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ょの{メ!!11/ヘッド ・り-JI/トヲの世界11.ご存じのt州、鴨川

悲観的、退鰍祉制己刺1な婆紫てT轟成きれています.LかL.それだ

からこそバイオレンス、ハードポイwド、サイバーパンク的なプレイが

殺しめるはずです.もちろんIV-IVプックで'11卜界感が決ま。ていて b.

GMによっτ様々なマスタリングのやり方があるはずです.GMである、

1肋のむつl世界感やプνイの雰鴎気ふもう少し楽観がだ=ミカ声、ま

たは71ンタジックな品のになるから知れません.それはまた新たな発

見でもあるし、プレイヤーみんなが斜呼号してきえいれ1;(.:h'llllらい、こ

tでもあるのです.GMI1J1/ールブックに tらわれずに、独自の〈メタル

ヘッド ・ ワールド〉を例遣していって(1.ゴ~(， 'o

44ではあ〈まで-o1Jrt.Jなマスタリングのヒン トのほか、補足脱呼1や

組めν-/1/などを脱明します.

[9.1Jハンターと背景
いわゆる紋定のうち、い〈つかの現時両.特にPCの(キャラタターデー

タ以外の}背吠についτ11プνイヤ-~協殺の上、決めな〈 τはならなt 、

から知れません.ζの七タションではワールドのす4 てを説明する こt

はしまぜん.PCI功報にJllI係する制HPC~の村・わりにだ111酬を

U'めτおきたい Ul!.います.

[9.1.1)康史的背景庁らみたハンヲー

ハンター主いうi:l:1JiがEんなものであるかは随府庁'述ペられています

が.ニζではもう少し'突っ込んだ、Jtl>lIl'Jな解説をします.

ハンター{主時ベるもの)のほ史11221lt1eのはじめごろに始まりました.
，(.. A. 

2090-21∞年以の地味脱線の劉胤JtI!l1、縫史mP.fでy昆視JIIJ~呼ばれτ

います.二の;)1Si:で各曲家11胤割高しその樹躍は失われました.もっ t

b、政治~Il恨~Lての機飽11必淑な経策戦争によってそれ以前に完全に

即席i肱しきっていましたカら

一闘の首都t地方都市11完全に切り能:;.tt..あちこちの4引間Hこ少L

ずつ人々がよ ~mま今て暮らす、時I!.\の時代が勧れます.過i\'iな自然~

f>1:l!りでな〈、ミュータントや恭悦(パンデットの絡ま!;). ~きには近隣

の'J'1':Il市の住人までヵ'.J]り少ない資織を求めて襲"b哨・っτきます.

ょうLt~中で';1静岡が"11織きれるこ ~I;I.不思S暑ではありまぜん.たいτ

い自智也11小!iJliliに取り級事れた車入.兵隊や警察11・で情成事れました.

l'市団のメンバーは都市のM~時.攻幣の他都市を自殺事せるため、逮

( 1主なれた;j:J臨まであらゆる資機を取りに行ったものです.

そして畿がI占有Jに智弘、 :1~したのか、市民たちは街の守り幸市であ晶彼ら

を対敬の念...込めてり、ンター"~呼ぶようになりました.

しばら(Lτ1世界ヵ時叫tきをI位。戻 Lf~~. 1[対鴎同士の鎚節織
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争がまたも起こり始めます.カの弱い小事怖il;l.!1ミ存自責争に骸tt..<k々 K

#~~化して叩きました.つまり 4崎市の人口はお峨仁掠める都市へ t
Ff-t ... 

流入し、浪副JtlIが齢わる耳目に11.1.A大な生直Eカを抱えるメガロ"'9スが

形成されていたのです.メpゲロポリスの形成にふ 巨大合~bq問与して

ヤたのはttうまでbあ0ません合え人叙の緩tしての存鋭を考えれば正

解だったのかも知れません.人類が本気で約むに巡出するためにはEう

しても膨大な資本力が必裂だからです.

メガ=シティはそこに住む人に安全を綾供して〈れましたかt営い穆

えれば依の中の草加者のようなものです.市民たちの問iに.再び政務と無

事1カヵ可鮒Tしはピめます.また行政への不信から.テロをはじめとする

犯~Jlb ~ (な 0ます.:i凶躍に11シティと市民を守る綴絡があるはずです

が、シテ4の緋慌はあまりに大きしまた行政を行なうことか省当震の本

筋でもありませんから、犯罪対策もそこそこにしか綴じられないのか1JJi.

3Eでした.

企業に饗われながら抑取される都市'生活に鎌告1がきL.総町Iな子学で

あるζ とをやめてしま。たのヵ'.-liml躍尖から議を1闘したはずのハン

ターです.

復bf料 、メカU ティカ彬成される刷1までは臼細川市内で.

5車い発!!1Jを符勺ていましたヵt平和になるにつtt..その発営カも小事

〈なっτいきました.しかし、今日でも精市IIlJの争いは符往するし、そ

の解決も t き ~Lτ紛φいづ形でなきれます.また都市聞の輸送11危

険を t也ないます.企療にしてみれば、おい晴nl8カを持ち、あらゆる技

術に続通しているハンターたちを君臨魔に思いながらも符殺を許すしかな

いのです.

ハンターたちのうち、特に有力な者の中に1;1..舗兵鴎を.11織した名l'b 
います.実際に紛q哨沼ょった際、ただちに兵の数がそろえられるので、

これには最初の咲{例市を守るのにeI!:~なだ11)、金祭も協力しτ 〈れま

し1':0

そLて今ではハンターもある程度組織化され、先人たもの手並の鮮や

かさから、社会的にもIl(められるようになってきています.法人のみな

らず偶人がt時φ以外のあら申るもめ事の解決を頼みに来るこtがJt(な
ったので.ある窓妹イはトラブル ・コンサJνタントt(.Jな役割も*たすよ

うになりました.ですから、ハンターたちもそれぞれ自分の併なtする

分野をアピールするため、4つのクラスをつくるζtにしたのです.

[9.1.2)栓会的背景とハンター

ハンターは社会からはどんな自で見られ、 Eのように扱われτいもの

でLょうか.

犬部分の市長11ハンターの符在を知っτいても、彼らの佐治に1;1."配ll:!

111地係がないため、きわめて鮮側心です.ただ、ハンターをパンダット.



時 斑耳誕〉

義pLSEまたはノ、フカーなelff，)C、社舎のはみ出L様である t決めつり

てしまう入カりPな〈ないのい11決です.確かにハンターの筒りilうtl滞

ヵtいつも他者からみて.iE殺であるわりはないし、ハンターは金を払え

I!なんでもこなして〈れるプロのはずですから、絞らの意見lまあながち

InJ途っているわげではありません.それに欽多いハンターの中には.本

当にS泌Tな名1がいるζtb否めません.

ハンターのITf}J合11阿!日の古羽車からみて、正当であろうとなかろう t、

ハンターだからい、う託、の規制は世界中の何処にも、い勺お、あ静ませ

ん tきとして、小数派が孔咽のrl'で、大した理由もな〈迫御を受りる

こtがありますが、 J、ンターがそうした攻聖書にさらきれないのは、逆に

含えI!自主らがこの時代で社会に対しある粉'lI'のカを持ち、そして文献L

ているこ主を示しています.

ゴト~Il ι 〈に111;諸事力に優れて←たり.技術的に優れたハンターを危険

観しているのか、総めているのお¥企集の平服tしてお韓請II~~I'tぞ

スカウト Lたり bします.栢ド'(>iI事に市111噸悶1:]l:して、また7ーミーの指

却を取るのはこうLf~、 7~ ーランスのコマンダー{おもにバロンサー)

τす.同じように、大:<1>なデータの番人tしてネットライナーが、荒野

の地下tこ圏直るま~it[の発比、 111mに I!ハスラー祇公式部I1IHi愉i孟にはラ
ンドプラスターが、それぞれスカワトtIれます.

その-liて笈脳波あるt、は行'il'Aflι 市民が従順で無告¥1Jであるこ

tをよし としているので.常にハンターのT/:ff.をfiiJ盈で‘軍!日曜な分守ーで
ある t考えています.ランドプラスターは¥'1;輔品を混ぶことが;!;いし、

わトライナーr1:t;_， t.3.-タm剖id識です. ま t:.~吋ンサーのいる
tころには、必ずドンバチが姥住します.行散を銀当する'I'JヵZハンター

をうさん<tI <思うのは当然のIIIでしょう.ですかも反目し合ヲ ζ 主品

多いL、嫌がらせをLて〈るこHMます.仕方のない二 kですが.

もちろんハンターは反社会的な不穏分子では決ιてありません.ただ絞

ら I~白 1111二位きていきた川.IJ.I.っ ている的庁、その主U且が相iJ同会長t
にあっτいないt':lIなのです.

それでは. <んな人々がハンターになるのでしょう.出身のI日からな

らー慨に答えは1I¥'It;tせん.統制約にみれば巾ー低い社会身分のmuの
者が多いようですが、スラムの貧民111身の者から、巨大企i2lの活役の御

w司まで、その出身I~様々です. ハンターになる者すべτが.そのfiW
.'J!，す大企"i)'目当てではないい、う ζ 主です.みんな、その人な0の羽直l

や信念~持つτ このf車検な隊機に手i'!I;めτ← t すo l.:t.:、いままて述

~τ きた里町11から、ハンターlこなれI!.、 rか11だしJでむ少な< H 中減

額J!lの生恰約Iilmt身分はある k凡なきれま1'.アクセスファイパ』の

j*fキI!..(士:1jíl両:e:~甚なだりでなし身分νベノνをも表すのです.

[9.1.3Jクラス別にみたハンター

ニニで11.各クラスのハンターの役仰を.tll?l二割肋・に11/.'明します.

ランドプラスヲー

依fa，のあった.~A布を送り帰りることがそのメインの仕:11"ですが、必ず
Lb似噴{きわめて41'合法}な，Z持向を迅iんでいるbりではありません.

あるシティで生雌された物~、手続きなしで別なシティに運び込む行

為11.<こでもすペて 1t輸-t見な寄れます.い〈ら、自給自足カ町I

能なメガ=シテ4でもすべての製品が‘均等にfb草されるわけではない

し、tた支配企渓IU大脱線な企業でも、生厳カ句'f!lななものは必ず符

在するわりで((:向えu.'、テキサナシテ4のコンピュータ軍司J.1の多〈は他:/lll

iliの匙のです}、あまりにもニーズの;!;い製品11.特別に綿入きれますが.

それにLてb数は制限事れていますし、似じられないl瑚鋭が借りられま

す.1i< て、性舵のよい製品が行政 bのJ!IlJIIて'j~ えない. こんな取が万

人に包められるはずがありません.ですから官愉11迫ほ行為ですが、給

機歓迎されています.飲且!tIれているので、いつしか也輸はUtもヵ'slめ
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るtこ吊 tなり、樹lIJなrで見つかっても、そうひ<<倒せられるこ t

lまあまりありません(bちろん混ぶものにもよりますがl.ヵt都市1mの
愉送にI阜、常にパンデァ トやミュータントをはじめkするII!.険がつきま

とっています.そして、こうした厄介でも£裂な仕11111すペτ、ランド

プラスターにまわって〈るのです.

つまり、食料品、ドラッグ、サイパーパーツ、メカユッ?(車体その品

の)なE、あら申る品物がそのF械はなりえます.トラフPなEの所布名

はよ 9安全なものを込にとも$-いでしょうが、パイ P集りなどは、か

きI!らな〈て金になるものを泡ぷこ上が穿いため、必然的に普通より内

パイ仕:111Jに訪を突っ込むこ tになりがちなのです.

また初市!日!の人1mの移動i組E軌道シ守打レを色~7のがfir必です玖{粍

余IU1.似lO<らい}級かに追われている tか、他のシティへの移動をお

おやりに知られた〈ない理1I担がある人なnランドプラスターの来るメ

カの貨物{失礼りとなります{相且ll~食料そのf必込みで$5 . ∞()J;λt).

他の似IHLτ11ヨンポイ{トラ、ノタの大縦車問)の餓術を依頼きれる

こtもあるし、 i也のパウンサーやハスラーなEのf:NJ'に協力するこ tも

$いでLょう.

ちらに、持~Jl，~A却を運At':i去、自分て品物をきばかな11ればならない

ζkもあるかも知れません.

f色のPラスに比ペランドプラスターIlim手な治Y齢制Ii事できます.

蛇足ながら、企業の専属で合訟が動品や采容を巡..s:才;はランドプラス

ターの1r.Jではrtl色吟!IIJt呼I!オL局総に寄れても、ます.

ネットライナー

怨:+:!Y-Jにi人仕切なのですヵ'. 1人でできそうもない犬仕:lJIには数人

で協力して取り組むニ tむあ 9ます.f:I:1I'Q'I1ジセツク=イン緒子をつ

ないで、ただ尽.. ~りしている織にJ己主るのですが.サイパースペースに
な芯をi件人事せた彼ら11.別の次元で大きな仕:111をしてかるのです.

n・?トライナーとそのff司Iにl瑚Lτ11.・サイパースペース"のセクシ

ョンで郁し〈述4 たので、ニニではJlIJの副!からみたA・ットライナーの姿

を説明したいt思います.

f(，場Iを受付て.コンピュータ併織を盗み出した~.破t毘Lf~~、逆に
データを司ごったPするのがそのメインの仕事です.しかしζれはあ〈ま

でサイバースペ四スでの臼却であり、彼がl人でも角持たしうるよ tです.

これ，t:けでは.そこらのハッカ-t弘、わ0ありまぜん.彼の}'{の能力l革、

他のクラスのハンターと組んで仕事をしたtきに朔il(されますし.また

彼ら大きな凡返りを受付畠こ tでしょう.

"サイパースペース"のセクシヨンにある tおり、すべてのれ特Eの80
%は、品、ットワークを通じて紛られることでしょう.PCがEんな行動を

するにせよ、f，'愉H:t~(;に必~不可欠な婆卦?です.ぷノトライナー11. こ

の内湘iの収集Jにl惜して11.1也の追随を許tIないでしょう.たずね人、

彼Ll.のなどの官庁担が大きなウェイトを占める仕:1111まらちみん、例えI!.

4キ位取引綿場の肱mt fi'lff!j品作を行なったら、プローカーやランドプラ

スターに大きな儲りをむたらすことでしょう.ちらに、戦測の際でi

，<.ーテ4ーがピンチに陥ったとき、彼1;1.システム ・ジャツFによ今τ.
忠わぬ逆転のチ守ンスをPCたちに与えるかも知れません.

そしてオ‘ツトライナーには、常にAHPをはじめとする敵声、T布カ可4拍tL

ます.サイパースペースで無敵~r.:る彼も.~次世界では l 人で生き τ
い〈こ U1雄い、はずです.敵津抑tから身を司るためにも、 fllbい・昧

1;がEうLても必要なのです.

4・川ライナーはイメージ77イトに附ぬれるような倒防テクニ

フクやその判制より、仕111を行なうζtによって御られる'I'llf(的怖iや

事予処のj;がはるかにlilifili>'l守Ji化、主いうこ tを恕践すべきです.11血のハン

タ-UIlむと.彼11プνイ全般にわた勺てのrl，U，1はしに<<なるかむ知



れません.それでも他のクラスのハンターたちは、彼カ略の主役である

よl:i"認めざるをえないでしょう.

パウンサー

パザンサーはキ守ラタタ-l:lτI~単独で~mrl.~プきるでしょうし、

他のEのハンター出1んでふどニかに必ず治蹴できるF肋 tあふオイ

シイクラスです.

なんい、つτも物騒な二のl世界ですから、峨BHl主梓lを持つ:tl・IH'ニへ

行。ても食ぺるじ閥りません.ですからパ0ンサーはハンターの中で弘、

も。 t もスタンダードなクラスで‘人数も~い主寄れτいます.おまり

じパウンサーI~. 仕:llli'始めるにあたって、大した元手 b必要ありませ

んなんt宮ってもその体L 待てる粉1財"ji:itJ!-需の資*ですから.

メガ2 シテ 1 1勾で'f1;'I'をきがすなら.暗殺、 m.t~~ ~~行純資 な

ど殺げたらきりがないしまた司法機関には-H}な歓の人只がいないこ

H'~いので、腕が良" t1.ltカウンターテロ削除の31Tiゃ、阪抑制~J

隊iHして)ij(われるかbしれません.

シティ外でのttlllなら軒戸同寺の傭兵ーとしτ、またコンポイのE華街なE
に履われた9す晶でしょう.安定した収入を得たいなら雌兵閉じ入るの

も手ーですし‘ベテランt もなれば、~tfJB-1ンストラクターや、五WJ兵器

i'~主{画したアーミーのヨマンダ- l:して金書世に版われるこ k もあ ~u.

I也のクラスの'"ャラク!J-l:パーティーを踊Iむなら、いつでもEこで

も頼りにきれる制'Hなるでしょう.

良いこ tず〈めのようですヵtハンターの中で、もっkむ死亡率カ咋3
いのbパウンサーであること b忘れてはならない事実τす.そしてベテ

ランt呼ばれるほEのパウンサーたちのほとんどは、 f事のEニかしらを

サイパー化しています.flH， l: 11!.ま吉「るにかかわらず、パウンサーはそ

5 

…ングガイ派

の{本~-剖iにぜよ機械化しなりれば生き奴れなやのかも知れません. そ

して、とくにJlj.c特や傭兵ifi<itを絞りていオもIt、"。日までの友と恨hね

ばならないいづfXj，兄い、っかあるでしょうし、似みもない他人を殺事

なりればならないこ主もあるでしょう.それでも.いったん引き受11た

仕めは遂行せねばなりません.できな"れt正、 f占初からパウンサーなど

選んでIl<、1Iないのです.

ハスラー

ハスラーはランドプラスター. ~・ 1アトライナー、パウンサーら. (1血の

クラスの能力すベτを{耐え持つ語;伎があ9.またすべての能力な<lτ 

はやっていりないクラスです.(/i.fI(~受付てから位取を飴めるよ り、 (:1

ヲ?でL'tll訴を見つりて〈る1iがよりハスラーらしいや0れいえます.

一般的なハスラー像はAH械がいたl:lτ むせいぜいAlf怜砂愛'llt帆

アンドロイド、そうでなりれば愛111の鋭聖者11棋とmじτいるような、ハ

ードポイ N~'~絵にf前いたようなー匹袋、そんな感じです.そしてそん

なイメージも彼らの好む(:1;11'から連怨きれたのかも知れません.

ハスラー独自の仕事のひtつは、 トνジベ・ーハンティングです.混乱

即J*で地獄の大部分の地誠仁1:人鎖が生活ι. 吾の~~活閤にはあらゆる

極鎖の食嵩:(紋鮒1物質、工業資源平製。鳥、 特にν7メタル、そのほかエ

キルギ-~諜}が量妙ぴ:清純されていたはずです.4れらの資源はいまだ

に厚む島地干二海底などに1.'1¥ま勺たままです.ζ うした限れるお安世サ

ルページして〈ることをト νジャーハントと川、ます.指針~In世胤の

泣滋の他4ニふ都戸州減収グラフプ}、保趨森林(mJ.Il割、木併なnでも

えっかります.もちろんI立険なのは白うtでもありません台三変わった

t ころでは. tFの物品集地に級品、核~II切1などらアーミ吋引き取って
〈れます.何しろ戦略兵滋の創造は粂約で然止されているので.食mな



ド缶疋毘瓦〉

遺産主考'"られτいるのです.

もうひとつの仕司Ut. パウンティハンティングです.賞金掠~Itハス

ラーだ111こ野きれた守制柑r、彼らItパンデット、テロリストをはじめ主

する賞金析を被Lτ、コンクリートジ-¥'ングルや汚染t，¥れた荒野を駆り

るのです.トνジャーハント、パウンティハントについてはカラムもあ

わせτ参P.!lLτ (1':幸弘、

ハスラーのようした生きずまは、ゴールドラッシA のq(の西部の:1;ン

マンにも似τいます.

オールマイティということは、逆に考えればf血のクラスのハンターに

比ペ、より優れた能力守待ってt‘なt、い‘うよ tになるかも知れません.

滋m貧乏い、う営業bあ静ます.しかLパーすィの中で11.ζ うした{直

利島I主m~されるに速いあ 0 ません.もちろんキャラ Pターメイクした

ばかりの半人ìiijのキ守ラクターにすペての飽カi'~求するのは献という

bのです.ハスラーをつ〈るときは、 1&の3種のハンターのEれかに近

い能力寄与えた方が年蛾舵'しよう.I1血の能力11.生き越びていれば上が

るのですから.

トレジャーハン ト・パウンティハント

① トレジャーハント

持、帰勺た紋射性物質、レア〆タル、電子パーツ、時には木材などはダ

ウンタつンにある取引所でそのと~の栂場で引草取って〈れます.ただし

保11指定を受けτいる木材、小動物は傷付が大事い代わり、当局の目 b厳

しいので平を出さない方が練費量でしょう.

③ 〈ウンティハント

ハスラーだ付はパンデツトを倒すと賞金が出ることになっています.下

つ織は由jしてむ 1人事1∞〈らいにしかなりまぜん.中級の幹鶴〈らいに

なると、 $3.0∞以止め賞金が出ます.賞金の支払いは、書シティの普理

事務所で行なわれるので、その舷拠を紀録カメラに組めて釘かなければな

りません.市販のハンデイビデオカメラは車線兵畿などに簡単に取り付け

られるようになゥています.

ブローカー

年老いたり、仕事に穫し支えるほEの主主回t または商児の元干を稼

ぎ出したなEの理血があるハンターは引退し、プロ-:IJーυ'l'1!れ晶、

I闘商人に曜燃がえします.典型炉Jなブローヵー{量iム ダウンタウン辺り

にハンター相手の滋場を綾位している、偏阻または強欲なおやじい、う

主ころでしょう.

ブローカ- ~ しての腕のぬきは、抱えτいるハンターの質t数で決っ

て〈るといわれています.また崩脇島り斌訟カ司監〈、 理i~なブローヵーに

なると、抱えているハンターをりしかりあったりして.抗(f.ゅ件にJ~鹿

することもよ〈あります.

プローヵー11i商人t君。てしま えばそれまでですが、彼らのなかにl阜

商売よりも若干のハンターたちを陰ながらパァク7ップしてやろう~ ，、

う愈畿を持っている者い、ます.ハンターは自由業で、優れた技術を持

っていますから、際人気伎な磁があるのは思鮮できるでしょう.織人11
自分の干にf去を継いでもらいたい t思うのが官通です.

しかし、もちろんハンター君主祭11.世鎖骨lではありません.命を務と

すかも知れない危険な仕lJ~に就いτ11しいと』且う親が来たしているでし

ょうか'.2世のハンターがまった〈いない t雷うわりでもないのですが

t父の形見のホパータンクで仕事をする、なんτいうキャラクターもかっ

ζ いいですね).~4'の入ったハンターでもあるプローカーにと。て、若手

いかりだしのハンターたちはまるで息子のように、または自分の若い喧i
の当誌を凡ているかのようにJ思えるのでしょう.

ですからプレイの進行持ZGMにいτ11. ブローカーはN陀~L

s 

τ存住していた方が本当は都合が良いのです.それに、 主な仕司"1マネ

ージメントであ~.あまりあちニち動主回るのも不自然です.ま串、ぞ

れはそれtして、パーティーを組んだ場合、そのなかの鍛か(晶、ットライ

ナーかハスラーあたり)が、マ品ージ守-~いう影でブローヵー約な役割

をする (f:l:lIH'待。て〈る、品物をさばけのは面白いアイデアt.:U~.い

ます.

ギルド

正式には、パウンサー管理協会とが、ハスラー管理悔会といい、告シテ

ィのあらこ色るに管理事務所があります.この組織は正式にIIIめられている

公的組織で、社会的にむカがめリます.ただしいつでもPCの味方とU限

りまぜんが.

この組織は中世田職人組合になぞらえてギル ドと呼1Iれます.ギルドは

昏ハンターから入金金を受け取り、全員1iEを漬します(アクセスファイパ

ーにIe録する).ニれによ.，ハンターは、キャラクター〆イキングのセク

ションにあるような、買物の際の割引などの特典が受付られるようになリ

ます.ただ妓念なことに、昏ギルドの流通ルートの問魁で、貨物のとき、

定価よりi高〈なる品輔らあります.それでb、ブラ γクマーケット以外で

の定価よりは絡段に安いのですが.その他ギルドは、.，ょっとした犯罪の

むみ消しゃ仕事の駒旋などむして〈れます.

PCI1全員入金しな〈てはなりません{キャラクター〆イ?の時点で入金

涜みとします).入金していない来霊緑町ハンターは身骨が保住されず、

シティ的機関で何回理由もな〈捕まったりしまT.入金した後の金量買は

微々たる bのなので、 PCは気にする必要はありまゼん.

[9.2Jマスタリングのヒント
賞1;はこれから寄っそ〈オリジナルシナリオ'の作成に叡りかかるので

しょうか.それとも付秘のシナPオをプνイするのでしょうか.いずれ

にせよ、プレイを始める前に決めな〈τはならないことカ1い〈っかあ

ります.このセクションではマスタリングにl瑚Lτのヒント L プνイ

に際して必要な段2Eなどを挙げていきます.

PCの目標と行制凶十

一般的にキャラクターの目線11rなるべく皐〈月筒都市に移住することJ

です.ぞれにはおもに2とおりの方法があります.

① 財Mを増やし、月箇の住居と市民僧を買うこと.

③ 月面都市て償ってもらえるほどまで何勺かの緩衝を磨〈こと.

冒ってみれば月面鶴市政府はー磁の大金持ろと、すぐれた筏術者にしか

市民備を与えないのです.

しかしハンターのすべてが、金のためとはいえ、こんな危険な仕事を生

寮としている駅ではないでしょう.また月面に移住て・宰るほどの大金色

どう使うかは徳的自由なのですから、 PCがそれぞれ遭う人生自信そ持ゥ

ていたほうが、よリ現実的というものです.

月面移住以外的、 PCの究極的r隼f}る目的』のー例をあげるとすれば、

現誕の社会体制的変革の操選{リベラルな革命of<>.月面都市への移住と

いう無責任な自械でな〈地琢の環境改善を僧じ.その運動に也力すること、

また強力な傭兵団を創殴L、指悔したい人などむいるかむ知れません.

段階的な目繍としてはハンターとしての院を上げたリ(クラスア yプを

当節的自織にする).一流町ハンターとして名告馳ぜる(グラン ド・マスタ

-~目指す}などが事げられ￡す.これはルールとして、 llIJo>セクシ s ン

で脱明してあります.

自繍段定11強制ではありませんが、目標があればPCの普段的行動指針

む;決まって来るでしぶうし、目僚がないとプレイの面白味も半減してしま



います.GMはなるべく目舗のIi:定をプレイヤーに勧めて〈ださい.

[9.2.1) PCの活動舞台

メタルヘッド ・ワ-JVドの主な印1!tI1!a央指市t荒!fの2つに分りら

れ孟す.この2つはあまりにかり総れた印税だと感じるでしょうし、場

所によって行動を大き〈市桜:)~れるキ令ラタターい、るかも知れません.

キャンペーンゲームを行なうつもりなら、パーテ4ーを組ませたJ二で、
ニの広大なワ-/~ ドのすペτを使う4きですが.単発シナリオなら.GM

はプνイャ-t惚阜のよで、 b L ( 1まプレイヤーが逝んだキaャラタター

クラスにあわせて、部司it筑野のどちらかを主な活封勝台にjjt，1!べきで

す. なぜ'なら、例えIt~ぜこましいシティ内ではランドプラスターItlll

を白山に走らせたり、大型火怨を按ちま〈畠わりにはいきません.閉じ

ようにコンピ"，-1<ーがない荒野では、 4・ットライナーはサイパースペ

ースに侵入できません.むちろんシティ内に11ハイウェイがあるし、荒

ffでは働経無線伽rを使えば、彼ら同級はできるでしょうが‘その

能力をーlサに~榔するのは締い、かも知れませんし、また不本:l!かも知

れません.シティ内でのシナリオでふ内容がサイパースペース綬入か

それuシティ ・パト沖合fメインなのかによって活舗できるキ守ラクタ

ーが違います.

kりあえずは、これきえtJとめてしまえばオリジナWシナリオをプνイ

するにせよ、付械のシナリオをプνイするにせよ|問題はないUlいます.

たどし、 i'i:方のシナリオに、~1%3都市それぞれの独特の風土、街並‘

政策や方針なEがか噛'0ったり、寂滅されτいるなら、 PCの(キ守ラク

ターデータ以外の}政定を決めな〈てはならないかも知れまぜん.t (に

PC(たち)がrこに柿bの拠点を加、τいるのか、今回のシナPオIt!:こ

のシティからスタートす晶のかなどを決定しτ封〈べきでしょう.

[9.2.2]シナリオの導入錫

特にオリジナルシナリオá'プレイする際、 GMI1~車入部でE う PC\'l量
得するか磁を愉ませるかも知れません.理事入部の191として以下のや0方
が常げられるでしょう.

① NPCある，'ltPOのプロ-tJーなEを通じて正式l:仕:ll~を依願する.

② 1:1:'1"" iたは仕事をしていないときに何らかの事件に巻き込まれ

る.

③ プロ-tJ-á'i画さず、制~<li民主が俊弘似:I\\'依頼、もし〈は

強制する.

@儲11訴の情報を流し、 PCがそれに飛びつ〈のをi事つ.

[9.2.3]シナリオのヒントと展関

おもにl匹予Eシナリ方¥'1'判直するtきのヒント t展l陣1をキセラ?fJーク

ラスご tcこ!~げτおきます.

ランドプラスヲー

涜野において、桁聖誕ぷ邪践をするミ :o.-fJン上軍事おう tするパン

デァト tのチェ4スがメインとなるでしょう.また.込Iんでいる締がと

〈に非合誌なJJA部(木弘耳、小重!胸、企業の機面的こ附bる製品.新兵也、

m~な人物な !:l なら、をれを取り締まる司法当局 b相手にしなりればな

りません.

Tf哉のセタシ留ンにあった、パト庁ラリー、ブラフダィゲーム‘'"ー

ターホッケーなど仁出場する();!にはまって無理やりtか}というシナリ

オら郁白いでしょう.

ネットライナー

PCがえいノトライナーJ、スラーだりなら相通湖時台がサイパースペース

7 

ル何イY無

だりでもシナ P オ 11つ〈れます.ただシナリオのi軍みをU~~ したいふもtう

なら、そこがGMの腕の比せEζみでしょう.依頼主がなぜ仕事を依似し

て〈るのか? 告の辺ーから4メージを膨らませる.:tです.簡単なflil

a'挙げる tすれば、1i::梁の1つがmfT相手を:llLlb: (ために仕llla'll<f'到
して〈晶、なれまご〈典型的なパターンです.目線のデータを持ち州}り、

11勺tするのもJIiのHII.I'(唱すかにJilわれた暗殺者がPCを殺しにゃうて〈

ι……そんなクライマックスもまた一興でしょう.

f血に11.ジセクタ=イン中に偶然、干にャれた極秘データをめ「って

lllj'怜寝耳こる t か、アクセ刈'にU~会勺た、命á'lllわれわ、る令1lH'llIJ 

付に行〈などの心めたたまる(? )ストーリーむ考えられます.

パウンサ四

峨胤殴ですから.シナリオのアイディアむよょで述ペるまでbなし

た(~んll\τ 〈る t思います.

RPGI1本来ストーリーを柴Lむゲームですが.メタルへyド・ワール

ドにIt.多彩な戦凶作ール ・オプシaン、メカニユツ夕、武器が則意書れ

ていますから、戦闘を割程L{J'tいう要量;むシステムに多く含まれていま

す.特にパウンサーは峨別役能も ~1:\'に持勺ていますから、ただ司書ちま

〈晶、斬りま〈るどりでな〈、映価の主人公のように苛むな〈敵を倒し

たり、 トラ フプを破ったり、iiJla'11直ったプレイを梨しんではい・もので

す.

，、主ラー

二れまで'Ml且した{也のハンFーの仕11'bこなせtすカ仁ハスラーだり

のtl:llltなるしト νジ守ーハント、パウンティハントを行なうという

のカ犠作りの柱tなります(ワールドマップなEを挙考にして(f':~ ，'). 

ミュータントの燃となった地下のミサイル器地や、ゴーストタウンのパ

ンデットのアジトに集。込む.なEの1kは盛り土.がるζ Ui'lIl合いです.



陪 配信頑〉

ただし‘長距umシティを自量れて、過ð~な口険をするので、寸サに武援し

たメカは当伶a，裂ですしあS組I.s:の人数い、ないと、 ζういったシナ

~ :.すをプνイするのは賎しいかbしれません.

(9.2.4]どの〈らいの報酬を与えたら良いの世

2時 併J)m.月面に移住するためには制止l千万ドノ叫裂と震われτ
おり、その資産.の少な<tも20%1:1..月前に進出した大企濃の綜券でな

〈てはならないときを1ています.

ただし、ニれはやっt暮らしていけるだけの資金で、月面τヲ艇に暮ら
すには111¥ドル以上必要と宮われています.

つまり.PCは少な(~ b800万 ドルの現金~2OO:n I-'，v分の株券を手に

入れなりればならないのです.株券l草書蹄百よ 9はるかにおい価他がある

主考えら札 lk~1の:l<1J.いの際、梯坊が依われるllHbl (あります.が、

PCにとっては手に入れに〈い物です.

tよろで.PCにI回当り Eの位の智織を与えたら良←のでしょうれ

Iドノν(=1ワ-，vドダラー)1:1..現悲の日本内にして100円〈らいのf画雌

なので‘並の仕:lr>なら5千ドルから3万ドルの事湖、一生にー伎の犬仕

事なら50'万から100'万ドル〈らいの報鍵綴が適当でしょう.

なさえ PCのif.段の生活切については定戦入がないよ、1胞の仕事の報

酬が大れ、のであまり考えな〈て総WIです.

杏らに税金ゃ斜線以外で品、一割lのiflililiなドラッグ、 νアメタル、金

涜.電子パーツヵfJtt'J1に使われます.取引の相手によっτ1:1..こうした

物品の方が~ばれる場合もあります.また、 これらの価値は取引相場次

第でよ下します.価値が上下する原因kιては、興常室協t、紛((.による

各種速愉航路の封鎖平、企剰iIl(=シティ間}の経済戦q.なEが司書げられ

ます.

また‘オンライン社会以前の官貨1:1.ダウンタワンでしか』画期L.tせん

カt小口の取引ではいまだに多〈鋭mされています.

(9.2.5] ~ウンと森純の政定

タウンU:I.メガ=シティ以外の小都市{村から}全般のこ tです.

タウンについては、 f血のセクシ曾ンでも、あまりt干し〈述ペられてい

ません念tおもに3つの形態があります.

①!日世紀刷、都市の生き残り:IH んどの人11却はメガ=シティに移住

しτし£ったが、頑聞に筏っている人々もいる.授らな〈 τはならない

なんらかの理且1があるのかも知れない.たいていは貧しいが自給自足の

生活をしており、よそ翁を鎗う飾品iがある.

(t/j;山 ・3匹E附力要所の守備のための町 :敵対メガ=シティ.テロ Fス

ト、パンデットなどへの濠制のためつ〈られた.メガ=シティからiffo!l
きれたJ姉筒、守餓暁とその家肢で織的れている.ハンタ-1こ1:1.冷t:
L、.
@;宗教的理由 ・パンデットの巣節新興宗教のコミューン、パンデッ

ト、テロリスト、ゲリラのなどのアジト.このタウンに近よるこU:I.死

を甥駐する.

タウンはワールドマップにむ償法It.示寄れていまぜん.実際、 OO)lI
Pン以外の情報はメガ=シティではほとんど仕入れることはできまぜん.

シティ千子耳(J(.fをはじめ、 IHんどの人1:1.二れらのタウンのこtはまった

〈気にかtIτいないからです. ~ (に①Iまいわゆるfロスト・fJ'J;;Jて〈

3種の中で1:1.曹lJ合でいえばー得、散が多けまずですが、住民ヵr隠れるよ

うに住んでわるζ主が$いので処凡しに〈いのです.それから、タワン

1:1.タウンでも人聞ではないもの{ミ A ータント}が住んでいる場合もあり

ま寸.

g 

タウンについては、 GMがプνイのよで£裂と忠勺た主語、その依:l1、

脱段、その他を好きなように綾定Lτ〈ださい.ただし、 Iつだけ忘れ

てはならないζU阜、荒野で入HIJが弘前してい〈には、普通、シェルタ

ーなEのNBαb街際協が必演だい、うこ tです.

たとえば、荒野でパンデットに終われτメカが大破したとき、ょうし

たタワンを発見できれば巡知しないですむかも知れません.もちろんシ

ナリオの;i.タに使うこ kもできます.ハスラーが乗りこまんtするパン

ダクトのアジト、 νアメタルが也事忘れられたliV"iiの町、邪神を41iめる

好気の町、環境汚染が回復してお0 そのうえをF氏会tlヵ句~il.'虫性いづ

1i!oのような町(! )なE、タワン~lつ訟定するだりでシナリオが1本で

きるで。しよう.

仕:11'~して珂111'築地の1l'Jンに物資を進ぷキャラパンに加わるい、う
シナリオむ揃白いでしょう.

また、タウンt同じように、森林もGMが好きな場所に好きな腿絞{あ

まり大きすぎτ1まいりませんかりに役立Eして、シナy;舎に使って〈だ幸い.

今や人鮒喝の必叫な勺た紛4の附Hf.ylこその位訟)1ιメガ=シテ

ィ内で1:1.完全に後輩i扱いtなっτおり、PCI:I.簡単にはお林に行〈事はで

きません.もし;巡よ〈、位訟がわかったと しても、そこは強力な自動メ

カによっτ司2られています.

(9.2.6] GMへの注窓

このゲーム1:1.他のRPGに.Itペ様々 な能力、特に戦品別制号制人の戦力援

が大き〈なりがちです.

1M闘としては

a サイバー化なEによる能力他7フプが容易なよし

b: 使用できる武t1~ メ点が強力である ζ し

なEがあげられます.特に武総の火力1:1.火事Eな畿がつ〈ので、GMltパラ

ンスに気をつりて(t.:~い.

~1:t.PCに紛ける辿中を強( L過ぎないこしそれヵ・らPCも会事え

あれば、あっ t いう聞にバワーアジアできますから、あるむ~.!::プレイを

こなしたら‘今度1:1..院が弱〈なり過ぎないように祖ミなして〈だきい.

戦IIBルールでSUV制をIrI!っていれば‘ PCI:t.よ〈也教はするらのの、あ
つれ‘うJr.Hこ死亡するニ とはそう多〈ないはずです.



[9.3J買物，修理，改造について
①すべてのアイテム11プラックマーケァトでの棋倒画絡です.{，画俗11

物資の脳陣のJ~.合いでかなり変動するため(符にドラッグ、サイバーパー

ツなれGMは慣れてきたら、そうした弘樹Jした価絡もゲームに取り入れ

てU.!飢、(だいたt¥Zi価の0.5-3伽 T適当でしょう).

②す4τの7-1テムの下取り115曹l'が目安です.特に食自在な物品11ζ

の限りではあ静ません.

③ PCが平に入れた材券、電子バーク、サイバーパーツ.ドラフグなど

をrdりたいt宮ったときは‘ J:!eの取をiiJIに入れτ換金して U.!きい.

4寺川事券は変劃Jが他より大量t、(0.2-101膏〈らいまで}ので財テクを勧め

るの U~いかも知れません.

<iD MAOの，パ<-ツのE取1酔I{.体事への取り引H宇付't制fれ仰lリF、サイや，パぜ(-

り付tリ1手術なilは孟それぞれa毛e一tタ段一シgツプ、ポヂィ クリニアクで行な

bれるか、適当な股附のある3品R肘'、 PCの乎によ。てそれぞれ〈メカニ

ツタ入 〈磁術〉をRlいて{心低30".-6必要Dスキルロール(SR2)で行なって

< t:~ い.

モーターショップ.ボディタVユック?:利JIlする tきはそれなりの手

数料を支払わなりればな静ません.目安と Lてパーツの附%IH'が適当

でしょう.

なお、袋内I~臣仁ついτ、例え 11:"バイクから滋叩Iドに付It換えるこ tl1

1f.織で考えて無理置がありますが、 Eうしてもしたりれば〈諸狩S工学〉を師i

， "器時喪投開のあるところで行なって〈だきい.

⑤ HP3以上の兵滋および，HPbfQになっτいないメカは11修駒市『

舵τす.緊急時11各般メカニタススキwでHP?:1 06、MVゃREFli1 

段餅ま Lな所までl司従事ぜる司ーができますかえ完全に修理するにはそ-

Fーシaフプ(サイパ-，<ーツはポデイタリユフク)に持ち込tねばなー

まぜん.総Hp.の平づ上までのダメージはそのメカ、兵器のi耐告の5の4の~

111，それ以上11筑間唱の質問が会噛・0ます.修砲にかかる時flllはものにも

よりますが;I~大 i迦lilf (らいです.

[9.4J犯罪とモラル
既にご有・じのようにニのワーJげでは3酬の~M"'1日常茶紛れ(今1'1の

アメリカの都市よ 9$ぃ)です.窃畿、強造、 i括宿、紋入、 E先鋭、そして、

ハッキング0・e・e・-主t金不安l阜市まっています玖ー般市民の4ω1Iに対す

るそラノ吋勾!l;!ttに比ペτ低い主いうわItでなしつまり恒Iの理由もな〈

隣人が縫いかかって〈るζ主はないので安心して〈ださい.耐11li11こl対L

ては粧代t少し遠いtす.

民がゲームの中てプやむを得ず法に触れることをするよ tもあるでしょ

う.シテ4の外はf無法地帯ねなので.そこでのPCの行動11GMの良鉱の

範副をζえていなりれば円k相IJを下す必要はありませんカtメガ・シテ

4内で進法行為を して.それがポHスなEに見つかったのなら、rr.1せら

れるかも知れまぜん.

ml~調11こl瑚Lτ11殺事lが行なわれるので、必ずしも巡の t おりにはな

らず.松枕が良りれば無~Pt いうよ t む考えられます.

[9.4.IJ犯"の穫類

経犯o. 交通迅反からちょっ tした窃盗.スリ、怪我の少ない恭111品1堅
{主にケンカ}なEが入ります.ハッキングもデータバンクの入口に絞入

しただりなら.覇王4ωHτ1高みます.また主青山!品の唾織が手宣伝し，~J.I合で

も、よ11<宜大な物てないかぎり ζこに入ります.

中犯獄 社倒型地位のあるλでな弘、か!f昔、この程度までの犯卵の刑罰1

?:受付τも例主カ唱t会4知曲できます.信必i，IlIiIf，慈賞でな色¥ または

故意でない投入、そして、大方のハァキンク可ωI!，lT(*な彼愉犯調iなE
が入ります. 級人に側してはよ llï過剰でなりれば'jf当防「骨}の!È~~で時

s 

…ーア眠
(lUにする二 tができるから知れません. 

. 犯揖 ・3E入の猟嘗、防戦、理iftな殺人、政治犯(テロリストなn.重

大なハッキング可ωド{錦司ìllI!fl~を停止きせるなど}、木拠品 ・ 3リ肋な Eの

曹:猟Jtを含む自然破域Fω止スパイ行為などのIU妙、唱団のZωFです.こ 3
Lたmlω自者。は事~1~修正JliJ(i先脳)か、シティからの進Jl<ffqのE ちらかの

逃択を迫られまれ死刑カ切む上書れてからしばら<11青盛期懲役刑カ悩別

だったのですが.服役者を以絡する刑務所の耳、足L iんiA増える砥

4印F者に対応できな〈なり、今の形になったのです.t追ってよの時代の

跡的所tいえば赦おでt.1例ーの服役をする、 O"l色調附fJリ 州I'(主よろ

主な勺ています.

鮒申修i酬はちょ っ ~ U~糊.bfií'fM.!後、ilUl1~~れるものなので

すが.何かのはずみτ帯び(111を犯すケースが$-ぃ t震われています.

進ff.uf11は進政された後、シティに入ろう主すると射殺されるζ とにな

。て←ます. ζの刑がパンデットの火事な~幻d民間にな今ているよとは

， 'うまでbあ9ません.

殺人に倒してiι シティr:n、またはシティ内α在郷目lの軒怜で起こる

ものはもちろん、なんらかのtiCq，で‘廠われたパウンサー閃士がシテ4
1判て~うことも多いでL ょう.こうした松況での犯罪11(もちろん!lUIll:~J 

われますが)，極主カ句'1.似星稜をして〈れ畠のでたいτいもみi白書れるも

のです.余。気にする必婆はないでしょう.

lIIJ間安

穏犯罪

S 10.白河以下回罰金、または6ヵ月以下のm役.

'*'犯罪

S 10.0∞以ょの銅金、または3'1'-以ょのi書役.

貨犯持

緒神修正fN.むし〈は、適法JI1I.



~蕊京語D

[9.4.2]メガ=シティの保安

メ:ll=シティJAlでのsω11の苦悩:帯主主W.数は然泣湖lelptJ4まごう 111;'の
ものです玖シティの余域τ平路が，)1こ4ω11カ望書ζ。τいるわりではあ。

ません。

どニのメガ=シティもそのr.liili情造は似たようなもので、者siIi蛾1M'
躯のあ品中央プロァクを阻むように/~目、工策mな Eの区i!!fl州地L.
さらにt妙純情をダウンタウンや、姉民キAヤンプカ惚り1$ぃτいます.そ

しτfωI!の発生島中継から述ざかるIH'$<なるのです.

たtぇ維であろう L あま争にも広大なメカ(=シティのセキエ1.9 tィ

のす4 てを完全に符捜してい〈こ tは'1'凍上不可能です.特にシティの

f砂州lのラインIHてつもい、J~~ にな 0 ますから、まった〈野政しの

状態HJっτも過言ではありません.指名手配rlJのテロリストはもちろ

ん、泡政府jを受付t~lMI!]II入(=パンデァト)な Eはシティに11弘、ると射

殺害れるよ tになっτいますが、よ IUチd却でないかぎり、ダウンタウ

ンまγなら白山に11\入りできるのカ句胡~-('す. これに比べ中央プロッ
クI111Uê必Sな犯現1対策がな~れています.

一般に七キュリティ ・システムの内訳にl.t.ポリスロポγトの活!J則的

な巡回、プロッ久セタシ窃ンごtの検J:lJなEがあり.11帥喝よってか

ら{テロ、暴動なれI.tSWAT、RP(ラ1;守γトポリス :lRfJf~，のような

むの}なEが迅速に対応します.セキュVテ4についてはワールドガイド、

シテ4マップの1H参列Lて、あわせて参考tして〈どちt、
[9.5Jランク
ランクア γプI1PCの繰らの当而の日燃として，{i:(j・します.ランタ11ハ

ンタ-tしての腕の良きを-nであらわすものですから、ランクが上が

れt{J:b'るほど. ftifl[きれる1:tl]，の内容もよ 9 闘艇を鋭め.そのf~b ~ 

~'大な髄測も*"J来事れるようじな 0 ます. また、依側主の泌切。も少な

〈なり、 m絡む集めやす〈主:るはずです.211Jiランクのハンターはそれな

りのI:lmlH身につりτいるし、何より、腕のtドリ、ンFーを敏にまわ

すのは191らかに厄介だからです.

GMは.制作りで必'l'Aであれば.条件を満たLていな〈てもPCをラン

クアップ~せてかれ、ませんし、ハンターにランクなE必裂ない t思っ

たなら.このJI/- /l'を採/llしな〈て bかまいません.

[9.5.1]ユエオンについτ
ランクの解脱の前1:、まずユニオンtいう組織のこ tを説明Lな11れ

ばな0ません.

ユニオン1;1.一宮で窓 うなら、者11¥'ドの上位制御です.ギルドは，、ンタ

ーの各駅樋ごtにあり、ハンターたちに様々 な巴!J!を与えτ〈れるわり

です玖ユニ;tンはお二作ギルドへの!!l助を白的tLt~剥臓です. 1111，主

人W1引退した術名なハンターたちであ~. 111:緋中に支部があります.

たt!L、本開11主役定きれていません.~t司り換量tこ 11ユニオンはたt!l ヵ

所、ロサンジェルスの到!4ω叩の旧ラスベガスiIiにあるだりです.営利間

体ではありません民怖成している人uがb人物lか・9なので、ギJνド以

tに社創内に総められており、また、一般に知られていな札、技術や、過

去に忘れ去られた事怖と抜梓伶勝駁している tも宮われでいます.

ただし知名度自体はあまり苅〈ありません.ー般の人々は知らない

人の1iが多いのです.

メカツティ内にそのI~IÇ務所な Eがまった〈ないこと、ハンターやギ沖

ドのパックアッフサJ付を行なっτいるからでしょう.

~τ、ハンターである PCたちにユニオンは例をして〈れるかk い主主、

ー各大きな色の11.(1:郁の鈴艇でしょう.

もちみん、ブローカーが:!Ill血で仕事を待。て米るかまた11.ギルドか

らの章継い・うのから、ンターが仕ll'を受ける tきの定石ですが、その中

唱。

のjii則合・1;1.ユニオンから米た仕:'1>'でしょう仏大口の仕11'.f:列ぇI!i紛争

の錨財矧L大柏巡到のエスロートなE正体のはっきり Lれ‘る(口止め

料なしのHのはたいていユユオンがfl<.fil...受11.:~~~Lているものです.

また、小1)の1:t:司訂正ラスベ3ゲスの人2Wir-理!コンピュ-fl{インフォユ

ット〉が適当と思われるハンターをi輩出し、 i@!<あるいは、プローカー

経由でf立願してきます.

この t きの選出の I~安t して、またより優秀なハン夕日の育成を目的

tして、ユニオンでは、ハンターのランク分11を行なっτいます.

ランF介。1ft.本人の盟むとgu.:;る主 にかかわらず行なわれますが、

ぞれによっτペナルティを受付るζ とはまった〈ありまぜん{もちろん上

位ランFの者が下位ランクの名・に命令するこkなEむできませんuた

それぞれのランクに対応して様々な特典的Hなきれています.

[9.5.2]ラン?アップの条件

ランクにはAからEまで5段階あり、PCI;I.ラン?Eからスター トします.

よりょのランクにはそれぞれの粂件を満たすζとで上がれますが、-m;

に2ランク7ッナずることはできません目的HJ1iJのrf:tllらをしなりれば

なりtぜんl.PCには条件を泌たしたtきのプレイのItl10主にユニオンか

ら、泌遣が<oこtになります.特典のすべてはユニユオンの施設のある

ラスベyゲスで受11取るこ tじな0ます(GMltここでシナ世オを I本つ〈

るζ とができますl.もちみんそのuのHP従班l;l無料です.この率制典1;1.

蜘 11'('はありません.

ランクDの条件

ランドプラスター(LBl: 地上勝全般スキI~. または2ンパットシエW鍛

iトスキ仰がl悦目指を超えているニし

ヰフトライナー(NL):エνクトロニタス、ソフトプログラム.イメージ

ファイトのEれかが版協をおえているζ し

パヲンサー(B)ノ、スラー(H):公m~昆アクセスを除〈スキwのどれか

が刷協を趨ぇτいること.

特典

①ユニオン問削tセンターでの、エキスパートによる技柿1レクチャー(7日

11日l: l'1''(!のス !('/~?'Iνープから朱取1ft.(/)スキ川:限り 3紙、羽%ずつ取

得できる(能力修正l.t$~).

LB : テクニカバヘナピゲ'- ~. ?ェポンの3グループから.

NL: ランゲージ、サイエンス ・ メヂイカル.エージェントの3グI~

プから.

B ミリ flY一、ウェポン、ファイトの3グループから.

H : ralh選択

øu苦悩J身づ~_tfl
PCのEDUが9以干fごったなら2ポイン トム外させる.

ランクCの条件

会クラス共通 :能力li"のどれかがISTJ.l・であるこ t.サイパーによるら

のでも百r.
LB. H :公JIJ!5.アク七ス企除<JJl(ilJ.スキルのうち61%以上のらのがLO
f，j):J.上あるこし

NL.s ・公朋2tアク七スを除〈取得スキルのうち61%• .uのものが"

~砂1上あるニ t .

特典

(i)J\~g" 人1m ドフクでの桂綴

ドラ ッグの乱JNによ勺て上.~I，・ Lt~パーサーク縦i'~とにも Eす、 その

f血の肉付九都神の措~t!.~があれば完全に11.1<<すん

②Pα1>n物



キャラクターによっては、今:I:-(2t古悩絡でしか只えなかったもの1;1.

1"-<て定f"でnえるようになる.nえないむの、または抑JiJlだったもの

はそのまま.

③プレゼント

恋撃事木製グリップの;j.ーム入りコンパットナイ 7.およびムニオンシ

ンポルマーク人M ス声ム;/lン.. 45Calカート νスカスタム蹄灘修正の

み 0 ・ -20 ・ -30~すん

ランクBの条件

全クラス共泌:アクセスをのれ、てl飢協を越えるスキルが6積五U:あ畠

こと.

LB :ナピゲー トグノレープのスキルをすペてJl~i砕しτいる ζ と

NL :サイエンス ・ メダイカル4.1~はエージェントグループのスキルを

すべて1阿i)しているよと.

B :ミリタリー.ワェポン、ファイトグJレープのうち2つのグループ

のスキルをすべて取得しているこ k

Ii : 1:'れかiグ)1/-プのスキルをすべて取得しτいるニ t

特典

①ユニオン糊1u'Ji'(のエキスパートによるハードト νーニング(1511!lIJ) 
取得しτいるスキルのうち.1:'れでも 1つを似協にする(能力雌修i自主

みl.
②4ンストラクターの野陥

ユ.=.;tン銅線J時や、各地のCOAの例制耳昨で4ンストラクター{教1引を

するi'e締法的融加をi!}o.fif.険むな〈元手い、らな叶i:ll庁、世糊1;1.1 

I1 S I.∞0-3.1ゆOI'ø~
③作種アイテムの埠¥J!JI目1貸与

下ZEのうちから lつだり.I堤に符っτいる bのばかりなら貸してむら

…ングガイホ
えなt、無制限なので、 bらうのと閉じこ tだが、耳切引ニな勺fよから t

い勺てE匂~Iはできなt、紛失、政峨はしかたないカt 不要の t きはユニ

オンに返却する.また!格段能。ていないのなら、 これも返却を~求t>れ

る.

LB 地ホパータンク (8万ドル相当}または抽IV(，，，カン(4万ドル相

当)

NL アラクヰMk1(5万ドル相当}またはウイルスYアトパンパイヤ

(1071ドル相当)

B フルポーグ・パイバーへの肺移隙(11万ドル相当}またはνーザー

プレード(5万ドル相当)

H :上況のうちからEれかiつ

ランク向丹条件

全グラス共通 DEX. SYM‘WIしのrれかがl宮であるζ と.

取得しているスキルのうち筑焔%を越えるものが2っιU二あるよ t

そして.品二オンの'俗資(GMの却凶tl
特典

<Dt絵が}身分の上.11
PCO>EOUが151品下だったなら 103分上州事せる.

②全世界のメガ=シティのフリーパスポート

あら'9>，.会共施品機l喝を無斜でf酬で語、よliI:'の取がい、かぎり.

検1:11-で停められた札 flfPii'湖べられたりすることはない.

③グランドマスターのIli

五~世エングレープt彫刻}入りの単分子ナイ 7、およびプラチナの台践

にダイヤモンドのち引Zめられたジ守ツク=イン/サイバーリンP縫子×

III分干ナイ 7の刃に彫刻をいれるこ主は縫い4支持fτ廃物を遺品こ t

はできない.おそら〈ユニ;tンの制限ιτいる技術を駆使した bのだろ

う.この2つI主的27iのハンターであるこ tを紙明1...これを所持するも

のを・グラン ド・マスター..tャう.

[9.6J選択ルール
よれまでにも随向fで、:m水Jν一川こH1'iIi1..τ選択ルールを説l別してき

ました(射事のオ- ~. パースト射恕など}が.プν4の1昌悦上、手順が

訊ifl'1なルー仲だなし GMが感じたら.自111に変li!してb結備です.ただ

し.'ぜランスi'イウ〉に考ぇτ(1':号、、.

骨骨

このセタシ目ンでは、線々なアわ吋ス自民Jな/'V-Jνの~官l!について:JL

5叫します.

[9.6.1) AR、SRの綴り合、、

PCの行動1;1..プνイヤーまたはGMがロールするこ t1プ、成否は決定

t>れますが‘ NPCなnサイコロを晶iりあうニ tもできます.例えば7

ームνスリングをする tしま ιょう.STR雌1;1.)入がlιもう 1人は12

Kします.4れで両者がARを19なも¥よりLド4弘駐を出した方が勝つ、

ニうすればより迫力が地すでしょ会.同じように誘惑スキノνをf!l!って2

人のプνイボーイがi人の英女をおとそう Ullっτいる場合に b!!I!えま

すt.l.

[9.6.2) SRおよひ車鰻勝寺の命中について

1 :!，叫え1.(2'1'1抑制限似をしている助治.2す~.tもカ精妙描スキルが低いと

きIJ..命中しに<<、またダメージ ~I品に< <なります.ζ うした~KrJt

はイライラする1':11でクVティカノν闘が出るのを待つしかな〈なります.

こんな'.N1.戦闘しτいる両者およびGMヵ市司なすればおZh、の命中串を



時 配路面 ・

同じだけ噌やすことがγきます(例えば+50%ずつ加えよう kかl，"均を

切らせて"tH旨断つい、うことですね.

2・今度は閉じ<21廿がサイノeースペース内τ'lIIl勺τいるlLましょう.

1人はイメージファイトスキル180".16‘もう l 人'~70% 上 L~ す.こうい

うとき版協の人It自ら、 SR鰍易皮を上げるこ kで相手を不利にするζ

tができます.今度は逆によりおい技術kかW仰に極点をお〈 ζtで相

手より優位に立とうとするわけです.例えば、 S~と定宿すれば慌時括主

35%の似合いになるわ"です.こうすれば、より安全に相手を倒すこ主

ができます.

ニのルール11l目手より成功%かり~.'illtl.1ιif~でも(た t え白身のス "，"JV

が筑%でbl訳みることができます.特に荒野なEτ強烈なI躍をもっミュ

ータント相手のときなEに有効でしょう.

この2つの選択1'.1-1νIJ.I隙JolBC.!J'トの向泊町でもf止ってみて〈だきも》

[9.6.3] HP制について

PCにはSUv.、 HP2種のパラメーターヵrt，9:定しτあるので、 SUV$'1

の心理チェックカ明1倒t!lか、いまひtつピンtニない場合は、 GM、プ

レイヤー問怨の上でHP制を使。τプνイして〈ださい.

PCの基本HPI孟2D6+STR修正敏です.ただし:仏紙咽!lH3lL、
上阪雌はありません.

磁世Fの~Ijll正メカと 1白lじように戦制チ吋ートの対糊摘を見て決定しま

す.ただし、心理チェッタがない代わり、死の危険は大き〈なる LIl.¥い

ます.特にI>>m，骨i卓会身にダメージを与えるので、あつい、うflUにHPが

な〈なります.

負傷，ν--)V補足ス応忽手当〉に成功すれI!106ポイントの応急処訟がr
きtす.

12  

[9.6.4]スキルの代用

プν4中にSR脅しなりitll!'ならない局面iがありますが、 PCのIIH必

擦なスキJν~符っていなかった場合でιARなEでSうる初豆、 It用でき

毛こ tがないでしょうカ」例えば、道に迷ったt暑、 It本当なら〈土地カ

ン〉でSRをLなりればなりませんカtないl~ltPER~知党カから結治を

理事()、EDU(今までの総験から紡畠を君事()な山'Itmできるでしょう.

ただL、その結:111:1:<土地j)ン〉を使ったtきより良いものではあ9ませ

んカら

[9.6.5]借金

PCが何らかの理由でEうしても金仁闘るζ 主もあります.

特にランドプラスターなI:'It，布り企Itf:いて}lったメカを破壊事it，

しかも新たなメj)を買う金がないtいうこ tらあるでしょう.

こんな主主、GMltPCの111'金を総めるこ主ができます.金融会祉、NPC，

仲間のPCから金を借りるわけです.巡涜期限、利息なEは、協議のよで、

決めて〈ださい.

[9ιι]クラスごとのアイテム蛾入への瞥告

ハンターたちはギルドをi凪Lτ‘通常でIt入手しに〈も¥または通常

より安価に特定のアイテムを脇入するζtができます.

しかしこれを刺附して、ほかのクラスの山ンターに紙んでアイテム

守口ってきてもらうこ u草原則tしてできません.

例えば.ネットライナーがランドプラスターの友人をi且じτメカを安

〈目指入するとか、ハスラーがパウンサーを通じて銃掠守安〈入手する、

なEの行1.>です.

シナ世オの進行上、 Eうしても必.}l!な場合に限って，GMはそれを許

可Lてかまいませんヵtふつうは他人を通ιτ入手'.Lに<， ‘アイテムを

手に入れるのはタブーです.

ハンターが平にすることのでき SアイテムのIHんEは.それぞれの

めげがその抑'1Znのた時に朗幹合しれ・るものであって、号制いンタ

ーのプロ tい主JIl!I.立を擁立書ぜている}l!紫のひとつであるこu.忘れな

いように ιて{t:~，、



パックグラウンドについτ11背栄のページである程J_e:述べられτいま

すので、ここでIUH納可なデータを取り扱うこ主にします.

[10.lJシティ(メガ=シティ)
PCの凶官Aずる舞台11北米大肢の旧アメ 9;命令衆筒領内です.北米で'9;

き伐っているのは東西海11!メガロポPスtメキシコ湾をi11むヒュースト

ン、ニユューォ Vンズ(11ii陣J;!メガロポリス}の3シティだりです.

でl阜、この3シティを~(.a見するニ t 仁しましょう.なお.通貨単位は

どのシティにおいτむアメリカ・ド庁(USSI=WS1)が1!1!J1l~れてい

ます.また.7ーミーは各郷市にひとつずつしか紹介されτいまぜんカt

都本的に支配令盟院は謹ζそあi1.，必ずアーミーをひtつ所布している b

のt貴郁nて〈だ色色、

[10，1.1)サン=アンジエルス・シティ

サン=7ンジ11νス・シティ 111日サンフランシスコ市から、ロサンジ

エノνスïIiにまでに返る~tif:大尉k大のメガ=シティです.各都心部を包
むようにスラム衡がドーナツ状に広がっτいます.

4 
いうl品t肝符ie4探証をt勺てれtい、ますれ.そのため臥、 テキサナ ・シティ tはあまり

仲がlHありま-tth..
まに I軒下llCl草はそれに反対する:IJリプ銘聞のゲリラ、テロリストた

ち主の抗(1.の版図にらなっτいます.

宇宙'"'~H行なっていますが、カーマイクル . ，<イォテックのち与力が

強いため.パ-1*技術を駆使した地味宇陀邸前崎のガカ咋醸し進められてい

ます.

サン=アンジェルスはtfから治安が'1¥ぃtニみです.そのため、かつ

てよりこの地区に抱当匝するエア・ポFス、 SWAT.の活怖はおえるこ kが

ありまぜん.

自然環境はきわめて慈し強般ili!:綿n直織が交互にやってきます{ただ

し、京場長11J~r:1Iをi盈じて滋吸です).このため住民11天保予報に耳を傾付、

外出時には料株ファイパー刊紙H;>"ルターマスクを必ず持ち歩いてい

ます.

ょうした自然環境ですから.主u却に色工夫がされています.kl!:物の袋

I臼にはカーマイクル・パイオテックの9;1:ぬE対が鋭Jfj事れτいます.よ

れl1!il虫の画面の織な:It~.tr'. 建物か明暗食するのを防!U す.生'**鋭れま
と〈にロサンジエルス ・ プロックの処物に~(使閉されτいます.その

ため、ロサンジエルス ・プロック11、町がシルクに縦われているように

見えるこ kから〈シWタタウン}1:呼ばれています.

デ-~ <箇海岸メガ=シティ〉

範凶 :11'1サンフランシスコからロサンジェルスまでの海開沿い

f梓騎t・サン=7ンジエ'"ス

中央プロック所喪Jt:サン7ランシスコ ・エ97

人口:1m人

-/t;]o'ガイド吹

支配企業:ヵーマイクル ・パイオテック{公安、外政商)

咽3

ドFーム ・ドミナンツ(キットワー夕、内政樹}

綿布機能中健:巨大ロンピューター・メリーアン¥・シ守ーロγド、・7

メリア"の3~主
主な公安、釈 11機関:ミユットマン智備会社{ポリス .CBl.SWAT).:IJ 

ーマイクバl厳司l(段、 i弘 和・L盗制()、 00品川サーピス (AHP)

自然続l克 きわめて緩い.般性雨および制蘭霧のF凶斗

キーワード

フェニックス前1菅1:サン=アンジエ'"ス地球jIjI~;Jt1世bの総割、共榊qに

11大知時刻印刷発、縦怜織成する本の促成技術、 Z明治効のクロ

ーユング、おお。ぴらではありませんが人情め環境適応虫遣なn多岐

にi度っています.

:IJーマイクW ・パイオテック:複合企祭ですが製潔がf詰b大きいセクシ

ヨンです.傘下にミニットマン響餅社、カーマイ ?I崎1.Wllをもち、そ

れぞれ公安.ilu]，<()剣植を纏っています.

ドリーム・ドミナンツ(00) サンノゼに#司土を抗〈エνクトロニクスの

トップメーカーで、コンピュ-;jr-;j、 ットワークメンテナンス、ニt.~.JII

ギ一会般を取り仕切り、 AHP.の縫訟を行なっτいます.

ミユァト勺ン脅繊社 :zfVス、CBI.SWAT，の各剖ll"lを待っτいます(FBI

1;1.合剣量解体後、それぞれのメガ=シティに分裂撤収されτいて、サン=

7ンジュルスではその名11忘れ去られています.CIM今はニューョ-

Fに本部を殺すのみです).

エア ・ポリス11ポリスの管糖化にあり、ロポ、ノト ・ポ9スl主ホパー走

行の・リトJνジaン.を採用しτいます.

[10.1.2) ;t.オ=アップル・シティ

元々:lIti時停11人口が$-かったのですが、今では人のtEむi晋11ニューヨ

ー夕、ワシントンIUJに似られτいます.つ~ ~. 巨大主Hむ躍の中央部に
このメガ=シティは依:l1l.τいます.

廃厳に111魁主は元よりパンデットやテロリスト、ゲリラが数多〈憎ん

で、無担辻也帯}I:化しており、 1!!DV-者に臨まれた;j.ォ ・ アップ'/~11北米で
ー緋f車検な郷市い、われています.

政策はEちらかい‘え11'宇宙開発であり、その点じI則してだりはテキ

サナkよ〈協力しています.ただし、気質的に11(.也のシティを渡む傾向

にあります.治安の諸島幸l卓上況の通りですが、その品目浴証I:l.τSWAT

i"独立絵営にしτいます.ニのパルキP一事手側の事国草加lW.lt11す4て女性

で構F泣きれています.



ド缶百E信認〉

これはグローパJν ・メディア ・テック社の立伝工作による物ですカ1

SWATとしての勤めは平均以上にこなしτいるようです.GMT潤:がこ

の却胤~i'大々的に立伝したため.パルキリーチームの名が世界に知れ$'

るこ主になりました.

気候に附してはI年を通じて知且が20'Cをおえる日はなし 一言でい

え1[;型車いのですカえ をIl<'lこして汚染は少な闘です.ただし、気圧の変化

11激LC何の前触れもないこ車修白ltの磁ガスを含んだ竜治がシティを

襲うこ H あります.

行政樹瑚11守スクの携帯?を市民に総務づけてはいますが、それでも竜

巻が鈍う皮に中形死する司法ヵ'leえません.

データ 〈第寄岸メガ=シティ〉

側面 :1自ユューヨー夕、ワシントンflU
1持祢:;j.;I' =アップノν

中央プロ ァクFfrrEJ也:ニューヨークエリア

人口:11M千万人

支配企業:シンクν71時間{耳目J>.外政I(li).グローバル ・メディ 7・テ

フク(キットワー久内政断)

都市機能中枢 :AI縦合体・アカヂミア"

主な公安、)1白1.側聞 シンクν71(;曲iili触、》峰、部 I()、パルキ9一瞥

f届(SWAT).?'・ロ-，匂ν• tl・- ド(オ~9 ス。 AHP .CBI. CIA)

自然環境概ね良L.1器包胤がkきEき終九

キーワード

メイアラワー刑制:~Ii大政へ移住してきたかのごu 、いづE対tの'1'

\lìIJll~t置憾弘シンクレ7財1ïJが中心t なって flïfri移j:Jj1同局を推進ιて“

£す.また、火皐移i主主1例む研究中ですが、いずれにしても移住できる

のは一間lの金持ちだ11t Hi'われています.

シンクν71師団 :財閥形式ですヵ'.~ U1l日ゅ'1"J'11':!!lの1II合wであら

ゆる方面に強い~撲です.

'*下のシンクレア常備司Iの収lJ!11~t米}です. また、関取がシティ外
の野備をしているため、ヰオ ・アップ片への昔。愉11難い、tuわれてい

ます.

グローノカν ・メダ~ 7 ・ テ ッ ク (GMT)社 コンビュ-jl-;;.フトをはじ

め、あらゆるマスコミ ・ メディア手段を-f.にになうれ湘t通信令~パ

'''~ 9ー箸箱、グロー，りν・tlード祉を待っていますが、グローパ，ν.

:IlードUW日CIAを取り込んでLまった手強い公安積側です.

均時Fー管制t社:GM1守Iの後I'PL引ik新主主館料簡えられています.

グローパル ・ガード社:ロポット ・ポリス112脚i1'!の"シドー50!"~保

m. また、 CIAの1車~l古~jJ 11北米ーといわれてレます.

[10.1.3]テキザナ・シティ

テキサス州u"イジアナ州を跨いでいるのでテキサナ ・シティ t呼ば

れています.

ここはゲリラ、テロリストの換誼fにt出品近いffrにaちるので無差別テロ

が'~んに起き t すが、 行政l主ヒューストンという土地柄か乎宙開発一本

!Ctであま り燦11Oじていないようです.

主主絃iま.fJl.やかで四季もありますが、 3iの却11111シム-"'tいう州鳳が:$

S起ζるのと銀色のイナゴの大討がシティを終うニ tがあり.ζの1見書4

1孟メタルストームとよばれています.メタルホッパーと呼ばれる ζのミ

ュータントイナゴ11肉食で体長1130c耐こ もな~. ljjJJ!何百入品のf書牲者

を出しています{ー犠飛n例代'らいならプチ抜いてしまう).

宰いにιて、シム-)"，メタルストーム共.事前に巡路がわかるので、

そういうとき 11~白骨にら欽版な Eで補強がな事れます.

咽4

データ 〈南海燦メガ=シティ〉

範l!Il: 111ニAーオリンズからヒューストンまでのi師;J.;~沿い

紛拍:・テキサナ(TEX-ANA)

中央ブロック所似也 ヒューストンエ91
人口 :8千万人

支配企業:トライタロン{宇宙l~IJê.内政面川、テクノユクス(;j・ァトワー

ク.内政百j).オムエカ ・インターナショナ'"(エヰルギー.外政商}

都市機能'1'舷:巨大AI舗アークエンジエル"

な公安.)1111司韓関:ヒューストン・4ヒキュPティサーピス(HSS)(ポリ

ス.CBI.SWAT)、ルイジアナm相iセンFー(情餓J.. i.AHP).テキサナ

シティ守{嗣E俗 .1尊.制()

自然J.;lt~ : lH'f.メタJνストームが1年のうち数ヵ月t.:'1I5昼う.

キーワード

宇宙開~m副:このal曲l余般には特にプロジェタトネームをHけ られτ

はいません.テキサナの字詰il制発は当然の依命t考えられて←ます。11
れE色、移ιfill師且の内容は他のシティ tぞう変わりません.とてもiIi民

全ilを移0.きぜるのは無理Eでしょう.

スペースコロユーの研究も主主んで、技術者たちは食料生前JJりでな〈

いずれは人が1'1'めるようになる主主fじτいます.

トライ タロン主t : 伊占|問~~滋~の中心の~1::~'で、 食斜剖ミ!lli1fJコロニーの

愉lH もしている、ヰ!:"ftiの'f~t)Ji宮燥です.

また、エレクトロユクスにも強〈、 HSSのバックアップむしτいます.

テクノニタス祉:.1・ットワーク合般および、ノνイジアナ材持冨センターの

パックアップを行なっています.テキサナの量当能IUれむ級以11大き弘、

t はいえず.そのため滋だった抗争は肉らの泊i!r絞めるので、小銭り合

いはらっu:らウラで行なbています.

;1'ムニカ ・インターナシmナ'": lTU:集中心で守踊.111のパックアァプを

1'Tなっτいます.知名度117.[，<、のでテキサナの代理ぷ凶IHLてm録。て

はいtすが、 |白jシティ司王企業からは鎌われています.

ヒューストン ・セキA リティ ・サービス(HSS)・ロポット ・ポリスには

ヒューマノイド・jl1プの (CARNEL-I()を使JIJしていますが、コス

トカfjf{j{あまり無人化したな隙がないようです.

Jνイジアナ官持担センター :sij!i1に 〈センター}t'f.ばれています.

のスタッ7111ωI1税に品約なこ tでイY名です.

ハ ン デ イ ング・スポット

議 3;;.-ティ聞の時m的距様は尊重闘パギーのスピードを基準にして、 下

犯のとおり(1日10時間移動に慣やしたとして).

サン耳アンジエJ.~ テキサナ サン=7ンジェルス

ーテキサナ ー事オ=アッブル ー等方aアップル

約3.脱却h 約2.0初h 約5.020""
.・バイク(印k'/h) 7日 4日 10日
'"パータンクなど(1(旧凶ifh) 3日 2日 5日

叫 q'.1総司陣込み倒，."h) 1.5日 18 2.5日



調民 丸1:1日錦織で.廃虚と北している...い

個みU聾闘争地JLI日割前には蝿々俗世却の唱Eう

ている.

'1ニ‘集中地場近辺t:u也・ず順守力量電所

障がめり‘こニにも貴重佐賀躍がある.

aぃ阻み1:油国やレアメタル"どの特に多

1日砥象地域.
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サン=アンジエルス・シティ

①ザンフランシスコ・エリア

@サクラメントヱリア

③ザンノゼ・エリア

@シーサイドヱリア

⑤サンタバーパラ・ヱリア

⑥サンタモニカ・ヱリア

①ロサンジエルス・ヱリア

中央ブロック

工幾セクション

工業セクション

居住セクション

ダウンタウン

居住セクション

工喋‘制中央ブ。ツク

、
咽5



ド信定海辺〉

一、.‘・1

ネオ=ア yプ'"・シティ

①ニューヨーク・ヱリ ア

②セントラル・エリ ア

③パルチモア・エリア

@フィラデルフィア・エリア

⑤勺ンントン・ヱリア

⑥フリータウン

①=ュータウン・ヱリア

中央ブロック

居住セクション

工繁セクション

工蝶セクンヨン

制中央ブロッフ

黒法地帯、ダウンタウン

居住セクション

サン・アンジヱルス中央エリア

サンフランシスコ・エリア

，T

、1
1一
I
h
--1
'
/

f
 

f 
I._J.ー

/' 

サン=アンジヱルス副中央エリア

ロザンジエルス・エリ ア

究L
咽S



@ 

① 

咽フ

ワールドガイF吹

地図凡倒

-=パーフエクト t'l'~リティ ーゾーン{絶対腕匡)
冊市揖院中程が存在する.3elilなガードシステムによ今て守られ‘特

定的身分的省しか入ること I~"C. f l，sい.

-・プライマリ-t::~~リティゾーン{揖 1 級保安巨}

各磁官庁.宮製ピル軒‘エネルギー高段、企集幹部信どのよ組幹酷の

佳宅などが集中している地Ii!.幹線遍路に1:常時措閉が位置§抗て釘り‘

区内 MI!崎パトロールが寓属されている. この区へ町貫録田I~ 0;込み1:
8補自組曲小型銃器U外1:節〈輔じられている.

ζ三コ=セカンダリーセキユリティゾーン船級保安匡}

工察高級.アーさー駐屯地、ピy ネス閥、 一副住宅地で革委威されてい

る.揖 1組保安区ほどでI;JI，.:いにぜよ、きらんとした慢安がなされてお

仇在中に少いてむまず安全'.地埴と~れている.だが翼掘に使われて

いない匡画t再開尭肘面公どで}の保安1:手湾与ことが多い.二こ ι過

期なR縫の持0;込みI:M止されている.

仁二コ・ゼネラルセキュリティー←ン{一般純白

主に住宅地で形成されているが. 考証かぱダウンタワノとItしている.

'"・Jスロ;r;'"ト町坦図〈らいの保安であSリ安全と1:いえ年い喝所.

- =利イトゾーン{再開尭予定区}

ダウンタウノである.抱擁が経こら信い命、ぎり.ポ・J:>が出動するこ

と1:ない.正直与と二ろニニJで1:手が図らぽいらしいが.それでむ 1
隼のう0;1-2"'11:記搾予防月間と悼してポリスロポッ ト同定期逃閣

が翼輔される.

- =アンバーゾ-;..(借悼)

ダワノタウンの闘争でむ帽に治安の暗いところ.ダウンタつン的成槙面

隅が小eいシティ11どニういうと二"1:多い.シティとして限定されて

いαぃ.舛鵠酪ゐすべτニのアンバーゾーンとしてISわれる{阻民キャン

プであることが多い).

3守、方=アップル中央エリア

エューヨーク・エ リア



陪 班活沿

'''''' ¥ 三二¥〉
'1.・;t=アップル園時中央エリア

ワシントン・エリア

①
 

・‘E
a
'

⑤ @ 
@ 

⑥ 

チキサナシティ

①ニュー才リンズエリア

②バ トンルージz エリア

③ラファイヱットエリア

⑥ヨーストライン・ヱリア

⑤ポーモントヱリア

⑥ヒaース争ン・ヱリア

@ 

町中央ブロック

エ型軽セクション

繕住セクンヨン

居住セクション

エ集セクション

中央ブロック

司8
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ド缶狂信認〉

[10.2Jアーミーについて
jli隊の員総予て一君臨‘金内吻・るのは人件費ですから、どニのアーミー

でも袈こそあれ、できうるかぎり、兵器の自由Hヒを行なっています.し

かし完全自動兵器1:硲れの影型車やお働率の而てlillll1lを伐しτt、るし、半

自動型もまたI~~l泌を践しτいます.ですから、実際の自!WJltl3j戦闘にお

いて特にIJl失の$¥、操叩部隊(タン夕、ホパータンクなnの平自動11:..
偵察紗阜の自動化〈らも・に限られτいます.機lf'部隊の1分隊はl名の

コマングーの絡来するコマンドタンク tぞれに2;11仰され畠 4-6両の無

人タンクで輔誠されτぃ£す.

ニうした自動化のおかげで‘各アーミーの兵A歓1~2.倒防-4.∞0人得

度に押さえられτいますが、い〈ら告書伽'ii，成作品紛抑制二これ〈らt、

の人放では足りまぜん.なかでも t(に歩兵の不j訂正傭兵によってまか

なわれています.

北米3シティまたはその支而!1'ei1i同士は袋だった対立はしていまぜん

が.次f砕してい〈つも 0もないらし(.それぞ・れ1血シティ1:"IIH..tJtこう

t特徴ある戦絡 ・戦争F林系を編み出しています.

編成リストの中には字i!illlがありませんが.的]lJ弘七の1峨胤に介入す

るζ 主は少な((必ず通例fの妨害を受付るため).またその緋払IS巨大な

のであえて1Jl)愛Lました.

カーマイクJレ寺ほ応軍の戦鰭・戦術とその編成 .ヰオ=アップル11<の1眼

力もなしテキサナ11<の和l望号1111b取れそうにないサン=アンジエ庁ス

11. 奇即弘 t恒夫の利的帥腕限定H滑っています.巨大な除上~母"デ

ザートサプマリン..(ホパータンクX240(1側中隊}、コ守ンダ'-50名
格戦}て徹の後方を叩ζ うkいうのです.またI也慨iti!: j事¥'.~j~は!:f-rti
jl1の1'fJ持下にあります.

陵，j_li Ui怯機申悶デザー ト ・ サプマ V ンX4、兵il400~

遊務機甲悶ホバータンクx2，40札コマンダー500陥
機t量削減副:コンパットシェルx800‘兵，fi1. 000名

海軍 t弘七保安隊ガンポート x15臥兵日800:g
海兵鰍:サイポーグ150名
防衛能量:コ作ベット艦、 ~h)<陸地

面必官民11(Air and Space = AS FORCE) 

支援留国姻攻創轟 I似量

1tl情織部{正式には、サン=7ンジェ'"ス公安委!.1会い、う)

シンクレア常備軍の戦略・戦術とそのM :とにか〈圧倒的な歓で攻め

ま〈ろう tいうつ色り'('，す.数ヵ'$いというよ!:!tIll]IJ;年C:J.Ii1骨H楽です

L.長押献にも耐えられます.しかしながら.その滋備の貨はアーミー

にしてはあまりよ〈あ0ません.

健j~ 機甲jll閉経戦E似 7，000 ::lマンダー1.400:g
2ンパァトシェル111聞 コンパァトシェルx1.5∞ 

兵ilし700名

支媛装甲兵an・5主I1羽ix100兵民600名
スーパーグリーンペνー(SGB):サイポーグ 300名
地上支援航笠岡:戦闘ヘリ x150兵!.12<旧名

?樟111 ホパークラフ ト鴎 :ホバークラフト x1(陥 兵JlおO名
防衛噌S'.¥t:ヨルベット到底時休鑑少数

テキサナ・シティ守備軍の戦鯖・戦術とその編成 ・7ーミーの.IJl悦113
シティ中刷、ですが‘ナキサナにI:~，駄なllrir峨カがあり、これを使っ

たヘリボーンがその基本峨術のようです.:trt:れ，\j~いのτ売却以戦しか

20  

できまぜん.

峻III ~rl噌餅J兵翻 ~If'鎗送ヘリ×筑)Q.コンパットシェルx6∞

兵ili.3ω名

~路島島叩問 中型愉送機x50.インセクターx250
兵員、コマンダー鉛O名

~Ji骨i機甲隊 :mホパータンク ×日)() ::lマンダーlω名

~中騎兵隊 : 戦鍋へ9x笈)()攻幣峻x50 兵Ji500名

i緋IL 無人ガンポート隊がンポート X100 コマンダーお名

無人ホパーF.¥tホパークラ 7トx1(附 コマンダー301弘
海殿堂サイオ.;-グ 100名
防相湘鍬コルペット艦、 t跡位地

[10.3Jロボット
メタルヘγドワールドには様々なロポットカ句惜します.具1Mに11.

土木・札帳、環境盟主自由..Tj躍なEの分野に滋i1iロポットカ'. f~1<.再仰

の分野で瞥自lL峨制ロポフト、家路ではホームへ!Inf.ー.マスロ ットロ

ポットなrヵr'ff4主します.これら様々なロポットたちの存抱11.プν4

にちょっ tした'*1すりをして〈れるでしょうし PCおらずートナー、アシ

スタントまたはマスコアトと して欲しがるかも知れまぜん.ロポットに

ついτ11GMが自由に設定して締いません.ここではシティのセキュザテ

ィの中核kも合えるロポットポリスをはじめと して.い〈 つかのI刊を司令
。rτおきますので、参与にして(1!きい.

ロポットポリス.交通箆理rr.巡l目、録制崩証王、樹11l、その他CBIなどのj聖

堂Eにも協力する こ t もあるロポットで、 1幣:Illtl~各自のプログラム Eおり

に組成して動いており、1;f，1IJなEの可j111の際には本書日念、らのli1号を受11

て鈴令にしたがうようにできτいます.間111な会緑色可舵で、 IRピジョ

ン、 l.e憶カメラは様t悼主主俄です.

頑丈に作られていますが‘それでも巡回中に行方不明になったり、パ

ー川賞まれたりするニ H ，与いようです.

設'T'11メカの3仰ではな〈人1mの級品~Ji..lH同じ却燥です. ~抑チェ

ックにI此lJJLても武器の 1.11鎮のダメージを無説できません.またロポ

ットポPス念η文理院をする際の命中部11.指示のないかぎり4ωHします.

サン=7ンジエルス制式 〈リトルジョン}

タイプ :H 

AEF /MV : 16/20 
3

甲

備

附

義

義

: 16 

1ω/車協

マニピュレーターx3

テイザー(火力1∞10由)

小型ガスランチャー(3閏 傭涙ガス弾)

-*・オ=アップM勝式 〈シドー501)
タイプ :M 

AEF/MV : 12/3 
3

甲

備

附

義

装

: 18 

: A80/70% 

・マニピュレータ-x2
マイク 0 ・スタンガン

(回数2 その他I草ゴムスタンガンと同じ}

催涙ガス・ディスチャージャ-x4



wn テキサナ制式 (CARNEL-II) 

タイプ :M 

REF/MV : 8/3 

ヨ

申

備

同

銀

接

。15

: A80/90%(メタルボディだが制限む婚ている)

。サイパーアイ(ゃ20)

装備は入1111の持つものなら何でち持τるが.宇Y泊1;1.スタンスナック t
9舗・:11ート νス{またはシ笥ツト :11'ン}をj;~っている.

議林ガードロポ :l隊総f主将i曲、ロポットによって管跡事れτいます.殺

林管理ロポットには様々な級車Iがあり、それぞれ役割!を'*たしています.

なかでもFG(7庁 νストガード}主呼ばれる佼入名黙i品川のロポットは、

結おの技術がì.U'込t れτいます.ょこではFGの例を-~11..'1I、苛きげて

おきます.ょの 〈ドリアード〉が攻繋をする際の命中謝1170"... で、干の

をE備のほカヘ IRピジ積ンH政事カメラも装備しています.またドリアー

ド11完全自動メカで、鴎島AI~俗載し、組自のや'iltrrで行動します. AIは
射司書~車先制するほか、さらに〈大~メ カユタス)(鰐密メカニクス〉なE も

布Lτおり.自己制限も可能主なっています.

FG (ドリアード〉

タイプ 。M

REF/MV : 18/2 

HP 
接甲

:30 

: A90/70%(フ?イパニウムアーマー)

ドリ 7ードの形:tu盟主備 1'1盤製のポダィから下に助力者自があり、そこ

から長いアシが3本:sている.アシは下生えを締まないように尖っτぉ

?地而に突き刺して進む.

f'l書銑tの:t:デイにIUl!々 な兵袋がE古まって色、る.その内111111.{じCFit1

火液fHパレル.νーダーポッド、 CSDx8、テイザー4~邑 10..パルス

νーザー.チャフポッド(M).7レアポッド(M).νーザーライフルガ

ンx2、ATMランチ守-Xl

マスコットロポット ..スコアトい、勺てふ格通11なんらかのf劫nl量

化がついているらのです.そうでなりれば愛杭:JIiJII却を側臨したベットロ

ポットい・ラζtになります.ここではPCが必れもか〈のに値l利て~則的
なものを紛介Li.す.この〈ミュウ}11坑)cmIUの丸。こいポディをも

っすIHζいロポァト(攻撃の命中部を-20"...できる)で.会総機白Eを鑓

えています.

マスコットロポット〈ミュウ〉

タイプ :M 

AEF/MV : 14/5 

HP : 2 

渡申 なし

価格$2.阻lO

S書僧 .マニピaレータ-x1 (ENC3の暢まで待てる}

le緑カメラ02時間違続録画可能}

NBC警告置す

温情彼(トランンーパーの効果)

庫察ロポッ ト.いまやIHんEの凝集の労働力11注業ロポフトにt。τ
かわられています.PC'こはあまりl対係ないものかb知れませんが、たい

ていの虚業ロポットに1;1..操縦席がついているし、また、歯止がシステム

ジ'¥':lタによって産業ロポットを支配すれば、飴順な彼らもZEろい、1自

慢に変貌します.

典型的な市省清掃局ロポット

タイプ :V 

REF/MV ・3/10

、
，
甲
情

附

装

装

15 

なし

モップ?三ピュレータ-x4

ほかに抜本肉、吸引ロなど

典型的な建段用ロポット

タイプ M 

REF/MV : 4/2 
HP 初

善幸'1' :なし

装備 .多目的マニピユレータ-x3 (ENC80の鞠まで持てる}

他にレーザ- ~ ーチ、ウインチなど

典型的な鉱山線錨ロポット

タイプ V 

REF/MV : 2/3 
HP :お

装甲

接備

ーなし

。纏削周レーザー トーチ{火力は高いが、 目練を狙う二と

はできない)

マニピュレーターx2 (ENC30の物まで持てる}

他にハロゲン投光健、ガス ・粉111センザー、コンテナバ

スケットなど

民間警備ロボット・国UJ警備ロポットには4華々 なランPがあります.金

をかりればかりるほど、良いロポットが平に入品主いうこ tです.例の

ロポットは邸宅の絡なれ二政Ll臥・(?)きれるタイプの中でもIj1.品')iI<Jな

ものτす.務中は入1日1の防nの効果、 IRピジョンは棟割自3華街で、命11t!~ド

1;1.30"..6です.

パ トロールロボッドドーベルマン"

タイプ :H 

REF/MV : 10/8 

HP 
装甲

。8

: A40/50% 
装備 :テイザー(虫力1∞回数3)

ソニックガンまたは短針銃{武縫データに準ず}

警告スビーカーなど

[10.4J都市内外の敵について
都市の外に広が畠波野には大き〈分けて次の4彼奴の敵がいます.

パンデット :シティから追い出~れたならず者の!Hです.賀野にいる

ものの他に.お.Jtの?船ICを脱走した者たちで、削船を製う革艦、潜水艦

をシ』 ・，fンヂァト、1.1よ、任ったキラー肯iJiiはオーピγト，マンヂット

と呼ぱ久時折スペースシャトルなEをMいます.また、政治的思斑1の

H に行動しているゲ担ラ i パンダ‘ノトとは逃いますカ1襲われる方

にしてみれば、齢、はないのでf舷 U二、ニニに入れるこ tにします.

巴唱



ド筒音ζ尾花〉

ミュ一世ント :野卦::f)mJ.‘般車弘人IUJ.fl血の止効はそのIHんEが.た

び'1((なる天変I雌.放射事比政射能、細簡なEの汚染や実験なEで嫌々

な変化を遂げτいます.それらは荒野や海J~の他 'l:iIiIiの地下坤池なE

にも生息しτいるのです.

異常気象涜象 : この日制tt't‘う災~r;1.1シティ1酬にあるような夫到底拠

4こ近いものを幼まします.

テロ リスト :シティ内に治み.きまずまなテtI~ωr!~犯す者iたちです.

彼らの'1Mの手は今やサイパースペースにまで及び、テロリストの

サイパ一スベ一スZ郭早引!j;J'門"吋'1の5者信い、る〈らいです.

保安・治安犠閥、各種軍隊 ・時には公僕ゃ耳I隊も相手にしなげればなり

ません.PCの行動のli'f.lH:);~Iこした t して b、色、つも彼らが正殺の名の

H に行!IJ)するわ11ではありません.

対ミュータント、パンデッ ト戦用選択ルール

ミュータントにはMV、REF.、SUV/HP、WIL なrのデータが

あります.POの攻燃が命中した札始、 W比で下の行1JJ1"llEチ守ー ト ~I:出

。て lDIOLて〈だきい.WILの±継はサイの目悠正にし、出た結集が

次のターンの行軍~Jl な事ます.もちろん、そのミュータントがシナF オ

+NPC・ミュータント紀録シート

スケッチ MV: REF: 

WILI修正値.

追加被害:

防具または装甲.

使用武器など 。

プロフィールまたは生態.

[10.4，1]集団戦悦ルール

PCたち{特にランド・プラスターなnの小グループi主張野なEでパン

デットの大群に~Òれることが少な〈あ 0 ません.

また、シテ~r自lの紛中なEで、パウンサーなEが傭兵kして沼bれる

ζkもあるでしょう.

ζうした1駐日制輔の織統制曲移はPCt.よちの行量IJに大量な膨轡判・えま

す.

GMI;I.以下の方混イ側冒糠仰の愉兄を見極めるニ tができます.これは

ゲーム内"事flUで5-1~}ごu対パンデッ ト )、または 1仏悼IIごと{紛{ÞjI寺
なnに判定を行ない判断の自安として〈ださい.

lsEll椴闘はパワー ・ポイント似rFPPlします)ltllを融問します.
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の中でm?ll1な役相I~持つのならこの際りではありません.

なお、ーJll:“邸主"や"企1絶"的品たら bうサイ コロを綴るまでもな

〈、綴り返らずに逃げまるか、しばら<11目覚めません.

攻撃1JI;I.おもに絡側の倣ですが、パンデ‘ノト下。端11当然.これに武

器を符っこ tができます.その1弘特株攻繋ができるものい、ますから、

解脱を見て<1':きい.

パンデァト械なEでもポスなEのキャラはきちんと能力紙を決めて戦

闘するこしこのルールはあ〈まで百;雌 抑 酬 の た め の、府略)'V-Iν

です.

サイの闘 結栄

1-5 1隙凶続行

6，7.8 逃加、降伏

9 事1絶。ショッタ死

これらのデータ11プレイする上でワンダ9ング(1揖然に泡過する)ミュ

ータントの霊長考Hτ、また、ヒントとして役泣たせて〈だきい.

制連して.!昼間同士の1陥冗を捗淀するJν-JVb常げましょう.

$UV/HP: 

{白兵}攻撃力

下1.èの脱l明Eぉ~ . 撒ける両h者の戦fJlI~聾H:加算しτいき、最後に

そのJ監をだすだりです.関係する袈潔1;1..戦力差、戦力のft.Yーダー

の間軍能力、そしてPCの行動の4つからなっτいます.

<D眼力法 :両))1の人数(/)'&1のこtです.

~眼力のyt : 飛ぴtJiItた火力をむつ兵器 t使用しているメカの2つの?ll1

紫にちらに分かれています.

• IV綴の兵誌が使用可能なら、 l務につき 10PP

渓IV.紛の兵~Iま必ずしも使用しな〈てもf持崩主穆なら.抑止力 lLτ1ま

たもきます.

・バイク ・パギー ・ホバータンク l蝋につき IOPP 

・ ヘリ l ~徒につき l∞PP



議これら2つの要量fは荒ffぞは有利にはたら〈でしょう沿え他の状況下

ではかえっτヰt利になるか島しれません.そうした』品会1まなにも加算し

ないで〈だきい.

③リーダーのllif4i能力 :糊 Bc二割目して‘、る bのの中で、 I入、草加戦

持者回事スキルを待。τいる bの11SRを L、成功したらその出回をPP~

Lτ加慨します.スキルを持つ者がいないか、もしれ対協匹をしないな

ら何も加算しません.

ここまでの仰をFすおそれぞれ加算したなら量脱出して下記η必を丸ま

す.

@Pαロ行動 :GMがこのやl定をするまでじPCカ可可カ・良いIn~思いついた

り.それを災行したなら(:(j.科な地形に逃げ込む主か、c!をt:tI卦りるなn
GMは決定寄れた}総見~数ラン久シフト(結*を有剥な欄に移動きぜる}

~ぜることができます.

聾回戦戦況抱移チャート

PPl量 結果 迭走しτいるなら

ーイド吹
物埋灼には包鴎~れる11 1:の駿況だったとしても、 PCの機転で透;t!>'

可能tなる主いうニとです.

PPの鉱山については1回目はそのすべてのダ四タ色3i.:1¥しなりればな
りませんが、ぞれ以降の算出をする時Iム③布よ(f@のみの結撲を1節

目のP暗にプラスマイナスすれば良いでしょう.なぜなら?随、陀が

111悶~相手にした時、何人放したかい‘う ζkは大局にきは時婚を与

えませんし.また逆に.散の所布する、たった1機のヘリを繋ち落とし

たら.チペ・ートt'見るまでもな(PCI1'1I利になるからです.

{'Jよりこのwールは銀I~献の俄移 L その中での倒入の行動の効燥を
Jlるための bのであ~.ゲームをより縫維にしよう tカ.. ~.械をシミュ

νートしようとするものではないからです.

+耳目

i∞-199 

50- 99 

-49-49 

勝利は間近.卦嬰なら包圏b可能.

圧倒的に有利.徹は餓過を始める.

搬は追ってこない.迄げる必要もない.

様々逃げ宰れる.

-99--50 

-199--1∞ 
-2∞ 

有利に進みつつある.攻悲のチャンス.

戦線に変化はない.戦闘を続行.

押され気味.棺亭は攻怒して〈る.

不利.~世ii!~まざるを得ない.

圧倒的に不利.包留されつつある

(10.4.2)ミユーヲント

デザートオク》パス

事制すれば容易に逃げられる.

両者向緩娘は変化なし.

迫撃を受け、距.1:擁せない.

a障が肉薄している.殺しい追撃を受付る.

もうだめだ.!揖穫か死か2つに 1つ.

ジョ，'"マンタ

へルスコーピオン
サンドクラブ

キングスパイデー

ラジヱーテ '1t'グリズリー ミタスカ γテ

包3

マy ド/{ッ 7，..0-

センチピ-~

ジャイアントスラッグ



W旨疋海或〉

/' 

ジャンポスネイル
メタルホッパー

パグロブスター

コヨーテ

デザーも勺ーム

ゾンピー

li~ 納か
ベイルホース

ベヒモリザード

ツインヘッド"ィ，てー

説副
マン争ラップフラウー

チャド

スティンガープラント イレイザーへッド
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防具遺筆

心-2

心・3 ASO/70% 

A70/初%

%

%

%

 

削
四

m
m国

/

/

/

 

細

細

細

シフト 3

シフト 2
シフト 2

A20/90% 

ASO/加%

シフト 3

シフ ト2

命中事

却%

初%

10% 

40% 

40%x 2 

ω%x3 

印%

45% 

5O%x2 

ω%x4 

お%

耳m
・0%
草岡崎 -

20% 

10% 
)J% 

40% 

初%

10% 

却%・

30% 
鈎%

加%

お%・

シフト 1

防

m

m

m

5
羽

m
M叫

m
m却
問

切

m
m
3
ぉ

ω
ゆ

鈎

附

3

2

5

m

m

5

M

+
ム
守
+
+
+
+
+
・
+
+
+
+
-
t
+
+
+
+
+
{
令
+
+
+
+

WIL 

川
町

3

2

5

2

0

・
-
-
+
-
ま
+ 1 

今
'
h

吟

O
令

0

・
・
-

民
J
'

令
九
》
今
，
‘
ぅ
，
』

n
u
a
u
w
令
J
V

令
J
V

今
4

-
+
+
+
+
-
-
+
-
4
守

+ 1 

:1:0 
-2 
-10 

-10 

-3 

仰

5
ロ
時

1

M

m

U

8
川

崎

支

6
a
B
H
m
m
m
却
ロ

6

8

5

3

m

6

釧

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
υ
N
V
V
V
V
υ
w
v
υ
w
v
v
v
v
v
v
v

REF MV 名綜

ゾンピー 3 

2 γ ャイアントス，ッグ

16 

4 

12 

4 

5 

eo
勺

'
h
a
o
n
o
e
o

ジャンポスネイル

メタルホッパー

パグロプスター

ジ%1レマンタ(水中}

マッドパフアロー

へルスコ四ピ方ン

サンドクラブ 4 4 

10 

2 
17 

ロ
m

9

8

ロ
2

8

2

8

2

m

3

6

8

 

ヂザートヨ曾クトパス{砂中}

ツインヘッドパイパー

キングスパイダ-

eンチピード

デザートワーム

コヨーテ

8

6

m

ロ
m

4 

6

3

ロ
2

3

3

0
4 

ラジzーテッドグ'/Xリー

サスカッチ

ベヒモリザード

ベイルホース

サンド?ロッグ

マントラップフラワー

スティンガープラン争

パンデッド

チャド

3 イレイザーヘッド

日大なパワーを持つ.麟即日悼む大:If-=-. 
デザートオヲトパス ・砂漠

砂漠の砂中に潜むタコで、脚だけを出して攻調書しτ〈る.本体的場所が

わかゥτも、砂中なので{砂。 A40/1C旧%)と(本体・ A2O/90%)をチェッ

クしてからでないとデメージU出'1.い.

デザー トワーふ ・砂漠

巨大なミミズの t樋.PCがPER<7lARに失敗すると不愈制ちをか付τく

旬IUt.(骨量U道具}が可権.

ミa田タントMtl(名前の後t主主主生息地}

ゾンピー .東野、11111

外見It̂lmに似τャるが. 

• 

b はやま今1:( ~，の'I~拘である.常に飢え

る.

コヨーテ .薬野

ほとんどが汚染されていて奇形が多いのだが、まとも，~奴t-見つ付てシ

ティに持、"nぱ壷になるかbしれない.

ツインヘッドパィ~~- :荒野

2つ霊園白書箆.しかし、攻掌IJ1 BiIだ吋~"f>.

キンダスパイデー:豪野、廃a
-ーを吐~か11る飽はニれというて危険阻ない. 湾局射砲IJ10mらある.

センチビート・ l:!野、砂漠

巨大なだ吋である.

ラジェーテッドダリズリー :鷺野

111"天敵がいないため、強烈屯:級制的骨身体じため込むニとになった.

ニれに傷つけられると紘射能に冒される.早〈隈滑に見せるべきだろう.

政令て必〈と 3日ごとにSυvが1ランク7が勺て、量僚には死ぬ.

サスカッチ荒野、線科

It献である.汚染されているので量に陪ならない.戦えれば霞鵠などる

τ←τ. 見Jllな{鵠‘ 'b'~・勺 τ~ る .

ジャイアントスヲッデ ・湿地、下水

純射能的勝慣で巨大化したヒル.大や般に鳴い.

ジャンポスネイル :iZ地、下水

筒織に巨大化したカタツムリ.山や厳にHぃ.
メタルホッパー :栂々

メタルス砂ーム田正体.10-20匹でー斉に襲いかかゥτ来る.

パグロプス9ー :淘辺

f事後皐れた沿障に出演するドス鳳い巨大ロプスター.'、ザミの鍬IJ1-4 

本と峨々で.守的発.から廊慢さぜる毒を出す.
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ジエルマン'J:..... 

クラゲのカザとイヵD>.停t-I寄っホ中ミュータン九これも，湾総eれた

海犠に出;量し、組匹で錨4骨髄う.

普通問攻司置の他に 1ターンに 1間電気令流す{テイザーの効果)ことがで

eる厄介な怪物である.

マッ Vパッ7アロー 。荒野

荒野H時過しτ車f>パッ 71'ローで、生まれたとeから録証H_'rいる.

へルスコーピオン :砂漠、腕慮

危険H>tりない2・t-持勺た、巨大サソ リ.

サンド?'7プ ・量的il.'!..純血



ド白斑尾誠〉

級える.

ベヒモリザー~ : !:!.野

カパのような頭をした大トカゲ.怒ら"ttなけ机ぱ攻司書してこない.

ベイルホース ・荒野

野$.1略的アルピナで、見た感じは青白〈見える.t生絡は凶轟で、肉宣.

勝てる見込みがあると向かつて来る.

大きな音を出すとi!Lげてい<. 

サンドフロッグ ;砂漠

普段は右の織でじっと動3少ないが、近〈に積物が〈ると灘のついた舌で

相亭をなめる.

パンデッド不定

パンデットの下ゥ場町ことである.

飯器を持つならば9醐カートレスか9醐SMG、または7.62闘アザルト

ライフル、コンパツ争ナイフなどが一般的である.

才一争、パースト射のルール1:使用ゼず、何をするにら一律4{)%あるい

ワンダリンゲチャート

地形

(106)荒野・山地 廃虚 砂漠

1・2 なし なし なし

は:1)%‘20%くらいで、 1目縛のみ 1固射事にするとスムーズにプレイが

遺仁だろう.

チャド ;地下下水道

ヒaーマノイドタイプのミ ュータント.〆ンピーよ 9̂ ，"I<:近、、が、

知能は'(-f民税皮.縄自19じ近づ〈品のを攻耳揮する.X:に対ぃ.

マントラ・ノプフラワー :漉野、砂漠

カメレ~ンの織に体色を変えて獲物を待つ巨大ハヱ取り:Q:.まともに狭

まねると骨までバラバラになってしまう.

スティンガープラント ・荒野、砂漠

援物を求めてうろつ〈ツタである.有効箆図(3mくらい)にいる司居者ら

何人にでも伺時に攻惑をかけられる.

イレイザーへッド:JlU置、!:!.野

過Mなili'.rfでの佐伯にiIIi止;ιた締磁のヒニ&ーマノイド.知能なrは111

'.われτぉ.，ず、人flUに散ιぃm泌を他ぃτいる.武容を鋭もf占え‘ Ii!

険でおる.

湿原、 下水 海岸、近海

なし なし

3 なし キングス，<イダー マントラップフラワー なし なし

ヘルスコーピオン サンド7ロッグ

4 ペイルホース スティンガープラント サンドクラブ なし なし

ツインヘッド，<イ，<- センチピード

5 マァド'/{'lフアロー ゾンピー ダザート;tクトバス ジ守-i7ントスラフグなし

コヨーテ イvイザーヘッド ジ守ンポスキイハ，

6 ペヒ"，yザー ド パンダクト デザートワーム チャド パグロプスター

ラジzーテッドグリズリー

パンデット

[10.ι3]異常気怠褒

名称 .然嵐(シムール}

発生地点

脱明

け死由.

:北米中西宮5.テキサナシティ

; 300'cを越える然風が30骨〈らい吹<.外にいた人間1:1.昆

時期前 ・触れ・夏の頃無風状態に注意

名称 :メタルス トーム

発生地点 :メキシコ湾がら北米中央部へ移動

脱明 :肉貴パッタの大移動.外にいたもの、薄い恕的中にいたも

のは30%で死ぬ.印%で軍備.

時則前触れ・互の慎.レーダー、実気予報に注意

名称 -毒司E巻

発生地点 :北米東海岸

説明 。B.C兵器的強りカスが忽庄の車激な変化で竜巻と化す.効

果lま4華々だがガス骨吸ゥたら印%で死由.

時期 ・前触れ.竜巷が見えたら注意

名称

発生地点

鋭鴫

:強厳溺

:全域、特に筒海岸1:2.3自に 1図

:長時間雨に溢たると底膚が燭れる.錆止めをしていない候

板1:真ゥ離に錆びてしまう.

時刻 ・ 前触れ ・ 酸っぱい寄りがしたら~ì曹

ジs.lνマンf，l

名称 -額商望書

発生地点 ・全域、特に箇海岸はほぼ策目

鋭明 ・吸い込むと病気にかかったり死んだりする.エンジンが庁

ーパーヒートすることもある{喜々 30%).

時湖 ・前触れー明ねた日

名称 :疎電

発生地点

鋭明

.北米中央齢、玉大湖周辺

・官E硲波興需て匂官RのE事が発生する{直後10-羽田).触れる

と感電し、ひどいときは死ぬ(25%).
時調書 ・前触れ:乾いた所

名君主 .電磁嵐

発生地点

説明

らい).

北米西怒

・すべての通情、電子装備が使えな〈なる(蛍4ーから2日〈

時期 ・前触れ ;突然

名称

発生地点

脱明

-カマイヲチ

:北米軍部

: 気圧異常の突風で砂が巻~..I:.げられて身を切り裂し人間

は106図の80%命中でダメージモ出す.

時期前触れ・鼠の強い所
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'm [10.4.4]有名なパンデッドー覧

ダループ名チェーンプラッツ

種別 B 

出;貴地サン=アンジェルス近郊

義僧 パギ一、トライ夕、チェーンソー

特徴 .2ι絡む使悶ずるが、チェーンソーで切り刻むのを悦ぶ.ポス1:ア

イアンハンド、テンガロンハットの好きなフルポーグ.

ポス，賞金首:アイアンハンド($ 10，α氾}、ピ・ノケル・ジョー($5，ぽ拍}な

ど

ダループ名 ブラウンベレー

1量~'J ・ B

出没地・ネオ ・アップル近郊

装備 装甲車、コンパットシェル、シェルキャリア

特徴 。反乱を起ニ Lたグリーンベレーのブラウン大佐が串いている.

;f.ス，賞金首:ブラウン大佐($30，仮泊)，ガーバ一軍曹($10，α湖)指ど

Jレープ名 ・ビューティエンジ:r.iレ

楓Z'I : 8 

出;宜地;サンーアンジ:z.iレス近郊

鶴備 。バイク、モノ、 トライク

特徴 ・メンパー全員ホモのパンデッド

ボス，賞金首:アリス ・パーモン ド($ 10，民泊}、ジエシカ・パープルハー

ト($6，阻河)など

グループ名 。パミューダテ'ピル

種別 S.8 

出没地大西洋

装備 .大型陸、コルベ yト艦、ホパークラ7ト

特徴 :旧来海軍の脱走者たら.亭ごわい.

ポス，賞金首・キルピック少将($80，000)，オコンネル中佐($50，α)J)な
ど

ダループ各 .シJレバーウル7

種別 :8 

出没地中盤

装備 トライ夕、ミュータント

持III :ミaータントを何らかの方法で飼い慣らし、積物を襲わせる.

ポス，賞金首 ウオルフ・ハーパー($ 10，α)J)，ガイ ・モーリス($5，直治}

など

グループ名 ;アンゴルモア

iUI : Sp8 

出;貴地駄遣上司何処か

袈偏 キラー衛星

特徴 ・狂ったキラー術星.探知範囲に対して輯嬉ll'Jレーザ一波繋を待な

う.

ポス，賞金首:アンゴルモア($ 1∞，飢渇}

グループ名 :ランパー &アーノルド

樋~'J : 8 

出没地不定

畿自陣 サイポーグ、接甲車.他

特徴 : 2人舗の鞍純サイポーグで、ムチャクチャ強い.

ポス，賞金首:ランパー($50，α泊)、アーノルド($50，飢渇}

ダループ名 :デスフォース

積刻 。B

出;世宣告。不定

畿僧 白鞍鈍ロボット

特徴 ・狂気の科*者ワグナー博士が操る穣人虐殺軍団.

ポス，賞金首。ワダナー博士($10，α潟、生け繍ると事日以)Jドル)

グループ名 :プラッヲ・ナイツ

椙和'1 : 8 

出没地:テキサナ近郊

装備 ;パギ一、ホパータンク

特徴 :自襲来をつ11た県人だけのパンデンド.

ポス，賞金首 チャールズ・ラファイヱット(s8，ぽ10)、トミー・カーテス

( $6，町10)など

ダル』プ名 :ゴーレムアーミー

種別 B 

出没地.中部

装t圃 :戦闘ロポット

特自責 :取り残された怒ったロポ yトの集団.なぜかよ〈穏に侵入して木

を倒したりする.

ポス，賞金首 G611o錨型無人インセクター(1 織につ~$6，似泊)

グループ名 :ピンキーソJレジャー

橿~'J : B 

出没地ネ才・アップル近郊

装備 .バイク、コンパッ bシェル、ホバータンク、インセ9ター

特徴 ・すべてピンク色に途られたメカを使用する.111った相手を殺した

ことがないという世性グループ.

ポス，賞金首 ルナ・クイーンズ($7，脱却)、ドロシー・カニンガム($5，白羽}

など

ダループ名 :メキシコ民S主党

III~'I : G 

出没地:サンaアンジヱルス、テキザナ近郊

義備 :織々

特徴 :宇宙開発に反対するゲリラ.

ボス，賞金首。エンリコ・ラミレス($22，成田)、ツァン・サカモト($5，飢渇}

など

グループ名統一中米戦線

4量Z'I : G 

出没ぬ ・金シティ

ー毒自陣 :様々

特徴 :共通主縫者向慢党ゲリラ.

ボス，賞金首・ 7ンツヱネス ・ネロ($ 12，匝泊}、 グロリア・ギルパート

($ 25，民泊}など

グループ名 :ハイチオカルト図

櫨別 :G 
出;量増テキサナ

装舗 織々
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ド缶定信証〉

特徴 製叢会社とつながりがある.おとなしいグループ

ポス，賞金曹:ベドロ ルスヵ($丘町旧}、アル・キナロイデス($5.医師)

など

ダループ名 メシヤの羊

樋~Il : G 

出没地:サン=アンジェルス

装備 繊々

特彼 .重量興宗敏だが傷者を麻喜Eづけにして労働キャンプで働かぜる.

ポス，賞金賞。イザベル・オズボーン($ 10.α)())、ジム・ロン($8.ぽ拍}な

ど

グループ名 .ジヤンク・コミューン

櫨~l : G 

出;貴地.全犠

装備 マ織々

特ii! :都市外を行書交う者たちか勺物資を軍事い、新たな理想都市を溜ろ

うとする般民たら.

ポス，賞金首・セルジュ・パシャ($12.瓜旧)、エル・ダハール($7.例目)な

ど

グループ名 ・コントラ

樋別 :G 

出i聖地:テ4'サナ

装備 : I華々

特百世 :歴史的古いゲリラグループ.

:r.ス，賞金首 カール ・ソト($14.α)())、増畳実($7.成田)など

ゲループ名 . トントン・マク- ~

樋JlIJ : G 

出;量処.サンーアンジヱルス、テキサナ

装備 ・織々

特徳 .ハイチから発祥した宗教的ゲリラコマン1'.

ポス.賞金曾;カルロス($20.成田)、スタン ・ウヱルズ(7.使用)など

ダループ名 :マクンパ

担glJ : T 

出没地:テキザナ

議官. :赤〈鎗られたアイスピ yク

特徴 : 1自ブラジル宗教総栓.生貨を攻める犯持組織.

ポス，賞金首 レオナルド・ゲレロ($9.町田)、タマ・レ・ナンポ($7.医師}

など

グルF プ名 :KKK 

楓開1 : T 

出;貴地・全シティ

装備 ・狙司書を締む

特徴 ・元は人楓重量5Tl組破だが、怠進的ファシス bと見なされている.企

集量役を狙うテログループ.

ポス，賞金曾 :マーシャル ・ウィルソン($9.依田}、ウ方Jレター・ スミス

( $6.脱却}など

グループ名 ・神の手

IIJlII : T 
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出没地。金シティ

接備 ・爆P事を好む

特徴 目的不明の宗敏テ0 グループ.穣遵~l爆弾テロが得意技.

ポス，賞金首:グレイハウンド($45.叫却)、 ニードル($38.α)())など

グループ名 :カリブ解絃横綱

趨Jlll : T 

出没地:サン・アンジェルス

接備 ・吹き矢を好む

特徴 ・南下政策に反対するテログループ.要人を狙う.

;f.ス，質金首:ヱルンストピンゲン($22.α)())，ダン・コスギ($20.脱抑}

など

グループ名 ゴールデンパイライト

種別 : T 
出;宮地;全シティ

a重傷 ・短針縫を得む

特徴 :本県人身売買組織だが、身代金目当τの餓拐を頻繁に行なう.

ポス，賞金苗 ジエラール ・デユピピ3:($16.は悶)、アクセル・クリュー

ガー($6.α)())など

グループ名スコプチ

狙5t! : T 

出没地:金シティ

畿備 ・スベツナズナイ?を好む

特徴 :地E事告蘇らぜるために人類を滋ぼそうという無差別テロダループ.

;f.ス，賞金昔。ユーリー ・プランホフ($16.伎町)、ザミ ユエル ・7イ

($ 14.飢渇}など

グループ名緑 の地球党

f.鋼:T 

出;貴地・企シティ

装備 SMGを好む

特織 過滋な自然保1聾グループ.宇宙開発、地主事再生田両方に反対し、

峨々なテロを行なう.

ポス，賞金首 。イアン・リンFパーグ($13.000)，ジル・パートナム($7，似泊}

など

.. 種別"

B パンデッド、 G・ゲリラ、 T テロリス..一般にB-G-Tの圏直で兵

の練度、装備も良〈なり、平こわい相手となる.テロリ スbはy ティ内で

の破壊、暗殺;舌動が多い.

[10.4.4.1]パンデットのリーダーについて

何畠かの特徴あるパンデットのリーダーのデータを害考として挙げてお

きます.

ガーパ一軍曹:ブラウンベレー第 1突繁鰍のリーダ田.ナイフコンパッ舎

のプロで、愛用の単分子ナイフで相手を〆ッタ切リにするサディスト.

STR 3s REF 29 DEX 17 刷 T 5 EDU 7 

PER 15 SYM 4 W1L 18 SUV B HP 40 

スキル:拷問・尋問 48%、サパイパル 89%、偽装・カモフラージュ104

%、戦略・鞍締指探 11%、ブービー トラ yプ 119%，爆発物 85%、

ストーキング 197%、小火総 99%、賀山総 17%、役郷全般 86%、

素手職鵬 152%、ナイフコンパツ争 お初ι特掠武器戦闘 69%、指関



回遊 70% 

主畢接備:.IIl骨干ナイフ、コンパットナイフ、亭帽様、ワイヤー、 45Ca1

カートレス{シルバーチップ使用}、 77イパーシャツなど

アリス・パーモン ト 践的制リ跡む膏々しい、ピューティーエンジエル由

。Jーダー.大した却ではないが、 'J-ダ『だけあ勺て.のaいには慣れτ

いる.

STR 12 REf 24 OEX 17 INT 8 EOU 9 

PER 14 SYM 3 WlL 16 SUV 0 HP 11 

ス.ル:スリ 87%.惨事{向絡の"のみに効鎮めリ)1紛%.変装 74%. 

拘問・轟間 119%.池上.全般 204%.小火線 9-4%‘狙事 55%.絡

側聞道 7~ι 帽捻債総戦闘 148% 

主要量豊僧・凧箪の鰻{武力+6)、短富十銑‘9帽 SMG.ジャンプスーツ、

書lHラッグ屯:ど

ダ0リア・ギルパート ;女性ではあるが.8刺晶の軍用フルポーグに阪を

修僧Lτ L.Jラているので.外見から陪怨畿がつかない.そのメタルボデ

ィ "*CIl的ライ 7ル~隆々 と!lうことがで~る.1>車 りにら高い較調値

力量縛ウた崎.リーダーよ リ..い賃金がかかラτL.f，.，た.

STR ・oREF 27 OEX 12 lNT 8 EOU 4 

PER お SYM 12 W1L 16 SUV S HP 30 

そのほか伺データは.ネツガー.のむのを使用

スキル:大11:1〆カニクス 68%、精密〆力ニクス 69%、サパイパル 51

%、偽接・ヵモヲラージュ 72%、戦時・眠術情鱒 32%、ブーピートラ

ップ綿%‘ 燭鍵柚 92%、空中・ OGa勘 70%、ストーキング 111

%.小虫鰭 4Mふ貨火書官 lZ8%.信網企鎗 66%、素手破損 92%. 

大GUtfJ殿A 135%、指鋼回避 市 %

主..・:200・9イポーグライフル、 APポヲ、事補.... 属議プレ-f

など

地盤実 :ト四..-生まれのこの目録.AII:、'J田ダーのカール・ソ争 l二助

付られて織に心齢し、ゲリラに加わることにした.そのボディはサイバー

パーツIr流期して、常にパ勺ーア yプil:かラている.カールの仲間は増

昼実~!e企に人"とIl!めているようだ.

STR 26 REF 19 OEX 0 刷T 0 EOU 30 

PER 30 SYM ?糊l q~ SUV S HP 16 

ザイパーリンク喝干4本

主要鼠縛スキル:大型メカニクス 鈎%.欄密〆カエクス 100%、埠上

怠全般 1∞%.偽袈 ・カモフラージ" 6(岡崎.ブーピ-~ラップ

1ω%‘姻発物 90%、量火銭 t∞%、稽叡火" 30%、捻判事企般 80%. 

灘与制闘 1∞%.格闘国道 70%‘輔除草史"嶋脇 90% 

主要様備:彊置u書'"パータンク、また1:12.7酬 HMG‘パイルパンカー、

胴・-側舗に〆タルスキンBなど

ニードル :.1:1曜のよいハンターだラたらしい.111:1:幻自在的フルポー

グ〈カメレ方ン}に届を移僅Lており、そのため草出町名前も績も由局に

1:1 .，1: (ねからない.爆型車テロ b行うが、ぞれよりむしろ、 IOc副まどの

単舟予ニードル~飼いた暗殺が蜂みらしい.舗のターゲットになうた者同

月箇に住んでいたとしても必ず噌殺されτし車うという.

STR 22 REF 19 DEX 17 刷 T 22 EDU 14 

PE肉 22 SYM 16 W1L 18 SUV S HP 13 

その幡町データは (13 〆レすン〉のむの~使用

スキ)": 111111〆カニクス 98%、温段土木工事 mι土地カン 121%‘ 

変趣お6%、抱よ車企鍛Z11%.小型鑓ナピゲート 83%、コンパッ争
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日間付吹
シ"ル 1(泡%.ザパイパル 46%、偽古書・カモフラージ" 64%.プー

ピートラップ治%、錫発物 152%.スト-'"ング 145%、小火鵬 9・
%、量火綿 142%、海軍主火鶴 56%.慣'"戦闘 62%、格闘図面l70%. 

帽除民鱒職鍋 198% 

主費量豊備・単骨子ニードル{火力2O)..22Ca1プラスタ一、書4副.1車、何~l

織細観''''~ード(A40/80%)など

ダン・コスギ :思議奈が績のトレードマーク.I!淳人らしいが.そ(/)，.・

H'L. (知る司IUいない."'.剣Htllll..τぉリ、テロリストというより

目鈍停申暗聴者である.後の同悼1:J .，た〈ザイバ→ Eされτい指いらし

いが、厳しい修行の結集、僧じられない能力を身につけている.

STR 32 REF 45 DEX 27 1NT 15 EDU 14 

PE肉 48 SYM 5 WIL お SUV S HP 40 

夜間戦でb一切のベナルティを曇11ない.肉体を仮死状態にで串る.10

mのジャンプが-c.~、上空1∞mからlRV降りて b佳重量 1 つしない スキ

ル:万能、 lr袈玲%、サパイパル 201%.偽量産・カモフラージニ主 位%.

プーピートラップ 66%.絹発暢 73%.空中 ・OGab 140%.スト

-.ング 124%‘役歯車全位置路%‘旗手取同型拘6.ナイフコンパッ'

118%、大製武鑓破闘 95%、格闘画道加%

主要厳・ 2亭裏剣(火力+5)、忍刃{火力+20、シフト 1)、健軍(CSO(/)

効果)'.tど

(10.4.5] NPC戦闘錫隊

PCたらはプレイ中、織々な姐E真的"と軍事うニとになるでしょう.ニこ

で1:.GM炉事考にするための.織対する職創部隊のデータと倒~帯げτ
お~J す.データの見方、使い方la~本的にミュータントなどと同じ{タ

ーンごと由行動に闘して.対ミ aータント破オプyョンルール同チャ由ト

~使用して〈ださい}ですが. ，耳具{縫甲)1:殿"ルールに事じ、脅φ・飽

によリ草す.また命中車1:車産闘企般で使用eれ、使用火器白骨中修正が加

わります.. 一徳.とただし・~がある!;ののみ‘常にその%で輔lnτ

〈だ8い.GMはこれらが筒倒と感じたら防具、命中率ともー定的舗をlt
定するニとにしてもかまいま甘ん.

平均取得スキルは戦闘スキ2レ{命中事として袈されています}以外に取得

しτいる可能性的あるスキル町二とです.

AHP実情園陸

ハツキング中前ハッカーが、AHPにo却されると後らが出勘l..Jす.迅

遣に犯人~逮樋することに.点が制力、机ているので、後らの.舗は貴"な

即.t受付ます.目織であるハッカーが高い較闘力を縛っていないと噌え

られているのか、苛の入園田貨bl>Jリ高いとは曹え草1tん.彼らはSIJに

コンピュ-，関係の知1It.叙官事れτいるわけではありません.

な，示、装備のうち、掠外線ゴーグルと応車キット.平均取得スキルのう

ち〈応車手当H縄問回避〉屯;ど1:他のすべての讐察および軍司郁隊全員が思

'ーしているむのとします.

平岡健力

関EF:8 SUV/HP: 0/8 WlL:ー 1 攻撃力::tO 意中1SI:40

% ，耳鼻筋現ジャケツ争

車書偏.ソリ ッドシュータ一、スタングレネ-~. 9圃 SMG‘応轟キット.

I!!タホ繊ゴーグルなど

平均取得スキル.地上東全般 40%‘小型飽ナピゲート 30%、ø~平曲

30%、楠鯛回選 30%

使用〆カ・'1:ノパイク(兵畿1:i1!申ハイチSパムAl0など}、 'J、製へ・I(呉

儀1:11申ファイパニワムA40およびIR院先"など}

110量的規倶 :6-8名のパイク兵、必要指らへ・'J1 I量的パックアップ



W賢志定議c>

RP(ライ7・ノ トポリス)

RPI:ポリス(市警)の中でも力自慢の者で構成されています..後の舗

広が主な仕事です.入手不足のポリスにしては人数が術と多い鶴隊T、質

より数という姿努が明らかです.人数が足りないときは、パウンサーなど

を隠時で雇い入れたりもします.装備はニの他に、旧式四コンパットシx

Jレが(威嚇周として)駆リ出8れることがあります.

平均能力

REF: 8 SUV/HP: C/12 WIL: -2 攻撃力・ +4 命中串:40 
%紡具:ボディアーマ一、ファイパーへルメッ~，.大事件なら才一争

プロテクター 〈ハードポーラー〉

装備 ソリッドシ"ーター、スタンスティック、アイアンナックル、 7.62

皿アザルトなど

平均取得スキル・地よ事全般 お%、?ァイトスキルが高いものが多い

使用メヵ.鋪圧周小蟹'"パータンク{兵遺書は前側面的み装甲ハイチョパム

A1C陣、ゴムスタンガンなど}、兵員織送トラック

11軍隊の続犠・ 12名、11>要なら;t.パータンクのパックアップ

ハイウェイパトロール

メガ・シティ内でI草ハイウェイ1:大動脈に相当し、ダつンタウンについ

で犯S置が多発するところです...走旗は領繁に常軌を逸Lた犯"を、また

ハイウェイの封鎖は逃走中のテロリストとの激烈な糠いを引宰組こし草す.

当然ながら、ハイウェイパトロールは嘗療コントロール下町線腕部隊とし

ては、ヱアポリスと同銀、エリー争といえるでしょう.と〈にサン=アン

ジエルスでは他的メガ" ティに比べて{警察車車線全織がそうですが}、パ

争aールの装備は充実しています.

平均能力

関EF:13 SUV/HP: 0/10 WIL:ー2 攻事力.全O 申中帯 。50

% 防具.オートプロテクター〈ワイヤ- fギア〉または〈コマンドつ〉、

平時は防縛ジャケット、ファイパーへルメツト

義備:12Gγ ヨットガン、低反動APガン、 .357マグナム、 45Calヵ-~レ

ス、普障など

平均取得スキル:池上車全般羽%、小型縫ナピゲート 紛%、土地カン

50%、大型メカニクス切%な:ど

使用メヵ・ 2舗パイク{兵装は装甲ハイチsパムA20、必要に応じ7.62岨

LMG)，小型'"バータンク{サンプルの柏を使用}、道路封鎖周畿申トラ y

クなど

11串線的規娘 パトロールは2名、有事にmパータンク、トラックのパッ

クアップ

エアポリス

このワールドにおいては、エアポリスは地ょの響覇軍隊の支11より、独自

に活動、または事件解決を行なうらしく、へリに強力な武装が施されてい

ます.これは凶怒犯"が多〈、ぞうせざるをえないということなのです.

ただし、市街地に釘いてはその属すぎる火力のため、必ずしも有効な保安

システムといえない場合もあります.ヱアポリスのメンバーはへリの級い

には優れてい志すが、個人駿闘能力は比較的、低いようです.

平均能力

REF: 10 SUV/HP: 0/7 W1L::t 0 攻撃力・ー 1 命中期.田

%紡具・ 7アイパーシャツ、7ァイパーへルメツト

装備。 ι5C剖SMG、9...カートレスなど

平均取得スキル 小型艇ナピゲート 80%、大製メカエクス 50%な:ど

使用メヵ.小盤戦闘へリ(サンプルの物を使用}

1部隊白紙.iJl パトロールは2畠(2織}、有事には4-6名(懐)であたる

SWAT 

警察的中で一番のエリート郁隊です.被らはまさにカウンターテロの升

野では主役に他なりまぜん.その渇績は総もが知っています.1>ゥとも、

と〈に置大なテロ~e仰が発生した場合には、 アーミーの特F阜商事隊が解決に

あたることもあるのですが.SWATなどのエリート部隊司〆ンバーは、 1:

11全員が何らかのサイパー強化を受けているのが普通です.フルボーグの

メンバーの割合1>5割をニえていますが、例は部骨強化してあると思われ

るメンバーのデータです.

平均能力

REF・17SUV/HP: C/14 WlL: -5 波撃力 +10申中事 :80

% 防具。任務に応じた香櫨才一争プロテクター

装備・フレシエツトライ?ル、レーザーライフル、 .22091プラスタ一、低

反動APガン、ソリッドシューター、 9帽 SMG、テイザ一、スタングレネ

-f.単骨予ナイフ、単骨子ワイヤーなど

平均取得スキル 大型メカニクス 40%、暗号、情号 50%、勉上家量的

40%、コンパ yトシヱル 10%‘サパイパル 50%、偽接・ヵモフラージ

.:2. 50%、ブーピートラップ 70%、爆発物全般操作 70%、ストーキン

グ 80%、空中・ OG担軽動 50%など

使用〆カ:畠極的戦闘〆カ、特に〈パラダイン11)クラスのコンパットシ

zルを多用

1部隊の線機:通常10名で作献を行なう.最小単位は2畠

7ーミー

アーミー1:傭兵図に比べ、明らかに装備がよいかわり、その総数は一都

市を守る軍隊にしては世なすFます.ですからメガ・シティとしては、紛

争時にどうしても傭兵を贋わ5るをえないのです.アーミーの池上郡隊の

コンパットシヱル要員を例に帯げますが、所属部隊によってその畿備、取

得スキル1>峨々ですので，主恕して下卓い.彼らは戦闘のブロだけあラて、

装備もさることながら笹擦の部隊よリ優れた際関能力を有しています.し

かし、全般的にみた戦闘能力は、ハンターのそれにはかないまぜん.割l線

のレベルはかなリ寓いはずですが、ハンターほど実鞍経験を積んでいない

のが原因です.紛争においては傭兵より高い戦果をあげますが、小規模殿

"ではあまり{買い物になりません.アーミーは紛争時以外にもスポンサー

の企鎌田舗音などで、 PCたらに牙をむ〈こともあります.

平均能力

30 

REF: 14 SUV/HP: C/14 WlじまO 攻撃力 +4 命中事。 60

% 防具.なし(センサースーツ)

装備:9闘ボディ、コンパットナイフなど

平均取得スキル:コンパ>~シェル 60%、大型メカニクス 40%、空中・

OG慢動 70%、偽接 ・カモフラージユ 40%、サパイパル 30%など

使用メカ:コンパ yトシヱル{サンプル・パベ γトマン・の物量使用}

1部隊の規模:コンパットシヱル隊の最小単位は4畠(4機}

典型的な傭兵

ー般に傭兵の個人職闘能力はアーミーを上回りますが、組織的な，雷動に

はあまり向いていないと官われτいます.傭兵{・ハンター)の独立的な気

質がその原因でしょう.PCとしτは、織にまわした〈ない滋の一つで1:

ないでしょうか.

例It歩兵としての傭兵です.

平均能力

REF・12SUV/HP: C/12 WIL:玄O 攻感カ +3 命中lfl・60

% 防具:嫌々

装自陣:5.56聞オート、7.62醐アサJH，スナイパーライフル、 9圃 SMG、.44

マグナムオート、コンパットナイフ、手綱弾、ワイヤーなど



'n 平均取得スキル コンパットシェル 30%、サパイパル 50%、偽遺書・カ

モフラージュ 4的ιブービートラップ 60%.爆発物 ω%、ストーキ

ング 7~ι 応車手当 40%など

使用〆カ 繊々.割合に安価なもの

11面隊の規模.不特定.多くても6名繍度

暴走族，ストリートギャンダ

シティ内の犯締の~ <1:彼らによって結こされています.個人としての

力担たいしたニとはありまぜんが、ごくまれに特定的武器の級いにすぐれ

た者がいます.集団で行動し、遠げ足が早いのが特徴です.

平均能力

REF: 8 SUV/HP: 0/7 WIL: + 2 攻繁力 :+3 命中寧 :30

%防具普通はなし

3毒自町 ポケットナイフ、アイアンナック'0.アイスピ y夕、鉄捕、チ zー

ン、ポウガン、火貴ピン、 22Calカートレスなど

平均取得スキル.スリ 60%、大型〆カニクス 20%、地上家全般 50% 

包E

使用〆カ。独自に敬透した2輔‘モノパイク、パギ四など(特に畢走族)

1部隊司縫娘。 6畠以よで行動する

8後

ダウンタつンや雄民キャンプに住む貧民1:常に弱者というわけではあリ

草ぜん.彼らの怒リが畢動とという形で表されたと喜.時にはRPでさえ

対応できな〈なる場合があるのです.

轟徒1:'"ょっとしたきっか付でむ発生し‘手当りしだいに町そ破犠した

リ放火Lたりしてまわります.扇動者が摘まったり、殺されると自然と解

散します.

平均能力

REF・7 SUV/HP: E/6 WIL: + 3 攻撃力 +1 命中率・一

徳20% 防具'なし

接備:餓輔、樟重量、その他

平均取得スキル ・なし

使用メヵ・なし

1部隊の線機・ 30名-1(旧名、あるはそれ以上

テロリスト，パンデット(ゲリラ宮む}

後らのデータはミュータントチャートにむありますが、グループのリー

ダーはたいてい一筋縄では倒ゼないほど強いようです.らっともそれだか

ら賞金がかかっているのですが.パンデットは単なるな勺ず者の集まリで

すが、ゲリラ、テロリストはそれに比べ、らゃんと した釧線も受けている

喝合 b~< 、理性的なプロフェッシヨナルで、栂平にする渇合は注意が""

要Tす.

平均能力

関EF:8 SUV/HP: 0/8 WIL:土O 攻撃力。 +2 脅 中 準 初

%.....40% 防具 一般になし装備 :7.62酬アサルト、 9帽 ，SMG、9耐

力一争レス、コンパットナイフ、蜜刀、手l'iIil単主ピ様々

平均取得スキル・ 4華々 .テロリストは建扱土木工掌 40%、偽造 ω%、

拷問・尋問 40%、織発物 苅%、ブービートラップ 30%、ソフトプロ

グラふ 50%、イメージファイト ω%主ど

使用メカ。織々

1部隊の脱線.鎌々だが4-10名ほど

3噌





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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