MOBILE SUIT GUNDAM EX-REVUE

はじめに
本書は、1994 年にバンプレストより発売されたアーケードゲーム「機動

戦士ガンダム EX-REVUE」
（開発はアルュメ）について、登場キャラクター (
・ ・ ・

モビルスーツ）の基本的な情報を網羅したつもりで書かれた、スタートアッ
・

プガイド風の同人誌です。

なにがどのように「風」なのかというと、ずっと独りでこねくり回して作っ

ているので、アイデアや発見に乏しく、情報の正確さや、網羅性に多くの
問題をはらんでいるためです。こんな本があったらいいな、という想定に対
しての、自己満足の結晶に過ぎません。この本には、
「それっぽいこと」が

書いてあるだけなのです。なので、実際に対戦をやり込んでいる方々にとっ
ては、あまり有益な本にはなっていないと思います。女々しいエクスキュー
ズですが、その点だけ予めお含みおきください。

本書の制作にあたりまして、表紙イラストを提供してくれた村上ヒサシ氏、

装丁をしてくれた funbolt 氏に心から感謝いたします。こんな毒にもクスリ
にもならない本にお付き合いいただき本当にありがとうございました。

願わくば、本書を手にとってくださった方がこのゲームに興味を持って、

稼働しているお店を見つけてくだされば幸いです。

高田馬場ミカドへいって、実戦勢の洗礼を受けてきたいと思っている

THE-O

1

中攻撃での投げはダメージが低く、投げ

と強攻撃で投げが 種類用意されている。

すことが可能。キャラによっては中攻撃

続けるランタイプとなっている。

ダッシュはレバー入れっぱなしで前進し

復活する硬直はないので即ガード可能。

無敵となり、着地と同時にやられ判定が

抜けられそうだが、実際には回避不能な

い。中攻撃での投げは一見レバガチャで

は珍しい部類。ランタイプの格闘ゲーム

づける）なのはこの時期の格闘ゲームで

ぱなしにすると、そのままダッシュしつ

プではなくランタイプ（レバーを入れっ

余談ではあるが、前ダッシュがステッ

の（演出）時間が長い。いっぽう 、強攻

ため、タイム勝ち目前などの場合では使
の代表格といえば 、
「キングオブファイ

撃での投げはダメージが高く、時間が短

い道があるだろう。なお、一部のキャラ

がランタイプのダッシュを実装したのは

ターズ」シリーズであるが 、同シリーズ

は空中投げが可能（ギャン、シャア専用
ゲルググ）
。
３作目の からである。当時すでに実装

レバー操作では、前後移動とジャンプ
れる。

影響の色濃さというか丸パクリが感じら

ピリッツであり、やはり同作から受けた

していたのは、同じＳＮＫのサムライス

以外に、バックダッシュとダッシュが可

意外に先進的な
ダッシュ仕様
能。バックダッシュは発生と同時に全身

るということもないので、単なる演出が

め、
。別に残像が出たから何かが得られ

➡

クロー
（仮）
などは、このシステムの恩恵

バグっているのだと思われるが……。

尽として受け取っておくしかないようだ。

する方法は見つかっていないので、理不

➡

➡

このゲームに搭載されている要素で、

このゲーム、そもそもガード硬直につ

➡

イージーコンソールと同じく何のために

いて未解明な部分がある（ガード硬直を

➡

あるのかよく分からないのが「残像」で

キャンセルして歩ける？など）ので 、改

今のところ、プレイヤー側の操作で再現

敵技などで割り込んでくることがある。

だが、ＣＰＵに連続ガードさせると、無

これまたよく分かっていない現象なの

●ガードキャンセル

により、多段ヒットによる大ダメージ＆

属性の攻撃をヒット後は追撃できない。

このゲームでは、「空中の相手に強制ダ

足払いキャンセルからの必殺技などは連

なお、最初に述べた通り、強制ダウン

になっているようだ。たとえば、ジャン

気絶が狙える強力な必殺技となっている。

プ中の相手をアッパー系のしゃがみ強攻

続ヒットしないのであしからず。

技で素速くキャンセルすると、空中の相
手に必殺技が連続ヒットする（ガンダム

ある。基本的には、攻撃が連続ヒットし

めて解析する機会を持ちたい。

の場合、立ち強攻撃をキャンセルしての
ただし、やられ判定が持続する時間は

た際に発生するのだが、出たり出なかっ

ビームサーベルが連続ヒットする）
。
非常に短く、タイミングは非常にシビア

たり。それだけならいいのだが、さらに

●イージーコンソール
ゲーム画面の下段の隅っこを見てみよ

なので、あらかじめ成立するパターンを

突然数秒前の残像が表示されたり、ぶっちゃけ明確な発生条件不明。個人的には
演出として残像を使うならば、いっそスーパーコンボを搭載して欲しかった（無茶）

う。何かありますね、見慣れないものが。

独自要素④ 残像

は、全く関係ないタイミングで数秒前の

対空性能が高い通常技で迎撃➡キャンセル対空必殺技、などワンセットで覚えて
おくとダメージソースが増える。空中多段ヒットする必殺技も原理は同じ

いくつか覚えておくのがよいだろう。連

独自要素③ 空中連続ヒット

続ヒットするのは通常技➡必殺技に限ら

ジャンプ中にもう１回ジャンプ出来る。着地タイミングを変えたり、対空技をス
カしたりと活用法はいろいろ。格ゲーでの実装タイミングとしては割と先進的

何コレ。このゲーム、体力ゲージ以外に

独自要素② 二段ジャンプ

ゲージ要素とかないはずなんだが。実は

独自要素① イージーコンソール

これ、レバーの入力方向を表示している

独自要素だってちゃんとあるもんね

のである。コマンド入力の確認に使おう

にも、プレイ中にこんなもん見てられな

いわけで、ラウンド開始前にレバーの調

子を確認するために使うのが現実的では

ないだろうか。

文字どおり 、 ジャンプ中にもう一度

●二段ジャンプ

ジャンプすることが可能。ギルティギア

シリーズのように、ジャンプ攻撃をキャ

ンセルしたり、ジャンプ攻撃後に出すこ

とはできない。二段ジャンプが可能なの

は、シャア専用ザク、シャア専用ゲルグ

グ、ギャンの３キャラのみ。特にギャン

はジャンプの速度が非常に速い（上りも

下りも）ため 、立ち回りでガンガン使っ

ていける。

コレですコレ。ゲーム中にレバー入力とかいちいち確かめてらんない
から！ ラウンド開始前のレバー動作確認にどうぞ

モーションが突然表示されたりもするた

●残像

撃で迎撃し、そのしゃがみ強攻撃を必殺

ウン属性以外の攻撃をヒットさせた直後、

➡

中で「濫造」された誕生したタイトルの
一つなのである。

本作のゲームシステムは、ひとことで

基本操作は割と
ベーシック♥
言ってしまうと「すごくフツー」
。どな
いやねん、と思われる向きもあるだろう
が、実際にゲームに触れてみると分かる
だろう。操作感覚はだいたい「ストリー
トファイターⅡ」と「サムライスピリッ
とはいえ、おかげでとっつき易いのも

ツ」である。あかんがな。
事実。
操作系は８方向レバーと、
弱・中・
強の攻撃ボタンにくわえ、本作の独自要
素として「投げ」専用のボタンが用意さ
れている。ただし、投げボタンは設定さ
れていない場合もある。その場合、投げ
はレバー左右どちらか 中
+ 強攻撃で出

'96

基本操作② レバー操作

前作のタイトル画面。いかにもアニメ再現を意識したテイストが特徴

一定時間やられ判定が残る」という仕様

●空中ヒット

レバーを後ろ方向にすばやく２回入力するとバックダッシュ。前方に２回入れる
とダッシュ。How To Play画面ではなぜか
「するものもあります」と書かれているが、
全キャラ出来るので安心していい。なお、バックダッシュのジャンプ中は全身無敵
➡

そもそも、
どんな
ゲームなのこれ？

本書冒頭でも述べたが、「機動戦士ガン

は 、１９９４年
ダム ＥＸ ＲＥＶＵＥ」

は、本作ならではの基本システムを紹介

て独自要素がないワケでもない。ここで

ムであるのだが（ダメじゃん！）
、決し

リッツ」を足して３で割ったようなゲー

リートファイターⅡ」と「サムライスピ

本作は 、 まあぶっちゃけると「スト

ちょっと不思議な
独自要素もあるで

ム」の続編であるが 、そうしたブームの

レストから発売された「機動戦士ガンダ

ＶＵＥ」
は、前年（１９９３年）にバンプ

本作「機動戦士ガンダム ＥＸ ＲＥ

トルが「乱立」していた時期でもあった。

さまざまなメーカーから多種多様なタイ

格闘ゲームの大手ブランドだけでなく、

期。前述のカプコンやＳＮＫという２Ｄ

ムがゲームシーンを席巻しつつあった時

が登場するなど、まさに格闘ゲームブー

ＮＫからは
「キングオブファイターズ 」

パーストリートファイターⅡＸ」が 、Ｓ

１９９４年というと、
カプコンから
「スー

に発売されたアーケード用格闘ゲームだ。

担当：シオゴロウ

'94

ない。アッガイのバーチカルローリング

していこう。

How To Play画面。投げ専用のボタンがもっとも特徴的な部分だろう。連打する
と、相手に投げられ判定が出た瞬間に投げが成立するので封印した方がいいかも

本作の歴史的背景から基本的なゲームシ
ステムをざっくり解説。知らないよりは
知っていた方がいい、という程度だけど。
－

2

基本操作① ボタン操作

基本操作
＆
ゲームシステム
－

2
3

or
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波動・昇竜を備えた
オールラウンダー

地球連邦軍の試作モビルスーツである

ガンダム。アニメ同様、主人公であるア

MOBILE SUIT GUNDAM EX-REVUE

ムロ・レイが搭乗する。そして、ゲーム

内でのキャラクター味付けも、そのまん

まストリートファイターⅡにおけるリュ

ウである（飛び道具と対空技を備えた 、

いわゆる「道着キャラ」
）
。

ただ、このゲームでは、多くのキャラ

クターが当たり前のように飛び道具と対

空技を備えているので（モビルスーツな

んだから射撃技があるのは当たり前とい

えば当たり前なのだが）
、結果的に存在

燃え上がれ～燃え上がれ～

ガンダム

連邦軍 V 作戦の鍵をにぎる主役モビル
スーツ。原作で見せた圧倒的な性能で、
君は、生き延びることができるか……？
担当：THE-O

この調子に乗ってるクソガキ感が１stガンダムのアムロらしくて良い

➡

➡

ム」ではセイラ・マスが搭乗した赤いガ

ンダム
（通称・セイラガンダム）
が別キャ

ラクターとして存在したが、本作では単

なる２Ｐカラー扱いとなっており、セイ

ラは搭乗しない。

高性能な通常技で
地上戦を制せよ

さて、前述のとおり、基本的にはスタ

ンダードな方向付けがなされているガン

ダムだが、通常技に関してはかなり性能

的に恵まれている。攻撃判定が前方向に

突出する立ち弱攻撃や遠立ち強攻撃を中

心に、立ち・しゃがみに使い勝手のよい

通常技が揃っているので、これを軸に地

上戦で立ち回っていくのがガンダムの

ファイトスタイルになるだろう。強攻撃

振り回して牽制しているうちに相手の体

いわゆる昇竜拳。上昇後にクルッとバック宙して降りてくるので、実際はタイガーアッパーカットに近
い挙動。発生から飛び上がるまでは完全無敵。弱の場合は上昇中も無敵が継続する

力が減ってる 、 みたいな展開が理想。

＋攻撃

➡
➡

●ビームサーベル ➡

男の武器・ガンダムハンマーをブン投げる。写真２枚目から攻撃判定が発生。強攻撃から
なら連続技にも組み込め、最大３ヒットする。ちなみに飛び道具扱いではないので注意

感は薄い。とはいえ、戦力として不足は

➡＋攻撃

➡
➡
➡

●ガンダムハンマー

ごく普通の飛び道具だが、若干打点が高い。弱と強で弾速の差も大きいので、織り交ぜると飛び越えづ
らくなる。ただし、撃った後の硬直もそれなりにあるので、乱用は禁物だ

まったくないので、どんな相手にも十分

➡＋攻撃

➡
➡

●ビームライフル

なお 、前作にあたる「機動戦士ガンダ

PICTURE OF SPECIAL ATACK

必殺技図解

に渡り合えるだろう。
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遠距離で振り回す技として超高性能。このモー
ションまで、先端から足元にかけて超広範囲に攻
撃判定が発生している。上方向には薄いので注意

判定面はさほど優秀ではないが、発生の早さと、
キャンセル待ち受け時間の長さが持ち味。対空技
をスカした際など、着地前を狩るのに重宝する

優秀な対空技だがキャンセル可能時
間がシビアなため、しゃがみ強➡ビー
ムサーベルが空中連続ヒットしない

➡

●しゃがみ強攻撃

●ジャンプ中 ＋中攻撃

【補足】本書では 、基板のディップスイッチにより攻撃判定と食らい判定を表示した状態で画面を撮影している。四隅を青い枠で囲まれた範囲が攻撃判定、白い枠
で囲まれた範囲がくらい判定になっている。補足の補足になるが、１Ｐ側のスタートボタンを押しながらリセットをかけると、ステージとキャラ、制限時間とダメー
ジの有無を設定できるテストプレイモード（？）になる。ノーダメージでタイムオーバーなし設定するとコンボ練習などに便利なので試してみてほしい。

ジャンプ強攻撃より縦に分厚い広い判定を
持つ。そのぶん発生が遅いので、空対空など
にはジャンプ強攻撃を使うといいだろう

●近立ち強攻撃

振り抜きモーションで前ナナメ上に攻撃判定が
変化。自分の前方1.5キャラ分ぐらいの領域に対
して、攻撃判定の固まりを押し付けるかたちに

➡

攻撃判定はグラフィック通り、ビームサーベル
の先端部分まで発生。やられ判定は手の部分まで
しか存在しないので、牽制技として重宝する

➡

●遠立ち強攻撃

➡

クセのある必殺技を
使いこなせるか

ビームライフル、ビームサーベルは、

いわゆる波動拳と昇竜拳なので違和感な

く使っていけると思うが、オリジナル技

であるガンダムハンマーとダブルサーベ

ルをいかに使うかが、このゲームにおけ

る「ガンダムらしさ」 というキャラク

ター付けになるだろう。

●ガンダムハンマー

発生が遅く、飛び道具を相殺すること

もできないので、そもそも飛び道具だと

いう考え方をしないことが重要。相手に

着地や起き上がりに重ねておくことで、

ある程度離れた距離から相手の動きを制

or

限できる。この技が最も輝くのは連続技

で、画面端なら立ち しゃがみ強攻撃➡

強ガンダムハンマーが連続ヒット。大ダ

メージだけでなく、気絶ダメージが蓄積

される。気絶ダメージの量も強弱で異な

るので、連続技で使うなら強一択だ。

ダッシュ中全身無敵なのはいいのだが、

●ダブルサーベル（仮）

いかんせんガードされた際の隙がデカい

のが欠点。弱や中であれば、攻撃発生も

そこそこ早いので、遠 近立ち中攻撃か

らキャンセルで連続ヒットを狙うのが無

難か。このゲーム、全般的に飛び道具の

隙が少ないキャラが多いので、中・遠距

離で飛び道具を見てから強ダブルサーベ

ルで抜けても、だいたいガードされて刻

の涙を見ることになる。強に関しては忘

れた方がいいかもしれない。

5

or

通常技ピックアップ

●立ち弱攻撃

➡

インストに掲載されていない技につき、名称は当時のゲーメストから引用した。両手にビーム
サーベルを持った状態で突進し、回転しながら２連撃を繰り出す。弱～強でダッシュの距離が
変化する。なんとダッシュ中は全身無敵。ただし、ガードされたときの隙もハンパないぞ

PICK UP NOMAL ATACK

➡

＋攻撃

➡

➡

➡

●ダブルサーベル
（仮）

強

➡

弱

4

ンで説明しすぎ）
んで、
この欄は雑談コー

てもいいんじゃないですかねえ……。ち

他所様の主人公キャラから持ってこなく

すが、見た目で分かってるから、無理に

というわけで、主人公キャラなわけで

ンプ攻撃が弱いので、どうしても通常技

ビームライフルはイマイチだけど。ジャ

なんだかんだ、ひと通り揃ってるしね。

ぐらいには入れるんじゃないでしょうか。

ンとかギャンとか）には辛いけど中の下

ち位置的には 、上位陣（ギャンとかギャ

でまあガンダムなんですが、たぶん立

ナーとして使っていきたいと思います。

なみに、以前作ったコピー本には、ジャ
散らして立ち回り重視にならざるを得な

主人公キャラから
いろいろ拝借……？

ンプ強攻撃とサムスピの燕返しの比較も

➡

➡

➡

辛いとこですが、まあボチボチ頑張って

いところ（能動的に攻め込めない）のが
ください。いうほど弱くはないです多分。

載せてたんですが、あんま似てなかった
ぶっちゃけそんなにキャラごとにパク

んで外しました。
リについて書くこともない（キャプショ

➡

相手が対空技をスカったときなど、空

➡

中から落ちてくる相手に対して使う。

➡

ム最大のダメージとなる連続技。ガンダ
しゃがみ強攻撃➡ビームサーベルなら対

➡

ムハンマーは最大３ヒットするが、初段
空も兼ねて使えるじゃん？ と思うかも

➡

画面端で近立ち強を振るときは常に意識
しておきたい。
●遠 近立ち中攻撃➡弱 中ダブルビー
ムサーベル

のリーチが短いため、画面端以外ではフ
しれないが、空中連続ヒットの受付時間

➡

難易度も選択肢も
あんまりない連続技

身も蓋もないが、ガンダムには今のと

ころ、トリッキーな連続技は見つかって
ガードされるのが不安ならダブルサーベ

中～近距離でもっとも安定する連続技。

えマスターしておけば、そのまま第一線
ルをビームライフルにしてもよいが、コ

いない。裏を返せば、基本的な連続技さ

で戦えるということだ。
それでは、
シチュ
ンボとしてはダブルサーベルの方が安定
が、間違っても強で出さないように。

するだろう。弱と中は距離で使い分ける

エーション別にいくつか紹介していこう。

●
（画面端推奨）
ジャンプ強攻撃➡近立ち

強攻撃➡強ガンダムハンマー
（５ヒット）

ルヒットが難しい。とはいえ、フルヒッ

●近立ち強攻撃➡強ビームサーベル

トで６割近いダメージは魅力的。また、
に間に合わないのだ。

画面端限定の、おそらく現状でガンダ

気絶ダメージの蓄積も大きく、このあと
●
（画面端同士限定）
弱ビームライフル➡
前ダッシュ➡近立ち強攻撃➡強ガンダム
大道芸コンボ。ガンダムは前ダッシュ

ハンマー
が早いので、お互いに端と端の状態から
弱ビームライフルをダッシュで追うとギ
このコンボ自体はそうそう実戦で決め

リギリ間に合うのだ。
られるものではないが、ガンダムのダッ

強攻撃のしゃがみ版。グランドキャノンの性能
がもうちょっとよければ、とりあえずキャンセル
してグランドキャノン、って出来るんだけども

シュ性能を活かして、前ダッシュから優

大攻撃にしては出が早く、また攻撃判定が突出
しているので当たりも強い。おまけにキャンセル
もかかる。とりあえず困ったら振ればOK

秀な通常技を押し付けていくのは立ち回

足払い。キャンセルがかかるので、グランドボ
ムで起き攻めを継続しよう。前に重心が移動する
ので、ガンキャノンの中ではリーチは長め

りで有効なので、覚えておくといいだろ
う。隙が見えたら前ダッシュ、だ。

砲撃を活かすための
通常技を選ぶ
じゃあガンキャノンって弱いの？って
話になるとまた別である。通常技は、突
全体的にキャンセルのかかる技が多い。
これは強制ダウン系の技（足払いなど）
ガンキャノンには、特に対人戦で起き

にも共通している。
攻めに有効な必殺技「グランドボム」が
あるので、各種通常技からグランドボム
につなげることで、攻めを継続できる。
ＣＰＵ戦ではかなりお察し気味のガン
キャノンだが、対人戦ではグランドボム

●遠しゃがみ強攻撃

or

でピョンピョン飛び回って相手をイライ
ラさせつつ立ち回ろう。

主人公に……
なりたかったんです

or

出した性能やリーチを誇る技は少ないが、

自分で使うとそうでもないが、ＣＰＵ使用時は異常にうるさいカイ

強攻撃を１～２発当てれば相手は気絶し

➡

白兵戦用兵装なしで
どう
「格闘」
するの？

砲撃で中距離からガンダムを支援する

……的な設定のガンキャノン。このゲー

ムにおいては、設定通りビームサーベル

など格闘戦向けの兵装がない上、なぜか

ビームライフルまで持っていない。

結果、リーチの短い通常技と、飛び道

担当：塩太郎

具系の必殺技を必死にやりくりして戦う、

なんだか涙ぐましいキャラクターになっ

てしまった。

原作どおりなら、シールドを持たない

かわりに装甲が厚くなっているのだが、

このゲームではダメージは全キャラ一定

なのでそういう救済措置もない。はっき

り言って、原作設定をうまくゲームに落

としこめなかったために、ゲーム的に微

妙な扱いになってしまっているのだ。

ビームライフルと波動拳。色と高さは違うけど、形状はほぼそのまんま。ちなみに前作「機動戦士
ガンダム」ではこんな形じゃありませんでした。なにもわざわざ似せる方向にいかなくても……

●遠立ち強攻撃

これアカンやつや（以後そんなんばっか）
。基本的なモーションは完全にそのまんま。手前の足の
カカト裏部分が見えている部分まできちんとトレースしている部分がほほえましい

●しゃがみ中攻撃

見よ！ たった３段でこの減り！
（一度言ってみたかった）
気絶ダメージもガッツリ溜まるので画面端なら狙ってみたい

てしまう。ジャンプ攻撃からは難しいが、

ジオンを叩く、
徹底的にな！

6
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２発目は強制ダウン属性なのでコンボは狙えな
いが、キャンセルからグランドボムを出すことで、
シームレスに起き攻めに移行できる
２ヒットするラリアット。１発目、２発目とも
にキャンセルがかかる。１発目でキャンセルする
場合はエルボータックルでダメージを取ろう
伸ばした腕にはくらい判定がないので、安心し
て振っていこう。上体のくらい判定が小さいので、
とっさの地対空として使えなくもない

「他人の空似」
●近立ち強攻撃
●立ち弱攻撃

ガン
キャノン

ガンダムの後衛として砲撃をメインとす
るモビルスーツ。しかしてその実態は !?

疑惑ドキュメント
通常技ピックアップ

PICK UP NOMAL ATACK

MOBILE SUIT GUNDAM EX-REVUE
MOBILE SUIT GUNDAM EX-REVUE

➡

➡
➡
➡
➡

お前の砲撃ガバガバ
じゃねーか！
グランドキャノンとキャノン（仮）を
見ると、ストⅡにおけるサガットみたい
な砲台というか弾キャラを期待してしま
うわけだが、実際使ってみるとわかるこ
のクソ硬直。いや、ノーマルキャノンの
方はまだええねん。なんやねんこのグラ
ンドキャノンとかいうクソ技は。全然動
けへんやないけ！ というわけで、不用
意に撃ってはいけない。近距離でガード
されようものなら、手痛い反撃は必至だ。

というわけで 、 この技を軸に立ちま

●グランドボム
わっていくしかないのがガンキャノンな
のである。仕方ないね。相手を飛び越し
ざまに撃つので 、基本的に「逆ガードか
つ下段判定」になるという 、非常に対人
戦向けなこの技。ただし、生で出すと避
けられやすいので、「強制ダウン技をキャ
ンセルして出す」を基本に使っていくの
がいいだろう。幸いにして、ガンキャノ
ンはしゃがみ中攻撃、近しゃがみ強攻撃、
近立ち強攻撃（２ヒット目）など 、ヒッ
ト時にダウンを取れる技にはだいたい
キャンセルがかかる。ウザいぐらいグラ
ンドボムで飛び回ろう。

対空にコンボにと重宝するこの技だが、

●エルボータックル（仮）
地上で当てた場合、２段めを当てないと
相手がダウンしないので注意。正面から
通常技をキャンセルして出した場合、初

ンドボム、グラーンドボムって感じでう
るさい立ち回りをするしかないのは結構

のと、みんな飛び道具と無敵対空持って

投げがない（通常投げが十分強いけど）

しんどいところ。このゲーム、コマンド

この人は割と「ガッツリトレースしま

る（一部除く）から 、キャラ付けが似た

割とオリジナル派な
ガンキャノンさん
した」系のパクり要素は少なめ。まあ 、

という方向に特化するか、あるいは重装

➡

➡
➡

➡

➡

➡

起き攻めに移行できる強みがある。グラ
ンドボムがヒットした場合、総ダメージ
は６割弱まで伸びるので、基本的にはこ
ちらの選択肢がメインになってくるだろ
う。

コンセプト的な部分でいうと、飛び道具

り寄ったりになりがちなんだよね。

甲のパワーキャラとしてコマンド投げを

そういう意味では、もっと砲台キャラ

はサガットのタイガーショットそのまん
ンドボムもどっかで見たような技のミッ

持たせるとかしてれば、もうちょっと面

まだし、左で紹介しているとおり、グラ
クスである。エルボータックルは割とオ

白いキャラになれたかもなーという感じ

リジナルな感じかな。

➡

➡
➡

段だけ当たって、ダウンしてない相手の
目の前に着地ということになりうるので
注意（着地に隙が皆無なので深刻な反撃
は受けないだろうけど）
。

連続技と連携
どっちを取る？
これまで散々書いてきたとおり、コン
ボでまとまったダメージを取るチャンス
がそうそうあるキャラではない。だから
といって、コンボ完全に捨てていいわけ
でも当然ないので、最低限のものは紹介

です。はい。
飛び越しざまに空中から攻撃するところは、王虎の気功爆転法に近いが、地上に着弾するまで攻撃
判定がないところはタムタムのアハウ・ガブルと同じ。結果としては面白い性能になっていると思う

しかし、徒手空拳のガンキャノンさん

トレースというよりは、技のコンセプトをパクってる感じである。実際には性能もだいぶ違うとい
うか、タムタムのアハウ・ガブルと王虎の気功爆転法をミックスしたような感じである

は結構慣れるまで大変というか、グラー

この顔（＞＜）
っぽく見えません？

しておこう。
●
（画面端推奨）
ジャンプ強攻撃➡近立ち

強攻撃（１段目）➡強エルボータックル

画面端限定でジャンプ攻撃から入る最

（４ヒット）

大ダメージのコンボがこれ。普通すぎて

泣けてくるが、ヒットバックの関係でエ

ルボータックルを絡めた連続技は画面端

以外ではフルヒットしづらいので気をつ

けること。だいたい５割程度のダメージ

は取れる。フルヒットしなくとも４割弱

は減るので、確実さを求めるなら十分選

択肢になるだろう。

●ジャンプ強攻撃➡近立ち強攻撃（３

前述のコンボで、近立ち強攻撃を出し

ヒット）

切るパターン。ダメージは３割５分程度

と、エルボータックルがフルヒットしな

かった場合より低いが、こちらのコンボ

は画面中央でも確実にダウンが取れる上、

ＣＰＵが連発してくることでお馴染みのグランドボム。古川登志夫さんのボイスが超うるせえ印象的。
相手を飛び越えざまに空中から砲撃する。射出した弾自体には判定がないが、地面に着弾した瞬間に
下段の攻撃判定が発生。起き上がりに重ねることで、ガードの表裏を揺さぶることが可能だ

＋攻撃
➡
●グランドボム

「他人の空似」

斜め前方に上昇する対空技。飛び上がるモーションの直前まで全身無敵。サガットのタイ
ガークラッシュのような軌道だが、動きは早くない。通常技や上の２つの必殺技がイマイ
チなので、対空に連続技にと引っ張りだこである。てか他の技が（ry

＋攻撃
●エルボータックル（仮）➡

こちらは立った状態から砲撃を行う。グランドキャノンほどには硬直は長くないので、相手がしゃがんで
いないのであれば、こちらを使用した方がその後の展開が楽になるだろう

＋攻撃
●キャノン（仮）

低い姿勢から両肩のキャノン砲を発射する飛び道具。画面端から弱で撃っても反対側の端に到達す
るまで硬直で動くことができないほど硬直が大きい。救いは発射時の姿勢が低いことぐらいか

➡＋攻撃
●グランドキャノン

キャンセルからグランドボムにつなげて

疑惑ドキュメント

PICTURE OF SPECIAL ATACK
必殺技図解
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近立ち強２段目にキャンセルをかけて出したグランドボム
が当たると、このダメージに。相手はまだ起き上がり中だ
画面中央では、エルボータックルを２段ともヒットさせる
のが難しい。１段目のみだとこの状態で仕切り直しに

MOBILE SUIT GUNDAM EX-REVUE
MOBILE SUIT GUNDAM EX-REVUE

➡

➡

➡

通常技は、立ち・しゃがみ・ジャンプ

前方に広い攻撃判定を持つが、下方向には
やや薄め。地上の相手に当てる際は、よく引
きつけて出さないとスカりがちなので注意

➡

すべてにおいて強攻撃の使い勝手が非常

➡

機動戦士ガンダムという作品において
に良い。特に立ち強攻撃は、中攻撃より

サイル」「スパイククラッシュ」「ダブルス

くと効率的にダメージを稼いでいける。

撃➡強スパイククラッシュで対処してい

いという点で、ある意味恵まれたキャラ
だと言える。ありがたく骨の髄までしゃ
ぶりつくそう。
●ザクミサイル
技の発生が遅いのが難点だが、どっか
のキャノン野郎と違って硬直が比較的少
ないのと、攻撃判定が下段なので使い勝
手は上々。
ちなみに、
ガンキャノンのキャ
ノン
（仮）
やガンダムのビームライフルな
ど打点の高い飛び道具とは相殺しないで
すり抜けるので注意が必要だが、同時に
ゲルググのグランカッター（上半身無敵
の突進技）を止められるなど下段ならで
はのメリットもあるので、使いどころを

ザクの貴重なダメージ源。コンボとし
て立ち強攻撃キャンセルから出すのはも
能
（中～近距離での確反には、
立ち強攻撃

➡

➡

発目と 発目が連続ガードにならない

からのコンボで使用）
。
ただし、この技は

くる、弱スパイククラッシュを連続して

ほとんどないので、ＣＰＵがよくやって

い（確信）
。このゲームでは着地硬直が

上昇中、全身完全無敵の昇竜拳。つよ

できない。

Ｋ」のつもりで使うのはあまりオススメ

たい割り込まれてしまうので、「ガードＯ

１発目ガード後に昇竜系の必殺技でだい

以外はからは大きな反撃は受けないが、

いが離れるので一部リーチの長いキャラ

点に注意。２発目がガードされても間合

出す、いわゆるドラゴンダンスもなかな
分厚く発生するので、対空技として安心

かバカにならない。判定も前上にかなり

●スパイククラッシュ

でみてはどうだろうか。

ＣＰＵ戦で詰まっている人はザクを選ん

を出し続けるだけでかなり楽に勝てる。 ちろん、遠距離での確定反撃にも使用可

ちなみに、ＣＰＵ戦ではザクミサイル

考えておこう。

●ダブルスピンキック

ピンキック」が 、どれも捨て技にならな

処できるものについては、しゃがみ強攻

として優秀なので、しゃがみ強攻撃で対

ザクの場合、しゃがみ強攻撃も対空技

➡

ある意味ガンダム以上に作品の世界観を
も発生が同等か早いぐらいなので、リー

優秀な対空技。キャンセルもかかる
ので、スパイククラッシュでダメージ
を手堅く稼いでおきたい
➡

体現しているモビルスーツ、それがザク
チと判定面から見て、中距離での牽制は

➡

➡

である。量産された兵器として描かれた
これだけでもいいぐらいだ。 立ち・しゃ

足払いを２回連続で繰り出す。早い話がストⅡ
のガイルのアレといっしょ。１発目と２発目の間
が長いのでガードされると割り込まれ放題

して使っていける。

連打が効くベーシックな「小足」
。立ち弱攻撃
の判定が上方向に偏っていてしゃがみ中の相手に
スカるので、弱攻撃は必然的にこれがメインに

必要十分な性能の
必殺技が揃う

●しゃがみ中攻撃

２発目の方が若干リーチが長い。ちなみに、１
発目・２発目ともに強制ダウン攻撃なので、連続
ヒットもしないし、追撃もできない

●しゃがみ弱攻撃

量産型ザクは 、 つの必殺技「ザクミ

つよい（確信）
。リーチが長く 、かつ発生も早
いという超便利ワザ。
キャンセル可能なので、
ヒッ
ト確認からダブルスピンキックで追撃しよう

通常技ピックアップ

PICK UP NOMAL ATACK

➡

ザクは 、それまでの「雑魚メカ」とは一
がみ強攻撃はキャンセルも可能なので、

攻守に活躍する
粒ぞろいの通常技

線を画した存在であり、宇宙世紀という
スパイククラッシュやダブルスピンキッ

このゲームにおける
量産型そのもの

世界観にリアルさをもたらしたのである。

空中でもジャンプ強攻撃が基本になる

クなどの必殺技につなげて、ダメージの

が、ジャンプ中➡＋中攻撃で出せる特殊

という能書きはさておき、ゲーム中で

至って量産型なフンイキのキャラになっ
技が真下に攻撃判定を持つので、ジャン

底上げも可能。

ている。じゃあ性能もそれなりなの？っ
プ強攻撃には近すぎる間合いや、めくり

どういうキャラになっているかというと、

て話になるとまた別で、標準的ながら使
を狙うときに使っていくといいだろう。

テンプレ的に飛び道具と対空技を備えた、

い勝手のいい便利な技が揃っていて、単

完全に昇竜拳。発生から上昇中は、弱・中・強すべてで完全無敵。なにこれ超つよい。判定面だけな
ら本作最強の対空技だ。中と強は最大２ヒットする。かなり高くまで上昇するので降り際に注意しよう

●ジャンプ強攻撃
●しゃがみ強攻撃

微妙に原作のセリフと違うテキトー感が往時のガンダムゲーらしい

なるやられ役で済ませられないキャラに

➡

➡

スパⅡ以降に登場するディージェイのローリングソバット的な必殺技。前方にステップしつつ、２発の蹴りを繰り出す。１発目と２発目が連続ガードにならない
ので、わかってる相手には割り込まれるので注意が必要。最初のステップは下半身にやられ判定がないので、一分の飛び道具や下段攻撃を抜けることも可能

仕上がっている。

➡
➡

➡
➡

＋攻撃
●ダブルスピンキック

対空でしゃがみ強攻撃➡強スパイクアタックが空中連続
ヒットするとこのダメージ。ジャンプ抑止にもつながる

ジオン軍の量産型モビルスーツとして、
ガンダムとならんで作品の象徴でもある
ザク。ただのやられ役じゃないんだぜ？
担当：塩太郎
脚部からミサイルを発射。発生が遅いのが難点
だが、なんと下段判定。どんどん使っていこう

●立ち強攻撃
2

量産型
ザク
＋攻撃
➡＋攻撃 ●スパイククラッシュ ➡
●ザクミサイル
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1

敵を倒すには早いほどいいってね！

PICTURE OF SPECIAL ATACK
必殺技図解

3
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に載ってるからいいけど、他キャラでイ
ンスト載ってない技とか、基本的に分か

あい、
『機動戦士ガンダム』における主
書いてあるんですよね。ボイスもどう聴

ククラッシュが「ズームスパイク」って

ト掲載名称なんですけど、なぜかスパイ

んないんですよ。仮称は当時のゲーメス

役その２、ザクさんだよー。こいつ武装
いても「スパイククラッシュ」だし 、な

おとなしめに見えて
やるこたやってる
が手斧でサムスピに被るキャラがいない

まあそんなこんなで、この次に紹介す

んなんだろうズームスパイク。
るシャア専用ザクがこいつのコンパチな

からか、案外露骨なパクり少ないんです
トなのに。てかなんで足払いがガイルな
んで、このパクりコーナーで紹介するも

よ。技自体は昇竜拳とローリングソバッ
んだ。ガイルならサマソで良かったやん
んホントにねーじゃんどうすんの？ っ

➡

➡

て頭を抱えてるおじさんでした。

け。いや、スパイククラッシュは十分強

➡

➡

➡

こいつ技３つしかなくて全部インスト

いんで問題ないんすけど。

➡

➡

●しゃがみ強攻撃➡強スパイククラッ
シュ（２ヒット）

➡

これが出来る出来ないでダメージ効率が

さんざん既出なので今さらではあるが、

必殺技の性能から分かるとおり、量産
大きく変わってくるので要注意。スパイ

●（両者画面端で）弱ザクミサイル➡前

➡

のギリギリ先端からだとダブルスピン
キックの１発目がスカる場合があるので
注意すること。キャラごとに判定の偏り
がある（写真のドムは上半身のやられ判
定がやや後方にある）ので 、微妙な間合
いの違いを把握しておく必要がある。ザ
クミサイルを端同士で打ち合うことは珍
しくないので、覚えておいて損はない。

これも量産型ザク同様に、前方向に広い判
定を持つ。

➡

派手さはないが
十分な連続技

型ザクの連続技はベーシックなものが中
ククラッシュは１ヒットのみ。

基本的なものさえ押さえておけば十分戦

を当てるコンボ。ちなみに、立ち強攻撃

あと、ダッシュで追いかけて立ち強攻撃

両者画面端からザクミサイルを撃った

キック（４ヒット）

ダッシュ➡立ち強攻撃➡強ダブルスピン

超シンプルな飛び込みからの最大コン

ルスピンキック（４ヒット）

●ジャンプ強攻撃➡立ち強攻撃➡強ダブ

えるということでもある。

貧弱ということもないので、裏を返せば

心となっている。しかし、ダメージ的に

担当：塩蝮三太夫

生命線は弱と強の
通常技にあり
通常技の性質自体は、おおよそ量産型
ザクと同様。立ち・しゃがみ・ジャンプ
と全てのシチュエーションで使い勝手の
いい強攻撃を中心に使っていくことにな
る。特に、立ち強攻撃はヒット確認から
弱ショルダータックルが狙える（先端で
は届かないので間合いの把握が必要）た
また、ジャンプ中➡＋中攻撃で出せる

め、積極的に狙っていくことになる。
特殊技（下方向に強い）は 、シャア専用
ザクが２段ジャンプを使えることもあっ
て、上空からの選択肢として頻度が増す
だろう。蝶のように舞い、蜂のように刺
す……という気持ちで、ステージを広く
使っていきたい。

コレ、ちょっとした
グロ画像やんけ

ボ。基本的にこれ覚えておくだけでＯＫ

なので量産型ザクはとっても楽。ダメー

ジも５割弱と申し分なし。当時は「飛び

込みからの３段で半分」が当たり前の時

代だったので、そもそも昨今格闘ゲーム

のコンボみたいなものを意識する必要自

量産型ザクはダッシュの性能が低い上、モーションが歩き
と一緒なので分かりづらいのが難点。減りはご覧のとおり
色数の都合だろうけども、なんで胴体の色が妙なオレンジ色なんだろうか

体があんまりなかったりする。
（※一部

➡

のクソキャラを除く）

結局なにが通常の３倍速かったのか、

今でもよくわからないが、おもしろ仮面

軍人シャア・アズナブルが搭乗する真っ

赤なザク。それがシャア専用ザクだ。

量産型ザクとの性能の違いは、主に次

・移動スピードが速い

のとおり。

・２段ジャンプ＆空中投げを装備

・必殺技が異なる

・一部通常技も異なる

無敵対空を
（事実上）
持っていないシャ

ア専用ザクでは、ベーシックな立ち回り

は正直難しい。移動スピードの速さと２

段ジャンプを生かして、相手を撹乱する

トリッキーな戦いが求められるだろう。

無敵対空のないシャア専用ザクには
生命線とも言える対空技。キャンセル
してスパイラルアタックにつなげよう

見よ！ たった３段でこの減り！（またか）ダブルスピン
キックは突進力があるのでコンボが簡単につながるので楽

３倍かは知らんが
実際速いぜ赤い彗星

３倍って結局何が３倍なんだっけ？

12
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丸パクリすぎィ！ 時代のおおらかさを感じさせずにはいられない。現代ならトレパクだなんだっ
て絶対問題になってる。そんな時代の変化に思いを馳せてしまう、量産型ザクの投げモーション
量産型ザクにはない技。判定がした方向に長く、
発生も早いので、上昇中に出してもしゃがんでい
る相手にヒットさせることが可能だ

疑惑ドキュメント
通常技ピックアップ

PICK UP NOMAL ATACK

ガイルと同じぐらい足が長かったらもうちょっと使える技になってたのになーと思わざるを得ない

●しゃがみ強攻撃

●ジャンプ強攻撃
●ジャンプ弱攻撃

横に強く、発生も早く、キャンセルもかかる生
命線。だいたい通常技が一緒なので、使える技を
ピックアップしたらどうしたってダブるのである
量産型ザクと同様、足払いを２連続で繰り出す。
コンパチキャラなので仕方ないが、グラフィック
も性能も同様である。連続ガードしないので注意
近立ち弱攻撃とともに、このゲームで最も硬直
の短い攻撃。しゃがみ弱攻撃➡（一瞬歩いて）しゃ
がみ弱攻撃➡……が繋がってしまうほどだ

シャア専用
ザク

「赤い彗星」シャア・アズナブルの専用機
は、はたして３倍の速度を誇るのか !?

「他人の空似」
●立ち強攻撃
●しゃがみ中攻撃
●しゃがみ弱攻撃

MOBILE SUIT GUNDAM EX-REVUE
MOBILE SUIT GUNDAM EX-REVUE

色々足りないので
工夫が必要
必殺技にムダがなかった量産型ザクと
比べると、シャア専用ザクの場合は頭を
抱えてしまう。とにかく使いどころを考
えていこう。

パイラルアタックにつなげるのが、シャ
ア専用ザクのコンボの基本だ。立ち強攻
撃からなら、ヒット確認からでも間に合
うのが唯一の救いか。

どーすんのこれ
（呆れ） 単体でもフル

●ショルダータックル（仮）
ヒットすれば、かなりのダメージではあ

で、空中の相手に引っかかったとしても

で、
当てる機会 な
gい。画面奥からのタッ
クル中は攻撃判定が連続して発生するの

るのだが、とにかく発生の遅さがネック

く使っていけるのはこれぐらいだ。通常
多段ヒットしてくれる。しかし、最後の

●ザクマシンガン

技をガードされた際にとりあえずキャン

➡

シャア専用ザクの必殺技で、気兼ねな

セルして出すならこの技。
また、ダッシュ性能のよさを活かして、
弱ザクマシンガンを盾にダッシュで追い
かけて圧力をかけていくのも重要。

ダメージソースとしては、もっともお

●スパイラルアタック
世話になるであろう必殺技。立ち強攻撃
やしゃがみ強攻撃から、発生の早い弱ス

アッパーはスカったりするので、対空メ
インで使おうと考えてはいけない。
とはいえ、対空そのものはしゃがみ強
でまかなうとして、それ以外に無敵が必
要になるような局面
（起き攻めなど）
につ
いては、ある程度割りきってショルダー
タックルを使わざるを得ない場面もある
だろう。

通常技では、ジャンプ弱攻撃とジャン

く演出されている部分だろう。

➡

る（シャア専用ザクのジャンプ中攻撃は

プ中攻撃のモーションが変更になってい
量産型ザクのジャンプ弱攻撃と同じモー

ここが違う！ザクと
シャア専用ザク

➡

➡

立ち強攻撃を出す前に 、 いちどレバー
ニュートラルを挟まないと、立ち強攻撃
に非常にキャンセルをかけづらいので注

量産型ザクのとこでも書いたけど、通

意が必要だ。

常技ほとんど一緒だからパクリネタで書

が速い」
「２段ジャンプが出来る」に尽き

含めて 、シャア専用ザクの長所は「歩き

結局、必殺技の性能差などもひと通り

●
（両者画面端で）
弱ザクマシンガン➡強

こでは量産型ザクとシャア専用ザクの違

ション）
。

いについて紹介することで、スペースを

くことないんだよね。というわけで、こ

大道芸ネタ。ショルダータックルを無

ショルダータックル（３ヒット）
理やりコンボに組み込もうとすると、ザ

➡

出来るかどうかでキャラランクが大きく

る。しゃがみ弱攻撃➡歩き……の永パが
変動する、超ピーキーな機体に仕上がっ

➡

➡

➡

➡

➡

➡
➡

➡
➡

連続技もあるには
あるが……
前述のとおり、基本的には立ち強攻撃
➡弱スパイラルアタックのコンボでダ
メージを取っていくのがシャア専用ザク
の基本だが、その他にもちょっとおもし
ろいコンボがあるのでいくつか紹介して
いこう。

埋めていこうかな的な感じです。
左の画像でも紹介しているとおり、ダッ

グラフィック的にもっとも異なるのは、

クマシンガンを追いかけるしかない模様。
もうすこし何か使い道があればいいのだ
が……。

ていると言えよう。
こちらはバックステップ。性能差はどちらもないのだが、量産型ザクが立ちポーズのまま残像がつ
くのに対し、シャア専用ザクはクルクルっとバック宙するモーションで身軽さをアピールしている

●ジャンプ強攻撃➡立ち強攻撃➡弱スパ

フルヒットすれば、必殺技単体としては悪くないダメージ
なのだが、いかんせん狙って当てるのが難しすぎる……

シュとバックステップ。ここは、シャア

ダッシュモーションの違い。
量産型ザクは、
足元に砂煙が出てる以外は歩きと一緒という手の抜きっ
ぷり。しかも遅い。シャア専用ザクはバーニアを噴かして、滑るようにダッシュする

イラルアタック（３ヒット）

空中の相手にしゃがみ強攻撃➡弱スパイクアタックが空中
連続ヒットする。ダメージ的にはやらないよりはマシである

専用ザクの高機動性が非常にわかりやす

量産型ザクと一緒に
されたくないね！

超ふつうのコンボ。飛び込みからの大

「他人の空似」

安定コンボとして一応紹介しておく。
●
（両者画面端で）
弱ザクマシンガン➡前

ダッシュ➡立ち強攻撃➡弱スパイラルア

シャア専用ザクはダッシュが速いので、

タック（３ヒット）

弱ザクマシンガンを追って立ち強攻撃が

●
（画面中央）
でしゃがみ弱攻撃➡歩き➡
しゃがみ弱攻撃の硬直の短さと、シャ

しゃがみ弱攻撃➡歩き……（永パ）
ア専用ザクの歩きの速さを組み合わせる
と、小足と小足の間に歩きを挟んでも繋
がってしまう。決して簡単ではないが、
慣れれば ヒットぐらいは狙っていける
ば一気に上位キャラになれる。

疑惑ドキュメント

完高く飛び上がり、空中から体当たりを仕掛ける。KOFのラルフの「急降下爆弾パンチ」のようなもの。
上昇中に攻撃判定はない。空中から出せればキャラの評価が一変したかもしれない。惜しい技である
至ってノーマルな飛び道具。発生も硬直も標準
的なので使い勝手はいい。困ったらこれを出す

＋攻
➡
➡＋攻撃 ●スパイラルアタック
●ザクマシンガン

14
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いちど画面奥に移動し（発生からこの間完全無敵）
、全身に攻撃判定を纏いながら突進、最後はアッパーで締めるというオリジナル技。無敵があるので対空に使
いたくなるが、攻撃判定の発生が遅いので実用的ではない。大攻撃からでも連続技にならないので、初見殺し以外に使い道があるか微妙なところだ
画面端より多少近くてもコンボはつながる模様。とはいえ、
ザクマシンガンをヒット確認する余裕はないので非現実的

PICTURE OF SPECIAL ATACK
必殺技図解

連続ヒットする。なお、ダッシュからの

➡

弱ザクマシンガンをダッシュで追う展開自体は実戦でも起
きるので、選択肢として覚えておくといいだろう

●ショルダータックル（仮）➡ ➡＋攻撃
だろう。はっきりいって、これができれ

10
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➡

➡

遠

かなりのロングリーチを誇るが、立ち攻撃
と違って途中の部分には判定がないことに注
意したい。ヒット後地上技にはつながらない

優地上技にはつながらないが判定面
では強力。上から被せたり、空対空や
対空スカシにと、使い道は多数

➡

➡

➡しゃがみ中（中スラ）➡弱 中ヒート

攻めの中核になる必殺技。しゃがみ弱

●ヒートロッド

るような使い方がいいだろう。

か、早めに出して判定の先端を引っ掛け

空で出す場合は、よほど引きつけて出す

に強い対空技などには潰されやすい。対

らい判定も高い位置にあるので、横方向

上昇時に（攻撃判定もデカいのだが）く

一見便利そうだが 、発生が遅いのと 、

●居合い斬り（仮）

の継続に使っていける。

距離では攻めの起点に、中距離では固め

を動かすのにもってこいの飛び道具。遠

ヨガファイヤー。弾速も遅めで、相手

●ショットガン

まっているぞ。

れだけではないところにグフの魅力が詰

ガヨガした立ち回りが基本になるが、そ

ロングリーチの通常技を当てるというヨ

グフ。ショットガンで相手を動かして、

とは、ジオニック社なに考えてんの的な

んなゆっくりふんわりな機動力になろう

よもや、ザクより新しい機体なのにこ

ゲリラ屋らしく
チクチクとヨガろう

➡

地味に強力な技。
先端の間合いからだと、
ショッ
トガン➡立ち弱攻撃が連続ヒット。立ち弱キャン
セルショットガン……で固めていける（非永パ）

➡

➡

➡

➡

通常技は、立ち・しゃがみ・ジャンプす
べてにおいて強攻撃の使い勝手が非常に
良い。特に立ち強攻撃は、中攻撃よりも
発生が同等か早いぐらいなので、リーチ
と判定面から見て、中距離での牽制はこ
れだけでもいいぐらいだ。 立ち・ しゃ
がみ強攻撃はキャンセルも可能なので、
スパイククラッシュやダブルスピンキッ
クなどの必殺技につなげて、ダメージの
空中でもジャンプ強攻撃が基本になる

底上げも可能。
が、ジャンプ中➡＋中攻撃で出せる特殊
技が真下に攻撃判定を持つので、ジャン

➡
➡

近距離ではダウンを取れるスライディングに。
とりあえずダウン取りたいときや、とっさの対空
にと、案外使いどころアリ
しゃがんでヒートロッドを伸ばす技。見ての通
りのリーチの長さに加え、ヒット時はダウンも奪
える。発生も遅くなく、遠距離牽制の大本命

近
ヨガの象徴であるスライディング。しゃがみ弱
攻撃からつながる上にキャンセル可能という超高
性能技。コンボに牽制にと近距離の主力技だ

➡

➡
➡
➡

通常技ピックアップ

PICK UP NOMAL ATACK

●しゃがみ強攻撃（遠・近）
➡
➡

●ジャンプ中 ＋中攻撃 ●ジャンプ強攻撃

➡

ロングリーチで
先の先を取れ
なにしろヨガですから、中～遠距離で

みたいな疑問

もゲリラ屋だ、って言ってるし、軍人と
いうよりは有力豪族が馬賊やってますみ
たいな雰囲気だよね。
いやそういう話はさておき、ランバ・
ラルが搭乗するグフは、ザクとは違いす
ぎるキャラになって搭乗。なにしろヨガ
である。ふんわりしたジャンプ、伸びる
通常技、ワープ技
（使わないけど）
と、も
う今すぐにでもクランプたちにカレーを
振る舞える軍人として、大人の戦いとい
うものを見せつけてやろう（錯乱）

➡
➡

分以上は余裕で届く

の通常技が生命線なわけです。画面の半

んでんだこのおっさん

冷静に考えると、なんで現場に女連れ込

アムロにとって 、初めて対峙する「大

超反応しまくりのCPUに言われるとイラッとくる勝利デモセリフである

人」として立ちはだかったランバ・ラル。

ランバ・ラル、
地上で
ヨガに目覚める

ザクとは色んな意味で違いすぎる機体に
仕上がってしまったグフ。蒼い巨星はヨ
ガ教室でインド人の夢を見たか !?

も浮かんできてしまうのだが、まあ本人

!?

ロッドというコンボは、中近距離での貴
重なダメージソース。ガードされてもだ
いたいＯＫなので、ガンガン振って行き
たい。サンドワープ？ 忘れてＯＫ。
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いったい何が居合いなのかよく分からないが、発生から地上にいるあいだは全身無敵。ただし、攻撃判
定がやたら低いところから発生するため、空中の相手に当てづらいのが難点

＋攻撃
●居合い斬り
（仮）➡

●立ち弱攻撃

or

担当：塩太郎
グフで最も多用すると思われる必殺技。中スライディングから弱or中ヒートロッドが連続ヒットする。
ヒット時はもちろん、ガード時の削りもなかなか。ヒットバックするので反撃も受けづらい

➡＋攻撃
●ヒートロッド

ＣＰＵが連発してくることでおなじみのサンドワープ。ガードされると反撃必至なのと、正面だ
と無敵技重ねられて対処されるので、起き上がりに背面に重ねるなど工夫が必要になる

グフ
ベーシックな飛び道具。このゲームの中では発生・硬直ともに優秀な部類に入る。密着以外からなら、スラ
イディングや立ち弱攻撃などから、ガードされていてもOKな感じで出していける

➡＋攻撃
●ショットガン

➡＋攻撃

この風、この肌触りこそ戦争ヨガ！

PICTURE OF SPECIAL ATACK
必殺技図解

●しゃがみ中攻撃
●サンドワープ ➡
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あとサンドワープ。なんなんだよこの

ルカン砲
（フィンガーバルカン）
だよね？

サンドワープに関しては研究不足なので、

無理して攻撃技にしなくてよかったのに。

技。別にヨガテレポートでいいんだよ。

こいつも、キャラの位置づけ的にはダ
起き上がりに裏側に重ねた場合のガード

ヨガだけでは
ないのだよ！
ルシムなんだけど、ヒートロッドから逆
の可否などもうちょっと煮詰めたいとこ

➡
➡

➡

➡

➡

これが出せるなら、しゃがみ弱始動の
算してダルシム役にした、という感じな
ろ。問題は、キャンセルが可能でダウン

➡

れが望み薄なグフ（まあ 、他キャラでも
コンボはすべてこれでいい。ヒートロッ
ので、モーションがダルシムそのまんま

➡

ジャンプ攻撃からフルコンボなんてなか
ドは強で出すとコンボにならないので注
というわけではないのです。じゃあなん

➡

ないので、ダメージもビミョーな感じに。
●しゃがみ弱攻撃
（×１～３）
➡しゃがみ

なかないけど）にとって 、コンボ生命線
意。ヒートロッドさえ出しきってしまえ

いキャラ感がプンプンするグフさんでし

が取れる通常技がないってことカナー。

た。いや、現状でも結構使ってて楽しい

居合い斬りの性能といい、全体的に惜し

あと技名でずっと気になってるんです
んですけどね。

でわざわざスライディングをトレースし

けど、ショットガンってなんなんでしょ

たのか。

うか。グフの指先から発射するのってバ

➡

➡

中スラキャンセルは
必ずマスターしたい

はスライディングになる。しゃがみ弱攻
ば 、ガードされても（だいたい）ＯＫな

中攻撃➡中ヒートロッド

撃からのつなぎと、スライディングから
のもうれしいところ。

ジャンプ攻撃から地上戦へ、という流

のキャンセル（特にヒートロッド）は確

実に出来るようにしたい。

●しゃがみ弱攻撃➡しゃがみ中攻撃➡強

基本的に、しゃがみ弱始動のコンボは

ヨガヨガヨガヨガ
ヨガヨガヨガヨガ

居合い斬り（３ヒット）

ヒートロッドで締める流れに収束するの

だが、ヒートロッドはショットガンに化

けやすい。というわけで、中スラショッ

トガンが安定しない場合の選択肢として、

●（画面端で）弱ショットガン➡立ち弱
通常技のところでも紹介したが、立ち

攻撃（２ヒット）
弱攻撃の先端ギリギリのところから弱
ショットガン➡立ち弱攻撃が連続ヒット。
立ち弱攻撃➡ショットガンはつながらな
いので永パにはならないが、１キャラぶ
んぐらいの距離をおいてカツカツと固め

➡

通常技対空。とっさにデスヒートが出せないと
きに。いちおうキャンセルからのデスヒートが空
中連続ヒットする

ていける。横方向に伸びる無敵技での割
り込みには注意が必要だ。

長さも早さもある
便利な通常技
ダッシュは速いものの、それ以外の移
動速度やジャンプの性能があまり良いと
はいえないドムにとって、通常技で生命
線となるのはしゃがみ中攻撃だろう。そ

こそこ長めのリーチ、当たればダウン、
キャンセルもかかり、やや難しいが遠立
また、遠立ち強攻撃もリーチが長く、

ち中攻撃から目押しで連続技にもなる。
必殺技でキャンセルがかけられる貴重な
ドムの場合、立ち回りにおいて一方的

通常技だ。
に押せ押せな展開になることはまずない
ので、取れるところでちょこちょことダ
ウンを奪って優位な状況を継続していく
のが重要になる。

対空技、なんかデジャヴ感あるなーと思ったらこれ。柳生十兵衛のニツ角羅刀。本人のモーション
はそうでもないのだが、エフェクトそのまんまはいかんでしょ。どうせなら性能も似せて欲しかった
俗にいう「オルテガハンマー」
。気絶ダメージ
が大きく、２回当てれば気絶に追い込める

とはいえ、上方向への判定はあまり強くないの
で過信は禁物。基本はデスヒートで処理しよう

●しゃがみ強攻撃

中スラからのヒートロッドが出せるようになれば、画面中
央で小足からこのダメージが安定するのは地味に大きい
ジェットストリームアタック、カンタンに破られちゃうんだよなあ……

居合い斬りもあるよ、という程度。画面

➡

重装甲にも関わらず、脚部に備えた熱

核ホバーエンジンによって陸上を高速で

移動するという、デブの理想を形にした

ようなＭＳ、それがドムである。なお、

筆者の体重は約１００キロある。なんか

文句あっか。

作中では「黒い三連星」ことガイア、

マッシュ、オルテガの３名が搭乗し、連

携技「ジェットストリームアタック」で

アムロを苦しめた。黒と紫を貴重とした

カラーリング、質実剛健としたスタイル

でファンの人気も根強い。

ゲーム中では、波動と昇竜を装備した

オーソドックスなスタイルで戦うキャラ

となっている。何人目だよ道着キャラ。

担当：THE-O

端以外だと居合い斬りが１ヒットしかし

ドム

一人でやれんのか
黒い三連星

武士道とは踏み台と見つけたり
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どうしてスライディングのモーションを全く同じにしてしまうのか。その左手はなんなのか。しゃ
がみ小攻撃からつながるわ、キャンセルはかかるわで本家より高性能になってるあたり好感が持てる

●ジャンプ中 ＋中攻撃

ドムの通常技で最も横に長い。キャンセル可能
だが、タイミングはかなり遅め。CPUはよくここ
からジェットストリームアタックを出してくる
長いリーチを誇る下段攻撃。ヒットするとダウ
ンを奪える。先端当てでキャンセルからジャイア
ントバズで攻勢を維持しよう
連打がきく標準的な弱攻撃。遠立ち中攻撃につ
ながるので、コンボの始動にも。

疑惑ドキュメント
通常技ピックアップ

PICK UP NOMAL ATACK

たった３段にふさわしい、このショボい減り。ダウン狙い
じゃなければショットガンにした方が楽ではあるが……

熱核ホバーエンジンを脚部に搭載し、戦
場を縦横無尽に駆け巡る高機動型ＭＳド
ム。黒い三連星の必殺技が炸裂する !?

「他人の空似」
●遠立ち強攻撃
●しゃがみ中攻撃
●しゃがみ弱攻撃
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➡
➡

➡
➡
➡

➡

➡

●弱ジャイアントバズ➡しゃがみ中攻撃
（２ヒット）

マッシュとオルテガ
なんて居なかった
飛び道具と無敵対空持ってるキャラ多
すぎなんや！ 何人目や！ というわけ
で、こうもみんな同じような技ばっかり
持ってると書くことがなくなってくるっ
てもんであります。でも、ドムの場合は、
波動と昇竜とあとひとつ、そのあとひと
つが足りてない感じなんだよねえ……。

ただの飛び道具にあんまり語ることも

●ジャイアントバズ
ないのだが、この技の利点は弾速が遅い
こと。遠距離で撃って追いかけるもよし、
しゃがみ中攻撃ヒット確認からキャンセ
ルで出すもよし（弱で出すと 、ちょうど
起き上がりに重なる）
。

ターンパンチ。上で説明したとおり、

●フラッシュビーム
発生時に無敵もあるし、全く使えない技
ではない。ただ、本家と違って体ごとぶ
つかっていくため、ガードされると密着
状態で硬直を晒してしまう。死ねる。た
まに気が向いたら使ってみては。

弧月斬。弱で１ヒット、中で２ヒット、

●デスヒート（仮）
強は最大３ヒットする。横方向にも長い
ので、弱で牽制技を狩ることもできる。
しゃがみ中攻撃でこかす、ジャイアント
バズで飛ばす、飛んだら落とす、を地道
にやっていくのがドム道なのか。 マッ
シュ？ オルテガ？ 知らない子ですね。

斬なのか。最初に剣を一回転する動きを
パクらなくても良かったのではないか。
ていうか、どうせなら通常技全部どっか

そんな疑問が浮かんでは消えていく。っ

清々しいまでのパクリパワーを見せる

から持ってきちゃえばよかったのに。

武士も忍者も
まとめてこいや

ントバズに追いついて、しゃがみ中攻撃

ドム。まさか立ちポーズからしてサムラ

ある程度の距離があれば、弱ジャイア
を連続ヒットにできる。ジャイアントバ

イスピリッツの服部半蔵そのまんまだな
んて。でも、これが結構ハマっててカッ

せだったらモズ落としみたいなコマンド

まってしまった感のあるドムだが、どう

ちフツーでパンチが足りない感じにまと

➡

➡

コイイから困る。足がハカマみたいに見

投げがあれば、アクセントとして面白か

ゲーム中の立ち位置としては、いまい

ズを撃つ時には、ヒット後の展開も意識

えるからかもしれないが、なんだか見栄

しておきたい。
●
（画面端で）
ジャンプ強攻撃➡立ち強攻

を切っている歌舞伎役者みたいな風格が

ったのにと思う。

撃➡弱フラッシュビーム（最大タメ）
（３

そして弧月斬。もう弧月斬としか形容

漂っている。

➡

➡

➡

➡
➡

バズとデスヒートに
結局頼るしかない
連続技も同上という感じで。つなげる
だけならフラッシュビームもジェットス
トリームアタックも入るけど、あまりに
も実用性が……。
●しゃがみ弱攻撃（×１～３）➡遠立ち
中攻撃➡しゃがみ中攻撃
弱攻撃からスタートして相手をダウン
ヒット）

こ弧を描くように剣を回してから上昇する一連のモーションが完全に一致するデスヒート。膝の曲
がり具合や、足裏の見え方もだいたい一致している。そういや、背中に刀を背負ってるのも一緒か

しようがないぐらい弧月斬。なぜ、弧月
完・全・一・致！ いやまあ、前に出してる手を開いてるという違いはあるのだが。こころなしか、
背景にさまよう僚機のドム（オルテガ機？）の色が赤いのがフラミンゴとダブって見えてしまう

まで持っていける、通常技オンリーのコ

強
中
弱

ｻﾑﾗｧｰｲ ｻﾑﾗｧｰｲ
ﾌﾞｼﾄﾞｩｰ

ンボ。遠立ち中攻撃➡しゃがみ中攻撃の

すっごい減る（真顔）
。まあ 、最大タ
メだと実用性皆無ではあるのだが、最小
なら（カスみたいな減りだけど）１～２
秒程度で出せるので、合間合間に仕込む
のもいいかもしれない。でも出したくな
いところで暴発するリスクの方がでかい
ジェットストリームアタックはジャイ

んだよなあ……。

「他人の空似」

つなぎが難しいので、しゃがみ中にキャ
ンセルをかけてジャイアントバズを出し

ておくことで、保険をかけておきたい。

●
（空中の相手に）
しゃがみ強攻撃➡強デ

しゃがみ強攻撃で落とせる相手からは、

スヒート（２～３ヒット）

細かいところでコツコツ稼いでおきたい。

出ない（確信）
。バックステップ後、３体に分身し 、うち１体が
攻撃をしかける。そういう技じゃねーだろ！ しかもすべて立ち
ガード可なので、立ちガードから投げで反撃安定。忘れよう

➡＋攻撃

20
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びっくりするほど弧月斬。ナンデ？弧月斬ナンデ!? 発生から上昇するまで全身無敵。攻撃判定も上昇前
から発生するので、安心して使っていける。連続技のシメに使う技がこれしかないのがちょっとつらい

＋攻撃
●デスヒート（仮）➡
アントバズからつながるんちゃいます？

疑惑ドキュメント

PICTURE OF SPECIAL ATACK
必殺技図解

●フラッシュビーム 攻撃ボタンを一定時間押して離す
➡＋攻撃
●ジャイアントバズ

ストⅡでバイソンが使うターンパンチといっしょ。ちゃんと発生には無敵時間もある。連続技にも組
み込めるが、ストⅡと違って３つしかない攻撃ボタンの１つをタメに避けるかと言われると……
至ってノーマルな飛び道具。弾速が遅いので、
追いかけて圧力をかけていこう
➡

対空で強デスヒートを出しても３ヒットしないことが多い
ので、ダメージ的にはしゃがみ強から出した方が得

●ジェットストリームアタック ➡
たった３段でこの減り！ ……ですよ。あーはいはい。すっ
ごい減るけど、じゃあどのボタン潰しますって話で……
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➡

量産型ズゴックは動きが重く、通常技

➡

は弱でも連射できるものはないが、性能
➡

作中における水陸両用ＭＳというと、
的には悪くない。特に立ち強攻撃は、中

前下方向に非常に大きな攻撃判定を持つ、
主力ジャンプ技。空対空から飛び込みまで広
く使っていける。ただし、めくりには不向き

下方向に判定の強いジャンプ技。め
くりを狙うならこちらで

➡

画面端同士で出すぐらいでいいかと。

●ヘッドミサイル

きる。

離からジャンプの下り際を狙ったりもで

かなり速いので、コンボ以外にも、遠距

本気度が伝わってくる。強の移動速度は

まんま再現されてるあたり、相撲道への

スーパー頭突き。基本的な性能もその

●ヘッドアタック

くので大きな反撃は受けないだろう。

に使うもよし。ガードされても距離があ

というわけで、対空に使うもよし、暴れ

速いので、見てから対処は結構難しい。

昇中は完全無敵だし、下りのスピードも

ＣＰＵがしつこく出してくるアレ。上

●オーバーヘッド

ずだ。

さの反撃など、使うシーンは出てくるは

る。
攻撃判定の出る範囲も結構広く、
とっ

さに出せる必殺技は結構重要だったりす

技中心の量産型ズゴックにとって、とっ

見たまんま百裂張り手。必殺技が溜め

●スクリュークロー

で、きちんと性能を把握しておこう。

加されてる技以外はどれも使える技なの

もっとも色濃く表れている。オマケで追

な量産型ズゴック。その特徴は必殺技に

ベースがおもいっきりエドモンド本田

ＭＳ大相撲
決まり手の数々

➡

量産型ズゴックの通常技でもっともリーチが長
い。ダウンも取れるので、コンボに行けないとき
はこれで仕切り直しをはかろう

➡

ゴッグもズゴックも、ジオン側で初めて
攻撃よりも発生が同等か早いぐらいなの

➡

ビーム兵器
（メガ粒子砲）
を装備した機体、
で、リーチと判定面から見て、中距離で

技が真下に攻撃判定を持つので、ジャン

●ジャンプ中 ＋中攻撃 ●ジャンプ強攻撃

➡

という印象を持っているファンも少なく
の牽制はこれだけでもいいぐらいだ。

プ強攻撃には近すぎる間合いや、めくり

➡

➡

●遠立ち強攻撃

➡

ないのではないだろうか。なんだかよく
立ち・しゃがみ強攻撃はキャンセルも可

小回りは利かないが
なかなかの通常技

分からんが高出力でパワフル、手先がク
能なので、スパイククラッシュやダブル

水陸両用ＭＳって
格闘キャラだよな

ローなので携行武器を持たず、格闘肌、
スピンキックなどの必殺技につなげて、
ダメージの底上げも可能。
空中でもジャンプ強攻撃が基本になる

ただひとつ、予想を超えた部分があっ
を狙うときに使っていくといいだろう。

が、ジャンプ中➡＋中攻撃で出せる特殊

たとするならば、彼が選んだ格闘技が、

スタイルのキャラになっている。

ちの武器を持たない、徒手空拳の格闘技

本作におけるズゴックも、やはり手持

だと言える。

という水陸両用ＭＳは、格闘ゲーム向け

なぜアカハナなのか。そして、なぜ格闘技の達人みたいなセリフなのか

我が国の国技、そう、相撲だったという

通常技対空に。判定的に難しいが、引きつけて
このモーションで当てれば、強ヘッドアタックで
３ヒットコンボにできる

縦方向に攻撃判定が高く伸びる。ただし、横方
向には極めて薄いので過信は禁物だ
連前方向にリーチが長く、キャンセルも可能。
ヒット時は強ヘッドアタックでコンボにしよう

バック宙後、頭部からミサイルを発射しながら頭突きを繰り出す。出が遅く連続技に組み込めない上に、
発射直後は本体のやられ判定が前に出ているため、飛び道具を相殺しようとして一方的に食らってしまう

量産型
ズゴック
➡

ことではなかろうか。

➡

通常技ピックアップ

PICK UP NOMAL ATACK
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これまたエドモンド本田のスーパー頭突きそのもの。ご丁寧に、弱では出掛かりに全身無敵があるので対
空技として機能する。対空には弱、コンボに使う際は、威力と速度に優れる強、と使いわけが重要

●ヘッドアタック タメ➡＋攻撃

動き自体は、エドモンド本田のスーパー百貫落としそのものだが、性能ではこっちが上。なにしろ、
上昇中にも攻撃判定があり、さらに完全無敵。ただ、登りを当てても下りは連続ヒットしない

タメ ＋攻撃

●しゃがみ強攻撃
＋攻撃

ザクに続く、シャア専用機とのコンパチ
機体。水陸両用ＭＳがどう戦うのか、そ
の答えは、両国国技館にあった！
担当：シオゴロウ

●オーバーヘッド

●しゃがみ中攻撃
●ヘッドミサイル

ジーク、
SUMOU !!

PICTURE OF SPECIAL ATACK
必殺技図解

百裂張り手。弱攻撃からでもつながるので 、ちょっとした隙を（タメなしで）取りたいときに。
結構リーチがあるので、とっさに暴れたいときにも案外使えるかも

攻撃ボタン連打
●スクリュークロー

中・強
弱

MOBILE SUIT GUNDAM EX-REVUE
MOBILE SUIT GUNDAM EX-REVUE

➡

ＭＩＰ社が開発した
水陸両用力士
ジオン公国が満を持して送り出した、
水陸両用スモウレスラー、量産型ズゴッ

依存度が高いんですが、なんでかキャラ
の色分けはザクよりもはっきりしていま
す。まあ、シャア専用ザクがよく分から
んキャラになってるからってのもありま

めたんでしょうか。思いのほか違和感な

ゴックをエドモンド本田にすることに決

それにしても、一体どういう発想でズ

すが。

本的なことはあんまり書くことなくてツ
くハマっていて、うまいことやったなあ

ク。非常にシンプルなキャラなんで、基
ラいんですよね。単に対戦経験少なすぎ
と、などと穴埋めの雑感を書いているの

➡

➡

➡

➡

➡

➡

➡

むコンボとして、出せる準備をしておき
たい。
●（空中の相手に）しゃがみ強攻撃➡強

➡

対空のしゃがみ強攻撃からの強ヘッド

ヘッドアタック（３ヒット）

心となっている。しかし、ダメージ的に
アタック。対空のことだけを考えたらお

て立ち回りとか書けないだけだろって話

トすればもっと面白いのになー（感想）
。

オーバーヘッドが上り下りで連続ヒッ

でした。

はさておき。
次のページで紹介する、コンパチキャ
ラのシャア専用ズゴックは、量産型ザク
とシャア専用ザクの関係以上にコンパチ

➡

シンプルイズベスト
それが相撲のコンボ

必殺技の性能から分かるとおり、量産

貧弱ということもないので、裏を返せば
となしく弱ヘッドアタックでいいのだが、

型ザクの連続技はベーシックなものが中

基本的なものさえ押さえておけば十分戦
これがなかなかバカにならないダメージ

➡

把握しておこう。

なのである。できれば迎撃可能な攻撃を

えるということでもある。

●ジャンプ強攻撃➡しゃがみ強攻撃➡強

ヘッドアタック（４ヒット）

シンプルな飛び込みからのコンボ。量

量産型ズゴックの場合、立ち回りの中
でジャンプ強攻撃が何回か当たってしま
えば、それだけで体力半分ぐらい持って
行ってたりするので、ことさらコンボを
狙う機会はないかもしれないが、ダメー
ジ底上げのために練習をしておきたいと
ころだ。

ごっつぁんです
（手刀を切りながら）

産型ズゴックは基本的な火力が高いので、

➡

この程度のコンボでも体力ゲージの約半

分を奪ってしまう。

●しゃがみ中攻撃➡強ヘッドアタック
距離が近ければ、ヘッドアタックが２

こちらも量産型ズゴックと同じく、メイン
のジャンプ攻撃として使っていける。ジャン
プ中はかならずタメを作っておくこと

下方向に優れた判定を持つ特殊技。
いや量産型ズゴックと同じなんで書く
ことないんだけども

➡

比較的長いリーチに強い判定、ダメージも取れ
てキャンセルもかかるというオイシイ技。中距離
で振り回すにはもってこいだ

（２～３ヒット）

担当：塩三郎延輝

蝶のように舞い
蜂のように殴ろう
通常技については、ほとんどが量産型
ズゴックと共通しているので、当たり判
定なども同じだと考えていい。性能的な
違いとしては、キャンセルの有無と、弱
攻撃の連打の可否というところか。独自
の技としては、遠立ち強攻撃がある。バ
イソンの遠立ち強Ｐと同じだが、キャン
セル可能なのでヒット確認からダッシュ
クローに。それ以外ならビームライフル
また、シャア専用ザクと同様に、しゃ

でいいだろう。
がみ弱攻撃と歩きでカツカツとかためて
いける。歩きを挟んだコンボができなく
とも、弱攻撃１～３発からしゃがみ中攻
撃につないでダッシュクローに持ってい

ことごとくシャアの勝利セリフがダブる。時間ないから撮り直さない

引きつけてしゃがみ強を当てるのは難しいが、見返りのダ
メージとしては悪くない。相手次第では狙ってもいい

けばＯＫ。動かして楽しいキャラだ。

地味な通常技から。技の性能的にも大体一緒なんですが、下半身の姿勢は結構違いますね

●ジャンプ中 ＋中攻撃 ●ジャンプ強攻撃

ヒットする。中距離で相手の隙に差し込

赤くに茹であがった
カニボクサー

シャア専用ズゴックといえば、ジャブ

ローでジムの土手っ腹をブチ抜いたこと

でガンダムファンにはお馴染みのモビル

スーツ。そういや、なんでジムいないん

だろうね。

力士として生きる道を選んだ量産型ズ

ゴックに対し、シャア専用ズゴックの選

択はボクシングだった。シャア専用ザク

同様、量産型ズゴックよりも歩きやダッ

シュが速いほか、弱攻撃も連打が可能に

なるなど、フットワークの軽い仕上がり

になっている。というかまあ、要するに

ストⅡのバイソンなわけだ。

お約束として飛び道具と対空技も装備

しており、ただのバイソンではない充実

したキャラクターとなっている。

並べるとシュールさが際立つ、スーパー頭突きとヘッドアタック。前から疑問だったんですが、頭
突きって額から行かないと危ないと思うんですけど、本田的にはこれでいいんですかね？

●遠立ち強攻撃

見よ！ たった３段で（ ry いやー、パワーキャラってい
いもんですよね。まったく、スモウパワーにはまいったな！

ザビ家への復讐に暗い炎を燃やすおもし
ろ仮面は、なんとボクサーだったのです！

24
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量産型ズゴックの遠立ち強攻撃と同じ技だが、
こちらはキャンセルが可能。唯一ダウンを取れる
通常技なので、うまく使っていきたい
量産型ズゴックのしゃがみ中攻撃と同じ。キャ
ンセルの猶予はこちらの方が長いかも。キャンセ
ルしてダッシュクローにつなごう
連射の利く優秀な弱攻撃。目押しでしゃがみ中
攻撃へつなげることも可能。やや難しいが、歩き
ながら連続ヒットも出来る

シャア専用
ズゴック

「他人の空似」
●しゃがみ強攻撃
●しゃがみ中攻撃
●しゃがみ弱攻撃

３倍速いダッシュストレート

疑惑ドキュメント
通常技ピックアップ

PICK UP NOMAL ATACK

MOBILE SUIT GUNDAM EX-REVUE
MOBILE SUIT GUNDAM EX-REVUE

必要十分以上の
ラインナップ
元になっているバイソンにある必殺技
を揃えつつ、設定的な都合で追加された
と思われる必殺技もそこそこ使い勝手が
いい。つまり捨て技がないわけで、状況
に対する選択肢の豊富さにつながってい
る。どんな相手でも、それなりに立ちま
わっていけるはずだ。

バイソンの対空必殺技と言えばバッ

●パワークロー
ファローヘッドバットだが、なぜか昇竜
拳になっている。シャアだからか。えこ
ひいきか。コマンド成立と同時に全身無
敵かつ攻撃判定が発生する、非常に高性
能な対空技。割り込みからコンボまで、
さまざまな局面で役立つだろう。

そのまんまダッシュストレート。弱か

●ダッシュクロー
ら強まで、攻撃の発生も早く、全て弱攻
撃からでもコンボになる。ヒット状況や
相手との距離に応じて使い分けるといい

➡

だろう。先端であれば距離もあるので大
きな反撃は受けないが、中や強はかなり
深くまでめり込むので、ガードされると

➡

➡
反撃必至。

通常技がほっとんど量産型ゲルググと

ゴックのオーバーヘッドと被るからだろ

バットでいいのに。頭突きだと量産型ズ

う。元キャラどおりバッファローヘッド

拳はガンダムに、昇竜拳はこのキャラに

ないというのも珍妙かもしれない。波動

➡

もう何度も書いたのでいい加減くどい

それぞれバラされて吸収されてしまった

➡

➡

➡

➡

なんの変哲もない飛び道具なのだが、

●メガビーム（仮）
元キャラがバイソン、さらにコマンド技
だということで、行動の幅が大きく広が
る。

がみ中攻撃はブランカだし（これはアッ
ガイの項で後述）
、対空技はなぜか完全

一緒なんで、このコーナーやりづれえか

に昇竜拳だ。なんで昇竜拳にしたんだろ

撃はなぜかキャンセルが非常にかけづら

も、と思ってたんですが、全くそんな心

貪欲にストⅡから
盗みまくる赤い彗星

いが、弱メガビーム➡ダッシュ➡立ち強

と思うが、キャラの方向付けはバイソン。

のだった。

純正のリュウ・ケントレースキャラがい

もともと道着キャラの多いゲームだが、

攻撃➡強メガビームまでは連続ヒットす

てるので、シャア専用ザクより余裕だっ

うか？

る。

配はいらなかった。必殺技がハッキリし

続ヒットする。ダッシュからの立ち強攻

いかけてダッシュからの立ち強攻撃も連

で。画面端同士だと、弱メガビームを追

ベタだけど繋がりますよ、ということ

➡

シンプルだが
狙える局面多数！
しゃがみ弱攻撃➡しゃがみ中攻撃がつ
ながることと、ダッシュクローが弱～強
すべて弱攻撃からもつながることで、コ
ンボを狙える場面も多い。まずは基本か
ら押さえて、しっかりダメージを取って
いこう。

じゃあグラフィックは？ というと、基

た。

牽制の立ち強攻撃から 、 ダッシュク

本的にはバイソンを踏襲しつつも、しゃ

●立ち強攻撃➡強ダッシュクロー（２

ローにつなぐ連続技。立ち強を出す直前

ヒット）

ぐらいから溜めておけば、ヒット確認し
てキャンセルダッシュクローが間に合う
……はず。

通常技、必殺技ともに基本性能の良い
シャア専用ズゴックは、必然的に攻撃を

ダッシュストレートも基本的なポーズはそのまんま。ダッシュアッパーやグランドストレートもあ
れば面白かったと思うが、ボタンが３ボタンしかないからアッパーは諦めるしかないか

●ジャンプ強攻撃➡しゃがみ弱攻撃（×

強
弱

当てる機会も増えてくるので、コンボ練

発生時の踏ん張りから、上昇～下降に至るまで、完全に昇竜拳をトレースして作られているパワー
クロー。ホントに、なんで昇竜拳にしようと思ったんだろうか……

２～３）➡しゃがみ中攻撃➡強ダッシュ

なぜ、昇竜拳なんだ。発生から地面に足がついているうちは全身無敵。弱は上昇中も無敵が継続、中と強
はくらい判定が発生する。攻撃判定の発生も早く、弱攻撃からでも連続技になる優秀な対空技

習のしがいもあるはずだ。

なにいっ、
リュウがいない！

クロー

ダッシュストレート。一定距離を移動するか、相手に接近したところで攻撃判定が発生。弱～強の順で移
動距離とダメージが変化する。ヒット時は強のみダウン。先端をガードさせれば大きな反撃は受けない

●ダッシュクロー タメ➡＋攻撃

ズゴックだからあって当然なのだが、バイソンが波動拳を装備していると思うと怖ろしいものがある。発
生・硬直ともに平均的で、普通に使っていける。ダッシュクローで追いかけることも当然可能だ

＋攻撃
●メガビーム（仮）

「他人の空似」

ズゴックの基本コンボ。ジャンプ攻撃
始動はともかく、しゃがみ弱攻撃➡しゃ

がみ中攻撃は出来るようにしておきたい。

難しければ 、 しゃがみ弱攻撃から直接

➡

●
（両者画面端で）
弱メガビーム➡強ダッ

ダッシュクローでもＯＫだ。
基本コンボでもこれだけ減る。シャア専用ズゴックは歩き
が速いので、弱攻撃を当てる機会も相応に多いはず

タメ ＋攻撃
●パワークロー

量産型ズゴックと一緒。特筆することもない。どちらにも言えることなのだが、ズゴックが一
所懸命にに両手を動かすこの技のモーションは、なんだか見ていてほっこりしてくる

攻撃ボタン連打
●スクリュークロー

シュクロー

疑惑ドキュメント

PICTURE OF SPECIAL ATACK
必殺技図解
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画中距離でフラフラしつつ立ち強攻撃を牽制で出すときは、
忘れずに溜めを作っておこう。バカにならないダメージだ

MOBILE SUIT GUNDAM EX-REVUE
MOBILE SUIT GUNDAM EX-REVUE

➡

➡

➡

➡

➡

優秀な対空技。ヒット後はペンシル
ミサイルでキャンセルして攻勢を維持
したい

前方下に縦に長い判定を誇る。ギャンは２
段ジャンプが可能なため、空中から攻撃判定
の槍が降ってくるような感覚に襲われる

通常技対空としてかなり強力。キャンセルもか
かるので、ペンシルミサイルやハイドボンブを出
して、ヒット後の状況をフォローしよう

んだか楽しい気分になれる。

レーザー！」って大声で叫んでいて 、な

が原作の雰囲気を全く無視して「パワー

たい場合などに。この技も、塩沢兼人氏

がみ弱攻撃を当てたあと、ダウンを取り

撃判定の発生自体は結構速いので、しゃ

対空技としては上昇が遅いのだが、攻

●パワーレーザー

て叫ぶのがすっごいシュール。

塩沢兼人ボイスで「ハイドボンブ！」っ

もあり、攻守両面で使っていける。あと、

後ろに下がりながら出すという技の性質

める。硬直が長いで適当には出せないが、

うぶっ飛んだ技。しかも連続技に組み込

クソ技２号。２発当たれば即気絶とい

●ハイドボンブ

重な飛び道具。

りあえず適当撃ってみる、が許される貴

み弱が繋がって永パになってしまう。と

に、画面端だとノックバック前にしゃが

らでも弱ペンシルミサイルがつながるの

クブームである。密着ならしゃがみ弱か

を加速しているクソ技。要するにソニッ

驚異的な硬直の短さで、ギャンの暴力

●ペンシルミサイル

なんでもござれなのが更にめんどくさい。

ささのギャンだが、暴れたあとの行動も

ピョン暴れてるだけでも結構なめんどく

テキトーにジャンプ強攻撃でピョン

騎士道とミサイルを
組み合わせた暴力

➡

●ジャンプ中 ＋中攻撃 ●ジャンプ強攻撃

➡

２段ヒットする攻撃。１段目・２段目のどちら
にも必殺技でキャンセルできる

➡

●遠立ち強攻撃

➡

連打が効くベーシックな「小足」
。リーチも長く、
近ければペンシルミサイルが、多少離れていても
パワーレーザーが連続技になる

この間合いではパワースラッシュがフルヒット
しないので、ハイドボンブで気絶を狙いたい

●近立ち強攻撃
➡

➡

ゴリゴリ押せる
高性能な通常技

➡

➡

通常技ピックアップ

PICK UP NOMAL ATACK

➡

騎士道とは
壺と見つけたり

出しても、ヒット後地上でコンボが継続

ジャンプ強攻撃としゃがみ弱攻撃で全て

ラインナップしているが、実際のところ、

あるしゃがみ強攻撃など、高性能な技が

完成してなくても出せる優秀な対空技で

み弱攻撃、とっさにコマンド技の溜めが

さらにリーチが長く連打の利くしゃが

ンプ可能なので非常にたちが悪い。

できてしまうほどだ。ギャンは２段ジャ

る。
だってクッソ強いんだもん。
そもそもモビルスーツってミノフス
キー粒子下での有視界白兵戦のために開
発されたんだってことを痛いほど思い出
がまかなえてしまうほど強い。

このゲーム中でもっとも硬直の短い飛び道具。３枚めの時点でギャンはもう動ける状態になっている。
発生そのものも遅くなく、弱攻撃からでも連続技に。おまけに弾速も遅く、追いかけ放題というクソ技

本ゲームをやればその疑問も雲散霧消す

て次期量産機の俎上に上がったのか？

ジャンプ強攻撃をジャンプの頂点付近で

ンプのスピードが全キャラ一早いため、

時間も非常に長い。さらにギャンはジャ

判定は下方向に対して非常に長く、持続

性能を誇るのがジャンプ強攻撃だ。攻撃

ギャンの通常技にあって、一際狂った

ニュータイプの存在を信じないのもうなずけるぐらい強いから仕方ないね

と普通は疑問をいだいてしまうものだが、

こんな近接バカみたいな機体がどうし

体として人気を博しているギャン。

塩沢兼人氏演じるマ・クベが搭乗した機

を争って敗れた機体として、また、故・

ルググと次期主力量産モビルスーツの座

原作においては、ジオン軍においてゲ

このゲームで１・２を争う性能を誇るモビ
ルスーツ・ギャン。ハッキリ言って異常だ。

させてくれるシャル……もといギャン。

●ペンシルミサイル タメ➡＋攻撃

そのクソ性能を思い知ろう。

パワーグラデーション。地面に足がついている間は全身無敵。上昇するまでが遅いので対空に使うに
は若干慣れが必要だが、攻撃判定は成立直後から発生するので、連続技のシメにもってこい
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担当：THE-O

タメ ＋攻撃
●パワーレーザー

飛び退りながら空中機雷を発射。機雷は一定距離進んだあと停止し、爆発する。非常に気絶ダメージが高
く、２発で当たる気絶してしまう。射出後の硬直は若干長いが、ありあまる性能を持っている

ギャン

スプラッシュファーント！ そのまんま過ぎて突っ込む気にもなれないが 、
「パワースラッ
シュ！」と劇中で聞いたことのない技名を塩沢兼人氏が叫ぶのがじわじわくる

攻撃ボタン連打
●パワースラッシュ

＋攻撃

壺よりもずっといい

PICTURE OF SPECIAL ATACK
必殺技図解

●しゃがみ弱攻撃
●ハイドボンブ

MOBILE SUIT GUNDAM EX-REVUE
MOBILE SUIT GUNDAM EX-REVUE

➡

さすがにナイトは
格が違った
キャラクターのコンセプトから見た目

タしてるだけで強いのに、追加された飛
び道具がソニックブームって、カプコン
とＳＮＫがこんなところで夢の共演して

ギャン。もともと中世の騎士を彷彿とさ

ピからそのまんま引用された」感のある

ザクに遅れをとるはずがないって感じで

黄金の鉄の塊で出来たナイトが皮装備の

Ｐカラーのギャンって百式カラーなんで、

してないことに今気づいたんですが、２

そういやこの本、２Ｐカラー全く紹介

たわけです。

せるようなルックスと武装なので、剽窃
謙虚なナイト度が高まるなー、などと、
トさんネタでこのコラム枠をむりくり埋

➡

➡

めてしまうのであった。

➡

➡

➡

➡

➡

ハイドボンブを組み込んだコンボ。事

引用するにはもってこいだったのだろう
ＦＦ も終了して風化しつつあるブロン

に至るまで 、このゲームで最も「サムス

が、それにしてもどうして２種類も飛び

➡

んだけ硬直時間が伸びる。
●（画面端で）ジャンプ強➡立ち強（２

型ザクの連続技はベーシックなものが中
前にちょっとでも気絶ダメージがあると、

道具を持たせてしまったのだろうか。
ただでさえ、サムライスピリッツのシ
ャルロットばりにジャンプ強攻撃でバッ

➡

派手さはないが
十分な連続技

心となっている。しかし、ダメージ的に
これで気絶してしまう。あとは画面端に

ヒット）➡強ハイドボンブ

貧弱ということもないので、裏を返せば
運んで次のコンボで終了。

必殺技の性能から分かるとおり、量産

基本的なものさえ押さえておけば十分戦

えるということでもある。
シルミサイル➡しゃがみ弱攻撃➡弱ペン

●（画面端で）しゃがみ弱攻撃➡弱ペン

●ジャンプ強攻撃➡立ち強攻撃➡強パ
シルミサイル……（永パ）
このゲームで一番カンタンな永パ。な

ワースラッシュ（５ヒット）

➡

溜めなしでも成立するコンボ。強攻撃

んだか知らんが、画面端で当てたときに
ノックバックしないので、弱ペンシルミ
サイルからしゃがみ弱が間に合ってしま
う。当たったらそこで試合終了ですよ。
というわけで、有り余る性能をいかん

安西先生もおかんむりです。
なく発揮して暴れまわろう。

俺の怒りが
有頂天になった

➡

ボタンだけで出来るあたりが大変お手軽。

●しゃがみ弱攻撃
（×１～３）
➡弱パワー
レーザー
ダウンを取りたいときの基本コンボ。
パワーレーザーは弱～強のいずれもつな

身体の外周にぐるっと攻撃判定が発生する。
ただし、攻撃判定はクロー部分にあわせて移
動するので、出すタイミングが重要になる

くるっと丸まった姿が愛らしい。み
たまんま攻撃判定があるので、直感的
に使えて便利

➡

下と横方向に非常に大きな攻撃判定を持つ。ダ
メージは小さいが、飛び込みに空対空に大活躍

がるので、ダメージが欲しいときは強を

小さなカラダを
目一杯活用しよう
見ての通り小柄な体躯のアッガイ。と
くに弱攻撃はリーチの点で他キャラに一

なんで投げは春麗なのか。シャルロットの投げを再現するのが面倒くさかったのだろうか。ちなみ
に、同じグラフィックで空中投げも出る。ジャンプ強攻撃で暴れてれば勝手に出るあたりヤバい

●ジャンプ中 ＋中攻撃 ●ジャンプ強攻撃

使えばいい。ただし、高く飛び上がるぶ

かわいい外見に
ダマされるな

俺、 アッガイの設定ってよく知らな

歩劣る部分もあるが、判定面ではそんな

かったんだけど 、
「ズゴックは高出力だ

に悪くない。しゃがみ弱攻撃は連打が利

りなので感覚的な違和感は少ないだろう。

ミングにクセがあるが、グラフィック通

ジャンプ強攻撃は攻撃判定の発生タイ

ローダウンへコンボを狙っていける。

バーチカルクラッシュ、離れていればク

空性能ともに優秀で 、 距離が近ければ

ロー可能。しゃがみ強攻撃はリーチ、対

とつなげれば、リーチ面もある程度フォ

ボになる。しゃがみ弱攻撃➡立ち弱攻撃

き、キャンセルからクローダウンがコン

けどクソ高くなっちゃったから廉価版と

その割に（設定上は）メガ粒子砲は積ん

だままだし、正直あんまり性能差を感じ

ないあたり、ジオン脅威のメカニズムっ

てところでしょうか。

・小柄なサイズ

本作におけるアッガイの特徴としては

・基本的にはブランカ

・かわいい

・でも実は超パワーキャラ

といった具合である。本作のアッガイを

知ってしまうと、もうアガーイたんなど

と呼んでいたあの頃には帰れなくなるぞ。

アカハナのセリフも被った。手のクローが禍々しいがこんな形だったっけ

画面端でしゃがみ弱（立ちでもOK）が入ったら勝ち確定。
ストⅡレインボーじゃねえんだぞ

して作ったヨ」って扱いだったんですね。

担当：シオゴロウ

11

技の性能はそのまんま。よく見るとグラフィックは結構違うね……って、グフの居合い斬りと一緒
でこいつもエフェクトがそのまんまじゃねーか！ どうしてこういうとこで妥協しちゃうんだよ！

●ジャンプ弱攻撃

ダメージ自体はそこそこだが、ギャンの攻撃機会の高さを
考えると十分おつりがくるレベル

コミカルな外見でかわいいロボ扱いされる
ことも多いアッガイだが、その素顔は……

30
31

地上での差し込みにも対空にも使え、リーチも
優秀な技。画面端なら気絶コンボも狙える
しゃがみ弱攻撃からつながるので、ヒット確認
しつつコマンド技の溜め時間を稼ごう
連打が効く弱攻撃。リーチは短いが、立ち弱攻
撃につなげれば多少はフォローできる

アッガイ

「他人の空似」
●しゃがみ強攻撃
●立ち弱攻撃
●しゃがみ弱攻撃

真性パワーキャラ

疑惑ドキュメント
通常技ピックアップ
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小柄さを補う
ダイナミックな技
飛び道具を持たないという点でゲーム
中では珍しいキャラクターのアッガイだ
が 、 小柄なサイズによるリーチ不足を
補って余りあるパワフルな必殺技が用意
されている。

この技を当てることで、大きく試合の

●バーチカルクラッシュ
流れが左右されるぐらい重要かつ高性能
な技。上昇～下降の間連続ヒット（最大
５ヒット）するので 、単純に強攻撃５発
分以上の気絶ダメージが蓄積する。画面
端なら、ジャンプ攻撃から連続技にも組
み込め、気絶から気絶という即死ルート
に。弱～強で移動距離やスピードが異な
るが、ダメージや判定面から、使う際は
強のみでＯＫ。

横方向に高速で突撃するサイコクラッ

●クローダウン
シャー。ストⅡのベガのそれとは違って、
ガードされた際に貫通しないので、中や
強をガードされると深々とめり込んで、

➡

➡

投げやコンボで反撃確定。ヒット前提で

➡
使うこと。

ち ょ っ と 変 わ っ た 使 い 方 と し て は、

➡

しゃがみ中攻撃からキャンセルで出すと、
しゃがみ中攻撃でダウンした相手の裏側
に回ることができる。起き攻めで撹乱し
たい場合に使ってみてもいいだろう。

ラッシャーそのものだし、ジャンプ大攻

おんなじっていうのは（グフの居合い斬

うか、クローの軌跡のエフェクトが全く

➡

➡

キャラクターのゲーム的な立ち位置は

りや、ギャンのパワーレーザーもそうだ

➡

➡

➡

ヒット）

撃やバーチカルクラッシュのモーション

トで５割減るのですぐに死んでしまうが。

ほぼブランカなのだが、バーチカルクラ

ったけど）
、モーションの一致以上に目

はサムスピの不知火幻庵まんま。ってい

このコンボを始動にというよりは、

ッシュが空中連続ヒットのシステムと噛

立つよね……。

魔道と野生が融合
あとサイコパワー

バーチカルクラッシュなどで相手が気絶

み合ってしまった結果、恐怖の気絶即死

そんなアッガイだが、マスコットキャ

キャラと化したアッガイ。ここで紹介し

ラとしてかネタ要員としてか、いくつか

した際に画面端が近ければそのまま終了

ているしゃがみ強攻撃や、立ち弱攻撃な

しているので探してみよう。頭に落石く

のステージの背景でやられ役として登場

ど、ベースとしてはブランカの色合いが

するということを覚えておけばＯＫ。

び気絶するので死亡確定。まあ、１セッ

れば一発で気絶。気絶から決めても、再

アッガイ最強のコンボ。フルヒットす

➡

アッガイのパワーを
思い知る時がきた
かわいさとコミカルさをウリにしてい
るアッガイが、真性パワーキャラとして
の凶暴な素顔を見せるのが、コンボの瞬
間だ。バーチカルクラッシュによる気絶
の恐怖を相手にちらつかせながら戦おう。
●ジャンプ強攻撃➡しゃがみ弱攻撃（×
２）➡立ち弱攻撃➡強クローダウン（５

らってるモーションが個人的お気に入り。

強い。
とはいえ、えぐるように回転しながら

アッガイと不知火幻庵。回転方向の違い以外は全く同じといっていいだろう。もうカワイイなんて
言えないぞ

突進するクローダウンはベガのサイコク

しゃがみ強攻撃は、ブランカのしゃがみ強パンチといっしょ。躍動感あふれるモーションだ

ヒット）

対空バーチカルクラッシュは早めに出
すと潰されやすいが、きっちり引きつけ
て発生時の無敵時間を当てるようにすれ
ば、ヒット数自体も増えて格段に気絶さ
せやすさが向上する。いかにバーチカル
クラッシュをヒットさせるか、また、気
絶のプレッシャーを相手に与えるかが、

カワイイだけじゃ
ダメかしら

アッガイの基本となるコンボ。ジャン

サイコクラッシャー。なんでローリングアタックじゃないのか謎だが、クローの都合だろうか。めりこむ
と反撃必至なのでガードされた場合は注意が必要。弱攻撃からでもつながるのでコンボのシメに便利

アッガイでの立ち回りのキモになってく
るのだ。

「他人の空似」

プ強攻撃はめくり性能もあるので、始動
の機会も少なくはない。しゃがみ弱攻撃

➡立ち弱攻撃でヒット確認しつつコマン

ド技の溜め時間も稼げるので、難易度も

➡

高くない。

●
（画面端で）
ジャンプ強攻撃➡しゃがみ

、要するにナコルルの鷹つかまりと一緒である。天井（？）につかまったときのポー
＋攻撃 鷹は飛んでいないが
ズがかわいい。攻撃ボタンを押さずに下りることもできる。技名がシャア専用ズゴックと被ってる……

●パワークロー

アッガイを真性パワーキャラたらしめているのがこの技。ブランカのバーチカル
ローリングのような軌道を描き、上昇～下降で最大５ヒットする。連続ヒット時は
気絶ダメージが非常に大きいので、できるだけ引きつけて当てたい

●バーチカルクラッシュ（仮） タメ ＋攻撃

強
中
弱
ジャンプ攻撃始動でなくとも、しゃがみ弱からクローダウ
ンまでは一連のコンボとして習得しておく必要アリ

●クローダウン タメ➡＋攻撃

攻撃ボタン連打で出せる、要するにブランカのエレクトリックサンダー。判定は前方向にしかないが結構
広く、弱～強の順でわずかだが大きくなる。とっさの反撃などに

●バルカン（仮）攻撃ボタン連打

強攻撃➡強バーチカルクラッシュ（７

疑惑ドキュメント

PICTURE OF SPECIAL ATACK
必殺技図解
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気絶から気絶に持っていけるのは（永パを除けば）アッガ
イだけ。狙える機会も少なくない
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ダウンする。

よう調整する必要がある。ヒット時は即

らないので、投げ間合いの外にいられる

ことができる。ただし、連続ガードにな

ガードされても複数回（最大６回）削る

入力で前後に動けるので 、 画面端なら

使うのにはあまり向いていない。レバー

ため、引きつけて当てたり、割り込みに

攻撃判定と食らい判定が同時に発生する

マンド成立と同時に全身無敵になるが、

型ゲルググにとっては重要な必殺技。コ

地対空に適した通常技を持たない量産

●ナギナタ回し

しよう。

間合いとヒット状況に応じて強弱を調整

けるが、先端部分であれば問題ないので

め。めり込んでガードされると反撃を受

さらにダメージも高めと、いいことずく

生の早さ」と「リーチ（移動距離）
」が強み。

ンセルから 、それぞれ連続技になる「発

先端以外なら立ち強攻撃
（先端以外）
キャ

着からならしゃがみ弱攻撃キャンセルで、

量産型ゲルググを代表する必殺技。密

●グランカッター

使いどころを設定してやることが肝心。

ンカッターをはじめ、どの技もきちんと

る（失礼）な印象だ。生命線となるグラ

なものが多いのだが、割合ちゃんとして

明確でないので必殺技などもオリジナル

量産型ゲルググは、
「元ネタキャラ」が

オリジナル技
大活躍の巻

➡

下方向に強い特殊技。判定の持続が
長いので、早めに出して覆いかぶさる
ように使うと便利

モーションにあわせて判定が変化するのだ
が、前方に広い攻撃判定を持つのに対して下
方向にはやや薄め。見た目は超カッコイイ

シールドでの殴り。攻撃判定が前に広く、キャ
ンセルもかかるので近距離戦で頼りになる

➡

●ジャンプ中 ＋中攻撃 ●ジャンプ強攻撃

➡

➡

●しゃがみ強攻撃

ベーシックな弱攻撃。密着からなら弱グランカ
ッターが連続技になる。２発ぐらい連打してヒッ
ト確認するといいだろう

量産型ゲルググの主力牽制技。見ての通りのロ
ングリーチにも関わらずキャンセルが可能。先端
でなければ強グランカッターでゴッソリ減らせる

こちらも非常に長いリーチを誇る。ヒットする
とダウンだが、弱グランカッターやビームライフ
ルでキャンセルして技後の隙をごまかしたい
➡

●立ち強攻撃

➡

➡

リーチとパワーで
勝負をかけろ

定の発生が遅く万能対空とは言いがたい。

攻撃ボタン同時押しで出せるが、攻撃判

攻撃でＯＫ）
。必殺技のナギナタ回しは

であればジャンプ強、ジャンプ中➡＋中

空向けの通常技がないところだ（空対空

量産型ゲルググで注意したいのは、対

何らかの必殺技でキャンセルしたい。

なり大きいので、ヒット・ガード問わず

ダメージを与えられる。技後の硬直もか

強攻撃➡強グランカッターは３割近くの

る。どちらもキャンセルが可能で、立ち

撃範囲と、攻撃力の高さを兼ね備えてい

しゃがみ強攻撃。いずれも非常に長い攻

通常技で強力なのは、立ち強攻撃と立

TV版じゃほとんど出番がなかったので強さがわからない可哀想な奴

牽制を利用して、容易に飛び込ませない

●近立ち中攻撃

➡

ＴＶ版でどこに
いたか知ってる？

前項のギャンと次期量産機を争った最

新鋭機ゲルググ。設定上はガンダムと同

等の性能とも言われるが、ＴＶ版では非

常に影の薄い存在だった。シャア専用機
は、搭乗するキャラもあって露出も多い
が 、量産型（っぽい）ゲルググは 話に
ちょこっと出てきただけだったりするの
である。
そんなレアポケモンの量産型ゲルググ
さんだが、ゲーム中では重量級のキャラ
に分類されるだろうか。得物がビームナ
ギナタということもあって、リーチと重
みのある攻撃が印象的だが、高速の突進
技・グランカッターも兼ね備えており、

通常技ピックアップ

PICK UP NOMAL ATACK

34
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●しゃがみ弱攻撃
ナギナタを頭上で回す。技の発生中はレバー入れで前後に移動可能。強力な対空技だが、食らい
判定も同時に出るので割り込には向かない。ガードされても最大６回程度削れるのも地味に強い

●ナギナタ回し 攻撃ボタン同時押し

立ち回りを心がけていきたい。

可もなく不可もない感じの飛び道具なのだが、溜め技なので必ずしもいつでも出せるわけではない。ま
た、コマンドの都合上、グランカッターを出そうとして暴発しないよう気をつけたい

超強力なグランカッターが魅力のゲルグ
グ。次期量産機はダテじゃない！

42

重量級といっても、単なる鈍重なキャラ

●ビームライフル タメ➡＋攻撃

量産型
ゲルググ
●百烈突き

攻撃ボタン連打

サムスピの柳生十兵衛の八相発破と同じ。まあまあ広い範囲に攻撃するが、対空に使えるわけでもないので忘
れても問題なさそう。キャンセルがかかるタイミングならグランカッター出せばいいし……

クターでは決してない。

両手に持ったナギナタをクロスさせてダッシュ、相手に近づいたところで切り払う。リーチ、移動速度、
攻撃力いずれも高性能。ダッシュ中は下半身にしかくらい判定がないので飛び道具を抜けることも可能

ＴＶ版ではレアキャラでした

PICTURE OF SPECIAL ATACK
必殺技図解

担当：塩蝮三太夫

●グランカッター ➡ ➡＋攻撃
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➡

➡

うと思ったのだろうか。このへんのキャ
ラチョイスは全般的によく分からないと

同じゲームの中でモーション流用はいか

いうか、これギャンのところで見たよ！

ころだ。さらに、通常投げも春麗。って

キャラ性能的にはオリジナル志向のゲ

ふつうの量産機に
な～ろうっと！
ルググコンビ。特に必殺技については、

でもグランカッターでも、当たり前のよ

➡

➡

➡

攻撃を振るときは常時コマンドを入力し

➡

ておくといい。立ち強がヒットしていた

うに中央から２つに分割しているが、こ

➡

➡

通常技、必殺技の項目で述べてきたと
ら強グランカッター、ガードされていた

一方で、通常技は結構露骨なものもあ
れは劇場版のシャア専用ゲルググが元ネ

➡

おり、立ち強攻撃とグランカッターがメ
んでしょ！

る。しゃがみ弱攻撃としゃがみ中攻撃は
タ。ギャンのビームサーベルのカットを

なんといってもビームナギナタ。通常技

あと、量産型ゲルググで気になるのは、

量産型ゲルググは元になったキャラが
パッと思い浮かばない（もしあったら教

春麗のしゃがみ弱キックとしゃがみ強
流用したことに由来している。

えてください）
。

キックそのまんま。しかし、なんだって

➡

メージ（と思われる）コンボ。グランカッ
ター自体の攻撃力が非常に高いので、

インのダメージソースとなる量産型ゲル
ら（密着以外なら）小グランカッター、

ジャンプ攻撃からは当然のこと、立ち強

ググ。シンプルな構成でもなかなかのダ
とヒット状況に応じて出し分ければいい。

ゲルググの通常技を、春麗から引っ張ろ

前広い判定を持つが、下方向が薄め。通常
ジャンプで空対空、 飛び込みには使えるが、
２段ジャンプからだと使いづらいので注意

➡

➡

ナギナタ持って
暴れまわれ！

メージになるので、いつでもグランカッ

➡

ターのコマンドを入れる準備はしておこ

う。

●しゃがみ弱攻撃（×２）➡ナギナタ回

し（３ヒット）

●（両者画面端で）弱ビームライフル➡
当然ながら、飛び道具を追いかけての

強グランカッター（２～３ヒット）
グランカッターも連続ヒットする。飛び
道具を撃っておいて、相手を動かしたと
ころにグランカッターを置いておくよう
な使い方をすると、単体でのヒット率が
上がるかもしれない。ＣＰＵ戦で思い知
らされるように、グランカッターを多用
されるとすげーウザいのである。中距離
では、立ち強振るより弱グランカッター

➡

通常技の性質自体は、量産型ゲルググ

なにもブタ鼻
もがなくても……

攻撃力は小さいが、密着以外でしゃが

み小攻撃を当てた場合にヒット確認から

出せる連続技はこれしかない。当てれば

ダウンするので仕切り直そう。

●ジャンプ強攻撃➡立ち強攻撃➡強グラ

とほぼいっしょ。立ち・しゃがみで長い

性能は同様だが、攻撃判定の持続時
間が長いのは、ゼロクラッシュの溜め
を稼ぐ意味で重要性が増している

ンカッター（４ヒット）
を生で出した方がいいかもしれない。

シャア専用ザク、シャア専用ズゴック

リーチを誇る強攻撃が牽制のメインとな

ロクラッシュに、画面端ならナギナタ回

近距離だと基本的にしゃがみ弱に頼ることにな
るが、判定の強さは健在なので織り交ぜてもいい。
ヒット時は百烈突きに移行しよう

ジャンプからのベーシックかつ最大ダ

を経て、再び宇宙へと戦いの舞台を移し

る。ただし、グランカッターがないシャ

通常技は一緒だが
立ち回りは異なる

たアムロとガンダムの前に立ちはだかっ

ア専用ゲルググでは、牽制技から一気に

一年戦争最後の
「赤い彗星」専用機

た、一年戦争でシャアが最後に搭乗した

畳み掛けることは難しい。基本的には、

専用機。量産型ゲルググの違いとしては

ビームライフルにつなげて状況を維持す

しから永パを含めた各種コンボに移行で

いて重要度が増している。中央でも弱ゼ

しゃがみ弱攻撃は、とくに画面端にお

る流れになるだろう。

・移動スピードが速い

おんなじセリフばっか出てますけど、ホントは数種類あるんですよ

・２段ジャンプ＆空中投げを装備

・必殺技が異なる

といったところ。通常技は一緒である。

必殺技も百烈突きとビームライフルと

手抜きイクナイ！

ナギナタ回しが共通（後者は性能は異な

ゼロクラッシュがあるぶん対空事情は

きるからだ。
良くなっているので、じわじわと有利な
展開に追い込んでいきたい。

同じゲームの別キャラ
（コンパチですらない）
で流用はいかんでしょホントに。
投げてる手とか、
ドッ
トも一緒でしょこれ。他の技から察するに、ゲルググに採用したあとにギャンで流用したんだろうか

●ジャンプ中 ＋中攻撃 ●ジャンプ強攻撃

とにかくグランカッターが減る。ヒット確認時は全て強で。

る）なのだが 、そんなにキャラがかぶっ

ている印象がないのはシャア専用ゲルグ

グの専用技「ゼロクラッシュ」のインパ

クトにあるだろう。詳細は後述。

これ下側の足はどうなってんだよ！ 腰のスカート部分より上に足あがんねーだろ！ という基本
的なツッコミもあるが、どうせなら春麗同様、パンチラして欲しかった（具体的にはどうなるんだろ）

●近立ち中攻撃

３ヒットでこれっぽっちしか減らないが重要な連続技

池田秀一氏がシャアの声で、原作にありもし
ない必殺技をハイテンションで叫んでくれ
るのは、
機動戦士ガンダム EX-REVUE だけ！
担当：塩太郎
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ヒット後はダウンなので、使い方もあまり変わ
らない。ヒット・ガード問わずビームライフルに
つないでおくのが安定行動
当てても出す技があまりない。中距離なら百烈
突きにつなげるのもアリかもしれない。とりあえ
ず出すならビームライフルをチョイス
性能面は量産型ゲルググと一緒なんでそちらも
参照のこと。シャア専用ゲルググの場合は、２発
ぐらい当てて弱ゼロクラッシュが基本路線か

シャア専用
ゲルググ

「他人の空似」
●しゃがみ強攻撃
●立ち強攻撃
●しゃがみ弱攻撃

ゼロクラアァァァァッッシュ !!!!

疑惑ドキュメント
通常技ピックアップ

PICK UP NOMAL ATACK

MOBILE SUIT GUNDAM EX-REVUE
MOBILE SUIT GUNDAM EX-REVUE

ゼロクラアアアアア
アアアアアアッシュ
量産型ゲルググと比べると、独自の必
殺技であるゼロクラッシュによって、対
空周りの環境が大きく改善しているのが
シャア専用ゲルググの特徴だ。また、ナ
ギナタ回しの性能の変化も戦い方に大き
な影響を与えている。

どうも、必殺技のモーションが数字の

●ゼロクラッシュ
ゼロを模しているようなのだが 、 ゼロ
げる）ことなのか 、ゼロ（０）の形を描

（０）をクラッシュする（ナナメに突き上
く技だということなのか判然としない。
わかっていることは、シャアがボイス付
きで大真面目に「ゼロクラアアァァッ
シュ！」と叫ぶことだけである。
技の話してなかった。成立とともに攻
撃判定と無敵時間が発生。しゃがみ弱攻
撃からコンボにつなげるなら弱で、対空
でには強を使うのがセオリー。縦方向に
判定が強く、ギャンのジャンプ強攻撃に
一方的に勝てる貴重な技だ。

量産型ゲルググと異なり、こちらは当

●ナギナタ回し

方向でもＯＫ）に入れてお

ててもダウンしない。画面端ならレバー
を前方向（

けば、ノックバックせずに密着し続ける
る）
。ヒット後は硬直が短く、
ゼロクラッ

（レバーを離した瞬間にノックバックす
シュやしゃがみ弱など発生の速い技が連
続ヒットする。つまり……

通常技が量産型ゲルググと全く同じ過

られ判定のせいもあるのか、フルヒット

て相性抜群という素敵技。ギャン側のや

おもしろボイスがゲーセン中に響き渡る。

グで対戦すると、池田秀一と塩沢兼人の

➡

できなかったしゃがみ弱攻撃（春麗の

ガンダムを知っていれば知っているほど

➡
➡

➡

➡

こま

このゼロクラッシュ、とにかく縦方向

ていいんですけども。

ぎて、このコーナーでやることマジでね

に強く、ギャンのジャンプ強攻撃に対し

ングが非常に厳しいが、弱攻撃から勝ち

細けぇことより
ゼロクラッシュだ

確は超おいしい。どうせ途中で気絶する

取り放題である。

しゃがみ弱キックのトレース）をどうぞ。

違和感から振り向いてしまうこの両キャ

ちなみに、ギャンとシャア専用ゲルグ

えんだよ、おう、あくしろよ。

ゼロクラッシュについては、見た目は

ラでの対戦は、このゲームをアッピルす

一応、量産型ゲルググのところで紹介

やはり弧月斬に近い。上昇中のモーショ

る上で屈指の好カードと言えよう。

●しゃがみ弱
（×１～２）
➡弱ゼロクラッ

ンについては、デスヒートよりも再現性

シュ
画面中央で成立するしゃがみ弱攻撃か

が高いのではないだろうか。再現しなく

ラッシュに移行した方が賢いかも。

ので、適当なところで切り上げてゼロク

下略という感じになる。目押しのタイミ

からはナギナタ回しがつながるので、以

撃を出すと連続ヒット。しゃがみ弱攻撃

ナギナタ回しから最速でしゃがみ弱攻

➡

画面端ナギナタ回し
カーニバル開催
性能変化により 、 画面端でのコンボ
パーツとして大活躍するナギナタ回し。
ジャンプ大攻撃やジャンプ中➡＋中攻撃
などの空対空で画面端に追い込むことが
できたなら、積極的に狙っていきたい。
●（画面端で）ジャンプ強攻撃➡しゃが
み弱攻撃（×３）➡ナギナタ回し➡強ゼ
らのコンボ。強ゼロクラッシュだとカス

モーション自体は似たようなもんなのに、エフェクトが違うだけで、パッと見はだいぶ別の技に見
えるから不思議。パワーレーザーとか居合い斬りとかのこと言ってるんですよ、アルュメさん！

当たりして相手がダウンせず、隙だらけ
になってしまうので弱を使おう。
シャア専用ザクやシャア専用ズゴック
のように歩き永パこそないものの、ゼロ
クラッシュの爽快感は格別。ギャンをメ
タれる利点もあるので、一度手を出して

さすがに通常技ぜんぶ一緒はちょっと手を抜きすぎなんじゃないかと思うんです。ザクやズゴック
はちょっと違うところとかあったのに……。あ、春麗のカラーをピンク色にしとけばよかった

ロクラッシュ（ ヒット）

シャア専用ゲルググを象徴する必殺技。ドムのデスヒート同様、弧月斬のようなモーションだが、メ
インとなるダメージソースは上昇中の突きになる。空中の相手に全段フルヒットすれば大ダメージに

みてはいかがだろうか。

シールドのフチが
アホ毛みたいやね

ループなしでのコンボ。ナギナタ回し

➡

なんの変哲もない飛び道具だが、シャア専用ゲルググにとって貴重な横方向に伸びる必殺技。単体で牽
制として使うのはもちろん、立ち強攻撃やしゃがみ強攻撃のあとに出していきたい

●ビームライフル タメ➡＋攻撃

量産型ゲルググとことなり、ヒット時にダウンしない。画面端なら連続３ヒットし、ヒット後の
硬直も短いのでさまざまな行動につないでいける

●ナギナタ回し 攻撃ボタン同時押し

「他人の空似」

からは、しゃがみ弱よりゼロクラッシュ
の方がつなげやすい。試してみると、思

いのほかカンタンに成功するだろう。ダ

メージは 割強。

●
（画面端で）
しゃがみ弱攻撃➡ナギナタ

➡

おしまい。とはいえ、ナギナタ回しからのしゃがみ弱は結
構難しいので、自身がなければゼロクラッシュにつなげよう

回し➡しゃがみ弱攻撃➡ナギナタ回し➡

疑惑ドキュメント

11

38
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5

タメ ＋攻撃
●ゼロクラッシュ

性能は量産型ゲルググのと全く一緒だが、グランカッターのないシャア専用ゲルググにおいては立ち攻撃から
溜めなしで出せる貴重な必殺技になる。ガードされても反撃は受けづらいので、削り目的でバラまいていこう

攻撃ボタン連打
●百烈突き

PICTURE OF SPECIAL ATACK
必殺技図解

……（永パ）

空中の相手に強ゼロクラッシュをフルヒット（７ヒット）
させた場合のダメージがこれ。単体の減りとしては超優秀

MOBILE SUIT GUNDAM EX-REVUE
MOBILE SUIT GUNDAM EX-REVUE

➡

➡

➡

➡

➡

ンプの軌道も高く、一人だけ別のゲーム

異なり、しゃがみ状態がないこと。ジャ
をプレイしているかのような浮遊感を味
わえる。
通常技では近立ち弱攻撃が重要。連打
してヒット確認からダッシュアタックに
つなげよう。遠立ち弱攻撃（ ヒット）
にもつながるが、間合い次第で１発目が
スカるので、なれるまでは近立ち弱攻撃
から直接ダッシュアタックに移行した方
がいいだろう。ほかにも画面奥に一度消
えて（！）体当たりをするジャンプ中➡
＋中攻撃なども交えて、相手を撹乱しな
がら立ちまわり、最終的にはダッシュア

ダッシュアタックで
前進制圧あるのみ
元ラスボスだけあって、なんだか知ら
んがどの技も攻撃力が高いジオングだが、
無敵技がないので、対空や切り返しの能
力に不安がある。守勢に回ると厳しい展
開を強いられるので、ゲーム中最強の突
進技と言い切っても過言ではないダッシ
ュアタックを連発して、一気に押し込ん
でしまおう。
「発生が速い」
「攻撃力が高い」
「リーチ

●ダッシュアタック
が長い」
「ガードされても隙がない」とい
う、ゲーム中屈指のクソ技。ガードされ
てもお構いなしで連発し、削り殺すぐら
いの気概で連発していきたい。ヒットす
ればダウンを取れるので、起き上がりに
またダッシュアタックだ。ガードされる
と適度にノックバックするので投げられ
る心配もあまりないが、

行き着く処は
ダッシュアタック

かの精神でレバーを左右に振りまくろう。

がない。押される前に押し込む、０か１

てくるのが現実で、ギャンとか止めよう

結局無敵技がないのがどこまでも響い

ら頑張ってガードだ！

ダッシュアタックで下を抜ける、ダメな

て 、 ダッシュアタックが出せるなら強

えっ、飛び込まれたらどうするのかっ

ュアタック！

構いなしでダッシュアタック！ ダッシ

の高さは異常である。ガードされてもお

まうあたり、ダッシュアタックの攻撃力

たったこれだけで３割以上減らせてし

➡強ダッシュアタック

●近弱攻撃
（×２）
➡遠弱攻撃
（２ヒット）

➡

あ、やっと違うセリフだ。

ジオングの最大の特徴は、他の機体と

一人だけ別ゲーな
操作感に慣れよう

➡

メルともども、稼動開始から１か月が経

最終ボス前に登場する。最終ボスのドル

終ボスとして、本作では、中ボスとして

ゲーム中での位置づけは、前作では最

強さはおかしい。

めたというあたり、やはりアムロさんの

できてやっとガンダムを相討ちに持ち込

性能は発揮するのかはともかく、ここま

脚部が未完成なのか、なくても所定の

ュータイプ用モビルスーツ。

ムロに対峙すべくシャアが搭乗した、ニ

おいて、ニュータイプとして覚醒したア

ア・バオア・クー宙域での最終決戦に

ニュータイプ用ＭＳ
最終決戦に出撃

このキャラ、足がないせいか、しゃがみ姿
勢がないので、縮小版でお届けします。

つと、プレイヤーキャラとして選択でき
タックで制圧していこう。

➡
➡

40
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近弱攻撃×３から強ダッシュアタックでもこの減り

て無敵技があればなあ。
らね。仕方ないね。せめ

るようになっていた。

➡
➡

他のゲームにはいないか

「ちょっとコンビニ行ってくる！」とばかりに
画面奥に消えていくジオング。なんだこれ!?

強
中

ジオング

➡
➡

ジオングみたいなキャラ

「他人の空似」

で、画面奥から体当たりしながら戻ってくる。
攻撃判定は結構デカいので通り魔的に使えるか？
連打が効く小攻撃。 ジオングの通常技は複数
ヒットするモーションの長い技が多く、単発で使
える技は貴重だったりするのだ

ジオング最強の必殺技。発生が超早く、ダメージもデカく、硬直もない（ガードされると即時に
ニュートラル状態に戻る）クソ技。強弱で移動距離とダメージが変化。これを当てまくるのだ

●ジャンプ中 ＋中攻撃

弱

疑惑ドキュメント

えっ、
俺のコー
ナーこんだけ
しかないの？

通常技ピックアップ

PICK UP NOMAL ATACK
●近立ち弱攻撃
●ダッシュアタック ➡ ➡＋攻撃

2

ゲーム中、唯一の空中必殺技。発射後は後方に飛び退くので攻めを継続すること
はできない。相手の対空を読んだときなどに使うといい。ダメージも大きめ

➡＋攻撃
ジャンプ中
●ジャンプビーム

担当：塩太郎
CPUのエスパー専用技。相手のジャンプを見てからコマンド入れても絶対に間に合わない。素直に忘
れた方が、余計なこと考えなくて済む分楽になれるはず。しかし、対空ないのは問題だよね……

＋攻撃

やっぱり80%なんじゃねえの？

PICTURE OF SPECIAL ATACK
必殺技図解

指先から発射するビーム。発生や弾速などは普通の飛び道具だが、特筆すべきはダメージ。ガードの上か
らでも相当な削りを見せる。困ったらとりあえず撃っといて損はないレベル

➡＋攻撃
●ハンドビーム

➡
●マウスビーム

MOBILE SUIT GUNDAM EX-REVUE
MOBILE SUIT GUNDAM EX-REVUE

➡

➡

➡

＋攻撃

➡

地味にヒドいセリフ。80%のジオングに乗らされたシャア
さんがかわいそう。大体120%って波動砲じゃねえんだぞ

担当：塩太郎

➡

通常技ピックアップ

弱攻撃としては破格のリーチ。発生も早く硬直
も短い。立ち弱攻撃➡歩き➡立ち弱攻撃、の永パ
ループが可能。しゃがんだ相手にはスカる

ヒット確認が容易なので、牽制で振っておいて、
刺さったらヒートパイルにつなぐといい

ベガスライディング。ラスボスだからか。ベガ
と違ってキャンセル可能なので、とりあえずメガ
スラッシュを出してフォローしておこう

➡

●しゃがみ強攻撃

➡

●しゃがみ中攻撃

➡

●立ち弱攻撃

つ強攻撃にしては発生が早く、判定の強さ、キ
ャンセルも可能なので中近距離戦で使っていける

下方向に判定が持続する特殊技。登
り直後以外なら着地まで判定が持続し、
打点によらず弱攻撃がつながる

➡

●ジャンプ中 ＋中攻撃 ●ジャンプ強攻撃

前方に非常に大きい攻撃判定を誇る。縦方
向にはかなり薄く、地上の相手に当てようと
するとギリギリまで引きつける必要がある

●立ち強攻撃

➡

が大きく、ガードさせればノックバック

➡

一年戦争というよりはΖΖの時代のメカっぽい雰囲気のドルメル

PICK UP NOMAL ATACK

➡

➡

➡

ナルデザイナーである大河原邦男氏。一

年戦争における、ジオン軍のモビルスー

」が振られており 、一年戦争ジオン

－
19

ツの型式番号としては最も新しい「ＭＳ

軍最後の機体という設定のようだ。

17

デカくて速い
スゴい奴

18

設定では全高 ・９メートルと、ガン

ダムよりも低い
（ガンダムは メートル）

のだが、どう見ても一回り異常デカい。

オーラ力の影響かなにかか。そのため技

のリーチに優れる。移動速度も早く、立

ち弱攻撃は歩いて永パが可能なほど。単

にグラフィックがデカいだけであって、

欠点としては無敵技がないこと。ジオ

性能としては細かい戦いも苦にしない。

によって反撃を受けづらいので牽制に使

縦に細長い攻撃判定の「面」を相手に

飛び道具２種類に突進技が１つ、と必

える。発生は早くないので、連射したり、

●メガスマッシュ

殺技の構成に偏りのあるドルメル。個々

連続技に使うのはあまりオススメできな

ぶつけるイメージの飛び道具。攻撃判定

の性能は悪くなく、死に技が存在しない

少ない必殺技を
フル活用しよう

のが救いではある。必要に応じて、それ

ぞれの性能をフルに発揮させていきたい。 い。

●ヒートパイル

ジの蓄積にある。ダメージ自体はそこま

●マルチランチャー

で大きくない（左写真参照）
。

肩のでっかいスパイクで攻撃する突進
やや高い打点に飛び道具を射出する。
発生は標準的だが、硬直はかなり短い。 技。長所は発生の早さとリーチ（移動距
離）
、
そして多段ヒットによる気絶ダメー

く、しゃがまれると当たらない打点の高

遠距離で撃ってから追いかけるだけでな

さを利用して、相手の状況をコントロー

コマンドの関係上、後述のメガクラッ

ヒートパイルは移動速度も非常に速い

撃を狙いに行くこともできる。ただし、

（特に強）ので 、中～遠距離から確定反

ガードされるとシャレにならん硬直なの

で、リスクとリターンをよく考えてつか

うこと。

ジャンプ強➡立ち強➡強ヒートパイルでこのダメージ。８
ヒットもしている割には、まあ人並みのコンボダメージだ

ルすることができれば面白い。

シュが暴発しないよう注意が必要。使い

どころが異なるので、暴発すると悲劇を

呼ぶ。

射出後、この時点でドルメルはニュートラル状態に。弾速
が遅いので、ダッシュでゆうゆう追い付くことができる

ング同様、押し込まれた際の切り返しに

悩まされることになる。

弱攻撃からでも連続技になる発生速度と 、1画面ぶん以上の移動距離を誇る突進技。ヒット時は多段ヒットするため 、気絶ダメージが大きい。立ち弱攻撃の永パ
からつなげて気絶を狙いたい。強弱で移動距離が大きく変化するが、中や強をガードされるとめり込んで危険なので、必ずヒット確認後に出すようにしよう

➡

MS-19 論争最有力モビルスーツであるドル
メル。てか大河原デザインなんだからこれ
一択でいいと思うんだけど。

腕のメガ粒子砲兼ビームサーベルを交差させて発生させたエネルギーを相手にぶつける技。飛び道具
扱いだが一定距離しか飛ばない。弱が下方、中が正面、強が上方向に射出する。ガードさせても安心

●ヒートパイル➡ ➡＋攻撃

43

ドルメル

➡

➡

打点の高い飛び道具。射出後の隙が少なく、攻
勢を維持できる。しゃがまれると当たらない

ラムイコたんきゃわわ♥

➡

●メガスマッシュ

➡
➡

➡＋攻撃

➡
➡

●マルチランチャー

どこに隠してたんだ
こんなもん

PICTURE OF SPECIAL ATACK

必殺技図解

本ゲームのオリジナル機体ドルメル。

MOBILE SUIT GUNDAM EX-REVUE
デザインは、機動戦士ガンダムのオリジ

MOBILE SUIT GUNDAM EX-REVUE
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き永パが出来る立ち弱攻撃、発生が早く

出しになってしまった（そうか？）
。歩
マルチランチャーってガチ勢が煮詰めて

らでも多分連続ヒットすると思うが一応。

画面端どころか、画面真ん中あたりか

ラスボスといえば
あの人です

ちなみにこの本、実質１週間ぐらい、

冬に作りたいです。正気か？

原稿にいたっては３日で書き上げてる始

ていうかまだ入稿してないので今まさに

思うと今から吐血しそうなんですが。っ

末なので、こんな地獄をまた見るのかと

悪の秘密結社です。いいよね 、
「悪の秘

はい、ベガです。シャドルー総帥です。
密結社」
。普段どんな仕事してるんです

出血してるんです！

んですが、スタッフの方にインタビュー

今回スケジュールと内容面で見送った

かね。麻薬組織とか運営して利益出して

したりとか、その昔ドルメル絵師として

るんでしょうか。
ジオングのページ減らした都合であと

２ちゃんねるで名を馳せた（？）露出狂

➡

に溜められる。
●（画面端同士で）弱マルチランチャー

多段ヒットするヒートパイル、発生はそ
たりしないでしょうか。あまりこのゲー

がきページが無くなっちゃったんでここ

氏にイラストお願いしたりとかしてみた

➡

立ち弱永パと
ヒートパイル

こそこだが射出後に硬直の短い飛び道具
ムの対戦事情に詳しくないもので……。

に書きますが 、今回は「俺が妄想したＥ

いなー、とか無責任に書いておきます。

44

では、ごきげんよう！
Thank you for reading!

➡強ヒートパイル

マルチランチャーと、コンボ向けのパー

ツは揃っている。まあぶっちゃけ、永パ

たので、可能なら 周年バラエティ本を

Ｘ ＲＥＶＵＥ攻略本」に終始しちゃっ

投げモーションもベガさんから頂戴いたしました。奥の足がちょっと浮いてるあたりがアレンジポ
イント？ 図体でかいのに起用なもんだね。どうせならヘッドプレスとか欲しかったナー

●立ち弱攻撃➡歩き➡立ち弱攻撃➡歩き
とどのつまりは結局これ。
ただし、
しゃ

スライディングだベガ～。そういえば 、今回２Pカラーをデク役のドム以外ほとんど掲載していな
いが、ドルメルの２Pカラーはこのベガと同じ、ブルーとゴールドのツートンカラーでカッコイイぞ

20

もっとサイコパワー
とか使いたかった

を絡めたコンボさえできればよいのだが。

がまれると当たらないわけで、立ち弱を

➡

ながらテンポよくボタンを押すだけなの
で、比較的容易。それでも完走は難しい
が、適当なところで強ヒートパイルにし
て気絶させてしまえばいいだろう。

「他人の空似」

……（永パ）

●（画面端限定）ジャンプ強攻撃➡立ち

当てるための立ち回りを考える必要があ
る。当ててしまえば、レバーを前に入れ

強攻撃➡弱マルチランチャー➡強ヒート

画面端だと、立ち強攻撃から弱マルチ

パイル（９ヒット）

量産型ザクはダッシュの性能が低い上、モーションが歩き
と一緒なので分かりづらいのが難点。減りはご覧のとおり

ランチャーが連続ヒットし、その後さら

に強ヒートパイルが間に合ってしまう。

これ、マルチランチャーから結構危険な

ニオイがするのは俺だけでしょうか。ダ

メージはもちろん、気絶ダメージを一気

➡

一発でピヨリまで持っていけないのが惜しい。残念ながら
マルチランチャー後に立ち弱攻撃はつながらないようだ

－

疑惑ドキュメント

なんか、
「アナと雪の女王」みたいな見
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