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　補講第１講　つながるコンボの具体例

　昨年発行した拙著「影牢必携」の第３章で、コンボとしてつながらないトラップの組み合わせと、コンボとし
て問題なくつながるトラップの組み合わせについて簡単に説明しました。しかし、改めて読み返してみると、説
明が具体性を欠いていた感は否めません。
　そこで、この反省点を踏まえ、まずこの補講第１講では、その両者の違いについて具体的に記すことにします。
　その前に、まず最初に各トラップをその性質ごとに分類するところから始めます。
　以降、本書ではトラップの分類名を、下記の左側に記した名称で記すこととします。
　なお、以降本書では略号として、△＝天井トラップ、□＝壁トラップ、×＝床トラップを用います。

　次に、決してコンボとして成立しないトラップの組み合わせと、コンボの成立が困難なトラップの組み合わせ
を、「影牢必携」の第３章から抜粋します。（一部加筆）

　換言すると、それぞれ次のように説明できます。
①　□マグネット系の後は、×クエイクボム系、および△カビン系は決してつながらない。
　すなわち、□マグネット系の後は、天井トラップでは△ガス系のみ（※）、床トラップでは×スプリングフ
ロア系、×クロー系、および×マグネットフロア系しかつながらない。

②　□コールドアローの後は、×クエイクボム系、×マグネットフロア系、△カビン系は決してつながらない。
　すなわち、□コールドアローの後は、天井トラップでは△ガス系のみ（※）、床トラップでは×スプリング
フロア系、および×クロー系しかつながらない。

（※）　△タライ系は、当てること自体はできるが、後が続かないのでここでは除外している。

 ・決してつながらないトラップの組み合わせ

①｛□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

②｛
□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

③｛×クロー系→□マグネット系　……………………□マグネット系の効果が無効になる　　×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（但し例外あり）

　本書で用いる分類名 トラップ名
 【天井トラップ】
△カビン系…………………カビン、アブラカビン、ヨウガンカビン
△タライ系…………………タライ、オオタライ　　　　　　
△ガス系……………………スローガス、コンフューズガス、カースドガス、バーサークガス
　　※ヒートブレスは△ガス系からは除外（Ark 倍率が低いため）
　　※メガロックなどのロック系トラップは本書では取り扱わない（理由は同上）
 【壁トラップ】
□ウォール系………………プレスウォール、アタックウォール、スパイクウォール
□マグネット系……………マグネット、パワーマグネット、エレキマグネット
□コールドアロー…………コールドアローのみ（□アロー系の例外：Ark 倍率が唯一 1.0 倍より高い）
　　※アロースリットなどのダメージ目的のアロー系トラップは本書では取り扱わない（理由は同上）
 【床トラップ】
×スプリングフロア系……スプリングフロア、スマッシュフロア
×クロー系…………………ベアトラップ、ヘビークロー、コールドクロー
×クエイクボム系…………クエイクボム、カタストロフボム
　　　　　　　　　　　　（例外としてフラッシュボムもこの系列に含めることがある）
×マグネットフロア系……マグネットフロア、バキュームフロア
　　※スモールボムなどのボム系トラップ、およびスパークロッド系は本書では取り扱わない（理由は同上）
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③　×クロー系の後は、□マグネット系は決してつながらない。また、×クロー系の後の△カビン系、△タラ
イ系は原則としてつながらない。（例外については「影牢必携」第 4章を参照）

　すなわち、×クロー系の後は、天井トラップでは△ガス系のみ、壁トラップでは□ウォール系、および□コー
ルドアローしかつながらない。

　また、コンボとしては一応成立するものの、後につなげるのが厳しく、コンボとしての成立が困難なトラップ
の組み合わせを「影牢必携」の第３章から抜粋すると、以下の通りとなります。（一部加筆）

　上記の組み合わせは、上手くつなげるには多少の慣れが必要であり、安定性を鑑み本書では非推奨とします。

　従って、安定的にコンボをつなぐには、少なくとも上記以外のトラップの組み合わせである必要があります。
　では以下に、安定的にコンボとしてつなぐことのできるトラップの組み合わせ、およびその後のコンボの流れ
を記します。これも「影牢必携」の第３章からの抜粋です。（一部改訂）
　但し、たとえ安定的につなげられても、Ark 倍率が 1.0 倍以下のトラップ（□パワーマグネットなど）を直接
当てる組み合わせは、稼ぎの観点からここでは除外しています。

 ・安定的につなげることのできる組み合わせ
　【天井トラップの後】
　（１）△カビン系の後………………どんなトラップでも容易に後につなげられる
　（２）△タライ系（オオタライ）の後………４択
　　①～③　△オオタライ→すべての壁トラップ（□ウォール系、□マグネット系、□コールドアロー）
　　④　　　△オオタライ→×クエイクボム系→□ウォール系／□コールドアロー
　（３）△ガス系の後…………………事実上３択
　　①　（×クロー系）→△ガス系→□ウォール系→△カビン系
　　②　（□コールドアロー）→△ガス系→×スプリングフロア系→△カビン系
　　③　（□コールドアロー）→△ガス系→×クロー系→□ウォール系→△カビン系

　【壁トラップの後】
　（４）□ウォール系の後…………□プレスウォール→△カビン系の場合を除き、容易に後につなげられる
　（５）□コールドアローの後………２択　（一部の床トラップのみ）
　　①　□コールドアロー→（△ガス系）→×スプリングフロア系→△カビン系　（※起動タイミング注意）
　　②　□コールドアロー→（△ガス系）→×クロー系→□ウォール系→△カビン系

　【床トラップの後】
　（６）×スプリングフロア系の後………３択　（△カビン系、または△オオタライ→壁トラップの形）
　　①　×スプリングフロア系→△カビン系
　　②　×スプリングフロア系→（△オオタライ）→□ウォール系→△カビン系
　　③　×スプリングフロア系→△オオタライ→□コールドアロー→（以下コールドアローの後と同様）
　（７）×クロー系の後………………１択　（※重要：下記の組み合わせしか安定的に成立しない）
　　①　×クロー系→（△ガス系）→□ウォール系→△カビン系
　（８）×クエイクボム系の後………３択
　　①　×クエイクボム系→△カビン系
　　②　×クエイクボム系→（△オオタライ）→□ウォール系→△カビン系　（※起動タイミング要注意）
　　③　×クエイクボム系→（△オオタライ）→□コールドアロー→（以下コールドアローの後と同様）

 ・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当たらない
　□マグネット系、×クロー系、×マグネットフロア系以外のトラップ→△ガス系　（本書で追加）
　　　　　　　　………拘束せずに△ガス系を用いているため、続きに用いるトラップが極度に限定される
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　前頁で挙げた有効なトラップの組み合わせについて、「影牢必携」では何ら具体的な説明は為されていません
でした。そこで、本書ではこれらのトラップの組み合わせの有効性について具体的に解説することとします。
　まずは制約の多い（７）×クロー系の後と（５）□コールドアローの後について解説し、その後は表記順に解
説することとします。

（７）×クロー系の後　～最も制約の厳しい組み合わせ～
　×クロー系の後は、コンボとして安定的に成立する組み合わせは、
　　×クロー系→（△ガス系）→□ウォール系→△カビン系　　　　　※△ガス系は省略可
の１通りしかありません。なぜならば、×クロー系を設置したマスと同一のマスには天井トラップは設置できず、
その後△カビン系を被せるためには何らかの方法、具体的には壁トラップで、×クロー系を設置したマスから移
動させる必要があるからです。
　その移動方法としては、壁トラップのうち□ウォール系、□マグネット系の使用が考えられますが、このうち
□マグネット系は使えません。×クロー系→□マグネット系は、決してつながらない組み合わせだからです。
　なお、上記の組み合わせの他に、×クロー系→（△ガス系）→□コールドアローとつなぐことも一応可能です
が、この組み合わせは要求されるタイミングが非常にシビアであり、具体的には×クロー系の効果が切れる前に
□コールドアローを当てても効果がないので×クロー系の効果が切れるタイミングを見計らう必要があり、上記
の通り「コンボとしてつなげにくい組み合わせ」に分類されることから、ここでは除外しています。
　従って、×クロー系の後は、上記の１通りの組み合わせでしか安定的につなぐことができないのです。

（５）□コールドアローの後　～制約の多い組み合わせ～
　□コールドアローの後は、コンボとして安定的に成立する組み合わせは、
　①　□コールドアロー→（△ガス系）→×スプリングフロア系→△カビン系　　　　※△ガス系は省略推奨
　②　□コールドアロー→（△ガス系）→×クロー系→□ウォール系→△カビン系　　※△ガス系は省略可
の２通りしかありません。以下、その理由を説明します。
　上記の「決してつながらないトラップの組み合わせ」で示したように、□コールドアローの後は、△カビン系
（△タライ系含む）、×クエイクボム系、および×マグネットフロア系は決してつながりません。従って、□コー
ルドアローの後は、△ガス系、×スプリングフロア系、×クロー系しかつながりません。
　しかし、このうち△ガス系は、詳しくは後述しますが、長期拘束の最中に用いるしかありません。
　従って、□コールドアローを用いた後にコンボをつなぐには、上記の①および②しか方法はありません。
　なお、上記のうち①については、□コールドアローの起動は△ガス系を設置した後、つまりコンボ中において
は□コールドアローを当てる前に被せていた△カビン系が割れて天井トラップのチャージが再開し△ガス系を再
設置した後でないと、その後の×スプリングフロア系の後の△カビン系が間に合わない場合があるため、ここで
は△ガス系の挿入は非推奨とします。

　では、以降は（１）から順に解説することとします。
（１）△カビン系の後
　△カビン系、すなわち△カビン、△アブラカビン、△ヨウガンカビンの３種は、多段ヒットコンボには欠かせ
ないトラップであることは今更言うまでもありませんが、その理由としては、①チャージ時間が短い、②効果が
持続する時間が長い、③被せた後に移動する、④ Ark 倍率が高い、の４つが挙げられます。
　このうち、①と②はともに、△カビン系の後に用いる壁トラップや床トラップのチャージを溜めるための時間
稼ぎに貢献していることを意味します。また、③は、被せた後に天井トラップ（△カビン系）の設置位置から移
動することから、「天井トラップと床トラップは同じマスに設置できない」という制約をクリアし、被せた後に
移動した場所で床トラップが使用可能であることを意味しています。
　ゆえに、△カビン系の後は、どんな壁トラップ、床トラップでも使用可能であると言えるのです。
　なお、④については、稼げるコンボ作りには△カビン系は必須のトラップであることを意味していますが、こ
こではトラップの組み合わせの有効性を論じているので、詳細な説明は割愛します。

（２）△タライ系（△オオタライ）の後
　△タライ系のうち、特に△オオタライは、Ark 倍率が 2.0 倍と、全トラップ中最高の倍率を誇るのが特徴であ
り、このトラップをコンボに絡めることが稼げるコンボ作りの近道となると言っても過言ではありません。
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　しかし、△タライ系は、△カビン系のように長時間効果が持続するわけではなく、また強制移動も伴わないた
め、実際にはコンボに絡めるのが難しいトラップです。
　また、△タライ系は△カビン系とは異なり強制移動を伴わないことから、「天井トラップと床トラップは同じ
マスに設置できない」という制約を受けてしまいます。よって、直後に効果範囲が１マスの床トラップである×
スプリングフロア系と×クロー系を用いることはできません。従って、△タライ系（以降△オオタライのみを扱
う）の後を安定的につなげられるのは、これら以外の組み合わせである上記の４通り、すなわち
　①～③　△オオタライ→すべての壁トラップ（□ウォール系、□マグネット系、□コールドアロー）
　④　　　△オオタライ→×クエイクボム系→□ウォール系または□コールドアロー

しかないことになります。
　なお、理論上はこの４つの組み合わせの他にも、×マグネットフロア系を用いて、
　⑤　△オオタライ→（×マグネットフロア系：吸引のみでヒットさせない）→□ウォール系
　⑥　△オオタライ→（×マグネットフロア系：同上）→□コールドアロー

とする組み合わせも考えられますが、実際には、×マグネットフロア系を直接ヒットさせないことには、次の壁
トラップ（□ウォール系、□コールドアロー）の後が続かなくなってしまいます。従って、△オオタライ→×マ
グネットフロア系とつなぐ場合は、Ark 倍率の低い×マグネットフロア系を直接ヒットさせてしまう結果となり
累積 Ark 倍率の伸び悩みを招いてしまうため、稼ぎには適しません。

（３）△ガス系の後
　△ガス系は、起動から実際にヒットするまでのタイムラグが長く、さらにチャージ再開までの時間も長いこと
から、長時間の拘束の最中、つまり□マグネット系、□コールドアロー、×クロー系、×マグネットフロア系の
４種類のいずれかのトラップによる拘束の最中に用いるしか方法がありません。しかしながら、上記のうち□マ
グネット系、×マグネットフロア系による拘束とは、すなわち低倍率（Ark 倍率が 1.0 倍）のトラップを当てる
ことを意味するので、稼ぎの観点から除外すべき組み合わせです。
　従って、△ガス系の使用方法としては、直前に□コールドアローまたは×クロー系を用いて拘束したところで
起動し、その後に強制移動系トラップを当て、その効果が切れないうちに次に当てる△カビン系のチャージを完
了させておく必要があります。これらの制約を全てクリアするのが、上で挙げた３つの組み合わせです。それら
をもう一度以下に記しましょう。
　①　（×クロー系）→△ガス系→□ウォール系→△カビン系
　②　（□コールドアロー）→△ガス系→×スプリングフロア系→△カビン系
　③　（□コールドアロー）→△ガス系→×クロー系→□ウォール系→△カビン系

　あるいは、トドメの直前であれば、
　④　（×クロー系または□コールドアロー）→△ガス系→□ウォール系または×スプリングフロア系
　　→トドメの仕掛け

とする方法もあります。この方法であれば、△ガス系のチャージ再開までの時間を考慮する必要がありません。

（４）□ウォール系の後
　□ウォール系の後は、不安定な組み合わせである□プレスウォール→△カビン系とする場合を除き、すべての
組み合わせにおいて安定的にコンボをつなげることができます。しかし、□プレスウォール→△カビン系とする
場合でも、間に床トラップの×フラッシュボム（または×クエイクボム系）を挟むことで、格段に安定度が増し
ます。
　但し、□ウォール系→×クロー系とした場合は、その後にさらに□ウォール系を当てるか（□ウォール系が届
く範囲内であれば、という制約が付く）、何らかの仕掛けを当てて×クロー系を設置したマスから強制移動させ
るかしない限り、後が続かなくなりますので、このつなぎ方はなるべく避けましょう。
　従って、□ウォール系の後につなげられるトラップの組み合わせとしては、
　①　（×床トラップ、△カビン系、または△オオタライ）→□ウォール系→△カビン系
　②　（△カビン系）→□アタックウォールまたは□スパイクウォール
　　　→（×スプリングフロア系／×クエイクボム系／×フラッシュボム）→△カビン系
　　　　※床トラップは省略可だが、□アタックウォールの場合は挿入推奨
　③　（△カビン系）→□プレスウォール→×フラッシュボム（または×クエイクボム系）→△カビン系

とするのが理想的と言えます。
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（６）×スプリングフロア系の後
　×スプリングフロア系の後をつなぐのは比較的容易です。その理由は主に２つあり、×スプリングフロアのヒッ
トにより強制移動することと、ヒットした後は必ずダウンし時間稼ぎができることが挙げられます。
　×スプリングフロア系の後に用いるトラップとしては、
　①　×スプリングフロア系→△カビン系
のように、△カビン系を直後に当てるのが最も理想的な形です。この形は、間に仕掛けを挟む場合、すなわち、
　　　×スプリングフロア系→仕掛け（床のヤリなど）→△カビン系
のようにつなぐ場合に有効な形です。
　また、この①の形を発展させて、
　②　×スプリングフロア系→（△オオタライ）→□ウォール系→△カビン系　　※△オオタライは省略可
のようにつなぐこともできます。この形も、間に仕掛け（電気イスなど）を挟み、例えば
　　　×スプリングフロア→電気イス→△オオタライ→□ウォール系→△カビン系
と決めることができ、さらには Ark 倍率が全トラップ中最大（2.0 倍）である△オオタライを無理なく挿入でき
ることから、稼ぎを考える上では最適な形の１つであると言えます。
　なお、×スプリングフロア→□コールドアローとするつなぎ方は、×スプリングフロアによるダウン後に起き
上がるタイミングを見計らって□コールドアローを発射しないと外れてしまうことから、上記の「コンボとして
つなげにくい組み合わせ」に含まれます。しかし、間に△オオタライを挟み、
　③　×スプリングフロア系→△オオタライ→□コールドアロー→（以下□コールドアローの後と同様）
と変更すると、△オオタライがヒットした瞬間に即座に起き上がることから、その後の□コールドアローを安定
的に当てることができるようになります。

（８）×クエイクボム系の後
　×クエイクボム系は、×クロー系の効果範囲を広くした代わりに拘束時間を短くしたトラップであるとみなす
ことができます。×クエイクボム系は×クロー系とは異なり効果範囲が広く、×クエイクボムでは５×５マス、
×カタストロフボムに至っては 21× 21マスもの効果範囲を有します。
　従って、×クエイクボム系の設置位置を敵の現在地とは別のマスにすることで、
　①　×クエイクボム系→△カビン系
というつなげ方ができます。但し、この形は、×クエイクボム系には×ボタンを押してから地震効果が発動する
までに若干のタイムラグ（0.8 秒の差）があることから、起動タイミングを見計らう必要があるという欠点を抱
えています。しかしながら、この形は△カビン系を１ヒット目に当てる（コンボのスタートとする）場合に比べ
格段にコンボの安定度が増すことから、この形はコンボスタートに適した形であると言えます。
　なお、このタイムラグが抱える不安定性の問題は、×クエイクボム系の地震効果が設置位置よりも高所には効
果が及ばないことを利用することで解消できます。（詳細は「影牢必携」第２章のカタストロフボムの項目を参照）
　また、×クエイクボム系をコンボの中途段階に挟む方法としては、
　②　×クエイクボム系→（△オオタライ）→□ウォール系→△カビン系　（※起動タイミング要注意）
　③　×クエイクボム系→（△オオタライ）→□コールドアロー→（以下□コールドアローの後と同様）
　　　　　　　　　　　　　　※どちらも△オオタライは省略可だが、累積 Ark 倍率の観点から挿入を推奨
の２通りが挙げられます。なお、②については、□ウォール系（□アタックウォール）の起動が早すぎると×ク
エイクボム系が２度ヒットしてしまうという問題を抱えているため、その起動タイミングには注意が必要です。

　以上の（１）～（８）で紹介したものが、安定的につなぐことのできるトラップの組み合わせです。
　上記の説明においては、２～５ヒット程度の「安定的なコンボ」を列挙していきました。これらの「安定的な
コンボ」を有機的につなぐことで、さらなる多段ヒットコンボを組み立てていくことができます。例えば、
　 （６）より、×スプリングフロア系→△オオタライ→□ウォール系→△カビン系
　 （１）より、△カビン系→×クエイクボム系
　 （８）より、×クエイクボム系→□ウォール系→△カビン系
という３つの「安定的なトラップの組み合わせ」をつなぎ合わせると、
　　×スプリングフロア系→△オオタライ→□ウォール系→△カビン系→×クエイクボム系
　→□ウォール系→△カビン系
という７連コンボのモデルができあがります。
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　この７連コンボのモデルは、実は「影牢必携」の第 3
章で紹介した、右の【図１】に示す西の森の館・拷問部
屋における電気イスと回転ノコギリを用いた十連コンボ
と同じ流れを汲んでいます。以下ではそのことを確認し
ていきますが、その前に、この部屋にある３つの仕掛け、
つまり電気イス、回転ノコギリ、ペンデュラムについて、
トドメにではなくコンボの中途段階に組み込む際に、安
定的に後につなげることのできるトラップの組み合わせ
を挙げることにしましょう。
 ・電気イスをコンボの中途段階に組み込む場合
①　×スプリングフロア→電気イス→△カビン系／△タライ系／□ウォール系 ［（６）の発展型］
②　□スパイクウォール→電気イス→△カビン系／△タライ系／床トラップ ［（４）の発展型］
③　□プレスウォール（左側から）→電気イス→×フラッシュボム→△カビン系 ［（４）の発展型］

　　※□アタックウォールは電気イスを飛び越してしまうことが多く、適さない。 
・回転ノコギリをコンボの中途段階に組み込む場合
①　×スプリングフロア系→回転ノコギリ→△カビン系　 ［（６）の発展型］
②　△カビン系→回転ノコギリ→□コールドアロー→（△ガス系）→床トラップ　 ［（１）＋（５）の形］
③　△カビン系→（□マグネット系で吸引）→回転ノコギリ→△カビン系 ［その他］
④　△カビン系→（×バキュームフロアで吸引）→回転ノコギリ→△カビン系 ［その他］

 ・ペンデュラムをコンボの中途段階に組み込む場合
　　ヒット後の挙動が不安定なため、コンボの中途段階に組み込むには適さない

　以上のことを踏まえて、上述した７連コンボのモデルを十連コンボへと発展させていきましょう。
　まず、序盤の×スプリングフロア系→△オオタライの部分についてですが、この形は上述した電気イスを組み
込む場合のうち①で挙げた「×スプリングフロア→電気イス→△カビン系／△タライ系／□ウォール系」の形へ
と発展させることができます。
　従って、この序盤の部分は、以下に示す３連コンボへと発展させることができます。
　　❶スプリングフロア→❷電気イス→❸オオタライ

　次に、トドメの形について考えます。「影牢必携」の第１章でも触れたように、電気イス、回転ノコギリ、ペンデュ
ラムの３つの仕掛けのうちトドメに適している仕掛け、言い換えると容易にコア＆エリアルを同時に付加できる
仕掛けは、回転ノコギリのみです。そしてその当て方は、既に×スプリングフロアを❶で用いているため、
　　❾スマッシュフロア→⑩回転ノコギリ

の形に限定され、さらに❾スマッシュフロアの設置位置は、回転ノコギリの左隣のマスか、回転ノコギリから左
側へ８マス先のマス（壁際のマス）のいずれかに限定されます。（詳細は「影牢必携」第１章を参照）
　あとは❸から❾までを有機的につないでいくことを考えます。これより先は間に仕掛けを挟んでいくことはな
いので、上述した７連コンボのモデルに具体的なトラップを当てはめつつ、順に番号を振っていくと、
　　❶スプリングフロア→❷電気イス→❸オオタライ→❹ウォール系→❺カビン系→❻カタストロフボム
　→❼ウォール系（※暴発の恐れがあるので注意）→❽カビン系→❾スマッシュフロア→⑩回転ノコギリ

となります。ここで、２つある□ウォール系は、❹を□スパイクウォール、❼を□アタックウォールとするのが
適しています。上の【図１】に示すように、終盤へつなぐ形を❼アタックウォール→❽カビン系とすることで、
その次の❾スマッシュフロアを当てる位置を回転ノコギリの左隣のマス、すなわち⑩回転ノコギリにコア＆エリ
アルが付られる位置とすることができるからです。但し、❼アタックウォールが暴発して×カタストロフボムが
２度ヒットする事態を招くことのないよう注意して下さい。【図１】において❻カタストロフボムの設置位置を
回転ノコギリの右隣のマスとしているのは、この位置だと❼アタックウォールが暴発しないからです。
　また、２つある△カビン系については、❺を△アブラカビン、❽を△ヨウガンカビンとするのが適しています。
もしこれが逆だと、❼アタックウォールの後の着地位置が１マス下にずれます。以上で十連コンボの完成です。
　ちなみに、この十連コンボは、❶スプリングフロアの設置位置を電気イス側へ１マス移し、❹ウォール系を□
アタックウォールに、❼ウォール系を□スパイクウォールに変更し、❾スマッシュフロアの設置位置を回転ノコ
ギリの下のマスに移しても、最後までコンボをつなぐことができます。しかし、この場合はトドメの⑩回転ノコ
ギリにはテクニカルボーナスが１つも付きません。

 【図１】西の森の館・拷問部屋のコンボの一例
　　　　※「影牢必携」p.54 参照
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　補講第２講　楽して稼げるコンボが完成するまでの試行錯誤の過程

　次に、「影牢必携」における「楽して稼げるコンボ集」で紹介したコンボが、どのような過程を経て組み立て
られていったのか、その試行錯誤の過程を書き連ねていくこととします。
　コンボ集の項目で紹介したコンボは、最初からいきなり掲載した通りの完成形で組み立てられたわけではなく、
様々なステップを経て改良に改良を重ねた末に、ようやく完成したものなのです。
　以下では、地下遺跡・業火の部屋における落とし穴を使用したコンボを例に、如何にして稼ぎと決め易さの両
立を図ったコンボを組み立てていったのか、その改良の過程を紹介していきます。

★コンボ①……改良前のコンボ
　筆者は影牢の発売年に以下のコンボを開発し、地下遺跡ではこのコンボを多用していました。今にして思うと
拙いコンボですが、多くの敵をこのコンボだけで葬り去ることができる便利なコンボでした。

　まずはこのコンボが完成するまでの思考過程とコンボの大まかな流れおよびその目的を解説し、その後でこの
コンボの問題点の洗い出すことにしましょう。

【完成に至るまでの思考過程】
　最初に、大まかなビジョンとして、落とし穴に複数回落とすことを決めました。それを実現するためには、一
度落とし穴に落とした後、如何にしてもう一度落とし穴に落とすかという点が重要であり、まずはその点に重点
を置いて研究しました。
　このコンボの流れを大まかに分割すると、以下の３つの部分から成り立ちます。
（１）　❶クエイクボム～❸パワーマグネット　：コンボ序盤の形
（２）　❹コールドクロー～❼落とし穴　　　　：足止めしてから落とし穴へと歩かせる形
（３）　❽スプリングフロア～⑩落とし穴　　　：２度目に落とし穴に落とすまでの形
　まず初めに考案したのは、中盤の（２）❹コールドクロー～❼落とし穴の部分です。この部分は、❻アブラカ
ビンを被せて❼落とし穴まで歩かせることを目的としています。
　次に考案したのは、終盤の（３）❽スプリングフロア～⑩落とし穴の部分です。この部分は、Ａパワーマグネッ
トで吸引して⑩落とし穴と引き込むことを目的としたものです。❼落とし穴に落とした後、敵は右側から這い上
がってくるので、Ａパワーマグネットにより落とし穴へと吸引する形に持ち込むために、❽スプリングフロアで
落とし穴を挟んで反対側へと飛ばしています。
　最後に帳尻合わせとして、序盤の（１）❶クエイクボム～❸パワーマグネットの部分を組み立てました。この
部分は、❹コールドクローへとつなぐための、いわば前座の部分です。コンボの最終ヒット数を 10ヒットとす
るために、ここで残る３ヒット分を当てるとともに、出入口をスタート地点とし、かつ床トラップから始めるこ
とで、コンボの序盤を比較的安定したものにしています。出入口は（壁抜けする忍者を除き）必ず敵が通る場所

　　　　［起動罠］ 　　　［設置罠］
❶　×クエイクボム
❷　△ヨウガンカビン
 ×コールドクロー ④
❸　□パワーマグネット
❹　×コールドクロー
 △アブラカビン ⑥
 □アタックウォール ⑤
❺　□アタックウォール
 ×スプリングフロア ⑧
❻　△アブラカビン
 □パワーマグネット Ａ
❼　　落とし穴
 △オオタライ ⑨
❽　×スプリングフロア
❾　△オオタライ
Ａ　□パワーマグネット（吸引のみでヒットさせない）
⑩　　落とし穴

【図２】コンボ①のトラップ設置位置
　　　網掛け部分は□パワーマグネットの効果範囲、
　　　★印はミレニアの初期位置（以降の図も同様）
　　　※［☆印］については後述
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であり、そこをスタート地点とすることによりコンボの成功確率の向上を図っています。

【コンボ①の流れとその目的】
　では、以下しばらく、このコンボ①の流れと、各トラップの使用目的を解説していきます。
　コンボ序盤の❶クエイクボム→❷ヨウガンカビンの部分の目的とするところは、敵が必ず通る位置である出入
口のマスで△カビン系を被せることにあります。コンボの第１ヒットでいきなり△カビン系を被せるのは至難の
業であり愚の骨頂と言っても過言ではないので、❷のマスの位置で敵を足止めしてから確実に❷ヨウガンカビン
を被せるために、最初に❶クエイクボムを用いているのです。なお、この❶クエイクボムは、より Ark 倍率の
高い×カタストロフボムに置き換えることはできません。❸パワーマグネットの暴発を招くからです。
　3ヒット目に❸パワーマグネットを使用している目的は、❹の位置に再設置した×コールドクローのチャージ
が溜まるまでの時間稼ぎにあります。❷ヨウガンカビンを被った敵が❹の位置に到達する時点では、まだ❹コー
ルドクローのチャージが溜まりきっていないのです。
　ところで、単に足止めして時間稼ぎをするのであれば、3ヒット目はより Ark 倍率の高い□コールドアローを
用いた方が良いのではないかと思われるかもしれません。しかし、至近距離での横からの□コールドアローの発
射は概して外れやすく、まったくお勧めできません。
　その後の❺アタックウォールから❼落とし穴（１回目）までの流れについては説明の必要はないでしょう。
　❼落とし穴のヒット後、這い上がってきたところを❽スプリングフロアで飛ばしている目的は、トドメの⑩落
とし穴にはＡパワーマグネットで吸引することで落とすためです。但し、ここではなぜか２ブロックしか飛ばず、
❾の位置に着地します。落とし穴の縁では、このように通常の効果とは異なる挙動を取ることが間々あります。
　トドメの直前に❾オオタライを当てている目的は、累積 Ark 倍率の倍増という面もありますが、むしろここ
ではＡパワーマグネットのチャージが完了するまでの時間稼ぎを主たる目的としています。❾オオタライをヒッ
トさせることで 3.5 秒の時間稼ぎができ、その間にちょうどＡパワーマグネットのチャージが完了します。
　そして、最後にＡパワーマグネットを起動して吸引すれば、⑩落とし穴に落ちて十連コンボが完成します。

【コンボ①の問題点】
　しかしながら、このコンボ①は多くの問題点を抱えています。その中でも特に深刻なのは、次の 3点です。
　①　最初の❶クエイクボム→❷ヨウガンカビンの形は、タイミングを誤ると失敗するため不安定である
　②　Ark 倍率が 1.0 倍と低い□パワーマグネットを当てているため、累積 Ark 倍率の伸び悩みを招いている
　③　最も Ark が稼げるトドメにおいて、テクニカルボーナスが１つも付いていない 

　まず①について説明すると、❶クエイクボムを起動するために×ボタンを押してから実際に地震が発動するま
でには 0.8 秒ものタイムラグがあり、素早い敵が相手の場合にはそのタイムラグの間に１ブロック以上移動する
ことから、この最初の部分の成功確率が決して高くはない、すなわち不安定であるということです。
　また、②と③について共通して言えるのは、獲得 Ark が少なくなる、ということです。具体的には、②につ
いては累積 Ark 倍率を増加させる機会を１回分失っているのに等しく、また③についてはせっかくの最大の稼
ぎのチャンスをみすみす逃していると言えます。
　上記で挙げた他にも、床トラップの中で Ark 倍率が最大（1.7 倍）である×カタストロフボムを使っていない
ことも、獲得 Ark の伸び悩みを招いている原因の１つとして挙げられます。実際、このコンボの最終累積 Ark
倍率は 57.5 倍で、トドメの獲得 Ark は最大でもせいぜい１万 Ark 弱です。これらの数値が決して高くない値で
あることは、この後読み進めていただければご理解いただけるかと思います。

【序盤の形の改良　～より安定的な形へ～】
　上記のような様々な問題を抱えているため、筆者はこのコンボ①をより安定的に、かつより稼げる形へと改良
することを考えました。その手初めとして、まずは序盤の形の改良を図りました。
　上のコンボ①では、コンボの開始位置を、敵が必ず通るマスである出入口に設定しました。しかし、敵が必ず
通るマスは出入口だけではありません。図の左端と右端にある幅１マスの階段も、敵が必ず通るマスです。
　また、上のコンボ①では、❷ヨウガンカビンを被せてから２マスしか歩かせていません。コンボの組み立てに
余裕を持たせるためにも、最大移動距離である 5.03 ブロック（５マス）を歩かせきった方が何かと得策です。
　そう考えて出た結論が、コンボの開始位置を前頁の【図２】における階段上の☆の位置に変更することでした。
この☆の位置は、❹コールドクローの設置位置からちょうど５マス離れた位置です。
　また、❷ヨウガンカビンを階段上で被せるのですから、「影牢必携」の第２章（p.31）で紹介した、カタスト
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ロフボムの地震効果が設置したマス（の中央）よりも高所
には及ばない性質を利用してコンボの開始位置を正確に定
める方法が使えます。その方法を具体的に説明すると、右
の【図３】に示すように、❷ヨウガンカビンを設置する側
の階段とは反対側の階段であって❷ヨウガンカビンを設置
するマスと同じ高さのマスに❶カタストロフボムを設置す
ることで、【図３】において斜線が引かれていない部分を
歩いている間は地震の効果が及ばずそのまま歩き、斜線部
分の境界線（マスの中央）に到達したところで初めて地震
の効果が及び、その境界線上の位置で停止します。つまり、
多少起動タイミングがずれても、敵は必ず❷のマスの中央
の位置で停止します（但し、❶カタストロフボムの起動が
遅れた場合はその限りではない）。
　この方法を採用することにより、先のコンボ①における懸案の１つであったコンボの序盤が不安定であった問
題は解消されました。また、コンボの序盤をこの形にすることにより、次につなげるトラップである×コールド
クローのチャージを溜める時間が確保され、その結果 Ark 倍率の低い❸パワーマグネットは不要となりました。
これにより、もう１つの懸案であった累積 Ark 倍率の伸び悩みも解消されました。
　さらに、この方法はコンボ①とは異なり、１ヒット目で失敗してもやり直す度にいちいち部屋を出る必要がな
く、同じ部屋の中に籠って何度でもやり直せるという利点もあります。
　よって、コンボの序盤の形は、❸パワーマグネットを省略して
　　❶カタストロフボム→❷ヨウガンカビン→❸コールドクロー（【図２】における❹の位置）
と変更され、これによりコンボの序盤の安定度が飛躍的に増しました。ついでに、×クエイクボム（Ark 倍率：1.5
倍）を×カタストロフボム（Ark 倍率：1.7 倍）に変更することで、累積 Ark 倍率も上昇し、より多くの Ark を
稼げるようになりました。
　この変更を反映させて改良したコンボが、以下に示すコンボ②です。コンボ①から❸パワーマグネットを省略
した分、落とし穴に落とせる回数が１回増え、落とし穴のヒット回数は合計３回となりました。

★コンボ②……□パワーマグネットのヒットを省略し、落とし穴を３回ヒット

　このコンボ②における最終累積 Ark 倍率は 97.7 倍で、コンボ①に比べ倍近く上昇しました。また、トドメの
獲得 Ark は最大約 25,000Ark にまで上昇しました。さらには、落とし穴に落とす回数を 1回増やしたことで、
仕留められる対象に騎士などのHP・防御力の高い敵も加えることができるようになりました。
　しかしながら、このコンボ②においても、上述した問題点のうち３番目に挙げた「トドメにテクニカルボーナ
スが１つも付いていない」という点については、何ら改善されていません。つまり、まだまだ改良の余地が残さ
れているのです。

 【図３】段差を利用してカタストロフボムのヒット位置
　　　　（停止位置）を確定させるメカニズム
　　　　※斜線部分は❶カタストロフボムの効果範囲

　　　　［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（吸引のみでヒットさせない）
❾⑩　落とし穴

【図４】コンボ②のトラップ設置位置
　　※❹アタックウォールによる着地位置（❺アブラカビンの
　　　設置位置）が１マス右にずれている点に注意
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【トドメの⑩落とし穴にテクニカルボーナスを付けるには】
　更なる稼ぎを目指すのであれば、最も Ark が稼げるトドメのヒット（⑩落とし穴）においてテクニカルボー
ナスを付加せねばなりません。
　そこで、筆者はまず×スプリングフロアを用いて落とし穴に放り込
むことを考えました。トドメの形を❾スプリングフロア→⑩落とし穴
とすることで、トドメの⑩落とし穴にエリアルヒットが付くからです。
　しかし、９ヒット目に❾スプリングフロアを用いるということは、
これまで構築してきたコンボ①、コンボ②の終盤を大幅に変更せねば
ならないということを意味します。具体的には、１度目に落とし穴に
落とす際には右方向を向いて歩いていたのを、【図５】の❾の位置に
誘導するために何らかの方法で移動方向を左方向へと方向転換させなければなりません。
　移動方向を右方向から左方向へと 180 度転換させる方法としては、次の３つの方法が有効です。
①　１回目の落とし穴ヒット後に這い上がってきたところを、□アタックウォールで飛ばして左を向かせる
②　１回目の落とし穴ヒット後に這い上がってきたところを、×スマッシュフロアで反対側の壁まで飛ばす
③　１回目に落とし穴に落とす際に、□マグネット系か×バキュームフロアを用いて左を向かせつつ吸引する

　では、それぞれの場合について検討してみましょう。
　まず、①の□アタックウォールを用いて方向転換する場合についてですが、この場合は１回目の落とし穴ヒッ
ト後のコンボを次のように膨らませることができます。

　この終盤の形を膨らませて十連コンボとしたものが、以下に示すコンボ③です。なお、トラップの重複を避け
るため、❹アタックウォールを❹スパイクウォールに変更しています。

★コンボ③……❾スプリングフロア→⑩落とし穴とすることで、トドメの⑩落とし穴にエリアルヒットを付加

　このコンボ③における最終累積 Ark 倍率は約 84.7 倍で、トドメの獲得 Ark は最大約 29,800Ark です。トド
メにテクニカルボーナスを１つ付加したものの、前頁で紹介したコンボ②に比べて最終累積 Ark 倍率が低下し
たため、トドメの獲得 Ark は僅か 5,000Ark 弱しか増加していないのが難点です。
　残る②×スマッシュフロアを用いる場合と③のうち×バキュームフロアを用いる場合については、紙面の都合
上、変更点のみを紹介するにとどめます。なお、どちらのコンボも❸コールドクローを省略しています。

 【図５】❾スプリングフロア→⑩落とし穴
　　　　とする場合のトラップ設置位置

 【図６】❾アタックウォールを用いて方向転換
　　　　する場合のトラップ設置位置

　　　　［起動罠］ 　　　［設置罠］
❺　△アブラカビン
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

　　　　［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７】コンボ③のトラップ設置位置
　　　　※「影牢必携」p.57 に掲載
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★×スマッシュフロアを用いて方向転換する場合　　　※最終累積 Ark 倍率：70.8 倍

★×バキュームフロアを用いて方向転換する場合　　　※最終累積 Ark 倍率：83.8 倍

　【更なる稼ぎを目指して　～⑩落とし穴にコア＆エリアルを安定的に付加する方法を発見するまで～】
　コミケで初の影牢攻略本（コピー誌）の発行に向けて徹底研究を始めた 2005 年までは、筆者は落とし穴にコ
ア＆エリアルの２つのテクニカルボーナスを付けるのは至難の業であると信じて疑いませんでした。
　後述する所定の距離から□アタックウォールで飛ばす方法を筆者が発見するまでは、落とし穴にコア＆エリア
ルを同時に付加する方法は、世間では次の３通りしか知られていませんでした。
①　落とし穴から這い上がってきたところを、×クロー系→□バズソー→落とし穴と決める
②　落とし穴から２マス先のブロック中央で、×マインを当てて落とし穴へと飛ばす
③　落とし穴の右側に設置した□スパイクウォールを当てて落とし穴の左側へ強制移動させ、その後×スプリ
ングフロアを当て、引っ込む最中の□スパイクウォールを「つっかえ棒」にして落とし穴の中央へと落とす

　しかしながら、上記の３つの方法は、どれも重大な欠点を抱えていました。①と②については、Ark 倍率が 1.0
倍と低い□バズソーや×マインを用いているために累積 Ark 倍率の伸び悩みを招いており、また③については、
×スプリングフロアの起動タイミングが非常にシビアであるため成功確率が低く、とても使い物になりません。
　そのため筆者は、徹底研究の末に後述する方法を発見するまでは、安定的に落とし穴に２つのテクニカルボー
ナスを付けられる方法は存在しないと思い込んでいました。
　しかし、□アタックウォールの飛距離を正確に測定する研究を行っているうちに、□アタックウォールの軌道
を逆算すれば、落とし穴の中央へと飛ばせる□アタックウォールのヒット地点が判明することに気付きました。
　そこで□アタックウォールの軌道を計測誤差± 0.01 ブロックの精度で徹底的に研究した結果、以下に示すよ
うな結論に到達しました。

　　　　［起動罠］ 　　　［設置罠］
❺　　落とし穴
 △カビン ⑦
❻　×スマッシュフロア
 スプリングフロア ⑨
❼　△カビン
❽　□プレスウォール
❾　×スプリングフロア
⑩　　落とし穴

　　　　［起動罠］ 　　　［設置罠］
❸　□アタックウォール
❹　△オオタライ
 □コールドアロー ⑧
 △アブラカビン ⑦
Ａ　×バキュームフロア（吸引のみでヒットさせない）
❺❻　落とし穴
 ×スプリングフロア ⑨
❼　△アブラカビン
❽　□コールドアロー
❾　×スプリングフロア
⑩　　落とし穴

 【図８】❻スマッシュフロアを用いて方向転換
　　　　する場合のトラップ設置位置

 【図９】Ａバキュームフロアを用いて方向転換
　　　　する場合のトラップ設置位置

◎アタックウォールの軌跡の方程式は、y = - (x2-4 x-2) / 4 
◎アタックウォールの飛距離は、
　平地では 4.45 ブロック（ ≒ 2+√6 ）
◎アタックウォールのヒット地点から
　落とし穴のヒット判定面の中心地点までの距離は、
　4.8 ブロック（ ≒ 2+√8 ）

【図１０】アタックウォールの軌跡
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　コアヒット成立範囲はブロック中心から半径 0.1 ブロックの円内ですから、以上により次のことが言えます。
　　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で
　　□アタックウォールを当てると、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付けられる

　これを言い換えると、右の【図１１】に示すように、ブロック
中央のライン上においては、落とし穴の縁から 4.2 ブロック先～
4.4 ブロック先の範囲内にて□アタックウォールを当てれば、続
く落とし穴にコア＆エリアルの２つのテクニカルボーナスが付け
られるということになります。
　つまり、トドメを刺す直前に、この「落とし穴の縁から 4.2 ブ
ロック先～ 4.4 ブロック先の範囲内」へと敵を誘導することがで
きれば、❾アタックウォール→⑩落とし穴とコンボを決めること
でトドメの⑩落とし穴にコア＆エリアルが同時に付き、大量の
Ark を、具体的にはテクニカルボーナスが何も付かない場合と比
較して 2.25 倍もの Ark を稼ぎ出すことができるのです。
　これでトドメの形は固まりました。この形であれば、稼ぎと決め易さの両立が図れます。後は如何にしてこの
トドメの形に持ち込むかを考えるだけです。

【トドメの⑩落とし穴にコア＆エリアルを同時に付加する十連コンボが完成するまでの過程】
　トドメの形を❾アタックウォール→⑩落とし穴とするコンボを構築するにあたり、❾アタックウォールの前の
８ヒット目、その前の７ヒット目、……というように、ヒット順の逆を辿ってコンボを膨らませていきました。
　その結果、❾アタックウォールに至るまでの形は、以下に示す３通りの形が有効であるとの結論に達しました。
コンボ④：左側を向かせた状態で一度落とし穴に落とした後（例：□パワーマグネットで吸引して落とす）、
△カビン系を被せて左側へ歩かせ、コア＆エリアル同時成立範囲に到達したところで❽クロー系で拘束する

コンボ⑤：左側を向かせた状態で一度落とし穴に落とした後、△カビン系を被せて左側へ歩かせ、その後×バ
キュームフロアを用いてコア＆エリアル同時成立範囲へと吸引する（直接はヒットさせない）

コンボ⑥：落とし穴の１マス手前のマスから×スプリングフロアで飛ばす

★コンボ④の構築
　まず初めに、１つ目に挙げたコンボ④を十連コンボへと膨らませ
ていくことを考えていきます。まずは、コンボの終盤を構築します。
　⑩落とし穴のコア＆エリアル同時成立範囲に到達したところで❽
クロー系、具体的には❽コールドクローで拘束します。
　この❽の位置まで誘導するには、その直前の❼カビン系（設置位
置は落とし穴の１マス手前）は、❼ヨウガンカビンである必要があ
ります。落とし穴の縁からコア＆エリアル同時成立範囲の中心まで
は 4.3 ブロック離れており、△カビンや△アブラカビン（移動距離 3.39 ブロック）では届かないからです。
　また、落とし穴から這い上がってきたときの位置を❼のマスとするためには、Ａパワーマグネットで吸引して
左側を向かせた状態で落とし穴に落とす必要があります。
　従って、Ａパワーマグネットを用いて落とし穴には２回落とすと仮決めすれば、❼までの形は、（Ａパワーマ
グネット）→❺❻落とし穴→❼ヨウガンカビンとなります。
　次に、コンボの序盤を構築していきます。
　❼で△ヨウガンカビンを用いているため、これまでの定番の序盤
の形であった「❶カタストロフボム→❷ヨウガンカビン」の形は使
えません。そこで、❷は△アブラカビンに変更することとし、それ
に伴い移動距離が 3.39 ブロックへと変化するので、❶と❷の設置
位置を右の【図１３】に示すように下側に２マス移動させます。
　こうして、コンボの序盤の形は❶カタストロフボム→❷アブラカ
ビンと決まりました。残るは中盤の３ヒット目と４ヒット目です。
　コンボの中盤では、残る２ヒットでＡパワーマグネットの効果範囲内（壁から５マス）へと誘導せねばなりま
せん。現時点でまだ決定していないトラップの種別の数は、天井：１、壁：１、床：１です。しかし、４ヒット

 【図１１】アタックウォール→落とし穴
　　　　　とした場合の、落とし穴の
　　　　　コア＆エリアル同時成立範囲

 【図１２】コンボ④（❽を×クロー系とする）
　　　　　の終盤の形

【図１３】コンボ④の序盤の形
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目の直後にＡパワーマグネットを用いるため、チャージ時間を考慮すると３ヒット目に壁トラップを使うことは
できません。そうなると必然的に３ヒット目は床トラップ、４ヒット目は天井トラップということになります。
　以上の点を踏まえると、中盤の形は❸スプリングフロア→❹オオタライ（または❹カビン）とするしかありま
せん。より多くの Ark を稼ぐ観点から、ここでは４ヒット目は Ark 倍率の高い❹オオタライとします。
　こうして、コンボの終盤、序盤、中盤がすべて決定され、コンボ④は十連コンボとして完成しました。

★コンボ④……落とし穴に 3回落とし、⑩落とし穴にはコア＆エリアルを付ける

　このコンボ④の最終累積 Ark 倍率は 97.7 倍、トドメの獲得 Ark は最大 69,500Ark です。トドメをコア＆エ
リアルで当てることにより、これまでのコンボに比べ飛躍的にトドメの獲得 Ark が上昇しました。
　なお、❶カタストロフボムの暴発対策として、A パワーマグネットはその起動直前に設置する必要があります。

★コンボ⑤の構築
　次に、２番目に挙げたコンボ⑤を膨らませます。このコンボ⑤は上記のコンボ④との共通点が多いので、重複
する部分は説明を省略します。
　まず、終盤の形は、❼落とし穴→❽カビン→（Ｂバキュームフロア）→❾アタックウォール→⑩落とし穴で決
定です。コンボ④とは異なり、ここでは❽の△カビン系を△ヨウガンカビンとする必要がありません。
　また、Ｂバキュームフロアは直接はヒットさせませんので、このままではヒット数が１減少してしまいます。
そこで、落とし穴に落とす回数を１回増やします。そのためには、❹を△アブラカビンにする必要があります。
　以上により、コンボ⑤は次のように決定されました。

★コンボ⑤……落とし穴に４回落とし、⑩落とし穴にはコア＆エリアルを付ける

　　　　［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
❺❻　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１４】コンボ④のトラップ設置位置
　　　　※「影牢必携」p.58 に掲載

　　　　［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
❺❻❼　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１５】コンボ⑤のトラップ設置位置
　　　　※「影牢必携」p.59 に掲載
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　このコンボ⑤の最終累積 Ark 倍率は 94.2 倍、トドメの獲得 Ark は最大 62,800Ark です。与えるダメージが
あまりにも高いため、対象となる敵は将軍、国王、ガーディアンに限定されます。

★コンボ⑥の構築
　最後に、コンボ⑥の構築を行います。このコンボ⑥は、上述したコンボ④、⑤とは構造ががらりと変わります。
　筆者は×スプリングフロアについて鋭意研究を重ねた結果、×スプリングフロアには位置補正の効果があり、
どの位置で当てようがその着地位置は必ず設置ブロックの中央の地点から 3.8 ブロック先であることを突き止め
ました。この位置補正の効果はコンボの安定性に大いに寄与することから、拙著「影牢必携」では×スプリング
フロアを最重要トラップと位置付けています。
　この性質を利用して、落とし穴の１マス手前
のマスから×スプリングフロアで左側へ飛ばす
と、その着地位置は、落とし穴の縁を基準点に
取り直すと、必ず 3.8 ＋ 0.5 ＝ 4.3 ブロック先
となります。
　この「落とし穴の縁から 4.3 ブロック先」と
いう位置は、右の【図１６】に示すように、先
の【図１１】を用いて説明した落とし穴のコア
＆エリアル同時成立範囲（4.2 ブロック先～ 4.4
ブロック先）の中心地点と完全に一致します。
　つまり、コンボの終盤を❽スプリングフロア
→❾アタックウォール→⑩落とし穴とすること
で、位置補正の効果により簡単確実に⑩落とし穴にコア＆エリアルを同時に付加することができるのです。

　しかし、この❽スプリングフロア→❾アタックウォール→⑩落とし穴と決める終盤の形には重大な欠点があり
ます。それは、コンボの中途段階に落とし穴を挟むことができないことです。その理由を、（１）右側を向いて
一度落とし穴に落ちた場合と、（２）左側を向いて一度落とし穴に落ちた場合とに分けて説明します。
　まず、（１）右側を向いて落とし穴に落ちた場合、落とし穴の右側
のマスへと這い上がってきますが、この後に❽のマスに誘導するには、
□プレスウォールを当てるか、あるいは□スパイクウォール→△カビ
ンとするしかありません。しかし、いずれも壁トラップを使用するこ
とから、その後の❾アタックウォールのチャージを溜める時間が確保
できません。従って、この場合は後につなげることができません。
　また、（２）左側を向いて落とし穴に落ちた場合は、Ａマグネット
系かＢバキュームフロアで落とし穴へと吸引した場合が該当します。
この場合、落とし穴の左側のマス（すなわち❽のマス）へと這い上
がってきますが、壁トラップか床トラップを使用して吸引した直後で
あることから、❽スプリングフロアと❾アタックウォールのいずれか
のチャージがまだ溜まっていません。従って、この場合も後につな
げることができません。
　つまり、このコンボ⑥においては、落とし穴に落とせるのはトドメの１回のみなのです。

　では、落とし穴に落とす回数をトドメの１回に留めた形でコンボを構築していきましょう。
　上述した終盤の形と、もはや定番の序盤の形「❶カタストロフボム→❷ヨウガンカビン」と、これらを有機的
につなげられる中盤の形「❸コールドクロー→❹スパイクウォール→❺アブラカビン」とを組み合わせると、
　　❶カタストロフボム→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アブラカビン→❻スプリングフロア→❼アタックウォール→❽落とし穴

という８連コンボになります。しかし、十連コンボとするには、あと２ヒットを追加せねばなりません。
　ここで、この８連コンボにおけるトラップ種別ごとの使用個数を確認してみると、天井トラップは２個、壁
トラップは２個、床トラップは３個使用しています。つまり、残る２ヒットとして、天井トラップ１個と、壁ト
ラップ１個とを挿入すれば、十連コンボとすることができます。例えば、❷ヨウガンカビンと❸コールドクロー

 【図１６】×スプリングフロアを用いた
　　　　　落とし穴のコア＆エリアル同時成立範囲への誘導法

【図１７】右側を向いて落とし穴に落ちた場合

【図１８】左側を向いて落とし穴に落ちた場合
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の間に□コールドアロー→△バーサークガスを挿入すれば、十連コンボとなります。しかし、この場合は最終累
積 Ark 倍率が 61.0 倍と低く、□パワーマグネットを直接ヒットさせたコンボ①と殆ど変わりありません。その
原因は、全体的に Ark 倍率の低い壁トラップ（最大でも 1.3 倍）を３回も使ってしまっている点にあります。
　ここで筆者は、❸コールドクローによる拘束時間が長い点に着目
し、壁トラップの使用回数を２回に減らす代わりに、どの壁トラッ
プよりも Ark 倍率の高い「油だまり」（Ark 倍率：1.5 倍）を❸コー
ルドクロー～❺アブラカビンの間に挿入することを思い付きまし
た。こうすることで、累積Ark倍率のより一層の向上が見込めます。
　×コールドクローの拘束時間は 14秒。一方、△アブラカビンを
床に落として油だまりを発生させてから△アブラカビンのチャージ
が再開されるまでの時間は、それよりも短い 10.5 秒です。よって、
油だまりの発生後に再び❻の位置に△アブラカビンを設置してもなお、×コールドクローによる拘束は続きます。
　以上をまとめると、コンボの中盤は次のように変更されました。
　❸コールドクロー→（⑤アブラカビンを落下させ油だまりを発生）→（10.5 秒後に⑥アブラカビンを再設置）
→❹スパイクウォール→❺油だまり→❻アブラカビン
　これで１ヒット追加され、合計９ヒットとなりました。残る１ヒットは、天井トラップの使用回数が１回余っ
ているので、❽スプリングフロアと❾アタックウォールの間に△オオタライを挿入します。こうしてコンボの終
盤は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落とし穴と変更され、十連コンボの完成です。

★コンボ⑥……油だまりをコンボに組み入れ、⑩落とし穴にはコア＆エリアルを付ける

　このコンボ⑥の最終累積 Ark 倍率は 84.7 倍で、トドメの獲得 Ark は最大約 47,300Ark です。このコンボ⑥
の利点は、HP・防御力の低い敵（弓使いなど）に対しても最後までコンボを決められる点にあります。
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　　　　［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　△アブラカビンを起動→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２０】コンボ⑥のトラップ設置位置
　　　　※「影牢必携」p.56 に掲載

 【図１９】❺油だまりを挿入した場合の
　　　　　コンボの中盤の形


