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ぜんさく  メ  タ  ル   ギ

これまでのあらすじ (前作 MEttAL GI

南アフリカ奥地、ガルツバーグの北200キ ロ。
ねんだいこうはん  えいゆうてき    さょうじん

80年代後半に英雄的かつ狂人とうたわれたひとり

うまれた去襲曇菫菌、「6」籠融トセ:ム御壼ざゝ II

FOX」 を潜入させた。

作戦名、「OPERAl

メタルギアの

、ベトロヴィッチ博士と

ていたのはなんと、

任者でもある「BIG
ボ   ス

レジスタンス・リーダーであつたシュナイダーも敵の手に落ち、SNAKE
ようへい     た

',     
きず

傭兵との戦いに傷ついていつた。

必死の思いで地下100階のメタルギフに到達、メタルギフ破壊に成功した彼を待づ,1
フオツクス ハ ウ ン ド   そう しれいかん        こんかい  さくせん          せきフオツクス ハ ウ ン ド   そう しれいかん        こんかい  さくせん          せき

FOX HOUNDの 総指令宮であり、今回の作戦 (N313)の責
ボ  ス      ア ウ タ ー  ヘ  ノ ン  そう し れセ,か ん  ビ ツク

BOSS」であつた。OUttER HEA∨ ENの総指令官は BIG

BOSSであつたのだ。
ビ ック  ボ  ス    さいし■    しんまい      ス ネ ー ク   リ よう

BIG BOSSは 最初から新米であるSNAKEを利用する

つもりで彼を送り込んだのである。そして彼を使つて情報攪舌しをも<ろんでいたの

だ。

も+loo倍で急態も破もも簡喜しない舅と舅の戦いが藻りほげられた…

BIG BOSSと の戦いに勝つたSNAKEは ひとり崩壊してゆ<OUttER
HEA∨ ENを後にした。

UDE N
しかし数日後、Z

事態を重 <みた
ソ リ ツ ド  ス ネ ー ク   ｀

「SOLID SNAKE」 に
ア ウ タ ー  ヘ  ノ  ン   たんどく

○∪丁ER HEA∨ ENIこ単独

ダイアンらのレジスタンス達と接触、

GREY FttXを 救 出。そこで FOXの □か
ギ  ア     しんそう   き     ア ウ タ ー   ヘ  ブ  ン

GEAR」 の真相を聞<。 ○∪TER HEA∨ ENIま

軍事優位にたとうとしていたのである。

SNAKEは メタルギアを破壊すべ <、

HEA∨ ENに拉致されている東倶」の科学者
さぃうしぃつ              |ま かいほうほう   し                かくしん  せま         ス ネ ■

救出、メタルギアの破壊方法を知る。メタルギアの核′bに迫るにつれSNAl
妙なトラツプが仕掛けられてい<ようになる。

あたかも彼の行動がすべて敵側に洩れているかのように…

つて ,1
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ス ト ー リ ー  オ ブ  ツ リ ツ ド

S丁ORY OF SOLID

米ソく、中ソなどの大国間の雪解けに始まり、各地の地域紛争も和解、緩和に向い、

よヽうや<也策|ま螢定化の蒔λを尚かえようとしてぃた。

=199雌
λ覆撃、まさに機の書蔵の蒔機は終わりを書げ、新たな姜走の新甚藉、

を向かえようとしていた。

平和を好まない者達もいた一――――

．ＡＫ
ネ
Ｍ
Ｎ

ス
Ｓ

るのである。

…わずか数ミクロンの微生物が、

ソ連、中国、中近東に隣接する小国、ザンジバ

『〇ILIX』 によつて軍事優位を確保しようとしてい

今、世界を左右しようとしている。

9言E■褥鵡璽聾
°

・ランド|よ世界各地の『廃棄用核兵器貯蔵庫』を襲撃、未だ未廃棄であ
うば     せ かい   ゆ |ヽ つ  かく ゞそう   と     あと  りんこく  たい     0 さべつしえこう  かい

奪い、世界で唯―の核武装を遂げた後、隣国に対して無差別侵 ll■を開

ある。

した也算にとってザンジバー・ランドの核武装は文字通り、脅威となつ

した世界に再び、核の脅威が芽を出そうとしていた。

もと讐られた也算の岩苗豊際の結婚が事憑以上に軍<罰業し、岩過
代替えエネルギーが得られないまま、世界は深亥」なエネルギー危機

コの生物学者、キオ・マルフ (kio mar∨ )博■により、高純度の

(微細藻類)『〇ILIX(オイリックス)』 が発明されという微生物

鸞楓

X』を巡つて世界|よ再び緊張状態へと移行、アメリカでの学会に出席するため

ミこ羅,たキォ・マルフ博主|ま渡米途中、ザンジバー 。ランドによつて拉致さ

),1多蟹肇三iランドは核兵器と

莞 声6史 白6しヽごE蔵 の『66ビ66(AK色 』|こ糧蒜荏轟がボる。

ザンジバー・ランドに単独、潜入、キオ・マリレフ博■を救出せよ/
世界を核の脅威から守れ〃

●
・



4。 このゲームは一人用です。キーボードまたはジョイスティックが使用できます。

2.ROMカ ートリッジを MSX2、 またはMSX2+本体のスロツトに差込み、電源を入れると準

備完了です。

3. ☆「コナミの新10倍カートリッジ」を使用する場合は電源を入れる前にスロット2に rコナ

ミの新10倍カートリッジ」をセットします。 「rパソコンとテレビの接続方法は御使用のパソ

コンの取扱説明書をご覧下さい。

4.タイトル画面が表宗されている時に前 キーまたはショット・ボタンを押すとゲーム

スタートします。途中から始めたい場合にはゲーム・スタート後にロ キーを押して「セー

ブ・□―ド」画面に入つて下さい。 _「セープ・□―ド」に関してはP23へ。

5. プレイヤー|よ一人設定です。敵や敵の攻撃 (弾 )に当たるとプレイヤーの LIF巨 が減ります。

プレイヤーの LIFEが 0になるとゲーム・オーバーになります。

プレイヤーの目的|よ「SOLID SNAK巨」となつてザンジノヽ一ランドに潜入、敵に拉致されて

いる科学者キオ・マルフを無事救出することにあります。その為に出要な情報、武器、装備を

集め、ゲーム・シナリオに従つて進んで下さい。

ザンジバー・ランド内には見張り兵や様々な警戒網が設けられてあります。プレイヤーは敵に

見つからないように進んで下さい。見張りや警戒網に発見されると発見モード (レベル 3)と

なり、敵の攻撃が始まります。レーダーを見ながら敵の動きをよ<読み、うま<敵をかわしな

がら進んで下さい。また今回では「敵に見つからない」というだけではなく、見つかつた後、

いかに敵の追跡を振り切るかという要素もカロ味されています。 ☆敵の警戒システムについて

は P16へ。

プレイヤーは最初、何も持たずにスタートします。武器、装備は敵、トラックや武器庫にあり

ます。探し出して取得して<ださい。また見張り兵を警戒モード (レベル 1)中に倒すとレー

ションや弾薬などのフイテムを出すかも知れません。

室内へのドアを開けるにはそのドアにあつた番号のカードが必要です。

6.

ア .

8.

9.

10.

11.

12.

ビル内のフロフ間移動はエレベーターで行ないます。 ☆エレベーターの操作方法は P14へ。

ザンジバーランドには多くの子供達がいます。彼らに遭うと様々な情報を聞き出すことができ

ます。ただし、子供を傷つけるとその分のプレイヤーの LIF巨 が減少してしまいます。

無線機は敵や要塞の状況、ヒントなど様々な情報を与えて<れるアイテムです。通信相手によ

つて情報の種類、質が異なります。上手な無線機の使い方を見つけて下さい。 ☆無線機の操

作方は Pllへ。

ホフク・モードでは戦車や机、床下などの下に潜つて隠れることができます。敵の追跡をま<
のに非常に便利です。ただし、体の一部分でも出ていると発見されてしまいます。

攀
注 )

ゲーム画面

このゲームは蓮彎ゲームを行うゲーム凸缶(メイン凸首)と去鼻の選択蒔に健う「赫Eλド0穐 凸
旨」、襲僑選択蒔に穫う「圭66!白ふ色向十歯鵠、蕪験機産朗蒔に礎う「十品 こヽlEVヒ員凸首」
のサブ画面からなります。

▼ メイン画面 メッセージランプ
動体反応レーダー

´―武器表示

´―弾数
――装備表示

LIFE
ブレイヤー

敵

‐

1)ゲーム凸首

2)プレイヤーのデータ

●LIFEゲージ

●02ゲージ

●武器 (WEAPON)

●奎宅1諸 (EQ∪ IPMENT)

3)動体反応センサー

●レーダー

●メッセージ・ランプ

サブ画面

□ であり書え

武器セレクト画面

(P18)

装備セレクト画面

(P20)

無線機モード画面

(Pll)

プレイヤーはこの中でゲームを行います。

プレイヤーの残り体力を示します。ゲージの MAXはボス敵

(庸兵)を一人1到す度にア段階まで∪Pします。

水中やガス地帯で表宗、プレイヤーの残り酸素量を票します。フ

イテムによつて MA× が増大します。

プレイヤーの使用している武器と残り弾数を祟します。

プレイヤーの使用している装備品と残り個数を祟します。

☆詳し<は P10へ。

プレイヤーや敵の位置が光点で記されます。

無線機の CALL(呼び出し)やガスなどの警告メッセージを伝

えて<れます。通常は「call」 や「8ass」 の表宗はありません。

各モードからゲーム画面に帰る際はどのファンクション・キーでも可能。

エレベーター・シーンではサノロ面へは入れない時があります。

□ であり書え □ であり善え



操作方法

プレイヤーはスタンディング・モード(量蘭萎勢)とホフク・モードを使い分けることができます。

各モードにはそれぞれ、長所短所があります。状況によつてうま<使い分ける必要があります。

▼ モード間の切り替えは下図の通りです。

SPAC匡 +回 or国

を同時に押す。(ト リガ

ー AttB)
ス ベ ー ス

SPACtt Or医コor

国のいずれかを押す。

(トリガーA orB)

スタンディング・モード ホフク・モード

注)斜め移動はできません。攻撃はプレイヤーの移動方向に行ないます。

パンチは1回で見張りを気絶させ、 3回続けると倒せます。

操 作 動イ7E

キーボード ジョイスティック スタンディング・モード ホフク・モード

□ レノヽ一上 上移動 (歩<) 上移動 (ホフク)

□ レバー下 下移動 (歩<) 下移動 (ホフク)

□ レバー右 右移動 (歩<) 右移動 (ホフク)

□ レバー左 左移動 (歩<) 左移動 (ホフク)

ス ベ ー ス

SPAC匿 トリガー (A) 攻撃 (武器使用) ホフク・モード解除

日or国 トリガー (B) バンチ ホフク・モード解除

Jlllド

・

▼ 各モードの比較

▼ 各モードヘのファンクション・キーの操作

このゲームではキーボード上のフアンクション・キーの□ から□ までのすべてのキー

を使います。

項  目 スタンディング・モード ホフク・モード

スピード 速い (歩<) 運い (葡伏前進)

武器、アイテムの使用 使用可能 使用不可

足音 場所によつてする しない

特 徴 バンチ可能

トラックなどの下に隠れること

ができる。

過曇の王を蓮道すると箇頂する
ことができる。

ホフクで下に隠れられるのは上
下号尚のみです。

キーボード 内  容

□ ポーズ ゲームが一時中断され、再び押すと解除されます。

□ 武器モード 歩至董菖書雇菖EER笑 3廼裂真碁らば資撃馨F卜 18参窯
□ 装備モード 歩至賃菖喜雇羹EEI貿 3庭裂藁碁じ馨資撃事]卜 20参繁
□ 無線機モード Pll参照

□ セープ、ロード P23参 照



どうたいはんのう

動体反応レーダー

レーダーは見張りや敵の動き、戦力、配置、戦略を矢□る最大の情報源となります。またマツプを見

ることによリプレイヤーの戦略の力にもなつて<れます。このようにプレイヤーはレーダーをうま

<使うことによつて常に危険を察知でき、攻撃の主導権を握ることができるのです。そのためにも

よ<レーダーの見方を知ることが必要です。      そぅさせん
走査線

プレイヤー

プレイヤーのいる

上図のように3カケ 3のマスロ、1マス分がゲーム画面の一画面分に対応しています。プレイ

ヤーのいる画面はレーダー上の真ん中のマスに当たります。画面クリアしても常にブレイヤ

ーの位置は真ん中になります。

従つて、レーダーにはプレイヤーがいる画面を中心とした 9画面しか写りません。この範囲が

レーダー有効レンジということになります。

☆レーダー上にはそれぞれの対象物が下記のように表示されます。

・プレイヤー         第い晃輪の策叛
・敵             白い光点

・デ「蛹淵Rク の奨信機   黒い晃鷺 (スタート蒔はこの繁を自襟に)

・地雷            白い光点 (地雷探矢0機を装備している時のみ)

・マツプ           緑のフレーム

☆レーダーの使えない場合

・狭い室内やある特定の場所。

・レベル 2、 レベル 3の場合。

・敵がステルスの場合。

☆その他のレーダーの応用

・地雷探知機として使用。 P20参照

・スティンガー対空ミサイルのターゲットとして使用。 P20参照

● ●
'

無線機の使い方

無線機はゲームの進行上のサポートをして<れる大変便利なアイテムです。無線機を上手に使え

ば、ゲーム革の様々な疑間や謎に答えるヒントや情報を得ることができます。よ<使い方を理解し

てから利用して下さい。

また無線機を通して様々な登場人物のキャラクターやサプストーリーを味わうこともでき、メタル

ギア・ワールドをより奥深<味わえます。

▼ 無線機モード (丁RANSCE:VER MODE)

・無線機モードヘはロ キーで入れます。ゲーム画面にはフアンクション・キーのいずれかの

キーで員れます。 蕪験機モードに大ると敲の基競株詢はポーズi美態になります。黄びゲーム

に戻るとポーズ解除になります。 従つて、無線機使用中に敵に発見されることはありません。

▼ 基本操作

・周波数の移動は日 日キーで行ないます。

あるいはテン・キーまたは数字キーによる数字入力 (プッシュフ/tン方式)でもできます。

・日を一回押すと、一回の送信 (SEND)になります。送信は周波数を決定した上で送信して

下さい。

・会話のベージ送りは日キーで行ないます。 会話を表宗|に凸 キーを押すと会話の

早送りができます。

・5ビNЬ、白色ёラのランプは占勤面にあり書わります。



▼ 使い方

①送信(SttND)

②受信(RttC∨ )

③ CALL(REC∨ )

通信相手を呼び出す時に使います。電話でいう「ダイヤルを回す」という作業

と同じものと考えて下さい。この時、周波数が合つていないといくら送信して

も相手には届きません。電話のダイヤルを間違つてかけた時と同じです。ま

ず、周波数を「話したい相手の周波数」に合わせます。合わせ方は日 日キー

でもテンキーで直接数字入力してもかまいません。周波数を合わせると日 キ

ーまたは日キーを押して送信 (SttND)し ます。送信時には SttNDランプ

が点灯し、「こちらsolid sanke。 応答願います……」というコメントが毎

回、表示されます。この後、相手倶」に呼掛けが届けば相手倶Jの映像と通信内容

が返つてきます。

注)周波数が合つていても、相手が不在の時は応答がない場合もあります。そう

いう場合はしばら<待つてから送信してみましよう。相手によつては送信映

像のない場合もあります。

相手が常に送信している場合に限り、周波数を合わせるだけで通信内容が入つ

てきます。SENDを押す必要はありません。ラジオを聴<操作と同じです。

通信相手から呼び出し(CALL)があつた場合、ゲーム画面上のCALLサイ

ンとCALL音とで知らせてくれます。CALL状態でこの無線機モードに入

ると通信内容がオートで入つてきます。

受信の時の様に自分で周波数を合わせる必要はありません。周波数は自動的に

セットされます。CALLはゲーム上、特に重要な情報です。必ず、受信する

よう′bがけましょう。

▼ 周波数

無線機を使いこなすには周波数が重要なポイントを占めています。通信相手とその周波数を

忘れないようにメモしておきましよう。

また周波数はゲームの進行と平行して変更されることがあります。最新周波数を記録して下

さい。周波数のメモには以下の「周波数表」を利用すると便禾Uです。

周波数表

通信相手 周波数 情報の特性

ロイ 。キヤンベル

(FOX HO∪ ND)

1 ・140・ 85

2・

3・

搾戦指苓讐としてプレイヤーに読讐、冷苓を彗えて
くれる。

マスター・ミラー

1 ・140・ 38

2・

3・

心理的なアドノヽイスからサバイバルテクニックまで

サバイバル教官としての助言、ヒント、フイデフを与

えて<れる。

ジョージ・ケスラー

1 ・140・ 93

2・

3・

敵兵器や傭兵などについて詳わし<、 弱点や倒し万

について教えて<れる。

ホーリー・ホワイト

1 ・140・ 15

2・

3・

ザンジバーランド内について詳しく、主に要塞の設

備やシステムについて教えてくれる。

ヨゼフ・ノルデン

1 ・140・ 40

2・

3・

動物全般について詳しい。

J(1'F



要塞内のフロフ間移動にはエレベーターを使います。前搾のエレベーターとは違い、今回のエレベ

ーターはより本物にシミュレートされ、「自分で呼び、自分で移動するフロフを入力する」といつた

システムになつています。

フロア・ シーンのエレベーター (エレベーター・ ホール)

呼び方

エレベーターの扉の右か左隣には必ず、エレベーターを呼ぶ「 今」ボタンがあります。

プレイヤーはこのボタンをバンチでヒットすることによリエレベーターを自分のいるフロフ

ヘDttβ こヽとができます。エレベーターの到着までの位置と移動状況は業上蔀のゲージに表宗

されています。今、どこにエレベーターがいて、どこに向かつているかが一日で分かるように

なつています。

エレベーターが到着すると到着音とともに扉が開きます。中に入ればエレベーター・シーンヘ

とつながります。

尚、到着後、数秒間経つと扉は閉り、オートでエレベーターは他のフロフヘ行つてしまいま

す。呼び戻すときはもう一度、「 ◆」ボタンをバンチして下さい。

注)・ 扉に「×」マークがあるエレベーターはそのフロフには止まりません。

・ボタンを押す (0日 <)時にも物音がします。感づかれないように気をつけて下さい。

摯
.

Jll''「

.'

▼ エレベーター・シーン

▼ 操作

エレベーター内業筒の右に「△」ボタン、左に「▽」ボタンがあります。
「△」ボタンを―回、バンチするとプレイヤーを乗せたエレベーターは1フ ロア上昇します。

r▽」ボタンを一回、バンチするとプレイヤーを乗せたエレベーターは1フ ロア下降します。

エレベーターが移動中、続けてバンチするとその回数分の移動ができます。扉は各フロアヘ到着

すると到着音の後、オートで開きます。

どのフロアにいるかは扉上部のデジタル数字で表示されています。

注)。 ここでの1フ ロアは建物の構造的な1フロアではな<、 そのエレベーターが止まる1フロ

ア分になります。従つて、10階区切りにしか止まらないエレベーターでは10階分すつの移

動になります。

・エレベーターの最上階、または最下階に着いているときはそれ以上、「△」や「▽」ボタ

ンを押しても反応はありません。

・エレベーター内にも敵が追いかけてきます。その時、扉を閉めて振り切るか、エレベータ

ー内で追跡者を全て倒すとレベル 1に戻ります。

敵を倒さずにフロアヘ降りるとそのままレベル 2は解除されません。



「

敵の警戒モードは大き<、 3段階 (レベル)にわかれます。

発見モード

(レベル 3)

潜入モード

(レベル 1)

4-一一一一→  物音モード

回避モード

(レベル2)

プレイヤーが敵に見つかつていない状態を示します。このモ

ードでは見張りはそれぞれにかせられた任務 (決められたコ

ース上を巡回する)を行なつています。各種センサーも可動し

て潜入者がいないかどうか警戒しています。今回の見張りは

視覚と聴覚を持つています。このモードではレーダーは機能

していますので、レーダー内の敵の動きを読み取り、見つから

ないょうに進んで下さい。これがこのゲームの基本となるモ

ードです。レベル2で物音 (バンチや足音)をたてると敵兵は

見張り任務を中止して、音の発生地点へ確かめにやつてきま

す。これを「物音」モードといいます。音の発生現場に敵兵が

到着、異常がないのを確認すると再び見張り任務に戻つて行

きます。

プレイヤーが見張りやセンサーに見つかると発見モードにか

わります。発見モードになるとBCMがかわり、一転して敵

尾の攻撃が始まります。このモードでは敵は倒しても、倒して

も仲間を呼んで攻撃してきます。レーダーは使えません。その

代わりに「危険」というメッセージが表示され、プレイヤーの

残りLIF巨 をデジタルでカウントして<れます。このモード

では物音モードには入りません。またすべてのセンサーが停

止します。

＼/

レベル3で、ある人数の敵を倒すとレベル2に切り替わります。

レベル 3で見張りを倒してもフイテムは出ません。

けいかいたいせい

彗
一一一【
戒体制 (モード)

潜入モード (レベル 1)

発見モード (レベル 3)

聯

注 )

回避モード (レベル 2) レベル 3状態で画面クリアして他の画面に逃げ込むとプレイ

ヤーを追つかけて2名の「追手」が追跡して行きます。追手は

必ず、プレイヤーの後方から画面内に現われますが追手には

プレイヤーの位置がわかりません。彼らは視覚と聴覚を持ち、

一定時間、画面内を捜しまわります。この状態を「レベル 2」

といいます。レベル3と 同じ<レーダーは使えず、レーダーに

は「回避」のメッセージが表示され、追手の残り追跡時間がカ

ウントされます。この時間がゼロになると追手には「力エレコ

ール」(見張り任務に戻れという合図)がならされレベル 1に

戻ります。(このタイマーはプレイヤーのレベルによつて変わ

ります。)

あるいは2名の追手を倒してもレベル 1に戻すことができま

す。この間に再び見つかればレベル 3になります。

注)・ レベル 2で見張りを倒してもアイテムはだしません。

・物音モードに入ります。

レベル 3からレベル 1に戻すには……?

1)レベル 2で見張りが帰つてしまう (レーダーのカウントがゼロになる)まで隠れる。

2)レベル 2で追手をすべて倒す。

3)最後に発見されたシーンから数シーン離れる。 (X、 Y方向に 2シーン)またはエリア

を越える。

4)エレベーターにのつて敵を振り切る。

見張りの視界について

今回の見張りの視界は前作のものとは違い、見張

りをCilbに45農の右角を得たせています。(各凸

参照)そのため見張りの視界が広がつた分、発見さ

れ易<なつています。見張りから身を隠す場合は

前回以上に、確実に「隠れる」ことが必要です。



ハンドガン       ベレッタ92F

アメリカで軍用制式ビストルとして採用されているセ

ミ・オートマチツク・ビストル。サイレンサーの装着可能。

1ショットで一発発射。弾薬の補給可能。

アメリカの小型軽量 SMC。 俗に「CIAのオモチャ」とい

われている。シヨツト・キーを押し続けるとフルオートに

なる。サイレンサーの襲讐苛能。鼻彙の為絡苛能。

サプマシンガン   イングラム MACll

アメリカ襲薯晃捨讐式機斧撃悩晏。施酋に罰窪すると標

発する。手楷弾の落下点はターゲットによつて示される。

ターゲツトの移動はオート。

ス      ABC― M25A2

祟勤損経用撃僣鼻。施告に窪するとCNlガスを百雫に讚
出する。風下での使用は危険である。

ガス噴出後の風向きは矢EOで営

`さ

れる。

ハンドグレネード  M68

1簿曇ミサイル    ステインガ」

携帯式対空ミサイル。レーダー内のターゲットをカーソ

ルで移動させ、ショット・キーで発射する。レーダー内で

あれば画面外への攻撃も可能。ただしこの時、プレイヤー

は動けない。発射後、ターゲットは自動的に中央へ戻る。

アメリカ陸軍主力個人対戦車ミサイル。10Mから25M目

憤程度の始iЁ離用で箭搾にも豊場した災呈ゥェポン。

手Ilib自 税験指苓号式により、奨爵度のミサイルと自襟を
自撹によるカーソル藻作で号間を修■できる。出旨内の
み。この時、スティンガー同様プレイヤーは動けない。

リモコンミサイル  M47ドラゴン

プラスティツク爆薬 C4(M5Al)

L色をした籍i〕気の農量で養彬台能で丁NT標筆より嵩
性能な爆薬。標機の号窪に「スイッチ」号鷲と「タィマ
ー」方式がある。「スイツチ」、「タイマー」のセレクト|ま

「C4」 セレクト以後、EPACロ キーで選べる。セツトは

シヨツト・キー、爆破は「スイツチ」が 回 0「 [団 キー、

「タイマー」は時間で自動的に爆発する。レーダー内であ

れば画面外でも爆破できる。

圧カタイプの対人地雷。シヨット・キーでセツト、ホフク・

モードで正を毬道すると箇販できる。山讐挨苅機を襲浩

すればレーダー上に自い点となつて映る。レーダー内に

最大 6個までセット可能。

マウス        」巨RRY 2

仕掛やセンサーを発見するのに役立つダミー・ロボツト。

物音モードの解除にも使える。ショット・キーでプレイヤ

ーの進行方向に走る。水中での使用は不可。

カモフラージュ・マット  PHANTO M07

あらゆる地形に対応できるカモフラージユ・マツト。シヨ

ット・キーでセツト、ホフク・モードで下に潜れば姿を力

モフラージュすることができる。

上を通過すると回収、平地にしかセットできない。

ライター       」R TOKA11

100円ライター。使用方法は不明。



EQUIPMENttS
プレイヤーはゲーム中、以下の装備品を入手する事ができます。これらの装備品は持つているだけ

では効果はありません。使用する時は「装備」して下さい。「装備」しているものはゲーム画面右横

のフレームに表示されます。

ラッキー・ストライカー

前回にヨ1続き、SNAK巨 愛用の煙草。スタート時から持つている。

ボデイ・アーマー  S・ P・ S

敵からのダメージが半減する防弾チョッキ。サイレント・パートナー・スペシ

ャルといわれ、効果は銃弾のみに有効。

ガスマスク      ライアット・フェース・マスク

これを装備すると毒ガス・エリアでの02ゲージが2倍 になり、さらに酸素の

減り若も蓮<なり、箭久蒔簡が伸びる。プレイヤーの穫う蕪力花ガスにも指期。

これを装備すると水中での02ゲージが2倍になり、減り方も遅<なり、潜水時

間が長<なる。水上に浮上すると再び満タンに戻る。

ニコス

これを使うとプレイヤーを中心に上下左右の画面を見ることができる。場所

によつて室内でも使用可能。

ザンジバーランド存きの伝票が貼られたダンボール。使用方法は不明。

トイレ掃除用の金製ゴミバケツ。使用方法は不明。

これを装備すると地雷がレーダー上に投影される。プレイヤーの仕掛けた地

雷についても同様に映る。地雷は白い光点で表示される。

暗闇でも真昼のように見える暗視ゴーグル。これを装備すると無燈の暗闇

でも見える。わずかな光を増幅して画像に変換する増幅システムを採用。

国

肝オラボにあつた卵。使用方法は不明。

<じやみ、はな水、はなづまりに効<?枷薬
ぜ
邪

か
風嗣器輌

ナターシャから買つたプローチ。ザンジバーランドのマークがモチーフに

なつている。使用方法は不明。

スプレー      ミセス・スプレー

LPガスを使つた強燃性のラッカー用スプレー

カード       1か ら 9

ザンジバーランドで使われている ICカード。それぞれのナンバーに対応

した扉をあけることができる。

カード1から3を代用するマスター・カード。これを入手すると自動的に

1から3のカードがなくなります。

カード4から 6を代用するマスター・カード。これを入手すると自動的に

4から 6のカードがなくなります。

カード7から9を代用するマスター・カード。これを入手すると自動的に

7から9のカードがなくなります。



タップ・コード

注)装備品はそれぞれ、ここに書かれた以外にも特別な使い方ができます。

プレイヤーがフイテムの所有できる数はレベルによつて限りがあります。

プレイヤーのレベリレとフイテム持ち数

アイテム レベリレ1 レベリレ2 レベル 3 レベル 4 レベリレ5 レベル 6 レベル 7

ハンドガン

SMG
グレネード

ガス 3 6 9

ミサイリレ 6 6 8

リモコン

PB

地 雷

マウス

各レーション 1× 3 1× 3 2× 3 2× 3 3× 3 3× 3 4× 3

タップコードとは北ベトナムの補虜収容所 (捕虜たちの間ではハノイ・ヒルトンとよばれた)で使

われていた通信方法である。 古<は朝鮮戦争中にも使われたといわれている。

窪信号選の量朱はタツプ、ぃゎゅる場讐を
麓った繕喜能罰でぁる。僧喜を送る筒は各
図をもとに壁や床、ノヽイプをたたきいて信

号を送る。 受ける倶Jはこのタツプ信号を

右図に従つて解読する。このようにして

薦崖筒士で讐業を奏わさずに憎最養換が

行なわれていたわけである。

最初にタテの列、一回ただけば-9」 目、二

回たたけば二列目、タテを送信した後に少

し間をおいてから同じようにヨコの列を

送る (たた<)。

このゲームはゲーム・プレイ中のデータをセープ、□―ドすることが可能です。『セーブ、□―ド・

モード』にはゲーム革にロ キーを鼻すか、6AM巨 0∨ER画面で SAV色 [OAЬ をセレクト

すると入ることができます。ゲームプレイ革にモードに入つた場答、ゲーム凸首に業るにはロ キ
ーをもう一農鼻して下さい。

セープ、□―ドには以下の3つの方法があります。

例)3、 2・・・M
l、  5・ "E
4、 4…T
l、 1…A
3、  1・・・L

2、 2…C
l、  5・ Ë
l、 1…A
4、  2・ R̈

6、  2¨・2

①パスワード

②SRAM
③ディスク

注)・・・コナミの新10倍カートリッジ (RC755)が必要です。

注)…ディスクドライブと市販の35インチフロツピーデイスクが必要です。
 攀

A B C D 巨

F C H l 」

L M N O P

Q R S 丁 ∪

∨ W × Y Z

1 2 3 5

6 7

レーション      MC!

コンバツト・レーシヨンといわれる携帯食料。1個で一回の体力回復ができ

劇乍方法はレーションをセレクト、EQUIPMENTttlE中にショット・キーを

押す。尚、装備中(ゲーム画面に表示されている時)に LIF巨がゼロになると、

自動的に使用されます。また Cレーションには下記のようにユニット別に

なつており、それぞれ中に入つているメニューが異なります。ゲームのシ

ナリオ中、下記のメニューが助要になつてきます。よ<読んでおいて下さい。

1)Blユニット/・ 牛肉のソース煮 ・豚肉の味付け煮 ・ベースト状

のハムエッグ  ・ツナフイツシュ ・チョコレート ・クラツカー

2)B2ユニット/・ 豆とミートボールのトマト煮 ・豆とフランクフリレ

トのトマト煮 ・牛肉のポテト煮 ・牛肉の味付け煮

3)B3ユニット/ ・スライスハムの味付け煮 ・鶏と七面鳥肉 ・ス

バゲッティの牛肉入り ・七面鳥の固まり 。チーズ ・コーヒー

ハンドガンとSMCの弾が入つています。これを取るとその時のプレイヤ

ーの状態 (レベル)によつて一定数の弾がそれぞれ増加します。



セープの方法

セープ。□―ド画面で CSA∨巨』をセレクトすると、以下のセープ方法を聞いてきますの

でセープ方法を選んで下さい。ただし、②、③はディスクや新10倍などの準備が整つていない

場合は表示されません。

①バスワードを使う場合

セープ画面で『PASSWARD』 をセレクトし、前 キーを押すと、パスワード

が表宗されます◇このパスワードは□―ドする時に使いますのでメモしておいて下さい。

② SRAMを使う場合

セープ画面で『SRAMJを選び、ぬ キーを押し、ファイル名を選るヽとデータが

SRAMにセーブされます。

③ディスクを使う場合

セープ画面で『DISK」 を選び、山 キーを押し、ファイル名を選ぷとデータがデ

ィスクにセープされきす。

フアイル名にはSRAMと 同じく、SNAK匿 1、 SNAK匿 2、 SNAK匿 3、 の 3つが用

意されています。

カーソルでファイル名を指定して下さい。

注)セープディスクは懃ずフォーマツトされたものを使用して下さい。フォーマツト方法は

MS× 本体のマニユアルをご覧下さい。

□―ドの方法

セーブ・□―ド画面で『LOAD」 をセレクトすると、以下の□―ド方法を聞いてきます。

①パスワードを使う場合

□―ド画面で『PASSWARDJを セレクトするとキ=入カモードになります。 キーボー

ドでセーブ (メ モ)し たバスワードを入力して下さい◇入力が終わると 日 キーを

押して下さい。パスワードが正しければゲームが□―ドされます。

② SRAMを使う場合

□―ド画面でCSRAMJを選び、前 キーを押し、 ファイル名を選ぶとゲームが

□―ドされます。

③ディスクを使う場合

□―ド画面で『DISK』 を選び、前 キーを押し、 ファイル名を選ぶとゲームが□

―ドされます。
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登場人物

●ビック・ボス

元『 FOX HOUNDJ部 隊総司令官。

アメリカ人。

ベトナムにおいて LRRP(ロ ング レンジ レコネッサン

ス バトロール)に参加、以降、 SOC(ス ペシヤリレ ス

ペレーションズ グループ)、 グリーンベレー、ワイルド

ギースで活躍、70回以上のミッションを務めた。その後、

庸兵として世界各国を回り、アメリカ人備兵の中ではウイ

リフム モーガンと並ぶ、神話的な存在とまでになつた。

80年代に様々な地域紛争、民族解放戦争に参カロ、一時期は

ジヤーナリズムの的にもなつた。当時、片目を失ない、戦

線を退き、軍人教育に力を注いだ。90年 に入り、ハイテク

不正規戦特殊部隊『FOX HOUNDJの 作戦総司令官とし

て任命さね、国内に呼び戻される。同時に軍事要塞国家、

OUTER HEAVENを ザルツパーグに築き、世界の軍事

統制をも<ろんだが、 soLID SNAKEに より阻止され

(N313)、 中東に逃れる。以降、消患不明。

身長 180セ ンチ 体重 89キロ

●ソリッド・スネーワ

プレイヤー。

元 FFOX HOUND」 部隊隊員。

日本とイギリスの皿を3く 。 IQ 160、 6カ国語に精通。高

等落下傘降下、スキユーバ・ダイビング、フリー クライ

ミングの専門家。どのような状況下においても、いかなる

場所にも潜入できるF不可能を可能にする男』。オペレーシ

ョン イントリレード N313で『 FOX HOUND』 の名前を

一躍、世界的に矢0ら しめた本人である。除隊後、CIAのス

カウトにより、秘匿工作員 (ディープ・カバー エージェ

ント)と して働くが局の体制に反発、半年U弓を去る。カ

ナダの奥地で療養生活を送つていたところを再び呼び戻さ

れる。本命及び家族は「国家極秘機密特別コード」により

不明。

身長 178セ ンチ 体重ア5キ ロ

●ロイ 。キヤンベル

『 FOX HOUNDJ作 戦総司令官。フメリカの人。

今回の COPERAT10NINTRUDE F014」
の作戦司令

宮。

今作戦の「イントルーダー」として SOLID SNAKEを
呼び戻した本人。

アメリカ濤兵隊 (USMC)第 五海兵師団、グリーンペレー

を経て、FFOX HOUNDJ入 隊、副司令官となる。「FOX
HOUND」 時代は CHIKIN FOXというコードネームで

Allれ ていた。「FOX HOUND」 での彼は「イントリレーダ

ー」としてよりはむしろ「戦略立案能力」を評価されてい

たといえよう。 BIG BOSSな き後、暗号制を廃止、人工

衛星などを駆使したハイテク特殊部隊、新制キャンベル

『 FOX HOUND」 を築き上げる。 BIG BOSSの 直感的

かつ野性的な戦略とはうってかわり、精密で慎重な作戦。l

画を練る。∞年代後半、数々の名誉勲章を授らされる。 BIG
BOSS時 代の『 FOX HOUND」を知る、数少ない指揮官 ,

身長 183セ ンチ 体重 77キロ

●ナターシヤ 。マルコバア

元プロ フイギュア スケート選手。

世界選手権、オリンビックでは「氷の妖精」といわれ、運

続優勝の経験を待つ。カリレガリー オリンピツクで西側の

人間 (フ ランク イエーガー)と知り合い、恋におちる。

亡命を企てるが失敗、フランクとは離ればなねになる。以

来、選手権を奪われた彼女 |ま西側の恋人への思いと亡命の

チャンスを掴む為、 sTB(チ エコ国際秘密警勤 の秘密

工作員に身を投じる。「 MARV博 士のフメリカ訪間」を護

衛中、ザンジバーランドに拉致される。

身長 165セ ンチ

●∃ゼフ・ノルデン

動物学者。国際動物保護官としても知られる。

ベトロヴィッチ博士と大学時代の旧友である。

現在、国際動物愛護協会副会長でもあり、若い頃にグリー

ンピースにも参カロしたことがある。又、サイエンス マガ

ジン『マツクスウエル」の生物顧間も務めている。中近東

の砂漠生患生物の研究の為、ザンジバー ランド近くにき

マ[し 2ヽ5。

身長 179セ ンチ 体重 95キロ

●ホーリー・ホワイト

フメリカのフリーの国際ジヤーナリスト。フランス人の日

とイギリス人の父の間に生まれる。フフガン問題でピュー

リツフ賞を受賞。さらに KTVの ドキユメンタリー TV
ディレクターとしても有名で、ドキュメンタリー C知 られ

ざる血流Jでもグラミー賞を受賞している。また「デイベ

ッシュ ヴォーグ」の専属モデルとして活躍していたとい

う多彩な面をもつ。一方、裏では彼女の地位と名誉を最大

限に活かした課報活動を行なう CIAの秘密工作員 (フンダ

ー カバー)と して活躍している。ザンジノヽ一 ランドヘ

は取材の形で潜入している。

身長 167セ ンチ

●マクドネル・ミラー

日系三世。

SAS(英 国特殊空挺部隊 )、 グリーンペレー、海兵隊のプ

ーツ キヤンブ、FFOX HOUND」 のサバイパル教官 (マ

スター)を務め、今では年に 2回、MERC SCHOOL(傭
兵学校)のコーチをしている。『 FOX HOUND」 時代で

は鬼教宮 (マ スター)といわれ、隊員達から敬意をこめて

Cマスター ミラーJと呼ばれていた。既婚、一人娘のキヤ

サリーと二人ぐらし。アイデフマンであリサイエンスの知

識にも猛ている。

身長 179セ ンチ 体重  85キロ
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●ジ∃―ジ・ケスラー

アメリカ人。

南アフリカ傭兵部隊、フランス外人部隊 (フ レンチ フ

―リン リーション)なとの世界各 ltlの 様々な傭兵部隊に

などを「OUTER HEAVENJに で開発、現在のロポッ

工学、パワード キフl● llJの 基礎を築き、「ロホットエ

とうたわれている。「N342J以降、一人娘のエレンを残して

参力0。 「サンシハー独立戦争」、俗にいう「備兵戦争」に

いて右大腿部を負傷、傭兵生命を失う。員傷後、一時期

ヨシエイターとしてはたらくかその後、戦場での経験と矢0

識を活かして戦争情報屋 となる。こく短期間ではあるが

「FOX HO∪ N DJて 兵器顧間として働いていたことも

る。現在のところ、彼の矢0ら ない儒兵はいないといわれ

いる。逆に彼を矢0ら なけれは一流の傭兵として認められ

しヽとさえいわれている。

身長 188セ ンチ 体重 90キ ロ

●ベトロヴィッチ・マッドナー

元東倶」の天オ科学者。ロホットロシーの専門家。

「N342Jで まTX 55「メタルギアJ、 TX 14「 サイパロイト

倶1に 亡命する。チェコの科学者 MARVと は学会坤間で

身長  187セ ンチ 体重 77キ ロ

●グレイ・フォックス

元「FOX HO∪ NDJ隊員。

「FOX HOUND」 最高の栄誉てもある「FOXJの llT号 を

持ち、 soLD SNAKEの よき先輩でもある。「FOX
HO∪ NDJ部 隊の中では常にトッフの位置にいた。「N312」

ては OUTER HEA∨ ENに潜入、メタリレキアの情報八手

に活躍した。BIG BOSS除 隊後、後を追うように消息不

明となつF_。 本名 特別極秘機密国家コートにより不明。

身長 179セ ンチ 体重 85キロ

●キオ・マルフ

チエコの科学者。ハイオテフノロシーの専門家。

東倶」においてハイオマスによる農薬改革計画の研究を行1,

つていたが実験中に偶然、「oLX」 の原型を発見、改良■

かさねて世界中の脚光を浴ひた。家族なし。又、彼はコ :

ヒュータ ケーム マニアとしても有名であり、様々な薫

。tに 自作ケームを投稿 し、高い.T価 を得ていたという変 1

つた面もある。アメリカて行なわれる「国際エネルキー

「題大会 Jに 出席するための渡米途中、サンシハーラント「

よつて拉致される。ILl臓 に障害がある。

身長 172セ ンチ 体重 65キロ

1990年 局地的反舌し、地19■ 紛争、テロ活動に対処すべ<
特殊イ乍戦部隊が極秘裡に編成された。

その名を『FOX HOUND」 (狐狩り)部隊…

FO× HO∪NDは政治色が強<、 軍事介入できない「不

正規戦」などの場合に単独潜入し、秘密裡に任務を遂行

するいわば「現代の忍者」ともいえる部隊である。
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FOX HOUNDの 選抜と訓練

選抜

『FOX HO∪ ND』 隊員は外部の民間人から直接、募集されることはなく、各特殊部隊員か

らの志願者、推薦者の中から選抜される。

【選抜過程〕まず応募者、推薦者は体力、心理、学力の 3面からのテストを受ける。

★体カテスト

基礎運動能力

短距離能力

連続80回 腕立て伏せ

連続100回 腹筋

50メ ートル自由形競泳

潜水能力

単独野外行軍 (30キ ロ入リリュックを背おって64キ ロ

を15時 間以内で踏破 )

★心理テスト

任務の必要上要求する、精神的回復力、集中力、持続

力、自己抑制、タフな精神

ESP期待値

射撃能力

緊急事態の認識力、半」断力

★学カテスト

語学力

国外地理

世界情勢

ハイテク技術

野外医療

爆破工作

秘匿通信

外国兵器

FOX HOUNDの 装備

FO× HOUNDは 不正規戦部隊であり、通常の「INttR∪ D巨」任務には武器、装備に至るあら

ゆる身元を示唆させるような物はすべて現地調達。潜入任務には常に人工衛星を介した特殊無線

機と動体反応レーダーのみで任務につ<。

彼らにかせられた任務はいかなる証拠も残さずに隠密に行動し任務を処理するとこであり、装備、

武器は潜入先で揃えることが常である。

しかしながら訓練あるいは、まれではあるが正規軍のサポートに出動するケースもありここでは

その際の標準装備をあわせて紹介しよう。(過去 3回出動)

服装

FO×  HO∪ ND には「SttR∨ IC巨 ∪NIFORM」 や

「DRESS UNIFORM」 といつた公式ユニフオームはな

<、「FIELD∪ NIFORM」 のみに限られる。又、サービ

ス・キヤップ、サービス・ハットもな<、 野戦服において

も身元や国籍を示すようなミリタリー・クロージング・ラ

ベル、インシグニア、インストラクシヨン・ラベルはない。

従つてこれらの服装から身元がばれる心配はない。

●戦闘月反 FI巨 LD∪ NIFORM
戦闘服には大きく寒冷地用 (COLD)と 熱帯用 (HOT)に 別れ、どちらとも熱センサー、光度センサー内蔵の F可変カモフラージ

ュ システムJを採用している。俗に「カメレオン スーツ」と言わねているハイテク スーツである。さらに赤外線の量を周辺物

と同じになるように調整する F対ノクトビジョン カモフラージュ スーツJでもある。また逆に体温からでる赤外線を遠断するよ

うになつており、熱センサーにも反応 しにくく工夫されている。

さらに「カモフラージュ スクリーン」と呼ばれるレーダー波反射率が少ないポリエステルのシールドも併用されている。

カモフラージュの目的 ま対象物を溶けこませ、対象物の持つ、固有の特徴的形状を変容させることである。可変カモフラージユ シ

ステムでは既存のカラー ノヽターンと環境に対応する「 カメレオン カラー」とをうまく配含することで高いカモフラージュ率を獲

得している。

表参照

FOX HO∪ ND 迷彩データ

活動エリア カラー

COLD

パーセント 30% 30% 5% 5% 30%

常緑樹エリア フオレスト グリーン フィーリレド ドラブ サンド プラツク カメレオン

降雪エリア フオレスト グリーン ホワイト サンド プラック カメレオン

HOT

熱帯雨林 フオレスト グリーン ダーク・グリーン ライトグリーン プラック カメレオン

沙漠 (グレイ) サンド フィールドドラフ フース イエロー プラック カメレオン

沙漠 (レ ッド) フース レッド アース イエロー サンド プラック カメレオン

フーバン アープヽン グレイ ホワイト ダーク グレイ フラック カメレオン

注)カ メレオン |ま 環境に対廟して変イヒするカラー

訓練

選抜過程の合格者は専門訓練過程が強

いられる。
●戦場サバイパル テスト (14週 間 )

●射撃訓練 (548メ ートルの標的に100%、 914メ ートル

の標的に95%といつた高い射撃能力が要求される)

●バトロール

●山岳踏破
●格闘 (フ ″イティング )

●密越境行動

●ゲリラ戦
●ランドナビゲーション

。地図判読訓練

●脱出一危険回避
●野戦衛生学 (メディック)

●リベリング レンジヤー]‖練
。武器

●船舶操縦、航法

●ダイビング、水中潜入

●カヌー

●バラシュート降下副‖練 (4週間 )

突挺降下副‖練、 H― A― L― O、 H― A― H―○

通常降下を11回 、完全装備で15回 、夜間降下を 2回、

集団戦術降下 (マス タクテイカル)で 2回。

●情報活動

0目的国の言語と習慣 (4週間 )

●潜入技術

●高等人気操作

●ハイテク兵器操作

●通信 (16週 間 )

●医療 (10週 間 )



●コンバット・プーツ

様々 な特殊部隊で採用さねている各ジャングル フーツ、コンバット フーツの利点をすべていかして開発されている。そし
て ]NTRUDE」 任務に まかかせない要因である「足音」を消す『 足音消音吸収システムJや敵の追跡をかわすために使わね

ている『足跡攪乱システム」を備えて敵地での隠密行動に適した配慮がなされている。

ブーツの底にはバンジー ステークなどのトラップを防ぐ為に、鉄板を挟み込んでいる。

●コンバット・ギフ

弾帯、皮製装具帯、低温弾薬入ね、収縮スリング、サスベンダー、水簡、雑嚢 ETC
●汗止めバンダナ

汗止めを主な目的にしているが科学反臨によリカイロにもアイスにもなる。

装備品

●特殊ゴーグル

防砂、防風は勿論、赤外線モードをそなえたノクトビジョンにもなるすぐれもの。

超小型軽量フアンモーターと温度センサーが内蔵されており、ゴーグル内の温度が70%

を越えると自動的にモーターが起動する仕組みになつている。

●双眼鏡

NASAの 悪星探査技術を応用した各種センサー内蔵のハイテク総合テレスコープ。人間の目には見えないものまで解析して

くれる。但し重量が重く携帯 まむずかしい。

●無線機

人工衛星を介して世界中のどこへでも連絡できる。送信方法は特殊パースト シグナリレ変換を相互間にコンピュータを介して

いるので盗聴されても解読はそう簡単にはできないようになつている。情報を何よりも重要視する「 FOX HOUND」 では最

大のアイテムといえる。

(OPERATION INTRUDE N313、  F014使用)

●無線専用インカム

高性能マイクを装備した軽量フレキシブル インカム。音声マイクを介さずとも集音できる、耳小骨の振動から直接、音をひ
ろえるシステムを使つている。

(OPERAT10N INTRUDE N313、  F014使用 )

●動体反応センサー内蔵レーダー

昨年から導入された動体反応レーダー。移動物を狭いレンジで教えてくれる。

他に各種センサーがオプションで装備できるようになつている。

(OPERATION INTRUDE F014使 用)

●ノヽラシュート (TACTICAL ASSAビ「 PARACH∪ TttS)
逆にめくれる現象を防ぐ、「 アンタイ インパージョン スカート ネット」を採用した低空でも確実に降下できる特殊バラシ

ュート。高低150メ ートリレの低空でも開傘し、HALOな どの低空強襲降下作戦でも充分つかえるように設計されている。さら

にステルス システムで敵レーダーにも反応しない。

(OPERAT10N INTRUDE F014使 用)

●電磁コンパス

「モノポール」理論から生まれたコンパス。通常のコンパスが狂うといわれている樹海内でも正常に起動する。

●ナイフ

戦闘用のコンパット ナイフ (FOX HOUND独自に開発したもの)とサバイパル用のフーミー ナイフの二種類を携帯、
状況によつて使い分けている。

●L型ライト

●水筒

●手袋

発汗率を低下させる構造になつており、汗によるすべりを防止する。

(OPERAT10N INTRUDE F014使 用)

●靴下、下着、タオル

●カモフラージュ・マット

●防虫剤、蛇や毒虫に対する血清。電動マイクロ吸ヨ|ポンプ付

●救急キット

●レーション

●ヴィタミン剤、オリゴ・オール P、 塩

●浄水錠剤

●ワイヤー・カッター

●新聞紙

▼武器

●自動小銃

ベレッタ92SB― FかあるいはS&W M459

●SMC
イングラムMACllかヘッケラー&コツクMP5

注)大型火器は任務に応じて装備。

撃
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「OILiX」 とは

正式名 ボツリオコッカス・オズマ・プラウニー

通称 OILIX(オイリックス)

植物プランクトンの一種の単細胞藻類、ボツリオコッカス・プラウニーを遺伝子操作することで

原油にあたる良質の液状炭化水素を多量に生産させることが可能になつた。さらに培養技術の改

良で低コストで大量に生産する事ができ、石油代替エネルギーとして充分の期待がもてるバイオ

マスである。

藻 1キログラムから08キ ログラムの原油が抽出できる。

その原油の中から約70%の ガソリンと25%の航空燃料が得られる。

ガソリンはオクタン価96というハイレベルである。

培養

1ヘクターリレあたり、一日に85キログラムの石油が収穫できる。

大量培養可能。

培養条件
『温暖、乾爆、日照時間が多い。』の基本条件を満たしていれば、

水の少ない地域でも培養 ま可能。

ザンジバーランドは乾燥地帯であり、高温で日照量が年間を通

じて多く、「 OILIX」 の培養には最適といえる。

発明者兼培養技術改良者

キオ・マルフ(K!O・ MARV)チェコスロノヽキュフ

1999年の Fプラハ世界エネルギー大会」で発表され、先進国だけではなく、発展途上国でのエネルギー対策の一つとして注目

を浴びるはずであつた。

アフリカなどの発展途上国では食料Fo5題 にもましてエネルギー不足ガ深刻化している。

オゾン層保護の為に森林の伐採が規制された為である。

発表後は世界各国の大手石油メーカーガ「OILIX」 の精製契約に名乗りをあげ、エネルギー危機にかすかな希望の光が差し込

むはずであつた…

語源

「OIL」 (石油)と「MIX」 の造語。またコードネーム「01L― X」 (オイリレーエックス)と呼ばれ開発されていたことからオイリレ

エツクス、略してオイリックスと言われるようになつた。

エネルギー危機

「OILIX」 が生まれた背景に1980年代から危惧されていたエネルギー危機が挙げられる。三度にわたるオイルショックにより、

世界は原子力に代表される石油に変わる代替エネルギーの開発にいそいだ。

1990年代後半に入り、石油代替エネリレギーとして太陽発電、波力発電、海洋温度差発電、さらには高速増殖炉、核融合炉の開

発も進めらね、発電源としての石油依存度は減少していつたが交通機関の燃料源としての依存度は依然と高い。

1998年の石油枯渇に起因する F第三次石油ショックコにより、原油価格の大幅な値上げが行なわれ、世界経済は非常な混乱と

経済不振、インフレに混迷した。

そんな中、原油代替新燃料油として候補に上がつていたのが「 自動車メタノール」、「サンドオイル」、「シェールオイル (油日

けつ岩 )」 、「バイオマスによる石油精製」である。なかでも化石エネリレギーに頼らない人工的な石油の生産、「微生物による原

油精製」は他の代替案よりも有望視さねていた。科学者達の課題|ま精製純度と精製量、それに見合うコストである。「OIL X」

はその課題をみごとにクリアした実用的な代替エネルギーといえる。

輩
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1 核兵器全廃と地域紛争

ゴルバチョフ書記長、核兵器廃絶を提案。

レーガン大統領、INF(NTERMEDIATE
RANCENUCLEAR FORCE)全 廃を

提案。

ソ連、アフガニスタンー部撤退開始。

フフガニスタン駐留ソ連軍撤退開始。

米ソ外40会談で INF全廃の同意。

ワシントン、米ソ首脳会談において NF全
廃条約調〔0。

モスクワ、米ソ首脳会談において 日NF廃
葉の検証に関する議定書」の共同草案準備。

INF全廃条約発効。

START(米 ソ戦D8兵器削減交渉

STRATEGIC ARMS REDUCA―
T ON TALKS)、 合意。

ソ連軍兵力、50万人、戦車 6個師団その他

の部隊を含むソ連軍兵力肖り減。

SINF全廃完了。

ワイオミング ll外 相会談。 STARTと
SDIの交渉分離表明。

イラン イラクの和平。

東欧各地で民主化運動広まる。

マルタ会談。

ベルリンの壁、撤去。

東欧諸国で民主化フィーバー。

資本主義社会への亡命、難民流入増力0。

通常戦力の東西均衡と相互削減交渉合意。

欧ll通常戦力交渉進0(CFE)
米ソイヒ学兵器禁止条約。

SDIに 関する規制交渉決裂。

戦術核の全廃 (サ ード ゼロ)。

ザンジバーランド独立戦争。

(備兵戦争)

イヒ学兵器全廃。

第二次石油ショック。

米ソ廃棄用貯蔵基地襲撃。

ポイジヤー 2号 海王星に再接

近、太陽系を離

脱。

高パワー レーザーの出力向上。

海中 (上 )発 射巡航ミサイル(SLCM)制 限

条約。

残り30%の 戦略核削減。

米ソ大気中のクリフトン85濃度安定。兵器

用ブルトニウム生産停止確認。

OUTER HEAVEN紛 争。

移動式大陸間弾道ミサイリレ (lCBM)全廃。

フジフ NICS一人当りのCNP
対世界平均比40%越 える。

フレインポム開発。

コイ,レガン実験成功。

MTBゴリアテ開発。

レールガン実験開始。

米軍モーター ギフ本格開発再

開。

ビーム砲の人気圏外実験。

日本一人当りのCNP対世界平

均比60%越 える。

NASA惑星探査用歩行戦車試

17F品「ビートル 2」 開発。

SORを用いたリツグラフィに

よる LSIの製造。

メタルギフ 1号機開発。

高速増殖炉開発進む。

1チ ップあたり100メ ガビツトメ

モリー級以上の超 LSIが使用化。

メタリレギア改 D開発。

メタルギア G量産。



5500キ ロ以上

戦略核 (SttRATECIC N∪ CLttAR WEAPON)
●大陸間弾道ミサイル (ICBM)
0潜水艦発射弾道ミサイル (SLBM)
0長距離爆撃機 (BS、 BlB)

5500キ ロから500キ ロ

中距離核(INF) 注)戦域核 (丁HttATER N∪ CLEAR WEAPON)
ともいわれる。

●1000キ ロ以上LINF(LONG RANCE)
0500キロから1000キ ロSINF(SHORtt RANCE)

射程によ

短距離核 注 ) 機能や概念的に戦術核 (丁ACttlCAL N∪ CLttAR
WEAPON)、 戦場核とも言われる。

「任務はザンジバー・ランドに単独潜入、チェコの科学者キオ・マルフを奪還することであ

る。

今回の潜入は大き<3つにつかれる。第一段階がバラシュート降下による敵領土への潜入。

これは夜間の HAHOジ ヤンプにより行なう。

第二段階は降下地点から敵要塞への潜入。これは警備のうすい南壁からフリー・クライミン

グで行なう。

第三段階は敵要塞内へ潜入、マルフ博士を救出、脱出ポイントまで向かう。

この第三段階がこのゲームである。

以下は F014の作戦指令書である。この指令書に従つて行動して<れたまえ。

幸運を祈る…」
           FO× HO∪ NDl乍戦総指令官 ロイ・キャンベル

OPERAtt10N INTRUDE F014

機密種別

コピーナンバー

作戦実行者

作戦指令

作戦コード

参照

最高機密 (TOPSttCRttT)
001-03

SOLID SNAK巨
1999年 12月  24日

01-99

0PttRATiON INTRUDE F014
地図シリーズ K325

ザンジバー・ランド5万分の 1

状況

A敵兵力

3月にはいり、敵兵力大幅に増強、世界各国の傭兵が入国している模様。偵察衛星あるいはエージェントからの情報を総合す

ると、警戒システム、パ トロー,レ強化を行ない厳重警戒体制下 (レ ベル 1)に ある。さらに武器、火薬類の輛入、搬入、準備

も増強している模様。火薬類だけでも先月の30%はうわまわつている。

B天候

作戦開始時期の目標地域には高気圧が張り出し、視界 ま良好、降下作戦には支障はない。また満用で CAVO(雲 底高度、視

程無限)、 夜間の視界良好。センサーに頼らず、ドロップ ゾーン (降下地点)の目視降下可能。風もあだやかでミノフスキー

濃度も安定している。ステルス装置にも影響 ま考えられない。

日の出  0666時  日没  1700時

C地形

敵中枢部の要塞の南 ま垂直に近い断崖絶壁、要塞の北には熱帯ジャングル、沼地がひろがる。中央部は砂漠、北部は高地。砂

漠で ま昼夜の温度差が著しい。敵警戒塔の北には巨大なクレバスが存在 する。



D位置

3D地図透視図を見よ。

匡敵戦力

先月までのデータでは敵兵士、約 3万人。現在、その 3割まし。入国している備兵の数は不明。

F支援
目標地帯内での援軍、友軍なし。ただし、ディープ・カバーエ作員の支援あり。ホーリー・ホワイト CIAエージェント 168

センチ ブロンド 自人 写真資料なし。  (添 付書類 2)

「
任務

ザンジバーランド潜入、チェコの科学者キオマリレフを救出。撤退して脱出地点まで逃避する。キオ・マリレフあるいは「OILIX」

の保護と安全が最優先する。  (地図透視図参照)

「
執イIF

A作戦構想

第一段階 空挺潜入作戦 夜間の HAHO(ハイアルテイチュード ハイオープニング、高高度開傘降下)侵入をおこなう。国

境沿いの敵兵力集中地点の背後に降下する。フフガニスタン側の高度 3万 5千フィートの PC-130から降下、ザン

ジ/ヽ一ランド領内に潜入。同時に中国側でフェイントオペレーション (陽動作戦)を行なう。ノヽラシュートはステ

ルス。敵レーダーに補獲される可能性はうすい。注)風速冷却で凛傷にかかる危険あり。

第二段階 南壁侵入作戦 ザンジノヽ一南壁を夜間フリークライミング侵入を行なう。降下地点より徒歩で南壁まで移動。約20

分。要塞潜入地点まで無風状態で詢30分。注)南壁の各所にセンサーあり。

第二段階 マルフ救出後、撤退して脱出地点まで逃避する。

(ゲーム)ヘ リによる収容、離脱。

B調整指示

1出発、帰還時間

出発  1999年 12月 24日

帰選  未定  (任務終了後)

2働Nレート、撤退、逃避ルート、降下地点、脱出地点の座標  (添付書類 )

3敵と遭遇した時の行動

FOX HOUND標 準作戦要領に準じる。

4危険地帯に診ける行動

FOX HO∪ ND標準作戦要領に準じる。

5目標地点における行動

対象 (マルフ)を保護、楓退、逃避する。

6捕虜になつた時の行動

ワリレシヤワ条約にあてはまらない為、救助活動および救援交渉はなし。

▽装備と武器

武器、装備は基本的に現地調達。戦闘服|ま不正規戦用野戦服着用。吸収ブーツ、動体反応センサー、無線機、インカムのみ許

可。(敵地内破棄の場合には爆破義務)身分証明になるようなものは携帯せず、メーカー、マーク |まなし。殺菌済みを着用。

7命令と無線

作戦本部との連絡は通信東西の通信衛星を介して24時間、リフリレタイムでコンタクトする。通信周波数 Iま特殊コー ドで送信す

る。

▼追加添付書類

対象 (マルフ)の写真、各チェックポイントの 3D透 視図。

取扱説明書。

設定資料。

言語

民族

通貨

国家予算

国防費

主な資源

耕作可能地

平均寿命

出生率

死亡率

英語、ロシフ語、ウクライナ語、ポーランド語、ウズベク語、ベトナム語、フランス語

白人、黒人、ウクライナ人、ロシア人、ウズベク人、ドイツ人、中国人、フランス人

など世界各国のあらゆる人種100種

ザンジェ

不明

CNPの 75%
鉄、石炭、ボーキサイト、タングステン、テンサイ、小麦、大麦、ジャガイモ、コー

ン、スーパー 。メンタ、ジジリウム、ビザニウム、エルトニウム、ベギミン h

24%
男 41.5 女40.31(99年 度)

人口1000人当り20人

人口1000人当り35.8人

ザンジバーランド
ZANZIBER LAND(ZL)

人□  4万 人

面積  450k『

首都  ザンジバー

政体  共和制

元首  不明

政党  ザンジノヽ一ランド党

の一党支配

バキスタン、ソ連、中国、フフガニスタンに囲まれた内陸国。

南部は砂漠、北部はステップの高U」、高原地帯。気候は乾燥性で昼夜の温度差が激しい。ザンジバ

ー区はソ連邦に属する少数民族自地区であつたが90年代はじめから旧体制に対する批判が高まり、

バルト3国などの問題も起爆材となり、1997年、独立を宣言、『ザンジバー独立戦争』により独立、

武装要塞国家となる。

この東西大国の介入にも関わらず、小さな民族国家が勝利を納めることができたのは世界各国の傭

兵達の活躍によるといわれている。

そういうことからこの戦争は『傭兵戦争』ともいわれ、戦争を職業とするプロ達の存在をあらため

て全世界にしらしめた。

1二l



ザンジバーランド兵士(見張り兵)

武器と装備

98年 まではアサルトライフリレ、エンフィールド L85A l(イ ギリス)を制式ライフルとして採

用していたが99年からは使いやすさからオーストリア軍でも制式採用されていたことのある

「ステア A∪ C」 に変更された。

腰には M68破片手摺弾をぶらさげている。閉鎖空間の多いザンジバーランド (要塞)では実際

に使用されることは極めて少ないが兵士達には一種の「お守り」がわりとして愛用されている。

防護ゴーグルは砂漠では砂塵や紫外線を防ぎ、夜は暗視ゴーグルとしても使える仕組みになつ

ている。

テレスコープ 。モードに切り替えれば、60倍の倍率が得られる。

ユニホーム

迷彩は茶系のウッドランド・パターン・タイプ。ザンジバーランド内のジヤングルや砂漠、高

原、沼地によ<適した迷彩パターンとなつている。

外見上の最大の特徴となるエビ茶のベレー帽 (レ ッド・ベレー)には国章の「ZL」 が付けられ

ている。通常任務 (見張り)はベレー帽だが作戦中には迷彩ヘルメットと防弾チョッキの着用

が許される。
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―
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ザンジバーランド兵士の装備

▼ザンジバーランドの 4万人にも及ぷ兵士の中で60%を占めるのがこの見張りを主とした「ザンジ

バー見張り兵士」達である。彼らは交替制でザンジバーランド内のあらゆる所を警戒している。

彼らの任務は警戒を最優先としており、そのため他の部隊兵とは違い意外と軽装備なのが特徴で

ある。

●防護ゴーグル

赤外線ナイトビュフとしても使われる汎用ゴーグル。特徴としてレンズ倶」に電子プロセッサ

が取り付けられており、兵士の眼球と臓の動きを常に観察、臓が0.4秒以上閉じられたままの

状態が続<と、頴かみに軽い電撃が加わるようになつている「居眠り防止装置」が組み込まれ

ている。

●ヘルメット

平時はベレー帽だが、必要に応じてヘルメットを装備する。

このヘルメットはアラミド樹脂新繊維で重量あたり、ナイロン 2倍以上、鉄の 8倍以上の強度

をもつている。

●ガスマスク (M18-A2)
このガスマスクはボイスミッター付で会話が楽にでき、フィルター持続時間が70日 (カ ートリ

ッジ型)間 となが<、 さらにはマスク着用のまま水が飲める。

主に研究エリアなどのガス地帯での任務者の装備義務。

●装具帯

●レッドベレー (ザンジバーランドのパッジつき)

●M68破片手摺弾

●パウチ

●コンバット・プーツ

●戦闘用ナイフ

●弾薬入れ

●水筒

●無線機

●ポケット・プザー

●ステアーA∪ G
オーストリアのステア社が開発したアサルト・ラ

イフル。 戦闘中の弾倉交換を迅速にするため、

弾倉を二個、テープでとめている。



ザンジバーランドの傭兵達

ザンジバーランドの 4万におよぶ兵力を支えるのは世界各国から集まつてきた戦争のプロ、

(DOCS OF WAR)、 傭兵 (マーセナリー)達である。

ザンジバーランド軍編成表

サンジ/

|ヽ IGH「 SIら |||(ナ イト・サイト)

北ベトナムでグリーンベレー以上にジヤングル戦にたけたと言われる、伝説のゲリラ部隊、

「ウイスパーズ」の生き残り。全<音のしない銃、〈微声手栓 (ウエイ・ション・ショウ・チ

ヤン)〉 で攻撃して<る。最新のカモフラージュ・システムにより姿は見えない。さらにステ

ルスなのでレーダーにも写らない。

LILACIく COL_Э li ■1 11■ ‐
 :=:・  |

薬物で極限までに高めた肉体をフレックス・アーマーで身を包んだハイテク忍者達。NASA
の極秘プロジェクト『対地球外環境特殊部隊』出身。余りにも危険な存在として取りざたさ

れた為、部隊はデビュー前に解散。一部の隊員が武装逃亡、ザンジバー・ランドに亡命する。

|ヽ 1 シンニン, マン )

元バルセロナ・オリンピックで名をはせた短距離ランナー。ドーピングにより選手生命を絶

たれ、傭兵となる。後に∃―ロッパのテロリズムに参カロする。爆薬技術に精通し、足の速さ

を活かしてブービー・トラップを仕掛ける。フランスでは過激テログルーブ、 L巨S
巨NFANTS TERRIBLttS(レ ス・エンフアンツ・テレブレス :恐るべき子供たち)のサ

プリーダーを務めたこともある。 SttK(西 ドイツ国内テロ特殊部隊)の間では『ランニン

グ・マン』として恐れられている。

RED BLA〔l l il「1(1′ ,ヽ111 7ラ スダー )

ソ連のルムンバ大学で特殊工作まで学んだ暗殺専門エリート。 SPETSNAZ(ス ペツナ

ズ :ソ連陸軍特殊部隊)を経て、爆発物による破壊工作を得意とし、グレネードの名手でも

ある。

PREFIヽ「○IR(フ レテター )

元偵察 (レ ックス)コ マンド部隊出身。アンブッシュの専門家でゲリラ戦を得意とし、『姿な

き暗殺者』といわれている。

tり L丁 RA■〔)ス (ウ リしヽヽラアriヽ :4タ ス )

密室専門の暗殺部隊。元 SAS、 CSC 9(グルンツシュツツグルッペ)、 ∪DT(水中爆破

工作チーム)のエリート達の集まり。エレベーターの力0重力を上手<利用する。

重戦車師団 2 ゴリアテ、チヤレンジヤー、メルカバ4、 エイプラムス ETC 31両

機械イヒ歩兵師団 3 量産メタルギアG 45両

軽戦車師団 2 ピラーニヤ、アグレス、90式戦車など 30「5

特殊機甲部隊 3 核メタルギア 改 D、 メタルギアG 10両

攻撃ヘリ ハインド D、 ハインド巨など 15機

戦闘機 S∪ 29 フランカー、 MIG―A ファルクラムなど 25機

偵察機 フアントム RF-4Cなど 5機

輸送/汎用機 ハーキュリーズ C130、 ギガントなど 29機

特殊機甲 n「 隊編成図

支援小隊

鰊

×3

1
指揮機含む

#



ザンジバービル設

ザンジバービルは要塞ザンジバーランドの中心拠点となるビルで様々な設備が完備されて24時間

機能している。

生活フロフ

テープル、椅子を完備、壁には40イ ンチのハイ

ビジョン 3台が掛けられ食事の一時を楽しむ

ように配慮されている。

メニューはエイム・サービスによるカロリ

ー・バランスのとれた料理が常に考えられて

いる。味付けは兵士達の出身地にあわせて個

人対応を行ない、人種、食文化、宗教の違い

をうまくカバーしている。また兵士達が唯一、

喫煙できる場所でもある。

紳士用トイレ、婦人用トイレをそれぞれ完備。

紳士用トイレの内装は落ちついたブルーでま

とめられ、一転して婦人用はあわいビンクに

統一されている。は も「CAJNA×」櫛

無塵トイレを採用し、赤外線光電センサーに

よって自動洗浄、自動強風温風乾燥を行なつ

て<れる。従つて兵士達はトイレにおいても

武装解除する以要|まない。

兵士の疲れを癒すため、サウナが設備されて

いる。このサウナだけは武装解除が許されて

いる。

食堂用に設備されている食料保存庫。

マイナス100度まで冷却できる。

兵士の睡眠を考慮して作られた仮眠室。

ベッド数16。

情緒効果を高める為、板張りにしてある。

サウナやベッド仕様の際の更衣室兼ロッカー。

ゴミの仮置きに 1、 兵士達に76

鍵付。

兵士達の生活空間であるため兵士達の任務の疲れを

癒す様々な工夫がされている。

研究開発フロフ ザンジバーランドのすべての武器、装備、警戒システムがこのフ

ロアで開発されている。兵士たちの装備品からイヒ学兵器まで分野

は広域にわたり、常に20人の一流サイエンススタッフが詰めてい

る。

●ラボ     バイオ実験や化学実験を行なう。生物漏れを

防ぐためレベル P4の設備が施されている。

●各研究室   各部屋に開発機材、ツールが完備、極秘レベル

の部屋には厳重な警戒システムが配置されて

いる。

注)このフロフに詰める見張り兵にはガスマスク装着が義務ずけ

られている。

lFの吹抜け(中三階)になつており、おもにlFの警戒ルート

に使われる。

ザンジバービルの中枢フロフ。要塞としての機能を果たす設備が

集中している。

●中央指令室  ザンジバーランドの全て情報をモニタ‐し処

理、指令をだしている管制室。

中央の巨大スクリーンにはザンジバーランド

の全景 (マツプ)が映し出されている。

●工場     ゴリフテやハインドDなどの大型兵器の生

産、メンテンスが行なわれている。 また装備、

燃料の補充、脱着もここで行なわれる。

ザンジバーランドの武器装備が保管されている。

水満フロフ ザンジバーランドの動力源であり、水源でもある。

人工的イヒ学反応により半永久的な水流は時速30キロで循環し、ザ

ンジバーランドに電力を供給している。また浄化し飲料水にも使

われている。

●ゴミ処理場  全ザンジバービルで消化されるゴミを処理す

るゴミ処理機が設置されている。ゴミ処理機

は加圧センサーを備え全自動で処理、焼却し

その熱エネルギーは要塞内に還元される。

●ダストシュート
■]5]⊇嵐L憲殺 0「



ザンジバーランド警戒システム

映像系

●ビデオカメラ   各エリアに設置されたビデオカメラはコンピュータ制御により、死角のない警戒

動作をランダらに行なう。

映像は中央指令室に送られ人とコンピュータによって監視してしヽる。マニユアル

操作も可能。

センサー系

●赤外線センサー  赤外線により、侵入者の有無をCp央 指令コンピュータに矢0らせる。

赤外線センサーには赤外線パターンがコンピュータによつてランダムに可変する

ものとそうでない固定のものの二種類がある。

主に最重要極秘エリアに設置されている。

●パルス センサー  ソナー方式により超音波を発信 しそれにより侵入者を感矢0する。パルスレンシは

半径 3メートル。

●カロ圧センサー   床面に設置されたカロ圧センサーにある一定の圧力が一定時間かかると反応する。

落し穴やゴミ処理機に使用されている。

注)落し穴はザンジバー兵士には開かない安全装置が起動している。

音センサー系

ザンジハーランドでは人工的な音センサーの他に自然を利用した音センサーを配置している。

0なり子の砂    日本の沖縄から取り寄せられた砂。上を歩くと「キュッキュツ」と音がする。

の中間ポイントに配置されている。

日本の古代建築にヒントをえた床。上を歩く

と音がする。

足音の反響を強調する二重構造になつたプレ

ート。要塞内のデッキや要所要所に埋め込ま

れてしヽる。

潜入ポイント

１

・

MECHANiCS OF

METAL GEAR

ザンジバーランド主力戦闘車両 (MAIN BATTLE TANK)
ザンジバーランド機動陸軍、重戦車師団を支える主力戦車、常に50両 は出動可能である。

90年代前半にスライスラー社、ジェネラル・ウオーター社、オム三社が米軍向けに共同開発した

MBT。
フ/rリ レムはエイブラムス、T72、 T80、 レオバルド 2、 自衛隊の99な どのすべての長所を贅沢

に取り入れて設計された。ゴリアテはその言葉の意味の示すように「巨大な」重装戦車であるが

2000馬力のエンジンを積んであり、最高時速も77キ ロとはやく機能性は高い。

主砲は「自動綸弾システム」を使つた自動装填で一分間に30発を発車でき、サーマルイメージ

ャーを装備しているため、砲身のゆがみを修正、射撃の補正できるという優れもの。

残念ながらボス敵としてのゴリフテは完成間際でカットされ、見ることはできないが、背景とし

てのゴリフテはザンジバー・ビルの lFに健在である。

さらに頭1図系においてもデジタルコンピュータを登載、パッシブ8音視装置など各種、ハイテク

技術の枠を集めた未来戦車である。

●乗員  4人
●全長 8050M
O全高 2,980M
O全幅 3.960M
●135ミ リ滑腔砲を主廻 (スムーク ボア タンク ガン)

●2000馬力のガスタービンエンジン SAT2000ガ スタービン (ズ ム三社製)

●最大速度 75キロ

●全備重量 544ト ン

●装甲車はセラミック複含装甲と防弾網の積層+チヨ/ヽムブレート

●車内に100発 の135ミ リ砲弾を携帯している

O YGレーダー測距儀、気温、剣圧、風向センサー、デジタリレ コンピュータを組み合わせた射撃管制装置が装備

●砲弾の反動を吸収するマズル プレーキ

脱出ポイント

●鴬張りの床

0足音反響材

●フェンス

①ザンジハー ビル (4F)

◎沼

◎迷いの森

〇武器庫

○収容所

◎鳴り子の砂漠

〇ヘリポート

①哀しみの橋 (フ レバス)

①タワー ビル (40F)

○高草地帯

①収容所群

⑭バイオ研究所

GOR:ATE(ゴリフテ)

● クライミンク



MECHANICS OF

MEttAL GEAR
HiND―D
ミル M卜24

(ハインドーD)

HIND―D ZL

ザンジバーランドの主力専用ガンシツプ (銃撃機 )、 ソ連製武装強襲ヘリコプター。

「ヒップ」、「ヘイズ」、「ハウンド」などと同じミリレMI系の中で最も強力なガンシップがこのミル

M卜 24であるHIND(ハインド)・ シリーズである。

前作のメタリレ・ギアでも「0∪TER HEA∨ EN」 で使用されていた怪鳥である。

HINDは ワルシヤワ条約機構軍の中でもつとも重要なヘリコプターであり、反面、西側地上軍に

最も恐れられている代物でもある.

もともとHIND― Dは HIND― Aの武装を強化し機首に 4銃身は レクトリック・ガトリング・ガ

ンを装備し、対地能力、空対空能力の両方を兼ね備えられているように改良され、この HIND D
ZLはソ連軍の HIND― Dを自国で改造、機能 UPと武装 UPをはかつたものである。

改造には実戦体験者の意見が取り入れられ、多<の兵器戦略家と科学者達によつて調整された。

例えば、ガンシップの最大の弱点でもあつた「地上からの□―ターヘのリード攻撃」に対しても

考慮されており、軽火器での攻撃では落とせないようになつている。

装備においては、57mmロケツト弾ポッド、AT-2スワッター対戦車ミサイルは勿論、対戦車ミサ

イル「AT-6スパイラル」や対空ミサイル「スティンガー」、対戦車ミサイル「AT-3サ ガー」をも装備可能。

(ゲーム中にブレイヤーか使用可能な「スティンガー」はこの HIND装備用におかれていたもの

である)常に132発 のロケット弾を装備、状況において対空用、対地用の武装変更できるように

なつている。
●乗員  8人
0出力 2200馬 力、イントフ改良 TV3 118ターボ・シヤフト エンジン  2基
●高度1200Mで 最高速度340km/h(外部搭載品なし)最大外部搭載品付まで290km/H

●実用上昇限度 4500m
O戦闘行動半径24km

●積載総重量 1200kg
●主□―ター直径  1700m、 全長1700m、 全高425m、 主□―ター円軌道面積2270耐

●マストサイトに潜望鏡型センサーを取り付けており、森林の下からの「潜望鏡戦法」が可能である。

●水陸両用作戦の為、乗員室両側にポー ト型の艇体と尾部支持フロートが装備可能である。

●外装はチタニウム装甲板

メタルギアの戦略的意図

そもそもメタリレギフは核兵器搭載可能歩行戦車、つまり核を発射できる歩行戦車であり、このシ

リーズの主目的は様々な状況に応じて、あらゆるポイントから世界中に向けて各種の核弾頭ミ

サイルを発射できることにある。

このシステムの出現はICBM、 SLBM、 BS、 B―BといつたSNW三本柱に頼つていた西倶J

や、 ICBMに依存していた東倶Jに とっては文字通りの「脅威」となつた。

これまで射程5500キロ以上の戦略として知られる ICBM(大陸間弾道ミサイル)は各地の核サイ

□からしか発射は不可能だつた。その事によりい<つかの戦略的課題が残されていた訳である。

勿論、これらの拠点は東西の監視の眼が24時間、光つており、逆に相手倶」のターゲットともなっ

ている。かすかな動きも感矢0され、反撃の機会を与えてしまう。

それが核本来の「抑守力」ともいえる効果ではあるのだが……

一方、LSBM(潜水艦発射弾ミサイル)はその名の示す通り、海中であればいかなる海域から

でも発射可能であるが、陸上からの発射は不可能である。ましてや山岳部や砂漠からの発射など

は夢物語に過ぎない。

また長距離爆撃機による核投下にしても、投下ポイントに達するまでの成功率が低く、完全に独

立して行動のできる潜水艦とは違い、給油をはじめとする諸問題も多い。

メタルギア・シリーズはこれらの問題をすべてクリアし、なおかつ、射程5500キロ以下の LINF
や SINFといつた中距離核、さらに射程500キロ以下の短距離核をも発射可能。

あらゆる種類の核モジュールを変更するだけで、あらゆるミサイルを発射可能である。

しかも独自の移動能力があり、その上、戦車でも行けないような地域からでも発射できるのである。

これまで世界の核戦略マツプから漏れていたすべての地域、地点からの攻撃ができるのである。

同時に単に移動核発射台としての役目だけではな<、 自らの核発射を支援できる武器 (バルカ

ン、マシンガン、ミサイル)を装備、極地戦での独立活動を行なえるのである。

この兵器の存在を東西、並びに世界が恐れるのはそういう意味からである。

このメタリレギアの出現は世界の軍事バランス、核抑守バランスを崩壊させる危険なものなので

ある。



メタルギア輸送手段

通常、メタリレギア(メタリレギフ Cは除<)の長距離輛送|よ シコルスキー型輛送へり、「ギガント」

によつて空輛される。

何しろメタルギア改 Dは空挺戦車などとは違い、収納サイズにしても6M、 重量60丁 もあり、C
130と いつた既存の大型輸送機には格納できず、メタルギア専用の大型輛送ヘリが必要となる。

「ドラグーン」をはじめ、通常の輸送ヘリの最大積載重量は20T程度である。

メタリレギアを空輌するには少なくとも60Tの重さに耐えなければならない。

そのために 5基のターボ・シヤフト・エンジンを搭載、「ギガント」が開発された。

空輛の際にはメタルギアをワイヤーでヘリに吊り下げた格好となる.メタルギフにはどのタイ

プにも空輛用のフックが付けられている。

メタルギアにはこの間が最大の弱点ともなり、空輌の際には必ず、護衛のガンシップが数機同行

することになつている。この輌送計画が各戦略家達にはいちばんのキーポイントとして考えら

れている。

空輛|ま夜間に目的地の数十キロのところまで行ない、そこからは自力移動(最大45KM/H)を行なう。

「メタルギフ改 D」 を空輛するギガント

HIND Dの ライセンス生産の技術を応用して作成された。

MEttAL GEAR ttD

フイ モジュール ユニツト

MttTAL CEARのサイズ

レーザーサィト

赤外線カメラ
メインカメラ

meta Cear metal cear tt D人の大きさ     metal Cear C



MEttAL GEAR ttD

SPttCIFICA丁 |ON
e全 高

●全長

●全幅

●乗員

●基本重量

●最大速度

●装甲

●パワージェレレーター出力

●センサー有効半径

●装備

「第一種兵装」

標準装備

●60mmパルカン

●5 56mmマシンガン

●6基収納ミサイル ポッド

REAR

85m(セ ンサー、核モジユール會)

79m
576m
一人

6105t(標 準装備)

45km/h

チョバム プレート十特殊耐熱セラ

ミック

6 500kw

12500m

三運装の多銃身型

弾体 デュプレックス弾

AP弾
フレジェット弾

弾頭 レーダー ホーミング型

環境探矢0型

IR(赤外線)追尾型

X線ラインスキヤン型

0スモーク ティスチヤジヤー X2
「第二種兵装」

オプシヨン装備  出撃エリアや作戦用途によリオプション装備

●連装ランチヤー ボッド

●地対空ミサイル

●75mmキヤノン抱

「第三種兵装」

核装備      中距離核から短屁巨離核を装備 (6基 )

量産メタルギア G(グスタフ)

ゲーム中には最終的に容量の関係で「没」となり、登場しなかつた (ザ

ンジバー ビル lFの工場ででるはずであつた)が、局地戦用の重歩行

戦車として開発さねた量産メタルギアである。

メタリレギフの特徴である核モジユールは取りはずされ、軽量化、機能性

を重視、センサー類を強化し局地戦 (戦車の行動不可能なエリフ)での

歩兵部隊支援兵器を目的に作らねた。

各歩兵部隊に一機、配置され、部隊のセンサー役から装備や兵主達の援

護などが主な目的内容である。

通常、この支援兵器に乗るのは通信兵や情報処理担当官、部隊の指揮官

などといつたいわゆる、戦場で1ま「二次的戦力」である。

全身武器の固まりである「メタリレギフ 改 D」とは対象的であり、センサ

ー類を詰め込んだこのミニメタリレギアは「歩く管制塔」と言われている。

メタルギフ Gが得た各情報や戦況はその場で処理し、リアルタイムで部

隊の全兵士に伝えられるのである。あるいは部隊の全兵士がメタルギフ

のセンサーを経由してターゲットを狙うことも可能なのである。

又、兵士達の間で ま砂漠でのその姿が詑鳥に似ていることから、

OSTRICH(オ ストリツチ)と も呼ばれている。

しかし、単に支援兵器といつても装備された各種の武器は MTB並 の破

壊力を持つている。オプシヨン ラツチにオブシヨン ウエポンを状況

に廟じて、装備することが可能。

各種装備により主力兵器として代用することも充分可能である。

SPECIFICAT10N
●全長    385m
●全高    310m
。全幅    207m
●乗員    一人

0重量    18t
O最高速度  50km/h
0装甲    チヨノヽム プレート+タ ンダステン装甲

●装備    12 5MM′ ルヽカン

20MM 機関砲

シコルスキーーHH-64Dドラグーン
ゲームのエンディングで登場した NATO軍 の重輸送専用ヘリコプター。

このドラグーンは米国海兵隊で使用されているシヨ

'レ

スキー、スタリオンシリーズの改良型で貨物輸送、部隊輸送、戦闘救

難などを目的として設計されている。

その中でもこの [OPERATION INTRUDE]の 任務につ<ドラグーンは特殊任務の VIPの輛送、救出を目的に改造がカロ

えられた。

しかしガンシツプと違い、輸送用のスリツクとはいえ、 3基のターボ・シヤフト エンジンが搭載され、 ア、62MM機銃の

ミニガンを左右と後方に 3丁も装備している。

1分間に4000発まで発車可能なこのミニガンの有効性はゲームのエンディングからもわかろう。

乗員には P」 といわれる落下傘特殊要員らが乗り込み、支援するようになつている。

●全長       2050m                    ●重量       15,400kg
●全高       795m                    ●離陸最大重量   20 65kg
●主□―ター直径  25m                     e最 高速度     365km/h
●尾部□―ター   508m                    ●装甲       チタン合金、

●出力       4400馬 カ                             チタンカーバイド (TIC)

T98-ME―V8ターボ・シヤフト エンジン 3基

FRONT



DESIGN WORKS OF METAL GttAR

「MttTALGEAR2 SOLIDSNAK巨」の主役はなんといつてもメカ、「メタリレギア 改 D」

である。

今回のメタリレギアには前作のプロット、シリレエットを残しながらもより、重厚でリアリティのあ

るものが要求された。その為、モデル作りとデザインを平行に行ない、デザインをまとめていつ

た。ディテールにこだわり、実際に存在しても違和感のないようなデザインが要求されたのであ

る。

下に掲載されたものは社内のデザイナー達に行なわれた「メタルギフ 改 D」 のデザイン大会に

寄せられたラフデザインの一部である。

game design&scenano

programm ng

graphics design

mechanical design

muslc compose

sound effect

special thanks

w tttten by

i‖ ustlat on

model create

visual design

man‖ lusua‖ On

special thanks

HIDEO KO」 lMA

ISAO AKADA
TOSHINAR1 0KA

SHUKO FUKUI
TOMOHlRO NISH10

TAE YABU

YOSHlHIK0 0HTA

TOMOHlRO NISH10

MASATOSHIIKARIKO
KAZUHIKO UEHARA

HIROYUKI FUKUI

YUMIKO HASH10KA

MANUAL

HIDEO KO」 lMA

TOMOHlRO NISH10

TOMOHlRO NISH10

NAOKl SATOH

YOSHlYUKI TAKANI

KONAMI PC SURVIVAL SHOT CLUB

螂

●落丁 乱丁を除き、この取扱説明書の再発行はいたしません。

●長時間にわたリゲームをする時は一時間ごとに10～20分の休憩をしましよう。

●カートリッジを着脱する時はl■lず本体の電源を OFFに してください。

●精密機器ですから絶対分解しないで下さい。

0この製品は MSX2及び MSX2+規格のパーソナルコンピュータでご使用いただけま

す。

●ご使用になるパソコンと TVモニターの組含せにより、音のパランスが悪くなること

がありますがカートリッジの故障ではありません。お手数ですが TVモニターの音量

を調整してご使用ください。

●「ディスクドライフ」が内蔵されていない本体で (35イ ンチフロツピーディスク)を

使用する場合は、 MSX2及び MSX2+規格の専用外付ディスクドライプが必要にな

ります。

●この商品は、コナミエ業株式会社が開発したオリジナ)昨品です。当社の許可なく映

像、音響、プログラム、印刷物等の全部または一部を複製することを禁じます。

●商品は慎重に検査し、万全を期して出荷しておりますが、万一お気付きの点がございま

したら、下記のコナミ営業部「 MSX係 」までご連絡ください。

関東地区 :〒 101 東京都千代田区神田神保町3-25 TEL03 264 5678

関西地区 :〒 551 大阪府豊中市庄内栄町4-23-18 TEL06 334 0335

なお、商品を直接あ送り頂く前に、必ず電話等でご連絡<ださるようお願い致します。

。この製品のストリァ、ゲーム進行に関する質問には一斉お合え致しかねます。

MSXは 株式会社アスキーの登録商標です。




