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　はじめに

　影牢Ｉ（影牢～刻命館・真章～：以下単に「影牢」）の発売からはや９年。続編の影牢 II が
盛大にこけて、今では刻命館シリーズ全体がすっかり話題に上らなくなってしまった感はあり
ますが、トラップバトルというシステムを搭載したシリーズの源流である影牢は、発売から９
年経った今でも、研究し尽くされたとは言えない状態にあります。その証拠に、油だまりを用
いた十連コンボはWeb 上で腐るほど見かけるものの、地獄の炎を用いた十連コンボを見かけ
ることは殆どありません。同様に、稼げるコンボとして油のタルと巨大岩石を用いたコンボは
広く知られていますが、床のヤリ、落とし穴など、その他の仕掛けを用いた稼げるコンボを見
掛ける機会は非常に少ないです。言ってみれば、世間一般における影牢の研究は、偏った形の
ままで終わってしまっているのです。
　見かけないのは実際稼げないからだろう、とここでツッコミを賜りそうですが、そんなこと
はありません。例えば、本書で紹介している落とし穴に３回落とすコンボをクラッシャーのバッ
シュバーンに決めると、トドメの１ヒットだけでも獲得Arkが65,535Arkを超えます。これは、
トドメの落とし穴にコアヒットとエリアルヒットの２つのテクニカルボーナスを同時に付ける
ことで達成可能としているものですが、落とし穴にこの２つのテクニカルボーナスを同時付加
する方法は、世間には広く知られてはいません。この例のように、仕掛けの持つ潜在能力には、
未だに広く知られてはいないものもまだまだ含まれているのです。
　ところで、本書の趣旨は、あくまで読んでいただいた皆様のスキルアップを手伝うことであ
り、断じて己の腕自慢を目的としているものではありません。本書のメインテーマである「稼
ぎと決め易さの両立」は、このどちらかが欠けてもその価値は激減します。すなわち、稼げな
いコンボに価値はなく、決めにくいコンボの掲載は腕自慢でしかない。本書で紹介しているコ
ンボは、稼げて、なおかつ決め易く、本書を読んでいただいた皆様にも簡単に再現できるもの
を厳選して掲載しております。
　また、本書の掲げる目標は、
　　「隠しトラップ・名前裏技なしで、第３話以降の全話でカンスト（65,535Ark）達成」
というものです。それも、本書のテーマである稼ぎと決め易さを両立した形で、です。
　隠しトラップ・名前裏技なしの縛りプレイは、ある意味当然のことです。影牢における隠し
トラップは、バランス崩壊と言っても過言ではない有様であり、例えば終盤３ヒットを「マジッ
クバブル→アタックウォール→スエゾー」とした十連コンボを決めれば、対象が誰であれ楽々
カンストできてしまいます。また、名前裏技ありの攻略は、要は開発トラップの少ない第１話
と第２話の攻略法に集約されるので、ここでは除外しました。
　ここで、本書で掲げるカンスト達成を目標とするステージは「第３話以降の全話」ですので、
この中には当然、コンボ屋泣かせの第 18話も含まれます。
　第 18話。敵が刻の衛兵、刻の神兵、シャドウの３人しか現れない、最も厄介なステージです。
特に、刻の衛兵と刻の神兵は、コンボ中に一定確率でワープしコンボが強制終了するという厄
介極まりない性質を有しており、コンボが最後まで決まるか否かは運にも左右されます。
　しかし、この第18話でもカンストの達成は可能です。それも、運に一切左右されない方法で。
　この目標を達成するための様々なデータやテクニックを、本書ではたっぷりと掲載していま
す。最後までごゆっくりご覧になって下さい。
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　影牢独自の仕様について

　刻命館シリーズ（影牢、蒼魔灯、影牢Ⅱ）の中で、影牢のみにあって続編の蒼魔灯・影牢Ⅱでは廃止された仕
様が幾つかあります。まずはその影牢独自の仕様について確認します。

　《チャージ時間の単位「CHG」とは？》
　蒼魔灯・影牢Ⅱにおいては、トラップのチャージ時間の単位は「秒」ですが、影牢はこれとは異なり、「CHG」
なる時間の単位が存在します。設置可能なトラップ（以下、本書では「設置トラップ」と表記）のチャージ時間
は、全てこの「CHG」を時間の単位としています。
　この「CHG」というのが曲者で、CHGの１に相当する時間、すなわち単位時間は、１秒ではないのです。で
は何秒かと言うと、以下の関係が成立します。

1［CHG］＝ 1.5［秒］
　つまり、カビン（CHG：２）のチャージが完了するまでの時間は、２秒ではなく、2× 1.5 ＝３秒。
　ヨウガンカビン（CHG：３）のチャージが完了するまでの時間は、３秒ではなく、3× 1.5 ＝ 4.5 秒。
　コールドクロー（CHG：５）のチャージが完了するまでの時間は、５秒ではなく、5× 1.5 ＝ 7.5 秒。
　スプリングフロア（CHG：６）のチャージが完了するまでの時間は、６秒ではなく、6× 1.5 ＝９秒。
　カタストロフボム（CHG：８）のチャージが完了するまでの時間は、８秒ではなく、8× 1.5 ＝ 12 秒。

　このように、CHGの値に 1.5 を掛けた値が、そのトラップのチャージが完了するのに掛かる秒数となるのです。
　なお、本書では、時間について表記するときは、「秒」を単位としたものと「CHG」を単位としたものを併記し、

スプリングフロアのチャージ時間は９秒（チャージ６に相当）
のように表記します。

　《トラップが設置できない時間》
　影牢には、トラップを起動した後、一定時間の間他のトラップを設置できない仕様があります。この仕様は不
便とのユーザーの声があったのか、蒼魔灯以降ではトラップ起動直後でも設置できるようになりました。
　一定時間の間他のトラップを設置できない仕様とは、すなわちトラップの起動後しばらくの間はトラップ設置
画面を呼び出せない（○ボタンの押下を受け付けない）仕様のことです。トラップ設置画面を呼び出せないので、
当然ながら新たなトラップの設置もできません。
　このトラップ設置画面を呼び出せない時間は、トラップを起動してから 1.5 秒間です。上述した時間の単位
「CHG」を用いて換言するならば、１［CHG］となります。
　この 1.5 秒の間は、別のトラップを起動することはできても、トラップの設置は一切できません。

　この仕様は、コンボにおけるトラップの起動・設置の順序にも影響を及ぼします。
　例えば、「スプリングフロア→アブラカビン→カタストロフボム」とつなぐ３連コンボにおいて、スプリング
フロアをヒットさせた後、アブラカビンを起動する前にカタストロフボムを設置した場合は問題なくつながりま
すが、逆にカタストロフボムを設置する前にアブラカビンを起動した場合は、カタストロフボムのチャージが完
了する直前に必ずコンボが途切れてしまいます。これは、アブラカビンの起動後 1.5 秒間はカタストロフボムの
設置ができないからです。
　つまり、トラップの起動・設置の順序を一つ間違えただけで、1.5 秒、あるいはそれ以上の時間のロスをして
しまい、場合によってはそれが原因でコンボがつながらなくなってしまうのです。

　このような問題を鑑み、本書ではコンボを表記するに当たり、トラップの起動順だけでなく、トラップを設置
するタイミングについても表記する方式を採用しています。そのコンボ表記法については次のページで詳しく説
明します。
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　本書で用いるコンボ表記法

　続いて、本書で用いる独自のコンボ表記法について説明します。
　下記のコンボは、王宮・階段の部屋におけるコンボの一例です。

　まず、このコンボ表記法における表記順は、時間の流れを示しており、トラップの設置・起動順は上から下へ
の順番となっています。
　また、左側の列（「起動罠」と書かれた列）は起動するトラップを、右側の列（「設置罠」と書かれた列）は設
置するトラップを示しています。なぜこのように設置するトラップについても記述するのかというと、前のペー
ジで説明した影牢独自の仕様である「トラップが設置できない時間」が存在するからであり、それが為にトラッ
プの起動・設置の順序を誤ると、つながるはずのコンボもつながらなくなってしまうからです。
　ここで、左側の列の白抜き数字（❶、❷、❸、…、但し 10ヒット目のみ⑩と表記）は、トラップの「ヒット順」
を表しています。トラップの起動順ではありませんのでご注意下さい。これらの白抜き数字は、右側にある図に
示した白抜き数字と対応しています。各トラップの設置位置は、図に示した白抜き数字の位置となります。
　なお、起動はすれど直接はヒットさせないトラップについては、英字（Ａ、Ｂ、…）で表しています。上の例
では、油のタルを押し出すために用いているアタックウォール（記号はＡ）が該当します。また、コンボの下準
備として用いるトラップについても、ヒットさせるか否かにかかわらず、同様に英字（Ａ、Ｂ、…）で表すこと
とします。
　そして、トラップ名の前に付いている△、□、×の記号は、トラップの種別を表しており、△が天井トラップ、
□が壁トラップ、×が床トラップです。記号がないものは既設トラップ（以下、本書では「仕掛け」と表記）を
表しています。

　ここで、本書で用いる方向の表記法についても説明しておきます。
　本書では混乱を避けるため、方向の表記を相対方向である「左」「右」ではなく、絶対方向である「北」「南」
などの方角表記を用います。その方角の定義としては、ゲーム中に○ボタンを押して呼び出される全体マップ画
面において、その画面上方の方向を「北」と定義し、他の方角（東、南、西）についても同様にこの全体マップ
画面における「北」の定義に基づいて決定します。

　では、トラップの起動・設置順について、上のコンボ表記法に沿ってコンボの流れを説明します。
　まず初めに、左側の列（起動罠）に示したように、図の❶の位置に設置したスプリングフロアで、東方向（階
段下方向）に飛ばします。（１ヒット目）
　その後、スプリングフロアのチャージが再開した時点で、右側の列（設置罠）に示したように、図の❸の位置
にコールドクローを設置します。
　続いて、図の❷の位置に予め設置したヨウガンカビンを起動し、ヒットさせます。（２ヒット目）

　　　　［起動罠］　　　　　　　　［設置罠］
❶　×スプリングフロア
 ×コールドクロー ③
❷　△ヨウガンカビン
❸　×コールドクロー
Ａ　□アタックウォール　→油のタル（❹）押出
❹　　油のタル
 ×カタストロフボム ⑦
 △アブラカビン ⑥
❺　　油だまり（※油のタルが壊れて発生）
❻　△アブラカビン
 □アタックウォール ⑨
 △オオタライ ⑧
❼　×カタストロフボム
❽　△オオタライ
❾　□アタックウォール
⑩　　巨大岩石
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　そして、コールドクローのチャージが溜まった時点で、❸コールドクローを起動し、ヒットさせます。（３ヒッ
ト目）
　その後、コールドクローによる拘束中に、図の（Ａ）の位置に予め設置したアタックウォールを起動して❹油
のタルを転がし、図の❸の位置でヒットさせます。（４ヒット目）　ここで、アタックウォールは敵にヒットさせ
ません。
　❹油のタルがヒットした瞬間に床トラップが設置可能となりますので、すかさず図の❼の位置にカタストロフ
ボムを設置します。
　それと時を同じくして、図の❻の位置（❸と同じ位置）にアブラカビンを設置します。
　トラップ設置画面から抜けると、油のタルが壁に当たり破壊され、それにより発生した❺油だまりが、図の❸
と同じ位置でヒットします。（5ヒット目）
　その後、アブラカビンのチャージが溜まった時点で❻アブラカビンを起動し、ヒットさせます。（6ヒット目）
　そして、とあるタイミングにて（詳しくは第５章で解説）❾アタックウォールを設置します。
　それから、❻アブラカビンの効果が切れるのを待って、❽の位置（❻と同じ位置）にオオタライを設置します。
　その後しばらく待ってから、❼カタストロフボムを起動します。（7ヒット目）
　すると、カタストロフボムの効果により、チャージの溜まった❽オオタライが自動起動し、ヒットします。（８
ヒット目）
　その後はタイミングを見計らって❾アタックウォールを起動してヒットさせ（９ヒット目）、転がり落ちてき
た⑩巨大岩石に空中で当てます。（10 ヒット目）

　本書では、上記のような独自のコンボ表記法を今後も用います。図と表を見ただけで、上述したようなコンボ
の流れを摑めるようになって下さい。

　長さの単位としての「マス」と「ブロック」

　本書では頻繁に、マップ上の距離などを表す際に、「３マス先」「4.45 ブロック先」などのように、「マス」と
「ブロック」という用語を用いていますが、この２つの用語は明確に区別して使用しています。
　「マス」という用語は、本書では敵がどのブロックに位置しているのかなどを示す場合に用いており、常に整
数値で表しています。
　「ブロック」という用語は、本書では飛距離などを正確に表す際の単位として用いており、小数第２位までの
数値で表しています。
　例えば、この２つの用語を用いてスプリングフロアの飛距離を表記すると、

スプリングフロアの飛距離は 3.8 ブロック（４マス先に着地）
というようになります。
　この「ブロック」と「マス」の意味を取り違えることのないよう、注意しながら本書をご覧になって下さい。
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第１章　トドメの稼ぎ方

　影牢において得点を意味する「Ark」。この Ark を最も稼ぎ出せるのは、一般にトドメを刺
したときです。究極的に稼げるコンボ作りを目指すならば、まずはトドメでできうる限り沢山
稼ぐべきです。
　そして、トドメで稼ぐに当たり最も重視すべき点は、ダメージでも Ark 倍率でもなく、テ
クニカルボーナスの同時付加数です。無論ダメージも Ark 倍率も高いに越したことはありま
せんが、テクニカルボーナスを最大限付加することで、通常の 2.25 倍もの Ark を稼ぎ出すこ
とができるからです。
　しかし、トドメでテクニカルボーナスを最大限付加する方法はごく限られています。とはい
え、そのごく限られた方法とは、決して困難を伴うものではないのです。ちょっとした工夫を
施すことで、簡単かつ確実にテクニカルボーナスを最大限付加することができるのです。
　そこで、この第１章では、楽して稼げるトドメの刺し方のパターンを紹介し、その後にその
パターンを具現化する方法を解説します。

　　　

　　第１節　　トドメの獲得 Ark　 ……………………………………… 8

Ark 算出式を見ながら、全てのパラメータを高くする方法を確認します。

　　第２節　　コアヒットと位置補正　 ………………………………… 10

テクニカルボーナスの一つ・コアヒットの成立条件と、スプリングフロア
系トラップ特有の性質である「位置補正」について解説します。

　　第３節　　トドメの刺し方　……… ………………………………… 13

テクニカルボーナスを最大限付加できるトドメの刺し方と、それを簡単か
つ確実に成立させることのできる工夫を紹介します。
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第１章　　トドメの稼ぎ方

　第１節　トドメの獲得 Ark

　《獲得 Ark 算出式》
　一般に、多段ヒットコンボを組んだ場合、最も稼げるのはトドメを刺したときです。まずは Ark 算出式を見
ながら、どのパラメータに着目すればトドメの獲得 Ark が増大するのかを考えてみましょう。
　１ヒット当たりの獲得 Ark の算出式は、次のように表されます。

　しかし、この式の形では本質を見誤ってしまいかねないので、少々変形を施します。
　ここで、４つの文字 H，D，A，Tを、以下のように定義します。
　　　　H：  　コンボ開始前の敵のヒットポイント（＝対象となる敵固有の定数）
　　　　D： 　死後余剰ダメージ（以下本書では「オーバーキル」と記します）
　　　　A： 　累積 Ark 倍率
　　　　T： 　テクニカルボーナスによる追加倍率
　上記の４つの文字を用いると、上述した Ark 算出式において、「累積ダメージ」は H+D、すなわちヒットポイ
ントとオーバーキル（死後余剰ダメージ）の和ですので、中カッコ内の式は、
　　　　累積ダメージ＋（死後余剰ダメージ×1.3）= (H+D)+D×1.3 = H+D×2.3
と変形できます。従って、上記の獲得 Ark 算出式は、４つの文字を使って書き直すと、
　　　　獲得 Ark ＝ (H+D×2.3)×A×T　　　……（＊）
と簡略化されます。
　この Ark 算出式（＊）において、どのパラメータに着目すればより多くの Ark が得られるのか？
　ここで、ヒットポイント Hの値は敵ごとに固有の定数であることに注目して下さい。すると、式（＊）のうちで、
変数は D，A，Tの３つということになります。
　従って、以下の❶～❸の３点を全て高いレベルで満足することが、究極的に稼げるコンボを作成する際の課題
となるのです。

❶　オーバーキル Dの値を大きくする
❷　累積 Ark 倍率 Aの値を大きくする
❸　テクニカルボーナスによる追加倍率 Tの値を大きくする

　《どのパラメータが重要か？》
　では、上記の D，A，Tの３つ変数のうち、どのパラメータを大きくするのが最も効果的なのか？
　結論から言いましょう。答えは❸テクニカルボーナスによる追加倍率 Tです。
　ではなぜ Tの値を大きくするのが最も効果的なのか。その理由を説明しましょう。

　追加倍率 1.5 倍を得られるテクニカルボーナスには、以下の５種類が存在します。
①　コアヒット　……………………　トラップの中心付近でヒット。（具体的な範囲は第２節で後述）
②　エリアルヒット　………………　空中でヒット。
③　ロングレンジヒット　…………　設置したブロックから５マス以上離れた地点でヒット。
④　ダブルヒット　…………………　複数の敵にヒット。２人目にのみ適用。
⑤　カウンターヒット　……………　敵の攻撃モーション中にヒット。第１ヒット限定。

　今はトドメを刺した場合を想定していますので、⑤カウンターヒットは除外されます。また、④ダブルヒット
をトドメに付けるのは事実上不可能です。
　従って、今後考えるテクニカルボーナスは、以下の３種類に限定されます。

①コアヒット、②エリアルヒット、③ロングレンジヒット
　ところが、これら３つのテクニカルボーナスを全て同時に成立させることは、影牢の仕様上できません。なぜ
ならば、①コアヒットと③ロングレンジヒットは決して同時には成立しないからです。よって、同時に成立する
のは２種類までとなり、テクニカルボーナスによる追加倍率 Tの最大値は1.5 の２乗、すなわち2,25 となります。

　獲得 Ark ＝｛累積ダメージ＋（死後余剰ダ メージ× 1.3）｝×累積 Ark 倍率
 ×テクニカルボーナスによる追加倍率　　　



第
１
章

‒9‒

第１章　　トドメの稼ぎ方

　この Tの最大値 2.25 を、他の変数 D，Aで埋め合わせることができるかというと、答えは否です。
　❶オーバーキル Dの値は、掛け算ではなく足し算により計算されます。一般に、倍々ゲームで進んでいけば、
足し算ではどうしても掛け算には及びません。
　また、❷累積 Ark 倍率 Aを増加させる要素である１ヒット当たりの Ark 倍率については、その最高値はヨウ
ガンカビンとオオタライの 2.0 倍が最高値であり、これまた Tの最高値 2.25 には及びません。
　従って、この❸テクニカルボーナスによる追加倍率 Tの値を最高値 2.25 にすることが、換言するとテクニカ
ルボーナスを２種類同時に付けることが、トドメのヒットにおける最優先事項となります。
　テクニカルボーナスが２種類同時に付く組み合わせとしては、次の２通りがあります。

（Ａ）　①コアヒット＆②エリアルヒット
（Ｂ）　②エリアルヒット＆③ロングレンジヒット

　《他の変数を増大させるには？》
　では、他の変数 D，Aを両方とも増大させるにはどうすればよいか？
　これも結論から申し上げますと、仕掛けを用いるしかありません。

　下の【表１－１】および【表１－２】をご覧下さい。【表１－１】はトラップをダメージの高いものから順に
並べたもの、【表１－２】はトラップを Ark 倍率の高いものから順に並べたものです。

　この【表１－１】および【表１－２】から分かるのは、設置トラップはダメージと Ark 倍率が両立しないと
いうことです。設置トラップは高ダメージ（ヨウガンカビンの 55Dmg より高いダメージ）のものは全て Ark 倍
率が 1.0 倍です。これに対し、仕掛けはダメージと Ark 倍率のどちらも高いものが数多く存在します。

　《では、全ての変数を増大させるには？》
　では、Tの値を最高値 2.25 にしつつ、他の２つの変数 D，Aの値をどちらも増大させるにはどうすればよいか？
　その答えはやはり仕掛けを用いることですが、用いる仕掛けはかなり限定されます。具体的には、以下に示す
８種類の仕掛けしか条件を満たしません。
　　（Ａ）　①コアヒット＆②エリアルヒットでトドメを刺せる仕掛け　………………………　６種類

回転ノコギリ、床のヤリ、落とし穴　　：タイミングが容易
フック、ペンデュラム、吊り天井　　　：移動する仕掛けのためタイミングが非常にシビア

　　（Ｂ）　②エリアルヒット＆③ロングレンジヒットでトドメを刺せる仕掛け　……………　２種類
巨大岩石（※）、油のタル　　　　　　　※巨大岩石は王宮・階段の部屋限定

【表１－２】トラップの Ark 倍率順（1.5 倍以上・隠しトラップ除く）　注：†＝防御力無視

【表１－１】トラップのダメージ順（70Dmg以上・隠しトラップ除く）

トラップ名 Ark Dmg トラップ名 Ark Dmg トラップ名 Ark Dmg
△ヨウガンカビン 2.0 55 △カースドガス 1.6 0 ペンデュラム 1.5 85
△オオタライ 2.0 20 △コンフューズガス 1.6 0 フック 1.5 80
△アブラカビン 1.8 0 △スローガス 1.6 0 倒れる柱 1.5 100
△カビン 1.8 0 巨大岩石 1.6 120 電撃壁 1.5 70
△タライ 1.8 10 ×クエイクボム 1.5 0 暖炉の炎 1.5 30†
△バーサークガス 1.8 0 ×フラッシュボム 1.5 0 鉄の処女 1.5 90
油のタル 1.8 70 回転ノコギリ 1.5 55 壁のヤリ 1.5 70
×カタストロフボム 1.7 0 床のヤリ 1.5 70 油だまり 1.5 0
電気イス 1.7 35† 落とし穴 1.5 80 地獄の炎 1.5 35†

トラップ名 Dmg Ark トラップ名 Dmg Ark トラップ名 Dmg Ark
吊り天井 160 1.0 ×ヘルファイアー 85 1.0 床のヤリ 70 1.5
巨大岩石 120 1.6 ×ジャッジメント 85 1.0 壁のヤリ 70 1.5
倒れる柱 100 1.5 □レーザーアロー 85 1.0 油のタル 70 1.8
△ボルトロック 100 1.0 落とし穴 80 1.5 電撃壁 70 1.5
ギロチン 90 1.2 フック 80 1.5 △メガロック 70 1.0
鉄の処女 90 1.5 火薬箱 80 1.0 □ローリングボム 70 1.0
△フレアロック 90 1.0 △アイアンボール 80 1.0
ペンデュラム 85 1.5 △スパイクロック 75 1.0
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　前のページの結果の根拠となる表が、下記の【表１－３】です。
　この【表１－３】は、付加可能なテクニカルボーナスの種別およびその難易度を、仕掛けごとにまとめたもの
です。

　上の【表１－３】からも分かるように、仕掛けのうち回転ノコギリ、床のヤリ、落とし穴の３つが、①コアヒッ
ト＆②エリアルヒットを容易に付けることができます。
　ここで、先に紹介した（Ａ），（Ｂ）２つのテクニカルボーナス２種類同時付加パターンのうち、後者の（Ｂ）
②エリアルヒット＆③ロングレンジヒットについてはとうの昔に研究し尽くされているため、今後の議論の対象
からは除外します。
　以降では、前者の（Ａ）①コアヒット＆②エリアルヒットによる仕掛けでのトドメの刺し方について、さらに
踏み込んで考察していきます。

　第２節　コアヒットと位置補正

　②エリアルヒットは、空中でトラップをヒットさせれば成立します。これは明白な条件です。
　これに対して、①コアヒットの成立条件である「トラップの中心付近でヒットさせる」とは、具体的にはどの
範囲までを指すのでしょうか？
　この第２節では、そのコアヒットの成立条件の詳細と、コアヒットの成立を容易にする「位置補正」なる性質
について解説していきます。

　《コアヒットの成立範囲》
　仕掛けを除く各設置トラップにおけるコアヒットの成立範囲は、具体的には以下の通りとなります。

床トラップおよび一部の天井トラップ（※）
　　　　　　………………　トラップ設置ブロックの中心地点から半径 0.1 ブロックの円内
壁トラップ　………………　如何なる条件下でも成立しない

　　　　　（※）天井トラップのうち、カビン系・タライ系については少々事情が変わります。
　　　　　　　 詳しくは第２章を参照。

仕掛け Dmg Ark ボーナス（単独） （複合） トドメへの
適／不適

　備考
Core Ariel Long C+A A+L

油のタル  70 1.8 × △ ○ × △ 適 同部屋の巨大岩石の方がよりトドメに適している
電気イス  35 † 1.7 × ○ × × × 不適 25％の確率で壊れる
巨大岩石 120 1.6 ▲ ○ ○ × ○ 適 稼ぎに最適（但し地下遺跡・通路の場合は不向き）
回転ノコギリ  55 1.5 ○ ○ × ○ × 適 確実にコア＆エリアルで当てられる
床のヤリ  70 1.5 ○ ○ × ○ × 適 ほぼ確実にコア＆エリアルで当てられる
落とし穴  80 1.5 △ ○ × △ × 適 コアヒットが付く条件はやや厳しい
ペンデュラム  85 1.5 △ △ × ▲ × やや適 当てるタイミングが取りにくいのが難点
フック  75 1.5 △ △ × ▲ × やや適 当てるタイミングが取りにくいのが難点
倒れる柱 100 1.5 △ × × × × 不適 決してエリアルヒットは付かない
電撃壁  70 1.5 × ○ × × × 不適 壁系の仕掛けなので、決してコアヒットは付かない
暖炉の炎  30 † 1.5 × × × × × 不適 ダメージが低く、利用価値は低い
鉄の処女  90 1.5 × × × × × 不適 ヒットレート 94％固定、使用後瞬時にコンボが途切れる
壁のヤリ  70 1.5 × × × × × 不適 発動のタイミングを摑むのは殆ど不可能
ギロチン  90 1.2 ▲ ○ × × × 不適 便利だが Ark 倍率が低いのが難点
吊り天井 160 1.0 ○ ○ × ▲ × 例外的に適 オーバーキルの高さが Ark 倍率の低さを補う
火薬箱  70 1.0 × △ × × × 不適 Ark 倍率の低さが致命的
避雷針  12 † 1.0 × △ ○ × × 不適 利用価値は全く無い
惨殺換気扇  10 † 0.8 × × × × × 不適 ５ヒットする。ダメージを与える手段と割り切るべき
油だまり  0 1.5 ▲ × × × × 不適 油のタルを壊すか、アブラカビンを落とすと発生
地獄の炎  35 † 1.5 × ○ × × × 不適 ファイアーボールを誰にも当てずに射出すると発生

【表１－３】仕掛けに付加できるテクニカルボーナス一覧　　†＝防御力無視
　　　  ボーナス欄の記号は難易度を表し、○は難易度低、△は難易度中、▲は難易度高、×は不可能または至難を示す。
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　右の【図１－１】は、床トラップおよび一部
の天井トラップにおける、コアヒット成立範囲
を含むヒットレートの分布を示したものです。
（「ヒットレート」については後述）
　右の図において、太線で示した正方形の枠は、
床面上の１×１ブロックを表しています。また、
中央部に位置する黒点は、そのブロックにおけ
る中心点を表しています。
　コアヒットの成立範囲は、ブロックの中心地
点から半径 0.1 ブロック以内、つまり直径で言
うと、右の図に示すように、直径 0.2 ブロック以内です。
　このコアヒットの成立範囲は、当たり判定全体（1.2 ブロック四方）に対する面積比率が、僅か 8.7％しかあ
りません。コアヒットを獲得するためには、このごく狭い範囲に的確に敵をヒットさせなければならないのです。
　この後で紹介する「位置補正」は、このごく狭いコアヒット範囲への誘導を簡単にすることのできる性質です。
ゆえに、この「位置補正」こそが、本書における最重要キーワードとなります。

　《ヒットレート》
　ここで、上述した「ヒットレート」の定義と、ダメージ計算式についても説明しておきましょう。
　まず、ヒットレートとは、要はトラップ中心地点からの距離に応じて決定される値であり、具体的には 100％
～ 85％の幅で６通りの値を取ります。
　また、ダメージ計算式は、下記計算式（＊＊）で算出されます。

ダメージ＝｛（トラップ毎の固有ダメージ値）－（敵防御力）｝×ヒットレート　　…………（＊＊）
 ※小数点以下切り捨て。但し、ダメージを与える罠については最低１ダメージが保証される。
　ここで、上の計算式（＊＊）で用いる「ヒットレート」の値は、筆者が膨大なデータを分析することで得られ
た厳密な値を用います。ヒットレートとその厳密な値、およびブロック中心点からの距離 dとの対応関係は以下
の通りです。

レート　　厳密な値　　中心点からの距離 d
100％ 1.0000　　　　　　d≦ 0.1
 97％ 0.9725　　　0.1 ＜ d≦ 0.2
 94％ 0.9415　　　0.2 ＜ d≦ 0.3
 91％ 0.9098　　　0.3 ＜ d≦ 0.4
 88％ 0.8785　　　0.4 ＜ d≦ 0.5
 85％ 0.8472　　　0.5 ＜ d
※上記数値の誤差は± 0.0002 以内

　さて、なぜ壁トラップにおいては如何なる条件下でもコアヒットが付かないのでしょうか？
　それは、壁トラップの中心地点に到達するよりもずっと先に、当たり判定に到達してしまうためです。特に、
ウォール系トラップ（プレスウォール、アタックウォール、スパイクウォール）については、そのヒットレート
は最低の 85％（0.8472）で固定されています。

　コラム：ウォール系トラップはなぜヒットレートが 85％なのか？
　上述した３種類のウォール系トラップは、すべて１×１ブロックの
範囲の当たり判定を有しています。コアヒット範囲が存在すると仮定
すれば、その範囲は当たり判定の中央付近に位置することになります。
　しかし、実際には、人間の当たり判定がウォール系トラップの当た
り判定の境界に触れた瞬間に、トラップがヒットしたとみなされます。
このとき、人間の位置はトラップの中心から 0.6 ブロック以上離れて
います。人間の当たり判定（半径 0.1 ブロックの円）を含めて、
d≦ 0.5+0.1が成立するためです。
　従って、常に d＞ 0.5 の関係が成立し、ヒットレートはこれに対応
する 85％しか取り得ないのです。

【図１－１】　設置トラップのヒットレートと
　　　　　　コアヒット成立範囲（単位はブロック）

【図１－２】ウォール系トラップの当たり判定



第
１
章

‒12 ‒

第１章　　トドメの稼ぎ方

　《位置補正とは？》
　次に、本書の最重要キーワードである「位置補正」について解説します。
　この「位置補正」は、影牢においてはスプリングフロアとスマッシュフロアのみが有する性質です。影牢 II
ではこの位置補正の性質がスプリングフロアから失せ、物議を醸したことはご存知の方も多いでしょう。
　本書では、スプリングフロアを最重要トラップと位置付けます。その理由は後述しますが、要するに「楽して
稼ぐ」ことを可能とするトラップだからです。
　以下、位置補正の性質を有する２つのトラップのうち、スプリングフロアの性質を重点的に解説します。

　左上の【図１－３】は、スプリングフロアにおける位置補正の性質を示したものです。
　スプリングフロアを当てた後の着地点は、常に同一の地点です。たとえスプリングフロアを当たり判定内（グ
レーの領域）のどの地点で当てようが、当ててしまえさえすれば、着地点は常に同一地点なのです。
　言い換えると、位置補正の性質とは、スプリングフロアの当たり判定という「領域」を、ただ１点に定まった
着地点という「点」へと収束させる性質なのです。
　次に、着地点の詳細な位置について見てみましょう。右上の【図１－４】が、その着地点が存在するブロック
の拡大図です。
　スプリングフロアのヒット後の着地点は、詳しくは以下の通りとなります。

　なお、上では着地点についてのみ説明しましたが、実際には位置の補正はスプリングフロアがヒットした瞬間
に行われます。つまり、スプリングフロアをどの地点で当てようが、当ててさえしまえば、着地点だけでなく、ヒッ
ト直後から着地するまでの軌跡についても、常に同一の曲線を描くのです。
　これこそが、スプリングフロアが有する「位置補正」の性
質の正体です。

　また、スマッシュフロアもスプリングフロアと同様に位置
補正の効果を有し、その相違点は飛距離と軌跡だけです。
　スマッシュフロアのヒット後の着地点は、詳しくは以下の
通りとなります。

　　　　〈スマッシュフロアの着地点〉
 横方向：　　ブロック中央
 進行方向：　スマッシュフロアの中心地点から 8.4 ブロック先
　　　　　　　（着地点が存在するブロックの中央から 0.4 ブロック前方）

　　　　〈スプリングフロアの着地点〉
 横方向：　　ブロック中央
 進行方向：　スプリングフロアの中心地点から 3.8 ブロック先
　　　　　　　　　　（着地点が存在するブロックの中央から 0.2 ブロック手前）

【図１－３】スプリングフロアの性質（位置補正） 【図１－４】着地点の拡大図

【図１－５】スマッシュフロアの着地点
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　《位置補正で楽して稼げ！》
　では、なぜスプリングフロアが「楽して稼ぐ」ことを可能とするトラップであると言えるのでしょうか？
　その理由を、❶スプリングフロア→❷床のヤリの２連コンボを例に挙げて解説します。
　右の【図１－６】は、❶スプリングフロア→❷床のヤ
リと決める２連コンボにおいて、❶スプリングフロアの
設置位置と、続く❷床のヤリのヒットレートとの関係を
示した分布図です。
　さて、この分布図の見方について少々解説します。
　【図１－６】では、ヒットレートがブロック毎に１種
類だけしか記されていません。その理由は、スプリング
フロアが位置補正の性質を有しているためです。
　理由をより詳しく説明しますと、一旦スプリングフロ
アの設置ブロックを定めてしまえば、その当たり判定内
のどの位置で当てようが、位置補正の性質によりヒット
後の飛行時に描く軌跡はヒット直後から常に同一の曲線
を描きます。そして、❶スプリングフロアヒット後の飛
行時に描く軌跡が常に同一であるので、続く❷床のヤリ
のヒットレートも同様に、常に一定の値となるのです。
　従って、一旦スプリングフロアの設置位置を定めてし
まえば、その時点で床のヤリのヒットレートが決定する
のです。
　以上の点を踏まえて、改めて【図１－６】をご覧下さい。16個あるコンボ成立可能なブロックのうち、色の
濃い６つのブロックについては、そのヒットレートは「100％」、すなわちコアヒットが付きます。
　ついでに、どのブロックから飛ばしても空中で❷床のヤリがヒットしますので、エリアルヒットも付きます。
　つまり、このヒットレートが「100％」となるブロックを起点として❶スプリングフロア→❷床のヤリの２連
コンボを決めることで、❷床のヤリにはコアヒット＆エリアルヒットの２種類のテクニカルボーナスが同時に付
くのです。それも、簡単かつ確実に。
　この事実こそが、スプリングフロアが「楽して稼ぐ」ことを可能とするトラップである何よりもの証拠なのです。
　なお、床のヤリにおけるコア＆エリアルが付加可能なブロックについての詳細は、続く第３節で解説します。

　第３節　トドメの刺し方

 　《スプリングフロア→床のヤリのコア＆エリアル同時成立条件》
　上の【図１－６】で触れた「スプリングフロア→床のヤリ」のコア＆エリアル同時成立条件について、もう一
度詳しく見てみることとしましょう。
　改めて【図１－６】を見てみると、次のような特徴があることが分かります。
　　（１）　２～４マス先から飛ばしたときは、どの方角でもヒットレートは同一。
　　（２）　１マス先（直近のブロック）から飛ばしたときは、方角によってヒットレートが異なる。
　２マス先から飛ばした場合は 97％、３マス先から飛ばした場合は 100％（コアヒット）、４マス先から飛ば
した場合は 91％で、どれもどの方角からでも同一のヒットレートとなります。
　これに対して、１マス先から飛ばした場合は、北隣と東隣からのときは 100％（コアヒット）であるのに対し、
南隣と西隣からのときはかなり落ちて 88％となります。
　以上のことをまとめると、次の通りとなります。

　直近のブロックだけは、なぜか方角によってダメージが異なります。注意して下さい。

　　〈スプリングフロア→床のヤリ で床のヤリにコア＆エリアルが同時に付くブロック〉
 ①　床のヤリから３マス先　（方角不問）
 ②　床のヤリから１マス先（直近のブロック）のうち、北隣と東隣のブロック

【図１－６】スプリングフロア→床のヤリの
　　　　　 ヒットレート分布図
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　床のヤリは、王宮に４箇所、地下遺跡に２箇所設置されており、使い勝手が良好。また、巨大岩石などとは異
なり再利用可能な点も、利便性の向上に寄与しています。このうち、王宮の祭壇部屋と、地下遺跡の闘技場の２
箇所については、段差が存在するため、先の【図１－６】とは異なるヒットレートが適用されます。
　下の【図１－７】および【図１－８】において、段差部分のみが【図１－６】に示したヒットレートとは異な
る点に着目して下さい。

　《他のパターンのコア＆エリアル同時成立条件》
　さて、先に紹介した❶スプリングフロア→❷床のヤリ以外にも、仕掛けにコア＆エリアルを同時に成立させら
れる組み合わせは存在します。ここでは、先の第１節でコア＆エリアルが同時に成立する罠として紹介した６種
類の仕掛けのうち、成立の簡単な回転ノコギリ、床のヤリ、落とし穴の３つについてそのパターンを解説します。
　❶設置トラップ→❷仕掛けとする２連コンボにて、❷仕掛けにコア＆エリアルを付加することのできる❶設置
トラップは数種類存在しますが、稼ぎの観点から本書では以下の３種類の設置トラップしか扱いません。

スプリングフロア　　 （床トラップ、Ark 倍率 1.3 倍）
スマッシュフロア　　 （床トラップ、Ark 倍率 1.3 倍）
アタックウォール　　 （壁トラップ、Ark 倍率 1.3 倍）

　この他の設置トラップは、マインやブラストボムのように空中には飛ばせるものの Ark 倍率が 1.0 倍と低倍
率だったり、リフトフロアやヘブンズフロアのように空中には打ち上げられるのに影牢の仕様上エリアルヒット
が付かなかったりするため、究極的な稼ぎには向きません。よって本書ではこれらのトラップは扱いません。
　従って、❷仕掛けにコア＆エリアルを付けるためのトラップの組み合わせは、以下のものへと限定されます。

❶設置トラップ　……　スプリングフロア、スマッシュフロア、アタックウォール
❷仕掛け　……………　回転ノコギリ、床のヤリ、落とし穴

　これらのトラップの組み合わせのうち、コア＆エリアル同時付加の成立の可否は、以下の通りとなります。

　アタックウォールが絡む部分の解説はアタックウォールの性質を紹介した後に回すとして、まずは回転ノコギ
リのコア＆エリアル同時成立条件から解説することとします。

　《回転ノコギリ》
　初めに、回転ノコギリのコア＆エリアル同時成立条件について解説します。
　回転ノコギリは、西の森の館・拷問部屋、王宮・拷問部屋の２箇所に設置された仕掛けであり、数ある仕掛け
の中でも抜群の安定性を誇るのが特徴です。

　　　　〈コア＆エリアル同時成立の可否〉

　　　　○：成立可、×：成立不可、△：成立はするものの実用性に欠く

【図１－７】王宮・祭壇部屋における
　　スプリングフロア→床のヤリのヒットレート分布図

【図１－８】地下遺跡・闘技場における
　　スプリングフロア→床のヤリのヒットレート分布図

回転ノコギリ 床のヤリ 落とし穴

スプリングフロア ○ ○ ×

スマッシュフロア ○ × ×

アタックウォール △ ○ ○
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　ここで、上述した「抜群の安定性」とは、具体的には次の３つを指します。
　　　　①　位置が常に固定されている　（cf.ペンデュラム）
　　　　②　当てるタイミングを見計らう必要が無い　（cf.床のヤリ）
　　　　③　破壊されることが無く、常に再利用可　（cf.電気イス）
　よって、回転ノコギリは安定したコンボ作りに大いに寄与する仕掛けとなります。
　しかし、回転ノコギリには致命的な欠点が一つだけ存在します。それは、ダメージ値の低さです。その値は僅
か 55しかなく、他の仕掛けに比べ見劣りします。このため、オーバーキル Dの値（第１節参照）が他の仕掛け
の利用時に比べて小さくなり、結果として獲得 Ark の伸び悩みを招いてしまいます。
　なお、以降の解説では、西の森の館に限定して解説を進めます。王宮には巨大岩石をはじめ、油のタル、床の
ヤリなど、回転ノコギリよりも稼ぎに適した仕掛けが多数存在し、その利用価値が薄いためです。

　ここで、上の【図１－９】および【図１－１０】をご覧下さい。左上の【図１－９】は❶スプリングフロア→
❷回転ノコギリにおける回転ノコギリのヒットレートの分布を、右上の【図１－１０】は❶スマッシュフロア→
❷回転ノコギリにおける回転ノコギリのヒットレートの分布をそれぞれ示したものです。
　回転ノコギリにおけるヒットレートの最大の特徴は、方角によってその値が大きく異なることです。具体的に
は、東西方向からのヒットレートは高め（100％～ 97％）であるのに対し、南北方向からのヒットレートは非
常に低い値（91％～ 85％）をとります。この違いは、回転ノコギリの設置・回転方向に起因するものです。
　❷回転ノコギリにコア＆エリアルが同時に付く設置ブロックをまとめると、次の通りとなります。

　なお、❶アタックウォール→❷回転ノコギリでコア＆エリアルを付けることも可能ですが、この場合は事前に
回転ノコギリの東隣に設置したスプリングフロアを当てて東へ飛ばす作業が必要なため、実用性に欠けます。そ
のため、❶アタックウォール→❷回転ノコギリの場合のコア＆エリアル同時成立条件については割愛します。

　《アタックウォールの飛距離》
　さて、アタックウォールが絡むコンボを解説する前に、まずはアタックウォール自体の性質を解説せねばなり
ません。そこで、最初にアタックウォールの飛距離について解説し、その後ヒット後の軌跡について解説します。
　アタックウォールを含めた壁トラップのうち、Ark 倍率が 1.0 倍よりも高いものは、わずか４種類しか存在し
ません。その４種類のトラップを列挙すると、以下の通りとなります。
　　　Ark 倍率　　　トラップ

1.3　　　プレスウォール、アタックウォール、スパイクウォール
1.2　　　コールドアロー

　この４種類の壁トラップの中でも、アタックウォールは他には無い２つの重要な性質を有しています。
　第１の性質として、対象を空中へ飛ばす性質を有していること。すなわち、続くトラップにエリアルヒットを
付加できる性質を有していることです。ゆえにこの性質は稼ぎに直結します。
　第２の性質として、対象を常に壁と垂直な方向へと吹き飛ばすこと。つまり、どの方向を向いていようが、吹

　　〈回転ノコギリにコア＆エリアルが同時に付くブロック〉
　　　　スプリングフロアの場合：回転ノコギリの東西方向両隣、および西方向３マス先
　　　　スマッシュフロアの場合：回転ノコギリの東西方向両隣、および西方向８マス先

【図１－９】スプリングフロア→回転ノコギリの

　　　　　 ヒットレート分布図

【図１－１０】スマッシュフロア→回転ノコギリの

　　　　　　 ヒットレート分布図
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き飛ばす方向は常に一定（壁と垂直）であり、しかも吹き飛ばした後の敵の向きも常に一定（壁と垂直で、壁と
反対向き）であるのです。これは他のウォール系トラップには無い重要な性質です。残念なことに、アタックウォー
ルはスプリングフロアとは異なり、位置補正の効果は有していません。ですが、アタックウォールはヒット後の
方向と向きを常に一定とし、言わば方向・向きを補正する性質を有していると言えます。ゆえに、この第２の性
質はコンボの安定性に直結します。
　ここで、アタックウォールの飛距離の詳細について解説しましょう。トラップ説明画面では「４ブロック飛ば
す」と説明されていますが、実際にはもう少し余分に飛びます。
　右の【図１－１１】は、アタックウォールの飛距離を示し
た図です。この図に示すように、アタックウォールの飛距離
は、ヒット地点を基準点に取ると 4.45 ブロックです。

　この飛距離は今後よく出てくるので、覚えておいて下さい。

　《アタックウォールの軌跡》
　続いて、アタックウォールの描く軌跡について解説します。
　アタックウォールがヒットすると、ヒットした人間は放物線を描いて吹き飛ばされます。筆者は調査を重ねた
結果、その放物線の軌跡は簡潔な式で近似できるとの結論に達しました。

　上の【図１－１２】は、アタックウォールの軌跡を示した図です。
　その軌跡を解説する前に、この【図１－１２】における座標の取り方について説明します。
　進行方向（x軸方向）は、ブロック単位での距離、すなわち１ブロック分の長さを「１」とした値を取ります。
また、高さ方向（ y軸方向）は、人間の身長の高さを「１」と定めた値を取ります。
　そして、対象のヒット地点（中心地点）は、進行方向（x軸方向）では０、高さ方向（ y軸方向）では身長の半分、
すなわち 0.5 の値を取る点です。アタックウォールの軌跡は、このヒット地点（0，0.5）を始点とします。
　以上の点を踏まえて、アタックウォールの軌跡の方程式の説明を行います。
　アタックウォールの描く軌跡（放物線）の方程式は、上の【図１－１２】にも示した通り、
　　　　　　　　　y = - (x2-4 x-2) / 4 　　………………（＊＊＊）
で高い精度で近似されます。ここで、地平面に着地する（ y = 0となる）際の進行方向（x軸方向）の値は、上
の方程式（＊＊＊）において、y = 0を代入したときの xの解のうち正の解、すなわち、
　　　　　　　　　x = 2 + √6 = 4.449897…
となり、上で紹介した数値（4.45）に非常に近い値が得られます。

　ここで、突飛なようですが、放物線の方程式（＊＊＊）に y = _ 0.5を代入してみましょう。すると、xの解の
うち正の解は、
　　　　　　　　　x = 2 + √8 = 4.828427…≒ 4.8
となります。さて、これは何を意味するのでしょうか？
　その答えは、続く落とし穴の項目で説明致します。

　　〈アタックウォールの着地点〉
　　　横方向：　壁と垂直な方向
　　　進行方向：ヒット地点から 4.45 ブロック先

【図１－１１】アタックウォールの飛距離

【図１－１２】アタックウォールの軌跡
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　《落とし穴》
　次に、落とし穴のコア＆エリアル同時成立条件について解説します。
　落とし穴は地下遺跡限定のトラップで、業火の部屋に１箇所（蓋なし）、砂岩の部屋に２箇所（蓋あり）設置
されています。落とし穴は、スプリングフロアやスマッシュフロアではコアヒットを付けることができませんが、
ある位置からアタックウォールで飛ばすことにより、コア＆エリアルを同時に付加することができます。但し、
落とし穴にエリアルヒットが付くのは、蓋がない場合に限られます。

　上の【図１－１３】および【図１－１４】は、❶アタックウォール→❷落とし穴の２連コンボにおいて、❷落
とし穴にコアヒットが付けられる❶アタックウォールのヒット地点、すなわち落とし穴のコアヒット成立範囲を
示した図です。
　ここでまず注目していただきたいのは、左上の【図１－１３】右端にある、「ヒット判定面」と銘打った平面です。
この平面は、蓋のない落とし穴においてヒット判定が行われる高さを示しており、その高さは、地平面からおよ
そ身長の半分だけ下（前のページの【図１－１２】で言うと、y = _ 0.5）の位置です。
　さて、先ほどアタックウォールの軌跡の方程式に y = _ 0.5を代入すると、xの正の解はおよそ 4.8 となること
を紹介しました。ここで、y = _ 0.5というのは、ヒット判定面の高さ、すなわち蓋のない落とし穴でヒット判定
が行われる高さを意味しています。
　そうすると、そのときの xの正の解 x≒4.8が意味するのは、

「落とし穴の中心から 4.8 ブロック先の位置からアタックウォールで飛ばすと、
 落とし穴のヒット判定面の中心に到達し、コアヒットする」

という事実です。
　ここで、コアヒットの成立範囲は半径 0.1 ブロックの円（第２節参照）ですので、着地点には半径 0.1 ブロッ
クの分だけブレが許容されます。従って、アタックウォールのヒット地点にも、半径 0.1 ブロックのブレが許容
され、その中心点は落とし穴の中心から 4.8 ブロック手前となります。
　左上の【図１－１３】の下部に示した座標は、ブロック横方向中央のラインにおける、落とし穴にコアヒット
が付く範囲を表しています。この【図１－１３】に示すように、ブロック横方向中央のラインにおいては、その
コアヒット成立範囲は落とし穴の中心から 4.7 ～ 4.9 ブロック先となります。
　コアヒット成立範囲が存在するブロックについてもう少し詳しく見てみましょう。その詳細を示した図が、右
上の【図１－１４】です。この【図１－１４】に示すように、落とし穴にコアヒットを付けられるアタックウォー
ルのヒット地点は半径 0.1 ブロック（直径 0.2 ブロック）の円で、その中心の位置は次のようになります。

横方向：　ブロック中央
進行方向：ブロックの中心から 0.2 ブロックだけ落とし穴側

　なお、上ではコアヒットについてのみ言及しましたが、アタックウォールで飛ばしているので当然エリアルヒッ
トも付きます。つまり、この「コアヒット成立範囲」とは、落とし穴にコア＆エリアルを同時成立させることの

【図１－１３】アタックウォール→落とし穴の
　　　　　　 コアヒット成立範囲

【図１－１４】コアヒット成立範囲
　　　　　　 付近の拡大図
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できる範囲でもあるのです。
　以上のことをまとめると、次のようになります。

　さて、落とし穴のコアヒット成立範囲を拡大した図である前のページの【図１－１４】ですが、この図が第２
節の p.12 で紹介した【図１－４】（スプリングフロアヒット後の着地点の拡大図）に酷似している点にお気づき
になられましたでしょうか？　この２つの図には共通点があります。
　その共通点とは、「ブロックの中央から 0.2 ブロック手前」という点です。一方は着地点、他方はヒット地点
の中心という違いはありますが、どちらもその点は進行方向のブロック中央から 0.2 ブロック手前で共通です。
つまり、スプリングフロアを用いることで、この半径 0.1 ブロックの円内という落とし穴にコア＆エリアルが同
時に付けられるヒット地点への誘導を、いともたやすく行うことができるのです。
　ではその実例を紹介しましょう。下の【図１－１５】をご覧下さい。

　スプリングフロアを用いたヒット地点の誘導とは、❶スプリングフロア→❷アタックウォール→❸落とし穴の
３連コンボを決めることに他なりません。なお、❶スプリングフロアの設置位置は落とし穴の１マス手前です。
　ここで、❶スプリングフロアヒット後の着地点は設置したブロックの中央から 3.8 ブロック先ですが、この地
点は落とし穴の中心点を基準にとり直すと、4.8 ブロック先となります。
　つまり、上の【図１－１５】下部の座標にも示した通り、❶スプリングフロアヒット後の着地点と❸落とし穴
のコアヒット成立範囲の中心点は一致するのです。
　これまで何度も述べているように、スプリングフロアには位置補正の効果があります。従って、スプリングフ
ロアを当てさえすれば、たとえそのヒット位置がどこであろうが、着地点は常に 3.8 ブロック先という定点です。
　ゆえに、この❶スプリングフロア→❷アタックウォール→❸落とし穴の３連コンボは、いともたやすく❸落と
し穴にコア＆エリアルを同時に付けることのできるコンボであり、この３連コンボを締めに据えた十連コンボは、
安定的に稼げるコンボとなりうるのです。
　後ほど第３章のコンボ集の項目で、この他の方法を用いて落とし穴にコア＆エリアルを同時成立させるコンボ
もいくつか紹介しますが、上述したスプリングフロアを用いた方法が最も安定したパターンと言えます。

　　〈落とし穴にコア＆エリアルを同時に付ける方法〉
　　　　落とし穴の中心地点から 4.8 ブロック先を中心とする
　　　　半径 0.1 ブロックの円内の地点から、アタックウォールで飛ばす

【図１－１５】スプリングフロアを用いた
　　　　　　 落とし穴コアヒット範囲への誘導
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　《アタックウォール→床のヤリのコア＆エリアル同時成立条件》
　最後に、❶アタックウォール→❷床のヤリのコア＆エリアル同時成立条件について、簡単ながら解説します。
　下の【図１－１６】は、❶アタックウォール→❷床のヤリの２連コンボにおける❷床のヤリのコアヒット成立
範囲を示した図です。

　この【図１－１６】に示したように、❷床のヤリのコアヒット成立範囲は２箇所存在します。（Ａ）、（Ｂ）２
つの場合について、具体的な範囲は以下の通りとなります。
　　（Ａ）　（図の左側）
　　　床のヤリの中心点から 0.8 ブロック先を中心とした、半径 0.1 ブロックの円内
　　　特に、横方向中央のラインにおいては、そのコアヒット成立範囲は 0.7 ～ 0.9 ブロック先
　　（Ｂ）　（図の右側）
　　　床のヤリの中心点から 4.09 ブロック先、または 4.08 ブロック先を中心とした、半径 0.1 ブロックの円内
　　　特に、横方向中央のラインにおいては、そのコアヒット成立範囲は 3.99 ～ 4.19 ブロック先、
　　　または、3.98 ～ 4.18 ブロック先（方角によって異なる）
　これらの位置への誘導法については、第３章で改めて解説します。

　上記のコアヒット成立範囲の具体例を１例だ
け紹介します。例示する部屋は、王宮の祭壇部
屋です。
　右の【図１－１７】に示すように、王宮の祭
壇部屋には、❶アタックウォール→❷床のヤリ
の２連コンボにおいて、❷床のヤリのコアヒッ
ト成立範囲（つまりはコア＆エリアルが同時成
立する範囲）が、２箇所だけ存在します。それ
らの詳細な位置は、図の奥の側が上記の（Ａ）
のパターンに、図の手前側が上記の（Ｂ）のパ
ターンにそれぞれ対応していることを確認して
下さい。

【図１－１６】アタックウォール→床のヤリのコアヒット成立範囲

【図１－１７】王宮・祭壇部屋における
　　アタックウォール→床のヤリのコアヒット成立範囲

　コラム：スマッシュフロア→床のヤリのヒットレート
　スマッシュフロアを用いて床のヤリに当てた場合につい
ては、コア＆エリアルの同時成立は起こりえないことを先
に簡単に触れましたが、そのヒットレートの詳細は、右の
【図１－１８】のようになります。（×印はヒットしないこ
とを表す）
　スマッシュフロアを用いた場合は、ヒットレートは最大
でも 97％止まりとなります。

【図１－１８】スマッシュフロア→床のヤリの
　　　　　　 ヒットレート

O
座標軸
(床のヤリ中心点基準)
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　第１章のまとめ

　さて、なぜ１つの章を割いてまでトドメの刺し方にこだわったのか。その理由を説明せねば
なりません。
　一般に、トドメの１ヒットによる獲得 Ark は、コンボの獲得 Ark 全体のうち５割～８割ま
でをも占めます。つまりそれだけ、稼ぎを考える上ではトドメの刺し方が重要となるのです。
　この後の第４章で、トドメの形を❾スプリングフロア→⑩床のヤリとした十連コンボを紹介
しています。そのコンボでは、総獲得 Ark が約 42,600Ark で、そのうちトドメの⑩床のヤリ
だけで約 30,600Ark を稼ぎ出しています。これだけ稼げるのも、トドメの⑩床のヤリにコア
＆エリアルの２種類のテクニカルボーナスを同時に付加しているからです。
　しかし、仮にここで⑩床のヤリのテクニカルボーナスが１つのみだった場合、獲得 Ark は
　　　　⑩床のヤリで約 20,400Ark、合計で約 32,400Ark
にまで低下し、テクニカルボーナスが２種類の場合と比較して約 10,200Ark（約 24％）もの
損失が発生してしまいます。
　さらに、⑩床のヤリにテクニカルボーナスが全く付かなかった場合は、その獲得 Ark は
　　　　⑩床のヤリで約 13,600Ark、合計で約 25,600Ark
とさらに低下し、テクニカルボーナスが２種類の場合と比較して約 17,000Ark（約 40％）も
の損失が発生してしまいます。
　このように、トドメの１ヒットの管理を怠っただけで、１万 Ark 以上もの獲得 Ark の減少
を招いてしまうのです。それゆえに、トドメの刺し方を決めることは究極的な稼ぎを考える上
での最も基本となる事項であり、かつ最も優先されるべき事項であるのです。

　第１章では、トドメで最も稼ぐためには、トドメを仕掛けとしてコア＆エリアルの２種類の
テクニカルボーナスを同時に付けることが有効であり、具体的には
　　　　「スプリングフロア→床のヤリ」
　　　　「スプリングフロア→回転ノコギリ」
　　　　「スマッシュフロア→回転ノコギリ」
　　　　「アタックウォール→落とし穴」
　　　　「アタックウォール→床のヤリ」
の５種類のトドメの刺し方が有効であることを述べました。
　後ほど第３章以降で様々な十連コンボを紹介しますが、トドメの刺し方はほぼ例外なく上記
の５種類のいずれかの形を取ります。つまり、稼げるトドメの刺し方を決めることが、稼げる
十連コンボを組み立てる際のスタートラインともなるのです。
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　第１章では、初めに Ark 算出式を紹介しました。そこでは、究極的に稼げるコンボ作りに
欠かせないのは、オーバーキル、累積 Ark 倍率、テクニカルボーナスによる追加倍率の３つ
の値を全て高いレベルで満足させることであると述べました。しかし、累積 Ark 倍率の「累積」
の部分、つまりトドメ以外のトラップによる累積 Ark 倍率増大方法については、まだ解説を
しておりません。
　そこで、この第２章では、初めに累積 Ark 倍率を極限まで増大させるに当たり必要となる
トラップの選別を行い、続いてそれらのトラップの詳細な性質や、有効な利用法を解説します。

　　第１節　　天井トラップの性質　 …………………………………… 22

本書で用いる天井トラップの性質を解説します。

　　第２節　　壁トラップの性質　 ……………………………………… 26

本書で用いる壁トラップの性質を解説します。

　　第３節　　床トラップの性質　…… ………………………………… 30

本書で用いる床トラップの性質を、カタストロフボムを中心に解説します。

　　第４節　　仕掛けの性質　…… ……………………………………… 36

本書で用いる仕掛けのうち、コンボの中途段階に用いるのに適した仕掛け
の性質を解説します。
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　第１節　天井トラップの性質

　まずは、Ark 倍率の高いトラップが多いのが特徴の天井トラップについて解説します。
　本書で扱う天井トラップの性質をまとめた表が、下の【表２－１】です。

　天井トラップで主に使用することとなるトラップは、カビン系のトラップであるカビン、アブラカビン、ヨウ
ガンカビンです。これらのカビン系トラップは Ark 倍率が抜きん出ているばかりでなく、チャージ時間も短く、
コンボ作りには決して欠かすことのできないトラップであると言えます。また、本書ではタライ系トラップであ
るオオタライも頻繁に使用します。Ark 倍率が 2.0 倍と全てのトラップの中で最高の倍率を誇るからです。
　なお、本書ではロック系トラップは一切扱いません。どれも Ark 倍率が 1.0 倍と低倍率だからです。

　《カビン系トラップの性質》
　初めに、カビン系トラップの性質を、ヨウガンカビンと、カビン・アブラカビンとに分けて解説します。
　ヨウガンカビンと、カビン・アブラカビンとの相違点のうち、移動に関するものは、移動完了後の挙動と移動
距離が挙げられます。まずはヨウガンカビンの性質から見ていきましょう。

　左上の【図２－１】は、ヨウガンカビンの性質として、ヒット後の挙動と移動距離を示したものです。
　ヨウガンカビンを被せた後の人間の挙動は、以下の３つの過程を経ます。

過程①　ヨウガンカビンを被ってから 10 秒後注１までの間、走って移動する（移動距離 5.03 ブロック）
過程②　移動が完了したらヨウガンカビンが爆発し、爆発から 3.5 秒間注１その場にダウンする
過程③　起き上がる動作を始め、体勢を立て直す。起き上がり始めてから３秒後にコンボ終了

　過程①～過程③の所要時間を合計すると、16.5 秒（チャージ 11に相当）となります。
　次に、カビン・アブラカビンの性質について見ていきましょう。右上の【図２－２】は、カビン・アブラカビ
ンの性質として、ヒット後の挙動と移動距離を示したものです。
　カビン・アブラカビンを被せた後の人間の挙動は、以下の２つの過程を経ます。

過程①’カビン・アブラカビンを被ってから 10 秒後までの間、歩いて移動する
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（移動距離 3.39 ブロック、歩数は７歩半）
過程②’移動が完了したらその場に立ち止まり、体勢を立て直す。移動完了から３秒後にコンボ終了

　過程①’～過程②’の所要時間を合計すると、13秒（チャージ 8 2/3 に相当）となります。

効果 分類 トラップ名 Ark chg 範囲 備考（具体的な効果など）
歩行 カビン系 カビン 1.8 2 1 歩行 3.39 ブロック

アブラカビン 1.8 2 1 歩行 3.39 ブロック、「油まみれ」状態にする
床に落下させると“油だまり”が発生

ヨウガンカビン 2.0 3 1 歩行 5.03 ブロック、移動終了後ダウン
その他 タライ系　 オオタライ 2.0 2 1 硬直 3.5秒（チャージ2 1/3 に相当）、「怒り」付加

ガス系 カースドガス 1.6 4 3 × 3 「防御力低下」状態にする
バーサークガス 1.8 4 3 × 3 「怒り」状態にする、コンボ後に 36 ダメージ

【表２－１】本書で用いる天井トラップの性質一覧表

【図２－１】ヨウガンカビンの性質 【図２－２】カビン・アブラカビンの性質

注１：実際には過程①での移動時間は10秒よりも僅かだけ長く、また過程②でのダウン時間は3.5秒間よりも僅かだけ短い。
だがこの２つを合わせるとちょうど 13.5 秒となることから、便宜上このように表記した。
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　この２つを比べて分かることは、カビン・アブラカビンにはダウンする過程が無い、つまりヨウガンカビンの
過程②に相当する過程が存在しないことです。この違いは、❶カタストロフボム→❷カビン系→❸スプリングフ
ロアとするコンボにおいて顕著に現れます。❷カビン系をヨウガンカビンとした場合は確実に❸スプリングフロ
アまでつながりますが、❷カビン系をカビンまたはアブラカビンとした場合は、❶カタストロフボムでミレニア
が転倒し（確率 25％）時間をロスしてしまうと、❸スプリングフロアのチャージが完了する前にコンボが途切
れてしまいます。（転倒しなかった場合はぎりぎりで❸スプリングフロアが間に合う）
　また、両者の移動距離についても簡単に触れましたが、この移動距離については本書では今後頻繁に用いるこ
ととなりますので、ここでまとめておきましょう。なお、数値の計測誤差は± 0.01 ブロック以内です。

　《カビン系・タライ系トラップのみが有する「落下点補正」の性質とは？》
　カビン系トラップとタライ系トラップには、他の系統のトラップにはない特有の性質があります。その特有の
性質とは、カビン系／タライ系トラップが、静止した敵の真上に落下するという性質です。以降、本書ではこの
性質のことを「落下点補正」と表記します。
　右の【図２－３】は、その「落下点補正」の性質の概要を
示したものです。この図に示すように、通常であればブロッ
ク中央に落下しますが、敵が静止している状態でカビン系
／タライ系トラップを設置したブロックに位置している場合
は、その敵の中心地点に落下します。
　敵が設置ブロック内にいるときは、落下点が敵の中心地点
へと補正される。これが「落下点補正」の性質の正体です。
その結果、静止している敵に対しては、カビン系／タライ系
トラップは必ずコアヒットします。また、敵がいるマスでな
いとこの落下点補正の効果が現れないことから、敵の存在するマスがどのマスであるのかを特定することにも使
えます。
　なお、この落下点補正の性質は、他の系統のトラップ（ロック系など）は有していません。

　《落下点補正の弊害》
　しかしながら、この落下点補正の性質は弊害をももたらします。ここで言う「弊害」とは、静止していない敵、
つまり移動している敵に対しては、カビン系／タライ系ト
ラップを当てることは困難であることを指しています。
　右の【図２－４】を用いて詳しく説明しますと、△ボタン
を押してカビン系／タライ系を起動した時点の時刻と、起動
後に落下して実際にヒットする時刻までの間には、１秒強の
タイムラグが存在します。このタイムラグが存在するため
に、移動している敵に対してはカビン系／タライ系トラップ
の落下地点が、敵の現在位置からずれてしまうのです。

　この問題を回避する方法は３つ存在します。
　まず第１の方法は、カビン系／タライ系トラップを設置したブロックに敵が入らないうちから△ボタンを押し
て起動し、狙いを定めて移動中の敵に対して当てる方法です。しかし、この方法は熟練を要するばかりでなく、
敵のスピードによってボタンを押すタイミングが変化するため、全くお勧めできません。安定的なコンボ作りを
目指すならば、この方法は禁じ手と言っても過言ではありません。
　次に、第２の方法は、カビン系／タライ系トラップを起動する前に、必ず敵を静止させる方法です。これがベ
ストな選択肢といえます。よほどのことがない限り、何かのトラップを当てて敵を静止させてからカビン系／タ
ライ系トラップを当てましょう。なお、静止させるのに使用するトラップとしては、床トラップがベターです。

　〈カビン系トラップの移動距離〉
　　　　　ヨウガンカビン　………　5.03 ブロック
　　カビン・アブラカビン　………　3.39 ブロック

【図２－３】落下点補正の性質

【図２－４】落下点補正の弊害
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　そして、第３の方法は、ミレニアを囮にしてカウンターヒットを
狙う方法です。右の【図２－５】は、その第３の方法を解説した図
です。
　詳細を説明しますと、まず、ミレニアを囮として使い、敵に近距
離攻撃させた状態で位置を静止させます。この間に、カビン系／タ
ライ系トラップを起動するのです。そうすると、落下点補正の効果
が働き、カビン系／タライ系トラップを難なく敵に当てることがで
きるようになります。
　しかし、この方法には４つの欠点が存在します。
　まず第１に、弓などの遠距離攻撃手段を有する敵に対しては、
効果が薄いこと。遠距離攻撃をする敵は、どの位置で停止するか定かではありません。
　第２に、起動するタイミングが悪いと、敵がカビン系／タライ系トラップをかわしてしまうこと。
　第３に、将軍、クラッシャーなど、近距離攻撃のダメージが大きい敵に対しては、今度はミレニア自身に身の
危険が及ぶこと。このように相手が悪いと、そのダメージ量の高さ故に身が持ちません。
　そして第４に、カビン系トラップヒット後の移動方向が安定しないこと。その移動方向は、ヒット時点に敵が
向いていた方向に依存するため、場合によってはヒット後に斜めに移動してしまうことがあります。
　以上の４つの欠点を抱えているがゆえに、このカウンターヒットを狙う方法は、上述した第２の方法が使えな
い場合の非常手段と考えて下さい。

　《オオタライの性質》
　タライ系トラップであるオオタライの性質についても簡単に解説します。
　オオタライはヒットさせると敵を怒り状態にする性質を持ちますが、本書では
この性質は殆ど利用せず、2.0 倍という高い Ark 倍率に着目し、累積 Ark 倍率を
増加させる手段として用います。
　オオタライは、ヒットさせると 4.5 秒間（チャージ 3に相当）その場に硬直
させる効果があります。また、ヒットから３秒後（チャージ２に相当）にチャー
ジが再開しますので、オオタライの後にコンボをつなげるときは、残る 1.5 秒間
のうちに天井トラップを設置してから他のトラップを当てるようにしましょう。

　《カースドガスの性質》
　続いて、５種類存在するガス系トラップの中でも、独特の性質を有するカースドガスについて解説します。
　先の【表２－１】（p.22 参照）でも示しましたが、ガス系トラップのうち稼ぎに向いているものの１つは、
Ark 倍率が 1.8 倍と群を抜いているバーサークガスです。そしてもう１つは、Ark 倍率が 1.6 倍とやや低いなが
らも、防御力低下の効果を有するカースドガスです。他
のガス系トラップは、この２つに比べると見劣りするた
め、本書では扱いません。
　右の【表２－２】は、カースドガスがヒットした後の
低下した防御力を一覧表にしたものです。この一覧表か
らも分かるように、カースドガスのヒットによって、防
御力は通常のほぼ半分へと低下します。
　そして、ここからが注目していただきたい点ですが、
防御力の値は、通常の値とカースドガスによる低下後の
値のどちらも、下一桁は“０，２，５，８”の４通りの値
しか取りません。それゆえに、防御力が“15 →８”の
ように半分以下しか低下しない例もあれば、“８→２”
のように 75％も低下するような例も存在するのです。
　本書ではカースドガスは積極的には利用しませんが、
カースドガスの効果的な利用法としては、将軍のような
固い敵に対してダメージの通りを良くするなどの使い方
が考えられます。

【図２－５】第３の方法の解説図
（ミレニアを囮にしてカウンターヒットを狙う）

元の防御力 低下時防御力 敵の一例
0

0
村人・ヘベル

2 村人・ダール
5

2
忍者・ハガネ

8 クラッシャー・ガストーン
10

5
貴族・ホーンシュタイン

12 刻の衛兵・ラムダ
15

8
闇司祭・デッドムーン

18 爆破兵・レグラール
20

10
僧侶・ラザフォード

22 ガーディアン・バルバロス
25

12
騎士・ロードレッド

28 剣士・キース
30 15 騎士・ロンバルド
35 クグツ兵・ガドーハ
38 18 国王・エクリプス

【図２－６】オオタライの性質

【表２－２】カースドガスヒット後の敵防御力
　　　　※防御力が 35 のクグツ兵と刻の人形は
　　　　　ともにガス無効
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　《バーサークガスとカースドガス、果たしてどっちが稼げる？》
　さて、バーサークガスとカースドガス、どちらを使えばより多く稼げるのでしょうか？
　答えは Ark 倍率の高いバーサークガスに決まっているじゃないか、と思われるかもしれませんが、実はこの
答えは一概には言えないのです。というのも、カースドガスには防御力低下によるオーバーキル増大の効果が見
込まれるためです。
　具体例を挙げましょう。第 21話の奴隷商人・ゴルドー（HP：150、DEF：15）と、第 25話の騎士・ヴァルマー
（HP：100、DEF：30）に対し、以下のコンボを決め、それぞれの獲得 Ark を比較してみます。

　上の【表２－３】に示すように、奴隷商人・ゴルドー（DEF：15）に対してはバーサークガスを用いた方が合
計で 1,961Ark 上回りますが、騎士・ヴァルマー（DEF：30）に対しては逆にカースドガスを用いた方が合計で
2,245Ark 上回ります。この違いは、トドメの⑩床のヤリを当てる際の防御力の差の開き具合に起因します。具
体的には、奴隷商人・ゴルドーの低下後の防御力は８なので、低下しない場合の防御力との差は僅か７（15－8
＝7）であるのに対し、騎士・ヴァルマーの低下後の防御力は 15なので、低下しない場合の防御力との差は 15
（30－15＝15）となり、その差の違いの分だけオーバーキルによる獲得 Ark 増加の効果が大きくなるのです。
　一般に、敵の防御力が高く、またオーバーキルの値が小さい場合には、バーサークガスよりもカースドガスの
方がより多く稼げます。とはいえ、上の例でも紹介したように、その差はせいぜい 2,000Ark 前後しかないので、
気にするほどのことでもないでしょう。

　　　　［起動罠］　　　　　　　　［設置罠］
❶　×カタストロフボム
❷　△ヨウガンカビン
 ×スプリングフロア ④
 △アブラカビン ⑥
❸　□プレスウォール
❹　×スプリングフロア
❺　　床のヤリ
 ×コールドクロー ⑦
❻　△アブラカビン
 □アタックウォール ⑨
 △バーサークガス ⑧
 （または△カースドガス）
❼　×コールドクロー
❽　△バーサークガス（または△カースドガス）
❾　□アタックウォール
⑩　　床のヤリ

奴隷商人・ゴルドー 騎士・ヴァルマー
❽バーサークガス ❽カースドガス ❽バーサークガス ❽カースドガス

❶～❼ 合計 7011（共通） 4772（共通）
❽ガス 4198 3744 2729 2437
❾アタックウォール 5365 4770 3459 3076
⑩床のヤリ 30047 29135 20420 23340
合計 Ark 46621 44660 31380 33625

【表２－３】獲得 Ark 一覧表
　（バーサークガス使用時、カースドガス使用時併記）

　コラム：バーサークガスよりカースドガスの方が稼げる場合の条件式
　トドメのヒット限定で、バーサークガスよりカースドガスの方が稼げる条件式は、以下の通りです。
　　　　　　　H<{(DEF1_DEF2)×8 _D}×2.3
　　　H：コンボ開始時のヒットポイント、　D：元の防御力におけるオーバーキルの値
　　　DEF1：元の防御力、　DEF2：カースドガスによる低下後の防御力
　防御力が高く（DEF1_DEF2の値が大きく）、オーバーキル Dの値が小さいほど、条件を満たしやすくなります。

【図２－７】地下遺跡・鍾乳洞における
　　　　　 コンボの一例
　　　　　 （★印はミレニアの初期位置）
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　第２節　壁トラップの性質

　次に、全体的に Ark 倍率が低いのが特徴の壁トラップの性質について解説します。
　本書で扱う壁トラップの性質をまとめた表が、下の【表２－４】です。

　壁トラップはアロースリットのように直接ダメージを与えることを目的とするトラップがほぼ半数を占め、そ
れらは全て Ark 倍率が 1.0 倍かそれ以下です。壁トラップの中で Ark 倍率が 1.0 倍よりも高いものは、プレス
ウォール、アタックウォール、スパイクウォール、コールドアローの４種類しかありません。しかし、この４種
類のトラップですら、Ark 倍率は最大でも 1.3 倍しかありません。これに対し、仕掛けの多くが Ark 倍率 1.5 倍
であり、また天井トラップはロック系を除くとほぼ全てが 1.6 倍以上、後述する床トラップも 1.3 倍より高いも
のは６種類も存在します。
　以上のことから、壁トラップの濫用は累積 Ark 倍率の伸び悩みを招く原因となります。
　しかし、だからと言って、壁トラップを全て省略した十連コンボを作成することは不可能です。例えば、❶コー
ルドクロー→❷スパイクウォール→❸ヨウガンカビン→……とつなぐコンボがあったとしましょう。このコンボ
において、❷スパイクウォールを省略することはできません。なぜならば、❶コールドクローと❸ヨウガンカビ
ンを同じブロックに設置することはできないからです。❶コールドクローとは別のマスに設置した❸ヨウガンカ
ビンを当てるために、❷スパイクウォールで移動させる。ここに壁トラップの存在意義が出てくるのです。
　このように、壁トラップは、対象を移動（または拘束）させることで、天井トラップ（特にカビン系トラップ）
と床トラップとの橋渡しをする役目を担っていると言えます。
　ここで、「対象を移動」とは、ウォール系トラップによる直接ヒットに限定されません。トラップ設置方向に
吸引する効果を有するマグネット系トラップをも含みます。Ark 倍率が 1.0 倍と低倍率なのがネックとなります
が、その問題も吸引途中で他のトラップを当てて直接ヒットさせない方法を取ることにより解消されます。
　なお、ファイアーボールは普通に使用する分には純然たる直接攻撃トラップですが、誰にも当たらないように
射出することにより、Ark倍率が1.5倍の仕掛けである地獄の炎を発生させるという効果を有します。ファイアー
ボール、および地獄の炎の性質についてはここでは触れず、第４章で詳しく解説することとします。

　《スパイクウォールの性質》
　アタックウォールの性質は既に第１章で解説しましたので、まずはスパイクウォールの性質から解説します。
　同じウォール系トラップでも、アタックウォールには「向き・方向を補正する」効果があることは、先の第１
章でも触れました。しかし、スパイクウォール（およびプレスウォール）には、その性質はありません。ここでは、
スパイクウォールを当てた後の「向き」の違い（壁側を向くかその逆か）、及び「方向」（進行方向の角度）の決
定方法について、徹底解剖します。

　次のページにある【図２－８】は、人間の真横からスパイクウォールを当てたときの、ヒット地点によるヒッ
ト後の「向き」の違いについて説明した図です。この図に示すように、横方向の中央ラインより手前か先かによっ
て、スパイクウォールヒット後の「向き」が壁側となるか、あるいはその逆の壁と反対側となるかが決定されます。
　具体的には、その「向き」は次のようになります。

 ・中央ラインより手前側でヒットさせると、「向き」は壁側
 ・中央ラインより先の側でヒットさせると、「向き」は壁と反対側

　スパイクウォールのヒット面表面中央の地点が、前者の場合は敵の正面側に位置し、後者の場合は敵の背面側

効果 分類 トラップ名 Ark chg 範囲 備考（具体的な効果など）
強制移動 ウォール系 プレスウォール 1.3 4 2 × 1 2 マス押出（2.5 ブロック先まで移動）

アタックウォール 1.3 6 2 × 1 4.45 ブロック跳ね飛ばした後ダウン
スパイクウォール 1.3 5 2 × 1 3マス押出（3.16ブロック先まで移動）の後ダウン

拘束 アロー系 コールドアロー 1.2 4 n × 1 拘束 13 秒（チャージ 8 2/3 に相当）
磁力吸引 マグネット系 マグネット 1.0 8 2 × 1 吸引 7秒弱（チャージ 4.5 に相当）

パワーマグネット 1.0 10 5 × 1 吸引 12 秒（チャージ 8に相当）
エレキマグネット 1.0 10 4 × 1 吸引 9秒（チャージ 6に相当）

その他 アロー系 ファイアーボール 1.0 5 n × 1 “地獄の炎”を発生させる

【表２－４】本書で用いる壁トラップの性質一覧表
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に位置します。この違いが、ヒット後の「向き」の違いを生み出すのです。
　ところで、敵の「向き」が初めから壁側（あるいは壁と反対側）を向いている場合は、その「向き」はスパイ
クウォールのヒット後も変更されません。上記の性質が適用されるのは、敵の真横から当てた場合のみです。

　次に、下の【図２－９】をご覧下さい。この図は、スパイクウォールヒット後の「方向」を説明するための図
です。なお、ここでいう「方向」とは、中央ラインと進行方向とのなす角θを指します。

　このなす角θは、中央ラインとヒット地点との距離 dとの間に密接な関係があり、２つの変数θ，dの間では
ほぼ比例関係が成立します。具体的な例をいくつか挙げましょう。

d = 0.03のとき、θは約 1°　（ヨウガンカビン使用時に密接に関連）
d = 0.2のとき、 θは約 8°　（スプリングフロア使用時に密接に関連）
d = 0.5のとき、 θは約 17°（ブロックの端）

　このように、中央ラインとヒット地点との距離 dの値が大きくなるほど、中央ラインと進行方向とのなす角θ
の値もほぼ比例して大きくなります。

　なお、プレスウォールも上記とほぼ同様の性質を有します。しかし、プレスウォールには敵をダウンさせる効
果がないため、アタックウォールやスパイクウォールに比べると使い勝手は今ひとつ良くありません。例えば、
プレスウォールの直後にカビンをヒットさせるには少々熟練を要します。というのも、プレスウォールで２マ
ス押し出した後も、対象は緩やかに 0.5 ブロック移動する性質があるからです。従って、先の第１節で説明した
落下点補正の弊害を発動させないためにも、カビン系トラップを設置したマスに対象が到達する前にカビン系ト
ラップを起動せねばなりません。

　《コールドアローの性質》
　アロー系トラップはダメージを与えるのが主目的のものが殆どであり、それがために Ark 倍率が 1.0 倍、あ
るいはそれ以下のものばかりです。その中で唯一の例外が、コールドアローです。Ark 倍率がアロー系トラップ
の中では唯一 1.0 倍より高く、しかも対象を拘束する効果を有しているのが特徴です。従って、コールドアロー
はアロー系トラップの中で唯一、稼ぎに向いたトラップであると言えます。

【図２－８】スパイクウォールヒット後の敵の向きの違い

【図２－９】スパイクウォールヒット後の方向（角度）の違い
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　コールドアローは、対象を凍らせて 13秒間（チャージ 8 2/3 に相当）拘束する効果を有します。ヒットから
13秒後に氷が割れて拘束が解け、ゆっくり 0.5 ブロック分移動します。この「ゆっくり移動する」というのが
曲者で、この性質を有するがために、コールドアローの拘束が解けた後にカビン系トラップを被せることは決し
てできません。先の第１節で説明した落下点補正の弊害が生じるためです。従って、「□コールドアロー→△カ
ビン系」のコンボは、決してつながりません。
　なお、拘束中にカビン系トラップを当てた場合は、当たりはすれどカビン系トラップは即座に割れます。この
場合もカビン系トラップを被せることは決してできませんので注意して下さい。

　《多くのアロー系トラップが有する「追尾効果」とは？》
　コールドアローをはじめ多くのアロー系トラップは、一定の距離の範囲内にある敵に対して、多少方向が逸れ
ていようがその敵めがけて発射される性質を有します。本書ではこの性質を「追尾効果」と表記します。
　アロー系トラップは、敵がいないときは壁と垂直に射出さ
れますが、射出されるマスの中、あるいはその左右１マス隣
に敵がいる場合は、「追尾効果」によりその敵めがけて射出
されます（但し壁から２～９マスの範囲内のみ）。そのため、
静止している敵に対しては、射出する際に狙いを定める必要
がありません。
　但し、ここでも弊害が発生します。射出方向と垂直に移動
している敵で、特に高速に移動する敵に対しては、先に説明
した「落下点補正の弊害」と同様の弊害をもたらし、アロー
系トラップが移動中の敵に当たらないといった現象が発生します。
　なお、一部のトラップはこの追尾効果を有さず、射出された物体は必ず直進します。以下に追尾効果を有さな
いトラップを列挙します。

ファイアーボール、ローリングボム、バズソー
　上記以外のアロー系トラップは、全て追尾効果を有します。

　他に、アロー系トラップの性質として重要な点は、全体的にヒットレートが低めに推移することが挙げられま
す。特に、コアヒット（ヒットレートが 100％）となることは決してありませんので、注意して下さい。

　《マグネット系トラップの性質》
　マグネット系トラップ（マグネット、パワーマグネット、エレキマグネット）は Ark 倍率が 1.0 倍と低く、直
接当てると累積Ark倍率の伸び悩みを招いてしまいますが、直接当てることなく吸引効果のみを利用することで、
その威力を存分に発揮します。その応用範囲は広く、様々な利用方法が考えられますが、ここでは具体的な性質
を解説した後、その応用例の一部を紹介します。

　上の【表２－５】は、マグネット系トラップの詳細な性質を記した表です。この表に示したように、吸引効果
が及ぶ効果範囲の広さは、

パワーマグネット＞エレキマグネット＞マグネット
の順であり、また吸引時間の長さもこの順となります。
　ところで、どのマグネット系も効果範囲の横幅が「1.5」となっていますが、その詳細を説明します。次のペー
ジにある【図２－１１】は、パワーマグネットの効果範囲、及び吸引方向を示した図です。なお、マグネットお
よびエレキマグネットも同様の性質を有しますので、ここではパワーマグネットのみを例示します。
　パワーマグネットの場合、効果範囲の縦幅は５ブロック分で、横幅はブロック中央ラインを中心とする 1.5 ブ
ロック分をとります。つまり、効果範囲は左右両隣のマスに各 0.25 ブロック分だけはみ出して存在します。

【表２－５】マグネット系トラップの詳細な性質

【図２－１０】追尾効果を示す図

トラップ名 Dmg Ark chg 効果範囲 吸引時間

マグネット 0

1.0

8 2 × 1.5 7 秒弱（チャージ 4.5 に相当）

パワーマグネット 0 10 5 × 1.5 12 秒（チャージ 9に相当）

エレキマグネット 50 10 4 × 1.5 ９秒（チャージ６に相当）
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　マグネット系トラップを起動すると、奥行 0.2 ブロックの板状の物体が、壁面を沿って天井から落下します。
その板状の物体が地平面に到達した時点で、吸引が開始されます。
　そして、吸引の中心点の位置は、【図２－１１】に示すように、

縦方向：　板状の物体の裏側、すなわち壁面
横方向：　ブロック中央のライン

となります。板状の物体の表側が吸引の中心点ではない点にご注意下さい。
　このように、吸引の中心点が物体の裏側に位置しているために、マグネットとパワーマグネットの場合は、吸
引しヒットとなった後でも、この吸引方向の中心点に近づくべく、少しずつ場所を移動し続けます。しかしその
移動は「方向補正」と呼ぶには不十分なものであり、完全にはその方向を壁面と垂直には補正することはできま
せん。従って、アタックウォールのような完全な方向補正は期待できません。
　なお、エレキマグネットの場合は、吸引されヒットした時点でダウンするため、この不十分な「方向補正」で
すら機能しませんので、ご注意下さい。

　マグネット系トラップの他の重要な性質としては、吸引効果を受けた人間はその吸引の中心点を背にする点が
挙げられます。この性質を利用したよく知られた方法が、「落とし穴の連続ヒット」です。
　詳細を説明しますと、マグネット系トラップと人間との間に落とし穴がある状態で吸引を開始すると、人間は
落とし穴に背を向けた状態で吸引され、そのまま落とし穴に落ちます。そしてここからが重要なのですが、落と
し穴に落ちた人間は、落ちていたときに向いていた方向から這い出てきます。この場合、マグネット系トラップ
と反対側の方向から這い出てきますので、這い出てきた瞬間、再びマグネット系トラップの吸引の効果により、
落とし穴に落ちます。これにより、最大４回連続で落とし穴に落とすことができます。

　マグネット系トラップの性質としてさらに重要な点
は、吸引中はコンボが持続する点です。この性質を利
用したコンボの一例を、右の【図２－１２】に示して
います。
　コンボスタート時、あるいはヨウガンカビンを被せ
てダウンした後に、右の図に示したように「油だまり」
の位置にアブラカビンを配置し、速攻でアブラカビン
を落として油だまりを発生させます。
　そして、パワーマグネットにより吸引し、吸引中に❶油だまり→❷コールドクローとヒットさせます。❷コー
ルドクローのヒット後、しばらくするとパワーマグネットの効果が切れてチャージが再開されるので、その間に
壁トラップを❸スパイクウォールに切り替え、また天井トラップも壁と面したブロックから３マス先に❹アブラ
カビンを配置します。そうすると、その後も❸スパイクウォール→❹アブラカビンとコンボを持続させることが
できます。
　ここで、パワーマグネット自体はヒットさせてない点に改めて着目して下さい。直接はヒットさせていないの
で、パワーマグネットの欠点である Ark 倍率の低さの問題は解消されます。
　このときの注意点としては、主に２点あります。第１に、❷コールドクローは十分に引きつけてから起動する
こと。そうしないと、それ以降のコンボが間に合わなくなります。そして第２に、足の遅い敵、すなわち SPD

【図２－１１】パワーマグネットの詳細な効果範囲

【図２－１２】マグネット系トラップの応用例
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値の低い敵を対象にすること。というのも、マグネット系トラップによる吸引速度は、足の速さ（SPDの値）に
比例するからで、足の速い敵が相手だと吸引が速すぎてスパイクウォールが間に合わなくなることがあります。

　第３節　床トラップの性質

　続いて、様々なバリエーションのトラップが存在する床トラップについて解説します。
　本書で扱う床トラップの性質をまとめた表が、下の【表２－６】です。

　上の【表２－６】を見ても分かる通り、Ark 倍率の面ではカタストロフボムが群を抜いており、クセは強いも
のの稼げるコンボ作りには欠かせないトラップであると言えます。また、Ark 倍率は決して高くはないものの、
位置補正の効果を有するスプリングフロアも非常に重要なトラップです。なお、刻の衛兵のように地震無効の敵
に対しては、カタストロフボムの代替手段としてフラッシュボムを装備させると良いでしょう。
　カタストロフボム、スプリングフロアの他に、もう一つ装備させるべきトラップは、スマッシュフロアまたは
コールドクローです。強制移動させる機会の多いコンボを作る際はスマッシュフロアを装備させ、それ以外の場
合はコールドクローを装備させるのが適しています。コールドクローは、着実に敵を足止めしコンボの安定性に
寄与するクロー系トラップの中でも効果時間が最も長いのが特徴です。
　上の表では Ark 倍率が 1.0 倍のマグネットフロア系トラップも掲載しましたが、これは先の壁トラップの項
目におけるマグネット系トラップと同様の理由によります。すなわち、吸引はすれども、ヒットはさせない。こ
の利用法は、マグネットフロア系でも有効です。
　なお、本書ではヘブンズフロアは扱いません。２ヒットし、仕掛けがなくても十連コンボを作ることができる
のが利点ですが、本書ではトドメを仕掛けに限定しており、本書の趣旨に反するとの理由で敢えて外しています。

　《カタストロフボムの性質》
　始めに、Ark 倍率では群を抜いているものの、とかく扱いづらいカタストロフボムの性質について解説します。
　カタストロフボムには、地震効果と罠起動効果の２つの効果があります。地震効果とは、地震により人間を足
止めする効果のことであり、罠起動効果とは、効果範囲内のトラップを自動起動する効果のことを指します。

　右の【図２－１３】は、カタストロフボムを起動
したときのタイムチャートを示した図です。
　×ボタンを押した後、実際にカタストロフボムの
地震効果が発動するのは、ボタンを押してから 0.8
秒後です。その後、×ボタンを押してから 2.5 秒が
経過した時点で、罠起動効果が発動します。地震効
果は発動してから 5.5 秒間注２持続するのに対し、罠
起動効果は「×ボタンを押してから 2.5 秒後」の１
回のみの発動となります。

【表２－６】本書で用いる床トラップの性質一覧表

効果 分類 トラップ名 Ark chg 範囲 備考（具体的な効果など）
強制移動 スプリングフロア系 スプリングフロア 1.3 6 1 4 マス先へ移動（3.8 ブロック 跳ね飛ばし）

スマッシュフロア 1.3 6 1 8 マス先へ移動（8.4 ブロック 跳ね飛ばし）
拘束 クロー系 ベアトラップ 1.4 4 1 拘束 9.5 秒（チャージ 6 1/3 に相当）

ヘビークロー 1.4 5 1 拘束 11.5 秒（チャージ 7 2/3 に相当）
コールドクロー 1.4 5 1 拘束 14 秒（チャージ 9 1/3 に相当）

足止め クエイクボム系 クエイクボム 1.5 5 5 × 5 硬直5.5秒（チャージ3 2/3 に相当）、25％でダウン
カタストロフボム 1.7 8 21×21 硬直5.5秒（チャージ3 2/3 に相当）、25％でダウン
フラッシュボム 1.5 4 3 × 3 硬直 1.5 秒、「盲目」状態にする

磁力吸引 マグネットフロア系 マグネットフロア 1.0 9 3 × 3 吸引 7.5 秒（チャージ 5に相当）
バキュームフロア 1.0 12 5 × 5 吸引 10.5 秒（チャージ 7に相当）

地震効果 発動時間 0.8 秒後

罠起動効果 発動時間 2.5 秒後

地震効果 持続時間 5.5 秒間

【図２－１３】カタストロフボム起動のタイムチャート

注２：クエイクボムの場合は、地震効果の持続時間は４秒間。他はカタストロフボムと同じ。
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　次に、右の【表２－７】を参照しながら、地震効果と罠起動効果の効果範囲について解説します。
　トラップ設置画面ではカタストロフボムの効果範
囲は確認できませんが、実際には効果範囲が存在し
ます。地震効果の方は設置ブロックから 10マス先
まで（全体として 21 × 21 ブロック）であり、罠
起動効果の方は設置ブロックから 9マス先まで（全
体として 19× 19ブロック）です。右の【表２－７】
では、参考としてクエイクボムの効果範囲も記しています。なお、地震効果は設置した部屋以外の他の部屋や通
路にまで効果は及びますが、罠起動効果の方はトラップを設置した部屋に限定されます。
　但しここからが重要なのですが、地震効果の方は、カタストロフボムを設置したブロックよりも高所には及び
ません。具体的には、設置ブロックの中心地点よりも高い場所には、地震効果は及びません（一方の罠起動効果
の方は発動します）。この高低差による効果範囲の違いは、一部の床トラップの仕様によるものです。

　《地震効果の有効な活用法》
　カタストロフボムの性質の一つである地震効果は、設置ブロックよりも高所には及ばない。このことを上手く
利用すると、コンボの始点を正確に定めることができます。以下ではその方法について解説します。

　上の【図２－１５】における網掛け部分は、高低差を考慮したカタストロフボムの地震効果の範囲を示してい
ます。なお、この図では、地下遺跡･砂岩の部屋（電撃壁と落とし穴がある部屋）のうち、東側の出入口周辺を
例に挙げており、敵が東側の出入口から砂岩の部屋に入り、西側の階段を下りようとしている場面を想定してい
ます。ここで、カタストロフボムは左側の図の斜線部分で示したブロック、すなわち階段上に設置しています。
　そうすると、カタストロフボムによる地震効果が及ぶ範囲は、設置ブロックの中心点を境界とする、その境界
線上およびそれより低所となります。つまり、境界線よりも高所には、カタストロフボムの効果は及びません。
　さて、この境界線に敵が近づいてきた時点でカタストロフボムを起動した際にどのようになるか。その詳細を
右側の図に拡大して示しています。

トラップ名 Dmg Ark Chg 地震範囲 罠起動範囲

カタストロフボム 0 1.7 8 21×21 19×19

クエイクボム 0 1.5 5 5×5 5×5

　コラム：高低差により罠の効果が及ばない範囲が存在するトラップ
　階段上に床トラップを設置した場合、右の【図２－１４】のように、設置
したブロックの下半分には通常通り効果は及びますが、一部のトラップは上
半分には効果は及ばないことがあります。これは、ブロックの上半分が、設
置したトラップよりも高所とみなされるためです。このような高低差による
効果範囲の制限が課せられる床トラップは、カタストロフボムの他にも、ク
エイクボムと、スプリングフロア系、クロー系の各トラップがあります。
　逆に、床トラップでもブラストボム系、リフトフロア系、スパークロッド
系、マグネットフロア系の各トラップに対しては、高低差による効果範囲の
制限は課せられません。

【表２－７】カタストロフボム、クエイクボムの
　　　　　 地震効果と罠起動効果の効果範囲

【図２－１４】階段上に床トラップを
　　　　　設置した場合の効果範囲

【図２－１５】高低差を利用したカタストロフボムの応用例（コンボの始点を正確に定める）
　　　　　　 ※図は地下遺跡・砂岩の部屋の例
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　カタストロフボムを設置したブロックの中心点よりも高所を歩行してきた敵は、カタストロフボムを起動して
もその効果を受けず直進します。その後、カタストロフボムの効果範囲の境界線上に到達した瞬間に初めて地震
効果を受け、その地点で停止します。
　ここで、カタストロフボムの効果範囲の境界線は、進行方向ブロック中央の地点です。従って、停止地点も進
行方向ブロック中央の地点となります。つまり、階段上にカタストロフボムを設置することで、敵の停止位置（コ
ンボの始点）を進行方向ブロック中央の地点に定めることができます。
　そして、この停止した地点には、予めカビン系トラップを設置しておきます。そうすると、続く罠起動効果に
より、停止した地点にカビン系トラップが落下し、落下点補正の効果により、確実にカビン系トラップをコアヒッ
トさせることができます。
　このように、階段上にカタストロフボムを設置し、設置した高さと同じ高さにある階段上の別のブロックにカ
ビン系トラップを設置することにより、安定的にコンボをスタートさせることができるばかりでなく、コンボの
始点を必ず進行方向ブロック中央の位置に定めることができます。

　しかも、この方法は他の有用な効果をももたらします。それは、起動時間の時間的余裕が生まれることです。
　具体的に説明しますと、×ボタンを押してから 0.8 秒に地震効果が発動し、また×ボタンを押してから 2.5 秒
後に罠起動効果が発動してカビン系トラップが落下し始めます。この×ボタン押下から 0.8 秒後から 2.5 秒後ま
での 1.7 秒間の間に敵がカタストロフボムの効果範囲の境界線に到達すれば、到達した地点で初めて地震効果を
受け、さらにその地点には落下点補正されたカビン系トラップが罠起動効果により自動落下します。逆に言えば、
階段上の進行方向ブロック中央の位置でカビン系トラップを被せるには、×ボタンを押すタイミングは、カタス
トロフボムの効果範囲の境界線に敵が到達する 0.8 秒前～ 2.5 秒前のいずれかであればよく、ここに 1.7 秒間も
の時間的余裕が生まれるのです。
　このように、トラップの配置を工夫しさえすれば、神業的なタイミングの見切り技を習得せずとも、簡単確実
に決まった位置にカビン系トラップを落とすことができるのです。
　なお、【図２－１５】で例示した砂岩の部屋に限らず、この方法でカビン系トラップを被せる場合は、ヨウガ
ンカビンを用いるのが最適です。その理由は第３章のコンボ集の項目で具体例を交えて詳述しますが、ヨウガン
カビンによる移動距離が 5.03 ブロックと、限りなく整数に近い値であることがその主たる理由です。

　砂岩の部屋以外での具体例も一つ挙げましょう。右
の【図２－１６】は、上述した方法を、地下遺跡･業
火の部屋（落とし穴と暖炉の炎がある部屋）で応用し
た例を示した図です。
　ミレニアを階段の下で待機させておき、敵が矢印で
示した方向に歩き階段へと近づいたところで、❶カタ
ストロフボムを起動します。すると、上述した【図２
－１５】の場合と同様に、進行方向ブロック中央の地
点で地震効果により停止し、続く罠起動効果により、
❷ヨウガンカビンが自動起動し、ヒットします。ここ
でも、進行方向ブロック中央の位置への補正が働きます。
　この階段を利用した❶カタストロフボム→❷ヨウガンカビンのつなぎ方は利便性が高いことから、本書では頻
繁に使用することとなります。

　以上説明したように、階段上にカタストロフボムを設置することで、言わば「進行方向の位置を補正する」効
果が得られます。スプリングフロアによる位置補正はあくまで「横方向」のブロック中央であり、進行方向のブ
ロック中央には補正できません。また、アタックウォールによる補正は「向きと方向」のみであり、位置までは
補正できません。
　従って、上記の方法は、「進行方向」のブロック中央へと位置を補正する唯一の手段であると言えます。
　なお、カタストロフボムの起動が遅れてしまうと、その停止地点は境界線よりも先となり、正確な位置誘導は
失敗することとなりますので、起動タイミングには充分ご注意下さい。

【図２－１６】他の応用例（地下遺跡・業火の部屋）
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　《カタストロフボムがもたらす弊害とその回避方法》
　カタストロフボムが有する２つの効果（地震効果と罠起動効果）は、先に紹介した位置誘導法に応用可能です
が、むしろ実際は、負の効果をもたらすことの方が多い厄介な性質です。その負の効果のうち最も大きなものは、
意図しないトラップの発動、すなわちトラップの暴発です。
　特に深刻なのは、カタストロフボムの次にアタックウォールを当てる場合です。このとき、アタックウォール
が暴発してしまうと、着地した時点で再びカタストロフボムが重複してヒットしてしまいます。重複ヒットなの
で、当然ながら獲得 Ark は 0Ark であり、しかも１ヒットを無駄にしてしまいます。ゆえに、アタックウォール
の暴発は絶対に避けねばなりません。

　アタックウォールに限らず、トラップの暴発を回避する方法は２つあります。
　１つ目には、カタストロフボムを起動する直前に、暴発させたくないトラップを再設置すること。主に使用す
る方法は、こちらの方となります。但し、上述した❶カタストロフボム→❷アタックウォールのつなぎ方の場合、
アタックウォールのチャージは 6（＝ 9秒間）なので、起動「直前」に再設置したのではとても間に合いません。
この場合、罠起動効果が発動する時間（×ボタンを押してから 2.5 秒後）にアタックウォールのチャージが完了
した状態にならないように、アタックウォールの設置タイミングを微調整せねばならず、注意が必要です。
　２つ目には、カタストロフボムによる罠起動効果の効果範囲外の地点にトラップを設置すること。この方法は
タイミングを見計らう必要が無い分だけ楽ですが、場所が限定されるのが難点です。
　右の【図２－１７】は、罠起動効果の効果
範囲外にトラップ（アタックウォール）を設
置することによる暴発防止策の一例を示した
図です。ここでは、西の森の館・拷問部屋で
の例を示しています。
　カタストロフボムが有する罠起動効果の効
果範囲は、19×19 ブロック。つまり、設置
ブロックから 9マス先までの全てのブロッ
クです（高低差は無関係）。
　ここで、アタックウォールに限らず、壁
トラップの位置判定については、その設置ブ
ロックは壁に埋め込まれた「仮想的なブロッ
ク」として判定されます。よって、図に示し
たように設置した場合、アタックウォールの「設置ブロック」はカタストロフボムの 10マス先となり、ぎりぎ
りで罠起動効果の範囲外となります。従って、この場合はアタックウォールのチャージ完了タイミングに関係な
く、アタックウォールの暴発を回避することができます。

　他にもカタストロフボムの負の効果は存在します。ミレニア自身が地震に巻き込まれてしまうことです。
　カタストロフボムの地震効果の効果範囲内にいる人間は、敵味方問わず地震に巻き込まれ、その間は身動きが
取れなくなります。さらに悪いことに、地震効果の終了後、25％の確率て転倒してしまいます。ここでミレニ
アが転倒してしまうと、３秒程度の時間をロスしてしまい、場合によってはつながるはずのコンボもつながらな
くなってしまいます。
　そこで、ミレニアが地震に巻き込まれないようにするために、カタストロフボムを起動するときはその設置位
置よりも高所に避難するのがベターです。こうすると、カタストロフボムの起動後も地震効果はミレニアには及
ばず、地震効果が持続している間も自由に身動きが取れるばかりでなく、その間のトラップの切り替えもスムー
スに行うことができます。
　敵を誘導するなどの特段の場合を除き、カタストロフボムを起動するときは、ミレニアをカタストロフボムを
設置したブロックよりも高所に避難させるようにしましょう。

　《クロー系トラップの性質と当たり判定の「はみ出し領域」》
　次に、クロー系トラップ（ベアトラップ、ヘビークロー、コールドクロー）の性質と、クロー系トラップを含
む多くのトラップが有する真の効果範囲（当たり判定）について解説します。
　次のページにある【表２－８】は、クロー系トラップの詳細な性質を示した表です。

【図２－１７】アタックウォールの暴発防止策
　　　　　　（効果範囲外に設置）
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　上の表において、最も右側にある「はみ出し領域の幅」に注目して下さい。実は、トラップの当たり判定は設
置したブロックの中だけでなく、通常は隣のブロックに 0.1 ブロック分だけはみ出して存在しています。この当
たり判定のはみ出した幅が「はみ出し領域の幅」の意味するところです。ここでお断りしておきますと、本書で
は便宜上、人間の当たり判定を、厚みのない「点」とみなしています。
　はみ出し領域についてもう少し詳しく説明します。右の【図２－
１８】は、はみ出し領域を説明する図です。右の図の斜線で示した
部分が、そのはみ出し領域です。通常は幅が 0.1 ブロックです。は
み出し領域でヒットさせた場合、ヒットレートは常に最低の 85％
となります。
　上で「通常は」幅が 0.1 ブロックであると説明しましたが、例外
が存在します。ベアトラップがその例外に該当します。ベアトラッ
プの場合、そのはみ出し領域は約 0.03 ブロックとなります。
　このはみ出し領域は、クロー系トラップ以外にも多くのトラップ
に存在しており、ほぼ例外なくそのはみ出し領域は 0.1 ブロックの
幅を取ります。以下に、0.1 ブロックのはみ出し領域を有するトラップを列挙します。

天井：全てのガス系トラップ、全てのロック系トラップ
壁：　全てのウォール系トラップ
床：　スパークロッド系、マイン、ベアトラップを除く全ての床トラップ

　壁トラップのうちマグネット系トラップについては、先の第２節で説明したように 0.25 ブロックもの「はみ
出し領域」を有しますので、一覧からは除外しています。また、床トラップのうちスパークロッド系、マインに
ついては、はみ出し領域は存在しません。従って、当たり判定は 1.0 × 1.0 ブロックとなります。
　なお、ベアトラップ以外の他のクロー系トラップについては、はみ出し領域は 0.1 ブロックであり、そのうち
拘束時間が最も長いのはコールドクローです。従って、実戦で最も重宝するクロー系トラップは、コールドクロー
であると言えます。

　《マグネットフロア系トラップの性質》
　設置トラップの解説の最後となるのは、マグネットフロア系トラップ（マグネットフロア、バキュームフロア）
です。マグネットフロア系トラップの性質は、基本的にはマグネット系トラップと同様ですが、前者は床トラッ
プであるのに対し、後者は壁トラップである点が異なります。
　以下では、マグネット系トラップとの違いに重点を置いて解説していきます。

　上の【表２－９】は、マグネットフロア系トラップの詳細な性質を示した表です。
　この表で注目していただきたいのは、チャージ時間の長さです。マグネットフロアはチャージが9（＝13.5秒）、
バキュームフロアに至っては、なんとチャージが 12（＝ 18 秒）となります。ゆえに、マグネットフロア系を
組み込んだコンボを構築する際は、このチャージ時間の長さを考慮に入れねばなりません。

　次に、吸引した後に停止する地点、すなわち当たり判定について解説します。次のページにある【図２－１９】は、
マグネットフロアの当たり判定を示した図です。なお、【図２－１９】ではマグネットフロアの場合を示してい
ますが、バキュームフロアも同様の当たり判定を有しています。

トラップ名 Dmg Ark chg 拘束時間 はみ出し領域の幅

ベアトラップ 15

1.4

4 9.5 秒（チャージ 6 1/3 に相当） 約 0.03 ブロック

ヘビークロー 25 5 11.5 秒（チャージ 7 2/3 に相当） 0.1 ブロック

コールドクロー 25 5 14 秒（チャージ 9 1/3 に相当） 0.1 ブロック

【表２－８】クロー系トラップの詳細な性質

【図２－１８】当たり判定のはみ出し領域を
　　　　　　 説明するための図

トラップ名 Dmg Ark chg 効果範囲 吸引時間

マグネットフロア
0 1.0

9 ３×３ 7.5 秒（チャージ 5に相当）

バキュームフロア 12 ５×５ 10.5 秒（チャージ 7に相当）

【表２－９】マグネットフロア系トラップの詳細な性質



第
２
章

‒35 ‒

第２章　　トラップの性質

　マグネットフロアの吸引効果の効果範囲内にいる敵が吸引さ
れ、停止（ヒット）する地点は、【図２－１９】に示すように、
設置ブロックの中心地点から 0.2 ブロック先となります。すなわ
ち、吸引効果の停止位置を全方向で図示すると、設置ブロックの
中心地点を中心とする、半径 0.2 ブロックの円を為します。
　このように、マグネットフロア系による吸引の停止地点は、設
置ブロックの中心ではなく、中心から若干離れた位置となります。
　実用性は乏しいのですが、マグネットフロアの応用例を１例だ
け紹介します。下の【図２－２０】は、その応用例として、マグ
ネットフロアを利用した落とし穴コアヒット範囲への誘導方法を
示した図です。

　ここでは、落とし穴から５マス先にマグネットフロアを設置し、落とし穴からアタックウォールのある壁の方
向へとカビン系トラップを被って歩いているところで、マグネットフロアで敵を吸引する場合を想定しています。
　このとき、敵の停止位置、すなわちマグネットフロアのヒット位置は、ブロック中心から 0.2 ブロック手前で
す。この位置は、落とし穴の中心点を基準に取り直すと、4.8 ブロック先となります。
　さて、第１章でも説明しましたが、落とし穴で「4.8 ブロック先」といえば、落とし穴におけるコアヒット判
定の中心点を指します。つまり、マグネットフロアにより停止したところへアタックウォールを当てると、その
後の落とし穴には必ずコア＆エリアルの２つのテクニカルボーナスが同時に付きます。
　つまり、❶マグネットフロア（壁側に吸引）→❷アタックウォール→❸落とし穴の３連コンボは、必ず❸落と
し穴にコア＆エリアルの２つのテクニカルボーナスが同時に付くのです。
　しかし、このコンボには致命的な欠点が１つだけ存在します。それは、マグネットフロアの Ark 倍率が 1.0 倍
と低倍率であることです。それゆえ、初めに「実用性は乏しい」と断ったのです。
　なお、この Ark 倍率の問題は、マグネットフロアの代わりにバキュームフロアを用いることで回避すること
ができます。具体的には、設置位置を変え、下の【図２－２１】に示すように壁と隣接するブロックにバキュー
ムフロアを設置します。そして吸引開始後に、落とし穴から 4.8 ブロック先を中心とした半径 0.1 ブロックの円

【図２－１９】マグネットフロアの当たり判定

【図２－２０】マグネットフロアを利用した落とし穴コアヒット範囲への誘導

【図２－２１】バキュームフロアを用いた場合
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内の地点へと吸引されるタイミングを見計らって、アタックウォールを当てます。そうすると、
（バキュームフロア）→❶アタックウォール→❷落とし穴

の２連コンボが成立し、❷落とし穴にはコア＆エリアルの２つのテクニカルボーナスが同時に付けられます。
　但しこの方法にも難点があり、その難点としては、上記の「4.8 ブロック先」の位置を正確に記憶しておかね
ばならない点と、アタックウォールを起動してから実際に当たるまでの間もバキュームフロアによる吸引は続き、
対象が移動し続けている点とが挙げられます。

　第４節　仕掛けの性質

　最後に、仕掛けの性質について解説します。ここでは、第１章で紹介したトドメに適した仕掛けではなく、コ
ンボの中途段階で挟むことのできる仕掛けに限定します。
　コンボの中途段階に挟むのに適した仕掛けとしては、電気イスと電撃壁が挙げられます。電気イスのある部屋
にはトドメに適した回転ノコギリが存在し、電撃壁のあるは部屋にはこれまたトドメに適した落とし穴が存在す
るからです。
　仕掛けの中では他にも油のタルがコンボの中途段階に用いるのに適してはいますが、解説は割愛します。

　《電気イスの性質と利用法》
　電気イスは、拷問部屋（西の森の館、王宮）に設けられたトラップであり、この部屋には他にペンデュラムと
回転ノコギリが存在します。このうち、回転ノコギリは第１章で述べた通り、コア＆エリアルの同時付加が容易
に可能です。つまり、電気イスは、この回転ノコギリをトドメとしたコンボを構築する際に、ダメージ増加手段、
および累積 Ark 倍率増加手段として、中途段階で用いるのに適しているのです。
　電気イスは、ダメージが 35（防御力無視）、Ark 倍率が 1.7 倍の仕掛けです。防御力無視でダメージが与えら
れる点も重要ですが、ここではむしろ Ark 倍率の高さに着目して下さい。この「1.7 倍」という値は、仕掛けの
中では２番目に高い値です。ゆえに、電気イスは累積 Ark 倍率増加手段として大いに寄与するのです。
　電気イスをコンボの中途段階で用いる、すなわち安定的に後へとコンボをつなげられる形で電気イスをヒット
させるには、実質的に次の２つの方法しかありません。

①　スプリングフロアを用いて当てる
②　スパイクウォールを用いて当てる（その際、電気イスを破壊）

　①のスプリングフロアを用いる方法は、
西の森の館では【図２－２２】の左側に
示すように、電気イスの２マス北、または
３マス南のブロックに設置するのが適し
ています。また、②のスパイクウォールを
用いる方法は西の森の館限定で、【図２－
２２】の右側に示すように、電気イスの北
側に設置するのが適しています。
　さらに、この２つの当て方を組み合わせ
ることで、❶スプリングフロア→❷電気イ
ス→❸スパイクウォール→❹電気イスと
コンボをつなぐこともできます。
　他に有用な当て方はありません。アタックウォールは一見するとスプリングフロアと同様の要領で用いること
ができそうですが、アタックウォールはスプリングフロアよりもヒット後の軌道が高いため、電気イスに当てら
れないことのほうが多いのが実情です。
　なお、電気イスは 25％の確率でヒット後に壊れることを付記しておきます。

　《電撃壁の性質と利用法》
　電撃壁は、地下遺跡・砂岩の部屋に設けられたトラップであり、この部屋には他に落とし穴（蓋あり）が存在
します。落とし穴についても、蓋を開けることでコア＆エリアルの同時付加が可能であることは、第１章で述べ
ました。つまり、電撃壁も、落とし穴をトドメとしたコンボを構築する際に、ダメージ増加手段、および累積
Ark 倍率増加手段として、中途段階で用いるのに適しているのです。

【図２－２２】電気イスの利用法　※図は西の森の館の例
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　とはいえ、電撃壁は、実際にはコンボの中途段階で用いるよりも、むしろ敵を瞬殺するのに適したトラップで
す。例えば、電撃壁と隣接したブロックに設置したスプリングフロアを起動することで、最大３回連続でヒット
させることができます。
　電撃壁は、ダメージが 70、倍率が 1.5 倍の仕掛けです。どちらも、仕掛けの中では標準的な値を取ります。
　右の【図２－２３】は、電撃壁がヒットした後の挙動を示した図で
す。この図に示したように、電撃壁の当たり判定は、高さは身長の約
３倍、横幅２ブロック、奥行 0.4 ブロックの空間を形成しています。
　カビン系トラップを被せた敵を電撃壁めがけて歩かせると、当たり
判定の境界線（奥行 0.4 ブロックの地点）に到達した時点で電撃壁が
ヒットとなり、仰向けで約 0.2 ブロック跳ね返されます。このときの
跳ね返される方向は、電撃壁のヒット地点と、電撃壁の中心点とを結
んだ直線の方向を為します。ブロック中央の地点で当たった場合はぎ
りぎりそのブロック内に留まりますが、端に寄り過ぎると、隣のブロッ
クへと跳ね飛ばされる場合もあります。
　なお、電撃壁がヒットした後は、スマッシュフロアを用いるのがベ
ターです。詳細は第３章のコンボ集の項目（p.60 参照）で述べますが、下の【図２－２４】に示すように、落
とし穴と南北方向で同一のラインとなるブロックに飛ばすことができるからです。

【図２－２３】電撃壁ヒット後の挙動

【図２－２４】電撃壁ヒット後の推奨行動

　コラム：スプリングフロア系トラップ使用時の注意点
　スプリングフロア系トラップ（スプリングフロア、スマッシュフロア）
には位置補正効果があることは前述しましたが、その使用時には１つだけ
注意すべき点があります。その注意点とは、ミレニアをスプリングフロア
系トラップによる軌道上に立たせないようにすることです。もしミレニア
を軌道上に立たせた場合、右の【図２－２５】に示すように、ミレニアを
避けるようにして右か左に軌道が曲がり、結果として着地点がブロック中
央のラインからずれることとなります。
　スプリングフロア系トラップを起動するときは、決してミレニアを軌道
上に立たせないように注意して下さい。 【図２－２５】スプリングフロア系トラップ

　　　の軌道上にミレニアを立たせた場合に
　　　発生する現象
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　第２章のまとめ

　この第２章では、設置トラップおよび仕掛けの性質を、各論で解説していきました。その中
でも特に重要なのは、次の点です。

 ・第１節で説明した、カビン系トラップの移動距離
　ヨウガンカビンは 5.03 ブロック、カビンとアブラカビンは 3.39 ブロック。

 ・同じく第１節で説明した、カビン系／タライ系トラップのみが有する「落下点補正」
　敵がカビン系／タライ系トラップを設置したブロック内にいると、敵の真上に落下します。

 ・第２節で説明した、スパイクウォールヒット後の「向き」（壁側かその逆か）の決定法則
　ブロック中央よりも手前ならば壁側、ブロック中央よりも先ならば壁と反対側。

 ・第３節で説明した、カタストロフボムの性質とその利用法の全て
　カタストロフボムは地震効果と罠起動効果の２つの効果を有します。
　　地震効果………×ボタン押下から 0.8 秒後に発動し、5.5 秒間持続。
　　　　　　　　　効果範囲は 21× 21ブロックだが、設置ブロックよりも高所には
　　　　　　　　　効果は及ばない。
　　罠起動効果……×ボタン押下から 2.5 秒後に発動。効果範囲は 19× 19ブロック。

　特に、カタストロフボムは使い勝手こそ悪いものの、Ark 倍率は床トラップの中では最高の
値を取り、稼ぎに大いに貢献するトラップです。クセの強いトラップですが、何としても使い
こなせるようにならねばなりません。
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　この第３章では、いよいよコンボの構築法について解説していきます。コンボの構築法につ
いては、三者三様で、各人がおのおのの考え方を持っていることとは思いますが、ここでは筆
者なりの考え方を述べていきます。従って、皆様が思い描いているコンボ構築法とは一部相違
する点もあるかとは存じますが、その点予めご了承下さい。
　筆者がコンボを構築するに当たり考える順序としては、まずトドメの刺し方を最初に固め、
その後に安定的につなぐことのできる何セットかの２～５ヒットコンボの組をつなぎ合わせる
ことを考えます。このうち、トドメの刺し方を最初に固めることが稼げるコンボ作りの上では
必須であることは、既に第１章でも述べた通りです。また、安定的につなぐことのできる２～
５ヒットコンボの組をつなぎ合わせる作業では、カビン系を区切りとして考えたコンボの一部
分、例えば、
　　スプリングフロア→床のヤリ→ヨウガンカビン、
　　ヨウガンカビン→コールドクロー→カースドガス→スパイクウォール→アブラカビン
などといった安定的につなげられるコンボの一部分を、ジグソーパズルのピースを当てはめる
かのようにくっつけていき、微調整を繰り返しながら十連コンボへと仕上げていきます。
　そして、終わりの第３節で、これらの考え方に基づいて構築した完成品である８つのコンボ
を、コンボ集として紹介します。

　　第１節　　十連コンボ構築法　 ……………………………………… 40

コンボを作成するスタート地点から十連コンボが完成するまでの過程を、
順を追って解説します。

　　第２節　　仕掛けのマルチヒットを狙え ………………………… 44

仕掛けのマルチヒット（複数回ヒット）が稼げるコンボ作りにおいて有利
である点を述べた後、十連コンボを構築する際の思考過程を３つの具体例
を交えて紹介します。

　　第３節　　楽して稼げるコンボ集　 ………………………………… 54

簡単確実に稼げる８つのコンボを紹介します。
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　第１節　十連コンボ構築法

　《十連コンボの基本形は、設置トラップ×９＋仕掛け×１だけど……》
　十連コンボの最も基本的な形は、設置トラップを９個と仕掛けを１個用いた形です。具体的には、天井・壁・
床の各種別の設置トラップをそれぞれ３回ずつ用い、最後にトドメとして仕掛けを用いて十連コンボとします。
　十連コンボを構築するに当たり、慣れないうちは１回の起動で２ヒットするヘブンズフロアを用いても良いで
しょう。しかし、ヘブンズフロアに頼っていては上達は望めません。なぜならば、ヘブンズフロアのArk 倍率（1.3
倍）は、床トラップの中では低い部類に入るからです。現に、ヘブンズフロアの２ヒット分（1.3×1.3＝累積 1.69
倍）は、カタストロフボムの１ヒット分（単発で 1.7 倍）に及びません。更なる高みを目指すのであれば、ヘブ
ンズフロアからは卒業する必要があります。
　しかしながら、本書では設置トラップを９個と仕掛けを１個用いた十連コンボの形も推奨しません。本書で推
奨するのは、仕掛けを複数回用いた十連コンボです。その仕掛けを複数回用いたコンボの構築法については、続
く第２節で詳しく解説します。

　《十連コンボも所詮は２～５ヒット程度のコンボの集まり》
　本書のさわりの方で、

　❶スプリングフロア→❷ヨウガンカビン→❸コールドクロー
→（Ａアタックウォール）→❹油のタル→❺油だまり→❻アブラカビン
→❼カタストロフボム→❽オオタライ→❾アタックウォール→⑩巨大岩石

という十連コンボを紹介しました。しかし、筆者はこのコンボをいきなり十連コンボの形で思いついたわけでは
ないのです。
　❶スプリングフロア→❷ヨウガンカビンの２連コンボが成立し、❷ヨウガンカビン→❸コールドクローの２連
コンボが成立し、❸コールドクロー→（アタックウォール）→❹油のタル→❺油だまり→❻アブラカビンの４連
コンボが成立し、❻アブラカビン→❼カタストロフボム→❽オオタライの３連コンボが成立し、❼カタストロフ
ボム→❽オオタライ→❾アタックウォールの３連コンボが成立し、❾アタックウォール→⑩巨大岩石の２連コン
ボが成立する。このような２～４ヒットコンボの組み合わせを有機的につなげただけのことです。つまり、十連
コンボとて、所詮は２～４ヒットコンボ、あるいは２～５ヒット程度のコンボの集まりでしかないです。
　以下では、どのような思考過程を経て十連コンボを組み立ていくのかを詳述していきます。

　《十連コンボは２～５ヒット程度のコンボに分解して考えよ》
　上では「２～４ヒットコンボ（あるいは２～５ヒット程度のコンボ）の組み合わせを有機的につなぐ」と述べ
ました。このことを具体的に見ていきましょう。
　上で紹介した十連コンボは、下に示すようにカビン系トラップを境として分解して考えることができます。
　ここで、なぜカビン系トラップを境とするかというと、カビン系トラップの後は全ての壁・床トラップをつな
げることができ、最もフレキシブルに対応できるからです。また、カビン系トラップを被せることで長時間の時
間稼ぎをすることができ、その間に比較的チャージ時間の長い壁トラップ・床トラップのチャージを溜めること
ができるからです。

　そして、カビン系トラップを境として分解したこれらの２～５ヒット程度のコンボの一つ一つを、「塊
かたまり

」とし
て捉えるのです。上の例では、
　　　　第１の塊が、❶スプリングフロア→❷ヨウガンカビン
　　　　第２の塊が、❷ヨウガンカビンから❻アブラカビンまで
　　　　第３の塊が、❻アブラカビンから⑩巨大岩石まで
となります。このように、十連コンボを２～５ヒット程度のコンボの「塊」の集合体として捉えることにより、

　　❶スプリングフロア→ ❷ヨウガンカビン

　　❷ヨウガンカビン →❸コールドクロー→Ａアタックウォール→❹油のタル→❺油だまり→ ❻アブラカビン

　　❻アブラカビン →❼カタストロフボム→❽オオタライ→❾アタックウォール→⑩巨大岩石
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新たな十連コンボを作成するに当たり、今までに作り上げたことのあるコンボの「塊」を流用して組み立てるこ
とができるようになります。

　《トドメの刺し方を最初に固めよ》
　十連コンボを構築する際、最初に決定すべき部分は、トドメの刺し方です。というのも、第１章でも述べまし
たが、トドメの部分が総獲得 Ark の中で最も大きなウェイトを占めるからです。具体的には、トドメに用いる
仕掛けと、トドメの直前に用いる設置トラップの組を最初に決定します。
　上のコンボの例では、トドメは⑩巨大岩石で、トドメ前は❾アタックウォールです。この組み合わせにより、
トドメの⑩巨大岩石にはエリアル＆ロングレンジの２種類のテクニカルボーナスを付加することができます。
　このように、トドメにはテクニカルボーナスがなるべく２種類付加できる形で、トドメに使う仕掛けとトドメ
前に使う設置トラップを定めます。トドメにテクニカルボーナスを２種類付加できる形としては、エリアル＆ロ
ングレンジが成立する「□アタックウォール→巨大岩石」の他に、コア＆エリアルが成立する

「×スプリングフロア→床のヤリ」
「□アタックウォール→床のヤリ」
「×スプリングフロア→回転ノコギリ」
「×スマッシュフロア→回転ノコギリ」
「□アタックウォール→落とし穴」

の５パターンを合わせた、合計６パターンが存在します。
　コンボの構築はコンボスタートから順に組み立てていくもの、と考えがちですが、その手法でははっきりと目
的意識を持ったコンボの構築はできません。「コンボは逆から組み立てる」。これが稼げるコンボを構築する際の
コツです。この言葉を肝に銘じておいて下さい。

　《終了型――稼げるトドメの刺し方へと収束させる型》
　トドメの刺し方を固めたら、次に為すべきことは、トドメの刺し方の形からコンボを遡って構築し、最後にカ
ビン系トラップを用いる所までの形を決定することです。
　上の例では、トドメの刺し方の形である❾アタックウォール→⑩巨大岩石の形を膨らませ、

❻アブラカビン→❼カタストロフボム→❽オオタライ→❾アタックウォール→⑩巨大岩石
の形を作っています。このようなカビン系トラップを始めとしトドメの仕掛けを終わりとするコンボの一部（塊）
を、本書では以降、終了型と呼ぶことにします。この終了型は、コンボの終盤にて、稼げるトドメの形へと収束
させる役目を担う重要な型となります。
　ではどのような思考過程を経て上記の終了型を構築したのか。順を追って辿っていくこととします。
　まず、⑩巨大岩石を発動させるには、クエイクボム系のトラップが必要です。ここでは Ark 倍率の点で有利
なカタストロフボムを使います。従って、これから創り上げようとする終了型には、❾アタックウォールの前に
自ずと❼カタストロフボムが含まれる形となります。
　すると、使える設置トラップの種別として残っているのは天井トラップのみですので、❼カタストロフボムの
前に、❻カビン系を被せることにします。現時点ではカビン系をカビン、アブラカビン、ヨウガンカビンのどれ
にするかを確定させる必要はありません。
　以上により、

❻カビン系→❼カタストロフボム→❾アタックウォール→⑩巨大岩石
の形までは出来上がりました。
　上の形と比べて❽オオタライが抜けていますが、現時点ではこの形のままでよいでしょう。後ほどヒット数調
整のため、❽オオタライを❼カタストロフボムと❾アタックウォールの間に挿入することとなります。

　《つながるコンボとつながらないコンボ》
　コンボを遡って構築する際に重要となるのは、コンボとして安定的に成立するトラップの組み合わせとコンボ
として成立しないトラップの組み合わせとを正確に把握しておくことです。というのも、中には決してコンボと
して成立しない相性の悪い組み合わせや、当たりはするものの後が続かなくなる組み合わせがあるからです。
　次のページに、コンボがつながらない設置トラップの組み合わせを列挙しています。それらの設置トラップの
組み合わせでは、決してコンボは成立しません。コンボを構築する際は、該当する順番でヒットさせることのな
いよう注意を払う必要があります。
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　また、コンボとして成立こそするものの、タイミングが難しく安定的には成立させにくい組み合わせもありま
す。それらを以下に列挙します。

　上記の３つの組み合わせは、上手くつなげるには多少の慣れが必要となります。コンボとして成立こそします
が、安定性の面を鑑み、本書では非推奨とします。
　なお、上記の３つのつなげにくい組み合わせのうち２つは、間に１つトラップを挟むだけで安定的なコンボに
変貌します。最も上のものは改良の余地はありませんが、真ん中のものは間にオオタライを挟むことで、最も下
のものは間にフラッシュボムを挟むことで、格段に安定度が増します。

　これらとは逆に、安定的につなげることのできるコンボの流れを、下に示しています。これらの安定的なコン
ボの型を有機的につなぐことで、安定的な十連コンボを構築できるのです。

　上に示したトラップの組み合わせが、安定的につなぐことのできるコンボの流れとなります。コンボを構築す
る際は、上記の組み合わせの中から選択するようにすると良いでしょう。

　《開始型と中間型》
　さて、稼げるトドメの形へと収束させる型である終了型を固めることができたら、早速そのコンボを膨らませ

　・安定的につなげることのできる組み合わせ
　△カビン系の後、□ウォール系の後……どんなトラップでも容易に後につなげられる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（但し、□プレスウォール→△カビン系 は例外）
　□コールドアローの後……２択

□コールドアロー─┬→×スプリングフロア系　　……（※）
　　　　　　　　　└→×クロー系

　×スプリングフロア系の後……３択
×スプリングフロア系─┬→△カビン系
　　　　　　　　　　　└→（△オオタライ）─┬→□ウォール系→△カビン系
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└→□コールドアロー→（以下上記※と同）

　×クロー系の後……１択
×クロー系→（△ガス系）→□ウォール系→△カビン系

　×クエイクボム系の後……３択
×クエイクボム系─┬→△カビン系
　　　　　　　　　├→（△オオタライ）→□ウォール系→△カビン系　（起動タイミング要注意）
　　　　　　　　　└→□コールドアロー→（以下上記※と同）

　・コンボとしてつなげにくい組み合わせ
×クロー系→□コールドアロー　………………クロー系の効果が切れるのを待って起動せねばならない
×スプリングフロア系→□コールドアロー　…起き上がるタイミングを見計らう必要あり
□プレスウォール→△カビン系　………………押し出したマスに到達する前に起動せねばならない

　・つながらないトラップの組み合わせ
□マグネット系→×クエイクボム系　……………途中で必ずコンボが途切れる
□マグネット系→△カビン系　……………………当たりはすれど、カビン系が割れ、後が続かない
□コールドアロー→×クエイクボム系　…………途中で必ずコンボが途切れる
□コールドアロー→×マグネットフロア系　……途中で必ずコンボが途切れる
□コールドアロー→△カビン系　…………………当たりはすれど、カビン系が割れ、後が続かない
×クロー系→□マグネット系　……………………効果が無効になる
×クロー系→△カビン系、△タライ系　…………同一ブロックに設置できない（例外あり：第４章参照）
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ることにしましょう。ここで、開始型と中間型という新たな用語を定義します。大雑把に言うと、開始型とはコ
ンボスタートの形を、中間型とはコンボの中途段階の形を指します。
　本書で定義する「開始型」とは、具体的には、１ヒット目は床トラップ（または油だまり）とし、その後最初
にカビン系を被せるまでのコンボの一部（塊）のことを指します。なぜ１ヒット目を床トラップ（または油だま
り）に限定するかと言うと、天井・壁トラップと比べて、移動する敵に対しても狙って当てるのが格段に容易で
あるからです。先のコンボの例では、「❶スプリングフロア→❷ヨウガンカビン」が開始型に該当します。
　また、本書で定義する「中間型」とは、上で定義した開始型と終了型の間にあるコンボの一部（塊）のことを
指し、具体的にはカビン系を始まりとし次のカビン系を終わりとする形を取ります。先のコンボの例では、「❷
ヨウガンカビン→❸コールドクロー→（Ａアタックウォール）→❹油のタル→❺油だまり→❻アブラカビン」が
中間型に該当します。コンボによってはこの中間型は２つ存在する場合もあります。
　なお、十連コンボ構築における開始型と中間型の作成順序は、どちらが先であっても構いません。
　また、開始型と中間型の形が定まるまでは、開始型、中間型、終了型の中にある△カビン系は、カビン、アブ
ラカビン、ヨウガンカビンのどれにするかを確定させないでおくのが良いでしょう。こうすると、後で位置調整
などのときに融通が利きます。

　さて、開始型についてもう少し詳しく見ていきましょう。開始型、すなわち安定的なコンボスタートの形とし
ては、主に以下の５種類が挙げられます。

①　×スプリングフロア系→△カビン系
②　×クエイクボム系→△カビン系
③　油だまり→×クエイクボム系→△カビン系
④　油だまり→△アブラカビン　　（タイミングを見切る必要あり）
⑤　カウンターヒット狙いで△カビン系から始める（例外）

　では、それぞれの開始型のパターンについて解説していきましょう。
　まず、①の「×スプリングフロア系→△カビン系」とする方法は、抜群の安定性を誇るのが特徴です。コンボ
スタートが容易であるだけでなく、位置補正の効果により、以下の２つの効果が期待できるからです。
　　・位置補正の効果により横方向中央の位置に補正し、その後のコンボの安定化に大いに寄与する
　　・位置補正の効果により進行方向の座標を正確に定め、その後のコンボの厳密な位置調整を可能とする
　しかしながら、トドメを刺す際に重宝するスプリングフロア系を、コンボの序盤で使用してしまうことになる
という難点もあります。
　次に、②の「×クエイクボム系→△カビン系」の方法は、水平な面では起動タイミングがずれると停止位置が
ずれ、カビン系を被せるのに失敗してしまうことがあるのが難点です。しかし、階段上で起動すると、先の第２
章（p.31 参照）でも紹介したように、コンボの始点を正確に定める効果が期待できます。
　次の③の方法を説明する前に、まず④の方法を説明します。この「油だまり→△アブラカビン」とする方法は
従来から広く知られた油だまりの活用法ですが、油だまりを発生させるタイミングの見極めが難しいのが難点で
す。詳しくは第４章で解説しますが、油だまりが残る時間のうち、最後の３秒間（効果時間全体のうち最後の
25％）で油だまりを当てて転ばせないと、④のコンボは成立しません。
　このようなタイミングの見極めが難しい問題を解消するために、間にクエイクボム系（カタストロフボム）を
挟むのです。カタストロフボムの地震効果は 5.5 秒間（クエイクボムの場合は４秒間）で、地震効果を与えてい
る間はコンボが持続します。これが、③に示した「油だまり→×クエイクボム系→△カビン系」とする方法です。
つまり、油だまりとカビン系との間にクエイクボム系を挟むことにより、油だまりを当てるタイミングの見極め
をより容易にすることができるのです。この方法の詳細についても、第４章で解説します。
　最後に、⑤に示したカウンターヒット狙いで△カビン系を当てる方法は、第２章（p.24 参照）でも紹介した
方法です。この方法はカビン系ヒット後の方向がいまいち安定しないなどの欠点を抱えています。しかし、コン
ボをトドメの形から遡って構築していった結果、やむを得ず１ヒット目をカビン系にせざるを得なくなることも
あります。その場合に役立つ方法が、このカウンターヒット狙いでカビン系を当てる方法なのです。
　ところで、１ヒット目を床トラップにするのが良いとは言っても、その床トラップをクロー系とするのは良く
ありません。というのも、クロー系をヒットさせること自体は容易であっても、拘束する位置が安定しないため、
その後のコンボが不安定になる可能性を孕んでいるためです。具体的には、クロー系の後は（△ガス系）→□ウォー
ル系→△カビン系とつなぐことになりますが、ウォール系がアタックウォールである場合は拘束した位置によっ
て着地するブロックが変わり、スパイクウォールである場合は拘束した位置によってヒット後の向きが変わって
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しまうことがあります。従って、クロー系を１ヒット目とする開始型は、不安定であると言えるのです。

　《ヒット数調整――オオタライを挿入せよ》
　開始型、中間型、終了型が定まり、コンボの大枠が固まったら、コンボを 10ヒットにするためにヒット数調
整を行います。
　上の例では、ここまでで下記の部分までが定まっています。

開始型：❶スプリングフロア→❷カビン系（ヨウガンカビン）
中間型：❷カビン系（ヨウガンカビン）→❸コールドクロー→（Ａアタックウォール）
　　　　　→❹油のタル→❺油だまり→❻カビン系（アブラカビン）
終了型：❻カビン系（アブラカビン）→❼カタストロフボム→❾アタックウォール→⑩巨大岩石

　ここでヒット数が不足している場合は、時間に余裕のある部分に Ark 倍率の点で抜きん出ているオオタライ
を挿入し、ヒット数が超過している場合は、４回以上使用しているトラップの種別はないか確認した後、もしな
ければクロー系トラップが省略できるか否かを検討します。ここでは、ヒット数が１ヒット不足していますので、
どこかにオオタライを挿入します。挿入する場所としては、❼カタストロフボムと「❾アタックウォール→⑩巨
大岩石」のコンボの間に数秒程度の時間的余裕があるので、❼カタストロフボムと❾アタックウォールの間に❽
オオタライを挿入します。
　このヒット数調整が終わり、コンボが完成したら、最後に実戦投入後のダメージ調整が待っています。

　《ダメージ調整》
　理論上では上手く十連コンボを作成できたとしても、実戦投入時にダメージ過多により対象が途中で死亡する
ようでは意味がありません。よって、対象が途中で死亡する場合は、ダメージ調整の作業が必要になります。
　ダメージ調整とは、ダメージの大きいトラップを、よりダメージの小さい同等の効果をもたらすトラップに置
換し、コンボの途中で対象が死亡することのないように調整する作業のことです。主な例を以下に挙げます。

 ・ヨウガンカビンをカビンに置換（その際、移動距離が変わるので注意）
 ・コールドクローをベアトラップに置換（その際、拘束時間が短くなるので注意）
 ・オオタライをタライまたはカビンに置換（その際、累積 Ark 倍率が若干減少する）

　このように、より小さなダメージのトラップへと置換することによって、トドメの仕掛けまで対象が生存する
ような状況を作り上げていきます。もしこのダメージ調整の作業を行っても対象が途中で死亡するようであれば、
そのコンボ自体がその対象に対しては不向きであることを意味しています。

　第２節　仕掛けのマルチヒットを狙え

　《なぜマルチヒットなのか？》
　仕掛けを１回しか用いない十連コンボでは、獲得 Ark はおのずと限界が見えてきます。というのも、全体的
に Ark 倍率の低い壁トラップが足を引っ張って累積 Ark 倍率の伸び悩みを招いてしまうからです。また、仕掛
けを１回しか用いない場合、与えられるダメージ量にも限界があり、クラッシャーなどのHPの高い敵を殺せな
いといった事態が発生してしまいます。
　これらの限界を突破する方法が、仕掛けのマルチヒット（複数回ヒット）です。
　設置トラップのうち壁トラップの Ark 倍率は最も高いものでも 1.3 倍でしかないのに対し、仕掛けの半分以上
は Ark 倍率が 1.5 倍、あるいはそれ以上です。また、仕掛けの多くは、ダメージ値が 70以上の高い値を取ります。
つまり、仕掛けを複数回用いることで、ダメージも Ark 倍率も低い設置トラップの使用回数を減らし、獲得 Ark
算出式におけるオーバーキル Dの値と累積 Ark 倍率 A の値の両方を押し上げる効果が見込めるのです。

　《使うべき設置トラップと削るべき設置トラップ》
　十連コンボを構築するに当たり、仕掛けを２回用いた場合は、使用する設置トラップの回数は８回となり、使
用しない設置トラップが１個発生します。また、仕掛けを３回用いた場合は、使用する設置トラップの回数は７
回となり、使用しない設置トラップが２個発生します。つまり、仕掛けをコンボに盛り込めば盛り込むほど、使
用しない設置トラップの数は増大するのです。
　では、どの設置トラップをコンボから削るべきなのか。また、どの設置トラップがコンボから削るべきではな
いのか。その点について見ていきます。



第
３
章

‒45 ‒

第３章　　コンボ構築術

　上の【表３－１】は、設置トラップのうち Ark 倍率が 1.0 倍より高いものの一覧表です。この表から分かる
ことは、天井トラップは全体的に高倍率であるのに対し、壁トラップは全体的に倍率が低いということです。つ
まり、累積 Ark 倍率を押し下げることなく十連コンボの中で仕掛けを複数回盛り込むには、天井トラップの使
用回数を減らすことなく、壁トラップの使用回数を減らすと良いということになります。つまり、仕掛けを２回
用いる十連コンボであれば、壁トラップの使用回数を１回減らし、仕掛けを２回用いる十連コンボであれば、壁
トラップの使用回数を２回減らすのです。とはいえ、壁トラップを全く用いない十連コンボを作成するのは事実
上不可能なので、壁トラップは少なくとも１回用いることになります。
　状況によっては、床トラップを１回減らすと良い場合もあります。しかし、天井トラップだけは使用回数を減
らしてはいけません。天井トラップは必ず３回使い切る。これが稼げるコンボ作りの鉄則です。

　《トラップの置換》
　第１節では、ダメージ調整のための「トラップの置換」について紹介しました。そこでは、ダメージの大きい
トラップを、同等の効果を有するよりダメージの小さいトラップへと置換する例について述べました。しかし、
ここで述べる「トラップの置換」は、同等の効果を有するより Ark 倍率の高いトラップへの置換を指し、具体
的には以下の２つを指します。

①　クロー系（Ark 倍率：1.4 倍）を、カタストロフボム（Ark 倍率：1.7 倍）に置換
②　カビン、アブラカビン（Ark 倍率：1.8 倍）を、オオタライ（Ark 倍率：2.0 倍）に置換

　ここで、①については、拘束する効果を有するクロー系から、地震による足止めというほぼ同等の効果を有す
るカタストロフボムへの置換であり、拘束が短時間である場合に有効な置換です。但し、□コールドクロー→×
クロー系のように置換不可能な場合もありますし、また長時間（具体的には 5.5 秒以上）拘束する必要がある場
合も置換はできません。
　なお、②の置換は、カビン系を被せてもブロックを移動しない場合に限定されます。

　《十連コンボ構築の具体例～その１》
　では、どのようにして仕掛けを複数回用いた十連コンボを構築していくのか。その思考過程を、３つの具体例
を用いて紹介します。まず第１の具体例となるのは、第１節で例示した巨大岩石をトドメとするコンボです。
　第１の具体例においては、トドメの刺し方は明確に定まってい
ます。右の【図３－１】に示すように、トドメは❾アタックウォー
ル→⑩巨大岩石とし、⑩巨大岩石にはエリアル＆ロングレンジの
２種類のテクニカルボーナスを付けます。
　次に、このトドメの刺し方から、終了型を構築します。このコ
ンボの場合、終了型は先にも紹介した通り、
　　❻カビン系→❼カタストロフボム→❾アタックウォール
　→⑩巨大岩石
となります。なお、現時点ではまだカビン系の種別は特定させる
必要はありません。また、ヒット順として付けている丸数字は、
便宜上十連コンボ確定後のもので示しています。
　次に考えるべきことは、他の仕掛けを絡められるか否かという

【図３－１】第１の具体例（巨大岩石でトドメ）
　　　　　の終了型

天井トラップ 壁トラップ 床トラップ
Ark トラップ名 Ark トラップ名 Ark トラップ名

2.0
ヨウガンカビン

1.3
アタックウォール 1.7 カタストロフボム

オオタライ スパイクウォール
1.5

クエイクボム

1.8

アブラカビン プレスウォール フラッシュボム
カビン 1.2 コールドアロー

1.4
コールドクロー

タライ ヘビークロー
バーサークガス ベアトラップ

1.6
カースドガス

1.3

スプリングフロア
コンフューズガス スマッシュフロア
スローガス ヘブンズフロア

リフトフロア

【表３－１】設置トラップの Ark 倍率一覧表（1.0 倍以下は省略）
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点です。この王宮・階段の部屋には、他の仕掛けとしてギロチンと油のタルがありますが、このうち巨大岩石と
難なく絡めることのできる仕掛けは、油のタルの方です。よって、巨大岩石の前に油のタルを当てることとします。
　ここで、油のタルを当てる前に、油のタルの転がるライン上に対象を移動させる必要が生じます。また、油の
タルがヒットした後の移動方向を安定させる必要があることから、ここは事前にスプリングフロア系を用いて位
置補正を行った方が良いでしょう。その際、飛ばす方向としては、東側（階段を下りる方向）と西側（階段を上
る方向）の２通りが考えられますが、ここでは東方向へ飛ばすのがベターです。というのも、東方向へ進ませる
ことによって、油のタルのヒット後、油のタルが壁に当たって壊れた後に図の❻の位置に発生する「油だまり」
にもヒットさせることができるようになるからです。
　以上により、開始型および中間型は、

？→×スプリングフロア系（東方向）→？→（□アタックウォール）
　→油のタル→？→油だまり→？→❻カビン系

の形までは漠然と定まりました。
　次に、油のタルと油だまりとをつなぐ方法を考えます。この方法には２通りあり、

①　油のタル→△カビン系→油だまり　（油のタルのヒット地点が図の❻のマスとは異なる場合）
②　油のタル→油だまり　　　　　　　（油のタルのヒット地点が図の❻のマスである場合）

が考えられますが、ここでは②を採用します。なお、①であっても一向に構いません。
　次に、上の漠然とした開始型＋中間型の形と、終了型とを有機的につなぐことを考えます。難しいことを言っ
ているようですが、要はカビン系トラップを適宜挿入するということです。すると、コンボを安定的なものにす
るためには、少なくとも次の２つの箇所にはカビン系トラップの挿入が必要であることが言えます。

 ・×スプリングフロア系の直後　　　　・「油のタル→油だまり」の直後
　従って、開始型＋中間型の形は、

？→×スプリングフロア系（東方向）→△カビン系→？→（□アタックウォール）
　→油のタル→油だまり→❻カビン系

まで定まりました。
　さて、ここまでで開始型＋中間型の形で５ヒット、終了型で３ヒット（重複する❻カビン系は除外）の、合計
８ヒットが定まりました。残るは２ヒットです。ここはコンボの安定性を増す目的で、油のタルを当てる前にク
ロー系で拘束することを考えます。そうなると、残るは１ヒットのみとなり、開始型は自ずと「❶スプリングフ
ロア系（東方向）→❷カビン系」に定まることとなります。
　ここで、❶スプリングフロア系の適切な設置位置について考えてみましょう。
　コンボスタートである❶スプリングフロア系は、移動する敵に対して当てることとなります。そうなると、コ
ンボを決めやすくするためには、誘導しやすい位置に❶スプリングフロア系を設置する必要があります。
　油のタルの転がるライン上で、かつ誘導しやすい位置としては、下の【図３－２】に示す３箇所の候補があり
ます。（階段上にスプリングフロア系トラップを設置するとヒットしない場合があるので除外：第２章 p.31 参照）

　このうち、最も誘導が容易なのは（Ａ）の場合であり、次に容易なのが（Ｂ）の場合となります。なお、（Ｃ）
の場合は盗賊や貴族などの逃げる敵に対しては誘導が難しくなります。

【図３－２】開始型の適切な開始地点（着地位置はスプリングフロアを用いた場合）
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　しかし、（Ａ）の場合は、❷カビン系を被せた後に❸クロー系を設置できないという問題を抱えています。❸
クロー系をフラッシュボムやクエイクボムに変更するという手もありますが、安定性の面からお薦めできません。
また、❶スプリングフロア系として、スプリングフロアではなくスマッシュフロアを用いた場合は、その着地位
置は全て（Ａ）の場合に帰着します。
　以上のことから、❶スプリングフロア系の適切な設置位置と設置トラップについては、（Ｂ）の場合の❶の位
置にスプリングフロアを設置するのが最も適切であると言えます。これにより、
　　開始型：　❶スプリングフロア（東方向）→❷カビン系
　　中間型：　❷カビン系→❸クロー系→（Ａアタックウォール）→❹油のタル→❺油だまり→❻カビン系
　　終了型：　❻カビン系→❼カタストロフボム→❾アタックウォール→⑩巨大岩石
というところまでは定まりました。しかし、まだ１ヒット不足しています。ここまでで使用した設置トラップの
種別は、天井が２個、壁が１個、床が３個です。よって、天井トラップが１つ余っているのでオオタライをどこ
かに挿入することになるのですが、その挿入箇所として適切なのは、先にも述べた通り、❼カタストロフボムと
❾アタックウォールの間です。
　最後に、❷と❻のカビン系を確定させます。ここでは❻をヨウガンカビンとしてしまうとチャージが間に合わ
ずヒット直前に必ずコンボが途切れてしまうので、❷をヨウガンカビンとし、❻をアブラカビン（カビンも可）
とします。なお、このコンボは実際には種々の理由からダメージ調整が必要な場合が多く、その場合は❷カビン、
❻アブラカビン（またはその逆）とせざるを得ないこともあります。（詳細は第５章で解説）
　かくして、第１の具体例における十連コンボの作成は完了と相成ります。

　《十連コンボ構築の具体例～その２》
　次に、十連コンボ構築の第２の具体例を紹介します。この第２の具体例では、初めにコンボの最小構成を固め
た後に、コンボを膨らませる手法について紹介します。使用する部屋は、西の森の館の拷問部屋です。
　まずは、トドメに適した仕掛けの選別から行います。
　拷問部屋には、電気イス、ペンデュラム、回転ノコギリの３種類の仕掛けが存在します。オーバーキルの面を
考えるとペンデュラム（Dmg：85）が最も優れていますが、ペンデュラムではテクニカルボーナスを２種類付
けるのは至難の業です。従って、トドメに用いる仕掛けは、ダメージの面でやや劣るものの確実にコア＆エリア
ルを同時に付加できる方法が存在する回転ノコギリ（Dmg：55）ということになります。
　すると、トドメの刺し方は、❾スプリングフロア→⑩回転ノコギリ、または❾スマッシュフロア→⑩回転ノコ
ギリと決まります。スプリングフロアとスマッシュフロアのどちらを用いるかは、現時点ではまだ確定させない
でおきましょう。
　ここで、⑩回転ノコギリにコア＆エリアルの２種類のテク
ニカルボーナスが同時に付加できる❾スプリングフロア系の
設置位置は、右の【図３－３】に示すように、（Ａ）～（Ｄ）
の４箇所あります。このうち、（Ｂ）と（Ｄ）については当
てられる状況が限定されてしまいますので、（Ａ）または（Ｃ）
の位置で❾スプリングフロア系を起動するものと仮決めして
おきます。
　そして、❾スプリングフロア系の前に当てられるトラップ
は、天井トラップか壁トラップです。とりあえずは暫定的に
△カビン系を当てることとしましょう。後で間に壁トラップ
を挟むかもしれません。
　以上により、終了型の暫定的な形は以下のように決まりました。

❾を（Ａ）の位置：　△カビン系→？→❾スマッシュフロア→⑩回転ノコギリ
❾を（Ｃ）の位置：　△カビン系→？→❾スプリングフロア系→⑩回転ノコギリ

　次に考えるべきことは、他の仕掛けを絡められるか否かという点です。この西の森の館・拷問部屋には、他に
ペンデュラムと電気イスがありますが、ペンデュラムはヒット後の挙動が不安定であるばかりでなく当てること
自体難しいトラップですので、ここでは除外します。そうなると、利用する他の仕掛けは電気イスということに
なりますが、電気イスを当てるにはスプリングフロアかスパイクウォールを用いるのが適していることを第２章
（p.36 参照）で述べました。ここでは、スプリングフロアを次のページの【図３－４】に示した位置に設置する
のが最も適しています。というのも、図の位置に設置したスプリングフロアで飛ばした後の対象の位置が、回転

【図３－３】回転ノコギリがコアヒットする
スプリングフロア系トラップの設置位置
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ノコギリと同一のライン上となるためです。
　回転ノコギリと同一のライン上へ運んだ後は、アタック
ウォールを使えば回転ノコギリのある方向を向くようになり
ます。そうなると、アタックウォールを当てた後の❾スプリ
ングフロア系（スマッシュフロアで確定）の設置位置は、前
のページに示した【図３－３】の（Ｃ）の位置が適切という
ことになります。
　以上のことをまとめると、このコンボの最小構成は、

×スプリングフロア→電気イス
　→□アタックウォール→△カビン系→❾スマッシュフロア（Ｃの位置）→⑩回転ノコギリ

となります。この最小構成を膨らませて十連コンボを作ってみましょう。
　最小構成の段階で既にスプリングフロア系を２回用いているので、開始型は素直にスプリングフロアを始点と
した「❶スプリングフロア→❷電気イス→？→△カビン系」の形が適していると言えます。また、❶スプリング
フロアの後の安定的につなげることのできるコンボの流れは、第１節でも紹介しましたが、次のようになります。
　　　　×スプリングフロア系─┬→△カビン系
　　　　　　　　　　　　　　　└→（△オオタライ）┬→□ウォール系→△カビン系
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└→□コールドアロー→×クロー系→
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→（△ガス系）→□ウォール系→△カビン系
　ここで、最も上の「×スプリングフロア系→△カビン系」とする方法は適しません。というのも、ここでカビ
ン系を被せてしまうと南方向（図の下方向）へ歩いてしまい、せっかく回転ノコギリと同一のライン上に寄せた
のが無意味になってしまうからです。従って、有効なコンボの流れは、残る下２つの方法です。
　このうち、真ん中のコンボにおける□ウォール系をアタックウォールとしてしまうとコンボが膨らまないので、
ここはスパイクウォールを用いることとします。
　すると、以下の２通りのパターン（開始型＋中間型）へとコンボを膨らませることができます。
　　パターン①：　❶スプリングフロア→❷電気イス→（△オオタライ）→□スパイクウォール注１

　　　　　　　　　　　→△カビン系→×クロー系→（△ガス系）→□アタックウォール→△カビン系
　　パターン②：　❶スプリングフロア→❷電気イス→△オオタライ→□コールドアロー→×クロー系
　　　　　　　　　　　→（△ガス系）→□アタックウォール→△カビン系
　　　　　　　　　※△オオタライを□コールドアローの前に挿入しないと不安定になる
　上の①、②は、どちらも安定的につなぐことのできるパターンです。ですが、ここは敢えて、更なる稼ぎを目
指して、クロー系（Ark 倍率：1.4 倍）をカタストロフボム（Ark 倍率：1.7 倍）に置換することを考えてみましょう。
　まずはパターン①から見ていきます。ここで最も注意すべき点は、カタストロフボムの罠起動効果によるアタッ
クウォールの暴発です。しかしこの問題は、カタストロフボムを【図３－３】の（Ｄ）の位置に設置し、アタッ
クウォールを罠起動効果（19×19 マス）の効果範囲外とすることで回避できます。従って、パターン①は問題
なく置換することができます（但し、△ガス系は使えなくなります）。
　次にパターン②について見てみましょう。ここで問題となるのは、トラップ同士の相性です。「□コールドアロー
→×クロー系」の場合は問題なくつながりますが、これを「□コールドアロー→×カタストロフボム」と置換す
ると、後が続がなくなります。従って、パターン②は置換することができません。
　以上により、クロー系をカタストロフボムに置換する場合は、パターン①の場合のみ有効で、その形は

❶スプリングフロア→❷電気イス→（△オオタライ）→❹スパイクウォール→❺カビン系
　→❻カタストロフボム→❼アタックウォール→❽カビン系

となります。これでコンボの形はほぼ固まりました。
　これにより、開始型、中間型、終了型はそれぞれ、

開始型：　❶スプリングフロア→❷電気イス→（△オオタライ）→❹スパイクウォール→❺カビン系
中間型：　❺カビン系→❻カタストロフボム→❼アタックウォール→❽カビン系
終了型：　❽カビン系→（□壁トラップ：アロー系）→❾スマッシュフロア→⑩回転ノコギリ

注１：スパイクウォールを用いる場合は、ヒット後の向き（壁側かその逆か）が問題となるが、この場合は①スプリングフ
ロアヒット後の位置が進行方向ブロック中央から 0.2 ブロック手前なので、□スパイクウォールヒット後の向きは壁側と
なり、その後に使用することとなる□アタックウォールを問題なく当てることができる。

【図３－４】スプリングフロアの適切な設置位置
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となりました。カッコ内は未確定の部分です。
　残るは１ヒット。ここで、確定した設置トラップの種別は、天井が２個、壁が２個、床が３個です。先程も述
べた通り、稼ぎのためにも天井トラップは３回使い切るべきなので、残る１ヒットは天井トラップで確定です。
よって、天井トラップである❸オオタライを、❷電気イスと❹スパイクウォールの間に挿入します。
　あとは、それぞれのカビン系（❺と❽）にヨウガンカビンかアブラカビンを当てはめるだけです。どちらを当
てはめても大差ありませんが、ここでは❺アブラカビン、❽ヨウガンカビンの順としましょう。なお、その逆の
❺ヨウガンカビン、❽アブラカビンとした場合は、先に当てる❺ヨウガンカビンによる移動終了後の最終的なブ
ロックが１マス南にずれてしまうので、その後の❽アブラカビンの設置位置には注意が必要です（後ほどこの現
象を利用したコンボを第４章で紹介します）。
　以上により、開始型、中間型、終了型はそれぞれ、

開始型：　❶スプリングフロア→❷電気イス→❸オオタライ→❹スパイクウォール→❺アブラカビン
中間型：　❺アブラカビン→❻カタストロフボム→❼アタックウォール→❽ヨウガンカビン
終了型：　❽ヨウガンカビン→❾スマッシュフロア→⑩回転ノコギリ

と確定し、第２の具体例における十連コンボの作成は完了と相成ります。

　《十連コンボ構築の具体例～その３》
　続いて、十連コンボ構築の第３の具体例を紹介します。この第３の具体例では、初めに開始型と終了型を確定
させてからコンボを膨らませる手法について紹介します。使用する部屋は、地下遺跡の業火の部屋です。
　まずは、トドメに適した仕掛けの選別から行います。業火の部屋には、暖炉の炎と落とし穴の２種類の仕掛け
が存在しますが、このうちテクニカルボーナスを２種類付加できるのは落とし穴の方です。
　従って、トドメの刺し方は、❾アタックウォール→⑩落とし穴で確定です。
　次に、このトドメの刺し方を膨らませて終了型を構築しましょう。❾アタックウォール→⑩落とし穴の形でコ
ア＆エリアルを同時に成立させるためには、適切な位置に誘導する必要があります。具体的には、落とし穴の中
心点から 4.8 ブロック先を中心とした半径 0.1 ブロックの円内に誘導しないと、⑩落とし穴にコアヒットを付け
ることはできません。その誘導方法については、既に第１章と第２章で３通りの方法を紹介しましたが、ここで
はそのうち最も簡単なスプリングフロアを用いた方法を採用します。
　よって、終了型は、スプリングフロアの前にカビン系を付け足す
ことにより、右の【図３－５】に示すように、

❻カビン系→❼スプリングフロア
　→❾アタックウォール→⑩落とし穴

で一応決まりました。（注：通し番号は十連コンボ確定後のもの）
　次は開始型を確定させます。この業火の部屋では、階段を利用し
て、第２章で紹介したカタストロフボムでコンボの始点を確定させ
る方法を用いることができます。具体的には、右の【図３－６】に
おける❶の位置にカタストロフボムを設置し、その反対側（❷の位
置）にヨウガンカビンを設置することで、❷ヨウガンカビンを被せ
る位置を進行方向ブロック中央の地点で確定させることができま
す。この❷の位置でヨウガンカビンを被せると、効果が切れる位置
は落とし穴と同一のライン上となります。
　よって、開始型は、

❶カタストロフボム→❷ヨウガンカビン
で決まりました。
　次に考えるべきことは、他の仕掛けを絡められるか否かという点です。しかし、この業火の部屋には、他の仕
掛けは中途段階に挟むのには適さない暖炉の炎しかありません。従って、仕掛けを複数回ヒットさせるのであれ
ば、落とし穴を複数回利用するしかありません。ですが、ここでは落とし穴の使用回数は１回に留めることにし
ます。実際、上の形の終了型では、落とし穴を複数回ヒットさせるコンボを構築するのは不可能です。
　さて、開始型と終了型が定まりましたので、これから間に挟む中間型を構築してきます。
　現時点で使用が確定している設置トラップの種別は、天井が２個、壁が１個、床が２個です。残る設置トラッ
プを全て使い切る中間型の１つとして、

【図３－５】第３の具体例（落とし穴でトドメ）
　　　　　の終了型

【図３－６】第３の具体例の開始型
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❷ヨウガンカビン→□コールドアロー→×コールドクロー→△ガス系
　→□スパイクウォール→❻カビン系

が考えられます。しかし、この中間型は、低倍率の壁トラップを３回用いているという欠点を抱えています。
　そこで、壁トラップの使用回数を２回に抑えた別の中間型を紹介しましょう。それは、

❷ヨウガンカビン→❸コールドクロー→❹スパイクウォール→❺油だまり→❻アブラカビン
として途中に油だまりを挿入する方法です（この時点で❻カビン系はアブラカビンで確定）。
　上記の中間型について、トラップの設置・起動順を詳しく見ていきましょう。

　❷ヨウガンカビンの効果が切れて天井トラップが設置可能になったら、すかさず【図３－７】の❺の位置にア
ブラカビンを設置します。❸コールドクローの起動はコンボが途切れるぎりぎりのところまで粘り、その後アブ
ラカビンのチャージが溜まったところですかさず起動し、床に油だまりを発生させます。
　油だまりは発生から 12秒間（チャージ８に相当）残りますが、アブラカビンのチャージが再開するのは床に
落としてから 10.5 秒後（チャージ７に相当）です。つまり、油だまりが残っている時間のうち最後の 1.5 秒間は、
❺のマスには油だまりが残りつつ天井トラップが設置可能な状態となります。この 1.5 秒の間に、アブラカビン
を❻の位置に再設置した上で❹スパイクウォールを起動し、続いて
❺油だまりをヒットさせるのです。
　なお、❹スパイクウォールを当てた後の敵の向き（壁側かその逆
か）については、壁と反対側、つまり落とし穴側を向きます。なぜ
ならば、右の【図３－８】に示すように、❷ヨウガンカビンにより
5.03 ブロック進み、停止位置はブロック中央のラインより 0.03 ブ
ロックだけ前方となるからです（スパイクウォールヒット後の向き
の法則については第２章の p.26 ～ 27 を参照）。従って、❻アブラ
カビンをヒットさせた後は、落とし穴に向かって歩きます。このと
きの進行方向（角度）のずれは僅か１°しかなく、ほぼ壁と垂直です。
このように、❹スパイクウォールを当てた後の向きを壁と反対側、
すなわち落とし穴側とし、かつ進行方向をほぼ壁と垂直にできる点が、上で触れた開始型の強みです。
　以上により、開始型、中間型、終了型はそれぞれ、

開始型：　❶カタストロフボム→❷ヨウガンカビン
中間型：　❷ヨウガンカビン→❸コールドクロー→❹スパイクウォール→❺油だまり→❻アブラカビン
終了型：　❻アブラカビン→❼スプリングフロア→❾アタックウォール→⑩落とし穴

まで定まりました。残るは１ヒットです。ここまでの設置トラップの使用状況は、天井が２個、壁が２個、床が
３個なので、挿入するべきなのは天井トラップであるオオタライです。そして、オオタライが挿入可能な箇所は、
❼スプリングフロアと❾アタックウォールの間だけです。
　かくして、❽オオタライを挿入することで、終了型は

❻アブラカビン→❼スプリングフロア→❽オオタライ→❾アタックウォール→⑩落とし穴
で確定し、第３の具体例における十連コンボの作成は完了と相成ります。

　《同じ仕掛けのマルチヒット》
　これまでは１つの仕掛けに対して１回しかヒットさせない例しか挙げませんでしたが、トドメに適した回転ノ
コギリ・床のヤリ・落とし穴は、どれも複数回ヒットさせることが可能な仕掛けであるとともに、設置トラップ

　　　　［起動罠］　　　　　　　　［設置罠］
❷　△ヨウガンカビン
 ×コールドクロー ③
 △アブラカビン ⑤
❸　×コールドクロー
⑤　△アブラカビン　→油だまり（❺）発生
 △アブラカビン ⑥
❹　□スパイクウォール
❺　　油だまり
 ×スプリングフロア ⑦
❻　△アブラカビン

【図３－７】第３の具体例の中間型

【図３－８】ヨウガンカビンによる移動後の
　　　　　 敵の位置
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とは異なり多重使用が認められており、１回のコンボ中で複数回使用しても Ark が加算されます。そこで、以
下では同一の仕掛けに複数回ヒットさせる例をいくつか紹介します。

　・回転ノコギリのマルチヒット

　回転ノコギリヒット後の挙動を安定させるには、初めにスプリングフロア系を用いると良いです。上記の【利
用法１】では回転ノコギリを２回、【利用法２】では回転ノコギリを３回当てており、いずれも最後の❻回転ノ
コギリにはコア＆エリアルが付く形で当てています。
　しかし、回転ノコギリはダメージが 55と決して高くないことと、回転ノコギリを主に使用することになる西
の森の館の面（第１話～第５話）では敵のHPが少なく上記のコンボを最後まで決められる相手がごく限られて
しまうことから、上記のコンボは実戦ではあまり役に立たないことを付記しておきます。

　・床のヤリのマルチヒット

　上の【利用法１】では、右の【図３－１２】に示すように、❶
スプリングフロアによる着地位置が、「アタックウォール→床の
ヤリ」の近方のコアヒット成立範囲（床のヤリの中心から 0.8 ブ
ロック先を中心とした半径 0.1 ブロックの円内）の中心点と一致
するため、最後の❺床のヤリをコア＆エリアルで当てることがで
きます。このコンボは王宮の祭壇部屋、王の間、裏口（西側）で
使用可能です。

【利用法１】
　　　　［起動罠］　　　　　　　　［設置罠］
❶　×スプリングフロア
❷　　回転ノコギリ
 △オオタライ ③
 ×スマッシュフロア ⑤
❸　△オオタライ
❹　□コールドアロー
❺　×スマッシュフロア
❻　　回転ノコギリ

【利用法２】
　　　　［起動罠］　　　　　　　　［設置罠］
❶　×スプリングフロア
❷　　回転ノコギリ
 △アブラカビン ③
 ×スマッシュフロア ⑤
❸　△アブラカビン
Ａ　□パワーマグネット
❹　　回転ノコギリ
❺　×スマッシュフロア
❻　　回転ノコギリ

【利用法１】
　　　　［起動罠］　　　　　　　　［設置罠］
❶　×スプリングフロア
❷　　床のヤリ
 △オオタライ ③
 ×スマッシュフロア ⑤
❸　△オオタライ
❹　□アタックウォール
❺　　床のヤリ

【図３－９】利用法１（回転ノコギリ）の
　　　　　 トラップ設置位置

【図３－１０】利用法２（回転ノコギリ）の
　　　　　　 トラップ設置位置

【図３－１１】利用法１（床のヤリ）の
　　　　　　 トラップ設置位置

【図３－１２】❶スプリングフロアヒット後の
　　　　　　 着地点の拡大図
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　上の【利用法２】において、最後の❼床のヤリをコアヒットさせるために
は、アブラカビンを被って移動している敵に対して適切な位置で❹コールド
クローを起動させる必要があります。具体的には、右の【図３－１４】に示
すように、「アタックウォール→床のヤリ」の遠方のコアヒット成立範囲（床
のヤリの中心から 4.09 ブロック先、または 4.08 ブロック先を中心とした
半径 0.1 ブロックの円内）の中にいるときに起動せねばなりません。
　このコンボは王宮の王の間、裏口（東側・西側両方）と、地下遺跡の闘技
場、鍾乳洞で使用可能です。

　コラム：アタックウォール→床のヤリの遠方のコアヒット成立範囲が２種類あることについて
　上では遠方のコアヒット成立範囲として２通りの値を示しました。両者の間には 0.01 ブロックしか違いはなく、一
見するとどちらであろうと大した違いはないような気がしますが、実はこの僅か 0.01 ブロックの差が重大な違いをも
たらします。その重大な違いとは、❸アブラカビンの効果が切れるまで歩かせた（3.39 ブロック移動した）場合に、
一方は最後の❼床のヤリがコアヒットするのに対し、他方はコアヒットしないことです。
　この点について具体的に見ていきましょう。第１章の終わりでも
簡単に触れましたが、方角によって床のヤリの遠方のコアヒット成
立範囲が異なるのです。右の【図３－１５】に示すように、コアヒッ
ト成立範囲は、北から、あるいは東から飛ばす場合は 3.99 ～ 4.19
ブロック先となりますが、南から、あるいは西から飛ばす場合はそ
れより 0.01 ブロック近い 3.98 ～ 4.18 ブロック先となります。
　ここで、❶スプリングフロアにより床のヤリの中心点から 0.8 ブ
ロック先の地点に飛ばされ、そこから❸アブラカビンで3.39ブロッ
ク移動すると、0.8＋3.39＝4.19、つまり到達地点は床のヤリの中
心点から 4.19 ブロック先となります。この「4.19 ブロック先」と
いう地点は、北から、あるいは東から飛ばす場合のコアヒット成立
範囲（3.99 ～ 4.19 ブロック先）の範囲内ですが、南から、あるい
は西から飛ばす場合のコアヒット成立範囲（3.98 ～ 4.18 ブロック
先）だと範囲外となります。
　つまり、上記のコンボにおいて、❸アブラカビンの効果が切れるまで歩かせたときは、北から、あるいは東から❻アタッ
クウォールで飛ばした場合は最後の❼床のヤリがコアヒットするのに対し、南から、あるいは西から❻アタックウォー
ルで飛ばした場合は最後の❼床のヤリがコアヒットしません。このような方角の違いによるコアヒット成立範囲の違い
がもたらす混乱を避ける目的で、上記のコンボでは❸アブラカビンの効果が切れる前に❹コールドクローを起動させて
いるのです。
　なお、遠方のコアヒット成立範囲が適用される部屋の方角の違いの詳細は、以下の通りとなります。
　　　　　北から：　王宮の裏口（東側・西側両方）　　　　　 ｝……3.99 ～ 4.19 ブロック先　　　　　東から：　王宮の裏口（東側）、地下遺跡の鍾乳洞
　　　　　南から：　王宮の王の間、地下遺跡の闘技場　………………3.98 ～ 4.18 ブロック先
　先の第２章でバーサークガスとカースドガスの比較の際に例示したコンボ（p.25 参照）は、地下遺跡の鍾乳洞にお
けるコンボなので、遠方のコアヒット成立範囲は 3.99 ～ 4.19 ブロック先が適用されます。つまり、アブラカビンに
より 3.39 ブロック移動させてアブラカビンの効果が切れた後にコールドクローを起動しても、トドメの床のヤリにコ
ア＆エリアルが同時に付けられるのです。

【利用法２】
　　　　［起動罠］　　　　　　　　［設置罠］
❶　×スプリングフロア
❷　　床のヤリ
 △アブラカビン ③
 ×コールドクロー ④
❸　△アブラカビン
❹　×コールドクロー
 △バーサークガス ⑤
❺　△バーサークガス
❻　□アタックウォール
❼　　床のヤリ

【図３－１３】利用法２（床のヤリ）の
　　　　　　 トラップ設置位置

【図３－１４】❹コールドクローの
　　　　　　 適切な起動位置

【図３－１５】アタックウォール→床のヤリの
　　　　　　 遠方のコアヒット成立範囲の
　　　　　　 方角による違い
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　・落とし穴のマルチヒット

　コンボの中途段階で落とし穴を用いた後にさらに落とし穴でトド
メを刺す場合は、途中で向きを落とし穴の反対側に向かせる必要が
あります。その方法としては主に２つあり、上述したマグネット系・
マグネットフロア系を用いる方法と、後ほど紹介するスプリングフ
ロアまたはアタックウォールを用いる方法とがあります。
　また、最後の❽落とし穴をコアヒットさせるには、右の【図３－
１８】に示すように、トラップ設置マークのうちコーン状の物体の
地面に面した円の上に敵が到達したときに❻コールドクローを起動
する必要があります。コーン状の物体の半径は 0.2 ブロック（直径
だと 0.4 ブロック）であり、その円の縁が【図３－１８】に示すよ
うに落とし穴のコアヒット中心点と一致するからです。
　このように、床トラップ（コールドクロー）のトラップ設置マー
クを利用して位置を把握することで、確実に❽落とし穴にコアヒットをつけることができるようになります。
　余談ですが、【図３－１８】に示したトラップ設置マークのうち、球状の浮遊物体は、直径が 0.25 ブロックです。
この球状の浮遊物体は、コアヒット地点（直径 0.2 ブロックの円内）の目安として用いることができます。すな
わち、少なくともこの球状の浮遊物体の内側に敵が位置していないと、コアヒットが付かないということです。
床トラップでコアヒットを狙うときは、この球状の浮遊物体に着目すると良いでしょう。

【利用法１】
　　　　［起動罠］　　　　　　　　［設置罠］
❶　×スプリングフロア
❷　△アブラカビン
 ×コールドクロー ⑥
Ａ　□エレキマグネット
 △ヨウガンカビン ⑤
❸　　落とし穴
❹　　落とし穴
❺　△ヨウガンカビン
 □アタックウォール ⑦
❻　×コールドクロー
❼　□アタックウォール
❽　　落とし穴

【利用法２】
　　　　［起動罠］　　　　　　　　［設置罠］
❶　□スパイクウォール
❷　△アブラカビン
 □アタックウォール ⑦
Ａ　×バキュームフロア
 △ヨウガンカビン ⑤
❸　　落とし穴
❹　　落とし穴
❺　△ヨウガンカビン
 ×コールドクロー ⑥
❻　×コールドクロー
❼　□アタックウォール
❽　　落とし穴

【図３－１６】利用法１（落とし穴）の
　　　　　　 トラップ設置位置

【図３－１７】利用法２（落とし穴）の
　　　　　　 トラップ設置位置

【図３－１８】トラップ設置マークのサイズと
　　　　　　 落とし穴コアヒット成立範囲の
　　　　　　 位置関係
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　★コンボ①
使用部屋：西の森の館・拷問部屋
対象：第３話・ガストーン（クラッシャー）、
　第４話・マクロード（戦士）、ジェラルド（騎士）、
　第５話・グランドー（戦士）、ラドルファス（僧侶）、
　第 26 話（エンディング１・４）の
ガルドレイク（炎獄師）、ルーンギア（僧侶）、ダスク（大臣）、
　第 26 話（エンディング３）のロシュワルド（僧侶）

累積 Ark 倍率：89.1 倍
獲得 Ark：
　　⑩回転ノコギリのみ　……約 24,900 ～ 48,100Ark
　　合計　………………………約 39,200 ～ 71,000Ark

　第３節　楽して稼げるコンボ集

　この第３節では、簡単確実に稼げる様々なコンボを紹介します。

　［解説］
　このコンボは、先の第２節で十連コンボ作成の具体例２
として紹介したコンボです。
　上では❸オオタライのヒット後、次の❹スパイクウォー
ルを起動する前にアブラカビンを設置していますが、この
順序は逆でも構いません。なお、上記の順序で起動する場
合は、天井トラップのチャージが再開してから 1.5 秒以内
に、アブラカビンの設置とスパイクウォールの起動・ヒッ
トを完了させる必要があります。その際の設置のタイミン
グを摑む方法としては、❸オオタライのヒット後、金色
のオオタライが黒く変色しながら萎んでいく様子を目視し
て、完全に消滅した瞬間を狙って○ボタンを押すと良いで
しょう。
　❹スパイクウォールのヒット後の向き（壁側かその逆か）
については、壁側を向きます。なぜならば、❶スプリン
グフロアによる着地点がブロック中央のラインから 0.2 ブ
ロック手前であるからです。ブロック中央のラインから手
前であれば、壁側を向く。この性質は重要ですので覚えて
おいて下さい。
　また、❹スパイクウォールのヒット後の移動方向（角度）
については、右上の【図３－２０】に示すように８°だけ
斜めとなり、アブラカビンの効果が切れるまで歩かせた場
合の横方向（南方向）への移動距離は約 0.47 ブロックと
なります。なお、ここでアブラカビンの代わりにヨウガン
カビンを用いた場合は、横方向への移動距離は 0.7 ブロッ
クとなり、第２節で前述したように最終的な位置は１マス
南へずれてしまいますので、注意して下さい。

　アブラカビンの効果が切れたら、速攻で❽の位置にヨウ
ガンカビンを設置し、その後すかさず❻カタストロフボム
を起動します。ここで、カタストロフボムの設置位置は、
図に示した❻の位置が最も適しています。この位置だとロ
ングレンジヒットが付くだけでなく、第２章（p.33 参照）
でも説明しましたが、続く❼アタックウォールの暴発を抑
止できるためです。なお、ミレニアが地震に巻き込まれな
いようにするために、この❻カタストロフボムを起動する
までにミレニアを高所（例えば【図３－１９】の★の位置）
へと避難させる必要があります。
　カタストロフボムによる地震が収まったら、すぐに❾ス
マッシュフロアを設置します。最後に用いることとなるこ
の❾スマッシュフロアの起動が遅れすぎると、ヨウガンカ
ビンを被った敵はそのまま回転ノコギリに突っ込んでしま
うことになるので、最後まで注意を逸らさないようにして
下さい。

　　　　［起動罠］　　　　　　　　［設置罠］
❶　×スプリングフロア
❷　　電気イス
 ×カタストロフボム ⑥
❸　△オオタライ
 △アブラカビン ⑤
❹　□スパイクウォール
❺　△アブラカビン
 □アタックウォール ⑦
 △ヨウガンカビン ⑧
❻　×カタストロフボム
 ×スマッシュフロア ⑨
❼　□アタックウォール
❽　△ヨウガンカビン
❾　×スマッシュフロア
⑩　　回転ノコギリ

【図３－１９】コンボ①（西の森の館・拷問部屋）の
　　　　　　 トラップ設置位置

【図３－２０】スパイクウォールヒット後の
　　 移動方向（角度）と横方向の移動距離
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　★コンボ②
使用部屋：王宮・祭壇部屋
対象：第 12 話・ギュンター（クラッシャー）専用

累積 Ark 倍率：90.8 倍
獲得 Ark：
　　⑩床のヤリのみ　……約  63,800Ark
　　合計　…………………約 105,000Ark

　［解説］
　このコンボの注意点は 2つ。１つ目は、❹カタストロ
フボムに巻き込まれないようにするために、❶スマッシュ
フロアを起動した後、すぐにミレニアを図の★の位置に移

動させる必要があることです。２つ目は、❻アタックウォー
ルの設置タイミングで、そのタイミングとしては❹カタス
トロフボムのチャージ完了直後がベストです。

　★コンボ③
使用部屋：地下遺跡・闘技場
対象：騎士、奴隷商人、炎獄師
　（炎獄師が相手の場合は、❼はベアトラップに要置換）

累積 Ark 倍率：76.2 倍
獲得 Ark：
　　⑩床のヤリのみ　……約 20,400 ～ 43,000Ark
　　合計　…………………約 31,400 ～ 66,100Ark

　［解説］
　このコンボは、第２章のカースドガスの項目（p.25 参照）
で紹介したコンボとほぼ同様の流れを汲んだコンボです。
　ミレニアを図の★の位置で待機させ、敵が西側の出入口
から入場してきたときに、タイミングを見計らって❶カタ
ストロフボムを起動します。
　また、❼コールドクローの起動タイミングには注意が必

要です。南から❾アタックウォールを当てることとなるの
で、先の第２節のコラムでも解説したように、❻アブラカ
ビンの効果が切れる直前に拘束する必要があります。
　なお、第２章でも説明しましたが、防御力の高い敵に対
しては、❽バーサークガスを❽カースドガスに変更した方
が若干ですが多く稼げます。

　　　　［起動罠］　　　　　　　　［設置罠］
❶　×スマッシュフロア
❷　　床のヤリ
 ×カタストロフボム ④
❸　△アブラカビン
 □アタックウォール ⑥
 △オオタライ ⑤
❹　×カタストロフボム
❺　△オオタライ
 ×スプリングフロア ⑨
 △ヨウガンカビン ⑧
❻　□アタックウォール
❼　　床のヤリ
❽　△ヨウガンカビン
❾　×スプリングフロア
⑩　　床のヤリ

　　　　［起動罠］　　　　　　　　［設置罠］
❶　×カタストロフボム
❷　△ヨウガンカビン
 ×スプリングフロア ④
❸　□スパイクウォール
 △アブラカビン ⑥
❹　×スプリングフロア
❺　　床のヤリ
 ×コールドクロー ⑦
❻　△アブラカビン
 □アタックウォール ⑨
❼　×コールドクロー
 △バーサークガス ⑧
❽　△バーサークガス
❾　□アタックウォール
⑩　　床のヤリ

【図３－２１】コンボ②（王宮・祭壇部屋）の
　　　　　　 トラップ設置位置

【図３－２２】コンボ③（地下遺跡・闘技場）の
　　　　　　 トラップ設置位置
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　★コンボ④
使用部屋：地下遺跡・業火の部屋
対象：格闘家、バーサーカー、弓使い、爆破兵など、
　　　HPが 70 ～ 130、防御力が 8～ 20 程度の敵

累積 Ark 倍率：84.7 倍
獲得 Ark：
　　⑩落とし穴のみ　……約 24,900 ～ 47,300Ark
　　合計　…………………約 34,900 ～ 66,000Ark

　［解説］
　このコンボは、先の第２節で十連コンボ作成の具体例３
として紹介したコンボです。
　地下遺跡・業火の部屋を用いたコンボは、このコンボを
含め４つ紹介します。まず最初の紹介となるこのコンボ④
は、落とし穴に１回だけ落とすコンボです。
　ミレニアの初期位置は図の★の位置で、ここで敵が北側
（図の左側）の階段を下りようとするところを待ちます。
この後で紹介する業火の部屋を用いた他のコンボについて
も、ミレニアの初期位置は同じです。
　また、❶カタストロフボムによる壁トラップ（ここでは
❹スパイクウォール）の暴発を防止するために、スパイク
ウォールはコンボ開始直前に設置し直しておきましょう。
これについても、業火の部屋を用いた他のコンボでも同様
のことが言えます。
　最初の❶カタストロフボムは早めに起動します。具体的
には、敵が❷のブロックの中央地点に到達するよりも 0.8
～ 2.5 秒前のタイミングで×ボタンを押します。このとき
起動が多少早くても、停止する位置は❷のブロックの進行
方向中央の地点と決まっていますので、その後の位置誘導
に神経を尖らせる必要はありません。とにかく、起動が遅
れないよう注意しさえすれば良いのです。
　❷ヨウガンカビンの効果が切れ、天井トラップが設置可
能になったら、速攻で❺の位置にアブラカビンを設置し、
❸コールドクロー起動の後すぐにアブラカビンを落として
❺油だまりを発生させます。既に第２節でも触れましたが、
油だまりが残る時間は 12秒間であり、また発生から 10.5
秒後に天井トラップのチャージが再開します。これに対し、
コールドクローの拘束時間は 14秒間なので、油だまりを
発生させてから 10.5 秒間が経過し、天井トラップが設置
可能となるまでの間、ずっと拘束し続けることができます。

　天井トラップ（アブラカビン）のチャージが再開したら、
すぐに❻の位置にアブラカビンを設置し直し、その直後に
❹スパイクウォールを起動します。なお、❻アブラカビン
の設置タイミングは❹スパイクウォールの起動後であって
も間に合います。ですが、一般論で言うならば、トラップ
を起動する前に次に使用するトラップを設置することを習
慣づけておいた方が良いでしょう。
　この後の❼スプリングフロアの設置タイミングには注意
が必要です。具体的には、❻アブラカビンを起動する前に
設置せねばなりません。もし設置が遅れてしまうと、❼ス
プリングフロアのチャージが溜まる前に落とし穴に落ちて
しまう羽目になります。
　❻アブラカビンを被せた後、敵は落とし穴の方向に向
かって歩きますので、❼スプリングフロアを設置したブ
ロックの中心付近に到達したところで❼スプリングフロア
を起動し、起動から 1.5 秒が経過しトラップ設置画面が呼
び出せるようになったら即❽オオタライを設置します。こ
のときの設置可能となるタイミングを見切る方法として
は、緑色の天井トラップ（アブラカビン）のチャージバー
に注目すると良いです。アブラカビン（CHG：２）のチャー
ジバーがちょうど半分溜まった時点が、トラップ設置画面
が呼び出せるようになる 1.5 秒が経過したタイミングとな
ります。とはいえ、設置のタイミングが多少遅れたとして
も、❽オオタライは間に合いますので、ここでは設置タイ
ミングに神経を尖らせる必要はありません。
　このコンボは、与えるダメージが低い割には大量の Ark
を稼ぎ出すことができます。従って、このコンボはHPが
あまり高くない敵を相手にする際に重宝することとなるで
しょう。

　　　　［起動罠］　　　　　　　　［設置罠］
❶　×カタストロフボム
❷　△ヨウガンカビン
 ×コールドクロー ③
 △アブラカビン ⑤
❸　×コールドクロー
⑤　△アブラカビン　→油だまり（❺）発生
 △アブラカビン ⑥
❹　□スパイクウォール
❺　　油だまり
 ×スプリングフロア ⑦
❻　△アブラカビン
 □アタックウォール ⑨
❼　×スプリングフロア
 △オオタライ ⑧
❽　△オオタライ
❾　□アタックウォール
⑩　　落とし穴

【図３－２３】コンボ④（地下遺跡・業火の部屋）の
　　　　　　 トラップ設置位置
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　★コンボ⑤
使用部屋：地下遺跡・業火の部屋
対象：一部の騎士、奴隷商人、戦士など、
　　　HPが 100 ～ 150、防御力が 15 ～ 30 程度の敵

累積 Ark 倍率：84.7 倍
獲得 Ark：
　　⑩落とし穴のみ　……約 17,400 ～ 29,800Ark
　　合計　…………………約 31,400 ～ 52,400Ark

　［解説］
　業火の部屋で２番目に紹介するコンボは、落とし穴に２
回落とすコンボです。
　このコンボは、他に紹介する落とし穴を用いるコンボと
は異なり、トドメの⑩落とし穴にはコアヒットが付かず、
大して稼げません。とはいえ、このコンボを少々弄り、安
定性を多少犠牲にすれば落とし穴にコア＆エリアルを付
けることは可能です。そのコンボについては後ほど補遺
（p.101 参照）で紹介します。
　開始位置、および最初の３ヒットについては前のページ
で紹介したコンボ④と同様ですので、説明は割愛します。

　❹スパイクウォールのヒット後の向き（壁側かその逆か）
については、先のコンボ④と同様、壁と反対側（落とし穴側）
を向きます。従って、❺アブラカビンを被った後は、その
まま落とし穴へと歩きます。

　落とし穴に落ちた後、敵は落ちた時点で向いていた方向
から這い上がってきます。そこで、敵が❻落とし穴へと落
ちた後は、速攻で❼の位置にオオタライを設置します。そ
して、チャージが溜まり次第❼オオタライを起動し、落と
し穴から這い上がってきたところを当てます。
　❼オオタライのヒット後は、❽アタックウォール→❾ス
プリングフロアの順に起動し、再び⑩落とし穴へ放り込み
ます。トドメの⑩落とし穴には、テクニカルボーナスはエ
リアルヒットのみしか付かないため、獲得 Ark は落とし
穴を使用した他のコンボに比べると少なめです。
　このコンボ⑤は稼ぎの面では劣るものの、使用している
トラップは前のページのコンボ④と全く同じであり、また
次のページで紹介するコンボ⑥と同じ装備でプレイするこ
とが可能です。従って、このコンボ⑤は、他のコンボ（コ
ンボ④およびコンボ⑥）を補助するコンボとして用いるこ
とができるのです。

　　　　［起動罠］　　　　　　　　［設置罠］
❶　×カタストロフボム
❷　△ヨウガンカビン
 ×コールドクロー ③
 △アブラカビン ⑤
❸　×コールドクロー
❹　□スパイクウォール
 ×スプリングフロア ⑨
❺　△アブラカビン
 □アタックウォール ⑧
❻　　落とし穴
 △オオタライ ⑦
❼　△オオタライ
❽　□アタックウォール
❾　×スプリングフロア
⑩　　落とし穴 【図３－２４】コンボ⑤（地下遺跡・業火の部屋）の

　　　　　　 トラップ設置位置

【図３－２５】コンボ⑤の中間型

【図３－２６】コンボ⑤の終了型

　コラム：スパイクウォール→カビン系とつなぐ場合の注意点
　上のコンボにおいて、❹スパイクウォールの後の❺アブラカビンの起動タイミングには注意が必要です。具体的に
は、スパイクウォールが壁から３マス分飛び出した後、引っ込み始めるのを待ってからアブラカビンを起動しなけれ
ばなりません。というのも、スパイクウォールが引っ込む前にアブラカビンを起動すると、アブラカビンがスパイク
ウォールに当たって壊れてしまい、コンボが不成立となってしまうからです。当然ながら、これはアブラカビン以外
の他のカビン系を用いた場合にも同様のことが言えます。スパイクウォールの次にカビン系を当てる場合は、スパイ
クウォールが壁へと引っ込み始めるのを待ってから起動することを習慣づけるようにしましょう。



‒58 ‒

第
３
章

第３章　　コンボ構築術

　★コンボ⑥
使用部屋：地下遺跡・業火の部屋
対象：一部の騎士、クグツ兵、剣士など、
　　　HPが 110 ～ 150、防御力が 28 ～ 35 程度の敵

累積 Ark 倍率：97.7 倍
獲得 Ark：
　⑩落とし穴のみ　……約 39,600 ～  69,500Ark（理論値）
　合計　…………………約 58,500 ～ 102,900Ark（理論値）

　［解説］
　初めにお断りしておきますと、このコンボは 25％の確
率で失敗します。というのも、最初の❶カタストロフボム
によりミレニアが転倒すると（確率 25％）、その後の❸ス
プリングフロアの設置が遅れ、結果としてチャージが間に
合わずコンボが途切れるためです。とはいえ、失敗したと
してもダメージは０ですので、何度でもリトライ可能です。
なお、最初にＡパワーマグネットの再設置を忘れずに。

　このコンボ⑥の開始型は業火の部屋の他のコンボとは異
なり、最初に用いるカビン系としてアブラカビンを用いて
います。なぜかというと、コンボの終盤で移動距離の長い
ヨウガンカビンを用いる必要があるためです。そのため、
❶カタストロフボムと❷アブラカビンの設置位置が他のコ
ンボとは異なりますし、❷アブラカビンで効果が切れるま
で歩かせた後の停止位置も異なります。具体的には、停止
位置についてはブロック中央よりも 0.39 ブロック前方と
なります。もしこの位置でスパイクウォールを当てた場合
は、その後の進行方向が斜めとなり、落とし穴から逸れる
こととなります。従って、落とし穴の方向を向かせる手段
としてはスパイクウォールは使えず、代わりにスプリング
フロアを使用することとなります。
　また、最初の❶カタストロフボムの起動が遅れてしまう
と、停止位置が前方にずれ、その結果❷アブラカビンの移
動終了後の位置が❸スプリングフロアのブロックをはみ出

してしまい、コンボは失敗となります。起動タイミングに
は充分注意して下さい。

　❸スプリングフロアで落とし穴方向に飛ばした後、❹
オオタライを当て、その後Ａパワーマグネットで落とし穴
方向へ吸引します。対象とする敵がクグツ兵のような足の
遅い敵であれば、この後２回だけ落とし穴に落ちます。し
かし、一部の敵（例：剣士・キース）については、パワー
マグネットだと落とし穴に３回落ちてしまうことがあるた
め、代わりに吸引時間の短いエレキマグネットを用いる必
要があります。

　❼ヨウガンカビンを被せた後、落とし穴のコアヒット範
囲内（落とし穴の中心点から 4.7 ～ 4.9 ブロック先）に入っ
たところで、❽コールドクローで拘束し、位置を固定させ
ます。このときの起動タイミングを計る方法としては、前
述したように、トラップ設置マークのうちコーン状の物体
（底面が半径0.2ブロックの円）に注目すると良いでしょう。
　なお、このコンボを第 23話のクラッシャー・バッシュ
バーンに決めると、トドメの⑩落とし穴だけで 65,535Ark
を超え、実際の獲得Arkは「4,021Ark」になってしまいます。

　　　　［起動罠］　　　　　　　　［設置罠］
❶　×カタストロフボム
❷　△アブラカビン
 ×スプリングフロア ③
 △オオタライ ④
❸　×スプリングフロア
 ×コールドクロー ⑧
❹　△オオタライ
Ａ　□パワーマグネット
 △ヨウガンカビン ⑦
❺　　落とし穴
❻　　落とし穴
❼　△ヨウガンカビン
 □アタックウォール ⑨
❽　×コールドクロー
❾　□アタックウォール
⑩　　落とし穴 【図３－２７】コンボ⑥（地下遺跡・業火の部屋）の

　　　　　　 トラップ設置位置

【図３－２８】アブラカビンによる移動後の敵の位置

【図３－２９】コンボ⑥の中間型

【図３－３０】コンボ⑥の終了型
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　★コンボ⑦
使用部屋：地下遺跡・業火の部屋
対象：将軍、国王、ガーディアン専用

累積 Ark 倍率：94.2 倍
獲得 Ark：
　　⑩落とし穴のみ　……約 40,700 ～ 62,800Ark
　　合計　…………………約 63,600 ～ 96,500Ark

　［解説］
　業火の部屋で最後に紹介するコンボは、落とし穴に４回
落とすコンボです。威力は絶大ですが、最後まで決められ
る敵は将軍、国王、ガーディアンしかいないのが難点です。
　最初の３ヒットが❶カタストロフボム→❷カビン系→
❸スプリングフロアと、前のページのコンボ⑥と同じ流れ
ですが、このコンボにおいては❶カタストロフボムにより
ミレニアが転倒したとしてもコンボが失敗することはあり
ません。というのも、既に第２章で述べたように、アブラ
カビンのコンボ持続時間は 13.5 秒間であるのに対し、こ
のコンボで用いているヨウガンカビンのコンボ持続時間は
16秒間と、2.5 秒も長いためです。
　このコンボの中間型は、前のページで紹介したコンボ⑥
とほぼ同じ流れですが、オオタライではなくアブラカビン
を用いている点が異なります。ここで❹アブラカビンを用
いている理由は、対象とする敵（主に将軍）の吸引速度が
遅く、オオタライを用いたのでは吸引したとしても２回し
か落とし穴に落とせないためです。
　落とし穴に落ちる回数は、パワーマグネットの起動タイ
ミングによって以下のように変化します。

①　❹アブラカビンを被せた後、全く歩かせずにＡパワー
　マグネットを起動した場合　…………………………２回
②　❹アブラカビンを設置したブロックの境界まで歩かせ
　たところでＡパワーマグネットを起動した場合　…３回
③　落とし穴に落ちるぎりぎりまで❹アブラカビンで歩か
　せてからＡパワーマグネットを起動した場合　……４回

ここでは②のパターンを適用します。すなわち、Ａパワー
マグネットの起動は、敵が❹のマスの境界まで歩いたぐら
いのところで行います。
　落とし穴に３回落とした後、❽カビンを被せます。この
後、敵は❽カビンにより 3.39 ブロック移動しますが、上

の【図３－３２】に示すように、これだけでは落とし穴コ
アヒット範囲の中心点（落とし穴の中心から 4.8 ブロック
先）まではまだ約 0.9 ブロック足りません。この約 0.9 ブ
ロックの距離不足を、Ｂバキュームフロアの吸引で補うの
です。
　Ｂバキュームフロアを起動した後、敵が落とし穴コア
ヒット成立範囲の中に入った頃を見計らって、❾アタック
ウォールを起動します。その起動タイミングとしては、敵
の足元が（Ｂ）の隣のマス（落とし穴コアヒット成立範囲
が存在するマス）に 0.1 ブロック分だけ差し掛かった頃が
ベストです。
　なお、このコンボは、先に紹介した業火の部屋の他のコ
ンボ（コンボ④～コンボ⑥）との併用はできません。装備
している床トラップに、他のコンボでは使用していないバ
キュームフロアが含まれているためです。
　また、将軍を相手にした際、❸スプリングフロアのヒッ
ト後に無敵状態（体が光り、ダメージが全て１となる）と
なった場合は、⑩落とし穴でもトドメは刺せません。

　　　　［起動罠］　　　　　　　　［設置罠］
❶　×カタストロフボム
❷　△ヨウガンカビン
 ×スプリングフロア ③
 △アブラカビン ④
❸　×スプリングフロア
 ×バキュームフロア Ｂ
❹　△アブラカビン
Ａ　□パワーマグネット
 △カビン ⑧
❺　　落とし穴
❻　　落とし穴
❼　　落とし穴
❽　△カビン
 □アタックウォール ⑨
Ｂ　×バキュームフロア
❾　□アタックウォール
⑩　　落とし穴

【図３－３１】コンボ⑦（地下遺跡・業火の部屋）の
　　　　　　 トラップ設置位置

【図３－３２】コンボ⑦の終了型における
　　　　　　 移動方法およびその移動距離
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　★コンボ⑧
使用部屋：地下遺跡・砂岩の部屋
対象：クラッシャー、騎士などのHPの高い敵
　　　※将軍は不適

累積 Ark 倍率：74.7 倍
獲得 Ark：
　　⑩落とし穴のみ　……約 27,700 ～ 53,500Ark
　　合計　…………………約 45,900 ～ 84,400Ark

　［解説］
　この第３章で最後に紹介するコンボは、地下遺跡・砂岩
の部屋にある３つの仕掛けを全て用いたコンボです。この
コンボは周到な下準備を要することから、その下準備の段
階から解説を行います。

 ・下準備
　ここで言う下準備とは、落とし穴の蓋を開ける作業と、
敵の誘導とを同時に行う作業のことを指します。ゲームス
タート時には砂岩の部屋の落とし穴には蓋がされているこ
とから、この蓋を開ける作業が必要となります。
　敵が東側の出入口（鍾乳洞へとつながる出入口）から入っ
てきてからしばらく経過したところで、【図３－３３】の
（Ａ）の位置にアブラカビンを落として油だまりを発生させ、
敵を転ばせます。ここで、ミレニアの初期位置は（Ｂ）の
位置、すなわちスプリングフロアの上であり、敵が油だま
りで転んだ直後にそのＢスプリングフロアを起動し、１つ
目の落とし穴に自爆して蓋を開けます。
　ミレニアが落とし穴から這い上がってきたら、（Ｃ）の
位置にスプリングフロア、【図３－３４】の❷の位置にヨ
ウガンカビンを設置し、（Ｃ）の位置、すなわちスプリン
グフロアの上にミレニアを移動させ、敵を待ちます。そし
て、敵を★の位置まで引きつけたところでＣスプリングフ

ロアを起動し、２つ目の落とし穴に自爆して蓋を開けます。
なお、敵を引きつける際は、なるべく敵がブロック中央よ
りも北側（図の上側）に位置するように誘導して下さい。
理由は後述します。
　この後、敵は不思議な動作を取ります。ミレニアを追い
かけて、蓋の開いている落とし穴に突進するのです。この
不思議な動作の理由は、落とし穴の蓋が開いても、しばら
くの間は敵はそのことを認識しないためです。しかし、蓋
が開いてしばらく経過した後は、敵は落とし穴を認識し、
落とし穴を避けて歩くようになります。
　この❶落とし穴からコンボ開始となります。コンボ開始
までに、パワーマグネットが【図３－３４】の（Ｄ）の位
置にきちんと設置されているか確認しておきましょう。

 ・コンボスタート後
　❶落とし穴の後、ミレニアが体勢を立て直したら、すか
さずスマッシュフロアを設置した後に後ろを向き、敵を目
視しながら、落とし穴から這い出てきたところを狙って❷
ヨウガンカビンを起動します。このとき起動が早すぎると
❷ヨウガンカビンは当たりませんので、注意して下さい。
❷ヨウガンカビンを被った敵はそのまま❸電撃壁へ突っ込
みます。

　　　　［起動罠］　　　　　　　　［設置罠］
―――――――――（下準備）――――――――――
Ａ　△アブラカビン　→油だまり（Ａ）発生
Ａ　　油だまり
Ｂ　×スプリングフロア（自爆）
　　　落とし穴（自爆）
 ×スプリングフロア Ｃ
 △ヨウガンカビン ②
Ｃ　×スプリングフロア（自爆）
　　　落とし穴（自爆）
―――――（コンボここからスタート）――――――
❶　　落とし穴
 ×スマッシュフロア ④
❷　△ヨウガンカビン
❸　　電撃壁
 △オオタライ ⑤
❹　×スマッシュフロア
 ×スプリングフロア ⑥
❺　△オオタライ
Ｄ　□パワーマグネット
 △アブラカビン ⑦
❻　×スプリングフロア
 ×コールドクロー ⑧
❼　△アブラカビン
 □アタックウォール ⑨
❽　×コールドクロー
❾　□アタックウォール
⑩　　落とし穴

【図３－３３】コンボ⑧（地下遺跡・砂岩の部屋）の
　　　　　　 下準備の段階でのトラップ設置位置

【図３－３４】コンボ⑧（地下遺跡・砂岩の部屋）の
　　　　　　 トラップ設置位置（コンボ開始後）
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　❸電撃壁ヒット後、敵は後ろへ吹き飛ばされます。この
とき、ブロック中央より南側で❸電撃壁をヒットさせると、
吹き飛ばされた後の位置が１マス南にある階段の上となっ
てしまい、❹スマッシュフロアがヒットしなくなることが
あります。このような事態を回避するためにも、❶落とし
穴の直前の誘導時に、敵をブロック中央よりも若干北側に
位置させる必要があります。

　❸電撃壁のヒット後は、❺オオタライを設置して❹ス
マッシュフロアを起動した後、速攻で❻スプリングフロア
を設置します。その後、なるべくぎりぎりまで粘って❺オ
オタライを起動し、❺オオタライのヒット後にＤパワーマ
グネットを起動し、北側へと吸引します。ここでは各トラッ
プの起動をなるべく遅らせるようにして下さい。というの
も、この後の❻スプリングフロアのチャージが溜まるまで
の時間稼ぎをここで行っているためです。
　Ｄパワーマグネットによる吸引中、❻スプリングフロア
のチャージが溜まり次第速攻で起動し、その後❽コールド
クローを設置してから❼アブラカビンを被せます。

　❼アブラカビンを被せた後、敵が落とし穴の中心地点
から 4,8 ブロック先の地点に到達したところで❽コールド
クローを起動します。その起動タイミングを計る方法をも
う一度説明しますと、右上の【図３－３７】に示すよう
に、床トラップ（コールドクロー）のトラップ設置マーク
のうちコーン状の物体に着目し、このコーン状の物体の地

面に面した円（半径 0.2 ブロック）の上に敵が到達したと
きに❽コールドクローを起動します。この位置を中心とし
た半径 0.1 ブロックの円内で敵を拘束すれば、❾アタック
ウォールの後のトドメの⑩落とし穴にコア＆エリアルの２
つのテクニカルボーナスを付けることができます。

 ・変形例
　さて、上ではコンボの前に周到な下準備を行いましたが、
事前に落とし穴の蓋を２つとも開けておけば、実際には簡
単な下準備で済む場合があります。以下では、その場合に
ついて簡単に解説します。

　上の【図３－３８】に示すように、❶スプリングフロア
→❷オオタライとした後、ミレニアを★の位置に移動させ
れば、オオタライの効果により怒り状態となった敵が落と
し穴に向かって突進する状況を作り出すことができます。
　但し、この方法は第 17話のクラッシャー・ボルトスを
相手にする場合は使えません。この方法ではコンボの前に
７ダメージを与えてしまうためで、コンボを決めようにも
最終的にはHPが足りず、❽コールドクローを当てた時点
で死亡してしまいます。

【図３－３５】コンボ⑧の中間型
　　　　　　（❺オオタライ以降のみ図示）

【図３－３６】コンボ⑧の終了型

【図３－３７】❽コールドクローの起動位置

【図３－３８】変形例における下準備

　コラム：アタックウォールとスプリングフロアのダウン時間の違い
　×クロー系→□アタックウォール→△カビン系などとコンボを決める際、本来ならばアタックウォールを当てる前
にカビン系を設置せねばならないところを、アタックウォールを先に起動したがために、その後のカビン系を被せる
前にコンボが途切れてしまったという経験をされた方もいるのではないでしょうか？
　これに対して、×スプリングフロア→△カビン系とした場合は、カビン系の設置がスプリングフロアの起動後であっ
たとしても、カビン系は間に合い、コンボは成立します。
　これらのことから言えるのは、アタックウォールのダウン時間（着地した瞬間から起き上がり始めるまでの時間）は、
スプリングフロアのそれよりも短いという事実です。
　では、具体的にはダウン時間は何秒かというと、それぞれ以下の通りとなります。

　　　　　　　　アタックウォール：1.3 秒、　スプリングフロア：3.4 秒
　このように、アタックウォールとスプリングフロアでは、ダウン時間が２秒以上も異なります。
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　第 3章のまとめ

　この第３章では、コンボ構築法について解説していきました。その大まかな流れを記すと、
以下のようになります。

Step １　トドメの刺し方を固める
　　稼げるトドメの刺し方、言い換えるとトドメにテクニカルボーナスが２種類同時に付く形
　　は６パターンしかありません。このトドメの刺し方を最初に固めます。

Step ２　トドメの刺し方を膨らませて、終了型を構築する
　　トドメの刺し方の形からコンボを遡って構築し、最後にカビン系トラップを用いるところ
　　までの形を決定します。

Step ３　開始型、中間型を構築する
　　コンボスタートの形（開始型）と、コンボの中途段階の形（中間型）とを構築します。
　　このうち、開始型については床トラップ（または油だまり）を１ヒット目とします。
　　そして、このようにして構築してきた開始型、中間型、終了型を、カビン系トラップでつ
　　なぎ合わせます。

Step ４　ヒット数調整・トラップの置換
　　開始型、中間型、終了型をつなぎ合わせた結果、ヒット数が不足するようであれば間にオ
　　オタライを挿入し、ヒット数が超過するようであれば４回以上使用しているトラップの種
　　別がないか確認した後、もしなければクロー系トラップが省略可能であるかを検討します。
　　また、より稼げるトラップへと置換できるか否かもここで検討します。

Step ５　ダメージ調整
　　上記の Step １～ Step ４を経て完成した十連コンボを実戦投入し、途中で対象が死亡す
　　るようであれば、よりダメージの小さい同等の効果を持つトラップへと置換します。

　このような流れを経て、安定的で、かつ稼げるコンボを構築していきます。

　また、稼げるコンボ作りを目指すには、仕掛けは２回以上絡ませるのが良く、その分壁トラッ
プの使用回数を減らします。ここで、高倍率のトラップが占める天井トラップだけは使用回数
を減らすことなく、３回全て使い切るようにせねばなりません。

　さて、この章で紹介したコンボ集を参考に、皆様も新たなコンボ作りにチャレンジしてみて
はいかがでしょうか。
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　影牢上級者を目指すに当たり、避けては通れない道と言っても過言ではない油だまり。油だ
まりは、天井トラップであるアブラカビンのもう一つの顔であり、ヒット数稼ぎにも Ark 稼
ぎにも役立つことから、コンボ作成に当たっての切り札とも言える存在です。油だまりの利用
法としては、従来より発生後にアブラカビンのチャージが再開するタイミングを先読みするこ
とで「油だまり→アブラカビン」と決めるコンボが広く知られていますが、この方法はタイミ
ングを取るのが難しく、このコンボを決めるには何度も練習してタイミングを摑むのが肝要と
されてきた風潮があります。
　しかし、本書ではそのような工夫の見られない利用法を強く否定します。ちょっと一工夫を
加えるだけで、いとも簡単に油だまりの後にアブラカビンを被せることができるようになるか
らです。
　また、この章のもう一つのテーマである地獄の炎。これはファイアーボールを誰にも当てず
に射出させた後に発生する炎のことです。地獄の炎については、このような注釈を加えねばな
らないほどマイナーなトラップであることは否めませんが、実際には油だまりに比肩しうる強
力なトラップなのです。
　この第４章では、その油だまりと地獄の炎について徹底解剖していきます。

　　　

　　第１節　　地獄の炎の活用法　 ……………………………………… 64

地獄の炎の性質、およびその活用法を解説し、最後に地獄の炎を用いた有
用な十連コンボを２例紹介します。

　　第２節　　油だまりの活用法　 ……………………………………… 72

油だまりの性質、およびその活用法を事細かに解説し、最後に油だまりを
用いた有用な十連コンボを３例紹介します。
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　第１節　地獄の炎の活用法

　《地獄の炎とは何か？》
　「地獄の炎」と聞いても、一体何のトラップなのか想像も付かない方もいるかと思います。地獄の炎の性質を
解説する前に、まずは地獄の炎とは何なのかということを解説せねばなりません。
　地獄の炎とは、壁トラップのファイアーボールを誰にもヒットしないように射出した場合に、ファイアーボー
ルが壁にぶつかった地点に発生する炎のことです。この地獄の炎は、元となるファイアーボールとは全く異なる
性質を有しています。ダメージと Ark 倍率を比較すると、地獄の炎はダメージが 35（防御力無視）で、Ark 倍
率が 1.5 倍であるのに対し、ファイアーボールはダメージが 65で、Ark 倍率は 1.0 倍です。ここではダメージ
値よりもArk倍率に注目して下さい。地獄の炎は1.5倍であるのに対し、ファイアーボールは1.0倍。つまり、ファ
イアーボールから作られる地獄の炎の方が、元となるファイアーボールよりも Ark 倍率が高いトラップ、換言
すると稼げるトラップであると言えるのです。
　壁トラップであるファイアーボールから作られる地獄の炎は、言わば壁トラップの派生した形です。ここで、
本書で何度も述べているように、壁トラップは全体的に Ark 倍率が低く、最大でも 1.3 倍しかないという欠点を
抱えています。しかし、壁トラップの派生した形である地獄の炎は、どの壁トラップよりも高倍率である 1.5 倍
という Ark 倍率を有しています。つまり、地獄の炎は、壁トラップの代わりに使用することで、累積 Ark 倍率
を押し上げる効果が期待できる切り札の一つであると言えるのです。
　なお、地獄の炎は、設置トラップではなく仕掛けとして扱われます。つまり、他の仕掛けと同様に多重使用が
認められており、１回のコンボの中で複数回使用しても Ark が加算されます。

　《地獄の炎の性質》
　では、地獄の炎の性質について見ていきましょう。
　地獄の炎は、ファイアーボールを射出した後、ファイアーボールのチャージ再開と同時に発生します。
　地獄の炎の発生時間は、7.5 秒（チャージ 5に相当）であり、ファイアーボールのチャージ時間と同じ時間だ
け地獄の炎が残ります。但し、人間にヒットするとその時点で消滅します。
　また、地獄の炎の効果範囲（当たり判定）は、右の【図４－１】
に示すように、0.84 ブロック四方の正方形です。但し、ここで
注意していただきたいのは、この「0.84 ブロック」という数値は、
人間の当たり判定を厚みのある「領域」としてみなした場合の値
であるということです。今まで本書では、人間の当たり判定を、
厚みのない「点」として説明してきました。例えば、第２章で説
明した当たり判定のはみ出し領域（幅 0.1 ブロック）は、人間の
当たり判定を便宜上「点」とみなしたからこそ存在する領域なの
です。しかし、地獄の炎の効果範囲だけは、例外的に人間の当た
り判定を「領域」として説明することとします。
　なお、効果範囲として高さ方向も考慮に入れると、地表面から身長の2/3程度までの高さが効果範囲となります。
普通に使用する分にはこの高さ方向を含めた効果範囲を意識する必要はありませんが、スプリングフロアで飛ば
して地獄の炎に当てようとした場合、２マス先から飛ばした場合のみ高さオーバーのためヒットとみなされない
ので、注意が必要です。
　【図４－１】にも示したように、地獄の炎の効果範囲の周辺に
は 0.08 ブロックの隙間が存在します。この隙間に人間が入って
きたときの様子を示した図が、右の【図４－２】です。
　カビン系を被るなどして地獄の炎へ向かって進入してきた敵
は、地獄の炎の効果範囲に触れた瞬間にヒットとなります。ここ
で、人間は半径 0.1 ブロックの当たり判定を有するので、このと
きの人間の当たり判定の中心地点、すなわち停止位置は、0.08
ブロックより 0.1 ブロック手前、つまり地獄の炎が発生したマス
よりも 0.02 ブロック外側となります。このように、地獄の炎が
ヒットしたときの人間の位置は、地獄の炎が存在するマスの１マ
ス手前となります。

【図４－１】地獄の炎の効果範囲

【図４－２】地獄の炎ヒット時の敵の位置
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　また、地獄の炎をコンボに絡める際に注意を払うべき点としては、ヒット後のコンボ持続時間の短さがありま
す。地獄の炎がヒットしてもダウンはせず、ヒット後約 1.2 秒が経過した時点でコンボが終了します。このため、
地獄の炎を当てた後は、素早く次のトラップを当てるようにせねばなりません。
　なお、地獄の炎は油まみれの敵に引火する性質を有するため、アブラカビン、または油だまりを当てた後には、
地獄の炎は当てないほうが良いでしょう。引火によるダメージは Ark にカウントされないためです。

　以上のことをまとめると、次のようになります。

　《ファイアーボールの性質》
　ここで、地獄の炎の元となるファイアーボールの性質についても解説しておきましょう。
　ファイアーボールは、アロー系トラップの一種ですが、追尾効果（第２章 p.28 参照）を有さず、近くに敵が
いるか否かにかかわらず常に直進します。このとき、左右方向には直進しますが、他のアロー系トラップとは異
なり、上下方向には下の【図４－３】に示すように、その弾道は緩やかな放物線を描きます。そして、放物線を
描いて飛んだファイアーボールが地平面に到達した後は、障害物にぶつかるまで地面を這って進み、障害物にぶ
つかって消滅した後には停止地点に地獄の炎が発生します。ここで、ファイアーボールの弾道が放物線であるこ
とから、ファイアーボールを設置した壁から６マス目以遠では、立っている敵は勿論のこと、ダウンしている敵
に対してもヒットします。

　また、ファイアーボール起動により射出される物体の当たり判定の幅は、先ほどと同じく人間の当たり判定を
半径 0.1 ブロックの領域とみなした場合、左下の【図４－４】に示すように 0.7 ブロックです。
　この【図４－４】と、先の【図４－１】（地獄の炎の効果範囲）を重ね合わせた図が、右下の【図４－５】です。
この【図４－５】を見て分かるのは、ファイアーボールは直接当たらないが、後に発生する地獄の炎は当たる範
囲が僅かながら存在するということです。その幅は左右それぞれ 0.07 ブロック。非常に狭い範囲ですが、確実
に誘導する方法はあります。この範囲に敵を誘導することができれば、Ark 倍率の低いファイアーボールを当て
ることなく、Ark 倍率の高い地獄の炎のみを当てることができるのです。

　　〈地獄の炎の性質〉
　　　　発生時間：ファイアーボールのチャージ再開と同時に発生し、
　　　　　　　　　7.5 秒（チャージ５に相当）経過するか、人間に当たると消滅
　　　　効果範囲：0.84 ブロック四方（人間の当たり判定を「領域」とみなした場合）
　　　　停止位置：ブロック境界よりも 0.02 ブロック外側

【図４－３】ファイアーボールの弾道

【図４－４】ファイアーボールの当たり判定 【図４－５】地獄の炎のみが当たる範囲
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　《地獄の炎の利用法》
　地獄の炎をコンボに絡める方法としては、主に３通りの方法があります。

利用法①　予め地獄の炎を発生させた地点に、スプリングフロア系で放り込む
利用法②　予め地獄の炎を発生させた地点に、カビン系を被せて歩かせる
利用法③　ファイアーボールは当たらないが地獄の炎は当たる地点へと誘導した後、
　　　　　ファイアーボールを射出する

　利用法①は最も簡単な方法です。地獄の炎自体にはダウンさせる
効果はないとはいえ、スプリングフロア系の効果により着地後にダ
ウンするので、後がつなげやすいのが特長です。但し、壁トラップ
と床トラップが塞がるので、現実的にはコンボスタートの部分でし
か用いることができず、応用範囲はそう広くないのが難点です。理
論上はカビン系を被せた後で決めることもできますが、実際には地
獄の炎を作ろうにもファイアーボールが敵に当たってしまうケースが多く、現実的とは言えません。
　この利用法①の方法を膨らませた十連コンボを以下に紹介しましょう。第３章のコンボ集の項目で紹介したコ
ンボ②（p.55 参照）の序盤だけを変更したコンボです。

　ミレニアの初期位置は★の位置で、ここで敵が❶のブロックに到達するのを待ちます。そして、敵が❶のブロッ
クに近づいてきたら、Ａファイアーボールを射出して❷の位置に地獄の炎を発生させます。この❷地獄の炎は、
❶スマッシュフロアにより跳ね飛ばした先のブロックでヒットします。
　３ヒット目以降についてはコンボ②と同様なので、説明は割愛します。
　なお、このコンボはクラッシャー（第９話のドルカス、第 12話のギュンター）専用です。

　本題に戻り、地獄の炎の利用法として次に示した利用法②は、地獄の炎ヒット後もダウンしないため矢継ぎ早
にコンボをつなげないといけないという問題を抱えていますが、最も汎用性の高い利用法です。この形は面白い
コンボのつなぎ方へと発展させることができるので、それを紹介することとしましょう。
　右の【図４－８】では、地獄の炎とコールドクローとオオタライが全部
ヒットしている様子を示しています。一見すると実現不可能なように思え
るでしょうが、これは実現可能なコンボです。
　右図下にある数直線をご覧下さい。カビン系を被せて歩かせた後に地
獄の炎をヒットさせたとき、その座標（当たり判定の中心点）はブロック
境界から 0.02 ブロック手前となります。ここで、地獄の炎が発生したブ
ロックにコールドクローを予め設置し、地獄の炎ヒット後にその手前のブ
ロック、すなわち現在敵が位置しているブロックにオオタライを設置しま
す。すると、コールドクローは 0.1 ブロック分のはみ出し領域に掛かるの

【図４－６】利用法①のイメージ図

　　　　［起動罠］　　　　　　　　［設置罠］
Ａ　□ファイアーボール　→地獄の炎（❷）発生
❶　×スマッシュフロア
❷　　地獄の炎
 ×カタストロフボム ④
❸　△アブラカビン
 □アタックウォール ⑥
 △オオタライ ⑤
❹　×カタストロフボム
❺　△オオタライ
 △ヨウガンカビン ⑧
❻　□アタックウォール
❼　　床のヤリ
 ×スプリングフロア ⑨
❽　△ヨウガンカビン
❾　×スプリングフロア
⑩　　床のヤリ

【図４－７】王宮・祭壇部屋におけるコンボの一例

【図４－８】利用法②の続きの一例
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でヒットし、続くオオタライも設置ブロック内にいるので、落下点補正により必ずコアヒットします。
　つまり、利用法②は、通常はコンボとして成立しない×クロー系→△オオタライのヒット順を、ともにヒット
させてコンボとして成立させることができる方法なのです。
　この利用法②を発展させた十連コンボを以下に示しましょう。使用する部屋は、王宮・王の間です。

　最後に示した利用法③は成立条件こそ厳しいものの、ファイアーボールが当たらないことから、ファイアーボー
ルを気兼ねなく射出できるのが利点です。
　ファイアーボールは当たらないが、地獄の炎は当たる
範囲へと確実に誘導できる方法を１例紹介しましょう。
　❶スプリングフロア系（横方向）→❷アタックウォー
ル→❸ヨウガンカビンの３連コンボを決めると、右の
【図４－１０】に示すように、敵の位置（の中心点）は
ブロックの境界から 0.02 ブロック手前となり、この位
置ではファイアーボール（当たり判定：幅 0.7 ブロック）
は当たらず、地獄の炎（当たり判定：幅 0.84 ブロック）
のみが当たります。
　この当て方を膨らませたものが、下の十連コンボです。

　　　　［起動罠］　　　　　　　　［設置罠］
❶　×スマッシュフロア
❷　□アタックウォール
 ×コールドクロー ④
❸　△ヨウガンカビン
 △オオタライ ⑥
❹　×コールドクロー
Ａ　□ファイアーボール　→地獄の炎（❺）発生
❺　　地獄の炎
 □スパイクウォール ⑦
❻　△オオタライ
 △アブラカビン ⑧
❼　□スパイクウォール
 ×スプリングフロア ⑨
❽　△アブラカビン
❾　×スプリングフロア
⑩　　床のヤリ

　　　　［起動罠］　　　　　　　　［設置罠］
❶　×カタストロフボム
❷　△ヨウガンカビン
 ×コールドクロー ④
Ａ　□ファイアーボール　→地獄の炎（❸）発生
 □スパイクウォール ⑥
❸　　地獄の炎
❹　×コールドクロー
 △オオタライ ⑤
❺　△オオタライ
 △アブラカビン ⑦
❻　□スパイクウォール
 ×スプリングフロア ⑨
❼　△アブラカビン
 □コールドアロー ⑧
❽　□コールドアロー
❾　×スプリングフロア
⑩　　床のヤリ

【図４－９】王宮・王の間におけるコンボの一例
　　　　　（★印はミレニアの初期位置）

【図４－１１】地下遺跡・鍾乳洞におけるコンボの一例

【図４－１０】利用法③の方法を実行可能とする
　　　　　　 位置誘導法の一例
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　地獄の炎を用いたコンボをさらに２つ紹介しましょう。
　最初に紹介するコンボは、第 18話の刻の衛兵・ラムダに対して確実に最後まで決められるコンボです。

　★コンボ⑨
使用する部屋：地下遺跡・鍾乳洞
対象：第 18 話・ラムダ（刻の衛兵）専用

累積 Ark 倍率：67.3 倍
獲得 Ark：
　　⑩床のヤリのみ　……約 30,600 ～ 30,900Ark
　　合計　…………………約 42,600 ～ 44,700Ark

　［解説］
　コンボの解説をする前に、刻の衛兵（刻の神兵）を相手
にコンボを決める際の問題点を３点挙げます。
　第１に、地震、および落とし穴が効かないこと。このた
め、Ark 倍率の高いカタストロフボムをコンボに組み込む
ことはできません。さらには、油だまりも効きません。言っ
てみれば、刻の衛兵（刻の神兵）は、累積 Ark 倍率稼ぎ
にはとことん向いていない敵です。
　第２に、当たると吹き飛ばされる反重力弾を発射するこ
と。この反重力弾に当たってしまうと、一気に体勢を崩さ
れてしまいます。従って、コンボを確実に決めるには、反
重力弾を発射させないようにする工夫が必要になります。
また、移動する際は、決して階段や狭い通路ではすれ違お
うとは考えないで下さい。確実に反重力弾の餌食になり、
下手をするとはめられます。
　そして第３に、ダウン後一定の確率でワープし、コンボ
が強制的に終了してしまうこと。刻の衛兵（刻の神兵）に
コンボを決める際、これが最も厄介な点です。刻の衛兵の
場合、ワープする確率は 25％であり、ダウンさせる効果
のあるトラップ（アタックウォールなど）を当てた後は、
常に 25％の確率でコンボが失敗する可能性が潜んでいる
のです。刻の衛兵（刻の神兵）を相手に確実にコンボを決
めるには、運に頼ることなくこの点をクリアせねばなりま
せん。
　以上挙げた３つの問題点により、刻の衛兵（刻の神兵）は、

十連コンボを決めるに当たり、最も厄介な相手であると言
えるのです。

 ・下準備（砂岩の部屋）
　このコンボは鍾乳洞にて決めるコンボですが、第 18話
スタート時のミレニアの初期位置は砂岩の部屋です。まず
は下準備として、ゲームスタート時からコンボ開始直前ま
での流れを解説します。
　第18話がスタートしてすぐに鍾乳洞に向かったのでは、
ミレニアは刻の衛兵・ラムダと通路上で遭遇してしまい、
確実に反重力弾の餌食になってしまいます。ここでは拙速
は避けねばなりません。
　このような事態を回避するため、第 18話が開始したら、
ラムダが砂岩の部屋に入ってくるまで、電撃壁の隣にある
階段の下でミレニアを待機させます。そして、ラムダが階
段を下りようとするところでフラッシュボムを当て、盲目
状態となっている間に、ミレニアは別の階段を昇って鍾乳
洞へと向かいます。
　なお、ラムダがミレニアを目視すると、画面が切り替わ
り会話モードに入ります。鍾乳洞で会話モードに入った場
合、その入るタイミングはそのときによってまちまちであ
るがために、それに気をとられてコンボの下準備に失敗す
る確率が高まるおそれがあります。よって、ラムダとの会
話はこの砂岩の部屋で済ませておいた方が良いです。

　　　　［起動罠］　　　　　　　　［設置罠］
―――――――――（下準備）――――――――――
Ａ　×フラッシュボム
 ×ベアトラップ ③
―――――（コンボここからスタート）――――――
Ｂ　□ファイアーボール　→地獄の炎（❷）発生
 □アタックウォール ④
❶　△カビン
❷　　地獄の炎
 △ヨウガンカビン ⑤
❸　×ベアトラップ
❹　□アタックウォール
❺　△ヨウガンカビン（※タイミング要注意！）
 ×フラッシュボム ⑥
 □プレスウォール ⑧
 △アブラカビン ⑦
❻　×フラッシュボム
❼　△アブラカビン
 ×スプリングフロア ⑨
❽　□プレスウォール
❾　×スプリングフロア
⑩　　床のヤリ

【図４－１２】コンボ⑨（地下遺跡・鍾乳洞）の
　　　　　　 トラップ設置位置
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 ・下準備（鍾乳洞）
　鍾乳洞に入ったら、❶カビン、Ｂファイアーボール、Ａ
フラッシュボムを設置して、【図４－１２】の★の位置に
待機してラムダが部屋に入ってくるのを待ちます。そして、
ラムダが出入口の敷居をまたいで部屋に入ってきた瞬間に
Ａフラッシュボムを起動して盲目状態にします。
　この後のラムダの行動パターンは、そのままミレニアに
向かって進む場合と、出入口で停止して反重力弾を撃つ体
勢に入る場合の２通りに分かれます。前者の場合、ラムダ
を盲目状態にした後、反重力弾を撃たれる前にミレニアを
❶のマスに移動させ、ラムダに密着します。盲目状態のう
ちにラムダに密着すると、ラムダは近距離攻撃しか行わな
くなるため、遠距離攻撃である反重力弾の発射を封印でき
ます。なお、場合によっては、ラムダの停止位置は❶のマ
スではなく、その１マス北（（Ａ）のマス）となることも
あります。
　一方の後者の場合は厄介で、ラムダのその後の行動パ
ターンは一律ではない上に、近距離戦闘に持ち込んでも反
重力弾を撃たれる可能性が高いため、体勢を立て直すべく
一旦砂岩の部屋に戻り、ラムダをやり過すところからやり
直した方が賢明です。

 ・コンボ開始～５ヒット目

　Ａフラッシュボムを当てたら、すかさず❸ベアトラッ
プの設置とＢファイアーボールの射出を行います。その
後、❷の位置に地獄の炎が発生するのと同時にファイアー
ボールのチャージが再開しますので、すかさず❹アタック
ウォールを設置します。この間、ミレニアは囮となりラム
ダに好きに殴らせておきます。
　コンボスタートはカウンターヒット狙いでの❶カビンで
す。ラムダと近距離戦闘に持ち込んでいるのであれば、ラ
ムダの現在位置が❶のマスと異なる場合を除き、確実に❶
カビンを被せることができます。❶カビンヒット後、ミレ
ニアは地獄の炎に当たらないように注意を払いつつ退避し
ます。

　カビンを被ったラムダは、その後❷地獄の炎へ突っ込み
ます。❷地獄の炎がヒットしたら、すぐに❺ヨウガンカビ
ンを設置し、設置が終わったら直ちに❸ベアトラップを起
動します。この一連の動作は 1.2 秒以内に行わねばなりま
せん。なお、敵を拘束するクロー系としてコールドクロー
（Dmg：25）でなくベアトラップ（Dmg：15）を用いて
いるのは、コールドクローだとダメージが大きすぎてコン
ボの途中で死亡してしまうためです。
　その後の❹アタックウォール→❺ヨウガンカビンの部分
は、このコンボの成否を分ける最も重要な部分です。とい
うのも、通常通りアタックウォールによる着地後にヨウガ
ンカビンを起動したのでは、ヨウガンカビンのヒット前に
ラムダがワープする隙を与えてしまい、コンボが強制終了
してしまう可能性があるためです。このワープによるコン
ボの強制終了を確実に回避できる方法を紹介しましょう。

　❹アタックウォールをヒットさせた直後、画面が切り替
わりラムダがアタックウォールにヒットする様子がアップ
で表示されます。このアップでの表示から通常の画面表示
に切り替わった瞬間に❺ヨウガンカビンを起動します。こ
のときのラムダの位置は、概ね上の【図４－１４】に示す
位置となります。このタイミングで起動すると、ラムダが
着地しバウンドしてから約 0.2 秒後に❺ヨウガンカビンが
ヒットします。この「約 0.2 秒後」という時間は、ラムダ
のワープ判定が行われる時間よりも早い時間です。従って、
ラムダの位置がブロック中央からよほど外れていない限
り、ラムダは確実に❺ヨウガンカビンを被ります。このと
きのヒットレートは 97％以下で、コアヒットはしません。
設置したブロック内で静止した敵に対してカビン系を被せ
るわけではないので、落下点補正が行われないためです。
　なお、【図４－１４】における★印は、ミレニアの推奨
立ち位置です。

【図４－１３】５ヒット目までのトラップ設置位置

【図４－１４】刻の衛兵のワープ回避方法

　コラム：ヒット後にワープする可能性があるトラップ
　刻の衛兵（刻の神兵）は、トラップヒットによりダウンすると一定の確率でワープし、強制的にコンボが終了しま
す。ここで、ヒットさせるとダウンするトラップ、換言するとヒット後にワープする可能性があるトラップは、以下
の通りです。

　　　　　天井：全てのロック系
　　　　　壁：　アタックウォール、スパイクウォール、バズソー、ローリングボム
　　　　　床：　スプリングフロア系、ブラストボム系、ヘブンズフロア
　刻の衛兵（刻の神兵）を相手にコンボを決めようとする際は、該当するトラップの濫用は避けねばなりません。



‒70 ‒

第
４
章

第４章　　地獄の炎と油だまり

 ・５ヒット目～７ヒット目

　５ヒット目～７ヒット目の❺ヨウガンカビン→❻フラッ
シュボム→❼アブラカビンの部分も、タイミングが厳しい
要注意箇所です。通常であれば間にカタストロフボムを用
いているところですが、刻の衛兵にはカタストロフボムは
効かないため、ここではやむなく代用品としてフラッシュ
ボムを用いています。
　しかし、フラッシュボムによる硬直時間は、わずか 1.5
秒しかありません。この間に上手く❼アブラカビンを被せ
るには、❺ヨウガンカビンのチャージ再開後に❼アブラカ
ビンを最速で設置することも勿論重要ですが、むしろ成否
を分けるのは❻フラッシュボムの起動タイミングです。
　ここでの❻フラッシュボムの起動タイミングを計る方法
としては、緑色の天井トラップのチャージバーに着目しま
す。この天井トラップのチャージバーが、全体の 5/9 ～ 2/3
の間にある時点が、❻フラッシュボムのベストな起動タイ
ミングです。より具体的には、下の【図４－１６】に示す
ように、天井トラップのチャージバーが「ヒ」の真ん中（全
体の 5/9）から、「ン」にかかる直前（全体の 2/3）の間に
ある時点で×ボタンを押すのがベストのタイミングです。

　なお、５ヒット目にヨウガンカビンの代わりにカビンま
たはアブラカビンを用いた場合は、フラッシュボムに要求
される起動タイミングはより厳しいものとなります。よっ
て、ヨウガンカビンはこの５ヒット目に据えるのがベスト
と言えます。

 ・７ヒット目～トドメ

　❼アブラカビンまでつなげることができれば、残る注
意点は床のヤリが自発的に飛び出すタイミングに重ならな
いように❾スプリングフロアを起動することだけです。床
のヤリが飛び出すタイミングを上手く見定めて、❽プレス
ウォール→❾スプリングフロアの順に起動します。ここで、
❽プレスウォールの後の❾スプリングフロアの起動をコン
ボが途切れるぎりぎりまで粘った場合、上手くいくと❾ス
プリングフロアがコアヒットすることがあります。❾スプ
リングフロアにコアヒットが付くと、付かない場合に比べ
獲得 Ark は合計で約 2,100Ark 増加します。

　このコンボの強みは、唯一コンボ中にワープする可能性
がある箇所である❹アタックウォール→❺ヨウガンカビン
の部分に工夫を施して、刻の衛兵がワープする可能性をゼ
ロにしている点にあります。つまり、このコンボは、運に
一切左右されずに、確実に最後まで決めることができるコ
ンボなのです。
　このコンボ⑨と、後述する油だまりをコンボスタートと
した対ミスト（シャドウ）専用コンボを決めることにより、
隠しトラップを一切使わずとも第 18話でのカンストが達
成できます。

【図４－１６】チャージバーの模式図
（フラッシュボムの起動タイミングの目安）

　コラム：スプリングフロア→カビン系とつなぐ場合のワープ回避方法はあるのか？
　×スプリングフロア→△カビン系とコンボを決めようとしたとき、なぜかカビン系が割れてしまい被ってくれな
かったという経験がある方もいるのではないでしょうか？　これはスプリングフロアの仕様によるものです。
　スプリングフロアのヒットによる着地後、一定時間の間はカビン系のヒットを受け付けず、当たりはすれど割れて
しまいます。この一定時間とは、具体的には約 1.3 秒間です。
　ところで、刻の衛兵（刻の神兵）のワープ判定が行われるタイミングは、地面に着地してから 1.0 秒後です。つま
り、スプリングフロアヒット後にカビン系を受け付けるようになるタイミングは、刻の衛兵（刻の神兵）のワープ判
定が行われるタイミングよりも遅いタイミングなのです。
　従って、×スプリングフロア→△カビン系とつなぐ場合は、上述した□アタックウォール→△カビン系とつなぐ場
合とは異なり、残念ながら確実にワープを回避する方法は存在しません。

【図４－１７】７ヒット目～トドメの
　　　　　　 トラップ設置位置

【図４－１５】５ヒット目～７ヒット目の
　　　　　　 トラップ設置位置
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　★コンボ⑩
使用する部屋：西の森の館・拷問部屋
対象：第 26 話（エンディング１・４）の
　　　　ブラッドホーン（騎士）、ヴァーミリオン（騎士）
　および第 26 話（エンディング３）の
　バーディック（騎士）、バッシュバーン（クラッシャー）

累積 Ark 倍率：102.9 倍
獲得 Ark：
　　⑩回転ノコギリのみ　……約 33,400 ～ 46,000Ark
　　合計　………………………約 50,900 ～ 71,800Ark

　［解説］
　このコンボは、第３章で紹介したコンボ①（p.54 参照）
を改変したものです。コンボ①との主な相違点は、序盤の
形と、アタックウォールの代わりに地獄の炎を用いている
点です。
　コンボスタートである❶カタストロフボムの起動タイミ
ングには注意が必要です。というのも、起動が早すぎると
敵の向きが東方向から北方向へと曲がりきる前にヒットし
てその後の❷アブラカビンの移動方向が変わってしまい、
起動が遅すぎると停止位置が１マス北にずれてしまうため
です。カタストロフボムの地震効果が発動するタイミング
は×ボタンを押してから 0.8 秒後なので、0.8 秒後に❷の
マスで北を向くタイミングを見定めてカタストロフボムを
起動する必要があります。幸い対象となる敵は足の遅い騎
士またはクラッシャーですので、タイミングを摑むのはさ
ほど難しくはありません。その後、カタストロフボムの効
果が切れて床トラップのチャージが再開したら、即座に❸
スプリングフロアを設置する必要があります。
　❸スプリングフロアから❼ヨウガンカビンまでの流れは
コンボ①と同様ですが、コンボ①ではスパイクウォールの
後にアブラカビンを用いているのに対し、ここではヨウガ
ンカビンを用いています。ブロック中央のラインから 0.2
ブロック離れた位置から❻スパイクウォールを当てること
により、下の【図４－１９】に示すように敵の進行方向（角

度）は８°傾き、その後❼ヨウガンカビンにより 5.03 ブ
ロック進むと、横方向（南方向）には 0.7 ブロックだけ移
動します。
　❼ヨウガンカビンの効果が切れるまで歩かせた後、Ａ
ファイアーボールを射出すると、上の【図４－２０】に示
すように、敵の位置（当たり判定）はファイアーボールの
効果範囲外なのでファイアーボールには当たらず、その後
発生する❽地獄の炎のみが当たります。
　対象がブラッドホーン（HP：110）の場合、最後の部
分にも注意が必要です。具体的には、❽地獄の炎を当てた
後、素早く❾スマッシュフロアを起動せねばなりません。
なぜかというと、序盤で❷アブラカビンを被せて油まみれ
にしているため❽地獄の炎により引火し、もたもたしてい
るとトドメの⑩回転ノコギリにヒットする直前に引火のダ
メージで死亡してしまう可能性があるためです。なお、対
象がヴァーミリオン（HP：120）などの場合は、このよ
うな心配は無用です。

　　　　［起動罠］　　　　　　　　［設置罠］
❶　×カタストロフボム
❷　△アブラカビン
 ×スプリングフロア ③
 △オオタライ ⑤
❸　×スプリングフロア
❹　　電気イス
 ×スマッシュフロア ⑨
❺　△オオタライ
 △ヨウガンカビン ⑦
❻　□スパイクウォール
❼　△ヨウガンカビン
 □ファイアーボール Ａ
Ａ　□ファイアーボール　→地獄の炎（❽）発生
❽　　地獄の炎
❾　×スマッシュフロア
⑩　　回転ノコギリ

【図４－１８】コンボ⑩（西の森の館・拷問部屋）の
　　　　　　 トラップ設置位置
　　　　　　（★印はミレニアの初期位置）

【図４－１９】スパイクウォールヒット後の
　　 移動方向（角度）と横方向の移動距離

【図４－２０】❽地獄の炎ヒット時の敵の位置と
　　　 ファイアーボール・地獄の炎の効果範囲
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　第２節　油だまりの活用法

　《油だまりの存在意義》
　油だまりを利用すれば、手持ちの設置トラップのみで十連コンボが組める。このような趣旨の文をWeb 上な
どで見かけたことがある方も多いのではないでしょうか。
　油だまりは、一般的にはアブラカビンを落とすことで作られるトラップです。この油だまりと、アブラカビン
を含めた９個の設置トラップを全て使えば、部屋に予め設置された仕掛けを用いずとも十連コンボが組めるとい
うわけです。言い方を変えるならば、アブラカビンを落として「油だまり」という別のトラップを作ることで、
１ヒット追加し、累積 Ark 倍率を上積みすることができる。本書では設置トラップのみで十連コンボを組むこ
とは稼ぎの面から非推奨としていますが、油だまりが稼ぎを考える上で有用であることに変わりありません。

　油だまりの最大の特長は、Ark 倍率が 1.5 倍とどの壁トラップよりも高倍率でありながらも、ダメージが０で
ある点です。先の第３章で、更なる稼ぎを追及するのであれば仕掛けのマルチヒットを狙うべきであると述べま
したが、一般的な仕掛けはダメージが高く、忍者のようなHPの低い敵に対しては満足にコンボを決められない
という問題を抱えています。この問題を解消できるトラップが、ダメージが０の「仕掛け」である油だまりなの
です。つまり、油だまりを用いれば、HPの低い敵に対しても、仕掛けのマルチヒットが可能となるのです。
　つまりは、油だまりは、地獄の炎と同様、壁トラップの代わりに使用することで累積 Ark 倍率を押し上げる
効果が期待できるばかりでなく、累積ダメージを増加させることなく累積 Ark 倍率を増大させることができる
ことから、HPの低い敵を相手にする場合の最大の切り札であると言えるのです。
　また、油だまりは地獄の炎とは異なり、敵を転倒させる効果があります。ここで重要なのは、敵を転倒させる
効果があるにもかかわらず、敵は油だまりを認識しないという点です。つまり、敵の通り道に油だまりを仕掛け
ておけば、敵は勝手に油だまりを踏んで転ぶのです。この性質を利用しない手はありません。ゆえに、油だまり
はコンボスタートにも利用できる利便性の高いトラップなのです。

　《油だまりの発生方法》
　さて、油だまりの発生方法についていま一度確認しておきましょう。油だまりを発生させる方法としては、次
の２通りがあります。

①　アブラカビンを落下させて割る
②　油のタルを転がして破壊する

　このうち、②の油のタルを用いる方法は、王宮の、それも階段の部屋に限定されてしまいます。よって、以降
では特に断りのない限り、①のアブラカビンを落下させて割る方法に限定して解説します。

　《油だまりの性質》
　まずは、油だまり効果範囲（当たり判定）について見ていき
ましょう。油だまりの効果範囲は、右の【図４－２１】に示す
ように、アブラカビンを設置したブロック内のうち、ブロック
境界から 0.05 ブロック分を除いた範囲となります。言い換え
ると、アブラカビンを設置したブロックのうち 0.9 ブロック四
方が、油だまりの効果範囲となります。但し、ここで注意して
いただきたいのは、この「0.9 ブロック四方」という値は、地
獄の炎の場合とは異なり、人間の当たり判定を厚みのある「領
域」ではなく、厚みのない「点」として算出しているというこ
とです。この油だまりの項目では、半径 0.1 ブロック分の当た
り判定（領域）については考えず、他のトラップのときと同様に人間の当たり判定を「点」として考えます。
　次に、油だまりの発生時間についてですが、第３章でも簡単に触れた通り、アブラカビンが地面に落ちてから
12 秒間（チャージ８に相当）です。詳しく見ていきますと、油だまりはアブラカビンが割れるのと同時に発生し、
その時点から 12秒が経過したところで自然消滅します。また、地獄の炎と同様、12秒が経過する前に人間が
踏むと、その時点で消滅します。
　ところで、アブラカビンが割れてからチャージが再開されるまでの時間は、12秒ではなく、10.5 秒（チャー
ジ７に相当）です。アブラカビンを地面に落としてから 10.5 秒が経過した時点でチャージが再開され、それか

【図４－２１】油だまりの効果範囲
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ら 1.5 秒が経過した時点で油だまりは自然消滅します。つまり、油だまりの効果時間である 12秒間のうち、最
後の 1.5 秒間は、油だまりが残りつつ、アブラカビンのチャージが行われている状態となるのです。
　ここで、油だまりの発生時間とチャージ再開のタイミングについてまとめておきましょう。

油だまりの発生時間　…………………  12 秒間（チャージ８に相当）
アブラカビンのチャージ再開　………10.5 秒後（チャージ７に相当）

　また、油だまりにより転倒したときの敵の位置は、効果範囲とは若干異
なる位置となります。具体的には、ブロック中央の位置であれば、効果範
囲の境界とほぼ同じでブロックの境界から約 0.06 ブロック内側の地点で
転ぶのですが、ブロックの角に近づくほど中心寄りの位置となり、ブロッ
クの四隅の位置ではブロックの境界から約 0.1 ブロック内側の地点にまで
食い込みます。これを図にすると、右の【図４－２２】に示すような扁平
円形状の形となります。
　いずれにせよ、地獄の炎の場合とは異なり、油だまりが発生したブロッ
クと同一のブロックで転倒することとなります。

　以上のことをまとめると、次のようになります。

　《油だまりの利用法① ～ 油だまり→アブラカビン》
　油だまりの利用法として最も広く知られているコンボは、「油だまり→アブラカビン」とつなぐコンボです。
しかし、本書ではこのつなぎ方は非推奨とします。以下にその理由を説明します。
　「油だまり→アブラカビン」の２連コンボを決めるには、具体的にはどのタイミングで油だまりを発生させれ
ば良いのか。まずはこの点について説明しましょう。

　　〈油だまりの性質〉
　　発生時間：アブラカビンが割れるのと同時に発生し、
　　　　　　　12 秒（チャージ８に相当）経過するか、人間に当たると消滅
　　　　　　　但し、チャージの再開はアブラカビンが割れてから 10.5 秒後（チャージ７に相当）
　　効果範囲：0.9 ブロック四方（人間の当たり判定を「点」とみなした場合）
　　転倒位置：ブロック境界よりも約 0.06 ～ 0.1 ブロック内側
　　　　　　　（効果範囲とは異なり、中央に近づくほど境界に近い位置で倒れる）

【図４－２２】油だまりによる
　　　　　　 転倒位置の詳細

　コラム：油だまりの転倒位置が扁平円形状を為していることを見出した経緯
　後ほど紹介するコンボ⑫（p.80 参照：油だまりを２回用いたコンボ）を開発している最中のことです。油だまりを
コンボスタートとし、❶油だまり→❷オオタライ→❸カタストロフボム→❹ヨウガンカビン→❺コールドクロー→❻ス
パイクウォールと決める際、時々スパイクウォールがヒットしないという事態に見舞われました。
　原因を究明すべく様々なパターンについて試行を繰り返し、辿り着いた結論は、
右の【図４－２３】に示すように、

　　　 「壁際（壁から 0.3 ブロック先）を歩いて油だまりに突入した場合は、
　　　　その転倒位置はブロック境界から 0.08 ブロック先となる」
というものでした。コンボが失敗した場合は、全てコンボスタート時の敵の横方向
の位置が壁際だったときであり、このときの転倒位置がブロック境界から 0.08 ブ
ロック先であることから、❹ヨウガンカビンにより 5.03 ブロック移動した後の座
標は 5.11 ブロック先となり、この位置はスパイクウォールの当たり判定のはみ出
し領域（0.1 ブロック外側）の範囲外となることが判明したのです。
　これとは別に、ブロック中央のライン上で油だまりに突入した場合は、その転倒
位置はおよそ 0.05 ～ 0.06 ブロック先となることが調査の途中で判明しました。
　この２つの結果を矛盾なく結びつけると、油だまりによる転倒位置は正方形ではなく、上の【図４－２２】に示した
ような扁平円形状を為した形をしているという結論が導き出されたのです。

【図４－２３】壁際で油だまり
に突入した場合の転倒位置
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　上の【図４－２４】は、❶油だまり→❷アブラカビンとコンボを決める際の成立条件を示したものです。
　油だまりで転倒した敵は、5.5 秒間ダウンします。ここで、油だまりがヒットした時間を発生から t秒後とす
ると、油だまりで転倒した後に起き上がる時間は、発生から t+5.5秒後となります。この t+5.5秒後までの間に
アブラカビンをヒットさせれば、❶油だまり→❷アブラカビンの２連コンボが成立するわけです。これを上図の
下部にある数直線に示しています。
　さて、アブラカビンがヒットするまでにはどのくらいの時間が掛かるのでしょうか？　次は上図の上部にある
「アブラカビンのチャージ」と銘打ったバーをご覧下さい。
　まず、アブラカビンを落として割れてからチャージが再開されるまでの時間が、10.5 秒です。
　次に、チャージが再開してから完了するまでの時間が、３秒です。
　そして、チャージ完了の後に起動して落下させ、敵に被せるまでの時間については、天井の高さによって若干
の差はありますが、ここでは簡便のため１秒とします。
　これらを全て合計すると、10.5+3+1=14.5 より、14.5 秒となります。
　従って、油だまりがヒットしてから起き上がり終わる時間（t+5.5秒後）よりも先に 14.5 秒が経過しているこ
とが、２連コンボの成立条件となるのです。これを式で表すと、
　　　　　　　　t+5.5>14.5
となり、これを整理すると、t>9が導き出されます。この結果は、油だまりを発生させてから 9秒後よりも後に
油だまりをヒットさせないと、「油だまり→アブラカビン」の２連コンボが成立しないことを意味しています。
　つまり、「油だまり→アブラカビン」の２連コンボを決めるには、油だまりで転ばせる９秒前までに油だまり
を発生させないといけないということになるのです。

　しかし、この「油だまり→アブラカビン」の成立条件は非常に厳しいものです。というのも、この２連コンボ
を成立させるための時間の条件は、
　　　　　　　　9<t<12　（12秒後に油だまりが消えるので、t<12が付く）
であり、これは油だまりの発生時間全体（12秒間）のうちの 25％でしかないからです。
　この厳しいタイミングを、同じ敵を相手に何度も練習することで摑むという方法もあります。また、この「油
だまり→アブラカビン」を成立させるタイミングを摑むことが、上級者へとステップアップする道であると信じ
ている方もいるのではないかと思います。
　しかし、これでは歩いている敵に直接カビンを被せられるようになることがイコール影牢の上達であると信じ
込んでいるのと何ら変わりありません。本書ではこのような工夫の見られない考え方を強く否定します。
　では以下に、この厳しいタイミングを緩和する方法と、確実に摑むことのできる裏技を紹介しましょう。

　《油だまりの利用法② ～ 油だまり→カタストロフボム→アブラカビン》
　まずはコンボ成立条件（油だまりの発生タイミングの条件）を緩和する方法から解説します。第３章で開始型
の説明をした際にも簡単に触れましたが、油だまりとアブラカビンの間にカタストロフボムを挟む方法です。
　次のページの【図４－２５】に示すように、油だまりとアブラカビンの間にカタストロフボムを挟み、❶油だ
まり→❷カタストロフボム→❸アブラカビンの３連コンボとすることで、時間に余裕が生まれます。

【図４－２４】❶油だまり→❷アブラカビンのコンボ成立条件（油だまりの発生タイミング）
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　では、どのくらいの時間的余裕が生まれるのか、具体的に見ていきましょう。
　敵を油だまりで転ばせた後、起き上がり終わるまでの間（5.5 秒間）に、カタストロフボムによる地震効果を
敵に与えます。この地震効果の持続時間は、5.5 秒です。つまり、カタストロフボムの地震効果により、最大 5.5
秒の時間稼ぎができるのです。なお、地震により転倒した場合（確率25％）はさらにこれより数秒長くなりますが、
運に左右されるのでここでは触れません。
　そうすると、「油だまり→カタストロフボム→アブラカビン」の３連コンボが成立するための時間条件の式は、
　　　　　　　(t+5.5)+5.5>14.5
となり、これを整理すると、t>3.5が導き出されます。
　従って、この３連コンボを成立させるための時間条件は、油だまりの発生時間である t<12を付け加えると、
　　　　　　　3.5<t<12
となり、これは油だまりの発生時間全体（12秒間）のうちの 71％に相当します。
　25％から 71％へ。およそ３倍にまで増加しました。つまりそれだけ、カタストロフボムを間に挟むことでタ
イミングを取り易くなったということなのです。
　よって筆者は、油だまりの利用法として、コンボスタートを「油だまり→アブラカビン」とする方法よりも、
間にカタストロフボムを挟み「油だまり→カタストロフボム→アブラカビン」とする方法を推奨します。
　なお、余談ですが、アブラカビンのチャージが再開した時点でヨウガンカビンに変更することにより、「油だ
まり→カタストロフボム→ヨウガンカビン」とつなぐこともできます。この場合の時間条件は、詳細な解説は割
愛して結果だけを記しますと、5.8<t<12となり、これは油だまりの発生時間全体の 52％に相当します。この場
合も、「油だまり→アブラカビン」とする場合に比べて２倍以上の時間的余裕が生まれます。

　《油だまりの利用法③ ～ 油だまり→アブラカビンとする場合の裏技》
　それでは、もう一つの裏技の方も紹介しましょう。キーワードは「５マス先」です。
　一旦アブラカビンを被せて壁際へと歩かせた後、効果が切れたら
すぐに敵の現在位置から５マス先の地点に再びアブラカビンを設置
します。そして、アブラカビンのチャージが溜まったら即起動して
油だまりを発生させて、右の【図４－２６】に示すように、油まみ
れ状態によりゆっくり歩く敵を、油だまりのあるブロックへと誘導
します。このように誘導すると、❶油だまりで転倒するのとほぼ同
時にアブラカビンのチャージが再開されます。
　このように、壁際で油まみれ状態となった敵の現在位置から５マス先の位置に油だまりをセットしておくと、
油だまりで転ぶのとほぼ同時にアブラカビンのチャージが再開されるようになるので、難なく次の❷アブラカビ
ンへとつなぐことができます。この方法の利点は、タイミングを計らずとも、確実に❶油だまり→❷アブラカビ
ンの２連コンボを成立させられる点にあります。
　後ほどコンボ集の項目で、この方法を用いた十連コンボを紹介します。

【図４－２５】❶油だまり→❷アブラカビンのコンボ成立条件の緩和方法
　　　　　　（間にカタストロフボムを挟み、❶油だまり→❷カタストロフボム→❸アブラカビンとする）

【図４－２６】確実に油だまり→アブラカビン
　　　　　　 の２連コンボを決められる裏技



第
４
章

‒76 ‒

第４章　　地獄の炎と油だまり

　《油だまりの利用法④ ～ 油だまり→床トラップ》
　油だまりで転倒した際の敵の位置は、ブロック境界より約 0.06 ～ 0.1 ブロック内側の地点となることを先ほ
ど述べました。つまり、油だまりによる転倒位置は、床トラップのはみ出し領域（0.1 ブロック外側）の範囲内
にあるのです。この性質を利用したコンボのつなぎ方を紹介します。
　右の【図４－２７】は、まず油だまりで転倒させた後、隣の
ブロックに設置した床トラップ（この例ではスプリングフロア
またはコールドクロー）を当てる場合を示した図です。
　第２章でも説明しましたが、スプリングフロア、コールドク
ローなど、殆どの床トラップには当たり判定のはみ出し領域が
0.1 ブロック分存在します。❶油だまりで転ばせたときの敵の
位置は、隣のブロックに設置した床トラップのはみ出し領域の
範囲内ですので、❶油だまりの後に床トラップ（ここでは❷ス
プリングフロアまたは❷コールドクロー）をヒットさせること
ができます。
　ここで、床トラップとして❷スプリングフロアを用いる場合
は、無論ヒット後の位置は補正され、アブラカビンの再チャー
ジさえ間に合えば、その後も問題なくつなげることができます。
この方法は、忍者のようにステータス異常の状態にない限りはスプリングフロアが効かない敵に対して、スプリ
ングフロアを開始型に据える場合に用いることができます。
　また、床トラップとして❷コールドクローを用いる場合は、その直後にレーザーアローなどのダメージの大き
いアロー系トラップを当てて敵を瞬殺する方法として適しています。拘束する位置はトラップの中心からはだい
ぶ外れますが、レーザーアローなどの追尾効果（第２章 p.28 参照）のあるアロー系トラップであれば、至近距
離からでない限り問題なくヒットさせことができます。
　後ほど第５章で紹介する各話攻略法では、敵を稼ぐ敵と瞬殺する敵とに分け、稼ぐ敵（１人～２人）に対して
はとことん稼ぐのに対し、それ以外の敵は瞬殺します。１話当たりの獲得 Ark の上限である 65,535Ark は、せ
いぜい 2人を相手にすれば充分に達成できるからです。従って、

❶油だまり→❷コールドクロー→❸レーザーアロー（→❶レーザーアロー　※一旦コンボが切れる）
の瞬殺コンボは、❶油だまりを敵の通り道に仕掛けておけば、簡単かつ確実に敵を仕留められるだけでなく、各
話の早解きにも貢献するコンボとなりうるのです。

　《油だまりの利用法⑤ ～ 中間型として用いる》
　油だまりを「中間型」、すなわちコンボの途中に絡めるパターンに含める場合は、事実上以下に示す３通りし
か成立しません。

中間型①　△カビン系→×クロー系→□スパイクウォール→油だまり→△カビン系
中間型②　△カビン系→×クロー系→□アタックウォール→油だまり→△アブラカビン
中間型③　△カビン系→（□パワーマグネット）→油だまり→×クロー系→□ウォール系→△カビン系

　上記のうち、①は第３章で、③は第２章でそれぞれ紹介しました。もう一度簡単におさらいしておきましょう。
　①のスパイクウォールを用いる方法は、右の【図４－２８】に示すように、
❷クロー系（コールドクロー）で拘束中にスパイクウォールで届く範囲内に油
だまりを発生させ、その後 10.5 秒が経過しアブラカビンのチャージが再開さ
れたときにカビン系を壁から３マス先に設置してからスパイクウォールを起動
させて❸スパイクウォール→❹油だまりとつなぎ、さらにダウンした地点で❺
カビン系を当てる方法です。
　また、③のパワーマグネットを用いる方法は、パワーマグネットの吸引効
果を受けている最中はコンボが持続することを利用し、右の【図４－２９】に
示すように、パワーマグネット自体をヒットさせることなく❷油だまりがある
マスまで移動させ、その後さらに吸引した先で❸クロー系で拘束して、次の❹
ウォール系をヒットさせるまでの時間を稼ぐ方法です。
　上記の３つの中間型のうち、①のスパイクウォールを用いる方法が最も安定
した利用法です。

【図４－２７】油だまり→スプリングフロア
　　　　（または油だまり→コールドクロー）
　　　　 とつなぐ際の位置関係

【図４－２８】中間型①の配置例

【図４－２９】中間型③の配置例
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　以降では、残る②について詳細を解説します。
　②のアタックウォールを用いる方法は、一見すると①のスパイクウォールを用いた方法と似ていますが、実は
スパイクウォールの場合とは異なり、２つの問題点を抱えているのです。その２つの問題点とは、起動タイミン
グが摑みにくいことと、着地位置が安定せず失敗する可能性があることです。

　ではまず、起動タイミングが摑みにくいことについて解説します。
　その前に油だまりの発生時間についておさらいしておきますと、油だまりはアブラカビンが割れるのと同時に
発生し、発生してから 10.5 秒後（チャージ７に相当）にアブラカビンのチャージが再開します。また、発生し
てから 12秒後（チャージ８に相当）に油だまりは自然消滅します。つまり、油だまりの発生時間のうち最後の 1.5
秒間は、油だまりと、アブラカビンのチャージ再開に伴うトラップ設置マークとが共存する形となるのです。
　ここで、右の【図４－３０】の①では、コールド
クローで拘束しつつ油だまりを発生させ、発生から
10.5 秒後にアブラカビンのチャージが再開したと
きの様子を示しています。このとき、油だまりとア
ブラカビンのトラップ設置マークとが共存する形と
なります。
　ここで、同図の②のように、油だまりのチャージ
再開を確認した直後にアタックウォールを起動し、
ヒットさせます。
　しかし、同図の③のように、着地する頃にはアタッ
クウォールを起動してから既に 1.5 秒以上が経過し
ており、言い換えると油だまりの発生から既に 12
秒以上が経過しており、油だまりはヒットする前に
自然消滅してしまいます。
　このように、「アタックウォール→油だまり」と
つなぐ場合は、目視によるトラップ起動ではコンボ
はつながりません。

　次に、着地位置が安定せず失敗する可能性があることについて解説します。
　油だまりの効果範囲は、発生ブロックのうちブ
ロック境界から0.05ブロックを除いた範囲です。
また、スプリングフロアなどでブロック中央に位
置補正した後にアタックウォールを当てて飛ば
すと、その地点は壁際から 4.95 ブロック先、す
なわち油だまりの境界と一致します。
　ここで、右の【図４－３１】の左側に示すよう
に、ブロックの中央より壁寄りの地点からアタッ
クウォールで飛ばした場合は、飛ばした先の位置
は壁際から 4.95 ブロックよりも近いので、油だ
まりの効果範囲内に着地します。しかし、同図の
右側に示すように、逆にブロックの中央より壁と
反対側の地点からアタックウォールで飛ばした
場合は、飛ばした先の位置は壁際から4.95ブロッ
クよりも遠いために飛びすぎてしまい、油だまり
はヒットしません。
　つまり、事前に位置補正でも行わない限り、このつなぎ方では安定性を欠いてしまうことになるのです。

　《アタックウォール→油だまりとつなぐ場合の問題点を解消する方法》
　□アタックウォール→油だまりとつなぐ場合は２つの問題点を抱えていることを上で述べましたが、どちらに
ついても解消する方法はあります。以下では、その解消方法について解説します。

【図４－３０】アタックウォール→油だまりとつなぐ場合の
　　　　　　 問題点①（起動タイミングが摑みにくい点）

【図４－３１】アタックウォール→油だまりとつなぐ場合の
　　　　　　 問題点②（着地位置が安定しない点）
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　まずは、起動タイミングが摑みにくいのを解消した方法を１例紹介します。
　カビン系（オオタライでも可）を当て、天井トラップが設置可能になった後にアブラカビンを設置した後、以
下の手順でトラップを起動します。

①　アブラカビンを設置しトラップ設置画面から復帰した直後に、コールドクローを当てる
②　アブラカビンのチャージが溜まったら即起動し、油だまりを発生させる
③　その後、コールドクローの効果が切れる直前に壊れる音がするので、その音を聴いた直後にアタッ
　クウォールを起動する

　この手順を守れば、アタックウォールのヒットによって着地するのとほぼ同じタイミングでアブラカビンの
チャージが再開しますので、何の問題もなく自然に□アタックウォール→油だまり→△アブラカビンとつなげる
ことができます。
　後ほどコンボ集の項目で、この方法を用いて「アタックウォール→油だまり」と当てる十連コンボを紹介します。

　また、着地位置が安定せず失敗する可能性がある点については、要は飛
びすぎを防止すれば良いわけですから、4.45 ブロック飛ぶ前に壁にぶつ
かるような配置とすれば良いのです。すなわち、右の【図４－３２】に示
すように、拘束した位置から４マス以内の地点に壁と隣接したマスがあれ
ば、敵がブロック中央よりも壁側か否かにかかわらず、アタックウォール
により飛びすぎることなく壁にぶつかって油だまりは無事ヒットします。
　とはいえ、この方法にも難点はあります。部屋が限定されてしまうとい
う点です。広い部屋ではこの方法は使えません。

　《油だまりを用いた十連コンボの例》
　油だまりを用いた十連コンボの一例を紹介しましょう。先の地獄の炎を用いた十連コンボの項目で紹介したコ
ンボを改変したものです。

　このコンボにおいても、地獄の炎を絡めたコンボで紹介したよ
うな、×クロー系→△オオタライとするつなぎ方が可能です。詳
しく見ていくと、❶油だまりによる転倒位置は壁際から 1.06 ブ
ロックの位置で、ここから❸ヨウガンカビンを被って 5.03 ブロッ
ク移動すると、右の【図４－３４】に示すように、壁際から 6.09
ブロック先の地点に到達します。この位置は、❹コールドクロー
のはみ出し領域の範囲内であることから、❹コールドクローと❺
オオタライを両方とも当てることができます。

【図４－３２】アタックウォールによる
　　　　　　　飛びすぎを防止する方法

　　　　［起動罠］　　　　　　　　［設置罠］
①　△アブラカビン　→油だまり（❶）発生
❶　　油だまり
 △ヨウガンカビン ③
❷　×カタストロフボム
❸　△ヨウガンカビン
 ×コールドクロー ④
 △オオタライ ⑤
❹　×コールドクロー
❺　△オオタライ
 △アブラカビン ⑦
❻　□スパイクウォール
 ×スプリングフロア ⑨
❼　△アブラカビン
 □コールドアロー ⑧
❽　□コールドアロー
❾　×スプリングフロア
⑩　　床のヤリ

【図４－３３】王宮・王の間におけるコンボの一例
（★印はミレニアの初期位置、☆印は❶のヒット後の位置）

【図４－３４】❻スパイクウォールまでの
　　　　　　 敵の位置の詳細
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　油だまりを用いた十連コンボをさらに３つ紹介しましょう。
　最初に紹介するコンボは、前述したコンボ⑨（第 18話の刻の衛兵・ラムダ専用コンボ：p.68 参照）と同じ
装備で決められる、シャドウ・ミスト専用コンボです。

　★コンボ⑪
使用する部屋：地下遺跡・鍾乳洞
対象：第 18 話・ミスト（シャドウ）専用

累積 Ark 倍率：67.3 倍
獲得 Ark：
　　⑩床のヤリのみ　……約 28,600 ～ 29,000Ark
　　合計　…………………約 37,000 ～ 37,500Ark

　［解説］
　このコンボを決める前に、刻の神兵・シグマを殺す必要
がありますので、その時点から解説します。
　対象となるシャドウ・ミストは、シグマの影となってお
り、シグマにコンボを決めるか殺すかしないと姿を現しま
せん。また、ここからが重要な点ですが、シグマを殺した
後にミレニアが部屋を出ると、ミストはマップを離脱し、
その時点で第 18話が終了してしまいます。従って、まず
はシグマを鍾乳洞で殺し、それから部屋を出ることなくミ
ストも殺さねばなりません。
　刻の衛兵・ラムダを前述のコンボ⑨で殺していれば、シ
グマは西側の出入口（砂岩の部屋へと続く出入口）から入
場することとなります。そして、シグマが鍾乳洞へ入場し
てきたら、すぐさま出入口で❶ベアトラップ→❷❸ファイ
アーボールと決めて、シグマを瞬殺します。
　敵がミスト独りとなったら、ミレニアを図の★の位置で
真東を向いて（向きが重要！）待機させます。ミストはミ
レニアの背後を取る性質があるので、ミストがミレニアの
背後に回り、東を向いて攻撃を仕掛けてきたところで、カ
ウンターヒット狙いでＡアブラカビンを被せ、その隙に図
の☆の位置に移動します。
　ミストに被せたＡアブラカビンの効果が切れたら、すぐ
さまミストの現在位置から５マス西のマスに①アブラカビ
ンを設置し、チャージが溜まり次第速攻で起動して❶油だ
まりを発生させます。ここまでが下準備です。
　先にも「油だまり→アブラカビン」と決める際の裏技

（p.75 参照）として紹介しましたが、上の【図４－３６】
の矢印に示すように油まみれ状態のミストを５マス歩かせ
て油だまりを踏ませると、❶油だまりを踏むのとほぼ同時
にアブラカビンのチャージが再開します。その後、速攻で
❷アブラカビンを被せます。
　❸ベアトラップ以降はコンボ⑨とほぼ同様の流れです。
１つだけ異なる点は、❹アタックウォールの後の❺ヨウガ
ンカビンの起動タイミングです。ここではコンボ⑨の解説
で紹介したようなテクニックを使う必要はなく、着地する
のを待ってからで構いません。
　一応注意点としてもう１点申し上げておきますと、コン
ボ⑨とはカビン系トラップの使用順序が異なります。具体
的には、コンボ⑨とはカビンとアブラカビンの使用順序が
入れ替わっています。ですので、❼カビンを設置する際、
両者を混同して誤ってアブラカビンを設置したりしないよ
うに注意して下さい。
　シャドウ・ミストに決めるこのコンボと、刻の衛兵・ラ
ムダに決めるコンボ⑨とにより、合計獲得 Ark は 79,600
～ 82,200Ark となり、第 18 話でも隠しトラップを使わ
ずにカンストを達成することができます。

　　　　［起動罠］　　　　　　　　［設置罠］
―――――――――（下準備）――――――――――
Ａ　△アブラカビン
 △アブラカビン ①
―――――（コンボここからスタート）――――――
①　△アブラカビン　→油だまり（❶）発生
❶　　油だまり
❷　△アブラカビン
 △ヨウガンカビン ⑤
❸　×ベアトラップ
❹　□アタックウォール
 ×フラッシュボム ⑥
❺　△ヨウガンカビン
 □プレスウォール ⑧
 △カビン ⑦
❻　×フラッシュボム
❼　△カビン
 ×スプリングフロア ⑨
❽　□プレスウォール
❾　×スプリングフロア
⑩　　床のヤリ

【図４－３５】コンボ⑪（地下遺跡・鍾乳洞）の
　　　　　　 トラップ設置位置

[５マス先]

(ミレニア) (ミスト)

【図４－３６】Ａアブラカビン以降の流れ



‒80 ‒

第
４
章

第４章　　地獄の炎と油だまり

　★コンボ⑫
使用する部屋：王宮・王の間
対象：バーバリアン、炎獄師、闇司祭、錬金術師など

累積 Ark 倍率：97.7 倍
獲得 Ark：
　　⑩床のヤリのみ　……約 29,300 ～ 51,700Ark
　　合計　…………………約 43,900 ～ 71,700Ark

　［解説］
　このコンボは油だまりを２回用い、なおかつ天井トラッ
プを３個使い切ることに成功したコンボです。但し、対象
となる敵は遠距離攻撃を仕掛けてくる敵がメインとなるた
め、遠距離攻撃を封じて確実にコンボを決めるには周到な
下準備を要します。まずはその下準備の段階から解説を始
めましょう。

　・下準備（Ａ油だまり）
　このコンボにおいて下準備として重要な部分はＢアブラ
カビン→Ｃスプリングフロアの部分ですが、対象が闇司祭
や錬金術師のような遠距離攻撃をメインとする敵の場合、
いきなりそのコンボを決めるのは容易ではないため、遠距
離攻撃を封じるべく最初にＡアブラカビンを落としてＡ油
だまりを当てます。このようにして敵を油まみれ状態にす
ると、２マス以内に近づかない限りは遠距離攻撃を行わな
くなります。ここで、上手くＡ油だまりを踏ませるために
は、ミレニアは玉座の陰（図の（Ｂ）の位置）に隠れて敵
を（Ａ）の位置へと誘導する必要があります。
　なお、図に示したＡアブラカビンの位置はあくまで一例
であり、要は確実に油だまりを踏ませられる位置であれば
設置位置はどこでも構いません。

　また、敵が第15話のバーバリアン・ブルージュの場合は、
２マス以内の距離に近づいている状態をキープしていれば
斧を投げずにミレニアを追い続けるので、Ａ油だまりを省
略していきなりＢアブラカビンから始めても構いません。

　・下準備（Ｂアブラカビン）～２ヒット目
　敵を油まみれ状態にしたら、油まみれ状態から復帰する
前に（Ｂ）のマスへと誘導し、その後東方向（図の右方向）
を向かせた状態でカウンターヒット狙いでＢアブラカビン
を被せます。その後、ミレニアを図の★の位置に移動させ、
頃合いを見計らってＣスプリングフロアを当てます。
　Ｃスプリングフロアにより着地した地点は、❶油だまり
から５マス先で、かつ壁際の場合と同じでブロックの端か
ら 0.3 ブロック先の位置となります。そのため、先に紹介
した「油だまり→アブラカビン」を確実に決められる裏技
（p.75 参照）と同じ状況が作り出されます。
　Ｃスプリングフロアを当てた後、床トラップのチャージ
が再開してから 0.5 秒ほど経過した時点で①アブラカビン
と❸カタストロフボムを設置し、天井トラップのチャージ
が溜まり次第速攻でアブラカビンを起動して❶油だまりを
発生させます。

　　　　［起動罠］　　　　　　　　［設置罠］
―――――――――（下準備）――――――――――
Ａ　△アブラカビン　→油だまり（Ａ）発生
Ａ　　油だまり
 △アブラカビン Ｂ
Ｂ　△アブラカビン
Ｃ　×スプリングフロア
 ×カタストロフボム ③
 △アブラカビン ①
―――――（コンボここからスタート）――――――
①　△アブラカビン　→油だまり（❶）発生
 △オオタライ ②
❶　　油だまり
❷　△オオタライ
 △ヨウガンカビン ④
 □スパイクウォール ⑥
❸　×カタストロフボム
❹　△ヨウガンカビン
 ×コールドクロー ⑤
 △アブラカビン ⑦
❺　×コールドクロー
⑦　△アブラカビン　→油だまり（❼）発生
 △アブラカビン ⑧
❻　□スパイクウォール
❼　　油だまり
 ×スプリングフロア ⑨
❽　△アブラカビン
❾　×スプリングフロア
⑩　　床のヤリ

【図４－３７】コンボ⑫（王宮・王の間）の
　　　　　　 トラップ設置位置
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　このようにすると、敵が❶油だまりを踏む 0.5 ～１秒前
にアブラカビンのチャージが再開しますので、速攻で同じ
位置に❷オオタライを設置します。
　このような下準備を行うことで、確実に❶油だまり→❷
オオタライとつなぐことができます。
　敵が❶油だまりで転んだ後は、❷オオタライを起動する
前にすかさずミレニアを図の☆の位置へ移動させます。こ
の後の❸カタストロフボムに巻き込まれないようにするた
めです。
　なお、❶油だまりにより転倒する位置は、ブロックのほ
ぼ中央の位置なので、ブロックの境界から約 0.06 ブロッ
ク先となります。

　・３ヒット目～４ヒット目
　ここからがこのコンボで最も難しい部分です。トラップ
の設置・起動のタイミングには充分注意して下さい。
　❷オオタライのヒット後、オオタライが床に落ちて黒く
変色し消えた瞬間にチャージが再開しますので、その瞬間
を見定めてトラップ設置画面を呼び出し、同じ位置に❹ヨ
ウガンカビンを設置します。ここでの❹ヨウガンカビンの
設置タイミングとしては、天井トラップのチャージバーが
1/18（最初の「オ」の字の半分の位置）を過ぎると、まず
間に合わないと思って下さい。
　その後、速攻でカタストロフボムを起動するのですが、
全体マップ表示画面から復帰するボタンは×ボタンであ
り、カタストロフボムを起動するボタンも×ボタンである
ことから、ここでは×ボタンを素早く連打する必要があり
ます。というのも、地震効果の発動は×ボタンを押してか
ら 0.8 秒後であり、これに対して天井トラップが設置可能
になってからコンボが途切れるまでの時間は 1.5 秒間。つ
まり、天井トラップのチャージが再開してから僅か 0.7 秒
間の間にカタストロフボムを起動しないと、コンボが途切
れてしまうことになるからなのです。
　カタストロフボムによる地震効果が終了する１秒前にヨ
ウガンカビンのチャージが溜まりますので、速攻で起動し
ます。❹ヨウガンカビンを被る頃には、ちょうど地震は収
まっています。
　繰り返しますが、この❸カタストロフボム→❹ヨウガン
カビンの部分がこのコンボにおける最大の難所ですので、
気を抜かないように心して下さい。
　なお、カタストロフボムによる暴発対策としての❻スパ
イクウォールの再設置はお好みで。

　・５ヒット目～８ヒット目
　最大の難所を越えた後は、楽々コンボを決められます。
　ヨウガンカビンの効果が終了しチャージが再開したら、
速攻で⑦アブラカビンを設置し、コンボが切れるぎりぎり
まで粘ってから❺コールドクローを起動します。その後速
攻でアブラカビンを起動して❼油だまりを発生させ、アブ
ラカビンのチャージが再開される10.5秒後まで待ちます。
　その後、油だまりのチャージが再開されたのを確認し
たら、速攻で❽の位置にアブラカビンを設置した後、❻ス
パイクウォールを起動します。この❻スパイクウォールは
敵のいるマスの隣のマスですが、上の【図４－３８】に示
すようにその座標は祭壇部屋へと続く出入口から 6.09 ブ
ロック先となるので、当たり判定のはみ出し領域（0.1 ブ
ロック外側）の範囲内となり、問題なくヒットします。な
お、❽アブラカビンを起動する前に❾スプリングフロアの
設置を忘れずに。
　要するに、この部分は先に紹介した油だまりを用いた
中間型①（p.76 参照）の形であり、第３章のコンボ集の
項目で紹介したコンボ④（落とし穴に１回落とすコンボ：
p.56 参照）の中間型と同様の流れです。
　ところで、なぜ❻スパイクウォールを隣のマスから当て
ているかというと、ここではヒット後に壁と反対側を向か
せる必要があるからです。すなわち、第２章（p.26 ～ 27
参照）でも説明したように、ヒット地点がブロック中央よ
り先の地点でスパイクウォールを当てることにより、敵は
壁と反対の方向を向きます。このような位置関係となるよ
うにスパイクウォールを設置した結果が、敵の現在位置の
隣のマスへの設置となったのです。

　・８ヒット目～トドメ
　❽アブラカビンを被せた後は、床のヤリが飛び出すタイ
ミングと重ならないように❾スプリングフロアを起動しま
しょう。なお、アブラカビンの効果が切れるまで歩かせる
と、その停止位置はスプリングフロアの効果範囲外となり
ますので、注意して下さい。
　ここでは３マス先からスプリングフロアで飛ばしていま
すので、⑩床のヤリには必ずコア＆エリアルが同時に付き
ます。

【図４－３８】５ヒット目～８ヒット目の
　　　　　　 トラップ設置位置
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　［解説］
　このコンボは吊り天井をトドメに用いています。そのた
め、コア＆エリアルを同時に成立させるには、トドメ前の
❾スマッシュフロアの起動タイミングには 0.1 秒のズレも
許されませんが、精神衛生上、コア＆エリアルが成立する
か否かは運次第と割り切った方が良いでしょう。
　また、このコンボでは、油だまりを２回用いています。
１回目は、❶油だまり→❷オオタライ→❸コールドクロー
の形でコンボスタートに、２回目は、❹アタックウォール
→❺油だまり→❻アブラカビンの形でコンボの途中にそれ
ぞれ用いています。
　このコンボは周到な下準備を要しますので、その下準備
の段階から解説を行うこととします。なお、以下では対象
を第 22話（碑文非入手ルート）の忍者・イザヨイとして
解説を進めます。

 ・下準備（拷問部屋）
　第 22話スタート後、速攻で相棒の忍者・オボロを瞬殺
し、拷問部屋へと移動します。そして、イザヨイが拷問部
屋に入ってくる前に、拷問部屋と吊り天井の部屋に事前に
トラップを設置しておき、吊り天井の部屋の入口でミレニ
アを待機させつつ、全体マップ画面を呼び出してイザヨイ
の現在位置を確認します。
　その後、全体マップ画面からイザヨイの現在位置が消滅
しているのを確認したら、ミレニアを拷問部屋に移動させ

　★コンボ⑬
使用する部屋：地下遺跡・拷問部屋と吊り天井の部屋
対象：第 22 話・イザヨイ（忍者）など、HPの低い敵

累積 Ark 倍率：58.6 倍
獲得 Ark：
　　⑩吊り天井のみ　……約 27,000 ～ 50,300Ark
　　合計　…………………約 33,100 ～ 56,400Ark

ます。すると、【図４－４０】の※の位置にイザヨイが出
現します。このときのミレニアの待機地点としては、同図
の（Ｂ）の位置が良いでしょう。
　出現後のイザヨイの行動パターンは、そのときによって
まちまちです。上図ではその一例として（Ａ）のマスに立
ち止まる場合を図示していますが、イザヨイが（Ａ）のマ
ス以外のマスで立ち止まる場合もあります。
　イザヨイに上手くＡオオタライを当てることができた
ら、Ｂアブラカビンを設置し、ミレニアを（Ｂ）のマスの
中央より北側の位置で待機させます。なぜこのような位置

【図４－３９】コンボ⑬（地下遺跡・拷問部屋＆吊り天井の部屋）
　　　　　　 のトラップ設置位置

【図４－４０】下準備の段階（拷問部屋）

　　　　［起動罠］　　　　　　　　［設置罠］
―――――――――（下準備）――――――――――
Ａ　△オオタライ
 △アブラカビン Ｂ
Ｂ　△アブラカビン
―――――（コンボここからスタート）――――――
①　△アブラカビン　→油だまり（❶）発生
❶　　油だまり
 △オオタライ ②
❷　△オオタライ
 △アブラカビン ⑤
❸　×コールドクロー
⑤　△アブラカビン　→油だまり（❺）発生
❹　□アタックウォール
❺　　油だまり
 ×カタストロフボム　⑦
❻　△アブラカビン
 □パワーマグネット Ｃ
 △カビン ⑧
❼　×カタストロフボム
❽　△カビン
 ×スマッシュフロア ⑨
Ｃ　□パワーマグネット
　  （吊り天井を起動）
❾　×スマッシュフロア
⑩　　吊り天井
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取りを行うかというと、怒り状態の敵はミレニアを押すの
で、ミレニアが拷問部屋の外へ押し出されるのを防止する
ためです。なお、上手くＡオオタライを当てられなかった
場合は、Ａオオタライは省略しても構いません。

 ・下準備～１ヒット目（拷問部屋～吊り天井の部屋）
　Ａオオタライのヒット後、または位置誘導によりイザヨ
イを（Ｂ）の位置へおびき寄せた後、Ｂアブラカビンを被
せ、吊り天井の部屋へと入場させます。Ｂアブラカビンを
被せた後、ミレニアはすぐに吊り天井の部屋に入り、入っ
てから 0.5 秒程度待ってから①アブラカビンを起動し、❶
油だまりを発生させます。その後、油だまりを踏んだり吊
り天井を起動させたりしないよう注意を払いつつ、ミレニ
アを❼のマスへと移動させます。
　その後、アブラカビンを被ったイザヨイは、❸のマスに
て停止し、コンボが切れた後高確率でミレニアめがけて前
進し、❶油だまりに突っ込みます。ここでようやくコンボ
がスタートします。
　さて、なぜここまで周到な下準備をしたのか？　それは、
❶油だまり→❷オオタライのコンボを確実に成功させるた
めです。油まみれ状態でないイザヨイが前進して自ら❶油
だまりに突っ込むことはまずありません。その場合は、そ
の場に立ち止まり手裏剣を投げてくることが殆どです。で
すので、イザヨイが自ら油だまりに突っ込むように仕向け
るために、拷問の部屋でＢアブラカビンを被せて❶油だま
りの隣のブロックまで移動させたのです。そして、そのＢ
アブラカビンを確実に被せるために、最初にＡオオタライ
を当てて怒り状態にしたのです。

 ・１ヒット目～３ヒット目
　上述したタイミングで①アブラカビンを落としていれ
ば、イザヨイが❶油だまりに突っ込んだのとほぼ同時にア
ブラカビンのチャージが再開しますので、すかさず同じ位
置に❷オオタライを設置し、チャージが溜まり次第速攻で
❷オオタライを当てます。
　❷オオタライのヒット後、チャージが再開し次第すぐに
❺アブラカビンを設置し、その後すぐに❸コールドクロー
を起動します。❶油だまりで転んだ位置は、ブロック境界
から約 0.06 ～ 0.1 ブロック内側。この位置は、❸コール
ドクローのはみ出し領域（0.1 ブロック外側）に含まれま
す。よって、隣のマスに設置した❸コールドクローはヒッ
トします。
　この間、ミレニアは❼の位置で待機させます。

 ・３ヒット目～６ヒット目
　３ヒット目から６ヒット目までは、厳密な時間管理を要
します。起動タイミングは厳守して下さい。

　❸コールドクローのヒット後、アブラカビンのチャージ

が溜まった時点で即座に⑤アブラカビンを起動し、❺油だ
まりを発生させます。このアブラカビンの起動タイミング
を間違えてしまうと、後で❺油だまりの次が続かなくなる
ので要注意です。
　❺油だまり発生後、ミレニアは【図４－４１】の★の位
置に移動し、北を向かせます。この移動は、最後の⑩吊り
天井の起動タイミングを容易に見定めるために行います。
　その後の❹アタックウォールの起動タイミングも重要
です。❸コールドクローの効果が終了間近となり、パリー
ンと音を立てて氷が割れた直後に❹アタックウォールを起
動します。ここで、上述した起動タイミングを遵守してい
れば、❺油だまりのヒットとほぼ同時にアブラカビンの
チャージが再開しますので、チャージが溜まり次第速攻で
❻アブラカビンを起動すれば、コンボはつながります。
　上述したタイミングで各トラップを起動することで、❹
アタックウォール→❺油だまり→❻アブラカビンのコンボ
を上手くつなぐことができます。また、アタックウォール
で飛ばす先は３マス先に壁があるので、飛びすぎによる油
だまりがヒットしない問題も発生しません。
　なお、❺油だまりをヒットさせた直後に、忘れずに床ト
ラップの❼カタストロフボムを設置して下さい。

 ・６ヒット目～８ヒット目
　特に難しい点はないため、解説は省略します。

 ・８ヒット目～トドメ
　❼カタストロフボムの地震効果が終了したらすぐに❾ス
マッシュフロアを設置します。その後❽カビンが割れ、１
秒前後待機したところでＣパワーマグネットを起動し、吸
引を始めます。
　そして、１ブロックほど吸引したところで、★の位置に
いるミレニアを前進させ、吊り天井を起動します。吊り天
井の起動後、イザヨイを 0.9 ブロック吸引したところで❾
スマッシュフロアを起動すれば、⑩吊り天井にコア＆エリ
アルの２つのテクニカルボーナスを同時に付けられます。
　ここで、９ヒット目にスマッシュフロアを用いる理由は
３つあります。
　１つ目の理由は、位置補正。ある程度起動タイミングが
ずれても、位置は東西方向のブロック中央へと補正されま
す。但し、南北方向には補正されるわけではないので、⑩
吊り天井がコアヒットするか否かは起動タイミングに依存
します。
　２つ目の理由は、ミレニアが吊り天井に巻き込まれない
こと。スプリングフロア系・リフトフロア系トラップを用
いて天井に打ち上げることで、⑩吊り天井は敵にのみヒッ
トし、ミレニアが巻き込まれることはありません。
　３つ目の理由として、なぜスプリングフロアではないの
かというと、スプリングフロアを用いた場合、タイミング
が悪いと⑩吊り天井がヒットしないことがあるためです。
これに対して、スマッシュフロアを用いた場合は、たとえ
タイミングを外したとしても、コアヒットこそしないもの
の確実に⑩吊り天井をヒットさせることができるのです。
　しかし、先に述べた「0.9 ブロック吸引したところで（ス
マッシュフロアを）起動」というのは非常にシビアなタイ
ミングです。慣れてくればトドメの⑩吊り天井に高確率で
コアヒットを付けられますが、慣れないうちは運任せと割
り切った方が良いでしょう。

【図４－４１】３ヒット目～６ヒット目のトラップ設置位置
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　第４章のまとめ

　この第４章では、地獄の炎と油だまりの活用法について徹底解剖していきました。
　地獄の炎の利用法としては、次の３通りがあることを述べました。
　　利用法①　予め地獄の炎を発生させた地点に、スプリングフロア系で放り込む
　　利用法②　予め地獄の炎を発生させた地点に、カビン系を被せて歩かせる
　　利用法③　ファイアーボールは当たらないが地獄の炎は当たる地点へと誘導した後、
　　　　　　　ファイアーボールを射出する
　このうち、利用法②が最も汎用性が高く、また利用法③は条件さえ整えばファイアーボール
を気兼ねなく発射できるという利点を備えています。
　地獄の炎を用いた十連コンボとしてコンボ集の項目で紹介した２つのコンボは、第 18話の
ラムダ（刻の衛兵）に決めるコンボは利用法②を、また第 26話の西の森の館・拷問部屋で決
めるコンボは利用法③をそれぞれ応用したものです。

　また、油だまりの利用法としては、ただ単に「油だまり→アブラカビン」とするよりも、間
にカタストロフボムを挟んで「油だまり→カタストロフボム→カビン系」とした方が、タイミ
ングが３倍近くも取りやすくなることを述べました。さらに、「油だまり→アブラカビン」と
決める際の裏技として、壁際で油だまり状態にした敵の現在位置から５マス先に油だまりを発
生させておけば、油だまりを踏むのとほぼ同時にアブラカビンのチャージが再開することを紹
介しました。
　この他にも、油だまりの利用法として中間型で用いる３つの方法について述べました。その
３つの方法のうち、スパイクウォールを用いた方法が最も安定した方法であることや、最も不
安定であるアタックウォールを用いた方法でも、配置やトラップの起動タイミングを工夫する
ことで、確実に油だまりを絡められることを述べました。

　さらに、コンボ集の項目では、この章で紹介した地獄の炎と油だまりを上手く活用すること
で、隠しトラップ無しではカンストは至難と考えられてきた第 18話でも、カンストを達成す
ることができることを述べました。それも、刻の衛兵がコンボ中にワープする可能性をゼロに
し、運に一切左右されることなく確実に決められる方法でです。
　このように、地獄の炎と油だまりは、確かに稼げるコンボ作りに当たっての切り札としての
役目を果たしているのです。
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　第１章～第４章では、言うなれば本書の最初で掲げた目標である「第３話以降の全話でカン
スト達成」を実現するための理論を滔々と述べてきました。しかし、どんなに優れた理論であっ
ても、実戦で役に立たなければ何の意味も成しません。
　この第５章では、「実戦」である各話の攻略法について解説します。

　　第１節　　西の森の館の攻略法　 …………………………………… 86

第１話・第２話の詳細な攻略法と、第３話以降のカンスト達成法の概略を
解説します。

　　第２節　　王宮の攻略法　…………………………………………… 91

階段の部屋を用いて、１人を相手にコンボを決め、カンストを達成します。
そのコンボと対象、および必要となる装備変更について簡単に紹介します。

　　第３節　　地下遺跡の攻略法　…… ………………………………… 92

業火の部屋を用いて、２人を相手にコンボを決め、カンストを達成します。
その対象と、決めるべきコンボの種別を、碑文入手ルート・非入手ルート
両方のルートについて紹介します。
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　《各話攻略法の方針》
　各話攻略法の解説を行う前に、これから示す各話攻略法の方針を記すこととします。
　以下に示す各話攻略法、特に第１話・第２話の攻略法においては、「稼げるコンボよりも決め易いコンボ」を
基本方針としています。すなわち、稼げるけれど成功率の低いコンボは採用せず、稼ぎの面で若干劣るものの決
め易く安定性の高いコンボの方を採用します。そのため、これから紹介する第１話・第２話の攻略法は、公知の
攻略法よりも若干見劣りするように感じられるかもしれません。
　また、本書の最初でも触れましたが、本書の目標はあくまで

「第３話以降の全話でカンスト達成」
であり、逆に言うと第１話・第２話での稼ぎはさほど重要視していません。第３話以降は、先の第３章や第４章
で紹介した様々なコンボを１人ないし２人に決めれば、楽々カンストを達成することができます。
　ここで、第３話で必要となるトラップを全て開発するのに必要な合計獲得 Ark は、第２話でのみ必要となる
トラップを含めて合計32,400Arkです。この32,400Arkを如何にして安定的に稼ぐか。これを最重要課題とし、
それ以上の稼ぎの追求は安定性を犠牲にするのであれば行いません。
　もう一つ、念のため付け加えておきます。以降の各話攻略法では、隠しトラップも名前裏技注参照も使いません。
そのため、これらを用いた公知の方法と比べると、見劣りすることは否めないことでしょう。

　第１節　西の森の館の攻略法

　《第１話攻略法～対ヨカル》
　第１話の相手は、ヨカルとダールです。まずはヨカルに対して決めるコンボから紹介します。
　ヨカルに対しては、以下に示す６連コンボを決めます。

　まずコンボを決める前にＡメガロックを転がします。すると、ヨカルはジャンプしてメガロックを避け、❶の
ブロックの北西端に移動します。ヨカルをこの位置に移動させてからコンボ開始となります。
　メガロックを❷の位置に再設置し、チャージが溜まったところで❶スモールボムを起動し、❷の位置まで吹き
飛ばします。ヨカルが着地する直前にスモールボムのチャージが再開しますので、すぐに❹ベアトラップを設置
し、ヨカルが起き上がり始めたら❷メガロックを起動します。
　メガロックのチャージが再開したら、すぐに❺スローガスを設置します。その後の❸プレスウォールの起動タ
イミングは適当で構いませんが、❹ベアトラップの起動はコンボが途切れるぎりぎりの所まで粘って下さい。
　その後、プレスウォールのチャージが再開したら即❻アロースリットを設置し、チャージが溜まり次第速攻で
❺スローガスと❻アロースリットをそれぞれ起動し、ヨカルを倒します。
　このコンボで、ヨカルから合計 1,792Ark を稼ぎ出すことができます。
　このコンボにおける注意点は１つ。最初のＡメガロックを転がす前に、ヨカルから離れねばならないことです。
というのも、ミレニアが初期位置のまま動かずにいると、Ａメガロックのチャージが溜まる前にヨカルがミレニ

　　　　［起動罠］　　　　　　　　［設置罠］
―――――――――（下準備）――――――――――
Ａ　△メガロック
 △メガロック ②
―――――（コンボここからスタート）――――――
❶　×スモールボム
 ×ベアトラップ ④
❷　△メガロック
 △スローガス ⑤
❸　□プレスウォール
❹　×ベアトラップ
 □アロースリット ⑥
❺　△スローガス
❻　□アロースリット

注：名前を「ユリアス」または「アスタルテ」としてゲームを開始すると、第１話開始時に 2,800Ark が入る。

【図５－１】第１話・対ヨカルコンボ
　　　　　（西の森の館・祭壇部屋）
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アに話しかけてしまうからです。その際、ヨカルは向きを変え、ミレニアのいる方向を向きます。そうすると、
Ａメガロックを転がした際にジャンプする方向も変わってしまうのです。従って、ゲームが始まったらまず行う
べきことは、トラップを設置することと、ヨカルから離れることの２つということになります。

　《第１話攻略法～対ダール》
　次に、ダールに対して決めるコンボを紹介します。と言っても、以下に紹介するコンボは公知のコンボです。

　一応解説しておきますと、ミレニアの初期位置は【図５－２】の★の位置で、ダールが❶の位置の中央に入っ
てくる直前に❶アロースリットと❷ベアトラップを起動します。なお、この❶アロースリットと❷ベアトラップ
の順序は逆でも構いません。
　その後、Ａプレスウォールを最速で設置し、❸スローガス、Ａプレスウォールの順に起動します。このとき、
Ａプレスウォールの設置が遅れてしまうと、❹倒れる柱が当たる前にコンボが途切れてしまいますので注意して
下さい。なお、❷ベアトラップをブロック中央付近で当てると、❹倒れる柱が高確率でコアヒットします。
　このコンボで、ダールから合計 1,140 ～ 1,680Ark 前後を稼ぎ出すことができます。

　以上の２つのコンボで、第１話終了時の獲得 Ark は
トラップヒットボーナス　…………約 2,930 ～ 3,470Ark
　　　　　　　　　　　　　　（対ヨカル 1,792Ark、対ダール 1,140 ～ 1,680Ark 前後）
ソウルサックボーナス　……………  800Ark
ライフボーナス　……………………1,000Ark

となり、合計で約 4,730 ～ 5,270Ark となります。
　なお、第２話でトラップ開発に必要となる Ark は合計 4,500Ark ですので、第１話から無理して何度もやり直
す必要はありません。多少のミスは無視して次の第２話へ進むことをお薦めします。

　《第２話攻略法～対スラッシュ》
　次に、第２話の攻略法を解説しますが、以下に紹介するコンボは、テクモの公式ＢＢＳで公開された、スラッシュ
を相手に５万 Ark を稼ぎ出すコンボを、決めやすくなるよう改変したものです。その５万 Ark を稼ぎ出すコン
ボでは、「同時ヒット」と呼ばれる裏技（後述）を用いており、通常の方法では決して稼ぎ出し得ない Ark 数を
稼いでいますが、その成立条件は非常にシビアであるため、実用に向きません。そのため、以下では本書の趣旨
に沿うよう、適宜修正を加えています。
　さて、第２話に入ったら、カビン、アブラカビン、マグネット、フラッシュボム、ヘビークローの５種類のト
ラップを開発します。そして、以下のトラップを装備します。

天井：　アブラカビン、カビン、スローガス
壁：　　アロースリット、プレスウォール、マグネット
床：　　フラッシュボム、ベアトラップ、ヘビークロー

　コンボを決める部屋は、スラッシュの出現部屋となるエントランスです。

　　　　［起動罠］　　　　　　　　［設置罠］
❶　□アロースリット
❷　×ベアトラップ
 □プレスウォール Ａ
❸　△スローガス
Ａ　□プレスウォール　→倒れる柱（❹）押出
❹　　倒れる柱

【図５－２】第１話・対ダールコンボ
　　　　　（西の森の館・エントランス）
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　このコンボで、スラッシュから 26,291Ark、または 27,022Ark を稼ぎ出すことができます。前者は❼カビン
にコアヒットが付かなかった場合、後者はコアヒットが付いた場合です。

　コンボの解説に入る前に、コンボを決め易くするための下準備を紹介します。
　第２話が開始したら、すぐに【図５－３】に示すように、Ｂアブラカビン、Ａマグネット、❸フラッシュボム
を設置してしばらくその場に停止し、スラッシュが階段を上り始めたところでミレニアを★の位置に移動させま
す。そして、スラッシュがミレニアを追って階段を下り、柱の陰に入ったところでＡマグネットを起動します。
その後、Ａマグネットをスラッシュに当てた直後にアブラカビンを起動してＢ油だまりを発生させ、ミレニアを
☆の位置に移動させます。
　スラッシュはマグネットの拘束から解き放たれた後、直進してＢ油だまりを踏みます。このＢ油だまりを踏む
のと同時にアブラカビンのチャージが再開しますので、すかさず①アブラカビンを設置します。そして、アブラ
カビンのチャージが溜まり次第速攻で起動して❶油だまりを発生させます。
　この下準備を行うことで、❶油だまりを確実に当てることができるようになります。（ついでに、マグネット
のバージントラップ 100Ark も獲得できます）
　なお、スラッシュが❶油だまりを踏む前に、Ｃプレスウォールの設置を忘れないようにして下さい。

　ではコンボの解説に移ります。全体的にタイミングがシビアなので、注意して下さい。
　❶油だまりのヒット後、スラッシュが起き上がり始めたところでＣプレスウォールを起動して❷倒れる柱を当
てます。その後、スラッシュが起き上がる動作を始める前にプレスウォールのチャージが再開しますので、速攻
でＤマグネットを設置します。次の❸フラッシュボムの起動はスラッシュが半分ほど身を起こした時点まで粘り、
その後の❹アブラカビンは、❸フラッシュボムがヒットし、画面がアップになった直後に起動します。
　❹アブラカビンを被せた後、すぐに❺ベアトラップを設置し、マグネットのチャージが溜まったら速攻でＤマ
グネットを起動します。Ｄマグネットが吸引を開始しアブラカビンが割れたら、すぐに❼カビンを設置します。

　　　　［起動罠］　　　　　　　　［設置罠］
―――――――――（下準備）――――――――――
Ａ　□マグネット
Ｂ　△アブラカビン→　油だまり（Ｂ）発生
 □プレスウォール Ｃ
Ｂ　　油だまり
 △アブラカビン ①
―――――（コンボここからスタート）――――――
①　△アブラカビン→　油だまり（❶）発生
❶　　油だまり
Ｃ　□プレスウォール　→倒れる柱（❷）押出
❷　　倒れる柱
 □マグネット Ｄ
❸　×フラッシュボム
❹　△アブラカビン
 ×ベアトラップ ⑤
Ｄ　□マグネット
 △カビン ⑦
❺　×ベアトラップ
 □プレスウォール ⑥
 ×ヘビークロー ⑧
❻　□プレスウォール
❼　△カビン
 □プレスウォール Ｅ
 △スローガス ⑨
❽　×ヘビークロー
❾　△スローガス
Ｅ　□プレスウォール　→倒れる柱（⑩）押出
⑩　　倒れる柱

【図５－３】第２話・対スラッシュコンボ（下準備）

【図５－４】第２話・対スラッシュコンボ
　　　　　（西の森の館・エントランス）
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　このＤマグネットによる吸引の意味は、スラッシュの向きを反対方向に変えることにあります。以降の❼カ
ビンにより南方向（図の右方向）に歩かせるためです。但し、Ｄマグネット自体はスラッシュには当てません。
Ark 倍率が 1.0 倍と低倍率だからです。
　従って、次の❺ベアトラップは、Ｄマグネットに当たる前に起動します。しかし、その起動タイミングはぎ
りぎりまで引きつけてからでなくてはなりません。というのも、❺ベアトラップの起動が早いと、続く❻プレス
ウォールが間に合わなくなるからです。ゆえに、このＤマグネットの起動をできるだけ早く、さらに遡ると❷倒
れる柱の後のＤマグネットの設置をできるだけ早くすることが、このコンボの成否を決める大きな要素となるの
です。
　❺ベアトラップのヒット後、Ｄマグネットの吸引が終了したら直ちに❻プレスウォールを設置します。この設
置タイミングも要注意です。その後、❺ベアトラップの効果が終了し床トラップが設置可能になったら直ちに❽
ヘビークローを設置し、❻プレスウォールのチャージが溜まり次第速攻で❻プレスウォール、❼カビンの順に起
動します。ここで、❼カビンの起動は遅れすぎてはいけません。具体的には、❼のブロックにスラッシュが入る
前にカビンを起動せねばなりません。というのも、❼のブロックに入ってからカビンを起動させてしまうと、第
２章（p.23 参照）で述べた落下点補正の影響を受けてしまい、絶対にカビンがヒットしなくなるからです。
　❼カビンを被せたら、Ｅプレスウォールを設置し、❼カビンの効果が切れた直後に❾スローガスを設置します。
その後、❾スローガスの設置から１～２秒ほど待ってから❽ヘビークローを起動し、スローガスのチャージが溜
まったら即❾スローガスを起動し、その１秒後にＥプレスウォールを起動して⑩倒れる柱を当てます。
　なお、トドメの⑩倒れる柱には、テクニカルボーナスは付きません。

　上記のコンボで、第２話の獲得 Ark は
トラップヒットボーナス　…………26,391Ark または  27,122Ark
　　　　　　　　　　　　　（マグネットのバージントラップ 100Ark を含む）
ソウルサックボーナス　……………  800Ark
ライフボーナス　……………………1,000Ark

となり、合計で 28,191Ark、または 28,922Ark となります。

　さて、第１話にて前述したうちで最も少ない 4,730Ark を、第２話にて上記のうち少ない方の 28,191Ark を
獲得したとしましょう。すると、第２話終了時点での合計獲得 Ark は 4,730 ＋ 28,191 ＝ 32,921Ark となり、
第３話で用いるトラップの開発に必要な 32,400Ark を満たします。つまり、上述したコンボを最後まで決める
ことができれば、どのような形であれ第３話以降の全話でカンストを達成することができるのです。

　では、参考までに上述した５万 Ark を稼ぎ出すコ
ンボの詳細も紹介しておきましょう。右の【図５－５】
は、その５万 Ark を稼ぎ出すコンボのトラップ設置
位置を示した図です。前のページの【図５－４】と比
較して、❽ヘビークローの設置位置が１マス手前とな
り、スローガスと倒れる柱のヒット順が入れ替わって
います。
　なぜスローガスが 10ヒット目に？と疑問に思われ
る方もいるでしょう。ここが、「同時ヒット」のキモ
となる部分です。この「同時ヒット」とは、❾倒れる
柱を当ててトドメを刺してからほぼ同時に（２フレー
ム以内と言われています）⑩スローガスを当てると、
⑩スローガスでもダメージ（❾倒れる柱と同じ最大
85Dmg）を与えられるというものです。具体的には、
スローガスのチャージが溜まるのと同時に⑩スローガ
スを起動し、その約 0.5 秒後にＥプレスウォールを起動します。許される誤差は２フレーム（1/15 秒）以内です。
　当然ながら、要求されるＥプレスウォールと⑩スローガスの起動タイミングは非常にシビアなものです。ここ
で問題となるのは、❾倒れる柱がヒットするのとほぼ時を同じくして、❽ヘビークローの効果が切れてしまうこ
とです。ここで少しでもタイミングの基準となる⑩スローガスの起動が遅れてしまうと、続く❾倒れる柱が当た

【図５－５】対スラッシュ・５万 Ark を稼ぎ出すコンボ
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る前にコンボが途切れてしまうのです。
　さらに問題なのは、「同時ヒット」だけでは５万 Ark は稼ぎ出せないことです。❾倒れる柱にコアヒットを
付けなければ、５万 Ark を下回ってしまいます。この❾倒れる柱にコアヒットが付く条件もシビアなものです。
その条件としては、少なくとも❽ヘビークローをコアヒットさせなければなりません。なお、【図５－３】で紹
介した下準備を用いて位置誘導を行った場合は、決して❽ヘビークローにコアヒットは付きません。従って、別
の方法で位置誘導を行ってコンボをスタートさせねばならないのです。
　以上の理由から、「同時ヒット」を用いた５万Arkを稼ぎ出すコンボの使用はお薦めできるものではありません。

　《第３話以降（西の森の館）の攻略法》
　第１話と第２話を攻略してしまえば、もう半分終わったようなものです。以下に西の森の館での残るステージ、
第３話～第５話および第 26話でのカンスト達成方法について簡単に解説します。
　まず第３話が開始したら、以下のトラップを開発します。
　　天井：ヨウガンカビン、タライ、オオタライ、スパイクロック
　　壁：　アタックウォール、スパイクウォール
　　床：　マイン、スプリングフロア、クエイクボム、ブラストボム、スマッシュフロア、カタストロフボム
　そして、以下のトラップを装備します。なお、装備するトラップは第４話以降も共通です。

天井：　ヨウガンカビン、アブラカビン、オオタライ
壁：　　アタックウォール、スパイクウォール　（残る１つは任意）
床：　　スプリングフロア、スマッシュフロア、カタストロフボム

　第３話以降で用いるコンボは、先の第３章でコンボ①として紹介したコンボです。念のため再掲載しましょう。

　注意点としては２つ。❻カタストロフボムの起動前にミレニアを高台に位置させることと、❼アタックウォー
ルの起動を地震が終了するまで遅らせることです。ミレニアを高台に位置させないと❻カタストロフボムの巻き
添えを食らいますし、❼アタックウォールの起動が早いとカタストロフボムが２度ヒットしてしまいます。
　各話でのコンボの対象は以下の通りです。

第３話：　　ガストーン（クラッシャー）
第４話：　　マクロード（戦士）、ジェラルド（騎士）
第５話：　　グランドー（戦士）、ラドルファス（僧侶）

　　第 26 話（碑文非入手ルート）：ガルドレイク（炎獄師）、ルーンギア（僧侶）、ダスク（大臣）のうち２人
　上で挙げていない碑文入手ルート（エンディング３）の第 26話については例外で、上記のコンボ①ではなく、
地獄の炎を用いるコンボ⑩（p.71 参照）をバッシュバーン（クラッシャー）に決める必要があります。
　なお、❷電気イスはヒット後 25％の確率で壊れます。第４話または第５話で、もし１人目の敵にコンボを決
めている最中に壊れた場合は、ステージの最初からやり直す必要があります。
　以上のことを遵守すれば、トラップヒットボーナスだけで 65,535Ark が獲得できます。

　　　　［起動罠］　　　　　　　　［設置罠］
❶　×スプリングフロア
❷　　電気イス
 ×カタストロフボム ⑥
❸　△オオタライ
 △アブラカビン ⑤
❹　□スパイクウォール
❺　△アブラカビン
 □アタックウォール ⑦
 △ヨウガンカビン ⑧
❻　×カタストロフボム
 ×スマッシュフロア ⑨
❼　□アタックウォール
❽　△ヨウガンカビン
❾　×スマッシュフロア
⑩　　回転ノコギリ

【図５－６】コンボ①（西の森の館・拷問部屋）の
　　　　　 トラップ設置位置
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　第２節　王宮の攻略法

　《王宮は、１人を相手にすればよい》
　続いて、王宮（第６話～第 15話）でのカンスト達成方法について解説します。
　使用するコンボは、本書の最初（p.5）で簡単に紹介し、さらに第３章で第１の具体例として紹介したコンボです。
但し、そのままでは途中で死亡したり、トドメの⑩巨大岩石で 65,535Ark を超えて実入りが少なくなってしまっ
たりすることが多いので、敵に合わせて一部のトラップを変更します。

　王宮・階段の部屋におけるコンボを、以下に再掲載します。

　各話での対象、および変更するトラップは次の通りです。下記以外の敵は瞬殺しても構いません。

　　　　　　　　　対象　　　　　　　　　　　　変更するトラップ
　　第６話  ：ホーンシュタイン（貴族）　　 ❷ヨウガンカビンをカビンに
　　第７話  ：レグラール（爆破兵）　　　　 ❷ヨウガンカビンをカビンに
　　第８話  ：ロードレッド（騎士）　　　　 変更なし
　　第９話  ：ドルカス（クラッシャー）　　 ❾アタックウォールをスパイクウォールに
　　第10話： デッドムーン（闇司祭）　　　 ❾アタックウォールをスパイクウォールに
　　第11話： スタッツ（盗賊）　　　　　　 ❷ヨウガンカビンをカビン、❸コールドクローをベアトラップに
　　第12話： ギュンター（クラッシャー）　 ❾アタックウォールをスパイクウォールに
　　第13話： アッシュ（戦士）　　　　　　 ❾アタックウォールをスパイクウォールに
　　第14話： アーシュラ（ハンター）　　　 変更はないが、❾アタックウォールはエリアルヒットさせない
　　第15話： ラザフォード（僧侶）　　　　 ❾アタックウォールをスパイクウォールに

　ここで、❾アタックウォールの設置タイミングには注意して下さい。というのも、設置が早すぎると❼カタ
ストロフボムの起動時にその罠起動効果により❾アタックウォールが暴発してしまい、カタストロフボムが２度
ヒットしてしまうことになるからです。適切な設置タイミングとしては、カタストロフボムのチャージが完全に
溜まった直後がベストのタイミングです。
　また、９ヒット目を❾スパイクウォールとする場合のその設置タイミングは、上記の場合よりさらに遅らせて、
❻アブラカビンの効果が終了し、割れた直後がベストのタイミングです。

　上記のうちで、第 11話の盗賊・スタッツの誘導には少々工夫が必要となります。というのも、盗賊にはミレ
ニアから遠ざかる性質があるためです。そこで、以下に対盗賊・位置誘導法を紹介します。

　　　　［起動罠］　　　　　　　　［設置罠］
❶　×スプリングフロア
 ×コールドクロー ③
❷　△ヨウガンカビン
❸　×コールドクロー
Ａ　□アタックウォール　→油のタル（❹）押出
❹　　油のタル
 ×カタストロフボム ⑦
 △アブラカビン ⑥
❺　　油だまり（※油のタルが壊れて発生）
❻　△アブラカビン
 □アタックウォール ⑨
 △オオタライ ⑧
❼　×カタストロフボム
❽　△オオタライ
❾　□アタックウォール
⑩　　巨大岩石

【図５－７】王宮・階段の部屋のコンボの
　　　　　 トラップ設置位置
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第５章　　各話攻略法

　右の【図５－８】は、盗賊・スタッツの位置誘導
法を示した図です。
　第 11話が開始したら、ミレニアを王の間から控
えの間へ移動させた後しばらく待機し、階段の部屋
にスタッツが現れるのを待ちます。
　スタッツが登場したら、すぐに階段の部屋に移動
し、（Ｂ）の位置にアブラカビン、❶の位置にスプ
リングフロアを設置します。トラップを設置したら、
入口で待機したままアブラカビンを起動してＢ油だ
まりを発生させた後、★の位置へ移動します。
　すると、隠れていたスタッツが右図に示す位置に
現れ、ミレニアから遠ざかるように移動しＢ油だま
りで転びます。Ｂ油だまりのヒット後、ミレニアを
すぐに☆の位置へ移動させます。
　このような作業を行うことで、盗賊・スタッツの移動速度が最低速度まで落ち、コンボスタートである❶スプ
リングフロアの位置への誘導が容易となります。

　第３節　地下遺跡の攻略法

　《主戦場は業火の部屋》
　最後に、地下遺跡（第 16話～第 25話）でのカンスト達成方法について解説します。
　地下遺跡には、王宮・階段の部屋のように１人から楽々カンストを達成できるような部屋はありません。しか
し、業火の部屋にある落とし穴は、巨大岩石とは異なり何度でも使用することが可能です。地下遺跡でカンスト
を達成するには、この落とし穴を有効利用するのが近道となります。

　各話攻略法の前に、業火の部屋で用いる汎用コンボを紹介しましょう。稼ぎの面では劣りますが、落とし穴の
ヒット回数を気にせずに使えるのが利点です。

　❹アタックウォールの着地位置が４マス先ではなく、５マス先となっていることに注意して下さい。また、❼
スプリングフロアの後はなぜか２マス先に着地する点も注意が必要です。
　このコンボは、⑩落とし穴には何もテクニカルボーナスは付きませんが、騎士やクラッシャー、クグツ兵など
から約 30,000 ～ 54,600Ark を稼ぎ出すことができます。なお、将軍または国王を相手にするときは、❸コー
ルドクローを省略することで、落とし穴を合計４回ヒットさせることができます。

【図５－８】第 11 話・対スタッツ（盗賊）位置誘導法

　　　　［起動罠］　　　　　　　　［設置罠］
❶　×カタストロフボム
❷　△ヨウガンカビン
 ×コールドクロー ③
 △アブラカビン ⑤
❸　×コールドクロー
❹　□アタックウォール
 ×スプリングフロア ⑦
❺　△アブラカビン
 □パワーマグネット Ａ
❻　　落とし穴
 △オオタライ ⑧
❼　×スプリングフロア
❽　△オオタライ
Ａ　□パワーマグネット
❾　　落とし穴
⑩　　落とし穴

【図５－９】地下遺跡・業火の部屋における汎用コンボ
　　　　　（★印はミレニアの初期位置）
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第５章　　各話攻略法

　各話での対象と使用するコンボは次の通りです。

 ・碑文非入手ルート（エンディング１・４）

　　注１： 但し、Ａパワーマグネットをエレキマグネットに代えること。
　　注２： 但し、事前に「スプリングフロア→ヨウガンカビン」と決めて 26Dmg を与え、
　　　　　Ａパワーマグネットをエレキマグネットに代えること。
　　注３：❸コールドクローを省略し、落とし穴に４回落とすこと。

　上記のうち、各話で「瞬殺」と記された敵以外の２人を相手に最後までコンボを決めれば、カンストを達成す
ることができます。なお、装備トラップの関係上、コンボ⑦は他のコンボと併用することができません。
　このうち、特に注意が必要なのは、第 16話の僧侶・バランタインです。この敵はミレニアを目視すると脱出
行動に移るため、仕留めるチャンスは１度しかありません。忍者・オロチを倒しつつ、上手く業火の部屋へ誘導
する必要があります。
　碑文入手ルート（エンディング２・３、第 17話で分岐）については、次のページに記しています。

対象 職業 コンボ

第 16話
ギルバレス 騎士 コンボ⑤（落とし穴２回）
バランタイン 僧侶 コンボ④（落とし穴１回）
オロチ 忍者 瞬殺

第 17話

バルボーン 爆破兵 コンボ④（落とし穴１回）
ボルトス クラッシャー コンボ⑤（落とし穴２回）
ガイスト バーサーカー コンボ④（落とし穴１回）
カーマイン ハンター コンボ④（落とし穴１回）

第 18話
ラムダ 刻の衛兵 コンボ⑨（p.68 参照：地獄の炎使用）
シグマ 刻の神兵 瞬殺
ミスト シャドウ コンボ⑪（p.79 参照：油だまり使用）

第 19話

シャイア 格闘家 コンボ④（落とし穴１回）
インフェルノ 炎獄師 コンボ④（落とし穴１回）
ガイゼル 将軍 汎用コンボ　※注３（コンボ⑦：落とし穴４回も可）
キース 剣士 コンボ⑥（落とし穴３回）　※注１

第 20話
ヴォーグス クグツ師 瞬殺
ガドーハ クグツ兵 コンボ⑥（落とし穴３回）
ゴーデス 刻の人形 コンボ⑥（落とし穴３回）

第 21話

ゴルドー 奴隷商人 コンボ⑤（落とし穴２回）
スパルタス ガーディアン 汎用コンボ　※注３（コンボ⑦：落とし穴４回も可）
ジーナ 弓使い コンボ④（落とし穴１回）
ボスガン 爆破兵 コンボ④（落とし穴１回）

第 22話

オボロ 忍者 瞬殺
イザヨイ 忍者 瞬殺
ロンバルド 騎士 コンボ⑥（落とし穴３回）　※注２
アンジェラ シャドウ 瞬殺

第 23話

マージェ バーバリアン コンボ④（落とし穴１回）
ヴァルヴォルド 魔導師 瞬殺
バッシュバーン クラッシャー 汎用コンボ
バーディック 騎士 汎用コンボ（またはコンボ⑤）
ベルベット 呪縛師 瞬殺
ロシュワルド 僧侶 瞬殺

第 24話

ウォーケン バーサーカー コンボ④（落とし穴１回）
クローディア 弓使い コンボ④（落とし穴１回）
ゼヴェルギーン 錬金術師 瞬殺
オメガ 刻の神兵 瞬殺

第 25話

キルレイン 騎士 コンボ⑥（落とし穴３回）　※注１
ヴァルマー 騎士 コンボ⑤（落とし穴２回）
キルロード 騎士 コンボ⑤（落とし穴２回）
デスファード 将軍 汎用コンボ　※注３（コンボ⑦：落とし穴４回も可）
ヨカル 神官 瞬殺
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第５章　　各話攻略法

 ・碑文入手ルート（エンディング２・３）

　　注１： 但し、Ａパワーマグネットをエレキマグネットに代えること。
　　注２： 但し、事前に「スプリングフロア→ヨウガンカビン」と決めて 26Dmg を与え、
　　　　　Ａパワーマグネットをエレキマグネットに代えること。
　　注３：❸コールドクローを省略し、落とし穴に４回落とすこと。

対象 職業 コンボ

第 18話
ラムダ 刻の衛兵 コンボ⑨（p.68 参照：地獄の炎使用）
シグマ 刻の神兵 瞬殺
ミスト シャドウ コンボ⑪（p.79 参照：油だまり使用）

第 19話

ゴルドー 奴隷商人 コンボ⑤（落とし穴２回）
スパルタス ガーディアン 汎用コンボ　※注３（コンボ⑦：落とし穴４回も可）
ジーナ 弓使い コンボ④（落とし穴１回）
ボスガン 爆破兵 コンボ④（落とし穴１回）

第 20話
ヴォーグス クグツ師 瞬殺
ガドーハ クグツ兵 コンボ⑥（落とし穴３回）
ゴーデス 刻の人形 コンボ⑥（落とし穴３回）

第 21話

ガルドレイク 炎獄師 コンボ④（落とし穴１回）
ブラッドホーン 騎士 コンボ⑤（落とし穴２回）
ゾーディアック 魔導師 瞬殺
ルーンギア 僧侶 コンボ⑤（落とし穴２回）
ギラルディス 将軍 汎用コンボ　※注３（コンボ⑦：落とし穴４回も可）
ヴァーミリオン 騎士 コンボ⑥（落とし穴３回）
ダスク 大臣 コンボ⑤（落とし穴２回）
エクリプス 国王 汎用コンボ　※注３（コンボ⑦：落とし穴４回も可）

第 22話
ロンバルド 騎士 コンボ⑥（落とし穴３回）　※注２
アンジェラ シャドウ 瞬殺
オボロ 忍者 瞬殺

第 23話

シャイア 格闘家 コンボ④（落とし穴１回）
レオパルド 戦士 コンボ⑤（落とし穴２回）
インフェルノ 炎獄師 コンボ④（落とし穴１回）
イザヨイ 忍者 瞬殺
ガイゼル 将軍 汎用コンボ　※注３（コンボ⑦：落とし穴４回も可）

第 24話

ウォーケン バーサーカー コンボ④（落とし穴１回）
クローディア 弓使い コンボ④（落とし穴１回）
ゼヴェルギーン 錬金術師 コンボ④（落とし穴１回）
オメガ 刻の神兵 瞬殺
キース 剣士 コンボ⑥（落とし穴３回）　※注１

第 25話

キルレイン 騎士 コンボ⑥（落とし穴３回）　※注１
ヴァルマー 騎士 コンボ⑤（落とし穴２回）
キルロード 騎士 コンボ⑤（落とし穴２回）
デスファード 将軍 汎用コンボ　※注３（コンボ⑦：落とし穴４回も可）
ヨカル 神官 瞬殺
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　　　ペンデュラムの活用法　……………………………………………………………………………………　95
　　　没コンボ集　…………………………………………………………………………………………………　101　

　以降では、本書の趣旨にそぐわないとの理由から本文には盛り込まなかった内容を記します。

　ペンデュラムの活用法

　ペンデュラムは、床のヤリに次いでポピュラーな仕掛けであるとともに、西の森の館・王宮・地下遺跡のい
ずれにも設置されている唯一の仕掛けです。しかしペンデュラムは、コア＆エリアルを成立させるには 0.1 秒単
位でタイミングを見切る必要があるばかりでなく、単に当てることすら難しい仕掛けであることから、本書では
これまで利用法などの解説を一切行いませんでした。とはいえ、ペンデュラムは、西の森の館と王宮の拷問部屋
にある３つの仕掛け（電気イス、回転ノコギリ、ペンデュラム）の中では最もダメージが大きく、もしコア＆エ
リアルを成立させることができれば、回転ノコギリでトドメを刺したときよりも多くの Ark が稼げることから、
使いこなせることができれば強力な武器となりうるのです。
　そこで、以降ではペンデュラムの性質と、その利用法について解説していきます。

　《ペンデュラムの性質》
　ペンデュラムの当たり判定の幅は、人間の当たり判定
を厚みのない「点」とみなした場合、右の【図６－１】
に示すように、僅か 0.25 ブロックしかありません。ま
た、ペンデュラムが振れる際の振幅は、同図に示すよう
に、４マスです。従って、ペンデュラムの当たり判定は、
地平面上で見た場合、縦９ブロック×横 0.25 ブロック
という細長い棒状の領域の中を動いているということに
なります。

　《ペンデュラムの利用法》
　ペンデュラムの利用法として最も簡単な方法は、振幅の端のブロックでヘブンズフロアを当て、敵が天井に貼
り付いている間にペンデュラムを当てる方法です。この方法はタイミングを大雑把に摑めれば良く、簡単にペン
デュラムに当てることができますが、ヘブンズフロアの仕様上決してエリアルヒットが付かないという問題を抱
えています。
　次に簡単な利用法としては、ペンデュラムの振れるライン上にスプリングフロアで位置補正して飛ばし、その
後カビンまたはアブラカビンを、ペンデュラムに当てて壊さないように注意を払いつつ敵に被せて、ゆっくり歩
かせている間にペンデュラムに当てるという方法です。この方法だと、運が良ければコアヒットが付きますが、
やはりエリアルヒットは決して付きません。
　ところで、上で挙げた利用法の例に限らず、ペンデュラムをコンボに組み込む際は、トドメに据えるしかあり
ません。その理由は、平たく言えばヒット後の挙動が不安定だからです。詳しく説明しますと、ペンデュラムは
ヒット後に敵を１ブロック移動させる性質を有しますが、ペンデュラムがどちら側に振れているかによってヒッ
ト後の移動方向および向きが変わります。従って、ペンデュラムのヒット後に別のトラップを当てようとしても、
どちらへ移動するかはそのときの運次第であり、ヒット直後に対応できるトラップはせいぜいカビンかアブラカ
ビンぐらいしかありません。
　トドメに据えるからには、テクニカルボーナスは最大限付加せねばなりません。ペンデュラムの場合、テクニ
カルボーナスの最大限の付加とは、具体的にはコアヒット＆エリアルヒットとなります。では、どのようにすれ
ばトドメのペンデュラムにコア＆エリアルを同時付加できるか。そのためのトドメ前に据えるトラップの候補と
しては、空中へ飛ばせるスプリングフロア、スマッシュフロア、アタックウォールの３つがありますが、このう
ちアタックウォールでコア＆エリアルを叩き出すのは至難の業です。位置補正がされないのも理由の一つですが、
アタックウォールはスプリングフロア系とは異なり起動からヒットするまでに若干のタイムラグがあり、タイミ
ングが取りにくいのが主たる理由です。また、ペンデュラムの振れるライン上に飛ばそうにも、４マス以上先か

【図６－１】ペンデュラムの振幅と当たり判定の幅
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ら飛ばすこととなるため、飛距離が 4,45 ブロックであるアタックウォールでは到底届かず、横から狙って当て
ようにもそれには神業的な見切りが要求され、現実的な方法とは言えないことも理由の一つです。
　よって、トドメのペンデュラムにコア＆エリアルを同時付加できるトラップは、スプリングフロアかスマッシュ
フロアということになります。
　以下では、ペンデュラムにコア＆エリアルを同時付加できる起動タイミングの目安を、スプリングフロアを用
いた場合とスマッシュフロアを用いた場合について紹介します。

　《スプリングフロア→ペンデュラムのコア＆エリアル同時成立条件》
　×スプリングフロア→ペンデュラムとした場合にペンデュラムにコア＆エリアルを同時成立させることのでき
るスプリングフロアの起動タイミングは、ペンデュラムがあるマス（トラップが設置不能なマス）から２マス先
から飛ばす場合と３マス先から飛ばす場合については、解析が完了しています。
　以下に、その解析結果を記します。

　・２マス先から
　ペンデュラムが中央よりスプリングフロアのある側に位置
し、スプリングフロアで飛ばす方向と同一の方向に振れている
ときの、鉛直方向とのなす角が 70°となった瞬間に、×ボタ
ンを押す。

　・３マス先から
　ペンデュラムが中央よりスプリングフロアのある側に位置
し、スプリングフロアで飛ばす方向と同一の方向に振れている
ときの、鉛直方向とのなす角が 85°となった瞬間、言い換え
ると、振り切れた後にスプリングフロアで飛ばす方向と同一の
方向へと振れ始めるのを確認した瞬間に、×ボタンを押す。

　４マス以上先からだと、スプリングフロアではペンデュラムに当てることはできません。また、１マス先から
の場合は、ペンデュラムに直接ヒットしてしまう可能性があるため、ここでは除外しました。

　《スマッシュフロア→ペンデュラムのコア＆エリアル同時成立条件》
　×スマッシュフロア→ペンデュラムとした場合にペンデュラムにコア＆エリアルを同時成立させることのでき
るスマッシュフロアの起動タイミングは、ペンデュラムがあるマス（トラップが設置不能なマス）から２マス先
から飛ばす場合、３マス先から飛ばす場合、４マス先から飛ばす場合、５マス先から飛ばす場合の合計４パター
ンについては、解析が完了しています。
　以下に、その解析結果を記します。

【図６－２】２マス先からスプリングフロアで飛ばした際に
　　　　　 ペンデュラムにコア＆エリアルが成立する場合の
　　　　　 起動時のペンデュラムの位置の詳細

【図６－３】３マス先からスプリングフロアで飛ばした際に
　　　　　 ペンデュラムにコア＆エリアルが成立する場合の
　　　　　 起動時のペンデュラムの位置の詳細
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　・２マス先から
　ペンデュラムが中央よりスマッシュフロアのあ
る側の反対側に位置し、スマッシュフロアで飛ば
す方向と同一の方向に振れているときの、鉛直方
向とのなす角が 85°となった瞬間、言い換える
と、振り切れる寸前に、×ボタンを押す。

　・３マス先から
　ペンデュラムが中央よりスマッシュフロアのあ
る側の反対側に位置し、スマッシュフロアで飛ば
す方向と同一の方向に振れているときの、鉛直方
向とのなす角が 75°となった瞬間に、×ボタン
を押す。

　・４マス先から
　ペンデュラムが中央よりスマッシュフロアのあ
る側の反対側に位置し、スマッシュフロアで飛ば
す方向と同一の方向に振れているときの、鉛直方
向とのなす角が 55°となった瞬間に、×ボタン
を押す。

　・５マス先から
　ペンデュラムが中央よりスマッシュフロアのあ
る側の反対側に位置し、スマッシュフロアで飛ば
す方向とは反対の方向に振れているときの、鉛直
方向とのなす角が 50°となった瞬間に、×ボタ
ンを押す。

【図６－４】２マス先からスマッシュフロアで飛ばした際に
　　　　　 ペンデュラムにコア＆エリアルが成立する場合の
　　　　　 起動時のペンデュラムの位置の詳細

【図６－５】３マス先からスマッシュフロアで飛ばした際に
　　　　　 ペンデュラムにコア＆エリアルが成立する場合の
　　　　　 起動時のペンデュラムの位置の詳細

【図６－６】４マス先からスマッシュフロアで飛ばした際に
　　　　　 ペンデュラムにコア＆エリアルが成立する場合の
　　　　　 起動時のペンデュラムの位置の詳細

【図６－７】５マス先からスマッシュフロアで飛ばした際に
　　　　　 ペンデュラムにコア＆エリアルが成立する場合の
　　　　　 起動時のペンデュラムの位置の詳細



‒98 ‒

補　遺

　★コンボ⑭
使用する部屋：西の森の館・拷問部屋
対象：第３話・ガストーン（クラッシャー）、
　　　第４話・マクロード（戦士）、ジェラルド（騎士）
　　　第５話・サキ（格闘家）以外

累積 Ark 倍率：92.6 倍
獲得 Ark：
　　⑩ペンデュラムのみ　……約 21,600 ～ 53,300Ark
　　合計　………………………約 34,900 ～ 73,800Ark

　［解説］
　このコンボは、第４章で紹介したコンボ⑩（p.71 参照）
を改変したものです。コンボ⑩との主な相違点は、地獄の
炎を省略した点と、トドメに回転ノコギリではなくペン
デュラムを用いている点です。
　コンボ⑩と同様、最初の❶カタストロフボムの起動タイ
ミングには注意が必要です。この中で特に注意が必要とな
るのは、第３話のガストーンを相手にしたときです。ガス
トーンの SPD値は 25と極端に低く、他の敵と同じような
タイミングでカタストロフボムを起動していたのでは、北
方向を向き切る前に地震効果が発動してしまい、❷カビン
を被った後の移動方向が斜めとなってしまう可能性があり
ます。ガストーンを相手にする場合は、❶カタストロフボ
ムの起動タイミングは東方向から北方向を向き切った瞬間
まで遅らせるのが良いでしょう。
　❸スプリングフロア→❹電気イス→❺オオタライと決め
た後は、スパイクウォールではなくアタックウォールを当
てます。その後、❻アタックウォール→❼アブラカビンと
した後の❽回転ノコギリがヒットするとき、その位置はス
プリングフロアの飛距離によりブロック中央のラインから
0.2 ブロック北側となるので、❽回転ノコギリヒット後の
敵は斜め（西北方向）に吹き飛ばされます。吹き飛ばされ
た後の敵の位置は、❾のマスのちょうど真ん中となります。
そのため、❾スマッシュフロアには必ずコアヒットが付き
ます。
　このコンボで最も難しい点は、言うまでもなく最後の❾
スマッシュフロアの起動タイミングです。タイミングが悪
いとトドメの⑩ペンデュラムにコアヒットが付かないどこ

　ペンデュラムを用いた十連コンボを３つ紹介しましょう。
　まず最初に紹介するコンボは、西の森の館・拷問部屋の全ての仕掛け（電気イス、回転ノコギリ、ペンデュ
ラム）を用いた十連コンボです。

ろか、ヒットさえしないこともあります。ここでは、ペン
デュラムが設置されたマスから３マス先の地点からスマッ
シュフロアで飛ばすので、前のページの２段目に示した【図
６－５】の場合が適用されます。
　従って、❾スマッシュフロアの起動タイミングは、上の
【図６－９】に示すように、ペンデュラムが中央より西側
に位置し、西の方向に振れているときの、鉛直方向とのな
す角が 75°となった瞬間となります。このタイミングで
スマッシュフロアを起動することができれば、⑩ペンデュ
ラムにコア＆エリアルの２つのテクニカルボーナスを同時
に付加することができます。
　なお、第 26話で登場する騎士などの硬い敵に対してこ
のコンボを決める場合は、❷カビンの代わりにヨウガンカ
ビンを用いると良いでしょう。

　　　　［起動罠］　　　　　　　　［設置罠］
❶　×カタストロフボム
❷　△カビン
 ×スプリングフロア ③
 △オオタライ ⑤
❸　×スプリングフロア
❹　　電気イス
 ×スマッシュフロア ⑨
❺　△オオタライ
 △アブラカビン ⑦
❻　□アタックウォール
❼　△アブラカビン
❽　　回転ノコギリ
❾　×スマッシュフロア
⑩　　ペンデュラム

【図６－８】コンボ⑭（西の森の館・拷問部屋）の
　　　　　 トラップ設置位置
　　　　　（★印はミレニアの初期位置）

【図６－９】❾スマッシュフロアの起動タイミング
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　★コンボ⑮
使用する部屋：王宮・拷問部屋
対象：騎士、クラッシャー

累積 Ark 倍率：78.7 倍
獲得 Ark：
　　⑩ペンデュラムのみ　……約 26,800 ～ 57,200Ark
　　合計　………………………約 46,100 ～ 86,700Ark

　［解説］
　まずは敵をパワーマグネットの効果範囲内に誘導してか
らＡパワーマグネットを起動し、❶のマスに到達したとこ
ろでパワーマグネットがヒットする前に❶スプリングフロ
アを起動して❷電気イスを当てます。その後は、❸ヨウガ
ンカビンを起動する前に必ずＢバキュームフロアを設置し
ましょう。
　Ｂバキュームフロアを正しいタイミングで設置していれ
ば、ヨウガンカビンの効果が切れて起き上がろうとしてい
る頃にはチャージが完了しますので、❺オオタライを設置
した後Ｂバキュームフロアを起動して、❹回転ノコギリへ
と吸い寄せます。❹回転ノコギリのヒット後、敵は❺のマ
スに吹き飛ばされます。
　その後、❻スパイクウォールの後の❼アブラカビンは、
なるべくコンボが途切れるぎりぎりまで粘ってから起動す
ると良いです。理由は後述します。
　問題は❾スマッシュフロアの起動タイミングです。ここ
ではペンデュラムが設置されたマスから５マス先なので、
p.97 に示した最下段の【図６－７】の場合が適用されます。
すなわち、右上の【図６－１１】に示すように、❾スマッ
シュフロアの起動タイミングは、ペンデュラムが中央より
西側に位置し、東の方向に振れているときの、鉛直方向と 
のなす角が 50°となった瞬間となります。このタイミン
グでスマッシュフロアを起動することができれば、⑩ペン
デュラムにコア＆エリアルの２つのテクニカルボーナスを
同時に付加することができます。

　さらに、注意点がもう１つあります。❽アタックウォー
ルがヒットし着地した後の、そのダウン時間の短さが、こ
こでは災いします。そのダウン時間は僅か 1.3 秒しかな
く（p.61 コラム参照）、漫然と❽アタックウォールを起動
したのでは、その後狙いを定めて❾スマッシュフロアを起
動しようにも、そこでコンボが途切れてしまうことになり
かねません。そのためにも、⑩ペンデュラムの狙いを定め
るのはアタックウォールを起動する時点から行うようにし
ましょう。アタックウォールのチャージが完了するのは早
くても❼アブラカビンが割れる１秒前なので、❽アタック
ウォールの起動タイミングに余裕を持たせるためにも、ア
ブラカビンを起動するタイミングをなるべく遅らせて、ア
タックウォールをなるべく早い段階で設置できるようにす
るべきです。

　　　　［起動罠］　　　　　　　　［設置罠］
Ａ　□パワーマグネット
❶　×スプリングフロア
❷　　電気イス
 ×バキュームフロア Ｂ
❸　△ヨウガンカビン
　 □スパイクウォール ⑥
 △オオタライ ⑤
Ｂ　×バキュームフロア　
❹　　回転ノコギリ
❺　△オオタライ
 ×スマッシュフロア ⑨
 △アブラカビン ⑦
❻　□スパイクウォール
❼　△アブラカビン
 □アタックウォール ⑧
❽　□アタックウォール
❾　×スマッシュフロア
⑩　　ペンデュラム

【図６－１０】コンボ⑮（王宮・拷問部屋）の
　　　　　 トラップ設置位置

【図６－１１】❾スマッシュフロアの起動タイミング
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　★コンボ⑯
使用する部屋：地下遺跡・回廊②（闘技場の西隣の部屋）
対象：クラッシャー、一部の騎士など

累積 Ark 倍率：89.4 倍
獲得 Ark：
　　⑩ペンデュラムのみ　……約 23,400 ～ 60,600Ark
　　合計　………………………約 45,300 ～ 93,600Ark

　［解説］
　このコンボで行っている下準備（Ａスプリングフロア→
Ｂアブラカビン）は、コンボスタートである❶油だまり→
❷オオタライを確実に成功させるためのものです。すなわ
ち、これは第４章で紹介した「油だまり→アブラカビン」
のコンボを確実に成功させる裏技（p.75 参照）を応用し
たものであり、ここではアブラカビンの代わりにオオタラ
イを用いています。
　この部分をより具体的に見ていくと、Ｂアブラカビンの
効果が終了した後の敵の位置は図の（Ｂ）の位置なので、
そこから５マス先となる❶の地点に油だまりを発生させま
す。そうすると、油まみれ状態のままミレニアに向かって
移動した敵が❶油だまりで転ぶのとほぼ同時に天井トラッ
プのチャージが再開しますので、間髪容れずに❷オオタラ
イを設置し、ミレニアを★の位置から☆の位置へと移動さ
せた後に、速攻で❷オオタライを起動します。
　次の❸カタストロフボムをなぜ図に示すような突飛な位
置に設置しているかと言うと、この位置に設置していると
☆の位置にいるミレニアは地震に巻き込まれず、かつＣア
タックウォールの暴発を防止できるからです。❸カタスト
ロフボムの起動後、巨大岩石が落ちてきますので、Ｃアタッ
クウォールで押し転がして敵にヒットさせます。
　❺巨大岩石ヒット後、敵は斜め（南西方向）を向きます。
その後❺アブラカビンを被せて南西方向へと歩かせ、効果
が切れて❼ヨウガンカビンを設置した後、❻スプリングフ
ロアで南方向へと飛ばします。

　さて、例によって最大の問題は❾スマッシュフロアの起
動タイミングです。ここではペンデュラムが設置されたマ
スから５マス先なので 50°……と言いたいところですが、
段差があるため先に紹介した起動タイミングは通用しませ
ん。ここでは、ペンデュラムが西に振り切れ、東へと振れ
始めた瞬間、具体的には上の【図６－１３】に示すように、
鉛直方向とのなす角が 88°となったところで起動します。
と言っても判りにくいでしょうから言い直すと、×ボタン
を押してから６フレーム後に画面がアップで表示されます
ので、アップになる寸前の画面におけるペンデュラムの鉛
直方向とのなす角が 85°となっていればＯＫです。
　なお、❽コールドアローを❾のマスの中央で当てること
ができれば、❾スマッシュフロアにコアヒットが付きます。

　　　　［起動罠］　　　　　　　　［設置罠］
―――――――――（下準備）――――――――――
Ａ　×スプリングフロア
 ×カタストロフボム ③
Ｂ　△アブラカビン
 △アブラカビン ①
―――――（コンボここからスタート）――――――
①　△アブラカビン　→油だまり（❶）発生 
❶　　油だまり
 △オオタライ ②
❷　△オオタライ
❸　×カタストロフボム
 △アブラカビン ⑤
Ｃ　□アタックウォール
❹　　巨大岩石
 ×スプリングフロア ⑥
 □コールドアロー ⑧
❺　△アブラカビン
 △ヨウガンカビン ⑦
❻　×スプリングフロア
 ×スマッシュフロア ⑨
❼　△ヨウガンカビン
❽　□コールドアロー
❾　×スマッシュフロア
⑩　　ペンデュラム

【図６－１２】コンボ⑯（地下遺跡・回廊②）の
　　　　　　 トラップ設置位置
　　　　　　（★印はミレニアの初期位置）

【図６－１３】❾スマッシュフロアの起動タイミング
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　没コンボ集

　以降では、稼げるものの決め易くなかったり、対象が極めて限定されるなどの理由で本文には掲載しなかっ
た３つの十連コンボを、没コンボ集として紹介します。

　★コンボ⑰
使用する部屋：地下遺跡・業火の部屋
対象：コンボ⑤（落とし穴に２回）と同様

累積 Ark 倍率：76.2 倍
獲得 Ark：
　　⑩落とし穴のみ　……約 24,600 ～ 39,700Ark
　　合計　…………………約 36,000 ～ 57,100Ark

　［解説］
　このコンボは第３章で紹介したコンボ⑤（落とし穴に
２回落とすコンボ：p.57 参照）を改変し、トドメの⑩落
とし穴をコア＆エリアルで当てられるようにしたものです
が、その代償として❸スパイクウォールに要求される起動
タイミングがシビアになっています。また、苦労の割には
コンボ⑤と比べて獲得 Ark が僅か 5,000Ark 程度しか増え
ていないため、このコンボは没コンボ扱いとなりました。
　❶カタストロフボムの設置位置は、コンボ⑥（p.58 参照）
と同じ位置です。ヨウガンカビンを終盤で使う必要があり、
代わりに❷をカビンとしているためです。
　次の❸スパイクウォールが最も注意を要する箇所です。
問題となるのは、スパイクウォールがヒットする際の敵の
位置です。その位置としては、下の【図６－１５】に示す
ように、（Ａ）のブロックの中央のラインよりも先であり、
かつ中央のラインよりも 0.1 ブロック以内の地点でないと
いけません。中央のラインよりも手前だとヒット後に落と

し穴とは反対の方向を向いてしまい、中央のラインよりも
0.1 ブロック以上進んでいると❹アブラカビンで斜めに移
動してしまい落とし穴から逸れるためです。この厳しいタ
イミングを見切るために、目印として（Ａ）の位置に床ト
ラップ（コールドクロー）を設置しておくと良いでしょう。

　❺落とし穴に落ちた後の❻スプリングフロアは、先に紹
介した汎用コンボ（p.92 参照）の場合と同じく、なぜか
２マスしか飛びませんので、注意して下さい。

　終了型はコンボ⑥と同じ形です。床トラップのトラップ
設置マークのうち、コーン状の物体の境界に敵が到達した
ところで❽コールドクローを起動すれば、⑩落とし穴にコ
ア＆エリアルが同時に付けられます。

　　　　［起動罠］　　　　　　　　［設置罠］
❶　×カタストロフボム
❷　△カビン
 ×コールドクロー Ａ
❸　□スパイクウォール（※タイミング要注意！）
 △アブラカビン ④
 ×スプリングフロア ⑥
❹　△アブラカビン
 □アタックウォール ⑨
❺　　落とし穴
 △ヨウガンカビン ⑦
❻　×スプリングフロア
 ×コールドクロー ⑧
❼　△ヨウガンカビン
❽　×コールドクロー
❾　□アタックウォール
⑩　　落とし穴

【図６－１４】コンボ⑰（地下遺跡・業火の部屋）の
　　　　　　 トラップ設置位置
　　　　　　（★印はミレニアの初期位置）

【図６－１６】コンボ⑰の中間型

【図６－１７】コンボ⑰の終了型

【図６－１５】❸スパイクウォールを

　　　　　　 ヒットさせるべき範囲
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　★コンボ⑱
使用する部屋：地下遺跡・砂岩の部屋
対象：第 21 話・スパルタス（ガーディアン）専用

累積 Ark 倍率：104.7 倍
獲得 Ark：
　　⑩落とし穴のみ　……約 49,100Ark
　　合計　…………………約 88,700Ark

　★コンボ⑲
使用する部屋：王宮・階段の部屋
対象：第 14 話・バルバロス（ガーディアン）専用

累積 Ark 倍率：173.7 倍
獲得 Ark：
　　⑩巨大岩石のみ　……約  57,500Ark
　　合計　…………………約 111,500Ark

　［解説］
　このコンボはスプリングフロアを用いていません。本書
ではスプリングフロアを最重要トラップとして位置付けて
いることから、それを用いていないこのコンボは没コンボ
として紹介することとなりました。
　このコンボの開始型は、第２章でカタストロフボムの説
明（p.31 参照）の際に図示した形です。すなわち、階段
上にカタストロフボムを設置した場合、設置ブロックの中
央の高さに到達したところで初めて地震効果が及び、進行
方向ブロック中央の位置で停止するというものです。

　このコンボにおいて注意すべき点は１つ。❹落とし穴は
蓋を開けていない状態でなければなりません。もし蓋が開
いている場合、落とし穴のヒット判定面（地平面から身長
の半分だけ下の位置）に辿り着く前に「飛びすぎ」と判定
されてしまい、落とし穴はヒットせず、１マス先の地面に
着地してしまいます。
　なお、トドメの⑩落とし穴にはエリアルヒットのみが付
きます。

　［解説］
　このコンボは、アタックウォールで敵と油のタルの両方
を押した場合に、油のタルが最大４回ヒットするという現
象を利用したものです。与えるダメージが高すぎるため、

ガーディアンにしか決められません。類似のコンボが市販
の攻略本に掲載されていることと、天井トラップを２回し
か用いていないことから、没コンボ扱いとなりました。

　　　　［起動罠］　　　　　　　　［設置罠］
❶　×カタストロフボム
❷　△ヨウガンカビン
 ×マグネットフロア Ａ
 △オオタライ ⑤
❸　□アタックウォール
❹　　落とし穴
 □スパイクウォール ⑨
❺　△オオタライ
Ａ　×マグネットフロア
❻　　落とし穴
 △アブラカビン ⑧
❼　　落とし穴
❽　△アブラカビン
❾　□スパイクウォール
⑩　　落とし穴

　　　　［起動罠］　　　　　　　　［設置罠］
❶　×スプリングフロア
❷　△オオタライ
 ×カタストロフボム ⑨
 △アブラカビン ⑤
❸　□アタックウォール
❹　　油のタル
❺　　油のタル
❻　　油のタル
❼　　油のタル
❽　△アブラカビン
❾　×カタストロフボム
⑩　　巨大岩石

【図６－１８】コンボ⑱（地下遺跡・砂岩の部屋）の
　　　　　　 トラップ設置位置
　　　　　　（★印はミレニアの初期位置）

【図６－１９】コンボ⑲（地下遺跡・階段の部屋）の
　　　　　　 トラップ設置位置



　おわりに

　本書は、mixi の「刻命館シリーズ」コミュニティで 2006 年４月から 2007 年７月にわたっ
て掲載した内容をベースに、大幅な加筆修正を行って作成したものです。ですが、筆者はそれ
よりも１年も前、2005 年の夏コミにて、影牢攻略本の暫定版を執筆・発行しております。し
かし、暫定版と銘打っていることからもお分かりいただけると思いますが、その攻略本は未完
成の部分が多く、また文章も拙く人に読ませられるレベルにはなかったため、今にして思うと
稚拙極まりない内容でした。
　筆者の影牢攻略の歴史は発売年（1998 年）にまで遡ります。既に休刊したザ・プレイステー
ション（ソフトバンク刊）というゲーム雑誌に、１つのコンボを投稿したのがきっかけでした。
そのコンボは、
　　　　　❶スマッシュフロア→❷アタックウォール→❸ヨウガンカビン
　　　　→❹コールドクロー→❺油のタル→❻アブラカビン
　　　　→❼クエイクボム→❽バズソー→❾オオタライ→⑩巨大岩石
というものでした。しかし、この当時はスプリングフロア系トラップに位置補正の効果がある
ことに気づいておらず、またトドメの⑩巨大岩石にテクニカルボーナスを１つしか付けられて
いない有様で、今にして思うと恥ずかしい出来でしたが、幸運にもこのコンボは同誌に掲載さ
れるに至りました。
　投稿したコンボが掲載されたことに気を良くして、その翌年（1999 年）、何を思ったか筆
者はコミケにサークル参加して影牢攻略本を出すことを計画しました。しかし、当時はネット
環境すらなく、既に自分が開発したものよりも優れたコンボが既にネット上に公開されている
ことを知らず、まさに井の中の蛙でした。後日ネット環境が整いその事実に驚愕すると、執筆
する意欲が急速に萎えたのも今では遠い昔の思い出です。
　この 1999 年と 2005 年にサークル参加した時の屈辱をバネに、2006 年にmixi での影牢の
攻略記事の執筆・掲載を始めたのです。攻略記事を執筆し始めた頃は、自分では影牢のことは
知り尽くしているものと思い込んでいました。しかし、いざ影牢を再プレイしてみると、そこ
には常に新しい発見がありました。「油だまり→アブラカビン」と決める際、油まみれ状態の
敵を５マス先から歩かせると確実にコンボが成功することを知ったのも、このときの再プレイ
が最初でした。また、油だまりの転倒位置が正方形ではなく扁平円形状を為していることを知っ
たのは、ほんのつい最近のことです。研究すればするほど、新しい発見がある。まさに影牢の
奥の深さを実感せずにはいられませんでした。
　なお、補遺で紹介したペンデュラムに関する攻略記事は、全て書き下ろしのものです。すな
わち、コンボの安定性を鑑み、mixi ではペンデュラムを用いたコンボは一切掲載しませんで
したが、ペンデュラムは当てにくく使い勝手こそ悪いものの、いざ使ってみると起動タイミン
グさえ正しければ絶大なる威力を発揮することを知り、影牢の奥の深さを再実感するに至りま
した。
　最後に、最高に素晴らしいゲームを開発してくださったテクモに感謝して、筆を置くことと
致します。

　　2007 年 10 月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　著者記す
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奥付
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