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この度は、 SUNSOFTのファミリーコンビュータ用ゲ、一心力

セット「上沼」をお買い上げいただ、きまして誠にありがとうございま

す。「上海」をより一層、楽しく遊んでい疋だ、＜疋めに、ご使用の前に

この「取扱い説明書」をよくお読みいだだき、正しい使用法でご愛用

下さい。

ただ＼この「取扱い説明書」でも、プレーヤーのみなさんのお手伝

いできないことが、ひとつだけあります。しかも、それがこのゲム

の最大の難問となることでしょう………。それは、このゲ ムを途中

で飽きて止めてしまうことです。



（ゲームの歴史〉
「よ沼」は古代中国のゲーム「麻雀」を源として開発されだゲームです。

「麻雀」の歴史は、そのゲム内容と同様に、謎に包まれていますが、その

源流は、 2500年も琶の孔子の時代にさかのぼるといわれています。

「麻雀」は、長い航溜の退屈をまぎらわすだめに、船乗りや、漁師が最初

に楽しんだゲームといわれています。そもそもは、力一ド ・ゲームとして始

められだものですが、力 ドでは、船上のデッキから吹き飛ばされてしまう

芝め、次第に骨や竹製の牌ガ使われるようになりましだ。

1920年代（禁酒法時代）、「麻雀」は米国中に一大旋風を起こし、ゲームプ

レヤを、象牙製の牌のとりこにし、大流行しました。こうして、船乗

り、ギャング、 m蕩人などを、とりこにしてしまったゲームの最新版を

SUNSDFTは、いま、みなさんにお届けいたします。



（牌（パイ）の説明〉
「上海」は全部で、 144個の麻雀牌を使っています。 36個の万子牌くまんず

はい〉、 36個の筒子牌（ぴんずはい〉、 36個の索子牌（そうずはい〉、 12個の三

元牌（さんげんはい〕、 16個の風牌（かぜはい〉、 4個の花牌（はなぱい〉、 4個

の季節牌（きせつはい〕ガあります。

万子牌（まんすはい）

万は、文字や俳優とも呼ばれていますが、「人」を表しだり、単に中国語の

「文字」を表していると考えられています。
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三元牌（さんげんばい）／ドラゴン牌

古代の「麻雀」では、前記三つの数牌が、それぞれドラゴンの一種として

連携していました。

幅
四圏圃

ハク ハッ チュン

白ドラゴンー筒子と連携

赤ドラゴン紫子と連携

青ドラゴン一万子と連携

風牌（かぜ｜まい）

この4種類の牌には、特別に深い意昧はありません。それぞれが、常識的

に世界に吹く東西南北の風を表しています。
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春夏秋冬牌（きせつはい）

この4種類も、ま芝、意味は単純明解で1年間の四季を表しています。川

の船乗りギャンブラーガ、ゲームに追加し疋牌です。
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春花牌（はなはい）

4種の花、らん 悔 ・菊 ・竹はゲームに華やかさとロマンスの趣向を加昧

するだめ中世紀の王女によって取り入れられました。
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144枚の牌ガ、ドラゴン配列に並べられています。牌は、？枚づっランダム

に置かれますので、ドラゴンゲムは、信回、狙自で、異なった内容になり

ます。配列によっては、きわめて難解なゲームとなる場合があります。

ドラゴン配列とは全部の牌をごちゃまぜにしてから、5階建てのピラミッ

ドに組み上げる配列方式をいいます。ドラゴン配列の補足説明は20ページに

あります。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーー・パイの残り数

白 － 1段目

黄 2段白

水 色－ 3段目

ピンク－ 4段目

白 5段目
メッセジ工リ戸

メ二ユ
6 高さ



＊左右から見だドラゴン配列は、次のように完えます。

巳ヨ
巳ニヨ巳ヨ

巳二JCコc:::Jc:::J
巳ニヨc::Jc::::J cヨc::J！：ニコ

E二コ巳ニヨ巳ニヨEエニユヨ巳:::JCヨζニー
（コントローラの使い方〉
(Iコントローラ〉

＋ボタン……力 ソル〔指〉を上下さE右又は斜めに移動させます。

Aボタン －－－－牌を選ぶとき、選んだ！ぺ戸牌を取り去る時、メニューを

選ぶとさ押します。

Bボタン－－ －一度、選んだ牌をキャンセルするときに押します。

STARTボタン・・タイトJL,画面からゲームをスタ トさせるとき押します。

SELECTボタン…使用しません。 7 



(IIコントローラ〉

ソリティ戸ゲム〔SOLITAIRE〕〔一人遊び〉、トーナメントゲーム

〔TOURNAMENT〕の時は、 Iコント口 ラと同様に使用できます。チャ

レンジゲーム〔CHALLENGE〕の時は、 Iコント口 ラかプレイヤ I用

IIコントロ ラガプレイヤ II用となります。

（ゲームの目的〉
このゲムの目的は同じ給柄の牌ぺ戸（対〉を選び、取り出して、画面上か

ら、できるだけ多くの牌を消し去ることです。

ゲームのJレール
ルーJレは、簡単です。取り除ける牌は、「自由」牌だけです。その「自由J牌

を、一度に2枚（ぺ戸牌）を選んで、画面から消し去るわけです。

s＜べ戸牌を取るには〉



＋ボタンを使って、力 、ノルを移動させ、取ろうとする牌の上で上ヒめ、そ

れぞれAボタンを押すと、ぺ戸牌はともに色が反革します。そこで、もう

一度Aボタンを押すと、ぺ戸牌は消え去ります。

〈間違って選んだ、牌を元に戻すには〉

すでに一度選んだ牌（色が反転している牌〉の上でBボタンを押すと、もと

ト の色にもどり、キャンセルされます。

1 .「自由J牌とId:

上に積み重なっている牌がなく、しかも、在又は右に自在に移動できる状

態にある牌ガ、「自由」牌です。同じ階で、在右両側に55Uの牌がある場合そ

の按まれている牌は「自由」牌ではありません。「自由」牌でない牌を選

ぼうとするとメッセージ工リ戸に「NOTFREE_Jと表示されます。

2.ペア牌の作り方

同 総柄の牌をペアで選んだ場合に限って、ぺ戸牌（2枚うを取り去るこ

とができます。例えば、周締の場合、東瞬はもうT枚の東牌とだけある9



いは、筒子の場合、 3筒牌はもうT；枚の3筒牌とだけ、という具合にぺ

？を組むことができます。 2つの牌ガ、同 でない場合は、メッセージ

工リ戸に「NOTA MATCH」と表示されます。

3.べ戸縛作りの例外

給柄ガ間 でなくてもぺ戸が作れる4枚の牌（すなわちぺ戸牌2セット〉

があります。「春夏秋冬牌」と「花牌」です。例えば冬牌と夏牌、らん牌

と悔牌、という具合に組合わせは、自由にできますが、春夏秋冬牌と花

牌との組合せはできません。

4. 19ページに縛足説明ガありますので御覧下さい。 ー

（基本攻略法〉
・まず最初に重点的にしなければならないことは、全体の牌消去を邪魔し

ている4校の牌を、取り除くことです。その4枚とは、横中央の列の右

10 端にある2枚の牌と、同列のきE婦にあるT枚の牌と、ドラゴン配到の！頁



上にあるT枚の牌です。とにかく、このT枚の牌を、速やかに除去する

ことです。

・同じ給柄の3枚の牌を、常に追いかける。それが、大事な戦略です。ぺ

7フ牌を一式見つけたら、すぐに第3の（そして第4の〉同給柄の、自由牌

を探すことです。 3紋の同給柄牌の中、ぺ戸牌を除去し芝ら、その残っ

たT枚の牌が、やはり残り数万少なくなっている他の給柄の牌を部魔し

ていないかどうか、確かめてください。その場面で、その牌では、ぺ戸

牌作りができない場合は、その牌を一時そこに残して、別の消去牌探し

に移ってください。

・4枚の同給柄牌が、すべて自由牌になっている詩は、すぐに除去して、

次の局面へのスムースな展開を図りましよう。

・どんどん前向きに局面の展開（ぺ戸牌作りと除去〉を実行しましよう。

11 



(8種類の遊開〉
「上海」には3種類の遊び方があります。「ソリティ戸ゲーム」 SORITIA

GAME、「ト ナメント＿，TUNAMN丁、「挑戦」CHAしENGです。

十ソリテイアゲーム
このゲームは、プレーヤーかひとりで遊ぶゲームで、制限時間はありま

せん。

2.トーナメントゲーム

トーナメントゲムは、一定時間内にどれだけの牌が消去できるかを競

うゲムです。ま芝、他の人が同じ制限時間、同じドラゴン配列で挑戦

して得点を競うこともできます。

3.チャレンジゲーム

2人のプレーヤーが受代で同 配列のドラゴン山からぺ戸牌崩しをする

12 ものです。但し、このゲームでは牌移動に時間制限を課します。



プレーヤーは、次のいずれかの場合、もうひとりのプレ ヤーと交代し

ます。

・ひとりのプレヤガ牌を2板取り除いだ時、または

・制限時間終了の時はパスとみなされパスガ4回続い疋場合、又は、取

り除く牌ガなくなった場合、ゲーム終了となります。

ゲーム完了時に、消去牌数の多い万のブレヤガ勝者です。

（メニューの種類〉
メ二ユは画面下部に表示されています。メニューに戸クセスするには、

メニューをカーソルで指し、 Aボタンを押します。メニューを選んだあとで、

キャンセルしだい時、又は再びゲムを続けたい時は、力 ソルを「CAN
CE L」あるいは「OK」に合わせてAボタンを押し、元のメ二ュ に戻し

て下さい。以下メニューから選択できる戸イテムについて、要約して説明し
13 



ます0

1. TlしEメニュー

あらかじめ用意されだドラゴン配列で、ゲムをするとき使用します。

) レ－）レはソリティ戸ゲームと同じです。

2. NEWGAMEメニュー

新ゲームをスタートさせだり、プレイしだいゲームの種類〔3種類の遊

び方〉を選択したりする時は、このメ二ユ を使ってください。「ソリテ

イ戸ゲーム」「トーナメントゲーム」「チャレンジゲーム」のいずれかを

選択します。

ソリティアゲーム〔SOLITIR〕
ソリティ戸ゲームは、プレーヤーT人で遊ぶ「上海」ゲムです。プレイ

Jレールは前述しだ通りです。正々堂々とゲムに勝ちだい時は ヘルプ

14 〔HELP〕メニューにある BACKUPC手の打ち直し〉、 RETRY〔ゲー



ムのやり直し〕、 FINDC手の内公開〉などに頼らないでプレイすべきで

す。もちろん、本当に、にっちもさっちもいかなくなってしまっ疋場合に

は、このオプションを利用してかまいませんが。

トーナメントゲーム〔TUNAM NT〕
ト ナメントゲームでは制限時間を5分、 10分、 20分のいずれかを設定し

て、ワンゲムをおこないます。新しいト ナメント開始を決める人ガ、

制限時間を設定します。同じゲームに複数のプレーヤーが参加できます。

まずゲムを始めるには、 NEWGAMEメ二ユから TUNAMNT 
（ト ナメント〉を選択します。制限時間は、無制限、 20分、 10分、 5分の

4種類ガ与えられます。どのト ナメントでもその参加者は同じ制限時間

でゲムを競います。

トーナメントのゲム中、画面のさEに、残り時闘を示す時計ガ表示されます。

ゲーム終了後、同じ配列でゲムをしだい時は「RETRY」新しい配列でゲ

ームをし疋い場合は「NEWGAME」をそれそ験れ選択して下さい。 15 



チャレンジゲーム〔CHALENG〕
チャレンジゲームは2人のプレーヤー間で、どちらがより多く牌移動でき

るかを競うゲームです。両プレヤには、 T固の牌移動包に、時間制限

ガ課せられます。各プレ ヤーは、自分の番の時に、牌移動をT目すれば

Tポイントを得点します。

まず NEWGAMEメニューから CHALENGCチャレンジ〉を選択し

ますと4種類の制限時間〔10秒、 20秒、 30秒、 60秒〕が与えられます。好

きな制限時間を設定してAボタンを押すと、ゲームガスタートします。

ヘルプ〔HELP〕メニュー

このメ二ユからは、「上海」ゲームについて、貴重な情報ガ巾広＜選択で

きます。

①BACK UP〔手の打ち直し〉

16 ゲム中、直前に打つだ手をやり直して、別の手を打ちたくなることは、



よくあることです。このサフゃメニューを繰り返し使えは＼ゲームの開始

点に戻ることだってできます。

②RETRY Cゲムのやり直し〉

同じゲームを、何回も繰り返してやり芝い時は、このサフゃメニューを選

択してくだ、さい。

③FIND C手の内公開〉

「上海」ゲームの中で、ソリティ戸ゲームでは、プレーヤーがある時点、

でそれ以上牌移動できなくなるとゲームオパとなります。このサブ

メニューを使えば、移動可能な牌を全部動かしたかどうか検証できます。

④PEEiく（のぞき見）

ずるいやり方ですが、ある牌の下に、どんな牌ガ隠れているかを、見た

い時は、このサブメニュー CPEEK）を使えば、それができます。しか

しゲムの続きはできなくなります。
17 



セッティング〔SETTING〕メニュー

18 

「メッセ ジ」と「MUSIC」という2つのゲーム要素を変更するのに使う

のが、このメニューです。

①メッセジ／ノ メッセジ

メッセージとしては「NOTA MATCH」とか 「NOTFREE」など

のプロンプトがあります。メッセーージプロンプトなしで、ゲ、 ムをしだい

時は、「OFF_iを選択してください。

②MUSIC 
ゲーム中のBGMを、 A.B. C. OFFの中から選ぶことができます。

静かにゲームをしだい時はOFFを選択してください。



・牌の石または左側のどちらかが開いている、つまり石鍋か左舗であること

（高さの同じ段ごとに右鏑と左舗で考えます。）ガ条件です。
百五日~司町有五

口 取れる

口 取れない

どちらかの組み合わせ

しか取れません。

19 





使用上の注意

↑精密機器ですので、極賀市な温度条件下での使用や保管、およ

び強いショック等はさけて下さい。まだ、絶対に分解しない

で下さい。

2.嫡子部に触れだり、水にぬらしだりしないようご注意下さい。

3 カセットを交換する時は必ず電源を切ってから行って下さい。

Original copyright c1987 ACTIVISION, INC. 

Source code for Nintendo FAMILY COMPUTER system designed by Sun 
Electronicsc I987 Sun Electronics under license from ACTIVISION, INC. 
Original game design by Brodie Lockard 
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コ，軍軍Jーコ:J己ユ~ ·コ，量コヨは任天堂の商標です。
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