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や トラブルについて

お買い上げL、ただいた製品が作動しない場合や、マニュアル

通りに正しく使用じているのに、ゲームができなくなってしま

った場合などは、 ROMカートリ ッジを当社宛にお送り下さい。

その際、お手数ですが、製品の不良内容をお書き添え下さい。

調査の上、以下のように処理させていただきます。なお、ザ

ウンドウェア（CD版）の交換、修理等はご容赦願L、ます。

1製造段階での問題等、当社の責に帰すべき事由による動作不

良の場合は当社の責任で完動品と無償交換致します。

2お客機の不注意による故障や取り扱い上の問題で発生した故

障、長期の使用による故障等、当社の貨に因らない事由での動

作不良の場合は3.000円にて有償交換致します。

（事情によ り、有償交換の価格を予告なく変更することがござ

います。ご了承下さL、。）

〈ご注意〉

※不良品の検査、交換、修理には多少時聞がかかる場合がごさ’い

ます。あらかじめご了承下さい。

※故障内容をお書き添えにならないと、症状の判定に時間がかか
必〈

るため処理が遅れることがあります。

※通常の封筒、小荷物などに直接現金を同封すると、郵便法にふ

れますのてそE見金書留または郵便定額小為替をご利用ください。

干223横浜市港北区日吉本町1-4-24

株式会社光栄

ファミ コンユーザー係

不燃燃はじめに持株手
よと あお＇＂＇か‘

上天より命ありて生まれたる蒼き狼ありき。その妻な

る惨白き牝鹿ありき。大いなる湖を渡りて来ぬ。一一モン

ゴ〕レ民族のあいだに語りつがれるこの古い伝説は、モン

ゴル高原を統一し、ユーラシア大陸に大帝国を築き上げ

たジンギスカンの伝説にそのまま重なりあうものです。

このジンギスカンの勇敢な物語は、私たちをはるかな

るモンゴルの大地へと誘います。英雄たちの夢は、 日常

の生活をいっとき忘れさせ、私たちを伝説の世界へ入り

こませます。その夢をより身近なものにするために、 こ

のゲームは創られました。

この「蒼き狼と白き牝鹿・ ジンギス力ン」は国を攻め

とるだけのゲームで・はありません。国づくりをはじめ、

将軍の養成と人事、他国との斐渉、働催者づくりなど、

このゲームには「人間」に車需を置いたコマンドが数多

く設定され、多彩なゲーム展開をお楽しみいただけると

確信しております。

あなたも英雄の一人となり、ユーラシア大陸統ーを目

指して戦略を尽くしてください。英雄伝説はあなたのも

のとなるでしょう。

KOEIゼネラル ・プロテ、ユーサー ：シプサワ・コウ;g 
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和三学序章＠

ゲームを始

プレイヤーは、モンコル編ではテムジン、世界編では、当時勢

力を誇っていた4人の国王のいずれか1人となって、それぞれの

目的をはたします。

l.シナリオ

モンゴル編と世界編のEつのシナリオがあります。

(a｝モンコ'Jl編

・スタート： 1174年冬 （命令を受け付けるのは1175年の春から

です）

・設定 ：プレイヤーは14の諸部族のひとつモンゴ］レE実わ族長テ

ムジンを担当します。

・勝利条件 ：モンゴル平原の統一

※モンゴJL編で14ヶ国統ーをはたした場合は、 エンデイング

画面表示後、世界編に進みます。

※モンゴル編でモンゴルB筋笑長のテムジンは、世界編ではモ
ていニ〈

ンゴ八席国の国王ジンギス力ンと名前が変わります。

(b）世界編

・スタート：1205年冬（命令を受け付けるのは12DE!年の春から

です）

・設定 ：プレイヤーは27ヶ国のうちモンゴJl府国（ジンギスカ

1227 西夏滅亡。8月、 ジンギスカン死亡。ケルレン河のーじmt

に葬られる。オゴタイカ噺い、モンゴルの汗となる。

1230 オゴタイ汗、金征伐開始。

1234 オゴタイ汗、金を滅lます。

12縄 オゴタイ汗、カラコルムに帝国の首都を建設。ノ〈トゥを

ぺ元帥としてロシア遠征。キヱフを犠滅。

12謁．パトゥ率いる遠征軍、2度目の欧州遠征をおこなう。

124% パトゥ、東ヨーロッパに侵入、 ドイツ・ ポーランド連合

軍を破る。ハンガリーを征服。

1243 パ卜ゥ、ヴォルガ河畔のサライに都を建て、キプチャク

汗固を建国する。

1257 モンコ．ル軍、 ベ トナムに侵入するか撃退される。

12却 フラグ、バグダードを攻略。アッノ〈ース朝を滅ぼし、イ

ル汗閣を建国。

1鵠。 モンコ．ル帝国、フピライが第5代汗に即位。

1鵠1 ピザンツ帝国復興。

12網 フピライ、都を大都に移す。

1.Vl フピライ、国名を元と改める。

11拘 元、日本に遠征軍を送るが、失敗する。（文永の役）

12苅 マルコ＝ポ一口、元の上都にいたる。

127＇’ 
π、南宋を滅ぼす。

1281' 元、再び日本に，.征するが、失敗する。（弘安の役）

12紳 フピライ、死亡。祖父の眠るケルレン河畔に葬られる。

12蝿 モンゴル、ベトナムに侵入するカミ撃退される。

1361 紅巾の乱により、元朝は致命的な打撃を受ける。紅巾の

乱の指導者洪武帯が即位、国号を明と定める。元を滅ぼ

‘す。
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ン）、インク‘ランド（リチヤード 1世）、ピザンツ帝国（アレ

クシオス）、日本国（績の繍）のうち、いずれか1国を担当

します。

※世界編では最高4人までマルチプレイができます0

・勝利条件 ：世界（ユーラシア大陸）統一

金、建因。 ｜ 

宋、金に討たれたのち、甫宋として復興。

金に滅lまされた遼の耶律大石が西遼を興す。

テムジン生まれる。

日本、平治の香し。源頼朝、伊豆に流される。

サラディンを宰相としてアイユープ朝興る。

日本、塩の浦において平氏滅亡。

ゴール朝、ガズニ朝を滅ぼす。

サラディン、キリスト教徒からエルサレムを奪回。

第3回十字軍、エルサレム回復ならず。

ドイツ騎士団創設。

日本、鎌倉幕府成立。

イングランド王リチヤード 1世、死亡。

第4回十字軍、コンスタンチノープルを占領。

テムジン、クリルタイ開催。可汗 （汗）の位につく。ジ

2.遊び方

内政、外政をおこなうMAIN画面と戦争をおこなうHE×画

面があります。

(a内政、外政（MAIN画面）

通常、画面上には自分の担当している国のデータと各種の命令

（コマンド）が表示されており、内政や外政をおこないます。 1年

に春 ・夏 ・秋 ・冬の4回、 ターン （命令を出す順番）がまわって

きます。 1ターンにつき、本国では3回、鵠屯て怯1回の命令

を出すことができます（国のタイプについては次ページ）。

(b賊争（HE×画面）

他国ハ認めこんだり、他国から攻めこまれたときに戦争をおこ

ないます。 lターンは 1日にあたり、各部隊に命令を 1回ずつ出

せます。

※プレイヤー併E当する族長（国王）自身が攻めこんだ場合、

およひ涼：固と直轄地に攻めこまれた場合は、いつでもHE×

画面に切りかわりますが、 コマンド15：その他初 戦場（39ペ

ージ）をオフにしていると、上記以外の戦争はすべてMAIN

ンギスカンの号を奉られるの

ゴール朝がインドに攻めこみ、イスラム王朝を創始。

ナイマンのクチュル夕、酉遼に亡命後、この国を滅ぼす。

ゴール勅滅亡。

ホラズムのムハンマド玉、 ジンギスカンに追われ、カス

ピ混上の小島にて死亡。

モンゴル軍、カルカ河畔にてロシア踏侯の軍を破る。
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画面のままで決着がつきます。

3.国のタイプ
せ

他国に攻めこんで相手に勝つと、その国が自分の領地になりま

す。領地力寝数になると、それぞれの国の統治方法を決めなけれ

ばなりません（49ページ）。

統治するやり方によって、次の3種類の国タイプがあります。

(a体国

・族長または国王が実際にいる国です。

・族長または国王が直嬢統治しています。

• l 季節に3回の命令を出すことができます。

(b属国

・族長または国王が配下の将軍に統治させています0

・統治はコンピュータが担当します。

・族長または国王は属国命令書（35ページ） を送るほか、その

国の統治には口出しできません。

(c~主語屯
・族長または国王が直接統治している国です。

・族長または国王がこの国にはいないため、実行できない命令

（オルドや外交など）があります （25ページ～）。

• 1季節に 1回の命令しか出せません。

4.人物のタイプ

族長（国王）、子ども、将軍、将軍候補は毎年春に 1つ歳をとり、

中世列国秘史令7I

会Aぞう ねいそう

26国・繭宋 隼宗
とう の’＂＇ う ぞう

唐が滅亡した後、五代王朝を経て、宋は 960

年に成立した。軍事よりも文化にカを注いだ国

で、多くの文入学者が現われた。だが、そのた

めに武力は弱まり、 1127年には金の議文によっしJ
ηんぬん

で首都を南の臨安に移さざるを得なかった。これ以後を南宋とい
寧ろ げん’，a令

う。そののち、モンゴル帝国とともに金を滅ぽすカ大元朝成立の
カシ せ

後、フビライ汗に攻めこまh..1279年、滅亡した。

どいえつどいり 氾J..ぞう

27国・大越大理 段宗
大越は離のベトナム、大理は中国の論者

に段氏が建てたタイ族の国である。モンケ汗の
えAぜい

命でフビライは南方遠征を始め、大理に攻めこ
せいふ〈

み、 1253年にこれを征服した。その後、汗とな

ったフビライは、日本攻略失敗後の1284年、 矛先を変えて大越に

崩 し た 。 しかし大越は巌しく縦し、元軍を破り、 国を守りぬ

いたのであった。
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23国 ・インド諸王朝 パルラーラ 2世

北インドでは、5世紀の中ごろから、中央ア

ジア系のラージプト族が侵入し、各地に王朝を

たて、同族問での争いが長い間続いた。その中

でも、9世紀はじめに成立したチャンテ’ール朝

は有力な王朝であり、 13世紀はじめのゴール朝の議文にはラージ

プト諸族軍の中心として活躍する。しかしゴール朝はラージプト
ど れい

軍を破り、将軍アイパクはこの地に奴隷王朝を聞いた。

24国 ・ゴール朝 ゴーリー
すいび ＂＇令

アフガニスタンのガズニ朝の衰微に乗じて、
まつえい ~－、 L愉

地方の王家の末務ゴーリー兄弟がこれを奪取し
S回二

て興したイスラム王朝。弟のムハンマド ・ゴー

リーは国の東部の政策を担当していたが、イス
ふ，，‘ 

ラム教を布教するためインドfiE服を決意する。その後、ゴール朝

自身は、 13世紀のはじめにホラズムとの戦いに敗オし滅亡した。

25国・パガン朝 ナラパテシトウ

11世紀ごろ、ビル？のパガンを都としておこ

った仏教王朝。南方から伝わった小乗仏教を取
ニ，L司ゅー

入オ1、寺院の建立はめざましく、マルコ ・ポー
ぞうれいたた げん

ロもその壮麗さを讃えている。13世紀には元に
みつ

貢ぎ物を要求されたが、 その使者を斬ったため、元の攻撃にあい、
ふ〈ぞ〈

敗れて服属した。

暴言語がくると死亡します。

(a族長（国王）

ゲームを始める前にo~o 7 

,,, e，かつ% 〈’z
本国と直轄地を統治し、命令を下します。また属国には命令書

(35ページ） を出して、統治の方針を決定することができます。

命令を出すごとにその実行に必要な能力値を消費しますが巴5

ページ～）、 コマンド4：ヨii練 （27ページ）によって能力値を高め
ぜ

ることができます。また他国に攻めこんで勝った場合、能力値が

上がります （38ページ）。
きい

世界編において、寿命で死ぬカマ也国で戦死した場合、旧歳以上

の息子がいれば、あとを継がせることができます。 〈・・・・さまの

あとつぎをえらんでくださいだれになさいますか？〉という表

示が出ますので、息子の中からひとり選んでください。ただし、

あとを継いだ国王には后も子どももいません。

(b后
族長（国王）の妻で、本国のオルドにいます。族長（国王）が

オルドへ通うと、春に子どもが生まれます （32ページ）。
仕か

国を攻めとると新しい后を自国のオルドペ旦え入れるチャンス

ができますが、その国に后がいないこともあります （49ページ）。

(c）子ども

10歳以上の男の子は将軍候補にすることができ （31ページ）ま
あと 勺

た世界編では後継ぎになれます （上記）。8歳以上の女の子は、血
えA とつ

縁がない将軍候補に嫁がせることができます。結婚して血縁とな

った将軍候補は、決して裏切りません （31ページ）。

族長（国王）がオルドへ数回通うと新たに子どもが生まれます。
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子どもは5人まで持つことができます。

(d府軍候補

本国にいて将軍になる資格を持っています。また族長（国王）
せ

の代わりに他国へ攻めこむことができます （38ページ）。
けつえA

血縁の印で、ある婚姻フラク‘＊のついた将軍候補は決して裏切り

ません。族長（国王）と血縁がなt,＼将軍候補は本固または直轄地

で反乱を起こすことがあります （41ページ）。

将軍候補は5人まで持つことができます。

(e隅軍

属国を統治します。

将軍は将軍候補がなりますが、戦争に敗れた国の統治者が、服.. , 
属してそのままその国の将軍となることもできます （49ページ）。

婚姻フラグ＊のついていない将軍は反乱を起こし、独立するこ

とがあります （41ページ）。

5.一族（国民）について

(aX主民
ニうけん

仕事を持ち、国造りに貢献し、戦争のときは兵士として戦う成

年男子です。 職種には兵士、町造り、城造り、食料作り、特産自

作りの5権芸員力、あります。

春には、住民から税を徴収する一方で、兵士には金で給与を支

払い、他の住民には食糧を支給します。また、春には成年に達す

る者がいますので、住民数がわ雪功、に矯えます。

住民数を増やすにはコマンド6：人事の徴兵 （31ページ） か、
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20固・ムワッヒド朝 スルタン

北アフリカ一帯を支配したベルベル人のイス

ラム王朝。 一時はスペインにまで勢力をのばし、

東はエジプトの国境にいたる広大な領域を支配

した。1170年に首都をセビリアに移したが、 13
きか

世紀に入ると国土回復運動（レコンキスタ）が緩んに会ったスペ
すいたい

イン軍に敗tし北アフリカに後退、のちに衰退した。

21固・アイユープ朝 サラディン

1169年、サラディンはファーティマ朝のあと

を継いでアイユーフ朝を聞いた。北アフリカか

らユーフラテス河方面まで版図を広げ、 1187年
必巧かい

にはキリスト教軍からエルサレムを奪回。第3
かんぜん

回十字軍に対しでも敢然と戦い、エルサレムを守りぬき、反十字
....ラ

箪の雄としてイスラムの民の尊敬を集めた。

22国・カリフ領 カリフ

カリフは「代理者」を意味し、全イスラム教

徒の指導者という地位にあるのだが、 13世紀頃

にはそれもすでに有名無実となり、国自体の勢
てい三〈

力は衰退していた。1258年、モンゴル帝国のフ
せ のつほう

ラグは、バグダードに攻め入札カリフ領は滅亡する。西アジア
かいの勺 , ....えい

ーの大都市は壊滅し、かつての繁栄はあとかたもなく消え去った。

その後フラグは首都をタブリズに移し、 イル汗国を建国する。
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19国・日本 源頼朝
とう6ぎつ み

1180年、 i原車醇月は、ついに平氏討伐の兵を挙

げた。車醇月の父義朝が、 平治の乱で平氏に敗れ

てから20年後のことである。だが平清擁を頭領
、‘＆ 司ゆ句せい

とする平氏は未だ隆感をきわめており、車爵珂軍
aちわ のが

は相模の石橋山で戦に敗れ、海路てL安房に逃れた。瞬銅は鎌倉に
11~ .， ~ ぜAぜい ご号ぞ〈

入ってここを本拠地とし、平氏全盛に不満を持つ関東豪族の支持
ーそ

を得て、東国支配の基礎を固めた。

その後、平清盛が病死し、平氏の勢いが弱まると全国で反乱の
. ，.よし

火の手が上がりはじめる。1183年、頼朝のいとこにあたる木曽義

仲は、平氏軍を撃ち破って入京し、平氏は西へ逃れた。京では、
・＇へい ごし句かわはうおう もど

幽閉されていた後白河法皇が解放さh...朝廷内での権力を取り戻
,. ＂う ふるま

した。だか法皇は、義仲の兵の粗暴な振舞いに失望し、対立する。

朝廷から東国の支菌曜を認められた車醐は、源氏の頭領として

義仲を配下に加えようとして法皇に働きかけた。それを聞いた義
おニ かん 魯ん の何より よしっ白

f中は怒って後白河法皇を監禁する。車鷹羽は、弟範頼・義経を京へ
た必

差し向けて、義仲を倒した。この軍はそのまま平氏討伐に向い、
必んうら めっぽう

壇のi甫に平氏を滅亡させる。

つぎに後白河法皇は、車購羽が強大になりすぎたのを危慎して、

義経を使ってこれを討とうとする。しかし、義経には兵が集まら
ついげさ おうL吻令ひ句いずA ' 

ず、逆に幌朔に追撃さ札奥州平泉で討たれた。
’＂＇骨てい

後白河法皇も没し、敵のいなくなった頼朝は、1192字朝廷から
せいい 食いLa令 ＜~

征夷大将軍に任命された。ここに鎌倉幕府が始まるのである。

ゲームを始める 前 に令9

コマンド5：商人α精兵 位8ペジ） を用いて兵士数を濯やしま
わりあて

す。そしてコマンドE：割当の住民 但6ページ） で兵士をそれぞ

れの仕事に劃り当てます。
ひ ≪Aと号、・A

(b昨戦闘員

仕事についていない老人や子どものことです。その実数はつか

めません。 コマンド4：訓練 （27ページ） によって非戦闘員のう

ちで安土として動員できる比率をあげ、 コマンド6：人事α治娯
やと

(31ページ） で雇います。

一族 住民

（国民）

非戦闘員

6.能力とは

兵士

町造り

城造り

食料作り

特産晶作り

族長（国王）、将軍将軍候補はそれぞれ自分の能力値を持って

います。この能力は、コマンドを実行するたひに減っていきます

(25ページ～）。もし族長や国王に、コマンド実行のために必要な

能力がない場合には、そのコマンドは実行できません。

また能力はこれ以外にも、戦争の勝敗の判定や、外受充習が成

功するかどうカ切判定などに使われています。各能力値は高けれ
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ぱ高いほど有利です。なお、能力の最高値はいすれも999です。

族長（国王）と将軍候補の能力値はゲームを始める前に決定し

ます（14ページ）。開始後はコマンド4：訓練 但7ページ） で能力

値を上げることができます。

能力は次の5種類です。

(a~障力 族長 （国王） としての基本能力で、 内政 ・ 外政のほと

んどのコマンドに使われます。

(b削断力 物事を判断する能力です。人事や戦争などに必要。

(c陸画力 国づくりや戦争など、 企画を生み出すときに必要。

(d説得力 人を説得する能力で、外交交渉をするときに必要。

（団体力 オルドや戦争のとき、とくに必要。
ぜんと今

(f風力 族長（国王）個人が持つ戦闘力で、 外交安渉や戦争のと

きにこの数値が高いと有利です。

7.コントローラーの使い方

＋ボタン…・・力一ソ八必移動、数の入力、 HE×画面上の部隊の

配置 ・移動 ・攻撃方向の入力

Aボタン・…・コマンド・数なとeの決定

日ボタン……コマンド・数のキャンセル、取り消し
ぜAた〈

※MA IN画面のコマンド濁尺で、 〈日ボタンーキャンセル〉の

表示のときに巴ボタンを押すと、それまでの全ての濁尺が無

効になり、最初からコマンドを選び直します。
せ’L’＝〈

※ 〈はい／いいえ〉のどちらかをカーソルで遇尺するようなと

き、日ボタンを押すと、 （L¥L ＼え〉と同じ働きをします。
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16国・西夏
かえそ号

桓宗 一

一

一
一
一
一
一
一
1

一

一

L
L
E
J

モンゴル高原の統ーを遂げたジンギスカンは、

次に西夏（タングート）に目をつけた。東西貿

易で満っていたのも企完だったが、ここをおさ
せ

えて金に攻め入ろうというのが第ーの目的だっ
しんこ＇ ．。勺＂う

た。4回侵攻したが、滅亡させたのは1227年のこと。 ジンギスカ
，，.つねA

ンの没年だった。

と ばん

17国・吐蕃 サキアパ

日土蕃とはチベットの中国名である。モンゴル
ていこ〈 カシ

帝国はモンケ汗の時代に、この地のラマ教政権
ふ〈ぞ〈 ぞう

を服属させた。帝国はラマ僧を呼ぴ、仏事をお

こなわせた。これ以来、ラマ教はモンゴルと深

く結びつき、モンゴルの国教としての地位を占めるようになった。

ちなみにモンゴルの国字のアルファベット （パスパ文字）は、 パ

スパというラマ僧の手によるものである。

こうらい しAぞう

18国・高麗 神家
し句 If 11ろ

935年に新羅を滅ぽしてから14世紀末まで'457

年間続いた朝鮮の王朝。 モンゴル帝国はフビラ
げA

イの代になり、中国北部を攻めとらて国名を元

と改めた。そして元は高麗を属国とし、2度の
えAぜい わ こう

日本遠征の基地として経済的に圧迫した。その上14世紀には倭窓
幡、らいひがい すいぽう と

の襲来で被害を受け、 衰亡への途をたどった。
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13固・ホラズム ムハンマド

一時は中央アジア北西部全域を支配したこの
＇•＜ き勺

王国も、 モンゴルからきた隊商を虐殺したため

に、ジンギスカンの怒りを買い、モンゴル軍の
らいL・噌 かんら〈

来事基を招いた。サマルカンドは陥落し、ホラズ
1r~~~］ 

め勺ぽ今 勺い，，.

ムは1220年に滅亡した。進撃をうけたムハンマドは、カスピ海の

孤島まて也亡し、そこで病死した。

信い句a令

14固・西濯 チルク
町，， .. ,, .,., ゃ η勺たい健全

遼が滅ほされたとき、西方へ逃れた耶律大石

が12世紀に建てた王国。カラ＝キタイもしくは

議持とも呼ばれる。発酬には、よくイスラ

ム勢力と衝突し、これを破ったので、その頃の

十字軍は大喜びし、耳E律大石は東方のキリスト教の王ではないか
ぜいふ〈

とし、う説が広まった。西ウイグル、カラ＝ハン朝を征服し、版図

を広げたが、ナイマンから亡命したクチュルクに国を奪われた。

15国・ウイグル パルチュク

商人でおなじみのウイグルは、 12世紀の前半
ふ〈ぞ〈

には西遼に服属していた。しかし国王パルチュ
かこ〈 た

クは、西Z涯の代官の過酷な要求に耐えられず、
a， η はI.. ＜ど

これを斬って離反し、モンコツレ帝国に降った。

もともとこの民族は遊牧民だったが、オアシスに定住するよう
..て人

になると、東西交流の拠点として、また文化国家と して栄えた。

／ 
ゲームを始める前に 令 II

STA円Tボタン・・…－ゲームの開始

このほ力切コントローラー操作は、画面表示や、この 「ジンギ

スカン帝王学」にしたがってください。

1人プレイのときはコントローラーIを、世界編での複数プレ

イのときはプレイヤー 1・3がコントローラーし プレイヤーE

・4がコントローラーIIを使います。 MAIN画面では、 画面左

下に、使うコントローラー（番号）が表示されます。

・数の入力

数を入力するときは、 ＋ボタンの↑ ・↓で口～9の数字が増減

し、 Aボタンを押すと決定します。数がEケタ以上になるときは、
もど

→でケタを移動させ、反対に←で1ケタ戻せます。

例 ：「33」を出したいとき

い可，..， " . ,,,,: ・ ψ·~~イy·；、！グ字詰吋 ・可川七 ザ4

骨， 九革＇＂＂。＋ボタン↑ 3 

3 ＋ボタン→ 30 

30 ＋ボタン ↑ 33 

33 Aボタン 33（決定）

’＂＇ M却炉ゐ ，、
※ファミリー ・コンピュータ用ゲームカセット 『蒼き狼と白き牝

鹿 ・ジンギスカン』はジョイ ・スティックに対応していません。



ゲーム・スタート
ぞう＇ ＂骨

本体の電源を入れる前に、 円OMカセットをスロットに挿入し、

電源スイッチを入れてくださし1。

オープニング画面の後、 STA円丁ボタンを押し、ゲーム¢初

期設定（14ページ） にしたがってゲームを進めてください。
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11国 ・ビザンツ帝国 アレクシオス
ll")IH,. 

当時のピザンツは、封建設族の連合国家で、

自立をめざす貴族勢力が強大になりすぎて、 皇

帝の権力は弱体化していた。
おき

貧族の力を抑えて専制国家を再建しようとし

たアンドロニコス 1世の政策が失敗に終り、代わって帝位をとっ

たのがイサキオス 2世である。f皮は、逆に立族の利害を守り、 t主
ゆる お うぽ 今 Uげ

族に対する統制を緩めた。すると食族の横暴はますます激しくな

り、自立をめざす賞族の反乱が多数生じた。例えばキプロス烏に

渡り、独自の支配を始めたイサキオス・ドゥーカス ・コムネノス。

小アジア西部の町フィラデルフィアで自ら皇帝を名乗り、自分の
同 弓ぞう

名を刻んだ銀貨の鋳造をおこなったテオドロス・マンカフアース。

すでに政府にはこれらの力を抑えることは不可能だった。この

ゲームでの国王、アレクシオス 3世に政権が1度った時には、帝国
ぷAれつ υ ... 

はすでに分裂の危機に瀕していた。
ょうせい

ここに、前皇帝イサキオス 2世父子の要請で、第4回十字軍が

進軍してきたのである（1204）。コンスタンチノープルは開城し、

イサキオスとその息子アレクシオス（4世）は共同統治の皇帝と
..う，，’＆4 ＂ら

なった。 しかし、新皇帝は十字軍への報償金が払えず、さらに、

クーデターカ喋塁こってアレクシオス 4世は処刑されてしまう。次.. ，い ど耳障

の皇帝が即佐すると、十字軍も黙っていられずに、再度コンスタ
ニぅη．《 かんら〈

ンチノープルを攻略、陥落さ司会、彼らはラテン帝国をこの地に建

てたのて忌あった。
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ていこ〈

9国・神聖ローマ帝国 ハインリヒ 6世
で畠 し

第3回十字軍で溺死したフリードリヒ 1世の

子がこのハイ ンリヒ 6世である。十字軍帰りの

イギリス王リチヤード 1世を捕虜とし、圏内の

諸侯と和解した後、シチリアに向い、その王位

を得る。この国の「イタリア政策」は、 ドイツ本国の政治をおろ
お〈

そかにさせ、中央射程化による統ーを遅らせることとなった。

10固・ハンヌゲリー エンドレ 2世

ハンガリ一人 （マジャール人）は、もとは中

央アジアの トルコ系の遊牧民族である。 9世紀

終りごろに定着し、 ヨーロッパ的になり、キリ

スト教を詰草する。モンゴル帝国のパトウは、
えんせい ぜ 句，＂さつ

ヨーロッパ遠征のおりにこの国に攻めこみ （1241年）略奪の限り

を尽くしたが、オゴタイ汗が死んだため兵を引きあげ、モンコツレ
畠かん

に帰還した。

れ人ほう

12国・セルジュク連邦 ケレクパド

1055年にセルジュク ・トルコはバグダードに
に＂入城し、イスラム世界の主導権を握る。1071年

には、ピザンツ帝国軍を破り、十字軍結成のき

っかけとなった。マリク ・シャーの治世にセル

ジュク朝の領土は最大となったが、彼の死後、 草野本化し、第1回

十字軍に攻めこまれた。

l.プレイヤーの選んだ族長（国王）が死んだとき

モンゴ］レ編では、テムジンが寿命で死亡したときや、戦争で敵
11.J', 

に滅ぼされたときは、ゲームオーパーです。

世界編では、プレイヤ4 臥だ国王カヲE亡した場合、 議単

を立てることによってゲームを続けることができます（7ページ）。

ただし、本国が敵に攻めこまれて死亡したときや、旧歳以上の男

の子がいないときは、後継者を選ぶことがて”きず、ゲームオーバ

ーになります。

2.ゲームを中断するとき

ゲームを途中でやめるときは、 コマンド15：その他のセーブを

選び、データをセーブしてから同じコマンドのエンドで終わらせ

てください （39ページ）。

※セーブした内容が壊れるおそれがありますので、必ずリセット・

ボタンを押しながら電源を切ってください。また電源を入れた
ぬ

ままでは、絶対にカセットを抜き差ししないでくださし1。



ぞうせい

英雄創注

初期設定
新しくゲームを始めるときには、ますゲームの設定をおこない

ます。

l.シナリオを選ぶ

〈シナリオをせんたくしてくださしウ

シナリオは、モンゴ'JL編と世界編の2編があります。前回セー

ブした所からゲームを続けるときはデータロードを選んでくださ

い。モンゴtル編を選ぶと4.へ進みます。

2.プレイ人数を決める

〈なんめいであそびますか？〉

モンヨL編は1人プレイですが、世界編を選んだ場合、最高4

人まで同時にプレイすることができます。

3.担当する国王を選ぶ

〈プレイヤーnはだれをせんたくしますか？〉 (n = 1～4) 

モンコ〕同漏でプレイヤーが担当できるのはテムジン1人ですが、

世界編では4人の王から選べます。

あなたがなりたい国王を決めてください。
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7国・イングランド リチヤー ド1世
I. I. ......ぅ
獅子心王リチヤード 1世は、プランタジネッ

ト朝の制始者へンリー2世の3男である。

リチヤードをはじめとする息子たちは、フラ

ンス王族出身の母アリエーヌにそそのかされてη.... 
父へンリーから離反するに至る。1189年、フランスのアキテーヌ

侯領を相続したリチヤードは、ときのフランス国王フィリップ2

世と連合を組み、へンリー2世を攻撃した。追いつめられたへン

リーはリチヤードの要求を受け入オしその数日後に没する。
たいかん

同年、彼は戴冠し、リチヤード 1世となる。彼は有能な軍人で

あり、戦争好きな性格で、その関心は十字軍に向けられていた。
ていニ〈

リチヤードは神聖ローマ帝国のフリードリヒ 1世、フランスのフ

ィリップ2世とともに第3回十字軍に参加したが、フ リードリヒ

は事故死し、フィリップ2世箪は途中で帰国してしまい、苦戦を

強L、られる。聖地回復を果たせぬままにリ街念についたリチヤード

は、運悪くオース トリア侯に捕らえら札神聖ローマ帝国量議ハ

インリヒ 6世の捕虜となってしまう。

身代金を払う約束で、リチヤードは釈放された。そして、彼が

不在のあいだにフランスと組んで王座を奪おうとした弟ジョンを

ただちに進撃し、捕らえたが、リチヤードは、「子どものしたこと」

としてジョンを許七てしまう。その後もノルマンディーをめぐっ
え

てフランスとのいさかいが続いたが、 1199年、矢を受けた傷が壕
ぞ ・ぃ＂
痘になり、それがもとで死亡した。戦にあけくれた彼は、十年の

治世でわずか6か月しかイングランドにいなかったという。
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I Lだん’a令

5国・ドイツ騎士団領 ザクセン公

3大宗教騎士団のひとつ。宗教騎士団とは修

道士と騎士の両性格を持った団体で、聖地の警
む時Altい ぜい It・っ

備、巡礼者の保護、異教徒征伐が主な仕事だっ
か勺や〈

た。しかしこの騎士団は聖地ではあまり活躍せ

ず、ヨーロッパでの戸肺貢争いや貿易て常え、国家附全絡を強くし

ていった。

6国 ・ポーランド レシェク 1世
え人せい

2度目のヨーロッパ遠征時にモンゴル軍のパ

トウは1分隊をポーランドに差し向けた。モン

ゴノレ箪は破竹の勢いで進軍し、ポーランドの国
し＂－＂•令

境を越えて、シレジアに侵入する。それを待ち

受けていたのがドイツ ・ポーランド連合軍である。しかし、機動

力にまさるモンゴル寧は自脳陣を動量した。これをワーノレシュタ

ットの戦いという。

8国 ・フランス フィリップ2世

ltL－；＝；~＇~I 国力の弱まっていたカペー王朝を立て直した
そんげ L

のがこの尊厳王、フィリップzt佐である。彼は、
もど

フランス西部をイギリスから取り戻すために、

リチヤード Ii堂、 ジョン王と争い、これに成功
は”A

した。また、アルビジョア十字軍を派遣して南フランスにも王＋径
ほ う刊A ... 

を伸ばし、封建王政の基礎を固めた。

初期設定③15

4.人物の能力を決める

プレイヤーの国に登場する人物（主人公と4人の将軍候補）の

能力の基本値を設定します。

まず、 （5に人ののうりょくをじどうてきにきめますか？〉に

答えてください。はいを選ぶと5人分の能力がまとめて表示され

ます。この値でよければ、 〈これでよろしいですか？〉にはいと答

えてくださし1。決め直したいときはいいえを選べば何度でもやり

直すことができます。

最初の質問にいいえと答えた場合は、 1人ずつ能力を決定して

いきます。ひとつの能力ごとにAボタンを押して妻安字を止めてく

ださし1。〈ぷりよく〉 まで数字が決定すると、 〈これでよろしいで

すか？〉 と聞いてきます。いいえを選べば、やり直すことができ

ます。

ここではいなら、 〈つぎに1007代イントをかくのうりよくにふり

わけます〉 と表示されます。 Aボタンを押すと1ポイント、日ボ

タンを押すと10ポイントが能力値に加わり、ボタンを押しつづけ

ると遭続して数カ1加わります。他の能力に進むときは＋ボタンを

使います。

旧日ポインドを加えおわると、 〈これでよろしいですか？〉と表

示されます。はいを選ぶと次の人物の能力決定に進みます。 いし1

えを選ぶと、ひと能力ごとにAボタンで数値を決めるところから

やり直しです。

これらの動作を5人分繰り返し、すべて終ると、 〈のうりよく

ちはすべてよろしいですか？〉と表示されます。ここでいいえ
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を選ぶと、1人目の主人公の能力をAボタンで決めるところまで
もど

戻ります。

5.コンビュータの強さを決める

〈ゲームレベルは いくつにしますか？〉

l 2 3 4 5 

（よわし＼） （つよし＼）

ゲームの難しさを決めます。 1～5までで、書効『大きいほど難

しくなります。

6.設定の確認をする

〈すべてよろしいですか？〉

決めたことがらが、これでよし1かを確認します。

いいえを選ぶと l.に戻り、最初からやり直します。はいを選ぶ

と、ゲーム ・スタートです。

中世列国秘史φ61

せAぞう

2国・金 宣宗
じaL.<. 

金は、1115年、女真族がたてた国て込ある。こ
”a令 USら そ今 せ

の満州の小国は、遼を滅ぽし、宋に攻めいり、
せ，L句a令 えAけい ぺ’t

その北部を占領し、燕京（今の北京）に首都を

定め、中国文化を取り入れるようになった。
ニ弓ていえいL1 1 .H •うころ しAに・・ー

しかし第7代皇帝衛紹王の頃からモンゴル帝国の侵入が始まり、
かい111 1tA. と よ ~

次代宣宗のとき、開封に遷都を余儀なくさオし 1234年、モンゴル

と南宋の連合軍に滅ぼされた。

3国・クマン族同盟 パスチカン
えんせい

配下ジェベとスブタイの遠征によって、この

地方もジンギスカンのものとなった。1225年、

遠征軍はモンゴルへの帰途についたが、長子ジ

ュチはこのキプチャク草原に残り、病延する。
かんζ 〈

f皮の息子パトウがこの地にキフ。チャク汗国を建国するのはその

18年三後：グ〉ことてもある。

4国・キエフ公園 フセポロト 3世
のが

敗走するキプチャク人はキエフ公国へ逃れた。
L aこう

ロシア諸侯は会識を聞き、彼らと共同してモン
むか 号

ゴ1レ軍を迎え討つこととなった。1223年、カル

カ河をはさんで両者の死闘が始まる。結果はロ
た必 ひきん

シア側の大敗で、 9万の兵の90%が倒されるという悲惨なものだ

った。
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1国・モンゴル帝国 ジンギスカン
こと l,.k 1u,;q,.1i 

一ーーヒ天より命ありて生まれたる蒼き狼あり

き。その妻なる惨向き牝鹿ありき大いなる湖を

渡りて来ぬ。

これはモンコツレ民族の起源を語った伝説であ

る。神命を受けてと主まれた痕が、白く美しい牝鹿を妻とし、湖水

を渡ってやってきたという。のちにジンギスカンとなるテムジン
』Zζ .ζが、•I!

も、この話を聞いて育ち、この誇り高き仮に憧れを抱いていた。

1155年、テムジンはポルジギン氏族の長、エスゲイを父として
＂うさ 勺

生まれた。しかし、父は彼の幼い頃に謀殺さh.、部族の者は去り、
ニん..令

テムジンとその母、兄弟だけが残された。家族は困窮し、他の部
むら つら

族からは狙わ札辛く苦しい日々が続いた。それでも彼は、不届
ゅうかA せんとう

の精神を養い、勇敢で戦闘的な若者に成長する。
いい金制f むか

テムジンは17歳になり、 言午嫁ポルテを妻に迎えた。その後、ポ

ルテをメルキト族に奪われると、ケレイト族の トオリオJl/i干や、

旧友ジャムカの域を得て、メルキトをれ総こ成功する。

トオリオル汗と同盟を絡んだテムジンは他の部族を共同て舗し、

勢力を広げていった。しかし、テムジンがモンコ・ルの晶暑となる
き

ためには、 トオリオルも避けられぬ敵だった。

かつての盟友をも倒し、モンゴル高原を統ー したテムジンは、

クリルタイ（大鋪）によってジンギスカンの絹を得て、モン
こうてい えAせい

コツレ帝国の皇帝となる。そしてモンコツレ高原の外へ遠征を開始し
ζζ弓.，＿，，与可の－ ll'-. ぜいふ〈 ~ 

たが、 1227年、志半ばで没する。だがモンゴル寧のf正月尉也は彼の

死後、息子たちに受け継がtL.さらに広がっていくのである。

覇権在握る 10

MAIN画面

＋ボタンの右力、左を押すことによってマップ（地図）画面に切

りかわり、国のデータの代わりにそのシナリオの地図がE期つれま

す。マップ画面でも命令を出すことができます。

＠ 

。

a)MA I N画面

b）マップ画面
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． 統治国名（マップ画面上で国番号が点滅しています）。

信いれ・

＠現在の西暦と季節。

．統治者の名前と混入名の下に 〈ほ人ノきよち〉と出ていれば、

そ似ヨは本国で、表示されている統治者が族長（国王）です。

〈ちょっかっち〉であれl式統治者はその国にはいません。

人名だけのときはその国は属国で、統治者は将軍として派遣

さ才しその国を治めていることを意昧します （6ページ）。ここ

に事マーク＠酎因フラグ、 31ページ） があれば、その将軍は族

長（国王Jと血縁関係にあり、決して裏切りません。

＠国の状態。

＠コマンド一覧。

＠この輔自の残り命令数。

＠季節ごとに変動する基科腸。基科目場は商人との取り引きレ

ートlこ越し、高いと剖捌砂駅、低いときは物価が安い

ことを意昧します。

＠使用するコントローラー。

中世列園秘史
モンゴル帝国の侵攻、そして十字軍の遠征。

「蒼き痕と白き牝鹿・ジンギスカン」は、

中世の2大事件を背長にしている。

l党界編に登場する国々は、

いかなる興亡の歴史を

たどっただろうか。
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戦闘コマンドア・ていさつ（偵察）

(l)ちす（地図）

戦場圏全体の略図を見ることができます。

黒地lこAのマークが量動l即隊同じくDのマークカ守備側部

隊です。見終わりましたら、伺かボタンを押してください。元に

戻ります。

(2）へックス

＋ボタンで澗を動かして、暢国全体の肺と、機国の出
て勾合い

現 ・瓶毘ポイントを見ることができます。

見終わりましたら、 Aボタンか巳ボタンを押してください。

1.きん（金）

その国が保有する食糧

兵役についている住民の数

その国で生産可能な特産品

町造ηをおこなう住民の数

減造ηをおこなう住民の数

食事付乍ηをおニなう住民の数

特産品作りをおこなう住民の数

その国の治安度

その国の絃斉の豊かさ

域の防調喧

住民全体の武装度

住民全体の訓練度

現在所有している金の量を表わします。
九けぜい

毎年春α淵税で増えると同時に、兵士への給与として支払わ札

減少します。国の税率や経；斉力によって徴税額は左右されます。

金が足りない場合は兵士妥妨.~~成ります。
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2.しょくりょう（食糧）

現官斤有している食物の量を表わします。

食糧は、秋に収穫さ才l、春に住民数の半分の量カY主民に支給さ

れます。収穫量は、食料作りに割り当てられた人数の1年間の合

計ですが、戦争て散に略奪されていると減ってしまいます。また、
ひか〈 ほうだい

モラルカY底下していたり、住民数と比較して膨大な量の食糧を所
＇＂句＂とう＇－＇＂

有していると、食糧盗難が起こるおそれがあります。

3.へいしすう（兵士数）

兵役についている住民の数を表わします。

コマンド5：商人の傭兵 (28ペジ）、またはコマンド巴：人事

¢撤兵（31ページ） で兵士数を僧やせます。

4.とくさんひん （特産晶）

その国で作るととのできる特産自の晶目をイラストで表わして

います。 （特産晶 ・武器の一覧、 28ページ）

5.まちづくり（町造り）

町造りをおこなう住民の人数を表わします。
えい..令

この数は、季節ごとの経済力の上昇に影響しています。

6.しろづくり（城造り）

捕重りをおこなう住民の人数を表わします。

この数は、季節ごとの抗め強さの数値の上昇に影響しています。

戦闘コマン ド解説令57

猟をおこなうことができます。

次の 1日は狩澗に費やしますので、そのときには命令を受けつ

けません。補試をすると資遍が手に入ります。

戦闘コマンド5・たいきゃく （退却）

戦場固と隣接する国が自国の場合、その国へ退却することがで
てー，たい

きます。ただし退却したい園の出現・徹退ポイントにその部隊が

いなければなりません。

将軍候補を最高の5人まで持っている族長（国王）が自分の属

国へ退却すると、その属国を統治している将軍は、野へ下ってし

まいます。

本隊が退却すると、戦争は終了します。そのとき、 戦場固に昧

方の部隊カヲ支っていると敵の兵力となります。

戦闘コマンド6・じようほう（情報）

(l)ぷたい（部隊）
こうIf&

攻撃・守備側の各部隊の正確な兵士数を知ることができます。

(2）たいしよう（大将）

攻撃・守備倶ゆ総大将の能力を見ることができます。

(3）さくせん（作戦）
ぷ＂＇

戦場国の蹴倒釜さおよびモラル、攻撃・守備側の武装度 ・司｜練

度を見ることができます。
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電聖人とう

戦闘コマンド3・たいき（待機）

現在のHE×上に部隊を待機させます。

待機すると機動力が1上がります。機動力の上限は、騎馬隊が

15、それ以外は13です。

せAとう

戦闘コマンド4・こうさく（工作）

(l）こうふく（降伏）

敵に降伏を勧めます。ただし本隊どうしカ月接しており、勝敗が

ほぼ決定している場合のみです。

(2）えんぐん（援軍）
η，， ... 勺

戦場国に隣接する自国に金と兵士があるとき、本隊は、1回の戦
え＂－ ~＂－

争中、1国につき1度だけ援軍を要求することができます。この
てー、，とい

場合、援軍を要求したい国の出現・蹴思ポイント （48ページ） に

本隊がいなければなりません。援軍は要求してから3日後に到着

します。ただし遥極を持ってくることはできません。また、要求

した数の兵士がすべて来るとは限りません。

(3）りゃくだっ（略奪）

r~動買l防本隊にかぎり、 敵の町に入って揺轟をおこない、食糧
を得ることができます。

守備倶｜ゆ部隊は自分の町で略奪することはできません。また、

MAIN画面上で臨時撤収をお乙なっていると、その国の町では、

次の秋がくるまで略奪ができません。

(4）しゅりょう（狩猟）

敵部隊と隣接しておらず、森にいるときに、すべての部隊は狩

国力総覧令21

7.しょくりょうづくり （食料作り）

食料作りをおこなう住民の人数を表わします。秋にはこの食料

作りに割り当てられた人数の1年間の合詑量が収穫されます。

8.とくさんひんづくり（特産晶作り）

特産自作りをおこなう住民の人数を表わします。秋には、この

仕事に劃り当てられた人数の1年間の合計量が収穫されます。

※以上3.兵士数ならびに5.町造り～8.特産晶作りは、コマンド
わ句あて

2：割当の住民 巴8ページ） によって住民配分をおこなうこと

て増減します。

9.モラル
住民の道徳民観念を表わした、その国の治安度です。

この数値力漕いと内乱 （41ページ） カ暁生しやすくなり、春の

繍寺lこ、税を納めない蓄が出ることがあります。

数値は、毎春自動的に低下します。また徴兵したり、住民配分

で兵士の害u合を極端に上げたり、臨時徴収をしたり、税率を上げ

たりすると、下がります。数値を上げるには、コマンド3：分配

(26ページ）によって住民に施しをしてください。 コマンド 1：税

金の税載量（25ページ）で税率を下げたときもよがります。

10.けいざいりよく（経済力）

文字通り、国の低済の豊かさを表わします。

齢織金額に融かかわる数値ですので、高けれl謂いほど
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徴収額も増えます。町造りの人数が、季節ごとの数値の上昇に影

響しています。あまり人妻効司、ないと数値カY底下します。また臨

時徴収をすると数値は下がります。

11. しろのつよさ（城の強さ）

その国にある城の防御効果の高さを示します。

数値が高いと城の守りが強力です。城造りの人書妨人季節ごと

の数値の上昇に影響していて、あまり人妻妨『少ないと逆に数値は

低下します。 HE×戦で城を攻撃されるたびに数値は下がります。

12.ぶそうど（武装度）
ぷ..今

その国の住民がどれだけ武装しているかを示します。

数値が高ければ戦争で有利になります。武装度を上げるには、
と勾ひ§

商人との取引 （28ページ） で主情書を買ってください。高価な武器
せんぶ

ほど武装度が上昇します。購入できる武器は、短笑止長剣、戦斧、

槍、矛、メ〈薬の巴種類です。徴兵や傭兵をしたときはその人数に

応じて数値が増減します。毎冬に数値は低下します。

13.くんれんど（訓練度）

その国の住民がどれだけ鍛えられているかを示します。

コマンド4：訓練の兵士 （27ページ）で数値は上がります。数

値が高いと端時！こ有利です。悔や傭兵をしたときは人数に応

じて数値が糧減します。また、数値は毎夏に低下します。

ベ

戦闘コマン ド解説令55

(3）いっきうち（一騎討ち）

本隊の大将どうしがl対1て蛾います。

部隊の兵力よりも、大将の能力差が勝販を決します。
'>4ぜ勺

本隊どうしカ可磯接しているとき、1度だけおこなうことができ
...、かっ~

ます。ただし直轄地の本隊ではできません。相手の能力カ1¥jgすぎ
‘『 S 号、‘ど

る場合には、一騎討ちを挑めないことがあります。また、一騎討

ちに応じない場合は断わった側の統率力と武力が半減します。一

騎討ちに勝つと、 敵将を捕らえることができます。また捕らえる
ね がえ

、 ことができない場合でも、敵兵士の約四%の者が寝返ってきます。

(4）ふくへい（伏兵）

部隊をHE×上から一時惑し、この剖破力t隠れているHE×lこ
と会り c.＜.に命令 ニう，，.
隣あう6HE×に敵カY蔓入したとき、攻撃を加えます。

歩兵隊だけが持つ攻撃方法ですが、本隊が歩兵隊の場合、 この

攻撃はできません。訓練度の数値によって、 1回の鵬首乃践

できる回妻女が決まります。

伏兵中の部隊に出せる命令はたいき（待掛 とかし1じよ（解附

のふたつです。伏兵を続ける場合は待機を、やめる場合は解除を

選んで、ください。

移動の時のやり方で、伏兵させるHE×を選んで下さし1。ただし、

移動せず、その場に伏兵させる場合は、 ＋ボタンの上か下を押し

て、矢印が出ていない状態でAボタンを押してください。

なお、敵部隊に隣接するHE×lこは伏兵できません。



54 °~許帝王学戦術編＠

1部隊が複数の部隊に分散するための移動です。

分散移動は、機動力に関係なく分散のためのlHE×しか移動

できません。

機動力が13以上の騎馬隊 11以上の歩兵隊 ・弓矢隊がこの移動

をすることができます。分散移動によって発生した部隊は、それ
せAとう

ぞれ独立し、次のターンからは沼u々の戦闘コマンドカY吏えます。

分散移動は、ま苦づ士融したい兵士数を決定し、次に移動方向を

入力します。ごれを分散したいだけ繰り返します。ただし、すで

に10部隊あるときは、それ以上に増やすことはできません。終わ

りましたら巳ボタンを押してください。

金At J、
戦闘コマンド2・こうげき（攻撃）

(1）つうじよう（通常）

通常の，.r~量で・す。
攻撃したい方向を入力して下さい （52ページ）。

(2）えんきょり（遠距離）

lHE×離れた敵を攻撃します。

弓矢隊だけに可能却交撃です。
ぷ .f"-i

武装度によって攻撃回数に制限

が加わります。また、敵に命中す

るかどうかは訓練度の高低により

ます。攻撃方向に敵部隊がいなく

ても攻撃を実行したとみなされま

す。攻撃方向を入力してください。
0印のHE Xか沼恒酢文筆の可
能なHE Xです。

帯主統治学＠

政・外政コマンド一覧
プレイヤー倒E当する族長（国王）は、命令を1回実行するご

とに、以下に述べるコマンド実行に必要な能力値を消費します。

必要な能力値が不足していると、その命令は実行できません。

l.税金一一一一「一 税率変更 ：税浮の般定

Lー 臨時徴収 ：臨時に税を徴収

己割当一一一一「一 住民 ：仕事への住民配分

Lー 兵士：部隊への兵士配分

3.分

4.司｜｜

5.商

6.入、

配一一一一「一 金：住民への施し
トー 食糧： II 

」ー 特産品 ： II 

練一一一一「一 兵士 ：訓練度を上げる

トー 将軍候械：能力値の上昇

トー 自分：族長 （国王）の能力値上昇

」ー 非戦闘員 ：動員可能比率の上昇

人一一一一「ー 売η：食糧・特産品を売る

トー 買い ：食糧・特産品 ・武器を買う

」ー 傭兵 ：兵士を雇う

事一一一一下一 異動 ：将軍の交替・派遣など

トー 抜嬉 ：将軍候補の愛用

トー 降格 ：将軍候補の降格

トー 王子 ：王子を将軍候補にする

トー 婚姻 ：娘を将軍候補に嫁がせる

」ー 徴兵：非戦闘員を兵士にする
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7.オルド ：后との聞に子供をつくる
8.情報 一一一「一一 各国 ：各国の状況をみる

ト一 人物：各国の統治者をみる
ト一 同盟 ：同盟国一覧とその期限
トー 将軍候補：将軍候補の能力値
ト一 子供：子供の年齢・性別
」ー 在庫：特産品のリスト

8.移動 一一一一「一 自分：族長 （国王）の移動
トー 住民：住民 （兵士も含む）の移動
トー 金：金の移動
トー 食糧：食糧の移動
」ー 特産品：特産品の移動

10.属国： 属国に命令書を出す
11.外交 一一一一T一 属国になれ：弱い国を服従させる

トー 貢ぎ物をよこせ：資産要求
」一 同盟を結ぶ：不戦の同盟

12.スパイ 一一一一「一 他国をさぐる ：情報収集
トー 破事舌動： ：械の破壊と経済力の低下
トー 暗殺：他国の統治者の能力を下げる
」ー 園内痩査： i敏スパイを捕らえる

13.戦争：他国に攻めこむ
14.何もしな（，＼ ：命令を出さない
15.その他 一一一一「ー セーブ：ゲームの状態の記録

ウェイト：表示時間の調整
音楽： BGMのオン・オフ
効果音：効果音のオン・オフ
静止画：静止画のオン・オフ
アニメ：アニメーションのオン・オフ
戦場：他国のHE X戦を見る
エンド ：ゲームの終了

戦闘コマンド解説や53

ょの掴ま矢の
川町

訊

日攻

艶

動

に

移

う

＠－－－－－－＋ボタンの右を押す

＠・・…－＋ボタンの左を押す

せAとう

戦闘コマンド 1・いどう（移動）

部隊を別のHE×に移します。

HE×戦の各部隊は、それぞれ機動力を持ち、機動力がなくな

るまで地形HE×上を移動することができます （46ページ～）。

しかし、敵部隊に隣あうHE×を通通しようとすると、 機動力
η＂＂つが残っていてもそのHE＞くで止まってしまいます。ただし隣接す

る敵部隊兵士数の4倍以上の兵士を持つ部隊に限って、この侍！節句

を受けません。

前ページのやり方で移動させてください。

(l)ぜんぐん（全軍）

その部附べてが移動します。 2舗で止まるときは巳ボタンを

押してください。

同じタイプ¢昧方の部隊と、同ーのHE×で合流し、 複数の部

隊の兵力を1部隊に集中させることができます。他の部隊と合流

しますと、機動力カ喋っていてもそのHE＞くで止まります。

(2）ぷんさん（分散）

'I 
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戦闘コマンド解説
いq • d’ ”・《どっ

このゲームには一騎討ち、略奪などさまざまなコマンドがあり

ますが、実行できる部隊が限られているものもありますので注意

してください。
ぜんと 今 、＂＇・た 〈

※単欄コマンドを濁尺するさいに巴ボタンを押すと、コマンド表

示が消え、その部隊のまわりの地形が貝わたせます。なにかボ
むど

タンを押すと元に戻ります。

・移動 ・技量の加の決め方

HE×戦の移動 ・方向決定におけるコントローラーの使い方
と〈し内

は特殊ですので注意してください。
てんのつ

＠部隊が点滅しているとき、 ＋ボタンの右を押すと、点滅が消

え、矢印がE尉つれます。 ＋ボタンの上か下を押すと元の点滅
もど

状態に戻ります。

＠矢印がE期つれているとき、 ＋ボタンの右を押すと、矢印が時

計回りに動きます。左を押すとその逆に回ります。 Aボタン
ふ〈へい

を押すと矢印の方向へ移動（攻撃伏兵）します。
えJ..~ J:η 

＠全軍移動 ・遠E臨攻撃のとき、点滅の状態でAボタンを押す

と、コマンド表示が消えて、部隊の位置が見やすくなります。

そのとき＋ボタンの右か左を押すと、 。と同じように矢印が

現わ才しそのまま移動や攻撃ができます。表示を再び見たい

ときはAボタンを押してくださし1。

帯主統治学＠

内政・外政コマンド解説
全コマンドのうち、人事 ・情報 ・属国 ・外交 ・スパイ ・戦争で、

せ＂，ヒ 〈

相手国を指定しなければならないときは、濁R可能な国の番号が

マップ画面で表わされます。この中より＋ボタンで選び、 Aボタ

ン台東定してください。それ以外の国はi盟尺できません。
' · • qか勺 島

なお、※印のついたコマンドは直轄地では実行できません。

l.ぜいきん（税金）

(1）ぜいりつへんこう（税率変更）

実行必要能力 ・統率力5 説得力5
川、ぜい へ人こう

毎年春におこなわれる徴税¢糊率を変更します。

1%から100%まで設定が可能ですが、口にすることはできませ

ん。税率は、プレイヤーが希望した数値にすんなり決まるとは限
.k.klJl;I 

らず、また数値を大幅に上げても、徴移舗がいきなり増えるとい

うことはありません。税率の変更にともなって住民のモラルが変

化します。

(2）りんじちょうしゅう（臨時数収）

実行必要能力 ・統率力旧説得力10

国の財源が苦しいとき、秋を基点として、 1：年に 1回かぎり、

臨時に税を嶺i反することができます。

徴収司自顕l割問に表示されますので、姿停を入力して下さい。

臨時徴収をすると、モラル ・住民数 ・経済力が減少します。
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2.わりあて（割当）

実行必要能力 ・（1)但）ともに統率力5 企画力5
(1)じゅうみん（住民）

住民を各仕事に割り当てます。

摘糎には、兵士・町造り・城造り・食料作り ・特産品作りの5
へんこう

種類があります。住民配分表が表示されますので、変更したい仕
＂＂た 〈

事を濁尺し、希望する数値を入力してください。兵士数は他の仕

事の残り人数という形で表わされます。あまりにも兵士にかたよ

った配分をすると、モラルカY底下します。振り分けが終わったら

巳ボタンを押してください。

(2）へいし（兵土）

各部陳カ割合（%）を変更します。部隊は本隊から第日部隊ま

で全部で10部隊あり、本隊の部隊番号は口で表わされます。兵士

配分表が表示されますので、変更したい部隊番号を選び、希望す

る割合（%）を入力してください。このあと部隊の属性 〈きぱ／

ほへl＼／ゆみや〉を決定します（47ページ）。振り分け力1終わった

ら巳ボタンを押してください。

3.ぷんばい（分配）

実行必要能力・企画力5

金 ・食糧 ・特産自（特産自の場合は、その国で生産しているも

ののみ）のうちから lつを選んで、住民に分け与えることにより、

住民のモラルを向上させます。

向上する度合は住民数と分配重から決定されます。例えば10人

帯主学戦術錦＠

戦闘コマンド一覧

1 移動一て立

制
融
制
動

乱

…叩
…諸

君

2
d

τ
τト

」
て
」

τ

2. J:交

3.待

4.工

5.退
6.情
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＠旧統治匡防統治者決定

＠で 〈せめこんだもの〉を選んだ場合は、もとの国の統治者
せAた〈

を 〈しようぐんこうほ／ちょっかっち〉より濁尺します。
”・ぅι．令

＠優秀な人材を将軍候補にするかどうか
せ

攻めこんだ国にも優秀な人材は存在します。これらの者を将

軍候補にするかどうか決定します。ただし将軍候補がすでに5
人いる場合、この濁尺はできません。

た釘

※複数α酒を治める族長（国王）を倒しても、領地となるのは本

国だけで、属国と直轄地は手に入りません。

(2）守備側が勝った場合

敵将を捕らえているときだけ敵将の処置を決定します。
、，、...勺

(3）内乱や反乱を鎮圧した場合
ふ〈ぞ〈

昔謀者の処置を決定します。反古ω首謀者は、服属させて再び
もど

将軍候補に戻すことができます。

※戦争 ・ 内乱・反乱を鎮圧したときは、モラルカ＇＂~下しています。

(4）戦争に負けたとき

戦争に負けて族長（国王）力演正月リされた場合、ゲームオーバー
勾Aせっ

となりますので、負けそうになったとき、隣接する自国があれば

早めに退却した方がよいでしょう。

ただし、世界編において国王が攻めこんで負け、伎町リされた場
あと 勺

合、本国に旧歳以上の男子がいるときに限って、 後継ぎを選んで

ゲームを続行することができます （7ページ）。

内政・外政コマンド解説や27

に金10を分配すると、旧O人に金旧を分配したときにくらべて10倍

分の向上を見こめます。分配したい数値を入力してください。

4.くんれん（訓練）

(l)へいし（兵士）

兵士の訓練度を上げます。

実行必要能力 ・統率力5

わ句あて

兵士の人数は、 コマンドE：割当の住民（26ページ） によって

変えることができますので、兵士としての訓練度を高めるには、

住民全体をヨ｜牒する必要があります。したがってこの数値の上昇

する度合は住民数によって左右されます。

(2）しようぐんこうほ（将軍候補）※

実行必要能力 ・説得力5
将軍候補（臼ページ） の各能力（8ページ） を向上させます。

ぜAた〈

将軍候補のうち、誰のどの能力を訓練するカ＼濁尺してくださ

い。その数値が上がります。コマンド 1回につき 1人の1能力し

か訓練できません。

(3）自分※

実行必要能力 ・なし

族長（国王）である自分の能力値を向上させます。

どの能力（8ページ） を訓練するかを遇尺すると、その数値が

上がります。コマンド 1回につき、 1能力し力、訓練できません。
ひ健人と今いAω）非戦闘員

実行必要能力 ・説得力5
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動員可能比率を上昇させます。

このゲームでは、仕事についているのは丈夫な男性ばかりです
せAと今

が、実際には彼ら以外にも老人や子供といった戦闘に向かない人

人も存在します旬開描司員、 9ページ）。 非戦闘員のうち徴兵でき

る人数の害~合を示したものが動員可能比率で、 彼らを司｜｜練すれば、

この比率が上がります。比率は最大で50%です。

5. しようにん（商人）

実行必要能力 ・（l)(2) (3）とも判断力5

商人には中国商人・イスラム商人・ウイグル商人がおり、それ

ぞれ独自の取引レートを持っています。国に商人がいるときには、

食糧 ・特産自の売買と武器の購入、兵士の雇用ができますが、商

人はいつもいるわけではありません。取引はそのときの相場にし

たがっておこなわ才1...(l涜、（2）買では相場の一覧表が表示されま

す。商品は全部で17品目です。 （特産晶 ・武器の一覧、 次ページ）

(l)うり（売り）

所有している食糧 ・特産昂を売ります。

(2）かい（買い）

食糧 ・特産昂 ・武器を買い入れます。

一度買った武器を売ることはできません。また兵士の人数はコ
ねりあて

マンドE：割当の住民 但6ページ） によって変えることができま
ぶそう

すので、武器を買うことで上昇する武装度は、兵士数ではなく全
えい・a令

体の住民数に影響されます。

(3）ょうへい（傭兵）

司

・6

H E×戦の規則や49

また、攻撃倶｜防戦闘可能な残り日妻妨泊になった場合は、守備

倶uの勝ちです。ただし、この場合は攻撃｛則を追い払ったにすぎず、

攻撃側の兵士と総大将は、食糧を持って自国へ帰ってしまいます。

攻撃側と守備側の両方が同時にいずれ力、の勝利条件を満たした

場合は、自動的に守備練lゆ勝利となります。この時、攻撃側の総

大将は、敵に捕らえられてしまいます。

6.戦後処理

(l)攻撃側が勝った場合
ぜ

攻めこんだ国が勝っと、戦場となった国はその国の領地となり

ます。その場合、次の処理をおこないます。処理はすべておこな

うとは限りません。

‘慨をオルドに入れるかどうか
ひの trl>・ ... 

捕虜として捕らえた相手国の姫をオルドの中に迎え入才L后

にするかどうカゆ決定をします。

＠戦場国の統治者決定

新たに領地となった国の統治者を決定します。〈まえのとうち

しゃ〉を選びますと、敗れた敵将は自国の将軍となり、そのま

ま国を治めます。

＠鞍将の処置決定

捕らえた敵国の族長（国王）または将軍の処置庖決定します。

〈しようぐんこうほ〉を選びますと、敗れた敵｜寺は自国の将軍

候補となります。ただし将軍候補がすでに5人いる場合、この
ぜんた〈

遇尺はできません。
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3.配置
配置は攻撃側が先におこないます。

攻撃側部隊は、自分の国番号がついているHE×lこ配置します。
て「たい

このHE×を出現 ・徹退ポイントと呼び、攻撃 ・守備両国の国境

付近にあります。守備側は、攻撃侭lゆ出現 ・撤退ポイント以外の

HE×でしたら、どこへでも配置できます。

配置の方法は、 ＋ボタンでi滅するHE×を動かし、 Aボタン

で7夫定します。

信んとう

4.戦闘

攻撃側から命令を出します。命令は本隊から順に、各部隊がl

つずつ出していき、攻撃 ・守備側とも終えたら、 1日が終りです。

このl日を1ターンといいます。戦闘日数はコマンド13：戦争（37

ページ） を溜尺したのカ可司回目の命令力、によって変わってきます。

1回目の場合、 90日間の戦争が可能です。 E回目であれば'60日間、

3回目ですと30日間です。
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(el敵の総大将を一騎討ちで捕らえたとき

に勝ちとなります。

内政・外政コマンド解説令29

特産品・武器の一覧

室主毛皮品首歯車 、短期
η 絹缶卑ガラス＼長剣

ぽ宝石 守宅、 織物想＂＇ 鱗

購買鋪論点香料、文溢

週間 旬。 ＼ 
』Zこ

食料 矛

調木工昂 ．．． 火薬
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ニよ弓

兵士を雇います。兵土を雇うと兵土総数は増えますが、雇用し
ぶぞう

た人数に応じてモラル ・武装度 ・副限度が変化します。

。その部隊の部隊番号が表示されます。本隊はOか＊で表示さ

れており、口であれば族長（国王）がいることを慧昧します。

牢であれば直轄明日隊か配下の将軍です。第1部隊は本隊で

はありません。6.じんじ（人事）

将軍および将軍候補 （日ページ） に関する人事をおもにおこな

います。

(l)いどう（異動） ※

実行必要能力 ・統率力5 判断力旧 企画力5

＠その部隊の属性をグラフイツクで表わします。部隊の属性は

以下に示す3タイプがあります。

a巴色 騎馬隊
rL』1、

ii~~＼ 基本機動力 10 

／頻隊 一一一

吋
は

ま
で
し

地

下
平

唱。h
u

す

力

一
一
輔

て

は

れ

で
ぐ

山

す

・

に

森

力欄

航

れ間 や議 出 （6ページ） 明軍の緩をおこないます。

＠しようぐ人のこうたい（将軍の交替）

属国統治者の交替、属国と直轄地2の交替などをおこないます。

交替したい将軍の統治国番号をマップ画面で選んだ後、新統治

者を 〈しようぐんこうほ／たこくのしようぐん〉のどちらからも
せJ..’，，

ってくるかを選択します。〈しようぐんこうほ〉の場合は希望する

人物を、〈たこくのしようぐん〉の場合はその将軍が現在統治して

いる園番号を選んでhください。

＠しようぐんのはけん（将軍の派遣）

族長（国王）の代理として将軍をj照遣します。

j病室先は統治者のいない直轄地だけということになります。希

望する国の番号を入力後、j同室する人物を将軍候補の中から選ん

でください。派遣先の直轄地は、この命令によって属国になりま

す。

＠そ、っこくをちょっかつに（属国を直轄に）

配下が治めている属国を直轄地にし、直接、族長（国王）が命

(55ページ） という持嵐長量をおこな

うことができます。

基本機動力 ・日

ぇ，＇＂＇ ・》
lHE×先の敵を攻撃する遠E間住攻

撃 （54ペジ） をすることができま

す。

基本機動力 ・日

体
材

＠兵士姿妨t実際のl／旧の数値で表わされます。そのため兵士数

が旧来高の時口と表示されます。

＠その部隊のいる地形です。
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(5）；毎（湖）

（巴町

（ア版

移動すると著しく兵士書妨1減少します。

必要機動力 ・8

圏 …明効果的情くなりま
す。

必要機動力・ 4

r:ij;.一一、 最も守備効果が高いのですが、攻撃を受

l・~曹 けると次第に低下していきます。

区長苫ミ当 必要機動力・ 5

2.それぞれの部隊

各部隊は、それぞれ機動力という数値を持っており、 lHE× 
移動するごとに、その地形を移動するのに必要な機動力が引かれ

ていきます。

＠ 

＠ 
＠ 

内政 ・外政コマンド解説や31

令できるようにします。

直轄地にしたい国番号を選んでください。

(2）ばってき（抜擢）

実行必要能力 ・統率力5 判断力旧企画力5
ぞうき〈 II－，て8

兵士の中から人材を捜索し、将軍候補として抜擢します。

将軍候補は5人までで、それ以上持つことはできません。

(3）こうかく（降格）※

実行必要能力 ・統率力5 判断力旧企画力5
将軍候補であった人物を、ただの兵士に格下げします。

一周奪格した者を再び将軍候補にすることはてーきません。

伺）おうじ（王子）※

実行必要能力 ・統率力5 判断力旧企画力5
族長（国王）の子どもを将軍候補の1人にします。

将軍候補になれるのは10歳以上の男の子だけです。

(5）こんいん（婚姻）※

実行必要能力 ・判断力10 企画力旧
とっ ニJ弘、‘’t

族長（国王）の娘を将軍候補に嫁がせ、婚姻関係を持ちます。

娘をもらった将軍候補は婚姻フラク＇ ＊が表示さ才し 族長（国王）
け，，＇－＇・

の血縁になります。 ＊がついている将軍や将軍候補は絶対に裏切

りません。族長（国王）の子どもや兄弟である将軍候補は血縁で

すので、はじめから牢が表示されており、娘を障がせることはで

きません。嫁がせることができるのは8歳以上の女子だけです。

(6）ちょうへい（徴兵）

実行必要能力 ・統率力20 説得力旧武力10
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ひぜ’Lとうい，t ＇＂令へい

非戦闘員 （8ページ）を徴兵します。

非戦闘員の数は統治者には確認できませんが、動員可能比率（27

ページ） に応じて徴兵可能な兵士数が決定します。ただし彼らは
ぷぞう

非単組司員ですので、武装度も訓練度もほとんど口に近い数値です。

したがって武装度 ・副練度・モラルがともに下がります。

7.オルド※

実行必要能力

. i旭｜慎なとき....・ H ・－説得力5 体力10

・愛を語る....・ H ・－－企画力5 説得力5 体力旧
〈 ど

・強引に口説く…・・・説得力5 体力旧 武力5
かA""-

－金で歓心を買う…説得力5 体力ID
’，a令でA. UI  

オルドとは帳殿のことで、ここで后と一夜をともにします。

オルドの白書妨t重なると、后カt子どもを生む可能性は高まりま
むか

す。戦争で薗を手に入れるたびに新しい后を迎え入れるチャンス

が生じます。

8.じようほう（情報）

(H (2）で他国倒膚報を見る以外は命令回数に入りません。

(l）かっこく（各国）

実行必要能力 ・他国の場合判断力5
各国姻状態硯ます。自制属国と這謡曲淵持捕にコマ

ンド12：スパイの他国をさぐる（3＆ぺ－ジ）を使って、スパイを

送りこんでいないと見ることができません。 1回分の命令て判国

"I' 

進集開始／＠

HE X戦の規則
l.地形

地形のHE×にはア種類あります。

剖3隊はHE×を移動するたびに機動力を消費しますが、地形に

よって消費する機動力が異なります。また移動すると兵士数が減

少するHE×もあります。

(1）平地

巴
巴、犠

(3:W 

園
(4鵬、；莫

普通の平地です。

必要機動力 ・3

必つ句〈

移動するときに兵士が脱落するのでその

数が多少減ります。

必要機動力 ・4

移動すると兵士数が減少します。

必要機動力 ・5

移動すると山より高い害l后で兵士数が減

少します。

必要機動力 ・6
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戦闘コマンド6・情報（32ページ） を使用すると、データ画面

に切りかわり、 部隊・大将 ・作戦 （戦場国の城¢）強さなど）につ

いての情報カt得られます。

健Aとう

＠現在、輔司中の国の地形。

戦闘コマンド7・1議 制 図によって地死去全体の省略腕、

へックスでは＋ボタンで画面を動かして全士断5を見ることがで

きます（58ページ）。

＠コマンド上のメッセージなどが表示されます。

＠コマンド表。

＠西暦 ・季節・戦場国番号 ・戦屋鳴り日数o

0J)l撃側データ ・守備側データ。

せ，Lた 〈

※プレイヤー倒吏用コントローラーの区別はコマンド衰の選択力

ーソjレによって示されます。左に表示されればコントローラー

し右に表示され別ぱコントローラーIIです。

内政・外政コマンド解説令33

でも見ることができます。

他国の状態を見るときは、 1国につき金1を主主l,＼ます。自分

の国の情報を見るときには費用と能力値は必要ありません。

(2）じん，3ロ（人物）

実行必要能力 ・他国の場合判断力5

各国の統治者の状態を見ます。詳細国1)と同様です。

(3）どうめい（同盟）※

実行必要能力 ・なし

コマンド11：外受（35ページ） て伺盟を結んだ族長（国王）の

統治する国番号（本園、直轄地および属国）と期H跡、年単位で

表示されます。

(4）しようぐんこうほ（将軍候補）

実行必要能力 ・なし

自国にいる将軍候補（8ページ） のリストと、 一人一人の能力

を見ることができます。
ニんいA けつえん

将軍候補は5人までおくことができます。世酎因フラグ＊は血縁

者であることを示し、族長（国王）を裏切ることはありません。

(5）こども（子ども）

実行必要能力 ・なし
ねんれい

自国の子ども（7ページ） の名前・性別 ・年齢を見ることがで

きます。子どもは最高5人まで持てます。

(6）ざいこ（在庫）

実行必要能力 ・なし

自国の特産晶のリストが図示さ才し所有している量をそれぞれ
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見ることができます （特産昂 ・武監ひ一覧 29ページ）。

9.いどう（移動）※
ηAぜ勺

自分α精治国がE国以上ある場合にかぎり、隣接している国の

聞で自分と鵠および金 ・過 ・特産品の移動ができます。

(l)じぷん（自分）

実行必要能力 ・体力団

本国から族長（国王）を移動させます。

移動先の国は自動的に本国となります。ただし、移動するとそ

のターンの残りの命令はすべてキャンセルされます。

(2）じゅうみん（住民）

実行必要能力 ・統率力旧説得力10

5種類の住民（兵士も含む）のうち、いずれかひとつの住民を

移動することができます。

どこの固からどこの国へ移動するかを決めてから、職種と人数

を入力してください。

(3）きん（金）

伺）しょくりょう（食糧）

(5）とくさんひん（特産自）

実行必要能力 ・統率力5 判断力5 企画力5
どこの固からどこの国へ移動するかを決めてください。また特

産晶の場合はどの品目を移動するか選んて。ください。
ザ

HE X画
せ

コマンド13：戦争（37ページ） で他国に攻めこむか、敵に攻め

こまれたときは、 MAIN画面からHE×画面に切りかわり、その

国の地形カ1表示されます。

＠ 

＠ 

a）戦闘画面

＠ 

タ）データ画面
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。
反

す

の
で

補

と

候
乙

軍

臥勝

僻

む謀

本国で反乱を起こす場合と直轄地で起こす場合があり、ど
せんと~

ちらもHE×画面に切りかわって戦闘がおこなわれます。

＠将軍の反乱

将軍が自分の統治している国で起こすもので、その将軍は

独立します。戦闘は起こりません。
ニんいA

※婚姻フラグ本が表示されている将軍及び将軍候補は、族長（国
けつえA

王）と血縁関係にあるため、反乱は決して起こしません。

(cl織機
犯人は非戦闘員です。住民のモラルカY底下していたり、住民

数にくらべて多すぎる食糧を持っていたりすると、起こりやす

くなります。

内政・外政コマンド解説令35

． 

10.ぞっこく（属国）※

実行必要能力 ・統率力5 判断力5 説得力5
属国にいる将軍に対して、統治に関する属国命令書を作ります。

命令書を作らず、すべて将軍に任せたときには、将軍が勝手に

その国を統治します。内政・外政内容などについて細かく指示を
ぜんた＜ l. 

出していきますので、メッセージにしたがってi器尺肢力、ら選んで‘
さ〈せい

命令を作成してくださし1。属国命令書の中にある 〈ゆそう〉とは、

夏に金、冬に繕を臆された国に送ることです。ただし、臨き

される物資はその国の余分な量だけです。

命令の作成カ1終了すると、〈くに／しようぐん／じゅうみん／へ

いし／ないせい／がいせしゅ の表示がさ才し決定した事項力市雀認
りんせつニ〈

できます。外政命令は隣接国の状況によって変化することがあり

ます。

この命令書は、将軍に対して、その統治国の統治方針を命じた

ものなので、統治している将軍が代わると無効になります。

、

11.がいこう（外受） ※

隣接固と外交交渉をおこないます。

交渉の成否は自固と相手国の国状態や統治者の能力値などの力

関係に左右されます。 （n(2は克明目手国を問いませんが、（3）だ

けは克明目手国は本国でなければいけません。

(l)ぞっこくになれ（属国になれ）

実行必要能力 ・説得力25 体力5 武力旧

弱い国を服従させ、属国とします。
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Lた，.... 
相手が属国になる場合は、その国の統治者が支度金を要求して

きますので、組うかどうかを漉してください。支払えるだけ

の金がない場合は、交渉は決裂です。また支渉に失敗し、資産（金・
必〈

食糧 ・特産自）の何割かをこちらに贈ることでごまかされてしま

ったり、まったく無視されてしまう場合もあります。同盟国に対

してこのコマンドは実行できません。

（己）みつぎものをよこせ（貢物をよこせ）

実行必要能力 ・説得力15 体力5 武力5
相手国に貢物（金 ・食料 ・特産自）を強要します。

即力した場合は、相手国の所有資産のうち伺割かがごちらに加

算されます。同盟国に対してこのコマンドは実行できません。

(3）どうめいをむすぷ（同盟を結ぶ）

実行必要能力 ・説得力5 体力5
ぜ

敵国に対し、お互いに攻めこまないという不戦同盟を結びます。

同盟の有効期限は5年間で、その閏プレイヤーは相手国（本国・

属国 ・議動すべて）に対して、戦争をしかけることができま

せん。不戦同盟を申し込むとき、交樹目手国に金10を贈り物とし

て持参します。

12.スパイ
指定した国にスパイを送りこみます。 （1は同盟国に対しても実

行しますが、巴） （3）は実行できません。

(1)たこくをさぐる（他国をさぐる）

実行必要能力 ・ （スパイ 1人分）企画力5

’監

・1

イベント令41

毎酬にl議遍・曜日の織が必ずおこなわれ数値が変わ

ります。

収穫量は、それぞれ食料作り、特産品作りに割り当てられた人

数の1年間の合計です。戦争て噸部隊が略奪をおこなっていると

収穫量が減少します。

2.イベント

(l）発生する季節が決まっているもの
だいか／，.ぱ

(a）大寒波
北方で冬に発生します。

モンゴ八編：モンゴ〕L生土

世界編 ：国番号1～7、15～19

(b）暴庖悶

南方で夏に発生します。

世界編：国番号巴、18、19、23～ 27
え！U.t令

(c）疫病

春と秋にしばしば発生します。

(2）季節に関係なく発生するもの

回）内乱

移捧が高いときや、国のモラルカ唱いときに発生します。内

初起きると相ゃ単語屯ではHE×闘になり、舗がおこ

なわれます。

（凶 反乱

配下の将軍または将軍候補が族長 （国王）に対しておこなう
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1.数値の変動

(l)春

毎年春に必ずおこなわれ数値が変わります。

(a）遥極端
住民に食糧を支給します。住民数の半数が支給量になります。

食糧が足りない場合、住民数が減ります。

（凶年齢培初日

国王 ・将軍・子ども等の年齢がそれぞれ1つ増えます。ここ

で寿命となった者は死亡します。

む）子ども鑑

オルドての后との回数に応じ、子どもが誕生します。子ども

は最高5人まで持つことができます。

(d）住民数

新たに成年に達した住民の数が唱えます。

(e）繊
税率と僻力に応じた説、儲から税金として縦します。

低資力が高いほど収入が多くなります。

(f）給与
し凶句

兵士1に対し、金1の給与を支払います。金が足りない場合

は、兵士妻妨滑ります。

（白秋

内政・外政コマンド解説令37

せんに，H

スパイを他国に潜入させます。
ぞうき

1度スパイを送りこむと、相手国の圏内痩査によってスパイが

捕らえられるまで、いつでもその国の状態を見るこどができます。

コマンド実行には1入金10が必要です。 1回分の命令で複数のス

パイを複数の国に送りこめます。

(2）はかいかつどう（破填活動）

実行必要能力 ・体力20
城の強さと経；斉力の低下を目的としたスパイを送りこみます。

だ『L・，
破垣昆活蜜ゆ成否にかかわらず、スパイは1回でその固から脱出

してしまいます。金50が必要です。

(3）あんさつ伯爵鉛

実行必要能力 ・武力20

他国の統治者の能力値に打撃を与えます。

即力した場合、相手の各能力値は半減します。金旧日が必要です。

ただし、マルチプレイ時、他のプレイヤーに対してはおこなえま

せん。

同）こくないそうさ （圏内捜査）

実行必要能力 ・統率力5 企画力5
自国内にひそんでいる敵国のスパイを発見し、除去します。

盆日が必要です。

13.せんそう（戦争）※

実行必要能力 ・族長（国王）が指揮をとるとき

統率力40 判断力10 企画力5 武力20
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－将軍候補が指揮をとるとき

統率力旧判断力5 企画力5 説得力5
りんぜっ せ

隣接敵国ハ司めこみます。

戦争をするには、食糧と兵士のほかに、兵士数と同じだけの金

が必要となります。また、戦争をするときには、族長（国王）が
L・・qじん ＂＂ん

自ら出陣する場合と、配下の将軍候補を指揮官として派遣する場
ぜんた〈

合の2種類から濁尺します。くわしくはHE×画直ゆ説明 （43ペ
ージ～） を参照してください。

族長（国王） ・将軍・将軍候補が戦争に行って勝った場合、指

揮をとった者の能力値が上がります（統率力 ：30 判断力： 15

企画力 ：旧説得力：旧体力： 20 武力： 25）。また、負けたと

しても能力値が下がることはありません。

14.なにもしない（何もしない）

伺もしないて”1ターンを過ごします。このとき、本国では残り

命令回数のすべてがパス扱いになります。

15.そのた（その他）

ゲームに関するオプション機能です。

ゲームの内容自体には関係なく、また、命令回数に入りません。

(l)セーブ . "' ゲームの状態を8－円AMIこ記憶させます。

セーブは1；か所しかできません。新しくセーブし直すと、もと

のセーブデータは消えてしまいます。

内政・外政コマンド解説o~o 39 

巴）ウエイト

メッセージの表示時聞を調節します。
.....い令い へんこう

ウェイトタイムは1～旧の範囲内で変更することができ、数字

が小さいほど表示時聞は短く、数が多いほど長くなります。ゲー

ム開始時には51こ設定されています。

(3）おんがく（音楽）
位入危〈

BGMを流すか流さなし1力ゆ遇尺をします。

(4）こうかおん（効果音）

ゲーム中の効果音を出す力、出さなし1カ切i器尺をします。

(5）せいしが（静止画）

ゲーム中の静止画を表示するかしなし功VJ)i.畠尺をします。

(6）アニメ

アニメーションを表示するかしないカ切選択をします。

（ア）せんじよう（戦場）

コンピュータと”うしの戦争をHE×画面上で見るか見なし清司乃

遇尺をします。ゲーム開始時にはオフになっています。

（日）エンド

ゲームを終了します。

データのセーブ後、ゲームを終わらせるときには必ずこのコマ

ンドを実行してください。

以上、各種の設定が終わりましたら、日ボタンを押してくださ
もど

い。コマンド受け付け状態に戻ります。
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