
マニュアル 

『砕かれた宝冠』



始まり

ゲームの起動

新規開始

キャラクター

職業（クラス）

各ステータス

魔法

遊び方 

トラベルモード

地形

町など

ダンジョン

モンスター

ステータスモード

アイテム

戦闘モード 

ヒント

用語集

クレジット

目次



コンピュータ史上最高の冒険に備えよ･･･ 

あなたはまさに今、神秘と冒険にに満ちた不思議な世界への一歩を踏み出そう

としています！ 

この世界には見た事もないような獣や怪物がうろつき、ソーサラー達がそびえ

立つ塔の中で声を潜めて話し合い･･･あちこちで争いが起きています。英雄を

求める声は止む事がありません！あなたに名乗りを上げる勇気はありますか？ 

｢ ｣はあなた自身の想像力と知力に挑むロールプレイング･

アドベンチャーです。映画や ドラマとの違いは傍観に終始せず実際の冒険

に参加する点です。つまり当事者（プレーヤー）となり、起きる事  良きにつ

け悪しきにつけ  を受け入れなければならないのです。 

このゲームは一遍通りで終えられるものではありません。何度にもわたる継続

したプレイが必要です。あなたは進捗をセーブすることができ、後ほど冒険の

旅を再開させられます。探検や戦闘、秘密そして宝探しに何時間も費やすこと

になるでしょう。

始まり



ゲームを起動すると必要なデータのロードを経てタイトル画面が表示されま

す。 

ここで何かキーを押せばメインメニュー画面に入ります。 

” （新規開始）はゲームを初期化し、キャラクターの作成に

入ります。 

パーティを編成し終えるとメインメニューに項目が二つ増えます。それは”

あらすじ)と" ゲームのコンティ

ニュー)です。 

セーブできるのは１パーティ分のみで、当然冒険の内容もそのパーティの軌

跡が保存されます。 

※ コンピュータの実機あるいはエミュレータ上でゲームを立ち上げ

る為に必要な設定、および” ディスクドライブ設

定)については下記のサイトで詳解してあります。 

ゲームの起動



キャラクター 

では４名までのキャラクターでパーティを編成できます。 

キャラクターの作成で最低１名のキャラクターを作成すれば冒険を開始するこ

とが出来ます。職業（クラス）を決定し、アトリビュート（ステータス）ポイ

ントを振り分け、そして名前を付けてください。 

ゲーム中にパーティに加えることができるキャラクターと出会うことがありま

す。パーティの人数に空きがあり、且つ状況が許せば彼らはあなたのパーティ

に加わるでしょう。ただし、一旦仲間にしたキャラクターは解雇することが出

来ません。 

職業（クラス） 

全部で９種類の職がありますが、パーティの初期人数を一人で開始した場合の

み英雄（ ）が選択可能になります。 

キャラクターは何人でも作成でき、どんな職業にも就かせられます。 

魔法使いのみのパーティにしたい？どうぞご自由に！ 

･･･と言ってはみましたが、複数の職でバランス良く編成したパーティの方が

何かと良い結果が見込めますし、生存率も高まるでしょう。

新規開始



戦士（ ）

近接攻撃に長けた戦士は魔法が全く使えません。魔法の杖やワンドを除く全ての武器を

扱うことができます。英雄（ ）以外で銃を用いることができる唯一の職でもありま

す。鎧や盾も身につけられますが魔笏（ ）は装備できません。 

盗賊（ ）

武器の扱いに慣れた盗っ人で、裏世界の住人です。クリティカル率の上限が高く、弓手

（ゆんで  利き腕ではない方 ）にも武器を装備する二刀流が可能です。魔法は

使えませんが罠や秘密を探し当てる能力があります。鎧は布か革製のものまでで盾も使

えませんが魔笏は装備可能です。 

魔術師（ ）

大きな魔力を持ちますが学者肌で、近接武器や弓矢による攻撃に対してぜい弱です。鑑

定（ ）のスキルにボーナスが付きます。武器はダガー、杖、スリングそしてワンド

のみ、鎧は布製のものしか着れませんが魔笏を装備できます。黄魔法を好みます。 

僧兵（ ）

魔法を武術で補い、戦闘に特化した僧兵です。全ての近接武器およびワンドを装備可能

でプレートメイル以外の鎧ならば着こなせます。そして盾や魔笏も装備可。赤魔法を好

みます。 

パラディン（ ）

か弱き者を守る真の英雄で、魔法を扱うこともできる屈強な戦士です。非流血の誓いを

立てているため武器はメイスなどの鈍器しか装備できませんが、あらゆるタイプの鎧、

盾そして魔笏まで身につけることができます。青魔法を好みます。 

レンジャー（ ）

狩人、追跡者そして自然の良き友。投射攻撃の達人で特に弓の扱いに秀でています。魔

法能力を持つ優れた戦士でもあり、弓とスリングに加え殆どの近接武器を扱え、布、革

製、皮革の鎧そして盾および魔笏を身につけることができます。緑魔法を好みます。 

ウォーロック（ ）

生まれつき闇に魅入られた強大な魔力をもつソーサラーです。魔術師よりは多彩な武器

を扱うことが出来、ダガー、斧、メイス、杖そしてワンドを装備可能ですが防具は布製

鎧と魔笏のみ。紫魔法を好みます。 

吟遊詩人（ ）

音楽や大道芸で生計を立てながら旅をする冒険者です。あらゆる技能に通じていますが

広く浅くといった感じで、武器は片手用武器および杖、スリング、アーバレスト（弩弓 

 ）、そしてワンドを装備可能。防具は布か革製まで、そして魔笏を身につける

ことができます。橙魔法を好みます。 

英雄（ ）

あらゆる技能に向いた強力な職です。魔法能力にも長け、全ての武器と防具を装備でき

ます。藍色魔法を好みます。



一次ステータス： 

キャラクターはこれ等全ての一次ステータスを持ちます。 

頑強（ ）肉体の強靱さを表します。ヒットポイントおよび近接武器の

与ダメージの量、傷病や魔法効果に対する抵抗力に影響します。 

俊敏（ ）身のこなし全般を表します。スタミナおよび移動量、戦闘にお

ける命中と回避率、そして数々のスキルに影響します。 

鋭気（ ）勘の良さを表します。投射攻撃、ソーサリー系スキル、魔法

効果への耐性さらに数々のスキルに影響します。 

理知（ ）精神面の練度を表します。スタミナおよび魔法のダメージ

量、知識の深さおよび数々のスキルに影響します。 

 

キャラクターの作成時に基本ステータス値（職によって変化）にアトリビュー

トポイントを好きなように割り振ることができますが、各ステータス値は最低

１、最大で までとなります。 

※ゲーム中にレアアイテムなどでステータスが強化される場合でも上限の を

越えることはありません。 

二次ステータス： 

（ ）キャラクターの生命力の値です。ダメージ量がこれを上回ると

ヒールされるまで行動不可となります。 

スタミナ（ ）抽象化されたキャラクターのスタミナの総量です。これ

は肉体および精神の両面に影響し、疲労度がこれを上回ると苦痛が生じ、ダ

メージを受け始めます。 

（ ）戦闘中のターンあたりの行動回数を表します。 

移動コスト（ ）戦闘中に１マス動くのに必要な を表します 

クリティカル率（ ）近接あるいは投射攻撃でクリティカルヒットを出す確

率です。値が大きいほど率がアップします。 

ダメージ軽減（ ）被ダメージを軽減する量です。



レベル： 

各キャラクターはレベルを持ち、最大レベル まで成長します。 

レベル１から開始し、レベルアップするほどに強力になっていきます。 

レベルアップには経験値が必要で、クエストの完了や戦闘に勝利することで経

験値を入手します。 

次のレベルに到達するのに必要な経験値はキャラクターのステータス画面で確

認することができます。 

ゲーム中にパーティに途中参加した のレベルはパーティ内の最高レベルと

同じになり、スキルポイントもそれに合わせて獲得します。(下記参照) 

 

キャラクターの成長： 

レベルアップをするとスタミナと が増え、スキルポイントを獲得します。 

スキルポイントを消費することで各種スキルのレベルを上げます。（スキルの

種類は次頁） 

例えば戦士の攻撃回数を増やしたい時は近接攻撃（ ）のスキルを、ま

た、魔術師の魔法の効果を増大させたければソーサリー（ ）のスキル

を上げれば良い訳です。 

スキルを上昇させてくれる教官（ ）は町や塔などで見かけることができ

ます。あるいはそれ以外の場所にも居るかもしれませんが、とにかく代金を支

払えばスキルの訓練ができます。ただしある腫のスキルが他のものよりも割高

になる場合があります。 

勿論、各教官の教育能力には上限があります。村の三流メイジに学んだところ

で達人ソーサラーになれる道理はありません！そんな時はより良い教官を探す

べきです。



各種スキル： 

近接攻撃（ ）近接武器の命中率を上げます。投げるタイプの武器も含ま

れます。 

遠距離攻撃（ ）遠距離用の武器の命中率を上げます。 

ソーサリー（ ）魔法詠唱の成功率とダメージ/効果の量を増加させま

す。戦士と盗賊はこのスキルを上げることはできません。 

防御（ ）敵からのあらゆる攻撃に対する回避率を上げます。 

耐性（ ）物理および精神的な、そして魔法による状態異常に対する抵抗

力を上げます。 

鑑定（ ）アイテム鑑定の成功率を上げます。また、様々な場所で発見する

謎めいた品の正体を突き止める際にも用いられます。 

錠前（ ）ドアや宝箱の鍵開けの成功率をアップさせます。 

罠外し（ ）宝箱や通路に仕掛けられた罠を解除する際の成功率をアップ

させます。 

博打（ ）酒場で催される博打のスキルです。この値が高いほど勝ちや

すくなります。 

 

以上に加え、各種魔法領域もスキルの内に数えられます。それぞれ色によって

区別され、赤、橙、黄、緑、青、藍、紫の７領域が存在します。 

※スキルの初期値は職とステータス値によって左右されます。 

 

状態異常： 

キャラクターは祝福を受けたり様々な効果を受ける場合があります。そうした

状態異常はアイコンで示され区別できます。有害な効果はヒーラーを探して

サービスを受けることで取り除くことが出来、呪文効果の場合はそれを解消さ

せる呪文で直接的に、あるいは反対の効果を持つ呪文で間接的に打ち消すこと

ができます。 

※ステータス変化/状態異常のアイコンの一覧はリファレンスカードに記載。



魔法

魔法（ソーサリーの秘技として知られる）はこの世界ではあまねく広まってい

ます。 

殆どの職のキャラクターは魔法の呪文を唱えることが出来、職によって得手不

得手があります。 

魔法には生と死を分かつ力があります。例えば敵の大群に襲われた時でもファ

イアーボールの魔法を１～２発放てば戦局を覆せるでしょうし、薄暗いダン

ジョンでは開錠の呪文のお陰で活路を見出す場合があるかもしれません！ 

 

呪文書 

詠唱可能な呪文は術者が持つ呪文書によって種類が決まります。 

呪文書は装備品の一種で、装備することによって記載されている呪文が詠唱可

能になるわけです。 

呪文の中にはトラベルモードか戦闘モードのどちらかでしか詠唱できないもの

がありますが、それはプレイヤー自身の手で確かめてください。 

呪文の詠唱は疲労を伴います。そして強力な呪文ほどスタミナの消耗が激しく

なります。 



魔法領域

魔法の７つの領域はそれぞれ特定色の魔法として知られています。 

赤魔法（ ）健康、炎、筋力を司る。ヒールと火炎属性攻撃の呪文がある。 

橙魔法（ ）動き、外力、スピード、俊敏さを司る。テレポートやヘイ

スト（ ）の呪文がある。 

黄魔法（ ）光、知識、知性を司る。光源（ ）や透視

（ ）の呪文がある。 

緑魔法（ ）自然、平和、魂を司る。解毒（ ）や隠密（ ）の呪

文がある。 

青魔法（ ）防御、保護、知覚を司る。防御魔法（ ）や結

界（ ）の呪文がある。 

藍色魔法（ ）闇、冷気、天候を司る。雷属性攻撃や冷気属性の呪文があ

る。 

紫魔法（ ）死、恐怖、魅力を司る。召喚や死属性攻撃の呪文がある。 

 

※基本の呪文書に載っているような弱い呪文は無領域とされ、色による分類は

ありません。 



呪文

全部で 種の呪文が存在すると言われますが、ここでは代表的なものの紹介に

留めます。残りはプレイヤー自身が探し出してください。 

エイド（ ） を小回復 

戦意喪失（ ）敵一体の命中と防御を下げる 

解毒（ ）味方一人の体内のあらゆる毒を中和 

罠解除（ ）パーティ周辺の全ての罠を解除 

ディスペル（ ）対象の魔法の防御効果を除去 

戦気高鷹（ ）味方一体の命中と防御を高める 

ファイアーボール（ ）着弾点を指定し周囲に火炎ダメージ。敵味方無

差別。 

灯火（ ）ロウソク程度の小さな光源 

ヘイスト（ ）戦闘中に味方の行動回数を増やす 

ヒール（ ） を回復 

光源（ ）たいまつよりも強力な光源 

魔法の眼（ ）エリア全体を表示 

帰還（ ）パーティを最後に休んだ宿までテレポートさせる 

畏怖（ ）敵一体に恐怖を与え、遁走させる 

感知（ ）パーティ周辺の秘密や危険を暴く 

睡眠（ ）催眠ガスを発生させ範囲内の敵を眠らせる 

召喚（ ）強力な悪魔の味方を一体召喚 

稲妻（ ）標的めがけて雷を投げつける 

開錠（ ）パーティ周辺の宝箱と扉を全て開錠 

ザップ（ ）標的にエネルギーのボルトを撃つ



トラベルモード 

冒険中はこちらがメインの画面となり、”トラベルモード”と呼ばれていま

す。 

①左上に表示されるワールドマップの中央にはプレイヤーのパーティが位置

し、移動するに伴ってマップがスクロールして新しいエリアや建物が描画され

ていきます。 

②右上にはあなたのパーティメンバーの名前のリストが、そして矢印は現在ア

クティブなキャラクターを指し示しています。（アクティブキャラについては

次頁） 

③キャラクターの名前リストの下には現在アクティブなキャラの とスタミ

ナがそれぞれ赤いバーと青いバーで表示されます。 

④その下には現在の状態異常（もしあれば、ですが）のアイコンが表示されま

す。 

⑤画面最下部には使用可能なコマンドとそのホットキーが表示されます。

遊び方



アクティブキャラクター 

アクティブキャラとは現在のリーダーであり、周囲の危険や秘密を探り、ドア

や宝箱を開け、発見したアイテムを入手する役割です。数字キーの１から４を

押す事でアクティブキャラは切り替えられます。 

マップビュー 

マップビューはパーティの視界に映るもののみを表示します。森や山の中では

建物の壁やドア同様に視線を遮られ、視界外は黒いブロックで表示されます。 

視界の範囲はパーティの立ち位置の高度によっても変化します。例えば高所の

崖の上に立てば森全体を一望できるでしょう。高度は四段階ありマップビュー

ウインドウ右下にある上向きの矢印によって示されます。 

エリアの中には闇に包まれ視界確保の為に何らかの光源を必要とする場合があ

ります。そうした場合に光源を持つと限定的にパーティの周囲が照らし出され

ますが、光源が尽きるに従って視野が狭まっていきます。 

コマンド 

カーソルキーでパーティを移動させる以外に各種コマンドを発動するホット

キーがあり、以下の通りです。： 

’ （使用する）バックパックの中から選んで使う。光源、試金石、ポー

ション、その他一部のアイテムがトラベルモードでは使用可能です。 

’ （呪文の詠唱）呪文書から選んで魔法の呪文を唱える 

’ （アイテム管理）キャラクターの持ち物の管理を行います。 

[一般コマンド] 

' （パーティの並び替え）パーティの並びを変更します。並び順に従っ

て戦闘モード時の配置も変わります。  

' （ヘルプ）ヘルプコマンドは各種コマンド、アイコンそしてステータス

について説明文を表示します。



地形

ゲーム内には草原、岩場、ツンドラなどの様々な種類の地形が登場します。 

大抵の地形はペナルティなしで通過することができますが、中には踏破が困難

で疲労が伴うものがあります。例えば丘や砂漠などです。他にも沼に入ると

パーティ全員が毒に侵される場合がありますので、常に足元には注意しましょ

う！ 

地形ペナルティを短時間ですが打ち消す魔法の呪文があります。 

壁などに秘密の抜け道が隠されている場合があり、発見できれば通常の地形と

同様に通過できます。あらゆる場所を徹底的に探索しましょう！盗賊のキャラ

クターがこの腫の秘密を探ることに長けています。（アクティブキャラに指定

すると良い） 

 

地形タイプ 

地形はトラベル、戦闘の両モードに反映します。戦闘開始時にその地形に存在

する障害物が配置され、戦術的な価値をもたらします。 

地形タイプ別の傾向： 

草原  旅をしやすく障害物は殆どない。 

道と橋  旅をしやすく障害物は全く存在しない 

低木/野原 旅はしやすいが多少の障害物あり 



農場 旅はしやすいが作物が生い茂る場合あり 

森  高い場所に登らないと視界が遮られる。樹木など障害物多し 

丘陵/砂丘 踏破に苦労する。岩などの障害物多し 

沼  毒地帯。多少の障害物あり 

山岳  視界が遮られる。通行不可 

砂漠/ツンドラ/雪地/氷床  踏破に苦労するが障害物はない 

溶岩  通行不可。光を発する 

 

ボート 

ボートがあればパーティは川、池、湖、海岸沿いなどの浅い水域を通過するこ

とができます。橋があっても下を潜り抜けられますが、海の沖合などのより深

い水域には進入できません。 

滝がある場合、流れに従って下ることは可能ですが、遡ることはできません。 

ボートに乗っている間はモンスターから攻撃を受けません。 

旅の途中で運良くボートを発見する場合があるでしょうし、幾つかの町では

ボートを買うこともできます。しかし大抵の場合、ボート屋は売却後に閉店し

てしまいます。 

停泊させておいたボートが消えてしまっても驚かないでください。泥棒はどこ

にでも居るものです･･･



町など 

世界を旅していく中であなたのパーティは村や町あるいは大都市、さらには塔

や要塞などに出くわすでしょう。そうした場所は情報を仕入れたり休息するに

は最適な場所ですし、様々なサービスを利用したり、買い物などの必要な準備

をすることもできます。 

 

この世界の住人たち 

この世界にはあらゆる場所に人が住み、出会いがあります。 

ある者は口数が少なく今居る場所の名を告げたりちょっとしたアドバイスをく

れたりするだけかもしれませんし、またある者は豊富な情報を持ち、会話が弾

む場合があるかもしれません。そして最新のニュースを耳にした者が以前話さ

なかった内容を告げる、という事も大いにあり得ます。 

大抵の住人は一箇所に留まらず付近を移動します。追いかけないと話しかけら

れないかもしれません。 

人々はあなたを観察しており、何かの拍子に機嫌を損ねることすらあります。

言動には十分注意しましょう！ 



各種サービス 

町などで受けられるサービスは以下のとおり： 

宿屋（ ）長旅の疲れを癒やすならここです。小さな町や村では酒場が

宿屋を兼ねていることもあります。 

酒場（ ）酒を呑みリラックスする場所です。マル秘情報や最新のゴ

シップなどを聞きだすこともできます。 

店（ ）物を売り買いできる場所です。多くは専門店で、残りの少数が

品揃えが豊富な商人といった感じです。物を売る場合はかなり安く値踏み

されます。 

ヒーラー（ ）あらゆる負傷や疾病から救ってくれるヒーラーが世界

中に治療院を構えています。 

訓練所（ ）冒険者ギルド（ ）が代表的ですが他

の場所でもスキルの訓練を行えます。 

賢者（ ）地元の賢者はアイテムの鑑定をしてくれますが、大抵は有料

です。 

舟宿（ ）港町や港湾都市では離れた土地まで客船を出していること

があります。もちろん有料です。



ダンジョン 

地下に広がる石造りの回廊や荒れ果てた土地にそびえ立つ廃城などがこの世界

には数多く存在し、怖ろしいモンスターが巣くう場所として知られています。

しかしそういった場所にこそ財宝や重要な手がかりが隠されているものです。 

大抵のダンジョンは暗く、探検する為には光源が必要ですが、たいまつなどの

アイテムや光源の呪文などは限られた時間しか辺りを照らしてくれません。 

ダンジョンには罠が仕掛けられています。盗賊の能力や呪文を駆使しないと発

見できないでしょう。罠は解除しないと安全に通過することができず、解除に

失敗すれば発動してしまいます！ 

罠の中でもとりわけ問題なのが落とし穴です。この罠に引っ掛かると下の階層

に落とされてしまい、大抵の場合はより一層危険な状況に陥ります。落とし穴

は発見できれば迂回できますが、解除したり取り除くことはできません。 



モンスター 

この世界を見渡せばあらゆる場所に怪物が存在すると言えます。 

旅をすれば彼らとの遭遇は免れません。準備を怠らないように！ 

パーティとの距離が近いとモンスターはこちらを追跡し、戦闘に持ち込もうと

します。 

離れた場所に見える場合は彼らはこちらを気にせずランダムに移動するでしょ

う。 

中には待ち伏せをするモンスターも居ます。この場合、彼らの術中に陥ってか

らプレイヤーはその存在を知ることになります。普段どこかに潜んでいる彼ら

を見ることはできません。もっとも、あなたが危険を察知する能力があれば話

は別ですが･･･ 

特定の場所を守るモンスターはこちらから手を出さない限り戦闘にはなりませ

ん。 

呪文やアイテムを使ってモンスターの眼をくらますことができます。 

彼らは敵を見つけていない為ランダムに移動しますが、近づきすぎて接触して

しまわないように注意してください！ 

モンスターは時間が経てば再び出現（リスポーン）します。 

つまり掃討済みのエリアでも後ほど訪れる時に安全だとは限りません。 

概して奥深く闇が濃い場所はリスポーンする間隔が極端に短くなります。



ステータスモード 

トラベルモードの時にいつでもキャラクターのステータス画面を開いてステー

タスモードに入れます。 

ステータスモードでは複数ページに跨がって情報が記載されます。 

カーソルの上下を押してページを前後し、左右で表示するメンバーの変更や

パーティビューへの切り替えを行います。 

キャラクター画面では以下の情報が提示されます。： 

ステータスと健康状態 

スキルの詳細 

戦闘能力 

呪文書と使用可能な魔法 



パーティビュー（ ）

この画面ではパーティの資金と糧食の量が最上部に表示され、その下にメン

バー全員分の簡易ステータスが表示されます。 

クエストアイテムページでは現在所持するクエストアイテムが表示されます

が、数が増え一画面に収まり切らない場合はスクロールさせることで確認する

ことができます。



持ち物モード（ ）

トラベルモードで" キーを押せば持ち物モードに入り、アクティブキャラの持ち物の管

理ができます。 

画面左側に上から 利き腕（ ）、弓手（ ）、遠距離武器（ ）、矢玉

（ ）、鎧（ ）、アクセサリ（ ）、呪文書（ ）、バック

パック（ ）が並んでいますが、各段に並行した画面右側のスロットに装備中の

アイテムが表示されます。 

バックパックより下のスロットには非装備のアイテムが表示されますが、一画面に収ま

り切らない場合はカーソルの上下で右矢印のカーソルをスクロールさせて見ることがで

きます。 

右矢印のカーソルで選択したアイテムはアクティブとなり、以下の操作が可能です。： 

装備する（ ）アイテムを該当スロットに送ると同時に装備します。 

取り外す（ ）装備されたアイテムを外し、バックパックに収めます。 

使う（ ）アイテムを直接使用します。持ち物画面からは使用できないアイテムもあ

ります。 

調べる（ ）未知のアイテムの鑑定を試みます。 

捨てる（ ）アイテムを捨て去ります。（二度と取り戻せないので注意！） 

手渡す（ ）選択中のアイテムをパーティ内の他のキャラクターに渡します



アイテム 

多種多様のアイテムが存在しますが、名前の先頭に付いたアイコンでどのカテゴリーに属

するものか判ります。 

アイテムのタイプ 

武器（ ）遠近用の武器および弓手用、つまり二刀流用の武器もあります。 

鎧（ ） 種類に分けられています。 

盾（ ）弓手に装備する防具です。 

魔笏（ ）※ まじゃく”と読みます 

防御力を秘めた魔法の宝具で弓手に装備します 

呪文書（ ）装備することで記載された呪文を詠唱可能になります 

アクセサリ（ ）ステータスやスキルにボーナスを与える魔法の装身具です。 

糧食（ ）携帯食料です。これさえあれば徐々にスタミナを回復させられます 

盗賊用ツール（ ）鍵開けや罠外しの為のツールです。 

光源アイテム（ ）暗闇を照らす光源となるアイテム類です 

ポーション（ ）使い切りの水薬で、トラベル/戦闘 どちらのモードでも使えます 

巻物（ ）使い切りの魔法の巻物。戦闘モードでしか使えません 

試金石（ ）使い切りの魔力を秘めた石。トラベルモードでしか使えません 

アーティファクト（神器  ）それぞれが特別な力を秘めた唯一無二のアイテムです



武器と防具の性能表示について： 

武器や防具の性能表示。英字三文字で表記： 

命中ボーナス 

防御ボーナス 

与ダメージ 

戦闘で使用する際に消耗する

移動ペナルティ 

ダメージ軽減量 

ボーナス耐性 

近接武器専用の性能表示： 

両手用武器。利き腕と弓手を占有 

戦闘中一回だけ使用できる投げ武器。戦闘終了と同時に自動回収 

戦闘中何度でも使用可能な自動帰還式の魔法の投げ武器 

１マスより長い射程を持つ。大型の敵に対しボーナス 

弓手に装備する二刀流専用武器。攻撃力を増大させる



武器と防具のダメージタイプ 

種類のダメージタイプがあり、一度の攻撃で一種類以上のダメージが発生す

る場合があります。 

防具は限定的な、あるいは全てのタイプのダメージに対し防御力を発揮し、そ

の際に該当するタイプのダメージを軽減させますが、該当しないタイプに関し

ては全く軽減されません。

• 刺突（ ）

• 鈍器（ ）

• 斬撃（ ）

• 火炎（ ）

• 冷気（ ）

• 電気（ ）

• 酸（ ）

• 精神（ ）

遠距離武器専用：

石（ ） 石のつぶてを用いる 

矢（ ） 矢を用いる 

ボルト（ ） ボルトを用いる 

弾丸（ ） 弾丸を用いる 

無限（ ） 矢玉を必要としない



戦闘（ ）モード 

冒険の最中モンスターとの戦いに巻き込まれ、戦闘モードに入ることになるで

しょう。 

①左側の大きなウインドウは戦闘（ ）マップです。 マスのサイズ

で地形タイル、障害物、プレイヤーキャラ、そして敵キャラによって構成され

ます。 

②画面右側はパーティの簡易ステータスが表示され、アクティブなキャラク

ターは左の人型のアイコンがインジケーターに囲まれます。 

③キャラクターアイコンの右には とスタミナが赤と青のバーで表示され、

④下にはアクティブキャラのステータス変化/状態異常（もしあれば）を示す

アイコンが追加表示されます。 

⑤簡易ステータスの下段、つまり右下の方にアクティブキャラの が表示さ

れます。 

⑥さらにその左側に表示されるのはアクティブキャラの名前と装備中且つ使用

しようとしている武器の名前です。(つまり現在の攻撃タイプがここで判別し

ます) 

⑦緑色の線で仕切られた画面最下部には現在選択可能なコマンドとそれに対応

するホットキーが表示されます。



戦闘の開始 

戦闘の開始時には敵の正体と数が判明します。あなたのパーティと敵の位置は

遭遇時の向き、さらに奇襲の有無によって変化します。敵から攻撃を受けた場

合は先手をとられる場合があり、奇襲を受けた場合は問答無用で敵が先手を討

ちます。 

行動（ ）

戦闘はターン制で進行し、画面上のキャラクターは順を追って何らかの行動を

起こします。 

各キャラクターは独自の を持ち、あらゆるアクションは を消費して行い

ます。 

が全て無くなるとそのキャラクターのターンは終了します。 

もし手持ちの の上限を越えたアクションをとった場合は超過分が疲労ペナ

ルティとなり、スタミナから差し引かれます。 

大抵の行動は を２消費し、呪文の詠唱は４消費します。 

攻撃タイプの変更（近接、遠距離もしくは呪文）はペナルティとして毎回１ポ

イントの コストがかかります。



戦闘不能状態

あなたのキャラクターが と同量のダメージを被った場合、戦闘不能になり

いかなるアクションもとれなくなってしまいます。この状態から脱するには

ヒールの呪文かポーションを使って回復してください。戦闘不能となったキャ

ラクターはモンスターに無視されます。 

コマンド 

カーソルキーによる移動以外に以下のコマンドがあります： 

' （使用する）バックパックの中からアイテムを選んで使用します 

' （射撃する）遠距離武器で攻撃します。矢玉が尽きた時はこのコマンド

は使用できません。 

' （呪文を詠唱）装備した呪文書に記載されている魔法を詠唱します。敵

あるいはパーティの誰か、あるいは召喚した味方の指定、目的地点のマスの決

定や方向の入力が必要となる場合があります。 

' （投げる）装備中の近接武器を敵に投げつけます。※一旦投げてし

まったら戦闘終了まで素手で戦うことになることをお忘れなく！ 

（ターンを終了）'スペースキー'で味方のターンを終了させます 



戦闘の終了 

戦闘は以下の三通りの終了の仕方があります。 

 

パーティの勝利 

全ての敵を倒した場合です。 

経験値を獲得（戦闘不能者は半分のみ、逃走者はゼロ）し、戦利品として金や

アイテムを入手できるかもしれません。その後トラベルモードに自動的に切り

替わります。 

 

パーティの撤退 

全てのアクティブキャラクターが戦闘画面の端から脱出した場合です。  

経験値は獲得できず、トラベルモードに切り替わりますが敵モンスターはその

場に依然として残ります。また、撤退が許されない場合もあります。 

 

パーティが全滅 

全てのアクティブキャラクターが戦闘不能に陥った場合です。 

ゲームオーバーとなり、セーブデータのロードをするかを尋ねられ、断るとメ

インメニュー画面に戻ります。



ヒント

• 頻繁なセーブを！特に新しい町やダンジョンに入る前のセーブは大事です 

• 見聞きしたことは全てメモしておきましょう

• 高所に上ってみると見えなかったり気付かなかったものが見えてきます

• 糧食はスタミナを回復しますが、宿屋やポーションほど完璧ではありませ

ん

• ヒーラーや呪文、アイテムを活用して怪我や状態異常を治しましょう

• 魔法の床で悩んでいる？便利な呪文がありますよ･･･

• 酒場や宿のバーはヒントや手がかりの宝庫です

• ギャンブルは良い小遣い稼ぎになります

• 長旅の前にはたっぷりのたいまつと回復薬を仕入れておきましょう

• 探索すべし！思いがけない場所に秘密が隠されているかもしれません

• 戦闘すれば稼げます。でも野には手付かずのお宝が多く眠っています

• 教官のスキルレベルが高いほど訓練料金は高くつきます

• 戦いで無理を感じたら逃げるべし！

• モンスターによっては特定属性の攻撃が特効となる場合があります

• 矢玉の残量に気を配りましょう

• 分からないアイテムやアイコンがあったらヘルプを参照しましょう



ラウンドあたりの総 。また、攻撃に必要な の量 

一次ステータスで肉体スキルの一種 

呪文詠唱ボーナス 

近接あるいは遠距離攻撃でクリティカルヒットとなる確

率 

一次ステータスで精神スキルの一種 

敵の攻撃を回避するスキル 

現在キャラクターが保持する経験値 

キャラクターが感じている疲労度 

弓手に装備する防具代わりの魔法の笏 

戦闘不能になるまでに耐えられる被ダメージ量。 とも。 

近接武器の命中ボーナス 

藍色魔法スキル 

キャラクターのレベル 

宝箱やドアの鍵開けスキル 

アイテム鑑定、文章の翻訳、オブジェクトの解析をするスキル 

近接武器で攻撃をするスキル 

戦闘時に１マス移動するのに必要な コスト 

次のレベルに到達するのに必要な経験値 

遠距離武器のスキル 

疲労を徐々に回復する旅行用の糧食 

用語集



用語集

一次ステータスで精神力の強さを表す 

攻撃、呪文、地形、罠による物理ダメージを軽減させる能力 

呪文、地形および罠の効果に対する抵抗力 

呪文詠唱のスキル 

堪えられる疲労の総量。疲労がこの値を超えるとダメージ

に。 

一次ステータス。肉体的な強さ 

罠の発見と解除のスキル 

現在負っているダメージの量



ゲームデザインおよびプログラム 

マップデザイン 

使用ツール｢ ｣ 

化粧箱およびカバーアートデザイン 

インテリアイラスト 

音楽

クレジット



テストおよび品質管理 

貢献とサポート 

特別な謝辞 

そして の人々 

全ての に捧ぐ！




