
双君は鉄道会社の社長。鉄道 
の敷設や資金確保と仕事は 

m多い0 24時間戦えますか!? 

編著フアイテイングスタジオ 
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滅はにSえる认'fs人...だったのは知名までのこと。 
なんと、会@からなのだ/ _ 

删のわがままが の■だった/ 
だいとう*U今 たいりくおうだんて7 
大統領のわがままで大陸横断鉄 

i答社の社長に任命されてしまつ 
m/これから1年間のうちに西 

にある大統領の別荘まで線路 
をのばし、大統領列車を送り届け 

な<てはな5ないのだ/ 

には倒kしてしま〇だろろ。 

i南を計画的に教き、駅をつ<つ 
て、客車を運行させて、効率よ< 

資金を集めていかな<てはならな 
いのだ/まだ資材を運搬するだ 

めの貨物車ち大陸横断鉄道にはか 

しかもs金は10万ドルしかない 
とsている。だだ単純に棟路をの 

ばしてい<だけではとてちではな 

いが夤金がたりない/ 

ラま<鉄道会社を経営して、i 
iをあつめていかな<ては、すぐ 

かせない。客車とのトラブルガな 
いよろに、齡での発車時刻やポイ 

ントの^)り替えなどのダイヤ整備 

ち必要になつてぐるぞ。 

紝溪として筅iにたって計画的 
に西海岸を目指してい<のだ/ 

10芳ドルをうまく使うのだ 

备Mはだつ芒の10万ドルしかな 
いから、sfSfclな線路づ<*0ガ要 

聚されるぞ。線路や駅はつ< るの 

にそれなりの！!金が必要だから、 

やだらにつ<るのは好まし<ない。j 
ある程度は計画性をちつて遂め 

てい<ほうがいいだろラ。最初の 
うちに「かせげる」棟路をつ<つL 
てを-らせ、ますは会社の経▲これが画面だ。さまざまな記号があ 
箸妾iかg>Iめたほうがいい。ふれてぃここから西海岸をめざせ/ 
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iis 
ゲームは茜海岸にある大統 

別荘への大陸横断鉄道をつ<る 

ことか目的になつている。 

ひと<5に#つてしまう 
と結構簡単そろに思えるけど、そ 

れまでの道のりは決して楽なもの 

えや発車時刻の設定なども鉄道好 

さの人はちちろん、そ*3でなし、人 

ちつい夢中になって、コッ运 

Iこしてしまつsつ、じつにi与な 

ところで楽しめるぶ^になってい 
るのだ。 

ではない。だだ単純に線路をのば 
していけぱいいといラちのではな 

し、。それではぎつとすぐに由签が 

つ®てしまろだろラ。計謹敁にi 

路を矗いて、鉄道会社の経iをe 

定させ、線路を延長するだめの备 
金をつ < つてい < のだ。 

_会社の経営はなかなか難しいが、 
同時にとて穿®feetある。Hi 

がろまく成功し' 収被が増えたと 

きなどはヤ5ヅキになるほどのろ 
れしさがあるし、ポイント切り# 



わがままな大統領の命令で 
雈簖鉍®をっ<5なければな5な 

くなってしまっだ。10方ドルとい 

う資金で西海岸をめざして線路を 
のばしてい<わけだが、なにはと 

もあれ、ますはゲームの進め方を 

知ってお<必要がある。 

マップは1部で3種類ある。.マ 

ッブ1は涵織、マップ2は中級 

暑、マッフ3は：H織けと_ぇ 
ていいだろ^。マツフ1は長さも 

1<、に攻略でsるは 
す。ますはこのマッフで肩ならし 
をしてか£>、マツフ2や7ッフ3 

に纖しょう。マツブ2、マップ 

3はマッフ1の倍の長さがあり、 

i南を会いだ1〇、駅をっ<っだ 

りといった事のほかに、ゲームを 

するのIこiSMな知識を紹介してお 
こラ。H嚓にゲームを始めてみて、 

いろいろとわからないことが出て 

<るだろラ。それらをますは簡単 

にまとめてみだぞ/ 

&溶になっていて、難易度 

が菲语に蒸い。マツフ1で基本を 

しっかり▽スターしておこラ〇 

カセットを瘥し泛み、iKS^AtUさてそれからどうしよ 

5?といラ人のために/ 

▼マップ2はスタ—卜面 
面かない 

▼マップ11^さもみ•し▼マップ3M用な 
かく初心离装 かなかむ客しいぞ/ 
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iガiり么んで、pp横断鉄道 

をってい<「AgJ車」はまさ 

に万能といろべき仕事をこなす。 
レールの敷設、撤去はもとより、 

駅の建設、撤去、資材の運搬、列 

車事故の®理など、何でちこいの 

万能列車なのだ。君はこのA列車 最初のラちはラま<A列車をコ 
をつかって大陸横断鉄道をつ<つント□ールできないかもしれない 

てい<わけだ。手足のよラにA列が、なれて<ると自由自在に操れ 

車をつかえるよ"5になつてこそ、るよ^になる。そろなればこつち 

はじめて目的が達成されるだろ"5。のちのだつ/ 

時間は刻々と流れていくのだ 
時間の経過ちゲーム上の大切な 

要素になつている。 

といラのは昼と夜でできる作業 

内容に変化があるからだ。時間経 
週は画面の色で表現されていて、 

夜だけが特別にできる作業が異な 

つている。それぞれの作業を、そ 

れぞれの時間にやり終えたり、よ 

<考えて計画的に工事を進めてい 

<よラにしよ〇。リアルタイムで 

時間が流れ、刻、一刻と期限が迫 
つて < るのだ./ 



スタートjiii汽夤るとたくさんの記号が表示される。それ 

^n©減を聳えよう/ 

攀メッセージボード 

♦A列車資材積載置- 

參レール敷設(INS)撤去(DEI 

•資材罱き場 

參大統領官邸 

•貨物列車 

.«Wi 
參翅纖玀 

メインH®はS示を！^略彳としだ_Z_iをダすめてい<*5ぇで必要な 

ものになっている。なによりもまft報が表示されるか5、これはf 

すそれぞれののSKを会韻し淫意。レール敷設と撤去の切つ替 

ておくEMがぁる。この輪とはぇ誤余は、ぃヨ怎確認ビお^ 

溪い汾き备いになるのできちんとほラがいい。効率よ<線路の敷設 
egしておころ。siのMい&务をiめてい<だめにはa列車の稹 

はメッセージポードといって、ゲ載*表示ちかかさすチェックだ/ 
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◊し冬ん 
g5 M8 l 

寺劾設定画面とポイント沒定画面 

■発車時刻 
後gの列車をラ 

ま<1らせるだめ 

は、発車時刻の 
定をラま<使う 

といい。駅ごとip 

各列車の発車時刻 

を設定することが 

でさるから、&」車 

の衝突防止に大い 

に役立つだろう。 

には、I 

驗をぶ 

ポイントの切*0 

替えは発車時刻の 

設定とともに夜の 
間にしかできない。 

左右に+キーを入 

れて、駅やポイン 
卜の位置にカーソ 

漏 ルを持つていつて、I 

©ボタンで-定す! 

1るのだ。 

Uポートモ- 

リポー トモードはゲームの全体 泰業の達成率などもこのモ 

を見渡すだめのモードで、君の会一Kで確かめることができるぞ/ 

社の現在の状況や、規模が手に取 まだ事故で失ってしまった車両 

るよラにわかつてしまラのだ/ ガある場合はこのモードで新しい 

現在の列車の運行状況や残りの車両を購入することができる。 

rリ冰—トモ—ド|08。ての@lgv:li、舌社:〇経 
B^r列車の！i行^g、fのi率、$ 

VV資fどがひとめでわかるになつTいる。 
fこわれ:Tしまつた列車がある1^0はこのモ 

•ドで新たに列入することがで$る 
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なヤ芩か複雑なコマンドが爹いが、きちんとiえればとて 
だそ/ 

fflofc^0HELP@a 
た<さんの要索を盛り込んだゲ 

ームなので、コマンドの数がとて 

も多い。なれてしまえば混乱はな 

<なるのだが、覚えてしま〇まで 

はこのHELP画面のお世話にな 
ることだろラ。一見複雑そろに見 

える操作ちコツをつかむと実にス 

ムーズにコント□ールできるよ^ 

になる。 

ます基本操作である「線路を败 
<j「線路の撤去」だけはスムース に行えるようになつて欲しい。 

それにはゲームをやりこむこと 

がいちばんの近道だが、その大前 
握として、ナナメに線路を敷<操 

作を理解して欲しい。これにひつ 

かかつてろま<ゲームがすすまな 

かつだ人も多いはすだ/ 



fY¥¥¥yY¥yvyYYYyyyYyyyYYyY ，' rv_ ぐ"、 

Mの装Aとiiなどでは2っ、 

もし<はそれ以上のポタンを同時 

に#すことがある。このよ^にス 

タートポタンやセレクトポタンと 

それ以外のポタンを一緒に押すよ 

ろなM作がある場合は、先に他の 

ポタンを押してか&スタート、セ 
レクトポタンを押すといい。スタ 

-Kセレクトポタンはそれらが 

単体で機能をもっているだめ、夕 

イ5ンク■がすれて先にそれらを押 
してしまラとUポートモードにな 

っだ10 HELP画面に切り替わっ 
だりして、イライラするぞ/ I— 
塞本的な操作を表にまとめてみかだか線路の杂き方などの操作レ 
だので覚えよ^。ここに紹介しだペルで悩んでいてはこのゲームの 

藻為をさちんとIえるとワンラン籍_«は钱わえないぞ/ 

•クMのゲーム展開が楽しめる。だ 

レ-ルの_ ®ポタン+®ボタン+セレクトポタン、画面右上INS選択 

レールの撤去 ®ボタン+®ポタン+セレクトボタン、画面右上DEL«$ 

Mの ®ポタン+スタートボタン 

鏟の顯 ®ボタン+セレクトボタン 

职•ボイント(P/S)モード セレクトボタン 

M•ポイントの逸択 +キーの左右 

钱時刻の雜、ボイント咖〇苞え ®ポタン 

マップのスクロール ®ポタン+®ボタン++キーの上下 

リボートモード スタートボタン 

ゲームのセーブ ®ボタン+®ボタン+スタートボタン 

ゲームのポーズ ®ボタン+®ボタン++キーの左 

11 



mm IB； WM 
をうまくコントロールし、ためのポ 

イントだ/ 

♦字キーでレールのない方 

向へA列車を動かすと、資材 
ガある場合、自然にその方向 

へ線路ガ败けていぐ。これが 

なかなかやっかいで、まちが 

えて意囡せぬ方向へ列車を進 

めてしまっ£とさには、よけ 

いな棟路がでさてしま〇。こ 

れをほってお<と、事&のち 
とになってしまうから、すみ▲夜は動くた•けだけど、期がくればガンガン線 
やかにしよう。 路をのばすぞ/ 

1フロックsfe設するごとに資材しv>遵 < へ行 < 前には"9きるだけ 
10トンガ逼夤されてい<。Afeのだ<さんの資材を積み込め/移 

MSiiはいつちM龍してお<とい動するにも資金が必要なのだ〃 

▲i® (INS)モードのA列車は赤い。▲撤去(DEL)モードのA5I庫は育い0 
色でわか*ようになっているのだ このままで移®すると線路を撤去するぞ 

12 



▲«*«いつばいにな*ど1■もうつめま 
せんjの表示がでる 

潰める資材の最大積載置は490 

トン。遠距離までAmを蓮ばねば 
な5なし、場合は資材を》«にして 
でかけてい < の力1□ツだ。1フロ 

ック移動するのには40ドルの経費 

獅要だ。 

列車の移動にかかる経費は、全 

経費の大半をしめる大出費なのだ。 
無駄な移動をへ5すことが経*の 
節約の最善策だ。 

線路の败設と撤去の切り替えは 
とが違つて<る。昼間には線路を 

のばkてい<ことがでさるが、夜 

間は動 <だ|けで線路を败けない。 

線路のない!)5向に動こ"5とすると 

®ポタン+®ポタン+セレクトで 

行ろ。現在の状況は、メッセージ 

ポードの上部に丨NS (敷設）D 

EL (撤去）で表示される。 
「よるはろご<だけ」と注意され これを確認しないで移動すると 

てしまラ。さらに夜間は自動運転必要な線路を消してしまろことに 
こ切り替わってしまい、線路の方なるので要注意// 

向に移動させると、自動運転がセ 

ットされ、線路に沿って 

夜明けまで走るのだ/ 

夜の〇ちに移動して、資 

材の補充をするといいだ 

ろろ。駅の設置や撤去は 
夜間にちでさるので夜に 

まわしてちいいだろう。 

まだ、ポイントの切1〇替 

えや、発車時刻の設定な 
ど、夜間にしかできない 

こともあるのでうま<使』と呈ではできる沾がちがう。とリあえず「よる 
し、分けよう。 はうごくだけj 

13 
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嫌路観く/ 
基本的な操作はとにかくやりこんで覚えるのがいちISA>o 
簡単なJk-ルを紹介しておこう。__ 

「驗路を败 <」といろのは、基本中の基 

本である。しかしこの基本がなかなか難 

し<、うま <いかないものだ。ますはと 

にか<棟路を败きま<つて、A列車のコ 

ント□ールを自分のちのにしよろ。気を 

つけることは、分岐点では二又までしか 

iiでぎないといろことと、直角には交 
われないといラことだ。 くす5のがコッ 

ますおさえておいてちらいだいなければいけないのは、A列車の 

ことは、iMされe敲金はAim i关S装iに上限があることだ。. 

に決まれ、备材として再利用されつまり撤去しだ<とち、積載瘇 
る、といラことだ。ここで淫意しがいっぱいだと撤去ができない、 

といろ事態が発生するのだ./ 

時にはこれが致命鏖になっだ1〇 

もするから、憤重に行おう。 

まだ务岐点（ポイント）の撤去 

にちM別なテクニックがある。消 
しだい芬為よりち1っ爹<バ'ジ 
クしてやsことが必要だ。そラし 

ないと泰故のちとになる「トゲ」 

を系きそ;:ねたときにでき5「卜が残ってしまうのだ/ 

ゲjは事政の原因になるぞ/ 

14 



Mをつくることは慝外に重策なMを^)。それに由签も 
多くかかる。じつく!^いころ/ 

立地条件が大事/ 
駅5feA列車によつてつ < ること 

ができる。駅をつぐるのに資材は 

必要としないからA列車の資材が 
無<ても建てられる。まだ画面に 
対して線路が垂直、もし<は水平 

になつているところにしか建設で 

さない。駅は常に線路に対して水 

平なら上、垂直な&左剧に建設さ 

れる。駅の役目はい<つかあつて、 

貨物の中継地点としての役割がそ 
のひとつだ。貨物列車が#物を* 

んだ状態で駅を通遇しよ^とする 

と荷物を自動的に降ろf。空荷で 
通遇すれば荷feを槙み込んでい<。 

_ 
SDU 

▲へ夕な所に釈を建てると「ひつような 
しjなどといわれてしまう 

li： 
なと;:ろにIRをEHすると乗客数 

が増えて、金社の経営も安定する 

商物の稹みiiろしをする嚓には、荷物をおいてお<ための败地が必 

要だ。败地のせまい駅では貨物車も索通りしてしまろぞ。客車用の駅 

は街のそばに建てるのがコツで、ひとけのないところに建てると「ひ 

つよラなし」といわれてしまう。客足ち少な<赤字のちとだ/ 



会社の経営を安定させるた 
$にはどうしても客車を4g 

Mらせ^)必要がある^ろま< 

線路を敷かないと4台はぶつ 
かつて事故を起こしてしまラ 

だろろ。このあだりがいちば 

ん難しいところなのでよ<考 

えて計画的に線路を敷こ〇。 

ポイントの制御や発車時刻の 

設定などを有効に活用するこ 

とが大切になつて<るぞ。第 

1の難関は4台を線路に引き 

込むところだ。，ま<間隔を 
と0>ないと大事故になるぞ/ 

hiはスう 
:鎳路をつなげると248#間後に 

卜する 
▲う率ぐ 
关hに: 

発車のタイミングをとらないと 
:もなリかねない/ 

酿にはそれ 
まくつか5ためにはI? 

役わ〇がある0両方をろ 

■iは4答をラまくiらせろ/ 

◄各車両の現在の！i行^^ ▼4両も0^<^^らせると 
ひとめで把®きる/ なるとそれなリの長さがいる 



を$<ときに長をつけな< 

てはならないことはその間揭だ。 

ぎつちりつまつだi金は発展、 

変更、など、のちのちにおこ 

なラだろろさまざまな作業に障害 

をまね<だろ〇。スタート画面で 

は特に気をつけて間隔をとつてお 

いたほ"5がいい。駅などの設霤に 

ち、ある程度以上の吊備》逄ガあ 
っだほろがいいか5、ゆったりと 

したフッフをつ < るよ〇に！]备け 
よ"5。まだ、客車用の線路と貨 
車用の線路を別々につ<るのちテ 
クニックのひとつだ/ 

線路をのばしてい<には 
資材が必要だ。これを確保 

するには貨物列車をうま< 

走らせな < てはいけない。 

最初にA列車に積むこと3 

ができる資材は3つ分しかI 
な<、それ以降は貨物車に" 

運んできても5わな<ては 

ならない。そのためには駅 

を設置して、貨物の運搬シ 

ステムをつ < る必要がある。丨 

fれは客車用の線路に組 

み込んでもいいが、資材の 

p搬効率と事故の危険性を 
考えるならば、S!)に貨^専： 

用の線路を敷くほ〇ガi?明。I 

▼教堆かせまいと！ろすこ▼敷地のある駅には3個まで3 

U 
をおくこかでIQ•た 
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細ておきたいミニ知讖集 
ちょっとしたことなんだけど、会ってるのと知らないので 

い/ 

荛 で事故の回避/ 

1苯の線路に複数の車両を走ら 

せるlife、4らかの支障が出るこ 
とがある。ふだんは客車、貨物列 

▲発車時刻のは夜のうちに行う。昼 

筆とも速度も同じだし、あまり卜 

ラブルガ発生することはないだろ 
う。しかし、スイッチnックを行 

っだりしだときは、話が違ろ。バ 

ックで走る列車の速度は通常の半 

gになってしまうのだ。時間の設 
萣は鉸ごとに、それぞれの列車単 

ciで設定ができるよろになってて、 

そのままにしているといつかは畢 

故が会ぎてしま^だろ〇。同様に 

ポイントの切り替えも有効に活用 
して、効率のいいダイヤ編成をめ 

にはできないぞ/ ざすのだ乙 



運が悪<事故が発生し、客車や 
貨物列車がこわれてしまってちあ 

わてすに対処しよう。ます何より 

も年に現場にA列車を向かわせて 
事南の処理を斉ませる。ほってお 

<と第2第3の事故の元となるぞ。 
事故が起きると賠償金を払わな 

<てはいけな<なる。乗つていだ 

人の人数や、こわしだ建物などに▲危ない/ぶつかる/事故が起た 
よってその答装は決まる。 らすみやかにteaをしよう 

A列車で線路を敷 < とき、 

いつだん止まつて/ \ツクする 

と車止めがでぎる。これは列 

車をスイツチ/ \ツクさせるだ 

めに必要なちので、意外に重 

要だ。これがないと列車はス 

イッチ/ \ックせすそのまま進み、いこラ。まだスイッチ/彳ックしだ 

脱線事故を起こしてしまう。中途詞肇はいままでの華券のスピード 

半端な線路にはかならす車止めをでしかiることがふ桌ないかろ、 
?<つておこう。この車止めを有発券に_えてスイッチバックをg 

効に使い、線路を〇ま<制御しておラ/ 
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リボートモードはさまざまな^声ま^^て^■てくれる。 
チェックをiることなく、状^)をはかれ/ 

りポートモードの右上に表示さ 

れるのデータで現在の運行状 

為がひとめでわかる。どの客車に 

筒;X<sいの乗客ガ乗つているか、 

どの貨物列車がどれだけの貸物を 
aifoか、などが一目瞭然だ。1」 

アルタイムで表示されるこれ5の 
報をもとにして、現在の線路の 

^合をはかるのだ。あまりにち乗 

爸ガがないよ〇であれば駅の位置 
を変えてみたり、線路の败き方を 

会えてみだ0といろいろ試してみ 
るといいだろラ。Uポートモード 

を参考に線路の計画を立て、その 

結藥をまだUポートモードで譎ベ、 

毫実に理想的な線路を作るのだ/ 

▲なリふリかまわずに線路をのばしつづ 
けてると会社の経理は火の車/うまく 
^をのばしつつ、鉄道の邐営もこなさ 
なければなら夸い。実際の会社経當なみ 
のパランス感Itを要求されるので、ちと 
しんどいが、いずれそれも快感に… 

20 



抑;：^;; 
会社の現状を把握す冬/ 

何をするにも経費がかかる。残 

<0の資金や現在の列車運行状態な 
どを參考にして線路の延長計画を 

練5なぐてはな&ない。その参考 

にこの|Jボートモードは最適であ 

る。笛日の売り上げと必要経費が 

リアルタイムで表示され、現在の 

会社の状態が手に取るよろにわか 
るのだ/これで事業拡大のタイ 

5ンク•や、車両の購入タイ5ング 
などをはかりながらゲームを進め 

よラ。経営状態をかえりみないで 

線路をのばしつづけると、会社は 

すぐに資金不足でゲームオーバー 
になつてしまろ。まだ会社の利益 

ばかりをねSつだゲームの進め方 

だと、期限までに大統領列車を西 

海岸へ送り届けるという使命がは 

たせな<なる。ijボートモードで 

タイ5ンク•をはかり、うまいパラ 

ンスでそれぞれを両立させろ./ 

9.,....., 

G-‘， ^ 111i? 
ソ、m 8：i XSO i 

ilH Ilf 

▲経當不振から、資金が底を尽きかけて 
い表このままではイカン/ 

などはコストが高いから、つくる前 
Cリポートモードで資金と相Kだ/ 
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mzi 
‘蘇: 
ことみ重ねがテクニックだ/ここではもろ 

:をまとめてみた。 

八ックは遅いのだ/ 
バックは運い。これはもう常識 

だが、バックの遅い列車と、通常 

M行をしている列車を同じ線路に 
isせるのは事故のもと以外の何 
场でちな<、できるかぎり避けな 

<てはいけない。そこで使^技が かんじょうせん せんろ えんじょう L 
「環状線」だ/線路を円状に敷 
き、その中に列車をとじこめてし 

まえぱいい。こうすると列車は常▲スィ,ッチパックブは专了からん/環状 
にへと望み、スィッチバック嫌を作って艘安定を目射のだ/ 

をする祝善はな<なるのだ/ クを余儀な<されてしまラ。かと 

これで岩秦i吳のはすなのだが、いつて資材璽き-へ行かせないよ 

ここで薪だな諳®ガ餐生しているろにしてしまつだ5、これは本末 
ことに^i<?f<だろ〇〇そろ、転苗！になつてしま〇。 

詞iだ。箣iはA括-さiに 貨物列車はそれ専用の路線をつ 

南狩を南りにいくとスイッチバッくつてやるのがペストだろう。 

駅は街を生む/ 
较は餡のそばへつ<れ、といラもi夤の芳が婆いだが、 

のが装說だが、その駅自身が街を街が大さ<なるにつれて、赤字は 
つ<りだす。実際の鉄道と街の関小さ<なりやがて黒字へと転じる。 

篇とおなじである。街がでさればだだし路線がへッポコだつだり駅 

巢爸鉍が!！え、鉄道会社は儲かつの建設位置が不適当だと、し、つま 
てい<。はじめのころは収站よりでたつてち赤字の□—カル路線の 

22 
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まま。維持費ば;^^)か:^るう尤に丨 

iか5ないから線路や駅をつ$り 

鐘す資金もな<なるだろ^。早め 
に自分の路線は大丈夫かどうか判 
断をしよラ。せめて資金かあと4 

万ドルは残っている状態の時にな 

んとかしないと、ど〇しよラもな 

い赤字路線を抱えだままキ5の会I_ 
社は倒産の一途をだどることにな▲如inが技にっくと、っぎ- 

ってしまうぞ / ていく。IRは街を生むのだ/ 

事故発生にはおちっいて対処 

▲事故の発生には落ち藩いて早く対 

どんなに気を付けていても事故 

は起きてしまラもの。ア然としな 
いであせ0)す、素早く対処しよろ。 

A列車には事故を修復する能力 
もあるから、すぐに現場に直行さ 

せて修復しよ:ろ。こわれだ車両は 

もろ一度買えばいい。事故の最大 
の予防策はなんといつてちコマメ 
なセーフに限るだろ〇。 処するように 

ポイントを効果的に使え/ 
ボイントは実に便利なちのであ 

る。だぶんこのゲームにでて<る 

どんなギミックよりも便利で、使 

用頻度も多いことだろラ。1ヶ所 
につき列車ごとのポイント設定が 

できるか5、思いのままに列車を 

操ることができる。しかしそのボ 

イントの切り替えができるのは夜 

と限られている。ろま<タイ5ン 

グをはかつて使え/ 
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「A列車で行こうjを10^しむためには？…ちょっと 
ウンチクくさいお話し/ 

この「A列車で行こ^jには、 
「鉄道シミュレーション」といろ 

目的が髁されている。だから、だ 

だ単に海岸まで線路をのばし 
だぃtうれつしや べっそう おく とど 

て、大統領列車を別荘へ送り届け 

る」だけのゲームじゃない。とは 
いつてちただ単に西海岸に線路を 

敷< だけでち、ちのすご<大変だ 

し、結局、会社経営などの要素も 
ラま <こなしていかな < てはな0) 

な < なるだろラ。 

A列車は大きない<つかの要素 

で椭成されている。その3本の柱 
は、鉄道シミュレーション的要索、 

会社経営シミュレーション的要索、 

▲この画面を見ないですむようにシツカ 
リとした会社経當を心がけていこう。君 
は大社長になれるか？ 

そしてバスル的要素である。この 

なかで特にゲームを面白<、まだ 

ある意味ではつまらな<している 

のがバズル的な要素だろろ。だだ 
この/彳ズル的要素は思つているよ 

りも大掛かりなもので、決して卜 

ンネルがどろの、畑がどラの、と 

いつだだけのちのではないのだ。 

残りの2つの要素の/彳ランスの取 

り方なども実はすごく/ \スル的で、 

その/ U：ルにはいくつもの解答が 

あり、それを解き明かしだとき、 

君はこのゲームで大成功をおさめ 

るだろ^。実際の会社経営も似だ 

よろなちので、運的要素が強いも 

のの、結局めところ難しいバズル 

を解 < よラなちのなのだ。 

このゲームをラま<楽しむコツ 

は、ます「なりきることjだ。な 

にはとちあれ、このゲームの最中 

はフレーヤーであることを志れ、 

鉄道会社の新米社長になりさるの 
だ。そして悪戦苦闘しながら会社 

を^]り盛りし、西海岸を目指すの 
だ。きつと本塞が君の有能な秘窖 

となるだろづ。 





;齡! _©23沿」 
線齒をどこg、どろやって敷くかで、i 

行に大きく関わってくるそ。 

まず資材を確保せよ/ 
会feがなければ線路を敖<こと 

がでさないのはあだりまえ。ます 

はAfei列車專用の環状線をつぐろ 
ラ0この環状線はあまり大き<つ 

<るがないので、マップのど 

こにつ<るかをあ&かじめ決める 

©Sがある。街の発展や、これか 

si备を上にのばしていぐことを 
iえて、なるぺ<邪魔にならない 
ところにつ<るよろ心掛けよろ〇 

▲なるべく客車用の環状**の邪«になら 
ないところにつくるのがボイントだ 

基本は山手線だ 
資材專用の環状線をつ<つてA 

材の心配をしな<てすむよろにな 

にグルッと1周つくってしまうと 
手っ去リ早いぞ 

っだ0>、いよいよ客車専用の環状 

線をつ< り始める。この環状線は、 

君の会社に利益をもだらして<れ 

る大事な線路になるので、なるぺ 
<丁寧につ<っていこ*5。列車に 

乗って<れるお客さんを、遠いと 
ころに運べば運ぶほど利益が上が 

るので、でさるだけ大さい環状線 

をつ<るのガベストだ。ただし、 

線路が長ければ長いほど列車の運 
行のコストがかかるので、あまり 

後雑な環状線にしないほ〇かいい。 
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ろ無駄な線路をつ<ると、その線わっだ後にチエ^/夕するのガコy 
路まで列車が走ってしまうので、だ。それから、輪止めのない、途 

その分だけコストもかかってしま中で切れだ線路を絶対につ<5な 

これは明aかに会^Efe営のいようにしよろ。この状態の線路 

5スなので、すみやかに-してしに列車がさしかかると、脱線して 

まお"5。一度環状線を全て敷き終爆発してしまうぞ。 

■圓 
て線itめをしておけば、未然 

fぐことができる 

厶ダな線路は禁だ 

ルボイントアトパ 

▼1—路—く ◄この方が経費の節 
|には慣れるしかない約にもなるぞ 



線专ffeいただけで妄芯してはいけない。そこにうまく^] 

車を通さな№1գばならないのだ。 

時刻表の設定 
Mi会社の社長である君は、列 
車をどの駅にどのぐらい止まるよ 

ろにするかを決める権限を持つて 
いる。これが時刻表の設定だ。こ 
の時刻表を■?>ま < 活用することが 

できれば、列車が走る時にかかる 

=)ストをかなり抑えることがでさ 
る。いちばん据かる時間帯は、や 

はり昼頃なので、それ以外の時間 

は駅で列車を止めだほラがよい。 

▲a^n)表の設定は夜しかできないので注 
意しなければならない 

#刼なポイントのM角法 
秘麵にfeじて線路を败<と、ど 
ラしてち後雑になるのは仕方がな 
いことだろろ。ここで気をつけだ 

いのが、ポイントの股定だ。この 

設定がラま<できれば、どんなに 

複||な線路を教いても恐れること 
はfeもない。ポイントを変えると 

きの二!ツは、そのボイントを使〇 
列車が4台あつだ6 4台とも一緒 

にボイントを変更することだ。1 

台すつ変更なんてことをやつてい 

ると、必す5スガ起さて、大事な 

列車を壊してしま^。列車は一度 
発車させると、止めることができ 

ない。ポイントが狂つていないか 

ど^か、必す確かめてか&、列車 

を通すぶろにし占う。 



さあ、いよいよ9 
環状線をつ<り、ポイントや時 

刻表の設定が終了した5、実際p 
列車を発車させてみよラ。君の鉄 

道会社がよ:ろや < 始動することに 
なるわけだ。だだし、前にち言つ 

だとおり、全てにおいてミスがな 

いか必すチェックしなければな5 

ない。苦労してつ<つた環状線に 

だつだひとつミスがあつだだめ、 

全ての列車が大爆発を起こすなん 

てことは、絶対に避けなければな 

らない。それらのチェックを完全 

に行つだ0>、いよいよ列車を発車 

させよ^。列車は4〜5時間おき 

ぐ0>しヽの間隔をあけて堯Mさせれ 
ば事故は起こらないはすだ。あせ 

らす、確実に列車を環状線へと導 
S* かいしや はつてん 

き、君の会社を発展させていこラ。 

▲列車を1時間おきぐらいに出発させる 
と、明で葡突してしまう 

環状線にだだ列車を走らせだだする必要がある。駅を建てるとき 
けでは、絶対に利益は上が0>ない。の注意点は、ますまわりに街があ 

列車にお客さんを乗せ、そして降ること。街があれば当然人もいる 

ろすことが重要なのだ。そのためので、列車に乗り降りする人数が 

に線路の各地に効果的に駅を配置できる。だだし、何もないと 
ころに駅を建てても人が乗らない 

か、といラとそラでもない。何も 

ないところはUゾート地になる可 
能性を秘めているか0)だ。 

え8 え* *より I：ゆ1よう 
駅と駅の距離も重要である。こ 

れがあま10短いと乗客の数ち期待 

できないし、利益も上がらない。 

環状線の各所に、距離が均等にな 
▲こんなところに駅を建てても誰も列車 
に乗らないぞ 

るよ〇に駅を配匾することができ 

れば、利益は必す上がるはすだ。 
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ともなれば、会社を^jiがるほうにiいていかな 

Iナればならないのだ。 

ひる tる りよう 
昼と夜を利用しよ5 

鉄道会社ではいっだいどのぐ& 

いの!X琴が働いているのだろう。 
かなつの大人数だと思ってちいい 
のではないだろうか。その大人数 

の人間を昼夜ぶっ通しで靨!かすの 
は、い<&feが社畏だからとはい 
え、条理とい"5ちのだ。そこでこ 

の「八备」車で行ころ」は昼と夜で 

ガ行える仕事を制限している。 

iえばiは線路をつくることがで 
きるが、夜はできない。夜はポイ 

ントを変えることができるが、昼 
はできない、などだ。君はこのル 

—ルを勒こ〇ま<利用して会社の 

利被を上げていかなければな5な 
し、。ポイントとしては、昼の作業 

と®の作業を完全に分けて行い、 

壶馱な時間を週ごさないにす 
ることだ。線路を敷いていて夜が 

来てしまい、朝が来るのをじっと 

待っている、などとい〇ことはあ 

まりやらないぶ^にしよ^。例え 

ば、線路を教く作業は昼に限られ 

ているので、日が落ちる前に行い、 
接は次の目的地に向かってA列車 
を-動運転させ、ポイントの設定 

などを行ラ。こうすれば能率的に 

線路を败<ことができる。 

-■ -rm 

—1 
^3^lhjgiigiaMB^ 

▲昼I站妓^りに精を出そう。夜になる 
とつくれなくなってしまうぞ 

▲kは自動運転で目的地まで移動だ。時 
刻表やポイントの設定もこの間にしよう 
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環状線をKさ、列，fす髡 
車させだあとでも、経費を削減す 

る方法はある。ますはいらない線 

路をはぶき、できるだけシンフル 

な環状線につ < りかえることだ。 

だだし慎重にや0>ないと列車を壊 

してしまろので、十分気をつけな 
ければならない。少しずつ、列車 

のいないときにつ<*0かえてしま 

おラ。 

▲この方力洌車の走る距離が短くなって、 
経费が少なくなるぞ 

列車をこわさない方法 
線路を败いだときに、ほんのちよっ 

とトゲのよ^に線路が出っ張っだまま 

になることがあるはすだ。この状態の 

ま，にしてお < と、通りがかっだ列車 

が典れる。それを防ぐだめに、必す途 

中までしか败けなかった線路やころい 
っだトゲの先には輪止めをしておこ^0 

▲綸止あれば列車は事故を起こ途中で切れている線路だけは、絶対に 
さず、asuしそのままにしてはいけない〇 



,E1*B'B9B'E29>0 s 
と し かい はつ' 

_がうまく _能すれば、その土地の街はどんどん発展し 
ていくのだ0 

畚はど/^ 
i获線がでさて鉄道がラま<« 

iiするよラになったころ、それを 
iiするかのよろに街が少しすつ 
关s<なっているはすだ。それは 

その線力^ま<いっている証 

斑のよ〇なものなので、最初は街 

を关き<することを_標としよラ。 
健が关さ<なればなるほど、当然 
罰iに乗る人1fe増えるので、利益 

ち上かつてい < はすだ。 

ノていく 

▲これだけ発展すれば、かなリのお金が 
会社に入ってくるぞ 

結が増えれば利益:び上がる。鉄 

道会社がいちばん気にしなければ 

■ダ&ゃ叼は辦ご 
しよう。寧故や倒産の: 

なSないのは、まさにこの点だろ 
〇。しかし黒字になるためには相 

当の覚悟をしなければならないの 

は確か。最初に環状線をつ<るの 

だけでも、かなりの金額が出てい 

つてしま〇。さらに街が大き<な 

るまで、列車を運行しなければな 

&す、その間の運行費用ち決して 

無視できない金額だ。つまりでき 

るだけお金をかけすに環状棟をつ 

<つて^0車を運行させ、最低1万 
レ位は余裕がなければならない。 



_のリゾート阑発 
たifettんでいないところに結を，空が罐しい。あえてmラな5ば、 
學てる。一見無謀ともいえるこの見晴らしがよく、いかにもレジャ 

行動は意外と効を奏すことがある。一に向いていそうなところに結を 

つまり|少ノート開発だ。人間だまiてるといいだろラ。 
には人込みを避けて、ゆつたりと 

しだ気持ちになりだいちのだ。— 

れを狙つて、&ちないところに駅 

を建てるのち作戦とい〇ちのだ。 
これが成功すると、そのijゾ_卜 
地もひとつの街になつてしまい、 

鉄道会社の懐に収入を約束して< 

れる。しかしこればつかりはどの■ 

辺に駅を建てればいいかというこがきれぃで、ぃかにもifetiiijにな 
とは分からないので、はっきり言リそうなところを探せ 

街の発展は鉄道会社の運営を助その線路以〆にi鹵を《<ことは 

けて<れる重要な要素だ。しかしでさない。さ5に間違ってその線 

注意しなければならない点ち出て路を消してしまうとそのあとすぐ 

<る。例えば1本の線路の左右ににifeiがAs、feと詞輦を蓮す 
建物が建ち並んでしま^と、もうことはできな<なつてしまろ。 
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敵味k' a歹陣廳乍ミスなど' 鏡 
することはいっぱいあるそ/  

IHHS?つときの注意E 
i逄にさしかかって爆発してしま 
っe。この絡の!礙としては、U 
はっきりいって買い戻すしかない。' .1 

しかしiぃで驗を夤ぅu _ 

まさなければならないことがある。 

彳そのような_が&きたかを■ 
織し、Miしなければならなぃ 
のだ。そうしなければ、まだ列車▲列車は買つ与瞬間に^;こに出現してし 
をi5せてもが会きる。まうパ囉に再出発だ_ 

かんじょうせん かんせい tioL.V >1? !>.■<' 
環状線が完成して列車を発車さ 

せ、だいぶ財政も安定しだころ、 

▲列車と列車の閜にいるときIま特に危険 
だ。逃l：filに一度入ってやリ遴ごそう 

、でiがせ/ 
籍はA列車で線路を少しつ<りか 

えて経費を削減しよラとするはす 
だ。そんなときにはひとつ注意し 

て知しい。環状線の中を列車は絶 

えす運行しているので、線路をつ 

<りかえることに夢中になつてい 

ると、突然現れだ客車と衝突、な 

んてことも起こりかねない。その 
対処法としては、あちこちにA列 
k専用の逃げ道を作つてお<こと 
だ。そしてその際にはポイントの 
設定ち間違わないよラにしよ"5。 



論ないときの鹬誦 
マッフのかなつ上の方までMi 
▲すす しざいよう かんじょうせん 
が進むと、資材用の環状線か5fe 
遠< 離れてしま〇。すなわちA^ll 
車に稹んである資材がな<なつだ 

ら、まだ長い時間をかけて資給を 
取りに行かなければな5ないのだ。 

しかしどaしても早急に線路が敷 
きだい相合は、いらない線路など 

を引きはがして再利用するという 

▲ベリベリと線路をはがす音が聞こえて 
きそうfcしかしこれで資材は增える 

手段ちあるのだ。ちちろんA列車 
の最大稹載置である490トンを越 
えて稹むことはでぎないが、緊急 

手段のひとつとして1えておいた 

ほ，がいい。これひとつで列車を 

事故か£>守れることもあるのだ。 

線路をつ<つていると、画面に 
表示されてし、るマッフだけで判蘇 

してしまいがSだ。しかしある程 

度攻略ガ進んでいれば、マップの 
上に1&スク□ールがでさる。特に 

轉路を上にのばしている最中は、 

上のフッフを見てから線路を敷< 

ように心掛けだほうがいい。行つ 
てみだ&行き止まりだつだ、なんAClWtがぃったぃどうなってぃるか、 

てA耔のムダ位苑の鞛縫でもない。スクロ-ルしてみなければわからなぃぞ 



SBB挪 

) 
がiiiになり、経営が由iにのつたら、さつ べつそうしゆつばつ 
に出発しよう/ 

いよいよisに南かってSiだ/ 
環状繚ガ完成し、会社の 

経営が順费となつてさだら、 
いよいよ最終目標、大統領 

の別荘のある西年岸までの 

大陸横断棟の着工を始めよ 
う。そのだめにはさまざま 

な計画を練e>なければなら 
ない。»材確保とその運搬、 

I f! なけ 

驗金のによる妾韻の龜費などしていかなければ、とて■&この先 

など、装M答好の轻溪として笔がの畏い道のりを越えてい<ことは 

箸えることはほどあるのだ。そできない。さ5に慎重な経営術が 

のひとつひとつを丁寧にク1 — 必要になって <るのだ。 

かんじょうせん ぬ うえ はう せん 
環状線から抜け、上の方へと線 

路をのばしてい<と資材の運搬が 
どラしてち問題となつて < る。こ 

れに対してはいろいろと方法があ 

るが、最も安全な方法は資材用の 

理状線までいちいち資材を取りに 
い< ことだ。線路がのびればのび 

るほどiiM<なるが、それはや 
なら' 自動邏転にしておけばそれほむをえないだろう。夜の自動運転 

ど走*のも苦にならない をするのがコツだ。 

36 



ポイントの設定をSiに 
大統領のisを発見してちすぐ 
線路をつないではいけない。鏟產 

をつなぐと、24時間後に自動的に 

大統領専用列車が発車してしまろ 

からだ。そのまえにポイントのis 

定をしてやる必要がある。これは 

何度ち見直して、確実に挎ぅ 

がある。ここで大統領の列車を壤 

してしまうと、今までの苦労ガ^< 

の泡になつてしまラぞ。 
>大_5_〗車でボイントをミスすると、 
今までの额力でなくなるぞ 

減なMU鎌のiげ鐘を/ 
大統領列車が苦労してつ<つだ 

線路の上を走る。これほどろれし 

いことはないはすだ。しかしちよ 

つと待て。A列車は今どこにいる 

だろラ。ちしかして別荘の目の前 
に置きざりになつているのではな 

いだろラか。もしそラな0>、やが 

て镜れる大統領列車と衝突してし 
▲こんな感じでA列車を逃がしておけば、まう0これを防ぐだめに必すA列 
対瓶15轉が来てもぶつからなぃ の金げ蓋をつ < つてやろう0 

大嫌箱専用列窜•鼉窜❾タイ5ンタ 
ちし大統領列車が環状線の一 

部Iこ入るよラな5、その；5めに 
発車のタイミンク•に逢恚しなけ 

ればな£>ない。必要な£>各車の 

時刻表を設定し直すといいぞ。 I: 



すベアgチ=ソクが舍ゎ 

マて、大P領列車を別荘に 
向かって走Sせる。このと 

きの緊張想と喜びが、この 

「A列車で行ころ」の鷇高 
に面白いところだろろ。果 

だしてどこかに5スはない 
だろろかとかなり神経質に 

なるはすだが、それだけに 

列車が無事別荘に迪り着い 
だとぎの想激は、とてち一 

言では言い表せない。しか 

もマツフが全部で3つもあ 

るので、〇ま<クリアーす 

ればその感激を3度も味わ 

•5ことができるぞ。 

A拥錄〜廠鳙佳 
「A^uiで台こラ」は答好を経iせすに大陸横断を行っだsど 
しながら、験をg起させるうなるだろ^9> 資金がな<なる 

ゲームである。しかしちし答轻をまでに別荘までいけるだろうか7 

▲まずは★材用の環状*！!だけをつくリ、▲あとは無软*ことをしないように上へ 
そのぼかIこ経iiを後わない 道むだけ。ど;：まで行けるかな？ 



為列_で台こう 

|_意されたマップで3っ〇 i I 
..しよ うでだめ のこ ■- 
初のマップIS)痴試しだが、残り2つ| 

の大きさは八ンパじやないそ。これI 
だけ大吉ければ、かなり楽しめ1 

きみ しやちょう さいのう 
てもんだ0君の社長として才能力 
のぐらいか、試してみようせ/ 



マップiはあくまでも!^ステージだ。クリアーするのは 
雖よのだ/ 

どこが発展するか見抜け/ 
ます始める前に、これか5自分 

が败こラとしている線路のィメー 
ジを、頭に思い浮かべることが大 

切だ。それからどこIこ駅をおいだ 
6いいか、負材の環状棟をどこに 

つ<るか、などのこまごまとしだ 

ことを考えていけばいいのである。 
行き当たりばつたりで線路をつ< 

るとあとで苦労するから、地形に 

見合つe棟路をつ<るように。 

▲まったく幸を付けていない状態=よく 
見ると、これからつくる街が見える？ 

关鎗获驢在うくるのだ/ 
前にちいっだ;！?、会社としての地形に沿って線路を敷いてやれば 

利被を上げるための環状線は、 2じつに簡単に環状線がつ<れるよ 

画面以上にしなければな5ない。^になっているので、最初はそれ 

しかしこのマツブ1に関しては、で練習して欲しい。それがうまく 

い<よ〇になつて <れば、 
このあとのフツフ2やフツ 

フ3で大変役に立つはすだ。 

環状線の敷設とそれにとち 
なう利益は、君が社長とし 

て必す覚えなければな5な 

いことなので、ここで覚え 

てしまお^。 
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Aft®輸送は悩み®養思 
ひとつ。しかしそれを着実 

にやSなければ、と^てい 

別荘まではMり着けない。 

ここでち昼に線路をつ<つ 

钻⑶ば1^)き; 
自動運転で資材甲の環状線 
まで戻ることを繰り返す。 

■ itt経営にも自をむけよ5 ■ 
環状線の維持を行つているときない。もし線路を敷<のにも困る 

は会社の経営にち目を配つている状態になりかけだら、大陸_断を 

ものだが、いざ大陸横断を狙ラと一時中断して財政を建て直そ〇。 

そ〇ちいかな<なつて<る 

ことが多い。しかち、よほ 

ど環状線の運行がま<い 
つていないかぎり、いつ会 

社の財政が危機に陥るかは 

わからないのだ。その 

に||えて絶えす会社の財政 
に注廉していなければなS 

r- 

... …" •，:: 

大統領到着をちつてこの 

フッフ1は終わりを告げる。 

しかしこのフツフ1はあ< 

までも練習▽ツフだと思つ 

ていだほろがいい。マップ 

2からは全体の大きさが2 

倍以上になるだめ、こんな 
に簡単には到着できないぞ。 
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m2 

うしやへん きほんてきぎし* *ゆつ ほん 
渚編のマップ1で基本的ナj技術をマスターしたら、本 
均なマップ2にアタックだ/ 

現仏妙安/こ/ 

m 
泉 MB. 

っ： ,s^ 
■ ..... m 

フップ2はフッブ1に比■ ばぃちか なが I ■ 
ベ' 倍近<の畏さを持って| 

いる。そのだめ使う黄材 
*ち多<なるから、貨物 

を環状にして常に資材が手S 
に入りやすい状態をつ<つ■ 
てお<。これがますはじめj 
にやつておくべきことだ。っ 

をする貨w棟ではどうと速度が遅<芩ってしまい、一般 

してちスイッチバックによるバッの車両との事故かおきやすい。こ 

クでのげわれてしまろ。バの芒め、貨物線と客車用の線路は 

ックだと通の磕isよりすいぶん分けてつ<つだほラがいいぞ。 

M 
«"S* 

tti 
しの 

ほ 

™ 簽好の妾-がカギだ/ " 
線路の距離が長<なると、それ 

だけ経費もかさんでい<。きちん 

としだ路線を敷いて会社の安定を 

保持していかないとすぐに資金が 

な<なってしまラ。uポートモー 

ドを使って会社の状態を把握して 
おこラ。資金の残りが少ないとき 

線路をのばす作業を少し休ん 

，マップ1にi£ベてマップ2はかなリS で資金の回復を待つとしヽしヽ。残り 
>〇会社の安定がクリアのヵギだ/ の日数と相談しつつ進めていこう。 



pi'嘴變、 

__ 
fefe廬s 

m « .故キ 

守ップ2 START 



■ ■蘭はだんだん关きく/ 
文環於ヂをつ<ることか会社の経 

営の安定にかかせないということ 

はわかつだだろ"5。スイツチバツ 

ク式の線路だと帰りの速度が遅い 

だめ、列車の往復回数が少な<な 
まち はつてん おそ まち はつでん 

り街の発展が遅<なる。街が発展 

しないと乗客が増えないか5、鉄 

道会社としてももうかSない。そ 

ラなると資金はすぐに底をついて 

しまうだろろ。 
ます小さめの環状線をつ<る。 

それがろまぐいつたら徐々に大き 

なfeのへと広げてい < のだ./駅 
と献の超離が開けば開<ほど収益 

が上がるし < みになつているので、 

線路をのばして大環状緑をつぐろ 

ラ。だだ経営状態と残りの日数を 

頭にいれて無理のない企業拡大で 
▲大き!asm*が;rきたら、ポイントをなければなe>ない。ムチヤな増線 

をaそd は齒11のもとになるそ/ 

■ あせらずにゆっくりコトをすすめよう ■ 
is営が安ましてぎだからといつてす 
ぐに線路をのばしてい<のは考えもの 

だ。フッフ2は想像以上に広いから、 

目的を達成するだめliかかる経費は莫 
大だ。しば0)くは手を休め、「貯金」を 
するよラにしだい。安定しだ環状線を 

つ<れば面白いよろに資金はだまって 
い<〇はやる心をおさえつつ、せめて▲ここまできたらあせらずにじっく 

5万ドル以上は黄金をだめてこう。 リとし、こラ 
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3/ど5しよ57 
順調に線路亏のばしてい <キ、 

いきなり合きitまりにぶつかる。 

てをffiがさえぎっているじゃ 
ないか/どラしよ 

と、あわてることはない。ここ 

ではトンネルを掘る、とい〇新だ 

なワザを使えばいい。といつてち 

それほどたいしたことをするわけ■ 

ではな<、普通に線路を進めてい 

けば簡単にトンネルができてい< 

のだ。芝だし、トンネルを掘れる 

場^と-れない場所があるか5、 
ろま<探さなければならない。 

▲あれ？いきどまリ？いや、ここは 
ひとつトンネルといこうじやないか 

い<つかトンネルを掘れる場所 

があるが、正解はひとつだけ。し 

つかりと探しだそろ。 

中盤に入る 中盤に入ると、線路の長さがか 

なりのちのにな10列車の移動にか 

かる経費ちばかにならないよ^に 
なって<る。A列車の往復もかな 

りの経Aと時間を要するぶラにな 
り、資材の補充が大変になって< 

る。それでこのシヨートカツト作 

戦の出番だ。この作戦の利点はま 

さに今のなやみを解決して<れる。 

線路に近道をもうける作戦なので、 
長い目で見だときの移動にかかる 

経費を大幅に節約できるぞ/だ 

だし別の見方をするならば「よけ 
いな線路を敷<」とちとれないこ 

ともない。今後の利用度が頻繁で 

ある場合以外はムダな投資になり 
かねないか0)状況を把握し 

て実行しぶラ。 

この方法は投資する資金 
額が大きいので最初からム 

ダな線路の敷き方は避けて、 

できるかぎ10シンフルな路 

線を計画的につ<り上げて 
い < ことが望ましい。 
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■ ぃらなぃ—はi股する/ ■ 
ショートかソト痄iでぅま<i蠱をiMすると、それがちろ二s 

iを顯できだな5、芩食はi壺紐とし孓畀用でS念とぃでS性 
だ/これはいらない麄をろま<利用しだ作戦で、》材の 

-充ガままならないほどの遠くま 

r細がのびてぃったと*に役に 
撕、.'免.::澡nつヮサ•だ./よじぃな繼ゃ敷 

きまちが〇た醒は匯して先へ 

Sもと再利用でのばしてし、<〇シ 
_ョートカット作戦と併用し、ショ 

-トカットパイパスの__はも 

との線路を回収し、資材の補充を 

▲ショートヵットであぶれちゃつた線路すると効秦的。だだしこの戦法ち 
は回収して再^拥/ に条gがあるとさにやろラ。 

晒鲕2の齄羹/またトンネルだ// ■ 
S食のトンネルはなかなかのhいるのだ。写真のよ^に斜めに入 
滅だ/ますiりはじめる場所探って、右斜め上、右斜め上、右' 

しが綠。あちこちとMしてみて、韻め£、韻め驢を逼 
やっとトンネルを通れるiilMを見めれば、地上に出ることができる。 

汾けてちそこからもまたやっかい。正解はこのルートだけ、しっかり 

トンネルのなかで線路は曲がつて進めつ// 

のトンネルはなかなか®腰Wだ。▲トンネルの中で雄路は曲がつているか 
うまく^Imv6ところをみつけよう ら511をつけて進もう 
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_ 6ぇ瓣參 
題えばi<へだ、とい 

いだ<なるような地の果て。大統 

备の別荘まであとわすか、なのに 

ここで最大の難Mにであつてしま 
ラ。またトンネルだ/あちこち 

を掘り返してみてちいつこラに拥 

れるには出会わない。ここで 

は別の解決方法を考えな<てはい一 
けないのだ〇注-するのは右上の▲最後の蒯Wo *た卜^芝.ル: 

描。ここだけがffiではなぃ。 い*や、じつは新た诚闋が.‘ 

ルか/とs 

MDo しし/d リ"LU ，〇 

かといってこのままA列車をすを引いて<る。客車が駅につ<と 

すめてち蓮れやしない。“はこのfeは発展し、畑はなぐなってい<〇 
薛吳装はMにあるのだ。 そこですかさす線路をのばしてい 

接をつ<つて、この地まで客車 <わけだ。 

ゴールは目< 
最後の難w突破のeめに街をつ の難n突破c 
ぐって、客車を呼び寄せるとさに 

注憲しなければならないことは会 

kの経営状態。客車を環状線から 

試し*<離れた街まで呼び寄せる 

と、それまで維持してきだ収入の 

安定を崩すこととな1〇、い爸なり 
赤字が出はじめる。経営状態の安 

を確保しておかないと大統領列 
罐の勃运まで会社が持だないぞ/ 

1 
+ベ.\ 1I 

Pm Pffl 

▲街力く繁栄して、IBW3IW/ 
大統»列車を通すだけだつ/ 

さ»後は 
して: 

4、もとないと、せっかく線路が 
も、会社が倒産してしまう/ 





マツフ3でちマツフ2と籙じ< どこに鍈をS<かを_えなが鏃 

巨大な環状線をつく0>なければな路をlfe<必要がある。今までより 

0>ないが、マツフ2ほどつ<りにも確実に発展しに<いマツフなの 

<い地形にはなつていないので、で、気長に環状線をつ<ろラ。 
そのへんは安心できる。た 

だし街の発展をうながせる 

ところを選ぶのが微妙で、 

例え列車を^ま < 走0>せて 

ちなかなか会社の通営はろ 

ま<いかないはすだ。この 

場合、駅の配匾する場所が 

ポイントとなり、最初から_ 

_ §2のWibRイントをつ<れ，^ 
マツフ2であま10にも長いマツ 

フ上を何度も資材を運んで、いさ 

さか〇んざりしだはすだ。それを 

完全に解消fることはできないが、 
少しでも事故を起こす確率を減ら 

すため、第2の資材置き場をつ< 

つてやろ^。これは今までの資材 

用環状線をさ0)に上にのばした物。 

▲ 2つめののはから逢#これをつくることにより、少しで 
を決めておぃたほうがぃぃ ちA列車の動 < 距離を短 < しよラ。 
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マップ3 START 



■ iiはがなぐにもうけろガ ■ 
環状線;!?長< なればな 
るほど、列車の走る距離 

も長<なるので経費がか 

さむ。こればつかりは変 

えられないので、経費を 

節約するために線路をで 

さるだけシンフルにしな 
<てはならない0 

それか5ポイントの設定にもお経費を抑えることができるぞ。長 

金ガかかるので、必要なポイントい苦難を切り抜ければ、街は発展 

以外はなるべく設定しないよラにして<る。堪え忍ぶことも社長の 

しよラ。これだけでち、かなりの務めなのだ。 

このフツフ3は使える土地がか 

なり細長<できているので、客車 

と資材専用の環状線が複雑に絡み 
合つており、ポイント殷定などに 

不備があると一発で事故が起きて 

しまう危険なマツフなのだが、そ 

れをできるだけ防ぐだめにはA列 

車専用の線路を義<ことをおスス 

メする。しかちこの方法を使って 

いると、いざ大統領を通すといろ 

ときにそのA列車専用線路を使え 
ば、客車との衝突をかなり防ぐこ 
とちでさるのだ。ちよっと経費は 

かかるが試す価値はある。 



，▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
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■ A鲕こ減を翻する芳墨 ■ 
A列車の最大稹載置は490トン 

である。どろせだったらS回稹載 
置ぎりぎりまで潰みたいちのだ。 

しかし資材ひとつが250トンであ 

るだめ、ふだつを一度に積むこと 

はできない。それな5ば列車が通 

らないところに10トンだけ線路を 

敷こ^。そろすれば滴載できるぞ。 

夜のi動運転に注意 

▲このままA5轉が進んでいくと、やつ 
て来た客車とぶつかってしまうぞ 

夜に居眠り運転はつきちのだ。 

A列車の運転手だって例外ではな 
い。夜間の自動運転の時に環状線 

に不用意に戻ってい<と、ちよろ 

ど突っ込んできだ客車とぶつかっ 

てしまろ、といラ大惨事が実際に 
起こりえるのだ。それを防ぐため 
に環状線と大陸横断線路の境にポ 

イントをつ<ろラ。夜の自動運転 

はボイントで一時停止するからだ。 

7ンポインhアドバイス 
A詞iが龠耔を鏟®しe获はのだめ、そのトゲをは m 

龍で驗金か5はみだしてしまがすことはできない。その場 

うと、そこにトゲ获の®金が合bやむを得ないので、資ゼni 

できてしまラ。しかちA列筆を少し使つて輪止めにしよラ 
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感怖のトンネルA# ■ 
マツフ2と同じ<フツフ3に 
ちトンネルガある。しかしこの 

トンネルはなかで複雑に折れ曲 

がつており、とても一筋择では 
いかないのだ。しかfeひとつで 
はないといろから恐ろしい。入 

り□を見つけるのは意外と簡単 

だが、一度はいつたら最後、二 

度とでてこれな<なる危険性す 
らある。ここは落ち着いて別の 
紙にフツピンク•しながら進むし 

かないだろラ。頼りになるのは、 

画面右横にあるメッセージとA 
列車の漬載置の表示だけだ。 

駅の配置は気のすむまで 
マツフ3は街が非常に発展しにについては、よ<検討しなければ 

<Uそれだけに駅の配■にち長なSない。とりあえすノiなめに4 

を配る必要がある。せっか<駅をてておいて、利被ガンiないような 
建てだのに発展しないのでは大撗らち*3ひとつ建てる、といったg 
害となつてしまうので、駅のE匾法がいちばんいいだろう。 
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かいしゃ はう だいじようぶ 
™ 会社の方は大丈夫？ 咖 

このマツフ3で大ちろけできだ 

人は、社長としての才能にかなり 
めぐまれている人だろろ。それほ 

ど、このフッフでの会社経営は難し 
いのだ。環状線はなかなか利益を 

上げないし、そのろえマップが広 

大で別荘にはいつ着<のか分から 

ない。そして月日だけは刻一刻と 
で資金がなくな• 
だと会社が倒産| 

:.<芝5と大ビンチだ。流れていく。しかし、そのあせり 

こそが最大の敵なのだ/ 

■ し、ったいどこにトンネルが？ ■ 
マツフ3の最後、大統領の別荘あえすマツフ2と同様、第2の環 

に着<直前がこのゲーム最大の難状線をつ<って、列車を2台ほど 
所だ。ここではどこにトンネルが流し込んでやろう。それによって、 

あるのか一切わからないよろにな最初は少ししかなかっ芝街が活性 

っているだめ、相当の時間をムダ化し、やがて大きな街になってい 

に遇ごすことになるはすだ。とり <。それが勝利につながるはず。 

_ どこまで缝ベるA翱筆 ■■ 
この「A列車で行こ〇」は会社には發されているとい"5ことだ。 

を経営するシ5ユレーシ3ンであ君だけの街が、この「八13壤で合 

ると同時に、街を発展させるシミころ」の的こ鐘っているのだ。 
ユレーシヨンである。線路 

をどか、駅をどこに 

配匾するかということが、 

街の発展に大き <関係し、 
そして同じ街がでさあがる 

ことは絕対にないといって 

しル\〇それはフレイや一の 
数だけの結果がこのゲーム 
62 



f-/-: ；m ^ \3i 0-c r驟: 

ryyvvyYyyYYYrYYyyyyYyYyyY ¥VYyYYyYyYVVyYYYyyYYYYYY> 

GOAL 



この苯の芮叁につい^:のお夤い备わせは、 

ゲ^^の性格上、おiえで杏ませんので、 

ご遠慮ください。 

きみが見つけたスーパーテクニックなどを 
送ってください。 
亍162東京都新宿区東五軒町3-28 

双葉社ファミコン編集部 
まで、ハガキか封書でお願いします。この本 
の良かったところ悪かったところも、書いて 
ください。 

ファミリーコンピュータ完璧攻略シリーズ® 

A列車で行こ5必勝攻略法 
編著ファイテイングスタジオ 
発行者井上功夫 
発行所株式会社双葉社 

〒162東京都新宿区柬五軒町3-28 
振替柬京8-II7299 

印JSlj所S晃印刷株式会社 

ゲーム&ライター/く山猫有限会社〉エ藤英人飯田仁 
デザイン/川本誠司 
イラスト/く山猫有限会社〉山下以登 

ファミリーコンピュータ•ファミコンは任天堂の商標です。 
©1991㈱ポニーキヤニオン©(味アートデインク 
© FUTABASHA Printed in Japan 
禁•無断転載複製 
落丁•乱丁の場合は本社にてお取りかえいたします。 
定価.発行日はカバーに表示してあります。 

ISBN4-575-15199-8 C0276 



■ADSD®ヒーロー•オブ•ランス必勝攻略法 
■メタルマックス必勝攻略法 
■ファミリーサーキット’91必勝攻略法 
■A列車で行こ3必勝攻略法 

■ボビュラス必勝攻路法 
■スーパーマリオワールド完籲版必勝攻略法 
■シムシティ必勝攻略法 

■ファミスタ必勝攻略法 
■ジャングルウォーズ必勝攻略法 
■ゲームボーイウォーズ必勝攻略法 
■フU— トコマンダーVS.必勝攻略法 

■邪聖剣ネクロマンサー必勝攻略法 
■R—タイブI • II必勝攻輅法 
■ガイアの紋章必勝攻略法 
■ドラゴンスビリツト必勝攻略法 
■ニュートピア必勝攻略法 
■PC原人必勝攻輅法 
■源平討魔伝必勝攻略法 
■ベラボーマン必勝攻略法 
■桃太郎伝説ターボ必勝攻略法 
■ワルキューレの伝説必勝攻略法 
■桃太郎活劇必勝攻略法 
■桃太郎伝説II必勝攻略法 

■ファンタシースターII必勝攻略法 

A列車で行こ5必勝攻略法 
定価490円 

1991年9月12日第1刷発行 

編著/ファイティングスタジオ 
発行者/井上功夫 
発行所/株式会社双葉社 
〒162東京都新宿区柬五軒町3 —28 



双葉社 

定価 円（本体476円） 

ISBN4-575-15199-8 C0276 P490E 


