
Fantasy Adventure/ 

Simulation Game 

Dragon & Princess 
GAME MANUAL 

肯アドベンチャーゲームを初めτ手にした方へ

従来のシミュレーンヨンゲームでは、プレイヤーの判断は、“軍隊をど

のルートで移動きせ、どこを何如に攻撃するか” この一事を中心とし

た分野に限定されています。アドベンチャーゲ ムは、 プレイヤーが

自分自身であるところのキャラクターを用いて、人間としての基本的

でよ q具体的な行動をとっていくものです。

この世界では、戦士は戦えばいいというわけではをく 、 自分の足で歩

き、食事を摂り 、青ljを貿って、敵を見つける etcの機々な行動を必要

ときれ、そ ういった広い範囲に、プレイヤ の判断 を及ぽせるのです。

なお、アドベンチャーゲームは、 先を知ってしまっては何にもなりま

せん、まだ入り口にいる人に、話を教えたりしないのがア ドベンチャ

のルルです。

肯Dragon& Princessは、

“どんなff動を取っても良い”というアドベンチャーゲ ムの基本か

らは、しかしはずれています。

このゲームでは、キャラクターの行動向レパー トリ ーがノレールとなっ

ています。基本動作は16個に限定されており、その中から適した行動

を選べば良いのです。

そう、たった16通りの行動しかないわけですが、これだけでも、ゲー

ムワールドの中を生き抜いていくには大変な苦労なのです。 その場、

その時に応じた摘確な選択を心がけて下さ し」あきらめずに、何度で

も挑戦することです。

それでは、私達の創造した世界、中世の王国へ出発 Lて下さ L、。

肯“MiddleAge' Back ground) 

｜制黒の世界、人が自らの身を守るに、剣を、あるいは毒薬、あるいは

炎をして最大町武器とした時代。貴族は権力に酔い、奴隷は苦しみ、

呪術が、決闘が、そ して様 々な蛮行が行われ、祭礼や儀式が華やかに

なされていた頃、人々は死とい うものに、つまりは生に直面しつつ、

日々の営みを過ごしていたその時代…

① 

一人の英雄が居たと思いなよ、お立ち合い F

このヒーロ一、街の城門を一つ〈ぐる度に、それまでの冒険談一一一見

たこともない怪物や、美しい女性や、遠い園内生活一一ーを話して回っ

た。 どこまでが本当で、どこまでが作り事か、それまわかったも のじ

ゃない。案外本人も 、だんだんあやふやになってきたってもんじゃな

いのかねえ、けつけつけっ。 （おっと言葉が変わってら）つ ・ま・ り、

その時代一一一たった一人の男の言葉に、 どれだけの若者が啓発された

ことであろうか。 毎 日の苦 しい生活の中に射してきた冒険の光。

そしてどれだけの若者が命を落としていっただろうか？一一ーしかし中

には、真の勇者に成長 した者も いただろう。そして彼は、とても信じ

難い冒険談の一つや二つは語ってく れるに違いない。

しかし、ただ一人の英雄を創るのに、幾百もの生命と 、希望が費やさ

れるのであった。

皿．

l:?Game : Starting 

ゲームの開始前に、入力を促してきますので、小文字で入力して下

さし」

①Hit any key./ 

OK? 

Are you ready ? 

何らかのKeyを押 して下さ L」

（ゲ ム進行中に、この表示が出た時も同 じです）

②Screen Width・ .... 4 ) 0、OR、8)0? 

ア ドベンチャーモード（後述）でのス クリ ーンのケタ数についての質

問です。

“4”あるいは“8..のKeyを押して下きい。

③N) ew game OR L) oad data 

Quit （後述）コ7 ン ドで、以前に Saveしておいた Gameの続きをや

る場合には、“L”を、新し〈最初からやる場合は“N”の Keyを押し

τ下さし、。

④笠場人物達の決定。

表が出て、名前の入力をf足してきます。

ex NO、 1サ ン オナ7 エハ ？



好きな（あるいは嫌いな）人の名前をタイプし、その後、ReturnKey 

を押して下さし、。 （8文字まで）この手順を省 きたい場合には、単に

Return Keyを押して下さ L」

表的意味は、コ？ンド説明X）を参回して下さい。

N. きあ、ゲ ムが始まりましたーーー

このゲームには、 2つのモードが設定されてお り、状況に応じて常

時チェンジします。

A. アドベンチャ ーモ ド

Text画面のみで、 Adventuregame式にプレイします。

このモードは、 5人のキャラクタ が隊列を車Eんで、リ ダーであ

るNo.Iに従って行動している状態です。

①画面

②コ 7 ンド説明

全て小文字入力

0移動、テンキーで入力

東西南北町移動方向をそれぞれ、 N→ 8）、W→ 4、 S→ 2）、E→6)

で入力して下きし、。

OE) ・建物や、街、など“外から中へ”の行動をとる Key。

00) 建物の内部や街など、とにかく 白出たい”時押してみて下さい。

OL）…あなたが今、居る場所で周囲を見ること。

また、街の通りの名もこれで表示されます。

OS) ・調査、探索、ごそごそやります。

OH) ・Hurry、つまりお急ぎの時にどうぞ．

② 
A) ・・アタ ソク、相手が明らかな敵対行動を取って来ない時でも、そ

れが、戦うべ き相手であるかもしれません。

その場合は、この Keyを押せば、ファイティングモードにチェ

ンジできます。

B) ・買い物をする。金を払って持ち物を得ること。なお、キャ ラ7

ター内での持ち換えはできません。また、武器は常に一つしか

持てませんから、今までの武誌は残念ながら失われます。

G）・・欲しい時（手に入れる、拾う、もら う、こっそりポτソ 卜にし

まっちゃう） 押 して下きい。（ちなみにモンスタ ーには無理です）

C） υ チェンジポジンョン

7アイティングモードでのポジションを変更、各人は図のよう

に隊列を組み、移動するものとします。

田 園

圏

圃固

数字は、そのポジンョンの番号で、 No.lを3の位置に、 No.2を

1の位置にという風に配置していきます。

OR）… Readてeす。本など文面を読む場合押して下さい。

0 I）…各人的所持品のチエ.， 7をする時に使います。

OX）…全員のコンデインョンを表示します。

NAME：その人的名前

PW  ：彼の攻撃が持ち得る最大破壊力。

SP －敏速さ、敵からの攻撃の回避能力

回 T 攻撃の適確さ、命中率。

且p －彼肉体力（残りの生命）

EXP ：経験度、技術度最初は皆さん未熟主若者ということで O主

のです。

なお、フアイテイングモ ドにおいて、各人のコンデイションをチエ

yクしたい時には、車ljの コマンドが用意されているのでX）を押しで

も無意味です。



OQ) ・・・Quit 

テープに今までのデータを Saveするか、またはゲームを途

中で終え る時押して下さ し」

Saveの手順は、画面的指示に従い行って下さ い。

B）ーフア イテ イングモー ド。

プ レイヤーの吾、図に関係な〈、相手が敵対行動をとり、戦いに

もち込まれるという状況下では、自動的にこのモー ドになりま

す。アドベンチャ モードでは、 5人が1つの行動をとったの

ですが、ここでは、各人が別々の行動をとります。時聞の間隔

はぐっと短くなり、冒険の 1ベージが拡大きれるわけです。

アドベンチャ モードが、 10-12分単位であったのに対し、 フ

ァイテングモー ドでは、 1つの行動が、数十秒単位で行われま

す。画面には、 1行動単位ずつ表示されます。

ニニで行われる行動は基本的にはアタ ソク にな るわけで、それ

ら基本的な行動は、アドベンチャーモードの時とは別に Keyを

設定してあります。

q酒面

②コマンド

1) Move 1のKeyを押 し、その後は、アドベンチャーモードと同

じく、方向を入力します。 1回に 3スクエア移動できます。

一度この Keyを押しても、移動方向を 1つも入力 していなけれ

ば、他的行動に変更できます。Returnを押して下きい。

始めのコマンド入力時に戻ります。これは、 2)Attack町時で

も同様です。

移動力が残っ ている途中で移動を終える場合も、 Returnです。

③ 

2) Attack 

2のKeyを押 し、その後、方向を（子ジキーで）入力して下さし、

3) Search 

宝探しのKeyてF す。探す方向を（テンキーで）入力。

4）白 nd

4を押すと、ゼン インノCondヲミ 7 スカ （YorN)？と表示が出ます。

その行動をして いる人のコ ンデインヨ ンを見るだけなら Nを、

全員のコンデイ ションを見るなら Yを押 し、 一人ずつスペ ス

パー を押して見て下 さい。

このコマンドは、 キャラ :l7'ーレベルでのゲーム を一時離れて

プレイヤーがデータを見るも のなので、コンディ ション、チェ

ック後、またそのキャラクターからコマ ンド をf子えます。

5) Skip. ”ノマス”です。

肯肯肯これで、私達の説明はすべて終了しました。あとは、自分でこ

の世界に踏み入って、この世界の法員ljを学んで下さい。

充分な観察力と、柔軟な発想、そして何よ りも知恵と勇気が必

要です。

きあこれで、あなたも今日から主人公 ？？
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