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基本プレイ概要 
壮大な物語の始まり。操作の基本から役立ちのテ 
クニツク&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□ツトに贈る。 
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IP PILOT 
通称バスター。 
イアント 

、ノレ、、 j の任に着く 
刀ノ匕ーノ=パィロ 
ヴアスタラビッチくペー^ 

2P PILOT 

マアン=. 

通称レアナ。スターと同じく "レH•ィアン： 
トシルバーガン'のテストパイ卜。まだ 
飞7歳の少女r雜物い£ろットとし 
ての専門訓練を施き施^.のためか世間 

，で常識にう:とく私〇も^|t•ケをかます。 



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。 

RRCRDEMODE 

! すべてのステージをクリアす 
!るサターンモードと違い、ア 

ーケードモードではステージ3クリ 
ア時に分岐が生じる。この辺りのシ 
ステムもまた、アーケード版を完璧 
に再現してると言えるだろ5。 

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撣できるだろう。 

riコン5V二:!一が無制限プラクティスがある 
/ 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 

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 
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 
まで無限にコンティニューが可能だ。なぐ自機を操作してプレイ気分を 
練習したいときや楽しく 2 P同時で味わうことができるのだ。アーケー 
遊びたいときに最適だろう。 ド版プレイ時はぜひ試そう， 
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GAME MODE 

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。 

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 
などに追加•変更が加えられている。 

サターンモードでは何と自分 シューティングにしては非常アーケード版でも無頃の強さ 
のプレイデータを保存.再開 に物語性の高い本作品。サタ を誇るボスがたくさん登場し 

する機能が追加されている。ゲーム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 
オーパー時にセーブ、次の開始時に挿入されることになつた。ステージの数が増えている。アーケード版を 

.そのデータを選べば、武器のレペルの開始時やボス戦突入前に展開され遊びつくしたプレイヤーにも新たな 
.を継続してプレイすることができる。るキャラ同士のかけあいを楽しもう。目標が用意されているのだ。 

何回もプレイすれば、すべての武器レ壮大なスI'•ーリーも、クuアまでのデアーケードには登場しなかったオリジ 
ベルを■高Cする.ことも夢ではない。モをすべて見れば理解することが可能。ナルボス。はたしてその強さは……？ 



麵薦認ぼク1 
地球連邦軍最新銳機‘‘シルバーガン”に搭載され 

I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。ではいつたい、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。ちなみに複数のボタンを押す武器 
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。 

1威力重視の前方直進弾0レベルアップするこ_ 
Iとで威力が上がり、固い敵も楽々と倒せるよy 
iうになる。スタンダードな武器なので、あら闕 
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。!^ 〇またチェーンポーナスを狙う^ 

(後述）ときも、弾が1発単：:こ 
位で綺麗に区切れるので使い^ 
やすいといえるだろろ。 ^ 

.../卞一$ガ 

十) 

貪!^ 

その名の通り、高い命中率を誇るホーミング 
;弾。威力は最弱なのでポス戦には不向きだが、-"r - 
\使いどころによつては大きな効果を発揮する。-.«4-8〇 
レベルアップにより威力が上昇し、さらにホ….一.i 

使用ポタンーミングプラズマの発射角度1* u , 
^ の制限に影響をあたえる。障i# ■ 4^ 、命 f _ . 

/ ! \ 圭物 合撕 <7Y5P ; *■ 

严r 
| 1 -> 1 舌切1しP思4 日慨夕C i ■身， 
V 1 - 7角となる真横の敵などを攻擊 4 i威▲ 
、ノするときに駐するだろう。 

...スプレッド 

レッド（炸裂）弾。発射できる弾の数は酬 
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 
使用ポタンにより威力と弾のスピードが 

上昇。さらにワイドシヨット 
((\の擊ち出し方向数、ホーミン 

J グスプレッドの弾のスピード 
に影響をあたえる。 

1伞T狐“ 'み層, 
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STANDARD TECHNICK-1 



ポーナスを制する者がハイスコアを制する 
本作に限らずシューティングの醍醐味といえば、やつば 

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 
ィアントシルノ(ーガン」測 
にも多くのポ-ナスが用 
意されてぃる。ぃったぃ麗、 
どれく 〇. r I 

どのように麵すればょ 
いのか。条件とともに、 
シークレツトボーナスも 
ふくめたポーナスのすべ 
てをここにまとめてみた。 

ボ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 
て夢じやない。 

4出した得点はそのまま武器のレベル 
I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I 
本作の敵キヤラクターには、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C決まっ 
たJI賭にしたがって倒すことでボー 
ナスがついていくのだ。 その法IIJ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、黄と倒し基本チエーン 
た後に黄の敵を連続で倒してもボー 
ナスがJ 瞋される。 これはシークレ 
ットチェーンと呼ばれ、ステージに 
よっては通常のチェーンよりも効率 
よく得点を稼ぐことができるだろう。 
ひとつのチェーンポーナスは最高 A A A 
100,00orawrること涧献f。jag • 

水水未 
シークレツトチェーン 

春水 
最高•…… .| 
100.000POINT 



STANDARD TECHNICK-2 

カスリ点 
敵の弾やgなどの当たり判定がある物体にかすっ 
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、かすっている間スコア 
が上がり続ける。もちろん近づきすぎれば1ミスだ。 
なお、このポーナスによって稼がれた得点（経験値） 
はA、B、Cの各武器に対し平均的に割り振られる。 

犬のメリーちやん 
;ステージのとある地点に弾を擊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 
のメリーちやん"だ。ただし出現に使う武器はどれ 
でちいいとい5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 

出現させるだけで 
得点のはいるメリ 
一ちやん。くわし 
い出現位疆につい 
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。 

r懋 

黄色のメリーちや 
ん。スクロールに 
くつついてくる。 

赤色のメリーちや育色のメリーちや 
ん。自分の意志でん。一定時間がた 
自由に動き回る。つと消滅する。 

：ウェポンポーナス 
7種類の武器を、特殊な使し、方をすることで得られ 
るポーナスがこれ。武器によって細かく条件が違う 

.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ってし)きた 
し、。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。 
地形への攻擊はカウントされない。 

ホーミング 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秒問ヒットさせる。 

ワイドシ3ット 2秒以上の間隔を開けずに300ヒット。 

ホ-ミンク’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:/-ド 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。 



一夕集1 敵キヤラリスト 
敵キャ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。 

耐久力1=レベル0パルカン1 
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■_武器の威力と 
ンレベルアップ 

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。 

CAN LASER 

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



DATA INDEX: 

^^>ooo 
50000 
100000 

n50000 
200000 
1300000 
400000 
500000 
600000 
咳0000 

1500000 
1800000 
2100000 
2400000 
2700000 
3000000 
3400000 
3800000 
4200000 
4600000 
5000000 
&500000 
6500000 
7000000 
7500000 
80000001 
6500000 
9000000 
10000000 

[Ti000000 
12000000 

[13000000 
14000000 

n5000000 

レベルアップに必要な経験値(スコア) 

5RTURN MODE 
「レベルr経験値(スコア） 

i22789101112131415161Z18220211124S2627S2930313233S 



エ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撞稼ぎ 
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、きつ 
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、チェーンポーナステ 
クニックを紹介していこう。 

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。これはウエボンAの単発擊 
ちがしにくいため。そうならない為に、 
スティックの使用を_する。 

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機逃す得点調整を行えば良い。 

ゲ■ムクリアとオプション勵_1 
雛才家醐への 
移植のため、アー 

!ケード版にはない 
:隠し設定でプレイ 
:することか可能。 
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 
はできなし、のだ。 

mm 
3A 37 28 13 
3B 77 22 Z 
3C 59 22 6 

8MI 48 36 24 
3E 54 27 23 
2A 33 4 20 
2B 6 9 12 
2C 50 A-A- 13 
2D 60 6 18 

66 40 13 
4A 831 37 35 
4B 59 | 19 6 
4C Z9 I 87 12 
4D 37 29 29 
4E 121 55 48 
5A 360 | 26Z 179 



Rf=ID I PINT SI しレ ERGUN 

ステージ攻略一 
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f泉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。 

:灘‘ 

i— 

I 〇 
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ボスは速攻で倒し、ベルム編隊を出現させる 
ボスを速攻で倒す __こmm- でのポ 

最後に出現するg機のガンナー編mmy *mjl 
隊に対しては、自機を画面中央付近 
に配躍して、ウIボンcによる柱 
同時攻撃により対処していく。他のf r .m 
場面でも言ぇることだが、こぅぃっ ml L1 
た左右対称の編成で現れる敵機には、5 ^ダ' 
このゥェボンcは非常に施 -W% 
しかもこの際にcポタンを押しっ|^p 

ばなしで攻擊することで、ウエポン_ ' 
ボーナスも手に入る。だが、正面のここでは逆に、ウiボンC以外のS 
敵には連射で対応したほうが安全だ。攻擊すると、敵機の全滅は難しい。 



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C 

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。 

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B + 
Cを一瞬だけ擊つことで、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。 

«▼»♦鏃：K10 

故 



まずはウエボンCやA + Bを使い、周本体についているパーツ攻撃時には、本全てのパーツを破壊した5、後は本« 
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。 



STAGE-3C 
RETURN 
2521A.D. 7.13 11:18 

ステージ概要 

登場敵 

mn _本 
mm 

目標スコア 

jit轉艦は八イパーソードで破壊 







3 A、3 B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 
擊毎に攻略法や安全地 
帯が設定されているの 
で、その対処法を確実 
に覚えておけばそう手 
強し湘手ではないだろ 
う。上級者ならば、こ 
のボスの自爆時間が長 
し、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 DESTRUCTION 

BONUS 30000 
GALLOP得点表_ 

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 
ビット 
~7寸ーフ 

■ 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I I全ではないが安全地帯をここに紹I 

介。もしボスとの戦いで稼ぎを狙I 
うなら、このパターンは確実に物| 
にしておきたいところだ。 



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、 
シークレットポーナスを狙っていく 
ことになる。 
まず最初に現れる赤ノ V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擊 
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。 

ステージ概要 
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ぱ非常に簡単な 
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, 

.. 500.00OPtsl 

POINT^^/—クレットチェーンを狙う 

この面で登場する敵機は、ハガネ 
だけとなっている。このAガネは装feiSEJ 
甲を外すまでは硇谤T5夫ね:い爍优T 

-ンで入る得点】 

把：W 
メリーちゃんは確実に取る 



八イパーソードは退避用に使う 

このハガネ地帯で大量のピンク弾がポス戦になってもハイパーソードが溜まっ 
出てくるので、ここでゲージを充填。ていなければ、ここで絶対溜めておこう。 

このボスとの戦いでは、ボス自体だけでな 
くて、その周辺に存在するストーンヘンジの 
石柱との衝突も勤戌していかねばならない。 
逆に、このストーンのボスのいかなる攻擊 
も遮断する性質を利用して、普段はこのスト 
—ンの陰に隠れながらボスをウエボンA + B 
などでダメージを与えていく。そしてボスが 
極太レーザーを放射している間は自機をレー 
ザー発射口付近に移動させ、 ボスの回転に合 
わせるように動きながらウエボンB+Cで本 
体や周辺> (ーツにダメージを与えていく様に 
していけば、そう手強い敵ではないだろう。 



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 
を狙つていくことになる。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つているのが 
分かるはずだ。 

3 Aでも説明したが、こういつた 
ステージではウェポンCの使い方が 
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。 

戦艦地帯を抜ける| 
と、ここでは小パー| 
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 
ンポーナスち手に入 
るのでまさに一石二 
鳥。ここを抜けたら 
すぐ次の八’ースに備小バース編隊には、ちょうど画面の真ん中に自機を置き、 
えよづ。 このまま下がりつつウエポンCを押しているだけでよい。 



ンボーナスを狙う 
ここでは、まず赤バースを破壊後、青の小バース 

にダメージを与えておく。その後キカとベルムの複 
合編隊が赤—青—黄の順で現れるので、赤編隊を撃 
退し、すぐにダメージを与えておし、た青パースを破 ■壊。最後に黄編 

隊に対して八イ 
パーソードを使 
しV-気に全滅さ 
せることで、シ 
ークレツトポー 
ナスが手に入る 

このボスは、本体は最 
初から出現してし、るが、 
各パーツは破壊していく 
ことで画面下から補充さ 
れていく仕組みとなつて 
いる。その為、パーフエ 
クトを狙うには、パーツ 
が出そろう前に本体を破 
壊しないよう気をつけな 
ければならない。 
もし倒すことだけを優 

先的に考えるのならば、 
ピンク弾を出すパーツを 
残しながらソードゲージ 
を充填しつつ、本体に対 
して八イパーソード攻擊 
を繰り返すだけでよい。 



爲 REMINISCENCE ■ 
2520A.D. 7.14 21:26 

令# descent point!town area a 1-ward 

ステージ概要 1 
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: 

目指すだけならぱ全くもって難しくはない。だが、チェーンボ- 

ナスを完璧に狙う となると、 微妙な操作やウェボンを使うタイ: 

ングを確実な物にしておかなければならない。 

300.00OPts I 

ウエボンC連打で黄べルムを一掃 
登場敵 

¥ ^繼顧 

こういつた空中戦だけで構成され 
たステージは、P章害物に体当たりす 
る心配はないが、逆に地形を目印に 
した攻略ノ v°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、f可度ち传[度ち 
プレイすることで、確実に覚えてい 
<しかないだろラ。 

穿u 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ウエボンCを3回連打, 
ていこう。 れで大半の黄べルムは破壊することが出来る。 

’、、W ネ 



このボスは、その長い両 
腕を振りかざして自機の行 
動範囲を狭める攻擊を行つ 
てくるので、まずはその両 
腕を破壊することが 
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^Iにおいてプレイす 
る場合は、ここでA + Bの 
ウエボンポーナスを狙つて 
いくのち良いだろう。 
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。 





全ステージ中、最長の面構成を誇るこの2巳は、他の面と比べ構造が極端に変わっている。ステ 
—ジ中は1群の編隊しか敵が現れないものの、ボスが登場してからが非常に長い。しかもスクロー 
ルが速くランダムの地形配置があるなど、反射神経に頼った戦い方が問われるステージとなってい 
るのだ。 I- 

POINT•確実にシークレツトボーナスを取る 
この面は、ボス前にこのべルム編隊しか敵機は出現し 

ない。しかし、この1群の対処をいかにうまく済ませる 
かによって、このステージで入手できるスコアが数十万 
点は確実に変わってしまうのだ。 
ではここの対処法だが、まずは敵が現れる前に、C1;の 

赤べルムが登場する座標に自機を合わせておく。そして 
ベルム編隊が出現したら、すぐさま番号の通りにベルム 
を破壊していけば良い。なお、ここでは素早く行動しな 
いと、最後の黄べルムにたどり着く前に編隊が去ってい 
ってしまうので迷いは禁物。最後の黄べルムを倒した時、 
40000点ボーナスが表示されれば成功だ。後はボス戦で黄 
ベルムを倒すことで、大置スコアが望めるそc 

，，•心八、从 
9 13 14 1516 
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20000 

GOLETS RED得点表 

高速スクci-ルする通路内で繰り 
広げられる、ボスとの戦い。少しで 
も麵すれば娜に衝突する可育瞇 
があり、しか6その状況において、 
シークレツトポーナスに関連する黄 
ベルムが大置に出現する。まさK一 
瞬たりとft気が抜けなし湘手だろ5。 



Dr.IK IT_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。 

■■■■Hi 

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 + 



-邊 
SSS!舞、〆..•— 

この地点に来ると、 
ボスが自機の後ろ側に 
回り込んできて前方主 ；| 
砲を使って攻撃を仕か 
けてくる。ここではゥs霧 
ェボンa+cを使ぃ、m,X 
先のポイントeでタメ mmi 
ージを与えておいた主 
砲と残りの本体を破壊する。 
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 

このボスは、本体か 
ら左右刘^にパーツが 
ついている構造となつ 
ている。ウエボンA + 
Bを使い、描のパー 
ツを削り取るように攻 
撃していくのが望まし 
い。たまにピンク弾を 
吐くビツトを放出する 
が、破壊率には関係な 
し、のて#理して破壊す 
る必要はない。 

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宵弾は破壊すると 
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。 

12周目に突人した際の対処法■ 
この2周目は、基本的に赤ボス| 

Iが自機の下から攻撃を仕かけてく1 
Iる戦いとなる。つまり、今までの■ 
I攻略パターンは通用しな<なって| 
1しまうということだ。各遮蔽板地■ 
I帯では、ボスの動きを待つことなI 
■ く、自ら左右に動かねばならない。|| 
Iその結果が遮蔽板側であってち、 
I気にしてし、る暇などない。 

GOLETS BLUE 得点表 DESTRUCTION 
得点は全て10000点 BONUS 20000 

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？ I 
ここでは残念ながら攻略法は存在I 
しない。自機を左右に移動させたI 
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。 

■ぅ 





この赤べルム編隊を全機擊墜する 
には、自機を囲っているバリアが開 
し、た瞬間の行動が鍵を握る。バリア 
が開いた時の、外への脱出と通り抜 
けのタイミングを覚えて、赤べルム 
だけを全部倒すように。ここでも十 
万点単位のスコアに影響するそ。 

このボスは、頭から尻尾まで、多くの関節 
パーツで構成されている。だが、胴体パーツ 
の形を見てみるとすぐわかるように、他_ 
品で見られるような、ボスの回転の内側に入 
り込んで全体を攻擊する戦法は通用しない。 
ウエボンB + Cを使い、常にボスの動きの外 
側からダメージを与えていくことになる。 
だが、このボスの動きはパターン化されて 

いるので、実際数回戦ってみればそう難しい 
相手ではないことが分かるはずである。 



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、自機ち八ガネ 
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Bを連射しつづけ 

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 
た八イ八°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、 
ちようど八ガネがピン 
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 
みるのがよいだろろ。 

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 
イデイ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。レイデイアントソー 
ドを使い、八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M A 
Xになるようにしておきたい。 

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

POIN! gハイパーソードを使い黄チェーンを1 
登場敵 

ステージ概要 



I このボスは、本体とパーツ 
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し'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。他にもポ 
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0 
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 + Bか 
Cで弱点を勝手に攻擊させて、 
自機は避けに専念すること。 
ときおりピンク弾6切!んでく 
るので、黄八ガネで使ったソ 
ードゲージを溜め、緊急時の 
回避用に使うのが良いだろ5。 

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5ことにもなりかねない。本体にはあ 
まり攻擊を加えず、次から現れる3つの 
パーツへの攻擊に集中しよう。 



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 
出現ノ V°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（ 

POINT^i赤チェ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。 

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 

STAGE-2E REMINISCENCE I 
2520A.D. 7.14 21:58 
descent point, e.d.a headquarte 

ステージ概要 
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POINTI 



[ポンAで対処 POINTI 

POINTS最後のベルムでシークレ 



パーツ場所 I 耐久度 パーツ破壊前 

このボスは、出現場所までくると突如画面 
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層構成となってし、るためJ <ーフエ 
クトポ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、点激稼ぎを 
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 

STAGE 



STAGE-4A EVASION 
2521A.D. 7.13 12:00 
descent point: the celestial qate-1 

この青オヤドは、 
腿の分麟の右側 
まで移動後、青べル 
ムを3機左に発射す 
る。ここではちよう 
ど分岐点にメリーち 
やんがいるので、青 
オヤドに当てないで 
ウエボンB+Cを発 
射。そのまま通路を 
左に向かい、赤レー 
ザーfig台を攻撃する。 

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, 

目標スコア…•1.800.000Pts| 

POINTBオヤドを抜け' 左ルートへ 

t^HIT 本 
#1 m v m硬 



分裂ミサイル 
小型ミサイル 
誘導ミサイル 
大型ミサイル 
高速ミサイル 
号機、2号機、3 



この面の特徴に、破壊不能 
だが攻撃すると一時的に縮む 

電磁バリアが大量に配置され 
ていることがある。 
必然的にこの面は、電磁バ 

リアを撃って自ら通路を築い 
ていく内容になってくるのだ 
が、ただ電磁バリアを撃つだ 
けでは周辺に出現する敵を倒 
してしまい、スコア稼ぎが難 
しくなつてしまうのだ。 

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 
し、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 
ー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、という戦法を狙うことが 
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機は赤だけを狙し、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。 

STAGE-4B EVASION 
2521A.D. 7.13 
descent point: the 

ステージ概要 

POINT在赤Aガネを倒し、赤チェ-ンの準備 

登場敵 

m 1 
ti mmwm 



ここではまず、中^^こメリ 
一ちやんがいるので、ウエポ 
ンB + Cで出現させる。そし 
てそのまま円形右上の電磁バ 
リアもB + Cで攻撃し、道を 
作ったらその右上にし、る赤べ 
ルム3機をウエボンCで攻撃。 
そして今度は円形の左上に向 
かい、そこから脱出する。 

POINTfビーウインはウエボンAで前から狙う 

，摩 

s，か 

多数咖台や棚ヘリに守られた、17VA-50。 
この砲台などには破壊率が設定されてし、るため、全 
て（主砲含め50機）を倒さない限りパーフエクトは 
取れない。ボスに自爆されないよう、ウエボンA + 
BやB + Cなどの、複数の目標を攻擊可能な武器を 
利用しながら、効率よく目標を減らしていこう。 
17VA-50得点表_ 

1 



POINTj^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 
いくことになる面だ。だが、色が違 
うからといっても、プレイの基本は 
赤やシークレッ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 
いれば良いだろろ。 
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でなし鴻合は、 
ここで充填しておくようにしたい。 



POINTlミサイルは攻撃しなくても可 
次の赤青ミサコ用ミサイル 

地帯だが、このミサイルは、 
画面外にいるミサコが放った 
物。つまり青ミサイルが飛ん 
できている場所の真上に、次 
の青ミサコが出現することに 
なる。なお、このミサイルは 
0点でチェーンとは関係ない 
ので、攻撃する必要はない。 



福 

Cを使いメリーちゃんを出現させる。 
その後はノ Vガネ編隊の右上の隙間か 
ら脱出して、編隊の上方へ回り込み 
ウエボンA + Cを使い攻撃すれば、 
全漏壊できる0 

I POINTf：青サカナをすぐ倒し、ベルム編隊を迎え撃つ 
この場所では、■ 一~ 

青サカナと赤青べg 
ルム編隊の複合攻g 
撃が控えている。p 
まず青サカナが画！! 
面上より現れるの® 
で、弾をあまり撃_ 
たれないうちに速 
攻で倒す。そうし 
てから、次の赤青_ 
ベルムis隊を獅■ 
左よりで迎え撃つ擊 
ようにすれば、楽g 
に対応できるだろ® 
つ。 青サカナに弾を擊たれると、このように避けることに集中せ 

ざるを得ず、青べルム編隊への対処が困難になる。 

POINTp青ハガネ編隊とメリーちゃん 

マリアン= 
レアノワール 
本作のヒロイン0両親を政治的陰謀 
によ？)㈣5も、軍によって保護され 
パイ0、ソトとしての英才教育を受け 
る0逆に一^養が足りない;&め' 
精神年齢が低い0 韻で九 
め言うことを全て信じてしまう。み 
の噓や裏が理解できないため、主人 
公の行動*獅できず場を乱してd； 
•う場合が多い0 



DAN-564得点表 

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、ウエポンB.Cで攻撃する 
と胴体パーツを破壊した後に残る当たり判定で、ウエボンポーナスがいく 
らでも手に入るからだ。しかもこの場所は、攻擊しても当然ボス自体の耐 
久度は減ることがなし、ので。頭部に攻撃して會通に破壊するよりも、ボス 
の自爆までひたすらB + Cを使ってし^:ほうが高得点になる。八イスコア 
を狙うプレイヤーは、こういった戦法を®^するのもいいだろう。 
普通に倒す場合、胴体ノ(ーツを破壊するまでは稼ぎノCターンと変わりは 
ない。その後弱点である頭に攻擊することになるが、しばらく経つと変形 
して丸くなり、ミサイルや放射状に散らばる弾、ピンク弾付きの黒弾で激 
しし败擊をしかけてくる。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、八イノ V°-ソードを使うのも忘れずに。 





)ばかり0自分が普段使う武器と 
攻擊されるのは初めてのことな 

STAGE 

シルバーガン発生後■ 



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

541 







添！ 

CA2-EKZ0 
ステージボス中唯一、その面からのチェ 

-ンボーナスを弓Iき続けることが可能な存 
在。本体の上下左右から弱点のコアと各色 
砲台を出現させるので、自爆寸前までその 
赤し、砲台を破壊し続けて得点を数十万単位 
で稼ぐことができる。ただし、この砲台の 
出現個所や回数はランダムなので、あまり 
過度な期待はしないほうがよい。素直に倒 
す場合も、多くの耐久度の高いパーツで構 
成されているボスなので、実際攻擊する時 
も破壊に手間取る可能性がある。特にコン 
テナは、破壊の確認が見えにくいのでパー 
フェクトを狙う際には注意しておきたい。 



ステージ構成は短く、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心者 
なら、ただひたすらウエボンAあ 
たりを連射してしmば、何事もな 
く進むことが可能だ。 ^ 



このボス戦では、各色べルムが100 
機単位で出現する。その中でち赤チェー 
ンをステージ最初より完璧につなげぎる 
と、稼げる得点は1000万点以上にもな 
るのだ。 
ボスの攻擊は2形態に分かれており、 

ます•第1形態では、ボスの先鋪部より誘 
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 
ーザーを避けつつ赤べルム編隊だけを攻 
擊し、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八イ八°一 
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の単発擊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、 
チェーンポーナスをつなげていく。 
もしここで一度でち他色の敵を倒し S [ 
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ポーI | 
ナスに切り替えるのがよい。ただ、[_% 
早し_皆では、赤のチェーンポーナ※:* 
スをねらし値す方がよし鴻合もある。穿 

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 
赤べルム編隊が現れる方向^^動させ、赤べル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0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)LJI隊が3回出現する。1〜 
2回目はウエボンCで攻擊し、最後の3回目で八イパーソードを使お 
う0その八イパーソードだが、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0 

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、 
態では、ウエボンAの単_ちかレイディアント 
ソ—ドしか鉢^には使わない。麵力狨るCや、 
広範囲を攻撃するハイノ Cーソードの使用は論外だ。4 
ここは赤ぃ敵の出現時のみAかソードで攻撃し、ILiAJM 

そ：111洲汰避けに専念。さらにソードも、ボタン 
は一88だけ押し、ソードの軌道を自機の4〜5分 
の1周酿に抑えながら使うようにして、勧攻 
轉淀を小さくしておく練があるだろう。 

STAGE 



k波動砲の破壊とポーナスの準備 
ここでの攻撃武器は、基本 

的にウェボン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 
—ザーを小刻みな上下運動で 
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、 
ユニツト破壊後のボイントB 
で出現するノ Vガネ編隊のシー 
ク レツ トポーナスを狙5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、次の八 
ガネ編隊で赤チェーンを狙う 
方法もあるが、前者の方が得 
られる点は高い。だが難度は 
後者が低いので、プレイヤー 
の実力に合わせた方法を選択 





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色の光るオプシヨンらしき存 
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 
の色のオプシヨンをどの順に破壊す 
るかで、その反撃回数は変^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 

青だと最高で2回、ちし黄だとその 
1回で終わっ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。 

W (-) Wす-点表 

w(一一）w攻撃パターン 

Mk THE origin ■■■■ 
^ I AAl—— MM 2521A.D. 7.13 17:10 

■夏驚^^^^ descent point: the orbit satellite b3 

ステージ概要 
目標スコア 

クリア時目標スコア…… 
26,260,000Pts 



このサメ型ボスVARASは、ポI 
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。 

I嫌内容は、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、次の攻擊I 
にも対処するため、酬中央付近! 
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+ミサイル攻擊は、頭部よ 
D離れて回避。2本レーザI 
-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 
け鼻先を攻擊するレーザーが放た 
れるので注意。画面中を大きく動 
き尾部より弾を擊つ攻撃には、画 
面右下へ自機を移動し、細かい左 
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ち良い。 

VARAS得点表 



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 

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 
先へと移動して攻繁すればよい。 

〇〇 



実質的に最後のボスとなるXIGAだ 
が、このボスの攻擊^法は4段階に分 
けることができ、さらに各段階中の攻 
擊も、時間の経過によりその内容は微 
妙に変ft：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4倒みに動かしながら 
誘導することで回避し続ければ良い。 
第2段隨初のノ (ターンの大屋に放た 
れるひまわり弾だが、この弾の当たり 
判定は中心1ドットしかない。後半の 
パターンは、自機を！®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 
弾を擊つてきたらソードゲージを溜め、 
炎型の弾!嫌時は避けに専念し、緊急 
時に八イノ (ー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臛し、 
ノJv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で攻擊となる。 

XIGA得点表 



初期パターンの両腕レー+弾 
ザー+ひまゎり弾攻撃は、^2 
実は画面中央が半安全地帯。使は 
この付近で上下移動していさ¬ 
れ ばこの攻撃はほぼ避けら 攻 $ 
れるだろう。その直後のピ萼名 
ンク弾攻撃時は、ボスの頭 ェ 
に密着してウエボンB+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いので、 
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 
急避難用にハ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擊中はソードゲ 
—ジを充填し、火炎弾やレーザー時に使用すると良い。なお、火炎弾はポ 
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 - 
+うずまき火炎弾—全方向 
火炎弾+うずまき火炎弾+ 
半_レーザー-►ピンク弓単 
となる。ここではとにかく I J I 
ウェポンAを擊ちながらの■ |う! 
避けに専念し、いざという■ t吾 
時には、溜めておいた八イ| たし 
パーソードを使って回避すI Iし）' 
るよ5に 

IXIGA撃破に時間はかけない 
このボスの攻撃は、各段階とも 

I時間が経つほど厳しくなつてくる。 
Iこれはボスを早く倒すことで解消 
Iできるが、そのためには確実な対 
Iボスパターンを作り上げる必要が 
Iある0ボスの攻撃は最小限の動き 
Iでかわし、的確に攻撃し続ける。 
1この繰り返しが、ボスを早く倒す 
I唯一の方法なのである。 

1第1段階 

■[を塞がれないように大きく動く 
I必要がある。動きの道筋は爆風弾 
Iの時と同じで良いが、大きく動く 
I分だけひまわり弾に注意すること。 

Iこのサマーソルトキック時のボス 

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、 
ボス正面下でウエボン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I 
<倒すようにしていきたい。 

ウ□ールのレー又ゲーこの降り注ぐ青クリスタルは' 時間が経過すると 
/ 7- 間隔はこの写真の半分くらいになり、しかも落下 ムをイメーソして、クリスタ速度も速くなる。そうなる前に一刻も早く倒すた 
Jレ弾の間を道に見立て、すりめ、かわす際でも動きは極力小さく抑え、ウエポ 
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。 

全方向火炎弾+うずまき火炎弾+ 
レーザーが重なると、もはやパタ 
ーン化は難しい。互いの弾の動き 
を見つつ、小刻みな移動でかわす 

Iこと。後は八イパーソード頼りだ。 



最新鋭の人工知能を搭載し 
た□承ノ1? ff。半のラ 
としては初めて、人間の感 
情を持つiテトラに配属さ， 
れ 
ドで也な▽く、雜同様の扱 
いで迎えて < れ也こlbを今 
でも鮮明に覚えてい降。| 

□ポノイド=クリエイシヨンタイプニ 
プ□ダクトID00104 



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、まばゆし、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 
し、時間をかけ、物語は冒頭へと繫がる。 



RPIDIPINX SI しレ ERGUN 

各種設定資料一 
創世史を彩る登場人物。それは者B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。 



















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J 
のプロデューサー。代表作にトレジヤーの栄えある第1弾タイトル「ガンスター 
ヒーローズ」などがある。 

本作のプ□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つ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パーガン」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、忘れにくい』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「イメージフアイト」。ゲー 
ム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 
ます。 

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。 

A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うか。 

A『他と同じものを作ってもしようがないでしょう。』『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。 



PRODUCER INTERVIEW, 

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。 

A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ゃないかあ〜 
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。よだれ垂れちゃ 
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シルパ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、八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。 
SSGONZO……本作のデモ•ムービーを制作したクリエイター集面。「LUNAR」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J、「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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