死体を食べるモンスタ 

呪文にある程度抵抗力がある。 
一。こちらの 

るので、できるだけ速く倒した ほうがいい。 
HP 14 
EXP 1560 S 

EXP 
HP 

AP 12 ^ RES 















ソウ)レトラツ八_ ソーサラー 

ソーサリス ソーンラフター 





































レイバーロード 

ゾンビよりさらに肉体がくさ 
デッドだ。マヒの攻笨をしかけ' 

: 4本の腕を持つ悪魔、それがレ 
:ンだ。4レベルの魔法使いの呪 
〔々と仲間を呼ぶある。 





ウイザードリイ外伝 

ス-パ-インデックス 
Iあ 
アークウイザード.123 
アークデーモン.123 
アークビショップ.123 
AC .122 
アイスドラゴン.123 
アイポール.124 
あくのサーベル.109 
あくのよろい.111 
あくまのむねあて.110 
あくまのめだま.47 
あしがるのよろい.110 
AP .122 
あらしをよぶけん.109 
アロイプレートメイル.111 
アンデッドコボルド.124 
いかずちのつえ.109 
池上明子（コラム）.104 
いし.51 
いしつぶて.46 
石の中.44 
いしのまきもの.112 
一般職.28 
一方通行のドア.43 
いのちのいし.112 
いのりのいし.112 
ウイザード.124 
ウイッチ.125 
ウイングデーモン.125 
ウイングブーツ.111 
ウインドソード.109 
ウォー八ンマー.109 
うつろのたて.111 
襄マップ地下1階.91 
襄マップ地下2階.92 
襄マップ地下3階.87,93 
裏マップ地下4階.94 

襄マップ地下5階.  95 
襄マップ地下6階.  96 
運.20,24 
Aボタン連打.50 
エクスカリバー.33，109 
エクスキューシヨナー.125 
エルフ.21 
エルフのくさりかたびら.111 
エルマナヤン.125 
エレベーター. .45 
エン八ントレス.126 
オイ八ギ.126 
王宮.17，18 
オーク.126 
オーデインのひとみ.113 
おくじよちゆ5 .126 
オチムシャ.127 
落とし穴.45 
オロチ.127 

Iか 
ガーデイアン.127 
ガー厶.127 
階段.45 
回転床.44 
かいふくのまよけ.112 
階別フローチャート.70,71 
ガキ.:.128 
かげのマント.111 
カシナートのけん.109 
かたあて.111 
かたいかわよろい.110 
かたな.109 
カツトラス.109 
カテイノ .54,60 
カドルト.54,63 
カナパル.128 
カルキ.—..54,56,68 

156 



ガルトズル.128 
カルフォ.54,62 
かわのかぶと.111 
かわのこて.ill 
かわのよろい.110 
ガングニールスピアー.109 
カンディ.54,62 
カンティオス.54,56,60 
カント寺院.19 
きいろのぼうし.111 
きずぐすり.112 
きたえたくさりかたびら.110 
きつけぐすり.112 
キ厶皇(木村初).114 
キメラ.129 
キャラクターの状態.51 
許可証(まきもの)……78,84,85,86,99,113 
きりさきのけん.109 
きりのまよけ.112 
ギルガメッシュの酒場.17 
ギルモウア.129 
銀のカギ.113 
ぎんのくさりかたびら.111 
ぎんのこて.111 
グール.129 
くさりかたびら.110 
くびきりのけん.109 
くらやみのマント.111 
クリティカルヒット.29 
グレーターデーモン.129 
グレートアックス.109 
くれないのローブ.111 
クレック.130 
くろいブーツ.111 
クロスボウ.109 
訓練場.17,19 
EXP(経験値）.122 
けいほろ.47 
ゲームの目的確認.74 
げきやく .HP 
ゲニン.130 
けむ0だま.112 
けん.109 
ごラかなかわよろい.110 
攻擊用呪文.55 
後列.53 
後列用職業.53 
こおりのゆびわ.112 

コカトリス.130 
ごくじようのよろい.1)1 
こころのいし.112 
コディアックベアー.130 
こどくのゆびわ.112 
ゴドルクパッシュ.131 
コブラののろい.47 
コボルド.131 
コルツ.54,56,60 

Iさ 
サイデル.131 
ささえのたて.111 
サスカッチ.131 
サムライ（モンスター）.132 
侍(職業).32,103 
さんそマスク.11? 
3大秘技.57 
シーカー.132 
シーフ.133 
シークレットドア.43 
寺院.82 
ジグラル.133 
しにがみのつえ.109 
しぼ5.51 
シャセツ.133 
ジャックオーランタン.133 
シャフト.44,86 
しやれこうべのゆびわ.112 
シュート.44,86 
種族.2〇 
呪文禁止区域.43 
しゅりけん.33，109 
上級職.28 
シヨートソード.]〇9 
職業.20,28 
ジルワン.54,55,61 
yをよぶおの.log 
信仰心.20,24 
しんちゅうのかぶと.111 
しんぴてきないし.112 
すいみん.51 
スケルトンソルジャー.134 
ストーンフライ.134 
ストライクエイブ.134 
すねあて.111 
す速さ.20,24 
スプリガン.135 



スペシャルパワー• 
スライホビット. 
スラストビートル• 
せいなるフレイル• 
せいなるよろい. 
生命力. 
ゼブラジャイアント¬ 
せんかいのゆびわ… 
戦士. 

ダークゾーン. 
ダークビショップ•• 
ダークプリースト•• 
タイタン. 
だいちのつえ. 
たいまつ. 
タイロッサ厶. 
宝箱. 
タタール. 
タダトキ. 
たつじんのかたな- 

ちからのいし . 
ちゆうりつのよろい“ 
ちんもくのつえ. 
ツザ1Jク. 

デイアルコ... 
デイアルマ. 
デイオス. 
デイスプレッサービスト 
デイルト. 
テイルトウェイト. 
てっかめん. 
てつのこて. 
てつのたて. 
てぶくろ. 
デュマピック. 
デュラ八ン. 
テレポーター. 
テレポート. 
転職. 
ドア. 
盗賊. 
と5ぞくのたんと5 
とうぞくのビック• 
と5ぞくのゆみ. 
どろよろい. 
どく. 
どくガス. 
どくけし. 
特性値. 
どくばり. 
時計. 
とっこうやく . 
トモエ…….. 
ドワーフ. 

Iな 
なまくらなけん. 
なまりのこて. 
ニーズホッガー. 
にじのきらめき. 
にじのまよけ. 

ニンジヤ（モンスター） 
忍者(職業). 
ねむりまきもの. 
ノーコーン. 

呪われたアイテム••… 
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三田浩(コラム）. 
みどりのローブ. 
ミヤ王(宮岡寛）（コラム) 
宮野洋美（コラム). 
ミヨルニール八ンマ—— 
ミルワ. 
むしやよろい. 
むらまさ. 
表マップ地下1階. 
表マップ地下2階. 
表マップ地下3階. 
表マップ地下4階. 
表マップ地下5階. 
表マップ地下6階. 
迷宮見取図. 
メイス. 
メリト. 
モーニングスター. 
モーリス. 
モグレフ. 
モンテイノ. 

Iや 
やせろまのゆびわ. 
宿屋. 
矢野橄（コラム）. 
山口浩之(コラム). 
やめるフレイル. 
やり. 
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