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基本プレイ概要一 
壮大な物語の始まり。操作の基本から役立ちのテ 
クニック&データ集まで。本作を楽しむ前に必要 
な知識の数々を、勇敢なるパイ□ットに贈る。 



low that its doi 

I ve begun to se( 
2520年 7月14日10:35 

地球連邦所属、宇宙巡洋艦TETRA艦内には、 
定時通信を受けるため艦長とテストパイ□ット3名 
そして1体の□ポノイドの全員が艦橋に集ま 
「発掘された例の“物体”は、未だ構成素材から 
その使用目的まで解明できていない……」 
西暦2520年 7月14日20:45 

地球連邦軍科学研究施設第3調査部では 
紀元前の地層から発見された"物体”の 

ン調査を進めていた。 
「石はまったくわからん、□ポットはどうだ 

」「こ、こんなことが……J 

年7月14日、世界は消滅した 

圖0』 

「基地to状況を報告しろ」 
「シヨウタフメイノヒコウブッタ 

ホウイサレテイマス』 

静かに天を仰ぐ艦萇cT t 

「基地後方1200まで接近Pパイ 
別命あるまで戦闘配置にて待 
「了解！」 
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IP PILOT 
ガンビーノ= 
ヴアスタラビッチ 

通称バスター"〇地球連勇 
イアントシルパーガン 
の任に着く18歳の青年 

くペースを狂わされ、いつも対■困^^る 1 

2P PILOT 
マリアン= 
レアノワール 

通称レアナ。バスターと同じく "レイディアン 
トシルバーガン”のテストパイロット。まだ 

17歳の少女だが、幼し\ころからノ（イ〇ットとし 

ての専門訓練を施されてきた。そのためか世間 
知らずで常識にうとく(し)つも天然ボケをかます。 

CAST 



ゲームモード解説 
アーケードモードとサターンモードの違い 
本作には“アーケード”と"サタ 

ーン"という2種類のゲームモード 

が用意され、選んだものによりゲー 

ム内容が違ってくる。それぞれどん 

な特長があるのか。ゲームを始める 

前に、ステージ構成などあらゆる部 

分から2つの違いを徹底検証する。 

RRCRDE MODE 
その名が示すとおり、アーケード版を忠実に再 
現したモード。レベルアップまでの必要経験値、 
隠しキャラの位置なども変わらない。アーケー 
ドで鍛えた腕が存分に発揮できるだろう。 

すべてのステージをクリアす Lポタンを押すことでクレジ ゲームを始める前のプラクテ 
るサターンモードと違い、ア ットを増やすことができる。 ィスもアーケード版の特長の 

—ケードモードではステージ3クリとくに制限はないので、クリアするひとつ。それも、ただ見るだけでは 
ア時に分岐が生じる。この辺りのシまで無限にコンティニューが可能だ。なく、自機を操作してプレイ気分を 
ステムもまた、アーケード版を完璧練習したいときや楽しく 2P同時で味わうことができるのだ。アーケー 
に再現してると言えるだろう。 遊びたいときに最適だろう。 ド版プレイ時はぜひ試そう。 

ステージ3クリア時にこのような選択 Lポタンでクレジットを鬼のように増自機を動かすことができる他、弾を擊 
肢が表示される。どちらを選ぶか？ やせば誰でもクリアが可能になる!？ つて武器の性能のチェックも可能だ。 
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この攻略本で使っている 
モード設定について 
ステージ攻略編では基本的にサターンモードを攻 

略。ただし紹介しているテクニックはアーケード 

版で培われたものなので安心して欲しい。難易度 

はノーマル。それ以外のデータは以下参照のこと。 

GAME MODE：SATURN PLAYERST〇CK:3 

EXTEND TYPE：1000000/5000000PQINT 

11775550 Wt 

5RTURNM0DE 
本作のために用意されたオリジナルモード。基 
本的なゲーム性はアーケードモードと変わらな 
いが、敵キャラやステージ構成、レベルアップ 

麗などに追力卩•変更が加えられている。 

讎 

サターンモードでは何と自分 
のプレイデータを保存•再開 

する機能が追加されている。ゲーム 
オーバー時にセーブ、次の開始時に 
そのデータを選べば、武器のレベル 
を継続してプレイすることができる。 

f I ::— 
p—llttl r’ ’Kl_ 

b：3Ai ::: 

何回もプレイすれば、すべての武器レ 
ベルを最高にすることも夢ではない。 

シューティングにしては非常 
に物語注の高い本作品。サタ 

(アーケード版でも無類の強さ 
を誇るボスがたくさん登場し 

ーンモードには待望のデモシーンがたが、サターンモードではさらにそ 
挿入されることになつた。ステージ 
の開始時やボス戦突入前に展開され 
るキャラ同士のかけあいを楽しもう。 

I MPit PLUS3 I T 

の数が増えている。アーケード版を 
遊びつくしたプレイヤーにも新たな 
目標が用意されているのだ。 

吧S37730宝離 

m 
.5* 

壮大なストーリーも、クリアまでのデ 
モをすべて見れば理解することが可能。 

アーケードには登場しなかったオリジ 
ナルボス。はたしてその強さは……？ 



地球連邦軍最新銳機"シルバーガゾに搭載され 

た7種類の武器。これらを使いこなすことがゲーム 

をクリアするための、引いては高得点を狙うための 

必要最低条件だ。ではいったい、これらの武器をど 

のような場面で使用していけばよいのだろうか。 7 

種類の武器が持つ特長をふまえて、その基本的な使 

い方を紹介する。ちなみに複数のポタンを押す武器 

は、ゲームの最初の設定でX,Y,Z，Rにも振り分け 
られていることを併記しておく。 

正面から左右67.5度の方向へ向けて撃つスプ 
レッド（炸裂）弾。発射できる弾の数は醒’— 
中に左右合わせて最高4発まで。威力は高め 
でボス戦にも十分に通用する。レベルアップ.^1 

使用ポタンにより威力と弾のスピードが：、 0±Moさらにワイドショット!WT 
の撃ち出し方向数、ホーミン へ 
グスプレッドの弾のスピード 
に影響をあたえる。 

••スフレッド 

象… 

ホーミング 

その名の通り、高い命中率を誇るホーミング 
弾。威力は最弱なのでボス戦には不向きだが、 
使いどころによっては大きな効果を発揮する。ビ、 
レベルアップにより威力が上昇し、さらにホ^ 

使用ポタンーミングプラズマの発射角度 〇の制限に影響をあたえる。障i 
害物に隠れた敵や、自機の死 
角となる真横の敵などを攻撃 
するときに重宝するだろう。 

)OSl456tWPoO^ 

瞬：: 

★寒， 

威力重視の前方直進弾0レベルアップするこ ^ 
とで威力が上がり、固い敵も楽々と倒せるよM 
うになる。スタンダードな武器なので、あら_ 
ゆる場面で活用していきたい。とくに耐久力 

使用ポタンの高い敵、ボス戦などで有効。 〇 またチェーンボーナスを狙う 
(後述）ときも、弾が1発単 
位で綺麗に区切れるので使い 
やすいといえるだろう。 … 

_ 
•バルカンレーザー 

麵黡鑑含^7ク1 

例え使いにくい武器でも、活躍す 
る場所はある。どこで使うのか' 

戦略を立てることが大切。 
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リ(ツクワイド 

後方への攻撃をメインとした広角度のシヨッ 
卜。前方に1方向、後方に3方向で弾をばら 
ま<。攻撃力が方向数で割られているため、 
レベルアップしても威力は弱め。後方に回ら 
使用ポタン^■■れたと¢0チI 

/^\ーンポーナスを 
(\ I ( \狙ぅ以外での用 
I JTv )途はぁまりなぃ 
V-/ と思われる0 

Cb 
，レイデイアントソード 

光の剣で敵を攻撃する特殊武器。自動的に一 
回転した後、方向キーの反対を向くようにソ 
ードを出す。ピンク弾を消す効果があり10発 
ほど消すとハイノ v°—ソードが発動可能となる。 
使用ポタン 

ホーミングスプレッド 

射程内の敵をロックして、マークされた敵の 
みを攻撃する追尾弾。この弾は地形ばかりか? 
敵をも無視して確実に命中、炸裂して爆風でH ，•ベ、‘ 

ダメージをあたえる。ちなみにこの時の爆風く彡1 < w 
使用ポタンはシークレット土ん、 

\ポーナスに影響 
(/、丄广W、されているのでミvv 
V二yTV J使用時には気を 

•ホーミングプラズマ 

ホーミングの能力を受け継ぎ、敵をサーチす 
る能力を持った追尾弾。サーチ可能範囲はホ 
-ミングのレベル上昇により拡大。攻撃力こ 
そ弱いものの、同じ敵に続けて撃ち込むこと、 

使用ポタン_Hにょり最大で2 .威 〇/—\倍まで威力が上1 
if昇する。また壁， 
卞、-ノも貫通して攻撃 

V—/することが可首旨。 

(i\ mjm 

STANDARD TECHNICK-1 
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ポーナスを制する者が八イスコアを制する 
本作に限らずシューティングの醍醐味といえば、やっぱ 

り"八イスコアを狙う”こと。それには普通のプレイでは 

決してこなせない、特別なテクニックに支えられた得点方 

法（ポーナス）の存在が不可欠だ。もちろんこの「レイデ 

イアントシルバーガン」 

にち多くのボーナスが用 

意されている。いったい 

どれくらいの種類があり、 

どのように達成すればよ 

いのか。条件とともに、 

シークレツトポーナスも 

ふくめたポーナスのすべ 

てをここにまとめてみた。 

ポーナスをキチンと獲得していけ 
ば、10,000,000を越えるスコアだつ 
て夢じゃない。 

出した得点はそのまま武器のレベル 
上昇につながる。ゲームを楽に進め 
る上でも役立つ要素だ。 

チェーンポーナス 
本作の敵キャラクターには、赤、青、 
黄の3種類のカラーがついている。 
この色分けはダテではなく、決まつ 
たJ噴香にしたがつて倒すことでボー 
ナスがつしVCいくのだ。その法を 
表したものが右の図で、基本は同色 
の敵を連続で倒す（チェーンポーナ 
ス）ことで得点が獲得されていく。 

また、例外として、赤、青、黄と倒し 
た後に黄の敵を倒してもボー 
ナスが力 晴 される。 これはシークレ 
ットチェーンと呼ばれ、ステージに 
よつては通常のチェーンよりも交繂 
よく得点を稼ぐことができるだろ3。 
ひとつのチェーンボーナスは最高 
100,000まで力瞻することか可能だ。 

基本チェーン 

來++ 
シークレツトチェーン 

+本 
取局. 

100.000POINT 

す. 



STANDARD TECHNICK-2 

犬のメリーちやん 
ステージのとある地点に弾を撃ち込むことで隠れキ 
ャラが出現。それによつて入るポーナスがこの"犬 
のメリーちゃん”だ。ただし出現に使う武器はどれ 
でもいいというわけではなく、 B+Cのホーミング 
スプレッドのみ。ちなみにこのメリーちやんには3 

種類の色違いがおり、すべてメス……という設定ら 
しい。 | 

出現させるだけで 
得点のはいるメリ 
一ちゃん。くわし 
い出現位置につい 
ては、この後のス 
テージ攻略を参考 
にすること。完全 
制覇を目指したい。 

黄色のメリーちゃ赤色のメリーちゃ青色のメリーちゃ 
ん。スクロールにん。自分の意志でん。一定時間がた 
くっついてくる。自由に動き回る。つと消滅する。 

ポス破壊率ホーナス 
本作に登場するボスは、いくつかのパーツによつて 
構成されており、攻撃を受けると部分ごとに破壊さ 
れていく。当然、本体を破壊する前にすベての部品 
を失わせることが可能であり、この時に入る得点が 
ボス破壊率ボーナスだ。得点は破壊率1%につき500 
点、100%にするとすべてが2倍の点数になる。 

_ へ 
I • m :ツの数によ 

:* 
ボスのパーツは最 
低が2 %。相手に 
よってまちまちだ 
が、1つのパーツ 
は5の倍数％が多w 
し、。細かい数字に^ 
ついてはステージ 
攻略ページを参考。 

j 調： 

4 .^ERFECT 

’ ㈣㈡如山—仙aimitsa 
VOODD 

4鶴臟■rW他tl: ，-，V;STDODO 

カスリ点 
敵の弾や地形などの当たり判定がある物体にかすつ 
たときに入るポーナスがカスリ点。ヒットする場所 
に関わらず得点は一律10で、かすつている間スコア 
が上がり続ける。もちろん近づきすぎれば1ミスだ。 
なお、このボーナスによつて稼がれた得点（経験値) 
はA、B、Cの各武器に対し平均的に割り振られる。 

ウエボンホーナス 
7種類の武器を、特殊な使い方をすることで得られ 
るボーナスがこれ。武器によって細かく条件か違つ 
が、基本的に連続使用が条件となっている。敵の攻 
撃が激しくないステージでは積極的に狙つてし、きた 
い。とくに〇秒以上という条件が多いので、固い敵 
やボス戦で狙うのが有効。逆に武器のレベルを上げ 
すぎると獲得しにく くなるのが特長だ。 

バルカンレ-ザ- 中央のメイン弾の200発連続ヒット時。 
地形への攻撃はカウントされない。 

ホー5ング パルカンレーザーと同条件で300ヒット。 

スプレッド 炸裂させずに16発ヒットさせる。 

ホ-ミングプラズマ 敵に10秒間ヒットさせる。 

ワィドショット 2秒以上の間隔を開けずに300ヒット。 

ホ-ミングスプレッド 途中で他の武器に変えず、爆風を15秒間 
ヒットさせる。ただしこれは1発あたり 
の時間なので2発同時なら7.5秒。 

レイディアントソ-F 
途中で他の武器に変えず、敵に(複数可） 
5秒間以上ヒットさせ続ける。 

かすつたときは自機から破片のよ 
ぅなものが飛び散る演出効果がな 

されるのでI目で分かる。 



一夕集1 敵キヤラリスト 
敵キヤラクターの耐久力と得点について 
ゲーム中の楽しみであり、そして障害でもある 

存在、敵キャラクター。ここではボスをのぞく全 

敵キャラの耐久力と得点をまとめてみた。なお、 

普遍的な得点と違い、 7種類の武器により測り方 

がちがう。耐久力はレベル0のバルカンレーザー 

を元に算出。1発（2連になっているもの）を耐 

久力1としてカウントしている。 

BERTH-B…••…パ-ス大 
耐久力…80得点…200 國 序盤で出現する大型機で、砲台がつい 
ているのが特徴。赤、青、黄の色違い 
で各1体ずつ出現する。 1 

GUNZ-.ガンナ 
耐久力…10得点… 
AKA-0の直前に登場するザコ。耐久 
力はそれなりにあるが、動きは単調。 
ただ直進してくるだけのやつである。 

-T- • 

1 i 
耐久力…9得点…50 
ピンク色の弾を擊つてくる砲台。この 
攻擊はレイディアントソードで消すこ 
とが可能。耐久力は低めだ。 丨 

51, 
耐久力…9得点… 
3 Bから登場する地形に固定された兵 
器。その名のとおり砲台からレーザー 
を擊つて攻擊してくる。 

1 

KIKA.キカ 
耐久力…180「25得点…1000「10001 
MA9N0の後に登場し3機出現。大置 
に弾をばらまいていくやっかいな敵。 
耐久力も高めでうっとうしい。 

i. i 

WING.ゥィング 
耐久力…48得点…'10 
3Cの最初で3機登場。ステルス型戦 
闘機のような形をしている。耐久力は 
かなり高めの強敵だ。 

I耐久力1=レベル〇ノ (ルカン1発 

0 BcL6.ベル厶 
耐久力…2得点…40 
一番最初に出てくるザコ。当然耐久力 
も低く、軽々とやつつけることができ 
る。チェーンコンポ狙いで倒そう。 

圓 ……"バス小 
耐久力…60得点…200 
パース大を小さくしたもので、基本的 
な構造は一緒。得点や耐久力は大より 
も小さい。3 Eや2 Aで出現する。丨彳 

■ 1闘機 
耐久力…1得点…3〇 
耐久力は低いが編隊を組んで飛んでく 
る。3 Bの序盤に左右から9機、3 C 
の序盤に通路を通って登場する。 丨 

M へ…マルリンダ 
耐久力…500「150得点…100 ■ 
3Bの序盤に出てくる丸い土台のよう 
な敵。 2Eに登場する砲台がたくさん 
ついてるものは得点が高い。 1 

m ……"マクノ 
耐久力…30得点…100 
3 Bの〇LINDAを倒した後、パース大 
とともに登場。 3種類の砲身をつけ替 
えることが可能となっている。 

國 . 
耐久力…20得点…50 
3Bのポス直前に登場。左右に開く八 
ツチの向こう側で待ち受けている。耐 
久力は低めなのでA+B攻撃が有効。, 

砲台戦艦 
耐久力…450得点…100 
WINGの後に登場する、砲台のたくさ 
んついた戦艦。耐久力がボス並に高い。 
ちなみに砲台は耐久力20、得点100< 



DATA INDEX 

TAK〇.タコ 
耐久力…30得点…100 
3 Cの途中で出現。自らの手（？）で 
はさんでくる。耐久力はそこそこだが、 
レベルが上がつていれは苦戦はしない。 

'，祕_ 

A れ:::， 
J2SE.ニセ 
耐久力…500得点…300M 

^同砲台ピンク弾…300/300 

同砲台レーザー弾…200/200 

2Eで登場する巨大なザコ。その 
…大きさに比例し、耐久力はポス並 

{に高い。主な攻撃は主砲からのひ 
まわりのような弾幕。また、備え 
つけられている砲台は耐久力が高 

<めなわりに得点は低いので、点数 
稼ぎには不向き。余計なことは考 

えずに早めに倒す方がよい。 

4 Aの途中で出現。ハッチを開いてBEし6 
を発進してくる。うっとうしいなら出現と 
同時に叩いてしまうのも手だ。 

SUPER BLADE ••… 
耐久力…40得点…500 
ステージ6のボスで最初に赤を撃破す 
ると、BEし6を3機携えて出現する。 
耐久力は低めだが得点は高い。 

SAKA-Z.さかな 
耐久力…200得点…100 

4C途中で登場する大きめのザコ。耐 
久力はボス並に高い。左右から突然、 
出現し、弾をばらまいてくる。これを 
倒した後に、色違いの同じ敵がもう1 
-回登場する。 

得点も低く点 
数稼ぎにもな 
らない嫌らし 
い敵だ。さつ 
さと倒してし 
まいたい。 

I 'Xf: 
'へ' 

NO-3.ノミ 
耐久力…200「10得点…10 
4Eでは地形とセットで登場。丸い砲台 
のようなザコ。ステージ5Aでは地形に 
沿って移動しながら攻撃してくる。 | 

8GANE……. …八ガネI 
耐久力…2得点…30[ZZ 」 
3D、 2Dに登場するアーマーをつけ 
たザコ。アーマーをつけている間は武 
器の威力に関係なく倒せない。 

33KO.ミサコ 
耐久力…20得点…100C= 
4 Aの最初に登場する、2本のミサイ 
ルを抱えたザコ。ちなみにこのミサイ 
ルは耐久力80、得点は0。 

耐久力…12得点…30 1^=： 
4Aの地形にセツトされている箱。移 
動するタイプのK084は耐久力が10と 
若干低めに設定されている。 

BLADE.ブレート 
耐久力…55得点…1001-= 

4Bなどに出現するザコ。左右にレー 
ザーブレードを出しながら移動してく 
る。攻撃範囲が広いので注意！ 

B-WIN……"••ビーウィン 

耐久力…14得点…100 
4Bの電磁地帯の後半に5〜6機編隊 
で出現する。自機との縦座標がある程 
度近づくと逃げてしまう。 

82ME……… ….ヤツメ 
耐久力…60得点…100 1-: 
SAKA-7の少し手前に出現。左右から近 
寄ってきて緑色の弾を広範囲にばらまい 
ていく。多少大きめで耐久力も高い。 

CRAB* 
耐久力…500得点•• 

4 Eに登場する巨大なザコ。 
その名の通り、横ばいに動 
<〇得点は〇〇 



CAN LASER 
武器パワー基本値 

10 
撃ちこみ点2 

レベルアップに 
より発射角度が 
広がる。撃ち込 
み点は他のシヨ 
ットと異なりフ 
レームごとに点 
数が入る仕組み。 

SPREAD 
武器パワー基本値 

80 

撃ちこみ点10 

スプレツドのレ 
ベルが8と24に 
なると弾数が増 
大。パルカンの 
レベルアップに 
より当たり判定 
がやや広がる。 

BACK WIDE 
^武器パワー基本値 

10 
撃ちこみ点2 

ホーミングのレ 
ベルアップによ 
りロックオン範 
囲が広がる。ス 
プレッドのレべ 

|ルが5ごとに弾 
I数が増える。 

各武器の威力と 
レベルアップについて 
ここでは7種類の武器の威力とレベルアップに 

必要な経験値などのデータを掲載。武器の威力の 

計算式は以下を参考にしてもらいたい。 

HOMING 
武器パワー基本値 

100 
撃ちこみ点10 

レベルアップに 
よりシヨットの 
威力が増大。補 
助弾が追加され、 
当たり判定が大 
きくなるといつ 
た特典がつく。 

NG PLASMA 
武器パワー基本値 

60 

撃ちこみ点10 

レベルアップに 
よりシヨットの 
威力が増大し、 
当たり判定が大 
きくなる。武器 
パワー値はバル 
カンより低い。 

NG SPREAD I武器パワー基本値 
20 

撃ちこみ点50 

レベルアップに 
，”‘より威力が増大、 
^当たり判定が大 

' Jきくなる。スプ 
1^1レッドしてから 

はフレームごと 
に撃ち込み点1。 

(武器ノ v°ワー基本値)+(武器ノ（ワー基本値)+1〇 
x武器レベル(押したポタンの平均値） 
=武器威力(最大430) 

^^々7隹武器の威力と 
ンレベルアップ 

『ノ g 3ル威。基Iいる 
p\ ^ <ベりるはレなち 

R-go ¥レよす点フさ落 0>0 jのに大み每かが 

器 S武ッがち的、得 
武 ®各アカ擊本ムと 



レベルアップに必要な経験値(スコア) 
nRCFIElE MOOElSFITURN MODE 

1レベル1 経験値(スコア） 1，. 
■1 25000 

2 50000 
3 100000 
4 150000 
5 200000 
6 300000 
7 400000 
8 500000 
9 600000 
10 7〇〇〇〇〇 
11 800000 
12 900000 
13 1000000 
14 1200000 
15 1400000 
16 1600000 
17 1800000 
18 2000000 
19 2200000 
20 2400000 
21 2600000 
22 2800000 
23 3000000 
24 3200000 
25 3400000 
26 3600000 
27 3800000 
28 4000000 
29 4.200000 
30 4400000 
31 4600000 
32 4800000 

133 5000000 

※レベルは〇から始まり、順に上昇する。 

経験値(スコア） 
25000 

2 50000 
3 100000 
4 150000 
5 200000 

6 300000 
4嚳〇鑾OMHI 

8 500000 
9 600000 
10 7〇〇〇〇〇 
11 1500000 
12 1800000 ! 
13 2100000 
14 2400000 
15 2700000 
16 3000000 
17 3400000 
18 3800000 | 
19 4200000 
20 4600000 
21 5000000 
22 5500000 
23 6500000 
24 7〇〇〇〇〇〇 
25 Z500000 
26 8000000 
2T 8500000 
28 9000000 
29 10000000 
30 11000000 
31 12000000 
32 13000000 
33 14000000 
34 15000000 



チェーンポーナスの狙い方について 
チェーンポーナスを極め 

ずして、この「レイディア 

ントシルバーガン」を語る 

ことはできないだろう。全 

面クリアを果たし、そのこ 

とだけに満足して、プレイ 

をやめてしまう人。別にそ 

のこと自体は悪いわけでは 

ないが、何かが違うはず。 

なぜ本作にチェーンボー 

ナスを始めとする各種稼ぎ 

技が存在するのか？ その 

事実を正面から見すえ、そ 

して受け止めた人は、きっ 

とハイスコアへの道を歩み 

始めるに違いない。 

ここでは、そんな道を歩 

んでいる（始めた）人に対 

する、チェーンボーナステ 

クニックを紹介していこう。 

IDxポニ’ AQJ舉発 
1115を多培す名 

チェーンを狙う際の最大の注意点は、狙 
う色以外の敵を倒さないことだ。当然と 
言えば当然なのだが、サターン版をパッ 
ドでプレイする人は、意外とこのミスを 
犯しやすい。これはウェボンAの単発撃 
ちがしにくし、ため。そうならない為に、 
スティックの使用を推奨する0 

このような場合では、ウエボンAの単 
発撃ちが不可欠となる。 

2さ13なる高婷点を 
:;Iミ”々へしn，-、っニル、っ 

チェーンとは、 3機単位でその判定がな 
されているので、ある面で赤の敵が3の 
倍数+ 2機存在した場合' 最後の2機は 
倒してもチェーンには換算されない。も 
し、この2機が高得点だったのなら…。 
こういう場合には、途中で点の低い敵を 
2麵す得点調整を行えば良い0 

'i.，〒.'卜 1..j 
ステージ3Cの場合、ここで戦闘機を 
2機逃せば最後のパースへと繫がる。 

スラ :ーソ毎1 §色敵機数一覧 
ステージ名 赤 青 黄 
3A 37 28 13 
3B ZZ 22 Z 
3C 59 22 6 
3D 48 36 24 
3E 54 27 23 
2A 33 4 20 
2B 6 9 12 
2C 50 44 15 
2D 60 〇 18 
2E 66 40 13 
4A 83 3Z 35 
4B 59 19 6 
4C 79 8Z 12 
4D 37 29 29 
4E 121 55 48 
5A 360 26Z 1Z9 

:ーンポーナスの計算式 
敵の得点を100、チェーン成立回数をA、敵累計得点をBとすると、 

最初の3機:A ⑴ X (100+100+100) =300点。 

さらに3機:A (2) X (300+100+100+100)=1200点となる。 

Aの駸大値は10、Bの最大値は10000で、 

チェーンの最高点は100000点となる。 

シ_クレツトの場合は、最初からBは10000点として計算する。 

fまけゲ-ムクリァとオプション勸D雌則 
本作は家庭用への 
移植のため、アー 
ケード版にはない 
隠し設定でプレイ 
することが可能。 
だが、これらの設 
定は全面クリアな 
どの一定条件を満 
たさねば使うこと 
はできないのだ。 

この画面に、「OPT丨ON+J 
と表示されるのはいつの日か…。 



Rロロ I PINT ^ffi-L/ERC5UN 
レイディアントシルパーガン ™ 

ステージ攻略- 

帰るべき故郷を失いし戦士は、希望へ向けて操縦 
桿を握る。厳しい死線へ臨むあなたへ伝える各面 
の攻略法。それは生への祈りを込めたアドバイス。 



この面は最初のエリアということもあり、攻撃の難易度も低く 

地形的にも何ら注意すべき点は見当たらない。ここでチェーンコ 

ンポや、レイディアントソードの使い方など、本作攻略に必要な 
テクニックを学んでいくようにしたい。 

切^^邙邙 



度が低く、倒すこ 
とは非常に簡単。 

このボスは耐久 

STAGE 
BOSS AKA-0 

POI NT£ウエボンCでガンナーを撃破する 
最後に出現するg機のガンナー編 

隊に対しては、自機を画面中央付近 
に配置して、ウエボンcによる左右 
同時攻撃により対処していく。他の 
場面でも言えることだが、こういつ 
た左右対称の編成で現れる敵機には、 
このウエボンcは非常に有効。 
しかもこの際にCポタンを押しつ 

ぱなしで攻撃することで、ウエボン 
ボーナスも手に入る。だが、正面の 
敵には連射で対応したほうが安全だ。 

釋美，纖 r^f 

ここでは逆に、ウエボンC以外の武器で 
攻撃すると、敵機の全滅は難しい。 

八ーツ埸所_I 耐久充 

赤ポ-ナスA夕-ンについて 
最初のベルムから赤だけでボー 

ナスを狙うと、黄パターンよりも 
簡単で、27万以上のスコアが狙え 

る。初七\者向けの八°ターンだ。 



STAGE-3B 
RETURN ]■■■■■ 
2521A.D. 7.13 11:00 
descent point: the suburbs u3-ward 

POINTな回転べルムの中にメリーちやん 
ここのベルム編隊の場所では、ウ 

エボンAの単発撃ちにより赤だけを 
破壊、しかる後にその内側に入り込 
む。後はこの中心部でウエボン日+ 
Cを一瞬だけ撃つことで、ここにい 
るメリーちゃん（50000点）を、出現 
させることが可能となる。 

1 マ, 

r \ 

この大型砲台は、輩 
マルリンダに4機の 
レーザー砲台と2機 
のマルリンダ用レー 
ザー5 包が合体したも 
のとなつている。こ 
いつを倒す際の注意 
点は、他の砲台を破壊 
してから、マルリンダ 
を破壊するということ 
これは砲台を残してマ 
ルリンダを破壊してし 
まうと、砲台分のポー 
ナスが入らなくなって 
しまうからだ。 

当たるとミスとなる地形〜障害物〜が初めて登場するステージ。 
こういった面では、地形や敵の配置を覚えて、確実な攻略パター 
ンを築き上げる必要がある。なお、ここでは赤い敵編隊が多数登 
場するので、チェーンは赤だけを狙っていくことになる。 

444 
### 

&&& 



まずはウエボンCやA +日を使い、周本体につし、ているパーツ攻撃時には、本全てのパーツを破壊したら、後は本体 
りのパーツを破壊する。 体にあまり弾を当てない様にすること。を攻擊すれば良い。 



戦艦はハイパーソードを使い、 
そのまま伸:当たりして倒す。こ 
の時自機を左右に振り、砲台を 
壊しておくことを忘れずに。 

戦艦の前に現れる3機のウイン 
グは横からのウエボンC連打で 
倒す。一応B + Cでも可能だ。 

STAGE-3C RETURN ■■■■■国 
2521A.D. 7.1311:18 
descent point, the suburbs rt-ward 

登場趣 

II tl 
m m h 

ステージ概要 
この面は見ての通り、地形 

が狭く、しかもその中に多数 
の砲台が設置されている構図 
となっている。ここでは前の 
3巳以上に地形と敵の配置を 
覚えておく必要がある。しか 
もこの面では、敵が弾を撃つ 
タイミングの見極めや、チェ 
ーンポーナスのテクニックな 
ど、本作を攻略するにあたっ 
ての重要部分がほぼ取り入れ 
られている。この面を完璧に 
プレイできた時、それは本作 
のクリアが見える時なのだ。 

目標スコア……700.00OPts 

POINTS砲台戦艦はハイパーソードで破壊 
この面では赤チェ 

—ンを狙っていくの 
で、ここに出現する 
大型戦艦は必ず沈め 
ておかなければなら 
ない。この戦艦は前 
の3巳で用意してお 
いた八イパーソード 
を使い、砲台もろと 
も破壊すること。自 
機を戦艦に重ねるよ 
うにすると効果的だ。 



まずはこの位置で、赤砲台の出現を待つ。この砲台を全部破壊したら、ウエボンAもし上部の砲台を残したら、素早く上に 
ここではウエボンAが最適である。 +Bで上部の砲台を狙って撃つ。 回り込んでウエボンA + Cで破壊しよう, 

りで進んでいくよ 

の赤砲台地帯では、 

Cボタンを離す。 

すぐにB 
クオンを確 

でメリーち 
準備をする。 

ボンB + Cの 

ここでウエボンB+Cを 
使えば、メリ—ちやんを 

出す事が可能。右の青砲 
台に照準を当てない様に。 



POINTOウエボンCでピンポイント攻撃 
この地点の左側にある赤砲台に対しての攻撃は、 

その手前に立ちふさがる青レーザー砲台地帯のどこ 
から行うかがポイント。この青レーザー砲台は、レ 
ーザーを一定間隔で発射するので、一気に赤砲台に 

近づいて倒すか、 

青砲台の手前で 
ウエボンCを使 

し、巨離攻撃を 
行うかになる。 

ここは安全策を 
とり、遠距離攻 
撃で行くのが良 

いだろう。 

POINT霣バースの回転レーザーに注意 
最後の赤砲台地帯を抜けると、通路の出口 

付近に赤バースが控えている。このバースは 
回転式のレーザーを放ってくるので、油断し 

てやられることのなし)様に。なお、このレー 

ザーは最後の壁ギリギリに張り付し、てしmば 
当たることはない。その後は後ろから現れる 
マクノを、ウエボンA+ Cで倒せば後はボス 
との戦いになる。 

ま-ノ=: 
ヴアスタラビッチ 

本作の主人公。プライドが高く、物 
事を素直に表現できない。政治家で 
金の亡者だった親に嫌気が差し、常 
に1人で生きてきた。士官学校での 
成績は優秀で' 任官後も出世街道を 
歩きつづけている。人生の中で人間 
の嫌なところを見続けてきたため、 

現在は人間不振に陥っている。 



し‘ 

ISfsE GALLOP 

FOR cam NS 

R RGTCJRN 

DESTRUCTION 
BONUS 30000 
GALLOP得点表 

3 A、3日のボスと 
は比べ物にならない多 
彩な攻撃を仕掛けてく 
るボスだ。その攻撃は 
一見すると、非常に難 
易度が高そうな雰囲気 
ではあるが、実は各攻 
撃毎に攻略法や安全地 
帯が設定されているの 
で、その対処5去を_ 
に覚えておけばそう手 
強い相手ではないだろ 
う。上級者ならば、こ 
のボスの自爆時間が長 
いことを利用し、壁際 
でのかすり点などで細 
かいスコア稼ぎを行う 
のも一つの戦法だ。 

GALLOPの各攻撃に対する安全地帯 
このボスの各攻撃に対する、完 

全ではないが安全地帯をここに紹 
介。もしボスとの戦いで稼ぎを狙 
うなら、このパターンは確実に物| 
にしておぎたいところだ。 

対空レーザー 

ボスの軎先と、その少し下のもう 
一つのレーザーの隙間。 

50% 
10%x2 
10%x2 
10% 

400 
250 
180 
150 

本体 
反射レーザーユニット 
対地弾ユニット 
対空レーザーユニット 
ビツト この武器はボスの真横付近が安全。 

しかし他の攻撃が重なると苦しい。 

対地レーザー 

ボス登場直後は、対空レーザーの安全ピンク弾攻撃の後、波動砲発射の刖兆 
地帯からウエボンA +日で攻撃。 、を確認したら左上か右上に移動。 

対地レーザーは、画面の中央付近 
で避けること。 

ただしこの時' 対地弾ユニットを破壊この位置に来たら、後はウエボンB + 
しておくと死んでしまうので注意。Cでボス全体を攻撃すれば良い。 

この拡散波動砲は、画面真ん中下 
か、ボスの真横付近が安全だ。 

爾久度1一破壊率 



POlNIikシークレツトチェーンを狙う 
この面で登場する敵機は、八ガネ 

だけとなっている。このハガネは装 
甲を外すまでは破壊できなし繼体で、 
それが各色編隊で襲し、掛かってくる。 
ここでは黄編隊が多数出現するので、 

A シークレツトボーナスを狙っていく 
ハ ことになる。 

まず最初に現れる赤ノ \ガネ編隊を、 
自機の正面にレイディアントソード 
を構えることでゲージを溜めつつ撃 
退する。そして次の青編隊は1機だ 
けを撃破すれば、準備は0K。 
後は左右から来る黄編隊12機をA 

などで全滅させ、次の赤と青編隊を 
やり過ごし、最後の黄編隊を全滅さ 
せればこの面は終了する。 

ボスが出現するメッセージが 
表示されてから' 実際にボスが 
現れるまでの間にストーンヘン 
ジ地帯の中央をウエボンB + C 
で撃つと、メリーちゃんが出現 
する。この時は敵の攻撃もない 
ので、忘れずにとつておくこと。 
点数は25250点だ0 

メリ-ちやんは確実に取る 

巳 
本面は最初から最後まで、八ガネ編隊だけが登場する内容とな 

つている。地形もなく、ただクリアするだけならば非常に簡単な 

ステージだ。しかし、いざチェーンポーナスを狙うとその難易度 

は急激に高くなり、少しのミスで数万点の差が生じることになる。 

目標スコア 500.00OPts 

ステージ概要 

STAGE-3D 
RETURN ■■■■■国 
2521A.D. 7.1311:34 
descent point, gap or gate front 

このようにボスが出現し 
てしまうと、もうメリ— 

ちゃんは現れなくなる。 

このメッセ—ジが表示さ 
れたら' スト—ンヘンジ 

の中心に攻撃を。 

黄だけだと32万点。やは 
りスコア損失は大きい。 

i^ 

►Ai i►► i► 
88§§ 

$$ §% 

26 



基本戦術 

UNDO得点表 
DESTRUCTION 
BONUS 

50000 
※各パーツの得点は、全て10000点。 

極太レーザー3回目以降 

この極太レーザー放射に 
なったら、自機をポス本 
体:横につけ、ボスの動き 
に合わせて移動させつつ、 
ウエボンB+Cで攻撃す 
るのが効果的だ。 

もし極太レーザーに追い 
つめられたのなら、迷わ 
ずハイパーソードを使つ 
て脱出を。ただし、この 
戦法には2回目は存在し 
ないことを忘れずに。 
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このステージは点数の高い赤色の 
敵が多数出現するので、赤チェーン 
を狙っていくことになる。さらに注 
意深くマップを確認すると、敵の配 
置が全て左右対称になっているのが 
分かるはずだ。 

3 Aでも説明したが、こういった 
ステージではウェボンCの使し、方が 
重要となる。ここでその使用法を再 
確認しておくようにしたい。 

ース編隊はウエボンCで 

N111 

•富 

も STWT ^UT-neM* 

讎翻 

単划監地帯を抜ける— 
と、ここでは小バー 
スが' 画面横一列の 
編隊となって出現す 
る。ここでは中央か 
ら外側に向かって倒 
すようにウエボンC 
を当てて行けば、簡 
単に対処できる。し 
かもその際、ウエポ 
ンボーナスも手に入 
るのでまさに一石二 
鳥。ここを抜けたら 
9 火の八一入に翩小パース編隊には' ちょうど画面の真ん中に自機を置き、 
凡よつ。 このまま下がりつつウエボンCを押しているだけでよい。 
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障害物もなく面構成も短いだけあり、このステージはクリアを 

目指すだけならば全くもって難しくはない。だが、チェーンポー 

ナスを完璧に狙うとなると、微妙な操作やウエボンを使うタイミ 

ングを確実な物にしておかなければならない。 

赤いベルムを倒し、シークレツトを狙う 
ここではキカ1機とベル 

ム8機の編隊が3回出現す 
る。まず最初の編隊は全て 
赤色なので、全滅させてし 
ま5。次の編隊はキカとベ 
ルム2機が黄なので、この 
3機をやり過ごしながら上 
に回り、ウエボンA + Cで 
上から攻撃するようにすれ 
ば0Kだ。そして最後の編 
隊は、編隊の真正面に自機 
を配置し、キカが見えたら 
すぐにウエボンAの単発撃 
ちを続けて赤キカと赤べル 
ムを破壊する。その後すぐ 
に自機を左か右にずらし、 
青と黄べルムを1機破壊し 
てシークレツトボーナスを 

発動させること。 

ウエボンC連打で黄べルムを一掃 

こういつた空中戦だけで構成され 
たステージは、障害物に体当たりす 
る心配はないが、逆に地形を目印に 
した攻略ノ (夕ーン作りができなくな 
る。対処法としては、敵の出現する 
場所とタイミングを、何度も何度ち 
プレイすることで、確実に覚えてい 
くしかないだろう。 

赤と黄のベルムが 
2列編隊で出現する 
このポイント日では、 
当然ながら黄べルム 
編隊だけを攻撃する 
ことになる。この編 
隊が現れる前に自機 
を画面中央上に配置 
し、赤編隊が自機を 
かすめて通り過ぎた 
ら、自機を下げつつ 
ウエボンCを3回ほ 
ど連打して、その爆 
風で黄編隊を破壊し赤べルムが通り過ぎたらここでゥエポンCを3回連打 
C：いこつ。 れで大半の黄べルムは破壊することが出来る。 



本体から炎を放ってきたら、自機を 
この辺りに移動させる。 

この右側腕から放射されるビームに触右側腕は手先から順に破壊していかな 
れると、自機が腕側に吸い寄せられる。しヽと、パーフエクトが取れなくなる。 

STAGE 
BOSS 
このボスは、その長い両 

腕を振りかざして自機の行 
動範囲を狭める攻撃を行っ 
てくるので、まずはその両 
腕を破壊することが重要0 
腕を伸ばしてきたら、その 
逆側に移動してウエボンc 

で遠距離攻撃を図れば、比 
較的簡単に破壊できる。稼 
ぎを念頭においてプレイす 
る場合は、ここでA十日の 
ウエボンポーナスを狙って 
しKのも良し、だろう。 
本体から炎を吐いてくる 

場合は、麵に前兆が見ら 
れるので、すぐに左か右に 
待避し、ボスが回転を始め 
たらその動きに合わせて当 
たらないよう自機を動かし 
ていくことで対処しよう。 

KOTETSU 

パーツ場所 耐久度i 破壊率 
本体 700 40% 
左肩 350 10% 
右肩 350 10% 
左側腕 400 10% 
右側腕付け根 500 10% 
右側腕中盤 450 10% 
右側腕手先 300 10% 

KOTETSU得点表 

DESTRUCTION 
BONUS 10000 
※各パーツの得点は全て10000点。左側 
腕は耐久度が3/4で先端部が破壊される。 

STAGE-2Bに向け 
八イパーソードの準備 
ボス本体がピンク弾を撃つ攻撃 

パターンの時、もしもソードゲー 
ジがM A Xになってし、なし場合は 
ここで充填しておくこと。これは 
次のステージ2巳では八イパーソ 
-ドを使って危機回避をする可能 
1生があるのだが、その2 Bではピ 
ンク弾を撃つ敵が少ないためだ。 

STAGI 

左側腕から発射されるビ—ムは 
射程が短いので' 遠くからゥH 

ボンCで攻擊すれば安全。 





ステージ開始と同時に、自機をこの位置ベルムが現れたなら、ウエボンAを単発後は黄べルムを攻撃するだけ。成功すれ 
へと移動して、ベルム編隊を待つ。 撃ちしながら、左へと移動する。 ばこのような点数が手に入る。 

STAGE 
BOSS GOLETS RED 

DESTRUCTION 
BONUS 

20000 

GOLETS RED得点表 

高速スク□ールする通路内で繰り 
広げられる、ボスとの戦い。少しで 
も油断すれば地形に衝突する可能性 
があり、しかもその状況において、 
シークレツトポーナスに関連する黄 
ベルムが大量に出現する。まさに一 
瞬たりとも気が抜けなし湘手だろう。 

ここでは' ウエボンAの単発撃ちでベ 
ルムを倒していく。自機の移動と弾撃 

ちのタイミングを確実に覚えることだ。 
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POINTRランダム配置の遮蔽板を避ける 

ボスはこのレーザーを撃った直後に、左ここではウエボンA + Bか、ボスに近づ 
右どちらかへと移動する。 いてのB + Cでノ V°—ツにダメージを。 

ここではまず、分岐点に訪れたな 
らボスの動きに従って動き、遮蔽板 
ではない方向へと移動する。そして 
そのままボスに対してウエボンA+ 
Bか巳+ C使って両サイドノズルと 
砲台にダメージを与えていく。この 
遮蔽板の配置はランダムで決定され 
るので、ボスの動きにだけ注意を払 
って、ついていけばよい。また、こ 
の時ボスはサーチレーザーを放って 
くるが、これは気にしなくてもいい。 

POINTf黄チェーンを狙うため、今度は遮蔽板側へ 
次の遮蔽板地帯では先ほどとは逆 

に、ボスの移動する反対側、つまり 
遮蔽板側へと移動する。ここでは遮 
蔽板の所に、黄べルム編隊が出現す 
るので、チェーンボーナスを狙うの 
ならば必ず通らねばならないだろう。 
さらに' 最後の遮蔽板地帯は距離が 
長く、集中力を維持してし、ないとぶ 
つかつてしまろこともある。なお、 
点数を狙わずにクリア優先プレイを 
するのなら、無理して遮蔽板側にい 
く必要はなし、のでボス側に向かおう。 

この長い遮蔽板地帯は、集中して自 
機を動かさないと、途中で衝突して 
しまう可能性が大きい。 

遮蔽板の出口が画面端寄りの場合、急が 
ないと上の壁にぶつかることもある。 

Dr.1K |T_青ボス出現時は絶対 
ボス側へ移動する 

ここでは一時的に、次の登場ボスである青ボスが、赤 
ボスの援護に現れる。ここの分岐点では赤と青が別々の 
方向へ移動するので、必ず赤ボス側へ移動すること。も 
し間違って青ボス側へ移動してしまったなら、とにかく、 
画面の下から上にのぼるように動くこと。 

POIKITK細いル_卜を通り POINIgボスにダメージを 
この分岐点では、そのままボスを追いかけないで、隣 

の細いルートを通る。そしてボスに対し、ウエボンA + 
巳で攻撃し、ボスの前方主砲にダメージを与えていく。 

ここで主砲にダメージを 
与えておかないと、その 
後のポイントF以降で苦 
労することになるので、 
確実にこの細いルートを 
選択したいちのだ。 

このル—卜を通りながら、ゥH 

ボンA + Bでボスの前方主砲を 
攻撃していく。ここでダメ—ジ 

を与えないと次に苦労するそ。 



もしここで破壊できないと、マ 
ップはB地点まで戻り、2周目の 
攻撃に突入してしまう。そのため、 
この時点か最悪でも2周目に入つ 
た直後にはボスを倒すようにせね 
ばならない。 

|gfsE GOLETS BLUE 
このボスは、本体か 

ら左右対称にノ (ーツが 
ついている構造となつ 
ている。ウエボンA + 
巳を使い、：のパー 

撃していくのが望まし 
い。たまにピンク弾を 
吐くビットを放出する 
が、破壊率には関係な 
いので無理して破壊す 
る必要はなし、。 

STAGE イ 

POINT 
この地点に来ると、 

ボスが自機の後ろ側にIf 
回り込んできて前方主I 
砲を使って攻撃を仕か 
けてくる。ここではウ 
エボンA + Cを使い、M 

先のポイントEでダメ 
ージを与えておいた主1‘‘s 
砼 > 5装爪太ィ太左描71■ス 

ボンA+Cで赤ボスを破壊 

:ちょうどボスの中央に 
自機の座標を合わせる 
様にして、大きく上下 
運動しながら攻撃すれ 
ば安全に倒せる。 

2雕に突人した際の対処法 
この2周目は、基本的に赤ボス 

が自機の下から攻撃を仕かけてく 
る戦いとなる。つまり、今までの 
攻略パターンは通用しなくなって 
しまうということだ。各遮蔽板地 
帯では、ボスの動きを待つことな 
く、自ら左右に動かねばならない。 
その結果が遮蔽板側であっても、 
気にしている暇などない。 

パーツの破壊はそう難しくはないが、そ 
の後に吐き出される赤青弾は破壊すると 
自機に向かってくるレーザーに変化する。 
数が多いので、追いつめられない様に。 

GOLETS BLUE 得点表 DESTRUCTION 
※ビットの得点は0点。その他各パーツの1C 

ポイントDでは運が左右する 
遮蔽板地帯を抜けても赤ボスを 

破壊できず、青ボスが現れたら？ 
ここでは残念ながら攻略法は存在 
しない。自機を左右に移動させた 
結果が、青ボス側でないことを祈 
るしかない。つまり絶対この前に 
ボスを破壊しなければならない。 

パーヅ場所 耐久度 破壊率 
サイドノズル 350 10%x2 
砲台 300 10%x2 
前方向主砲 300 10%x2 
本体 500 40% 
ビット 100 0% 



ベルム地帯を抜けると、自機の 
前後よりレザやマクノが現れてバ 
Uアの外側より攻撃をしかけてく 
る場面になる。ここでは赤い敵だ 
けを狙って攻撃を行おう。特に最 
後に後ろからやってくるマクノは、 
すぐに倒さないと、爆風で攻撃し 
てくる機雷を多数発射してくる。 
この機雷がパリア内で爆発すると、 
非常に逃げるのが困難になるので、 
なんとしてでも撃たれる前に破壊 
するよ5に。 
このマクノが消えると、少しの 

間だけ敵の攻撃がなくなるので、 
次のベルム編隊出現に向けて備え 
ておくよ5にしたい。 

前後からの攻撃に注意 

POINT处赤べルムを倒し、 

本ステージは、開始直後か 

-I ら登場する電磁バリア発生機 

: の中で戦う、という構成とな 

つている。このバリア発生機 

は破壊不可能なので、あきら 

Q めてこの中で戦うしかない。 

' 移動可能場所が少なく、敵の 

攻撃を受けると回避しにくし、 

状況になるので、敵への対処 

は完全に憶えておこう。 

STAGE-2C REMINISCENCE! 
2520A.D. 7.14 21:35 
descent point, ravine to jrd layer 

ステージ概要 

登場敵^ pv 

マクノに機雷を撃たせる 
と' このように逃げ道を 

塞がれてしまう。 
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胴体が壊れたら' 後 
は尻尾と頭の順に破 

壊すれば良い。 

登場時は、自機を 
画面右上に置く 

画面下からボスが 
上がつてきた時も 

画面左上で攻撃。 



STAGE-2D REMINISCENCE! 
2520A.D. 7.14 21:58 
descent point! orbit road 

ステージ自体は短いが、敵の攻撃 
は予想以上に厳しい。特に最初から 
現れる赤八ガネは、どんなに速く倒 
しても必ずピンク弾を放つので、レ 
イディアントソードで消すか、避け 
るか何かしらの行動を取り続けなけ 
ればならない。レイディアントソー 
ドを使い、ハイパーソードで切り抜 
けるパターンの場合は、次の黄八ガ 
ネ出現時までにソードゲージがMA 
Xになるようにしておきたい。 

ステージ概要 
地形なし&短い構成の典型的パターンなのが、このステージ2 

D。ここの敵機は八ガネしか出現せず、しかも同色系の編隊でや 

ってくる。だが、チェーンポーナスを完璧に狙おうとすると、意 

外と難しいステージとなっている。 

目標スコア.700.00OPts 

POINT Aソ-ドゲージを溜めつつ敵機を撃破 
ここでは赤八ガネが 

画面中央に向かって時 
計回りで出現してくる。 
その数は60機。その対 
処法は、自機もハガネ 
の出現に合わせるよう 
に時計回りで画面内を 
移動し、そのままウェ 
ボン巳を連射しつづけ 
れば良い0 
なお、この時点でソ 

ードゲージが溜まって 

いない場合は、ここで 
充填しておくように。頼らず自分で連射しないと撃ち負ける場合がある。 

POINTgハイパーソードを使い黄チェ-ンを取る 

次に出現する黄八 
ガネの編隊は、一定 
時間画面内にとどま 
り、一斉にピンク弓単 
を撃って画面上部へ 
と逃げていく。ここ 
では、充填しておい 
た八イパーソードを 
使わない限り、全機 
撃墜は不可能だ〇そ 
の八イパーソードも、 
ちよラど八ガネがピン 
ク弾を使う瞬間に振り 
終わるタイミングで使 
わなければ、失敗して 
しまう。このタイミン 
グについては、何回も 
プレイして覚えていく 
しかないので、背景の 
流れを目安に練習して 
みるのがよいだろ5。 

点チドなち 
がェをつよ 
表丨使たう 
示ンえ瞬ど 
さポば間背 
れ丨全'景 
れナ機八が 
ばス墜イこ 
成3とパの 
功2せ丨状 
だ4るソ態 

° 0 ° I に 
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BOSS 
このボスは、本体とパ- 

の型がよく似ているため、 
見するとどの部分が本体なの 
か分からなくなることがある。 
その見分けかたについてだが、 
とりあえずは弾を当ててみて、 
耐久度ゲージが短くなればそ 
れは確実に本体だ。他にもボ 
スが自機を囲む前の角度次第 
では、角が見えるといった特 
徴があるので注意深く見てほ 
しい。 
ボスへの対処法は、このポ 

スが自機を包囲するという形 
式上、避けをメインとした戦 
いになる。ウエボンA +巳か 
Cで弱点を勝手に攻撃させて、 
自機は避けに専念すること。 
ときおりピンク弾が飛んでく 
るので、黄八ガネで使ったソ 
—ドゲージを溜め、緊急時の 
回避用に使うのが良いだろう。 

700 
700 

1100 
DAIKAI10得点表 

DESTRUCTION 
BONUS 50000 

この攻撃パターンの時は、まず最初に本 
体が現れるので、ここであまりダメージ 
を与えすぎると、後でパーツを残してし 
まうことにもなりかねない。本体にはあ 
まり攻撃を加えず、次から現れる3つの 
)くーツへの攻撃に集中しよう。 

囲まれた後 

この回転状態になったら、ウエボン ー定時間経つと、一度包囲を解くので、再度包囲攻撃時には、ボスの回転が逆 
A+BかCで攻撃を行う。 反射弾を避けつつ攻撃を続行。 になるので気をつけること。 
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この赤キカと赤 
レザはすぐ破壊 
しないと、見て 
の通り画面中弾 
だらけになつて 
しまうのだ。 

赤べルム編隊全滅 
後はすぐ左へ移動 
しないと、青べル 
ム編隊が正面から 
やつてくる。ここ 
で青編隊を撃って 
しまうと、チェー 
ンが無駄になつて 
しまう。 

目標スコア…•…900.00OPts 

RH78伽十驟 

%、'為 \ \ \ 

:ーンの用意をここで行う 
まずは画面右側より、 

赤キカと赤レザが出現す 
るので出現と同時に撃退。 
その後は少し左に移動し、 
赤べルム編隊をウエボン 
Aの単発撃ちで倒したら、 
今度は画面の左側まで移 
動して、赤キカを撃退し 
よう。この時は青や黄の 
編隊も同時に現れるので、 
間違って撃墜しないよう 
に心がけることだ。 

障害物となる地形はないも 

のの、その代わり中ボス的存 

在の大型キャラが、ボス前に 

登場するという構成のステー 

ジ2E。ここでは普通に敵の 

出現パターンを覚えておくだ 

けでは高得点を獲得できない。 

それは、これまでのステージ 

で確実に武器のレベルアップ 

を果たしておかないと、破壊 

が困難な敵が登場し始めるか 

らだ。今後は面が進むほど、 

武器のレベルが攻略の鍵とな 

つてくることだろう。 

夤__♦し 

LT 

•皆—? 



後はマルリンダ本体を破壊すれば良い。本体の破 
壊が難しい場合は、砲台だけでも破壊しておこう< 

このマルリンダ地帯は、 
基本的に2Bに登場したマ 
ルリンダと同じ対処法で挑 
むことになる。マル.リンダ 
本体を破壊すると、その時 
点でついていたレーザー砲 
台の分の色は無視されるの 
で、赤レーザー砲台を全て 
破壊して、青1つを残した 
状態で本体を破壊すると、 
赤チェーンを継続したまま 
進むことが出来る。 

凱の父親で、史上最年少の連邦軍長官。 
部下思し、でカリスマ性も高く、軍人の鏡 

^と言われている。親友であるソン、息子 
『である凱が搭乗しrいるテトラを気にし 
つつも、決して私情は持ち込まない。 

POINTS青いレーザー砲台を残して、マルリンダを破壊 

STAGE- 

POINT纆砲台〜小バースを破壊せよ 
II1! 1 IBM III II 

ここは移動地形についている、赤フエザ-r_ . uo^ CH 
砲台をウエボンaで下から破壊して' そのま ML m\ 
ま小バースへの攻撃に移るようにする。この 1 
小パースはミサイルを連射してくるので、ウ\\4 ノ^ 
エボンaか。を連射して対処すること0なおノ 
この左側には、メリーさんが隠れている。次 
の中ボスであるニセが見える前に、ウエボン& 
B + Cを使って出しておくように。 < 

37860111 LUC3 .海 
I 

ド1Tぎ 

■一:… 

マルリンダについているレーザー砲台を、 
ウエボンAやCの連打で削 
つても青レーザー砲台は攻撃しないこと。 
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地球連邦司令部スタッフ 
左上から右下へ、オペレーターのシャ□ I 
ン' 研究員のアレン' 研究部長のビクト| 
ル、オペレーターのラン。:それぞれ 
軍のスタツフとして活躍していた。 

武器を連射しつづけていると、青編隊を2機以 
上撃破してチェーン失敗の憂き目を見ることも。 

青べルム編隊が現れるところまでニセを残すと、 
チェーン継続に大きな支障が生じる。 



卜〇 —_ 
このボスは、出現場所までくると突如麵 

がワイヤーフレーム形式になってしまうとい 
う奇妙な特徴を持っている。さらにパーツの 
構造も2層構成となっているため、ノV°—フエ 
クトボーナスは非常に取り難い。 
しかし、破壊率とは関係のないパーツに高 

得点の物が用意されてし、たりと、点数稼ぎを 
狙うプレイヤーにとっては非常に魅力的な存 
在。ここで確実な稼ぎが行えるなら、相当の 
実力者と言っても過言ではない。 

GEDO-〇得点表 

DESTRUCTION 
BONUS 100000 

STAGED 

-%•： 

It 
0 

s 歎 
ピンク弾をばらまく攻撃を行つてきた 
ら、ソードゲージを溜めつつパイパー 
ソードで攻撃を繰り返す。 

この5WAY攻撃時は、 
レ—ザIユニツトが… 

破壊率に関係するパ—ツ、 
両腕と砲台を最後に攻撃。 
逆にレ—ザ—攻擊時は5 

WAY砲が破壊できない。 



ステージ概要 

nrNiMT*ベル厶編隊の 
P〇INTA隙間に入る 
画面上から次々に現れるベルム編 

隊。ここでは編隊の動きの内側に入 
り、赤べルムだけをウエボンAの単 
発撃ちで狙撃しよう。この時、自機 
を少しづつ上へずらすのがコツ。 

このようにして、ベルム編隊の内側に 
入り込んだらウエボンAで攻撃。 

POIN]；gオヤドを抜け、左ルートへ 

この面は、まさにチェーン 

ボーナスを稼ぐためにあると 

言える。ステージ中に配置さ 

れた無抵抗ユニットのおかげ 

で、赤チェーンが狙いやすい 

からだ。だが地形は複雑なの 

で、成功には完璧に近いバタ 

ーン作成が必要となるだろう。 

邙贷卞邙兑t分^卞尕咿f尕帶ff邙咿卞邙* 



STAGED 

r，,[:, 青オヤドから 
E21MC赤ハガネが 

丁-^最後のコフシは 
ハイパーソードで 

最後の移動コワシ地帯は、当然赤コワシだけを狙つて 
いくことになる。最初と2回目の赤コワシが流れてくる 
場所は、そのまま素直に下からウエボンAで攻撃。最後 
の赤コワシは1〜2個破壊したら、とりあえず通路を上 
に抜けて右に向かおう。この右端にはメリーちゃんがい 
るので、迷わず出 
そう。後は自機の 
下で流れている赤 
コワシがスクロー 
ルアウトしそうな 
瞬間を狙い、八イ 
パーソードを使え 
ば10万点の赤チェ 
ーンが、一気に2 
〜3回手に入るこ 
とになる。 

回転レーザーを放つ赤パースが出現する場所には、黄 
と青のオヤドが2機づつ配置してある。黄オヤドからは 
黄べルムが発射されるが、青オヤドからはなぜか赤八ガ 
ネが2機づつ発射されるのだ。赤ノ \ガネが発射されたな 
ら、ここで赤バースに接近しウエボンCを目の前で連射 
すれば、バースと齡—- 

壊できる。赤バー f 4.マは、 

黄オヤドから発射 

あるので、新し 
ないほうが無難だこのように、赤パースにぶつけたウエ 
ろう。 ボンCの爆風で赤ノ Vガネを倒す。 

成功すれば、これだけで2〜30万点を 
獲得することになる。 

ISfsELUNAR-C 
このLUNAR —Cは3パーツに別れており、最 

初はそのノくーツが別々に襲いかかつてくる。各パー 
ツは画面上から攻撃してくるので、こちら側からの 
攻撃は必然的にウエボンAがメインとなるだろ5。 
その敵の攻撃につし、ても、一35大型ミサイル以外は 
上側からだけのものとなるので、確認しながら冷静 
に対応すれば、十分避けきることができるはずだ。 

LUNAR-C得点表 

DESTRUCTION 
BONUS 10000 

3号機からの弾より、撃つと爆風にな 
る高速ミサイルに注意する。 

1号機から発射される分裂ミサイルを2号機は、武器が強ければこのままウ 
破壊し、ソードゲージを溜めておく。 エボンAだけで倒せる。 

パーツ場所 耐久度 破壊率 
1号機 700 20% 

2号機 800 30% 
3号— 1000 50% 

分裂ミサイル 16 
小型ミサイル 2 
誘導ミサイル 8 
大型ミサイル 20 
高速ミサイル 11 

45 



P〇赤ハガネを倒し、 
この面では赤チェーンを狙う 

のだが、ここで登場する赤い敵 
の機数は、2機撃ち逃しても良 
い数となつている。この事を利 
用して、最初のハガネ編隊でシ 
—クレットポーナスを1度取つ 
てから、今度は赤チェーンを始 
める、という戦}'去を狙うことが 
できるのだ。 
まず最初に出現するノ Vガネ編 

隊は' 赤青黄の機体が横並びで 
5回降りてくる。最初の3機で 
シークレットポーナスを取り、 
次からの3機は赤だけを狙い撃 
とう。ただし、最後の3機の赤 
)Vガネはチェーンの機数調整の 
ため、倒さないようにすること。 

前AGE-4B EVASION ■■■■■国 
2521A.D. 7.1312:26 
descent point! the water way 13-ward . 

登場敵 
キヤラ 

ステージ概要 

Li標スコア•……700.00OPtsI 

.パら在^- 

5dcr^t.o00ni 

曙— 

m 

♦峰峰等妹 

囀螩令命令 

娘§1 

まずは、最初の八ガネ編隊次の編隊からは赤八ガネだ最後の一編隊は無視してし 
でシ—クレツトを狙う。 けを狙い撃ち。 まつてかまわない。 

hKxr1s- 
& pw n ^ 



ピンク弾戦車 50 2% 
レーザー砲戦車 100 2% 
カラーポー)レ戦車 120 2% 
大型ヘリ 300 2% 
主砲 600 2% DESTRUCTION 

If 0/\/\/ 

ウHボンA連射で編隊を 
掃してしまおう。 

ビ—ウィン手前の電磁バリ 
アを通り抜けながら… 



S3 

STAGE-4C 

IfS 

EVASION ■■■■■■ 
2521A.D. 7.13 13:05 
descent point: the water tank 13-ward 

ステージ概要 
障害物の地形がない空中戦 

のみのステージだが、その攻 

撃は今までの同タイプステー 

ジとは比べ物にならない激し 

さを誇っている。大型の敵も 

多数出現し、まともに進んで 

は死んでしまう可能性が大き 

し、。敵弾の誘導や安全地帯な 

ど、攻略パターンを確立して 

いくことがクリアの鍵となる 

ことは間違いない。 

1標スコア….UOO.OOOPtsI 

P〇青べルムを攻撃 
このステージは、おそらく全面中 

唯一の青チェーンポーナスを狙って 

し、くことになる面だ。だが、色が違 

うからといっても、プレイの基本は 

赤やシークレツトチェーンの場合と 
何ら変わることはない。ただ、普段 
狙わない色なので、間違って他の色 

を撃ってしまわないように注意して 
いれば良いだろ5。 

まず、最初の赤青べルム編隊では、 
画面の左端に自機を合わせておけば 

青編隊だけがやってくるので、一気 
にウェボンAで全滅させる。この時 

敵はピンク弾を放ってくるので、ソ 
—ドゲージがM A Xでない場合は、 
ここで充填しておくようにしたい。 

青べルム編隊は、この位置で攻撃する 
と簡単に倒せる。その際は少しづつ自 
機を動かし、ピンク弾を避けること。 



ブレードが去った後は、画面中央上か 次はこの位置に移動し、ウエボンAの 青ミサコを破壊したら、赤青ハカネの 
ら出現する青ミサコ攻撃に向かおう。 連射で青ミサコを攻撃。 編隊に向かい、青ハガネだけを攻撃。 

赤青ミサイルは破壊しても、 
チH —ンに影響はないぞ。 



■白：ご- 

POINT®青サカナをすぐ倒し、ベルム編隊を迎え撃つ 

青サカナが出現したら、 
接近して速攻で破壊。 

後はウエボンA + Cで、 
4•このように攻擊しよう。 



DAN-564得点表 

※パーツの得点は全て10000点。各パーツの耐久度はサターンモード時のものであり、 
アーケードモード時にはパーツ1〜9は400、あたまは1500となる。 

DESTRUCTION 
BONUS 30000 
かなり強敵の部類に入るこのD A N —564は、ただ強いだけではなく得点 

が稼ぎやすいという利点がある。その理由は、ウエボンB + Cで攻撃する 
と胴体ノ(ーツを破壊した後に残る当たり判定で、ウエボンボーナスがいく 
らでも手に入るからだ。しかもこの場所は、攻撃しても当然ボス自体の耐 
久度は減ることがなし)ので。頭部に攻撃して普通に破壊するよりも、ボス 
の自爆までひたすら日+ Cを使っていたほうが高得点になる。ノVイスコア 
を狙うプレイヤーは、こういった戦法を選択するのもし、いだろう。 
普通に倒す場合、胴体ノくーツを破壊するまでは稼ぎノV°ターンと変わりは 

ない。その後弱点である頭に攻撃することになるが、しばらく経つと変形 
して丸くなり、ミサイルや麵状に散らばる弾、ピンク弾付きの黒弾で激 
しい攻撃をしかけてくる。ピンク弾付きの黒弾が発射されたら、ピンク弾 
をソードで消してゲージを溜めて、ハイノ(ーソードを使うのも忘れずに。 

丸く| 
とピ： 
ボン 

さらに時間がかかると、この攻撃に; 
化する。弾の動きは遅いので、簡単 
避けられるはず。 

パーツ1 510 
パーツ2 510 
パーツ3 510 
パーツ4 510 
パーツ5 510 
パーツ6 510 
パーツ7 510 
パーツ8 510 
パーツ9 510 
あたま 2800 

，- 
•J身 化A 施M 

%%%%%%%%%% 
555555555 

5 

頭への攻擊は、ここから” 
ゥエボンA + Cで。 



Q> 

次は通常のシークレツトポーナス 
を狙うように攻撃。 

その後は黄八ガネだけをゥ最後にこの占〗数が入れば、 
IボンA単発押しで攻撃。 見事成功となる。 



この攻撃時は、ボスの根元がレーザーと誘導弾の攻撃は、スプレツド弾の時は、爆風にこのホーミングプラズマは、 
予想外の安全地帯となる。 大きく動いて避けるように。注意して避けていく。 緑の線に攻擊判定はない。 

パックワイド攻擊は、弾よりロックオンスプレッドは、爆ハイパーソード時は、横に離最後の特攻で生じる爆風は巨 
もミサイルに注意すべし。 風にのみ当たり判定がある。れていないと非常に危険。大なので、巻き込まれるな。 

このレーザー乱れ撃ち時は、ウエボンこのバックファイヤーに触れると、当ボスが向きを変えると、先端パーツを 
CかB+Cでダメージを与えていく。 然やられるので注意すること。 捨ててシルパーガンが出現する。 

シルバーガン発生後 

ISkGsE PENTA 
自機の母艦である宇宙巡洋艦の同型艦（コピー)。 

その攻撃方法は2系統に分かれており、最初は巡洋 
艦単体で全方向レーザーを放ってくる。この攻撃は 
弾のスピードも遅ぐ遠くからウエボンCで攻撃し 
ていれば安全だ。そして第2段階は、自機と同じシ 
ルバーガンを、2機従えて攻撃してくる。この攻撃 
方法は基本的に自機のものと同じで攻撃自体は非常 
に多彩で激しいものばかり。自分が普段使う武器と 
同じとはいつても、攻撃されるのは初めてのことな 
ので各武器の特徴をもう一度確認しておこう。 

PENTA得点表 
DESTRUCTION バーツ場所 耐久厦 I_販壊辛_ 

先端パ 
サイドブースター 
本体_ 

※各パーツの得点は全て10000点。 

1000 
800 20% x 2 

3800 40% 

BONUS 
50000 

シルバーガン発生前 



STAGE-4E EVASION ■■■■国 
2521A.D. 7.1314:46 
descent point: west central 2nd layer 

ステージ概要 

目標スコア….UOO.OOOPts 
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POI NT A赤いノ Vガネを狙い撃ち 
この面は最初から赤 

チェーンポー■ナスを狙 
つていくため、最初に 
出現する八ガネ編隊は 
赤だけを狙い撃ちして 
いく必要がある。さら 
にはここで撃たれるピ 
ンク弾を使い、ソード 
ゲージを溜めておくよ 
うに。これは、ポイン 
卜Cで絶対使うことに 
なるからだ。 

おそらく全ステージの中で 

も、特にこの面は地形のトラ 

ップ難度が高い。敵の倒し方 

によっては、通路が塞がれて 

しまい、必ずやられてしまう 

場合さえある、という作りに 

なっている。ただ出現してき 

た敵を倒す、といったこれま 

でのノ（ターンと同様に考えて 

いると、痛い目を見ることに 

なるだろう。 

ここの八ガネ編隊は、赤青黄が各1機づつと、 
赤3機のものが3回づつ現れる。3色編隊の赤 

八ガネを倒してから、赤3機編隊の八ガネを| 
掃するように倒していくのが好ましい。 



この破壊できない3角形の 
移動地形の場所に、画面下か 
ら2機の小バース、そして画 
面上部からは回転レーザーを 
放つ小パースが出現する。こ 
こではまず、下の小バースを 
ウエボンCで速攻で破壊、す 
ぐにハイノ V°_ソードを使って 
上の小バースを破壊しよう。 

POINTI1タコへの攻撃次第で生死が決まる 
この地点の赤タコ地帯は、この作品 

中唯一の完全な行き止まりの可能性が 
ある地形となっている。ここでは赤夕 
コを破壊すると、その上の地形が落ち 
てきて下の地形と合体してしまう。つ 
まり、この時点で自機がまだ下の地形 
の場所にいると、後はハイパーソード 
を使わない限りスクロールに挟まれて 
自機を失うことになるわけだ。初めて 
このステージにやってきたプレイヤー 
は、まず間違いなく一度はこのミスを 
してしまうことだろう。 
これを防ぐには、赤タコを攻撃する 

際は決して遠距離からではなぐすぐ 
近くから行うということが絶対条件だ。 
そして赤タコが爆発したら、すぐに今 
まで赤タコが塞いでいた通路をすり抜 
けてしまえばよい。少しでも通路の通 
り抜けを_膳すると、通り抜けの最中 
に地形によって押しつぶされてしまう 
ことになる。だが、慣れてしまえばそ 
う難しいトラップではない。 

赤タコへの攻撃の前に、脇にある赤ノ 
ミへの攻撃も忘れずに。 

赤タコに対してはこの辺りまで近づき、 
ウエボンcなどで攻撃を行う。 

赤タコを破壊し地形が動き出したら、 
速攻で向こう側へと抜けていく。 

この状態になれば成功。一度パターン 
化すればあとはやられることはない。 

POINTC三角型の移動地形でハイパーソードを使う 

この地形は、真ん中の赤夕 
コを破壊するとその左右につ 
いている地形がくつついてし 
まうという構成になつている。 
ここではまず下の地形につ 

いている6機の赤砲台を破壊 
し、すぐさまタコの真下まで 
潜り込もう。そしてタコを破 
壊し、地形が閉まり始めたら、 
すぐに上の赤タコの真下へと 
上がっていく。後は通路に脱 
出するまで同じ事を2回繰り 
返せばよい0 

最後の赤タコを抜ける際 
には、ウエボンCを連打 
しながら上がれば、出口 
付近のフIザー砲台を破 
壊してくれる。 

POINTRタコを破壊し、メリーちや 

•か.;y各次舞泰典*^ I 

1 LUB29T, 

だ WW''•- 

mm 

t'mhm 

箱fi 

55 

の位置から赤夕 

るので出現さ 

近には、メ 
中の赤タコ付 

すぐさま八イ八—ソ—ドを 
使い、ここへ移動する。 

1奉1 
i ft- I 11_^ 

11 

^ №1. i 
まずはこの小パ—スをゥH 

ポンCで破壊。 



マクノと八ガネ編隊の後は、 
中ボスであるクラブが画MT 

より登場する。この時点では 
まだ攻撃してち破壊でぎない 
ので、足を上げるタイミング 
を見計らい、画面下側へと自 
機を移動させよう。この際、 
左右の壁沿いに出現する赤ノ 
ミは当然破壊すること。 

ここは画面中央上から赤マ 
クノ、丽左右上からは青と 
黄ノ Vガネが出現するノ（ターン 
が3回繰り返される。ここで 
は赤マクノをウエボンAやA 

+巳で先に倒し、左右から向 
かってくる青黄八ガネを避け 
ていけば良い。間違っても八 
ガネには攻撃しないように。 

画面ドへ 

POINTfcクラブを利用し、赤チェーンを大量に稼ぐ 
この中ボスのクラブは、実は赤のチェーンボーナスを狙うのに絶好の敵だ 

と言えるだろう。ここでは2回大量の赤べルムを吐いてくるので、ステージ 
中のチェーンポーナスをきちんと継続していれば、ここだけでも50万点は獲 
得が可能になるはず。さらに、この後登場するボスのC A 2 — E K Z 0まで 
チェーンは継続可能なので、ハイスコアを狙う人は、絶対にここでチェーン 
を途切れさせることの無いように。なお、この中ボスの攻撃開始直後に赤チ 
ェーンが切れて、そこから再びチェーンをこのクラブとボスで繋ぎきれば、 

クラブ中の赤チェーン得点は絶望的だ 
'嚷gがボスでのチェーンは最高の100000点 
’ •：まで回復可能。それだけに、たとえチ 

ェーンが切れてもノ Vイスコアを諦める 
C_とはなし、0 

POINTEウエボンA+Bで赤マクノのみを攻撃 
ini ■■ 

脅p奮 

w j, •峰i 叠•..愈 j | j r墨 
- /M 

と) 

破綱能なハガネについて 
このクラブとの戦いでは、赤べ 

ルムと青八ガネを連続で吐き出すI 
攻撃バターンがあり、ここでウェ 
ボンCを連射することで赤チェー 
ンを稼ぐことが出来る。通常なら 
青八ガネも倒してしまいチェーン 
が途切れてしまうのだが、ここの 
青八ガネはアーマーを外さないの 
で無敵。チェーンの妨害にはなら 
ない。だが、ここはウェボンC連I 
打を行つてし、るので、その爆風に 
より青八ガネが見えにくくなってI 

体当たりを受けないようにcj 

-:TJfl了」しし^てI 

より青八ガネが見えにく 
いる。体当たりを受けなI 

_ 
最初の攻撃パターンでも、破壊不 
可能な黄ハガネが出現する。この 
隙間を通り、赤べルムを倒そう。 

このクラブは、最初に赤青べルムと黄ハ 
ガネのパターン、次は拡散レーザー攻撃、 
そして赤べルムと青ハガネのパターンと 
続く。チェーン稼ぎが可能なのはここま 
でなので、後は攻撃して倒してしまおう。 

クラブが近づくまでは、赤 
ノミの破壊を続ける。 

クラブの足を抜ける際は、 
ゥェポンA + Cを連射。 

ハガネの挟み撃ちに対して 
は、避けに専念するように。 



2回目の回転後' このボスは自爆 
する。ウエボンCの爆風を当てる 

ようにして破壊しよう。 

砲台が出ていない間は、足先や本 
体についているコンテナを攻撃。 

両方とも硬いので迅速にいこぅ。 



VICTIM ■■■■■■ 
2521A.D. 7.13 15:30 

1〇,000,0〇〇 PtsU 

俗にいう戦艦面のステージ5 A。この面は、本作中最高の得点 

が稼ぎ出せるステージだ。しかし、そのためには他の面よりも遥 

かに高度で長いチェーンボーナスパターンを、作り上げていかね 

ばならなくなる。サターンモードではオリジナルボスも登場する< 

ボスが出現するまでに登場する 
のは、このべルム編隊のみ。ここ 
では赤べルムだけを狙い、基本的 
にウエボンAの単発撃ちかレイデ 
イアントソードで攻撃していく。 
ときおり赤べルムが固まって出現 
する場所が存在するので、ウエポ 
ンAの通常連射やCの爆風を使う 
ことで対処していきたい。 

百戦錬磨、勇猛果敢な 
TETRA艦長。五十嵐長 
官に並ぶ能力を持ってい 
るが、過去のいきさつに 
より現職につく。その風 
貌通り頑固な性格。シル 
mガ獨開発に関与す 
る鈈ど;権威ある存在と 
して認められている0 

ステージ構成は短ぐ登場する 
敵もべルム編隊のみ。ここでは次 
のボス戦までに、40機の赤べルム 
が出現する。少しでも多く破壊し 
てしまいたいところ。なお、とり 
あえずクリアだけを目指す初/じ\者 
なら、ただひたすらウエボンAあ 
たりを連射していれば、何事もな 



第1形態 
この第1形態でのベルム編隊は、赤黄青が3機づつ、左右交互に出 

現する。つまり狙うべき赤べルムも左右順番に出現するので、自機を 
赤べJレム編隊が現れる方向へ移動させ、赤べJレムを破壊したらその逆 
方向へと移動、という行動を繰り返す。この際べルム編隊が発射する 
ピンク弾を消し、ソードゲージを溜めておくように。ベルム編隊が出 
現し終わると、1機10000点のミサイ)レ編隊が3回出現する。1〜 
2回目はウエボンCで攻撃し、最後の3回目でハイパーソードを使お 
う。そのハイパーソードだが、このミサイル地帯で必ず使い、決して 
第2形態へ持ち越してはならない。その理由は下で説明する。 

第2形態 
ボス内部という閉鎖空間での戦闘となる第2形ベルム大編隊では' ソー 

態では、ウエボンAの単缝ちかレイディアント 
ソ-ドしか基本的には使わない。爆jiが残るcや、 
広範囲を攻撃するハィパ-ソ-ドの使用は論外だ。は小て赤を^^ 
ここは赤し、敵の出現時のみAかソードで攻撃し， 

それ以外は避けに専念。さらにソードも、ボタン 
は一瞬だけ押し、ソードの軌道を自機の4〜5分 
の1周程度に抑えながら使うようにして、極力攻 
撃判定を小さくしておく必要があるだろう。 

ボスが震えたら直後に壁が閉ま 
る。震えていない壁際へ待避。 

SBS-130 STAGE 
BOSS 
このボス戦では、各色べルムが100 

機単位で出現する。その中でも赤チェー 
ンをステージ最初より完璧につなげきる 
と、稼げる得点は1000万点以上にもな 
るのだ。 
ボスの攻撃は2形態に分かれており、 
まず第1形態では、ボスの先端部より誘 
導レーザーを放ちながら、各色べルム編 
隊が3機づつ出現する。ここでは誘導レ 
-ザーを避けつつ赤べルム編隊だけを攻 
撃し、動きに余裕があればレイディアン 
トソードを使い、ベルム編隊が放つピン 
ク弾でソードゲージを溜めておこ5。そ 

して最後に出現するミサイルをハイパー 
ソードで破壊し、点数を稼ぐようにする。 
第2形態のボス内部の戦いでは、ウェ 
ボンAの単発撃ちとレイディアントソー 
ドを使い、ひたすら赤い敵だけを攻撃し、 
チェーンボーナスをつなげていく。 - — . 
もしここで一度でも他色の敵を倒し SB>130侍点致 
てしまいチェーンが切れてしまつた 
のなら、赤青黄のシークレットボー 
ナスに切り替えるのがよい。ただ、 

BONUS 100000 

第1形態本体 3000 40% 

第2形態本体 7000 60% 
早い段階では' 赤のチェーンボーナ※本体の得点は両形態時とも10000点。第1形態時のミサイルは、耐久度30、得点10000点。 
スをねらい直す方がよし^1合もある。第2形態時のミサイルはサターンモードで50000点、ァーケードモードでは0点。 

STAGE 

59 



STAGE 
BOSS 
サターンモードオ 

リジナルであるこの 
ボスとの戦いは、本 
体に到着するまでに、 
全く切れ目の無し、攻 
撃が繰り広げられる。 
さらにランダムで編 
成される敵編隊や砲 
台が存在するため、 
パターン作りよりも 
純粋にプレイヤーの 
反射神経が問われる 
構成となつている。 

薷薷尊1100尊薯薷薷00 
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霱薷薷籌〇〇黪vmioo 

1111111illil 
籌〇薯〇薷〇薷〇蘼〇no 
tsunun^^uuun^ 
薷oovmniooinni 

u^^nnuu^^unw 

iiiiiiiipi 
__ 

Pi 
^3QMMMM^^UMUW 

n^2MOMt2n^9t2M^ 
薷蘼鏽noomnnioo 
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SBS-33KI得点表 

DESTRUCTION 
BONUS 100000 
※各パーツ、かんてん弾の得点は、全て10000点。 

c?nit mi mum 
omni 黪001miii擊 

iiiiiiissii 
皮動砲の破壊とポーナスの準備 

ここでの攻撃武器は' 基本 
的にウエボンC。波動砲ユニ 
ツトの間近で攻撃しつつ、左 
右のレザ集団から放たれるレ 
ーザーを/」咳！Jみな上下運動で 
かわし続けていく。さらに波 
動砲ユニツトを破壊する前に、 
ユニツト破壊後のポイント巳 
で出現するノ Vガネ編隊のシー 
クレツトボーナスを狙うため、 
赤と青のレザを各1機づつ破 
壊しておくことも忘れずに。 
赤レザだけを破壊し、次のハ 
ガネ編隊で赤チエーンを狙う 
方法もあるが、前者の方が得 
られる点は高い。だが難度は 
後者が彳氏いので、プレイヤー 
の実力に合わせた方法を選択 
してほしい。 

_1麗 
薷〇薯0蓐〇薯 

鏽薷薯薷〇011鏽薷籌〇〇 
薷〇 〇 mnni 〇 〇薷籌籌 
011111in^omnnio 

尊vnoov蓼瘅埔〇〇薯 

次壊 
の前 
準に 

パーツ場所 1 耐久度| I 破壊率 1 
波動砲ユニット（2門） 1200 各20% 
本体 4000 60% 
かんてん弾 50 



かんてん弾攻撃■■ 
かんてん弾で稼ぐ方法は、自機の前 

方にウエボンCで爆風の壁を作り、そ 
のダメージで膨らんだ弾をAで破壊と 
いうパターンになる。だが、長く続け 
ると、撃ち負けて潰されてしまうので 
注意したい。自機をあらかじめ上方に 
配置し、下がりながら行うと効果的だ。 

ボス内部への突入時に左右から攻撃してくるレーザー砲台は、破壊不 
可能。したがってこの攻撃が終了するまで避け続けるしかない。ここで 
は画面中央付近に自機を置き、レーザー砲台からの攻撃の前兆が見えた 
なら、レーザーを撃たない砲台の横座標まで移動するという動きが避け 
のメインとなる。だが、レーザー砲台の内、どの砲台が攻撃してくるか 
はランダムで決定される。したがって、時には自機周辺の砲台全てが攻 
撃してくることがある。この場合は、レーザーとレーザーの間に自機を 
合わせるしか道はない。一見当たっているようでも、自機の当たり判定 
は見た目より小さいので、かわすことが可能となる。 

反射レーザー攻撃 
反射レーザー攻撃は、1回目と2回|f 

目以降でレーザーの長さと数量が変化1¢ 
する。だが、避け方は両パターン時とpi 

同様、自機を中央付近で上下運動させ} 
るということに変わりはない。かんて 

,ん弾時にピンク弾を溜める方法を取つ|ポ 
ていたら、緊急回避用に使うべし。。ス 

の 

わがままで単細胞だが、行動力 
がありクルーのリーダー的存在。 
父親である長官を心から尊敬し 
ている。レアナとは結構ウマが 
合っているよ5だ。 

POINT|^2種の攻撃を使い分ける本体の対処法 
このボスは本体部分が回転することで、かんてん弾とレーザーを切り替え 

て攻撃してくる。かんてん弾攻撃の対処法は、倒して点数を稼ぐか安全地帯 
にいるかの2種類。なお、この時、同時に発射されるピンク弾でソードゲー 
ジを溜めておきたい。反射レーザー時は、細し、反射レーザーと極太レーザー 
を組み合わせて攻撃してくるので、画面中央付近に自機を置き上下運動で避 
ける。極太レーザーの兆彳侯が見えたなら、左右の壁際へと待避しよう。 

STAGE-J 

POINTR大量発生するハガネから、狙う色を見極める 
ここでは、画面の横1列を埋め尽くす 

赤と黄八ガネの12機編隊が、計56回出現 
する。先に選択した戦法に応じ、赤か黄 
のノ VガネをウエボンAの単発撃ちで攻撃 
するのだが、各編隊の赤黄の配置はラン 
ダムなので、明確なパターンは作れない。 
なお編隊の赤黄の機数は、赤6黄6か赤 
8黄4と、赤の方が数が多く倒しやすい。 
これが赤を狙う方が簡単な理由である。 

POINTf破壊不能のレーザー砲台地帯を抜けるには、 

ここが安全地帯。だがこ 
の時、武器使用は厳禁。 

砲台がレ—ザ—を撃つ前兆 
を見て、移動方向を決める。 



STAGE-6A THE ORIGIN ■■ 
2521A.D. 7.13 17:10 
descent point: the orbit satellite b3 

ステージ概要 
アーケードモードでは、登場ボスがX丨GAだけのステージ6ム。| 

サターンモードでは、 5体ものボスが待ち構えている。しかもこれ 

らのボスの破壊率は、1体1体独立しているわけではない。5体全1 

てを完璧に破壊して、ようやく1つのパーフエクトポーナスが得ら 

れるようになっているのだ。 

目標スコア. 
3,600,000Pts| 

クリア時目標スコア• 
26,260,000Pts| 

II 1 W(-)W STAGE m 

ボスでありながら、本体自体は攻 
撃力を持たず耐久力も低いユニット 
だが、ボスの出現直後に現れる、赤 
青黄3色の光るオプションらしき存 
在を攻撃すると、敵を出現させて反 
撃してくるようになる。しかも、ど 
の色のオプションをどの順に破壊す 
るかで、その反撃回数は変f匕する。 
当然3回反撃させたほうが得点を稼 
げるが、そのためには、最初の2回 
は赤を攻撃せねばならない。最初に 
青だと最高で2回、もし黄だとその 

1回で終わつてしまうことになる。 
このオプションは高速で、しかも不 
規則な動きでボス本体を周回してい 
る。攻撃の際にはオプションの動き 
に合わせて、ウエボンAの単発撃ち 
で対応していくように。 

BG ATT 丨 TIJDG FOR GAINS... 

丄： 〇 Bonus - 
ビ•• R — C.OB 

—)W得点表 

※各パーツの得点は、それぞれ10000点。 

GUNEX 

W(一一)w攻撃パターン 

最初に赤玉を撃つとこのパターンに。 
ここでは赤べルムだけを破壊。スーパ 
ーブレードは、弾を当てるとレーザー 
をしまうのでそこを通り抜けよう。 

赤2回か、最初に青だとこのパターン。 
ここでレザが放つレーザーには必ず隙 
間がある。そこを抜けながら、ウエポ 
ンBやA、A + Cで地道に攻撃する。 

このGUNEXのレーザーと通常弾は、 
画面中央付近で自機を上下するとかわ 
しやすい。レーザー4回につき1回放 
たれるナパームは、左右に動くこと。 



雄 

S^?I3 BECHEW 
サメの次はカメと、海洋生物型のボスが2体続けて登場 

する。このBECHEWとの戦いで注意すべき点は、甲羅の 
中にある弱点のコア以外にも、各種砲台が多数装備されて 
いること。これらを一つでも破壊しそこなうと、このステ 
—ジ全体の破壊率に影響が出てしまう。八イスコアを狙う 
ためには、是が^でもコアを破壊する前に砲台もすベて破 
壊しなければならなくなる。 

ENCOUNTER£D RN RSS£U しRNT. 

BE RTTITUDG FOR COINS... 

:ーソードとミサイルを 
同時に撃つ攻擊。ミサイルは 
破壊するとピンク弾になる。 
ソードゲージを溜めても良い 
が、近寄らないほうが無難。 

g37B9^.UBgi 

画面中を泳ぎ回り、尾びれ付 
近から白し、弾を8発発射する。 
自機をこの付近に配置し、左 
右移動でかわすようにすれば 
避けきるのは難しくない。 

VARAS得点表 

このサメ型ボスVARASは、ポ 
スの中でも珍しく全身に当たり判 
定がある存在となつている。 
攻撃内容は、まず登場時に自機 
を追いかけ、体当たりをしかけて 
くる。これに対しては、次の攻撃 
にち対処するため、画面中央付近 
でボスの頭部近くを小さく円を描 
くようにして回避。次の八イパー 
ソード+ミサイル攻撃は、頭部よ 
り離れて回避。2本の残レーザ 
一には、ボスの鼻先に張り付いて 
ウエボンC攻撃を。この際1回だ 
け鼻先を攻撃するレーザーが放た 
れるので注意。画面中を大きく動 
き尾部より弾を撃つ攻撃には、画 
面右下へ自機を移動し、細かし、左 
右運動で避ける。最後のレーザー 
2種とピンク弾は、弾速が遅く目 
視で回避可能。この際ピンク弾で、 
ソードゲージを溜めるのも良い。 

VARA攻撃パターン 
交差レーザー時は、自機をこ 
こに置く。このレーザーは、 
放たれた直後には当たり判定 
はないので、見てから避けて 
も十分間に合う。 

ピンク弾や2種類のレーザー 
ミサイルに火炎弾を乱れ撃ち 
するパターン。ピンク弾でソ 
ードゲージを溜め、緊急回避 
用に使うと良い。 



BECHEW得点表 
パーツ場所 耐久度 破壊率 

本体 4500 5% 
サンダー砲台X2 360 各ド/〇 
ミサイル砲台x2 360 各1% 
ピンク砲台x3 320 各1% 
うずまき弾砲台X3 240 各ド/〇 

※本体の得点は10000点。その他砲台の得点は0点。 

このボスは与えたタメージにより、 
3段階の攻撃を行ってくる。1〜2段 

P皆時は、ウエボンB + C、第3段階で 
はウエボンAで戦うとよい。1〜2段 
P皆時はボス本体に接近して、コアと砲 
台全てをB + Cの攻撃範囲内に収めよ 
う。そうすれば、耐久度の関係上砲台 
より先にコアを破壊することはない。 

BECHEW攻撃パターン■■■■■■■■■■■■■■■ 
この第2段階で放たれるレーザーは、 
自機をコア近くへ移動させ、ボスの動 
きに合わせながら回転して対処。ピン 
ク弾でソードゲージの充填も忘れずに。 

レーザーとミサイル攻撃時は、ウェポ 
ンB+Cで砲台を破壊しつつコアにも 
攻撃。ボスの頭部には当たり判定はな 
いので、この上にいるとよい。 

本体の正面座標より少し左右にずらし 
た場所から、ウエボンAで攻撃を加え 
ていく。うずまきレーザーの時は八イ 
パーソードを使うのが安全策だ。 

OHTRIGEN 

STAGE 
BOSS 

OHTRIGEN出現後の両翼を振ってのレー 
ザー 攻撃は' 画面中央下でかわし、片翼だけ 
を振った場合は、振った翼の逆方向へ細かく 
移動すればよい。謝斤自機に体当たり攻撃を 
かけてくるが、前兆が見られるので確認後自 
機を左か右に移動して逃げよう。両翼の角度 
を変えつつレーザーを絶え間なく放つ攻撃は、 
ボス正面で上下運動してかわすこと。 

パーツ場所 
ifBHI 4i 

i t » 

本体 
耐久度 破壊率 . 
7200 20% 

※本体の得点は10000点。 

ボスが赤くなつたなら、すぐさま 
自機を両翼側へ移動し、翼の先を攻 
撃するようにする。ここでは巨大な 
火の鳥弾を一定間隔で発射するため、 
ボス正面が危険になるからだ。しか 
し、太い火炎レーザーを連続で放つ 
攻撃になつたなら、今度はボス正面 
へ移動。そしてそのまま上下運動で、 
火炎レーザーの隙間に自機を置くよ 
うにする。最後の大型ピンク弾と火 
の鳥弾攻撃になつたなら、また両翼 
先へと移動して攻撃すればよい。 

この場合、ボスは左側の翼を振ってい 
るので、自機を右へ少し動かしながら 
レーザーを回避する。両翼の場合は、 
真正面下にいれば当たらない。 

極太火炎弾の当たり判定は見ためより 
小さく、しかもボス正面に必ず隙間が 
できるようになつている。この隙間に 
入り上下に動きつつ攻撃を続けたい。 



STAGE 
LAST BOSS 
実質的に最後のボスとなるXIGAだ 

が、このボスの攻撃方法は4段階に分 
けることができ、さらに各段階中の攻 
撃も、時間の経過によりその内容は微 
妙に変f匕する。 
第1段階は、一定時間経つと出現す 

る照準があるないに関わらず、基本は 
ウエボンB + Cで攻擊する。照準に対 
しては、自機を小刻みに動かしながら 
誘導することで回避し続ければ良い。 
第2段階最初のノ (夕ーンの大量に放た 
れるひまわり弾だが、この弾の当たり 
半IJ定は中心1ドットしかない。後半の 
パターンは、自機を画面で見てボスの 
反対側へ移動するようにしてかわして 
いくようにする。第3段階は、ピンク 
弾を撃ってきたらソードゲージを溜め、 
炎型の弾攻撃時は避けに専念し、緊急 
時に八イノ V°_ソードを使うようにして 
いくことになるだろう。最後の第4段 
階は極力自機を画面中央下に位置し、 
小刻みな左右移動でクリスタルをかわ 
しながら、ウエボンAで攻撃となる。 

XIGA得点表 

パーツ場所 

XIGA 

土顆S 

產 f 
..ご^^' 

ケードモード本体 
1段階 
2段階 
3段階 
4段階 
サターンモード本体 
1段階 
2段階 

ボスの登場直後は、ただ画面内を疾走しているだけな 
ので、この間にウエボンB + Cで攻撃。ただし、ボス本 
体にも当たり判定はあるので、体当たりに注意する。照 
準とひまわり弾攻撃が始まったら、自機を縦に動かしつ 
つ照準を誘導する。ここでは自機を普通に動かしている 
と、画面内が爆風だらけになり必然的に追いつめられて 
くるので、ノJ咳！Jみに動かすこと。ひまわり弾に当たりそ 
うになった場合のみ、大きく動いても構わない。ボスの 
耐久度を0にするか一定時間経つと、最後にかかと落と 
し攻撃をしかけてくるが、これは画面の左上か右上にい 
れば決して当たることはない。 

DESTRUCTION 
BONUS 

1998530 
※アーケード版X旧EAのDESTRUCTION 

BONUSは、500000点。 

写真で見ての通り、この位置 
にいればかかと落としは当た 
らない。前兆を確認したら、 
すぐにでもこの位置に移動す 
るようにしたい。 

ボスから照準が出現したら、 
このように誘導しつつ、ひま 
わり弾をかわしていく。この 
時、体:当たりを防ぐためボス 
本体には近寄らないこと。 
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STAGE-6A 

このサマーソルトキック時のポス 
は、時計回りに移動、攻撃してく 
る。ここはX I GAの足元に入り、 
画面左上—右上—右下とX I GA 
の動作に合わせて移動する。 

第3段階 
屬Mザ嘴 

I ^ 

全方向火炎弾十うずまき火炎弾+ 
レーザーが重なると、もはやパタ 
—ン化は難しい。互いの弾の動き 
を見つつ、小刻みな移動でかわす 
こと。後はハイパーソード頼り 

XIGA撃破に時間はかけない 
このボスの攻撃は、各段階とも 

時間が経つほど厳しくなってくる。 
これはボスを早く倒すことで解消 
できるが、そのためには確実な対 
ボスパターンを作り上げる必要が 
ある。ボスの攻撃は最小限の動き 
でかわし、的確に攻撃し続ける。 
この繰り返しが、ボスを早く倒す 
唯一の方法なのである。 | 

第1段階 I 

十字炸裂弾を放たれた場合、逃げ 
道を塞がれないように大きく動く 
必要がある。動きの道筋は爆風弾 
の時と同じで良いが、大きく動く 
分だけひまわり弾に注意すること。 

第2段階 

twm 
の両腕レー 
職撃は、 

START SJTTOM I 第2段階■■ 
初期パターンの両腕レー+铀 
ザー+ひまゎり弾攻撃は、 
実は画面中央が半安全地帯。使n 
この付近で上下移動してい^J 
ればこの攻撃はほぼ避けら攻t 
れるだろう。その直後のピm 
ンク弾攻撃時は、ボスの頭 i 
に密着してウエボン巳+C 
でダメージを与えていれば良い。このピンク弾は両方の腕から半円を描く 
ように3回ばらまかれる。1〜2回目は腕先より上部に弾はこなしヽので、 
自機はそのままで良いが、3回目は上部までピンク弾がくるので、ここで 
は自機を下げつつレイディアントソードを使い、ソードゲージを溜めるよ 
うにしよう。そして第2波の両腕レーザーとひまわり弾だが、画面中央で 
左—右—左—右と速めに動くと(調整は必要)逃げ道は開ける。しかし、緊 
急避難用に八イパーソードは用意しておこう。ここでは、両腕レーザーの 
角度が狭まった時に八イパーソードを使い、レーザーの外側に脱出して画 
面の左右端でひまわり弾を避けるようにすると、幾分避けやすくなる。 

第3段階 
第3段階の攻撃は、画面中央で回転しながら各種攻撃を行ってくる。最 

初は、ピンク弾—うずまき状に飛んでくる火炎弾—火炎弾+ピンク弾—レ 
ーザー-^レーザー+ピンク弾となる。ここではピンク弾攻撃中はソードゲ 
—ジを充填し、火炎弾やレーザー時に使用すると良い。なお、火炎弾はボ 
ス正面で上下移動、レーザーは画面下での左右移動で回避するように。こ 
の攻撃後は'全方向火炎弾 
+ぅずまき规^结向j ) 
火炎弾+ぅずまき火炎弾+ f V 
半誘導レ-ザ--ヒンク弾 

避けに専念し、いざという1^=1 

時には、溜めておいたハィTcL 
パ-ソ-ドを使って回避す 
るようにしていこう。 - 

第4段階■■■ 
ボスの鼓動音に合わせて降 

ってくる青いクリスタル弾は、 
ボス正面下でウェボンAを撃 
ちながら左右移動により回避。 
これは一定間隔で放たれるレ 
ーザーの場合も同様だ。なお、 
このクリスタルが降ってくる 
間隔は、時が経つごとに狭く 
なってくるので、少しでも早 
く倒すようにしていきたい。 
縦スク□ールのレースゲー 
ムをイメージして、クリスタ 
ル弾の間を道に見立て、すり 

この降り注ぐ青クリスタルは、時間が経過すると 
間隔はこの写真の半分くらいになり、しかも落下 
速度も速くなる。そうなる前に一刻も早く倒すた 
め、かわす際でも動きは極力小さく抑え、ウェポ 

抜けていく感じを心がけよう。ンAが弱点から外れないように注意しよう。 



最新鋭の人工知能を搭載し 
可口中ノP1。丰のタイプ 
としては初めて、人間の感 
情を龄テトラにleuさ， 
れた時、クルーが□ボノイ 
ドではなく、家族同様の扱 
いで迎えてくれたことを今 
でも鮮明に覚えている。 

ヨンタイプ= _ボノイド=クリエイシ 

漏■■■ 
7.13 18:06 
>omewhere in tin 

LINK 
100000B.C. 7.13 
descent point: somewhere in time 

ステージ概要 
「石のような物体」との最後の戦闘では、自機はウエボン、レイ 

ディアントソードなどの武器は一切使用不可能となる。そして1 

分間ひたすら「物体」からの攻撃を避け続けていくことになる。 

この1分間を避け続ければ、後はエンデイングが君を待つている。 

ここでは、残り時間が60〜 
41秒、40〜1餓>、15〜〇秒 
の間に3段階の攻撃をかけ 
てくる。最初の攻撃は、「物 
体」に当たり判定がないこ 
とを利用し、画面全体を使 
つて回避。次は赤青2種類 
の弓単が発射されるので画面 
左付近で回避。そして最後 
の青弾攻撃は' 画の左右 
下で避けるように。 

最初の黄ビーム攻撃は、画面 
上を大きく円を描くように動 
いてやり過ごす。レーザー自 
体の動きは遅いので、そうや 
られることはないだろ5。 ，ぐ 

STnse： 
LINK 

1 aoaoa B-C’ 7.13.1 B：DB 
descent point ： sometuhere inti me* 

青弾だけをずらしながら放つ 
てくる状態では、少しでも弾 
の間隔を広げるため、画面左 
下か右下で避けること。正面 
下で避けるのは少々困難だ。 

青5WAY弾と、赤7WAY 
弾の混合攻撃時は、画面のこ 
の辺りで青と赤を別々に避け 
るようにする。青弾は隙間を 
くぐることもできるそ。 



ナガイジカンヲカケテ. 

フタタピ.ジンルイハ.ハッ 

テン……シテイクダロウ. 

ソシテイツノヒニカジンルイ 
ガコノコトニキガツキ. 

オナジ……アヤマチヲ……クリカエ 
サナイヨウニイノリタイ…… 

ENDING 
突然、まばゆい光を放ち始める謎の石。 
直ちに反転するバスターとレアナを、 

閃光が飲み込む。やがてクリエイタに 
より、よみがえる二人のクローン。長 

い時間をかけ、物語は冒頭へと繫がる。 

すべてをやり遂げた今…… 

なぜ我々がここにいるのかが 



RPIOI PINT ^SIL-L/ERCaUN 
レイディアントシルパーガン tm 

各種設定資料- 
創世史を彩る登場人物。それは都会の片隅で、1 
本のペンによって命を吹き込まれた。その制作の 
過程を、物語のすべてを知ったあなたに捧げる。 



ヴアスタラビッチ 







た歴戦の勇士。とある陰謀から五ホ嵐を護つた~4 

とにより実力と功績の割に低し他位にいるが、本 
人は気にしていない。基本的に無口で職人肌。ク 
ルーに対しては厳しいが、信頼は厚い。 

クUエイシヨンタイプニ 
プ□ダクト 

通称クリエイタ。人間的な思考の揺らぎをプ□グ 

ラムに取り入れることで感情を持つごとに成功し 
た。顯銳の人工知能を搭載しており、メカのメ 
ンテナンスや操縦、資料整理、データ管理等を担 

当する。趣味は掃除と将棋（vsテンガオ)。 



アレン&ビクトル 
地球連邦軍研究部3課の研究員たちi若い方がァ 
レン^腕は確かだがま；^定、&にビクトル- 

をサポートす！^Jm がビ d トルで、研究室の部 
長をつとめる0冷静で慎重な典型的科学者タイプ。 

地球連邦軍研究部でオペレーターを勤める2人の 
交!性'。]メガネ(をがけて。彳る方が尹：^、[愛嬌とび 
たむ差さが魅力の新太。髪凌アップにしてし、る方 
料シ4 &卜妹-4一扣本如+者^a j— 



DESIGN WORKS 

左上から各キヤラクターの表清や服装の設定。 
•の初期原画と思われるものる そ 下はキャラクタ 

のスミに描かれている女性はレアナの初期設定な 
のだろうか。右下のクリエイタは下部からジエッ 
卜噴射を出して飛び上がっているニフ。| メガに 
強し、テンガイがオプシ皆ソでつけrこのだろうか。 





■ガン以外の設定をま1めた 
巷艦のサイズはHYPElf (超 
の3 CLASS力聰す卜 

ものがこのページ。 



HIROSHI IUCHI 
【井内洋】 株式会社トレジャー開発部所属。「レイディアントシルバーガン」 
のプロデューサー。代表作にトレジャーの栄えある第1弾タイトル「ガンスター 
ヒーローズ」などがある。 

mm 本作のプロデュースを担当した井内氏に、FAXインタ 
ビューを敢行！制作の動機から開発の際の裏話、気 

になる次回作（？）のお話などを聞いてみました！ 

Q本作の企画を始めたきっかけを教えてください。 

A『シューテイングが作りたかった。』ということです。そ 
れ以外ありません。 

Q「レイデイアントシルバーガン」のタイトルが意味すると 
ころとは？ 

Aそのまま訳せば"輝ける銀銃”。作品ができあがった今と 
なっては『ありません』としか答えられないです。何せ一番 
最初の設定の、人が空を飛んでいる状態（自機）で両手に 
持っている銀銃にちなんでつけられたタイトルだからです。 
これには『覚えにくいっ！!』ということで、内外からずいぶ 
ん反対を受けました。しかし、私の哲学は『覚えにくいもの 
ほど、忘れにくし〗』なので、押し通させてもらいました。 

Q他の作品で参考にしたものはありますか。 

Aゲームとして参考にしたのは過去のシューティング全般。 
ゲーム自体に反映されたといえば「イメージファイト」。ゲー 
厶でないものとなると、かなりの数になってくるので省略し 
よ9 〇 

Q本作の開発で苦労した点、とくに見て欲しい部分はあり 
ますか。 

众苦労といえばすべて苦労です。ゲーム作りに楽なところ 
はひとつもありません。『とくに見て欲しい部分は？』との 
ことですが、この質問にはどのインタビューでも『ありま 
せん。』と答えることにしています。 

Q特徴的なゲームシステムが採用されていますが、何か特 
別な狙いや思いがあったのでしょろか。 

A『他と同じものを作ってもしょうがないでしょう。』『ゲ 
ームらしいゲームにしたかった。』というのが表向きの回答 
ですが、この質問に関してはゲームの中にメッセージとし 
て入れてあります。探してみてください。 

闩J=OI 1 F=INT^| S 丨しレ ERGUN 
レイデイアントトシルハガン ™ 



Qゲーム作りをする上での信条、これだけは譲れないもの 
などはありますか。 

Aこれはとくにないです。毎回、制作の状況は変わりますし……。自 
分自身もいろいろと変化していますので。アップ間際に「1ヶ月延ば 
してくれっ！これだけは譲れねえ!!」って言っても、会社には負ける 
し一っ。信条的な希望でしたら『毎回、好きなもんを作りてえっ!!』 
ですかねえ。 

GTGONZO” にムービーを依頼した経緯、また仕上がり具 
合についての感想は。 

A依頼した経緯は『前に頼んだから。』というのは冗談です。 
できあがりを見てもらえば分かるとおり、GONZOさんの 
クオリティは本当に信用できるものです。今回、前田氏の 
コンテに脱帽し、水島氏の演出は『本当に分かってくれて 
いるな。』という感触がありました。ぜひまたお願いしたい 
です。 

Qシューティングとは何かを、一言で語ってください。 

JIよだれもの（？） 

Q続編の構想はありますか。 

A『こんなの、あっても答えられるわけないじやないかあ〜 
っ!!』『あなた個人はどうなの？』『俺っ？俺……も、やらな 
し、。次のやつ作ろ、次の！』 

Q今後作りたい作品、挑戦したいジャンルはありますか。 

Aやっぱシューティングっていいよねえ。よだれ垂れちや 
うよねえ。ジャンルはエロいの以外ならなんでも0K ! 
GO!GO! 

Q最後にこの作品のフアンにメッセージをお願いします。 

Aシルバーガンをやってくれた皆さまが、ゲームに託したわれわれ 
のメッセージをくみとってくれることを願いたいと思います。それ 
から、お手持ちのメガドラやサターン、多くのゲームソフトを大切 
にしてくださいね。人を楽しませる要素は、ハードのスペックとは 
関係ないのですよ。 

ありがとうございました。 
^•GONZO……本作のデモ•ムービーを制作したクリエイター集面。「LUNARJシリーズや「超時空要塞マクロスー愛• 

おぼえていますか一」、「シルエットミラージュ」などのアニメパートが主な代表作。 
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やっぱりソフトバンク！ 
セガサターンソフト対応攻略本 

ガーデイアンヒーローズパーフェクトガイド 854円 

ガングリフオンパーフIクトガイド 951円 

誕生g〜Debut〜パーフェクトガイド 1068円 

月花羅幻譚〜TORICO〜ォフィシャルガイド 1068円 

ストリートフアイターZER02パーフIクトガイド 1456円 

マスター•オブ•モンスターズォフィシャルガイド 1068円 

バトルアスリーテス大運動会パ-フェクトガイド 1553円 

リグロードサーガ2パーフIクトガイト 1068円 

バーチヤコツプ2キラーマニュァル 1068円 

ファイターズメガミックスォフィシャルガイド 1456円 

電脳戦機バーチヤロンパ-フa：クトガイド 1262円 

ファイテイングノVイパーズパーフェクトガイド 1600円 

新世紀エヴァンゲリオン2nd Impressionバイブル 1000円 

クォヴァデイス2惑星強裝オヴァン•レイパーフヱクトガイド 1000円 

花組対戦コラムスォフィシャルガイド 933円 
新テーマパークパ-フIクトガイド 1000円 

ADVANCED WORLD WAR千年帝国のI亡ォフィシャルガイド 1500円 

機動戦！ナデシコ〜やっばり最'後は「愛が勝つJ?〜パ-フェクトガイド 1000円 

ゼロヨンチヤンプDooZy-Jパーフェクトガイト 1100円 

魔法少女プリティサミ-〜恐るべし身体測定!核爆発5秒前!!〜ォフィシャルガイド 1500円 

ラストブロンクスォフィシャルガイド 1300円 

ソニックジャムォフィシャルガイド 1300円 

オフィシャルガイド 1200円 

izJUトナーシJレトォフィシャルガイド 1300円 

全日本プ□レスFEATURING VIRTUAォフィシャルガイド 1200円 

スーパーロポット大戦FパーフIクトガイド 950円 

J1」ーグプ□サッカークラブをつくろう！ 2ォフィシャルガイド〜経営_ 950円 

R?MJ THE MYSTERY HOSPITAL フェクトをr ド 1100円 

SONIC Rオフィシャルガイド 1100円— 

シャイニングフォースmシナリオ1王都の巨神ォフィシャルガイド 950円 

グランディア公式ガイドプック ~950R 

Jリーグプロサツカークラブをつくろう！2ォフィシャルガイド〜完全テータ辑 1400円 

センチメンタルグラフテイ公式ガイド ~~850R 

ソロ •クライシス公式ガイドプック 1400円 

AZELパンツァードラグーンRPGォフィシャルガイド 1200円 

グランディが7公式ガイドブック〜完結編 950円 

ウインターヒートォフィシャルガイド 900円 

センチメンタルグ^7テイ式コンプリートガイド 1400円 

プロ野球チームもつくろう！ォフィシャルガイド〜イケイケ絹 950円 

白き魘女〜も5ひとつの英雄伝説〜ォフィシャルガイド 1300円 
バーニングレンジャーォフィシャルガイド 1000円 

ザ八ウスオブザデッドォフィシャルガイド 1100円 

サクラ大戦2花組入隊案内 950円 

機動戦士ガンダムギレンの野望ハ-フIクトガイド 1200円 

プロ野球チームもつくろう！ォフィシャルガイド〜ヤリコミ編 1300円 

メJレテイランサーRe-inforceォフィシャルガイド 1400円 

ドラゴンフォースn神去りし大地にォフィシャルガイド 1200円 

シャイニングフオースmシナリオ2狙われた神子ォフィシャルガイド 1100円 

スーパー□ポツト大戦F完結編パ-フェクトガイド 1400円 

少女革命ウテナいつか革命される物語ォフィシャルガイド 1200円 

Code R公式ガイドブック 1300円 
八イスクールテラストーリー公式ガイド 120OR 

(価格は全て税抜きです） 
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