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公周鰐(50) EDU 27 サパイパJレ WILtlNT 
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4精密メカニタス EDUtlNT 30 戦略 ・戦術指簿 EDUtlNT 
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8 lJ!学 EDU 34 2 トーキング REF+DEX 
9医学 EDUtDEX 35 小火録(I、11類} DEXtPER 
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15 偽造 DEX 41 ナイフコンI'I''Jト REFtDEX 
16 スリ REF+DEX 42 大型武器 REF+DEX 
17添惑 SYM+X 43格闘回避(30上限70) REF+DEX 
18 土地力ン PER 44 特殊武器 REF+DEX 
19万能 45 アクセス(1αl) INT+EDU 
20 変裟 DEX 46 エレク トロニクス INTtEDU 
21 拷問 ・尋問 WIL+PER 47 ソフトプログラム INT+EDU 
22 暗号 ・信号 EDUtlNT 48 イメージファイト INT+EDU 
23 池上車全般 DEX+REF 
24 大型車藍ナビヶート EDU 
25小型艇ナピヶー ト DEX+REF 
26 コンJてットシ:r.Jレ DEX+REF 



キャラクタースケッチ プロフィール
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サイバーリンク/ジャック=イン . 本 MEMO: 

ドラッグ使用回数:

パーサーク償:

中毒症:

所持金(ドル)

借金(ドル)
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[1.1]はじめに
1. aールプレイングゲームとは?

上のI~:J1. .に筏えられ畠方I~. この文戒を絞む:e~距はありません. 次の

ftiへ進んで(1:幸い.わからない1j.知らない1j二知勺τいるりれrも

コンピュータゲームのロールプνイングゲームしかやったニ kのな‘ヅi

I~. ぜひニニからの文躍を統んで〈だきい.
ニのソタルヘッド.I~r ロー斤プνイングゲームJ !.'予ばれるゲーム

のひk つです. 州側')I:I~ ・ロ-/>(役部1))" を"プνイ{演じるに γ

ーム(遊ぴ).!.釈すよ kができますが、簡単にttえ1;1:'ニれを読んでャる

あなた方が子供の噺にLたであろう rご。こ遊びJ!.阿じものであるt;tt
えます.かt ~。τ ま今1~ <同じでは串りまぜんo~際にItrf-l<をf止わず、

会話で進めるご勺こ遊びJです.そして大人でも来しめるよう.ある籾UJl:

のリアリティーを11¥すためにr""_''''Jを加えたものなのです.

2. aールプレインダゲームで何をするのか?

ゲームと含うからにはr楽しむJ':'!.を目的tしていますが、では何世

r楽L(fJのでしょうか? 1キ..Itrfl険Jです.日険を殺しむためにこの

・メタルヘフ ド.IW険心~ØlJiltするような近未来の世界をうちだして

やるのです.そしてこのfω告に満ちた1世界を持台t二、 SFii目別の主人公

のように縦繊無尽に犠れまb晶のがあなたです{別に無唄に録れな<!.ら

よいのですが).単に口険を来しむだりなら.TV、マンjl.小4止など

のメディ 7があります.しかし.それらを比たり.読んだりしτいると

き.自陸Lもr"，分が主人公だったらJ!..Il'.ったよ tがあるでしょう.それ

をかなえて〈れるのがRPGなのです.

ゲームをi血めてい〈うちに様々なげ抑こ湖面し、それを来り魅えてい

〈こ tで占撚約に日険の目的を連成するでしょう.RPGはその日除の過

粧を楽しんど仇日険の成功に満足感~1時るためにするので.ゲームが

軒わってν勝者Jや'1攻".，.JIJ.でてきません.

$<のゲームとRPGの遠いのlつIJ..R PGにIJ.r勝ち負けJはないい、

主ニ主です.

3.ロールプレインダゲームをするには

ごっニ遊びt哩Fきました沿え RPGliごっ二遊びと閉じようにl人では

できません.あなたt→約二ニのゲペイ遊んで〈れる入叫胤i人以

」必裂です.

事て.I
'
中r:uを集めたらrゲーム ・マスターバ以下GM!.略ιます}を1

人決時、奴りの人はrプν-1-¥'-Jになります.

4.ゲーム・マA?ーは何をする人主のか?

4 

RPGI1.プレイ守ーたちが立法公とな り、 ¥I険を行なう bのです.そ

の必恕IJ.¥本伽央幽に例えるよとができます.型的防1吐押段定や大滋具、

小道具はニの"メタルヘッド" のJν-/>ブックかι1~~óζt ができ ます.

tた俳優liプνイ守ーがt担当します.L倉か.υ峡1働菌J'を剖r刊i作下畠ためには.監

f腎ft脚本念がf包a.. ~笹距です. 号のJitf1腎fがGMであ0仇.脚b司4

ものに当たります.またそのシナリ;tを宅'えるの ~GMのf:t事1:!.君主ニ

tを即日£しておきます.

まず第一にGMll.ょのゲームの11，;_，，，?:r何がEこにi'fいてあるJ<
らいには覚えな〈 τIJ.なりません.次に、 rプν1-¥'ーたちがどのような

日険をするのかJい‘う嘩pbt鮫草刻字ります.よれがyナリオなのです.

ここで注なして欲い、のIH'んなに立派な式泊Jt小道具があ勺τも、

Eんなに有名な俳優がn'H9rLτいてむ脚本がつまらない映例は耐白〈な

い! !. 危うニとです.GMliシナ'lIオの1\1岐に符τるカを阻~にそそが

なりればな9ませんーゲームを而白いらのにするためにです.シナy;t

の中にはあたかも餓凶lのようにプνイヤーたちがなぜ危険を脳みずに¥1

険するのか? !.言う現111(日険の目的}、プνイヤーの散、またプνイ

守一念愉るであろう民、 tた彼らを肋ctて〈れるわき役、大道具、小道

具の配慌の設定を決めたものを盛り込みます.範Iか〈するはEリ797

ィーが:Hてきますが、それにとらわれすぎるのむRPGの目的から外れる

こ主になるので.よ〈ありません.設定するニとが目的ではないのです.

シナ9オが11¥米上がったらプνイセーたちをシナリオに迎えるhりで

すが.GMI孟シナリオi血行中にプνイ守ーの見る bの聡〈ものなEの情報

を修~L‘プレイ守ーの憎胸成否を判定ι. その行動はける反応、(9

717ション}をプνイ・ヤーに情報と してi亘書な〈τはなりません.そしτ.
プレイ守ーの状況をいつでもつかんでお(，!!:.~があります. ζのfl袋の

繍みíRねをも 今て故後にはプνイ守ーたちのrI険~'M)に海しよれが

大体のGMのi上111!.合えます.大変な内耳震です玖最~ftqn約な役C'M、
日険がうま〈いったtきの歓びもひtしおでしょう.

5.プレイヤーは何をするのか?

RPGにおいて、プνイヤーliGMの即jったrシナリ オ』の中で様々 な¥1

険をするわりですカ1そのためには・メタルヘヅド"の1ft鼎叡定にあ。

た、自分の分身ともレえる"プvイヤーキセラクター.(以下PC!.ιま

す}を自Ilitiしなげればなりません.PC!.は. 1人の人1111を、あるf}Jfl!ti
略化したい〈つかの・能力総.に抗告換えて1滋止したものです.PCの能

力航は大き〈・基本総力倣.(以下能力織としますは"技舵鍬胴{スキル}

の2つに分制することができます.能力敏之は側人が生まれながらに待

つτいる能力の二とです.次にスキルですが、これはある作業についτ
どれ〈らい拘!織を符ち、かつ実行で~-õか' い、会ニ kです.つまり

あるスキルについてPCがそのスキ/vt持っていなりれば耳障人というζt



'n で、逆にそのスキルについての放字カ市川1れu了、エキス，ぞ-Lプロフ

エツショナルtいう二とになります.

6.プレイヤーキャヲ??ーカぞするニと

プνイキーがfflJ.I1したPCll.プνイ'¥.ーの代1>~ 1:・メタルヘγド"

のt世界τ担当婚して，.or人間」です.PCに11能力liIi'の他に特必の人"11が必

ず持っている名前、性別、身長、体訟の{血に、 t司令絡UJW，怒哀耳障」い、う

ような感情を締ちます.つH シナリオ中にプν4ヤーが起こした感情

的な反応11問時にPCの反応・であり、プνイ守ーのシナリオ中の人物に対

しτの会話i そのPCのrセリフ』ということになります.吋然PCI1・メ

タルヘフ."tlt~;での常Ilt現住を持った干7:ff.なので、 l世耕似~IJIねた

りするような行動や、穆弘知般を媛われるような1?動11選11る4 きで

しょう.

7.パーティーとは

PCには俳混とする分野と不得怠とする分ffがあ H 1'.完全な人間111
滅多にいません.そよで各分野についてそれぞれ似;l!;tする PCが何人か

11:1;1: ~ 1つのチーム'I't"J注したものがらマーティーJt明Zれる bのです.

M検の目的をうま(j主/8.するための剣守の lつtして、パーテ4ーをう

ま〈機飽きせる上いう こ主があります.互いにうま〈カバーしあ。τこ

そ良Lリ eーティーと3えるでしょう.

8.ロ田Jレ

PCI孟舵1J縦とスキルという能1/'I'持つことは鋭明しました.シナ9オ

中でその能力雌なりスキルなりを使うときは.GMからの指示に縫ってを

の能力に対応したチエフクを行ないます.ζれが・ロール"υ刊Zれる

もので、その猟)llこ応じた能力にGMb粧 Eを加えτ、プν4守一州胞

のサ4コロを担:(1)ます.

9.ゲーム・マスター

GMがシナ9;守'Í'ft~ ~‘そのシナリオの中でPCが日険するわりですが

シナリオ中に出て〈る人物111>α'..'stでこと足りるでしょうか? ~害えは

'否sです.現実1世界tl司じように “メタwへァド"のI止鮮にらt並々 な人

物秒、‘ます.で11J>C('はないζれらの人4師を撲が演じるのでしょうか.

それをするのはGMの仕事です.そしτ円:以外の人物を"ノンプνイヤ

ーキ守ラクター.(以下NPCtします)t呼びます.NPCltシナFオに

[<<般かかわる撮要人物帰Jな人{例主しτは.PCに仕事を{ldl[する人、そ

の仕掛を妨宿するa位、 PC~媛助Lて〈れる人など)t.その他の特にシ

ナリオにIまか噛・1>~ 11な(tもPCヵ唱しカ・けたりして演じる必要性が出

て〈る人物価喝の主人や、PCb!ナンパした女の千なnに分げられます.

そしτ.ζれらのNPClt陀の見えないfflでもそれぞれのf測に就き.そ

れぞれの止γ再を営んでいます.

NPCのfiJJH.をのロ-/νを合時、GMI1シナPオ中でPCの行動以外の

すべての1JCJItの判定備を持っτいます.しかしr何をしてらも叫、Jtいう

わ11ではありません.RPGの大原見IJtl..てれ猿し(Jという ζkがあるb

りですので、 GMはその判定を時にPCに甘しまたは逆に辛〈するなE

Lτ.面白い話作りをめざして(1:杏い.

10.最後に

RPGlt 1倒の人間~r演じるJ ものである t，.うよtをいつも金重民にお
いて遊んで欲い、U.'，います.PCゃNPCはゲームの酔yではな〈、 l人の

AIIIJであ争、.fJ.たち tldJじ心や感覚を持った存在なのですから . 

そして.プνイヤ-tゲームマスターが協力Lて、療しいゲーム'I'日t>
L. '( ( t:号、、

J6Y  tLJ!r-・，
TAW-長潟品ゐ

ゲーム用具
ザイヨロ

ニのゲームでは通常l町田体サイコロ 2側 t6耐体サイコロ2側~(~

ιます.キャラクターを作品 tきだけは6耐''''サ1::103側をωIILま

す.

サイロロをt躍るニとをrロール」といい、PCの行なおう tするあら申る

成否の判定に使mします.

サイコロの極mt l'<~.J<すuのZEザに "O(Oicc)" tいう略号を使

います.例えば・06"116îl百件のサイコロ~綴る ζ 主を君主L、事らに‘

略号"0"のHiに付(raltll!るサイコロの教を巡します.ですから“2

06"とい主のは6箇サイコロ2倒を鍛り.出IH'足したものが結*い・

うニ t'C'す.ただL‘ょのゲームでは、 "206""306""1010"の3

純L スキW ロ-1"'，戦..'"一作で使う・01∞"0ールにれは10冊の

片方を1俳9位.もう}{・7fをIの位tする).および.1 03" (106のt品

目'Í'~して切。上げる.つま n t 2111、3t 4112. 5 t 61t3t 

して比る}の5極主主のロールしかありません.サイの闘に、 fd!'の政組がプ
ラス、マイナスされる場合もあります.よれはその仰宜、修正kしてぬ

てきますので、指示にしたが今て(I:~\、

なお. 10取りOの日1J.10.01倒防∞は1(附tLτ見ます.

lOe用具

青島淀川Jlはキ守ラクターメイキングのときの他ゲームrllも必要tな

り;1..，.(GMI孟bちろん‘プνイヤーもです).~吋ラタP目シ・・トの各

段鉱や.(!止1刊した銃?'1の妓樽段、また.キャラクタ一成伎や.ダメージ

5 



W旨蕊耳語〉

を受けた怖のチ...フ夕、および、プレイのメ毛主Eは色々書き換えられ

るので、鉛司EなEを使用することをお奨めします.

[1.2] “メタルヘッド"の背景世界
1. "'. 2時停代の世界

201豊紀末から現代に至るまで、人類112つの大抑制に行〈末をふさが

れていました. 1つは文明のj也歩と人1111の却す滋曹の榊大に伴う潔境破壊

です. ~う l つ11エスカ ν-~ するばかりの各地のr，)q，ヘテロリズfムの

横行なEです.

もっ tもf金者IJ.!W尭破壊t人口の過密(ttl)による雌量感からの一極

の集団ヒステリーである t結治づりられていますが.('1'の縦Rmも1枯ら
れませんでした.

加印刷tのヨーロッパの連側ti掛11.筑同(}'f4tの中部779，叫邦の

成立、 2080受阿tの汎7・ラプ戦q.(tl!2)なE、血$.('きい抗:</.が世界中に

満廷しましたが.指いにして現代に重るまで、人矧の文明はK~開に姥炭

L. 1世界大戦t.や〈るものは勃発して←ません.tころが2脱却-2100年

頃の11日に大事件が起二ったのです.

長期にbたる環境破境、 N.B.C缶兵器の全地球νベJνでの限定似m
I J. I~ f，緋伴者たちにも、コンピューターに~'f'測不能なカタストロ 7~

引き起こしました.

大洪水量措置曜をはじ申とす晶夫邸也典、科地のエヰJνギ一緒般のm
l斑(住3)、今まτ百F伏していた慨しい儲1lIの技術(注4m， f~<?た 101f.

聞で人類の総数を)61:、飽のE悦拘たちをそれ以下tこまで減らしてしまっ

たのです.

れて汚れた舶にIJ.，仰のぴf~突然献体(ミュータント )1J"iJ~補
するようになりまし1.:，
現在、人減の生百閣は11!:狩谷地の11'1文明倒のなかでも速よ〈カタスト

ロ7を選りるこtのできた大都市{メガロポザス}ふ綿々t建俊幸れた

スペースコロエー紙月面の小郎市だりであり.~tli1首脳部!(注5)1主

役みに((なったよの』邑を脱出する*il措置氏守|世削二ゃっ主着手した tい

う状態ぞす.大部分の人は相変わらずの僚主別tD， IlllitHωF、袋滅、

!á~する自然気象、近隣の対外紛争、荒野から迷いニんで〈るミュ-!J

ントなど仁おびえて毒事しています.

それでも朝日Iでの生活はまだまだ安嫌であると3えました.

s 

i主1 人口の必'Ot，化総涜活動の中心It.都市にますます集中し、号制こ

tちな，.以克の賞い、人々がζぞって都市に流入しましf占拠代ではき

もにカタス トロフの賎民までもJ:.raot入しτいます.

注2 その配詰仏ヨーロッバ11ポルトガJ吋・ら耳!liJ;まですべτ統，-lH"
7' 7リカも1117，チュニジア‘世ピア、エジプトを除〈すペτが連邦11:.
中東liアラブlm司が共食いをはじ申たため、イスラエルの勢力の増大を

ーながしま Lfこ.

注3 :lミに原子力発電jiJ1/.1:'をきします.

J主4 B.C兵器の作用でしょう.

;主5 この時代.凶'訴は既に有事しておらず、大都市ごkに独自の行政

世行なbざるをえな〈なっています.
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m

2 メガ=シテイ

メ3ガ砂ゲr=シ?イiはt幻1柑闘

のiはH んnは1;舟命タストロ7以i前jijの1只宅大I$i司市1町ir.r.なnを「引'中心にA雄E設喜れτい

£す.脇市ごtの人ffl15i-7J-ue人r.t.rです.

メが= シテ4のt冊目~11 J法ー段通色の守ザーコンピaーター{または人工

知能)のある中央プロックtい〈つかのl吉川(セクY3ン}からで邑ており.

1砂j.~ßをfる H雌iEキ吋ンプ.またはスラム街カ明んでいます.

中央プロ γタ.ニヰには日大3ンピューターのf也脇市行政施設やメガ=

シアィを実質的に支配しれ、る日大清涼のピ仰が立ち抜んでいますo 11
' 

央プロックだりでIOO1îl:lS，lîIH'のI師債を占的τι~ ，-ます.

18:lial (セクション): 工業、且;{'.，νギー‘庇f~JII[Ï(J岨なEが中央プロ γ タ

をl剖むようにつ 〈られτいます. このr区~I~Jが都市から縦れτいるもの

もあり、それはrタウンパ呼ばれます.11 '1ンの形態tして飯島$'.の

が!fi~絶域などに記事れるjl_(事施設です.

その他 メガ=シティl内で沿もifii僚が広も¥スラム1軒または純氏キ守ン

プ11.lt.地からlHってきた隊h!たちが住みついてF住Eしたものです.

Eこのメガ=シティ行政府ふ救箭政策はぜいぜい食関配給'f'iJ.i!:であり.

'暴動やテロリズムの溢床と化しτぃJ:t.少しましな所ではスラム街t

/Ji倒産動のIIIJI:ダウン11'1ンがm車鉛めτいます.

3.自然環境

メガ=シティの外で沿いH見られるた殻は鋭ffHv;見でしょう.大

気1111';に械めて不安定な状nにあり宝1書(bf，華々 です日卸瞳のil，j.'1ィ Jνス

を込広大官仏、、3OOCi'趨える熱Jjll治る4き買草炭です).

砂漠のJ:!l!などは;t〆ン婦がま勺た〈な弘、1:，、う ζtらめずら L(あ

りません.海11沿仰を除いては、汚染は進んでいまぜん.

ニの厳い、自然環境の中でも赦も闘った現離は、硲似の乱れです.あ

らゆる泡午後也、時にはサイポ四グの人1浄機システムにまで桜響をお

よI!す二の視線1:よりIHんEのA!(空儀エレクトロニタスの粋を幡め

た降、?怯tの兵器11限定状悦下でLb・1配えな〈な今ています.偽メガ=

シティ 1111の進1l1lj，克ケープルの(~ml二より開l組はありまぜんが.物資の
織送に11大気圏外企飛t干するI軌JllシTトルカ"ランドプラスター"1:

呼ばれる、選ぴ:~の手~(置。るしか1i法はありません.

しかし、これだけ過儀なmJ立干でb冊liIi1:わずかながら級事れた余林

1，:'111主主tljt:>ントロール荷泊uニより.ヵ・7，，，じτ司・られています.

合u血コントロール11悶miより殺事事の方が優先度が尚〈な今τいます.

なぜなら般紫~~J.みmすr.rîM<とそよに住む生物はν まやJIéô和:1. 今てか

りがえのなか財.mヅJからです.たL‘てい11ガードロポγ トが配備きれて

いτ侵入計に容紋のない攻耳障をnな"J: t. しかι 二の払判~I:11.木製

品.!i).肋11，.:[iより1.:-;ぃ6/(bfつ〈ので.i也猟者は後をたちません.

純怜な畳~却はいまや都市内でI~品草されているものと.森林にわずかず

つしか生がしていまぜん.成野に併仰する生物のJa州事I主総体 "ミュー

タン ド い .c. '.中には紛'1'の際、 uのこちれl~fEった刷"，兵.z:j.サ

イザーグな!.'b哩f'“tしたものも合まれます.

IH ん rb~>CJ~で知Ir.tb低いのですが、-IJ既にU.，1ぃ切れません.1. 

きおりr.1.，，，1こ迷い込ん1，:'。します.

パイ;t工学はすばらしも、巡!pを遂げました玖ミュータントが榊える

につれ.また来初間耐・らの滅錫な攻験により、 ついにバイオ兵容は全

I日rllltに追い込まれました.ただしその{弘食料供給l面や医縦面での研

究1::J<IIHtI1J也琢，1j.<1;;l伊 ゆ一環として蜂んに行なbれれ‘ます.

4.資源・エネルギー

この時代のー般的なエ地・ルギー資減W.必(-)/1.、水京などの{じ減担割4
です.阪(-)J.:r.，j、ルギー11制御の縦し辛から2111蜘 l'ごろか・ら急速に減

りはじめ. (~わっ τ軌il1.bの~ê:ttjt'・切・らのいわゆる勺イクロウェープ

がj:.(使bれはじめました. しかし.昨今の地磁気の変調からマイクロ

ウ£ーブ発官IH酬織に<t~.紅;k.j多少f立般でも鍬~な1原子))予ê;tl:，膏カ可ヰ

fiifJhをはじめたのです. むちろん縦断')-;tfの安全性113FタノロジーのJI!i

'!P'でかなり~:;~.ものになっτいまt.
またすペτの抜をはじめとするA10倣銭兵器(N.B.C:tli.生物jじ主

兵寄)11県(Eでは位主jjijで111全両1車給されτ"J:t.

5.宇宙開発

地減税!)iの様々 な汚染11年々v'r(なる一方で、 }統による t地，1<は

1，'. (τ100'1'でま 。 I~ (物持の(1'めないhtとなる tb3われています.そ

の-1iで.J，;iI困はわかりませんが的染がか化事れつつある地峡b!J.l実に

存盗ιτいます.

こういった状況で各メプ'l=シティ 1:I.!f'H，lRI発か地球Iljttb'.rちらか

のJi針をt今ています.ニょで11''''ilil:11 ~ 1:，11 Jτみましょう.

大企t閣外・2偽岨上{即日~250-3ぬ・) ニζに11201憎からJJlftまでの

多t'<のt華々なIII巡の人工肯lhlヵ呼骨ゼましと作かんでおり、 ζれらの1I11~
tきおり)[tJUllシ、トルが泊り抜りますoif.i軌必シャトル主 11メガzシ

テ1111)~結..l:Jltーの公約交通機関で、 -，且明J全閣を臨む・ιι 、 ïllぴ I~1)¥)の

間H1iへj'I'先入する.安全で速，.ものです.ただし.その腎川i式決Lτ'1，;;

いものではありません.

スペースコロニー。ラグランジュ ・ポイントにi"I.か」:二の人工ぬr.r.11J直

球の宜科の剣勝を生産す晶、食""'1;及。品です.rニのメが=シテ，1(あ

るいは企業}も IOJS前後のコロ二ーをp奇術しています.ただしそのすべ

ては農地主それを制御する歓10人のW.tiが，.るにすぎなャのです.:>ロ

ニーには多数の人IIIWJ，r花Eするスペースが伐:;れτおらず.スペースコ

ロユーへの移住はE このシティでも~えていまぜん.

m師l:Il，fi: H前，i1.l急連にl制発事れτいます.1Jl々 な距耳持資t曜の;匝l艇であ

り、人!lIの移民先tして平i1Jl!l.事れているからです(もっu鉱物のo
11.地球でもコストバ7*ーマンスの前からいまだに盛んに行なわれてい

ます).

H偏にl閉しては各メガ=シテ11m色。とも餓争のi枇い、jifiであり.支

両L吋1>J'1のIHんどはかなり大島な郎ilïをkh~しれ、ます(本祉を符ιた{i':

7 
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Jl!bl>olH'です).叩〈ゆ<1.1:;苛lil~l!ê~ '" 心k しているメガ=シティ

のfJ1是をすべτ移民事せる tいうのが剖!Iiijです.しかし.それがtうて

い近い将来1:11:;F可能であるこUl管知ってt、るので.ー般市民の人生

目標{りは他人よ ~l，~ (月itoに移民するζtにf血ならないのです.

他にも火b!.および企M.の地民31働も研究'1'i: ;守われています.

6.巨大企織と政;古

ょの時代、ご〈一郎の勉城をのぞいてメガ2 シティ tその11:訟は企業
に支配事れています.行政府はらちろんありますが.動かしτいるのは

巨大企業です.

ぬ5Olf"1(からの汎i世拝紛守のそもそものl原閣は巨ん全刻"はの絵清戦

争でιf.:.そこで鉛お年のプラジリアでの非公式な会議でい〈つかの取

り決めがな事れたのです.

その結巣が巨大企Ji!によるl世界の分骨統治です.

地味上のお:'<1>所のメガ=シティはそれぞれ歓社のrlk全Eまたは対

抗して11'られた中-1-金集連合体によ。τ守られ、 U:ll:1孟l¥jttに彼らの製

品~r~わされるよ t になっ τいます.

軍事"Î~支配する~業11銭済のみならず政i九 .1日'1'面dへと干~lt.lrはじ

時、今で11~備会主tが腎f.(tな9.ll( も.f!‘~I(へt吸収杏れでも、きまし

1.:. まに I也のメカt= シテ4 の各営業所は大喝白町併Jな役州~*た Lて‘.

ます.

支Aする者11以上のように企楽に t。τかbもれました机人々の必

しはそう不向111γもな(.'f.~ーのなを:}_(.す./'iはそうか・わけではありま

ぜん.ただし社会不安から暴動ゃテロ11201蝋!より$いのですが.

7.生活とコンビューター

メtl=シティに住む市民たちは約百の':&lが激し(.日時る./'iほど，Iiの
中心に近い所に11んでいます.ただし援ζをめtt..コンピューターヰッ

トワ-1'の利ml1全H念日I能です. マザーコンピ.1-~ーの猪本11各家

砲のみならず、街並のあちζちに吃今ていtす.;昔話寸fァクスのような

スタンドの中にはディスプνイtキーボード、そして中級u上の市民が

拘IIJするアクセス=7アイパ一川のプレートがそなえつりられています.

7クセス=7アイパーとは利JII品iの脳から;I.E'判持まで域的込まれたJl:;7

7イパ一機千のニ tで.簡単な偶人情判H各人のプロフィ-'"、 ffi金の残

高なnカ悦jJ<杏れτぃ£す.これi阜市民俗tl・積年に唱えられるサービス

であり.強制で11ありまぜん.

彼らは考えるだりで.自分の欲い寸背骨lサービスを受りるこ主ができ

J. 't.この公衆滞家WB世況の身分証明.電話¥マスコミ、留H'T.図書

館の役相I~一手にになうもので、社会の愉報化に|瑚しては知輔の域に述

していると ~えるでしょう.

また、木をI~"ftする船会.製品!'t ..， f:このm~~で11. 実に桁効な
メディ 7手段です.

建築 :将通は今主はとんどかわりないI~百財ピwですが‘上地の少ない婦

で11地下街や情遣に工夫をi躍らした組苅府ピI~. 汚染の激い、所で11、

細簡に耐えうる1;体位付な Eカ守司III ~れτいます.

宜斜:fTtそう変わりありませんかt.fl耐告は多少おめです.~:与に肉鎖11

貸沢Jf1，~ ~.if.~曹は粂It'rτ捕穫祭止になって，.ます.I-¥:持品kして命且タ

ンパタ貿の肉や魚のベーストヵ~éられτいます.

通貨 。庖際J通貨11ワールドダラー(WSI =*-'IIC削切になっても・ますかt

骨メガ= シテ~ 1孟各々 tFながらの単位を他。τいます(.It米の3シティ11

7メリカ ・ドル(USS)を棋!っτいます).

原則と して貨幣1tJ#.止幸tt..すペτオンライン{ヒ(7タ七ス=771パ

一、カードを利111)事れτいるのですが.ダウンタウンあたりではいまだ

g 

にtlj伽'fIotiWしています.

ニぅ ιI~所では金. .tAL ~喧干鳴.，';.1，.ドラッグの7ンプ'/~. t1ゅなEも通

IH Lてi晶IIJします.

木曾品・小畠制崩 ・ よれらは貸iJ{品と~れています. 符に、汚染きれても・

ない小量111却は非常にお偏で.木製初Lなnスペースコロニーで大木t

ffてるのがlJiI蝋なため.同じ〈高価な品のです.級品質沢品であり.ft 

JII，~， ! ιτプラスティックペー_<ーが使われτいます.

衡の印象 シティ中央プロックには枇紡t支持iの粋であるハイテックピ沖

eM'.駄，il.L. 中央プロックから鰻れた地峻1H' IElÄの雄物が~(な晶、

い、うのがほとんどのメ3ゲシティの雄集締1/tです.街路樹や.~閣の樹

木はあ。ても.それら11すべて作り物で白然の耳切〈はありまぞん.また

シティ内主;1ぇEも汚染はかなり地んでおり、 3ゲスマス夕、般の耐より

のJJi，jqtmなrが手政令fまぜん.

またサイバー校術tコンピュータ目線11'の関係からti'b・らい〈つもコ

ードを!lilらしている者や、機臓の手足t持つ者もよ〈見かります.

8.ダウンタウン

ブラックマーゲァト(f岡市場}

そのメガ=シティで'1，:産された，""~掬IH' 二で色i車{面でnえますかt 正

式に倫入された.I1血メjl=シティ躍の外伺(?)製品はおそろι(1蝿械が

掛けられτいるので.ダウンタウンなEのプラフグマーケットで手に入

れるしかありまぜん.

もちろん.tir.tlIMt， ~Iのドラフグや持制滅容な E もたやす〈干に入りま

す(fA?τ.PCllj~物の9切6..ζζで行なうよ主になるでしょう).

主主弘、路地に小ちな，.tffJtてんでバラバラに車ft並4τいます.中には大

きな合1事bあり.そこはたいτぃメカを倣うモーターショップです.も

ちろんこういう所なので伎は物婚であり.級人事件はH常茶鯨"です.

~て、ダウンタウンの風物をい〈つかのぞいてみま Lよ h

ポムシング :路地の奥の小事な~草地に金網ヂスマフチの織な闘いがあ

り.中でプロテクターに身..包んど2人のy~が戦って"J.'t.



'n まわりの人だかりは、よれ念噌刑事試合である.:.t ..!l<しています.ボ

クサーはポールベンのキベ・ γプのような円lfR!¥1の金属グロープτ司峰、.ま

す.グロープの先布告;縮から 'lt~jlまでにい〈 っか大きなA訴が打。 τぁ。

ます念14れI!i!iπ'はな〈、宇商船のパ一二71:1!I!IfIきれる爆発ベνγ

トです.ょの爆i.f!鋲τ相手..II.H合うのがポムシングです.たいτ←の

試合11爆発のiOC耳障を〈品。た方の死で躍が降ります.

モーターホッケー 。シティのf止外訓H:作られたグラウンドで行なわれま

す. 1給パイクのチ四ムτホ・ノケーを行なう bのですが‘このパイ クが

凄い.rのバイクもウユのようじ企泌バイプの尖ったのを何本もJRHt
11τいます.ニちらむfdt主死f持者の絶え主いfrt.l噴なアングラ ・スポーツ

です.

ネット・ヂ-.1.:よちら11血生*<11なレむのの.敗者の無惨さ111の

2つに勝ると11えるでしょう.たいτ¥'11f'ω11シンジケートによ勺て1111

1世事れtす.

よればコンピ...-;!l-~. ット{サイパースペース) を拘mιτ行なわれ

るれ。主主 LI~~ω1Iです.

llik哲11内ック=インして.ターゲァト tなるメモリーパンクのデ

ータ1:盗むか岐して米る/)111プ、勝利者は!州聴者の犯罪1シンジヶートか

ら賞金をもらえるシステムになっτいます.データをさ1:'< /1'-ートを4キ

たない4・ットライナーが'A!!昧t実益を兼ねて機織するのですが.AHPじ

遺繍されるのはまだラッキ-tいえτ.プロテクションに!l11τ発任し

たり、島研Eするーと もあり、 ー需私穆なのは綬争相手の干にかかって発

任、脳死するケースでしょう.

これらアングラゲームのf血に.ili氏みんなが知っている策。11"ぃゲー

ムを紹介Lましょう.

パール・ラリー :北米3シティーを£わるラリーですが(jJiの耐久νEス).

シティの外11，~ール無mで.指鰍Lている火践でf色のllt 1:破t揮するこ t

も訴事れます.大きなものどりで、年に41.1島問俄*札品大イベントで、

全シティのハンターがこぞ。て君臨加します.

ブラッディー ・ゲーム .公式のものIι2-4体のロン，<ットシェルを

• 

sIいる、コンタリート制2ロシアム ・7ィールドでのバトwで、相手選

手企設してはならないタVーンなスポーッです(TV'I'atも事れますl.
しか・L‘非公式のものはあらゆるメカユヲク1，;1:1:の甲車q・ゲームずべて

を:&Lます.Iνール11且V~l選二『・が、 {hrt6 f，事{尚、検}までい・う 111111決

められτいません(61本~..u:でゲームをするt.ポリスがIllfJJLてやめさ

せるかも知れません).:1;に4つの形式があ9ます.

の百l放fつ2チームに分かt't..ゲーム1:fiなう{スタンダード・ゲーム).

②1-21事1:.5-4外で正iうチ品イス ・ゲーム.

③74一作ドのあちよちにメカ1:1:.¥しておふメカに』自らずにスター

人 傑し出せた bのヵr.ti;f'Jになる、ミニット?ン ・ゲーム.

③山品杭全IIヵ唱位向士い、う、ジェノサイド ・ゲーム.

9.軍絶縁・嘗察犠構

正規軍 行政府のコントロ『ル FにあるJI(隊113土配金震の私設~Jqアーミ

-t時ばれる)1:;Q:~ι ますが.支配企集のi椋併事祭ヵ~tí.行動ではないし.

またl剖際条約にようて戦争r;z.)はr，~.止きれているのtえ その脱侠はきわ

めて小杏¥'ものです(紛争11絶えIlllな〈あちよちで起ニ。τャる).たf:.
その戦力11金をかりているだリあっτ'il常に強力です.

ゐPJ(の際には傭兵1:属うこ tが多いので‘傭兵"I(にまかなえないt船1(，

捌(， ，，~j l (の中で~~Ilなれ:~fl画で員備にも金の合唱・るものヵfJj;(りそみ

えられています.また、大企1周外でのm1:1.且う'，liilll1必ずEζのメガ=

シチ41プも量点をおいています.

1 )笠軍 :J出船1の似tt災問t線によ州L盟~品1FJd主な;11干兵お

11郁夫上告患力化しれ・まれまた、 ζの"守{tの紛争に tって制呼吸G.'lは

あまりにコストカ守耳〈、数がそ1.>/)なレた時、 !tf助<J!雌偏な兵~で構成

された池t去'l1lのための1J(です.

主JJIよ攻祭ヘリ.~世i'i'速攻察機(Uわり VTQL ，STQL)，愉;r.機な

Eです.

2)海軍 泌11戦略上意妹をなきな〈なったので， lfil匝紀州ゆか艦で

ト分です.fl島には沿j;1腎{植111のホバ-?ラ7ト，:h・ンポート、あとはせ

いぜい制緩が少々い叫J肝す.

、、 . 、心
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ド筒定信刻。

3) ~草 ・ 一般に知られているか.~り.肢も脱憾の).;きなl~です" ~ 

/:11，打線々 なJIl兵があり‘一慨にlれ、えまぜんが.泌常It悦戦'1t.コンパ

ットシェル.JP!': ~ <、。t:訴でしょう倉、

4)宙.:U~地lLìlltの攻限措î>llむニれに含まれます. 抗議の兵怒Uå

舗のテクノロジーが...;JßI..τいるはずですが.犬.~U!外でのk戦胸(.1-

IJtも起ニ 今τいないと柑l~i~れています.

普襲。支配合兵の腎{極細"1が111吋しています..1Y'.瓜の市腎(<'1>ゆるポヲ

スH槌食捌叶のCsI(City sureau 01 In¥'c悶ugauo川、そLて前6ωtt

に).J応寸るSWI¥T(S酔cialII'cal)On Attack Teanゅの3つItr.，i司こ
そ違え.rこに b必寸'あり、メガ=シティから雌れたタウンにはこれら

をー干に引き受付るシ£リ 7がi置かれているζtらあり tす.).J外情tIl
1.訂正智被かil!桝l織のEちらかにil1かれていま↑.

tた、収:mヵ2つかな<."ンヒュ-jt-le:lllの多発にふ甘えしてつ〈られ

た.AHP(iンチハッカーポリス)h ')<It.!M史が8~'のです. 4 れら事F務

副l絡または支配企業のコンピューター掴W'IのE ちιかに~7(かれτャます.

t )ポリス :"iJfです.本車の人Hの説隊以上がロポットポVス.ロポ

ットガードに切 り仔え られτ←ま寸.スラム衝な Eの採~Iがこれらのロ

ポットt:1Iで抑えられない主き 1.1総本質'l" ltやがスランチ叱ーをl;~った

野怖が11ゆwtる二主になっτいます.

2) CBI 二ニ 1.1.チロ犯罪をはじめ t ずる"，I~t-Jを被;.Jaも軒策{シテ

ィt型災}.. j)らい・鮮烈です.情ID.人IIh /，~も;j;仁ま 1:肢も fθ尭な七タシ

aンのひkつです.

3) SWAT: ;tl>ずt知れた完全式仏慨草です.サイポーグがj匹(.ピ

ルにたて.:h..， t:ll!人世手際よ〈始..fiするなEがI'If傍~< .えます.v 
1 Pのシークレフトサービスもここから情。mt'oれます.

4) AHP : 俗体rパグハンターJ~呼ばれる彼らWll独で破貨を行ない.

証拠カ可品H 次貫工侍発するい、 j-比地跡1.:セクシ gンですが.単独

であちニちJv~'"1るため、犯人に命i'1I1われる.:H;j;いのです.

飽資Mの下に1:.通報i'受けてI，W，品に急行するそノパイタ.へVなE

の~!I~剖>F.Ji:がいます.

10ハンターズ{プレイヤーキャラクターたち)

コンピュ-?-~合東に主配されたr.~，li. ここ にはf説(IJ tlï民t無~l

}Jなスラム蛾l止の2純矧の人1mがお9.波野にI.r.今11の二としか・JJえら
れない79トローたちがたむろしτいます.

しか'l..ニれら3殴のEれにも紙きない誇りρ;ぃ人々がt・ました.彼

らを総称してハンターυTぴ011'.

ハンターとIHIらの')!力で干耐をつかみ取る 1';.~;主役でき‘そのfl

11'内務により喜 らにランドプラスター.え.ットライナー，ξウンサ目、

ハスラーの4般の判ラクタークラス{車問に分りら i~ oI1'.

ランドプラス9-:あら時品。官劫1:'1:11，1;から脇市へ 11-tE. .JI~.合払i-tt:I

1>1';昆9AIiiI、時には必りきI!{巡ぴklです.

唱。

fi!J由な鼠'H'パンデット.ミ "， -jtント、時には1.~~先制閣を相手に戦

い.あるいはJ:.早〈逃げるため、彼らのメカ(ホパー、後'I'I¥I'V、ヘザ‘

パ4クH彼らの，!I.，.1サイバーリンク y ステムてT局〈結ばれています.サ

イバーリンクにより.来争物やt持政火器を予;ヰを使うよりフま〈鍋うよ

とができるのです.もちろん.駆り出しのうちはおいサ-1"ーリンクシ

ステム守口主ニ tはできまぜんが。

ft'J補正 一I凡俄であることが多いのですが、~11I似:;iットライナー、

バウンサーが<.れば苦手いbのはないでしょう.

本 yトライナー :コンピA ーター社会が作り上げた析米地 2駐車五剣liJ(サ

イ~(_. スペース}を(1111に駆り{III-!> 絞らは.サイバーリンク t同じ1m.

ジ令ツタ=イン ・ システムを~いfJ:4'を行ないます.

その内容は峨々ですが.例えI!.企業の甑勝プログラムi'!Il'l.1I11.. t: 9. 
舷成U:9.銀行の1ft金泌を勝手に榊やしたり bできまサし.条件がn
IJ Itl!.報別ロポットの1¥11:校入して.思いのま まに織るニ tもでき ま

-~ . 
しかし‘彼ら1.1ハァカーt呼ばれるよt1:'.1常に減。ています".:{.ッ

トライナーだちに，1わぜれば.彼ら11エレタトロニクスの必持f長なのだ

そフです.腕のい“[;1.1.企患な Eに版われてサイパースペース段入者を

倒すためにダータ，<ンタl内にt悼んで<.たり bι ます.

パウンザー :ζ の IIt緋のゆwのす向"1通(t ‘・え I!'企業の7ーミ一、:((~{

ある傭兵市、そして例入常:1iの戦((./itであるパウンサーです.

彼4の什'I'WII.C~l脅か4耕Y同署のn廠ぃ傭兵、r.U，H1r:Jの愉送コンポイ

のエスコートなr.およそす叫・ご主が起きるような所で1.1-e.、ず見つかる

のです.

サイポーグ化lf:1均f事、あ晶い1.1強11.な式淡を施lf:AI'V.コンパ

ットシェルなどに身世包んでおり.fl鹿のハンタ-t轟1むときでも一帯軒l

りになるおたちで-r.

ハスラー <.わゆるト νジャー，、ンターで.u:r 1:11， liの胤似た1.1原発な

Eの.x.~./"ギー嶋設. J:l'Y也4皆、鉱山なEに忘れられた資源を捜しに行

勺たり、それでな11れU~'，パンヂィットなH迫t ・;Rめる賃金保~(パウン

ティハンター}です.

けしたfI:'剛.微々な技術i'要求書れる危険で強い噌~.です.

ブ白ーカー ;山ンターは基本的にm幻聴なのですが.:15のp刺画I人かのマ

ヰージdャーを持勺τ←ます.彼らがプローヵーtf!われる間浦人たちで

す.

プローヵーはt:いていダウンタウンにパーを絵註してお札そζでハ

ンターにftと1IをtI(fJ(したり、f{(fItAi'紹介しt:9ιtす{プνイ守ーがブ

ローカーをやるのも衆1..<.か~ I..れまぜん).

また.ょのパーはハンターr.:u‘の情報交侠の場でもあります.

婿兵(マーセナリイ}、民間防衛協会(ClViIDefence Assosiation) 
マーセナリイの始まりU解体した吾閣の軍が各焼て企醜化l..tこむので.

皮肉を二めて戦争ザーピス曜と呼ぱ杭ています.

ー方、 CDAb殿"のエキスパート1)<不喝な社会的ニーズに応えて作っ

たむので奇地に有斜馴醜唱があり皐す.

若いハンターのほとんどが二のどららかで、伺年か実験または間線t-l.

た経験があるはずです.



.メタルヘフド"をプレイするには.プレイヤ-，号、・ラタターが必要で

す.ζの飛ではプレイヤーキャラクターの側近の1m;を1見.191します.ソ

タルへ・ノド"のキベ・ラタター1:.能力値主いう基培;tJ'.Jな資質や舵カi'袋

すものしスキI~~ いう生まれてから後で手じ入れた技衡を仰っていま

す.

[2.1]能力値
"メタノνへッド"のキセラクターは.資賓と舵カを灰被害せたi併重lIiの

舵)J({Lを与えら11..それにようて袋視されます.

SUVを除〈す4τの能力1:306で求められ￡す.つまり舵低倣1~3

-C1i~i%縦1:18い、うこ tにな9ます.

[2.1.1)筋力:STR(Strengtl、)

筋肉の11を去します.mいものを進んだり即IかしたPという1:;1動のチ

ェックのi也、鍛え品かれた肉体を相手に鈎示したりする!.~にも棋!いま

す. また紡側戦のときはダメージの修正にら{車lrJきれます.

[2.1.2)敏捷カ :REF(Reflex) 

総l~ を!l，U 1'. ニれは燃を饗する惜IJ平、カーチェイス平、給

開戦なEの縦走H'耳，R~れる行動を主る際のス~/~ロール(SR)の修iE

1:艇m~れます.

[2.1.3)結局度 OEX(Oexterity) 

経m~ i'袋(.. ;11'. M~{ド~や.銑s ・ 爆発物な Eの操作の際に侠m
~れます.

[2.1.4)知性 。INT(lnte1ligenee)

純鮮な知能をま4します.スキルJl'dtlの際に関係ι.相手を1量得したり、

乍~~tln閣官、のロールに修正されたりもします.

[2.1.5)敏蔓 EOU(Educatoon)

教育gE.2E怪力.1.ぷ・邸主でI:TIちのぬきなr~袋(，，;1す.記憶力チ

エフタのi弘教養を相1干に跨示ιt~9する際なEに使mu1'.

[2.1.6)知覚カ PER(Percept巾 n)

総合知覚力.i主怠力、 ESPによもない第六感~</}.します.機憾でいえ

ばセンサーに相当するかもしれまぜん.

[2.1.7)共議度 SYM(Sympa柏 y)

人IIU!.しての織しみやすさ{府抑制司る主か、轡人らし〈見ぜる}を去

します.STJlゃEOUでNJ'Cの信1刊を得られそうにないときなEに使用

しま寸(例 :1毘っτごまかす.111111をなつかせる).

相・ラクターの外見(央形かE うかなf)はある砲/~. 1) 111に設定Lて

かれ‘ません.戎~"皮~!.I~進う怠妹合いでNPC!. の2 ミュユケーシ a ン

のチェックをしたいDIι状況に応じて、STR(rオν11'釧りになるぜJ)、

EDU(r.fl.1孟iJiI>'f!いのだJ).WI1.(rt需の決Eはか灯、んですJ)なEの

自g)J航でアピリテ4一・ ロール(AR:後述}を!Tなうτ(t.!t.oい.

骨骨

ラリーカンパニー日隊D
本ーでは現実的なルールの例をあげるため、何人か冊キャラクターを健

ゥて鋭明してゆ〈二とにします.

テキザナシティに'"ヲィスを置<(ラリ由カンパニー〉は5人目ハンタ

ーで偶成されており、シティ聞の輔送から、ネッ'ワーク上司争ラプル解

決草で、すべて由ハンター療を踊け負う、いわゆる便利書祉です.そのメ

ンパーは社長(兼マネージャーのネットライナー)<1)'守蝕姐」ラリー・本問、

r賞金銭面Jゴドー・ザ・ゴールデンマスク{パウンサ-)， '優1.$巨人J:I:

ドガー=ギプスン{パウンサー).'般の1t:Jリドリー=ミッチエル{ランド・

プラスター).'天下御免のナンパ男」クラウス=フィ γツジエラルHハス

ラー}の5畠と戦闘パイク'キラーピーJ，ft腕パギ_rラヴィアンロ-XJ

の2台のメカです.彼ら5人が知り合う阜でのエピソーが。普段の仕aーぶ
りをコラムで紹介していき草す.
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[2 1.8]怠芝、カ :WIL(WiII) 

~の強さを岩崎し止す.サイバースペースでの附榊Jショ γ クの1m

抵(1虫述). 1制糾lU~jII.'iO>心理ダメージの判定に艇JUきれます.

[2.1.9]事適度 :LUC(Luck) 

寺巡~と1'1うより はゲーム中でのロールの13~布利に導~.また危機

を回避するものです.キ々ラクターは306分の幸選ポイントを待。τお

り.ゲーム'1'に消費しτいきます.

[2.1.10]耐久レベル :SUV(Survival) 

総合的な身体の強~~J{します.が.00:機生死~決定する数怖ではあ

りません.t'<i匝ではな(;teりで24します.

人flUの場合、

2C地+51'白の削:執が 5UR

0'"湖 E
0-10 0 

IU:JJ: C 
tいフように3段慨に分かれます.

ま1:サイポーグはそのl冊治よから.S ~I!1!!1J t... A . B . l' . G 11人1m以

外の生物を必します.'I~身の人1111でも.例えば院がサイパー化事れて色、

れI!尚舗のみU.Sにできます.

5UV.ヒットポイント tも.サイバーftおよび肉同峨長以外の方法で

51'白が 1'.が勺 ても変化はない島の ~ Lます.

[2.2J能力値ボーナス
能力批が平均より尚い.またはst¥.~守ラクターはその能力雌に関係

したスキルに).1して彬理事します.

舵)J1!Üカ'IO~ 1ポイント N副るごとじー1.J:J!!Jるごtに+1の修正

がつきます.

つまり7のときはー3.1<1なら十4~いう持合いです.

~べ・ラタターシートの能JJI1/íのi去ろのカ γ2の・l'に記入しτ < t.:~ l・-

[2.3J年齢による能力値
プν-I'¥'ーが15;量J:lr. ~ι 〈は4{)遭j:J..上のキセラクタ目をf1'るなら

下の修正哀を利111して〈fJ5t-.ただし、 Eんな修正が'IJIII)勺τも能)J

航1:3-路の範凶で決定事れます.

15歳以下 4ω量生止上

STR -2 ー2

REF +1 -2 

WIL 一2 +2 

EOU +2 

[2.4Jキャラクタークラス(職業)
杏τ..(~のキ守ラクター1tI1\米上がったでしょ主か. すべての能力紙

が10以下だったときはn' ~i(iLl:方が良いかも知れません. また. G~'1 

が持可するなら、206+6のサイのtIでキペ・ラタターメイクHrなうの

もよいでιょう.

プνイヤーキペ・ラクター{以 FPC~する)はすべてハンターと して作品

ニtになります.山ンター1:Iviにi車ベた t会3・941華Mありますのでその

内からクラスを遇比で〈だ~l'o メイキング旬札特典としてもらえるス

キル1:各クラスでかなり必があり.そのスキ1>'1:能力怖で修正t>れるの

で、(能力艦のサイバーftによる強化-r，~ぇτいなレのであItI!)l":le，の

簡単な鋭明を見て.作成した削・ラクターにあったクラス士通品川よい

でしょう.

噌2

ラリーカンパエー日鶴②

それでは‘キャラクターメイク令実際にしてみ正しよう.

エドガー=ギプスン氏の年齢1~28才とIlt定しました.一切の年齢修正u

1>リ J ぜん. 頓に 3D6~Dールするニとにします.

STR : 15(+5) 式したむのです.これだ付能力があればどこでら壇つ

てもらえるでしょう.

REF :13(+3) 良い方でしょう.+骨な数値です.

OEX ・16(+6) 聾晴らしい f カだけでなし器用さむ並外れていま

す.

INT マ 11(+1) まあ平均ですね.

eou : 9 (ー 1) 中の下程度の舷費です.

PER : 16(+6) 野性的勧という bので L~ うか. むらろん自も耳1.>入

よりUるかに良いということです.

SYM ・14(+4) 彼<TJ悼の、ら1:飽人へ<TJ思いやりがにじみ出ているよう

です.

WIL ・8(-2) うーん.車外と臆病ですね.ニ机は復的弱点となりう

るかむ知れ正常ん.

LUC : 6 これtt;不遣な! 彼I:t属置に人生H>む:卦聾があり

ます.

sυV : C 体格(筋力}を考えれば当然です.

こうして、ギプスンU出県上がりました.プレイヤーは徳的簡織な位指

股定と過査を考えました. 山山傭兵出身のエドガーは2m~超す大男で、

気1:慢し〈て力持ろというタイプ.鴛ロな人相.・ぃ

総合的に見ればかなリ良いキャラクターとなリ乏した.しかし、例え貴

方的キャラクターがあ乏り良い出虫でな〈τむ落胆するニとはあ'Jません.

'tイパー化によゥτょげられる舵力値"あるのですから.

① ランドプラスター :メ tJ~9<訟の両方を織れまたI商人 t しての資

質にも自信のあるJjにお奨め.，f(婆L思われる能力他1:.REn OEX. 
③ ネットライナー :J血生央い戦闘はちょ勺 L ~ いう日尚主人にお突

時.m1Jな能)J悩I!INT.EOUそιτWII_

① パウンザー :思いっきり戦附したい人にお奨め.(GMにもよるだろ

うlt1: )1:1:'liI!~提らでも転が今ているので宜ベて叩〈にWfIらないでしょ

う.lll'll'な1止h似はOEX.I'ER、REF.

⑥ ハスラー:-f盤T金を夢みる方にお奨時.すペτの技低能力のIUI

われる般L¥ '11:'1"です.íf(要な能力航はその~r.-.!τです.

⑤ ブローカー :Jニの4つのEれb級tいうならこれをや勺てみるのら

よいでLょう.本最なら・IJI沿L1:ハンターがやるのが符油で.iK'll'な舵

}J雌は特にありまぜん.

それぞれのキベ・ラタタークラス11lJJ蹄b制改張、特典スキル(COA.t¥I兵

制~I::の訓胤iや実縦~}<ι ます). {;ilf(制限.貨物のtきの抑!引、側2柑しな

Eの1樹首~f.tっτt・ます.
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各キャラクタークラスの特性
ランドプラスター

所衿金 : (lD3+ 1) xSIO.O∞ 
特典スキル :大型メカニクス

土地'Ilン

線上ll(全般

コン~(7 トシエJν

応急干tl

軍火B

f持組火器

荷量制限 :STRの能力敏までのENC
価格の綱引，割増し :メカニッタのへH除ドI(I~ *プシaンパーツ、

屯千袋白血センサー.袋叩を字紙でJtえます.;aにTベτのサイパーパ'

ーツ111古{高給{サ-1，<ーリンク干術はiIa常11).1.た、コンピュータソフ

トは買えまぜん.

叩
川
淵
蹴
概
峨
峨
概

.' -~'"" 

Jiえ

ネットライナー

所持金 ・(lD3+J)xS5.0ω 
特典スキル:精神l民学

エレクトロユタス

ソ7トプログラム

イメージファイト

fulJ選択ポーナス

荷量制限 STRの能力総までのENC
僑絡の割引，割増し ・コンピュ-!! Y '7 ト~'f.舗でJtえ、メカニッタ(jli
f仇オプシaン.m子演備.-1:ンサー.袋町りをnうニとはできません.

パウンサ一

所持金 : <lD3+))XS5.制湖
特典スキル.サパイパJν

応急下、al

1M'， . ，かそ7ラージa

プーヒ」トラップ

嫌疑物

ストーキング

小火怒

淑手帳胤

ナイフロンノeット
荷賃制緩 :STRの能力抗の21出までのENC
価絡の割引，割増し :IVll(の1'1!lJJ兵~~除〈す4ての武路E耳、および.す

ベτのサイパーベーツを平瀬でJtえます.メカユック (11!W.オプション.

í1l許泌総センサ一、議叩)I~31器正面f骨 t なり、ロンピュ-!!-'/'7ト l孟

nえません.

峨

峨

峨

蹴

附

叩
山
脇
峨
峨
峨
峨
概
蹴
縦

司3



ド倍定定証〉

ハスラー

所持金 。or恥 2)xS5.側
特典スキル ;大型メカユクス 3O"A> 

』也上111全般または ヨンパットシエ'"3O"A> 

応急手当 3O"A> 
4、火器 初%

1It火器 初%

紫手戦鵬 3腕
ナイ 7::>ンパット ぬ%
イメージファイト 3O"A> 

荷量制限 ・51・Rの能力仙の2告書までのENC

価格の割引，割増し ・なL.すべて定f札

ブローカー

所持金 ・1DlOx S 10.0∞{ただし.そのうち.VlOしか能。τは

ならず、 f.H11磁，Zの元手にする二u
特典スキル :他の4つのクラスの主ちから好きなクラスのむのを流IIJし

ます.

荷量制限 :5TRの能力航までのENC

価格の綱引...増l.:す4 て定価ですが.メカニフ夕、武弘サイパ一、

ドラッグ、コンピュー{I-:/7トのいずれか1舗は半額にできます(をの

選んt!i商品を主に取り被う業者tいうこ tになります).

荷量/貫量ポイント(ENC)

ENC(荷量:Encumbrance)はキャラクターやメカニックが遭ぷニとの

で8 る輔の置~11J単位です. 武線や織々な品物にはENCが般定されてい

ますので、それらの合計が荷量制限そ超えないようにして〈ださい.

、、

1 

¥
ノ
j
d

ラリ四角ンパニー日鉱1>

エドガー・ギブスン的能力値で特に高いものは、 STR.REF.DEX.PER. 

SYMI1J5つです.ランドプラスター，パウンザー，ハスラーに向いτいる

と思われますが、プレイヤーには畿の好みとギプスンの性絡などからパウ

ンザー舎やることに決めました.

噌4



[2.5Jスキル
プνイ111に11.キ、・ラクターのもつ車初畢な技術が必習な場合もありま

す，1，華々な1争f.ttUFiをスキルk呼びます.また本文中< >て1調。てあ

るのはスキルです.

[2.5.1)スキルのII!得と使用法

キ'\"ラクターがスキ'"をn司却するには、い〈つかの)i'i去がI>~ ま寸.
① 器窓スキル伯

すペτのキ'¥"ラタターは〈公JlWt>日間臣、<1止婦>2α)6.<柿側同避〉筑間拡.

7タセス7アイパーを喧!め込むなら<7?セス〉峨;f，W・γ トライナーは

必ず埋め込まねば主りません}を無条件に1~'"(います.

① キャラヲ9ークラスによるスキル傭

キベ・ラタタークラス別に特典スキルを受11取っτ<t':~ c.'o ζ札色ク

ラスを混ぷょとで無条件に119るよとができま1"，

③ INmカ舗によるスキル値

INTを見て (f!~~'oINT 1 ポイントにつきスキル1(Ff.ィント(INTI2

の人11120ポイント tいうこ主です)2-(1111に渇べます.スキルチ均一 ト

を見τ、自rllにスキルを政るか、またはも，¥'.-.スキルに 1:泉せLていって

(/!t-~.. 

⑥ 能力傭ポ『ナスによるスキル健

作々のスキ，vl!t:~rlの能力他からの修正を受ります.

作々のスキFがEの11th似の修Ai"受付るかを見て、能}J(jllの修正似

をプラスマイナスします.

[2，5.2]スキル備のよ昇

スキノνの技梓且主役{後述}以外でスキJν鋭が1'，がるニ主があります.そ

れWI1j)J鉱を7ッナするサイバ-1'特段受11た3晶子?で.よれにより修正

似のプラスがつ〈ので.I国巡するスキル11す4 て、ただちに成功鍬をあ

げて<1!~弘、

よれ以外の舵J/(，直7ップ(ロンパットシエ伸、オートプロナタター.ド

ラッグ.暑の他によるらのほ→$1(./なものなので.技術の成政には反映

手れず、従ってスキノν雌11tがりません.もちみん各般7イテムの倣ポ

によるスキル1，1(アップ11g4ですが.

なさが.キャラクターメイク時のス~Iνk据H1<7タ七ス〉を除き80""，*
でです(<給制阿避>1':1111説明のt お~1C脱会明りι1'.Jl!です).

[2.5.3]スキルの使用法

戦梢スキル以外I.l.GMが必要U!!，hlto';1泊ぽプレ4ヤ→:成功判定を

さぜる二とになります.ょのスキルロ-Ntいわれる判定訟はI(附%ロー

ルで.I(<;!Iι1:スキルの成功鉱以 Fの1:1~H1せIfl/V)/t なります{スキル
ロールについてはまた後述ι£す)，

司5

ラリ四カンパニー目舷1)

ギブスン的場合犠最件に畳付取れるスキルのすべては以下のと必り.

企周麗臼%.サパイパル 30%、応車手当お%、偽穣・ヵモフラー

ジユ お%、ブービートラ yプ却%‘ 繊発物 30%、ストーキング 30

%‘小山総 30%、段縛却%、事手職眠 30%‘ナイフコンパット 30 
%、アクセス I(旧%

これらのほとんどは傭兵時代にマスターした筏衝でしょう.

これに加え、INTからの得られるスキル値It
‘
INTがれなので110ポイン

トとなリます.プレイヤ-Ctこれを使って」己記のスキルにプラスしたり、

新たなスキルを取勺たりする二とができ車す.ぞれが済んだら、飽力値の

修正母加え草す.例えば、ギブスンの〈小火骨量>CUlでこれに能力偏向ボー

ナス~加えな〈て払DEXか勺+6、PERから1> +6の修正が害て30+6+

6.合計42に公ります.



ド筒定路面

スキルチャート
升野/スキル名 能力値修正 特記 16スリ REF+OEX 34ストーキング REF+OEX 

ランゲ- ~'': 17麟悪 SYM+X 解説#照 ウエポ・

1企鳩腿 EOU 切 % 18土地カン PER 35小火器 OEX+PER 

2官磁牢 EOU 19万能 解説書照 36狙軍 OEX+PER 

テ?ニカJ 20変鶴 OEX 37置火器 PER+EOU 

3大型メカニクス EOU+INT 21拷問尋問 WIL+PER 38"蛾火総 EOU 

4精密メカニクス EOU+INT 22暗4事情毎 EOU+INT 39伐婦 OEX+STR 20% 

5繁純工会幹 EOU+INT ナピゲート 7ァイ ト

6 111置土木工掌 EOU+INT 23紘上軍全般 OEX+肉EF 40軍手戦H REF+OEX 

サイZンス・メディカJ 24大型鑑ナピゲート EOU 41ナイフコン，ぜット REF+OEX 

7生物学 EOU 25小霊能ナピゲート OEX+REF 42大型霊堂鰭 REF+OEX 

主張埠 EOU 昂コンパットシェル OEX+REF 43絡闘回遊 AEF+OEX 初%

91l!掌 EOU+OEX ミリタリ 制特孫lIt縛 AEF+OEX 

10明神医傘 SYM+WIL 27サパイバル WIL+INT コンビ"'-?

11実文牢 EOU 28応車手当 OEX 45アクセス INT+EOU (1∞%) 

12化牢 EOU 29偽義.H7ラ-Yl EOU 46ヱレクトロニクス INT+EDU 

エージエント 30戦略 ・戦術指i軍 EOU+INT 47ソフトプログラム INT+EOU 

13 &定 PER 31プーピー'ラップ OEX+INT 48イメージファイト INT+EOU 

14写真 ・眠像 PER 32爆発鞠 OEX+PER 

15偽造 OUX 33空中根動・OG繊動 AEF+OEX 

スキル鋭明

1 公用属:世界共通冒踊である英樋と自由で使用ιτいる冒紐(モスク

つならロシア館、東京なら日本舗}を褒します.キャラクタ由創造伺線、

轟本側切%が与えられます.

あまリロールずる険金はないかbしれまぜんが、例えば、主牢作品を執

筆するとか、臓鎗の隙などに使用τ・8るでしaう.

2・11掌 :宮崎牢と官うより、キャラクターが普段使わない公用舗臥外

的冒饗そどの4量虐知っているかを痩します.舛自での世路や、スラふ舗の

企周防を知らない人と隠すときに使われます.

3大型メカニクス :バイクから宇宙船までのメカエズムについて、これ

ら大型メカの修理、メンテナンス、ISttすなどを行なえます.

4績割Pメカニ?ス マニピaレータ四.サイポーグなどの鯛曾な〆カに

ついて、修理、〆ンテナ〆ス、 t量計などを待なえます.

~ー緑町住術者Hl<!"すなら、大型〆カニクス.精密〆カニクス、エレ

クト。ニクスの3つは取得したい訴です.

5素材工学 金庫、セラミ γクなどあらゆる景材に精通しτいる事そ褒

しています.使い方はアイデア衣績ですが、例えば、戦闘中栂与の装甲の

材慣が何であるとか装甲思などを見極的たリで~Jす.

6建段土木工掌 :I直接輔の股肘や郎市股肘を行ない草す.玄た、ある抱

置の地理や土木嶋輔の検作もや得ています.

〈場発物〉と併閉してのピル燭破などが、代褒倒，.t.. Jう.

7生物学 ;その畠のとおりですが、叙射能が人体にどんな'居留を及ぽす

かなど、限定的ながら医学的知陵1>1寄ら会わゼていaす.また主主ータン

bの性聞などにも叫しく知ってい三す.

8 事学 :二的世興の高度に発遣したドラッグに精通している・~褒しま

す(もろろん普通の擦にも符ιいのです).効用や副伸悶についてむ知って

いτ‘鍋音1>できます.

9医掌・医術 :医学期憶と，自僚の偽に医練用慣鶴田爆作もで8まず(C

Tスキャンや自動手傷ベ yドなど).

10精神医掌 .心現章、価眠術とインプリンティング(債銀輔HIJ周した

司S

暗示刷り込み}の桟衡を知勺τい志す.また、心恐怖周に関係するドラ γ

グにb鮮し〈、備眠術的実践も可能です.

11 天文掌 :矢文以外にも、宇宙空間に関する知徴。理蛤を知勺ています.

n海士や宇宙パイロット IH~.ず晶要'.スキルです.

12化学 :凝晶の筒昔、合成樹脂の開発、エネルギー開発など化掌全般に

ついτ知っています.

印鑑定 :絵画、宝石などの鑑定から事件現場問機証まで行なうことがで

きます.

14 写真・映像 カメラワークの他、映憧怖品の濯解度1>常人より上です.

15偽造 ，高度にコンピaーター化~れたこの世界でM、ここで冒う偽遁

1:非常に挟い範盟になゥています.しかし.ー鎌田偽遣の他にら喜衝作品

の贋作、ニセの宝石などむ枝術的進歩で、より見砲られに((なゥてい*

す.

16 スリ :冒うまでむな〈相手に気取られることなれ物品を盗み取るこ

とです.

17 I時慈 .これI>Il!明するまでも主いスキルです.その効果1:織々ですの

で、 GMにー任します.

18土婚カン :舗甫にしろ街にしろ、その情遣には娘つかのパターンがあ

り三守.これはそれ令知っていて、見知らぬ土地に来てむある穆渡Fヵン

を頼りに動〈 ζ とができるJという意味のスキルです.いわゆる、土地勧

とは書世遣います.

19方能:このスキルの取得渚は特異で、スキル取得そしたなら、あと90

%(つ草りINT9ポイント骨}を足喜ねば動集令発Ilしまぜん.つまりJ∞

%あっτ初めて有劫なスキルとなるのです.さてその効果ですが.白骨IJ'

取得できな力、ったすべてのスキルを一律10%でSRできます.ただし、こ

れにはどんな場合でむ一切の能力修正‘状況修正そ待なえ草1tん.

20 l!t裳:鋭明日必嬰ないでしょうが、商事前足をザイパー化L、神趨自

在にLている宥や、全身特融ラパーで、性別さえら換えることができるフ

ルポーグも存在する田でこの世界Uあなどりがたいのです(そういうPCに



はボーナスを与えるべ宰で1...う).

21 拷伺・尋刷 :峨々指向聞方法令知ゥている人b多いと患いまTが、持

問がプレイの目的ではないので、ここでは司法組織などの?ニュアルどお

リの行動4をとった場合町民功率を示してい草す.

書櫨ドラッグの竃切な1J!周により成功率にプラスが与えられます.

22略号・信号 :主に暗号や情号の解織や作成に使用します.

23急上-*全般 :タイヤ、キャタピラ.*パーなど、すべての池上ヨ慌のナ

ピヶ-~に使用します.ただしJナピゲート〉令官時ニれらの機範的スキ

ルはすべて、普通に遺転していると容は絡にロールずる必要はあり草ぜん.

主にチaイス、ぞ Lτ回避のと~に使われます.

24大型鎌ナピゲ由 ト:海上、海命、宇宙に必ける大型の鎌り鞠{峨蟻‘

潜水艦、宇宙紛}の検作スキルです.

25小型鰭ナピゲー ト:へリコブター、航空償、厳密徴、シャ トル、モー

ターボ-，.潜水範など微妙な煉作が襲来される畢リ輔の煉縦スキルτす.

26 コンパットシェル :ョンパットシヱル的みの機作に使用し草すが、ス

キル%~半減して〈空中慣動・oGlIl動〉としても利隔できます.三た、コ

ンパット γ エルの簡単な〆ンテナンスを心得ています.

27サパイパル サパイパJむの手順と知厳←心得ていることで、スタミナ

の有瞬、身体的状態とは関係あり草ぜん.

つまりある状況下において生き預る手段を知っていたとしても実際に生

容限れるかどうかU別問題という二とです.

使い方は、遭慣などの状況下でGMにサパイパルの手段を問う、あるい

はプレイヤーがd替えたザバイバル的方法がうま〈ゆ〈かどうかをチェック

する、などが繕えられ皐す.

28応車手当 .すべての肉体に対する損害に適応で容ますバ レーザー傷

か勺溜息まで)1閣の付がにつき 1(富田チェックが併喜れ草す.

成功するとダメ『ジが 1ランク軽〈なります(MOのときはHW).b ら

ろん、l5:に死亡した者にU行なっτむむだです.

LWについてはルール上両らベナルティはないので、鰍晶体成功にして

も良いですし、手当告行主わな〈てもかまい草ぜん.

なお、簡単な応島キ， ，がみるなら.成功備は借になります.'tイポ時

グに対Lτc:柵密メカニクス的知温む晶聾です.

29偽畿・カモフラージュ :個人が鞠かげに隠れる他、戦ヨ院のようなかな

り大きな物までb隠すことができます(ただし材"が必要ですが).草た、

戦闘mボート~ヨ ッ トのように見ぜるなどその使い方は織々です.

30戦略・戦術指揮 :指令軍での鶴隊指Ilと戦場でのグループを率いTの

リーダーシップを褒しaす(bらろん‘教育マニュアルを基にしτの行動

なのですが)..団鞍ルール以外ではあtり使用する償金はないかむしれ

草管んが、 NPCを部下にf寄ったと8の行動チェックには有効で1...う.

31 プh ビートラ γプ :トラ yプの仕鱗け方、見破り芳、外し方的3っそ

11.とめることにします.これほ妓術的高低であり、考えるのはプレイヤー

であることそ忘れずに.

〈燭尭鵠〉と併用すれば効果的なトラップ令仕掛けることができるでしょ

う.例としては傍した搬に手栂弾を仕掛吋.憧続が果て死体を動かすとド

おンとい〈むのなどです.

32鎗発物 :あらゆる僧尭楠とその材斜にも綱過していて、その像作にむ

通じていることを褒L.tす.しかし、このスキルは単独で使用することU

少ないかむLれまぜん.

33 ~~炉複鋤・OG畿圏出 : パラシaート締下、低量カ‘鰍軍力下での竃動

I>'OI線喜れているかどうかを褒L.Jす.これらの状況下て常人以上的行動

を行なう際的チェックに使用すればよいでしょう.

34 ストーキング:鞍鈍時以外の普通の使い方c:忍び揖4きや尾行時に使い

ます. 破瞬時間詳しい使い方は戦闘ルールを司~J!!!1.. " (ださい.

35小火録 ;間単に官えIt銃録的取り緩いの基本を知うているということ

句7

で、 1，1I:}o>lIt穏に対応、L.tす.穆ち方から手入れの仕方、故怖の僚の対

処、草たは簡単な敬造などもできるでしょう.普通は戦剖時に使用します.

36狙撃 。椴闘の狙繁ルールで使用します....しい使い方同戦鶴ルール事

照.狙思スコープモ使うと命中舗がプラスSれ正す.

37 .火密 。傭人が使用で~る火絡の中でむ量大磁の火力金持つもの告す
べτ官んでい草す.つまり処置償問鉱山提減射器‘パズーカ、対破怠

ライフルなどの側鎖的虫鱒を損帽し車す.これはそれぞれの使用方法をい

ろいも憶えているというよりは、ニの平田暢奇縁い慣れているということ

です.

38罰1ft火鍵 :個人，，'1:湾局しに〈げ兵縫よいえるものを<)1..、戦車私

対空砲座、アス0';1夕、ミサイルなどのW頭町兵"を鍋作できます.

ニれらのハードつzア白線作そ覚えているというニとて・す.簡単なメン

テナンスもで~l す.

39 I指揮 :投機と1:主に筋力と務用さを聖京8れる‘銃総以外的飛ぴ道具

の鈍いを意味L草す.こみ箱に空かんH量げ入れる行動力、ら、辛抱禅、役

げナイフ、投げ槍、弓績などがこの役割車に入リ、主に V傾向武畿がニれに

相当します.

戦闘時的使用は職腿ルールに明teしてあります.

40素手戦18:マーシャルアーツを初めとする、道具を使わない絡闘街全

般を褒l.tす.

41 ナイ7::1ンパット;月連り20田〈らいまでのナイ?を周いての戦闘に

使用します.級いやすいが奥田源い有効な戦闘方浩です.

42 大型武線:ナイフ以ょに大~い刃物、あるい1:鉄パイプや、ナタなど

を使つての戦闘を意味し車す.

43格制屈遊:戦闘ルールにあるとおり、栂与の攻撃を国道するのに使い

ます.基本お%が量初からむらえますが.量大上限値1:70%とします.ク

リテイカル命中的図避はSR)1などでやるとよいでしaう.

44 特殊武舞 lIt総チャートにあるような変な武鈴を使つての鞍闘に使わ

れ車す.

45アクセス 。コンビューター録作の第一段階.コンピューター舎利用す

ると宰に使います."'.っと慢しいと思われるデータのピックアップとか、

Uど〈ゆれる戦闘ゅの装甲ヨ院の中でのコンビ孟ータ一線作などのチヱック

はSR)1などで行な勺τ〈だ8い.ど'"らかといえば3ンビューター婦作

のための際司II約なスキルです.

アクセス7ァイパーを程的込んであれば、キャラクターメイク由時点で

む、 bれな(lC旧%のスキルを得られますが‘そ抗が上限ではあり車ぜん.

46 エレク トロエデス .::1ンビューターのハードつェアの組み立て修正置か

ら吾櫨電干部品目取り付けなどと‘その使い遣は峨々です.

47 ソフトプログラム :コンピューターソフトに閉するすべての行動.極

めて獲しいのですが、イメ-'"ファイト用の新型ウエポンソフトの作成な

どゐ苛能です.

48 イメージ7アイト :サイバースペースに必付るネッ争ライナーたちと

ブロテクン 8ンモンスターとの峨いで‘命中串に当たるむので、量饗なス

キルです.

ι1I:でキャラクターは淘且し ま l.f~. 後I~与えられた所持金を持って
プラックマーケットへ行きま Lょう.ニニで必要なアイテ人メ:11.:1 

7 ~.武器主ドラッグな Eを平に入れた~.サイバー乎衡を受付れIt.

もう一人前の〆、ンターです.

なお.武器I~すペて知九が混成(エ4・Fギーカ涜'il)~れた状態の価怖
です.



崎 定信刻。

.キャラクター シート

名前 下ドサ..JaJV7“久 ゾ クラス: パク γナー ランク: 性別:痔 年前: 2~ 

能力値(ボーナス) チェック 部俊耳1)サイバー化状況 SUV 

STR : Is- (ず;5')

λ 頭ザ部イパ ，ヲイ寸:10，狙曹」サイトば0
REF : j 3 (f 3) 

DEX : /6 (~6 ) 左鶴

INT : / / (t /) 右鰻

EDU: 守 (ー{J 網 ・体内

PER : /6 (+6) 

SYM: j.グ (.，tヂ) U¥j 綱審S

WIL F (-)) STR + PER + 

LUC : 6 
サイバー化、 REF + WIL + 

HP ドラッ?による INT + HP ~・

SUV C 
能力f置の上昇 EDU+ SUV : 

ス キ ル 名 修 正 % チェッ7 ス キ Jレ名 修 正 % チェッ?

公用語(50) EDU 7<'7 27 サパイパル WIL+INT 2? 
2 曾総会宇 EDU 28応急手当 DEX 36 
3 大~メカニクス EDU+lNT 29 偽装・カモフラージユ EDU 2宇

4 精密メカニ?A EDU+INT 30 戦略 ・戦術jlill EDU+INT 
5 素材工学 EDU+INT 31 プービートラップ DEX+INT .5'7 

6 建段土木工学 EDU+INT 32 由量発物 DEX+PER 'Y'2 
7 生物学 EDU 33 空中 ・OG機動 REF+DEX 
8 察学 EDU 34 ストーキング REFtDEX :s<j 
9 医学 EDU+DEX 35 小火縫い、 II鎖} DEX+PER S2 

10 ，~神医学 SYM+WIL 36 犯費量 DEX+PER 宇2
1 1 実文学 EDU 37 .火器(IU頬} PER+EDU 
12 化学 EDU 38 揺鮫火器(IV類) EDU 
13 jl定 PER 39 j貴婦(20) DEX+STR 3/ 
14 写真 ・映像 PER 40 繁手戦関 REF+DEX 39 
15 偽造 DEX 41 ナイフコンJ'¥''1ト REF+DEX S-'J 

16 スリ REF+DEX 42 大型武書官 REF+DEX 
17 i勇惑 SYM+X 43絡翻回避(30:よ限70) REF+DEX 2.? 
18 土地力ン PER 44 特殊武者苦 REF+DEX 3? 
19 万能 45 7'?セス(1∞) INT +EDU /0。
20 変装 DEX 46 エレ?トロニクス INT+EDU 
21 4時間 ・尋問 WILtPER 47 ソフトプログラム INT+EDU 
22 暗号 ・憎号 EDU+INT 48 イメージファイト INT+EDU 
23 土色上軍全般 DEX+REF 
24 大型底ナビケート EDU 
25 小型総ナビケー ト DEX+REF 
26 コン"ッ トシエJレ DEXtREF 

18  



キャラクタースケッチ プロフィール

之帆~越ヲ久 芳 .魚崎 4垂 下〈‘ "4看古!::1/'.え
ヲイ'1""ワ古 o/:0 我~わずー ιィ'1.込む .
Hf。令ぃ 乙を時{t倒 1)1.二号tド・1/レ τ・‘主宰 ~~のずtし1¥" 
イト{."11.非もり今 人'吻.

使用武器早見表

名称 火力/効果 ENC/ HP 方式 回数 E臣殿/距荷量修正 追加被害 残弾数など

'1 '"パ.Atイア f / . . . 

レ〈F6メ二:ti，t~.. ソ lレ .:;s d' . . . 

. 3S'7-zク #0 3/， S 2 。.ー之O f♀O. 

.t.~t -;/-ト /。 6/1 ド/B2/A3/S/7.九-t2-0 . 0 .-10・-Jc ，、こ-2

Ág.~勃

AP9ヘ/
30 s/r S 2 

F ヤ0 ・_(0・ . ヤ7ト2

d'4なJr yS;Gむ 1// . . . 

主要所持品 各種アイテム類 武書官、防具、弾薬

保味鋭、 手 シ 討 、 wB乙射針 I\-~‘~"，ヲー {s 1(1..有。IJ.EF -2 ~oA"κJ 

今パイパIし.:r.ト
チ rI? /:;.シ..7 ン

げケ'/~ ');z..フク . JS1 JfI ;デ10 ゾ 5'1 メ(~

• • ιラγ レ_--、- E‘Sb---:tゲ〆ソメ 3

Arゲ ゾ m 10吃，

舎 ~13考 10危

特同 f(f'lイプ ζ孟ιJ

ゾ').ド .ν.-ター A.ft 2.吃 ずフ

サイバーリンク/ジャック=イン: Cコ 本 MEMO 

ドラッグ使用回数: ζ〉 クラウえ<7ィりク〆)ク I&r1= 

パーサーク値;

中毒症。
11匂100。母、し

所持金(ドル)

借金(ドル)

司g



-¥'"tラクターがプレイ中に1'fな;t:着々な行t同行ま〈いったか.ぞれ

t も失敗LI~かI~GMカ可噌訴Lなけれ Zな 0 ません.GMはその判定に.

3号令ラクターの自~;IJ航t スキル航、そしてプレイ守ーのサイの日を挙司?

にιます.

キ"tラクターにGMヵf要求する o-/.，H，t:2僧績で、舵)J鋭にI噂する

ものを7ピリティーロール(AR).スキルにl闘するらのをスキルロール(SR)

u'tいます.

[3.1Jアビリティロール(AR)
ゲーム中、スキルによらないチェックが1!:，~な主主行ないます. LUC 

tSuv..除〈すペての能力航に附してARのチ吟ンスがあH 't. AR 

I~. 206に能力飢を加えたもので.GMかシナリオが決めた携懲雌tI司

ピカヘそれ以上の自を出せば成功tL~ 't. 

AR碁準備

10:やきしい

15 :持泊

20:雌い、

お:非常に蜂い・

員長老れぞれAR10.AR20なn~す.

能力鋭+200が4 のl'('(;~..u.なら成功。

キャラクターによって必ずrlX:t}Jする場合でも l〆ロ1:灼肱.6〆ロの

自I~能力に関bりな〈成功 tιます.GMはロ-/.に縦をもたぜるためζ

の基調匹の制部内で自由に基期航をおどできます(ARI7なり.

[3.2Jスキルロール(SR)
スキPロールlu.tIIB以外の場而で似mされます徽胞に闘しては別t.el

ます).チェックI~1()(目指ロールれすい¥脱:主%以下で成功です.スキ

ルがないものに関Lてもサイの自01-051~必ず成功、 96-ωI~必ず失敗

tな0ます.

SR集準値

SR 2 
SR 1 

SRX 

SR ):( 

やさι，"スキルの2fff怖でロールします.

.弊込そのままロールします.

:難い・.スキル雌の全r-1rc'ロールします.

非常に難い、スキルf自の):(でロール L~ す.

またすぞ.τのスキルはその行動を繍即JするアイテムなEの使IIJで%を

1)げるよとができます({列 。<111l1..1Tなう棺?の自白剤剣山11など).

eo 

ラリーカンパニー刷版1>

ロ世ル

ゴドー・ザ・ゴールデンマスクが目覚めるとそこは暗い倉臓の中でし化.

普通は右む左もわからない所ですが、プレイヤーはGMにゴドーが買鳴セ

ンザー舎内蔵していることそ告げ、出ロt-探す野司を得ます.

GMの提示したARは2s、ゴドーのPERI:おなので1のゾロ目以外は成功

です.出口を見つ付たt置はGMから、 DEXを使っτ、鍵開111.>'.STRt-使

勺て ドアをブチ破るかと朗かれ、 STRでドアをプチ破ることにしました.

GMは5倒的鉄板綬で、 AR35(こういう置冒も可舵ですが、生島町人聞は

絶対側けられまttん}で、破れると告げます.ゴドーのSTRはおなので、

11か60)ゾロ自(12)舎ださねばなりまぜん.

ラリーカンパニー刷版1>

スキルロール

ゴドー・ザ・ゴールデンマスクはi8手の足を止めるためにプービート ラ

ップを仕錨吋ることにし草した.手綱蝉とワイヤーを使うので、車ずGM

1: (織発柿〉で0ールするよう告げます.スキル舗は77、援な〈成功Lまし

た.この櫨〈ブービートラップ〉でロールするのですが‘ニニは淀野であま

りbラップを仕機付るのに適した場所ではありません.SR)1でチェック

します.スキル値1:62なのて:-.31で判定です.

出自は宮&どう見ても失敗です.しかしGMは哀れにJ思い、 一応争ラッ

プは兜成したと告げます.とUいえ、追手がこの{で宰ぞニないの}トラッ

プに気づかないわけはないでしょう.

[3.3J LUCポイントの使い方
干::e.の3由民はJ'~U'Jr(.Jなものなので‘各GMが使い方を新たに考来しτか

まいまぜん.

1 ) 各般のロール (AR.SR.心尽効果ロールなど}を行なうちい、 l~.f

ントを消費することでGMO)!量示する賊li}1s'をIランク荷物こできます(GM

がAR17なn半荷量な総を処iJ"したならマイナス5を白1iにLまれこの

場合t!tA民12cこなります).

一度に(fJHできるポイントは3ポイントまでです.

2) 4ポイント ..1円慢するよ kで、 PCヵfJJ(耳障をうり、喉別総燥で"K-

をtil'!t>れたとき“MO-にするよとができます.

LUC:f.イントは消費するー方で.プνイ守ーがゲーム中にタリテイ;/J

/.I~ (10α垢ロ-/.なら01-05.峨削除なら宋J~が1 、 206なら 6ゾロ)



を1@]Il¥すごとに 1ポイントを術充できまれただしキキラクターメイ

タ時のLlκ鋭守二えて明えるニ tl1釣~~れまぜん. また、 LUC(~の能力

7ップはな(.一'1;ぞのままです.
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筏術的成長 。戦別以外のスキルロールに1且A1rrるたびに、そのスキルは

1%7フプLます(チェッタιτお<tよいl.ま1.:.唯鰍aスキJνおよび

〈イメージ77イト〉を使勺てタリティ 111.闘をU~寸ごとに、 5%アップ

します{戦測スキルおよび〈イメージ77-!ト〉のレベノνアップはクリチイ

カルのみです).

スキノνには{・風邪を除、、τ)ムJ日l叫がありません.tきにはGMがSR足、

x.tゃった"7-!求をするζt~ありますし、戦別/，1/-/1/ 1 .. ではtす'lfる%

はないからで1'. たどし通常スキルのC-/Vで1196-似防I~は必ず失敗

l!t いうニ H 制 1ないで(f!机・.

肉骨k織神威畳.こちらはARの6〆ロi'1IIすごとに lポイント成長しま

す.

ただし‘サイバー化も;l¥樹量与もしていない状態の舵力紙I!J測が18

であ~.これ以上11絶対じ上がりまぜん.以後はサイパーiヒするよ tで

能力総を上げるニとができます.すべてのサイバーパーツおよび71v:r.
四グ矧U.. 一'1!l:手術したらjl恥ltt身の(~ドに I!)}!れまぜんが、能力77プ

の惇1~?1140まγとなります.ニの4011ヒsー勺ノイドの絶対照叫であり.

ニれ~JJ:I孟サイバーによ今てふドラァグによ。ても決しτ上げること

はできません.

-キ"¥'ラクターの人r:n!.しての成政11RL:'のtおりですカ仁ょの他にハ

ンタ-tLての成長があ0ま1'.ニれについてはマスタリング3ゲイドの

hi:ti干し〈紹介してありまTので、そちらを害問iして <1':奇い.

新たftスキル :INTが1・~(するか.またはスキルのなL寸k怨でSRをして

クリティカJν日<01-05)を:t¥せば析しいスキJvi'i坪るよとになH す.

H点梢採な酬でスキ/V~1'~H， ニ t もでき孟す (1鎚).

ぜの他 これらの舵1J上俳1ま原則tLて1，;...ナリオ終了後に行なうもの

tします.また遊択ル-，.tLて、GMI1シナリオ終T時にボーナスtι
て校If'n面、肉体m卒中曲iにい(I! (かのポイントを与える H~<'でしょう.

その目安はスキrν00-15).または能力依(l -3H ぃ。 1~，叶で‘ PC
はよれを好きなように似り分11てかまいまぜん.

ラリー商会日鶴①

LUCポイン トの使い方

ギブスンU廃慮となった町で、数人的厳に出会いました.彼1:リ由ダー

幡町現に格闘をしか付正した.残意ながら相手白方がREF能力が高〈、至

近距麟で翻に短針銃を事..，込まれ草す.情実に・k・が出る北緯です.役

は4:f.イントのLUCを使い -K-を-MO-にして、何とか相手を倒しま

した.'"MO"のま草ではいずれ死んでL孟うのて:'.<応車事尚〉を行ない

草す.スキル鏑1:36%ですが、何としてむ成功したいので、 LUC2;f，イン

'を使い.SR3 (3俗)のI0s0Aとして判定することにします.

ラリーカンパニー目隠⑤

ゴドーはアリゾナで遭隠しました.救陸信号U出し草したが.3>草句齢

τに1:で~lぜん.向とか生(j続吋、シティに帰る方法を考えるため、〈ザ

パイパル>36%でスキルロールモ行ないました.結果1:18. 
後1:生Hlることがでeれば〈サパイバ1(，)が+1上昇します.ニのと8

01-05を出していればスキル値+5になり草した.t引手ニの鵠む何度かニ

のスキルでoールしな付ればならないでしょう.

ラリーカンパニー回路⑨

ゴドーは、人工筋肉を生身に埋め込み、両院~穣手にしたハーフポーグ

て・す.彼のSTRI:基本値14に加え、+10白人工筋肉でおと主ゥています.

績は今、 STRのAR~行ない、 6 0>ゾロ自を出t. J した. これはチェック

して必き、今回のγナリオ終了時にSTRが+1上昇します.畿のSTRI:サ

イバー化Sれているので、絶対限界的40までの成畏が可能です.むらろん

さらに人工筋肉を爆時込んで?強化するのも自由です.

しかし、生島町STR18白人が6のゾロ自そ出したとしてむ(例え今回出

シナリコfが終わるまでにサイバー平備をしτむ}能力傭1:19にUなりまぜ

ん.

また、 DEX、SYM‘WIL債をサイパ-ftて・上げる方漉U今の車両ありませ

んので、これらの量生値は限界舗が18となります.

トレーニンダヲンクベ・ノ ドを使つてのスキルの取得

人間l人を収容する、二の水梅田内で一定時間(最低3時間}鰻るニとで、

スキルを取得することができ車す.

内にはゲル絞めグリセリンが満f:<!れており、別売のトレーニングプロ

グラムからの情磁を睡眠牢智という形て・覚えることができます.

〈万能〉以外のすべてのスキルプログラムが売られていτ、10%(能力傭修

正そ桂で加えること)だけ新たなスキル令覚えられ孟す.

既に取得しτいるスキルにプラスすることはで容まぜん.どん主スキル

む1固だ1110%を覚えられるだけで、ぞれ以.r.1:.ニのタンクベ yドでは

絶対覚えることはでさ革ぜん.

また地にも柵神徳労崎町WIL倒復などにも効果があります(3時間眠る

と全快する).

トレーニングタンクベッド ENC・20 価格:$50.αm 

トレーニングプログラム どれでも 1本 $5.白河

演ベッドを胸入しなくて b，ボディクリニックに行~、 1 回$3.ぽ旧そ

宣払えば、借りることができます.
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順路!I~-li::の手陣tをふみながら解決吾れます.戦闘は相手によ勺て{人

ItJ.サ4オ{-?".ミュータントなEの対人とメカニヲタ.n動兵怒なEの刈

物}、また攻撃の刀法(財務.j貴婦や備制い・った}によって干順やナ吋ー

トが島斗ニi釦‘ますが嶋本111，"じです.

[4.1J戦闘ターン
戦いを瞬1111ごとの刷別に切り緩せたなら、実際に I~、物llH:次々 t順

番に総よ今ているtわかります.ょのゲームでは戦闘をF戸見するために‘

待々の眠いを戦捌ターンと呼ばれる、小さな戦いに分別して辺見山します.

111通、プレイヤーキャラタターI~. 職制ターンのnnに.武~ご t に I 向

の攻撃b'i守幸れτいるだHです.

l 戦網戸一ンI~約3砂rで.移動7エイズと攻耳障7エイズの2つのフェ
4 ス.に分かれ.攻型産フェイズ11命中判定し被，~刊iiに分配れます.

殿"ターン

① 移動7エイズ

② 攻怠7"，，(ズ

a 命中判定

b i!t"*f'1定

[4.1.1]移動フェイズ

戦闘中の移動にはい〈つかの手順があ0ます0''''':'てのPCまたはその

束。物l主移動アエイズc:移動ができます.やドl:jj1)I号制11でTb'，!.'ζ 

へEう動〈かUREFIの低い周回にit:tしていきます(REI'州司じ若乃b'ぃ4
1場合.サイコロなEで願書士決めτU!t>←)，

ただし.人1111および特に指示のないサイポーグの移動}J(MV)はすべ

τ3叫 哲足取健今1~ tき)状態で5mtιt寸.

また.-h-7， ECM. 7げなEの'i:f旬開備の{糊11ζ 二でli行ι
ます.

対物時期骨の場合、ニの移動7エイズで:f!1手に不机 bι 〈は臼分に司I

利なポジシ・ン{後方。 l而なれへ持動するこ kをmtできます，).1人戦

の主きはどよから攻司書してら変化はありません.ただし相手がものかげ

に".れτいる kきに、視線を妨げない所tでlUJ1するなど しτ.¥・4ら

か荷車lにすることはできます.

ここでG1VII~PCの多少とっぴなH!劃帥Zあ勺τ も(圃側~JIlのf'clI曹にJf<Ht

〈バ叫クで相手をはねtl!すなn.AR.SRなEのチェックに成1}J~

せI~J:'(許可すペきでしょう.

ま 1~， GMI:武援の悶腕正のため常に両(0-の置;厳をある怨J主把I唱ιて

お〈必要があります.
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ラリ自力ン"ニー日隊jj)

融関ルールのエピソー ~C:，ラリーカンパニーのメンパーが初めて舗を

合わぜたときの隠です.

2惜バイク ""ラーピ一時に乗るリドリー=ミ ッチヱルと彼自伝的ギプス

ンは起伏の滋しい東れ地でプラッデイゲーム(スタンデート・ゲーム)舎

やる二とになり草した.倍率は聴闘パギー・ラヴィアンロ-;1;・に量るク

ラウス=フィ yツγ ェラルドとゴドーです.それぞれのREFI:リドリーは

，ミイクのREF~使用するので17、ギプスンは13、クラゥスとゴドーはパギ

ーのREFを使用1..8にな勺てしまいます.移動する宜置の順番はパギー、

ギブスン、バイクの順になり ます.パギーの速度1:35Lある(人聞は3)の

ですが動101:続まれ。すいというニと令捜します.向者の矩随C:1∞mあ

りましたが、ドライパーのクラウスは近づくようにtJ動ずるニとにします.

次にギプスンも審議しつつ近づき車す.バイクのリドリーはパギーの憧ろ

にまわる二とを考えて迂回しつつ移動し車す.こうして、パギー、ギプス

ンの2帯の鐙眠時刻m、パギーとバイクの距障は縮ま らず1∞mという

ζ とになり且した.

電子戦後備などは雄も持っていないので作動的軍曹はあリまぜん.

[4.1.2]夜聾?エイズ

攻理主7エイス;Jj，.命中およびその効来世見る命中判定ふ被害を出L

て務'1'緋県や心理刻版を且る阪開'J定かもなっτいます.



嶋・唖・-
[4.2J射撃 ・投郷

ピストN.'-I7NなEの府ぴ道具や.武容自体t-IlげつHて使う式

芯{式t;チ々ートの 1-¥'lAlの使い}jt-説明Lます.

Fイニシアティプ決定

戦"に書加しているものの中で、REF'の必い周回に行動(射鍛}で3ます.

REF州，，1t: .r.'が¥.た場合lムサ1"Di'n<。て周回IH決定して(I!~ 

‘. . 
①命中判定

命中判定11.スキル九((鋭2.'l><11H嘩)(1持級火容)(世火お〉のをれぞれ)

にt華々 な修正t-加えτ可機動l"tI"l L.スキルロールH，)じ(100% 
D-J¥'Lτ ・敏終命中唱"lJ.fがIhたなら命中とな H 寸.

たI:L.ス.，-ロ-Ntl1追い.命中可能%内のぶIl'の・ 1"や・0"

がそれntタザテ4カルl7タシダント tな。τいるので11-0:ιτ(/:
Sい.タYTfカルkアタシヂントの脱明I24Lのt量にめゆます

修正の結果、 ia.命中F艇が0%以FC:主。Iよなら.保1:11泊惜しτ外

Il l と~!.，.

蕃本命中'

f争スキw飢

義*命中.への修正

① 号れぞれの式認の町，.による命中修正i'hu.tム
① タイプ修正IJ(J<で修正を加える.

タイプ修正値寝

防御側

攻'側 ~t V 11 A 

~t 。 。 -30 ーω
V 。 。 -30 自 ω
11 +30 +30 。 ーω
A +30 30 。 。

-人間.サイポーグ'.7ンドロイドなE ヒューマノイドはす4 て"M"

に凶する.

0 割tJのコンヂ(:;"-9ンによる修正

相11-に4、底討ちをかりた

相Ir‘が~~.また 1はtバ-サ-ク
相げ

(!)t而前州F日州11仲伽川l'い川"寸'1付lほtでのr川I ~分~Q)の心咽l励効浪のIl"簿惨分.
⑤ その{弘 J¥i-J'"I ~.釘よぴGMの"'~刻廿耳、

峨

蝋

概

+
-e・
+

また.スキル%が似l?，)t-AlI.tてレたら.その分は::b llの{タザデ ~;b

'-.アクシヂントt-J~ぃτ}サ4の日にそのまま足すニ tができます(f'崎:

〈佼包+般)b'JC陪%の l~. 5t-サイの日に加えるニ kがで)! .，.l.た

I:L. (If~*むのfttl・a航111似泌をt:lJにτはならなわのでよのボーナス11

I>H ぜA.

a.中効果

命中しとc，.そのuのサイの臼に使JIJ弐窃の火JJl前1.1のダメージ

の修iHプラスします.

l!'られたrc机刊捌品処チ守ートの郎位k置か恐i'見!.，..ニのuの

歓鋭の*，~flr ・ 1 "なι・2・に.・0"なι・9"にそれぞれシフトし

ます.それぞれサイの11のiの伎の・2，3・は腕部.・4• 5" 11..1iIl. 
"6.7.8"は制朗1."9"は止(1($にな。τいるので憶え晶 l(~l'Iでし』

う.

ラリーカンパ三一自民1l

フィールドのa人のやで1番早〈射τるのは除EF舗の1..いリドリー

です 彼女c:パイクに信tl~れている12.7圃HMGt-射、aす.

彼世田〈置火指>1:57%、そしτ12.7圃の霞・修正面直1:1∞m，':!: O.自

.町タイプは "v・で二もらが・H"なので+30、合計自7%.~らに12.7

圃Uオ『ト射撃しかできず、その自楓鍬1:6な町でこの喝昔、相手がt台

なので8圏全車事告事つことにし草した{ニ仇でH だ9ターン骨の摘が残

っていますl.

23  



ド伝誕沼諒D

また、命中した都f.-:が相手の身体の完全に見えない都分なので、その

遮総動はず貫通できなt‘t告は、当然外れにな9ます{例:コンクリー

ト増幅の上から車(1;1!ii1..'1I出して繋って十る敵i'1，X怒して脚に命中しでも、

効*なし).

減対物効果 :アンドロイド、コンパットシエル他のメカのゆ合、使胸武

器の火力だりを命中したサイの闘にプラスιて対物到点、鳴を見£す.fl!! 

It "'1入"主す4τ同じです.

減命中却胤織はこの後の判定にも使bれるので、判定が終7するま'l1't
きftldf>ておいたtょうがよいでしょう.

4湘働兵暑の回避

ここで.'N司りがき〈、バイクとコンパットシエNllfiil避を紋みるよ

とがτきます.

対応する〈ナピゲー ト〉のSR.耳、 SRXoロールなEに成功すれば、それ

と1，;1じ和l合でダメージi'fl滅するよ1;b'できtす.ニれについては)((ゃ

)6ロ- Nなどにf如隙Lτもかtいませんカ人チ守ンス111凪の命巾につ

き1度1..'11です.悔のメカでもJ総量系にサ4パーリンク「サイバースペ

ース・}のページを税関}している棋はニの試みか可能です.

[4.3J射撃ルール・選択
このtJiのwール11.上況の伊ドバ{州二組しんだならば、プレイに と

りいれて〈fJtFい.

①オート ，パース ト射穆

これらは武?lテ守ートの ωA""8"身。f均時JIi1tな武1;'1が持つ総力です.

:!'Im哲は射網開始時によれを江;:t L~ "I'.

オート射司書 引金i'引いているIIU.弾丸が出絞りる舟燃のこtで.0
-ω・の範凶で複数の目標に効*~t.且せます. 自婦の数11. 武誌により限

定される童文までで、それぞれl伺ずつ判定します(惚数回線の判定は必ず

l問、単数なら限定恒l数まで命111，被湖、:'J:;lで討す).

m震がlつ榊えるごtに都本命中曲置をマイナス1Ot>れます.

例 :3つの目標を怒っt昔、基本命中雌1;1.1'-<τマイナス20きれます.

オート射掌でHl績を怒っtきは3匝1:での命・1人被九11'1可定が遁111きれ

ます.

パースト射隼 ・パースト射撃1;1;1.引金を 11面的I(L 号車九が数発出品

システムのニtで. 1目線1..'11i'規定敬まで品iり[虻Lができ、散も良い

ものをぜ告として適用します.。蝿
手抱~，などをlliげるときにはこのスキルを能111します. 

.ifl嫌による修正i主将にあ H ぜんが、人JfIJが般げられる銀鱗It.f..'いた

い20m<らいで.STR/J'20を趨え畠サイポーグなら切m('らいになるで

ιょう.

@湯発物{手綱灘，グレネードランチャー，ショッ トガン，爆弾)

手指猟グレ4・ードランチャ一、ショットガン11広L倒閣に似轄を持

ちま"1'.よれらの武むについては火力を2つじ分けτ武総点に鰍ぜてあ

ります.1つ11mった中心への火力‘もう lつ1;I.}lJ凶(中心から3mの範

闘)への火力です.命中すれば中心暗ダメージを通JIlしますが.例え外れ

τも号の11¥日民地餅命中織の倍以内なら.開聞の火力が直JTlt>れます.

よれら11決められた火力のみで命中間点磁をみるζtになります.命

中のザイの自t-足す必要はないい・主二 tです.また、効男総刷内に人

1=1.サイポーグ、ミュータントなEがいたなら、その身体のす4ての部

位にIliJ様のダメージを受付£す.

@ 直撃

対人にのみ効果があ~.行%)者flUの錦位i'j昨lうかも立::tLi1".
この場合IH小品わではな(<1lI慾〉を依mu-t.m撃をな脅 し1~?
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ラリーカンパニー自民⑫

今、彼女の射った中では3射目的強が 1.書ダ〆ージ令与えるでしょう.

そのと eのサイの目が'83で.12.7聞の火力は切ですから、83+50=133 

の武力は対拘ダメージ欄でみれば12むのデメージ令与えるからです.むち

ろん相手のパギーla走行φなので、謹厳柿はまった〈ないと見τよいでし

aう.

ラリ四カンパニー日総⑬

クラつス1:嫌結晶にザイパーリンクしτいます.命中した搬は6射舟で、

被はそのすべて令回避するチャンスがあります.彼的地上寧全般スキルU

91%で、すべての命中弾をSR)1，'回滋ロールをすることにしました.46 

%の0ール~ 6回行ない‘ 績は 3射骨の揮のダメージを.J1に(1 33吋67、 78

ー・39.112-・56)さゼることに成功Lました.

ラリーカンパニー自民⑬

ゴドーは50m先のギブスンに対し'"指弾を投げました.彼のSTRla却を

組えているので50mまで役げられ孟す.彼の〈役割1>1:36%なので実質的に

は 2惜の72%削下~幽1t 1t. ギプスンにダ〆ージを与え勺れるはずです.

出目は72、まさにぎりFりで単たりました.火力は45と決まっているので

相手町議申チェックをした上、火力/.)(J!?τいれば脚磁をはじめ、頚鶴、

胴郵.!電車Sのすべての1!6位に対L被書判定を行ないます.



ーンIt移動して11，、11ません.また戦関ターン内で必ず1出後の順搭にな

り. AR時のPERo-/Vを行なわなげればなりません.それ以外はすべ

て射祭J~-1¥' !: fflJじです.たt':L.立宵Lた部位に命中するので、職胤

結~チ叱ートの命中悦所11無線L. ダメージの揖巧'~1':1Iを通則します.

当然ながらQ ができるのは軍事Iのできる火器に似られます.パース

トやオートで散発怒ったらその時点で外れtします.また、コンパァト

シエノνやfl'f))'I'の来。物なE微妙な1玲IJO!'IDlI'するものからのnu容も不

"fti主です.きもに抗際世行なうターンに敵の攻聖書を受11て例制・の心理

ダメージを受けた場合もQlt耳昂1能です.

位大射線11"耳目1I~してピストルがl∞mライフルがl側JOm~Lτおき

ます.

①ス トーキング

主に対人に効燥があります.

本米の使m法11君、ぴ歩きのチェγクですが、ここでは君、ぴ俊敏のニ K

t-nいます.相手に五近n!11Uでt針まし.臓別時あるいは臓創前に自分

が相手に鋭飽きれτいな吋れt工、スキノνロールしτ成功すればその成識

をi!lられます.

吾れIt~旭棋予なら次の攻司書チ守ンスて不;11:肘ち+4切6をnらすL 戦H

l両なら+1∞%が1時られると，.うよとです.

ニれ叫j~棚両方でlil!ITlできます.

@漉周載翻

夜111)の射君主l立政終命中唱がMになります.ただし、 IRt'ジ担ンおよび

ノクトピジョン、現6，外線投:JI:a'lのいずれかiつでも畿備しτいれl!l同係

ありません.

[4，4J格闘戦
原則として物倒隙は空中、紘J:メ:IJに11行なえません.

①イ=シアティブ決定

射奇書tま。た<1"1じです.ただし絡倒施凶に入るまではお倒産自生行動

Lか取れません.

①命中判定

各絡網スキル%に干犯の修正のファクターを加えτ松飾命中11院をIsL.

刷協ロールでそれ以下の日が:1¥たら命中.

スキル%がl∞%を越えていたらをの分U.l_品目に足すこ tができます.

修正7アクヲー

l 相lfのコンデ4ションによる修iE

*"ドFにイ';，l討すちをかけた +4切4
相手が実態、またはパーサーク'1' +2(防

相干が+i."I問中 +忽泌

11 i自由までの臼分の心J:WJ!..l!の影響分

IU そのf阜、 '*，-j'V上およびG~'IG明、切弛咽初弘

@命中効果

鋭m銀容の火力u前回のグメージ分t側人STR修iE倣をプラスします.

対物(メカニック)のときは火力t倒人STR修正鉱をプラスします.

@園遂行働

恒1;壁It<崎倒回避〉でロールします.成功すれば外机になりダメージは

H~まぜん. コンノずツトシエノν守りさイク'Í"f~め. メ カの回避は不可能です.
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棚・唖・-
ラリーカンパ二回目総⑬

ギプスンは50m隠れたゴドーに対し、狙撃を行ない車す.彼11今回、 移

勘ヲ'"イズで移動していなかゥたので、羽蟻を軍曹できたのです.手書11

.畿になり正した(むし拍手方にも狙撃を行なう者がいるならAEF町高い

頼に射ろまず).まず.A町5でPEAチz'1クを行ない草す.綾田PEAI116

なので117>ゾロ目以外は成功です.

狙撃スキル傭1:42です.1葺う火箭115，560・オートライ7ルで.5Omまで

の霞踊修正はー10...た蛾$なニとに前ターン、彼は攻穆を受けた際、心

浬チェックに央散し"摘ゥて.います.そこで基本命中串ー1自由修正舗が

e て (42 -10-10・22) 結局22%、またギブスンは左自に狙掌サイト ~渡

的込んでいるので+50され命中串1t72'!i“こなります.

彼はゴドーのE置を抱釘うとし ましたが仮面~見て気時が穆〈な仏澗を

狙う ことにし草した.出自は13.あまり良い自ではありまぜんが5，560闘の

火力10を足して23.本来脚鶴への命中ですが、肩書Zへの命令とιて鈍い草

ず.ただし義申チェックで、ダメージ11消えてしまうかb知れません.

ラリーカンパ =ー日鶴⑮

ゴド-1:ギブスンに対し、ナイフで製い/)喝、ります.

〈ナイフコンパット)1:45.他両も修正嬰察団ありまぜんでした.サイ回

目は39.使用したのは.蛮刀で+7、そして彼のSTAIt24なので+14のSTR

暗正健闘わり39+7+14=依修正由結果、末尾がOにな勺たら9にす

る決aりなめて古9となり、ギブスンのIIJIにぐゥi!'1)ナイフが突Llfilさるこ

とになります.しかし、ギプスンにはまだ格闘回遊という平段が慢されて

います.聞週ロ『ルに成功すれば、反撃のチャンスらある ! 頑張れ、 負

けるなギブスン !



ド旬定信証〉

[4.5Jクリティカル
タリテイカル1:'.非常に速が良い命中世去します{銭円lの弱い所、 QJ苛

なEに命中した).

対人の3品川守ク ytイカル日{命中期以内で1の伎がけが111たら 1010

i'ロールして干のチベ-ートに!"，，'~-r.

m骨の場合はタ.メージを3ft'(します.主お.クリ t"1111，1に){ι袈rl'

剖t泌11巡mされまぜん.

?りテイカルチャート

サイの目 効果

1 :摘手同組党系に多大なダ〆ージを畳l'た.PE円~I にして頚歯車にHW

mダ〆ージ‘必よび心理チェック.

2:栂手町適齢神経を断t;切勺た.DEXを1にLて規範にHWのダ〆ージ.

および心理チヱツク.さらに肢にf寄っていた草壁絡などU簿としてしまう.

3:栂手町移動手段怯完全に奪われた.REFi:-1にしτB閉館にHWダ〆ー

ジと心理チX':，'ク.また.次回からのこららの攻畢は必ず命中する.

4.5 :棺季の車所に脅<1>.滋痛のため気絶した上、"にHWダメージ.

6:効果的なー調書.I'!にHW:1〆-y.v湾チェック.

7 : 1劫娘的なー軍.I'!にMOダメージ・.C:lIチェック.

8.9.10:曹の一軍は岨手町中幅を完全に破領した.即死である.

[4.6Jアクシデント
アクシデント 11逆に耳、:J!b'<します.例え命中さ鮮がl似%だとLてbニ

れ11発'Eします.アクシヂント IJ(命中噌以内で 1 のはが0)カ可1\1~ら l
DIOi'ロ-/vLてチャートにi追って<t.:~ I，，' . 

サイの自 効果

アクシデントチャート

射媛、役甥周

1-7:22いなミス.帽にベナルティーはない.

8 :;不発、またUジャム.!車令取リ出さねばならない鞠I~賓のターンロ射

事できない.

9:2さいな誼陳.可能なら賓のターンから個lTJi!t績のスキルロールT樟

理~行なえる.

1 0 : i!t穏の晶発.またI~鎗売. 頭韻HWの企理効果ロール. "らに‘その

武絡は磁壊されPE肉とOEXのどちらか、且たは両方に針2ポイントのマイ

ナス~与える.

遺liI煉帽の場合にU人体に被害I~ I>リ三せん.

格侃用

サイの自 効果

1 -3 : 足そ滑らせて転倒し、組~上がる11.で相手に+20の命中修正を与

える.

4-6 手を滑・9ゼて、民鰭i:-落とす. 軍手のと~1:関係ない.

7-9 : IJ!IIlO聖緑町積IJI.揖!Ji殿"のと l'I~MWのダメ ージそ畳ける.

10 ・李を滑らせ.不申に b武鵠I~飛んでい傘、 5m以内に人がいれば錐か

に刺8るか、または打事告与えるかbしれない.ランダムに決定し‘普通

ど必リ判定を続付る. 軍手のと~は関係俗、、.

ee 

戦闘ターン手順
①移動フェイズ

REFの低いキャラクターか・>_置する.

電子職袈備の使用があるなら‘その作動~_冒する.

@攻掌フヱイズ

イニシアティプ

REFO>高いキャラクターか.，攻繋そ行"う

d.命中判定

銃緑射事 <'J、火鈴〉

+a.....eの修正

兵鰻発射・〈宿敵火鶴〉もし〈陪〈置火鶴〉

+a......eの修正

投郷 :<彼掃)+b.......eの惇正

m!il 

嶋崎

:A内15のPE狗ロールをし〈狙畢)+a-8の修正

(狙撃はも・射耳障のみで有劫なことに注寧)

:杏ファイトスキル+c.d.eの修正

量終命中期決定

1 01∞1.，'1:畳時命中車以下で命中(惰眠兵録以外はスキルが1∞

を越えていたらその骨を出自にプラスしてよい}

対人 出目+火力+前回までに与えたダ〆ージ由時正

イト傭人STR修正価{格倒的み)

対物 ・出自+武力

+偏人STR修正舗(絡闘のみ)

燭発物:波定的武力

. 
射撃 :サイパーリンク、検動メカI~国道ロール~符なう

絡闘:<格闘回避〉で飽還を行なう.〆カはでl'ない.

b 議事判定

議申があれば接申チ%'"クモ行主:う.

畿甲骨だ吋ダメージHI座、殿闘結果チャートを見てダメージを決定

する.

C. 2究l!l寄判定

対人 武穏により繍傷度、心理効果そ修疋したよで、脅ゆした.位の

ARそWILて・行伝う

対物:絡郁判定ロールをし、その指示に従う.

議修正フアクター

a それぞれの武録的霞臓障正

b 自慣のタイプ時正

c 栂与のコンディシヨンによる修正

。前砲事での日骨の心E望効泉町彫智舟

e その他、ルールょの椅操指示.



[4.7J損害の適用
射祭.1恕‘ f鳩ーなEすベての帳別結果I:'rl下の子順で1ll:，J;i-Ih Lま

1灘甲効果

命中oJ*が11¥て.その剖1I主にWI'があれU(メ11はたいてい令耐にあ晶}

川泌に，~ピτ V4S"" 刈 νーザーなど )jk時もれた効決%ロ -/νt1iな‘
l-r. ，且JJJL 1:ら.Ikめられたポイントを命中効決からマイナス L.峨

側"'1，*チ叱ートの4の政飢のIflll!l~.ダメージカ吋出制約Jに"'I!IH Lて鳴

き11¥:-れます{対人117;1/，の廃合‘対物11ダメージポイント).

⑦ 1次波書

帳N"'.*.，."\'ートの縦舗に 111t~，な命中堂IJ'~を取。ま守 備輸のア

ルファベ yト11SU¥'ランクです.'1:身の人J:l1ニC-Eのいずれ1>'.? '" 

:t:ーグならS."'1'ι I:ltl~b" 凶の惨でい・場合(IH. 策Ji.な n~

Stな。ま守備のアルファベットt!tに人間以外の'l1帽をJ，I..ます}

そしτJ?(縦織を合I>+t1:所内のAI主が受付t:ダメージtなH1"

L ¥¥'11肝僧.~IWWI'働. 11¥¥'11革働. ~10a致命傷，"('. K Itttt:; i-1< 
Lます.院111.制郎の・K-11チエフクをするまでもない:.-sック托i-

Z臥しtすが、 '14のr.Jeでな11111t':死亡には長らな←でし』うからや

4パーのj晶合11・MO-tιτJ理。τ(1:さい. 

.: It cJの 1>klJlll.lの*'tl~l.t次1"1から受117.>ダメージに世?lfi-J.W:1" b 

ので{より ~eじやす〈なりますが}、実際に111';1'のペナルテ t もあり t ぜ

ん.Lb・ ι.GMは l 次IJI働剖~*去のイ メージ欄を参守にして (11''jかのH

tlJil，lllIlをI'CI:.，-rベbでしょう.

ちてよのダメー外制 11'XI'同lの伽1'1$1ね:かかhりな仁今tで'~U

I.:-r....:τのダメージ分がプラスさ叫τιまいます.つま 9.JうまりひE

(IJI向i-受付絞りる H~I竜に U.. 念溺い少kcこピンタされるどりでも先

に十品~ tにな畠のです

32次‘割.-2;次k舵

Iはt編h思E舵A，哨判毛主:i制r汁Ir凡4ない.、札い'1.す

..心理効果{対人)

4・JlIIOJ!I!チエフク11何らかのIJII踊i-1I勺たならf:.・1'Uなbねばな9l 
Wdlll唱1Iのu はチェック1"7.>必要1:1>9 まぜん).これはI，I.'~に肉体

主的，.にt'/，1.ダメ四ジ't:Jj.えたかを}<します.判定の品尚三11¥VILのAIl

ロー沖で!rないます.

成功すれlt'，心JlIt?ソージはあ今ませんが.失敗したらARに1止りない敏

の分をの幼:駐がj，れます.

fω11 1.. 1:式むによ。 1111尊，~'t:シフト事ぜるらのがありま寸が. (.'・時効

裂に11影響がないので.シ7ト前のIIIIlIから4・坦チョιッタ't:lrないます.

H:(.・nチ&γタのU守LのARo-"，値を.1:下するものもあ。ます ニ

11111肯小に低い茸す.

また.サ4パーゆンタ.ジ守ヲク=イン中の者I主婦みを!lI5じないので.

心月チェッタの効~111l1 i 々tA.

ξLて1Ii-1U1..たらリンク解軌ジ-t'7タアウト}をのuのutlll
に!.ol:τ心開チ・&ヲタを行ないます.
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帽 ・唖・

ラリーカンパニ甲自民jj

ゴドー阻胴に23(%)のダ〆ージ~畳IH したしかL.檀阻肪擁ジャケ

っ，~ ~.τいた由で接'"チz ック~行なえ且す(ltL・φしたのがレーザ

ー.ビームだったならジャケットla伺の院副効lI!1> 1> 'Jt jtん).底功車

laω%で、サイの目la句、見事に成功し且した.効果値laA ~'..ので.23

から引付1/(23・~). Q泉ノーダメ・・ジということになり、心理チェック

告行主:う1/..聖bな〈なり止した.

ラリーカンパニ曲目髭⑬

クラワス1:1111と闘のそれぞれにHW由ダ〆ージ金受付Zした.GMla肋

骨と:$:11骨が折ねたと告げます彼U今回2個扇町損傷に対L、それぞれ

心理チZ ヲクそし広ければなりSぜんそしτ賓舗ダ〆ージt掻ると (HW1)'2圏，.).+伺むの時lH豊吋るニとになり aす

1次鍋偏銑lI!寝

魁位 種別 イメージ
次世ーンの Jfll!WIL・
ダメージへの修正 AR 

領自. LW 出血 10 

MW 滋繍 φ10 15 

HW 怨宮の破1車 +20 ぬ

MO 頭宣骨陥没 +20笥ターン10迎加

1崎間脳内死亡 お

... LW すり傷，出血 10 

MW 事績 +10 15 

HW l1J骨が街れる +20 m 
MO 向車種a +20 .ターンゆa釦

1崎間同向死亡 お

•• LW 可『‘』包信ど s 
MW 出血.2UI耳下 13 

HW 骨折 +初 18 

MO 切断，血菅切断 +初穂?-・ン10.加

t崎間以内売亡 お

脚麟 LW すり傷など 8 

MW 出血，範fl'Wど 13 

HW 骨折 +初 18 

MO 切断.lil管切断 +20筒図10過加

3崎間叫向死亡 お

• MOð>畢掴ダ〆ージI:~ら'.るダメーlJHt円'. (とむ、.?ーン10

ずつダ〆ージ的障正が盤的り a すむらろん今置ダメージ~量らう Z では

一切、樟書利定そする卦聖lal>"t jtんが.応且手幽骨量付'.tcずれば指定

時間内に死亡します. ただしザイ;rtーグ1).....・にMOのダ〆ージ~

*吋たとして b.組匝朗簡を行なうので興情ダJーツc:106?ーンで止

a るニとに'~') *"す.

縁組朗銀とは自勧的に損傷・E位白血ーなどを開制するシステムで、生身

でない・E手..足などのザイパーパ四ツにla骨ずついτいます.

.イ〆ージ・とU実僚に目に見えるIl状で、 GMがその唱に応じて口述し

て<I~ t! ぃ.



作も且抱必〉

，心理効果褒

橿1111 LW MW  HW MO ノヲク7ウト

WIL.A~本値・ 10/8 15/13 20/18 25/お

軍臣、} 1-3 1-3 1-3 1-3 

混乱 4-6 4-6 4-6 4-6 2 

恐怖 7-9 7-9 7-9 7-9 3，4 

気J! 10-12 10-12 10-12 5-15 

ショ ック死 日-15 13-15 

斜線左，:~買 . JIJ郎町、 右It厳鱒舗のARロール基本舗.

結果脱明:

旗り。 104 ターン問、基本竜φ串ー 1肪~.

混乱。 104ターン問、基本命中串ー鈎%.

恐怖 104ターンm‘攻寧不句.激繍に耐えている.l&定、脱出してむ

よい.

，..絶・普通、少な〈とむ10+1010ターンMlt目を覚&さない.

ン当ツク死・耐え嫁い衝撃がIC:録音停止8ぜた.あるいは枠内の血漬が車

滋に移動し、脳死したσ川、.

パーザーク:以韓 1010ターンの問、気絶以外的色、I!効果を畳付ない.単

独でIt港建不可.無防備に攻司書する.相手に命中+20%を与え、自勺の絡

脇轟本値U備にする.回避、受け行動は行なえない.

それぞれのAR基本舗に使用e れた武線、 E車丸などのショック錨~プラ

スしたものでW比四ARロール令行ない草す.上授の数値はARに足り主い

数告示しています.なお、ここでは 1ゾロは常にパーサークとして級われ

ます.

右舗のノンクアウト褒は相手を気絶させる目的のと~使用します.ノッ

クアウ子を受けた者にパーサークはありまぜん.むらろん射掌でノックア

ウト令使用しτはなり 手ttん.I!iるなどの行為が自然でt..Jう.AR基本

値ItlW-MOのどれかを使用することになります.ただし、翼線にダ〆

ージIt出まぜん.心理効果的みです.

また、ドラッグの常用者はパーサーク値が2ゾ口、3ゾロと唱える地合

があります.

二の心理チェックは戦闘以外でもPCがプレイ中、心理的シaック骨量

付たと$などにも使用してみて〈ださい.

b締郵笹審判定{対メカエッヲ}

策 メカli心月則定のt~わりに二れを行ないます.

メカユッタのページで述4 ますが.輯榔判定を 1010して行ないます.

4れはメカにより段々なので.ここでは総合的なことだりをi圭ベτおき

ます.

1)タイヤ、エンジン

?-i守、またはホバー部.!増加なEにliCPt， 、うものが設定t-れてい

ます.CPはHPt違い.ダメージを受けて減少することはありません.

?-i"¥'やエンジンが.受付たダメージ4こ耐えられたかEうかの且結tL

τ7i:(jするものです.

つまり、そのような部位への命中は.ダメージポイントがその問有の

cp.n1IDれば度占なLtなります.

もL.1"1じか.上回ったf.~.タイ"\' ・ ホパ一部 ・ 1国調lなら REI'を半

減{タイヤなEがlつiltれたt見なす)Lます.エンジンならMV(移動力)

を半減します.REI'. MVのEちらがOになってもそのメカ11移lJJ~;能

となりま't.

2e 

ラリーカンパニー自銘⑬

クラウスは胴と足にそれぞれMWのダメージを畏けました.t..1J、*-.12.7

圃弾だったので、ダメージのシフト lと心理チエ・ノクの際的ザイ回目 -3

目釘ま付付きです.

つ孟り本県なら、

胸部ダメージ MW MW時的ARI5

勝部ダ〆ージ MW MW時的ARI3

σ》ところIJ'

B開館ダメーン HW MW崎のARI5(ザイの自ー3)

郷郵ダメージ HW MW崎町ARI3(サイの自-3) 

になるわけです.ダ〆ージがシ7卜してもWll'わARlt!lrわらないニと

に，主瞳して〈だ8い.ニ机に対しτクラウスのW1ll草7です.0ール町結

果It3と12、つまり

" 別

7+3-3 = 7 

7 + 12-3 ・16

となり、B聞の方1:6のゾロ目だったので，心理ダメージはなしとなります.

腕白方は7“15で足リない骨は8，'す.そしτ8足りないときのやま宜ダメ

ージ1:-恐怖.と信ります.クラウスは激偏に耐えながら、うめ〈ニとに

なります.むつとむ12.7圃弾が命中しτ、HWー骨折視度ですんだと冒う

のは纏めて事選でどらちかと置えば弾がかす勺ただけでt..Jう.



醐・唖・

2)武袋、畿信、貨物、せの他

JIi体1'1身のHPtは別にHPが設定されています.HPがOになるまで

は通常どおり鋭IIIτ'~ ます.

3)梁ーなど

車内での銚弾や不運なt'i'必します.

~ L:操縦者がダメージを受付1:ら、GI¥11;t;1対比例JI制度、心珂!ダメージ

に応じて〈ナピゲート〉を減らすなEの遁切なペナルティを諜Lます.

ニれらの判定がすんが時汽でメ:fJが曜日開寄れτいたら、 メ:fJから腿JII

ずるかどうかを1川bれます.そのやり方はメカエツタノν-/Vt書!閉して

{1:t1 ぃ.

[4，8J負傷の回復
ケ:fJ'， 火i話、骨折なEすべてのl¥llilHI必急手当〉に成功すればlνベ

J\lI.!U経〈できます. また、投織が盤っていれば、隊司~スキルでEん主

ゲガでも 1週間lτヌ;niLます.

ニれはI骨:主の池歩で生憎i蹴初~I，j盟主穫を行なうもので、甲脱された

部it守や治れた自なEも轟l錨抽明外でいなりればxt'おりになります.REF
やOEX似なnVII_以外の1m革も<1診宇〉によ。てなら阿ljtでき ます(WIL
1;1， <制神医品目、を能IlIl.

耳、事にしτ ‘l!1~車舘低の阿il!ヵr;r-可総 t Jtな事れたとき‘または本人の

吊蛍があって、支払L崎市Ti~ならサイバー化 t いうこ t になります. サ

イパーパーツのlIlUUl<締官メカニタス〉および〈エνタトロユタス〉を制l

川して恒1111します.

兵怒およびメカのInf揺は阪則として1シナリオに I聞のみ骨組メカニ

クススキルと必習な工~tlllいて J 06分のl面1111ヵh件されます.

プνイの途中でI!.!II括の他に1総省、病気による肉体の111徹也考えら

れますヵ" GMの判断でJU!.lJ.JH'決めて<1:きい.

ラリーカンパニー目隠 ⑮

機関パギー"ラヴィアンロ-XiH十6射の命中弾を受けま Lた.二れ

らの向3発I~装甲のため織力化で~ ましたが、 あと 3発，~ダメージとなり

ます.それぞれに対L、ドライバーは 1010で信郎官中判定令符ないます.

命中E車中‘ 1~尭自，~対物ダメージ 3 ， 2発目は6、 3発自，~2でした.こ

れに対L細部命中判定的結集はタイヤ、本体、兵毒事でした.

1 ~鞄自のダメージ 3はバギーのタイヤのCP(5lに遣していないので何

回ダ〆ージも与えることはできまぜん.2発目はバギーのHP(15)に6の

ダメージを与えました.3発目的火力2はこのパギーのたったひとつの兵

畿である7，6Z岨 LMG(HP2lそ破墳しました.

ε
N
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ド缶斑尾治

..闘関係チャート

[4.0J嶋田錨果チャート

目 suv 対楠

サイ的自 部位 s A B c D E F G HP 

02.03 鱒郁 。
04.05 車車部

06-08 属部

09 頭部

12. 13 鱒邸
MW 

14. 15 題鰐

16-18 胸部 LW 
19 額節

22.23 鱒鶴
HW 

24. 25 lIi!部

26伺・28 綱鶴

29 頭鰯

32. 33 腕邸 MO 
34.35 調節

36-38 網都

39 渡部

42. 43 胸部 MW 2 
44. 45 節節

46-48 鋼部

49 煩節
MD 

52. 53 勝部

54.55 E量鶴

56-58 胸部

59 頭部 MO 
62.63 百島草島 3 
制.65 電量包

66-68 胸部

69 頭部

72. 73 郷郵

74. 75 自車部 HW 
76-78 胸部

79 E量部

82.63 創舗 ‘ 4 

84.85 腕部
HD 

66-68 胸部

89 頭韻

92.93 脚語 5 
94.95 E昆古事

96-98 '略語

99 頭11 HW κ 
102. 103 !I!)，・ MO 6 
104. 105 焼事Z

106-1(胞 開11

109 頭車E

112. 113 島田部 8 
114， 115 続鶴

116-118 胸部

119 削節

援出自由来，，-1".・0・はそれぞれクルティ"，.、アクシデント 褒令見ます

ヨ民ザイポーグ拘MD‘HDは.(，11チェック的信:いダメージ(!員傷10.20)です
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ド管穏耳語D

ニのゲームで11PCたちのf!l!1llする来月lメカ{メカユッタ}も展開の上で

大きな役割を占めます.第ー、ランドプラスターはJI!がな11れI;(ftlllに

なりません.もし賞金に余裕があれl正 メカl卓越非t~手に“れてお〈

ペきでιょう.

[5.1Jメカの種類
ζζでnうメカは峨凶行動を行なう僚の有人‘無人メカを号します.

櫨別11バイタやヨンパフトシェル{これらを機動メカU!います上そ

してへ" JX悠機{空中メ刻、各騒装甲車両(池上メ11.汲k、時には海

中にも}に分かれています.PCは普通に市販されている完成品を蛾入L
ても 1~いですし.後て1見明する MADシステムセ韻!ってオリジナルメカも

11'れます.

観鋤メカ 。H鍛(1"11<11画でそのうえ剖iぃa.もあるメカです.バイ夕、コン

パットシェルの2績がありますヵ九二れらは元々対戦車長.~.H Lτl別売

された物なのτ1M!な火力でー掌績税制?なうものです.ただし. ~}ÍI即

l孟弱いのて可制二パイ Fは佑検を覚悟す...:~でしょう.

ギリギ9の袋織でサイバーリンクシステム~I高級できるスペースはあ

りまぜんが.代わ9にサイバーリンク主|而lじように自避連動ができます.

立中メカ へ久強脅迫攻撃慢の2般に分けられますが.PCにはおそら

〈路舗の花でしょう.I1俗もメンテナンスも』常に金のかか晶代物です

カt オールマイティな能力量「待。ています. サイパ一世ンタシステム~

僻依すればまちに鮪lt.7ーミー.大組織の傭兵艇が所司iLτいます.

池上メカ ・各種AFVの量鋭、大別すれば、強'111fl.司(:i糊タン夕、*パ-

9ンク.シェル=キ...97、，(ギ一、トラッFなEにタ〉けられます.2a
叩、武袋、設備に縦が大台〈、様々 な別途に使fII"("きます.サイバー9
ンクもIf.載可能で， PCが結もfil!いやすいメカでしょう.

[5.2Jメカ能力値
右の例に当性げた袋叩jJ111能量級の震武装銭叩111です.

ヲイプ:ニのメカが.~のタイプのメカに対して平向ーであるか不判であ

るかい‘う 目安で、 後動性やサイズ~~に決められています.一般に以

下のように分リられτお争、 M-Aの願に有剥になります.

タイプM 人!日lや歩行中の2ン，(ットシェル.インセクター

タイプV /(，ギー.装甲Ifl.シェI'V: キャリ 7一、トラック‘走行1'1

のインセクター

タイプH ホパータン夕、'<1? 

タ4プA ヘリ.飛行中のコン，(ァトシェル

REF/MV: REFは被動力 t君。t~1iが正しいでしょう. 戦別時のイニ

シアチプのための数値であり、タイ々なEにダメージを僅るたびに半減

.メカエヲタシート

-・<6 
..‘・
制、， 30 
肉ε， ヲ
... ， . 
YJI_P 

.，.. 

，-f"1 V 
-・2健闘R.・...6$"，。
・・...，.4'0。
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..<<. j>_. ...ノ'‘ t.“. A~/'X> t‘ド、4・t.，，~ム
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正6吋 t:..1・A " 
，:，. .，ずC.1'- ，. 

! .7工 2・

，.. r.. 1.(1-(JoLJ ，。

".... 'をめ・・・・・

ァヨ江主主J笠 11..'.~ 
Aゲ メヲ，.~)i o' -~'..s;. 
一司

S ノ - .• ゐ・ 4均.‘

了1.ーーーI
AZ7ZZ:32-

T 

• • 

. 
• 

してゆき、 Oになる H多量腕、能にな0ます.

3e 

MVll戦JIIJ畢に 17ーン (3秒}で移重"できる距雌(m)i'~しています.

f$fJJ1J 11i1l1~， 戦測に側bる歓鉱ではありませんが.身I匁の停車蹄iEの

ときや.相手に追いつりるかまたは鍛り切れ晶かEうかを考える t主、

参与にはなるでしょう.MVllエンジンへのダメージがあるたびに半減し

τいふ Oになる t移4)1;干舵tなります.1.た.眼制時VJJ1.のスピード

11MV勉の2-31:古「らいです.

惣桝のi町演については.シナリオなEでGMかぱ噂主思われる主きt:11

121草して (f:'{;い.'Il'通I主主1にする必習はないでしょ九

HP:車体の備選ポイント.01こなるまではペナルティはありません(も



ちろん後で修理寸ι必要はありますが).0になる tニのメカ11スクラァ

プUヒします.H 戦劇中心ot"抱えるダメージを被ると場者E炎上する

ので.耳~!lは艇出するタイミング士宮1ι必裂があります.

以下に脱出の方訟をl.eします.

紛費以jjoj(HPO.1:で):特にチエフクはありません.ただし.脱出した

掃を攻怒されるかもしれ£ぜんか九

liIJil毘以後(HPO以1') 乗り物によ9ますカ情通AR2()'でREFチェッタ

を行ないます.もし失敗ιたなら機動・1也七メtJならOl(蹄+100、注目1・

メカなら01∞+筑ゅのダメージを舷H t鎌売のショックです).

荷量制限 :J在員、貨物.武装.装備.聖書'1'"・これらのENCの合1I~11ニの
/;iJri制限の範闘で抑えな1)ればなりまぜん.

兵袋 l主']'はおもにメカの外側にむき:1¥Lになる bのを必l...東!存、

貨物は111に絡納するものを楽します.li1者につャては後述しまt.
i章者のうち来存tl1メカニック能力義に来JI1: "me l..τある人歓以外

の官itのよ tであり.1"'削二11貨物その色のの他に兵誌の弾i:l¥.lIl(ロケッ

トf恥マシンガンの予防弾倉)1: b..泉JIのj骨有する傭貨も入品のず出払

バイクなどは貨物スペースがないのでOにしτありますが、縫い bの(常

1:11，の範蹴で}なも積めます.

fI":島I干11サイバーリンクか火器'i¥'糾AIの補助がなけ11.l!lつの火留

しか操れまぜん.

来nが多ければ耳障てる火器もm.i.る tわうものです.

義申 :J柑加裟'l'tJ<して封。{車体を側主する 7νームIHlfマ1<~れて

いる)Ultcl.t直似係樹νーサ.ーJtlなE、foll:li鎖かがあります.

ζのルールプγタの1'1で11銭'1'または防御舗はす4 て闘AX/X%"の

ように必f了、されています.斜線の，，1の -AX・は装'l'}rf.を~<しています.

-A8O"なら・80-のを型'1'J1b'，l..τいます.PC1Jη111.材':lltU入した

なら.この部分11 ・AO" つまり~叩なl..1:いう ζtなので、 8'W・4の装叩

llH'tT-みの11f1.事まれ比例れtó:r::，~がありま す.一方、斜~l，長の-X%

というのは.実際に脚Jを受11たとき. Wi'Ø，泌があっ1~かどうかを判

定するための('(紙で.裂するに0100ロ-/Vでこの%以下を出せ11'、淡町3

の思YEを受けられるhりです.ょの敏雌はメカの情必から3Mぬれたも

ので、絶対に宮I:li!するよ tはできまぜん.

役通‘聖書'1'値111つLヵ・.l9:';I!されτいまぜんが.1，刊のようにサイズの

大きなもの11.銭円3縦士各部所に分りて取引れ1なければならないので、

製'1'のf航、場所をつかれると案外、間111に磁波杏れτしまいます.

細部被害褒 :J則自の肢も駒場l定時にすべてのメカはこのロ-!"をしなItlt

ばなりません.効，!1m示してあるとおりです.この側J冊t効思の例11笈

Illiltですが.メカにより司SLFの速いがあります.このルール11.パスL

τも余りr.11l'!iltJう9ません.

権総兵鍵 寸ペτの武誌の井t品1I1特定L.I:ぜん.お0・射怒可能です.もち

ろん l?ーンのう ちに全JMの倣t倒1tot tづ .~とではあO ません悦射

兵器1190・)..1:た.雄俊布 111量織しながらで~ 1つの兵怒の射掌倉町I能で

す.

ただしその場合の射採は而11i90・にmられます.

[5.3Jオリジナルメカの作製
オリジナルメカの作成主T法
~1AOシステムの脱明の主おり)111'1<1:'ψ1<Il'1に完'1/;，品なので.財布1:-111

t真ιて"11<1'を手に入れます.車体は-[5.8]MADサンプル.のf(jを害!照

Lて(1:~ ，、

似Ii.で.lI.なければならないのはただIヵ所、荷量量制限の兵務、淡町'の

欄です. ニの荷íf!制限分までの干::eのものがJ収 H~II られます.

① 武器チ守ートの111M. I V鎖の中からtf~ な武装tl控総できます. た
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MAD r総書F汎舟織器J (Modulated A時 embuleOevice) 

MADI:樋々のフレームに様々なユニッ争モジュールモ錨み込ι・ニとに
より汎用機器としての量大限の能力の姥婦に成功したシリーズです.

プ'):1ッセルのP.7レゴー扱舗が開発したこのシステムは瞬〈問に世

界中に広まりました.当初1:主に土本工事、保錨作曜に使われ.憧に聾備

車両に錨み換えられたりしました.

現在でむ世界中に彫嘗カ~持っきーロッパ系巨大企集体ワイズ・インタ

ーナンヨナルの傍悼がこのMADのフレゴー抵です.

現在で1:、たいていの慣揖〆ー均一I:MADCI>パーツのどれかを車置し

τおり、車体U完成品、接申娠、武録、その他出稼働などはパラで売られ

ています.

らなみに、 MADシステムの現窪田j;掃車線はハンター鍵者以外何者で

むないのです.

I.!L、ニれJ:"Wf~9HII余呉やm量生恕{悼のため実陪ゆ1ft主tポイント(ENC

ポイント)を僚にしτ肘錬l..iす.

他の11(からの武器11コンパットシェルを除ぃτ11}般できまぜんカ'.GM
が'11tめた t きのみ貯百'f~れます.

② 同じようにLτm子戦務自信(相手の命中値を下げる)、センサー装繍

(自分の命中lJ!.を上げる}欄からも装備をJKびます.電子帳3書簡.および

センサーのENCI12倍にする必支はありまぜん.

③ 今度1主義叩板チ'1'四トから官。1'1証主そのl事~t選び出します. また

その他の量産自首(プロペラントタンク.キ'1'ンピングカーなnも幾っかあ

るのでそれを書照しτ〈だきい.ニのENOttイントは2僻にする必要は

ありません.

なお.前述のtおり裟'1'の舟'*%l1Iltに決められているので絶対に上

げるこ tはでき tぜん.

よれであなたの3オリジナルメカ11完成です.愛称なH つりて可愛が

。て(1.!きい.

むちろんサンプルのものをそのtまI!I!IIIしτもかまいまぜん.サイパ

ーリンクソレールに関Lては・サイパーリンク"ルール<6.:T'Ji)を参照し
τ(1.!杏t-.

また.プレイ守ーにはあまり関係ありませんが、無人服創メカのAlの

l1I.品ι価格也g.ページt害関して(1:事t、



ド恒志足踏

[5.4] メカニック用センサー
メカニァヲ周センサー装備テャー ト

これらのセンサーはメカに俗観した火器の命中串を上げる働きをしま

す.

名車昆 ENC/HP有効範囲命中事効果 無効化の手段価格($)

先牢サイト 10/1 50m +10 なし 1 .庇1O
レ』ザ四サイト 10/ 1 1ωm +30 なし 5.民抱
ノクトビジョン 10/1 百lOm 在間ペナルティ量畳 7レア 7.民泊

IRI生光錘 40/2 1∞m 豊島ペナ貯唱曲 フレア 10.仮泊

IRビジョン 16/2 50m 軍需ペナルティ量司 フレア 2.500 
レーダーポッド 初/2 10km ミψイルのみ+咽 チャフ 15.瓜淘

パ?シプレーダーポッド 10/2 5km なし 5.回1O

大潟官制AI 5/ー 解銭 なし 8.ぽ拍

厳 命令寧%よげるセンサ-1:兵穏にl!il
'
)つ付るもので.1つあったから

といって滞憶されているすべての兵鶴の命中事がアップずるわけではゐり

車ぜん.

センサー額解繊;

光孝サイト :光学習iI鏡、カ〆ラ熊....干鞍の膨曹%畳けないのでf曹頼

性は高い.大気にE・%畳ける.

レーザーサイト ・基本的に光牢サイトと同じ.より正砲である.

ノタトビジョン :充電子噌幅管(弱い光を強い光にで$る}を自寄って暗閣で

む総を発見で~る. 強い光にeぃ.

IR投光器 .捧外織を照射して、周囲を「明る<Jずる.ニれで照らtrぱ、白

骨の傭般虫舘すべてとIRピジョン婚用者同夜間般のベナルテイを畳付ずに

済む.

ただし、IRピジョンを持ゥた厳に射しては、常に自#伺居場所を知らぜ

ているようなものなのでその点を留意のこと.

IR(赤外線)ビジョン ;高値で置〈、大き〈犠れやすい赤外線被光線よりコ

ンパクトなこちらを好む噌b多い.相手が捧外線を純射していな吋れば見

るニとはで~ない.

レーダーポッ f:雌の鐸知とミサイルのサポートを行なう.陣容輔がない

かI!1)で敵を発見する. ミサイルの命中判定にのみ+40修正がで~る. 二

れを使うと、パッシプレーダーポッド%持ゥている敵に発見書れやす〈な

る.

パッシプレーダーポッド・レーダーより安価だがこれU相手町レーダー波

を逆探知することしかで8ない.こもらを狙って飛んで〈るミザイルも燦

知できる.

火舞管制AI:これはセンサーではないが穴甥に簡保するのでこれに入れた.

2と釘りの股置方式がある.1つ1:1ターンに 3人の射手で複敏の火穏を

織作するための轟置とするもので、もう 1つ1:1つ的火舗を完全にt正せて

しまうことである.

前者1:射手町スキルはその復教師武鑓のどれか1つにしカ償えず、他は

すべてOで判定する.世婚はスキルお%を持つ射手として級うむのである.

t.<;ろん、一度Ilt置Lた・2後はそう簡単には取り替えられない.な討、

このAIは昔UiAIて¥童話などはできない.ランクでいえばCランクAIに栂

歯する.

[5.5]電子戦
ニこれ・う1It守織と11.ミサイルなどの自動兵緩や相手のセンサーな

れ二声。Iじ電波却>'J.<なEをして命中準を下げるニとを弱味します.

チ今 7ログ γトを除〈す4τの電子戦襲f植は移動フェイズに始動幸久

34 

ラリーカンパニー日銘 1

オムニカ符ネオ・アップル=テキザナラリーでの優勝と引e強えに量車

-'"ラーピー.そ失うたリドリーは、今、訴しい商売道具を買う必嬰に迫

・3れてい草す.彼女Uサイパ由リンクが大嫌いなので今までパイク奇使っ

τ宰ました.しかし、いつまて.."貧弱なバイクに来っていればいつかはや

られてしまうことも知勺τいまれそニて骨四はパギ-%買うことにしま

した.~:干〈さいコン，てッ b シヱルよりはきゥとましでt..~う.

バトルラリーの賞金の$50.ぽゅの一郎を使ゥて大型破騎パギ-%買いま

す.本体価絡は$10.0:却ですが、ランドプラスター特典で、 $5.(田町で買

え草す.次にENCポイント耳目的範留で武絡、装甲、その他の接慨をそろ

えなければなリ玄ぜん.

武緑には、対人用に7.6z"・ミニガン(ENC20x2・40.僑格10.団冶}、

対物用にぬ3帽ロケッかパック (ENC20x2・40.価格5.ぽ均)1 基金買い

手Lた.

センサーとしてノク Fピジョン(ENCIO、信絡7.伎旧+2 =3.5(苅}とIR(赤

外線)役党総(ENC40.価崎10.0∞+2 =5.筑間)を取り付けました.

さらに竃予戦用にECMポ γド自 (ENCIO、価格5.成田+2 =2.筑旧)を.

体に取りつけました.

量韓に、ハイ=チョパムアーマー(AIO当。)ENC20、価格札は淘守2・

2瓜田}をA羽田Jf.~(ENCI40、価格28.ぽ拍)て']巨体を11勺て、彼女白紙し

い量車〈クイーン ・ピー)1:兜成しました.

かかった貸周は$38.(X)I)(兵緒的取り付けはすべて彼女自身命滑なったの

で手敏軒はかかりまぜん).一般的にメカに兵務そ取り付付てい〈ときは

兵器、センサ一、電干義備、主主申の順にやるとENCポイン トが無駄にな

らずにi青むようです.また、 最も信頼する兵掠または、ここー暑というと

きに使う兵鰭にはサイトを付付ることを必奨めします.

自分または号の近〈に対する相手の攻取のみを妨げる也のです.

装備のうちCSD~チ、・ 7 ログァト Ill!臥・伶てで、それ以外の技術I:J戦

闘綜T後に補完できます.

[5.6]装甲板
務'1'額はすべてのメカに袋祈百I舵γ-r. すべてのメカにIl~rflJJil仰事

があらかじめ与えられており、主主叩可能錫分に裂叩パーツをI訳。付りる

ことによ っτ効泌が~Yt:きれます. その効果~1:.. 

① 袋Ij'%ロ- )Yのチエ‘ノJクに成功すれば.I.II.III.V綴{ピストル.

SMG、ショットガン、ライフ)Y.投摘早期}のAP.ガン、APポ?なEの対

談'1'火器を除いたもののダメージを無慌できます.

これは強'1'のj草書に関係な(.位低のA10'でも量生'1'阪があれば良いので

す.

②銭円J%ロールのチェッタに成功すれば.IV鎖。書紋火.2if)およびAP.カ'

ン‘ APmウな Eのダメージから畿叩雌分を~I (ζtができます.

裂叩紙b'敬司盟事れるニとはありません.

[5.7]メカアクセサリー
メカニックを強化するた暗に.次のようなものもm窓きれています.

コンパットシェル周共用増加タン7:

ENC: 10 価臨時:$ 1.0∞ 
ブースターI!I!!IIターンを lターン延ばす.

カーゴトレーラー用キャンピング，fーツ

ENC: 1000師約:$20.∞o 



[5.5)電手戦設備チャート

名株 ENC/HP 効果

ケミカルスモークディスチャージャー(CSO) 8/ー 3ターン，撮り{車し

チャフポッド(l) 30/3 lターン.鏑力化

チ'"フポッド(M) 20/2 1ターン，無カ化

フレアポッド(l) 30/3 1ターン，無力化

フレアポッド(M) 20/2 1ターン，無力化

ECMポッドAクラス 15/2 2ターン.無力化

ECMポッド自クラス 10/1 2ターン，無力化

テャフロケッ争 10/3 戦闘中無力化

電子破綻情解lIt

ケミカルスモ『クディスチャージャー(CSD)・

レーダー漉をか〈乱する性質田納金吉んだ痩事であリ、光とレーダー議

の両方に効果がある.

栂手的行なうすべての射.~ 1射につ@1 liiIだ吋織りなおさぜる二とが

で~る.煙車臨自停は3 ターンその唱に慢るが、移動をしてしまえばその効

果は豊けられない.1た.へ 1)がニれを償問したと Lても効果はない.

テャ7ポッド .

レーダー波をか〈乱する破片をばらまくので、相手町レーダー果センサ

ー(レーダーポッド.パッシブ・レーダーポッド)， ATMのm.プラス修

正をすべて揖効にする. 1ターンもつ.

[5.6]装甲板チャート

…ア駅
回敵 価格($)

】発1図 切

4 4.尻町

2 2.氏自

6 3.回lO

3 2.ぽ由

1戦闘5回 12.00由

1・世眠2回 5.国治

30.醐

フレアポッド :

党側停を射出するもので、こらちは桐センザー、ノ クト ビジョン舎か〈

乱し、 SAMO)箆園陸プラス修正をOにする. 1ターンだけbつ.

ECMポッド

強烈な紡書篭滋でレーダー果的センサ-~織力化で1} る. 1図的使用で

2ターンむつ.

チャフロケット ・

ニれは射出<!れるとよ空で錨売し、 2加がにチャフをまき倣らすbので、

数骨もつ(数骨あれば鞍翻I~終7 しているだろう).

ニれが使用されると歯止味方的区別主〈レーダー系センサ四やATMが無

力化される.

名事事 ENC 効集 限界思 価格($)

ハイ=チョパム AIO当り20 対樽 AI(旧 AIO!当リ1.αm
7アイパニつム AIO当。}2O 対蝉，対レーザー AI∞ AIO当1)4.白河

チタン音量 AIO当り 10 対蝉 A200 AIO当I}8.αm 
エレキ・シールド 接悌一式τ・150対人{解脱} 。 5000 

ゅ・ 髄闘では幸喜四F援は壊れまぜん.

装甲緩解脱

，、イ=チョパムアーマー :

ハイ・チaパムはチョパムアーマーを線量化したbので、本来戦車にし

か付吋られなかった強力な鍵甲をすべての〆カに付けられるようにしたも

のである.

どんなものでむその袈篇限界はAI∞{貧量200)で、翼婦のダメージのみ

に効果があり、レーザーのそれには練効.

ファイパエウムアーマー :

ハイ=チョパふアーマーの褒層に酎レーザー樹脂をコー争したもので、

これで衝畢と高鮪田両方に耐えられるようになった.

チタン合金(テテニウム): 

桜台X4‘キフチン、 V ピングルームf>t~.

カーゴトレーラー用客室パーツ :

ENC: 1.伽却価指令:S 10.似lO

'8>>市歓3仏
コンパットシェル・マニューパーフロッピー:

4枚のうち HJcI:1I1，却炉'1.，ø・.~に応じ τmlA'干える

機縦縦 ENC:0 価怖 $6.0∞ 
<"ンバットシ，1JV) .. ・20"，06

lf(火器舗 ENC:O 価怖:$ 4.似加

〈成火器> +由勝
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経量、強力なチタン合金I~さらに健量化され.すべて町航空兵絡に使用

されている.高舗だが鰹量なので、 愚大A2∞aで?の接'"が得られる.

エレキ=シールド ・

装甲緩めよに高度電流を濯すンステムで‘メカにlI2リ付ぃτゃの最闘に

ダメーγ を与えようとする雌{ハッチから与綱E曜を役げ込む、マシンガン

を乱射するなど}に舗えτの装慣である.

議申効果はないが、穆触した者に960)武力(W定}で心麹チェックのみ~

強いる.闘関ゅはず勺と有効.

ただし、破意ながらフルポーグ、コンバットシェル、オ-~プロテクタ

ーには章リ効果がな〈、火力46でしか行なえない.

t書餓火器縦 ENC:O 価怖 :$4，0ω 
<1再級火器> +初%

r締鎚届 ENC:0 ldi怖 $4.似lO

〈大型武器場捌〉 叫 泌

サイポーグ、コンパッ Fシェル周ケミカルリンヂル濯 ・

ENC: 10価格:$ 50 

全縄洪通.ジェリカンに入っτいる.

バイク共用サイドカーパーツ :

ENC: 0 ldi俗:$ 7ω 

パイク:Jtfflサイドカーバーッの霊法は本当は7似glH'あるのですカ1



ド信和右肩〉

取引制11量11パイタの抗般になりません.乗員l人が成。込む4とがで

き、袋叩を除(ENC.11イント{袋町J1孟本体のものでチェγタする}を兵袋、

貨物のそれぞ'れにぬずつJ加えられi1".ただし、パイク本体のREFI1-

3:)れます.

[5.8J MADサンプル
オリジナルメカ~作成する k きはよのf!it1i!介するMAMンフうνの;11

W~使って u:幸弘、

サンプルの説明中、本体価r611本体のみのIJIi絡で.セットfJli俗11サン

プノνの兵・l!J.数叩を加えた価怖です.

[5.8.1]戦闘へリ

へリ(当~IIIメカ)1tJ)、1!.'1'慢の2繊があ0ます.

ヘリUUiMADの剣に〈つτないのでチューンナγプをしたリれIt'i出産
~ïi'1A入 Lt~l~. 兵務、袋町aなHつりかえるよ tにな9ます.

へリはイJI組制限かもみて.経放でifi火:11の武器t怪い製'1'阪を告書訴す

るこ tをお奨めします.

ζれら2櫨のうち.(ψ，パeン，パ守句イ7

ベ:)1は孟7一ミ一.傭兵取でよ〈使JIJきれています.

形式 :戦創へリ

名称 :ニコルソンGH-ll(スカラベ〉

タイプ :A 本体価格 : $300.0∞ 
REF /MV : 24/1(抽 セット信絡 $48:1成田

HP : 15 

荷量制限

(兵接、装甲): 450 

(貨物、 最客} 耳目

最員 : 2名

義甲板

(企画一律):AI60/鈎%(チタン音量)
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形式 :小型戦鵬へリ

名称 :ベルAH-199(パ ンパイア・パット〉

タイプ :A 本体価憾 :$2(旧.0∞
REF/MV : 28/120 セ''1..価格 $307.0∞ 
HP : 12 

荷量制限

(兵接、接'1')・ 3∞
{貨物、 量客}・20

軍員 : l'畠

接甲板

{全面一徳): A 1∞1/70%(チタン骨量)

鍋鶴命中農:

1-5 本体

6 ヱンンン(CP6: MV25以下で盤港}

7.8 ローター(CP5: 3発命中で墜落)

9 搭蚊兵韓両どれか

o j匝員

括償兵嘗 : 7.62<0・ミニガン‘ ECMポッドBクラス、

IR投光働、7レアポッドM

組郁命中表

1-5 車体

6 ヱンジン(CP7・MV30以下で盤落〉

7.8 ロータ四(CP5: 3発命中で墜落1

9 搭値兵鰭のどれか

0 畢聞のどろらか

権・2兵量産 :20310・ロケ yトパック x4、7.62圃ミニガン、

フレアポッド(L)、レーザーザイト (0ケッ ト周}

嗣ビジョン、 ECMポッドA



[5.8.2]戦III川イク

戦拠バイク1~3給.2給、 l倫の3慢があります. 特に 3姶~ -トラ

イタ-. I姶を・ニモ/-~呼びますo m阪タイプの〈サラマンダー)1~1é 

(iIiな対戦時t共起ですが.その'I~串の低きからアーミーではf如lJ~れて
いな←ょうです.

形式 :2繍戦勝パイタ

名称

タイプ

REF/MV 

HP ; 8 

荷量制限

.コンダ AMI∞o (サラマンダー}

H 本体価格 ; $ 4.臼)J

; 17/1印 セッ H:!i絡 $9.000

{兵襲、 装甲);鈎

{貨物、量客); 0 

畢員 ; 1畠

袈甲板

{全高一律); AJO/特%(ハイ=テョパムアーマー)

綿綿命中表

1 . 2 本体

3.4 エンジン(CP4) 

5.6 タイヤ(CP3; H睡で停止)

7.8 骨樋兵義的どれか

9.0 l雇員
権敵兵接 7.62醐 lMGx1 
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…?駅

: 1織パイク{モノ}

名椋 カワサカ AB400M <クラッカー〉

タイプ H 本体価絡 事2.四m
REF /MV ; 20/80 セット信栴;$ 20.0∞ 
HP ; 5 

荷量制限

(兵義、渡'1'); 50 

(貨物、集客): 0 

畢員 1名

緩申i!i:

{全部-lJ); AIO/40%(ファイパニウムアーマー}

錨郡命中波

1 .2 本体

3.4 エンジン(CP3)

5.6 タイヤ(CP3・】発で停止)

7.8 骨榎兵聖書

9.0 鰻員

措置ま兵接 ATMランチャー



~前沼笥D

形式 :3・バイク(トライ?)

名事事 。サクソン GTロ∞T(ディンゴ〉

タイプ : H 本体僑絡: $6.000 

REF /MV : 15/'ω 本体価格 S 13.C問。

HP : 10 

荷量制限

(兵袈‘義'!'): 120 

(貰鞠.量客):50 

最圃 1-2名

裳甲板

(企画ー律): AIO/70%(ハイ・テョバムアーマー}

錨節命ゆ褒・

1 • 2 本体

3.4 エンジン(CP5)

5.6 タイヤ(CP5: 1発で停止}

7.8 骨櫨長袈か貨物のどれか

9.0 j量圃のどちらか

措置主兵装 12.7圃 HGM、ATライフル

[5.8.3]コンパットシェル

ロンパッ トシェルは本米‘~船尾を1!憾<T'-')~・1"'11兵怒です. 戦
111 i'待ち伏せし‘ブースターで;cl.t&近、銭円Sのt尊いtころに全弾を叩き

込み、反耳障をの1るliijt滋脱.というカミカゼ自!冷戦~1，~1.るため戦*

はお〈ても、佐沼噌l.t~':i(，' t U.;Jえません.パイロット 111刷出品に:J伏ら、

ブースターによる飛行'1'(6-IDtJ.1il!)lU t>に無数τιょうが、歩行中

はよい的にな晶，:"でしょう.

L カ・ ι. その.I!'Iトなi附lI1~nhil，今ではす官I戦JJ. ~低投'11m5隊

なEの中肢としτ も宜t-~~11.. またそのコストパフォーマンスの1.きか

らおν、ンターにb愛用者I主宰いようです.

コンパットシェル・パイロフトは全身をスーツの操作に使うため、身

体にぴ今t~ ~合..， I~WIIJのセンサースーツを者111LなりIU!なりません.

告のため憶のM.JlW昔1刊できません.また、ブース}I-(I創IjJ，¥'O}急激な

Ccこ対抗するためJ加速紙士会ilt，'i紛舟!の理UIJも欠かせまぜん.

告純マニAーパー7ロツピーの使mにより(スキルなEが入ってl'~す}

峨々 な作裁に対応;f>tnH躍です.1.:1': L.. 11;ール上では岨IMI喝係のフロ ッ

ピーしか設定しτいまぜん.サイポーグ1.1，;1じVンゲJν式の耐))Jでその

連続行1)11制mはおよそ2411羽1'1(..らいでT.
ヨンパットシ&作はメカユフクマンに tって最もi!u("ll'紫材のーつで

しょう.

ll'illlできる(級える)兵醤IUl兵誌の(Ii!.小火器や怖側兵誌にまで及び.

ブースターmのプロペラン トタンクの榊設や電子自主慌のパリエーシaン

~j:( H切のサイバーノ』刊明けつけ られます).なによ~ t. :J ;..-_，t 

y トy エルの科孤自体がrl荷なのがうれい、所です.

例【:免許If'~ <卜)L!I1'lJ兵)It明らかにl日式のもので， (.パラダイン11)

はよのはrSWA1'r'保m吾れたばか。のS丹市τす.

さ らに.コンノふノトシエノ川二時'B. 子f.~ちの民都(メイン ・ 7ーム)IJ. 

イJI鼠制限に入れな〈τもかまいまぜん.

マエピュνーターを催。τ行長IげるためSTR!.OEXには修止がありま

T. _れは撤縦ポカ噌iUl3~汐トの("，らかのtTl動~ITなうI!'J. その力は榊加

されるものの、 1λIlúそのおIIJ~がマイナスきれる t いうよとをJ< Lt~ b 

ので、 Xが11m者のATド能力縦士.J}.しても・ます.

また、歩行・1'しブースター飛行'寺('IJ.性能が符ι〈変わるので此怠

Lて(t.:~ t. '. 
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形式 .コンパットシェル

名跡 ワイズ・アメリカ M-PS12(パベγトマン〉

タイプ : M(飛行時A)

REF/MV : 6(飛行時25)/3(煎行時100.3ターン使用可)

STR 

DEX 

HP 

荷量制限

: X+ 10 

X-5 

:9 

(兵袋、接申)・1∞
{貨輔、 県書):0 

県員 。1名

義甲舷

本体価格 : $ 10.0∞ 
セット僑格 。$22.自xl

{全部ー律): A:!I)/ω%(ハイ・チaパムアーマー}

絡部命中褒

1-6 本体

7 ヱンジン(CP3)

8 ブースター(CP2: 1発で蝿能停止)

9.0 骨栂兵装どれか

.右手用機縦樗

マニaピレイターモー軒
セレクト

兵曽
セレクター

人さし揃周パッド

緊車
脱出スイッチ
{左右問時に押す)

-左手用機縦縛

錨量霊長量豊 プ・・スタータンク、フレアポッドM、ECMポッドB、サイ

パ-IRピジョン

'"持ら武器 ATライフル
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トリガー

モニター
セレクト (3段}

マニュピレイタ-
Il!llmパ '1f 

補助指周パッド
(感庄式}

トリガー

兵稽セレクター

緊皐
脱出スイ yチ

…?駅



ド旬狂信認〉

形式 :コンパットシzル

名称 :北京電縞 <+:I1.m甲兵〉

タイプ 。M(飛行時:A) 

REF/MV : 5 (飛行時20)/2(現行時旬、 2ターン使用可}

STR : X+ 10 本体価絡 $6.αm 
DEX : X-8 セッ H~絡事 13.成田

HP :7 

荷量制限

{兵袋、経'1')・ 80
{貨物、 畢客)・ 0
畢員 :】名

獲'1'1霊

{全碕一徳); A30/1ω%(ハイ=チヨバムアーマー}

綿鶴命中農

1-6 本体

7 エンジン CP3 

8 ブースター CP2 1発で.能惇止

9.0 告櫨兵藤どれか

織強呉基書 ・サイバーレーザーサイト(手持、武鑓周}、ECMポ νド(8)

手持、武信 ・7.62帽アザル上低反動APガン
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コンパァトシェル形式

名執

タイプ

REF/MV 

5T肉
OEX 

オムニカ PA日腕S<パラダイン11)

: M(飛行時'AJ

; 7 (飛行時30>/3(飛行時110、4ターン使用可能)

HP 

荷量制限

;X+初

変更なし

11 

{兵畿、議'1'): 1お

{貨物、最客): 0 

畢員 ; 1名

装甲ti

本博信絡 $30瓜珂

セツ争価格 $ 70.日珂

{全面白書J): A40/1.抑品{ファイパニワムアーマー)

舘鶴命中褒

1-6 本体

7 ヱンジン CP3 

8 ブースター CP3 2発で担能停止

9.0 骨樋兵装どれか

罰事観兵装 ECMポッド白、パイルパンヵー.サイパーレーザーザイト、

サイパ骨組事サイト‘サイパーIRビジョン.CSDX 2 

手持、震総 :百回ザイポーグライフル三たはソリッ Fシューター



[5.8.4]シェル=キャリアー

シェル=キャリ7ーは少数の2ンバットシエ'oi'鰍送できるハンター

lulllのメカ亡をの構注l却酬に11不li，Jきです(11娘、 7-ミ一、舗ぬIC

ではへY. 大~トラフクな~i'シェル=キ'\"リ T-tLτ能川していま

すl.
よれのお州fでコ川匂トシエ'0'"愛rllすか吋ンサーな~U峨i簸

のfI肯JなEの仕司tを 二 なぜるようにな~ l1'. 

£た、このメ舟I!コン，<ットシエルのメンテナンスドック tしても使

えるようにな勺τいます.

形式 -シェル=キャリアー

名称 :ハマーMCIO(カンガルー〉

タイプ

REF/MV 

:V 本体fdI格 。$5，(岡崎

4/お セ ''，1t-価格 $ 12.自刃

HP : 7 

荷量制限

{兵藤、畿甲}・ 1(旧

{貨物、畢客l:コンパットシヱルxしまたは在旧

畢員 : 1名(+コンハットシェル内に 1名)

義甲板

{全面一律l: A40/40%(ハイ=チヨパムアーマー}

鍋鶴命中襲

1-5 本体

6 エンジン(CP5l

7 タイヤ(CP5:1発で停止}

8.9 晶横長接、貨物.コンパットシェル

O 粂圃 1人

指Il兵袈 : 7.62圃 LMGX仁 CSDX4

4咽

ぉ γタア駅
買事式 ・シェル=キャリアー

名称 .ザルツハイム SCL (マザーダース〉

タイプ : V 本体価絡 : $7，000 

REF/MV ・2/初 セ':1..価格:$13，(目。

HP : 12 

荷量制限

(兵接、接申l: 120 

(貨物.畢客):コンパットシェルx2、または4∞
録員 2串(+ヨンバ γbシェル向に2名)

義申1&

(企画一樟): A60/40%(ハイ=チョパふアーマー}

錨鶴命中褒

1-5 本体

6 zンジン(CP5l

7 キャタピラ(CP5: 1発で停止)

8.9 吾11兵童書、貨物、コンパッ争シ"，Jレ

O 最員 1人

得厳兵量豊 :なし



Ma'蔚主笥D

[5.8.5]殿"パギー

戦開パギー〈らいのメ3かになる t兵灘、後叩耐に余絡がmτ米ます.

貨物もた〈杏Mftめるようになるので.ランドプラスターもこのあたP

から始めるt良いのではないでLょうか.

V
 

プ

刈

式

称

イ

子

形

名

タ

間

:験銅パギー

: XAX BUS05-2 (ライトニング〉

V 本体価格 : $10刈却

8/35 セット僑絡 :$38.回刃

HP : 15 

荷量制限

{兵接、接甲)・草加

{貰輔、最寄): 120 

蜂員 :2-4名

様"'.1&
{全面一線): A90/60%(ハイ=チsパムアーマー}

飼節傘中褒 : (プッシュラ〆ナー〉と伺じ.

海IU毒装 ・120岨鰻反動砲x2、レーザーザイト

形式 戦脇パギー

名称 。エッサン目白 〈ブッシュランナー〉

タイプ : V 本体価格 : $8.0∞ 
REF /MV : 10/40 セット価格 :$ 27.0∞ 
HP ・13

荷量制限

{兵義、接申):ぉ。
{貨物.集客): 100 

量員 2名

義申告匝

{企画ー律): A60/1伎陥{ハイーチヨパムアーマ由}

錨節命中褒

1-6 本体

7 エンジン(CP5)

8 タイヤ(CP5:1姥T停止}

9 杏栂呉装1.たは貨物

o !匝圃I人

繕能兵義 12.7圃 HMGX1、ATライフル、レーザーサイト(ATライ

フル周)、 ECMポッドB、チャフポッド(M)
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[5.8.6Jインセ??-

銚献のように折れ曲がった脚を{植え、セカセtJ!.動事阿るよのメtJ.

正式にI:Jゆ縛lIØBピ-?'/~!. lづ形式であ~. (インセクター)1:'"スク

ワ ・ロマノ7祉の資効耐傑です.

Lかし.MADの総耳漏時、ワイズ・インターナショナノ吋の樹曹はな

杏れており.i!t体の製造IlMA[レマーッtしてl世界中で行なbれています.

その車体タイプに1:4腕~. 6N~の2検があります.

ょのタイプのメカのィiOJt.t:については貸予?がはっき骨と分かれる所で

すが、限定的ながらもìf.~い榎雌I!H 被抑曜の低舎がその利点!.;'!われて
ヤます.

:M隙に.車両がtてb入れ主い地形や急事事曲iに対しても通常どおりの

移動ができ£すL.極限までヨンバクトftt'れたi!吋*，:被朔lt!の唱まきを
物訪っています.

ιかしその反面‘政維なH昨:jlLによるメインチナンスの凶畑幸、またコ

ストV割高であるという蒐E叶を持っています.

〈インイヒfI!ilー)1.1.大出力のエンジンを4搭載しているため、このサイズ

にしては大f，tの兵絡を摘めますが、iIl!lllひr< M<いコクピァトl勾γl瑚
舗の騒音に愉まされるそうです.

まに脚部へのダメージは倹動力の大きな自ttにつながり、二れも磁

の焔い所でし』う. もっtも1!1(.本下部に収納事れている補助JIJのトラベ

ルホイールを使えば路上を走る.:.!.はできます{データのJEf7時の悔の

飢を(~JIJ して<1:事い).

五μーの点i'1Jえるに.{.jンセクターH愛mするλカ九、たなら相当な

変わり抗でしょう.
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…ア駅
形式 : 4脚インセヲヲー

名綜 :ロマノ7MKV(ヴアルムピク〉

タイプ : M(走行時V)

REF/MV : 18(走行時12)/IO(走行時~)

HP 

荷量制限

: 14 本体価格 :$印，四lO

セット価格 $90，500 

{兵毒事、装甲): 3∞ 
(貨物、乗客} 田

章員 : 1畠

量豊甲板

{全缶ー律1・A60/7O"A>(ハイ=チヨパムアーマー}

紹部毒φ褒

1-5 本体

6 エンジン(CP4)

7.8 胸部(CP5: 2発命命で移動停止1

9 骨橿長援のどれか

0 最蝿

繕観兵畿 ATライフル、先牢サイ ト{ライフル周}

7.62圃ミ=ガン‘ CSDx6、ECMポッドA

形式 6胸インセクター

名称 ロマノフHMV(シュ トルムピグ〉

タイプ : M(定待問V)

REF/MV : 18(走行時10)/8(走行時25)

HP ・15

荷量制限

{兵接、経申):弱。

{貨物.畢客): lC旧

最員 : 1名

義明緩

本体価格 $80，血刀

セット錨絡:$ 136，000 

(企画一偉): Aω/10%(ハイ=チヨバムアーマー}

自由部肯中褒

1-5 本体

6 エンジン CP4 

7，8 腕郁CP3 3発命中で移動停止

9 

0 

俗眼兵接

害福兵畿のどれか

畢員

: 2白槍パルカン、火貴級制署t.CSDX 6、IR!主党総



附 配活語〉

[5.8.7]ホパーヲンク

ホパータンク11パギー並の機動力t滋叩IJI(の防御力.火hい・う、ラ

ンド ・ プラスターの~求に応えτFEft幸れたものです.しかし結局の t

ころ7ーミーや傭兵耳[で品~J: <l!1!JlI寄れτいるようです. 欠点.はζI~

.といってあ0ませんが、あえて挙げるとすればやはり戦闘メカ主 して比

た場合に多少兵校、袋叩が見劣りするという〈 らいでしょう.

もちろん、それでbホパータンクはハ'/?一葉ゲーではIWのメカです.

車体{画絡がややZ7iぃtいうのもその一閃かむしれません.

なお.ホパータンク11当然ながら水上走行レ.f能です.

形式

名称

タイプ

REF/MV 

HP 

荷量制限

:ホパータンク

:7オートHTOO5<レミング〉

H 本体価絡 。 $80.αxl

: 15/90 セット115格。 $320.困却

:初

(兵革妻、滋昭): 4∞ 
(貨物‘畢客):耳旧

最員 :2-4名

続甲板 エレキ=シールド議自由

(全面一律): A70/70%(ファイパニウムアーマー)

(韓薗) : A30/70%(ハイ・チsパムアーマー)

{上面) : AO/1百%

鍋鶴命令褒

】-7 本体

8 エンジン(CP6)またはホパ同部(CP3: 5発で停止)

9 骨11兵装車たは貨物のいずれか

日 最員 1毛

織憶長義 : 10畑町町レスレーザー、 ECM:f.ッド自
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形式 。ホパータンク

名称 : IMI HT-PM (ボクサー〉

タイプ :H 本体信i絡 $1∞.C田町
MV/REF : 13/凶 セγト偲絡事120.000

HP : 25 

荷量制限

{兵益、装甲)・500

{貨物、最客)・350

，陸直 :2-4名

波申板

{全面一線): A50/70%(ハイ=チョパムアーマー}

(後薗) : AO/70% 

(よ函) : AO/70% 

担鼠命中表

1-7 本体

8 エンジン(CP6)またはホパ一部(CP3・5発T停止}

9 奇4軍兵襲車たU貨物のいずれか

0 乗員 Is

!lill兵接 90圃ロケットポッド‘ 7.62・・LMG、CSOx2 



[5.8.8]狼甲車

災時且Ill1MADの組本であり、またl~'1量のメカでらあります.ょのII.ltt

ではJI民 叫ll-.設'I'jl仰舷恥I(なEが111'1'期日.J.阜の主力におさまってお

り.t平に弘司jljlUl7ーミー.傭兵のuuでも広〈使われています. Ec6 
給.8給の2織があります.

形式 :6鎗畿甲車

名綜 : DMW FV-l04 (シユプル7ント〉

タイプ 。V 本体価格 : $40:000 

REF/MV : 7/30 

HP お

荷量制限

(兵蕊.援申): 650 

{貨楠.畢客):知

県員 :2-4名

義'l'a

セット僑絡:$耳目，C目。

{企画ー律): ASO/80%(ハイ=チョパムアーマー}

(後濁) : A40/80%(ハイ ーチョパムアーマー}

{上罰) : A20/80%(ハイ ・チョパムアーマ司}

紐鱒命中表

1-7 本体

8 エンジン(CP6)またはタイヤ(CP5: 2発で停止)

9 

0 

搭敵兵接

彦フ

告砲兵装且たは貰鞠のいずれか

畢員 1'畠

: 3ooao慢鵬首.ATMランチャーx2、7.62，岨lMG、
CSDX 8、チャ7:Jlッド(l)、フレアポッド(l)、

ECMポッ ドA レーザーサイト {却刷用}

パッ νプレーダ-;f.ッ にレ-"-:Jl.，~
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…ア駅
形式 :8織装甲車

名frl; :三木貫工 AV60 (ウォーライノ〉

タイプ v 本体儒格 sω，償却

REF/MV : 5/お セット価格:$128，自刃

HP ・30

荷量制限

{兵装.装甲): 7鈎

{貨物、乗客): 6∞ 
畢員 :2-4名

議申u<

(金槌『徳): A 1C町/回%(ハイ=チヨパムアーマー)

(銭面) : A20/:反丹4
{よ函) : AO/80% 

l!I郎官民炉褒

1-7 

8 
9 
0 

嬉披兵事事

本体

ヱンジン (CP6)また陪タイヤ(CP5:3尭で停止)

吾11兵義 または貨物のいずれか

量員 1.畠

:ガン ・ランチャ一、 12.7圃 HMG、

光学サイ Hガン ・ランチャ-111).
mビジョン、火錯菅制M



作筒班活語D

[5.8.9]トラッ9・ヵーゴ

トラッ?It単独でも走れますが、カーゴト νーラーを引いて 1つのメ

tJ!:なります.

カーゴに武器を繍めば動〈要望I!~まではいかないtでもかなりの戦力

にな畠でしょう. トラフク主カーゴへの射奇書について、射手はどちらを

怒っか宮古することができますが.<ちらでいャならランダムに決定

書れます.

8 エンジン (CP6)またはタイヤ(CP5: 1発で停止1

9 香櫨兵袋 車たU貨物のいずれか

o ，帳員 1'名

師事館兵袈 ・なし

形式 ::大型トラック(動力節)

式

除

J

子

形

名

附

問

。角ーゴトレーラー

・ワイズ=ヨーロッパ Cll (カーゴ〈ん〉

: 0 (0-20) 本体価格 : $ 30.囚均

: 0 (2) セッ ト価格 :$40.町泊

名称

タイプ

:ワイズ=ヨーロッパ TRH079 (マイティワゴン〉

:V 本体価格 : $ 50.000 
REF/MV : 2/初

HP : 13 

荷量制限

(兵装、装甲): 1∞ 
(貨物、量客): 0 +カーゴ トレーラー1台

乗員 :2.s 

セッ ト価格:$52.αm 

HP : 12 

荷量制限

(兵様、鶴甲}・ 500

{貨物、集客): 3000 

乗員 :0 

装甲di

{企画一律): AO/'ω% 

絡館帝国炉褒

1-8 本体

9 タイヤ(CP4: 3発まで効果なしA発目で停止)

(キャンピング ・タイプ)

接甲板

(全部ー律):A2O/1伺%(ハイ=チョパふアーマー}

絹魁命中f!

1-7 本体

。轟4軍兵畿、貨物、 畢員のいずれか

犠u貨物 。キ..ンピングパーツ(寝台4、キッチン、リピング)
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コンピ，.-flーの発途については狩禁のページを見て <t:~，、

PCがfPJか1t郁をやる主主、また!官設空洞寸るにιても側線は欠かぜな

いものです. あらゆ吋恨の8例以上liコンピューター ・ ~.ットワーク

~i曲Lτ1唖られる tnっτ も過3ではないでしょう. 1.はnえ、 PCが1'1

らかの情報官知ろうとしてキッ トワークにr::l~ 、合わせて品、知り t:十術

保の中のい〈っか、あるいは全部は符泊の方法でi孟mられないこ kが$-

いのです(パスワード.身分笹川lなEが必要だったりす畠).

[6.1Jコンピューターの種類
① 公衆電末

簡単な情報(すベτのシティのニュース記事、続:Jll煩な<)ならニうし

た場末から6.ム換するニ tができます.PCが自宅の繍*や公衆治末i-I!必H
する t幾らかのl!I!Jll特i-取られます.特に公衆錯末IUIJI!IJ岡仁っき$1、

プラスティッタlIf紙にプリント 79トするならきらに$2l1Xられます.

また娘i'i'，ll"!'(なEについて問い合わせても、たいτぃ11，fスワードや

身分νベノレ照合によ。てロックきれているものです. ζれに対ιτはパ

スワードセ知るか. bし<11ハツキングー正艇な方法以外で俊入ーする

しかめ9ません.

なお.端末和UrJ除H111に制限はありませんが、普通にアクセス771パ

ーを利JTJLt: 1.舎の1!i!I当Pの平均通{湖、日IfH.t3秒以下です.

これに対L、キ-:ttード入力の場合は個人袋もあれ!.'IO-3O抄はかか

ります.端末11t'裕司見集以外にも身分照合平.底での支払い、脇市郎で

11コンピューター{寸告の自家111111の呼び出しな:eにもf削"~れます.

司自末は3ンピューター剖会の基本なのτ勾測にi8mして<t:事い.都

，Ijにいい・ときでふバ-'/T'レダッH 無級機i-ll配って、通町憎註丘を

介し 4・ァトワーク守利mすることができます.

③ マザーコンビューター(1基または慣敏)

メガ=シティごとの相loIi懐能をす4fC12ものです念f，~・ットライナ
ーをはじめ‘ PCがこれに[的II蝿係するこ tはまずないでしょう.

マザーコンピ，.-flーはメ-l:9ーパンクではな<l!!l路制御債なので(b

ちろん瞥I摘も厳到底ですが)I'Cたちはあまり)flはないはずtゴからです.

@ 人工知能(AI)

A 111ただの世t甥駿ではな<.fl!々 な条件慨厨のできるコンピュ-flへ
または'/7トワェアのニ tです.X~J宜な鮫虫十の品の1:1.きには人1111のよ
うな反応をみぜ晶ために人工人情なn曾われるζ 主もあります.AJは

結局その釘I十おの窓鈎したバターン内τ符えをかえすものですから、能

)Jに l;t大きなl~があり、その舵)Jによ勺τ. A.s.Cの3つにランク分

りきれています.

Aランク11Ar.Uなみの能績な判断、反』与をJI.ぞるもので.感情を待。

ているなn思う人い・るIUです.加はな決断らまカ寸られる指符AI
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ラリーカンパニー自民⑮

ネットライナーのラリー本間1:.アロマ社の取引データ~盗み出してほ

しいとの依"を受付草した.帽餅!被を見て仕事令引き受付た彼t阜、三ずア
ロマ社町情報を仕入れ飴めます.自宅の場末からネ yトに問い合わせる事

柄1:.①自撮となるデータパンクがどこのネット内に存在しているか③間

社の保安システムに関する量近の情報、ついでの番考に③向祉の畳近の集

績なども関べます.

GMI:①、③については〈アクセス〉でSR~令するよう告げます.本来発

表8 れない情報ですが、徳容と官うほどの情報ではないのでSR~とした

わけです. ラリーの〈アクセス>1:112%、 SR~ですから5品%て①と③のZ

閤ロールιzす.草た②の情報については一般ネットに涜れているわけが

ないので、情徹底にでも問い合わせるように告げました.

で、メ:/l=シティによっτItマザーコンピューターのftbりにこれが都

心にすえられていた今します.t りあえず、PCからは遣い弥在でしょう.

BランクliAクラスにζ号及Itないものの.人1目11.の会.t~も可能な尚
級AIです.俗偏なハスラーの'1j Iこはこれを相I憾としτ仕事をするものむ

いま寸.

Cランク1:散も下等なAIτヘできる仕事11ロンピュ-fl-!'~IU変
i) りがありません.無人戦測メカの中継に舵われた札有人メカの火器

管制mに信総事れτ来Hの手助付なEをするものです.s復械にも剥i

J与込まれています.

A.自ランタのAIはご〈まれに

1は孟常に目を先ら令ぜfていま-r.しかし.心理学者たちはAI砂品滝、反乱の

II~闘の9罰垢はそれを強う入flUによ。て引き総こ寄れる Hlっています.

なお、$1.仰ンピューター{帥刷協などを事IJ)flしたもの)じついτ11.

その研究製泌が1ωq'も仰に国防払勺車絡事れれ.~ -r ~r. 現代でH
よかでひ勺そり1.IIIØ~カ糠りられているでしょうし.もしかしたらマザ

-:>ンピューターの~f_!川:1iI!1l1されているか b しれまぜん.

[6.2Jサイバースペースとは
サイバースペース1.11無紋の4・ットワークの償制亭です.ニの附¥::1: 

1:、ヨンピニL-?-~・"トワークカ仁社会の隅ずみ4二基で北白垂しτ釘今、

2()世紀でいえば、ま ~Iニ rm;告tJのような有識とな。ています.ま t もな、
人IUJらしいシティライ7i-巡るにはコンビューターが必笈耳石I弘;なので

す.

コンピュータキットワーク1.()O!. [1(:，・。て品、湖沼、情報、酵機会・

ら輸送、交通、保安システムなe.あらゆる分野に無歓の品フトワーク



W匂蕊草誕〉

が，j:fl，L.たかf，.の情報を絶え101な〈交供しています.無数にして lつ、

1つにしτ無数の4・ットヵ吋7消するので、いつのよろからか、この無阪

の132・!':!UU~総帽して・サイパースペース. t呼ぶようになり~ Lt~. 

やがて、人101がその窓量産ごムサイパースペースに俗入できるように

な9.̂'IIIの感覚τ'~Iできうる儒い、受n自治制fliされはじめたのです. 

.:j.ットワークにIムその組依lこより大き〈分11てメジ-t-.:i・ット.ロ

-:11作品ット.インダ4 ーズ.:j.ットの3 ランクがあります. メジ守ーI~

i世界脱税の巨大なもの.ローカルはメジ々ーIH'大き〈はないものの、

その偲iliごとで可事に勢力の大きなもの.インデ4ーズI主井ットワーク t

fTえるIUのものではない(，市人腕照のbのねL.PCc: t 。てはfmu~
仕入れた仇より大きな4・フトワークIUJi'転移するためのバイ7'!l')な役

捌を卦!ーたιま-r.

[6.2.1]サイバースペースの風景

サイパースペース内に11.'. るふその全:i;t'I;t~t，泌.行11< Hrl!e'も
終わりのない巨大1jßiH.主いう鼠に見え(イメージ~t~) ます. 絶倒や案

内閣はいつ~いありまぜんが、目的地が決ま勺τいるなら{日的もな〈事

まようこ H 可能です)絶対述うことな(.-幌にして~ょ にまI~ILます.
もちろん、サイパースペースのイメージ(1吐綜感)11. .:i・ットワークに

よって追います.イメージはその品ットワークのメーカーが決定するも

のなので.lli益ひとつを比ても石造りだった~.そスタf.:C，りだった9.

色彩感覚にして b印Ht....っ f~ ~、カラーだっf~~.!kYt色f.:勺 1より u華々

です。そしてそのヰットワータに，官織を般人寄せた人たち品、をれを:"~

践するかぎり.そのI~:緋にあ勺たサイノぜーイメージ(枕覚的イメージ) ~

与えられる ':'t になります. サイバーイメージにま。た〈主\~Ii!hなも‘

人なら.他人からは人魂のようなエ品、ルギー発光体と兄られます.

さτ主E物のひtつひ主つ11..その斗ットワークに参加(hn入)している、

φぷゃ側人を~{しています. 必担制に企患の樹首iまひとめでそれt わか

る大きならので.例入のそれは氏五Kしてイメージきれます.ま1J4PJ監

11..企業イ メージなどのkZ伝剖成Eをあげるためか、派手'.才744i4rtbLfJ 

O、変わった情活のl!1:却を処て(? )たりも します.

二二までのi!tの所司i物でもなれ公的なサイパースペースi'・::>-l:ン・

スペース"t時びます

きτ.'"制定には一般にして到lFfする. ti'f~ ましたが、あなたのId

的地が.ニれらの建物のひtつなら、つまり捌かれτい・主いのに、無

断でそニに入ろう t している主也、話1J.~11で寸. 生封持の中にはあなたの

ような刷者を総邑するための~が待ちかまえてレるはずです.

[6.2.2]ジャック=イン

ジdヤツタ=インHI.サイパースペースに人1mがその窓:&ごt役人する

行為でc\'-，r.-ドやファイパーアタ七スと I~Jt般にならない1.tの(1:'"

をこなすζ とができます.

そもそも.吾のhな副!Jlllj的l孟ソアトプログラムのパグ発見なのです

が、ハッカーたちは.プロテクション{ソフトの内等を知られなャように

するための懐能}解除とメ-l:Yのハァキング(内務を瀧み兄f.:9. ~'fき~

ι1~ 9. 111したりするよ υに応mできるニ H'発見ιました.

優れたハγカーなら‘機械の1¥1に介入することで、その機掠I"".u!.I. .の
ままに酎jかすこ tもできます.この行為1.1.~システム ・ ジキ γ タ " とい

ν~ 'r. 
4且症で11プログラム技術のj臨歩により、ジ守 フク=インなしではハツ

キングは不可能になってレます. なお.ハッキングI~巧然の二主ながら

え・ヲトワークにつなが勺ているプログラムじのみ.試みる.:.tができま

す.

ちなみにプログラムが4・ ァ トワークにつなが勺τいる:t!;1\ì~オンラ 4

ン.つなが今τ←ない状1f!~オ 7ライン t時びます. 郎11m!舵中MなE

4B  

ネットの種類

メジャー・ネット

〆ジャー・ネ>~は主に丈企，障が使うネットで、商用、通信用に使隠さ

れてい草す.侵入の取しい専用回線を持、‘当然侵入者に対する紡置は絡

段に強力です.AHPの主力もここに自を光らttています.PCレベル、ま

た衡のハッカー主どの手には負いかねるネットです.ザイパーイメーγ で

いえば聾然とした区画、ニ gれいなスーツといゥたところです.

このことは遣に、企寮にとゥτは非合法な行島田記録などの危険なデー

タIlft置きにくいということでむあり車す.聾績の鰻置はまずこのネットか

ら鎗ゑるからです.

ローカル・ネッ ト

ローカル・ネットIl企集から僧人までの機々なユーザーが利用するネッ

トです.ぞれゆえ峰良な市段、企聾か勺悪人、冒険者とあらゆる階級、思

想的持ら主が利用します.ゲームの主な舞台むニこになるでしょう.

インディーズ・ネット

限定的ながら b.よリ温留な情報を置えているのは、インディ-;(・ネ

ットと呼ばれる鰯頗の小成恨のネッ トなのです.

この半骨非合濯な情報組織1:1:いてい、個人(やはり.マエアなんだろ

うか}が怠味として開殺して必り、 4量々な裏情報告援供して〈れ草す.

PCたらにとってUありがたい存在なのですが、情報提供f.1f!，ぞれなり

にはずまなければなf)草ttん.

インディ-;(・ネットは‘そのシティごとに型車放にあり、そのミチ町、

あるいはその土抱の情報には鮮しいのですが、他のニとはからつきしとい

うニとが多いようです.

ただし、なかには例外bいます.例えばネ:r・アyプルの7リータウン

に隠れ住む、脱走刷〈ネピュラ〉は、世界中田削とコミユ:'7ーションが

あると叢話しています.lた、ALTOS-'1-ッ'のどニかにいる、三コラス・

ハインツなる人物は肉体舎な〈 し、..だりの存在としτサイバ田スペー

スをさまよっているのだそうで、自ら'全能田神Jを悼しています.

北米のローカル・'"'Yト

1且在.北輩3シティで利用8れている、大(fなローカルネットワークl;i

2つあります.1つ陪パン・アメリカン・ネット勺ーク{通称 パンナム}、

もう 1つU削， Towns communicalion System(通祢 ALTOS)です.

パンナム

創世紀初則にl1li1宣された、 u史的古いネ νトです.ALTOSが量唱する

lでは‘シェアにお付るトップのB!1;i.I盛るぎないむのでした.サイパー

スベース内は、モノトーンで渋〈車とめられており、 1920牟代的才一ルド

アメリカといったイメージで構成容れています.

ALTOS 

汎用怯が圃〈、使いやすいネ y トとして野判です.2109'字、 MIT由学生

M. 'l'ャラハンが創蝿~始めたころは、小8なインディ-;(;ド ッ ト局に過

ぎませんでした.サイパースベース向はファンタジーっI?いカラーでまと

められ、ぞれむ坐付たのか、今でUローカルニ手"'1トのゅでは北米第ーの科

用置を拘っています.ネットワーク畠b.スペース内田雰箇気力、らか、ALTOS

{アルトヮス:古8世界}と呼ばれるようになりました.

このゲーふではこの2つのネットがPC自主な活動揮者となり草す.



ジヤツク=インノサイバーリンク必須アイテム

二れらのジャック ・・イン/サイバーリンク掬逮アイテムのうら、最低限

必聾なものはジャック zイン朗、また1:サイパーリンク用インターフェイ

スです. ~たすべτのインター7>: イスーを使うには、ボディクリニックで

鑓子取り付付与術を畳11な〈τはなりません(サイバー化のベ由ジ害関).

その穂町むのは、必要に応じτ買いそろえればよいのですが、すべてそろ

えておけば便利なの叫冒うまでらありまぜん.

名称 ENC 値絡($)

パーソナルデッキ 4 田

公然端JI<犠と飼じ働能を持ろ、シティ外でも衛星集録績に綾織すればネ

ツ争 ワークに侵入で/}る.

衛星織線俄 6 武田

インディーズネットには直績の通信、侵入はで8ない.またシティ外で

U滋賀見凪で使用で$ない二と bある.

ジャック・イン周インターヲヱイス 4 1，000 

島高謹肘付 f!. . コード挿入~L20.譜来またはパーソナルデッキに後続しτ

使用します.

部品挿入孔の他に‘ソ7~を挿入するスロ， ~が40h所あります.使用

省U二のスロ y舎に使うソフトや、ザイパースペース内に持t;込みたいデ

ータディス夕、11こは、スベース向から待毎帰るデ由タを記録するための

草ディスクを入れることに'i.1) tす.また、ジャックaインしないで干、ワ

イルスソフトを繍入することむできます.

脳波計U見守ゥている仲間が、ジャ νク=インした友人的織干そ知るた

めのむのです.アシストヘルメットがあれば1/，.聾ないむのですが、車人の

コンデインヨンを知寄目安にはなるでしょう.〆ーターがOをさしたら.

Wllb'Oになったま人@介抱してあげましぶう.らっとも介抱ではなし

慰り抑さえるニとになるかも知れ車ぜんが.

γ ャック・イン、サイパ押リンクシステムを使用中に、インターフェイ

ス本体が破場8れた勺、卸8!に・サイパースペース死亡チャート"で的チ

ヱックをしなければなりまゼん.

ザイパーりンク用インターフヱイス 8 20，卿

孔は6h所ついている.

l.I. "ンピューター ・!71/"スなEの草間四に備えて、オンライン.オ7ラ

インの切り符えが鴨署にできるよ主になっていl-r.
ジ吋ァタ=インは4・ットワークにつなが。ている縫末にジベ・フク=イ

ン専m1ンターフェイス(::J;j・クターIH，長続して行なbれます.1.た、

その蜘 '111.外科 研iによって鋭部側副.1皇国1な<1ゴ止低l本のジャッ

タ=イン ・ コー ドI'~入nを取り付りることによ~1f1られます.

コードI本のときにスペース内でllj!轍車きれるイメージはただI体τ
-tb'. 2-1<.3本tll'!えるにつれ.21+:.3体主自分の分身を榊やすよと

もできます.

インターフェイスに11宵泊.ロード1(1入日がt'<JlJIo[r円いています.線

放の入11日以問ピイン?-7エイスから入るのなら共に1i'iI.だきるし、

別々のイン?-フェイスから入。た場合でふサイパースペース内で待

ち{7-h-tt場所を決めており11.'1'τWち合勺τもかまt-tぜん.

ジペ・ック=イン Lt~人IIUは、すべての般党を失い、阪孔も IMIいたまま

になり£す.感覚のす4τ11サイパースペース内に野」草されてしまうの

です.

サイパースペースからlJl'A吐w.に婦。τ米品行為(1ジ常ツク=アウト

t呼びます.

[6.2.2.1)無織を償ったジャック=イン

ジぇ・ッタ=イ ンは郎iIiの内'(な〈て b可能です.インターフェイスk
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ヲイパ-;<ペース

目録制 3 2O，C田町

81級AUtC級制{武線管制AI)の能力に加えて壷臆槍健およU預定的なジ

ャ γ ク ・イン能力~持ゥています.つまリ〈公用隠〉ω%<アクセス>lC旧%、

1本的ジャック=イン継子{ただι、場Iiやイメージファイ HH書止され

ています}犠能を備えています.

そして製道元から〈万能〉と〈イ〆由ジファイ ト〉を除〈すべてのスキルメ

モリーの供給を受11られる万能マγ ンです.

所有者Uどのスキルで1.10%当。)$1，000'島支払えば好み由スキル令覚

え込まぜることがで~ます. 1>もろん手足がなければ使えないスキルむあ

るので、必要ならそすイパーパーツを涜閉するニとで7，， 0ーできます.

徴的持てるスキル向上限目lC旧%ですが、レベルアップはしないL、新

しいものを開発することはで/}lせん(<ソフ争プログラム〉など).

しかし‘ゆくゆ <ItPCの良I!パートナーとなることでしょう.

性織はプレイヤーまたはGMが昌幽に般宣して1>かまいま1tんが、必ず

畠前を付付て〈だ§い.

能力飽Iteouのみ30あります.ザイパースペースに侵入した唱合、そ

のH刊立 1ですが、彼にその意志がないかgリ、イメージファイトに帯加

する事白書Uありません.

ネγ トワークアシストへル〆 ，H有線式) 2 3，α)() 

PCの全圃がジャ yク=インV"Cしま ラては、現実世界で肉体が危検に

さらされたと I!、まラた〈対処τ・f!草せん.ニんなと阜のため、パーティ

ーのうもパウンサーなどがこのネッ ト勺ークアシス'へルメット{寮界で

は単にメッ ト と呼ばれています}を使っτ 〈だ~ぃ.

本来、ネットワー夕方ベレーターのために開発されたむのでザイパース

ペース内田仲間的織子を見なが勺にして、精神ほ現実世界に存在で'$ます.

サイパースペース内，'1:圃置のようにPCに付き従い、会話のみが可能

です{胤独で1:符動できません).

f士.1曇に突然‘侵入者が乱入しても彼1:応戦しつつ、ザイパースベース

内の仲間に肉揮の危畿を知らせることがでI!ます.

E耳鼻としτの効集はあり車ぜん.yメーン~畳付たら磁場事れます.

H に‘バーソナルデッキと荷Jh11無級殺を1制すれ11.通fmihlを介し

て、キァトワークに位入できるのです.ただし録知事れるfi!J車I正大き〈

なります.

無線IU 応則すれば‘I:rilli外で独立して行動している戦劇部隊なEか

ら鰍告で総噂れ代わる(1!lJJメ3命、または半分独立で行動している自動

メカ{つまりオアライン状態}のシステムにも佼入できます.

ただし、そうしたS似M二は相当な危険を覚悟寸べきです.システふ ・

ジャッタを是l忘して、瞥通J:.H.の強磁な4ヒキニ.y ティ ・システム{移動~

プロテタションの凶線巡l!!Iなnがあるはずですし、いったん通仰が必絶

えたなら遮げ滋がな〈なってしまいます.

完全に組立して行動しτいる臼動メカには位入It不可能です.

[6.2.2.2)分身

ジマック=イン・コードを峨やすニ tで.分身して活iJJJLt~ ， .のなら.

その場合のHP(WIL)t <イメ田ジ7アイト〉をはじめ主するスキル11併

きなように分配して(1:杏い.

ただし、1iP1:111i段低lポイントは必.7::-(，.スキル110%でもかま

いまぜん.

ニの分刊el孟ジ吋 ツク=1/する前なら、いつでも好きなように変医す

るよ tができます.ドラフグf世mて'増加した分のWIU:けで分身をつ〈

畠こ tはできまぜん.
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.. t~τの分身11白 111にそれぞれの行動をとるよ t ができます. ただし.

故意に別々の~.ァトワークでï;frtJrt る.:~ はできな‘・4 ととしてお~~

寸(将米11可能になるでしょう).また分身した}部分だけをジャフタ=

イン事ぜるこ tはできないL.Iiilll<に分身のー脅)1:りをジャック=7'7

ト書ぜるこ tもできまぜん.

もL.分身したうちの-f.t>:がサイパースペース内で死亡(lIPがOにな

る}した場合、サイパースペ-7.死亡テ々 ート{後i!)でテェックす品必1}

はありませんが.分4←寸事死亡につき 1ポイントのWILb'A<久に失hれ

ます.~吋ラクターシートのその分の\VIL~減らして(t.!-::'l、(あとて加

持航18~での能力航アップはします).

[6.3Jサイバースペースでの行動
PCたちはサイバースペースの中でEんなIrfJJができるのでしょう.-1ー

な行動iι 以下のtおりです.

・イメージ7ァ4ト

.ハッキング(ヂータのコピーおよび破場)

-サイバースペース内全般τの遺;ll.泡鍬ヰフトワークrnJのWJ
.システム ・ジ守フタ(;j・ットライナーのみ}

[6.3.1]サイパースベースにおけるネットライナーの特典

コンピsータの瑚門家で串る4・フトラ4ナー11他のキ守ラタターには

ない幾っか明織を情。て←ます.

①コンピ"，-11のw.r吋家である品.ットライナーだりがシステム ・ジペ・フ

クを行なえます.

②すイパースペ田ス内への持ち込みアシストソフトは l 人{内 ~ ?=イ

ンI本につき)4本まγ可能です.

③ネットライナーは分身糾死亡した場f;-で~.¥VILO>IJt失はあ0ません.

[6.3.2]イメージファイト

サイパースペース内、守幸にダンジmン:/7トの111ではプロテクシuン-

0{:ンスター、あるいは企業にJTI・w，よろし〈紙われた4・γトライナーな

n.の戦←が繰り広げられるでしょう.

よれを;J!1世界の峨8H区別してイメージファイト k時びます.

[6.3.2.1]イメージ7アイト手順

JJ争制限ll~の干順11以下のとおりです.

1.攻按には順番111同係ありません.ダメージ111ターン終了した後で

適Jljされます.

2 命中判定を行ないます.<イメージファイト〉でSRlをnない、スキ

ル%以下なら命

A間意厳体

Bランク以上田AIt.ザイパースペースで寧圏直体{に樋めて近いむの}とし

τ存在で書ます.しかし刷出自殺は一般に人間より劣るので、Uとめでわ

かるといわれてい草す.

A!O)サイパースペース介入l阜、なぜか洛で竪〈鎌じられてい三すが、明

外がUとつあります.

旗人ジャック=イン/イメージファイト γ ステムとしτ量録されている

一連のセキュリティ ・システムは、その機能二そブ0テクション・モンス

ターと変わりませんが、れっきとした削です.

北朱では、手の平ほどのクモ型観機・アラク3俳句シリーズが有畠で、ア

ーミーの特獄lIlI隊隊員、AHP慎置宮などがアシスタン舎として使用してい

ます.ー般人が手に入れるのは、緩めて慢しいのですが、ここにー番制湖

町能力的低いもののデータを参考として事げておきます.

アラクネMk.1 ENC 1 

ジャック=インノザイパーリンク稽干 1本.IOm<与いなら自力移動可.

サイパーイメージI~女伺鳳をした巨大グモ.
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サイパースベ四スでの能力値:HP20 イ〆ージファイトω% ダメー

ジ5 紡調ポイント 3ポイント 鮭移、ンステム ・ ジャック織純I~ I>'}乏

をtんがI費輩官同消費するWIしを肩代りできます.サイパースペース，'HP

がOになると現実に本体ゐ故篇Lており三すが、0になる前にジャック=

アウ F すれば瞬時にHPI~全快します.

ティカ"'.アクシヂントはありません.

3. )，tpドダメージ1.11 ポイントで1'>>え鋭111しているワェ，f.;;:/7トの

iUbpダメージがあるな ι、そのポイント ~)tL ます. ダメージに迫加で

きる Yフトは 11:<に限られます.

4 . 攻繋を受リた~Iιl崎市の防御ポイント分.または能川している7

ー勺ーソフトのß_~イン H}をダメージからヲJ( ζtができJ.1'.こ

ちらはす4τのアーマーソフトの防御ポイントをプラスιτ使用しτか

まいまぜん.ただし攻棋が命中したιU:../r¥1ll; 1ダメージはEんな場合

でb妓ります.

5.ダメージ111帯に術ふのなも唱.;:r仇 Hf'から減らしていきます.tlP 

がOになる£では.1"1のペナルティもありまぜんかえ HOにな品主死

亡(.Q':盟国本のi削減)い・主ニ tになります.サイバースペース死亡チャー

トでチェック Lて{I!~弘、
分身しているのなら./a1&の一体ヵ'tE泊までは死亡チ今ートでチ&ツ



ウェポンソフトチャート(+Xは追加ダメージ、+%は命中率プラス}

ソフトネーム 使用可能ネット 効集 価格

ショートソード ALTOS +3 1.000 

ブロードソード ALTOS +4 3.0∞ 

グレートソード AlTOS +7 10.日苅

/{トJレアクス ALTOS +6 &.OC旧

ハルパート ALTOS +5 +20% 9.0∞ 

スピア ALTOS 4ト4 +10% &.0∞ 

エクスカリバー ALTOS + 12 40.白x)

ムラナマプレード 両方 +10 +30% ω.捌

ナイ 7 両方 +2 日加

サーベル 南方 +2 +20% 4.剖珂

フ型rイ10 両方 +2 +40% &.000 

シミター 両方 +4 3.0∞ 

メイス(車たI:m帽} 両方 +3 2.0∞ 

礎 筒方 +3 +20% 5.000 

アーマーソフトチャート

ソフトネーム 使用可能ネ"~防御ポイント 価格

ロープ ALTOS 1.剖E

チェーンメイル ALTOS 5 8.()(国

プラストプレート ALTOS 3 5.償国

プレート〆イル ALTOS B 20.α回

シールド(S) ALTOS 1.自刃

シールド(M) ALTOS 3 5.α旧

シールド(L) ALτOS 5 10.()(同

へ1レメ γ ト 両方 2.依田

レザークロス 両方 3 3.四xl

E月樽チョッキ パンナム 5 6.伎旧

クずる必要はありまぜん.ちなみに.III'tJIOにな勺たのがプロテクショ

ンなら、そのプロテクシa ン ・ ソフト 1:絞:11l~れた主いうこ t にな 0 ま

す.プロテクシaンを般捜ぜずにそこから立ち去った励会.プロテクシ

ョン1:(I.JPも5i;fおりになり)復活Lてしまいま1'.

6.世iIの行iJJが終わったら、 ダメージを巡J1ILτ放のFーンに入りま

寸.

[6 3.2.2Jアシス トソフ トの使用

アシスト :17ト11.イメージ77イトの手助りをするソ7トで、攻撃

)Jや命中市i'J柑やすウェポンゾフト、敵からのダメージを減らす7ーマ

ーソフト無条件に敵にダメージをt与えるマジフク ガンyフトに分か

1，ています.ニれらの;/7トはジベーヲタ=イン ・-1;_'!Iーフェイスにス

ロァトして似11ILますが.~・"トライナーを除草‘ I人{ジベ・フク=イン

i本}につき 2枚までしカサ#ち込めません. また~.γ トによって l主総I刊で

きない;/7トも古イ正します.

ウェポンソ7ト:基本ダメージ 1ポイントにプラス事れる攻嬢JJ<.命中

準i孟チャートに明にされています.

アーマーソフ ト:受11たダメージを決められた分'I...'UJ，1LIH<よtがで

主ます.

マジッ?・ガン，/7ト:ALTOS品ットでU.'7ジックソフト、 Jξンナム

4・ットではがン;/7トが融!え£す.マジッタ ・ガン;/7ト1:、使ITIすれ

ば必ず命中します(SRをする必要はありません)が、その代わりfω11阿佐

5司

何日ベ→e
マジ・ノ?‘ノフトチャート {マジックソフト I~AlTOSでのみ使用句舵.マジ

ックソフトのサイパーイメージは水晶玉)

ソ7トネーム 効果 使用回数価格

ファイア才ープ 1体に 106ず〆ージ. 10 2.匹目

アイスオープ l体を 106ターン凍らぜる

チヱツクなしで突破してbよい 3 14.田沼

エレキヨ?ーブ 敵全員に 1010ダメージ 2 10.院旧

フラ yシユ才一ブ戦闘ターン中、献金園町イメ

ーンファイト値を半減する. 3 10.αm 

アトミックォープ I停に4O:S'〆ージ 12.α旧

ザイレント オープ戦略に#加しτいる全員の

マジックを封じる。 a 5.成田

ドレインオ・・プ l停から 1010のHPを濃い使用帯の

HPを闘復する. 3 8.日苅

テレポート".ーブ戦闘時以外にパーティ金闘をコモン・

スペースにテレポートさせる. 2 10.α旧

ガンソ7トチャ・・ト {ガンソフトUパンナムでのみ使用可能)

ソフトネーム 効果(ダメージ} 使用回数 価格

1) 1ftルパー象銃 5 6 2.ぽ拍

".ート象銃 4 8 4.白x)

ライフJレ 6 5 6.虻抽

ショットガン 敵3体に4 6 5.阻均

トミーガン 1M全員にA

車たは 1体に10 10 10.民泊

ガスパーナ』 倣3体に6

孟たは 1体に20 3 10.町珂

手綱殉 8 2.C削

ヵ'lflられています.1，臥.t;JJ。τもー-J!.t:ジャフタ=79トすれば、また副

数分liI!.d1'. 

[6.3.2 3J逃走と回復

戦闘'1'に造，Ili'依みる場合、い〈つかの決ま9があります.

i 問定期プロナクションから逃走する t主、も tきた遣を反るなら前:

ちに成功となります. ζの機寛Iのプロテクション11&置再開するか、無力{ヒ

しないかぎり、先に進むこ tはできまぜん.悶定型、移劃瓜lHにプロ

テタシぉン(1身11，，崎、なる里RIII~f1;っても&主す晶こ 主はありません.

2.悶24昭プロ'tクシgン以外の般から巡jllする!.~ 11、Ixるにせよ逝

むにせよ、突破チェックi'ιなければなりません。

100から敵の〈イメージ71イト>(または命中期}をマイナスして(t:~

←.求められた航V突破可能串です.パーティーの代必が1Dl∞をロー

ルして.それ以下が出せれば企Jlが突破できたニtじなります.1l(歓の

船 eいる場合、もっ tも〈イメージファイト〉の郎、ものを究岐しなりれ

ばな 9まぜん.浄土に失敗したら.そのターンはもちろん攻聖書ができま

せんし、相手の攻繋がすべて命中LI:よとになります..fIl干の〈イメージ

ファイト〉が9Oi'趨えれ・る場合、おと可能噌11-1.11附%1.な9まれ

3.軒1乎が移動県プロテクションでなも、3品合{入IIIJ，AIな!.'l11.逮;1;1:

成功ιてもJ{!1..か吋て〈るζtがあります.追跡告の〈イメージファイト〉

ヵf&1l殺のそれを」・刻。ていたら.すfに.il.lいつ〈二 tができます.し

かし、転移中11逃，f!者にiliいつ〈ことはできません.



W恒証蕗認〉

イメージファイトなEで減少したHP(WILlは1時nnに1ポイントず

つ1"'111L ますが.サイパースペース内でI~liml[ ι 式全fん.

〈イ メージ77イト〉の成長についτ11SR、または命中判定時に01-05

の目を出したuのみ、 5%アップLます.た主 ι ゲーム中にWILが

Oになった<Lτも、 PCがヨ55τ←るかぎりスキル成fH1します.

[6.3.2.4]ウィルスソフト

ウィルスYフト11ジャッタ=インiiiiじ{直IIIす畠こ主で機々な却胤扮f得

られ£す.これらのソフトは成功基本%のサイコロを鍛って成功すれば

処暑を俗輩します{侵入するデーターバンクによ ~GMI1成功%をある鋭

~I:l'しても良い). ただι.ζの試みは i本のソフトにつきそれFれ l

自ずつです.

ニれらの'/7 トはその助制可1'.肘・うが舶、事険料コロ ~nB ，

7ff''{'以上をだすk敬自慢されてしま弘、tす.

ウィルスソ7ト例

名称 効果 価格($)

ゾンビー レベル I(:S'〆ージ 1のモンスタ世}のモンスター 20.氏自

そすべて倒しτおく基本成功軍指%.

スケルトン 最初に出会うであろう プロテクションモンスター 10.匝泊

{決定C:GMがする}を倒して必〈 基本成功車50%.

イピルアイ 自傾向データパンクに潜むプロテクションの視鏡 30.医氾

を知ることができる(GMの純量によりすべてそ明

かす必要1:ない).基本成功車4{)%

グール すべてのモンスターのHPそ1減らす 飢叩

基本段功車25%.

ゴースト すべてのモンスターの骨中寧を20%減らす 飢蜘

基本民功串10%.

"ン"イア データパンク中抱語を破損する I(旧，αm
基本成功率20%.

デス データパンクのすべてを消滋さぜる 2∞，卿

基本成功串却%，

se 

[6.3.2.5]サイパ四スベ田スおよびサイバーリンク使用中の究亡

イメージアアイト中にWILがOになった~，甜!Jll巾のジ守ツ?=イン

4ンター7エース、サイバーリンクインターフェースが破車問書れたj晶合

にIt，-"のサイバースペース死亡チペ・ートて明定ぜねばな~ ~ぜん{コー

ドが切られたのなら， '棺i面にジ'¥'ッタ=7')トするt:りですl.1 Dlfrτ 
チ&ツタLますが.サィ，ず-9ンクの'J.v.}にItホワイ ト7')トになりま

ぜん.サイコロを自民りなおしτ(，!~い.

サイバースペース死亡チャート

1-4 5-7 8.9 0 

強烈なショック 発事王 S高死 ホ勺イ争 ・アウ砂

鋭明

強制なY!Iック:身体がIl!IH_、コードが外れる.気絶してしまい、 1時

間韻に目覚める(WIL1 ;tイント図復).

発症:治僚にU精神医学スキルでSR.1自I回して 1週間遠鏡成功すれ

ば治る.あるいは専門医にみぜる.

脳死:絞ってお〈と 1時間で兜企に死ぬ.1Iiに電気γ ヨツクを与えて〈医

衝〉ロール令すれば生き返る.生e返っτも発症したままである.

'"勺イ争 ・アゥ f:彼の軍11体1:ザイパースペースに閉じ込められ、永遠

にさ草よい続ける.肉体1:死体と同じになるので、他人からみれば完全な

死の訪れにしか見えない.そめ後向後的行方1:1胞にむわからない...

[6 3 3]ハッキング

ヂ-タ，パeンタのヂ一タの4 メ一ジIは~，毛E れを』兄己る品のによ。τE駿E々です.

2ンピ3ユ-タ一f枚主1持事焔の目tに:1はtι.数式やz紀己勾の念か.カか.れた分F即F

でLようし.ダ-;!l~持ち織るよとで、大企が手に入品ハッカーには宝

の有Iゃドル袋としτ映るのです.

~ τ. ハッキングの手順ですが.ロビーする(符ち帰る)場合I~特に制

約のいゆ-Y0.それを立合するだリで':f必なだけのコぜーが平に入り

孟す.チェッタをする必婆はあPません.

データ~般演する場合11， <ソフトプログラム〉でSRlに成功ιなりれ



I!<.' りません{このロ-/~11データパンクのセキ...y ティ ・ システムの解

除.舷t貞もあらわしています).

[6.3.4]ネットワータの転移

E よかのデータパンクカ・ら週除する場合に.そのダ'_?~fン州市犯

するヰァトワークから流彼ジャッタ= 7 ウトすると.簡単に鰐蜘I~れτ

摘まってしまいます..世給体がサイパースペースを移重~rtる k きに電子

炉月九跡i'妓すからです.

4 フした地跡 ・ 傑知をかbす7必，~ Lτ殺もー般的なのが.品ットワ

ーク1mの転移で.，..つまり.あちζ ち遺げ闘って.迫。手をまいτから

ジャァク=7 '7卜する~， .ラテクユァタです.

サイバースペースは持敬の4・ァトワークで情成きれτいる!'llllllです.

汁勺てみれば.サイパースペース11ひtつの巨大なピWのようなもので、

4、ットワーク1111の転移はエνベーターで違うフロ7に移動するようなも

のなのです.逃走者が且νべ叩ターに飛び耳h てしまえば、迫勝者'には

fofFltて'):t.りたのだかわかりに((なります.

肉体に戻るた時には、 làl'最にはジベ'ツタ=イン Lt~~.・ァトワークに伝
移ぜねばな9ません.しかし、 bし貸方が名φ充れた4・フトライナーな

ら.仕切にかかる前から、当局の'Ji!Hなりr.:悦がついτいるかも知れま

せん。t晴、に腕の良いヰットライナーでb肉体を抑きえられてしまった

なら.おとなι〈捕まる Lかないのです.ですから、ベテランの井ット

ライナー11.ジセツク=インιてからi上司tにかかるまでの1111もA・ットワ
ークを転移してまわります.

転移に11~・ γ トワーク似入パスワード(廊を1制〈鍵のようなものと.\，?っ

τ〈だきい}を知。τいるか.決められたWIL.のi向"をιなりればなりま

せん.まとセキ...yティ ・システムやデ-11'ずンクなE非コそン ・スペ

ースからの、または非コそン スペースへの転移はできまぜん.-7i.
転移する逃必者を追跡しτいる者11パスワードでな〈、必ずWIL~i耐賢

しなければ.追跡11途切れてしまいます.

ローカルキットに似入するための~.ットワーク段入，εスワード{為イン

ダィーズ~.ットには佼入の制限はいつ幸いありまぜん)11インダィーズヰ

ァ トやダウンタウンのf肯梶ぬH:":lt.合b~れI!. 事下斜で知るこ tができ

ます.ただL、必ずしもすペてのネットワークのパスワードが干に入品

~ 11闘争ませんが(CM=lIltl腐は4・ァトワークのバスワードの全部11知
らないでしょうL..slJ途'>f:.パスワードを教えるよ tにしτむかれ、ま

せん).

~.ットによ ってはパスワードはひんぱんに変Il.!~れるので、ジャック=
インする前面lに，tスワードを仕入れる£、要があ争ます.

b っとら.食1iがその~.γ ト t契約して L~ え 1:. いつでも好きな t

ttCA・ットへm入りできます. 1 .lJ'1I1Iの拠品'井十11m純/jlにtl、う情報"の

f:弘、たも・ lOOf語〈 ら いです. ただし. パスワード転移や、 ~.γ ト tの契約

によるフリーバス転移11.f，草知事れやす〈なるという弱点があ号ます.

また.インヂィーズヰット tの突約11ιない方が身のためです.絞らは

愉官民!なのですから、 frJiの情t!!や，~えりをæ~):JJ.:に知lられるのは抱
険です.

パスワードi'知らな〈ても.\VIL~1自E号すれば品ットワークへの佼入

11可能です.たt!t.IJ、脱憾のえーツトワークからより大JJ!I.>!の4・フトワ
ークにw移する際に11より$(のポイント ~11'f貸しな11れI!なHぜん.

より小品以刷、ットへの伝移11規定のWILi'm曹する1:11て官みます.

インディーズオ・フト『ロ-:IJ作品、ノト 拠定のWIL，f.イント x3

4ンヂィーズオ・フトー・メジャーキット 脱.li;のWI(..，世イント X4

ローカルヰフト 『メジャーネット 況定の¥vli.，.1!イント x2
21 MMm明糊している場合、 W(附 1'(肌分割して行なって

色かむ・ません.WILポイントが足9ない場合には般車に転移を行なう
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ネットウ-7リスト

ネット名 パスワード 侵入に要する
情報料(目安) W比.IT)消費量

メジャー;t.'Yト{基窓探知事 1日開局}
ワールドセンス=ネッ b 80 6 
KDK(銅線電車Z笠間) 120 10 
中車電脳通情 田 3 
タスケーブル ω 5 
ユーロキ ット 90 8 
デジタルサット l∞ 6 

ローカルネット{基本探知事 IOO"，6} 

ALTOS ω 5 
パンナムネットワーク 100 7 
帝都電路網 鈎 6 
オールアフリカンリザーテ 100 9 
ヨーαピアンコミニケーションズ 70 6 
グローパルウェプ E白 a 
ユニパーサルコモンズ 70 5 
ア争ランティックオールラウンド 90 8 
UKE 30 7 
インディアンスペース 40 2 

インディーズ本ット{進本探知事 SO%} 

世界昏地のインディ-x;事ット 。 。

サイバースペースの落し穴

パスワ- f~知らず. W1LIf.イントむ使わずに、 ・5移をしたいのなら、

インディーズネット聞だ11自由に転移で8草す.ただし、何のがI点もあり

ません.

主た、インディーズネット以外的ネット{舵移侵入にWILポイントのか

かるネット)か勺ジャック・インを開始して、ポイントの計算を問遣える

などのへまをしたり、イメージファイトで予想舛にダメージを畳けたりす

ると.肉体のあるネツ争に戻れなくなる場合があります.そんなとeは、
そのザイパースペースの官理局{迷子センターのような所}に行かねばなり

まttん.菅班局では世界告池町AHPに問い合わ守た上で、貴方を安全に肉

体へと送り届けτ〈れます.貴方がAHPに追われる身な・:'11，ジャック ・

アワ トして目覚めるところは留置場に飽なり まぜん.しかし、管理局に出

向かずに3自ほどむサイバースペースそうろうろしているというなら、肉

体は死を迎え、 貴方11永速にザイパースペースの囚人になり車す.車た、

ポイントを使い果たしためと.うかつにインヂィーズネットに緩み込んで

し孟ヲた・"菅理局などという気のきいたもの111>りま守んから、仲間が

助付にでも来ないかF句、閉じ< "'"ワイト ・アつ争"になります.

やはり'"閉そ惜しZず、インディーズネッ bから侵入するのが安全策で

しょう.

">なみにAHP娘董官はすべτのネット由パスワーがを知ゥていますから.

WILの妓りそ気にするニとな〈、逃走者令迫跡できるのです.

二kはできません.

転移U'/ ~-7.(ーのうち.自監かがパスワードを知。ているb..WILを
i町資すれば企ilがH動を換にできます.



ド告定信認〉

[6.3.4.1]転移と遺跡者

サイパースペースでの逃走U..逃勝nの数がよほどかφ九二ちもの

\VILがよほど少な〈なt骨.~ ~.転移で透げきれるはずです. T~ての

泌勝打1:ポイントを消費しき ってしまったら泡飾をあbらめる以外あり

ません.

Lかし、逃跡，nがl¥UPなら逃走に成功してもまf!.州まる呼能性はあり

ます.

l¥HPI:'コンピューター犯調!のす4てを側、ljLていま寸.指名手配のハ

フ:fJーの彼索がメインですが‘ここでは倶I'i'J臥tllsなどのサイパースペ

ースでのt.';-m:鋭.1(せねばなりまぜん.，岨骨』があるし銚'd'向よぴ相1
'41の7ラタ;i.が{サイパースペースの)JW.品にIJlれます.I盟1・'iIfの追跡に

1蝿ιて1:'.上の鋭1引とまった<1，化で.WILi'irr賢しき今てしまったら、

やはりいった/..あきら時る Lかありません.

犯人にj詰り切られてしま。たら.l¥H 1・本部のIA~1f機1:'. サイ バースペ

ースt:~された:tH1r.州路を Hに犯鼻持の肉体のあるJ働時を書~I ~ 11¥毛

主tします.

そのチェックをするためにGMはちょ勺とした青t穏をしなければなりま

せん.3ランFのJI.γトワークは信にAIWが底視しておりつk本将蜘噌"

が設定事れています.G~1ftPCがジ守 ツタ=インをINliI;した;ì.γ トワー
クのランクの基本線ト知引から.PCカ噌E捗に能)lJLI:七ンスilm最の合.11
tdi舵引きます. ニうして，J<められたf{(，漬か羽織~拍l'艇です.

基本際見I!l!-WJU訪問費鼠=(t~終探知事

G~1がD1(蹄ロ一件で'~a対話知事以下の闘をmぜI!.POの肉体i式発見事

れたよ tになります.at"31:の結集、品終探知串が0%以下になうていて

も .GMは5%Hτサイコロ~鍛勺τ <t:~l'. H:PCが泊(11宵'i1tt~ 
利1uしているならi出齢探知噌1:.2僚になります.

司Cr干をt且当Lt:AHPカ湖町できる制抑淀川九州{品合、fふ%に;¥HP
')!働鰐』尚治I'TLます.

(6.3.5]システム・ジヤツク

ポ世スロポットをはじめtする.各郡市内の保安シスチムのIHんど

は4・ァトワークを続111した指令を受付たり.そうでな〈ても(制;iJ}Jなどの

~j司CI:備え);ì・ァトワークから指令をもらう同線を持今τl.;!-r. また都

市外で外敵の野{暗にあたる戦胤ロポフト.アーミーの )，)Jであるリそコ

ン兵怒Z怜 nrr.ltl!です.これら眠附111のメカからM徐ロポットなEま

で、ロポット(1助メカt名のつ〈ものは-r'"て!¥I(ふつうα品1¥1)で動

ぃτいます.

ふつう、システム・ジセヅクtいえI!.よれら1}i)Jメカの1¥1を来っlI'{

õ~t i'郡れまれそ Lて、 '*_， 1I( .， f.、メカを思いのまtにj)Jか寸ζ

tができるのです.

AI~データバンクのようにダンジg ンの奥にIlきれτいます. ~. ッ ト

ライナーはこの部掛じ入ったときにシステム ・ジ、・ ッタ1:'試みるζkが

できます.

;\1に 11鰻鈴鹿が政主主きれτ紛争 {テベ・ートを元にGMが段海して <I!~
l' )、システム・ジ守ツクを試みよ主 tする布1:'.2061:'ロ司ルιτ鰭
易~t同じか.より大きなれをtJ'J~ねばな 9 ません.

成功したら、今206で晶l~出した凶tI白lじだけのWIL1:'消費する 4

とで.AI1:'文~にお〈 ょ とができます. ポイント ~ilf賢できなりれI!.
Yステム ・ ジーャック l孟失敗です. システム ・ ジ、・ ッタの試みはか'ß~Iでも

4能ですが.支配できるのは普iιlつのA11':11で寸.ニの支配は附神

験中の邪魔が入らなも4・~~ホ続します.

しかし部品な;¥11:'、いつまでも支配できるわリではありまぜん.移動
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ラリーカンパニー自民 @

ラリーとクラウスl草、ウィザード曹飾的軌助な迫跡をかわすため、ネッ

争ワーク・訴事告し草す.草ず.今いるAL'τosから、ロン Vンのインディ

ーズ 〈クランツク ・パンクス〉へ(0ポイントL 次に次にメジャー {ユー

ロネット〉へパスワード舵移(0ポイント)、場元のインヂィーズ JJ(Oボ

インか}、ぞれから湾び<ALTOS)へ(5x3・15ポイント).すると、<!

しもの聾車&1，ついていりな〈なりま Ltこ.追跡は織り切りましたが、周告

のため、§らにトーキョーのローカル{帝都電脳繍}へ(6ポイント)転移

した憧、や勺と量初にジャ γク=インしたインディーズネット〈スピーク

イージー〉に戻ゥτt-ました.ゥィザード曹邸1:今ごろ、苦い績告しなが

らAHP走査織~にらんでいるはずです.

<!τ、ラリーたらの肉体が探知8れる砲事1:.インディーズの基本祭知

事50から15+6をマイナスした舗、つまりお%です.GMのロール町結果

1:62%.曹節目、またもラリー本間金取り遣がしてしまい，_L t:. 
ところて¥インデイーズネットの利点は、ニうした鍔知めされにくさで

すが、皮話‘侵入にさえ転穆がどうしてむ必要なためW1Lポイントが減り

やすく、ネット主催者の裏切り{密告}む心配です.車た嫁知された場合(ン

ティのやですから}揃まりやすいという短所 f;，1>'JI.す.ー方メジャー、

ロー力).'1.ツ 争句、保知されやすいものの、通信衛星を利用できるので、

AHPの与の及ばないシティ外、荒野や海上町まん中からでも仕事が，.~る

という利点があります.これらのう'>‘ど'>・?T選ぶかはPCの作鞍や好

みに佳8れることになり:.す.

~のプロテタ Y語ンが縫いカ噛・勺て米るこ t もあるでしょ主が. AIt訂正

行動をチェアクするセキュリティ・システム 回RS'がついτいるのでそ

れが働ふ立民:されない状態に限ってしまうのです.雌扮度が9ιL上の

ものは 106職別ターン{約0.1-0.6秒)ごtに劫初からシステム ・ジ't

yタのチェックをやり，((:;.なりればな争ません.ただし、たtぇ0.1釧m
でらAlo!:支配できたなら、現火l吐将での l峨凶ターン{約3抄)の11111.1コ
ン トロ -/~下にお〈二 tがでS ます.

なお、 RSを停止吾、tるjm，，:.今の所ありまぜん.

システム ・ジャック襲易度チャート{自安}

4-5:兵欝以外的自動〆力、作揖周〆カなど

6-8: ，聾備周目自動〆カ、ポリスロmνト主ど

9-11:都市観舵に膨'するほどの償問やアーミーの自動兵鶴など

12 : 鞍鴎衛星"どの鞍略兵骨量主ど

[6.4Jセキュリティ・システム
コモン ・スペースてないサイパースペース、つまりイメージの建治物

に11l、れI!.データバンクやプログラ人 AJな<br{iol'ELτいるはずで

す.企業{輔が.データパンクに何のセキュリテ4・システムも配J官Lて

νなνのなら必車{なデータを慨しII¥L.τ.持ち帰るな号、舷品開して〈れ

lιItllCi:'終M ですが、 99似そんなよ主はありまぜん.ニ伽斜℃で

は保イYするデ-11をガードするのは常事Eであり、た t え駄!iHblの・~~事

ヂータ(! )であってもk浦l;lつは何らかのプロテクシ冒ンカ噌iみ込まれ

ているのです.そう、 111なる抗体めだkして bです.

"111も良u車われるセキュリティ ・システム11プロテクシ窃ンです.今

で汚うプロテタシaンと速い.:1 7トウェアに自lみるまれるものではあ

りません.ぞれ(11弘 1 :本のソフト主して繊舵するものです.

プロテクションもサイ~<-スペースでは、視;倣'11 メージをも ってい

て圃実体化司します.段人./lを割高逃するためのものですから、その姿も

7アンタジー . ~ンスターや.ホラー峨iJÏ!1にtl\τ 〈るような、~ろしい



ゲイ川・・スペース

プロテヲションチャート (ALTOS，用)

ソ7トネーム 命中II!ダメージHP肪御ポイントヲイプ 特犠能力

レベル1

アナコンダ なし

't t. 
3体で出現.

3体で出現.

定

定

定

定

動

国

国

国

困

移

nv
ハV
A

V

3
m
5
6
7
 

内
J
ら

内

J
』

内

J
の

，

』

弓

3

%

%

%

%

%

 

相
抑
制
訓
却
却
特

スライム

コボルト

ゴプリン

t.n.. . 才一ク

なし.

与し

ウエポンソフトが効かない

1ターン目I:AHPに通報する

攻撃が命中すると〈イメージファイト〉が半減される.

攻撃が命中するとソフ争 1つを溢草ねる(積場8れる)

定

勘

定

勘

定

定

困

穆

国

移

回

国

n
u
n
u
n
v
n
v
n
v
今
'ι

9

6
時

9

4 

3 

。。

7 

%

%

%

%

%

%

 

お
相
抑
制
剖
叩
鉛
的
判

レベJレ2

ンャイアントラット

ハーピー

パンνー
ピクンー

つ四ヴルフ

自揮されるとAHPに通報する

'.l-. 

穏鞍腕ターンに 1HP回復.

なし.

攻撃，句、命中するとその帯Uコモン ・スベースへテレポート宰れる，

定

定

勘

定

定

問

閤

穆

聞

出

廻

5 
5 

4 

3 

0 

7 

山
間
お
刻
印

8

9
m
m
9
0
 

ナイトメア

レベル3

デーモン 80% 

隅

隅

脈

問

ミノタウロス

トロール

マシティコア

ヱヴィルマージ

プロテクションチャート{パンナふ舟)

ソフトネーム 命中事ダメージHP紡御ポイントヲイプ 特孫能力

なl-.

3体で出現.

攻掌1:ガンソフト織い

3体で出現

3体で出現

定

定

勘

定

動

回

国

移

箇

移

ハu
n
U
9
J
n
v
n
v

6 

12 

5 

7 

何

ζ

勺

d

R

U

4 

%

%

%

%

%

 

初

羽

ω
却

お

レベル1

Jレナティック

ディープ・パーソン

ウイル>r一つィスプ

リザードマン

グレムリン

なし.

洛悲した者を遣いか付勺れる.

なし.

命中したら次的ターン攻事τ・8な〈なる.

ガンソフ争が効力、主い.

定

動

勘

定

定

国

H
V

移

国

国

。

。。

4 

7

0

3

3

 

1

1

1

1

 

2 

6 

4 

6 

0 

40% 

30% 

%

%

%

 

ω
m判
的

レベル2

フレッシュゴーレふ

ゴーント

ピアーキ

チョンチョン

ガンソフトが効かない.

官事8れるとAHP'二通報する

'.l-. 

侵入婿全員に 1 問ずつ攻掌~行なう，ガンソフトは効かない.

定

定

勘

定

回
国
防
廿
錨

nv
内

d

区
1
V

内

U

9 

お

初

お

お

5 

7
m
s
m
 

%

%

%

%

 

品

開

帥

切

目

別

ω

ムーンピートル

レベル3
ニゴラス ・シープ

クbヱアン

ウエンディコ

ショゴふ

涜をしているよとが多いよフです.そのため.プロテタション そンス

;l1-!. .t'IJ:'れるようになりました.

111・ι傑い合J院になる L JI(iJl合刻r.lの阿線(ある特定の，，~ン・スペー

ス}にまでプロテタシロンi'fi!tl1してお〈ことがあります.

データパンクな Eの!((要プロフクに 11. ダン~g ンソ 7 ト c:.

ロテク，..."ンがIUみ合b~て{止われる場合がIHん Eです.

ダンジBンソ7トと (j，.佼入者ヵeデータバンクにnき消<liij(:.述。

て舟きらめて紛るか.プロテクシ別ンに級事れるようにと考議z.れたも

ので(位入信を発見した t 吉、 AHPI:必秘する附~lIJr;!!fもできるわ 11で

寸).1: <吾んの小部肢を使って途路が偶成きれています.ニのダンジ舗

ンをデータパンクの，jijに.9:i1l寸るわけで1".

ダンジョンソフトの内にはfd!にふ管制の人IIU~i:_~まぜτお〈ニ t も

できます.

[6.4.1]プロテクション

J:11GMがダンジ弱ンi'n~Rするときじ必裂なプロテクションのチ守ー

トです.

プロテタシ " ンは.附EE司H f.錨/}~に分かれています. I剣道雪~11. ダ
ンジョンの剖Sk!にft.!i7~~れたらそニからfHJrtるこ t はできません. 移

動明11I~;i!~より縛れており.部内iを守勺 τいてむ侵入ポを従兄する t

このプ
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陪 班活面

追いかりτlT今 f~ ~， 1(;にダンジaン内や特定のコそン ・スペースを智

i暗ιてまわるものです.移量加型の行量股鉱lrr:'CMがl'llbにしてかまいまぜ

ん.プロテクションのνベノν11GMがダンジョンを同級する主札自安に

しτu:杏也、→置にダンジaンの奥に進むにつn.プロづけションは

強力にな勺てい〈ものです.

また，GMI1チャート者参考に;1"リジナルトラァプやプロテクシaンi'

件現J1Lτもかまいません.

[6.5Jサイバーリンクシステム
サイパーリンクは本来自らの手足、日なrを使。τいたメカの機縦、

火容の発射なEをインタ-7エイスをi函じてUll錨Eで行なうこ tができ

るシステムです.

ζ れはジ'\'フク=イン校術の応岬I~ いわれτおり.サイバー リン夕、

ジ吋ヲク=インは共渇のシステムで.11削Hするインターフェイスにより

をの効能が変わるというよ主になります.

l司じ〈砧低 1;/J ii抑 jql入干しを取り付11るよ tでそのf酬が1:1c， 11.， ;j.; 

のような"'-!!lを受げられます.

1.操縦系にリンクするこtにより、本米、パイクやコンパットシェル

しか行なえない敵軍事のl司避微動ν-j¥<参照}をEんなメカでいffmにし
ます償却~It無理ですが).

2.信組兵器に担ンタずることにより、世ンクしている拭鵠はすべτliiJ

じターンに射懇できます.

3. (2に関連して}命中する可舵怯がある舟I慾を行なったt事、例えそ

の命中離がたつた2%I:tしても01か02の自が出るまでダイスを綴り統

げられます.

ただしそれは l射のうち必ずI闘は当たる tいうこ tで、例えば30闘

機関胞の手飼サ)j'，史11A4，つまり I射で'ftk4副仲l定てきます.この判

定の結来、も L4副全部が外れτもサイバーリンクの思!J!.でi聞だけは

命中にできる.ぃ、うことです.4回の命中判定-n@lでb命中してい

れば.もはやサイバーリンクのダイスを鍛品二 kはできまぜん.

能fll'布はそのコードを続縦に1!1!う会九兵器に{史うかを決めなりればな

りません.lJ紙暑に11P車、兵~Ilつに 1本のコー ドを使います.

判制jjijであればインター7エイス上のコードのfttt:~え(li総量系から兵

蕊仁、 tか兵怒Aから兵怒81こなnを自由に行な勺τかまいまぜん.

な布、パイ夕、コン，(ットシェルはインターフェイスi'松高ーするスペ

ースがないので、防』リtしてt菩級は不可tします.その他にはEんなメ

ヵτも俗般可能です.

サイバーFンク峨ーの不利な点kして、肉体の似E防止!Iがあります.ー

よれ11ジャック=イン中で志向ピニ tヵ喰えるのですが、訟が紫早〈

11I肉に俄入Lて主てシートの後ろから撃。τきたとしても.和Iの声。115も

できず.痛みもな〈あの慨に遜ってしまう.なEい、うよ主も与えられ

る主ャうよ主です.

サイバースペース役入、サイバーリンクのジヤ‘ノク=アウトには1戦

制ターン(3抄}念噛・るものtし緊f説草の脱出にも立百してから I戦創

ターンが経治するものとします.

通院 。サイパーリンクがl本の場合、 I人ではメカi'操れないことに注

意.

機縦糸にHンタすれ1:.'.身禍初t 長醤にリンクすれば他の兵器や娘縦が

できな〈なります.

ただし各般曜子戦後係封よぴIRj貴光おなEの大型センサーの円;;)11阜、
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専門の操作!iがいなりれば機轟t'riがこれを雑ねることtUt.もちろ

ん.これらの誌編にサイバ-9 ンタコー ドを接続する~:~はありません.

[6.6J意識体の行動
サイバースペースで11キセラタター11:"Q':灘1:11の仔在tなるbりです

が、事?っている能力のうち.い〈っか11サィ，(-スペースにおいても使

えるはずです.

~ç本能力のうちSYM.IVIL. LU(二そしてスキルの主ち〈銭感)(j二地

カン〉などに代理<t>れる般Ol'1なスキ'"t<精神日正常)(戦賂・戦別指揮〉な

れこf¥，;迫ぬれる経験・賀市紛<1なスキルなどが使m可能t忠われます.実

慨に、サイバースペースでよれらのSRをするチ、-ンスは緩めて少ないt

思われますが、そのt~11GMが各自τ可明断して〈だき弘、



ーベースe

〈ダンジョンプログラム例>TUOSネ ・yト内

コモン ・スペースから侵入

ラリーカンパ二一目隠@

部屋町内にプロテクションが翼体化します! コポルFが3匹と、トO

-ルが t匹現れました.データパンクが近いとみえて、さすがに厳重な曹

践です.

ラリーの信頼するま人ー危険な仕恵にう草う車と蜂せられたクラウス-

uニニぞとばかリ最強の呪文を唱えます.彼の使うたサンダーオーブのダ

メージは 1010で雌全員にダメージを与えます.サイの目は7.コボ'"~ 

のHPI草5で防御;f.イントはありません.31!!iのコボルト1:今回目攻略を

終えためと、消滅し革す.トロールは防御;f.イントが4ありますか・:'7・・

4 = 3，実世的なダ〆ージは3ポイントというニとになります.サンダー

オーブは、-11;;ヤツク=アウトしないかぎリ、あと 1 回l-i)~買えまぜん.

ラリーUトロールに飛びかかります.<イメージ7ァイト>1:82%、サイ
自陪5Sで見事に意図炉Ltした.ダメージ1:基本 1;r.イントに加え、グレー

トソードの7 ボイン争が加算8判、 8 ダメーγて・すが、腕醐ポイン t4~

獲し引~4 ダ〆ージを与えました.

8τ、プロテクションの攻掌Tす.コボルト1:命中翠20%、トロール1:

命中事ω%です.GM1:ランダムに攻掌目掃を決定し、それぞれザイを保

っていきます.コボルトの攻撃はすべて外れ、トロールはラリーに命中さ

ぜることがで§ました.トロールのダメージ1:10、職士ラ リー阻チzーン

〆イルとシールド(M)の防剖ポイン H5+3)をマイナスで宰ます.それ

でも10-8 ・ 2 、 2ダメージ~受ります. 金量の攻撃が終わゥた{軍備に

は全員同時に攻司書しています}ので、吾々ダメージを適用します.これで

1磯崎ターンの鈴Tです.
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データパンク

念 CMは t:の凶およびプロテタションテベ・ートなrをお守にLτダン

ジ甥ンマフプをIll~ιτ ( 1.ゴき ，'.剖lI:t!flll101同前後じして<t:事い.

移iJ/ru!プロテクシ目ンや人f11ll11:向}'J.仁告s!i!に入れないでダンジuン

内をHきなように移動事せるニ kにしてむかまいまぜん.
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人体を改芯Lf華々な電干機"や人造zl官を捜申込むこ tをサイバー化

t呼ぴ司サイバー化ι1:人体をサイポーグt呼びます.

サイパ叶ヒの技術が実m化事Itτからしばら<1.l.Z;n欠IJlの網充や死

t免れるための手段にf色ならなかったのですが、今では厳い'lWJtl:対

銃するために煎んでサイバーItする者島榊えτいます.性舵も櫨頬も微々

ですが、器材構造1.1.1，'1じです.

量.t除〈全身を人五朝日品に取り替えたものを7ルポーグ、身体の一部

ならハーフポーグと宵います.

[7.1J種類
1 )フルポーダ

7'"ポーグ1.1.俗だりは本人のちのですが.~格差や筋肉な Eは合成描綿

製て、イじ~fiJ志液で酎Jきます(通称ゲミカルリンゲル式 tn....tすl.
たいれ、内臓がないため.i竃J)/食L州買叡できず、彼らIl，'HIff官励賞

ふ定RIil'JI:交換きれるケミカ}'V!)ンゲJν液で"1'きて¥.ます.

もちろん、本人の希slで内騒を妓すこ kもできるのです民年を絞る

につれて駿舵Lな〈なります~析機tl':.ill不足のための主化t含bれます).

兵銀tしてのサイポーグの定義1.1.コンパットシェルのような品地獄ijJ.

貴州恕I1兵器ではなしどんな状況にも対応でき品強化人1目Iですが.をの

技術の開発に対ιてI.l.JJC司昭助・らのアプローチがJ，!(も強かった織です.

より目;ぃ生存率主任務遂行11のお事{いわ申晶エFート特味根o>に加

ι 初回~nJを鈴めとする過獄な般車への対応を日炉'H Lt:線側サイポ

ーグ{またはlf(サイポーグ}割放の倫庄は.どのメガ=シテ4でb!，'f大な

酬を滋わず行なわれています.

f色にエージェントまたは1町'i....として改.iuを受付fよれたも bおり、こ

ちらの将妹フルポーグ1.1.生身の人1mにζなせない峨々な早野総E力を抗し

ています.<ちらにしても二う Lt:&'J式7，"ポ四グはそれは<1世fll!の日
に触れる二と もないのですが.アーミーのl.lttl~l~やハー7ポーグパー'/
をつなぎ合わぜて7，>ポーグになる変わり者もいます.

2)ハーフポーグ

7 Jtf:1tーグに比ペよちらは元々身F章者、重病患者のためのt切幸人工器

官から先進した釈ですが.今では飽，1<な名。もよ争強い肉体を求臥5'1ん
で器官の交換を行なっています.

プラックマーケットて"If(~ .) I ~杏れるパーツの内容に1.1.7ルポーグパ

ーツの中古品(7ーミーから紋m~れたものや'~M~組員世にパラきれた償資

前サイポーグのパーツなnも時々 i昆じ Pます.大If杏に符え1.1.'.!<J:s十

のバーツ11>何でも干に入るのだそうです.

なさえ二例制でで1.1.(主制星学、Jfq，の進歩合管L<.従勺τ飽l轟な肉

体Í"~~った lLても大LI:金額仁はなりまぜん. そのうえ、人身先ßI.I.

刻字色合めτ然止事れτいます.他国障な肉体4門官。τ、その代金でサイ
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パー化するい、うこ U.I.考えないで(1:事い.

3)オ田トプロテクター

ζれは人f析な滋バー'/ではなし動力f.t~の外泊怖スー'/なのですが.

人体を強化するい・M如n目的からサイバーパーツの昔版画に入争£す.

温度の袋叩を持ち‘筋力‘瞬発11な1:'~ -".1 rτ〈れるIII.放射官邑般.
干fi:~ゲスなrから ら!，tを司れるい、う f匝利なものです. 財IJ)Ji距r:I日i じ〈

ケミ>>)-.，!1ンゲJν式です.使い勝手が良<.是非とも欲しい一品ですが.

安いJt物ではありまぜん.

武器 ・防具のi<て官1介してあ静ます.

[7.2Jサイバー戦闘ルール
フルポーグの5UV航1.1..全身 '5'になるわりですb'，例えば輸を縫

平に持えた祈念ザメージを受付たゆ合(それが片腕のみでも匝蹴tら鈴子

t凡なLます)はこれら・S'/:しτ見るこ主ができます.

なお.鯛体のみを殺剰にl~える ζ とはl.~JI:(I:'j考えて b耳、自然ですか

ら).Jt足t:llt縫J~~:停止る lMV、 REH げ減してしまも・まれま

た.サイポーグi主Eんなに袋'1'が:N，べても必本1.1.人1")なので.メカの袈
叩のように1.1関I火器のダメージを無税する.;/:1.1.で5ません.サイス:1.1.
1・:)じでらよよ1:サイポーグ主コンパァトシエルの遣いが見られます.
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[7.3Jサイバーパーツ
サイバーパーツチヤ時 ト

留所/名称

片目

ザイパーアイ

サイパーレーザーザイ争

ザイパー!D零ザイト

サイパ-IRビジョン

自，耳

各!J:知~tンザー

脳

パイ;tメモリー与術

ザイパーリンク/

ジャック・イン場手

取りつけ手街

鴎，締

妙イバーアーム

ハードクラッシャー

ハ田ドパンチャー

嶋崎朗ク口町

ttイパーレッグ

ブースター ・レッグ

強化人エ神経

強化人工筋肉

CSS 

体表など

〆タルスキン(A)

メタルスキン(B)

メタルスキン(C)

持揖厳鐙底膚

サイバーボディ

ザイパーへァド

鰭官

ドラッグスタピライザー

セイフヂイラング

スーパーストマ yク

スポーツ心腹

アイアンレバ-

;t~yジ "ンタンク

価絡($)

側
側
∞
∞

効果

手持ち震録的射掌命中判定時に+20できる

手持、量生緑町射撃命φ判定時に+40て・8る.

亭持?武絡の狙懸命中判定時に+50で~る.

夜間鞍院ベナルティを受11ないコンパットシ %J~にむ華毒剤可{上回3つも間織). 

3.0∞-18.白河 PERを3-18上げる.能力値の上限を絹えると鑓逮観的効果む出る

1固10.(田町 厨の増量.手術1図につきINTとEOUを】 03上昇8ぜる

1本1.剖珂

1本1.αlO 

1.伐泊

1.αm 
1 ;j<5C旧

1本2.000

2本 1組10.α田

3.成田-18.国lO

3.000-18.ぽ珂

1本5.000

1邸4.白河

1部3.制加

1部1.000

全身5，00町

2.棚
上α泊

m
m
m
m
m
m
 

コンビュータールール事照.

suv: s . 
. 手鶴にシ聾ツトガンを仕込む

績手11に低反動APガンを佐治む

縫手fIlIに付吋る火力+12の符E象台企艇の折り畳み式クロー素手戦"に使朗.

suv: S.京ももにENC3までの怖を続納可

高圧ガスで10mジャンプ.5Omb、らの漕地可.使用する喝音〈空中世量動〉が11>4.

REFを3-18上げる.

STRを3-18上げる.

相陰から相司停をのぞ付る免メラアーム.コンパッ争シヱルにら接傭可能

サイバーパーツの上に付ける畿'I'(Aω/80%)

サイバーパーツの上に付ける厳甲(A40/60%).

サイバーパーツ同上に付ける録申(A2O/4()%). 

電気，燃を過さない。

suv : S(スタイルカe良〈なる). 

suv : S(費影になれる). 

グリーン方ニョ?ン，イヱローストーふ，力ミカぜそ椀崎町前に自動的に体内に政出する

あらゆる審ガス，鍋鶴から呼吸織舵を守るガスマスク舎内蔵するようなもの.

有償楠なら向でむ消化する.

suvを1レベル上げる.

港に強('jリ.健康に過こ.tI;る.

1時間舟の磁調陸タンクモ体内に内議する.
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ド箇疋活証〉

[7.4J制式フルボーグ
キュ?ロプス .

その能力11勝利働j妹以上主将われ‘あらゆる任務に対応するl，):tIi

フルポーグで.外見11金属ポデ4のマッチョマンのよ主です.

SWA'tのー剖lt j III;Yn-fflllllにnl/llきれて‘、ますが， PCが手に入れる

のはまず不可能でしょう.

幾つかの字紙最長也を装備していH.

① メンタル ・スタピライザー

縦に精神安定背波を送る内雄主長崎Lよれにより‘ IJI御幸の心理チェッ

クによるシP"7ク死はありえな〈りました.

② l.'，tm"7ニューパ-RAM

コンJξツトシェル川のマニュ-，1{-フロッピーをコピーしτI，;Jじよ 3

4こlfえます.

③ マイクロνーダーシステム

レーダーポァドの究以!ーを来たします.

③ マイクロECMポッド

ECM Bクラスの脅か栄をもちます.

③サイパーνーザーサイト

あらゆる火おに能川可能な+4防毒のサイトをもちます.

⑥ サイバーノタトヒ'ジョン

小型のbの1.IRピジョンu孟興なります.

① ジ'¥'ッタ=イ ン/サ4パ-9ンク周晴子

5本/lI;~、寄れています.

③ CSS(Covcre(i Scan Systcm)X 2 

これは踊~f:IUlt.ら伸びf:カメラアームで自分の姿をさらきずに相

手を見るζ主ができる裳f骨t'す.

相人11団自

旧式サイポーグで、市場にもt!~ .ぷ肱出されてい~T. ラパーをコー

トLτあり tす玖人形のようにιか見えず、不吉林です.

サイバーアイ (+20)，サイバー抱.$スコープ(+50).ジ守フタ=イン/

サイバーリンク込守l本を内威しています.

ネッガー.

ゴリラのような身体U~いあごが印細切:企踊ポデ4~持ち ます.

サイバー7イ(+20)，メンタノνスタピライザー.ジ、・ッタzイン/サ

イバー9ンク緒子2ヰド、 CSSX1を内議Lています.

ユーロポーグM

l日ヨーロフバ連合合可制l発Lたユーロポーグシリース'の発腿烈.ややIEI

式ですが.七ラミック裂叩~1ïしており .νーザー， ~~曜の両方に耐え

られます.

サイバーアイ (+20)，サイバー微調書スコープ(+50)，ジベ・γク=イン/

サィ.If- 9ンク峰子を2本内蔵Lています.

ワイルドアイ

戦術文偲サイポーグで強力なセンサーや電子後備を紛ります. 外観I~

メカむき:1¥しのロポットの骨'*11みのようで、あちこちにセンサー、 νン

ズ、アンテナが露出しτいます.また‘帳舵~~支術でWIL+割問強化を受

げています.

マイタロνーダー.マイク D，fフシプνーダー.マイクロECM(Aク

ラス)ポァド.サイパーνーザーサイト{十40)、サイバーIRピジ曾ン、ジ

Tフタ=イン/サイバ-9ンタ峰子20水 CSSX4>:'内蔵しれ.;!; ..，. . 

なお.このモデルのIRピジa ン11/'~j良なもので‘ 赤川晶映像だりで鋼

体の織別ができます.

犠れやすい身体なので、 戦闘はするべきではありません.攻.$>:'受付

るt必ずEこかが峨れます.

キュプロス

'"人111製
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ネッガー

ユーロポーグ

e司

サイバーt

カメレオン ・

エージェントm唆裳サイポーグ.外側11人:鴎E胞のおかげで人UlJとま

った(1.'1じに作ってあるので血も流れますL、レントゲンでも人1111と閉

じ織に写ります.関節の民事ら変えられるので、 Eんなサイズにでもな

れます.

〈変袋>+叙協.

パイパー :

CBI. AHPに;}:い内政治担。+艇は改近jj;jのまま}フルポーグです.

装備はジ々ツク=イ ン/サイバーリンク治子を4本f!IIですが.外観

が!l!身に偽装~れてお~?r.ぃ人れがあります.

よれらの7Jl;;ftーグはちらなるサイバー手術による能力航7γプ(STR.

PERな nllで~~ぜん.無岐にltなうとノずランスをl闘してしまい~1". 

ゲーム中の古~:IJ自在U主JH1Lます.

制式フルポーダ・サンプルチャート

名称 STR REF PER HP .申/%リンゲル輩 価繕

制民型

キュクロプス 35 + 18 + 15 35 A鈎/加% 111 2.日珂，国lO

'1'人111型 25 :!: 0 :!: 0 お なし 】量' 初，卿

.1'-.~ ガー 40 + 10 + 10 35 A1O/80% 3週 1.2∞，ぼ冶
ユーロポーグM 30 + 5 +3 30 ASO/.ω%  2遇 2∞.000 
特孫

勺イJレドアイ 15 玄白 +309 f，t L 2週 庶同，町lO

カメレヨfン 17 全O 主o 13 主し 1月 日却.C悶
パイパー 22 +3 +5 ZO '，t l.. 2月 1∞，白羽

減 7ル;f.ーグは市販品τ..(~ないのでー般に高価です.$UVランクUすべ

て“5".

接'1':全身的対!I接申鑓

リンゲル漉:ケミカルリンゲル鴻受換時間

つイルドアイ



[8.1J武器
武援はそのタイプ{使用法や務処}によって 1から明l頬までに分鎖書れ

τいます.

手}頬?，プ

I J語、 ピストル・サプマシンガンM
H怨 ラ， 7'"・ショット3ゲン餓

lll~韮鼠火~
IV鎖備強火E

V鎖役鰍武器

能!llスキJν

<，j、火~>

<，j、先.2S>

〈重火器〉

<tlfl般:l<.S>

〈初勝

Vlll[絡側朗武~

111M爆知

〈紫干峨別><ナイフ><:k塑武蕊><特練武S>

処rulJ>

[8.1.1]武縫 l鎖(ピストル・サプマシンガン頬}

ヂリンジャー :女性などが寝身!llに持つポケット瀞抗策m性It低いが

燐Qに悦!.fIjo

.22C副カートレス ・火力It.llll停できないが、当てやすい.

9 .. カートレス :最もスタンダードな瀞弘司t隊でU.二れ倉唆給される.

9闘ボディ.金縁パーツを傾1JIIl'-'~i込様相i僚側で自WH事れる.
.45C.1カー トレス ;1<111鋭シェ7'(lt9固とiliJ，晶を2分している.火力

の(.r，きがセールスポイント.

.357マグナム 裳婦数It少ないが火力、命中場主も良t‘{日21t<小火器〉

引開6>..llニの町線者のみ可能).

“マグナJ. 絶大な火力で心理!OJl..J);にも被官を及Iff(B2について11.):
に1111じ).
44マグナムオート :44マグナム口径の~II~事鋭.'か γ コ I心、いかもしれ

な←.
. 22C.1プラスター ーνーザー:llン績は高llil:が、杏すがにオ己最兵器の性

能を待勺τいる.

鰭針錬 :数千本のn...r.r.圧がスで射出する.O:1f，酬の斜ふ命11'した他

所Itma~れのようになるため.算1M.たダメージIH つシ7 ト 7 7プ

する.

テイザー :いわゆる般電銃で、肉体111働よりは精神じダメージを与える.

ダメージを出したら肉体IJI働を無税して心理Rチェックt:l1...nなう{淡叩

b無視).'K"の主きも・HW'で心珂，チェッタを行な j.

9圃サプマシンガン :スタンダードだが使いmのある鋭である.

45Cat妙プマシンガン 。9闘よ 0火力はあるが、反動のために命中串It

務ちん

ソニックガン :対人のみ荊宮町強力な電磁街繋iIlf(';相手t粉附する.

使用者の正而90'鰯で5m以内の範闘の全J.lに l向ずつチ'"ツクをn
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武線チャー トの見方

名称:具体畠ではなしロ後や蛍式で褒してあります.

火力 .出自に足すダ〆ーン追加纏.これが大~いほど与えるダ〆由ジが大

eいことを褒しています{型車丸の士容さ、スピー札 貫通力、その他から

です).2つ蝕字があるむのは、はずれてむ周囲に効果がある可能性令褒

します([4.3)③害照).

ENC/HP: ENCは置さとか8ぱ1)1宣告褒し、HPI:耐久力を襲し草す.

HPがOになると永久に壊れ草す.

発射方式 :51:シングル、またはセミオート を捜します.1ターンに 1-5

発的弾丸を発射するという二とです.狙撃はこの方式でのみ待ないます.

81:パース ト由意.ルールにあるとおり、例えば82な勺2国命中ダイ

スを憾リ、結県白血い方を選ぶことがで~ ます.

AI:フル方ート射事.1目帽を続定量生(A3なら 1ターンに3回}まで判

定するか、規定値までの自領令 l図ずつ判定するかは自由ですが、自績が

1増えるごとに命中車-10%令受けます.

図書l:!車丸の総数ではなくて{シングルでむ 1ターンに散発嘗てるので}珂

ターン筆、続けられるかというニとです.15/7/4ならyングルで15タ

ーン、，<ース§で7ターン、 方ートで4ターンということです.

毎夕四ンiIう事、方をすれば班蝉散はわからな〈なりそうですが.皇〈

見ればパーストはシンダルの倍、~ート 1:バーストの俗的蝉教を使ゥてい

るのがわかるはずです.

震強修正 ・これ~見れば伎の反動的大小.発射速度などの使い勝'l'がわか

ります. 役婦は20t たは50m草で、ピストル . 5MGI:50用、ライフ'~I:

1∞m、置火線I:2l刃m、構敵火"は日問冊目射砲があります.

追加犠書 。 2椙~ '1、対人の損傷度を何ランクか大~<する e訟のと、 i:理

チェックのダイス目を:tするbのです{例:シフ ト1 LW-MWにする).

心理+3などという bのは ω痛〈ない"ということそ饗してい草す.

価格 :ドル表示です.

実質効果 :0 は効果がめると置うことです.

& は畿'"チヱツクにIit功するとノーダ〆ージ.

× は効果がまった〈ない、またU、撃ゥて陪ならない、命中

しないということです.

o 1:録申効果が得られません.つま '11睡大田効果令発織する

ということです.

限界ダメージ :これは、その武信が出しうる最大般の対物ダ〆ージポイン

トです.



閥 'ViA.切絵 ・唱・

なう.，主'1'や防M'無伎でき.主白骨内の倒4fなEの狭いp骨τf止JIIしたら

そのj~c口、るすべての人111] (艇m者も合む}にダメージを与える.このt

~， a物 b一揖i崩れるかb知れない.

武器チャート 1錫(ピストル・サプマシンガン頬)

名称 火力 ENC/HP発射方式回数 距蜂修正 追加被書侮絡 実質効果 阪界。-5 6-却 21-切 対人対物ダメージ

デリンジャー -10 1/1 s 2 -10 -40 
22Calカートレス 。2/1 s 3 +10 。
9mmカートレス 10 3/1 S/B2 5/3 。ー10
9mmボディ 10 1/1 s 3 +10 。
45C剖カー争レス 初 4/1 $/B2 4/2 -20 -40 
357マグナム 初 3/1 $/(B2) 2/1 。-20 
.44マグナム 30 4/1 $/(B2) 2/1 -20 -30 
制マグナム才-， 30 5/1 S/B2 4/2 -30 -50 
22Calプラスター 10 3/1 B3 3 +初 。
短針銃 ω 2/1 s 2 +40 
テイザー l∞ 2/1 s 4ト印

9mmSMG 10 5/1 B2/A35/3 +40 +20 
.45CaISMG 初 4/1 B2/A34/2 +泊 。
ソニックガン ω 4/1 s +ω 

[8.1.2J武器"額(ライフル ・ショッ トガン鎖}

5 .路mオー トライフル 。IJ.!代の~"tiltの持つ銃ではスタンダードな紛であ

るが、このH斜でで11明らかに111式化している.ただし.統吾のものの旬

能11.兵2HLτ十分である.

ロ作が小t'いので‘物腰m燃は低い.

7.62回アサル トライフル ハンター、傭兵相手に先り出t'れたお干経オ

ートラ.f7/"γあるが、性能もそこそこで串る.

スナイパーライ 7J~ : 文字Eお;~.位里書記訓"Jのライアルで途Jl!1Il'の~.t奇書

に遮Lている.途人が剖lってよそ本米の威力を鰍軍する.

フレシェγトライフル :llPJiJlが紋*'の針から出米τいて.賞i晶力主袈弾

~の~t'、反動の少なきがセールスポイントであり、 7ーミーで散も~

〈似11杏れている.車ン少値がはる.

127ージシヨットガン :近Jl!1Il'の唱峨Sならショットガン11最も優れた武

誌になるであろう.ζの鋭i封勝齢相N-/II'I"歩!照のこf..

武総チャー ト11蹟{ライフル ・ショッ トガン類}

却 。A 15 
-40 心+3 5白 。A 15 
-30 I(回 。4与 15 
-30 100 。盆与 15 

ーω 日刃 。A 15 

-40 草間 。盆与 15 

-50 'C'・3 耳却 。£込 15 
-10 心-3 民田 。t込 ぬ。

。。

主目白 。A m 
シフ， 1 IIX旧 。A 15 
解説 箆)() 。× 15 

日)() 。Z与 15 

4∞ 。A 15 
解説 】200。x 15 

オートショットガン 自劃瓜のショットガン.4ちらはパース同悌の

要事iで、命中判定を2簡できる. (f~f':L火力は決￡。τ←る}
シg フトがン，li!11ダメージが決まっているので途人に11鋭いに〈いか

も知れなL‘・

また、裂叩のI'/.ぃフルポーグにも余~OJ!A¥I革期待できな札、が、近距.

でのF 般的なさ主体に刈Lての磁力11絶大。

レーザーライフJレ:ライフル鎖で11-/iH高価でf郎、やすい米米兵 払

低反動APガン 口筏10政闘の符妹都叩抑を射出するもので.唯一~巾に

まtもな効燥があ判、1<.1:l.)~人に fl!l刊すれItlJt儲!lI:i' 2つもシフト書

ぜる.

AP:llンf.ATライフrνは機触使JIll単がテアロン弾なので、符妹姉はな

い.また、メカは袋叩チェックに成功してもダメージを無視するよ tは

できない.

名帯主 火カ ENC/HP発射方式 回数 箆厳修正 追加担聖書信格 実質効果 限界

1-10 11-初 21-5051-H)O 対人対物ダメージ

5.56mm方ート 10 6/1 S/B2/A3 15/7/4 +ぬ 。-10 ー羽 心+2 草田 。A 15 
7.62mmアザルト 20 7/1 B2 6 + 10 。-30 -80 出羽 。企 15 
スナィ"ーライフル -10 7/1 s 5 。。-20 -20 450 。A 15 
7レシ1 ~I tラ{7ル 。5/1 B2/A3 9/4 +30 。。-20 シフト 1 1200 。A 15 
12Gショットガン 75/35 6/1 s 3 +却 爆発物 4∞ 。A 15 
穿ートシ!I':1トガン 75/35 7/1 s 10 +伺 燭先物 筑田 。企 15 
レーザーライフル 40 6/1 $/B3/A4 20/10/5 +3自 +10 。。 1自国由 。£込 20 
低反動APガン 鉛 5/1 s 2 -40 ー鈎 ンフト 2 4∞ 。。40+ 

63  



W白斑尾証〉

デリンジャー

22calカー トレス

9mmカートレス

9mmボディ

45calカートレス

.375マグナム

44マグナム
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鵠ー鉱泉・そ叫 ・唖・-

.44マグナムオー ト . 22colプラス?ー

.ji針銃
テイザー

27822 
• 

9mm SMG 45col SMG 

ソニックガン
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ド缶詰E信誕〉

5.65mmオー ト

7.62mmアサJレト

スナイパーライフル

フレシヱットライフJv

12Gショ y トガン

オー トショットガン

レーザーライフル

f正反動APガン
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コー

7.62mm LMG 

c口

20mmサイポーグライフル

火炎放射音量

鵡・硝‘そ町恒 ・唖・‘

q 事駐車
12.7mm HMG 

'CAVTI 

‘ 

ATライフJレ

ソリッドシュ-7ー
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ド缶震活証〉

[8.1.3)武器量11噸(a火袋)

7.6み・ライ トマシンガン 本米は11恨 むι(1孟倒定してI~J武'ISI':が

STRの大きな人間1.またはサイポーグなら持ち運びは自由であるう.そ

うした.I!l~lから、鋼人』是認t しては紋強t合える.

12.7，岨へピーマシンガン :7.62.12.7，・・共.サポートする者守会代、て.IM
定して使用Tるならベノνト給蝉k見なし樽回数は{婦の続〈か!fり}白111

にして.Q也、 ニのタイ プ11マシンガン量~l:で111，.~となっ てお今、第一

線~渇かい、

2伽・サイポーグライフル ・2ンパヅト シェル.I~mサイ;f.ーグのM式武

器tLτl刑~H' れた. 2m近〈める ζ の火2:lの火)JIH~j (、サイポーグの

みならず犠離な<r:もf郎、ょうで十分対処できる.*蹴兵器にしたりれ

ば、改還が必漫なためENCt:りでなし値段も儲かから

火炎放射器 。火炎欣射'2:llt自爆までの線上にあるすべτの吋俗物に.1'

4τそのダメージを与え晶ニ tができる.爆発物t1，.1じ〈、火:119511全

身に対しτ与える闘志ダメージである.ただし.人IHI以外の7ルポーグ、

メカなEへはぜいぜいセンサ-Jl(へ‘、〈ぱ〈か'f'iJA:のダメージL会vjえ

られないだろう.

火力rtr.:j¥、が予餓サ巡JA:11巡いので海艇があ‘イも・れi!選りるのは附'1I

1:みフ.

また、火尭r~射器{削"'1'にをのタンクにダメージを〈 ら う t湯舟し
剖!JlI .抗 b'f<YJ~マになる二とがある.

ATライ7ル :AP:IIンの大鰐化した物でよ。長い射CH命中串を符って

いる. しかし、金があるならATミサイルを買うべきであろう.

ソリ ッドシューテー :パズー:/J明で糊lC二6遮シリ ンダ-t，ゲス俳，11¥1:1 

b'l寸いている.jj・ス庄でt華々な鍬頒を量産ち11¥すもので.1キ種弾iiJlの特徴

It下記のとおーである.

自民子ぷ制tそれぞれI発ずつ袋嶋杏れているが能川.y，'IH'れを何発説場

Lτいてもかまわない {当然6~aまでどが).

①グν4・ード姉

武緯チャート111噸(箪火緯}

火1185/45の回定ダメージのW償却を耳障ちmす.主に対人/11.

0・1人 0/対物 A / 限時ダメージ12)

②Aη軍

1::j'J舛のテルミ フト5揮で.火)J~1(泊tす ん 主に貴持制".

0・I人 0/対物 0/限叫ダメージa)
③~jlス弾

l船ば、健闘〈の2磁のがスがあり、命中した場所を中心として5mの創掴

にlターン1:付符々の効J峠がある.，格lIiWIL15またはおのARロール

のチェγPをしなりればならない.

".t人 0/刈物 x / 限持ダメージなし}

⑥スモーク縛

味方にl旬けτ理主ち、 サポートするむのであるoo，点EはCSOt閉じ

0・I人 x / 対物 x / 限界ダメージなし}

⑤1，1り練

ZEに':.11J て~-C'!f.l~}~車と 4よる.
(M人 x / 対物 x / 限界ダメージなし}

⑥7ラγy，，-ポム婦

lターンのIIIs!Il!.!!'.光を発す畠o<<mu二f止j目すれば. H ちにをれを

見たもの11106ターンの1m行動不舵にな?.ノクトビジョンな1:'1ι峨れ

るであろう.

まt.:• ち検見ザtンサーも無11'τはい られない(1D6ターンIt使m不

可).

V~人 0/ 対物 0/ 限界ダメージなし}

ライフルグレネー ド : 二れはラ 17J~で射出する刈人IIIのグνヰードで

ある.必ずライ 7NまたはSMGに袋持してからloI!J"すん火1J11干崎弥

t同じf:が.身W.lI:I(附mまでである.

ネット砲 : 5m四1îの~.ット 4どがスて撃ち:Hすものτ.命中した相手はS

TのARaに成功しないか・!f仇身勧告がとれない.場合によってはメカ

にb却品Eがある.

名称 火力 ENC/HP 発射労式 回数 短腸修正 追加敏書 価絡 実質効果 限界

1-20 21-叩 51-100101-2∞ 対人対物ダメ四ジ

7.62mmlMG 30 12/2 A5 7 +ω +30 

12.7mmHMG 50 30/2 A6 10 +40 +30 

<l)nm ~イ:トグライフル 70 初/2 B2/A4 4/2 + 10 。

火糞鈍射舘 95 10/1 s a 。 ー印

Aτライフル 90 15/2 s 10 。 -30 

ソリッドシューター 8/1 s 6 。 -30 

ライフルグレネード 85/45 3/1 s 。 -40 

ネッ争砲 初/3 s 3 。

調阪ライフルグレネ目ドはメカに搭量生ずることはで@まぜん.

[8.1.4)武器M蹟{繕披火鍵)

ATMランチャー ;定式には声倒lJttvーダー務j噂ミサイwである.パズ-

pかのようにミサイルが発事拘引:IIU.，ているので 1~~しか鍛τなa唱t

.J< 1J.命・l'時弘舟tfllの1:'t1.~t 。 τb強人一('.人1111 1 人でも畿に恥Il~

f:l:l胃めるニ主か可1健である.しかし.チマ7に弱，'. 

AT~1、 SAM共に3つの特別作目ノレがあ品.

① ロ ッ夕方ンのæ:-'Â'b" ， ~ê舟1，1011 ターンIt日爆を~え、発射捌備をし
な〈 τは主らなも・.

③ 鶴海保なので対人(AJIIJ‘サイポーグ}に111，削nできない.ATMlt空

中メカに世YIlできない.

③ 独自のセンサーシステムを侠mするので、命中判定時に倒人スキN.
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。 ー伺 2.000 。ふ

。 -30 v'3.シフト 1 5.000 。。
-20 ，1).3.シフト 2 3.(削 。。

解脱 4∞ 。)( 

ー鈎 シフ争 2 1.2∞ 。。
-50 -1∞ 解説 1.000 解説

ー印 爆発物 鵠 。ヨ阜

解説 2，5∞ 解脱

vータ.ーポフド以外のセンサーをプラスLてはならない.

⑥ 納郎命中判定をする必要はなく必ず本体に命中する.

SAMランチャー :対空排外偽証書導ミサイルである.

20 

ぬ

ぬ

15 

40+ 

15 

Sゆ 軍基いが後11ATMtまった(1司ピである.7νアに弱い.また.こ

れはEE中メカおよびブースター能川時のコンパットシェルなEにのみ布

封Jである.

ATM欄の噂111ルール~参!込

7.6z..ミニガン :7.62oeのパ片:/Jン砲である.火力はそう問〈ないので.

対人IIJに使う t良いだろう.

支)oo!鵬蜘包 :.J<JJI主部いが.命中曜はそう良〈ない.対!l!JlIに』ミ〈使b

れん



甜 .G;A・ぞ崎 ・唖B

{対人 x / 対物 0 / 限界ダメージ 40+)

ゴムスタンガン :ifj響なEの議制説草王用量豊'I'Jflに絡級事れている.これ

は[匝:ff.lOmの悩剖にゴム怖を徹き散らす物である.

火力は4お乃f崎定ダメージで.全身にダメージを与える{サイポーグを合

!t，~人のみ耳iØJ)，

2030.ロケットパ‘ノク ・'?:f画な単発式のミサイル兵醤f':が命中織は惑い.

"ilむなら、 l ターン中にf苦戦Lてあるすペτのロケット ~~Mt L.τ も良

い.自概数はそのロケットの像作をした人数分まで.つまり3入で数本

のロタフトを織作Lfよなら面化k3つまでの目板を自由に~Iえるい・う b

りである.火1m困定ダメ-:.JI!が、 I司副へのダメージはない.

91)帽ロケットポッド 精娘の発射誌に 12~のロケットF軒Z収納してある.

203圃・ロケット t1司じ<. 12，発すべてを l~ーンに射ってもよい.ただし、

ζ れはー符にHきlE1t軍しか'm主ニ t はできない.rmじ〈級官I~固定ダ

メージで'JM副へはダメージを与えない.

121)圃鯖反動砲 :身'ts¥ζを短い民軽量、'Ie!面l.zd火力、却まりに砲とし

てはそニをよの命中市を持ってc..O.パギーなどに償時11..Ill1ω飾

するt.:ろう.

2()"バルカン :ニれはM~. ，.!J1(両.対人Eれにも悦i~'Jな物なのだが、

唱いのがFU1ι
ピームキャノン :ミサイルを除いては火JJは一番.反動がないので.命

中唱もまあまあ.

なゐ¥白鼠lJi<、器の対人追加怯:;llllfo1もmeLτいなも巾止

したらはtんt'ulI~eであろう k判断Lたためである.

10...パルスレーザー これも怨ろしいtいう他はなにも犯すニ tはない.

ガン ・ランチャー ひど<i1i¥哨t対人.)何歯2f亜のロケット5曜を発射

できる.1:1{査は2飢h・〈らいである.自動3主11式である.

① グν4・ードロケット州(対人川}

爆発物{火)1: 95/75)1':民火JJ95Q)中心理iは低筏10m.他大効熟1生

筏1130"，.J..I:になるため、 MV3以下の制下には必ず命中するものとす

晶{それづtきは命・l'串似)%tしアクシダント目的1¥たかEうかだ

りチェックするこ U，

ω人 0/虫、j物

~ ATログットd附榊nJJ
火JJ2(陥tする.

よれは命中

限界ダメージ15)/ A 

限界

ダメージ

40+ 

40+ 

m 
30 

30 

40+ 

40+ 

価格回数発射方式

武緑チャート rvl翼{権蝕火鍵)

名株 火力 ENCI閉

a
o
o
o
o
 

i

+

5

+

 

E

0

1
0
 

4

4

 

x 

0

0

0

 

x 

限

×

0
0
0
0
0
晴

O

O

O
X

ぽ削

ぽ 問

問m
H期加

4ぼE旧

謁はE旧
証以X旧

4民湖

底E由

民E旧

百以lO

7000 

ー刻。初

犯

泊

m
m訓

"
+
-
+

-

m
m
m
W
3
ω
 

+

+

+

t

+

 

12 

14 

m
m
時

Dt修正 追加敏書

1-叩 51-2∞201-蜘閃1-10∞
+ω+80  +ω 

+関 +40 +初

+30 。
+印。
+40 

0 

s 
S 

A6 

A4 
《

w
d
p
o

『，

A

A

 

脱

股

鋭

岨

m
解

解

ーω

-80 抽

却

鉛

m
"-
-

+90 

-40 

-40 

x 

× 

( 1 ) 

(12) 

s 
S 

($) 

($12) 

s 

今
，
h

今
，
』
内
ζ

丹
，
ら
勺

J

勾
'
h

内

4
a
u『
吟

O

句。
ζ
1
V

内
，
‘

/

/

/

/

/

/

/

ν

/

/

/

/
 

昨
日

m
m
何

ω
羽

m
m
m
初

削

お

判

明

閣

制

判

明

m
m
切

削

伯

尚

%ω

ATMランチャ-

$AMランチャー

7.62mmミエガン

抑 nm織関泡

20mmバルカン

却mmピ伺ムキャノン

IOmmパルスレーザー

ガン・ランチャー

ゴふ・スタンがン

2OJmmoヶッー1<''/ク
量lmmロケッ争;t.ッド

120mm輯反動砲

身がヨイPスプリング{パネ)て孫ぴmすナ17である.アイテムtL.τ
耐白いので、昨今、ちょっとしたプームにな勺ている.射裂は10mとす

る.

レザーディスク :金属の円盤を投げτ相手を切り製〈もの.

AP(対畿甲}ポウ ;主持MIのスチール制の月で成慰問奇襲の付いた矢を舷ち

/1¥すもの。 ζれどり手続な武器τも/<イFなEの防官F力の低いメカはも

ちろん.巡がJ~IIれl!l書'1)111をも磁壊できるだろう.

1<.力7511匝l定ダメージで'.n人使m時には(rll心火力:75/1周辺火:11

15>になる.

ポウガン :特に1見明の必要はあるまい.m.ttスキル~III\イ担JJ'，tがτs

る.

ス0 ンデ 。 I~I':，のパチンコ. オモチベ・の揖瀬じ入品.
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[8，1.5J武器湾軍(役郷)

字補弾 :符にl'i< .: HI.な¥'，干艇な武器である.

スタンダレネード :¥'0ゆる1'1'理事手陥悌.4行、jl(J)'(;なEによ 晶衝撃波

で納千を気絶させるもので、'，17ロ奇書術主 してよ<loI!われる.命中~ぜ

たら.イ;，t!::ttち欄でAR泌の心理チェアクのみを行なう.また爆発物t!<，J

じ<.命中しな〈 τ~，/I1J'1か叫緋キ命中事の俄以内なら AR1Û'で判定でき

る.ただι宅内で似IIILたならをの鰍l.iiにいた全nがAR2O'τチ&フクし

なげればならない. 7'"ポーグ、メ舟ニァ久拘r員:;v，~サイバー化(PER

~強化してあるもの}したハー7ポーグ.オートプロナタターなEにはま

今I~ (効来がい・.

プロウガン :吹き矢のよしダメージIt$'ltり期待できないので威噂のた

め.またはサパィ/<，暗号の自作啄i!HLτ成。立つ.

スベツナズナイフ :~~.. :/ピエト情報部、特妹稲隊でf止J目していた.)J 



W箇証淫猛〉

限界

ダメージ

15 

武緑チャートV額(投郷}

名称 火力 ENC/HP発射方式 回数射程(m)価格

崎

市

町

9
m
m

x 

x 

x 

腕

糊
働

似

0
0
0
0
0
0
0
0

実

j

x 

x 。
x 

x 

s
ω
D
5
8
切

羽

同

却~切

却-50

10 

10 

10 

40 

20 

10 

s 
s 
cリ
曹

の

O
F
0
0
0
9
0
p
a

7 

1/1 

1/1 

3/1 

1/1 

2/1 

6/1 

4/1 

1/1 

手指弾 85/45 

スタングレ.ネード解脱

ブ。つガン ー20

スベツナズナイフ 7 

4 

川
山

m
m

ち

-

-

レザーディスク

APポウ

ポウガン

スリング

m蝿武器は射'ß1Þ~先まっていますが‘命中修正li一切ありまぜA.
その他格闘m武器や.花見瓦机なn状況ヵ併せ1/.段げて相手に命中すればダメージを与aられます.火力li脱走きれている火力またはENCがそ

れに利均します.

現

現

斧.81::大~~カ't並々なので、ものにより火力、 ENC~hDi滅する.
鉄縛 :大きちによりけり、シベ・ベルなE色合まれる.

書締:よれも大き~によりりりである.

ステンスティ ッ ク ;ダメージb出るが.~ちらか~\・え1I、相手に電気

ショァクを与えるものである.

情績.大きさにより 11~ <匝ので参考kしてのせる.

チヱインソー 本米.木1:'切る bのなので乎に入りに〈いかb知れなL、
大パサミ :二んなものを符ち歩ぃτいたら、 f曜まるかも知れない.

大型ドリル :ょの武醤117ーマー効果を半減する.

モー9ーツール ・モーターツール11電湖、が必要.

ワイヤー :主にfl'に巻き付付、締めt9:す~\、う感じで(!I!われる.

単分手ワイヤー :!ft一分子情遣のワイベ・ーで羽伏な似H持つ‘切るの

は賎ししアクシデントの武怨磁燃でも111れない.

チェーン 手経な武器て吸ったりして使う.

パイルパンカー :単発の場周カート Pッジでパイルを司書ち出す.火炎政

射器L沙 +の大M火器(111煩}またはコンパットシェルの腕なEじ付げられ

る.唯一メカに対し怖闘をj:t昌子げるニ tができる.

[8.1.6]武器V順{格倒周武器}

アイアンナッデル・パダナク 。J事によるダメージを少し上Ifτ 〈れる.

ポケットナイ7 :小野のナイ?

コンパットナイ7:-Mも実用伎があるナイ '71!J，九ライフルの統制K

Lても使える.この場合11.(大捜武?s>で使7.

ポウイナイフ :中型のナイフの l也

単介干ナイフ :単一づ汗構遣のナイ 7で切れ昧11~1?r..アクシデントτ

も邸時れることはない.

蛮万・山刀 野戦朋の大型ナイフに属する.

シミ?-:大事<dllがったサーベルのような醐L
フオイル :突いτ使う骨」

日本刀 :すばらい・切れ味で.切られても術みを感じないはEである.

レーザープレード :ライトセ四パーである.グ9'1プの内のエ;i.Jtfギー

は3ターンしかもたない.HWtのアダプFーを取引れIるよ kで艇m時

間1を仲1Iすこ tができる.

高周浪プレード 刃骨組脅i庄で鍛動させて、相手を切り裂<.グFップ

のエ4・wギーは41'ーンしかもたなも・o .8 1P，i1éのアダプターを~， Htll る

こ tで鋭H田~IUを伸ばすよ tができる.

特殊獅

9帽ロ径以上町鋭骨量は次の特殊事植を使

用で~tす.

ベイント樽 :ダ〆ージなし.峨々な色、匂

いを発する.海価格はその革ま.

テフロン調 :火力値借.I単価格は10借.

シ1...，<ーチップ碕 .c..沼効果的帰AR-8.

蝉僑絡は10傭.

受光剤入り :曾'"串+10%.揮価格la2 

僧.

麻酔樽 :鋭悶に殴りつけてS射で撃ち出す

こと.人間なら 1骨くらいで盤りに1>.，る.

1 j睦$30. 

限界

ダメージ

40+ 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

m 
m 
15 

15 

15 

15 

実質効果

対人対物

〈憲司F峨瞬> 0 x 

〈ナイフ> 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

× 

x 

6 

o
o
x
 
× 

× 

x 

x 
× 

× 

x 

x 
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スキル

〈ナイ7>

〈ナイフ〉

〈大型霞鎗〉

〈大型叡穏〉

〈大型武総〉

〈大型武鵠〉

〈大型震鈴〉

〈大型武器》

〈大型武鑓〉

〈大製武器〉

〈犬型R鶴〉

〈ナイフ〉

〈ナイフ〉

価格

5 

切

泊

捌

刻

脚

m
捌

棚

柳

沼

o
m
m

追加被書

シフH..;，t3

-&-3 

心+2
.(.--2 

'u-8 

シフト 1

武舞チャートV11翼(格劉用武器)

名称 火力 ENC

4-8 

2-3 

2 

3 
A

“司令。句，
E
D

『，
4 

3 
3 
5 
4 

12 

7 

9 

6 

30 
ω 
50 
10 

4-10 

2-4 

0 

アイアンナックル・パグナク

;f，ウイナイフ

単骨子ナイフ

蛮刀 ・山刀

シミター

フ方イJレ

日本刀

レーザープレード

高周滋プレード

茸 ・ナタ

鉄帽

曹構

スタンスティック

mケットナイフ

コン"ツトナイフ



ーー-
祭器 ・民具 ・ぞ骨色

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

40+ 

x 

× 

× 

× 

ヲ巴

3え

x 

x 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
 

〈大聖書武舘〉

〈特繰武鑓〉

〈情操武録〉

〈精機武鰭〉

〈特篠武信〉

〈特線量生穏〉

〈特孫武線〉

〈帽孫武緯〉

〈特孫武鰭〉

o
m川

m
m
m四

O
棚

0
脚

"，-10 
..:..-6 

i.'_ 6 

4-8 

8 

6 

8 

2 

4-10 

40 

30 

35 

5 
5 
m 
7 

1∞ 

や・ターツール・アイスtt"l'l

.骨子ワイヤー

チヱインソー

大ば8み

大型ドリル

ヴイヤー

テヱーン

再煩

。
今たいないなら、ホパータンク4rz，'めに賜入するこ 1:.1:.
吸婚地雷 :円錐!Ili'Lτおり.上部には取っ辛以下部には験者材が付

いている.

これbt-将骨使用がメインで、

鼻物に〈 っ付11れl!!ll'.
火力は75のJli1定ダメージ.裟巾91，胤Hl巡m事れる.

書祖到.. : ~華々な同I師で能m~れる爆薬はそのITI途により種類も干司E73

別なのでデータと して股注するのは難Lぃ.目安tLτ1kgt'火力%程

Jふ以彼3kgl1')えるごとに火力を+10して叩<. )，1制"1知lIH.30kgの燥

漢がaちればピルを破壊で事る.!転車 Ikg当りの価総11$2∞程度.取り強

いは地11[仁比4て俗段に隠し札、のでGMI~注怠するこし

メカに向11て鋭1(付りる命¥近づいて対

シフ ~2

[8，1.7)武線VI畷 (爆剤}

指向性対人地雷・をのJFタνイモ7と'f'ばれていた部monlrr'、地I師に

‘~i11 :!>れた.キサンプにftl!うハンゴウ状の嘗Iが90'の範闘で散弾をばら

ま〈ものである{効耳鳴闘1~IOnι;tl~).

起爆裂!t7(li赤舛喜副作1JrC'.iiqi'繊切る t爆発するft掛になっている.

まあ.'Iil商にれがついτ事えいればまった{他候はないのだカ九

対戦草地雷 :t?ながらの地而に隠してあるタイプ.

火JJlìl05の1t1定で.711んだら爆発する('~恨111mなので人lIIJflJ止のjf(
きなら大丈夫)..:れには波11'航11マイナスできないし、移動力HずO
になっτL~ うよ t に日私

・己負:なら可1f紋織統を進行方向の地daに聖書ちながら進むこ主だ.lIJがも

7 パイルパン均一

tマガジン

タンク 1本・

どれでl>1発

ミサイル1本・

ミサイル 1本・

1ベルト

1ベルト

1ベルト

刻

印

綿

m

m
側

側

側

側

澗

捌

a 
6 

3 

ソリッドシaーター周

ライ?ルグレネード周

限界

ダメージ

9 

18 

9 

武器チャー トV11類t爆獅}

名株 火力 ENC介lP 届

時

糊

則

臥

0

価絡

20mmψイポーグライフル用

火糞線射器用タンク

ネット砲周シェル

£与

∞∞
ω
 

4

1

 

/

/

/

 

e
O

守，勺。

お
町
山
花 。。。

x 

× 

指向性対人地雷

対戦ヨ陣地震

III着地雷

奇4量爆源

8
6
8
m
M口

6

。
$AM 

7，62mmミニガン用

30mm恨関砲周

20mmバルカン砲用

30mmビームキャノン用

ATM 

[8.1.8J獅議

岳稽弾11チャート

名称 蝉数

10 

価格量畳

10発骨パック

殉1発

揮1発

5発骨パック

。ケット樽 1発

ロケット列 1提

弾1発

10 

1∞発

10;家

15思骨パック

織のターン獄使用可能に'.る.

使い捨て.

鞍鈎時的E軍襲およびマガジン交換は 1ターン.

.印l主眼眠中の受験1:不可.

7司

1マガジン

10 
1マガジン

1マガジン

抑

制

間

抑

切

削

2
羽

5
m
s
澗

澗

6

6
泊

目

4 

5 

ヲ
'
旬
今
'
h

今
'
』
う

'
-
m叩

4 

ガンランチャ-1ft:

グレネードロケット悌

ATロケット薄

ゴムスタンガン周

泊3mmロケット殉

90mmロケット様

l20mm徹甲樽

ブロワガン用アロー

APポつ周アロー

スリング用ブレット

ポウガン用アロー

3マガジン

tマガジン

tマガジン

6:スピードロ叩ダーf噴き

6: スピードローダー付~

Iマガジン

lマガジン

パイルパンカー周カードJッジ

IOmmパ... :ur・+f-周寛電用'わテ'J-

レーザープレ-f.高調撞プレード用

アダプターパッテリー

1マガジン

1マガジン

10 
1マガジン

2

3

2

3

 

4 
内

U

の
o
r
3
弓

S

今，‘

1

t
 

3
脚

m
N
m
m

10 

tマガジン

1マガジン

1マガジン

2

∞
m
s
 

2 

2 

2 

3 

3 

4 

6 

。ZZC剖用

9mmカートレス朗

9mmボディ用

，45Calヵートレス用

.357マダナム周

.44マグナム用

.ZZCa1プラスター鯛

短針餓用ンヨットシェル

9mm$MG隅

45Ca1$MG周

5.5品mmライフル舟

7.6Zmmライフル局

スナイパーライフルm
フレシエツトライフ)v1ft 

12G;..-Dットガン周

才一 トショット蹄

レーザーライフルm
APガン.ATライフル共同

7.62mmlMGffl 

12，7mmHMG周

デリンジャー隅



崎 定信D

[8.2J防具
名称 ENC効果値 効果個所 対効果 価格

ファイパーシャツ叶 1 A20Il1l% 111.艇 火，樽，レーザー 切

ジャンプスーツ.， 1 Al01鈎%111.1曜，障措，レーザー，滋射能 i∞ 
防E車ジャケッ b 2A羽/ω%

;f.デイアーマー 4 A40/70% 

マグネットアーマーシステム・' 1 Al閃V81%

ファイパーへルメット 1 A却160%

. ， ニのよに宜拍苅が可能.

.， このよに置拍請が可能.

胴 弾 耳目

鯛 E車 草加

全身 5以レーザー 鈎，蜘

頚筋 !lI.レーザー 150 

-・身体的吾郎舟に磁力発生ンステムを慰リ付けて、レーザー光線さえ曲

げ反らして1..1うbσ>.上に舟b婚付τはならない.

オー トプロテクター

名勝 量量 STR REF 事量甲 特殊滋備

コマンドウ B +7 +3 A60/1副潟 ザイパ一同ピジョン、

ザイパーレーザーザイ H+初)

ハイブリット 7 +5 主 O A40，〆'70% ザイパーレーザーサイ争 (+20)

ハードポーラー 10 +10 -2 A80/1ω% サイ/<"-IRビジョン

勺イアードギア 5 玄O +8 A30/40% 片与格関周クロー

厳 重置が明記8れていますが疋確にU着用崎町力象的強力を褒 しτいます.

価格($)

10.ぽ却

6.α田

8.αm 

1.αE 

STAがこれに足りないむの1#緒周したとしてもプロテクターの動力についていけず.

3すー トプロテクタ-~着用していると容には、飽的防具1:(買えません.

l !ß< b動 〈ニとはで~ないでしょう.

コマンドワ
ハイブリッド
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ハードポーラー
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食糧 ・腕鼻ぞ時 ・ 唖 ・ -

ワイアードギア

才一トプロテクター(コマンドウ}の

膚脱



M;:爾主扇D

繍1!1.:

狙懇スコープ:JlI撃のみに艇JlI可.専門的に合えばー'1.ItJ民HtIIたスコ

ープI~鋭に合わせて測量E事れるので、曜版8'1'1二i血の統にfotHUえたりす

るこ tはできません.

レーザーサイト:ν目ザー光線t.相手に当てて命中事を上げるもので.

その鯖I~I~量lIWらしいものです.大息火器まfのEんなものにでも付り

られます.

ただし、火指紋射器に4・tIIるのは恥ずかしいと，¥!!，います.

ノクトピジョン:先電子明恥管俄ぃ先制郎、知こできる)を使。τ時間

でも歯止を発見できます.強い光に弱い.

IR{務外線}ビジョン :相手がIR(皆、外線}を政射していなりれ1/.見るこ之

はできません.隠れτいる相手でb(然を紋射していれt幻ある程度比つ

り11¥1"ζ とができます.

[8.3J 
ζζ 仁あげるセンサー11手持ちのあらゆる武寄付川川・ら.111般で

ない大型マシンjfンまで}に取りつげるものです.メカに4搭載する火怒に

Jt( ，つりるものはメカニフクルールにあるセンサーを、傭人倉時斜勾に埋

め込む bのI~サィ~(-JV-IVにあるセンサーを署長照しτ (1:~ぃ. サイ

バー式のものはす4ての亨持ち火器に使用できるものですが.ζζ にあ

るものふメカニツクに熔般するもの111つの火留に付りられるのぞ、

いちいち付1/換える!l1.'、~があります.

センサー類

無効化価格($)

反目

1.500 

2.α)() 

7∞ 

なし

"し
7レア

命中車効果

+30 
+却

ペナルティ量抽

ペナルティ畠帥

有効範恩

筑由m

l∞m 
Z励n(校関)

BOm(複問}

ENC 

0

0

1

 

名称

狙畢スコープ

レーザーサイト

ノクトビジョン

IRピジヨノ 7レア

調長'揖効ItJと1:相手がこれらの袈備金使用したと容、使いむのにならな

〈なるというニとを襲しτいます.

その他アイテム[8.4J 

効果，備考

人 11績の銃につげられ、発射音を消す.

I • 11 績の銃につ吋られ、発射提t消す.

IRビジョン付~.

白金保積ずる倍、附役光緑の照らした輔が見える.

大~ ~ 1 cm・ほど.50km先的レーダーで提えられる.

政射線、館街温度、 i量・温度t知るニとがで8る.~らに気量情報を伝えるラジオが付いている.

〈大豊富〆カエクス〉と共に使う.

1国舟の保存童.

3閤舟田章"とモルヒ Z齢、応.e.キッ トが入ゥている.

〈密φ・OG撮動〉が1Z，Jー-
1 k.m飛行で~る. ft翻中なら 10タ ーン飛行可. タイプA‘ MV4()、 REF6 としてみる. <空中・OG俄動〉が卦嬰.

サイポーグなら5箇骨だが、人間なら 1図骨であろう.

IRビジョンを組み込める.メカにも取り付けられる.
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アイテムチャート

名称

其i晶サイレンザー

共通フラッシニzハイデー

ガスマスク

〈応車手出〉と共に使う (SR2にでさ る).

〈応亀手当〉必よぴ〈精密メカニクス〉と共に使う.

直下注射用ドラッダを入れる.

血管注射用ドラッグ金入れる.

ソリッ ドシュータ一周の物ではない.

ソリッドシュータ一周の柿ではない.

折り畳み式.

ロ
6

0

0

3

m

1

3

8

m

 

3 

7 

パラシュートパ yク

l，X眼鏡

ゴーグル

懐中電灯

消虫録

応車キット

ザイポーグ用応車キツ争

皮下注射スプレー

血菅，主射緯

発煙筒(1閏}

憎号弾(1 1m) 

テン争 (4-6人鯖)

寝袋

発情犠

NBC署告針

地主.暢E重工具セヮト

ゴムボート

教命胴衣

ス:J':.0プ

野舛別思セッ ト

レーシヨノ(1固}

ザパィ r(Jレキット

ハンググライダー

ロケットリュヮク

管イポーグ脳血量レーション也働

ハンディピデ才カメラ

5 カ一方ーデイオセット



-唖・震 韓 .InI4 .そ由包

尿道官付~. ニ抗なしでコンパ y トシェルは動j少ない.

2備で1セット.

いわ叩る+1車ナイ7.1つあると使利

5mmほどの鉄綾なら焼き切れる.ライターとしても使える.使い槍て.

問機などのほニりを1t牢スプレー、ブラシなどで取る.

ジュース缶ぐらいの太宰<!.殴置した後、 N8Cの他、纏動、県、ガスなどを感知すると、ブザーで普告する.

大~<! 1 cmほど.~ランシーパー、無線織へラジオで畳憎する. 畳惰眠筒I~1∞m. 
t 缶でフルボーグ町体骨.メタルボディを見か付だ付皮ふ状ゴムで覆う.滋しい動~や舶が加わるとすぐ磁れる.

完全に写真にするには写真慢のコンピュータが指示する3方向から写真を樋らねばな勺ない.賀沢品.

10蚊(30悶}骨.フィルムというよりバッテリー入りの記憶盤で、不ログラムは舗に立つように出現する.

10m.ガムテープ状由プラスティック渇繋.也、要なだけ切って1買い電ト濯を流すと燭発する.ただしその火力は

小I!<‘ ドアなどの破壇にしか使えない.

1∞m. ガムテープ状でー度電波を流すと一定時間ネ才ンめように光る. 艶I~でない.

勺イャーft~O)フックがガスで発射される. 最大1∞m. 300kg拘置さまで耐えられる.iIt録としτ使うなら火

力20.命中修正-tI:J.間数3の小火穏としてみる.

死亡.韓の人聞から情織を引き出す.本人が思考しτいたことより、死由3舟前~瞬間まで見ていた鞠‘聞こ

えたこと、指したことなどがプレイパックされる場合が多い.

∞
同
四
∞
向

m
m川
知
泊
町
瑚

m
釦

10 

2∞ 

9.500 

-ハU
A
u
n
u
n
v
守
d

今

ζ
n
v

2 

0 

s 

5 

リポム

ネオンテープ

ワイヤーランチャー

ブレインスキ....ナーデッキ

ザイ，<ークリーニングキット

多目的聾報ポッド

進軍事織

ラパースプレー

:r.ログラフ写真慣

コン'/('ットシヱル用1%ンザースーツ

トランシーバー

アーミーナイフ

マイクロトーチ

:r.ロフィルム

ネットライナー・セット

ガスマスク

ハンターズ・セット

ハンターの<2>需品をセットした輔も売勺ています.

ランドプラスター・ セッ ト

ガスマスク

ゴーグルゴーグル

サパイパルキ yト

N8C曹告針

§ランシーパー(1 {圃)

価格耳目

ハスラー・セット

ENC5 

サパイ，ぜルキット

NBC曹告針

トランシーパー(1偏)

鴻武器

地上車修理キジト

スコ yプ

ENC8 ガスマスク価格270

ゴーグル

ザパイパルキット

N8C聾告齢

b号ンンーパー(1鋼)

パウンサー・セ yト

ガスマスク

ゴーグル

現IR娩

ハンディビデオカ〆ラ

ENC6 偲格笠岡

ザバイバルキッ b

NBC警告肘

トランシーパー(1 f圃}

発矯栴

信号蝉

ENC6 

まぜん08を趨えてらよいl.
ただし、人工筋肉.人工神般で肉体を御成されτいるサイポーグに11.

;!i伶ですが筋肉噌強舟lや血雌剤などは効思がありまぜん.特に決まりを

吻J:eι1:9I:/.しまぜんので.常1:&'の範瑚て判断Lτ〈だ事い.

EのllIiも特に説明がなりればその効果11掴ωI後I句 2分や91.れるもの

t Ll1'. 

また、11i室¥iJl，燃で人体l:膨響を及1tす器，1M'あり、
呼ばれてその範ちゅうに入れられています.

これもドラフグと

中毒

巾様性のあるドラ、ノグ(IHんどの策制品)を3匝I以上草加jlllll二使)11し

が以~. (GM命令判断します)中市患者になります.

以I~な〈主も 3 日に!(!i]はそのドラッグを蝿Ut!しなりればなりませ
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[8.5J 
社会不安に対して、

τいます.

また."司IJljとしてのl間発色進められ、 ("J量宇佐」ニのインプリンティン

グt拠にその効mi'坦由革きれτいます.

符i晶It却点~t 話1l(j1J1lの抑えられたもの合町lïl反t- tl.， illや野t;(τも基本

淡{耐tニ加えられています.

しかι.公認事れたもの以外のものl:'ifl変わらずfi!.験な業JJ，です.

はとんEのものは1阿の11問1で却制mから干1'1<い、まで進本能力を

決められた数値分7ップ':l>せます.効止』の秘、ものにはやはり副作'1fI~ 

あります.

なさえずベてのドラッ列:1閣しτ、冊ul怖の効*に能hi1lI:.Blll喝。

価格210

ド‘ラッグ
ドラッグはかなり以前から稼t草されるようになっ



階 部 面

A.治Lたければ、隣市に担1殺するのがよ，.でしょう.

また、キaャラクターメイクか~r.えて.然制AJ，の鋭flIi'IC阪I!jな。t:
者I~心理軍チ... ~夕凪干のパーサーク日が1のゾロ日に加えて2 ソ.ロも，<ー

サー夕日 tなります.

ドラッグ額チャー ト

!IlJiJ 畠綜または俗縁 効里帰伺および効能

筋力増強調グリーン:t=.才ン 103時間、 $T狗+103

ポパイン 103時間、 $TR+8

加速剤 イエロース舎一ふ 11)骨問、 REF+106 

ニューカッスル お#問、 REF+10 

士気高鍋剤力ミカゼ 1時間、WIL+2 

J、ラキリ 1時間、 WIL+l06

テンプラ 2時間、 WIL+l0l0

知覚増大絹 p・4∞1 活骨問‘ PER+106 

XP・4∞2 1骨問‘ PER+初

体力増強剤金額呼It t時間‘ suv1ランクアップ(HP+5)

ゾンピーズエキス お骨間‘ suv2ランクアップ(HP+15) 

精神安定刻 リラックスティック );本(3骨問)につきWIL2自慢

結!!!活性剤セル・クリーム 111傷を 1ランク回復(HP"106舟)

自白剤 G肉{ゲ一アール)61 l目、皐問、情問に+20%

アップルX 永久、尋問、拷問に+鈎%

冬眠剤 ケイプへア 206週間I!る

〆ラニ〆当・111聞ブラ γキー201 永久、飢，鍵，目的色を変える

メラニン軍少嗣ホワイティ203 永久、飢，鍵，目的色~変える

洗脳剤 ブランク ・プレイン(自6) 永久、すべてそ忘hる

以後さらにt地IJ~，を l佃í!I!J1lするご t に3〆ロ、 4〆ロと嶋ぇτいき

ます.

服用方法 副作用 鍾格($)

皮下注射 なし 5 

皮下注射 あ‘} 2∞ 
鼻孔にスプレF 主 L 7 

鼻孔にスプレー あり 4∞ 
鑓剤服用 なし 5 

血管注射 1>リ 1∞ 
血骨注射 1>り 1 .匝渇

濠悼飲用 なし 10 

濠体飲用 あり aoo 
錠剤sIIIIl なし K陪

4・孔より粉末吸入 あり 1∞ 
大~つりて吸う あり 3/2n本

車部塗布 なし 101e1骨20

カプセル服m なし 100 

底下注射 あり 31) 

血曹，主射 あり 40 

源相に身体を浸す なし 10 

寮帽に身体を浸す なし 10 

脊髄注射 なし 50 

麻酔剤 モルヒネ ケガ肉痛みを和らげ、 量が多付れば脹ら 皮下注射 あり 2 

せる

ホルモン剤 ブルースキャロップ 1週間服用し焼けると、のも 1週間性転錠剤服用 指し 1週間舟20

換で$る

延11m スーパードルフィン 服用し餓吋ると老化~防〈 隆司且 1錠 なし 10.副知

成長抑制剤 リリ I'( ';'ト 服用し続付ると老化~紡〈 度猿 1錠 なし 5.成田

幻覚犠鱒 ハードポイント 使用しτいる問幻覚~釘二す 電績を鎌続 あり 31) 

ソフ争ポイント 使用しτいる問幻覚をおこす 電極を織続 あり 40 

縄寮 ゴールドレベル3 ナイトライフを3倍楽しめる 鼻孔にスプレー なし 10-1∞ 
蘇生剤 スナ γプシl:1"/ト 3時間以内に死亡した者なら.窓生(MO 血管注射 あり 1，αm 

的状思)eせる

解鋭

グリーンオ=オン :その色'J'.fJ・らこう呼ばれています.市販品なので副

作JlII~ありません.

ボパイン 。然!*IJ品です.'Ø.品~fJrきれた1&. Mtl:血管が板紙iするため筋

肉じIllf甚t'起ニす可能性があ 9~ -r. ' 
STRのAR15CらいでチエフクL..失敗したらSTR-[~れます.

イエロースト ーム :特に副作J!ll~あ 9 ません. j同&.~です.

ニューカッスル :f;締lfl~'ぞ、能flIíll:後[06L.て6が出たらパーサークし

ます.

カミカゼ :市販品で高1l!1'附はあり£ぜん.アーミーではグリーンオニオ

ン、 -{.:x.ローストーム.カミカゼの3，!;'セフトが袈飾品tして支給され

τいます.

ハラキリ:録制}仏効来の切れた後、 106しτ6がmたら書館Lまれ

テンプラ : 祭事仏~... rうも士銭高織膏jの主凄生産凶は京博の拘留のよう

です.効果の切れた後、 106 L.τ5で発狂L、6て官砂EUす.

P-4ω1 一応市販品ですので高叫);J!llまありまぜん.
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XP-4∞2:事僚制品.依Jll断量 106して4-6でショッP死します.

合圃'酢健 : 体::Ilt制強/ilJl~すペて2締IJ，~，です. ただし、二れI主演方議ら し

〈副作:Jllはありまぜん.

ゾンビーズヱキス 使m直後106して5.6で発狂かシgフク死L.iす.

全身がパ7'坊になるまで司Il'、絞ります.

リラックスティ ック:市販品です.ただし中様性があ H -r.
相けリーム.市販品です.蝉畑地で也部の置盟主t'f.高性化させる，d，;f 

オ工学の産物です.

二れは(応急手当の後であ。ても)1ヵ婦につき 1副t:1I使用可能です

玖 H W，MOのときにf制するとヵ・えって寂弱(lランク剖tilIが場化し

ます}してしまいます.

GR・61:これはitil&はきれていません. 幸いにして副作朗1~，jH まぜん

カ九

アップルX:アッヌ》ジュースのような匂いt時がします.llt与きれた者

はl創泌縦人になります.

ケイプベアー ・市民弘ですが.目覚めた主主チェッタを要します.106



しτ.5，6でSTR-PERの数値i't'れでい・いから3ポイント分減ら

します.

二れは遭姥Lてしまい、救援を待つこと以外Eうしようもないときと

きにしか使bない方会代、ミ・でしょう.

プラッキー201: 77ツション則品、あるいは変波:111アイテムです.

続試のiJ!を自高いが11"，にお分身体を浸す1':11で鍵f量的にAI!'W L、髭

i 日b!.!¥ <なります.

!.).¥入が似HしてむOJJ決はありません.

ホワイティ203・プラッキ-tは逆の効*:がありまれこれを使用すれば

{プラッキーを絞った名r'孟}元に炭ることができます.

白人が自'!11mしたら、白髭で目の赤い臼干(アルピナ}になるでしょう.

ブランク・プレイン(88): (!却脱線庁たな人怖を備え付けられます.

精神医~f!スキノνでインプリンティングをするなら.成功事はl∞%にな

。ます.

地~方自主してやれば発症Eな Eの，tm併合僚に使えます{スキル+40%).

ただし.J制緩t、に11-1分注意しτu.:飢、.

友人を魔人にLI:<な付れI!、ですから

モルヒネ 。特に鋭.II}!する必要はないでしょ九よれも取り級いには寸分

注意するニtが必裂です.$す~Itl;(;ム人1121.H 起き」ょがれな〈なる

でしょうo'111"-1生があります.

ブルースキャロップ これは市販品で.副作11111あ0ません.変装や変

態に利JIl~れます.

スーパードルフィン :一応対I飯品ですが、初{圃でF郊の金持ちが常IIIし
てνます.まあ、 PCにt。τ11火事な金づるでしょう.

リ'Jパット :スーバードル7ィン11m以降の人rnJしか効きませんカt
これはおな減以下の干供計検tしたもので、 1，I.NJの醐拠泣い、え

ます.

ハ四ドポイント:佐世豊能を失ったサイポーグのための電磁トランキライ

ザー.ヘァドホンステνオ〈・らいの大き事でコードがmτいます.サイ

ポーグはヨードをつな('I':1tでt起草を殺しめます.jfi，肱品ですが・l'ilH:l!
があります.様々なプランド名があります.

ソ7トポイント :ハードポイントの入11目別マイナーチェンジ.，マージa

ンです.本来の使Jll法の他にSiAした人間への電気シaγタに b("ジセ

クタ=イン.I~-~，'!il)使えたりします. これも中様性があります.

ゴールドレベル3 ・ゴールド.シリーズu.v.... 削'1からぬまであ静ま

す. νベル3~では市政87aですれそれ以上Itょ IUの貯き者てないか

!fりハードすFるI;:tbれています.制MlIIまありまぜんが. Vベル4
以上は中母性があります.

スナノプショット :当然のことですが、車高がちぎれ普いれ・たり.，C舗

が磁波杏れτいた 0すれば蘇生11不可能です.それ以外ならg・5返りま

れただしすfに平当する，f，裂があPまれまた、これはlJ.t:似fHする

と即座にパーサーク雌がlつ榊えます.

鵠・腕轟・物色 ・ 唖 ・ -
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島とがき

よ(3bれる献ですが、サイ 2ロなどによるチェックなどな〈ても.

RPGI.t純粋に会話だりで成立するはずですL.またそれ会明兇lいづも

のです.tii;~1tt持I:IIGMが制治するか、 ~l華メディアを参考にすれ1:'よ

いのです，bちろん.これでは本当に身内どりでιか遊ベまぜん.コン

ペンシヨンなEでま勺I~ (知らない人t匙ぷことができないのです.だ

から、みん'.がf車えるノν-/Vやワ-/Vドが必要となるのでTヵtぜっか

〈ニれづ物~削るのですから‘なる~(、二れを{占う人 (GM らプレイ

、-ーも)カ'fi労しないよ主に.システムやワ-JVドi'深〈広〈フォローす

るべきですよね.ソタノνヘァド"は総維なlげよ飢返**い、ラテーマ

性をもっているので、と〈につ瓦〈深("を軍事臨しτ飼ったつbりです.

まあ、ぞれはおいとャて、ルールに11符11なかった職闘ルールのシス

テムの解鋭を、 ニのj品を借り τ ち止。 t途~~ぜていただきます.

臓島111、韓本的に11サイコロを 1l!!lli~ o 1:げで解決します.これは戦

闘骨崎長手順を簡単にすると，.うよりはそうぜt>晶をえなかったのです.

bちろんそのおかげγ、III唖Fi部位な.b-tr.C:t11せる主いう副1J，.il'Jな産

物も生まれましたし他のヂィティールを;tプシgン的にfれ1加えてい

〈ニとに成功しま LI~か九でも.本当は~IIの tζ ろに目11<)があったので

す.やりたか今たよとのひtつ11.得怠tする武訟の1'tff.または侍ちう

る伎を 12α垢まで引き U!.せる i主人= ヒーローい、ぅrUEi'. システム ~L

て取り入れたかった.い・う よしそれに関連して、武器のダメージの

紙またその;W~iIiが必ずしもー定ではないい、うことも袋現したいと考

えました.色、H きそんな人はいないと忠、いますが.ナイ7は106だか

ら暇に突き約書勺てもfEなないよーんなEというよとはなれそのナイ

7にして品子供が刺したのか、シュワノνツヰッガーが'.'1したのかによっ

τ非常に差がある! t<.う変なζだわりがその5っかりになったので

す.肉体へのダメージもさるこ kながら、精神的tこ与えるダメージもフ

ォローしたいt考えた結集は.心理チェックの，II-/Vを住み111しました.

これらIt~賂司チャートにうま〈取り入れられています.命中事につい

てはおも l二枚目割止の高低で災害久!Jl\!;trは{命中部位でない}当I~ 9所

のよしあし(!~膏かどうか}を示しτいます.述人は;t:人より傭起に命中

させられるのは当I~ ~ .I出ですし、 l古抑制:.のように攻司書すればより大き

なダメージが出せるカ判。τ，.ます.4れ111.皇制伽'l(悶>:.Isえた場合1:‘

その分を無条件にサイの自に足せる主いうニ tで解決されτいます.二

川こよ 9fJl;;rJl'Jながらも骨県連日ロ-/Vが実現しました.対的指の励会(lnl踊

ランクJ'V-/Vを艇Ill LI:J晶合)に 11. 1{んな物~Illぃτ もクリテイカル以

舛の古すまイも-K-C:いたらしめるこ tができます.的制約二人11日)はそ
れ担までに弱いものです.例え1:'. ナイ 7の達人I1fM~~ナイ 7のよう.

C: I!I!今1:場合、例え宮M艇の火力が-5(tであったとしτも、人I人殺せる

悶I能性があ9ます.

限界ダメージ

ただL. 二れでは(GiI'Jに 11)ナイ 7の利時~11ポケットナイ 7 1 ;;本で

空母 b級担慢できると 弘、うニと になります.それで武器に限緋ダメージ~

d定ιました.銭おの限界ダメージ11チ、ートによるt刈泌で地bGOOO
な目、 9 1の~ ~の虫判事ダメージポイント 5x3 = 15合唱本ですかt 火力

の特に大きな物はそれにJl-:手う限界雌を設定Lてあ9ます.純料な対袋

甲兵l'lなEはチ守ートの上飢餓40を趨えるこ kに主ります.サイポーグ

なnままれにニれだりのm'>:待つ者がいますカ人ゲームにまf場するメカ

の中にはそんなに日恥、HP>:持つものはあ0まぜん，1柑加都叩をl{(だり

の火力、またはGMがより大きなメ舟、生物をシナリオにまf場事ぜ品場合

に備えτのものt解釈して<1:幸い.また.素手の場合の限界ダメージ

はそこにも明記されてャまぜんが、λ聞のSTRの限界値が40ですから、
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限界まで筋肉強化されたサイポーグiム火)Jのプラス1130.つまり本忠

なら.44マグナムまたは7.62岡ミユガン~~Jß:の火力に相当L ます. しかし

現代に制、て ζ うい。I~サイポーグiれーまI!')WI化幸れτおらず.その

能力11未知数です. だから/)~~限鼎雌は設定しまぜんでした.

命中事という二と

命中期は彼自L七、こう時んでいますれ厳曹jには効集部tいったほう

がi1:1f.です.相手にダメージを与えるのが事制の 11J，.il'J '. m (1<)ですから.
あたったかE うかより効燥がめったかE うかがjf(~なのです. またこれ

により織々ゐ:武l，';の特徴がダメージゃ組別だりでな〈、ら勺~ Y 7/vに

袋械できるようになりま した.

飛ぴ泊共に1同しτは、 1戦闘ターン113秒ですから.ピストル鎖で2
-4. SMGで25-日)./伽カン砲なら1∞-3∞発の縛丸制銚fして，. 

ます. これらの弾が臼棋にすべて~t.:るはずがないし、すベτはずれる

こtもないでしょう.~らにIU闘なEの大きな弾丸は当たらずU. 
その刷Eで日棋に波容を与えるよ主もありまれよれが俗側tもなる L
をの判定はも。と雌L<なり tす.JI!嫌による命中修正11.小火l，';IU元

首1JYJ>1J無で、シ脅ツト3ザンや速射兵怒11反劃1~1:'らまき準で、 ATライ 7

JνなEは反量;Jjの大~ ~b'. ミサイ /V11内蔵センサーが命中t併に膨唱揮を与

えます.ロケット弾の自主ぃ命中準は熊谷両治あるかt思いますが.その

分コストが低いので勘肯して <t.:~ t. ".惣い、こ tに掛端に命rl'串の低

い兵部はあとで火力をプラスしても大した到''*カ憎tられないことがあ9

まれこれ、勺I~兵器は腕がIIりれば{校側[，間目11制約制駄な熱処を

あげるζ tが多いのです. ζζでもj!人iまをの舵カを遺憾な〈発械でき

るζ 主でしょう.

7りテイカル・アクシデン トについて

命中持tがEの飽J.tであろう uなるペ(100出ずつクリテイカル ・アク

シデント νンジが主れるようにしτあります.命中範i崩%のiの伎の0

または l の自 t いうのはそうい勺I~理由からです.命'1'範捌の2c四百合幣

殊な結燥にlJ1.> ~いうのは少し大げ事か b知れまぜんが、よ りスリリン

グな鮒刑をめざした.い寸結晶Eでもあります.それでも銃器のアクシ

デントは$-(の場合、 11¥なるはずれい、う結晶Eになるはずです.また.

クYティカノν11ダメージポイント ・ル-/vi'f!l!った場合、 31古ダメージ

tなるので、サイの闘によって大告な穫が出るよとになり H.I司じク

Y 7-1:/JJν自でふ調官人より逮人の繰り出すタ9テイカルの1iが大草色、
tいうことです.

戦術のシステムl.t今までにない斬新な色ので. ~っつきに〈い tか両

側〈きいと忠われるJiもいらっしゃるかも知れまぜん.しかしmはぶっ

ちゃリ1:11;.臓闘はチャートを見ながら技能飢でSRするだけでも解決で

え主2工主aその他のこまごま kした修正はすペてオプションですから、

鮮き主オプシaンル- ll/t.:"を取争入札またはいらないルールを11ぶ

いてプνイすれば.雰磁気を!k/)ずにfム・ぷ簡略できる~!思います. 極

端なE古.GMltルールブックから必懐古直小恨のJV-Illi"引き出して使うこ

とにしτらかま bないのです.

また、二の戦捌チャートはあらゆる状況に対面5するようにつ〈ってあ

。ますから病気の状態(SUVランクを下げ、ダメージを受けやすい体に

する}なEも再現できますL.他のワールドで、例えばドラゴンブνス
エナイードvイン主Eのダメージ判定にも艇Jll'('きます.

7j/Jν!l i(r，戸F吻i樟
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高平鳴海先生の作品を
こちらで紹介しています。

>>このページ‘をクリックして下さい

http://www.amazon.co.jp/gp/search?ie=UTF8&keywords=%E9%AB%98%E5%B9%B3%E9%B3%B4%E6%B5%B7&tag=grandbluespla-22&index=books-jp&linkCode=ur2&camp=247&creative=1211#/ref=sr_st?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&keywords=%E9%AB%98%E5%B9%B3%E9%B3%B4%E6%B5%B7&qid=1357879163&rh=n%3A465392%2Ck%3A%E9%AB%98%E5%B9%B3%E9%B3%B4%E6%B5%B7&sort=salesrank
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