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初めに

よのシナリオは2人ー4人JHのものですが.3人がベストです.PCの
キャラタタークラスIUれでもかまいまぜんが.ルットライナーやパウ

ンサー1:'1~のシナリ'" と:1えるでしょ九舞台はテキサナです.

新型ドロイドの実戦テスト

テキサナシテ4の主要公安棚田‘ヒaーストン セキュリティ ・サー

ピス (HSSl社の兵器I"I~~$でIl~のIH'、締~戦捌ドロイドを完lli:.色ぜ

ました.IRI~ê郎主Ir.~ダイツク・サトーIl~の'"兵容の実戦テスト t デ
ータ係取のため独居fて淑n殺を錦i外の蔵野に欣ち、ハンターなEを鍵h

ぜています.

GMJI!情線

ディフク ・サトーはマ7ィ7のマγツィーニ ・ファミリーと緩"1して

おり.今まで峨々なあ<rいよ主をして‘今の地位~R'たのです. しか
し、1，;)じIWOe偲のAU瑚発スタッ7.ルータ ・ハワードはひょんなよとか

らその理仰のすべてを知ってしまいました.ダイフク11ルータ士事般に

鬼ぜかりて正弘主しましたが、そうなるこ~~予期しτいたルータは‘'"'
発中のAIのメ..， y パンクにその:líF，倶 t なるデー?~隠しτいました. ダ

4 ツクはちらにルータの恋人である 7~7 も Mかを知っていると.~.い'~

暇テストにかよつりで綬ぞう tします.

ACT-l プロローグ
PCたちか司尾島みのブローカ一、ナッシユの鮮枕するパ-1プ飲んで，.る

しプローカーが急ぎのIcI:'I(を待。τきます.

ダブルーラヲプ

噌



ド箇議ζ信誕〉

{上司t内線は以下のt ぉ ~ .

fl<fii主:t.:L.ーストン ・セキュリティ ・サーピス祉、総務部

内容 :シティ郊外TM・61エリ 7Q)!必草から‘ H5SO>4告の社j~を救出

1...述れ締 るこ し

NIIIl :本Il'1' m匹，~f:J)

胃繍 :総額S10.0∞ 

~ bめτ ま 。 t うなlt'liです. 今.わかっτいるニとは以下のとおり

です.

L 削の続き れれ ・る 雌I!.元知事でま h~ 111tiJfになっτいる

2. 4名のmt机堤に死亡しτいたら、 そ のtaE.拠~符ち婦れば.契約i岨

りの綴の骨欄を支払う

3. '1'1'午が選ょったのは昨u.符{幅ロポットのパーツを愉送中に終われ

た.犯人11仰のi'''YI~出しτいなrが、銅賞じよ争 ->7 イ 7 ・ マフツイ

ーユ7アミリーの住1::1':t ~・ う ':1.カ2判明Lて，.る

4. l'買に他のハンターが41'.IUJ: bっている

楽恒鴻儒目が何人τや勺て~S 10.0001:<'う安航なのは二うしたPWIから

です.般がセコイ このブローカーはこんな儲けが少ない11:>I(~)I.遣しま

せん.

ブローカーナγシュ ・ダニカン 421瞳

見るからに-t:1 'I小川で.PCがこの1J:'lii'断わろうtしても、 lí~ 1 

人はEうしても行かぜょう主 します. そうしなげれば、伎の手元に金が

入ってよないからです.

PCがPERのAR251λtcニ成功したら、彼の悶Lていることに気づき ま

す. それは、 HSSが(I ，jôiの$JS:~~わないの11. 社内てI'fかゴタゴタが
起よ今ているからどい・う ζ!.'('す.その吋lli者IH'うも総務部1:1制発

揖lのようです.

ACT-2 始動
PCたちか勾9，!J品につ(!. (~~W).a:です)事今 号〈待っていた4 人のハン

ターたちが簡単な鋭吻I~ 1...11城主なります{どう進めるかIHIIIIです).

H磁の見取闘は以下のtおり.見紛争の人敏1:3人‘ぞれから入賞のう

ち 2名はすでにここに道ばれ~I:rrに殺害れている ζ とも hかります.

一」:t5Lベコ

0; lnミ
『・8

• 

NPCハンターのデ-?11.次のとおり

パウンサ-1¥-0 MV: 3 REF: 12 5UV: C liP: 12 
IVIL:ー10 J'~~ヵ : +4 命中串:-jftお%

2 

5.5ゐaオートライ 7/".7.62岡 LMG.平槽弾

.357マグナム、ボディ '7ーマーなEをl!I!!fi

2Fの奥tこいた入賞のうち l人111斑に殺きれ.あるいは戦側中に流れ

姉に当I~勺て予Ec: .tす.作戦自体11簡単なはずです.

2Fの奥の総般には新担兵o¥'WMlみ立τられて;置ャてあります. 1人

伐った人質ー-1'-1衣を'1Hょ女性を救出するため剖遍t.こ佼入する t、突然

ニのメカカ唖iI1~ 11¥します.応;lj;tするNPCのハンターたちをあっ tぃう111'

になF倒1...(GMliPCたちには手加悦 ιて〈だが、)F.止を破っτ逃げだ

してしまいます.

ALI胸 XM-OOlrパグベ7，

形式 :t責特製人鞍腕揖兵

名跡 。ALI-XM-∞1rパダベアJ

タイプ :M 

REF/MV : 15/0-4 (ブースター使用時ω.10ターン使用可能)

STR : 45 

HP : 40 

装甲 : (企画-!l)A30/ω%(チタニウムアーマー)

頚郁のみUlll磁フィールド(AI∞/1∞%)

装備 :妃録カメラ、サイバーアイ、

サィ，て-IRピジョン、ECMポッド(A)，

チャフポッド(M).7.6Z醐ミニガンXI、

先先政射被x1. BクラスAI

多用途則的スキル:搭敵火鶴 お%、 帽鵬函連! 70%、

量平戦闘 70%、軍武器お%、 小武器知%

パグベアの形は2足歩行書置で、体製はゴリラに酷似しています.左続上

却に7.62剛ミ二ガン内蔵.右脇腹に北東紋射線. ~賀郡にセンザーが集ゆ し

てい草す.鞍腕時には強化パイザーと兼用の電磁フィールドが降り、ブー

スターは腹自Eに噴射口が2つ.マニュピレーターで格略戦および小火信田

射鯵む可続.来兜E置なので射撃に対ずる園遊はできません.

1-7 本体

8 ブースター CP5.2突で檀舵停止.

9 強化パイザ- AIC聞のファイバニウムアーマーとして見

る CP3.碕壇後にAIに命中。香櫨兵装のいずれか

行動パデーン

ゲV ラ戦.{:ードに綾定~れτいるため.エネルギー術散がー%J:..l上の

物体を攻象するようにな今τいます.そのために通過するエオ.1"ギー愉

i基トラックなEを'1'に攻繋します.テキサナ ・シテ.jf報知舟でI!新手の

テロ剥国担のしわざt且るでしょう.

PCたちには反感すoJnJl孟与えられまぜん.--，まひ!..t 1'3ct宝を述れ

て脱出しましょ九パグベアは隠れτしまい見おりません.

抜術研究員 7ィア・ラングレイ 211. 

11 55のl刑事~1lIlのスタッ 7. :lnr仁三戸の111判で.戦別mのロポットの設

'11の研究をしτぃtす.性怖のむやかなJ巨人です.

y ティに連れ帰る途中彼女(:l、〈つかの間itlができますが、以 FQ)>li



ダプルーラヲプ

(_b'担!りません.

d体11:からバトンJνージaの研究所に絢送中に襲われたこ UJνート1.1.
yティ知外を{郎、ました.J-，百lのヂィツク ・サトーの指河守ごそうです).

③バグベ7の二し

マ7ィアヵrパグペアの輔I立を強制したこしまたその行j)v<ターン

のそードについて.またその訓aについてのダータ側部の過，~な防御7

イールドについて彼女1:不:.WJllに思勺ています).

パグペアについてはまだ蟻¥tなのですが.役立はそれ、う'Iiには疎い

らι〈、よ<Lゃ4 今 τ〈れます.

ACT-3 索敵
円::t>'ナッシA のパーに良。τ、U55に巡絡をつりるふ側発剖lの主II:

のヂィッF・サトーががードマン2人を述れてやってきます.PCたちに

械蝿があるのならこ こで軒糊 翻の交渉をしτ憎いません.もしPCがフィ

7~・ら捌いたこ Hディックに質問したならば、ヂ4 ツタliフィ 7 i:厳

し〈叱ります.そしてPCたちに口止め料 としτI人当り S10.∞0をIJtll
に銭。込んで〈れます.PCが口止め科をもらうもら/>，よいにI地bらず、

捜日から全nに車1I容が品111 られます{偽Lß\J~τ本当に紋LτIぉ・II~ぜ

ん).1if_まIt日前すれすれに狙悠するとカ九都儲に手槍掬i:1止If込むtか

が良いでLょう.パワンサーがEOUのARI5に成功すればプロのi燥で

はないことがわか・9ます.二れはずイ ツタにlIi示きれfムマフィアの下

っ端Eもの仕業です.

技術主 任デイック・4ナトー 39・
彼はW!!.¥<使ぜζリた9J"(.サヂ4ストです.

U5S1UI発剖lの主任牧師い、主日明fI孟マフィ 7i'使って干にいれたもの

で.総務部も彼に対Lτは目令光c..-ttτいます(社内でも-1Jtt.Q人物い、

うこ tです). そして、また今l副、 伎は~~製メ :hの・主戦ダータを係

るため.パグベ7i:龍野じ紋ちま ιた. もちろん公になら品ょうマ71

71:技術者の来ったIltを械わ払劃l立が終-(Lたら717i:tJt')!L、何

日かしたらデータをl凶似す畠つも 9です.PCI!彼に会うたび、EOUO>AR25-
または〈純欄草学〉の5R2で.彼カ'!i1神医学(fW~倫}のエキスパートであ

るニとを録けま't.
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fl(fj民主 :ヰ碍1(て'すが、 ~155τある ζ とはt明らかです}

内容 :Ul1IUi:騒がせている戦別ドロイド{バグベア)を磁波L、かっAI

のデータバンクを無傷で持ち州るニ t

則自l・311以内

軒制.総哩買S40.∞o 
殺データパンクを脱してしまったら$20.∞OLか払わない

またPCたちカZパグベアのデータを知。たいようなら袋刑事.1書紋兵Zif.

nilv<ターンなEのデータをあof)J.lI'教えて〈れます.

t 二ろで、 7171t以前と比ペ、なん t な〈冷f~ ， •感じのするk性に

変貌ιています.PCたちはPERまたはEOUのAR犯か精神医学スキル

の5Rlで.彼kにiJli.lli:*同切。けられτい晶こ tがわかります.現仲l.{で

はそれが同勺ても 717の催眠術を解〈梓.i!広島Pません.世主kを無哩らや

り医者に遮れτlT勺τι 医者はこう1'i'います.

3 



ド雀斑耳証〉

r彼kのi臨駅術i'解〈に lムキーワードを術Wかι 11l1~mすか‘過去の

tτ む姐i'・11L-t13や.ぞれに航する品を見せるしかな，'.しかし1量打の

1m. I世kの附紳に%，止をきたすかも知れません!J 

ディックの魂胞

i控11.HSSのスタッ7i'('車勺てパグベ7をlulAえするつもりでしたが‘

総続的の妨加にあい.代わり にハンターを使うこ主にしました. ~ちろ

んこの戦闘で、ハン11-が(lOJ人かあるいは'tll死んで〈れれば'-，;ニf.~

tぃうbけです.

717にl瑚LτU.総務部のjfi;Rを恐れたi宜が.彼立に催臨〈刊tで:84の

人t告を械え込んだのです.こうして封Oltt.t.役kが1"1かを知っτいた

t t.て b安全てず{もちろん総飾部11常に紋ki'見世h ています).

I'Cがす<"t>ずグベ7'r倒Lにn<の主c，.ACT-4へ.
MC，かのも開iを似たL、主か、ょのtI:'11i' m 11 n ;のを踊絡するような

らブローカーのナァνュカにの人物合総介して〈れます{紛介料$5∞取

られます).

トミー・へンダーソン 1由車

IISS<I>愉i草"'~単におbll t.l:チンピラですが、 IId:めきれていたに b

かかわらず.ペラベラあちこちでLゃ4。てしまったため.ポスの怒り

を目っτ. 今11i!l/)れる身です. 伎は27a飛ぴ-ró -t t そのp~をして〈

れ晶なら.h'l絡を錨供するつも 9でした.1吃が彼に$10，ω0<れてやる

つbりがないなら.(tわりじftιてもかまいまぜん.STRのAR25に成

功すればおびえて何でらしゃベり~'t. 

また彼は7ィ7から稼ったロケットを持っτいます.

①誘拐はマツツイーュ・77ミリ F のや勺1:こU!:が‘その術ηi<lWSS
のディァタ ・サトーカ可1¥したらい、ダィフク11今まで弘マフィアを使

い色々:l~cい郁をやってきた.

③ HSSの俗務部が量~Jきだして.ヂイツクドk縛するかも知れないから
dス11吾みそろヂイツクt干を切るらιt、

EんなII:Mにせよ、PCたちがポスに会いに行っても殺害れる1':111':(か

なり鍛iflで治倫な人物だから).

③ パグベアのメそリパンタに11f司か{金になるよ主なげはな附'，b'J2

~れているらしい.

ロケットじついて

内には717の恋人らいヴ}の写兵があり.宅五ttの~i'兄るなら. r ~1. 

i孟絞きれる.同点逮の愛を (EtcmalLove)' 7ィアへJt‘・うメ毛がおり

ます{へんなメモですね).

~'í.J"の別にl蝿ι ては. ~・'"トライナーヵt~ '7.{ 7のi別人ダータから探

りを入れてい〈か.もし〈は悦軒lI:iiに似ι・のが安当でしょ九 m担保11
I 11*まつL以ドのtmui'集めてきます.なお1t，1相続(!桝11$2.似MOtrfi

uです.

ル-7・ハワード

2街並.HS~湖I~ê揖IA IJ制発ナー 7.
3ヵJltI<iに研究中の;"般で死亡.死亡際閃じイC鼎点あり.

lJUIι HS舗草崎市iおよびCBIカヰ史1iI'I...・e・-

ょのf血にフィ 7i'呼びmしτ色々 IUI'・たりするよ tもできますが.彼

kl1何も拘!りまぜん(い‘主よ? ~占ぜt ぜん). 坦耳目に投獄しようとする
し内偵中のl路舗事務部1.CBIの~IB 込h..:t!デ4 目ガードなEに田ld:

4 

されt す.~M持軍~fII!ってそう LI:i'i;動を起4 したPCたちを攻怒します.

1止らはランクc-日〈 らャのハン11ーの自~)J ~.(j しτぃ~'t.むみん、彼

ら11folのt，'1ff1ももたらしτ〈れません.

ACT-4 攻撃
pcたちがEうや勺てパグベ7をE唱すかは臼1I1です.しかし怖軒U'おり

にー定f.lJ.:(r，illl)J)のエ4・)，，~"-反応でおびき寄せるペきでι ょう. ト

ラックに且4・ルギーパックを鮒んt_，有企JIJ怠でbれI!上出来です.なる

べ<1¥1(珂t部)~Ii'iJn寄せないようにしτ (1':杏，'. 

面白都合嚇耳障害れた ら70%の伺i申でAU1破壊~れτ<.ます.その場合11

紡!U:A仁なります.

f事ち帰ったデータパンクから‘1]的のM胤iを引き:1¥す試みは官官耶にで

きます.必3耳な織HはナァY.;I.の:(IT](にあります.データバンクにベン

ダントのバスワード M EternaJ Lovc".r打ち込むと、デ4フタが'77イ

7-U'illl t.て幾多のf~，絞や、附IIí~jRねていた事実が "mJ)" ~れます.

4のダークのヨピーは u文しか取れないよう輯U:~れています. コピー

を t り終わるふょの制u:~外す作業をする暇を与えず、データバンク

のすべτのデータはi闘えτιまいます.

データをコピーしおえる Ll' (-デ.('1タから電話がかかってきます.

i班111時11日後にシティ外れのttl.liにデータパンクを持って-*るように3

い~ -r. そして. 一方的に~rifiを切ってしまいます.

illo(lまでlシ時・ーなどで飛I!t.て約45分です.IWUlII.I~寸M・はPC

の(11I 1ですof.'l*Bへ.

PCたちが持ち制。t:データパンクを(紘也にぜよ)ま勺fJ〈ELいなかっ

た札ダィック t~.~.: ~"i'起ょした〈ない k 考えたなら、やIH結*

Aとな Pます.

ACT-5 停止
A. (デイフタ11失敗を奴念がりますが)1'00労JJi'l:めて総額$40.(削

を払勺τ〈れます.彼色Jl・4互の制1i.で、パグペ7のデータパンクに証拠

となるデータが入っているニ tをつかんでいます.をLτ;t;XIIら白紙で

$40.似lOを払勺て〈れるのです.~ t.汚臓のファイルを見たよとをHSS

にう勺たえτもZif.拠がなャのでダイフタに遜げられてしまいます.

B. PCがコピーしたデータをf(;C:ヂイツタを(1刷、つめるふボディ:1/-

ドの7ルポ四グが故人保1\. 武強制除~せた tで. PCのうち 1人を妓ι
てFムジンで迫れ去ります.娩勺1:J人11サダイストのダイフPがn分
で始末しようとい主わりです.ポデl'ゲードに巡れ去られるpcが、44
で担t抗するのは19策ではないでしょフが.それでもやるようなら結*，Cに

移行して(t.:~ぃ.

フルポーグ(PCの頭数の俸の人教を出して〈だ喜い)

STR : 40 REF:初-25 PER : 20-お WIL : 16-18 

$UV : S HP: 30 装 甲 A70/ao% 

基本命中車 市%

装備 テイザー、縫針鋭、レーザーライフル草た1:サイポーグライフル

胤骨子ナイフなど

その他的データはフルポーグ"ネ yガー-~嘗考にして( rt;:ぃ.

さて現ヲヨた l人向PCに対L、ディックl二織られたフィアが攻調書してき



正す.

7ィア

STR・6 AEF・8 PER・15 WIL: 7 

suv : 0 HP ・3
22c31カートレス使用.基本命中部1:20%前後.

フィアはとても弱いので、 PCI:やる気になれば簡単に倒せますが、後

味1:患いでしょう.PCがルークにな勺たつむリで鋭得するのも良いので

すが、ロケッ争を見台れば、彼女は自が覚めます.そしてそのままその唱

に倒れます.その後はディックを殺すことむ可能ですが、デイ ツクU当然

できるだ付逃走をはかります.

テ.イ γク

STR・8 AEF: 14 PER: 8 WIL: 13 

suv : 0 HP: 7 

題針銃使用.基本命中期1:40%前後

7ィア目時間はかかるでしaうが、いずれは回復するでしょう{楠神に

異常告書たしています).

ディックを殺さな「いで、後，'7ィアの治癒告させることむ可能ですが、

彼が葉植に縫うかどうか疑問です.

その億四PCI:リムジンで拶動中‘フルポーグたらが企画、 HSS総務部

とCBI的自費董員であることそ知ります.彼らはコピーしたデータをよこす

よう曹い、今回0).件に関してPCの命の保証と、総額$80.0ωの帽鍋~

約束します.かなり大きなスキャンダルなのでHSSとし，1>内密に満車ぜ

な付ればI，j.1)草ぜん.PCたらには甑ねる術はあり草ぜん.断わるなら卸

aに韓されるか、ずっとHSSに付吋狙われます.

C.際関が妨まりそ主なら.ボディガードたちは全!lグィックに銃を向

11、PCたちに純明者始めます.彼ら杭 HS5al>務部lおよびCsIのI哩'1i.H
であること.今まで.ヂィックを内町内だった.:i.ダ4ック1:7ィ7

i孟連れ去ら1¥.今度11PCたちに命の保iln引き換えにダ-?h躍すよう

第求ι ます (~L. PCの干Jt仁データがな〈て弘、彼らは必ず傑し:1¥し

τ匝l収します).朝時は全!17/.ポーグで歓111汗返も・のです.それでbま

t:やるれなら.GMはPCたちにおtなし〈渡すよう納めるペきです.

波ιたなら、 HSSI主今後.ょの停に|喝して11PCたちを追求しないこと

を約束します. もちみんPCたちが守スコミなどに~;tI1を録抹しても:lJE慢

がないので‘;/tもWllLτ 〈れません.

END 

ダプ1"， ラγプ

s 



ド缶友信証〉

初めに

このシナリオのプレイに114・ットライナーか.，I't')ンサーが必'l'Jです.

両Jiそろ勺τいれば汚うニ <l.t/) iJ :1.ぜん.また l人ではプレイできま

せん.祷fiU，;1‘オ ・7，ソプノνです.

オーヴァードライブ

CM1プロテクトIUI発スタ ッ?のスティープ・クルガン教佼lムサイパ

ースペースてïfr~~プロテタシ a ンの.~験をしτいました. ニの・0公ー

ター-11fit米のプロテタシ s ンのk は~い.イ メージファイ トτ司法域事

れる4とはあり tせん.~ C， Iこ選定する相手i'::>-{;ンスペースまで!..ill

1';L!事破する， t"う国側j的なものです.

タルガン初雪1;1.現時点での機昔"r.f.~のため.ワォーターが伝動してt ・
る1111，ソアトウェア tして妓らい‘副山i'Lておきました.つまり.ウ

B 

ォーターが活動する際‘ソフトウェアJ'，のプログラムをll'i去してLまう

のです.活動を停止吾ぜるふ i'lぴソフ トウェアにt守主込まれます.!. 

ころが、ウォーターのシステムIt不完全でした.実験中.何おお噛<，、ア

キングを仕掛11てきたのですが、ウ宕ーターItハフtJーを巡ってH。た

まま腐らな〈な勺てしま勺たのです.

GM用情報

9*ーターはネットワークテロリスト・ロア"が似っていますが、ま

だその(/:(1:t拘1られていまぜん.PCたちはこれを取iJ)}!さな〈 τはな ら

ないのですが、そのJi法は2i曲りあります.1つ11，パウンサーなEが

JJづ〈τ8"返すJii込もう lつiι ;j.ットライナーが自らをお!.iJに

9*-11ーをおびき:1¥すJj絃ぞす.

ロアのメンバーがウ*-11ーのr.f:ff.にれづいたら、メガ・シティを大



混札に陥れることもできます.はたして‘ PCたちはウ方ーターを取り灰

t':tが出来るでしょうか.

ACT-l 教授の異常な愛情
PCの内のI人に直後.仕京の依車耳がきます.議未への(i汽でri主ぎの

i上司河川.今夕、 17: (ぬヒルトンホテwのロピーにて.S.クルガン』

u.:けあります.~.フトライナ-1)'/、スラーなら. S.クルガンt:1えば

l1¥ftのマッドサイエンナ4ストt.:tいうニ kをす「思い出すでしょう.

一件T可の則でしょう'

PCがm't.jいτみると、ロピーで.だらしない格好をしたクルガン教授

が待。ています.

rゃあ、米て〈れたな 1 七二mール!!.Uにどう Lてもやって もらいた

いtt司両tあるんぢゃ.<‘や. lAじゃ無明t;ゃな.もう 2、3人仲1111を

集めて〈れ.(.本の丈夫な奴をなυ

スティーブ・ 71レガン

~独身.嗣述のt ぉ~.ちょっ主変わり告ですが.そのE腕前主北

米 lとも3われてl'~ t. 白書ι 禿孤でIIIW.酬H も~.合センサーの弘
判のまわりに20.:11所RJ:.のジャック ・イン縫子i'J型め込んだ'，1、切です.

伎のプロフィ -Nに関しては、 i潟ベるまでもありませんが.~に(;1かの

除uがあるとカ1彼自身糾L利軒以のために!lJJ( t宍うよとは作無です.

rd~ミリ、ンターの内でI'Cに仕事例I<.tl耳Lτ きた瑚IllItPCが彼のi追兄弟

t1司姓fliJ名だ今t.:.主汚うだけのよとです.

r/) 1..11昨日まで可愛い息子の実験をしていたん容や.'Ji堕のプロテタ

トでな.位入したハッカーやウイルスを司書必ι、渇~L. 倒T い・う代

物'C'1t.?希-9ーとえう. !.ζ1>b'.ち主。 t事般がA4Sてな.ニい

つは俗助事せるし自らのソフトウェ7のデータをダリート(j向去}する

んぢやが、うむ、機ilil~持のため智ゃ. t記。て、コピーも不可能町や “・

実験中にEよかのハァカーがちょっかいを出しおっτ、可愛いウォ司タ

ーはその，、γカ-i'ili<.b・けて行ったまま、帰。てこんのぢゃ.ま島、

ト νースしてみたので息子のJ~所11/)か今t:Aぢやが.ゃっかいな所で

な.ハンターの手を{首りるニ tにLたんちfゃよ“-、』

つまり.依幼勾辞11

依4止主 .スティーブ・タルガン(11:司tが終わったらU;41内容.({ij宜主i'

IJ外しτはならな<.) 

仕郁内容 :7~ ラヂル7~7

ローマンスト Pート 14鈴8-62
111パステール製業ピル内から、ウォーターの'/7トを持ち柑

るよと.

制限 : !laJ(flより 3n 1111. 

軒搬 : 1 人当~S 10.0ぬ
gllに1:L1宜企S2∞0州fol企τヌtl

というニ tです.9!糊!.Lて11ti(串りませんが、契約の内容に耳却

を宿って も教授は聞き入れまぜん.何せ胡凶なうえ、新人ですから.パ

ステール喫JJ!113ヵ円前に倒産しtA、t)な会社で.今11無人のはずです.

クルガン11自分のミスなので3日111Jt':11ハンターを鋭い、後11CMTU

に巾LIsるつbりでしょう.もちろん‘ PCl1ょのζtを4・タにクルガン

をゆする tか、?才一声司を売りJl¥1!すなど kいうllllt与えない方が良

いでιょう.彼のパッタは余りにも大きいのですから.

『パステ-/Vヒ'ルには2古の汎mコンピュータが品。たはず可ゃ.うー

7 

"ーヴ7-・〆タイプ

ん‘僚かーーー地下!.3Fの2.:11PJit; 't'. /)しも.(.百lかめのピ川:'I:tl¥

入りしたんでな.この2台のコンピュー91司土It. 1:'んな状態でも常に

I~II自11聞かれておるが今l.l.;t 7 ・ライン(~.ットワークから切~.~れτ

いて.他からの俗人はできない)にな勺ており、ピル内からの練fr.c-.オ
ン・ラインイヒできるようになっておる.昨日、ハッキングしてきた奴11

9オークーがjs勺τ行ったii'Llιォ7・ラインしおっτな.外部からの

HI¥しはできんt<う訳守ゃ.つまり、 EちらにLてもパステールピル

に~J人せねばならんとわう4it;。なo iJ l ~受付て〈れるかね! スバシ

ーポ.それから.わしにはl:tlliが終hるまで連絡しないで〈れ.会社が

主るt)l、んでね.Jt代って彼はま勺て行きます.

ACT-2 潜入
PCたちが行動i'Ai:ζす前に制~/':いζ とがめれば、以下の情報i'1('る

チ守ンスがあHt.

パステール製索、およびパステールピWについて

① 〈アクセス〉のSRIでわかる術調i

バステール到jJ!がGMTの系列であ1>.":の会4社上の耳ぽr役カがg徹般よ号tt，舟e 
一守イ，仲ν

干社tが/)n倒滋1争FせてしまつfたJ.

② 倫相l!抑制 情報lつにつき S湖)

・パステールピルのiJUIIコンピュ-911.教佼の3..，/..:tおり、地下

!.3FにありIfI式なものである.且』極1も且られるが.ピル自体11Mの

費~mもないものだL. コンピ"，-9ーのある調磁1は外に相主主tダクトがち需

品ιているので、すぐわかる (MAPは特に載せません).

・このコンピaータ11GMη初テ」タバンクに侵入する場合I掛から

侵入するよりかなり嫌らしい{ホット・ライン的な横能がある).

. ~!.もな品フトライナーなら.よ I!ëのことがないかtt~. G~1TU 

のデータパンクじ侵入しようとは考えないが、キットワーク ・チロ 9ス

トIt健かに利mしているいサ婚がある. ~っ U. うま〈行ったい、

H語Itーl!lもIN1かない.

- そうした釈で.しょ今ち岬主ピ1"":入り込む才iがも・るので、 c~.r向上

島ピルのtわり にt世俗フェンスをめ「もぜて、少しでも段入者を減らそ

うtιτいる.バスチールピルおよびその2ンピュ-9をそのまま娩し

てあるのは.和問。?でもパスチ-/V襲来i'1倣Eできるようにとの配慮から

である.電磁フェンスの他にピルの敷地にはがー ドロポγトを欽ってあ

るらしt-.
・ピWに入りたいなら下水遣を依う t良いだろう.何し阜、製羽臣会主t

r:.fJ，l泳処J'J!.I:下水道を使っており‘その管理埋もかな9仲ーズだった.

PCたちは夜i'i事。τ行動を起こす4 きでしょう.

パスチールピル

5mの塀の上i二電鐙フュンスがi・11(:3<光っています.1勾からはがードロ

ポットの動〈機紙背もしまt.ピルの1M~の地IJtll:rj監プロックなので

夜11人気はありません.I'CI1 しかる ....:~ t:百人1地;を見つ11札I!. ここか

ら入今て bかまい i <tん (7エンスを精Lt:~ .1lードロポットに手Eえき

れるとす('"f.!がや勺τきます).

下水道

PCがピル潜入に干をよまねいているならPERのAR附τ.近〈のマン

ホールのヨ~bqAIいているのに気づかぞ￡す. 手近な?ンホ-Nから. I曹
将仁拠，s!.のする地下道に入ります.ピノνの地下までは20mllどです玖



W恒京芸高D

滋Iま曲がり〈ねっています.GMI~ f'のミュータントの内Eちらかを出し

てPCたちを槌わせτ<I!~ い.

チャド 7体

MV ・3 REF ・G SUV: E HP : 5 

WIL :ー2 攻郁力 :+5 命中!f!: :拘%弱点光に弱い

ジャイアントスラ・ノグ 3体

MV 1 REF: 2 SUV: C HP ・12

WIL : -3 lj(感力:+20命中事 :20%む理チェック:-2
弱点火に弱い

戦闘が終b。たら、 PERのARISで.近〈にまだ物い・人1I11の免体を

発見uす.-，!l，. ~・ァトライナ一風の糾事王nそ?な9'の死体です. 冶
fì7，~，U.ジャック= イン ・ インFーフェース.およびウェポンソ 7 トの入

。1:クース{シ-J"ド(M).7ァイアーオープ.~ (トwアックス)tピラ

の入勺たショルダーパック.ピラに1:.人々 よ、lJtXi'lII.1見ぜよ! 今

二号;i.'Yトワークシステムを打倒する時 " などし過微な文tébfi~f

かれています.

ょのピラから.このリH孟ネットワークテロリスト!l!1司 "ロア"のメン

ノぞー1':ったよとがわかりま寸.テロリストがウ*-31ーを手に入れたな

ら、都市機能を停止寄せたーする.slのIJifH.I!:ニすかも知れません.

ピルのj車干の汚水処理J主から治人します.嗣rFをIjillる1.::1ンピュー

タ-J"ームu.す「見っかります.ここでもPCI車、PERのAR15に，$.J}Iす

れば、地干の2ンピュータルームと上の階に統〈多数のjι跡を発比でき

£す.舎もに、 (14奇書・カモフラージュ〉のSR11二成功すれば足跡が5人

旬 』 同『ーーー

一一

a 

〈らャのものであるよ tがわかります.

ACT-3 奪回
地下のコンビュータ

〈ソフトプログラム〉または〈エレタトロユクス〉のSR1 (両方tもなりれ

ばEDUのARI5)で、よ ζにはどうやら9方ーターはないことがわかH
-t. 

さて、ょの絵PCたちは21.おりのfj-j)1のEちらかを湖町するニ主 にな

るでしょう.

A. 3Fのコンピュータルームに象。込ld!.場合

こ れは、 ~.γ トライナーがPCに ，.ない場合、または3Fに，.oテロ

リストを倒す(If;iがある場合(何Lみよのテロリストたちについτはなに

lつ1.Lて品開iはい・のです).Jf( oftfJr('す.もちみん汗フトライナE

111 人でジ弓~'/タ=インι て.そのJIIJに他のメ ンパーがテロ V ストを倒

ιに行仁い、うこ tらできます.

3Fまで上が勺たら.コンピュータルーム1.1.廊下の1番奥1':<'いうこ t

がわか・9ます.制服のjj;j..でI~(ストーキング〉のSRチェックを行なっτ

〈rJtFh全H糾此功す州I.'l?ーン目1:耳、前r.tち tなります.現i掛の

前までストーキングを ι なかったり、または失敗したら耳、.tErrちの却~*

1.1.11.られまぜん.ドアをl陣1りれば通常i曲。、 REF胃ic:戦1llIi'行ないます.

中においてあ畠コンピュ-?~t脅しては何にむならないのτ. 爆発物の

知、ロケット郊なEを悠ち込むい・う!lI(にはゆかないはずです.ま1.:.. 

小火留を使用ιての戦闘でb糊験71量、刷協ロールして;湖%でヨンピ

ュ-?It破t毘t-れます.-1!'i5'JまLいのはガス姉か、スタン ・グνみー



ドなHliI!!lJするよ主です.

都屈の中央にI1Jt下に il~ぃτあったの!.Io;J僚のiJlJlJ" ンピュータがあ
り.テロリストが5人います.隅のベットに11昨uハヲキングしていた

%の''ffi.j:b，.tiillLτぁH す.

カイト・ジョーンズ

STA マ23 REF: 19 W1L : 16 SUV: B HP : 19 
畠殿"スキル。一律ω%

装備:. 45<:al SMG、手網棚x3、蛮刀‘防弾ジャケット

"ロア‘の幹部の l人.このグループのリーダー.

筋骨雄々のインデイアンでハッカーとしての"1:積かです.

カイトはハーフポーグで.PCが電気、ガス、衝掌波など~使ゥ τ攻軍

令してむ効果1:1>り草ttん.また、彼U賞金甘でt.I>り、ハスラーがtH

伺ぜぱ53.0∞の賞金が出ます. 

. 下ん-0

STA : 10 REF: 9 WIL: 10 suv: 0 HP : 8 

命中寧:-1*40%義憎 9圃 SMGlたは9醐カートレス‘およびコ

ン1<ツトナイフ

彼らはただの縄県です.とはいゥてむ、 PCたろの能力が劣っていれ

ば鰻つのは箇慢でしょう.

楽テロリストた..，は10ターン鞍っτ.主宰賎っていたら、窓から逃亡し

tす.

カイトのずループは時夜二のピルに潜入し、 GMTo>ネットワ由クにつ

イルスを仕鱒付ようとしτい草した.しかし、増舗をしていた鶴下が突俄、

ウ穆ーターに殺され、原閣を究明しτいる所でした.PCがー度ピルに瀞

入したのにも関わらず.珂力、考えがあって戻るというな勺、今回の{士穆U

央敗に終わります.PCたもが震っτ果るまでにカイトt草原因を突き止め、

ウョ，ーターをj寄ってこのピルを去勺てしまうだろうか勺です.

戦闘が終7してコンビュータが京事なら、問べてみれば(特にテヱック

U必要ありません)簡単にウ堵ーターの記録されたディスクが発見できる

でしょう.

白 地 Fのコンピュータから 3F'のコンピュ-~に佼人1...サイバースペ

ース内で9*ーターをおびき:1'，しソフトウェアに閉じ込める.

4 れI~非常仁1ú1骨t'.かっ‘的色成功曜のR.5い }j仕去です. 1u1央と弘司

τもジ守 γク2 インしないでf.¥¥機ιτいるpcにはまった〈危険はないの

ですが.

テロリストがまf':ピル内にいるかも知れなレので.うちf'J人か11ジ、
ツク=インしないで何騰しているべきでLょう.

ジセフグ=-iンするPCIま必ず〈イメージ7アイト〉士待。ていなりれu.'
なりまぜA.サイパースペースで3F'のコンピュータの婦を1聞けるし~

然.ノドヵq量れu¥τ事ます.4れがウォーターのサイバーイメージです.

水は洪水のように次々溢れmしてき τPC~包み込みます. PCはよれか

ら遣れる(IJJI暑に.地 Fのコンピューターのソフトウエアに閉じ込める}

ために〈イメージ77イト〉のSRy'1二成功しなりればなりません{桜歓の

PCがジ守フク=-iンしτいるなら議かがl人成功すればOK).できなり

州三毎ターン金山明条件に2ダメージを1tいます.PC企HのWII.)Jf

O仁な。て品、 9分ーターはそ4で停止するのでf耐えることができます.

また.-1，r9ォーターに!~触L/~者 11IVII.)J'Oになるか.SRY.に成功す
るまでジヘ，.?ク=7ウトできまぜん.無患にジぺ ツク=アウト書ぜたも

g 

~.ーヴ7- ' ー ライプ

開l殴にサイパースペース死亡チぺート~娘らねばな 9 ません. その土、

ワォーターのj~lIにも失敗します. ニの世蛾!It. j曲常のイメージファイ

トb皐い iターンがl分に相当します.

きτそのflUI二、 PCたちの(i-*'~ケ知勺たテロリストたちがj静子を見に

地1"1ニゃっτきますにこで待機しτいたPCllPERのARI5を行なう).

2ンピュータルームに人がいるのがbか晶 t攻怒ιτきます.

綴下Aおよび自{データは前述のとおり)

※5ターン戦ったt弘る;uします.

彼らにヨンピュータールームを攻幣きれる主闘ったよとになります.

PCがPERチェックに成功してνれ11'、うっτ:1¥て.廊下て被関するよ t
もできます(をうするべきでしょ主).車内て被闘になったら.戦胸終了

後l低燃ロールをして.附%でョンピュ-~Im!れてしま"i.'1'. そうな
今たら.ジ吋 7ク=.(ンしてレた./';11サイパースペース死亡チヘ・ートを

紛らねばなりません.

テロリストが米たとき、も L~Uがジ守 γタ=イン Lτいたな ら、 PC

1:'全H締り 1:げられてしまt¥彼ら119ォーターを待。て札‘j'，します.

完全な失敗です.

さ て、行I~良〈ウ培ーターをlInえたでしょう台、 3 1"1:伐っているテロ

V ストたちは都内fi~って単品、米ないにか吻・わらず‘Al-I Pが境れたも

のU!lJ追いLτ進，rmしていきます.

ACT-4 結末
ウォ-?ーを持ち帰った治合

ちっそ(.ク，"ilン教授じ速給~Jf(ります. i邸主必んτやって来τ‘

ダイスタに頓ずり Lながらいいます.'ゃあ.さすがbしが見込んだ1':11

のニ k はあるな.主む.JfllMは寄~J~どおり j暁り込t れます.

ウォーヲーを持ち帰れItかった場合

教授に報告する飢があるなら‘ 4う;thれます.rやお.すまA.良〈

考えたら、 Pォーターのゾフ ト11b ; 1枚あ今たよ.，.や. bちみんIt
，]1はして〈れたんt;ゃから約*どおり金11払うよ.Jft']11こは失仕しまし

たが. fl>(にも金は入今てきました. 次からはも勺~1tI飛に f.tl]'を ι ￡

しよう.

END 



初めに

よのシナリオi"frなうに11]，却Lランドプラスター l人{およびそのメ

カユフク)が必要です.また.パウンサーや.;j・ットライナーが，.れIJ:'、

民IWIがスムース'になるでしょう.舞台11.サン=アンジエルスです.

ハイウェイでの事件

サン=7ンジエルスゾティのシーサイ ドエリア‘サンタ/<-/マラエリ

7~;，曲る併線ハイウェイで、 li'cili鎚のIllf1"が起きています.

ニニのハイウェイw車のハイウェ4に比4 、すいているので.暴走桜、

，(ンヂ4γ トなEがよ〈ヰ繍通な司.，H起ニ L、ハ4ウェイ ・パトロール

が彼らを温いI'!Iιτ←たのですが.それでもま '.1軍部!なII~懇ではありま

せんでLt~.

ところが1ヵnはr，Fiから.謎のお述:tv1ーカーがi且I'L.録>l!~やパ

唱。

トロ -N~W置なしに終うよ主になったのです.守スコミはよのミステ

~7 スな1111干を大~ ( 1.りあげ、1.~ b It LBS( j- νピM)11下を二まね

←ているハイウェイ ・パ トロ-I'V'I'哨笑するかのように.巡のホバ一角

_，ハイウェイスターJ~捕ら えるか.司自担軽した人に5万ドルの賞金を::1:*.

す‘ tlIfLしたのでLI~.

GM用情報

サン=アンジエルスきっτの名ランドプラスター.ゲoー ・ターナ

ー.彼の4μj，i首を知る針は茅〈ありません.I可依ならターナー11-1暗証I

て唯}の制俸は愛市「レイザーパックJI:IlJ!"f:.のτす.νイザーパγ

クに11阿古の日級Albq持敏してあり.二の有能なアシスタントの即IJlIで

その包をおめていました.

ターナーはまた大のスピードl1:で.1，1抑止ハイウェイでAh，E絞やパト



ロール相手にカーチニ&イスtl誕ιんでいました.このお遊びのJrでも伎

はじ、イウェ4スターJい、う典名を政るはEの附両でしたが、そんな彼

~ 1 HlH'，町、サンタパーバラでブローカー1白J~の抗φに巻き込H'l，

aうえ主<It~，ょして L れ‘ました. 泡きれた νイザーパック11. そのまま，

if方.~岬li な~1 Lf~. 

ハイウ"-11こ:1_I，i量するターナーの亡霊1'/、イウェイスターJのJJ:体IJ.ν

イザーパックなのですが、 t正'((.の際. AIの記憶1"1路を破IJlしてお ~.ハ

イウェイ沿いのJIJflこ淋んでいます.L1J'L.高速で刷鴻今治it日、

ターナーが酎Iみ込んf':チェイスモードがfI革hして、相1下かま o-rカーチ

エイスを銚んでLまうのです.

ACT-l プロローグ
級制のll-:.""ンフランシスコエリアのパーでIt'IH'J<:i LていたPCf~ ち

l.t.~己ぎの{上司ItrlflHt←ます.

1.t'II内容は

1(0似主:パド=サイモン

運送物 :;:>...yーニMR滋目的タイプ"1噌ホパータンクおよび{此組主

(メカデータ・νミングーのものを{旭川

運送先:テキサナ ・二品ーオーリンズ・プW フタSL14452・8
トオJν=ニーJνセン

期限:3日

韓i綱 l人当りスメタナエンタープライズの株券 37iドル分 10"，6 

前渡し

減期限内に述べなりれば代金1~3t-J(協ιかt1、わ主い.

lllf-t>が磁!JIしたらPCI:llい取ってもら主(7]iドルです).

Rbのtおりです.

① やって来たII<~民主パドは棋什な奴で税分風のブローヵーですが.か

なりi~勺てい S ょうです. パーのf血のハンターたち I~. パドがlJ.iに入。

τ来品 t皆‘書f知ら1)ふりをLます.

② 運送物の7ェ リ四三 ・ ホパータンクI~ヨーロ ッパから限定織入きれ

たスポーツ1刊で今の所.北米には10:'.<れしかあ0ません.イ タリ 7ンν

ッドに喰られτいて.デザインむ派手です{カーマユ7の淀川のがJです).

③ 連込先のトオル=ニ-，.センI~テキサナのマ ;:> . 7の大ポスで.大

変なカーマニ71'1'.大骨持ちですが.突約に敏い・ニ kで1J名で、 PC
の中にテキサナlI¥身者がいれば.パドの1.'1る理rJlも紫しがつきます.

③ ，jv<-?:.-?て荷捌にいりI!間違いな<3Uで符きま1'.l"rtm3 
Hでit り10'~ですが.武装 ・ 袋qlがま 勺た〈ないいお‘えパンダット ó:

鍛9切るのは織なこ kでしょう.

⑤ 糊側の3万ドルの株券!.t・な今の判織です.スメタナ・EPltテキ

サナ ・ トライタロンの;V，~I公社で急成長株です. 7クセスして閣べれば

少な<iも1.5伐τ涜れることbわか・0ます.も LPCが断1>"う tする

t パドI!~砂川万ドJ.lて支払い搬を i二げて〈れます.

⑥ 1Il体の舷1JIt:関してlムパンパーが読んだ〈らいなら.Jdλで寸が.

それ五U:.IUtJjでLょう.

GMへO少注愈
シナリオの風l制上、このホバータンク 11必ず敏JJIしますが.二の少，~修

理費に限。保般がお9るので無純です.PC(ハンター}の，青山物にな勺た

ら悦生1.1.紛Hられません{そんなニとをしτいたら保険金ヰ助制j車Lます).

11HMIJ際、パド11汗を吠5吠告にのエリアから直後111るよりサンタパ

ーパラまでハ4守...1を使いたま え.をの1iが・1'-"、ukfhiげます.PCが

噌"

ハイワxイスター

ニのシデ4の出身目であれば、それは常践!.Lて知ってャます.そうで

ない打11<土I也:IJン入滋鈴情報なEで‘サンフランシスロから郊外〈の

i邸主はどれもi見んでいるζ とがわかり、パドの意見が正い・こ tをlitU

できます.

なお.1ドi本に兵醤>:取りf.tりている暇はありませんL.車体じ111./の

袈備もありません.またランドプラスターなどカ可干段乗っτいる取は.

ょのパーのがνージで主全に町Iかっτ〈れl1'.

ACT-2 激突!
庇のハ19ェ1o:飛I!L.シーサイドエY7 o:lb:けるよみ、雨足は強

〈な勺τきます.こんな夜1.l.l.!i;EOi!'/トロールも，J<にIIIたがりません.

山イウェイには他に危る!Iiはありまぜん.

パド111ラ4ラしながら、ラジオのスイッチを入れます.

<DJの刊で)r...，.._;のtよみ、サン=アンジ，，-，.スを騒がしている.鐙の

オ';/<-71-.ハ4ウェイスターを知ってるかい.そう、シーサイドのハ

イウェイに .'I~Htしては〆タやポリ公を1111~のめ寸ゴーストカーの司I~.

奴はなんでもi童〈治る取が好きみたいだな.t:勺てI也の速道トラックや

持政な，II[誌の管事んのlj(は-I!<:t:。て拠わないんだから.それ主もう 1

つ.イ薄弱E勺てこu.:な.<<ιかtihないんrごから. ~..， t lß:れな〈てカ

リカリ Lてんのt>.:L MにLても.ハイウェイスター1.1.;:>アンキ由主

I翼らのヒーローだよな.あ、そうそう来週LBSテレピの万で、ハイウェ

イスターのドキュメント守年集スペシャルをやるそう1':かもみんな見て〈

tt.それからU3Sではハイ 9...イスターt捕らえるか演した以に5万ド

ルの賞金をやるそ主t!.IUHb:けなハンター縞n.せいぜい碩娘って〈 れ.

それじゃー.次の7タセス……s

このよとはサン=アンジエWスシティに住んで弘、るPCなら知今τいる

ニtでしょ九パドはしきりに運転打に急fょうせかします.ラジオが

よよまでしゃへったとき.突然.1" (.後ろから訟の砲婚の憾なクラクシ

担ンカ町，)9型車きますにの嘱IIlI lで.どんな積矧の七ンサ-!，、 !I{の包，l~

返を感知できません).

ハイピームのヘァドライトのr:.).:うにiT白(I! う っ t し f~ìi此線仰のポ

ヂ..PERのAR25でνーザーらしき武裂を見分けられます.ハイワェ

イスターは一暢にしてPCたちの和eータンク!.'4' jEL • I1吋-t>o:";:つりて

きます.

ハイウェイスター(レイザーパッ?)

形式 :ホパータンク

名称 : i晶置のカスタふのため不明

タイプ :H 

AEF /MV : 22/80 
HP : 17 

S華'"仮
前倒碕:A2∞/80%(テタZウム)

後碕 : A40/:車協(チタニつム}

上高 なし

銀鼠命中褒

1-8 
9 
0 

情蛾兵艶

本体

エンジン‘ CP8.tたはホパ一郎、 CP10
兵続的どれか



時 証 宿泊

チャフポッド ECMポッド(A) エレキ 。シー2レド

10醐パJレスレーザー、 12.1酬 HMG

桐投光線 B..A1・・レイザーバック.

レイザーパックのスキル

公用額00%、アクセス1∞%、地上車全般100%、

重大器40%‘権般火聖堂50%

織すべての虫聖堂は向ターンに射掌可能.

....ザイパーリンク回避可能.

ハイワェイスターに主ってカーチェイスI!スポーッなので.PC側が火

Z峨黙をL似 4・ぎり決して怒ってきませんo j~糾4れ1:'分かるはずです

が.今までの繍世布のIr-1)'以lがノ、イウェイスターを怒らせた結果.ν

ーザーで怖のmにきれτ弘、t-r. 

t ニJみうτ.「rR:コf，巡池i行?ド刊'刊巾Iド札'仁.
をしな tり1れ州lぱzなり~~ぜtν/ん\.(サイパ一 v ンタ ιて‘、必な丸レ.のτ引1"叫l嘘避lはtでき￡毛せr 
ん)λ.SR)κ4でチエヅクして(1.どJさ丸.、.9<1位Lt.たJらω1悶印E叩1‘がードレールに激

突.停止して車体W~!iIJl (2 06でIWから減らして〈ださい}ι~..，..成
功したらPClt次の行酎fがIII*，ます.ただし、毎Fーン必ずハイウェイス

ターのrmがv:t<. うこ t を忘れずに. な布、ハイワェイスターI~サ

4パ-9ンクlul;監がuffili，その1:..t.mな劃Jきで相 Fの体'l'llJに対l.SR

~'で，R~渇したら.ノーダメージ(~flt) となります.
おそら<I'CはEんなに頑桜っτi今の獄絵ではかなわないでしょ九

'1'1般をAi:ょしたPCたちを後uに、ハイワェイスターは悲しげなエキ〆ー

ストl'iをL:1fつつ、 (-I~かへt去ります.GMは4のパトwをどんな厳に

逃めても怖いませんが.Pc. NI'Ci'死なせてはならないL‘またハイウ

ェイスターを般mt-せてもいりません.そしτ.PCたちのホパータンク

12  

I~必ず由~III.. をt. ~1Jl:~せるようにして〈だきい.

パド「奴が.(，1ーナーが…".ヤ.守ツIt死んだはずだ……'，J

パドはNt、阪をしτ主1絶Lτ しれ、ます.

やがτ製織にハイウェイ eバトロールがやってきτ事情聴恥..れます.

*-パータンクlよいかれτιまい. 1，占O~3U 1111の修砲が必裂です.3万ド

Fレの(J:，liはおii'o!れになりました.

ACT-3 依頼
PCたちは簡単なll(調べの1&.l' <.紋免きれま1'，た1':.、パドI!rもう、

二れ以上~ij倒i'組二すな! 今度(-1か騒ぎを起ょしたらプタ帯mきl':oJ

urを量増きれます.

..τ、結1"j制限内に!I(i'~べない 1:、，Ii体骨量~IJIしたのでPCI!契約E

おり、フェザ一二・・ホバータンクをJl<.収らねばなりまぜん.パド11強峨

にxt1.t.・~:f.!JJ<しますが.tりあえず今日の成l阜、急いでユ-/Vセンに1I1 

l.IHIきをしなけれ1:1.'なιないため、 1，って行きます.PCIU~.町l Lt: 1で

+五必ずるよともできますが.それでも的金~I<lえるよとに変わりはない

でしょう (i附点なので1細ではぶらJl<、tぜん)，あまり削1(と総怖

になるかも知れません.そんなI'Cたちのも tに朗報が舞い込んできます.

LsSテνヒ'のプロデューサ一、MrアロストがPCたちをスカウトした

いと13うのです.70 スト I~ ドキュメントlfl，制lWI叶の名プロダューサー

で、足取年の・跡、ス-:)'H'fており勧に触るよ!;L1Jをする"です.彼はPC

たちが、ハイウェイスターのJ:j!~<株主たいならパックアップをする tk/.} 

*~ します. t りあえず、最適の得制lに使えるだりの怖絡を~めたなら

ば(7111111以内川m~t Lτ l人$5.∞O.それ以後の2週間、毎週



$ 1.0∞を支払う tの111で、当然ハイウ£イスターを摘らえるカ唱鹿島再した

なら$50.似ゅの賞金七干に入H 1'.また.それU孟別に711以内にハ

イウェイスターをしkめられたら特別手、‘itしτS10.倒防支払っτ〈れ

ま1'.PCI:企n.(~ Ihに1)1< 、 τ情レませんが. y ポートのr.r;{~からMl'ト
~ピデオカメラ(ボタン)の耳~Htlli'鮒昔づりられます{償資をするIml:'

いつHIにつりていなりればなりません.PCの情説}のすべてがテνピJ.. j 

にそユターきれτ←る tいってもn<、でしょう).ょのl:tllli''"知したな

ら‘よれまでの11111吻扱1pftのデ-?i'転送して〈れ.PCたちによれら

のデータをJI<に般泌を妨めるよう納めます.

rベVイィーグウット!r.且拠を期待しτいるよ.J

被占打リストlま令節般せられtせんが、 1:から順に簡単にデータを取

Ifτ!.sきます(I'Cに見せてかまいません)

被害者 所属 札見

1 :J.'"イル

2:Mキャスター

3:オーガートム(本名平均1)

4:スレッジ(本名耳、明1
5: RJ<ット

パトロール'"分沼

パトロ-1"1'1分腎

轟走匪ダータ予H'-

轟定量!f-?予H'-

レーザー1括tこより目[1死

νーザ'-j括tこよりU[I死
走ij'111.仰 m

・1ぽkl童、行方不明

』曇h走臨ダ-タライ11'- 走行

』量h走』躯~!f- タライ !f- 危行6:スbーカー{本名不明}

7 : P.~ーがン ，ハ、ンJタタ一{札Ll自ω3到} ν一ザ一1働踊により悶即Jy死E 
8:Rスドー ，ハ、ン3タE一{日ω} 大破し1たよμ主!Ilドt内で焼企死E 

二れらのうち.1!.211バトロ-1"中のS矧糊世で、 3.4.5.6はチェ

イス中に11l体をぶつりられており、 7.811路 lでのS伺卿Iの.，ji敗iI!， !. 

t・う.;tだそうです.1吃がi可らかの共通慌を比い出したいいうなC，INT

またはEDUのARI5'τ糊悼の削ILれ・た3附治的jfili両であるよ t‘

レーザーを食ら。ているのは攻鍛力のzm-僧体に限られているこ tがわ

かH 1'.

ACT-4 捜索
1.パトロール14'会事

1陀州備制ぬれた'1'1です.附 I1こ関しては大したものJ1il'られなレ

人みんな4ライラ Lτ←ます.なぜなら.子1f.ぷ足fハイウェイスタ

ー斜面えられないからです.PCたちはつまみmきれる.1能性もあり i1'.

I:I.!L、I'ERのARI5仁成功すれl!以ドのl'測を盗み且るこ主ができま

1'. 内等はヰIft~著作れヰのコピーです.

サン?パーパラ ブローカー抗争'件 ー処昌也青みー

ブローカー、パド ・サイモン必よぴリー・グエン・:r.ーの銑争車体的決

着はブローカーIs舎の調停で11便に涜tされた.

事件17)発稽J:バ ドに.われていたハンター.ゲイリー・ターナーをリー

が，.荷そ奪うため殺害Lたニとから始tる.'..... (中略}・・ターナーの死

体はシティポリス11%舟暑で解剖済み.全身に揖践的銃剣…・・

ニの3ピーは1ヵ月Il!_'IFiのものです.

バト ロ-1"の"'1:bハイウェイスターへのIII嘗に懲えるものがいます.

うま〈訴を進めれば、先々、協力しτ〈れるから知れまぜん.ょのベー

タ-!s11無口ですが.仲間の仇を討つためなら法に触れる.;!.もする~

fbです.

ベーター ・ナカジマ 25・
STA : 12 AEF ・1・DEX: 13 INT : 8 EDU: 15 

司3

ハイラxイスタ

PEA : 16 SYM: 6 WIL: 9 suv: 0 

スキル.土地カン 71%、地上ヨ健全般 00%‘小製総ナピゲート 33%、

小山総 56%.軍大総 32'1ι熔般火線 1~ι 鷺手職問 32'1ι大混食

緑鞍騎 66%‘格闘国道 40% 

徴的装備についτはNPC際関部隊のページ令事帯にして〈ださい.

彼{草場合によっては武装令外したパトロールへリむ{踊断でですが)使繍

でH.す.

2.ダ-7ライダーのたまリ場

サンタパーパラの場末のii'il.品に彼らはたむろLています.*叫がート

ムJ;J.ダークライダーのヘッドだったので.i度亡き1&.このチームのち?い

もFがっています.符.ハイウェイスターを恐れており.?ーナーの亡

滋にi皐νなνとはじTいます.PCたちの遭遇したゴーストヵ-!.の外Ji!

も一致します.

r しかしターナ-b恨む初手が追うぜ.化けてmるならリーの所へ:1¥

。や色味・のに ..... J 

!日1<.ただしたり.UlfU科士号えれば、知つれ‘るよ!.i'訴して〈れます.

① r 'I: ，i;jのターナー11クリ ーンな奴で、武~I主情んでいて bチエイスの

とさ11絶刈に姥砲しなかったもんt>.それに相手に車体をぶつりて設す

なんてよ Ul滅多にやらなかった.それに比べ.例のゴーストハ4ウェ

イスター11m語I.!L、巡伝色紙柑V!あね.‘・や、運転が下1.どって.3今

てレるんじゃねえ、なんか.;;. fリjきが爪純つうか、.if6置すぎるってい

うか、人1111味がねえんだな.ま、蝉慰霊7Jから人'"111.1<がな〈 τ当り，iijかり

② r?ーナー今τ.Tゃあ、ランドプラスターとして b訂f躍なんf!1).い

や一、ハイウェイの止りJ.tl!.しての腕前も大しt.:~んだったぜ'. rこの

8芸品ポリ公む奴をハイウェイスタ-!.呼んでー目i置いていたもんt>.? 
-ナ→同人についちゃ.:st も ~IIらねえ. 奴i主変b りもんで、~たちだ勺

て付き合いIlJh'''''.蹄Iを兄たことはーJ立としてねえ.会うのはいつら

ハイウェイの上1':勺1、ιな.J

ji Jjィ;011のスレッジ11ここにいます. 彼J1恐ft;で発~Lτ釘~.袋の

毛I孟)'{勺1-1になっています.後の汚十分U.二うです.

r，、イウェイスターに11?-ナーの魂が入ってんだぜ. 奴11脳~41に移

十世しτるんだ.J

松τ寸.11人の了Tうよ主を(，lmしてはなりません. まわりのメンパー

たちは特.。喝~にして笑います.

情報料。基準

内容によりますが、大体$100-$5.α却の随霞で平が打てるて・しょう.

F ラッダ申、 その他の~Ilら鞠でt>効』院はあり車すし、人によ 勺て1:その

方J句、有援がります.

3 パ_ r.長江J

リストにある2人の，、ンターはコンピでU:'lfをしていま ι1.:.彼らの

わ慨111跡・主のプロ目カーかいて処時るのが良いでしょう.そのブロ

ーカーとは偶然にも.リー ・グエン ・ホーなのですカ1彼tl身はなかな

か会勺て〈れまぜん.

リー11ターナーの隣同盟な<t <う噌11(;{じていませんが.ターナーの

1'1'1111が一連の111作を起二 ιτいる k考..τぃ£す.

長i.II1サイケなえ.オンがまぶしい.且味の:!住い応で.奥の方には派手

i眼干しレ後飾を施ιたり、ードポーラー-~特別したがード守ンがE主人

います.ニのパーの述'1'はみんなリーの配下なので、余り突っ込んだ賀

IUJ ?:すると.命~!lIhttób・凶1れません. 似し、 f純血紙;第で以下の

併帽iを1!1<:.れます.



M読む毛沿

① '?ーナーは鍬かに死んだl..ー脳 ill':勺たんで、仲間!がいる tも思

えない.動〈主寸れIt!娘を弟のようにII{'愛がっていたプローヵーのパド

1':111':ろう.J

② 本このf制作削きたIllutS2.ωω:1..l::1けようJ上r~iJUて <t，:r..い.

rリー大λi正 I 汐fHH'前.?ーナーの速んでいたスーパー ・ ドル 7~

ンをJJL。τ.t主人の，~('/ンサーを援し~.Jl Iたの :.. ターナーはれJé良〈

S~ぜたんだが.プッi:'111んIコ11tはその後、Eうレう釈かlj)jを〈らま L

ちtっ1:.リー大人It.kIllI':.そのヒターナーの騒い主のパド ・サイ毛

ンが、大人にu泌しをιょうと したんで抗争に予目正しちまった.ま、鉱

I;.j. ギJν ドが{中政に入ったんで決q~l:.rtl .たんだが.桜~町li:'失ったパ

ドは格ちぶれたっτいうわIJ~.J

ギルド、ユニオンまたは智療への問い合わせ

I'Cたちが.ターナ一本人またはνイザーパフクの引を潟ベるため.IUJ 

い合hせをするから知れません.ギ'11'"~符E4のデータは世閥単できます
が.ユユ才ンの方U.(ハッキングをした tしても)無理盟です.何政主ら優

秀であるはずのターナーかえ(t<fJti:'受付て行今 I~ U1l、え、身内1.・l然の

パウンサーに殺害れたなE というlli・~I立公にできないよ kだからで-r.

ギノνドの1，のデータは余り手助11にはなりまぜん.せいぜい鎖写:mエ
A.，i.'ギッシュなナイスミドル}、 $1'働U'，'巡りのぬ瀧)(い・しかなしst
1羽聞係の記録IU。た〈ありまをtA.νイザーパックにしても、.ieにな今

1:t1i版タイプのデータしかありません.さらに、ターナ-i:'J:fli L 1~パウ

ンサーたちの'Iib比i止されてl;tl‘るものの.(.配制されたItlliI'*たした

どけ t いう二 tで‘その名前W'ir.になっており~.-<る.:~はできまぜ1.. 

，事務のダ-flもギ).ドの物tそう変わりありません.ギルド州制停に

人。だため.1貫流IUf:せる t いう.:~で':J.'1Jtlll .τt ‘るのです.

f'Cたちがこれらの怖軒iをmめていIHt.パドカ・リーのJ~ト11S4Ff 〈 4

tでιょう.2人共.サンタパーパラに住んでいます.途中、ニれらの

内、 11四f叶〈らいでドンパチがある<f&ir'll‘でしょう.なおi.G~，'Iはなる

べ(I迎!r.J以内で1:(のれ澗lを集められるt且rcたちを7才ローLτ〈

fJSい.

パド・サイモン

パドiμ、つ会いに行っても(21elに11通lはH¥か11ていますかりやつれた

餅をしています.J!ぴのll:ll1の失敗で.借金にi且bれτいるのです.rc 
が1ヵ11以内に企を企級返事な付れIt.I蝿:¥'!に追い込まれるでしょう.

彼lまrt分が，，1>れるまではまった(IJえもしなかったのですが、ター

ナーの愛111.νイザーバγタのAIが一連の'111干i:'起こしτいるこ主に勘

づきました.ιかし、 PCたちにはなかなか教えよ主 tしません.行って

ι£えi工、ターナーの形見のνイザーパァクが打開されるにi畠いな色、から

です.むちろん.そうしなりれば借金が必;宵で主ないのでそのジνンマ

にも符しんでいます.PCI~ ちカリドilIな手を(!I!う{白白m. fII)Jなnなら

J'(相lを明らかにできます.しかしLBSテレピがそれをEう放送するでし

ょう力、 またパド本人も PCたちを訴えるでしょう.PCたちはバドを説

的するカ¥披119ーの方を当たるべきで-r.また.パドi孟νイザーパッ

クの旬市首筋む:ついてはまった0119まぜんι.ターナーの'li島訴した

がりません.

リ一.グzン.ホ一

で勺

，ハ、イtウP二エ巴吋イスタ-，を“「汁t上J:d止1:時る1枇乱t帥ミ油カe効aあ8晶なら会今て〈れます丸.たfだ'......t.‘ 
樹性が忠〈仁‘弱み昔を制rバf槻毘ιれまいt決LてI協晶j力Jしτ〈れませ/ん-.もちろん.

ターナーのI~九切 :1増しても強〈治定し t す. この"を偽迫するのは不可

咽4

~です. PCたちはリーを殺そう主するかも知れまぜんが、別に止める必

要It品。まぜん.状況は酔Iむ変わりまぜん.彼のもたらす餅i!flJ.以下の

とおりです.

'?ーナー奴の〈そホ〆(-?ンクをf直っているのは奴のN'lmに違いなl'。
わしの集めた併科iによると.かなり改JilLてあるよ主t!.まず.スピー

ドと後釧主はヘリに優る<~劣らない.武装lot. lOamνーサ」と 12.7..HMG

t.!.しかし.もし補給をしτないなら予曜もすっかり尽きている可げJろう.

袋巾i(，iでIム エνキ・シー庁ド繋f邑 1両側面1.1.分厚いチタユウムで包ま

れているが.後iliiの~'1'1主I尊( .上前は;ltJI要らしい.狙い日u.ニの辺り

t.:みう. ~. I>Lの市I干i:'(:虫ってい・いんだカt腕に肉はがあるんなら

お酬にナぺンスをやみフo *'ツホヲホ?J

リーの情相fl111置か与ものなのですが.却下の議ちかq必るみするので、

彼も闘っていたので-r.

ACT-5 決戦
もちろん‘ Jl~引を知今t~PCたちがど主 Jj'j)/する秒、IHIIIIですが. j;~曜

のI町金を干っと9・，1..(返しt~弘、のなら収いを侠むべきです.それに ζ ニ

予';Iき下がるようでは抑がすたります(1).PCI主主性キ守ラでしたか?

失礼).PCたち倉ル、イウェイスターに銚むなら.LBStレピむハイ守エ

イに無人:IJメラロポットや.ヘリを1fJなしτ抗措肘IWI飴します. ζれら

11I'Cおよびハイウェイスターに対L.何の協力もtifkもしません.

付総ハ-1?~-I 11;::j然などを合わせてro本あ 9. IJUf.む何本かが建設

中です.PCたちが民i:'lt掛けるなら‘ょの処お畠.l'の74然ハイワェイに

説い込むのがよいでしょう.もちみん、 tll;lヵ'.1)るゐ，c，.正面iき今ての

J.tiJtでもかまいません.

いずれにして bハイウェイスターは、深夜にホノずータンクかパイタが

，fJidiで主主らないかぎり1l¥IJi.しないので.干に入れたフェリーユ・ホパー

タンクi'(lJ!うなt' Lて、おびき出-r<J?:，恥1.!があり~-r. 

なJi.ハイウェイスターの武裂の奴姉11νーザー.HMG;l宅.lflーン

分のみです.以下に幾っか、(¥磯例をあげτおきます(GMが参JPにして

( f':さl').

また.t'うして bかなわないようなら、ハイウェイ .~ t ト ロールのぺ

-!lーに援;置させるなどして〈だきい.

A.ハイウェイスターが近づいてきたら、 i本吋H 食もう，viにk!，i)お車し
て、後1iからー寄与:f.‘設のll<'I'砲火i'i梓ぴせる.

s. *星放途中の忠誠3ハイウェイ 4討臨み、近づいてきたら.何とかチェイ

スをして、突き議主す.

C.エレキ・シ-Nドへの対抗5置があるなら、臼只械を銚むιl:il回に飛ぴ
Hき、，、ッチをこじ1時111. 中に1I~'Ilなどを肱り込 (t).

(lイれの')j'iJ:((ωハイウェイスタ四2νイザーパ・ノ;ク11悲しげな緑町

を遣して爆.~・炎上L~ す. しかし. PCの雄むが、その炎の中にホパー

タンFのシJνエ γトをど主してもJlつリられまぜん.もちろんテνヒ7み
It.確かにゴーストカーは副首唱聴きれた、 t肱;t.ιていますo ~J-ç件111 、〈

つかの縫を殺し-ttf&!liιました.bしかしたら‘あのスレッジの行っ

たtぉ9.vイザ目バフクにはみ当にターナーが乗り移。τいたのかも

知れません…・.

柑j娩けのハイウェイに νポーターの'91õl 、ïUbt'~l. (こだまします

END 



初めに

Eんなキぇ・ラクターでもよのシナy;tに参加でき H.た1:1...<"ン

パァトシニUけスキルがある~(j!'fIJでしょう.プνイ挙加入教は3人〈ら

いが必当です.PCたちはサン=アンジエルスからスタートです.

閉山中のウ予三ウム鉱山

サン=7ンジエJνスの東3ω叩に1..;置するウラニウム鉱山「プロッサムJo

'JiI~i師、シエラえ

H向*'紛の鉱石およぴす4吋ての人i以l.、 l伊川"叶l以可能な機材はす4吋τîJl主~JトN今".1げrられt

uたJ.しかLある若干手ブローカー11地下50mの中間集積所にま1_'1J)トン

の鉱石が取り授されてャるいづ締報をすーに入れました.彼の決断11迅

速で.事今そ〈機l材t手前面メンパーを属、¥ニのプロッサム鉱山に銚ん

どのです.

噌5

イ〆フzl.ノ

GM用情報

'I'IIU集俄婦に1~20 トンの鉱石を繍んだ2ンテナがあ 9. これを巡ぴth

すのが今戸lのftll.です."ンチナをエνベーターに紋ぜ.i宇慢しτt、る

トレーラーに運び込むだけの世ij!11なItlli'('す.しかιょのエレベーター

1:伯鰐のためにメインシ吋 7 ト i必軍部まで f~してしま弘、ます.天然pゲ

スが充満L. ミュータントの'体調同する地の艇から*Lて無事に聞!UI¥でき

るでLょうか.

ACT-l 一穫千金
I司Cたちはtl下ブローカ一、エダイ ・キンバリーじ呼び出しを受ります.

集合場所は彼の絵符する喫茶JlioPCたちが111まる tエダィ I~制怠抗に揺

はじめます.



ド缶百E信託〉

エディ・キンパリ-

28*'. 例えて:'lうならエヂィ ・ マーフィーの様な陥れな~.I.\人.まだr，:
ヤながら仕事の干際のnきには定J干があり、ハンターたちに人公のfZい

ブローカーです.PCたちはそれほど惣.lf.にしτいた釈ではな，. >'J・もしれ

ません.しかし.ftlll内絡が簡単なため‘彼Iま自分!.1 ，'1 じような~.;いハ

ンタ-!.チャンスを骨子かち合いた{.¥¥'.，. .ランクの低いPCたちをメン，(

一仁i謹んだのです.

'よ台、~まったな. 今lulU.大ft司'1.!，. A_!たちはラ フキーだぜ・...J 

仕事内容

Y<f<< i; : ;t..ヂィ・キンパリー(たどし、 ftlllが終bっても依頼主およ

びメン，<一、 ftlll内務のすペてを口外しない.:U

内蒋 :シエラ.:jJモタ"111'1'の鉱山rプロγサムJ(0.0.ミヰラルス7奇心}

l勾.地下5Om'I'JnJ1l:.ji't冊のPラニウム磁石20トンを阿献する.:t. 
期限 :本nよ97円以内.

制撤 : 1 人 ~í9附 fS21輔の10%ヵ取り分.

なお・エディ 11大明トレーラー(25トンJIl)および保業に使うパワード

スーツを3f"'JrJ:I.!:しています.

このf:1:'11I1 I'Cに主 つてはピツグチ、・ンスです.{干臼抽~Jではないにぜよ

{慎拡私怨なシティ外で合法も非合法もありませんが}鉱山内の集働時の

20トンのコンテナを選び出すIJりなのです.エダィの訓ペによれば阪石

は1トン計り 5万ドルの1画般がある主いうことなので、 l人IOJiドル干

に入る二 tに1.ります.

ょの時点でPCI:ち以潤~t.:いよとがあれ4ぷ).\1'-<τ もかまいません.な

お、エヂィは拘同ているかFりのよ tを包み隠5ずに訴しτ〈れます.

鉱山のこと

ニの倫明1l;t，<アクセス〉でSRに成功す111;1.'(過去のマスコミ情軒1)ftlll11に

bかり~1'. 

下年iiijの池袋でシエラヰパグ'111中のはとんどの鉱山が被"'~被 9. '1' 

でらプロッサム鉱山の恨持11~人で、 l川山を余儀な〈されたよし'七草

鈍った従業:Jli1すペて故mされ.機材11可能なかぎり阿収.今11無人の

1ifJ.蛙主イtlτいます.

ヱディのこと

伎のプロ 7ィールに後ろJf(い所はありまぜん.今までにニれほど大8
なft司同をやっτいまぜんから.彼色合t1:ういが入っています.UA主11j:< 
め0ませんがブローヵ-u..τの..rf，出にIWτいます.ウラニウムf厄石

I，il~(l識はíII:>'J1偶然1'1:，.れた手f仰をJl:にしており、元0.0.ミ.:j.ラル

ズ(0.0祉の鉱業側"1)の4叫lを口似しτ鉱山の見地肉、呪J晶でf世われて

いたメカな Eのダ-fl~入干しています.必容ならここで鉱山の見且鑑1.

データ鮒をPCに見せてbかま，.ません.

PCに特に断わる珂[11111見勺たらなャでしょう.

飯山で慌用されていたメカ

① 外Mi腎備J1J"ポット・鉱山施関空を山中のミュータントやパンデ・ノト

から1るためのものです.ぬ後Rl:いまLt:が今はl司WHl.IHんE

Fよ例ιτいません.

8脚無人インセクター タイプMおよびvREFI6 MV6 

十11"12

}~'1' :ファイバユウム(A40/'副隊}

を2備:火炎般車ti!.l.12. 7I11mBMG. };; .. ~t主党総

② 採f誕mロポット:鉱石のす4 て11':のロポットが樹9111LτぃH

司S

た. 地干のi1liいとニみ以外はすべて由J(l~れています. 干動操作習い'f能

です.

キャタピラ;n行ロポット:タイプV REF6 MV2 HPI9 

後叩 :なし

装備 :νーザー削公機{方式Sの，<"，スνーザ-!.ιτ使JH"f). 

マユュピνーターX4.大MIlt光25

エディの所有する トレーラーとパワードスーツ

トレーラー :メカデータ .'?イチイワゴン.!. ':Iiーゴ〈ん.をあhぜ

たもので、袋'1'、武装はtった〈あり ません.

カーゴの繊敏に11ドw袋がJ郎、てあ9~ 1'. 

コンパァトシェル :Jb4Zデ-(1は '-1"九型'1'兵.o:艇111して〈だきい.

11'l'i，品のためかブースターは外杏れています.絡紋.K.z:1/干4判長総11

サイパーIRピジaンのみですが、 31量のうち l機だけにパイ J'Iotンカー

がfれ‘てャます(-"fl歯カートリ γジはあり tぜん).

センサースーツ11エヂィがI'CI:無償で〈れます.

ACT-2 回収
Nmll!7日以内ですが.8n l:l に 11鉱山れJ~ぴ俗働事ぜるた時にサン

アンジエルスから0.0.ミヰラルスeのfIミ刻現が酔mするよ tにな。て，.~ 

1'，. :#'ティから鉱11，まではミ"，-(1ントゃ，(ンダットのF司rJJ4V47えな"

nllトレーラーでまる 1[1かかるので、なる....:(.1，'. <出発した方が1~'. 

でしょう.

※ GiVll1舷111までのm中、パンデットや鉱山の事守備ロポットなEの熊司書

を主主り込んで<1.. ~t，.t.、.

プロッサム鉱山ピル

鉱山にf'J7'i1' ó!.. エディ f~.!ï'述、鉱山内のエレベーターを動かすた

めにサプパワープラントを保働*ぜる(ltl'lを始めます.そして次に鉱山

の猟~<tt況の6魁Zó: します.

鉱山内のお毘

①メインシぺ 7ト11異常なι
②50mより下のお坑道は被ml<人で、 i必京都にはおそら〈天然ガスが充

満して危険な状態1:み九 tた.縦型2も起こりうる"fl附主九ただιJ也

下5Om~ での器ゅは頑丈に活られて1$9.ま今1:<安全であふ

担軽 よれらはPCに伝えて <t!f! い.

PCI1エヂ~ >'1'-働ぃτいるUIJ.hiLbのピ仰のあちこちを兄τl叫。てもか

まャませんが、特に日I.fL"ものはあり tぜん.

この内電車が終わるい、れ・よ地下に似入するよ tになります。PCたち

は槽I~ll\mの大昨lエνベーターに束。‘地ド50mの中IfIJJl.\l/b暗の20 トン ・

ロンテナo::iII!ぴ11¥します.

エディ 11JU:のコントロ-Jv-tンターで行機しますが.PCたちは全JI
地下に1iIf，;r，すようにして (t:~， ・.

PCたちの通Ct.手段にはコンパットシェルの無線機のI色に通路のあちニ

ちにある通信ケープルの局面本も似川lできます.

中間集積所

サプパワープラント 11且νベーターのみに似IILているので、 'I'IU~
勺時です.内部はかなり市広かっτいますがコンテナはすf比っかりま

す.他の部織を兄τ(111っτむかまいまぜん.

官官鉱閉鍬wr:，クスヰIしか見つりられません.



lJl住プロァク:PERのARI5に成功したら品;の:'mtを兄つ11られます.

見学時可鉦

見牢者

見学理由

UClA生拍学助教授 ポーラ・エパンス

地下坑道6-149に出没する朱晴隠生物

UMA-23<1l生態鴎査

財酬によtも1，(s-14911A減却の.tJi:.巡の1つです.

コンパットシS-Jν31，本がか・9で(コンテナを動かすにI孟3W・z・安です)

コンテナをエνべ-7ーに俄み込んだら引きぬげです.べつに慌てる必

要はありまぜんが.地lーで1将量しているエダィ U.パワープラントのエネ

ルギー妓放がも1になり、急fように t;tってきます.

PCたちkコンテナ?:，jj'fんだエレベーター11糾りはじめますat突然災

tH発して急i車に降下はじめます.

ζの・制ではたはよれ以1日に)1'ωgエνベーターのlI'.(I:i舵 ilLぞうI.L

τ品不可能です.エダィは必死にrlfうした.なにがあ今た?JなIfU!; 

しかりてきます念仁エνベーターはやがて北白票結で衝繋t共に，1:ま9ま

す."ンパγトシェルに泉今τいなか今t:PCはSTRのAR20をrrなt¥

火l仕したらMIV(HPなも3ダメージ)のJ¥fMi"L ~す.

ACT-3 井戸の底
やがて消ぇτいたエνベーターの'91りがつき.エダィのi画fJカf入。ま

• 

インフ~ルノ

1'. r大丈夫か" r うも，~ワープラントの司，n:が安定しなャょうだ. エν

ペーターをコントロ -J~する操作系ヵ市百屯fEでかかれちま。t.;. す ('Jl

P[をするがちょ。t払制111がカ哨・る.なーにたいしたよ tないきり

しかしエダィの;'111'、つものmmのあるものではありません.エνベ

ーターはこちらから111V震はでき まぜんので. 1-.の修却が静わるまで待

つLかな←でしょう.それよりコンパ、ノトシエルを祈たPCllUlfI'ヂ4ス

プレイのアラームに誼Lなするペきです.7ラーム11太古川・のヲ'1t，/l;li・スの
合引致に腎告を発しτいます."ンパットシェル11臼S膨JCこ外制服)0..7

..f J'V 11ーから俗芸;声ンタに切り l~わります (8臥，Il:ll Lカ寸年ちません).そ

れ以外のPCI1~いて被毅マスクを袋?liLない t 唱，w、死してしま，.ます.

EOUI>'PERのARJ5で且νベーター内のνスキaーハッチにちょうI.'JJ.¥

りる分.，:lIの償却{9ンタ tマスクを発見できま宇(5仏甘:;昨Pちますl.~~ 

兄でき4よりればお分ぞ死亡します.

:lf7.I)t"iej両しτいるい・うこ Ht..もI.t査なEの大践を{剣11したらた

ちまち大爆発i'~ニす t いうこ主です. その.t. t1佐盤が品。たら絶対に

即jかりまぜん.T..k時I，;I-l:i-Ollき合わせた骨しても発火する恐れがありま

九 ζれに1瑚しではそうしたよ tb泡よるたびに 106して6て球発する

よとにして(f:~，・. ~ちろん大きなll'も厳E?rす.ガスのニ k もエダ

イに作げれば. PCが気づかな(1.ら教えて〈れます.

r、・いか、1'1がめつτも絶対発飽するな."ンバットシエWで堅守問。

たりしてらダメだ.大惨5Hf.品盟主でたちまち全員がおIJJ:っt:ぞり

鈴分〈らいじっH!'。τいる1..foilか1'fI)'1'るのに気づきます{特に騒

いでいなりれば'，f・ずれづきますl.エνベーターの天11'からです.foilかチ

ューチュ一般う織な汗で、 PCのA院かが天!t-の1IZi-外しτ4思いてみると正

体がbかります.

UMA-23: f"'J~2n、氏。~，I.\でサンショウウ坊の隙な資を ι てお札'i't

司7



W恒定直話D

は余泌1'fの'1'らに蹴われて弘、九日W.且鍵訟でニ札口重物に職、、f怜‘

殺があれば強般で?昨かし.111身を吸い取る{ち占う EヒトデがIIを食4る

のに似ている).1:11まな(.>Ii舛線て1餅却を見分りる.

~1V ・ 4 REF: 6 SUv: C HP: 12 
WIL: -4 JX!，tヵ:+30 

命中端 。 筑隊瓜加pt(ß~:心-4

~'I' : A80/50".-6 (企tk4による攻京が制，r.t:場合でふヵ・ス爆発チェ

ック11;F裂}

二，.つが31':..エレベーターのワn'ーに・'&いHき.ワイマ-L"JI
をì'i~かしています.

pα" 天Jt-~IYIIlて械か主げれば.jCJIをf容かして中に泊り込んで米ま

す.

初めてニれを兄た PCI1心珂チェッタ~行ないます.比畠島知ぞましい

迩なのでARゆでnなっ て〈だき " .UMA-2'JIまI'C~見つけると背中の
色婦の般をカタカタ吻ら Lて成憎しtすoliijにZ空いたとおり.PCI1絶対

に発砲しτはなりません.

PCI1エνベーターを脱11¥LてもftL.備制で倒して色かまいません.

rちιにιてもエνベーターのケープル11切られてしまったのでζこに

いてら(J:}Jないのです念丸

船 1¥ιτ通路を返るとき、 s-14!)O)文7ヵt"に入ります.

通路内

ニの通路にl.tJ'iu.liB.居住プロックへつながるド7があります.

通路件il1'ゲスや" ，llJ'Eしたらい 'Iltl'l.l lのミイラ化した~~r4ドが3r.. 功E
がっています.PCはPERのAR附で.rの死体色手、制 ;liなどがちぎ

られたようにな〈なっているのに主1づき ます.

1&にはMbあ9まぜん.

居住プロック

ζ ょの外惣11-1惨いセラミックで泡られているので、 U~'lA-23も入って

米れません.TF31はある.f'}Jl!:rlll争で、部時には救JIぬれずに死亡し1:!. 
忠われていたUCLAのポーラ・且パンス教授合得』ています{ネームプレー

トがあり ます).

冬眠ドラァグ・ヶイプベr~巡絞fωlI Lτ今まで命をつなャできた

のですが、さすがにかな勺災謝しています.PCに肋11る気があるなら側

に;n~ ・てある治維i'íl)~自制すれば日を覚ま し ます. 足手まい、になる t

，l!.'，えIt.bうす〈・やって米る0.0.ミn・ラルズの作業JIに任ぜる...etsでL

ょう.動ける気がなャのにIJ党時事ぜるのは除い、うらのです.:f.ーラ

がIl'i主時たならI'Cを救即IlfJt!.思い込み.-，得近〈にt、I:I'Cに他きつい

てL~"ます.

ポーラ・ Zパンス

お才.JH援で、闘の色l.lw.あまり美人ではありませんが、 11'1告は1111

1，，(、獄のl凶似の.!itl.女性です. たどし今11非常に~.i判し τいるので.

1Rすのがや勺とです(SUV: G HP: 1 WIL・3).

UMA-23についτjf.ι〈知。ているので.脱出する主主の助けになる

でιょう.

ポーラi'lIJJlJ1"ニとで0.0.ミホラルズや警察にPCたちのや。ているよ

tがパνるIω世もあります.うま〈脱出ι1:1&.彼攻がどういう行劃'J?:

取るかIJ.GMが決めてかれ、ませんが、 PCたちが彼女をどう犠うかい、

うのか明!軒のt将4!.なるでしょう{乎淀に峨わず、弱っている彼立を全日E

咽8

。τ島げる t氏いのですが).

ょの揖厄;1:111也に般家マスクとボンベがそれぞれ一つあります.エν

ペーターにあったの!.Hi!じ特r('-r. 

ロボット格納庫

鉱石を入れるファイパー製のズタ袋カザltらか今ており， 1:If拘iロポット

が2台:ZIれ・τあります.foJ:処bmれていませんo ，~t住民のロン トロール

引からのリそコン機11'か、コタピットに来。て動かすよ tができます{特

にスキJVIH::.・1Aあり tせん).

ti'u'lJliロポッbがf踊っているので.ちょう E通れる〈らいの大ききで

す.ロポット i'先蝋にしてti'u'lJをi臨時IJ.'危険は少な〈て済むでしょう.

もちろん νーザー自iWJ峻を使。たらnU;I/ス~~で全員死亡するでしょ う .

この輿のA抗遣はEれもil>'盤で埠まっています.

PCたちがー.(1.ついた頃、エテ'~ カZKEthιτ きます.

rrうιt' エνベーターの傑作況の修得はできたんだカ， 1，)かあっ

たのか? M.ケー7"νを切られた令 それじゃそのエレベーターは副i

えんな.20トンのウラニウムもパーだぜ.J

エディ 1.1.9ラニウムのこ tはすっぽり締時、 PCたちの教mに全力士尽

〈すこ主を約束します.も。 tもまたエレベーターに1民っτ持てるだり

の97ニユウム飯石を待。τぃ〈ニ tちできtす. ミュータン トへの対応

を考ぇτι コンパットシェル3体でめいめいズタ袋に総めて轟~，~ï1ト

ンぐらいは事?っτ1rllるでしょう.

rB坑近から3本の泌路がある.そニヵ・4揃)l(1ilむ11:小さなエレベーター

がある.<の通路かもつながっているかはわからん.合lま1"'処からblT
11たんだが.あちこち務殺したからな.それから 役になっかどうか

わからん以北JI()j(，'J1こは試織のtきに帰ったらい・縦穴がl本あふ

足場はまった〈ないから脱出には制!.<.ALIl'.う念土地上へは依短距圃tJ.!o

それとむそこで'1'11:1かf:hてb住吉絞れるf'.O.Oミ;i.ラルズのf粍総l
が来るからな.そのの./)~全Hしばら〈の1:1)、失い飯を食う ζt になる

けどな.J

PCがr.luか待っこtをi働け削幻.fdIらな(1111過~て行事.l<U'I~

れます.エデイはa13飛ぴLて1'"処かに行勺τしま"， PCたちは問務所の

ψでおそ ら〈半年11過ご守こ 主になるでしょう.

ACT-4 
ポーラの話

脱出

ポーラを助11τいれば、とτも!)>IIる状態ではないのでPCの議かが彼

I;:~抱いてやらねばなりません.

UMA-23に1闘して尋ねれば.彼1;:11紙して〈れます.

rUMA-231孟光?:t襲う性質がありますJ量光醤か("かを先斑it:Jt弘、てi臨

めItおそら(11""".J 

{也にUMA・23について知っているよ tt!.彼もの符の叩らは成体に1.
るにつれて生えf闘う ζ とo tこかに彼らのj誌がある主いうよし換を攻

幣される Hs[Tぺ.?:失。τ逃げとまるこ t‘なEです.

PCたちは島町必を進みます.

マップ夜〉位置解脱

議I'Cたちは餓ヨ艇が尽きる，iíjに脱出しなりればt.i ~ません.GMI.I.マァプ

をよ〈みてチエフクを忘れずにoilib・)1(へ伸びるルートを取るならマッ

プ上の交差点tで11雌測に遊めます.



7. 受理~f;t少ι広〈な勺てあr 1) .慢に1:'幾つかの火約聞いています.

UMA-2初通叫です.

突然の設盤でロポγトの般光器がE揮され(jlス爆発はしない1111こしτ〈

だき川、 UMA-23が5匹~れます. ロポ、ノトを創出こし τ←なければ、

PCの織かかq;~~ちを〈らいます. ロポットがい削工、 UMA-23がこれ

を攻恕している1111にuめられるでしょう.この場合UMA-23の後叩テ

エックI:'Lな〈てもかまいません. なお、ロポット 1~J.11~れて L まいま

す.

イ.iI!の先I:'i事怨で埋ま。τおり、81');のUMA-23がたむろιています.

PCたちが}血:炭。てロポットを待。τきτいないのなら‘峨別になH

す.

ウ.エレベーターがあ0ます.ただしエレベーター11.紋いのでヨンパッ

トシェルWRいて行かなげればなりまぜん.

PCたち(tポーラ)1仰Hか池上に脱lJ¥i:'JIH:しました.エvベーター

I:PCたちが金J¥lMt耳障れてしまいま寸<UMA-ZWワイヤーを切って

しまう).

エヂィ 1:笑ってPCたちの生還を泌ぴ、シティに帰還L~-r. もしワラ

ニウムを持ち出しτいれば‘エディは約束Eお? 1 人当り ';~flliの附%

を〈れ孟す.しかし‘fω、で1トン{エνペーFーじはそれだりしか般せ

"tt~ぜん)のウラニウムi:'持ち出した tLてもその相繍11S 5，∞0なの

で、苦労LI:剰にlム川、fNiではありませんτLt:.

:L. ょこには絶上までの吹』まりがあり.またUMA・2おり燥があります.

J昼1:抗筏5mlH'の金偏製のポール状で、 1例所'.f(JJ量1mほどの穴州問

、・ています.材質IWMA-23の叩ら t1 .. )じものです.FEはすべてUMA
-ねの刺殺でしっか。闘められていτ.地I白とヲ'<1t-(O);jl，( lI)の1111にあのよ

うな物で吊きれており、天理Fもまた糸のような物でJ障がれています.l院
のまわりには4匹のUMA・23(叩らがないbのです.雄でしょう)がおり、

製から口を出すl餌:ばかりの幼伎に、人NUがミ イラItした憾な bのを一

円ご主に甲J勾 τ与えています.

ニの平ï~;請を兄たPW.ARおの心思チェ ックi:' Lて <t!~ t，.. .:の t~

ポー?がい畠なら.i!I."kの日をふさいでやる〈 らいの配感がPCC二ある t

良いのですカら

インアzルノ

このUMA・231孟ライトて明í! ら~れても拠っ τ きますが、叩らがないの

で倒すのは縫らか当時でLょう.なお、」品の11
'
にい晶幼虫ミに戦闘能力はあ

りません.l陸自体1:タングステン鋼のような材質で、非常に丈夫なもの

です.内部IUH曜のような物が敷き肪められています.

~τ、ここでPCががIも思いつかないか.エダィに述絡を取らないか.

ポーラがいないなら、 INT.のAR20を;持可Lτかまいまぜん.成功すれ

ば以ドのアイディアを.I~J'+tきます.

ここから脱出する)j干:1."('す.

~にした巣を少しねじ勺 τ開口部をよにし中に全.nが入りますにの

ときポーラをまん中にしτやらな"L脱出鼠，¥'<1)シD?タγ舟シtてしま

います)."ンパット シエWはもちろん級品まぜんが.m(なるので鉱石

も術まない)jがよいでιょう (GMまたはPCの判断に101:せます).
IYI口部を布切れかfolかで盆をしτ.あt1孟坑道内のガスにライターを

絞げるなどしT火i:' HIIれI.{，金:1IlI位の)Ï\I1縦穴i:'~'\!いスピードで欧主

上がり.池上c:，~がり 11\るはずです.

PCまたはGMがよの方誌を危険すぎるt判衡したなら，l世11エνベー

ターを憎し:1¥すf弘悦II¥liiiよはありまぜん.をよまでたn 約〈のc:般
家の主tヵth':.りないなら危険でも訴すしかないでしょう.

噌 S

きれいな夜空を凡てほっtLている主、やがてエヂィのト νーラーが

や今てきてPCたち (tポーラ)を救出して〈れます. エヂィ I~PCたちの

'1，還を:;.ぴ.Y7"ィに州っτ(ft'I"1失l位したものの)悦綜をあげます.

1&11 ‘ 4の換のH'l'tIJ"純)~の郎、ウラニウムなE を合んでい る をl'がわ

か・~，二れ4町立って PCたちはその分け前1: Lτl 人当?$30.00ω匝刷

を受けlt<9ます.

もちろん‘鉱山i:'1i血液しτしま。たのでこの日験談li日外できまぜん

念'.

END 



ドE爾::;::e面

シナリオ5
プレゼント(スペシャルシナリオ)

l~，!.・:1・II" '.W.!可【:.司 : 11:里~，

初時に

このシナ V 寸11~・?トライナ-lたはハスラー l 人I:Uのた崎にダザ

イン喜れていl-t.ttAでもプレイてきますが. 主人公I1'H1i記令に也

役tなるでしょう.

シナリ オのカラー11.ょのワ-)1.'.. ~にあまり吾 ('òな‘・もので.純愛

小~< い勺た感じです.GλIIH-rllを泊してみτ.jf"j H!・~hれるプレ

イ守ーに仰をか11τみて <f!~ .. '. 1.> (までよのりールドの lつの"1能
性としτ.1)'えて(I':~れIttJいです.

掬r1は~.オ ・ アップルです.

鍵の少宮

1'(;11 A 1. TOSキットの中でちょ。t変b勺I:kのH:I¥会ぃl1".ピ

ンクのエプロンドνス*'狩た.1)f 11ない少kがファンFジー・イメー

20  

JのALTOSに存在するζ<(11，柿旬、l'.oAなのです倉ら'"'飲かニの少k

11陀f-!ll'. 2人11電Jでの失保守Jinτぃ〈ようにな~:t ..，.. 
そんなあるn.役kからよAなアタセスが・・・・

『助Itτ..f!.IJ.n:-れる・1

GM!Il情報

;j.ォ・Tップルシティ.この1:II，Iiの中似lムをれぞれ，1;(1;1植を符つ附x)

ユニットf.ll:の高級AIで繍波書れた「ア沖ヂミ7'J < いう桜合体モユュメ

ントです.少k.RISAltこの中の 1.:1.品ツトrマルスI33Jの匝l路内のマ

トリクスでしかありまぜん.

品Itのx才システムエンジι7.Yーザ・ユジンスキー1130Q三もl高に

二のマトリタスの服用を1，，~1)lr ! LI:. それ11~に恋する少kの悲L



プレゼンHスベシ?ルシナリヨ吋

t '2.，-mでしかありませんでしたヵt忠作Jl!1のリーザlJI1(r.えられなL、胸

の内a~のようゐ:マト V クスと4控訴しτ過ご Lていたのです.

日書i主流れ.成人した彼kは'7カデミ 7Jの中のAI.マルス)330)("1路

の1JI-11HLτ(ハードtr.Jに綴れていたので}ζのRISAi'使いま した.しか

し、消したはずのRISAのデータがEれ・う%Rか("lillL始時、サイパース

ペースを出歩〈ようになったのです.

ACT-l 出会い
PCI主〈だらなt.，、ァキングのH;，司li'lllけf¥t、ます.うだつの 1--がらな

いプローヵーからのfl<fJl'で、，(ーのil'ii'仕入れているちっぱりなf丙Iilか
ら制絡のず-?~底んで本て欲い、い・うよ kです. 軒湖11$ 1.似1O.お

ま111:9'ンジaンの這り主中のプロテクションの傾矧までわかっていま

す.以下のグンジ田ン閃11PCに公IMIして <I!~ ~ '. 
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行勺てみる主 {7ナコンタヲのソ7ト1:111れていてちゃん1:.~(-I'(ヒι

ません{無似して通ってかまいません).

tよみが〈スライム〉の邸鴎に入る L 部品4の院にkの Iがうず〈量

。τいて、〈スライム〉が襲いかかろうI:.Lτぃ£寸.

〈スラ4ム〉を倒すと立の千は.'1)あ.ぴつ(~した. ニ I~. なに? 人

IlIJじゃなも./j.I.:t.'oJ 

t rlいつつよちらに米ます.

少女はプロンドの':'lかな~.illんだグリーンの股c'. 13-1' (らい.Jう

Eけな〈七草'1日そうな釘町、ピンクの且プロンドレスを符ています.

ALTOSI17アンタジー糸のカラーでまとめられているし第 l、二

んなf指針。且れる品、ノトライナー(もちみんハスラーも)1孟見たよ tもI瑚

いた二ともありません.しかし.1:.'う見τ!.(PER;l:たはINTのAR2l))

プロテクションでもなりれば.AIでむありません.彼らには将之のパタ

ーンがあ 9 ますが.この少釘のそぷ ~11λ1111 1:.何ら~ò9ないのです.

PCが戸惑っているふ少主11.

「助iIτ〈れてありがtう..f.!.119ーザ.あなたは?J 

な1:.'1:..可愛らし〈仰lいか付てきま-r.

PC:合唱J処tこ因。τいるようならG~1は、アクセス ι ていたE こかのお

峨織が速い込んだのかも知れなt'.などl:.J"。τおいて<f':~ ¥、実際

そのとお9.RISAIHI分がAIマト Yクスであるこ tを自覚しておらず.

PCにも rプログラムを組んでいじ今τいたら混線していつの間にかここ

にいたのJなl:.'I:.ijいます.

H:. i!l'kU.サイパースペースのプロテタシヨンやジベ・ッタユインの

分身機能なEにつt.てもはとんE知りまぜん{も しPCが分身しれ‘たら.

双子1:1.思うでしょ主).

ii'i1l1のダンジaンを出れば、コそン ・スペースなので被1<:111人で紛

れるのですが.もう少し訴をしたがります.!宜止の身のJ:I二ついτは別

段重N，.，I:こtはありまぜん.守f.;mにさi司賓の授業を受1/.両線11仕:1)'が

忙し仁検事のうる ~ぃ小;1' 1:‘毎日耐えているい、勺U~)!f.の併です.

彼女iι将じPCのプロフィ-'"につνて11色々捌きたがり、ハンター

1:1:.いう二 H 知れば二う :!かます.

rやっぱりをうなの.草1.の家の近{にもハスラーのジェフリー今ていう

か勺ニいい人が住んでいるAI!，ああ.い今ベんでいいから彼のパギー

でドラ4プしたt.な.J

PCIまいt.割減うんざ9-r晶でしょうから.最後に、 rねえ、また会。

て〈れる 9 重J..:t{ーイアνンドっτあんまりいなνの.Jt r?っτ(PC

の符えがEうIJJううと}去って行きます.

ACT-2 交際
PCがi宵1<:i'救った次の11、自主，1:ィωtJlliけられます.

正nis唱の本物のパラの-IEで、カードに11・Pj:IHtl:.'うもありがtう

RISA・，I:.'，'tlイ制、~にはアクセスヨード念物、てあります.ょのR) 919詠1

-HEAVEN-)33い・うコードの所。寸巴地11、ど4のJ!1:)Wlt.たI.Lτもっ

さ主める.;1.はできません.RISAの宿主、マルス)33念物平にl聞いた阿

総で、 RISAへのホットラインです.アカヂミアのハッカ-~，jJl:システム

のため.探知および逆将司附すらでき ません.

RISA・マト"7スについて

・?トリタスI.W薗引の人俗、および記憶を械ぇ込んI:AIl副路のこtで.

リ ーザ・ニグンスキーが川才の t き作り上げたR ISAI1ま~に彼女の分身

のような.'11>帳IJ.'えでした.

ですから R ISAの訴すこ1:.113例ーiiîjのこ主ですが、すぺτ'I'~匝て鳴をつ

いτいる:lI>.'-c'はありません.

21St}骨<.IJI，缶、マトリクスI!AIの機能に関係なt.ものUlな~れτぃτ

jf(~耳慣~11:r、マ トリタスのないAI むた〈きんあります.LかL.7:h 

ダミ 7の本*'の険1腕 I つ.r人fI:J社会により叫制下Jな~~;を布 える 』の

ため.7カダミ 7内のユユットにはす4てI崎I~jのマトリクスがあります.

tニみで、 htiりられた本物の険物はとてつもない貸iytJAで.1為C11.;れ

でリーザがEニヵ・の令tlに101跡、い、tいう北浦にたどり草rf(でしょう.

しかし、 ニの1t1il1:行っても.7タセスで波文i'受りたい‘う ζtで、

今の主 ニ1>9ーザのUY.でいる所などをつき tめるニ tはできません.

ょの後PCが日一ずに連続を入れる t彼女l封書々 tして、

rありが主う.ちょう E沿凪1していたの J 

りつようii電話になります.陀会制むHl1まざる主にi同わらず.二主

~. "') t.:電話11foß叫も続き￡す. PCから連絡を t らないでも、 ，:1にうから

3位以カ切哨・ってきます.

:1;の内軍事11('血愛のないこ tですが、そのうち彼女のプロフィールがb

か。τきます.

① 彼女のコンピューターにl闘する姐f織は大人の専門家暑なよした

だし、時々PM~ズνι1ょIll15(もう使われてt・ないCPUI.か、チフプのニ

tとか}をttうこ tがある.

② 彼女の家11大きな林の中にあ号、いつも家にいるのは争JJ.l:の執事

で身のまわPのl世訟をしτ〈れている.伐司Eの名11マJνス.

③ 彼虫:の71ν4・ーム119ーザ・ユジンスキー.

@ 弘、止の憧れているハスラ一、 ジェ79-・スワンソンのf:t'IIぷり

についてにれは彼女の集めた噂でιかないようです).

⑤ 彼:11:1孟体会匂~~.らい、. その上、事えめの監tlが厳しし滅多に外

にmられない.

4れらの1';の件1.$1>ジェフリーに1期して11PCI:.fo厄lも話すうちに少

な〈なり.b'o。てPCi'Jf-1:，の友人い、うより恋人主いう日で見るよう

にな9ます.1'Vモニターの中の彼女l孟当然.毎日-lfているものは通いま

す.~た.彼女がPCI.外'lî{(l岳会うのは無明なようです. たI:L. コそ

ン・スペースで逮うこ kは"1能τ-r.

PCはこれらの話切言ち、おかLな所に気づ〈かも知れません.

21 
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①に附してはJllに彼女が勉強耳、14なのでしょう.

②に関してはどう 号えてもシティ内に大きな持はなνL.遮〈厳れた

t協調E林に金持ちが住んでいるというよkも与えられませんo 11恥・たt:-r
L 彼立は'ぶから II\I~よとがあま 9 ないのでbからない.t fTいま-r.
ニれ1;1:~1!7カヂミ 7の'1'のサイパーイメージなのです.~料。中で111 .脱抑

人の何人(Al)が1字河下』治論を附hせτいます.

③に|喝して11.PCがEDUのAR25ω仰げれば、リーザ・ニジンスキ

ー博士Iーなる人税同Zグローパノレガー ド~tのAHPIiIlのJ，fである よ t 士。.~.1.・m

します.でb、弘、kの歳114;滋 t脚lャτνます.市1Iまなんtな〈似てい

る主¥bします玖来しτつながりが比ャmせるでしょうか'.PCがl軍士に

会ャにrr-，て~.tず会って〈れない L ((9唱え会。τ 〈れた ~Lτ も)、彼

女に11fuJのよ tかわかりません{まf:.r:.. '，.. '，'1'.せ孟せん).

OO>人物につνては.PCが剖践をAiIえれ・れI;!'知。τいるでしょう.

ギwドのヂータを>l.t~ ， •のなら、名前で検索しなりればなりません.向

性別名の人I!ギw ドの~\):からJもると83知 二ものU'ります.過去3年か

らのデータならl入い£すが‘tんでもないプ切です.彼に会勺て ω4

もbヵ・0まぜん.肋のいいPCでリーザが.里町11はわからないにせよ30年

，iijの世界の人間であるこ tをつかんだなら.守主;Eのジェフリー ・スワン

ソンを検討sできるでι ょう.彼 1;t25年前に死亡してお~.手がかりにな
るもの主 して.その逸品;である庄の名がリーザ・スワンソンい、うこと

がhかります.

⑤l主将におかしいζ とはありまぜん.授業い、っても自宅で授業を受

付ているのでしょう.

bLPCがi1tt<のl1!1Iiに対u.*m守などの手段τま..，た〈無叫するなら.

そのままAC1'-3に移行Lτ(t:幸弘、

、、
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ACT-3 暗転
2月1311.Yーザ11PCIこ夜窓の外を凡ているようにえいます.

r"!IIII!パνンタインだから、今日はちょっと その前夜祭をLましょう.

クリスマスにイブがあるのにパレンタインにないなんて不公平1':*>oJ

Jわれた t おり窓の外~>I.ているし 11-"旬、のピルのIl)J~ .そして

街灯、材ンな<~能。τ'J LQVE CX::X:氾 (PCの制j) J~k~ (光

文字が作られます.おそ ら〈リーザが財:JJかコンピューター技術のEち

らかを駆使Lて行なった仕業でιょうが.5~H'μ、で終わ今てしれ・

ます.PCがず4スプνイに白をI認すL Yーザの裂はな〈、換わりにこ

んな符fJt.

野f，する たt:ちに・マPス"とのコンタクトを'I'JI:'Il'よ

..IJのLていることは本メjf・シティに対する I記述である

そιτ今庇からはもう、リーザtのi幻告11<れな〈な9ます.

笠1.1のパνン;Il.jンに11大きなテョコが踊iげられます.カードには愛

のメッセージ.そして儲て下帯電話にi度kの伝fZがあります.

r日1)1 1τ ". 私11絞~れ品 川

彼主U..iI'1向島Cr<'.bずかなtllI.そう訴えれ、まれ

PCIU7行動してもかまいまぜんが、11<な〈自宅に伎入.またはν

ストランで';JIいに脱るい、う形でAHP，の上級舵'1f:官が仰れます.

上級俊査官リッ?・ウイザ目ド 31慮

トレンチ'"ー ト 'dll~彼Ij~;i' 、うちから苦労した主いった感じのハー

ドボイルドi'絵に乎F弘、たような引です.

「おっ k、ヘタ，，)'WJI!するなよ.電r''lfff.li.ポケットの中の拡接持主τ



下半身がミンチになるも1'.まあ駿んなり

そうrtいつつAHPのパァヂをえせます.

作f;.い〈せに相当なやり手じゃねーか.7カヂミ7をハッキングしよう

なんτな.J

PCに11身に覚えのないよとでしょうが.リーザがPCt電話で訴した

り.交通1>1制をいじった札人Jr.Jの1iのザーザ・ユジンスキーのU!並を

勝手に使ったりしたので、 AHPは彼b'mAt;むったようです.

PCはニニで造注するとか攻験Lてもかまいまぜんが、リック11す「に

部下を使。τPCi'耳，~拘I ~ えτ しまいます.

rU).まずはおとなし〈絡に米て bらおうか、弁領土はその後:f!.立

でも呼んで身のまわりの物をまと時事ぜるんだな.逃主主制11まぬがれん

ぜ、あんた.J

PCI~AHP本部に清いたらポヂィチェックの後、 :ir.iJr.:なオ 7イスにi曲

t-れます.

rおまえたちは容がりなt-弘、」

254階のオフィスで懇の外i'(o'll'て立今τいる'1"1'.主治IUb'rに{節訴

するt:t.i'鈴めます.

「ニの剖lI:i!は完全なオートガードシステムカ'Obl'ています.おかLなA
似はしないで〈だきい.J

リーザ・ユジンスキー博士はPCに事けのすべてを掛ります.彼女の訟

~tしたAIのi つ.マルス 133カZ不可解な行動i' t っている.: 1: (リーザ1事

tの口肢を勝干に使っているニふパνンタインのliij賓の事件、耳辺.な

アクセス，.そしてそのEれもがPCに関係しているよ t.
rいっf:いEうしτょんなn似をするんです.t:r!:l!を!!I!ってnった物11

，ィ?の花束.〆eνンタインチ甥ヨレート.まった(.主相在が・』除、o.J
リーザl事てtl~~ $f-45才τすが、廷鈴処吸はしてャません. RISAのIfIÍ膨

が伐っています.

rt にか(.あなたがマJレスi'Hわせたにせよ.!恥畑工をしたにせよ.

とりあえず事件に決析はついたo.今、マルスの書械金作業をrrな勺てい

るtころです.J

PCllニニて今までに越ζ ったよとを訴す~Ìlでしょう.黙っτいたら

本当に追欽問にな晶かも知れません.RISAの苦手札プロ7ィールなrを

説明すれ1!.憾上品少女の可Ul'った自分の分身であるRISAを忠M・113しま

す.ただし.その二 HI.PCには告げまぜん.省官1のいたりだ勺f:t はい

え、恥ずかしちのあまり赤面iして背~Irirrlてしまいます.

この辺9で'GMI1PCがRISAに対LτE ういうf樹首~rèいているか児

定時ねばなりません.

博士はRISAのよとについてはあまり話したがH ぜんが(GMの内厨

に任せます).RISAI;t.!，奄をだましτャたのか、 t も・う質I~IJに刈ιτだり

ははっきり答えます.

「ぞれ11遠います.あの子は30'1'.仰にlj1った当時均私のマトリクス.記

憶も;fJ.と同じ.毎日.そ j. 1.しかして3O'f.iI>iから少女のt:ftの白百をず

っt;且ってきたのかもしれない.あの干の悦野から見れI!、本当に毎H

~背喝の般主して送っτわるのです. 誕て.起きて.食ベτ、電iをして

。ー、母f市よそなか。たもののそれに似たものを備えています.あなた

をf:ますつもりはなか。たL 私はそうf司じたν 一.J

ACT-4 ハッピーエンドも悪くない
PCがRISAを大切に，~，っτいたり、かOl' そう t:t忠勺τいるなら.

1'1かアクシ笥ンを起ニすでしょう...ノνスの解険をやめ~ぜる t か、そ

うでなけれU:'RISA1: 訟がしたいとか.

リーザ降士の訴を聞いてもなさ>.怒っていたり、が。かりしている t
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き11.勺ノレスが突然アクセスLτ<".に移行して(1:きい.

マルスと RISAの関係{ リーザ1噂士が頃合奇見て髭して〈だ~い)

マノνス133ltベースにRISAの回路官能。ています.RISAI1~は完全

に消去きれていな〈 τ1曳勺たデータをマルス 133が自己fI<舟，システムに

よってIljI*，したのです.そのためRISAll1.ぽ草のー部分をマWスのものと

共布するよ tになりtした.つまり.欠航した紀健部分にマルスの記憶

が取り込まれたのです.

勺ルスのマトリクス11初老のニうるさt・l)}t!。たので、RISAllマルス

を執，llll:して=する しかあり ませんでした.

マJνスのM傾~I;I.すでにま台ま って弘、ますが.リーザ陣士の-1}でやめ~

せるよ tができます.もし完全に骨Wt~れたなら、マルス1. RISMl問去

されてしまいます.しかし博士はRISAll-巡の111ft-を起こしたこ tを知

9.従，-rかしさでなかなか解除取りやめの命令をIHそうとはしまぜん.

RISAを愛してはいますが、日Jりれば償任以tるつらりでしたが}ニ tが

公になり、rオールドミス45才の砕JtかrAHPトップVハッカーと不倫?J

なUT;.n繍誌に大き<Jt( ~上げられるでしょう.

RISAtのl両III!Iを聞き孟す.14土も止めまぜん..f:ユターはよ〈写H

ぜんが、新しかりるt.
rあ・ 0:コ是ん.即jけて.(00)にも見えないの.ζよ11.ζ・…・'.;ec.. 

… 、 あなたに会えな〈なるのが…"なんだかii!tがぼんやりして、あな

たのこt.. あなたを愛していたニとを忘れちゃいそう......・J

ここまで1111ぃτ. 弦llill!に陣士~説得しないのなら治初からシナリオを
やる;軍"抽gなかったt11'えます...1.去の.:tはどうあれ、今11RISAを肋り

るべきではないでしょうか、

ただしアカヂミ 7中継に来り込むのは不可能です.入nを見つり1、

t しτι-!M青みm しただ"でガードシステムに仰向に~れるでしょ

う.

突然.ダスクの端末が7クセス~求めてきます.

陣上bfll凶しやつれた初との判別νス133合戦像化します.

r陣士.W1かれ、ません.RISAt:11はデリ ートしないで(I!t!い..tl. 
I~今まで1 年fillRISAをず1て統11.そして彼女もや勺u人前に….41.

1;1.人骨愛す心を彼女に教え られ~ Ll:.吋哩の犠併を起こしたのはすべ

て.f1;τ1'.RISAに111alのn任もありません . .うかItH""".J
Pーザ博士はマルスのAIて'11考えられない ・宵τ絞り"と・人~愛T

.c'" t いう予~I:t~側主 . RISAを制り始時t:t 舎の可i~思い出し. ~た.

A Iの新たなるi臨歩安25C以仇 中止命令~mします (PCめ思惑1:11glfで

す).

1. L. 111f干が決析の彼氏ISA ( =マJνス 133)を自分の所イ1にしたい t ~雪

.，τもをれはできなも・相談です.

そのP'-1111ム
① マ作スl主PC;が干ーを11げないほどZE備なよと

② RISAI1マルスから切り献して11~Uτいりないこし

③ RISAが自分をマトリクスt:OIlっτしま勺たら入怖がiD:~立たな

〈なるよt.
特に③11PCがRISAI:これからこれからもっき合ってい〈なら、官Iな

せねばなり止せんし.(l)o)条例~クリア u:t LτもRISAI1PCt共に

!li孟することは雌しいでしょう.マWス117カダミアの中ft~ーから外t-h

i厚こ1;が析究:mt l、う名目で十料Tする':1:になります{陣当 I~PCI二二れか

らも RISAをよみし(tl1;守って〈れますl.
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故後にl!'i上は夕日をJH正がら独lJ:1のように訴し11¥1.ます.

r私が大人にな畠までジ"，7リー1:待って〈れた..f!.1 .t. 18で家~:J代、

かけ滞ち1，;Ir.~.伎と-t~1二な勺 1:. ~I.かではなかったけE、晴、ぜだっ

たo.でもすf伎は逝ってしまった.別れはっきものだur.余。じ.!，!.

Tぎたo. それからの~l.U.ttil'に熱中していτ・H・ a ・- ζ んなれ.nち 1.1.忘

れていたり

'よれからはbヲ少しζの剣持ちを大事にして生きてい〈ベきよね.感

怖を持つAIがいるのに感怖のない人1111なんてミaータント以-f'1.ピboJ

ょんな釈でPCはおt がめもな〈家主事につきます. そして.部~~に帰る

tJ，84車ilìr.~の 2ールが 、

END 
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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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