


ショートカットキーについて

キーボード

-Esc   または   F8     :   終了ウィンドウを開く

-  スペースバー     :  一時停止

-F1     :   キャラクタシートの表示／非表示

-F2     :   スコアウィンドウの表示／非表示

-F3     :   アジェンダの表示／非表示

-F4     :   新聞メニューの表示／非表示

-F5     :   予算メニューの表示／非表示

-F6     :   サウンドオプションメニューの表示／非表示

-F7     :   保存メニューの表示／非表示

-F9     :   ミリタリーマップの表示／ホーム画面に戻る

-F10     :   世界マップの全体表示／ホーム画面に戻る（例：全軍の位置確認のため）

-F11     :   比較マップの表示／非表示

A-Z-E-R-T-Y   または   Q-W-E-R-T-Y   キーの使用（キーボードによって異なります）：時間モード

の各変更：低速、通常速度、早送り、次の訴願まで早送り、  1      日飛ばして前進、  1      週間飛ばして前

進、  1      ヶ月飛ばして前進。

アロウキー     :   マップを動かす

ページアップ・ページダウンキー     :   拡大／縮小

マウス

-  マップ上にカーソルを置いてマウスホイールでクリック： マップの拡大は、  2D   アイコンの最初

のレベルでおこなわれます。マップ上で全ての軍事ユニット（遠隔地のユニットでも）を表示で

きるので、武力衝突時に特に役立ちます。また、  2D   アイコンとして表示されているので簡単に選

択できます。

-  マップ上でのフレームの選択   :   選択フレーム内のグラウンドに存在する全ての軍事ユニットを選

択する。

-  マップ上の選択フレーム   + CTRL   キー     :   選択フレーム内にある地上と建物内に存在するすべての

軍事ユニットを選択します。

-  右クリック     ：

           -  外国で／その地方で／その都市で     :   外国の／その地方の／その都市のアクションメニュー

を開き、マップやフィルター用のメニューを表示します（国家元首としてのプレイヤー限定）。

           -  軍事ユニット上で：ユニットに関する詳細情報のウィンドウを開きます。

           -  数または変更可能なパーセンテージを表示するテキストボックス上で     :   クリックしたエリ

アに関する数／パーセンテージを表示（ボックスの左端が最小値、右端が最大値）。数値は、マ

ウスホイールを回転させて増減できます。

MAC      バージョンをお使いの場合     : クリックするマウスホイールがない場合、[ALT]キー+左マウスボタンを代用してください。

同様に、マップを拡大する場合も、マウスホイールがない場合は、 [ALT]キー+[上矢印]、 [ALT]キー+[下矢印]、または[ページアップ]と[ページダ

ウン]キーのいずれかで代用できます。

あなたの画像の隅に表示されている小さいターゲットをクリックすると、あなたの国のマップを再センタリ

ングできます。
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＜ インストール ＞

インストール方法
本ゲームをインストールするにはインターネットに接続している PC と管理者権限が必要です。 インス

トールを行なわれる際、ユーザーアカウント制御（UAC）によって実行の許可を要求される場合が あり

ますので、その場合は許可を行って下さい。

・DVD 版をインストールするには DVD ドライブにディスクを挿入して下さい。自動再生が有効となって

い れば自動的にインストールが始まります。自動的にインストールが始まらない場合は DVD 内のセット

ア ッププログラム（exe ファイル）を起動して下さい。

・ダウンロード版をインストールするにはダウンロードされた zip ファイルを解凍します。解

凍フォルダ内 に作成されましたセットアッププログラム（exe ファイル）を起動して下さい。

インストールが始まりましたら、画面の指示に従ってインストール作業を完了させて下さい。

アップデートのインストール 本ゲームは十分に検証をしておりますが、問題が発生する可

能性は否定できません。 このような問題を解消する為、本ゲームではゲームの起動時にインター

ネットに接続し、自動的にアッ プデートの有無を確認します。アップデートファイルには様々な

問題の修正に加えて、追加データなど も含まれます。

※初回起動時には必ずアップデートをインストールしてからのご利用をお願い申し上げます！

てんかん発作に関する警告
この注意事項はゲームを始めるにあたり、大人および子ども共に目を通していただく必要がありま す。 

光過敏性てんかんの傾向を持つ方の場合、日常生活や光の点滅を目にした結果てんかん発作や意 識障害を

起こす可能性があります。コンピュータまたはビデオゲームで遊ぶことは通常はさほど危険で は無いのですが、

先に述べた傾向のある方はてんかん発作を起こす可能性があるのです。一度もて んかん発作を経験した

ことの無い方でも起こすことがあり、安心はできません。あなたやご家族の方が 光の点滅によっててん

かん発作の症状（けいれんや意識障害）が現れた場合、ただちに医師の診療を 受けてください。医師の

許可が出るまではゲームをしてはなりません。特に保護者は子どもがコンピュ ータまたはビデオゲーム

をしている様子から目を離さないでください。コンピュータまたはビデオゲーム で遊んでいるとき大人

子ども問わず、めまいや視覚異常、眼または筋肉のけいれん、意識消失、方向 感覚の消失、その他不随

意運動が起きた場合は即時にゲームをやめ、医師の診療を受けてください。

※  当ゲームはフィクションであり、 登場する団体・人  

物などの名称はすべて架空のものです

＜ はじめに ＞

パワー & レボリューションで、あなたは政府／州（複数可）の元首（大統領、王、首相）、

または最初に選択した国家（複数可）の対立勢力（複数可）としてゲームをプレイします。 

国家／州の元首として：
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あなたは国家元首として経済から社会問題、軍事、内政、外交、環境問題まであらゆる対応を求めら れ

ます。全ての国は現実を出来る限り忠実に再現し、仮説に基づいて国を導くことが出来るように複数 の

モードをご用意しました。

各種省庁を通じて行えるアクションは 1、000 を超え、同じ施策であっても国ごとに異なる結

果が得られ るでしょう。

アクションの中には国家元首自ら行える事柄（大臣の罷免、太陽光発電施設の建設、諜報機関への 調査

指示、議会の解散や選挙など）もあります。また、自ら法案を議会にかけることもありますが、その 場

合は当然民主的手法に則って採決を求めなければなりません（例： 消費税率の変更、年金支給年 齢の切

り上げ、政局運営、最低賃金の上昇、首長の権限変更など）。

また影響力のある団体（例：各種団体、労働組合、宗教団体）やメディア、警察、外国の首脳、国際的 

著名人（ローマ法王、国連事務総長、国際的なスター）などとの会談も欠かせませんので、予定表の管 

理も重要となります。これらの会談では様々な社会的交渉や巨額契約の締結、意思決定者への贈賄、 

ジャーナリストの誘導など、あなたは国家元首として考えに考えを重ねなければならないでしょう。

世界マップや都市マップ上で、各ユニットの指揮を自分でとり、軍または警察を率いることができ

ます。 各種施設の建設、管轄各地域の管理、および自分の衛星を打ち上げることも可能です。 諜報機関

は、反乱軍に対抗するため、また特別な作戦（例えば、政権の不安定化、暗殺、破壊活動）を遂行するた

めに非常に重要です。 

このように国家元首はあらゆる場面で判断を求められますが、その判断材料として新聞に目を通した り、

議会や国民投票の利用、マップ上での出来事や各種統計に目を配るように心がけてください。

本ゲームに登場する人物、特に他国の首脳についてはコンピュータが操作します。あなたには

外交以 外にも日々対処しなければならない事柄が降りかかってきます。財政赤字に支持率の推
移、自然災害、 テロ攻撃、国際紛争、経済紛争など‥

数々の難題に対処しつつ、国家の長であり続けられるか？が あなたの腕にかかっ

ているのです！

対立勢力として：

対立勢力は、合法、非合法、軍事力の有無を問いません。 

-  政党のリーダー     

世界各国の政党の政治的傾向、議会の特徴、選挙結果が、ゲームに取り入れられています。  プレイヤーは、キャラクターを選択し、権力を握

ることを目指します。 政党の予算で、プレイヤーは複数のアクションが可能です： 収入増加、市街戦に介入する可能性が高い暴力団への資金

援助、最善の意思決定を行うための世論調査の購入、贈賄、影響力のある人物の情報を入手するための探偵の雇用などのために、資金調達キャ

ンペーンを行うことができます。 党首として、あなたは党の重要な意思決定を行います：政府法案に関して議決指示を与え、 街頭での抗議行

動に過激派を送り、グループやシンジケート、あるいは関連団体を扇動し、プロテスト行動（ストライキ、座り込み、封鎖など）を介して権力

に対抗、メディアで国家元首の行動を批判します。 

-  選挙の候補者     
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国家元首の座に就く最も伝統的な方法は、民主的な選挙に勝利することです。 選挙運動の期間は長く、細心の注意が必要となります。候補者

は、有権者の忠誠心を獲得するために、最高の政策を打ち出す必要があります。地方の反応を伺いながら、 選挙ツアーでできるだけ多くの遊

説を行い、数多くのミーティングをこなします。選挙予算を管理し、影響力のある人物の信頼を勝ち取り、最後の瞬間で勝利を左右する力を持

つ、テレビ討論会に参加します。 ゲームには、「  2016      年アメリカ合衆国大統領選挙」に捧げる特別なシナリオがあります。   

-  影の政策     

現在の国家元首の信用を失墜させ、政権交代、総選挙へと導くことで、野党でも政権を奪うことが可能です。 野党は、権力周辺の人々とつな

がりを持ち、軍事／非合法クーデターを起こすことも可能です。 武装蜂起の先頭に立ち、地上での武装勢力、フーリガン、過激派に指示を与

え、操作します。 また、非合法を選択すると、武力闘争に従事できるようになります。 

-  非合法組織のリーダー     

自国でのテロ組織（複数可）のトップとして、プレイヤーは武力によって権力を獲得し正常化するか、支配した地域の独立を勝ち取ることを目

標とします。  広がるアクションの可能性：作戦用の徴兵、プロの傭兵の雇用、ブラックマーケットでの武器購入、 資金、戦闘員、武器調達

のための国家、政党、または他のテロ組織との契約締結、 親しい国家を経由した国連介入の要請、クーデターや政治的暗殺による権力の輪へ

の侵入、敵の諜報機関に対抗するネットワークセキュリティの構築、平和的なプロテスト運動の立ち上げ、政治的誘導で暴動を誘発し、 内戦

の火ぶたを切り、武装した反乱軍に命令を与え指揮をとる… 

-  将軍     

プレイヤーは、ゲーム開始時に本物の軍隊を持つか、時間をかけて軍を育成し、紛争地域で展開させることができます。 プレイヤーは、国の

マップ全体ばかりでなく、占領中の各都市でのすべての軍事作戦をコントロールします。 これらの軍は、時にあまりパワフルではないものの  、  

本拠地に駐屯している時や頻繁に位置を変える場合、所在を突き止めることが困難です。 プレイヤーは首都の大統領官邸を倒すか、大統領の

支配する地域で独立を勝ち取ると、新しいグローバルリーダーになります。  .  
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＜ タイトル画面 ＞

タイトル画面には幾つかのボタンが配置されています。

「ワールドシミュレーション」：175 ヶ国以上でプレイ可能。18 のシナリオが用意されています。

「チュートリアル」モードは、国家元首としてプレイするあなたに、ゲームの主要機

能をインタラクティブに表示し、ゲーム前半をガイドします。

● ボーナスのさまざまなオプション

 改造：Steam のウェブサイトから入手できるアドオン。改造アドオンによって、環境とシナリオ（改造）の作成、リプレイや、

他のプレイヤーとの共有が可能になります。

 ゲームのパーソナライズ：これは、ゲームのキャラクターやグループのパラメータを設定するツールです。例えば、キャラク

ターに画像を添付してよりリアルに見せることなどができます。 詳細は、本マニュアルの最後の、このツールに関する章を参照してくだ

さい。

 「クイズ」モードは、様々な分野でのあなたの知識をテストするゲームです。

 スコアウィンドウでは、さまざまな絞り込み条件によって、表示するスコアの種類を選択することができます。インターネット

に接続して、自分のスコアや全プレイヤーのランキングを表示することができます。

 また、ゲームのマニュアルやクレジットにアクセスすることもできます。

● オプションでは、さまざまなグラフィック、サウンド、プレイベースの設定を調整することができます。

 グラフィックオプション：グラフィックは、お使いのコンピュータとグラフィックカードのクオリティに従ってデフォルト設定

されていますが、変更も可能です。ゲームをプレイ中、グラフィック表示が遅いと感じたら（ウォーゲームフェーズ中など）、詳細レベ

ルを下げるとスピードアップできる場合があります。同様に、ゲーム中、RAM に問題が発生したり、クラッシュした場合、詳細レベルを

下げることで、コンピュータのグラフィックリソースの使用を減らすことができます。また、グラフィックオプションを使用すると、

「ウィンドウ」や大画面のインターフェ―スでプレイすることも可能です。更新されたデータを失わないように、変更したら忘れず保存

するようにしてください。

 サウンドオプション：ゲームのサウンドレベルを設定できます。

 ゲームオプション：様々な表示形式（華氏または摂氏、キロメートルまたはマイル等）を設定でき、ゲームのウェブサイトに自

分のスコアを送信することも可能です。また、自分の軍事ユニット（詳細は、「軍事・警察ユニットの準備」の章を参照）に複数の命令

を組み合わせて自動発信できる、軍事ユニットへの「複数命令」を有効化／無効化し、様々な頻度で自動保存することができます。

地球儀の右をクリックすると、国を直接選択することができ、その国または野党の党首としてプレイすることを選択できます ; また、敵対アイコ

ンをクリックして、主な主人公のひとりとしてプレイすることもできます。これらの選択を確認すると、ゲーム設定ウィンドウに直接アクセス可

能になります（該当する章をご覧ください）。地球儀を回転させるには、その上でマウスを右クリックしたまま動かします。

※ゲーム本体の説明に移る前に、ここでは、チュートリアルモードとクイズゲームについての詳細を説明

しています。
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＜ 「チュートリアル」モード ＞

はじめに
このモードでは、国家元首としてその主な機能を使い始めることで、ゲーム全体の概要を素早

く把握します。

このモードでは地政学の教授が順序を追って進行方法を教えてくれるもので、そのつど課題と

なる目 標が与えられます。

これらの目標は複数の段階に分けられており段階ごとに画面下にテキストによる説明が表示され、黄

色く点滅するヘルプ矢印により、どのボタンをクリックすれば良いかが分かるようになってい

ます。

解説をもう一度見たい場合は教授をクリックすれば何度でも再生可能です。

チュートリアル用インターフェース

①  教授

②  ヘルプ矢印

③  ヘルプテキスト
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＜ 「クイズ」モード ＞

はじめに
クイズモードでは複数の設問群が用意されてい

ます。 ３種類のゲームモード：

• ファストゲーム：好みのクイズを選択してプレイ出来ます。

• チャレンジ：「全問正解」を選ぶとすべての設問に正答する事が条件となり、

「タイムアタッ ク」は制限時間内にどれだけ正答出来るか？を試すクイ

ズです。

• カスタムゲーム：用意されたテーマから３つを選択。設問の数および難易度は自

由に設定 出来ます。

画面左側には各設問に関連する情報が表示されます

• レベル：プレイヤーのレベル(右上に表示)がクイズのレベルと同等以上である

こと。

• テーマ

• 問題数

• 制限時間：質問に与えられる時間。時間制限無しも可。

• 目標達成ボーナス：クイズから得られるポイントの額（総プレイヤースコアに加
算）。ただし、 同一のクイズを複数回プレイしてもポイントは支給されません。
最高得点を更新する事は 可能。

• 個人スコア

クイズを開始するには[OK]ボタンをクリックしてください。
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クイズ用インターフェース

クイズモード特有の項目：

1. 選択したテーマおよび難易度

2. 設問内容、設問番号／全設問数

3. 選択肢

4. ストップウォッチ（設問の残り時間、クイズ全体の制限時間）

5. クイズのスコア、獲得したボーナスポイント

クイズの流れ
最初の設問には 4 つの選択肢が用意されています。答えを選びましたら[次へ]ボタンをクリッ

クすると ストップウォッチが止まります。

設問の中には選択肢の代わりにマップが表示されるものがあり、マップ上の項目（設問に準じて
国、地 域、都市）を選んで下さい。この様な形式のクイズでは[次へ]をクリックする事で答えが

確定されます。 また、マップ上を移動するには右マウスボタンを押したままドラッグ（または
キーボードのカーソルキー）、 マップの拡大／縮小にはマウスホイールを使います。

注意：設問によっては複数の回答を求めているものもあります。この場合は確定する前にす

べての回 答を指定しているか確認しましょう。

回答を確定すると即時に正答が表示されるので、[次へ]をクリックして次の設問へと進めて下

さい。

制限時間が過ぎると自動的に正答が表示されます。次の設問へと進むかはご自身の判断に任せ

ま す。
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クイズが終わりますと正答数およびスコアが表示されます。なお、画面右上の赤いボタンをクリッ

クする と随時クイズを終了する事が出来ます。

＜ 「ワールドシミュレーション」モード ＞

ワールドシミュレーションメニューでは、新規ゲームを開始し、保存されたゲームを読み込むこと

ができます。

• メニューに戻る：メインメニューに戻ります。

• ゲームをロード：以前に保存したゲームの続きをプレイする際に選択します。保存
日順に 保存データがリスト表示されますので、プレイするゲームを選択し、[OK]を
クリックして下さ い。

• 新しいゲームを開始するには、ゲーム選択ウィンドウにアクセスします。

ゲーム
パネルの[ゲームの選択] から、プレイしたいシナリオを選択します。

シナリオには、一定時間内に達成しなければならない、特定の目標が設定されているもの

もあります。その他は、政治的な内容のシナリオです。例えば、シナリオ「政府 2016 フリー

モード」は、 2016年 1 月 1 日の世界の任意の国で、できるだけ長くその国力を維持することを

唯一の目標としてプレイします。 また、シナリオ「野党 2016 フリーモード」 では、時間制限

なしで、国家元首になるというゴールを目指し、世界の任意の野党を率います。

シナリオをプレイした後、その達成度がポイントとして換算され、（後述「スコアの計算」を参照）、獲得

し たポイントに応じてレベルが上がり、今までプレイ出来なかったシナリオへと進む事が出来ます。例：レ ベ

ル２シナリオには 1、000 ポイント、レベル３シナリオには 10、000 ポイントが必要です。
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パネル右上にレベルとスコアが表示されますが、ここではプレイヤーを新規に作成し、選択する事が出 来ます。

シナリオを選択しましたら[OK]ボタンをクリックしてゲーム設定画面に進んで下さい。

ゲーム設定画面

シナリオを選択したら、<OK>をクリックして、ゲームの設定パネルにアクセスします。 

このパネルで行えること：

● キャラクターの選択：最初の画面は、あなたが選択する国、またはテログループで始まります。次の画面で以下のいずれかを選択：

 画像のどれかをクリックして、国家元首、またはキャラクターとしてプレイする

 リストから選択するか、国会の一部をクリックした後、その政党のリーダーをクリックして、民主的な対立勢力、または野党として

プレイする

 テロ組織、またはその組織のリーダーとしてプレイする

● 画像をクリックして、キャラクターを切り替える

● 姓名変更

● カーソルで以下のゲーム設定を行います：

• 難易度：難易度は初級、中級、上級の三段階に設定できます。初級では教授から助言が 与えられ、法案提

出に際しては所属政党の仲間から意見を聞くことができます。 難易度 を上げると支持率が上がりにく

くなり、敵対国の軍事力が上昇します。 難易度は、多くのファクターから影響を受けます。（例

えば、あなたが野党、または人工知能による標準化と独立合意の受理をプレイする場合、国家元

首が導入した法律への適合など）。

• 災害：この項目は自然災害および人災の頻度を調節します。高く設定すると地球全体によ り多くの

災害が発生し、低く設定すると災害は起きません。カーソルを中央に設定すると 実世界に似た頻度にな

るのでリアルでしょう。
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• 挑発行為：このレベルでは、国家間での戦争勃発の確率と、戦争への市民の許容度
を調整することができます。高く 設定するとコンピュータは戦争を起こしやすくな
り、同時に民衆は自国元首の恐喝外交に もネガティブな反応をし難くなります。最
も低いレベルでは、人工知能が国家間の戦争を抑止するので、ゲーム開始時に勃発し
た戦争を除き、世界は完全に平和な状態となります。カーソルを中央に設定すると実
世界に似た頻度になる のでリアルでしょう。

• テロリズム：このレベルでは、ミリタリーグラウンドで確立されていないテロ活動
の頻度を調整することができます。高く設定するとテロ組織がテ ロ活動を頻繁に行
うようになり、最低レベルに設定すると活動をしなくなります。カーソルを 中央に
設定すると実世界に似た頻度になるのでリアルでしょう。

• 騒乱：この項目では一般国民や社会団体が個々人の主張に基づいたり、リーダーに扇動 されたりして何ら

かの行動を起こす確率を設定できます。高く設定すると彼等の不満が抗 議活動やストライキなどの行動に

発展する確率が高くなります。カーソルを中央に設定す ると実世界に似た確率になるのでリアルで

しょう。

注意：ゲームのスコアをインターネット上やゲームランキングに表示するには全項目をスライド中央に す

る「リアルモード」に設定してプレイしなくてはなりません。ただし、どの難易度でもスコアは記録され 

ます。また、リアルモードで無くても個人ポイントとしてゲームのプレイ回数やプロフィールポイントなど

は保存されます。

その他、ゲーム進行速度、キャラクターを固定するかランダムに入れ替えるか？、表示通貨を設定して 下

さい。

以上、よろしければ[OK]をクリックしてゲームへお進みください。

スコアの計算

■フリーシナリオ スコアはいくつかの要素から算出されるようになっています。

「フリー」シナリオ（「政府 2016 フリーモード」）のスコアは、主に「累積的な人気ボーナ

ス」で構成されています。これは毎日の人気度の合計で、 ゲーム開始時から加算されます。

国家元首としてプレイする場合、スコアの計算は、プレイヤーの国の同盟国の数をもとに行われ、

これがスコアの重要な構成要素となっています。プレイヤ ーの国が多くの他国と友好関係を築く
ほどスコアが高くなる仕組みです。その他のスコア構成要素として、国会を通過した法案の数に

応じたボーナス、経過年に応じたボーナス、野党としてプレイしている場合、起こした騒乱の数
に応じたボーナス、ゲーム中に取得できる各種ボーナスなどがあります。

■目標達成型スコア ミッションモードには制限時間がありますのでこれも考慮されます。詳細ミッションシー

トに掲載されてい るスコアが制限時間に基づいたスコアです。しかも同一ミッションを別の国でプレイした

場合、そのつど ミッションボーナスは支給されます。ただし、同じ国で同じミッションを成功させてもポ

イントは支給され ません。

Copyright Eversim 2016 14/44



＜ ゲームインターフェースの解説 ＞

概要
ワールドマップはゲーム画面全体に表示されます。

画面右下にはミニマップが表示され、ミニマップ上をクリックすると、クリックした先にワール
ドマップが 移動します。またこのボックスは、ゲームの日付と時間、時間の経過を管理するための

アイコン、特にスローモーションモード（市街戦の進捗状況に合わせた速度）や、マップ表示モード
アイコンなど、時間の経過を管理するためのアイコンも表示します。[+]ボタンは「先進的マネージメ

ン トインターフェース」を呼び出します。

画面下部のボタンから、国家元首としてプレイする場合は各省に、野党としてプレイする場合は、

各管理メニューにアクセスできます。この横にある[+]ボタンも「先進的インターフェース」に切

り替えます。

画面左側には、キャラクターの画像が表示され、画面の上から下へと移動します。これら

のキャラクターは、あなたに何か言いたいことがあるか、あなたとの会談の予定があります。

画面右側の「テレックス」には衝突や契約、内政不安、災害など‥世界中で起きている重要イベントや 新

聞が表示されます。

 画面右上にはあなたの画像が表示され、ここから、自分の人気度、写真、野党としてプレ

イしている場合は国家元首の人気度、マップ上で選択された場合は、国または地方の旗が表示さ

れるデスクトップにアクセスできます。 小さい「紛争」アイコンから、自分の国、または右上画

面で選択した国に関連する紛争メニューが表示されます。

画面上部中央には「スマイリー」が表示されます。あなたが取ったアクションやイベントに対して、上機 

嫌マークだけで無く時には不機嫌マークなどの国民感情が表示されます。これらのマークが支持率に 影響

を与えます。

複数国モードでは、自分が選択したさまざまなキャラクターの画像が、左上に表示されます。
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1. ミニマップ、マップ表示アイコン

2. 日付／時刻アイコン

3. スマイリー欄

4. あなたの支持率

5. 机を表示

6. 野党としてプレイする場合の国家元首に関するデータシート

7. 選択した国／地域の情報を表示

8. 面会依頼キャラクター

9. テレックス

10. 省庁ボタン／野党の管理メニュー

11. キャラクター／グループボタン

12 複数国のキャラクター表示

マップ

■3D マップ上での移動

ゲームは、あなたが選んだ国、または現在のシナリオの舞台となる地域を中心とする

世界地図上で始まります。マップを動かすには右マウスボタンを押したままドラッグするか、
キーボードのカーソルキーをご使用く ださい。 また、拡大縮小するにはマウスホイールも

しくは[PageUp／PageDown]ボタンを使います。拡大するほ どマップ上に表示される情報量は
増え、サイトの重要度に応じて一定の縮尺に達すると都市や建物で    は 3D 表示となります。

ホイールボタンをクリックするとマップは初期設定の縮尺となり、サイトも 2D アイコン表示と

なります。こ の縮尺は軍事作戦において各部隊の位置が把握しやすく、ユニットの選択もし易

いため便利です。 国家元首の画像の角にある照準マークをクリックすると、自国を中心とした

位置に移動します。
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■ミニマップ ミニマップではクリック１つでクリック先へ直接移動が可能な為、地球の反対側など遠方へ

行く際には 便利です。ワールドマップに表示されている照準マークは今、現在表示されているワールド

マップにお ける位置を示しています。

また、ミニマップの拡大縮小もマウスホイールで可能です。ミニマップのスライドはカーソルをミニマップ

上に置いた状態で 3D マップと同様、カーソルキーもしくは右マウスボタンを押したままドラッグして下さ

い。

ミニマップ内の[＋]ボタンをクリックすると後述の「先進的マネージメントインターフェース」

に切り替わり、 ミニマップ自体が拡大されます。このミニマップでは各部隊の位置や動き、戦
場における配置までを確 認可能です。

■マップ上に表示されるサイト サイトの種類:

• 都市

• 軍事基地：地上部隊、海軍、空軍、通信基地、宇宙基地

キャンプ : 通常軍の軍キャンプ、またはテロ組織、難民キャンプ

• インフラ：高速鉄道、パイプライン、港、民間空港、原子力発電所、油井、海上油田、天然 ガス備

蓄施設、風力発電、太陽光発電施設

• 自然：火山や有名な山

• 歴史・文化的観光地(カメラマーク)

• 特定のサイト(例：米国国防総省、バチカン)

地図上では上記分類別にアイコンが表示され、クリックするとそのサイトに関する情報ウィンドウが開き 

ます。また都市や軍事基地、エネルギー関連施設にはサブメニューも用意されています。

■国・地域の選択と情報画面 カーソルを置いている国家の国境は様々な色で表示されますが、この色はそ

の国家が自国とどの

様な関係にあるかを表します。緑色(２レベル)であれば良好、灰色であれば中立、赤色(２レベル)の場

合は敵対的な関係にあります。青色はあなた自身の領土です。

国家を１度クリックすると画面右上に国旗が表示されます。この国旗をクリックすると自国と対象国の 比

較画面が開きます。

ウィンドウの項目：

選択した国家元首の画像： 画像をクリックすると、国家元首のデータシートが

開き、国家元首としてプレイしている場合、会談が設定されます。

• 音符マークが表示される国はそのマークを押すと国歌を視聴可能です。

• 政治的・経済的・軍事的情報

• 棒グラフ：人間開発指数(HDI)を含む各種指標

HDI とは国連開発計画が毎年発表する指標で、主に次の３つの要素から算出されます： 平均余命指 数、成

人識字率（識字率および就学率）、購買力平価で計算した一人当たり GDP。HDI 指数は 0～1 の 間で示さ

れ、１に近いほど先進国であるとされる。

対象国が幾つかの地域から構成される場合、同じ場所をもう一度クリックすると右上に地域の旗が表 示さ

れます。この旗をクリックすると選択した地域の情報が表示されます。

旗マークを角にある照準マークをクリックすると、ワールドマップは選択対象国または地域を中心に
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表 示します。紛争のアイコンが存在する場合、この国の紛争のメニューが開きます。

■右クリックメニュー 右クリックで表示されるメニューの項目は省庁や先進的マネージメントイ
ンターフェース(後述)と同じで、 選択している場所によって表示内容が変わります。

プレイヤー（国家元首）の例： 国を選択する場合、右クリックで 国家元首に指名されるよう設

定することができます。一方で国内の地域を選択してい る場合は公共工事、都市を選択した場合

はイベントの開催メニューなどが表示されます。

■マップ表示メニュー ワールドマップ上を右クリックすると表示されるサブメニューから、マップの表示

モード切替やフィルター による表示物の変更が可能です。また、画面右下のミニマップからも表示モード

は切替可能です。

マップの種類：

• 標準マップ：このマップはマップのズーム状況と対象の重要性に応じて、全ての要素を表示します (表示

要素同士が余りにも近過ぎる場合は片方しか表示されない事もあります)。3D もしくは 2D ア イコンはク

リック可能です。[F12]キーでもこのマップに切り替えます。

• インフラマップ：このマップは、右上隅で選択した国の、全ての高速鉄道路線、パイプライン、港、

空港、発電所（原子力発電所、油田など）を、拡大レベルを問わず表示します。

• 軍事マップ：このマップは、自分の全軍事ユニット（移動ユニット、軍事基地やキャ
ンプ、軍の駐屯する都市など）ばかりでなく、画面右上隅で選択した国も、拡大レ
ベルを問わず表示します。  これら各ユニットでは、ユニット独自の旗の他、防御
レベルを示すメーターも表示されます。外国の軍事基地のメーターは、あなたの敵
対国のみが表示されます。 このマップには、F9キーを押すとアクセスできます。

• 経済・戦術マップ：これら 2 つのモードは、自国と世界各国との軍事・経済同盟（国家間の関

係）を示します。（色分けの内容はマップ下部に表示）。青が自国です。

• 比較マップ：選択した項目ごとに全国家を比較することができるマップ（マップ下部には色
とその数値も表示される）。レジェンドは、常にマップの隣にカラーコードとマッチした数
値とともに表示されます。  マップ上の国をクリックすると、その国の上にランキングが表
示されます。このほか地球儀のボタンをクリッ クすると、平面的な世界地図に対して球形
の観点から位置を把握することができます（[F11]キーで も可）。

● 選挙マップ： 地域での選挙結果に応じて、あなたの国の地域が色分けされて表示されます。地域をクリックすると、政党が

現れ選挙結果が円グラフで表示されます。

• 気象マップ：世界各地の気温と降水量がリアルタイムで更新されるマップ（右クリックメニューの

み。 このモードでは各サイトのアイコンは非表示となります）。

• 全体表示：平面世界地図全体を表示するモード（[F10]キーでも可）。 注意：以前の表示に

戻すには既に表示されているマップを再選択してください。

先進的マネージメントインターフェース
国家元首のプレイヤーの場合、ミニマップの閣僚ボタンの右に、2つの <+> ボタンがあります。このボタン

で、先進的マネージメントインターフェースが表示されます。

閣僚の右にあるボタンで、画面下部のすべての省庁のアイコンが表示され、ここから直接各省庁にアクセス

できます。 ラージボタンモードに戻るには、<+> をクリックします。ミニマップ内のボタンが 呼び出す先
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進的マネージメントインターフェースは管理だけで無く戦闘アイコンも配置されているので、 戦闘時に特に有

効です。
ミニマップは開いたままにすることが可能です。また ↔ ボタンをクリックして、マネージメントアイコンメニューを終了できます。

マネージメントモード：選択した国・地域に関する情報の確認およびそれに関連するアクションの

実行

ミリタリーモード：選択した国・地域の部隊の表示および指示を出す（「戦闘ゲーム」ディスプレイを開く

際に有効）

先進的マネージメントインタフェースには複数のフレームから構成されます。最初のフレームは現在 選択

中の事柄、2 番目のフレームは選択した項目に含まれる事柄（経済データや各軍の部隊）が、3 番 目のフ

レームには選択した項目において実行可能な全アクションが用意されています。

ミリタリーモードでは、3つのボタンで、それぞれ異なる自分の部隊を選択することができます。  

最初のボタンで、世界中にあなたが保有する全ての部隊を選択／選択解除することができます。2番目のボ

タンでは、表示されている全ての部隊を選択／選択解除することができます。.例えば、「移動」アイコン

をクリックすると、全部隊が選択された場所に移動します。 ただし、部隊をクリックして、選択を解除す

ることができます。   マップ上で選択された地域に応じて表示される部隊：国、地域、都市、選択フレー

ム、市街戦。

3番目のボタンによる 2つの表示：「グループ別」と「タイプ別」 「タイプ別」は、同じタイプ、同じレ

ベルの全てのユニットを表示します（例：レベル 3の戦車すべて）。「グループ別」は、マップ上で同じグ
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ループに属するユニットを表示します（例：パリの戦車のグループ、マルセイユの戦車のグループなど）。

※ユニットの管理についての詳細は、以下の「武力管理」を参照してください。

日付／時刻アイコン
ミニマップには現在の日時が表示されます。この日時はゲーム開始時に選択したゲーム進行速度に 沿って

進行します。さまざまなアイコンをクリックして、以下のようなゲームの停止、再開、加速、時間のジャン

プが可能です：停止、スローモーション、通常速度での早送り、次のリクエストへの早送り、1日飛ばし、

1週間飛ばし、1ヶ月飛ばし。

週の演算は、その週の特定の時間に行われます。世界のすべての国のすべての変数の推移をシミュレートす

るために大規模な演算を行うプログラムが必要です。この速度はご使用されているコンピュータの性能に依

存します。

一時停止のオン／オフは[スペース]キーでも可能です。

支持率

■スマイリー シミュレーションでは時が経過するにつれアクションの効果が随所に現れてきます。あなた

の政策を市民がどのように評価しているのかがウィンドウ上部中央に表示されるスマイリーの表情で表され

ます。 こういった世論は毎日、安全保障や健康、教育といった項目ごとにリアルタイムで評価が下されま

す。 支持率のパーセント表示はスマイリー数に影響を受けますが良い評価と悪い評価それぞれ相殺する 仕

組みとなっています。

■支持率 支持率は本ゲームの勝敗を決めるといっても過言では無いほど重要なもので、数値とスマイリー

で表 されます。

支持率は本ゲームにおいて最も重要な数値です。しかも国民や国家機関に従事する人々があなたを どのよ

うに考えているかがリアルタイムで表示されます。そして支持率が 0 に近づくこと即ちゲームオ ーバーを

意味します。

あなたのデスクトップ デスクトップにアクセスするには、あなたの画像のフレームをクリックしま

す。 デスクトップでは各種情報の他、支持率の推移やスマイリーの経過が確認出来ます。

ウィンドウ下部のアイコンで、左から右にアクセスして、以下の画面に戻ることができます：ウェルカム画

面、自分のスコアの詳細、アジェンダ、新聞メニュー、 

あなたの省庁の予算の指標、あなたが国家元首である場合、自分の省庁の予算の指標、政党の予算。対立勢

力でプレイしている場合、テロ組織の予算、主要変数グラフ、ゲームのサウンドオプション、保存された

ゲーム、ゲームの終了。

また、グラフ以外のアイコンにはショートカットキー(アイコン左から F1～F8)がご利用いただけ

ます。
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■プランナー

国家元首または党首として、国内外の影響力を持つ人物との会談の設定、訪問、さまざまなイベン

トへの参加などが必要となります。スケジュールを整理する為にも予定表を使いこなしましょう。

プランナーの複数箇所を選択することができます：　上部のブックマークから、現在の週

を表示できます。ページ移動は、下部の矢印で行います。右下のブックマークからその年の各月

に、左上のブックマークから各年にアクセスできます。右上の Xからプランナー画面を終了でき

ます。「メモ」ボックスは、個人的なメモ用にご使用ください。  

会談を設定するにはまず予定が空いている半日をクリックします。するとキャラクターカテゴリーリスト 

が開きますので、会談を申し込みたい相手を指定してください。

一般的に会談には半日を要します。ただし外国の首脳や特定のイベントではそれ以上の時間がかか る場合

もあります。

また、キャラクターの個人シートにて直接会談を申し込む事も出来ますので、その場合はウィン

ドウ下 部の予定表アイコンをクリックしてください。

なお、日程の変更やキャンセルを行うには予定をクリックすると、[日程変更]ボタン及びキャンセル用

の [消去]ボタンが表示されます。

予定日時になると画面左に相手が登場するので、クリックをして会談画面を開きましょう。

■新聞メニュー 新聞メニューではゲームを通して発行された全てのバックナンバーを閲覧可能です（時系

列）。

■予算パネル
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あなたが国家元首である場合、予算案の主な項目を閲覧できます。政府の収支の推移は、パネル

上部で閲覧できます。あなたが対立勢力である場合、あなたの政党、またはテロ組織の予算の詳
細を閲覧できます。

■グラフ 国内および国外の主な指標をグラフで確認出来ます。

■サウンドオプション 全体、BGM、サウンド、音声の各音量が調節出来ます。

■保存 ゲームの保存には圧縮に時間を要するためご使用のコンピュータによっては時間がかかり

ます。バッ クアップファイルのサイズを節約するため圧縮は必須となっております。

ゲームの終了 自分の画像をクリックするとデスクトップにつくので、右下にある[ゲームを終

了]ボタンを押してください。また [ESC]キーでも随時ゲームを終了する事が出来ます。

この際にあなたのスコアをインターネットを通してゲームのホームページに申告し、世界ランキ

ングに掲 載する事が出来ます。 スコアの記録にはユーザーネームとパスワードが必要です。
ユーザーネームとパスワードがない場合、「新規」ボタンをクリックして新規作成することがで

きます。このアカウント名がインターネット上での「ニックネーム」にあたります。

ゲームのスコアを世界ランキングに申請するにはゲームをリアルモードでプレイする必要があります。 リ

アルモードとはゲーム開始時に災害、挑発行為、テロリズム、騒乱の全項目を標準に設定している状 態を

いいます。

難易度の設定はスコア登録の可否には影響しません。また、リアルモードに設定していなくても、

個人 スコアとしてプレイ回数やプロフィールポイントは保存されます。

国家元首としての政策

画面下部に並んでいる７つのボタンは各省庁にアクセスする為のものです。また、左から８つ目のボ

タ ンからは全グループおよびキャラクターを確認する事が出来ます。

ボタンの上にカーソルを重ねる(またはクリックする)と、サブメニューが表示されますのでご希望

に沿っ て選択をして下さい。

左から：財政(予算、税収等)、経済(エネルギー、環境等)、治安(警察、軍事等)、社会（保健、労働、家 庭、

住宅、運輸等）、文化(教育、研究、スポーツ等)、内政（内閣編成、選挙管理等）、外交（援助、国際 機

関等）
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ウィンドウ左上の省庁情報
省庁シートの左上には省庁に関連する各種データおよび統計が表示されます。

主な項目：

• 当該年度の省庁予算および前年度の収支

• 国家予算のパイグラフ(選択した省庁の箇所が反転表示される)

• 担当大臣の写真

• 懸念事項に関するグラフ。矢印ボタンをクリックすると当該年度およびゲーム開始年度の 統計データを見

ることができます。また、行頭に表を模したアイコンが表示される場合は、 クリックするとそれまでの経

過グラフおよび国家間で比較した表を見る事が出来ます。

• その他、当該省庁に関連する人物の一覧。人物の写真をクリックすると各人のシートが開 きますので、

会談をしたい場合には予定表アイコンをクリックして下さい。

ウィンドウ上部の財政指標 ２つあるインジケータはそれぞれ省庁の予算と国家予算を表

します。ゲーム開始時は、スライダーが中心にあります。 これらのインジケータをクリックす

ると各省庁の収支パネルが開きます(デスクトップから直接開くパネ ルと同じ)。

■重要 年間予算と暫定予算の使い分け:

• ウィンドウ上部の財政指標は向こう 12 ヶ月の予算です。数値を編集すると、ただちにイン ジケータの位

置が変わります。変更を施した際には暫定予算となりますので、これを用い ればどの時期でも予算に対

するアクションの結果を予測可能です。

• 左側に表示される財政予測は当該年度の 12 月 31 日までの予測です。

これらの表は「予算」から直接その年の収支総計を見ることができます。

ウィンドウ右側の省庁管理
ウィンドウ右側には選択した省庁に対して行えるアクションの一覧が表示されます。 利用可能なタブ：

■予算 予算タブでは国家公務員の人事および給与を管理する事が出来ます(警察、保健、教育、軍隊など規
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模の大きな省庁)。また、省庁間で予算の割りあてを組み替える事も可能です。 数値を編集するとウィンド

ウ下部の関連項目財政および経費も連動して変わります。良ろしければ[確 定]ボタンをクリックして適用

してください。 また、「星」を使って予算の分配方針を決める事が出来ます。星が多い項目により大きく

人的、財政的 に強化する事を意味するので、星の付与ないし削除が予算編成から失業率、世論(支持率)に

至るまで 直接的な影響を及ぼします。

■数値の入力 数値の入力方法：[＋]、[－]ボタンをクリックして数値を上／下。数値欄にマウスカーソルを

置き、マウ スホイールで調節。編集したい数値欄を右クリックして現在のカーソル位置を指定。数値欄を

クリックし、 キーボードから直接入力の各種方法がご利用いただけます。

■建設

「建設」タブでは様々な建造物を建設する事が出来ます。まず建設をしたい建物の種類をクリックし、次 に数等

を選択、建設先指定ウィンドウが開きますので位置を指示して下さい。 各種情報を入力すると建設コスト

や工期が表示されますので、良ければ確定します。する「目標」欄の 数値が変わり、「現在」欄の数値は

工事の進み具合に応じて変化し、やがて目標欄の数値に到達しま す。

この他にマップに直接設置出来る施設もあります。この場合は工事開始後の経過については上記と違 い、

設置する地域によっても異なります。 マップに直接設置した建造物はまず「工事中」となり、クリックす

ると残りの日数を確認する事が出来ま す。また、工事の中断も可能です（それ以上、工事につぎ込む予算

が無くなった場合など。ただし既に 使った分の予算は取り返せません）。

■法律制定

「法律制定」タブで行えるアクションは一度、議会にて採決を通さねばならないものです。 まず、法案を

選択すると数値を指定または提示される数値の確認を求めるウィンドウが開きます。数値 を確定すると議

会に法案が提出され、もう一度法案をクリックすると議会画面が現れ、採決の日時と各 政党の推定投票が

表示されます。これによりその法案が可決されるか否決されるかが大まかに推測 できますので、通過が困

難だと思われる場合はキャンセルしても構いません。

アメリカ合衆国とドイツとイタリアではあなた法案は上院と下院の両方を通過しなくてはなりません。この

国で は両院での採決状況が表示されます。 いくつかのアイコンが法律制定画面の下部に表示されることが

あります。

• ウィキペディアリンク：お使いのインターネットブラウザを起動し、ウィキペディア上の関連ページに 

移動します。

• テレビ出演：このアイコンを押しておくと、テレビに出演をして法案の重要性を説明する事で法案

へ の支持を募ります。確定をするとあなたの顔が表示されたテレビアイコンが画面左に表示されます。 そ

のアイコンをクリックすると出演映像が表示されます。テレビ出演が良い影響を生む可能性も有 りますが、

あなたの信頼度を損ねる場合もあるのでご注意ください。

• 国民投票：このアイコンを選択すると、法案は議会で無く国民投票にかけられます。全ての法案が 

国民投票にかけられるわけでは無く、社会的政策に限られます。また、このアイコンは国民投票を 認めて

いる国でしか表示されません。認められていない場合は議会パネルから国民投票の仕組 み自体を成立す

る必要があります。

• 法案集約：議会での審議を早める為に幾つかの法案を集約します。集約するそれぞれの法案は 同じ

テーマに沿ったものでなくてはなりません。[法案集約]アイコンをクリックし、集約後の法案名を 定める

か既存の集約法案への追加を選択してください。

第８のボタン：キャラクターとグループ 左から８つ目のボタンをクリックすると各種グルー

プ(労働組合、経済団体等)のボタンおよび、個人をリ スト化した主要人物のボタンが表示されます。
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■グループ 左側には国内に存在する組織とその組織を表すアイコンの一覧。右側には左側の組織に対して

実

行出来るアクションが表示されます。

アクションの中には「労働団体の活動禁止」など、先にアクションを選択してから対象の組織を指定す る

ものもあります。

■主要人物ボタン 主要人物ボタンをクリックすると自国の全キャラクターシートをカテゴリー別に分類したパ

ネルが開き

ます。

本ゲームでは各キャラクターに年齢や政治的傾向、カリスマ性、人脈、頑固さといった心理学的、行 動学

的に数値化した項目が設定されています。ただし、全ての項目が公表されているわけでは無く、諜 報機関

を通じて初めて判明するものも有ります。

諜報機関による調査は何時でも要請可能ですが、ゲーム開始時の設定でキャラクター項目を「固 定」にし

た場合はキャラクターの特性が変わらないのに対し、「ランダム」にした場合はゲーム毎に変化 しますの

で注意が必要です。

■キャラクターシート キャラクターシートには所属組織のロゴマークの他に、もう１つマークが表示され

る場合があります。例 えば議会議員ならば議会のマークが、勲章を授与した人物ならばメダル、その人物

が療養中ならば病 室のベッド、収監中の場合は硬く閉ざされた鉄格子、配偶者（または愛人）ならばハー

ト、選挙の立候 補者は投票箱、諜報機関に調査を依頼した人物であればテープレコーダー、調査結果が上がっ

てきた 人物は書類、といった具合です。

 党首・テロ組織としてのアクション

アクションは、画面下部のボタンからアクセスできるメニューに表示されます。

最初のボタンを押すと、該当する国の情報画面が開きます。

最後のボタンを押すと、会議出席者のタイプが画面に表示されます。

その他のメニューは、国家元首の場合と同じように、右翼政党のアクションリストや左翼政党の情報ととも

に表示されます。
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＜ あなたのアクションに対する反応 ＞

画面左側の問い合わせ一覧 画面左端は、アドバイスや意見をあなたと共有したいか、あなたと会談

する国内外の人物からの問い合わせ用に設けられたスペースです。問い合わせとは情報の提供 から、あな

たへの確認事項、そして会談の申し込みなどを指します。 問い合わせは次々とやってくる為、放っておく

と順番待ちとなってしまいますのでご注意下さい。

■通常の問い合わせ 問い合わせは依頼人から仲介者を通される場合もあれば、問い合わせ者が直接面会を

依頼してくる 事もあります。

それぞれの依頼は、以下のように、同じ形式で構成されています：

あなたが面会する人物の写真

面会する人物が外国人の場合、その国の国旗

• 所属団体のロゴマーク(有る場合)

• 人物写真の右：氏名、肩書き、問い合わせ日、件名

なお、これらの問い合わせは写真右上の[X]ボタンをクリックして削除しても構いません。なお、
問い合 わせには有効期間があり、読まずにいると自動的に削除されてしまいます。 人物写真を

クリックすると問い合わせ会談画面が開きます。 問い合わせの中には確認等が含まれますので、
ご希望の選択肢をクリックして下さい。 また、会談画面は右上の[X]ボタンをクリックしても削

除されず、画面左のリストに戻ります。完全に削 除したい場合は[OK]ボタンその他の選択しをク
リックして、会談を終えて下さい。

これらに対し、「直接」タイプの問い合わせには依頼人と何を話すかを決める為に複数の選択肢が用 意さ

れます。サブタイトルは左上にある矢印ボタンで表示／非表示を切替可能で、選択肢が画面に収 まらない

場合は上／下矢印ボタンでスクロールする事が出来ます。また、音声での問い合わせ内容は 何度でも聞け

ますので、再確認したい場合はキャラクター写真右に有ります[再生]ボタンをクリックして 下さい。

■会談 予約した会談はすべて予定表に記載されます。会談のリクエストは各人物写真の角にある予定表ア

イ コンから行います。 会談が始まると会談画面が開きます。画面右上の[X]ボタンで閉じる事は出来ます

が、これは会談自 体を終了するものでは無く、もう一度リクエストする事で再開されます。逆に完全に終

了したい場合は [会談を終える]ボタンをクリックしてください。

会談相手によって会談画面のレイアウトは異なります。例えば労働団体との交渉の席や著名人に対し て入

閣を要請する会談、議会に提出する法案への支持取り付け、首長や大使への戦略的提携を提案するなど。会

談は、あなたのアクションを補うために重要です。

■国際機関での会合 国際機関からの参加要請にはキャラクター画像の換わりにその機関のロゴマー

ク（国連、EU、G8、G20 など）が表示されます。これらのロゴをクリックすると会議に応じた画
面が開きます。

テレビ出演：これらは、ニュースフラッシュ（選挙結果など）に関するもので、自分で出演を決めたものや、

他国の元首、あるいは対立勢力による出演などがあります。 小さいＴＶのアイコンでそれらを識別できま

す。テレビのスイッチをオフにするには、<電源> ボタンを押します。

■保留にした問い合わせパネル 問い合わせが溜まりますと、画面左側に収まらなくなった分を開

く事の出来る小さなアイコンが現れま す。このアイコンをクリックすると保留となっている問い
合わせの一覧が表示されます。 このパネルには問い合わせ者の写真に件名、会談日が表示されま

す。問い合わせをクリックして内容 を見ても良いですし、左端の赤い[X]ボタンをクリックして
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削除しても構いません。また、列の頭をクリッ クすると並び替えも可能です。

テレックス
右側には、下記のような国内外の重要事件をスクロール表示する「テレックス」があります。

• 国情不安：デモ、ストライキ、座り込み

● 市街戦（市民の暴動や軍事的対立）

武力紛争とその進展

• 自然災害：地震、洪水、飢餓その他

• テロ事件：テロ攻撃、人質の拘束

受信項目をクリックすると、それに対してどのようなアクションをするかが問われます。例えば「緊

急援 助を送る」、「紛争中の国家に派兵する」など。 また、右下の地球儀アイコンをクリック

するとマップが該当地域に移ります。

武力紛争に関するウィンドウには、選択した紛争に関連した紛争リストが表示されます。 いずれかの紛争

をクリックすると、紛争サマリー画面が推奨されるアクションとともに表示されます。 詳細ボタンから、

現在の軍隊の詳細な能力を確認できます。

市街戦に関連したウインドウに、その紛争によく似たサマリー画面が表示されます。あなたが紛争に関与し

ている場合、左下にあるアイコンをクリックするとマップが開き、自分のユニットに命令を与えることがで

きます（詳細は後述）。

■新聞 新聞の情報からは世の中の動向を知るだけでなく、人々があなたの政策をどのように評価

しているかが分かります。

本ゲームにおける新聞は毎週月曜日に発行されます。発行されると画面右のテレックス欄に出ますの でク

リックして下さい。なお、新聞を開いている間はゲーム内の時間は止まります。 ページをめくるには下部

左右両端にある矢印ボタンをクリックして下さい。ページに記載されているニュ ースをクリックすると拡

大され、再びクリックすると元の大きさに戻ります。また、新聞の日付または号 の番号をクリックすると新

聞メニューが開き、バックナンバーを読む事が出来ます。この新聞メニューは デスクトップからも開く事が出

来、人物の写真は全て各人のキャラクターシートとリンクされています。 新聞を閉じるにはページの右上

角にある[X]ボタンをクリックして下さい。

マップ上のイベントアイコン
屋外のロケーション（都市、基地、インフラ）と武装ユニット、その他の種類のアイコンがマップ上に表示

されます。 

「自然災害」アイコンは災害が発生した地域と、現地へ援助を送金するかを問うアクションボタンが

付随 します。

「国内騒乱」アイコン（デモ、ストライキ、座り込み、道路封鎖）は、常に都市に関連付けられ、その都市

の隣に表示されます。その都市において 事件が発生すると内容に応じたアイコンに切り替わります。アイコン

をクリックすると各事件の説明が表 示されますので優先的に対処したいものからクリックして下さい。

「市街戦」アイコン（市民または軍による）も、都市に関連して表示されます。  アイコンをクリックすると、戦闘のサマリー画面が開

き、次に都市マップが開いて、その紛争にあなたが関わっている場合は、自分のユニットの指揮をとることができます。
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「紛争」アイコンは、2国間、またはテロ組織間に緊張が存在することを、国境での通常の緊張状態から、

戦争勃発までのスケールで表示します。複数の紛争が発生している場合、クリックすると関係する紛争のリ

ストが開きます。紛争サマリー画面では、この紛争に関する自分のポジションを決めることができます。時

には、それが主要な紛争の後で発生した二次的なものである場合もあります。このような場合、主要な紛争

でポジションをとることが求められます。

3つの「テロリズム」アイコン：マスクをつけたテロリストは、テロ組織が地域で秘密裏に活動して

いることを示します。ピックアップトラックと戦車は、兵士と装甲車を提供しているテロ組織が存在するこ

とを示します。 詳細は、このアイコンをクリックしてください。アイコンの色は、あなたとその組織との

関係レベルを示しています。その地域をクリックすると、地域の旗が右上に、この地域（国、またはテロ組

織）を陰でコントロールしている人物の旗とともに表示されます。

電話 時折り内閣官房長官から電話が架かってくる事がありますが、これはよほど深刻な状況の場合で、

大 抵はあなたの人命に迄かかわる事です。
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軍と警察の管理

国家元首としてプレイする場合、最初に、国防軍メニューの「軍事作戦」ウィンドウに、全アクションが表

示されます。これにより、戦場で直接軍を指揮することなく、作戦を遂行することができるようになります。

攻撃する国家を選択した後は、軍部の判断により作戦が実行され ます。この場合、プレイヤー自ら爆撃せ

よと指示を出すと軍部における作戦における優先順位が変わ ります。

ミリタリーマップ画面
ミリタリーマップを表示するには、ミニマップ下部の戦車のアイコンをクリックするか、マップを右クリッ

クして＜マップを表示＞を選択するか、F9 キーを押します。 

各ユニット上には、ユニットの旗とその強さを表すメーターが表示されます。外国の軍事基地の強度メー

ターは、それがあなたと関わりがあるか、自分の衛星の監視領域に侵入してきた場合にのみ表示されます。

マップにカーソルを合わせマウスホイールでクリックすると、2Ｄアイコンの最初のレベルでマップは拡大

表示されます。拡大表示で、マップ上のすべての軍ユニットを見ることができるので、武力衝突時には特に

役に立ちます。

注意：Mac をお使いの場合、マウスホイールをクリックする代わりに、キーボードの ALT キー（左右いず

れかの）を長押ししながら、左マウスボタンをクリックしてください。

マップ上の 2Dレベルの拡大表示では、ユニットは 2Dアイコンで表示されます。 その色は、同盟

国の色と同じです。(プレイヤーのユニットは青、同盟軍は緑、敵軍は赤） 3Dレベルの拡大表示

は、このように近くで、防御力を示す旗とメーターによってユニットを 3Ｄで表示します（つまり、

これらユニットのライフポイントの合計）。 異なるサイズの最大 6本のバーがあり、各バーは強

度 10を表します。

カーソルをユニットのグループ（同タイプの数ユニットをグループ化してマップ上に１アイコンとして表示

したもの）上に移動させると、現在 3D モードの場合、その 2Ｄアイコンが表示され、2D モード、3D モー

ドを問わず、各種情報が表示されます：

-アイコン内に、ユニットのクオリティレベルに応じた（1 から 5 の）星が表示されます。

-アイコンの右に、グループを構成するユニットの数と、現在のアクションのシンボルを表示

します。

-アイコンの下に、グループ内のユニットのライフポイントの合計数を表示します。ユニット

がダメージを受けると、これによって失われたライフポイントが、小さいバブルの中に表示されます。 ユ

ニットが受けたダメージが大きいほど、バブルのサイズも大きくなります。 

-命令された行動を示す矢印。

外国の軍事基地の強度メーターは、あなたと関わりがあるか、自分の衛星の監視領域に侵入してきた場合、

あるいはドローンによって発見された場合にのみ表示されます（以下の「衛星・通信センター」を参照）。

ユニット、建物、または都市を右クリックすると、情報画面が現れ、特定所有者の国か組織を表示し、最終

的に、コントローラーが所有者と異なり、その要素である場合、そのコントローラーを表示します。この画

面はまた、ユニットの主観的な視点から見ることができる、カメラアイコンも表示します（詳細は「ユニッ

トへの命令」を参照）。

ユニットの種類

-市街戦でのユニット

全ての警察部隊とデモンストレーターは、各市街戦の開始時に初期化されます。警察部隊の数は、その都市

の重要度と、その国の警察能力によって異なります。デモンストレーターの数は、プロテストグループの重

要度と不満の理由の深刻度によって異なります。また、これら全ユニットの都市への派遣は、闘争開始時に

事前に決定されます。彼らは、市街戦にのみ派遣・命令されます。

重要な場所により速く移動するために、警察はバンを使用することができます。軍ユニットは、その都市の
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軍本部、または都市の外部から、戦闘に従事することもできます。

デモ隊は、署名したプロテスターと、フーリガンで構成されます。プロテストグループに、武装した過激派

が存在する場合、都市全体に点在する隠れ家から武力衝突に関与することができます。

                -  軍ユニットとテロ組織の詳細  

ゲーム開始時、軍ユニットは、そのユニットの種類によって、また特定ユニットにとっては都市に

応じて、それぞれの地・空・海の基地（テロリストは革命キャンプ）に駐屯します。この場合、彼らは軍本

部に、そしてコマンドは、国家元首官邸に配置されます。

ユニットの各タイプは、5つの星で表される 5階級に分かれ、5スターが最高階級となります。

部隊の種類:

• 1国につき 4種類の地上ユニット:

● -ジープで世界マップ上を移動する兵士

● -世界マップ上をステルスヘリコプターで移動する、兵士より強いコマンド。ヘリボーンコマンド攻

撃：ヘリボーンコマンドは、ターゲットを攻撃するまで敵からは見えません。 攻撃が終了すると、コマン

ドはヘリコプターで自動で基地に帰還します。ヘリコプターは見えるようになるので、破壊できます。コマ

ンドは敵に深刻なダメージを与えることができますが、襲撃中に多くの味方を失うこともあります。

● - -戦車：世界マップ上の近辺を攻撃し、市街戦に砲弾を発射することもできます。

● - -ミサイルランチャー： ミサイルが発射されると、多かれ少なかれターゲットの近辺に達し

ます。射程距離は、星の数によって異なります。ミサイルランチャーを市内に入れたり、配置した

りすることはできません。

● テロ組織用の 4種類の地上ユニット：

● - 武装した過激派： 世界マップ上をピックアップトラックで移動

● - 傭兵：武装した過激派よりも強力

● - マシンガンを搭載した武装ピックアップトラック

 戦車 : 武装ピックアップトラックより強力

● 3種類の航空ユニット：

 -戦闘機：ミサイル発射前にターゲットに近づき、1 回発射したら基地に戻ります。空軍基地にのみ

着陸します。

 -ヘリコプター：標的を破壊した後、その場でホバーリングして命令を待ちます。ヘリコプターは都

市に駐留できません。破壊力は戦闘機やミサイルランチャーに劣りますが、都市への攻撃時に戦闘

機やミサイルランチャーのように民間人を殺傷することはありません。

 -ドローン： 偵察だけを行うドローンとミサイルを発射できるドローンがあります。戦闘機と同様、

空軍基地にのみ着陸します。

● 4種類の海上ユニット：

 -航空母艦：20機の航空機を運びます。また、戦闘機との連携攻撃に加えて、連絡基地や海軍ユニッ

トを直接攻撃することも可能です。

 -従来の潜水艦： 別のユニットと接触した場合や、衛星や通信基地によって探査された場合を除き、

敵からは見えません。

 -原子力潜水艦：大陸間ミサイルを発射できることを除き、従来の潜水艦と同様の機能を持ちます。

 -クルーザー：星の数によって機能が異なります。

マップ上での部隊操作
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「シンプル」管理インターフェースで、世界マップ上か市街戦マップ上のユニットに指令を出すに

は、その上をクリックします。ユニットが基地内に存在する場合、それを選択して、希望のユニットのタイ

プを指定します。次にコマンドメニューが開きます。終了するには、エスケープボタンを押すか、マップの

空白エリアを左クリックしてください。

先進的マネージメントインターフェースでは、国、地域、都市、または基地をクリックするか、マ

ウスで長方形に囲って選択したエリアに現れる、利用可能な部隊を表示させます。選択のために使えるアク

ションは、先進的管理インターフェースの 3番目の部分に表示されます。

■コマンドの種類

• 移動：指示が決まりましたらコマンドのアイコンに付随して部隊ごとの移動距離に応じた矢印マーク

が表示されます。この矢印の中から向かわせたい方向を選択すると部隊が移動を開始します。矢 印が赤い

場合は移動不可(例：船は陸上を移動出来ません)の意味です。エスケープキーまたは右クリックで、アク

ションをキャンセルできます。(注意：陸軍の場合は海上もバージに乗って移動可能)

• 攻撃：移動と同じアイコンですが、今回は標的を選ぶ必要があります。 自分自身を攻撃す

ることはできません。プログラムは、それをシンプルな動作と判断します。 「攻撃」モードでは、

地上ユニットが行軍中敵に出会うと、攻撃するために停止します。  

• NBヘリ奇襲部隊による攻撃：ヘリ奇襲部隊は実際に攻撃に移るまで、敵に発見される事はあり

ませ ん。攻撃が完了すると部隊はヘリに乗り込み自動的に基地に帰還します。その際には見えて

しま うので襲撃を受けるかもしれません。ヘリ奇襲部隊は敵方に多大なダメージを与える事が出

来ま すが、実行チームの被害も発生しやすいという問題があります。

● 偵察： ドローンは目的の地域上空を飛行し、カムフラージュされた敵のキャンプへのルー

トを発見したり、基地か都市に存在する軍隊を識別することができます。 より優れた機能

を持つドローンは、ミサイルを発射することができます。

• 停止：部隊の移動をその地点にて中止する

• 基地に戻る：部隊を所属基地に戻す
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• 配置換え：部隊の所属基地の変更。所属先が決まると部隊は直接目的地へ輸送船ないし輸送機 で向

かいます。この為、いかなる国境をも通過する事が出来ますが到着するまではコマンドは出せ ません。

• ミサイル発射：化学ミサイルまたは原子力ミサイルに必要な許可を得ている場合、最初にミサイル

の種類を選択する必要があります。許可がない場合、常に従来のミサイルを使用します。  原子力ミサイル

は、あなたの技術力に依存します（取得することもできます）。全てのミサイルの数は数えられ、ボックス

の左下に表示されます。ミサイルを選択したら、ターゲットをクリックします。 戦闘機、ミサイルラン

チャー、クルーザー、原子力潜水艦、ドローンなどを使って、市街戦でミサイルを発射できます。 市街戦

のマップが表示されるので、目標とするポイントを選択します。 ミサイルは指定したポイントに高い精度

で当たりますが、時には一般市民を殺傷することがあるので、非常に嫌われています。 (陸軍の人工知能が、

都市にミサイルを発射することはほとんどありません）。ヘリコプターも市街戦で同様の攻撃に従事できま

すが、一般市民を巻き添えにしないような標的しか選択できない点が異なります。 複数ユニットで構成さ

れる 1グループへのミサイル発射命令で、そのグループ内の全ユニットからミサイルが発射されます。ミサ

イルを 1発だけ発射したい場合、そのグループから、1グループだけを選び、ミサイル発射を命令する必要

があります。 このルールは、ミサイル発射命令で、ミサイル 1発を搭載した戦闘機 1機だけを発射させる

航空母艦には適用されません。

• 爆撃：「ミサイル発射」と同じですが、部隊はターゲットが完全に破壊されるまで攻撃をやめませ

ん。

• グループを分割：複数の部隊の周囲にある[＋]と[－]ボタンによりコマンドに参加させる部隊の数 

を調節する事が出来ます。または記入欄を右クリックし数値を入力もしくはマウスホイールでも調 節可能

です。これにより、コマンドを選択すると選択したグループだけが従います。なお、グループ による移動

の場合は二手に分かれての移動となります。デフォルトでは選択した部隊の数は部隊 の総数です。よって

何も指定しない場合は分割されません。逆に二つの部隊を合体させるには一 方をクリックし、もう一方

の部隊に重ねてください。

 2      ユニットを１つにまとめるには、一方のユニットをクリックして、他方の上に置きます。

 アクティブな「マルチオーダー」モード：自分のユニットに与えられた命令をまとめて連結するこ

とができます。 それぞれの異なる軌跡が、マップ上に表示されます。 このモードでは、ユニット

は命令リストの行動をすべて終えるまで待つことはありませんが、最初に選択された命令を迅速に

遂行します。 複数命令モードを終了し、一連の命令を確認するには、右のマウスボタンを動かさず

にクリックするか、<エスケープ>キーを押します。

 パトロール： マルチオーダーモードで、少なくとも１つ移動ポイントを選択した後は、自分のユ

ニットに複数の移動ポイントをパトロールさせることができるようになります。

 キャンプの設営：敵のテリトリー内の兵士ユニット、またはテロ組織の武装した過激派だ

けが利用できます。 キャンプを設営するポイントを選択します。

• 3D カメラ：マップ上でユニットをクリックすると、メニューに 3D 視点に切り替える為のカメラア

イコン が表示されます。この視点は選択ユニットの上からの視点となります。通常視点に戻すには下部 の

カメラアイコンをクリックしてください。この視点は軍のユニットだけでなく、飛行機、鉄道、船舶な ど

の民間ユニットでもご利用いただけます。

市街戦用のユニットへの指令

標準指令（移動、攻撃など）は、市街戦と同じように機能します。

• 火炎瓶：フーリガン専用の指令です。目標ポイントを選択すると、そこから離れている場合は近づ

いた後で、ユニットはそのポイントに向けて火炎瓶を投げます。狙ったポイントが、敵ユニット、

建物、特定の場所の場合、目標が破壊されるまで攻撃ユニットは火炎瓶を投げ続けます。

• 催涙弾：これは警察専用の指令です。催涙弾の投下は火炎瓶と同様に行われますが、ユニットは催

涙弾一発だけを投下します。これらは、デモ隊とフーリガンだけに影響を及ぼします。すると彼ら

は爆撃地点から逃げ出します。逃げられない場合は、その場にとどまって動かなくなり、身を守る

ことができなくなります。

• 戦闘用手榴弾： これは、兵士ユニットとコマンド専用の指令です。火炎瓶と同様に使用されますが、

より大きなダメージを与えます。これは爆撃地点から一定半径内にいる全てのユニットに影響を与

えるためです。
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• ロケットランチャー： これは、武装した過激派と傭兵専用の指令です。ホーミング装置を持ち、そ

れが正常に動作する場合、ターゲットの後を追うという点を除き、戦闘用手榴弾の発射と同様に使

用されます。 ロケットランチャーは、戦闘用手榴弾よりも破壊力があります。ロケットランチャー

の数には限りがあり、このため費用が掛かることをご記憶ください。

• スナイパー射撃：これはコマンド専用の指令です。 スナイパーは、より高い命中率で長距離射撃が

できます。

• 戦車のミサイル発射：標的を選択すると、戦車はミサイル攻撃や爆撃を行うことができます。最終

的に、ターゲットが完全に破壊されるまで、ミサイルを発射します。

• バリケードの建設：これはデモ隊やフーリガン専用の指令です。 延々と続く民間人による市街戦は、

国家元首の不人気のもととなるので、バリケードでユニットが通過するのを防ぎ、アクセスをブ

ロックして時間をかせぐことができます。 攻撃命令の間に、標的として選択して破壊することがで

きます。

• 逃避／退却：市民ユニットへの逃避命令と武装ユニットへの退却命令で、彼らはその都市を去り、

戦いを放棄します。その後、武装ユニットは、その都市近郊の基地またはキャンプへと移動します。

■複数の部隊に共通のコマンドを出す 複数の部隊に共通のコマンドを出す方法：マップ上で右マウスボタ

ンを押しながらドラッグして範囲選択、 マウスボタンを離すと移動コマンドの矢印マークが現れます。こ

れにより選択範囲にいるすべての部隊 が攻撃・移動コマンドに従う態勢となり、ターゲットを指定すると

一斉に向かいます。また参加した部隊 の種類および数はテキストボックスで表示されます。

もうひとつの方法として、複数の機動部隊または基地に駐留している通常の部隊に共通のコマンドを 出す

には[Ctrl]キーを押した状態で左マウスボタンを押しながらドラッグして範囲選択します。参加させ たい部

隊がすべて選択範囲に入っているか確認しましたらマウスボタンを離し、その後に[Ctrl]キーを 離して下さ

い。続いてターゲットを指定しますと選択された部隊が一斉に攻撃ないし移動します。

先進的マネージメントインタフェースではデフォルトで離れた場所にいる部隊を[Ctrl]キーを押

しながら 個別に選択し、まとめてコマンドを出す事が可能となっています。

複数命令モードは選択中の複数部隊に対して有効です。

基本的な対立と市街戦のルール

都市を制圧するには、敵ユニットを一掃する必要があります。

首都を制圧するには、数日間攻撃を続け、国家の掩蔽壕（バンカー）のチーフを捕らえる必要があ

ります。

また地域を制圧するには、その地域における大多数の都市と施設を支配していることが条件となりま す。

敵の首都を制圧すると、紛争は終わり、敵は降伏します。  国家元首としてプレイして

いる場合、平和条約が送られてきます。これはその国を属国／植民地にするか、撤兵して自由

な選挙を組織することを提案するものです。 あなたが非合法の対立勢力としてプレイしている

場合、その国の新しいトップになります。あなたが合法的な対立勢力としてプレイしている場

合、新たな選挙が設定されます。

市街戦では、建物の制圧により新たな可能性（テレビで大衆にアピール、銀行を略奪、新しく議会選挙の要

求、警察本部で囚人を解放など）が生まれます。あなたの顧問、内務大臣や陸軍大将の助言に細心の注意を

払いましょう。

民間人がリードする市街戦において、人々が抗議運動をよいと思う限り、場所と建物の占拠は、国家元首の人気を着実に落とす結果
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となります。占拠した場所が多くなるほど、その損失はより重大になります。また、民間人による市街戦の間、デモ組織は、武装した過激派

から逃れるための隠れ家をその都市に所有しています。武装ユニットがまだその地にない場合、これらユニットの展開は、深刻な結果となる

可能性があります：ひとつは、国家の軍隊を戦争に導くことになります。また、これにより人気を著しく落とすリスクがあります。

これに対し敵国の全都市を制圧すると講和条約に至ります。

テロ組織に関する規則

地上軍を持ち、密かに隠れ住んでいるテロ組織があります。

これらの組織が、テリトリーを広げるための唯一の手段は、蜂起し、武装過激派によって都市を占領するこ

とです。

地上軍をすでに持つ組織には様々なルールがあります：

• キャンプ：所有する組織にのみ見えますが、国家がさまざまな方法（偵察ドローン、衛星、

諜報機関による侵入）を使用するか、軍ユニットの行軍中に出会った場合、発見される可能

性があります。また、数週間後キャンプは見えるようになります。カバーレベルは情報シー

トに示されます：新しいキャンプを設営するために、定期的にユニットを派遣することを強

くお勧めします。

• ユニット： テロ組織としてプレイしている間、あなたのユニットは、コントロール地域（そ

の地域のコントローラーは、選択時にその地域の旗の下に旗で表示されます）にいる限り他

者には見えません。キャンプのように、ユニットは一定時間（情報シートを参照）が経過す

ると見えるようになります。テロ組織と戦う国としてプレイしている間、自由にいろいろな

手段（ドローン、衛星、部隊の展開、浸入）で彼らを探索することができます。市街戦を除

き、あなたが戦うテロリストユニットは、彼らが長期的に支配していた地方、つまり、ゲー

ム開始時に支配していた地方でより強力となります。

• テロ組織の崩壊： 彼らが開始時の武力の若干のパーセンテージさえも所有しなくなったとき、

テリトリーから消えます。次に彼らは潜伏状態になり、地上では何も所有しなくなります。

人工衛星・通信基地
戦時は通常の部隊のほかに人工衛星や通信基地を使うことが出来るようになります。

● コミニュケーションセンター：領域内に侵入する、潜水艦、ドローン、ヘリボーンコマンドなど、

すべての外部からのステルスユニットを探知します。これらのユニットは、マップ上に表示されま

す。

衛星によって、領域内で発見された軍事ユニットを表示したり、時にはカモフラージュされたテロ組織の

キャンプを発見することもあります。マップ上で衛星の周囲を自由に動くことができます。
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＜ 経済の管理 ＞

このセクションは、国家元首としてのプレイヤー用です。

経済協定 外国の首脳や産業関連の省庁のトップと会談する際、経済協定の提案が可能です。省庁のトッ

プと会 談する場合はまず関連する産業(農業、工業、サービス、エネルギー)のボタンを選択し、「契約」

タブを クリックすると契約・協定を作成または現行の契約・協定をキャンセルする事が出来ます。

「新規契約」をクリックすると、白紙の契約書が開き左側で契約相手を選択、右側では価格、数
量、契 約期間等を指定して下さい。そして会談では提案に対し即時に返答がもらえる場合もあれ

ば、数日を 要したり対案を提示される事も有るでしょう。いずれの場合も承諾するか再交渉する
かはあなたの判断 次第です。

時折り外国首脳自ら経済協定を提案してくる場合もあります。

景気のてこ入れ
本ゲームで扱うことの出来る産業は約 100 種ありますが、おおまかに農業、工業、サービス、そしてエ ネ

ルギーに分類されています。 景気のてこ入れ方法は色々有り、特定の産業を助成する事で投資を促したり、

法人税減額で雇用促 進につながるかもしれません。特に国内には無い産業を助成すれば産業育成にもなり

ます。

ただし、こういった経済政策で GNP の向上を期待出来るか？は既に景気が良いか、市場価格に対して 優

位な経済協定を締結といった条件が整っていなければならないでしょう。これらの経済協定は関連 産業の

収益にも影響し成長も見込めるほか、雇用の改善、法人税収にもつながります。一旦署名をし た後は再開

する事で契約の評価を確認する事が出来ます。

この他にも政治的経済的理由により特定の貿易相手国に対する輸出を禁止したり、関税を導入するこ とも

可能です。ただしあなたの国が何らかの国際協定に加盟しているのであればその方針に反する政 策は実行

できません(例：WTO 加盟国であれば加盟国同士で輸出入を禁止する事は出来ない)。
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あなたは購買力を支える為に各種製品に対して値下げを強要する事が出来ます。(特に食料)しかし、

 この値下げは国によるでしょう。

最後にあなたは活動部門を全面もしくは一部国有化する事が出来ます。国有化を行うと国はその
部門 の株を所有する事となり、その部門による損益は国の財務の一部として扱われます。部門を

民営化し た場合は株の売却益はすぐに国の収益として組み込まれます。

経済動向の監督 農業、工業、サービス、エネルギーの各メニューには「国際情勢」、「農業／工

業／サービス／エネルギ ー情報」および「セクター情報」という項目があります。

「国際情勢」では指定した産業について各国の生産品目、消費動向、輸出入(平均価格も含む)を確

認 する事が出来ます。また、その国が外国から多く輸入している製品が有るか？更には輸出品の価格
が 分かる為、その国に対してどのような提案をすれば応じてくれるかも見立てが付くでしょう。

なお、表示 させる単位(パーセントまたは数量)は切り替え可能で相手国をクリックして表を見る
事も出来ます。

「農業／工業／サービス／エネルギー情報」メニューでは国内における選択した分野の詳細が得られ ます。

GNP への寄与、法人税額、雇用、貿易収支(輸出額と輸入額の差異。貿易黒字ならば輸入額よ りも輸出額の

方が多い)、平均購入価格、平均販売価格。また、国を選択しなおす事で外国における各 項目も確認可能で

す。

「セクター情報」では各製品やサービスの生産に必要な全ての情報をご確認いただけます。

エネルギー：生産と資源 利用できるエネルギーの種類：化石燃料、太陽光、地熱、原子力、

その他電力。発電するには「エネル ギー」メニューの「建設」タブにて行いますが、発電所には

それぞれ資源が必要ですし、無ければ自国 で調査をしたり他国から調達する事になるでしょう。

なお、発電所や再処理施設によっては土地を選ぶ場合が有る事に注意しましょう(油田や風力など)。こ の

ため建設候補地を選択する際に立地条件が表示されるようになっています。

ガス井(がすせい)や油井(ゆせい)をお持ちの場合はパイプラインの建設が可能です。パイプライン

を使

えば自国の資源を外国に供給する事が出来ます。周辺国の許可を得て他国領域内にパイプラインを 敷設す

れば、大変有利な資源取引を結ぶ事が出来るでしょう。

ブラックマーケット
「軍隊」メニューでは軍事物資の調達においてブラックマーケットと接触する事が出来ます。ブラックマ

ーケットは非常に高額ですが、秘密厳守である事が特徴です。また、軍事物資の新規契約においても ブ

ラックマーケットを選択出来るようになっています。
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＜ 国際外交 ＞

このセクションは、国家元首としてのプレイヤー用です。

戦略的提携
本ゲームでは首脳会談の場において戦略的提携を持ちかけることができます。 このアクションは「国際政

治」メニューより「外交」ウィンドウを開き、「同盟」タブから行います。この「同 盟」タブでは各国がど

ういった同盟や協定を結んでいるか、どのような権利を認めているかも確認出来ます。新規に協定を提案した

り、既存の協定を修正するには関連国をクリックして協定書を表示して 下さい。経済協定の場合は相手国

との関係が考慮される事から返事が出るまで数日かかります。

協定書の左側は二国が、右側は契約内容即ち協定の種類、相手国の軍隊の自国領土内および関連

国における通行権、相手国内に設置できる軍事基地の数などが記載されます。これも経済協定と
同様、 承諾、拒否または契約条項の修正を提案することも可能です。

時折り外国の首脳自ら経済協定を提案してくる場合もあります。

諜報機関
諜報機関はあらゆる分野に対して行えるだけでなく、非常に効果のある手段です。あなたが全責任 を持つ

事を忘れてはいけません。 人物の調査を始め、スキャンダルや政治資金パーティ窃盗事件の真相究明、テ

ロリストグループの潜 入(テロリストとの戦いもしくは援助‥)、暗殺、選挙の不正、他国の同盟関係に介

入、トップシークレット エージェント‥

特に他国の同盟関係に介入といった活動はターゲットを指定してからその国の政党に潜入したりスパ イ活

動、破壊活動などが挙げられるでしょう‥ これにより首脳に対するスパイ活動だけでなくスキャンダルを

起こしたり、ブラックメール(ゆすり)、さら には国連にて不正を暴露するなども可能です。 また、他国の

内政問題に干渉したり、特定の政党や労働団体、テロリストグループに資金援助といった 活動も可能です。

以上、怖ろしい例を挙げましたが、あなたの野望に適う手段が欠落している場合は取り返しの付か

な いスキャンダルにも発展しかねませんので、細心の注意を払って実行してください。

国際機関
国際機関とのやりとりは「国際政治」メニューから行います。国際政治メニューでは国連その他国際 機関に加入

しているか否かを問わず選択する事が可能です。

一部の国際機関には特定のアクションを実行する事ができ、例えば国連では特定の国を非難する 決議に投

票したり、あなたが諜報機関を使って国情を暴くことで様々な決議に持ち込んでも良いでしょ う。

「新規組織」メニューを使えば独自の国際機関を設立する事が出来ます。設立可能なのは「経済市 場」、

「通貨同盟」、「生産国」、「政治的軍事組織」の４種類です。機関の設立に成功するとあなたの支

持率は上がるでしょう。そして成功の可能性はやはり投資額に依存します。

国家間の同盟
本ゲームでは他国と経済協定および軍事協定を結ぶ事が出来ます。経済協定を結ぶ利点は相手 国から優先

的な待遇が得られること、例えば契約価格の交渉がし易くなるなどがあります。また、軍事 協定では他国

から攻撃を受けた際に防衛に協力してもらう事や、同盟国内への軍事基地設営許諾な どがあります。

同盟・協定の種類：

• 経済協定
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• 戦略的同意

• 資金援助

• 災害援助

• 派兵

• その他
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国家元首へのアドバイス

教授
初級レベルでは地政学の教授から各種アドバイスを受ける事が出来ます。 彼のアイコンが明るくなったら、

彼はあなたにアドバイスを与えようとしています。彼のアイコンをクリッ クして耳を傾けてください。アド

バイスは教授の隣にある小さなアイコンをクリックすると表示される「教 授メニュー」から呼び出す事が出来

ます。 教授は一度与えたアドバイスを繰り返す事はありません。教授のアドバイス内容は特定イベントの

前 後に与えられる場合もあれば、現在の状況に関係が無い場合もあります。

要点  :  財政と支持率   本ゲームにおいて重要な数値は国家財政と支持率に他ありません。どちら

か一方でも悪化すれば遅 かれ早かれ「敗退」の二文字がちらつきます。

■財政

国家の財政は「予算」ボタンから開く事が出来ます。予算には歳出と歳入があり、少しでも黒字に傾 くよ

うにしましょう。

支出が過ぎますと赤字はふくらみ国家財政の指標が赤い領域に入ってしまうので注意が必要です。 という

のは財政赤字が進めば結果的に毎年利息の返済だけで財政を圧迫するようになるからです。よ って指標が

赤い領域に振れた場合は国家破綻のリスクがあると心得てください。

■支持率

「真の」支持率の半分、即ち政局に対し国民の意見。そして残り半分は社会的に影響力のある団体(グ ルー

プ)やキャラクターがそれぞれの影響力レベルに応じて世論に反映する分です。 世論調査は「元首」の「コ

ミュニケーション」タブにて随時実施可能です。世論調査は信頼性および調査 機関に応じて３種類ありま

す。最も精度が高い調査は選挙における投票先の調査です。

選挙

■手順 本稿ではアメリカ合衆国を例に挙げますが大統領選挙は幾つかのステージを経て行われます。 下記

アクションは「内政」ボタンにあるサブメニュー「選挙」より行います。

• 予備選挙：既に大統領の席についているのであれば、この段階では選挙活動は要しませ ん。予備

選挙の間は各政党から候補者が立候補します。

• 選挙活動：この期間は公約を多数発表して構いませんが、人々は内容を覚えていますの で運悪く後

に公約を破る事になると悪い評価を下されるのは避けられないでしょう。これらの公約は、あなたが選ぶ都

市での会議の間になされ、あなたが党の資金を確保しなければなりません。
これは、選択した都市でのあなたのイメージを向上させ、この

地方での有権者の意見を変えることもできます。

• 選挙における不正：不正行為をお望みであれば一応 3 つの方法を用意しています。有効

票の破棄、有権者の二重登録、故人による投票。これらのアクションは最終結果に影響を 及ぼすものです

が、発見されればスキャンダルとなるリスク伴います(リスクとなるかは諜 報機関の影響力による)。

• 調査：選挙期間中は定期的に「選挙」ウィンドウの左側に予想が発表されます。

● ディベート： 2人の主要候補者の間の討論。提案されたか、自然に発生した質問に対してそれ

ぞれが公約する形で行われます。 ディベートは、最終的な選挙結果に重要な影響を与えます。

ディベートのために、より優れた公約を取っておくことをお勧めします。 既に発表された公約

を再度行っても、影響力はあまりありません。

• 結果：最終結果はテレビで生中継されます。

■票の集計 票の集計は次の手順で行われます：

• 国内において影響力を持つ人物は関係のある候補者を支持する。
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• 人物が投票をする際、その人物が影響力を持つ団体に所属する有権者も全体または一部が同じ 候補

者に入れる。これは人物の著名度や社会における役割、カリスマ性、人物が率いる団体(政 党の党首は特に

大)、政治的指向によります。よって、本ゲームではどれだけ多くの人物の支持を 取り付けたかが鍵とな

ります。

• 有権者は候補者に対し賛否を明らかにする。

• 候補者の最終結果は人物から取り付けた票が半分、そして国民からの票が半分です。

• すべての有権者が投票を済ませると候補者の得票数が計算され、得票率が発表されます。

議会と法律

■手順 議会に法案が提出されると各政党は賛否それぞれの立場を取りますが、根拠となる要素は法案に対 

する政党の立場、法案の重要性、政局、関連省庁に対する立場によります。

採決の集計では各政党が議会で占める割合が結果に反映します。

なお、法案をキャンセルした場合は国民があなたの政策を覚えているので、反対している場合は何ら かの

判断を下すでしょう。同様に議会にて法案が否決されれば法案提出者としても失敗であるばかり か支持も失い

ます。

■アクションの手段

議会において採決を有利に進める方法が幾つかあります。

• 動機：議員に法案の採決に協力するよう席を設ければ、その議員が法案に対してどのように考え て

いるかが分かります。議員があなたの提案に賛同するのであればその議員の所属政党から多く の賛成票が

見込めるかもしれません。それも党首であれば本ゲームでは一般の議員の５倍の影 響力と設定していま

すので尚更です。

• 政治指向：議員が国の代表に対しどのような立場を取っているか？によっても結果は変わります。 例えば

会談の際に相手の意見を褒めれば、多少なりともあなたの考えに理解を示すかもしれませ ん。いずれにしても

キャラクターの性格によりますが、諜報機関を使えばある程度は分かります。

• ブラックメール(脅し)：諜報機関を使い、スキャンダルを抱える議員がいたとすればブラックメールを 送

りつけて法案に賛成するよう求める事も出来ます。

• 贈賄：議員に賄賂を贈るのも一つの手段ですが議員が正直な人物であればあなたに災難が降り

かかりますので慎重に行ってください。よって予め諜報機関と良く相談をし、議員がどのような人物 であ

るかを知っておくべきでしょう。

• 閣僚：閣僚の性格も採決に影響を及ぼす要素です。任命した担当省庁がプレイヤーの政治的嗜

好性とは異なれば本人にとっては望ましくありませんので、閣僚とて採決に応じない場合もあるの です。

• 数段階を要する法案：大幅な税制改正などの一度に受け入れ難い法案を出すと否決されるのは

目に見えていますから段階的に引き上げるといった手段を取ります。

主なイベント

■ 騒乱（プロテスト、座り込み、ストライキ）は、社会に及ぼす深刻な問題を反映し、異なるアイコ

ンでマップ上にシンボル化されています。この騒乱が続くと、あなたの評判に長く影響を及ぼします。その

上、騒乱がエスカレートすると、市街戦に発展する可能性もあります。  

事件が発生した際は軍事力で制圧するという方法もありますが、必ずしも望んだ結果が得られる

保障 は無い事、そして当然ですが支持率が急落する事を覚悟して下さい。

上記のように、市街戦は最も困難な状況といえるでしょう。

■自然災害 自然災害に備える予算を組まずにいると非難は避けられません。よって被災者に対し
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て賠償する事を 考えれば自然災害を過小評価してはならないのです。そして外国から災害援助の見舞

金が送られてき た場合は一部を被災者に分配してください。見舞金を分配しなかった場合は後に
横領したと告訴され ます。

■紛争 ひとたび紛争が起きてしまいますとあらゆる分野に混乱が発生します。国民および国内全人物の反応 と

は別に、各国際機関、そして各国はその紛争においてあなたにどのような責任があるかを見極めて 判断を

下します。 忘れてはならないのはいかなる戦争も財政的に甚大な損失が出る事です。時には好まざるを問

わず 和平交渉に持ち込むこと。戦争が長期化して泥沼に落ちることを考えましょう。また紛争が起きる前

に 軍事同盟を結んでおくことは安全保障の観点から非常に有効です。

■難民 自然災害が発生したり紛争が起きた場合などは難民キャンプを設置する事が出来ます。自国内に難 

民キャンプを用意する事もあれば、隣国に受け入れを頼む事もあるでしょう。ただし、国内においてあ な

たの支持率が下がる事はいたし方ありません‥ 同様に自然災害や紛争に見舞われた国から難民キャンプの

設置支援を要請される事もあります。

技術開発 科学技術の研究は国の繁栄に不可欠なものです。新しい技術が開発されれば関連産業が発展し

ます。 例：新技術による生産シェアの維持や製造技術の向上、特許による高額での許諾など。また、軍事

関 連の技術開発が進むと軍がより強力となります。

本ゲームには約 100 種類の軍事関連技術を収録されています。また、民間分野における科学技術の 開発も

新聞広告に掲載されます。

文化／スポーツイベント 国家が制定した休日や伝統的な祝日の他に、文化やスポーツイベ

ントが開催される日がありますが、 これらの日程は無視できません。 イベントに顔を出すのも

良し、または文化省を通じて新たにイベントを催すのも国家の発展に寄与する 事でしょう。いず

れもパブリックオピニオン、即ち世論に影響するものです。

輸送インフラ 運輸メニューではマップ上に港湾、空港、高速鉄道網などのインフラ施設を

建設する事が可能です。 このようなインフラ施設の建設場所を決める際には商業及び国内観光

業への影響を考慮しなくてはな りません。
担当大臣はインフラ建設による効果予測をあなたに報告してくるでしょう。

ニュースレター ニュースレターに登録していただきますと、ニュースレター(英文)をメール

で受け取れるだけで無く、ジ オポリティカルシミュレーターシリーズ開始以来のニュースレ

ターを閲覧いただけます。

ニュースレターにはゲームプレイへのアドバイスやゲームの機能についての解説が

含まれます。
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＜ カスタマイズと自作データの保存 ＞

※誠に勝手ながら、カスタマイズにつきましてはサポート対象外とさせていただきます。

キットの選択
「ゲームのカスタマイズ」アイコンはタイトル画面の「ワールドシミュレーション」内に配置されています。

 ゲームのカスタマイズメニューに移動すると「ロード」、「新規作成」、「エクスポート」などが可能で

す。 (.cus 形式)キットを選択して確定するとあなたのゲームに追加されます。

キットの作成／改変
キットを改変するには[modify]をクリックしてキットを選択してください。キットを作成するにはまず名 称

を付けなければなりません。カスタマイズできる内容はキャラクターとグループに関するもので、どち らかを選

ぶウィンドウが開きます。

■キャラクターキット

「キャラクターカテゴリーの選択」メニューではキャラクターをカテゴリー別に分類されています。一番上 にて

国を選択し、右側のスクロールバーからキャラクターを指定してください。

キャラクターについて編集可能な項目は姓、名および性別、生年月日(キャラクターによる)で

す。

顔については好みの画像と入れ替えることができます。 .jpg 形式（256x256 または 128x128 ピ

クセル） であること、そして下記フォルダに保存してください。

Windows XP：マイ ドキュメント(My documents)\Masters of the World\custom\photo\ Windows Vista、7、8：

マイ ドキュメント(Documents)\Masters of the World\custom\photo\

以上で<写真>ボタンをクリックし、お好みの.jpg ファイルを選択すると新しい画像がウィンドウに表示さ

れます。

また、3D 顔画像を項目別に(服装、頭髪の色、髪質、人種、装飾品)<＋>および<－>ボタンで編

集する ことも可能です。

■グループキット グループの編集機能はカテゴリーには分かれていないだけでキャラクターの場合と同じ

です。 グループの編集機能はカテゴリーには分かれていないだけでキャラクターの場合と同じです。 まず

左にある国旗をクリック（頭文字を入力すると目的の国を探しやすい）し、右側にてグループの種 類を選

択してください。グループのロゴを変更するには .jpg 画像であること、下記フォルダに保存する ようにし

てください。

Windows XP：マイ ドキュメント(My documents)\Masters of the World\custom\photo\ Windows Vista、7、8：

マイ ドキュメント(Documents)\Masters of the World\custom\photo\

CSV   ファイルのエクスポート／インポート  

■定義

カスタマイズキットとは本ゲームで扱う国すべてのキャラクターとグループのデータを収録した .CUS フ

 ァイルで、ゲーム起動前に「ゲームカスタマイズ」メニューより開く事が出来ます。

本ゲームでは国ごとに全キャラクターおよびグループを CSV 形式のデータファイルに収録して

おります ので表計算ソフトにて簡単に編集、カスタマイズキットを作成することができるように
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なっています。

■手順

オプションメニューのカスタマイズメニューにある、「CSV テンプレートのエクスポート」ボタンをク

リックします。[OK]をクリックすると作成さ れる CSV ファイルにファイル名（テンプレート名）を入力

するよう求められます。 これにより選択した国の全グループおよびキャラクターのリストを収録した CSV

ファイルが作成され、

「Custom」フォルダ（"マイ ドキュメント(My Documents)/Masters of the World/custom"）に保存
されま す。あらためて編集する場合はファイルを右クリックし「プログラムから開く」を選択、

Excel または scalc(OpenOffice)を指定してください。
注意：scalc をご使用の場合、「テキストのインポート」において「区切りオプション」を「コンマ」から

「セミ コロン」に選択し直し、[OK]をクリックしてください。

■シートの内容

グループ：

• コラム A：説明(変更不可)

• コラム B：グループ名

• コラム B：グループ略語

• コラム B：グループ名と画像ファイル名(jpg 形式、256x256 ピクセル)。画像ファイルの保存 先： 

custom\logo フォルダ

この他の列は変更不可 キャラクター：

• コラム A：説明(変更不可)

• コラム B：キャラクター名(名前)

• コラム C：キャラクター名(姓)

• コラム D：顔画像のファイル名(.jpg)または 3D 顔画像(.fg)

• コラム E：キャラクターの性別(M/F)

• コラム F：生年月日(dd/mm/yyyy)この表示形式を守ること(dd/mm/yy は不可)。 この他の列は変更

不可

変更したい内容を編集しましたら保存してください。

■変更を適用するには

「カスタマイズ」メニューに戻り、「新規」または「ロード」を選択します。キットを新規作成または既存

のキ ットを選択しましたら「CSV ファイルのインポート」をクリックし、編集したキットの CSV ファイ

ルを選択して ください。これによりキットに変更が適用され選択した CSV ファイルも統合されます。

■ヒント

ひとつのキットに複数の CSV ファイルをインポートすることは可能です。

キットにインポートした CSV ファイルの中に同一のグループやキャラクターが含まれていた場合は、最 

後にインポートされたファイルの内容が適用されます。
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＜ ユーザーサポート＞

弊社ユーザーサポートは弊社製品に関するご質問のみを対象としております。従いまして 
Windows や パソコンの操作についてのご質問はサポート対象外となります。また、製品のトラブ

ルについてはお客 様の立場にたって解決に努めてまいりますが、必ずしも解決をお約束するもの
ではありません。 なお、サポート以外の弊社代表電話、メールアドレスにてご質問されましても

一切お答えいたしかねま す。
また、いかなる場合でも出張を伴うサポートは行いませんので、あらかじめご了承ください。 なお、誠に

勝手ながら、カスタマイズおよびマルチプレイ／ネットワークプレイにつきましてはサポー

ト対象外とさせていただきます。

お問い合わせに必要な情報 お問い合わせいただく際は、ご質問内容の早期解決のためにも下記に
示すような情報が必要となりま す。メールに必ず下記の内容を明記してお問い合わせいただけま

すよう、ご協力のほどお願い申し上 げます。

◆ご使用の OS（Windows 10/8/7）

◆ご使用のパソコンのスペック（メーカー PC の場合はメーカー名と型番等）

・CPU ・メモリ ・グラフィックカード  等

◆可能であれば、不具合発生時の画面（スクリーンショット）

！下記のような場合にはご利用になれません。

◆動作環境外でのお問い合わせ

◆ハードウェア、OS についてのお問い合わせ

◆お客様ご自身が各種ツール等で製作または改変された場合の動作について

メールでのお問い合わせ先： support@overland.co.jp 最新情報はこちらから： http://www.overland.co.jp/

必須動作環境：

対応 OS： Windows 10/8/7 CPU：  2GHz 以上

メモリ：  4GB  以上（4GB 以上推奨）

インストールサイズ： 4GB 以上 サウンドカード：  DirectX 9.0 互換

ビデオカード： DirectX 9.0 互換、ビデオメモリ（VRAM） 256MB   以上

※要インターネット接続環境（初回アクティベーションおよびアップデートに必須）

※要最新ドライバ（ビデオカード、サウンドカード）

※ オンボードビデオ(チップセット内蔵)での動作は保障対象外。ただし「Sandy Bridge」以降での動作 は確

認済み。
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