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まえがき[PREFACE]

本書は、サイバーパンクRPG“メタルヘ

ッド"の世界を広〈深〈知るための総合ガイ

ドブックです。

“メタルヘッド(以下MH)"シリーズは、 1990

年のスタートセット以来、フリークの皆さん

の多大なご支緩を受け、毎年、次々とサプリ

メント/エキスパンション・キッ 卜が発表さ

れています。

このハンドブックは、ラインナップ中で初

めての総合資料となるわけで、背景世界をは

じめ、アイテム/テクノロジー/プレ4ガイ

ドなど多岐にわたる分野のデータの集大成と

いえます。 MH大事典といってもいいかも知

れません。

MHをプレイされている皆さんを強力にパ

ックアップする、データうんちく本であるわ

けなのですが、サイバーパンクを愛する方や、

SF系RPGユーザーの方も楽しんて宮売める

内容になっています。

とくに大きくページを割いたのは、これま

で深〈紹介するチャンスのなかったマクロ的

視野からみたワールド資料、そして、 MHの

醍醐味であるメカニックやサイバー、ネット

ワークなどの各最新SFテクノロジ一分野の

徹底した情報です。

マクロ的なワールド資料とは、歴史や地理、

国際情勢、自然環境などを示します。

20世紀.-22世紀にいたる年表やCGを駆使

した数種のカラーワールドマップ、世界会地
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のメガ=シティどうしの関係、ワールドに存

在するすべての組織についても、十分に解説

しました。

特にゲームマスターは、これらの資料から

得た知識を存分に活用 し、 セッションをより

奥深くリアルに演出できるでしょう。また、

シナリオのヒントとなるような情報を発見で

きるかも知れません。

テクノロジーについては、特に人気の高い、

サイバーテック/サイバースペース/メカニ

ック/ガンなどを一章ずつにわけ、詳しく解

説しています。資料の性格上、これまでのエ

キスパンションキットには収録できなかった

情報も多く盛り込みました。

最終章には、ワールド・データとは違うア

ブローチで、プレイガイドを配しています。

キャラクタースタイル霊視のプレイカ浬ま

れるサイバーパンク系RPGですが、ここで

は、さまざまな環境/状況下におけるハンタ

ーとしての対応例やハンタークラスごとのソ

シオグラム(個人と周囲の人間/組織の関係

図)をひとつひとつあげて説明しであります。

サイバーな雰囲気や感覚がと・うもつかめな

いというプレイヤーの方や初心者は、ここを

読めばすぐにMHワールドの住人ら しく振る

舞えるようになるでしょう。

それでは、MHのすべてが詰まったこの1

冊をお楽しみください。



サイパーパンクとメタルヘッド

1980年代に現れた新しいSFジャンル、 〈サイバー

パンク〉とは何か? ほカマコSFとはどう異なるのか?

そしてそこを舞台とする“メタルヘッド"との関係は?

プレイヤーたちは何をめざすのか?
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サイノ℃ーノてンクとは[CYBERPUNK] 

〈サイバーノfンク}は1980年代以尉tt:こ新しい

ジャンルのSFをさす言葉としてよく使われ

ている。

ウィ リアム・ギプスン、あるいはブルース・

スターリング、ウォルター・ J・ウィリアム

ズといったSF小説家たちは、それぞれの視

点からサイバーパンク世界をとらえ、さま t(

まな作風を生み出してきた。が、作風である

とか、背景世界のイメージのとらえかたは各

人各様であるため、あるひとつの作品がサイ

パーパンクというジャンルにおさまるかどう

かは受けとめる側の判断にゆだねられている。

ともすれば、サイバーパンクはあいまいな

表現であるかのように思われがちだが、その

要繁を分析していけば、あるいは複数のサイ

バーパンク作品の共通点をあげていけば、そ

の実体も明らかになるだろう。

まず、サイバーパンクという言葉に含まれ

る要素から。

この言葉はサイバー (Cyber) +パンク

(P unk)というふたつの語句が合成されてでき

た造語である。

“サイバー"はサイパネティクスの賂露であり、

もともとは1948年に数学者ウィーナーによっ

て提唱された理論だ。「生物および機械におけ

る億1)御と通信結合の科学」と定義され、簡単に

言えば、生物や機械の制街職織を明らかにし

ようということだ(ちなみに、サイパネティク

スの語源はギリシア語のシベルネテス〈総をと

る人>)。

ただ、サイバーパンクという言葉の中での

サイパネティクスには、サイポーグやサイバ

ーカルチャー(人工頭目制ヒキ土会またはコンピュ

ータによって自動制御された社会の意)といっ

たイメージが多分に含まれているだ。

“パンク"は、過激かつ派手、常識という観点

からとらえると理解しがたいといったニュア

ンスの言葉だ。「ろくでなしJJ無価値なもの」
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という意味も含んでいる。

しかし、これだけでは、サイバーパンクの

すべては理解できない。

そこで、次にサイバーパンク作品、とりわ

けサイバーノTンクの発祥したメディアである

小説というジャンルの中から、特徴的な共通

している部分をあげていくことにしよう。

総轄して、その部分とは以下の3点にまと

められる。

① 世界観が多分に退廃的かつ暴力的である。

② エレクトロニクス分野やバイオテクノロ

ジ一分野の科学技術が発達しており、人体組

織/遺伝子の酎隼/移植カ滑なわれていたり、

コンピューターと人間が融合していたりとい

った、今までにない新しい世界が構築されて

いる。

③ 現代社会が抱えている諸問題(球勝号染、

各種犯罪、麻薬、人種差別)がまるで当り前の

ことであるかのように主人公の生活の中に存

在している。

こうしたイメージの中から導き出されるキ

ーワードとして、 「退廃」、「人間J、「機械J、

「コンピューター」、 「危険」、「ネットワーク」、

「サイポーグ」などがあげられる。これらはサ

イバーパンクを語るうえてぜひとも必要な調

味料だ。

結論として、サイバーパンクという言葉を

端的にかつ正確に表現するなら、「ハイテク技

術を背祭に、人間と機械とが密接に関係を持

ち、かつ薄汚れた社会の裏、あるいは陰の部

分を強翻した近未来SF Jといえるだろう。



可院1I!t...""
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メタl~ツドとは[METALHEAD]

メタルヘッドの舞台はそう遠くない未来世

界だ。巨大都市には、航蝶の巣のように張り

巡らされたコンビューターネットワークと巨

大企業が存在し、それとは対照的に大地は荒

れ果て、ミ ュータン卜やアウトローが行き交

う人々に襲いかかってくる。

そんな暗い未来の地球で、今日という日を

自らの意志で力強く生きるプロフェッショナ

ルが“ハンターコ メタルヘッドは彼らハンタ

ーの活躍を播いたロールプレイングゲームで

ある。

一一時は2150年。

長期に渡る環境破媛、度重なる1也域紛争で

使帰されるNBC兵器によって引き起こされ

た地殻変動、異常気象、環境考染で、地球は

まさに瀕死の状態となっていた。

かつて池上に存在した国家はことごとくそ

の備投失い、人類もその総数の約8書リカ呪

j成している。

この→童のカタストロフを生き延びた人間

たちは世界の20か所に建設された忍想、計商都

市 〈メガ=シティ}に逃れた。

この巨大都市は莫大な資本力に支えられた

巨大企業によって支配されている。人々はこ

の人類最後の生存図の中で、支配企業から安

全と平和を与えられた。安全と平和は人々の

心の中に安心感を結えつけ、やがてそれは無

気力へと変質していく。

しかし、こうした気風に支配されず、安穏

な都市生活から脱却し、新たな生き方を求め

る者たちカq見れた。

この者fこちこそがこれから“メタルヘッド"

をプレイしようとしているキミたちのプレイ

ヤーキャラクターなのだ。彼らはこの世界で

“ハンター"と呼ばれており、命がけのさまぎ

まな卸食な仕事を諮け負い、その報酬を受け

取ることを喜びとしている。

ハンターを含め、この世界に生きる者の最
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終目標は月に行くことだ。月に何が存在して

いるのかは、実はあまり知られていない。

その未知なる世界への好奇心、冒険心がハ

ンターたちの心をとらえて離さないのだろう

か。あるいは、夢を見果てぬハンターたちに

とって、月でさえ次の自標へのステップにす

ぎないのかも知れない。

ハンターたちはその特殊な技術、あるいは

鍛え抜かれた肉体や鋭敏な頭脳をもって、さ

まぎまな活躍を続ける。彼らはその得意分野

によって大まかに4つのクラスに分類でき、

それぞれ、〈ランドプラスター)(パウンサー}

〈ネットライナーXハスラー}と呼ばれている。

ランドプラスターは主に戦闘パギーやコン

ノT-yトシェルといった各種メカニックの操作

に関するテクニックに優れており、合目去 ・非

合;去を関わずあらゆる物品をシティからシテ

ィへ逮ぷ、いわゆる運び屋だ。

パウンサーは戦闘に関しての能力に長け、

物品や重要人物の護衛/用，L相、あるいは目

標物の奪取や破療といった荒仕事を中心に行

なっている。

ネットライナーは情報収集やコンビュータ

ーの操作といったエレクトロニクスの分野に

おいてそのカを遺憾なく発揮し、企業の機密

情報を引き出したり、情報ファイルを破壊し

たりするのを主な仕事としている。彼らは、

情報化社会の生み出した郁也平 《サイバース

ペース〉を自由自在に動きまわり、その活動

範囲はt世界中とどまるところがない。

ハスラーはランドプラスター、パウンサ一、

ネットライナーの魅力を兼ね備えたオールラ

ウンドな存在だ。ハスラーは主に資源の妓索

や賞金稼ぎを仕事としている。その仕事柄か

ら危険の度合いも大きいのだが、彼らに言わ

せれば、危険があるからこそ楽しいらしい。

さあ、メタルヘッドワールドのなかで、キ

ミの分身であるプレイヤーキャラクターは、



どのような活躍を見せてくれるだろう? し

かし、油断は禁物だ。なぜなら、荒廃したこ

の世界では、キャラクターたちに安全な場所

などないのだから!

13 
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ワールド

MHワ-)Wは架空の近朱来じっÞ(~.:世界だ。

MHをこれからプレイしようとする方も、すでによ

くプレイされている方も、その会体像やだいたいの

雰囲気はわfJ'-っても、世界を構成する要素のディ

テールとなると、いくつかわからない点が出てくるだ

ろう。

ここでは、 MHワールドのうち、いままであまり明

瞭でなカLった節分にスポットをあて、あるいはいろ

いろな組織について見ていくことにしよう。
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LESSON 1 

ワールドスポット[PLACE]

MHワールドの典型的なイメージ風農は、

きらびやかさと薄汚さが同居するメガ=シテ

ィ、あるいは荒容として寂しい荒野、このふ

たつだろう。

しかし、メガ=シティといっても地~ごと

にずいぶん違った雰囲気を持っているものだ

し、シティや荒野以外の光景も存在している。

人類の生活圏というテーマを主眼に、いく

つかの部分にスポットをあてていこう。

1.メガ=シティ

加求は21世紀末の天変地異〈カタストロフ}

によって-~ì威びたが、生き残った人々は|回

世紀の大観怖の跡地にメガ=シティという超

巨大都市を建設した。

メガ=シティは支配企業によって運営され

る荘闘のような街で、そこの住人はすべて企

業のために働いている。

建設当初は市民が安心して暮らせる都市だ

ったはずだが、今では決して安全な場所では

なL、。

無差別テ口、凶悪犯罪、暴動、疫病が絶え

ず発生する行き詰まった楽関、それが現在の

メガ=シティの姿だ。

危険とはいっても、全域が無法地帯という

わけではない。

たいていのメガ=シティは厳格に保安区が

設定されており、都市中枢付近は非常に安会、

逆にそこから遠5かるほど犯罪発生率か渇く

なっていく。

ほどほどに安会、あるいはほどほどに危険

な地区カミ→姉民のベッドタウンの外側に

形成された 〈ダウンタウン〉であり、もっと

も活気がある。シティでの冒険の主舞台もこ

ことなるf三ろう。

2. メガ=シティの

運営システムのすべて

15 

メガ=シティの運営樹.~のすべては高度に

効率化され、住民の誰もが何不自由ない生活

を送ることができるはずだった。

しかし、どこのシティでも当初の計画どお

りにはいっていない。

想定収容人口を上回る難民の流入、シティ

内の支配企業問あるいはシティ間の抗争や牽

器IJの悪影響、資源の枯渇やシティを取り巻く

自然環境の悪化がその原因である。

たいていのメガ=シティ行政府は、さほど

窓要でない管轄区(ダウンタウンとカ灘民キャ

ンプ)を運営システムから切り離すという方針

で、本来の櫛Eを樹寺している。

A.システムの要

エネルギー施設、交通、流通、保安・…・こ

れらのすべてを管理しているのは都市中枢た

る超高機能AIであり、コンピューターネッ

トワークがその手足となっている。

行政府はAIに判断できない決定とカ¥方

針などは指示を出すカ士細かな運営は機械に

任されており、住人もみな何かしらネットワ

ークの恩窓を受けている。コンビューターか

ら指示を受けるのではなくて、議もがそれを

メディアやツールとしてうまく使いこなして

いるということだ。

B.エネルギー

MHワールドの一般的なエネルギー資源は

原子力だ。

一時期は一一21世紀中ごろから一一危険な

核エネルギーに代わって軌i色との発電衛星か

ら電力を受け取るマイクロウェープカ句吏われ

るようになった。しかし、これが空の環境破

壊につながることカ〈指摘され、また、地磁気の

影響からこの方法も困難になってきたため、

研究の進んだ核融合炉か再υ官われはじめた。

ちなみに核兵器をはじめとする大量殺毅兵



器(NBC兵器)は全面凍結されたが、どこの

シティでも秘かに温存lまされているという。

また、内燃機関はガソリンから水素なと.の

化学燃料または電気(モーター)にとってかわ

られている。

C.交通

巨大なシティ内の交通路のうち代表的なの

は、遠距離を短時間で結ぷリニアウェイだろ

つ。
ほかはだいたい20世紀に存在するものと変

わりはない。縦横に存在する高速道路、中/

近蹴聞の地下鉄、一蹴草などである。

管理が必ずしも行き届いているとはいえず、

渋滞する道路もあるし、高高道路はしばしば

過激な暴走族などの出没するデンジャラスゾ

ーンとなる。

また、シティ外の交通路はごく限られてい

る。どこもメガ=シティも建前では自給自足

が可能とされており、陸路はほとんと宮捕さ

れていないのだ。海路も問機で、海運はごく

限られた地域でしか行なわれていない。

空路は航空機が安全に新Tできる地域カ沙

ないかわり、旅客を呂的とした亙軌道シャト

ルが世界のメガ=シティを結んでいる。t世界

規模ではこれカ句佳ーの公約交通機関というこ

とになる。

亙軌道シャトルは、 一度大気圏外に脱出し

て、目的地の上空で再び大気圏に再突入する、

安全で速い機関だ。しかし、その逮貸はやは

り安くはない。

D.生活

メガ=シティの市民たちは貧富の差が激し

く、宮める者ほどシティの中心に近いところ

に住んでいる。

建築物は自然環境がひどく悉くなければ、

普と変わりないピルと州主宅である。土1也の
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少ない場所では土色下街や超超高層ビル、その

ほかさま5まな科学技術を駆使した建築や都

市設計がなされている。

汚染カ激しかったり、何らかの外敵カ帝在

する所、特殊な環境下にある所などでは土1也/

地域ごとのエ夫が凝らされる。

食糧はいっぱんに普より割高である。これ

は有機資源の生産か灘しいためで、特に肉や

海産物は合成タンパクの代替品が多く、化学

合成品でない場合でもバクテリアなどが大量

生成する有機物が多い。

普ながらの野菜とか肉、穀類も汚染の少な

い地織なら生産可能だ杭それか不可能な場

合は、月面やスペースコロニ一、あるいは人

工衛星から送られてくる食糧て情われる。こ

れらは当然、高価な賞沢品だ。

2.メガ=シティの対比
メガ=シティは、たとえ外観は同じように

見えたとしても、その地域の環境や行政府の

方針で、それぞれの雰囲気をかもし出してい

るものだ。

その例として、~!Il!侍のイメージを持つふた

つのシティを対比しよう。

A. ミレニアム東京

ミレニアム東京は旧日本国の首者広東京に

大阪、京鉱福岡の3つの都市が連結して形

成された複合メガ=シティである。

品済的に恵まれた、世界でも有力なシティ

のひとつだが、多く O)~:掛寺な要素によって、

いくつもの顔を持つ紳手滋哲な都市としても知

られている。

まず、都市中枢カ清在し、ミレニアム東京

の頭脳である東京区。ここは政治絶斉の中心

であり、住民の大部分は地下に建設された〈ジ

オフロント〉に住んでいる。

最大函積2km'、最深部は450mlこも遼するこ



の地下都市は世界でも有数の安全な地域とし

て知られているが、反面、旧世紀に東京湾に

つくられた人工島 〈東京グラン ドポート〉は

地下から追い出された無法者が集まる、地獄

の島として有名だ。

ミレニアム東京のもうひとつの顔は京都区

に代表される。京都は、新旧多くの宗教の総

窓山たる宗教都市だ。

各教団はその勢力に応じて、市内の土地を

分割問い込みし、数100区あるそれぞれが自由

にr自治Jを行なっている。

めいめいの教団は有名な史跡、などを拠点と

して指定し、教区どう しの抗争は絶えること

はなし、。

この抗争の激しさの原因は教団の保有する

私兵組織にある。非常に練度と士気力清いこ

の軍隊は俗に「京都の軍隊Jと呼ばれ、常に教

団の命令て働くのである(彼らは支配企業に従

航海外にまで派兵したり、神の意E1言、を伝え

るためのテロ行為を働くこともあり、しばし

ば国際問題に発展することも多い。

B.セブンスへブン

1世球上で7番目に完成した、オーストラリ

ア唯一のメガ三シティである。セブンスへブ

ンという俗称はr7つ自の楽園」という意味。

シドニ一、キャ ンベラ、メルボルンといっ

た旧オース 卜ラリア主要部を連結した形の都

市で、豪北西都、南西部を除く大陸全域やタ

スマン海をはさんで旧ニュージーランドまで

をその管理下に置いている。

オセアニアはカタストロフの被害がごく少

なかった出或てまた現在まて吠調模な紛争

がなかったことでも知られる。

ほかの地域か実変地異や戦災であえいでい

た時期には、 オース 卜ラリアはなるべくそれ

っているわけではない)。 らとかかわらないよう、じっと時を過ごして

私兵の出動はいつも「布務者動」と称される いた。復興期には世界をリードすることも可

~) ¥レ才 --〆---
J〆

... 

.鼻.

IJ 



能だったが、そんな時も外界から目をそらし

ていたため、セブンスへブンは結局、メガ=

シティとして2流の地位に甘んじることにな

った。

豊富な自然/地下資源を考えるに、その底

力は計り知ることができないが、住民あるい

は行政府の方針には、いまだに閉鎖的/保守
あらた

的傾向が見られ、しばらくは改まりそうにな

L、。
したがって、セブンスへブンの世界におけ

る地位が今より有力になることは当分の聞な

いだろう。

近隣あるいはより有力なメガ=シティに狙

われて当然のセブンスへブンがいまだに健在

なのは、自然の守りがあるためだ。

カタストロフ以後、オセアニア近辺の四方

の海域は海流/気5i1i/異常電磁波カ噛烈に渦

巻いており、海路、空路ともにほとんど使用

不可能なのだ。オセアニアを侵略するのは相

当に難しいと言える。

セブンスへプンに常時アクセス可能な交通

は異常気象の影響を受けにくい褒軌道シャト

ルだが、これは世界中から訪れる観光客の重

要な足となっている。

周辺は荒れていても、内陸部やニュージー

ランドの島々は気候がおだやかで、特にタス

マニアなどは自然保護区に指定されている。

3.月面

メガ=シティ計画

世界各地のメガ=シティの大部分は自然に

できあがったものではなく、巨大企幾の本拠

地として機縫約に、またそこに住む人々にと

って理観湖となるよう、設計/理貼れた

計画都市だ。

1霊惣焼としてのメガ=シティα溌讃は結局

のところ失敗に終わり、街の空気は不安と怠
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月は鉱物資源の宝庫であるため、前世紀か

ら開発カ濫んに行なわれてきた。実際、そう

した事業をリードする支配企業のほとんどが

月面に何らかの拠点を建設している。

現在の月は地球に暮らすすべての人類の約

束の地である。環境が年々ひどくなるばかり

の1卸求から見れば、有望な移民先として奴待

されているというわけだ。

ただし、それは近い将来には実現できそう

にない。

月函に建設された都市では、汚染された地

球からいち早〈逃れた支配企業幹部が際通生

活を送っているからだ。彼らは、月面を人類

の避難地ではなくて、特権階級だけか寄多イ主で

きる怖直な高側室宅街のようなものだと考え

ている。

相当な技術を有している者は、月面て働く

こともできるが、地よのほとんどの者は、大

金を稼いで月函都市へのパスポートを入手す

ることを夢みている。

月面都市がどんなところであるか、地1求に

はほとんど情報は入ってこないが、少なくと

も保安は完量産な状態らしい。これはテロなどを

働く無法者の侵入を阻むための錯置だろう。

鉱物資源の採綴施設、それを軌道上や地裁

へ送るマスドライバー、宇宙船発浴場、そし

てドームに図まれた、あるいは地下に建設さ

れた・胤直な翻怖がある、というのは想像に難

くないのだが…・・・。

備に彩られているが、人類の磁としての存続

を考えれば正解だったのかも知れな1.¥。

より現実的な危険(NBC、ミュータント、

紛争な白から身を守る似こ大都市ぽ世〉必要

なものだったし、人類が将i来、宇宙に進出す

ることを考え汎ばやはり膨大な資本/資材/

労働力カ溜痩となるのだ。



4.軌道/スペースコロニー

大気圏外吋甜l進上はよく開発された、あ

るいは人類の手が多〈入っている空間だ。

軌道上のそこかしこには、所せましと新旧

多くの人工衛星が浮かんでいる。

衛星はいろいろな用途に使用されている。

通信およびその中継、地上の綴影や鈎査や監

視軍事目的て守Tち上げられたもの、発電や

工業製品の生産、食糧をつくっているもの、

また宇宙ステーションなど。

すべての衛星はその寿命が決まっていて、

使いものにならなくなると放棄されるカえ廃

棄衛星に忍び込んで生活している変わり者も

いる。

謝l道は人間の生活には向かない辺境だ杭

こうした逮中は漂うジヤンクを回収して、そ

れを売って生計を立てているとのことだ。

スペースコロニーは前世紀から、実験的な

ものがいくつか建設され、研究も進んでいる。

しかし安全性/コスト函で朱解決の問題を多

〈残しており、人類の移住地としてはあまり

有望視されていない。

今では、豊富な太陽光などを利用して、植

物などの食糧資源の生産に使われたり、宇宙

生活者のバカンスの場として、レジャーコロ

ニーが幅を利かせている。
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スペースコロニーはそういった用途になら、

これからも着実に数を増やしていくだろう。

5. タウンと森林

メガ=シティ外にも人の住むコロニーはあ

る。それがタウンだ。

旧世紀の小都市の生き残りや、鉱山/軍事

的要所の守備のための町であったり、宗教的

コミューン/ノTンデットの巣窟がそれである。

タウンの人々はたいてい貧しく自給自足の

生活をしており、よそ者を嫌う傾向があるよ

うだ。そして、ほとんどのタウンはシティに

認知されておらず、シティ行政府をはじめ、

ほとんどの人はこれらのタウンのことはまっ

たく気にかけていない。

MHワールドには森林もまだわずかに残っ

ている。しかし、今や人類共通の聖地となっ

た森林の情報は、メガ=シティ内では完全に

機密級いとなっており、誰であっても簡単に

は森林に行〈ニとはできないだろう。

もし逮よく位置がわかったとしても、そこ

はシティ行政府か官憲した強力な殺人ロボッ

卜によって守られていることが多い。天然資

源(木材や動植物)は高価で取り引きされるた

め、密猟者はあとを絶たない。保護森林にロ

ポットか配置されているのは彼らを務退する

ためなのだ。



LESSON 2 

さまざまな組織/団体[ORGANIZATION] 

MHワールドには多くの組織か可字在する。

いくつかの特色ある組織は、MHワールド

をよく理解するキーになることだろう。

また、プレイの中で、キャラクターたちは

こういった組織と多かれ少なかれ接触するは

ずだが、対決するにしても、協力するにして

も、あるいは無視するにしても、相手をよく

知っておけば対処がスムーズになる。

そして、人間は集団の中で生活しているか

ぎり、何らかの車邸設に属している。自分がど

んな状j兄/匂繋寛にいるのか、知っておくのも

大事なことだろう。

1.ギルド
ギルドは正式には管理協会といい、世界中

のメガ=シティのそれぞれにつき、 3-10か

所くらいずつの事務所を置いている、正式に

認められた公的組織である。

「ギル ドJは俗称だが、これは中世の験人組

合になぞらえてのものらしく、ハンターのそ

れぞれのクラスの後援を行なう組合のような

存在だ。ハンターの納める入会金/会員賞、

上部組織であるユニオンからの助成金て淫営

されている。

ライセンスを取得したハンターは自身の活

動拠点(もしくは稼業をスター卜するシティ)

に存在する事務所に登録されることになり、入

会金や年会費などを支払い、アクセスファイパ

ーには会員証カ〈記録8れる(あるいはプリペイ

ドカードが発行される)。ギルドへの加入は強

制ではないが、 加入による数々の特典をむさr
む5逃すようなハンターはいない。

ギルドの行なう業務としては、①守備範囲

の登録ハンターのデータ管理、 ②ハンターへ

の仕事の斡旋、 ③ハンター稼業に必要な特定

のアイテムについて独自の流通ルートを常時

確保すること、などがあげられる。ちなみに、

各事務所聞のま乙涜はその業務内容からかかな
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り密接である。

①について、ハンターはわずかの情報料を

支払うことで、ギルドのデータバンクを利用

できる。請け負った仕事にほかのハンターが

からんでいるときやその出也に詳しい相様を

探すときに便利だろう。

②について、ブローカーからの仕事がない

ときに便利だし、ここて嘩幼定する仕事は合法

的なものばかりなので、手堅い仕事がしたい

ときにいいだろう。

@はもっともありがたいサービスで、発行

されたギルド会員証を世界中の加盟庖(ハンタ

ー相手の庖は、たいていギルドに加盟してい

る)で提示する二とで、ハンターは通常より安

い質物をすることができる。

典型的なギルドのオフィスを説明しよう。

たいていは、シティの中心に近いピル衝に事

務所を間借りしており、見た目はまっとうな

会社のように見える。逮営スタッフは小さい

ところで3人、大きいところだと50人くらい

いる。所長には号|返したハンターカ就任、ま

たは近隣のブローカーか交代て務めることが

多く、ほかのスタッフはー骨貴から採用された

普通のOLとかサラリーマンだ。

ギルドはハンターをサポートしているにも

かかわらず、外見も業務ももっとも一般社会

っぽい持且織であるといえるだろう。

2.ユニオン

ユニオンは、ギル ドの上イお組織として存在

する非営利団体で、同時にハンター養成機関

としての役割を果している。しかし、シティ

内にその施設などをまったく鐙かず、ハンタ

ーやギルドのパックアップだけを行なってい

るので、知名度はあまり高くはない。一般の

人々は知らない人の方が多いのだ。

ギルドはハンターの各職癒ごとにあり、ハ

ンターたちにさまぎまな恩典を与えてくれる



わけだが、ユニオンは主に各ギルドへの援助

を行なう。ほかに、ハンターに対しては、大

口の仕事の斡旋や、 より優秀なハンターの育

成を目的にランク認定とそれに伴う集中訓練

サービス、アイテム贈与/貸与などが業務内

容だろう。

現役ハンターからは途い存在だが、まずハ

ンターを志す者に訓練の場を与え、ハンター

であるという認定を下すのはこの組織だから、

ハンターが唯一逆らえない団体と言えるかも

知れない。事実、あまりに問題のあるハンタ

ーからはライセンスを取り上げてしまうこと

もある。

ユニオンの構成人員は引退した優秀なハン

ターたちで、莫大な運営資金も彼らが出して

いると言われている。巨大な資本カと超科学

力を秘匿しており、支配企業に勝る政治力を

有しているとの噂だが、組織の実態はほとん

ど知られていない。不気味な話だ。

ユニオンには本部はなく、支部は世界中に

ある (t邸抑十にはないとされている)。ほとん

どの支部は人里荷量れた場所につくられており、

ユニオンを訪れるハンターのための巨大な訓

練場と宿泊施設、あとは何やら研究施設や施

ユニオン施設所在地

有名なユニオン支音問所在地をあげておこ

う。おお主対2、メガ=シティから自針lた窃所

や島を選んで造られているのがわカ、る。患近、

薦議l脚庁なる織設の存在カ守鶴されたが、

雰輯にそこへ行くチャンスを得たハンターは

いないので、伺カ晴樹つれているか羽月だ。

北米 ・ラスペガス{北対捜部〉

アンカレッジ〈高等aJl阪事庁)

南米 .フォークランド傭米支部)

アジア .サッポ口俗説号活s)

オキノシマ信持自脇草pfi)
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設全体の運営のためのピルなどで構成されて

いる。一般のハンターは訓練所と宿泊施設以

外に立ち入ることはできず、現場の職員にし

ても持ち場以外のブロックには無断では入れ

ない。

3.行政府

メガzシティ行政府は業務内容としては、

旧世紀の政府と向じ役割をする非邸畿である。

つまり、地域と住民を治めるーシティという

地域体の利益/手l牌を守り、都市およびその

機能の管理/運営を行なう自治団体だ。

微妙に異なる点、としては、行政府は市民に

よってではなく、その土1也ごとの巨大企業に

よって動かされているということ。そして、

国家というものはこの世界には存在せず、メ

ガ=シティのそれぞれ(といっても、シティは

小国家ほどの規模があるカワヵ〈独立行政府をt~

えているということだ。
っかさど

市政を司る高宮たち(市長や議員、裁判官な

ど)は支配企業の幹部が出向したり、企業の息

のかかった者前Bばれる。市民の意見が選挙

に反映されているかどうかはこの場合問題で

はない。

コワンチョウ伺アシヲ支部〉

カトマンズ〈中央アシフ支部〉

ユーラシア;ロストフG震畝茂吉日〉
ストックホルム〈北欧支部)

バルセロナ〈南欧支部〉

ダプリン価欧支昔日〉

中東 :デイ工ゴガルシア〈中東支部〉

アフリカ .アスワン〈北アフリカ支部)

マダガスカル〈南アフリカ支部〉

サハラ砂漠[正確な位置は羽月)

情調練所〉

オセアニア ダーウィン〈オセアニア支部〉



可厚:........ 

・歪・ゆ

行政府といっても、その中て働く人間の重

要度は、実はそれほどでもなく、どちらかと

いうと、シティの代表とかAIの監査機関と

いう色合いカ強い。

司法業務は、企業化した各穏公安機関(言い

替えれば公営化した警備会社)が受け持つ。行

政/立法ともに都市機能AIがほとんどの業

務をこなしているためだろう。議員たちは支

配企業/市民の意向をAIに伝え、折衝する

立場だ。この傾向は高等なAIを備える一流

メガ=シティほと室賭である。AIがそれだ

け信頼されているということだろう。

ひとことて雪ってしまえば、行政府は支配

企業の利益のために存在する機関だが、住民

が必ずしも瓢V圧政に苦しんでいるという

わけでもない。

支配企業は、結局のところ地域に住む住民

によって形成されている団体であり、支配企

業が利益を得れば、その従業員(=大部分の市

民)に少なからず還元されるからである。

都市をうまく運営しなければ、いちばん図

るのは支配企業そのものなのだ。だから、企

業はそれが本職でないにしても、(自身のため

に)なるべくうまくシティを治めていかなくて

はならないのである。

ちなみに福祉に関しては、シティの方針に

よって千差万別であり、裕福なシティだから

といって社会話討止カヲ塗っているとは限らない。

世の風潮としてはあまり福祉はあてにされて

いないというのか望見実だ。

4.支配企業

人類の科学と文明が発展するにつ札企業=
っか~ど

晶7雪機湾を司るものも発言力を高めてきた。

MHワールドの世代に至って、企業グルー

プのうち構成員が数千万人~数億人という巨

大な車踏援は、人類社会でもっとも強大な存在

となったのだ。
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彼らはカタストロフ後、蓄えていた資源/

紙織力で、彼らの拠点であるメガ=シティを

世界中に建設し、人々をそこに住まわせた。

メガ=シティは市民に与えられた安息の地

であり、市民は労働力を提供して、自分たち

の生産した製品を消費する。

支配企業は彼らのつくったこのシステムと

膨大な資本カに支えられているので、決して

つぶれることはない。

大プロジェクトの失敗とか、ほかの支配企

業との競争などによって、一時的に左前にな

ったり、傘下の中小企業を売却することはあ

っても、基幹産業または本社カ4倒産すること

は絶対ありえない。

これだけ巨大になると、 1人や数人では企

業の意志決定はできない。多くのデータから

霞適な方法を選ばなくてはならないので、人

間などという短小な存在の命令に従わないひ

とつの生物としてとらえることもできるだろ

つ。

そして、人々に対し無慈悲な決定を下すこ

ともあれば、どんな外微に対しても強大な力

をふるう存在…・・支配企業そのものはMHワ

ールドでは神のようなものと言えるかも知れ

ない。

5.公安機構
公的な笹察あるいは警備機構は存在しな川

書類の上ではすべてが企業化しており、シ

ティ全体の公安は支配企業傘下の警備会社が

担当しているのがふつうだが、企業以外の大

きな地域自治団体があるようなところでは、

住民有志の自著書図、宗教団体の私兵事島総支

配企業の傘下にない傭兵団のような民間警備

会社カ帯在する。

ここでは支配企業下の公安樹海の→量的な

組織を解説しよう。



A.ポリス:ノーマルポリス、市警などとも

呼ばれる警備/パトロール主体の組織。業務

内容が簡単で、入手が必要なセクションであ

るため、実働部隊のほとんどは、安価なポリ

スロボットに置き換えられている。

B. RP:対暴動警察、ライオットポリス。

ロポットポリスでは対応しかねる事態に備え

た部隊で、体育系の寄書官で機成されている。

人類史上最大の企業体 《ワイズ》

世界2助、所のメガ=シティにはそれぞれ平

均して、ト3社の謂詮業が存在するが、

それら伽臓やカはどこでも同じというわけ

ではない。

それにもかカ、わらず、どうして弱小な企鎌

{樹立入より大きな企業体に吸収討1ないのだ

ろうか。企業体はある一定レベルを慾えると、

簡単にぽつ芯れないシステムができあがるか

らだ。もちろんそのほカ、に、例えばその封自

ごと制堅調一例えば、地元双湯割や風土に強

く根づいているからであるとか、もちろん実

際にはほかのシティの有力企業の言うなりに

なっているようなものもある。

ところで、 MHワールドには|劫呪温随を

許さないほど巨大で、底知れぬカを秘めてい

る企業体がある。

それがワイズ・グJ!rープ定。

el世紀後半に突然出現したワイズf;t_世界

中から富を吸い上げたのち数年て禽轍し、舎

は各地割溜腿勤、行制つれているが、謎の

多い飽織として有名だ。

のフイズの母体(;t_MADという画期的な

戦倒メカニツクシリーズを開発したベルギー

のフレゴ一社という小さ~工場と言われて
いるが、ま?とれが眉睡もの。

23 

C. C B I :シティ痩査局、事件を捜査する

セクション。もちろん織成長は優秀な刑事た

ちだ。

D. SWA T・凶悪犯罪、テロ犯罪などに対

応する武装警察だ。はえぬきのエリートだけ

で構成された殺人部隊であり、 VIPの警認

を行なうこともある。

E. A H P :アンチハッカーポリス。コンビ

e現在は世界のBτ双清カメガ=シティに、

それぞれ莫大な資本からなる独立した企策(ワ

イズヨーロッパ、ワイズシ'ヤパンなど)を置き、

そのl勤、すべてのメガ=シティに自社崎臨

を販売する貿易商宇土を蜜いている。それなの

に、どこのシティにおいてもその支百芭包絹餐

(総資活動をより有利にし、シティ行政に関与

する帽日)1持組している。

@皮~正也騎餐を縫立していないにもかかわ

らず、どこのシティにおいてもその勢力協絶

大である。

ほかに、グJ!rーブ発足時、本社を持たない

不思議な経割問ド系で物議をかもしたこと、当

時のグJ[r-プα湯浅宣晴、並びに現在の各支

社の幹部カY司者なのかまったく明かされてい

ないこと、 など糟li跡、なし、

ちなみに、ワイズ・グ'J!rープが再編成され

た蛤、その気に樹ぽ世界の支E硲陸部

を敵に回しても圧倒できるだろうとさえ言わ

れている。そしてグJ[r-プ統合は、世界のど

こかにいるであろうワイズのトップカモう命

令すすlばすぐにでも可能だというととだ。

まさに時間乃黒離切な企業であり、 MHワ
ールド中、最大α港紛団体といえるだろう。



ユーター/ネットワーク犯罪に対応する専門

のセクションで、ハッキングの被行するMH
ワールドには1'-~柄、可欠な警察機構だ。

F.その他:土地柄や取り締まる環境によっ

て装備の異なる変わったセクションも存在す

る。伊jえ』式ハイウェイ警察、氷上/海上警

察、地下鉄コマンド、エアポリス、都市外周

検問警察など。

6.アーミー
アーミーは支配企業の有する私設筆、ある

いは行政府のコントロール下にある軍隊をさ

す言葉で、陸軍のみならず、海軍、空軍、省

軍などすべての寧がこう呼ばれている。

基幹産業がアーミーである支配企業(ほかの
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シティの要請て普段カを病室する巨大傭兵団)も

存在しているが、ふつう、アーミーは支配企

業の権益を守る(シティの防衛もその任務)だ

けの存在であり、国際条約によって大規模な

戦争行為は禁止されているので、その規模は

普の寧隊に比べて小さい。

ただその分、金はかけてあるため、装備は

最新型で、非常に強力だ。

紛争は頻繁に発生するので、出番は少なく

ないが、損失を恐れるスポンサーは、たいて

い傭兵を数百~数千人雇って、彼らを前線に

送り込む。

傭兵では賄えない海軍や空軍、援E震の中で

も重量用のかかる戦車などが主力とされている

カえ上記の理由で実戦に参加することはほと

んどない。

__L---ι 

'・'-



もっとも、空軍、海軍といってもその規模

は極限まで縮小さ札航gg機保有数は2析ト3

桁、戦闘鑑は大きくても沿岸瞥備用の巡視艇

が主力であり、あとはせいぜい里民峯艦とか潜

水鑑が配備されていればいいほうだ。

ほかにアーミーのセクションとして特捜姶旬

なのは、特殊部隊の存在だろう。いわゆるゲ

リラ戦を得意とするこうしたエリート兵の小

集団は、最新型の戦闘サイボーグで構成され

ており、スポンサーの信頼が厚いようだ。彼

らは、優秀なためか凶悪犯罪やカウンターテ

ロ作戦に駆り出されることもある。

ちなみに、MHワールドでは、軌道ン/ラグラ

ンジュポイント(スペースコロニ一群)/月面

でのプレゼンスが重要視されており、 宇宙で

の覇権を競うための宙軍は、とくに有力なシ

ティで霊点、を置いて組織されているという。

7.そのほかの軍組織

支配企業の下にないもので有名なのは傭兵

寧だろう。傭兵寧は星の数ほど存在し、その

規模も数人のチームから数千人からなる大軍

団までさまざまだ。

彼らは紛争の際に、支配企業から金をもら
信りbい

って代わりに戦うのを生業としている。袋備

はアーミーに比べて良くないが、実戦経験が

量豊富なため戦闘力は高い。

ハンターチームも小規模ながら、高い戦闘

技術と強力な装備を持つ優秀な戦闘集団であ

り、しばしば傭兵に混じって紛争に参加する。

軍隊ではないが、 CDA(民間防衛組織)は、

→姉民に自衛術を教える民間組織で、荒事

て稼いでいる逮中のなかには、ここで基調ド約

な訓練を受けた者も多い。

8.ゲリラ/パンデット

いわゆる “民衆の敵(PublicEnemy)"と

言われる無差別暴力集団といえば、テロリス
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卜、ゲリラ、パンデッ 卜だが、これらのうち、

テロリストは明確な目的を持って市働色奥深

くまて4長入し、無差別なテロ行為を行なう小

集団、ゲリラは市信地までは入り込まないも

のの、シティ郊外などで同じく不穏な目的を

持って破壊/略奪活動をする反体制集団、パ

ンデットはシティから追い幽されるほど暴力

的なただのならず者と考えてほしい。

ゲリラとパンデットはその行動パターンや

戦闘技術はそう変わりなく、ただの暴力集団

として同じようなものであるとみていいだろ

つ。
彼らは荒野の廃虚や公安機憾の自の届かな

いシティ最外線部を根城にしており、活動範

囲はシティ郊外だ。

シティ聞を行き交う旅行者がそのターゲッ

トとなるが、彼らの主な目標は旅行者の積荷、

食糧、!I!の燃料などだ。もちろん、襲った獲

物を生かしておく理由も彼らにはまったくな

L、。
行政府はシティ外のニととなると無関心で、

取り締まりはほとんど行なわれていないので、

旅行者はこうしたアウ.トローには注意しなけ

ればならないだろう。

9.マフィア
ダウンタウンに巣食う犯罪組織は便宜上、

こう総称されている。おしゃれなスラングと

してヤクザとかファミリーなどとも呼ばれる。

恐喝、強盗から、大規模な麻薬劃盆/密売、

音符欽、賭博などあらゆる非合法行為によって

存続しているのがふつうで、始末に負えない

集団だろう。

組織の構成員数はさまさピまだが、小さいと

ころで数十人、大きなところでは数千人にも

なる。

彼らはときとして支配企業や行政府、地域

自治体、各種公安組織などと裏で絡んでいた



差別

支配企鎌の存在によって、 MHワールドで

は貧富の差が大きくなっているし、人種差別

とか出身の差B止宗教差別が公然と行怠われ

ている地織さえある。

そういった差別l損害事章TJ.例として銭きにし

てもシティ内ではだいたは上泳中流

下版原庭カ可諾する。よ;r..tel:企業務部/役

員、中流は支配企業社員、あるいは独自¢滴

売でそこそこの乞晋をしている者、下庖は社

員でない者、あるいは社会/個人B慨憾で貧

しい者だ。

もちろん、この分類は決して入閣の価償や

色舌レベルを表すものではなL¥。業務魁勤E
カがあまりに低いため、関織と薄給にあえぐ
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り、それら公的豊島援を買収していることがあ

り、巨大になればなるほどその可能性も高い

と言える。

また、悪事の手先としてダウンタウンにた

むろする不良少年グループや暴走族など、よ

り小規模な組織を使うのも常套手段だ。

しかし、彼らもダウンタウンを構成する人

種のひとつだから、ごくまれに地織住人とう

まく共生していることもあるかも知れない。

例えば、自警包のような役割を果たしたり、
"ら'"(非合法にせよ)何らかの事撲で衡を潤したり

して、尊敬されているという例だ。

肩密だけの熔際企業車宇都もいるし、身体を張

って財をなしたハンターだってごろごろし、ふ

中世のように爵位とか出身/勝州必すし

も重視苛lるわけではないが、」コ荒階級出身

者が昨少時カ、ら徹底した英才教育/務玉学を

たたき込まれξゆと対鯛9に、下層階級出身

者はまともな教育を受けたくても受けられ広

かったり、育つ環焼力漕すぎるよう芯

支百医院蜘幹部/役員lまMHワールドての

符繍港級であり、大きな失敗さえしなければ、

一生の問、裕福に過ごすことができるが、巨

大f必目織α沖で出世するのは20也従奴活と同

じく、簡単なことではない。



LESSON 3 

文化と風物[ETCETRA]

これまで、 MHワールドをふたつの視点か

ら見つめてきたが、人々はいったいと'んな生

活たしているのだろうヵ、

MHワールドには「典型的な住人Jなと滞在

しない。生きていくためには、各人それぞれ

が自分にあったライフスタイルを確立すべき

なのだ。

文化と風物は、個人を取り巻くいちばん身

近な環境でありデータだ。ここではMHワー

ルドへのアプローチをあらゆる額分から行な

っていこう。

1. 目前のテクノロジーと風習

中級以上の市民は、 AIが管理するホーム

オートメーションの行き届いた住宅に住んで

おり、ダウンタウンの安アパートでさえ、生

活のはしばしで文化/科学の一部に触れるこ

とができる。いくつか具体例を取り上げてみ

よう。

A.住宅

各家庭にはホームAIが設置されており、

セキュリティと室内環境を常時管理している。

電気/ガス/水道/通信回線なと・は一括さ

れた共同ケーブルを通じて候場吉され、下水も

同様である。共同ケーブルは20-21世紀に盛

んに造られたものでダウンタウンにもある程

度は行き届いでし、る。

ネットワークの恩恵は家庭端末機で受けら

れるだろう。電引脅報メディア、映像/音楽

娯楽はすべてネットワークから受け取ること

ができ、さらに電話のようにこちらからの通

信にも使えるようになっている。

8.音楽

音楽はいちばん身近な窃鵠であり、文化だ

ろう。通常のオーテ・ィオもあるし、ジャック=

イン端子があれば、脳で直接音声情報を受取
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り、よりダイレクトに音楽を楽しむことがで

きる。再生/録音メディアは3インチのディ

スクだが、 20世紀代の物とは情報量制蛸Eも
ケタi塞いだ。

コンサー 卜は普どおり公会堂やライブハウ

スで行なわれる抗アーテイストカ溜むなら

宇宙空間などの変わった場所でもライブはで

きる。

親しまれている音楽ジャンルは、暗い世相

を反映してか、やはりパンク/へウ.イメタ系

の係累。ただ中流衝では、アイドル系やポッ

プス/ロックが、上5il(階級では民族音楽やク

ラシックが努まれる傾向にある。

c.食

食穣供給事情はきわめて悉く、地上ではコ

ロニーからの輸入製品カ¥工場て浩られるバ

クテリア系食品「スコップJが主食となってい

る。

しかし、食習償は昔とdほど変わりない。

スコップは普ながらの食材そっくりに加工で

きるのだ。

メガ=シティ時代より以前は各地方ごとに

さまざまな食習慣があったが、近隣の住民が

集まってきたので、(料理の晴好は地域ごとに

あれど)おおむねバラエティに富んた事鯉が楽

しめるようになったようだ。

1日3食の食事をとるのが一般的だが、宗

教的理由で2食あるいは4食以上に分けて食

事をしたり、断食する者もいる。

また、内臓をサイバー化したサイボーグの

中には、特有のぺースト主化mt動食を、本人の

怠君、にかかわらず医薬品のように規則正しく

摂取しなくてはならない者もいる。

D.ファッション

ファッションはその時代の文化や個人の姿

勢を克明にアピールする。MHワールドにお



いては、服でその人の方向性カ~!解できるよ

うだ。

上J神皆級の者lま普ながらのトラディショナ

ル/オーソドックスな服装を好み、ファッシ

ョンサイバーや派手なアクセサリーを嫌う。

服の素材にこだわり、できれば高価で着心地

のよい天然シルクやコットンを入手しようと

する。

中流市民は機能を重視したファッションを

好む。はっきり言えば、服にはあまり気を使

おうとしないのだ。合成素材のフォーマル/

カジュアルウェアが彼らのユニフォームであ

り、著者だけがその時々の流行を追うという

感じだ。
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そして、ダウンタウンに暮らす下層市民は

もっともファッションに敏感で、レザーや金

属を主体にしたハードなイメージの服や、斬

新なファッションサイバー、奇抜なヘアスタ

イル、戦闘的なジェスチャーを好t;。

2.娯楽施設

自然か被壊され、動縫物ヵ、被下車した現在、

水櫛官や動物園lまいまや研究所のようなもの

となり、 一般人は入ることはできない。

プラネタリウムや映函館、遊園t也、巨大プ

ールそのほか科学技術によってつくられた娯

楽施設は普と変わりない。

やや変わったのは、遊園地や岡県函館だ。遊



園地(やゲームセンター)で人気か高いのは、

VRシステムを応用したゲームマシンだろう。

峡函館のような大がかりな峨げ象設備が導入で

きるホールでは、 3D映画を見ることができ

る。

だが、と.んな娯楽施設もサイバースペース

内のアミューズメントパークにはかなわない。

脳に直接入ってくる鮮烈な刺激はほかの何に

も勝るのだ。

3.危険なスポーツ

スポーツ観戦やプレイへの参加は、いつの

時代でも熱心になされる。MHワールドにも

多くのスポーツがあるし、荒廃した2:?世紀に

入ってから考案された新手の危険/派手なシ

ョービジネス的な受務支も多々ある。

人気カ清いのはモータースポーツ系で、そ

のほかにはアングラ色の強い殺しあいじみた

格闘物が盛んである。

A.さまざまなモータースポーツ

武装モノバイクで行なわれる殺人ホッケー

〈モーターホッケー〉や、兵器を搭載したメカ

ニック数機で戦闘を行なう 〈プラッディゲー

ム〉はシティでもっとも人気のある血生臭い

スポーツだ。

とくにブラッディゲームは、 コンパットシ

ヱルのみでのバ トル、ホパータンクやインセ

クターどうしでの一騎討ちなど、派手な種類

のメカニックて号式会も開催されている。

コンパットシェルのブラッテ'ィゲームでは、

廃虚となっているデトロイト市全域を使って

行なわれる 〈マシンドール・カップ〉が、イ

ンセクターだと東京の高層ビル街跡での 〈多

脚戦車戦/旧新宿場所〉か清名だ。

〈バ トルラリー〉はよのふたつに比べればまだ

紳士的だろう。戦劇装備を施したメカニック

で、ラリーを行なうというもので、プレイヤ
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ーは危険な荒野を機断し、ヱントリ一家どう

しで戦いつつゴールを目指す。

戦いのないレースは、いまや世界最速のメ

カニックとなったスポーツホパーで行なわれ

る。とくに (FH)はかつてのF1レースな

みの知名度と人気を確立しており、毎年、有

力メガ=シティを転戦する。

そのほか、ホパークラフトやジェットポー

トを使ったスピード感あふれる水上レース、

技術の進歩やホパーの→宣普及によって榔畏

までスピードを追求するドラッグレースもよ

り過激になった。

航空機でのヱアレースは皆無だ。ただオセ

アニアでは4年に 1回だけレシプロ級とジェ

ット級の2種の公式ヱアレースが行なわれ、

航空ファンを喜ばせている。

宇宙空間でもメカニックを使ったゲームは

盛んだ。1也上にはあまり知られていないが、

小型航宙ヨットでの {オーピタル・カップ〉、

コンパットシェルをスポーツ用に改造したモ

ピルシェルでの各種競技大会などがあるとい

ヴ。

8.格闘技の世界

観戦して楽しまれる格闘技の釜本は、地下

プロレスだろう。MHワールドに存在するほ

かの多くのユニークな格闘ゲームはすべて地

下プロレスから派生したものだ。

多くの場合、地下プロレスは30分l本勝負

であり、ギブアップかフォール、そして選手

の死によって勝敗が決定される。急所攻聖書や

反則などは5秒以内、 20カウン卜でリングア

ウト、フォールは3カウン卜、ダウンは10カ

ウントなどルールはかつてのプロレスを踏襲

しているが、中身は単なる殺し合いでしかな

し、。

ただ、サイバーテクノロジーが発達したこ

の世界では、レスラーも簡単には死なない。
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つまり、超人どうしがリングでぶつかり合う

わけだ。地下プロレスは非合法なものだが、

取り締りが厳しい地域になればなるほど、レ

スラーの肉体のチューンも激化するという。

回転ノコやパイルパンカーなど武器の内蔵が

容認されている所さえあるのだ。

地下プロレスから派生した、有名な新格倒

技には爆破殺人拳闘 〈ボムシング〉がある。

ボクサー(ボムサー)は府衝撃プロテクターに

身を包み、爆発ペレッ 卜のついた金属グロー

プて守Tち合うのだ。爆発グローブから繰り出

される派手なパンチがボムシングの最大の魅

力だろう。試合は金網か張り巡らされた頑丈

なリング上で行なわれるのが普通だ祇時に

は金網に抵;mを通したり、リング内に火薬量

を減らした地雷をいくつか置くこともある。

ポムシング選手はほかの格闘技の選手より

自意識か滞〈派手で、全身にスポンサーの広

告刺膏を入れたり、場を盛り上げて必殺技を

放つなどサービス精神も旺盛だ。

4.犯罪とモラル

MHワールドでは、犯罪は日常茶飯事だ。

窃盗、強盗、傷害、殺人、誘拐、そして、ハ

ッキング…..'0 人口過密と社会不安が犯罪を

激発させているのだカえ→姉民の犯罪に対

するモラルカg見代に比べて極端に低いという

わけではない。

犯罪に対する刑罰は決して軽くはないが、
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MHワールドではj去の及ぶ範囲はメガ=シテ

ィの中だけだ。シティ外ではほとんどの場合、

何をしようとも法的に罰せられることはない

だろう。

メガ=シティ内で違法行為をして、それが

公安機関に見つかったのなら、翻せられる可

能性はある。

法律はメガ=シティごとに違うが、たいて

いのメガ=シティの刑務所l羽田雇者でいっぱ

いだし、行政府も犯罪者を更正させる気など

なし、。

交通違反や窃盗、スリ、ケンカや軽度のハ

ツキングなどは軽犯罪に分類され、罰金を支

払うことて切jの執行に代えられる。

強盗、傷害、悪質でない殺人、おおかたの

ハッキング、霊大な密制巴罪は中犯罪であり、

莫大な罰金か3年以上の懲役が芳iJの内訳だ。

重犯罪に分類されるのは、要人の殺害、汚

職慈質な殺人、政治犯罪、重大なハッキン

グ、木製品/動物などの密猟者を含む自然破

壊Z国広スパイ行為などだ。こうした震犯罪

者は精神修正刑(淵尚)か、シティからの追放

刑、もしくは死刑を言い渡される。

追放刑はシティから追放される刑罰で、再

びシティに入ろうとするとポリスや賞金稼ぎ

などに射殺される。追放刑はパンデットの発

生原因のひとつであり、大きな社会問題とな

っている。
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お断り:これはメタJlハツドワールド、すなわちゲーム世界での215償問にいたる架空の歴史年表で

あり、 E悦也記現代の我々の世界の将来とは何の関係もないものである。また、包界側喬勢を年度ごと

に追っていては枚挙にいとまがなし1。よって数年程ランダムに経過させ、t!tの移り変わりを重点的に、

なるべく広い範屈の情報を提供していくことにする。

20目隠 ECーアジア関経済摩擦深草別I:'ß)-寸~をたどる

VRシステムゲームマシンの世界的ブーム

冬季オリンピック会場にて大規模な爆弾テロ

2001年バルト3医院注非武装化宣言、翌日フィンランド還の侵入

中華人民共和国内、反政府ゲリラの樹ラ

策緊.~.人工島工事スケジューJ lノ変更(13$íftに完成)

20日時パンナムネットワーク開設

米ウェリントン大統領、食中怒で死亡(暗殺説あり)

バクテリアタンパクの実用化(クラップ社)

20ω年仏軍アルジェリア出兵

カシミー凡停戦調印

2015年国撃忍戦術被d滞時保有/使用を決定

超電導縫進実験船{シヤングリラ〉就航

2019年ヰ圏内払近昨諸菌防T入
ドミノ穀燥によるアシフ動乱

202昨モスクワ総資革命、名目上l跡世中立化し総資復興を狙う

2日23年 三陸沖危機。 英軍艦と自衛隊車!w混在実

203畔猿紅タンカーが紅海沖で核爆発鎚脇陣庁融路)

自動議用電気エンジンの普及

2032年川守田通産大臣、国会でピストル自殺

1000π搬の超超高層ビル、ブリユツセルに完成

2037年パイオコンピューター実用化(ネクステック社)

2042年コンコ革命サンタピア逮窟

テロリスト人形「テロリンJ九清行

204拝炭酸ガス深海貯留計画畑、太平洋上で謎の失跡

204伴ケニア仰湖底エチオピア綴滅

205昨カーチス鰐士が鵬務撤収細菌の箔獲に成功

ECの強行派クーデターにより蜘|慨ー

205 1年中圏内蹴鞠~小国分裂(NBC鳥取活L用)
カ一チス信隠草土、 ノ}

205拝詩常宇温核蝕合穿切沓及が雪すむ

大阪大察勤によるサミットの中止

2057i:正英仏独によるEC謂 E備止テロの続行

206辞蜘捌服細菌が原因利用の全滅

EC統合窓東欧諸箇に侵政

JI 
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2065年米スカイネット反弘西毎岸軍事力の大幅底下

チェンパレン大統領の新モンロー宣言

2066年ケニアのスーダン、ウガンダ、サンタピア餌女

ラゴスでニューウェーブシャーマン会議

2067年ケニアのブラピダ党中部アフリカ遼合を承認

207昨日米共同月面器包本格稼働脚台

フレネシア紋徒、フィジーに理想都市建設

2072年北部・中部・輔聞こよるj凡アフリカ戦役開始

超AI <アカデミア)2機完成ニューヨークとアテネに設震

2073年カイ/¥JiIII席にて大規模な:il1担割t東欧逮合軍劣勢

ブタペストに謎の殺人鬼〈アルカード〉が現れる

ペル一政府、織書叡密売組織〈オルガン・カルテル〉と対立

2076年マラヤ共産党再結成、アジア念餓にて大規模なテロ

マイクロウェーフ発電の普及化

207拝淘套都市(ディープスター〉稼働開始

スペースコロニー建設飼始

2081年ブラジリア担試語表?(あるいはE即時)

超国家企業体ワイズグJlrープE鐙Z。震織する絶済界

月面企業体による3日間の北却を1女聖書〈マスドライバー戦争〉
2083年第一;矧〈塁路四姻出発

航空手省自衛隊 HALROP慨層圏飛行船)地上爆猿実験に成功

サウジ無血クーデター、右派スレイマン大佐の暫定政府樹立

208昨イスラ工jレ、エジプトに箆九第7次中東戦智秒台

サウジ、イラク、イラン、レバノンなど参戦中東大戦に発展

ワイ

2087年インド倒山人、/'iJ'i.9が26臓で死去

北京で市民革命、

サイパ→じ萌脚倫理的に認められはじめる

2089年 AI鑓戴深宇宙探劃3<コンロン〉出発

一方的な関磁波正が原因で日露紛争勃発

209ll年東京防衛戦、史上初のインセクター投入蛾

アフリカ大干ばつ。車問カ宵滞

タイ政府値比lる。麻薬玉グヱンα混圧即位

209辞アンデス生物都市で康被、バイオハザードが南米企践に

制幌による汚染灘民大虐私アメリカ南北闘の反目

モンゴ'JIs)人気ロックグ'Jlrーブがソウルで逮臨終身刑となる

209~李バルカン大震災。とくにイタリアで大被害。i 原発の偲巌

2097年東南アジア大飢縫(BC用紡影著書)。オセアニア媛蹴語、

209梓独ミュラー教授が地球規僕カタストロフを宣言。各地で暴動

ベクトルタワーの反剖必戦略レーザーがホワイトハウス直撃

2099年アルパニアに巨大隈石落下、チラナ場調Lトルコ侵攻

疲弊して帰国したEG軍将校カ沼地で軍制L欧の混乱

J2 
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210[降位協詑祝う放送が月摩郡市から流討1る。地球民衆の怒り

2101年東京大震災。新種Z澗青が菊暗から大発生〈彩稽チフス〉

ユーラシア全滅と糊毛で大寒波、オセアニアまたも媛蹴語

これまでに先進国家のほとんどはその機関失う

2105年ミュータントの存在が正式に確認される

月商都市派遣α耳東様廠査団、パリで民衆に撲殺される

21015年史上初のハンター組織結成。蝉或住民の穆敬を祭める

日本列島市民戦争。案毎ー近畿凋では戦車戦

2113年ニュージーランド、オーストラリアと合併

反パイオハザード運動活矧t.o各地で暴動

2116年シドニーでクーデター、ヘブン計画スタート

2117年旧ロシア太平洋艦隊アラスカにて独立国家建訟宣言

地球復興年。企業体による急活鱈復興キャンペーンの活発化

i馳獄復興後鏑峨(PRO)マダガスカルで結成

2019年東京ジオフロント化計宙開始

新円〈ニューイェン〉の導入、 IMF通貨管理システム属!噺

212(降ネオ=アッヌル、ヌーベルデルタ完成。メガシティ時代αE到来

~8A81こてフルポーグカ寝働関摘。フルポーク明朝化

2124年ネオグラード、シャンカラ、ニューロピア完成

世界規模ネットワークd涜備

旅客/貨物スペースブレーン空港のオープン相次ぐ

212拝ミレニアム東京完成。超糊鉄道繍綴

3D都市(多富蔵怠謀)僻織化

2126年セブンスヘプン完成。世界.fl.防アクセスファイバー導ん決定

中華人民共同体完成以後世界中にメガ=シティが誕生する

2129年ユニオンおよびハンターギルドが世界規模で正式結成

2132年サン=アンジェJレス、気象コントロ-Jl衡星実用化

国際サイポーグ協会設立

2137年 ZAC8症候群ウィルス発見セクサロイドパッシング運動

ウォーリーファッションお飛行(ウオーリーを探せない聞吃)

214昨人気女優モリー・ベッカーが高級AIと組皆、物議を醸す

北米3都市危機。モスポール/セントルイス荷作戦開始

ヨコーカサスキャンペーン発駄ロシアー中国大紛争

214辞テルアビブスキャンダル、行蜘稿宮大量粛正事件

キ一トン樽士、種族規模の手主持労間滞滞を憂慮

2144年ニユーロピア都市機能AIの亡命鐙勤

214朕手東京α溜際機劃震主アフリカ付照美

伝診初スラブ民族指導者、冷凍鍾銭から日以わ'3(りに目覚める

215昨リオ=ブエノスで知性を持つミュータントがデモ行進

財界の大物ビッグ・ノリスがネオナチ党員であることを告白

身長20mの不法改造サイボーグが~t京市内で大新1
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サイバーテクノロジー

サイバーテクノロジーとは?

サイバーテクノロジーは、ひとことで言ってしまえ

ば、サイボーグの開発技術を表す言葉だ。

MHワールドでは、サイバーテクノロジーは単に

医学の進化した形でなく、生体化学とバイオテクノ

ロジ一、そして精密工学の研究成果を基礎にした、

ひとつの科学技術体系として飽められている。
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LESSON 1 
サイバーテックを取り巻く環境[ENVIRONMENT]

サイバーテックについてマクロ的な視野から

考察してみよう。

l.サイボーグ

サイポーグ(Cyborg)とは、サイパネティッ

ク・オーガニズム(CyberneticOrganism)の

略語で、人工臓器や自動4鰍戒などを体内に浬

め込んだ人間のことだ。

サイポーグといえば、戦闘用、または深海

や宇宙など過酷な環境下で活動するために改

造を受けた超人というように逮想しがちだろ

う。もちろん、そうした肉体強化のためにサ

イボーグになる人もいるだろうが、MHワー

ルドにおいては、超人になるというより、よ

り健康/安全に人生を送るためにサイバー化

するのが(}封可として)ー骨量的だ。

MHワールドでは人工部品がほとんど生身

のそれと同じように機能する。現代における

ペースメーカーや義手などが発展したものと

考えていいだろう。たいていの病人やけが人

は、使い物にならなくなった節分をサイバー

ノTーツに交換することで完全に健康に回復す

る。

一口にサイバー化するといっても、本人に

よってその目的は3とおりに分かれるだろう。

つまり、強化/能力向上のための戦闘サイ

バーと、健康章樹寺のための医療サイバー、最

後のひとつは整形を目的と した美容サイバー

だ。

もっとも非実用的でありながら、美容サイ

ノてーは2150年代においてはいちばん瀕繁に見

られる。俗にファッションサイバーと呼ばれ

るが、整形といっても各人の美的感覚はさま

ぎまなようだ。

ちなみに、健康章樹寺のために機能の衰えた

サイノてーテクノロジーに関する専・門用語/スラングなど

瀕繁に使用甘1る専門用語やスラングを2、
3紹介しよう。これらの用語のなかには、 M
Hワールドの雰囲気に合わせてつくられた造

語も入っている。

サイバー・サイバーという言案はほかの分野

でもよく使われる単語だが、サイポーグを短

縮してサイバーと呼ぶことも多いようだ。

サイバー化:生身の人聞がサイポーグになる

とと。その手術を受けること。これは身体の

ごく→紛の改造でも、脳iをサイポーグボデ

ィに移植するにしても等しく 〈サイパ→ひ

する(した)と表現する。

サイバーパーツ サイボーグを織成する人工

笥田、人工蹴栓般を表す言誌

フルポーグ.唯ーサイバーパーツにできない

脳以外の部分を人工割弱に笥えた宛極のサイ

ポーグのこと。目白'をサイボーグボディに移値

したといったほうがわかりやすいだろう。戦

闘や締終業績化での作業を行なうサイポーグ
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はたいていフルホーグでなので、輔自サイボ

ーグ全般をさしてフルポーグと呼ぶとともあ

る。

ハーフボーグ:フルポーグに対し、身体の一

部分をサイバーパーツに替えた者のことだが、

あまり澱繁に使われる郭見ではなし1。

ポテ'ィデザイン:サイパ→じlこよってどうい

った機能を有するようになるのかを想定する

行為また、それぞ才的個人にとって湿潤哲

なサイパ→じを診断する行為診断やボディ

デザインをし、容に遜切なアドバイスを与え

る専門家防貯イデザイナーと剛甜1る。

サイバーテック・テクノロジー(Technol-
Ogy)という単調おE崎工数度術工学を表

す単語だが、MHうールドでほテック(Tech)
と短縮して呼，3tことが多C¥。だから、サイパ

ーテクノロジーも、通常fel:(サイバーテツク〉

と呼i放1る。



、・2・:<r'e及、。

部分をサイバーパーツに変更していくとすれ

ば、王室精力には(精神疾郡川の)r不治の病」

はほとんどなくなったと言えるだろう。

2.サイバーテック普及の背景

サイバーテックは医学の進歩/ほかの技術

工学にともなって必然的に進化する技術体系

だ抗 MHワールドでは特に人々の生活に密

着した科学となっている。20世紀に生きてい

る人間カえ100年前には考えられないほと高度

な電気製品を開発し、大量に生産し、家庭で

誰もが使い二なしているように、 MHワール

ドではサイバーテックが~量に普及している

のだ。

サイバーテックがこれほどまでに進化した

理由は多々ある。

医療技術(=サイバーパーツ開発技術)が進

歩すればするほど、サイバー化がもっとも迅

サイバーテック普及の功労者たち

サイパーテックが人々に認められるまでに

l掛目当な歳月が必要だった。サイバーテック

の歴史の中での功労者をE、3紹介しよう。

肯テッド ・スワン(2042-2101) 

スワン|等土はマッドサイエンティストの部

類に入る学者だった。 〈ファン・インダストリ

一連合〉α滋鐙で優秀な線発チームを手にい

れた彼は世界で初めて実用的な脳移纏型サイ

ボーグ(今でいうフルポーグ)を完成させ、自

らカtそ¢境験台になったのである。 お吃術面か

ら世鋼にサイバーテツクの有用主をアピール

した功労者だ。

*マザー・ブレンダ(205ラー2099)

その生涯を、社会復位と人権養護、弱者救
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速に確実に健康を回復する手段であることは

明白となるだろう。限界はあるにせよ、肉体

をいつまでも健康に保つ、あるいは大病から

逃れる方法があれば、その技術の推進には設

もが協力者t惜しまないのではないだろうか。

サイバー系技術には実に多方面からの技術協

力が&要だったから、さまざまな分野のあま

たの企業/シンクタンクが参入してきやすい

環境でもあった。

そして、次に大きな理由として、 MHワー

ルドの背景がからんできている。年表によれ

ば、 2000年以降から2150年代までのMHワー

ルドは少なくとも決して平穏なt世の中ではな

かった。汎世界紛争(これにはテロリズムや暴

動による無差別な抗争も含まれる)では軍人/

民間人間わず、多くの負傷者が出ているし、

メガ=シティ建設後も暴力は蔓延している。

済に閉アたシスター。彼女は戦弘法自に赴き、

難民を救ったが、サイパーテックカモの手段

として有効であることを理解し、各企業依

行政機備に対し、サイバーパーツを福祉に生

かすことを説いてまわったのである。モラル

函からサイバーテyクを随筆レた瑚靖。

*マルグリット ・サガワ(2024-2147)

支配企業のひとつ、 〈佃|鵬宮〉の離緒。

民生用、戦鋼周を問わず、とにかく需要があ

る地滋ヘサイバー'J'¥-，:)を{共謀告し鯛オた男で、

当時はまだ商売になるとは考えられていなか

ったサイバーパーツ売買で初めて大成功峰収

めた。満塁¢湖尉鎚ということで1<1:..彼も

功労者のひとりに数えられるだろう。



さらにパベル期に各地て活L用されたBC兵

著書の影響、カタストロフによる大規模な災害

(宇宙激射線の培大、原子炉の傍膿)も見逃せ

ないだろう。これらのイベン 卜は人類に種と

しての危機をもたらし、滅亡を暗示するデー

タlまいまだに世界中から多く報告されている。

遺伝子にダメージを受けて先天的に機能障

害のある新生児たち、新種の奇病、大気や水

質の汚染が原因となった痴青…・・・これらによ

って、健康でない人々は普よりずっと多くな

った。

行政府では、サイバーテックを助成するさ

まざまな手段を講じなければならなくなった

のだ。サイバーテック研究に多くの助成金を

出したり、福祉の発達した都市では、市民に

無償で、あるいは安価にサイバーパーツを提

供した。

草握手や人工臓器など人簡に必吾柄、可欠な機

能を備えたサイバーパーツが比較的安価なの

は、普及までにこういった経緯があったため

だ。社会保険などによって安価て情入できる

と考えてもいいかも知れない。

そうした余裕のない都市でも、サイバーパ

ーツはよく知られている。これは、需要が多

ければそれに見合う秒輸をしようとした各巨

大企業の(数少ない?)善行のひとつだろう。

3.サイバー化とモラル
サイボーグの存在について、あるいはサイ

バー化については、それカ望むと望まさfるに

かかわらず必凄河、可欠になる以前の平穏な時

代には、宗教主義者や自然主義者からヒステ

リックな批判を受け続けた。

彼らの言うことももっともだった。機械を

身体に埋め込むなど決して気持ちの良いもの

ではない。神の啓示や自然の銀理にもとづい

た行動をとるなら、人工物の助けによって命

を長らえるなどもつてのほかだろう。
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もちろん、技術力が未熟な時代だったから、

埋め込んだサイノ'¥-/'¥ーツカ清効に働かない

ニともままあったし、それが身体に害を及lま

すような事態に発展することも多かったらし

い。さらに、当時としては最新の妓術力を駆

使していたわけだし、普及もしていなかった

ので、サイバーパーツそのものと手術費用な

と'も相当に高価だった。

こんな危ない物を進んで受け入れるのは、

死亡宣告を受けた重病患者やひどいケガを負

った金持ちくらいのものだ。

そんなわけで、サイバーテックが人類全体

に必要になり始めた2080年くらいになってさ

え、サイバーテックに対して世間は批判的な

風潮だった。しかし、 2081年に起きた事件と

その甑盈がサイノfーを大きく世間に認めさせ

る転機となったのである。

この年の8月、バルセロナで重要なサミッ



卜が関かれたのだが、会議に反対するテロリ

ストたちによって化学兵器カ句土掛けられてい

たのだ。会場にいた数10名の各国VIPは全

員カ深僅的で、世界は震擬した抗 VIPの

うち9割がサイバー化によって命を取りとめ

た。

こうした事件は歴史の中で以後も何度か発

生するが、発展を続けるサイバーパーツはそ

の都度、 VIPの生命を救い、次第にサイバ

ーテックが世に認められるようになったので

ある。

2150年代におけるサイバーテックはその目

的も多様化しているが、人々はそれぞれの目

的にしたがって、思い思いの改造を行なって

いる。

そうしなければ生き延ひ.られなかった者、

そうしないと朝日を拝めない者、そうしたほ

うがいいと思った者、不自由だからやった者、

友達がやってるから自分もやってみた者…-

なぜ彼らがサイバーを望むのか、共通する点

はある。

サイノ可ーテック怪事何二

サイバーパーツは各人d渉匂渉現する手助

けをしてくれるアイテムだが、歴史α耀には

なカ、なかに凄惨な事件も隠されている。ここ

ではそのいくつかを見てみよう。

官ゾンピ令官裏カリーナ

名門サムスエード家の次期当主と目されて

いたカリーナ嫌。しかし家替を狙う叔父のエ

イブラ八ムは陰謀を巡らしたのだ。彼lまカリ
ーナを隠殺し、その頭部にカリーナを演じる

小型A1;を{お込んだ。肉体には防腐処理を施

して「逆フルポーグJIこし、思いのままに操ろ

うとしたのだカ1・…。優れた険覚を持つカリ

ーナの飼犬はかすかな腐敗臭に気づき、ヱイ

フlラ八ムの言咽leI;失費支に終わった。
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彼にとってメリットが大きくデメリットが

小さかった、そして改造に伴うリスクがこの

世界では低〈、そして同時にサイバー化する

必要があったということではないだろうれ

また、こうした時勢でも、頑としてサイパ

ーを拒否/否定する者も大勢いる。そのま里自

はさまぎまて判とも言えない。サイバー化が

人類の大いなる進歩ととるか、絶望的な箆落

ととるかは本人の判断しだいだろう。

ちなみに、風潮として、上流階級では見た

目にはわからないシークレッ卜 ・サイバーが

「おしゃれ/お上品」であるものの、非サイバ

ーは「くさい/お下品」であるとされている。

逆に、スラムでは、外見からひとめでわか

るパリパリのファッションサイバーがもては

やされ、非サイバーは「サイバーノfーツも買え

ない甲斐性なし」と見なされる。

中流街では、機Eを重視したり、健康を維

持する目的てサイバー化がなされ、外見につ

いては特に重視されていない。

背広洲軍装公司の社員募集

安価なフルボーグを大量に買い込んで、紛

争捌或に輸出しようとした会社があった。も

ちろん、これはれっきとした人身売買で、表

の商売としては成立しない。彼らはスラムか

ら少年を大勢誘拐し、中古のフルポーグに脳

を移植して、ごく短期間で見てくれだけのフ

ルポーグ湖聯をでっち上げた。フルポーグだ

けで編成されるのはたいてL吟務総臓という

印象があったため、賃う方は巌初は大喜びだ

った。しかし、脱走したフJ!til{ーグ少年め告

発により、このスキャンダルは全世界に腕き

されたのである。



lESSON 2 
サイバーパーツのメカニズム[CYBER-MECH]

サイバーパーツの仕組みについて、サイバ

ーをリアルに理解していこう。

1.サイバーパーツの種類
サイバーパーツには多くの種類や役割があ

る。

材質はバイオ系と非バイオ系の2穣がある

が、バイオ系のパーツは生産が難しく、また

普及もあまりしていないためか、 ー骨量に高価

だ。生身に近いので使い心地は悪くないのだ

が、これだとやはり病気にかかる確率も高い

といわれている。

非バイオ系パーツは金属やファイパー、セ

ラミックなど合成樹絡でつくられている。バ

イオ系より丈夫だが、柔軟性ではやはり劣る

ようだ。不自由を感じることもあるが、肉体

強化闘的でのサイバー化ならこちらの非バイ

オ系パーツを選択すべきだろう。

それでは、各サイバーパーツを用途別にい

くつかに分類してみよう。

① 運動系

筋力:!務手や義足などに付属し、人間と同

等の筋力をもたせる、あるいは肉体に埋め込

み、筋力を向上させる 〈人工筋肉〉。

神経 :義手や義足などに付属し、人間と同

等の運動能力/反射神経を持たせる、あるい

は肉体に埋め込み、向上させる〈人工神経}。

② 感覚系

視覚、聴覚など五感を矯正パ:!1tするパー

ツ。〈人工眼)(人工耳)(人工舌)(人工鼻)(人

工島虫膜}などがあるが、眼と耳以外は意外に

高価。

① 骨格/義手/義足など

義手/義足 :多くのグレード/バリエーショ

ンがある。内蔵する人工筋肉や人工神経のパ
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ワーに見合ったものでないと、故障するため。

また、腕や脚は本来、多様な機能を持ってい

るため。

骨格 :運動性や耐久性、高ず衝按I主を高めるた

めに材質はさまぎま。また当然ながら、使用

者の体格に合わせて多くのサイズが存在する。

④ 内織系

消化器，生身と同じようにかつf対直に機能す

るパーツ。〈人工胃)(人ヱE珊 )(人ヱ腎臓〉

〈人ヱ腸)(人工紅門〉など多種あり。サイポー

グ用流動食を消化吸収するタイプのものは非

常に小型で到面なので、こちらを濁尺する者

も多い。

呼吸器:呼吸のためのパーツ。〈人工肺〉やそ

れに付随するフィルターパーツ、酸費量タンク

などがあるが、肉体を構成する生体部品が少

なくなればなるほと呼吸器系も単純化できる。

循環器:体内に血液などを循環させるための

ノTーツ。〈人工心臓〉やその補助ポンプ、人工

血管などがあるが、心臓パーツだけは正確な

診断ののち、適切なパワーに調節したもので

なければならない。場合によっては、心臓の

パワーに耐えられる人工血管なども埋め込む

必要がある。

一円、



① 内蔵武装

たいていは腕か脚に内蔵される隠し武器。

既存の武器を内蔵のため多少仕様変更した物

が多い。

⑥ その他

肉体をコントロールする薬物を故意または

自動的に体内に放出し、能力を高めるパーツ、

同じように恒常性を保つための内蔵パーツな

どカ帯をする。〈人工性器〉も存在するが、生

殖機能を有したものはいまだ開発されていな

い.体表または皮下に装甲板を張り、防弾機

能を持たせた 〈金農皮膚〉は戦闘用。また、

脳に鍋傷がある場合、超小型AI ;を鎗蛾して

務官の運動をサポートさせることもできる。

① ファッションサイバー

各人の外見を変化させるパーツ :(人工皮膚〉

〈人工爪)(人工髪}、変色など非実用的な機能

を搭載した 〈人工眼〉などがある.

内面から外見を変化させるもの :理想的な骨

格やプロポーションを形成するパーツ.(人工

骨格)(シリコン〉など。

その他:体内で香水を生成/発生させる 〈香

汗腺}、体内て溌生ずる可燃ガスを回収し、白

から吐き出すお路用のI~ーツなど。

2.サイバーパーツの動力

バイオ系サイバーパーツは、その4街宣がよ

く全身の肉体に似ているため、血液などから

必要なエネルギーを吸収できるものが多いよ

うだカえ非バイオ系のサイバーパーツはそう

簡単にはいかないだろう。

サイバーパーツは内蔵されるものだから、

なるべくコンパク トに設計しなく てはならな

い。そして動力源は電気もしくは化学反応式

だ.たいていは、バッテリーやケミカルリン

ゲル液という高エネルギー化学反応液て作動
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する。

動力に関しては、主主体のエネルギーを巧み

に利用するタイプのものもある。例えば微弱

な生体⑤mt:を利用する感覚系のもの、筋肉の

動きて発電するバッテリー内に電気を貯めて

おくタイス太陽腎也などを内線したタイプ

などがそれだが、いずれも消費エネルギーが

さほど多くないパーツに限られるだろう。

3.ケミカルリンゲルと

筋力系サイバーノTーツ

人工筋肉の埋め込みは戦闘志拘のサイポー

グ杭必ずといっていいほど行なう手術だろう。

ここではこの代表的なサイバー/"¥'ーツである、

人工筋肉システムについて解脱しよう。

ケミカルリンゲルはバッテリー液のような

ものである。数種開発されているが、液体が

適切な割合で混合されることてったきなパワー

を生み出すのがエイドリアン式高分子フィ

ルター内で混合液が分離されたときにパワー

を発生させるタイプはタカノ式と呼ばれてい

る。この2種か覗在もっとも効率的かつリー

ズナブルな方式とされているが、ちょっとし

た衝聖書で暴走を起こすエイドリアン式より、

タカノ式のほうが安全性カ清いので、そのシ

ェアには次第に開きが出てきていると言われ

ている。

さて、人工筋肉のっくりは積類はあれど、

どれも似たようなものだ。筋肉簡と呼ばれる

チューブ内にこのケミカルリンゲル ・システ

ムがパックさ才l、脳からの信号に従って、生

身の筋肉のように伶縮を行なうという他組み

である。筋肉筒はそれだけで独立して動〈閉

鎖系システムだが、生身の肉体に埋め込むこ

とを考慮して、筋肉筒のデザインは本物の筋

肉に酷似している。

手術のさいは皮l粛を切り開き、 tまカマコ筋肉

に;合わせるようにして簡が埋め込まれていく。



筋肉簡にはほかに出力調受リミッターや、

高級なものだとリンゲル液鴻過システムカ4付

属している。

リンゲル液は化学反応によってエネルギー

を発生させるが、長期間使用を続けると液が

劣化して、使い物にならなくなる。使用者は

筋肉が完全に動かなくなる前に、信頼できる

サイバークリニックに行って液交換をしても

らうか、自分で交換をしなければならない。

フルポーグは全身がこの筋肉筒て作動してい

るので、重大な問題だろう。

交換は身体のどこかについているであろう

液交換口を開き、そニから劣化液を取り出し

た後、新しい液を補給すればOK。ハーフポ

ーグはそれぞれの筋肉筒に湖捻十を刺し、劣

化液を取り出した後、新しい液を封入する。

定期的に注射器を使用するその姿は、事情を

知らない者から見れば、ジャンキーのように

も映るかも知れない。

4.筋力強化の問題

筋力強化は瀕繁に行なわれるサイバー化手

術だが、ハーフボーグにとってはなかなか難

しい問題を抱えている。ハイパワーを生み出

す筋肉衝だが、個人の限界を超える強化を行

なえば、残った生身の方に多大なダメージを

与えることになるからだ。

確かに理論上は皮膚内に埋め込めるだけの

筋肉筒を内蔵できるが、肉体がそれについて

これないというようなことがままある。

例えは聴を強化したのち、(その想定パワー

ならぷち破れるであろう)コンクリー卜の分厚

い墜を殴ったとしよう。しかし筋力だけ強化

しでも傍はそれにはついてこられない。恐ら

く彼は骨折するだろう。では、腕全体をサイ

バー化してみる。強大なパワーを秘めた金属

の義手ならばコンクリートは草加辛できる。し

かし、今度l主義手の接合部である肩の骨がパ
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ラパラになりかねない。

つまり、生身の限界を超えるパワーを身に

つけても、どこかがついてこれず、必ず障害

が残るということだ。これがちょっとだけの

強化なら、つまり、少なくとも己の肉体の限

界までのパワーを普段から繰り出せるように

と考えて強化したのなら問題はないのだが。

ハーフポーグは本人の生来の能力を強化す

るのが限界だろう。それを超えるパワーを望

むなら、フルポーグに脳を移縫するしかない。
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lESSON 3 
サイバ一手術の実際とデメリット[CYBER-OPERA TION] 

ここでは、サイバー手術についての情景や

サイバーパーツによって引き起こされるデメ

リットなどを紹介する。

1.サイバー手術の実際
サイバー化するには、どうしても手術を受

ける必凄がある。サイバー手術は一般の病院

でも受けられるが、サイバー手術専門のサイ

パークリニックでやってもらうべきだろう。

悪質なクリニックも中にはあるが、やはり専

門家に任せるのが正解だ。

サイバー手術に必要な(パーツ側面障害も含め

た)費用や時間(手術の所要時間、手術後の回

復/リハビリ時間)は、肉体の部位やどういっ

た種類の手術を行なうかによって大きく幅が

ある。ここではいくつかの例をあげて、サイ

ちょっと恐い話

健康で五体満足な者が、クリニックでサイ

パ→じするのは日常的に行なわれていること

である。…・・しかし、サイバーパーツに受像

した後、いらなくなった生身の身体はどこに

いってしまうのか?

こ¢湯割も守に正確に答えられる者はあまりい

なし1。溜雪lこは「サイバーパーツ交像によって

ヰ事となった肉体Jはた沿わ生ゴミとして扱わ

れる。もちろん、手術を受けた者カ可呆管して

おきたいとか、持ち帰りたいと言った場合は、

(剛殺到臨がどうで耐1児の言い分精読

される。

どこのクリニックであ才L肉体はどうする

のかと質筒されれば、『ゴミの臼に出すJr~焼却

炉で焼いてしまう」と答えるはすだ。しかし、

あなたの住まいの近くにある合成肉缶詰工湯

にクリニックの事丸急車がよく出入りしていな

いだろうか? 非サイバーを貫いているのに、

いつまでも若々しい老人カヨaP1iにいるなんて

之とは?
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パ一手術の実際についてイメージをまとめて

みよう。

A.センサー系サイバーパーツの手術

限や耳など、身体のほかの部位にそれほど

影響を及ぼさない手術はごく簡単に済む。瀕

繁に行なわれる手術なので、簡単な健康診断

のあと、専用の自動手術ベッドに横たわれば

30分-1時間で手術は完了。

所定のサイバーパーツにつなげられた神経

接合部は手術によって疲労しているので、普

通は手術当日~最大3日後くらいまでは安静

にしている必要がある(タフな人なら術後すぐ

に活動できる)。あとは正常作動確認/術傷経

過を見るためにクリニックで診断をすれば終

了だ。

処遇の仕方はクリニックに任せられている

ので、部外者が口をはさむことはできない。

ただし誤解のないように付け加えるなら、

入閣の死体はとてもうま川藷けα耀にはなら

ない。少なくとも、合成肉以上の値段で取り

引きされるととはないし、若い肉体に脳を移

+直した者カM{ディを高い値段で買い上げたと

いう話も皆無だ。死体涜買は陰で確かに行な

われているが、満面lr-トカ官僚できなl拘

ぱ商売はできないし、そのシェアもごくわず

か。さらにこういった商売に鋭わる者はどこ

に行ってもヲ印l胤行人以上に忌み嫌われる日

陰者だ。

ちなみに人間の身体に別な人間制棺を移

植するのは、とんでもなく灘しいうえ、メリ

ットもあまりない(輯駒成功率は抑制。サ

イパーパーツ/フルポーグは移績を育曜に開

発されたものだが、人間の身体には各人微妙

な違いがあり、ぴったりあったものを深すの

は至難の授といわれている。



ただ、アーテイストやエリート戦闘部隊員

などが使用する高級なパーツは極限までの微

鵠豊富が可能なので、本人が納得するまて咽度

でも丹念に調整を行なっていく。診断後も、

定期様舎を受けるべきなのだが、たいていの

人は面倒くさがってクリニックに足を逮ばな

L、。

8.運動系/骨格/幾手 ・幾足/

内臓のサイノ〈一手術

筋力強化や反射神経強化などの運動系、そ

のほか全身のバランスに影響を与えるような

サイバー手術の際には、どうしても専門家の

助言が必凄だろう。

ボディデザイナーは患者の生体機能を詳細

に調べて、なるべく患者の要求に答え、かっ

手術後の機能障害が発生しない範囲の「設計

図Jを組み立てていく。ヤミの手術屋だと、い

いかげんなボディデザインをする所や、単に

患者の婆求どおりに手術をしてしまう所もあ

り、いざというときや無理をしたとき、致命

的な故僚が発生することもあるので注意しょ

つ。

さて、患者カ宅鱈十図に納得すれば斡府開始

となる。これも普通は設計図をもとに手術ベ

ッドが自動的に手術を行なう。所要時聞は(そ

の規模にもよるが)3-60時間くらい。短時間

の手術ならそれほどスタミナも消耗しないの

で、術後すぐに動き回れるだろう。手術が長

引けば、回復するまで 1週間くらい入院しな

ければならないかも知れない。

回復したら機能テストやリハビリテーショ

ンを行なうが、リハビりの手段はクリニック

の方針や所有する機材によってさま5まだ。

普ながらにトレーニング機器て噺しい身体に

慣れさせる場合もあるし(こちらのほうカ瀧実

だが、時間はかかる)、 トレーニングタンクベ

ッドを使って、睡眠学習プログラムて督時間
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のうちに慣熟することもできる。

なかなかに大変な行程だが、一度この手の

サイバー手術を受けたなら、 2度目からは普

段の生活の中で身体に慣れていってしまうこ

とも可能である。実際、傭兵やハンターなど

は仕事前の前金でちょっとしたサイバー手術

をし、そのまま戦場に赴くケースも多いとの

ことだ。

C.オプショ ン系サイバーパーツの手術

つまり腕や脚に内臓される武器であるとか、

生体モニター、薬物放出ユニットなどの手術

は簡単に済む。

こうしたオプション装備はどれもごく小さ

いっくりだし、たいていはユニッ トごとの閉

鎖系なので、身体のほかの部分に影響を及ぼ

すことはあまりなく、使用者がその使い道を
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あらかじめ知っていれば、リハビりすら必要

ないだろう。

ただし、特に射撃武器を内蔵した場合は、

宮I[練で射聖書センスを確かめておくことは犬家

だし、普段から通常武器以上によく手入れし

ておかなくてはならない。内蔵武鑓カ嘗{結不

良などで暴発でもしようものなら、使用者は

きっとひどいダメージを受けるはずだ。

D.人工皮膚などのサイバー手術

人工皮膚、人工触膜など全身を覆う形のサ

イバーパーツの手術には2とおりある。

ひとつは廉価版のタイプで、機械によって

全身の皮J曹をはがして張り替えるというもの。

もうひとつは高級品やバイオ系パーツで、全

身を専用液に浸すことで、皮膚そのものを溶

かして、ゾル/ゲル状の組織を置換するとい

う技法である。

前者の方法は疑似感覚というべきもので、

後者はより生身より(機V感覚〆感触面で)

f鵠Eのよい新しい皮膚を手に入れることがで

きる。

E.ファッションサイバー系のサイバー手術

この部類のノTーツの中には、J-:.l上4項目に

も該当するものがあるが、よりエステサロン

での処方に近い手術が行なえるようになって

いる。

実用的なものでないので、パーツそのもの

がほかの生身部分に負担を掛けないよう考慮、

して設計されているし、手術も短時間で済む

ようになっているのカ斗務教だ。シリコンを注

入するだけ、特殊な液を皮下注射するだけ、

もっとも簡単なのは薬を服用するだけなどと

いうのもあるが、これはドラッグとして扱う

べきものだろう。

人工性器もファションサイバーとして扱う

べきものだが、 一般にこの手のパーツを使い
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こなすには、長時間のトレー二ングカ沼凄と

も言われている。

F.バイオ系サイバーパーツの手術

バイオ系パーツは非常に高度な科学樹符を

駆使して開発された高級品である。非バイオ

系パーツに比べ、使用時のi郵日感がほとんど

なく(とは言ってもホ人例ftれてしまえU結局

は何でも同じだが)、柔軟性/機能性も抜群だ。

しかしながら、手術後の回復にかかる時間

も短いものではない。これはバイオパーツが

肉体に融合するということを意味している。

また、寿命は限られているし、メンテナンス

にも手間がかかる。それでもバイオ系パーツ

は人気の高い商品だろう。

G.フルポーグへの脳の移纏

フルポーグへの脳の移植、または義頭への

脳移継手術自体は、自動手術ベッドが正確に

行なうので、以外に簡単だ。

脳の{士組みは、いまだ完全には理解された

わけではない。しかし、少なくとも脳髄と全

身の神経とのかかわり、信号のやりとり/接

続の仕方などは完全に解明されている。

フルポーグ開発のアプローチは軍や政府主

導で符なわれたため、一般サイバーより高度

な機材が使われている。個人にあわせて完全

オーダーのボディカ宅鑓十されることは滅多に

なく、たいていは脳外科に特に詳しいポテ'イ

デザイナーカ可愛用者の脳のクセを 1週間にも

渡って調べあげ、脳が入るボディの調整を行

なう。さらに通常のサイバーノTーツ用のイン

ターフェイス(目断言号と各パーツの仲立ちをす

る信号変換/自動鶴整機)より高度な総合イン

ターフェイスの調整を行なったのち、まる 1

日かけて手術が実行される。回復は個人差も

あれど1週間-1か月くらいだ。

リハビリは根気のいる作業だが、よほど安



いボディでないかぎり、微tr.l整機能は万全な

ので、通常は 1か月、長くても半年ほどで完

鐙になるとされている。

ニれが軒町の全貌だが、!日式または廉価版

のフルポーグはユーザーフレンドリーとは言

えず、移植後も一生不自由に感じたり、原因

不明の機E障害に悩まされることがままある

だろう。

フルボーグ手術は街中のボテ'ィク リニック

でも受けることができるが、本当は等門のス

タッフがいないと無理な仕事だ。あまりに手

聞がかかるので、手術後のアフターサービス

も完全ではない。といっても一般人がアーミ

ーのフルポーグ猿成所などを利用することは

できないから、フルボーグになるなら、リハ

ビリに血のにじも、ような努力を重ねることを

覚悟すべきだろう。しかし、ボディを使いニ

なすことができるようになれば、その人はそ

れこそ人間を超えたスーパーマンとなるのだ。

2.サイバーテック弊害/

サイバーパーツ症候群

MHワールドでは、サイバーテクノロジー

細胞再生ドック治療

サイパ→じを拒む者たちは大ケガをしたら

どうしたらいいのだろう。MHワールドでI~

バイオ系併特妓術もある宿支は進んており、

細包再生という手段てタ損した肉体を復元す

ることができる。ただ、この方法はサイバー

パーツに炎換するより手間と時間と費用がか

かり、大きなクリニックや病院でないと治療

を受けることはできない。

患者は患部を細胞再生液lと浸し、ずっと入

院し続け相対1Iet'tJ:らない(腕1本ι病笠岡9
1か月で、賞用制腸let$50.000)。また、再
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はその世界のなかで箆要なフレーパーだ。サ

イバー化/サイ/(ーノfーツは22世紀に生きて

いる人々にとってサノTイパJレに必凄な手段で

あり、生活に必要なアイテムには違いなし、

しかし、完全に便利なものはこの世にない

だろう。サイバーパーツにも数々のデメリッ

トがあり、安易にサイバー化する人々の一部

はその報いを受けているし、あるいは深刻な

社会問題にまでなっている。これらを、専門

家はサイバーテック弊害、もしくはサイバー

ノてーツ症候群と総称している。

A.強化中毒/健康中毒

サイバーテック弊害のなかでもっとも多い

のは、それを凶器とした暴力犯罪、あるいは

テロリズムだ。5)IJな見方をすれば(社会学・心

理学の専門筋によれば)、これは「弊害」でなく、

守餅申病』であるともいえる。サイバーパーツ

症候群の中でも、メンタルヘルスへの害は群

を抜いているが、このケースでは、肉体を強

化した犯罪者が、己の力を過信して暴力犯罪

に走るということだろう。この手の患者は、

肉体強化の費用のために強盗殺人を繰り返す

生後も聞こは機静轄カ鳴ったりする。

しかし、細胞再定校側ま小規僚のケガの回

復に霊点をおいて研究されてきたので、肉が

削り取られるなど、運軍機能や骨格に支障の

ない、ごく小さな(=サイバーパーツに奈話題し

にくいような)ダメージ併拾i措惜スピーデ

イーに、かつサイバーパーツに受像するより

安く治療できるというメリットも持ちあわせ

ている。

サイパ→じか、 細胞再生か、ケガの度合い

で治療法を選13ゆが賢いだろう。



のが常だ。よりうまく犯罪をこなすために肉

体強化したはずが、そのうち 〈強化中毒〉に

なってしまうわけで、 MHワールドの暗い時

勢を反映している。犯罪者でなくとも、知ら

ずに肉体の強化に命をかけることになりやす

いのが傭兵やハンターである。

似たようなケースで、中流市民がかかりや

すいのが〈健康中毒}。特に自然環境が劣悪な

メガ=シティでは、普通に生活しているだけ

でもだんだん不健康になっていくので、市民

は病気や死の恐怖からのがれるため、必凄な

い部分までどんどんサイバー化していく。30

代のサラリーマンカ常陽司フルポーグに脳を移

植し、ローンは返せず、リハビりにも失敗し

て絶望、などという悲惨な明カ報告されてい

る。

暴力犯罪について、武まきを内蔵したサイバ

-/~ーツの売実が公然と行なわれているのも

問題かも知れない。市民の自衛のために武器

カ〈必要なのは仕方ないことだが、隠し武器は

非常に厄介なものだ。

B.そのほかの精神疾患

ネオサイバーフォピアとしてひとまとめに

されている。いわゆる過去の世紀に見られた

サイバーフォピア(理解不足からコンピュータ

一/ハイテク情報機器へ嫌悪感を抱く疾患)の

サイバーパーツ版だ。

非サイバーを貫く人々の何割かを含め、サ

イバー化した人々の中にも生身の肉体を捨て

た罪悪感/後悔の念にかられる者がいる。そ

の原因/きっかけはさまぎまだが、サイバー

パーツがある日突然紋織したらどうしようと

か、機織の身体だからもう人間じゃないんだ

とか、そういう感情面での思い込み、また、

リハビりがうまくいかなかったための疲労か

らくるストレスなどが主であろうと言われて

いる。それと、暴力犯罪者の大部分は戦闘サ

イバ一、ダウンタウンの住人はファッション

サイバーを盛んに行なうので、そのあたりか

ら鎌悪感/罪悪感/劣等感をおぼえるように

なったのかも知れない。

この手の末期患者は自殺願望/絶翠感でい

っぱいになるらしい。

c.サイバーパーツの暴走

サイバーパーツは一般に広〈普及している。

もちろん一定水準以上の安全性が認められた

からだが、この→量普及がサイバーパーツの

質の低下を{足してしまった。ヤミで製造/取

り引きされるパーツ、いい加減なクリニック

サイパニック・オペレーションのベストパートナ一

安芸津総合肉体改造銭

(チJVl噌宮・戦闘パーツ館 ・工ステ鎗・人工臓器館 ・フルポーグリハビリセンター〉

* スペシャルアドバイザーに元ネオ=アップル8GB大尉巳コスナ一氏を迎えて、戦闘

パーツ館は大きくパワーアップ1! 
* 新犬符精機製のオートオペvーションユニット導入!

* ただいまご痢苫の皆さまに人工筋肉トリートメントをサービス中!

ミレニアム東京チパ新区フジミストリート

〈サイバークリニック節交差点前安密輸体改造クリニック
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で取り付けられたパーツなどは暴走事故を起

ニすことがある。

サイバーパーツも機械だから、放鰐/事故

が発生するのは仕方ないことかも知れない。

これに関しては、各人がそれぞれ保全を怠ら

ないようにするしかないだろう。

顕著な例では、腕に内蔵したショットガン

が暴発し、婚約者をミンチにしてしまったハ

ンターなどが知られている。

D.不適合症

MHワールドには、多穣多様なサイバーパ

ーツがそろっているが、大量生産されたパー

ツに比べ、各人の肉体のディティールは十人

十色だ。いい値段を取る高級サイバークリニ

ックでは、執刀医かて万全な手術会するだろう

が、普通のク 1)，ニックでは、すべてが機織任

せとなる。これでは微妙な個人ごとのクセは

無視されるだろう。

リハビりがうまくいかない、どうしても不

自由な感じがする、といった症状は、単に気

のせいではなく、サイバーパーツ不適合症に

なったのかも知れない。つまり手術自体は成

功していても、そのパーツと肉体との相性が

惑いとカ¥治りきる前にちょっとした衝撃が

ごく細い神経にダメージを与え、断線しがち

になっているという病気だ。悪化すると神経

の回復も不可能になることがある。

E.感染症/ウィルス

いい加減なクリニックでは不潔な場所で手

術を行なったりする。当り前以前のことだが、

こういった状;兄下では手術個所にノてイキンが

入り、かからなくてもよい感染症に苦しめら

れることになるだろう。

また、生体に影響を及ぼさないのに、金属

や合成繍脂に害をなすウィルスはサイバーパ

ーツにダメージを与える。本来かからなくて
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よL吋商気に、サイバー化したがためにかかる

ということだ。母性大気敵性雨も金を出し

て買ったサイバーパーツを痛めるので、領し

た気分になるだろう。

バイオ系パーツの場合はもっと深刻だ。バ

イオ系パーツに導入されているいくつかの新

技術はまだ完全に研究がし尽くされたわけで

はないし、バイオハザードにも注意を怠って

はならない。

特に汚染された自然が、バイオ系パーツに

想像もできないダメージを与える可能性は大

だ。

バイオ系ノてーツは生体パーツと非生体パー

ツて構成されているニとが多いので、生体へ

のダメージと非生体へのダメージ、この両方

に用心しなければならないという、非常に面

倒なノfーツといえる。

F.盗難/強盗

非力な者がサイバーパーツをこれみよがし

に身につけていれば、金自の物を持っていな

くても、たちまち襲われるだろう。サイバー

パーツそのものが金自の物であり、ダウンタ

ウンの犯罪者たちはこうした物を売って生計

を立てている。こうなると、おちおち路上で

齢いつぶれることもできない。泥棒に殺意が

なかったとしても、翌朝には両脚が持ち去ら

れ、どうしようもなくなるというニともある

だろう。

最近ではサイバーパーツを狙った犯罪が多

くなっている。殺されなくても済むケースだ

ったとしても、心臓をサイバー化していれば、

それを持ち去られてしまうわけだ。殺さない

と外せない金自の物をぶら下げて歩かなくて

はいけないわけだから、誰も彼もがサイバー

化するという今のこ鳴暢も犯罪を助長してい

ると言えるかも知れない。
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国際サイボーグ協会

国際サイポーク協会(I CBA)は213辞に

結成された世界民隊務叙湘織1ふ
社会にサイポーグが認知されるようになる

までは相当な時間カ潰やされたが、そ似厳霊

でサイポーグの人権や権利を守るローカル是正

後銀組織は各地ですでにできあがっていた。

匡蹄サイポーク協会はそれらを統合し、口ー

カJl指摘どうしのネットワークの仰立ちをす

るべくつくられた完全に中立制時訴リ団体で

ある。

まっとうな手段(ヤミ改i室。~\C:ということ)

でサイパ→じした樹立、乙¢組織への加入を

勧められるG鋪tlではない)。加入者ぽ協会の

定めたいくつ力匂滞納を守り、社会への貢献

を義務づけられるが、そのかわり協会の提供

するサービスを受けら才し社会からの信用を

得ることができる。

サイポーグ協会はもともと社会において少

鄭飛であるサイボーグたち¢漉け込み寺のよ

うな存在だった。しかし、サイポークが一般

化した213~手代以降の社会では、ところによ

っては逆にサイボーグが生身の人飽を翻リ

するような倒司さえある。協会のトップたち

は、自分たち¢泌識切立場者E中却型なところ

にとどめるため、多種多櫛4サービスを行な

うことにしたのである。

サイポーグ協会でf<ti以下のような業務を行

なっている。

①サイバーパーツの安全性テスト

非合法、危険、あるいは貨の悪い製昂を駆
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逐するための描誌なるべく多くα漆箱路百を
独自にテストし、問題のある製昂についてfel
生産者/ユーザー両方に密告する。

②サイボーグの人徳/権利の擁護 :

サイポーグであるがゆえに溺9に不当泡扱

いを受けた場合、裁判などのサポートをする。

サイポーグ差別を行なうようtcJj似或lこj薙富島去

の事l毘を求める。

③サイポーグ規約作成 :

サイポークが社会に貢献するた従幻滅務官や

規範協定を轍きする。ゆえにサイポーグ協

会に属する者は、常に品行方正な行動をとら

なくてはならないのである。

@サイボーグ犯罪防止サービス:

各行政府にサイポーグ犯罪の防止策、ノウ

ハウをアドバイスする。対サイボーグ兵器の

開発を緩助する。

①サイポーグの精神カウンセリング ・

協会新属の、悩めるサイポーグたちをカウ

ンセリングする。

サイポーグ協会lま共同組合的な組織だが、

巨大になってしまったため、圧力団本と評価

されることも多いようだ。しかし、少なくと

も含までは企前都線路に荷担したことはな

い。



lESSON 4 
風変わりなフルポーグたち[FUNNY FULBORG] 

フルポーグは当初、人簡を超えるために開

発されたボディだが、よくよく考えるに、人

間型をしていなくても、というより人間型を

しているからニそ限界が見えているというと

ころがあった。

ニこでは、震近多く出回り始めた変わった

デザインのフルポーグを紹介していく。

A.箱型フルボーグ

この箱型サイポーグは俗に 〈ジェムスン ・

タイカ と呼ばれていて、脳の入った強固な

生命高針寺ユニットに車輪およびマルチ作業ハ

ンド、各穣センサーがついているという青手状

だ。

ユニット本体は棚動な攻望書に対してオー

ルマイティな防御力を持っている。人間型サ

イポーグより頑丈で、圧力、熱、衝怒や腐食

にも強くできており、また、真空中でも 1週

間は生きながらえることができ、小火器の攻

寄蓄を受け付けないというのがセールスポイン

トである。暗殺や事故なと不爆の死を病的な

までに恐れるVIPのために開発されたボデ

ィだ。

B.マルチボーグ

もっとも進んだサイポーグであり、いまだ

一散には公表されていない。有力アーミーな

どに少数ずつ存在するが、 トップシークレツ

トということだろう。

二れの本体は、脳だけが収められたフット

ポール大のユニットだ。もちろん、これだけ

では何にもできない。ボディは作戦に応じて

使い分けるため数種が用意されている。要す

るに、脳ユニットはボディにセットされ、司

令塔として扱われるわけだ。マルチポーグは

実に人道を無視したコンセプトに基づいて制

作されているが、ボディの方も負けず劣らず

といったものばかりである。
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もっとも瀕繁に使用されるのが、会長80m
にも達する宇宙戦闘用ボディ。大型宇宙戦闘

機カ"J、型戦闘縫ほどもあるこのボディは大推

カを駆使し、数l(聴もの強力無比な武装が満

載されている。

同じように水中用ポディは、会長20mほど

の潜水総型で、武装も潜水鑑並みというもの

凄さ。

ほかに人間以上の機動性と柔軟性、耐久性

を備え持つ、ゲリラ任務用のクモ製ボテ'ィが

ある。どんな高性能サイポーグでもこれには

勝てないだろう。

マルチポーグは普段の生活で使用するため

の人間型ボディも持っているが、各ボディの

操作ギャップをどうやって埋めているのかは

興味深いところだろう。

c.メガポーグ

メガポーグあるいはギガポーグと言うのは、

巨人サイボーグのことだ。戦闘目的で、体長

3-20mまで、何種類かのメガボーグが各地

で少数だけつくられたが、これも人道から外

れているし、第一あまり実用的とも言えない。

だいたい、こういったボディに脳を移植した

者はどうやって日常生活を送ればいいのだろ

う? メガポーグ村をつくって生活すれ4まい

いのかも知れないが、実際にはウ.アーチャリ

ティシステムで、一骨量人の生活をしていると

思い込ませているようだ。

D.修行用フルボーグ

宗教カ漫延したMHワールドではこういっ

たモデルも需要がある。ボディ百三状は、腕も

脚も眼もないただの惨状であるとカ¥岩を模

したものなどさまさ「まだ。要するに、厳しい
カトクー

苦行を自らに課す修行者が文字どおり無我の

境地に途するため、このen身仏的なボディに

脳を移植するのだ。
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我々のような俗世の者には理解できない行

動だカえ彼らは何の外的刺激を受けない内宇

宙で聖者となるのだろう。はたから見れば、

死人と同じである。

だいたい、どのモデルも動けない/見えな

い/聞こえない/しゃべれないのだ。悟りを

開いたとき、聖者はどうやってそれを私たち

に伝えてくれるのだろうか?

E.医療用外骨格システム

ヱクソスケル卜ンと呼ばれるこの装置はサ

イバーパーツより不絡好だが、より安価であ

る。骨唱且みだけのパワードスーツだが、民間

用なのでパワーは人間並みしかない。

身体の不自由な人、大けがて働けない人の

ための医療器具であり、全身のわずかな動き

や音声入力、サイバーリンクなどによって使

用者があるていどまて会糠人と同じように動

くことができるというだ。

サイバーテックがこれほど発達しているの

に、なぜこんなものがあるのか、その理由は

さまぎまである。ケガをしてもサイバー化し

たくない人、医学的な問題からサイバーパー

ツをうまく作動させられない障害者、貧乏で

サイバーパーツが翼えない人、月面都市で生

まれ育ったため地球の重力に耐えられない人

などのためにこういった機織があるのだ。

F.サイバーアニマル

上;瀞皆級の家庭ではペットを飼うのが常識

だし、中流市民でも還がよければミュータン

卜でない愛玩動物を飼うチャンスに恵まれる

かも知れない。いずれにせよ、人間以外の動

物はみな、 MHワールドでは結成寸前でかけ

がえのない生物だ。

単にステイタスとしてペットを飼っている

者もいるが、ペットを家族のように級う人間

も結構多い。また、身近にいるペットが同時
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に護衛もしてくれれば、と考える者もいるだ

ろう。そんなわけで、ペットの脳を内蔵した

動向型サイポーグボディ(そしてそれに数穫の

兵器を内服したタイプ)もよく売れているよう

だ。

ペットが死ぬ前に早々に脳移纏することも

あるし、死の直後、サイバー化して命を長ら

えさせることもある。

ところで、サイバーアニマルについては嫌

な話もよく耳に入ってくる。ネオ=アップル、

シンクレア財団の大立て者であるグゲンハイ

マ一夫人の無口でハンサムな愛人アレクが実

はフルポーグであり、その頭部には夫人の愛

犬の脳が入っていた、などという猟奇じみた

逸話は」シ流社会ではよくあることだ。



lESSON 5 
サイパ'ーパーツセレクション[CYBERPARTS SELECTION] 

サイバーパーツは浸透した科学技術だけあ

って、さすがにその種類も豊富だ。

世界的なサイバーパーツカタ ログ・メディ

ア・チャンネル 〈オフィシャルモード〉のサ

ービス情報によれば、現在出回っているサイ

バーパーツは全部で数千種類にも及び、その

関連商品はその数倍だとのことだ。サイバー

パーツを基幹産業にしている支配企業の存在

を考えれば、当然かも知れないが、人体を構

成している郵品の多さには、あらためて驚か

されるのではないだろうか?

ニこでは 〈オフィシャルモード〉カタログ

に掲載された、多彩なパーツたちを、(わずか

ながら)紹介していくニとにしよう.

メガテック ブライト ・タト ゥー21

科学技術局長賞受賞商品。暗所で光る車IJ

膏入り人工皮1禽で、刺青パターンは50備も

用意されています。あ努きなデザインをど

うぞ。太陽篭也て申糊するので、動力はま

ったく必要ありません。

制作者不祥 コレダー・アーム

サン=アンジェルスのとあるマイスター

(職人)の手になる武装サイバーアーム。瞬

間的に5万ボルトまでの1lt;1of.を発生させる

ことができますが、ショックは使用者の命

を奪ってしまうこともあります。

佐川関設告 トリート ・リキッドM7

2リットル入りの人工血液。ニの液体は

バイオ系サイバーパーツで、ミクロン単位

のM M(マイクロマシン.縮小型精密機器)

が多数封入されています.人工の白血王手や

赤血球血小板はより健康な生活を保証し

てくれるでしょう.
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クーパーエ学チタン ・ボーン

軽くて強力なチタン合金製の骨。完全オ

ーダ一品であり、専用スキャナーを使用し

てあなたの骨格と寸分逮わないチタン骨を

複製します。骨の作成員寺にはナックル突起

またはニー突起の愛形も可能です。

I M I ネシュールAF

陸戦周のフルボーグボディ。格闘戦重視

の高機動モデルですが、胸部には IM I祉

が開発した新兵器、 ECM兼用、ノニックパ

スターを内蔵しています。電子戦はもちろ

んのニと、広範囲の敵にダメージを与えら

れるのがセールスポイント.

ジヱンソン&ジャッキー プラッカー

バイオ工学を駆使した耳獄記憶入れ歯。

プラッカーはあなたの感情に反応してさま

6まに姿を変えます。例えば、野菜を食べる

ときには全部カ嘩食獣のような臼歯に、そ

して戦闘時はヴァンパイアのような牙に.



ネットワーク/サイバースペース

MHワールドにおける総合電子情報網は 〈ネットワ

ーク〉と呼ばれており、人々の生活になくてはなら

ないものとなっている。

20世紀現代に払、ても、情報産業は非常に重要

な役割を担っているだろう。現代の情報網が極限

まで発達した姿がMHワールドのそれであり、〈サイ

パースペース〉は、人聞の意破そのものがネットワ

ークに入り込んだとき飽織される夢の別次元なのだ。
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lESSON 1 
ネットワーク[NETWORK]

まずはネットワークとは何であるカ¥そし

てその役割と4あ室、穣511]などについて総合的

に説明しよう。

1. ネットワークとは?
MHワールドでは、人間の生活空間のすみ

ずみまでがコンビューターネッ トワークによ

り管理/運営されている。これは人間がコン

ビューターに支配されているというニとでは

なく、個人が社会と コミュニケーションをと

るさいのはり便利な)仲立ちとして存在した

り、またあらゆるハードウェアのコントロー

ルのアシストなどを引き受けている(労力の軽

減)ということだ。
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ただし、人類とその社会がネットワークに

依存しているのは確かであり、ネットワーク

の混乱はすなわち人々の生活の混乱に直結し

ているといえるだろう。

2.役割l
いちばん大きく人類に貢献している役割は

通信と情報の管理である。情報が生きていく

うえで重要なファクターであるのは誰でも認

めるところだ。

この情報を受け取り活用するのは人間とい

うことになるが、ネットワーク上では受け取

った情報を処躍したり、運用することも行な

われる。
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これが人間の労力を軽減し、または人間で

は処理しきれない情報の活用を可能にしてい

る。生産、輪送、交通、保安システムのほか、

新たなものを生み出す研究にしてもネットワ

ーク中に存復するAIを使えば造作もないこ

とだ。

このほか、ネットワークは数々の娯楽をも

提供してくれるだろう.

あらゆる分野に無数のネットワークカ帯在

し、たがいに情報を絶え間なく交換したり運

用しているというわけである。

3.ネットワークの全体像
ネットワークは文字どおり無線に織りなさ

れた「網」の重合イ本だから、全体像を明確に表

すことはできない。

解釈のしかたはいくつもあるが、 4湾造モデ

ルをもって説明がなされることが多い.
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大きら核を中心とした霊会分子のひと屈ま

りを想像してほしい。ネットワークは中心核

から縦横に広がっている。

中央の大きな核、二れが世界規模の商用/

通信用のネットワーク、〈メジャーネット〉で、

ほかのいかなるネットワークよりも高位な存

在だ。

次に、中心核からのひ.るラインにつながっ

たいくつもの中規模の分子、これはいちばん

アクティプて規模も大きな領域で、〈ローカル

ネット〉と呼ばれている。世界のあちこちに

あるメガ=シティに付随したかたち、つまり

「地域に線付いた」かたちで存在しているので、

実用性がいちばん高い部分だろう。

中くらいの大きさの分子ーローカルネットー

に側殖している、末端のごく小さな分子li(イ

ンディーズネット〉と呼It:札個人営業また

は趣味て潤設されているネットワークを表し

ている。正確にはそれぞれのローカルネット

の領域の一部を間借りしていて、メジャー/

ローカルネットからさまさ'まな情報を拾い出

してくるという非合法な連中だが、 便利なた

めカ、利用者はかなり多いようだ。

ネットワークがメジャーネットとローカル

ネット(+インディーズネット)によって術成

されていることは確かなのだが、無作為に発

展してきたこの巨大なひとつの疑似惑星のす

べての細かい地理的情造は、 殺にもわかりは

しない。

ネットワーク全体の管理は人間には不可能

で、これからも当分の問はできないだろう。



LESSON 2 
各ネットワークのディテール[DETAI~ OF NETWORK] 

では、次にネットワーク内で区別されてい

る3種のネットについて見ていこう。

1.メジャーネット

メジャーネッ卜はネッ トワークの中でもい

ちばん広緩て常鮪E的弘令買域であり、公共性は

高くても即Il染みの薄い領域と言える。

メジャーネットの主機能は2つあり、ひと

つは全世界規模の通信とネットワーク樹袴全

体の管理を行ない、そのデータヱリア内に集

まってくる情報のうち、特にグローバルかっ

有価値な情報を保管することだ。

もうひとつは、各メガ=シティの都市機能

をコン トロールするという役割だ。具体的に

例をあげるなら、エネルギー施設の智里と統

制、各穏交通輸送機関の運用と管制などがあ

げられるだろう。

メジャーネットは、利用者がごく限られて

おり、保管してあるデータの量も多くないた

め、実際の規模はさほどに大きくはない.

ネッ卜を主催しているのは、国際情報通信
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機織 (1I 0)という非営利目的の超国家団

体で、支局がそれぞれのメジャーネットを管

理する 5つのメガ=シティに置かれている。

2.ローカルネット
っかさど

スーパーAIが司る都制銭高Eを除けば、各

種企業のOA機器類、通常の通話回線、銀行、

その他一般に使用されているオンラインと名

のつくものはすべてローカルネットに属して

おり、それぞれ運用カ匂すなわれている.

ローカルネットの主な機能・役割を一言で

言ってしまうなら、実際に利用者がコンピュ

ータ一、およびネットワークからのデータを

活用する場を提供することだ。

ニのデータとは、マスコミ情報、歴史など

を含む不変的な時事記録、統計.. .. . .わかりや

すく言えばテレビニュース、株式市場のデー

夕、天気予報、列車の時刻表、コ'シップ、図

書館や本屋に並んでいる普通の本や娯楽の一

部(バラエティ番組や漫画)などがそれに当た

るだろう。



ローカルネットは、あらゆる情報がプール

されている領域であり、企業はもちろん市民

も利用できるため、 〈ハッキング予つまりコン

ピューター犯罪の7ω4はここて発生する。

ローカルネットは純然たる営利団体で、ネ

ットを運営しているのは各メガ=シティの巨

大企業の一部門だ。運営は各シティから出る

援助金と利用者からネット使用料を徴収する

ことで賄われている。ローカルネットの付随

機関としてAHP(アンチ・ハッカー・ポリス)

やニュースネット局などが想像できるが、別

の組織として運営されることが多い。

3. インデ、イーズネット
インディーズネットは正確にはネットワー

クとは言えない。ローカルネット内に存在す

る同人データヱリアを指している。ローカル

ネッ卜に間借りしているのだから、その大き

さの限度は決まっているが、その規模に関し

てはさまざまである。個人または特定の団体
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によって開設されているカ土利用者か宵手の

指で数えるほどしかいないところから、何千、

何万人もの利用者がいる人気ネットもある。

数にしても「無数」と言い切ってしまった方

がすっきりするほと下躍する。インディーズ

ネッ トの開設はふつうは法的に認められてい

なくて、各行政府当局は随時こうした不法ネ

ット開設者に対し警告を発しているようだ。

インディーズネットは世間から見ればいか

がわしい存在には違いないものの、ハンター、

ジャーナリスト、犯罪者、捜査官、ハッカー

たちにとってはここは貴重な情報源だ。情報

を震としてもっとも多く蓄積しているのはロ

ーカルネットだが、より濃密な情報やさまぎ

まな裏情報を押さえているのは彼らにほかな

らないのである。

また、インディーズネット局の中には実に

多くの種類の娯楽場がある。ここに集まる者

には(悪い遊びをしたい年ごろの)子供たちも

含まれる。



4.ローかレネットの構造概念

馴染みが深〈、冒険の主舞台となるローカ

ルネットについて、実用的な構造解説を追加

しよう。

ローカルネッ トの管理は高等なAIに任さ

れており、それはローカルネット棉植の最上

段に存在している。この措1胸システムを {メ

インフレーム〉と呼ぶ。メインフレームはネ

ットワークを支える骨吸Eみのような存在で、

データなどを保管しているわけではない。ハ

ッカーにとってさえ興味が湧くところではな

い。メインフレームに侵入したがる者はシテ

ィを混乱に陥れたいテロ リストくらいのもの

だ。

メインフレームの下位に存在するのが 〈ホ

スト)A Iである。ホスト 1機とそれによっ

て制御される縦の列はあわせて〈クラスター}

と呼ばれる。この無数のクラスターがローカ

ルネッ トの中枢となるのだ。

ホストはクラスターから依頼されてくる高

度なデータ計算や、ほかのクラスター ・メジ

ャーネット・ローカルネットとの通信を行な

う部分で、 AクラスAI相当の処還能力を有

している。

クラスターは、繍念的には縦一ヲリにつなが

るシステムとデータのかたまりだ。

クラスターをひとつずつ分解してみると、

1j7= 

IV 

IV 

11' 

IV 
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縦に速なる400列ほどの領域になる。 これカ~グ

リッド〉と呼ばれる、データが収められて作

業が行なわれる部分である。

すべてのグリッドの中身はさらに 〈システ

ムエリア〉と〈データエリア〉に分けられる。

システムエリアは同じグリッドに入っている

データを管理するための簡単なプログラムエ

リアだ。ホストに頼むまでもない簡単なデー

タ管理(例えばデータの入出力)や計算はここ

で行ない、ホストにかカ、る負担を寵成する。

データヱリアは文字どおりデータが詰まって

いる「データバンク」だ。

実際にローカルネットを使用する者はグリ

ッドにアクセスしてきで所定の用事を済ます。

簡単な用事ならグリッド内のシステムが解決

してくれるが、複雑な計算や別のネットワー

クに用事がある場合、またグリッド内にシス

テムエリアが存在しないときなどは、ホスト

に指令が飛ぷ。ただし、ホストは 1クラスタ

ーにl機しか存在しない。クラスターから同

時にいくつもの指令が入ってきたとき(普通は

常時いくつもの指令が入ってきている)、ホス

トはクラスター内の上の方に存在するグリッ

ドからの指令を優先的に解決する。下位のグ

リッドの者は上位の指令が解決されるまで待

つことになるが、エレクト ロニクスの発達で、

その待ち時間は長くてもせいぜい1秒ほどだ

ろう。

Y |ド [γ Y 

lV IV Y 
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lESSON 3 
アクセス[ACCESS]

巨大/複雑/多様化したネットワークはそ

れを利用する者にも大きな負担をかける。

人類はネットワークをより有効に活用すベ

〈、画期的なアクセス手段を発明したのだ。

それが 〈アクセスファイパー〉である。

1.アクセスの手段
ネットワークを利用するためには、シティ

内のllJi所にある端末機を利用することになる

だろう。この「ネットワークを利用する」行為

は “アクセス"と呼ばれる。

アクセスの手段としては2とおりあり、ひ

とつがキーボード操作による入出力、もうひ

とつが各人の体内に埋め込まれたアクセスフ

ァイパーによる録作だ。

MHワールドにまヨいては、圧倒的に後者が

普及している。ひとえに操作が簡単て索早い

という理由からだろう。

2.アクセスファイバー
アクセスファイパーとは脳から左手指まで

埋め込まれたバイオ・ファイパーのニとだ。

このファイパーの所有者は、端末に指を差し

込んで、考えるだけで欲しい情報サービスを

簡単かつ素早く受けることができる。このシ

ステムは!日世紀の身分証明、噂昔、各種マス

メディア、主断守、図書館などの役割を一手に

担うもので、社会の情報化に関しては究援の

域に達していると言えるだろう。

アクセスファイパーは情報を手軽に入手す

るための機材であると同時に、 MHワールド

における中級市民である(アウトローや難民で

ない)証でもある。つまり、アクセスファイパ

ーの所持は社会身分度も表すのだ。

3.アクセスファイノてーのっくりと機能
アクセスファイパーを機能させるのに必要

な脳の部分としてあげられるのは、脳館前頭
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業の前頭前野だ。前頭前野は思考 ・創造的活

動を行なう部分で、アクセスファイパーはこ

こからの信号をダイレクトにネットワークに

送ることができる。そして、アクセスファイ

パー・ システムは脳の前頭前野に埋め込まれ

たニューロ・アクセス・チップとそ二から左

手中指部まで延びるバイオ・ファイパー ・ケ

ーブル、そして中指先端の送受信端子の3つ

から織成されている。

アクセスファイパーを肉体に埋め込む作業

はごく短時間ですみ、手術も専用の機械を使

って行なわれるのでまったく安全だ。

機能に関してはごく限られており、また改

造は竪〈禁じられているので(出きする剰也も

ないほど洗練されているが)、支給または市場

に並ぶもののすべては規格品である。

アクセスファイパーの埋め込みは決して強

制ではないが、埋め込んでいない者は相当の

変わり者と恩われる。年齢の制限もないが、

普通は6-8歳くらいから埋め込み始めるよ

うだ。

4.アクセスファイパーの細部構造
アクセスファイパーを細かく分解してみて

し、こっ。

① ニューロ・アクセス ・チップ:

ニュー口・アクセス・チップは直径O.5nm'ま
どの筒状マイクロチップで、思考を信号に変

換し、バイオ・ファイパー・ ケーブルを通し

て送受信端子に送る働きをする。このチップ

はパイオ工学の産物で、「生きて」いる。正確

には生物の細胞ときわめて似た材質でできて

おり、血液またはそれに類似した縫養液中で

しか機能しない。本人か写E亡した場合、記憶

されたデータを残して壊死してしまおもち

ろん、人体にはまったく無害だ。

このチップには送信機能のほかに、少ない



ながらも外部記憶装鐙としての機能がある。

ここには年齢、性別、職業や現在までの経歴

のほか、口皮肉資産、そしてネットワークと

アクセスするための身分証明である (IDナ

ンバー〉などカ官銃保存されている。ただ

し、これらはオンラインキ士会におけるf{閏人持

ちの鐙え」のようなもの、または本人か不幸な

固にあったときの繁早い身元確認のためであ

る。

① バイオ・ファイパー・ケーブルと送受信

端子:

直径数ミクロンのバイオ・ファイパー・ケ

ープルも生物のキ判部-ときわめて似た材質

でつくられた送信ケーブルだ。これは手術が

行なわれた直後から肉体および神経と同化 ・

融合をはじめ、およそ半年で完会に一体化し

てしまう。

送受信端子は左手中指先端部に設置される。

柔軟で、息苦食せず、電気信号を通しやすい材

質でできていて、皮膚の下に埋め込まれるの

で、運動にはいっさいさしさわりはなく、外

身からもその存在はわからない。

送受信端子はニューロ・アクセス ・チップ

から受け取った信号をネッ トワークに送った

り、逆にネットワークからの情報の一部を受

信し、チップに送信する。ネットワークから

受信する情報とは、チップに記録されるもの

のみをさす。ほかの情報は端末のディスプレ

イやプリンターに出力されるだろう。

• 
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lESSON 4 
サイパースペースとジヤツク=イン・システム[CYBERSPACE& ]ACK-IN SYSTEM] 

サイバースペースは人聞が 〈ジャック=イ

ン・システム}を利用してネッ トワークに飛

び込んだときのみ結後可能な劉以空間である。

サイバースペースは現実世界とはまったく遺

った法則に支配されるところで、冒険の舞台

ともなるだろう。

1.サイバースペースが
形成されるまで

20世紀の終わりに提唱された世界規模ネッ

トワーク構想は、人類に明るい来来への展望

を与えた。しかし、21世紀の中盤を過ぎるこ

ろ、人々はネットワークがまったく活用でき
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なくなったことに気づいたのだ。次々と無分

別に蓄積<otれる情報によってネットワークは

ただの電引力ノイズの塊のようになってしま

った。

原因ははっきりしていた。肥大したネット

ワークはもはや人間の能力では制御/管理で

きないところまで来ていたのだ。

人間の意識を電気信号に変換し、ネットワ

ークに「潜る」技術か閣発されたのはちょうど

そのころのことだった。

ジャック=イン ・システムと呼ばれるこの

技術は、いやおうなしに世界中に普及した。

ネッ トワーク・オペレーターたちは、脳にち

ょっとした機械を埋め込み、専用のインター

フェイスを通して、ネットワークに意識ごと

潜って、混乱した情報を次々と整理していっ

た。事態は収拾され、人類はコンビューター

ネッ トワークから、いままでL米上の限りない

笑知と未来を享受できるようになったのであ

る。

2.サイパースペースの風景
サイパースペースに侵入した者がまず自に

する(認識する)のは、終わりのないl本の地

平線だ。あるいは水平線を限りなく垂直な産

として認識し、パニックを引き起こすかも知

れない。

しばらくして、空間Z蕊毅カが落ちついてく

ると、地平線のあちこちに巨大剖開群が見え

はじめるだろう。そして、自分がその笥怖の

中にいることに気づく。これがサイバースペ

ースの会景だ。都市構造物はあちこちのネッ

トワークに存在するデータの集積物である。

サイバースペース内ではどこに行こうとも、

没個性的な、同じような造りのつまらない都

制誇造物しカ惇在しなし、ただし、ローカル

ネットではよりユーザーに使いやすい環境を

目指し、親しみを持ってもらうため、それぞ



れ独自の個性的なイメージが認識できるよう

な工夫がなされている。

地図や案内図はいっさいないが、事前に目

的地を決定しであるなら迷うことなく、そこ

に行きたいと考えるだけで、一瞬にしてその

場所に到着する。目的もなくさまようことも

可能だが、わずかな手がかりから未確認の場

所に行ったり、また、来臨思情報を探すこと

はできない。あくまでもわかっている場所に

行くことカ許されているだけだ。

わかっている場所でも、そこを訪れるため

の正当な理由がないときにはプロテクション

などによって侵入を阻まれる場合があり、違

うネッ ト問を移動するさいには、 10の提示

が求められる。この場合、自分のアクセスフ

ァイパーに記録きれた 10を打ち込むことで

移動は許可されるだろう。

3. ジャック=イン ・システムの

発明/実用/影響

ジャック=イン・システムが誰によって発

明されたのかは実ははっきりわかっていない。

それどころか、その原理8え、ほとんど角伊月

されていないのである。しかし、システムの

不備だと恩われる致命的な故障が発生したこ

とはなく、よく普及している。

ジャック=イン ・システムのもとになった

理論や機想は206ト 70年代から、医学、軍事、

物理、エレク 卜ロニクスの各分野から多〈提

出されており、70年を過ぎると、 lまぽ同時に

世界中でこのシステムが発明、実用化されは

じめた。

ジャック=イン・システムは当初、ネット

ワーク・ オペレーターがネット内の情報を整

理するために使われた。

アクセスファイパーが進化したデバイスで

あると鯵符尺しでもいいだろう。

ジャック=イン ・システムは便利だという
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理由や、そのほかの技術、テレオペレーショ

ン姐織機樹桑作)、サイバーリンク(別セクシ

ョン参照)などにも応用できるニとがわかり、

一般に広まった。そして、ハッカーたちはこ

れが、プロテクションの破壊/データやシス

テムへの介入……ハッキングにも恐ろしく有

効であることを発見したのである。

取締り当局も、今までの方法ではコンビュ

ータ犯罪者を取り締まることはまったくでき

なくなった。コンビュータ犯罪に対応する部

署は古くからあったが、ここにきてやっと専

門の捜査官、最新の装備をそろえたAHPが

創設されることになったのである。彼ら娘査

官もハッカーたちと同じく、いやそれL米上に

サイバースペースを駆け回ることができる。

こうしてまた、犯罪者と取り締まる側の新し

い構図ができあがった。

ジャック=イン・システムを使ってサイパ

ースペースに入ることを “ジャック=イン"

といい、その行為やサイパースペース内で行

動することは “ダイプ'と日乎ふら ダイブした

人間は、すべての感覚を失い、趨3しも開いた

ままになる。感覚のすべてはサイバースペー

スに振り向けられるのだ。肉体は仮死状態な

ので、あまり長時間のダイブは死を招しこ

の状態の肉体は何をされても痛みなどはまっ

たく感じない。サイバースペースから現実世

界に戻ってくる行為は“ジャック=アウト"

と呼ぶようだ。

4.コンポーネントと推測的原理

ジャック=イン ・システムは、脳内延健部

に取り付けられたリング状の特殊センサーと

松果体に纏えられたバイオチップによって機

脅Eする。

この2か所から送られる電気信号は、バイ

オ・ファイパー・ケーブルを介して、首筋ま

たはfftl]頭部や前頭部に空けられたジャックz



イン ・コード挿入口に伝えられる仕組みだ。

ジャック=イン専用のコードはこの挿入口に

差込まれ、もう片方はジャック=イン ・イ ン

ターフェイスにつながって、信号をインター

フェイスに伝達する。インターフェイス内で

は送られた信号をネットワーク用の信号に変

換して端末に伝える。こうしてネッ トワーク

と脳は完全に連絡されるのである。インター

フェイスはネットワークから送られてくる信

号を脳か認識できるように変換するという仕

事も行なう。

このシステムにより、ネットワークは空間

として認識され、手足を使うより能率的にネ

ット内を動き回れるようになるのだ。

システムに使われているおのおののパーツ

は別に新設術を使っているというわけではな

い。校術の進歩に従い、材質の席l揃は行なわ

れているが、作業効率そのものはさほどに変

化ないようだ。現在ではアクセスファイパー

に使われているのと同じ生体部品が主だが、
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なぜ延髄と松果体に取りつけるのかは明らか

ではなL、。

5.サイパースペース内で、の

個人差とダメージ
サイパースペースに精神を没入させるには、

ある程度の訓練が必凄で、これによって、作

業効率などにかなり個人差があるようだ(とい

っても、キーボードやアクセスファイパーに

よる作業とは比べものにならないが)。

また、スペース内て精符称がダメージを受

けると肉体にそれが反映されることがある。

正確には精神体がスペースに入り込んでいる

わけでなく、ネットワークと脳が情報{云遼を

しているだけなのに、なぜこんなことが起こ

るのだろうか。どうも、これはサイバースペ

ースから返ってくる篭引管報に仕掛けがある

らしい。つまり、ダメージを受けるような有

害な電引書報がフィードパックされ、延髄を

通してその反応がダイレク 卜に肉体にE財 1る



ということだ。

イ割腕にかけられた人カ判中に火箸といつ

わった鉛量産を押し付けられて、火傷をするの

に似ている。ただ、この場合はもっと深刻で、

下手をすると本当に死んでしまうことさえあ

る。

電子生命体/電脳科l

ホワイトアウトした麗議体I~肉体と切り離

さ才しサイバースペースの鋪図となる。乙う

なった者l本自分という概念を失l，¥.電子の

潟の中に人主ottす消えていってしまうが、還

のよい者はしばらくの閥、意依功寺ちょうで

I~半永久的!こ、サイバースペース内で自己を

保ちつつ、生きながらえることがて官る。

過去において(何らカ呪湾轍または事情で)

ホワイトアウトした数人の天才ハッカーたち

は電子生命体となってカ、らもいっこうに自我

を失わず、肉体のあった時はりさらに自由

にサイパースペース内をうろっき回っている。

彼らのような超人的な存在Iet.電子ノイズに

すぎない電子生命体とは区別され 〈電 脳申〉

と剛指Lている。彼らはハッカ一、ネットラ

イナーたちの閤では伝説的な窓妹合いを待つ

一種のヒーローとして語り箪になっている。

また、人並みは桝1た能力を有する現存ス

ーパーハッカ一、天才ネットライナーも、本
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ひどいときには、脳カf強烈な信号を受けて

活動を停止し、意識の断片、または全都がサ

イパースペース内に取り残されるという現象

も見られる。この症状は“ホワイ 卜アウト"

と呼ばれる。

来の朝協申と同等の評価を受けている。

世に名を知られている翻仰は12名おり、

奇しくも 〈翻出l榊〉なるパンテオンを形成

している。彼らの名をそのふたつ名と共に醤

き出していこう。

〈簡単犬神〉ニコラス=八インツ、〈フランダー〉

ウィルスン、 〈さまよえる中国人〉チャン菜、

但 人〉アシヨ力、 〈電子ゾンピ〉カノウ=セイ

イチ、 〈狂える耕'IDフアリーナ=ド=フイン

チ、~神〉ズール、 〈シリコンアイデンティテ

イ〉ネピユラ、 〈月の貧婦人〉ミスティQ、〈プ

ロフヱツサー〉ラスチトリフ、G主禁者〉サン=

ダファエル、 〈アルタイルの1襲涜者〉ウンター

レム。
彼らはまったくの気まく引から、サイバー

スペースで活動する湾ニ才たちにちょっカ、い

を出したり、またピンチを乗り切る手助けを

したりすることがある。



〈割尚大神〉ニコラス=ハインツ

e均時‘

• 
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LESSON 5 

第3のフロンティア[THIRDFRONTIER] 

ネットワーク/サイバースペースは単なる

システムとデータの塊であり、ジャック=イ

ンによって意識f本がそこに侵入したとしても

その概念は変わりないはずだ。

しかし、この空間は(人間の手でつくられた

にもかかわらず)どこに何があるかわからない

巨大なワンダーランドとなっている。

さらに独自のサイバーイメージを付与され、

また、コンビューター犯罪に対する数々のセ

キュリティによって、現実に死の危険まてす半

う冒険の舞台に進化しているのだ。

1.サイバースペースでの冒険
サイパースペースでの非合法活動はすべて

冒険となりえる。

肉体はサイパースペースには入れないが、

疑似空間内で彼の意識体がダメージを受けれ

ば、それは彼自身にとって現実だ。意謝本が

消滅すれば、現実に死ぬということなのであ

る。

もちろん本来サイパースペースはただのテ'

ータベースであり、通信回線だ。きわめて偶

発的な事故にでも巻き込まれないかぎり、危

険はないはずだが、いくつかの要因がサイパ

ースペースを冒険のステージに変貌させてい

る。

① 巨大で複雑である .

サイパースペースは個人の認識有Eカを超え

るほど巨大化している。

人を迷わせるために意図的につくられた迷

路とはいかないまでも、知らない衝の大きな

地下街とか、細い小道か不規則に存在する建

て込んだ町並みに迷い込んだ者はなかなかそ

こから脱出できず、疲労/困惑することだろ

つ。

ジャック=イン ・システムはネットワーク

の利用効率を飛躍的にするものだが、人体に
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.はかなりの無理をかける。意謝本があまりに

長時間ダイブするのは危険であり、時には疲

労して死亡するニともある。

この巨大で複雑という婆繁は、サイバース

ペースがr電子の秘境」であることを表してい

るだろう。

① 固有のサイバーイメージ .

ローカルネットやインディーズネットは、

利用者へのサービスや主宰者の趣味のため、

独自のサイバーイメージを付与されている。

より現実世界に近い、またはファンタジッ

クな風景/キャラクター処理はユーザーに安

心婦を与えるものだし、娯楽的要素をも強調

され、ネットを利用する警ぴも増大する。し

かしその反菌、アクシデントが発生したとき

などは、そのリアルさが恐怖感/焦燥感をあ

おることになるだろう。

特にネットワークを不正に利用する犯罪者

にとって、その障害がリアルに感じられると

いう点で、 サイバースペースはE見実味あふれ

る冒険の舞台であることを強調する。

① セキュリティ・システムの存在:

ハッキングは増加の一途をたどり、当局/

主宰者も犯罪防止策を強化し続けている。

最近てt立殺人(正確には不法侵入した意識体

の消滅)を目的とした過激なものまてカ澄場し

ているらしL、。

多くの種類と効果を持つセキュリティが投

入されているこの空間は、それに立ち向かう

者に対し、正真正銘の危険な包脚色帯である

ことをアピールしているのだ。

ハッキングを行なうときに、この冒険的要

素は強調される。

サイバースペースからのアプローチでなく、

アクセスによるハッキングも可能だが、この



場合はより危険は少なく(成果もそれほどは期

待できない)、やはり冒険というより作業とい

う感覚になるだろう。

2.なぜハッキングが

行なわれるのか

コンビューターマニアが自己顕示的な恕抹

として行なう場合もあるが、秘笹データをそ

れを欲している者に売る行為は、時に大きな

利益ともなる。ハッキングが行なわれる大き

な理由はこのあたりにあるのだろう。

また、ハッキングがほかの目的に至る一手

段として用いられる場合もある。公開されて

いない情報を・入手したいときに、その技術を

有する者カ〈所定の場所から強引に情報を強奪

してくるわけだ。ほかにネットワークからコ

ントロールされている機械などを勝手に使い
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たいときなどもこの手段は有効である。

3.プログ.ラム言語と
サイノ可ーイメージ

ローカルネットは、サイバースペースでの

冒険の主舞台となるネットワークだ。

ところで、 コンピューターを作動させるの

に必要な命令がそれ専用のプログラムによっ

てなされているのはこ存じだろうか。

個々のネットワークはすべてが連絡されて

いるが、 MHワールドのすべてのコンビュー

ターは同じプログラム言語て作動しているわ

けではなし、。

サイバースペースではこのプログラム言語

の違い+それぞれ付与されたサイバーイメー

ジが視覚的イメージとして現れる。プロテク

ションや、ダイブ中の人間も、イメージに合

わせた視覚的イメージを(特に人間は無意識の

うちに)形成することが多い。

世界中のローカルネッ卜は、思い思いのプ

ログラム言語でネットワークを運営している。

同じ言語を使用するローカルネットどうしは

自然とグループを形成していった。

4. 各ローカlレネットの
サイノてーイメージ

ネッ トワークグループこ.とのサイバースペ

ースのワールドイメージはほぼ共通で、その

サイバーイメージは大きく分けて4種類ある。

ダイブした者はそれぞれの世界の法則にした

がって行動していくことになる。

① FANTAS言語グループ:

FANTASはALTOSの創始者である

キャラハン氏によって開発された言語で、ワ

ールドのイメージは西洋ファンタジーのカラ

ーだ。



① HOS言語グループ:

HOSはかなりの歴史を持つ言語だが、信

頼性は高い。ワールドのイメージはモノトー

ンで1920年代の古き良き時代といった感じ。

① KOTOOAMA言語グループ .

KOTODAMAは比較的新しいプログラ

ムで、使いやすさを追求してある。その分処

I!l速度は若手犠牲になっているが、ネットの

警備体制がしっかりしているのて特に問題は

ないようだ。ワールドイメージは東洋風でま

ばらな古い街並みと風情のある庭函が半々と

いったところ。

④ y(ガンマ)言籍グループ

γ言語はHOS言語から派生した言語で、も

っとも理解しやすい言語だと言われているが、

いささか時代遅れであまり評判は良くないよ

うだ。ワールドイメージは宇宙空間または巨

大な荒野の惑星だが、これはネットワークの

整備状況とも関係があるといわれている。

① PACO言語のネット

PACO言語は今まて側発されたすべての

言語方式て作動するというふれこみの進んだ

言語。しかし、スポンサーが貧乏なのてす虫自

の環境を開発できずにいる。ワールドイメー

ジはその時や場所によってさまざまで、 j昆沌

としている。

5.セキュリティの種類
ネットワーク逮営者側が設鑓したセキュリ

ティには多くの穣類がある。ここでよく知ら

れているものを紹介しよう。

① 10プロテクション:

アクセスファイパー内の個人 IDを照会す

るだけの初歩的なセキュリティだ。プロテク

67 

ションとは、特定パスワードに対応している

セキュリティのうち、サイバースペースでモ

ンスターのイメージをとって侵入者と「戦う」

プログラムの総称である。

① プロテクション・

IDナンバーより高度なパスワードに対応

する、より強力で恐ろしい姿のセキュリティ

の総称。

① ロジックウオール/トラップ:

プロテクションより単純なセキュリティで、

単に回線を通過する者を阻む電子の壁、もし

くは電子の震だ。っくりは単純だが効果は絶

大で、通過に失敗した犯罪者はひどい自にあ

うだろう。

④ 智里A1/エスコート AI

ネットワーク中に存在する業務処理用のA

|は、侵入者の5師蓄に備え、固有の戦闘能力

を有している。

エスコートAIは、 AHPやアーミー特殊

部隊て法関される特務AIてサイバースペー

スてづ活動する人簡をサポートする、「サイバー

スペース戦勝機械」だ。



LESSON 6 
ノ¥ツキング ・テクニック[HACKINGTECHNIC] 

ハッカーたちは提供された富険の舞台に見

合った、数々のハッキング・テクニックやそ

のためのツールを開発した。

ここではそれらを紹介する。

1.アクセス ・テクニック
サイバースペースに侵入しないで行なうハ

ッキングは初歩的な技だが、サイバースペー

スの仲間との共同作戦や、危険を冒す必要の

ない簡単なハッキングには非常に有効だ。

① サーチ/マッピング :

。

F ， 

• 

， 
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これは不正行為でなく、より効率よく、紫

早〈情報を検索するテクニックである。マッ

ピングは、ハッキンク実行のための侵入経路

図面をひく行為を意味する。

① コードワーク/データブロー:

他人の 10を盗み出したり、プロテクショ

ンを解除する作業をコードワークといい、非

常に有効なハッキング手段として知られてい

る。データプローは短時間でデータエリア内

のデータに修正を加えたり、抹消したり、丸

ごとコピーして持ち帰る技術だ。



2. ジャック=イン・テクニック
サイバースペース内での技は、強力なセキ

ュリティに対応したテクニックが主である。

① イメージファイト :

プロテクションと戦うためのテクニックで、

自己認識能力の高さが技の向上につながる。

このときに、ソードとかファイアポール、チ

ェーンメールといった名称、の 〈アシス卜ソフ

け を使用することができる。

② アイスプレーク:

ロジックウオールやトラップを打ち破るた

めのテクニック。個人の意殺体の耐久力に頼

EX 

サイバースペースという超自然的な空筒に

援している連ヰ切中には生来からESPに
近い鴎肋を有した者がわすかながらいるこ

と抑留されている。この能力および能力所

持者を {EX}と呼芯、

驚くべきEXの報告例を、 i湿り名とともに

いくつか取り上げてみよう。

① ケーブルマスター :

電気信号を開き分け、策末やインターフェ

ースなしてサイバースペースにダイブするこ

とができる者だ。ネットワーク回線のプラグ

やケープJレlこ直接ジヤツク=イン・コードを

つなげてタイプできるらしい。
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るのみの技だが、それだけに習得は簡単だ。

① ドッグファイト:

ネット悶を移動している聞に、さながら飛

行戦のように戦う妓で、ネッ卜を移動するす

べての敵に対抗できる。

④ コアストライク :

強大なカを持つAIに対する1盛時寺のテクニ

ックだ。自らの精神力をそのまま念励波にし

て繁ち出す 〈プラスト〉という技と 〈ロジッ

クポム〉という種類のプログラム爆弾力f利用

できる。プラストパワーのパワーアップには

ドッグファイトと共用の 〈サイコチップ〉と

いう精神力ブースターカ句受用できる。

② ボルターガイスト

麓制本をデータに偽装できる実体なき侵入

者。彼が侵入したことにAHPもプロテクシ

ョンもまったく気づくことはない。

③ ファイアスターター

瞬間的にコンピューターの演算処路謹度を

無線したスピードで行動することがてきる者。

とれは一生のうち数度しか発動しないらしく、

精魂尽き果てた者はホワイトアウトすると言

われている。

EXの能力ぽサイバースペースの中、ある

いはネットワークを孝明するときのみ発簿<!

れる。



可........... . ~・
ゆ

3.ツール
ツールは使用する機材のパワーアップパー

ツや特殊なハードウェア類、使用者の能力を

高めるソフトウェアに分類することができる

だろう。ここでは汎用性の高いふたつのツー

ルだけを見ていくことにする。

ネッ トワーク利用時のイニシアチブ/サイ

ノfースペース内での優劣を決定的にするのは

スキッド

サイパースペースでのテクニックに畏けた

者、つまり高い栴申カを持ち、それ是正自在に

繰ることができる蓄はスキッドというツール

を脳に埋め込むことで、現実世界でも九活躍

するすることができる。

SQUIDとは、Superconducting
Quantum Interference Device 
〈超電導鑓子干渉素子〉の硲語で、超電導防質

(ニオブ+セラミック)を利用した微弱電滋気

読み取り泰子のことだ。

この素子はタンホイザーチップと剛放し

MHワールドでは脳演を稽幡発娠させる装置

として有効に使われている。

タンホイザーチップを短め込んで、独自の

訓練を積んだ者は、以下のような数々¢糧能

力を発嫁することができるようになる。

① 脳i似通信システム :

タンホイザーチップを埋め込んだ者どうし

は、ハードウエアも必漫なく、声を出す必要

もなく、あたかもテレパシーのように遜信が

可能だ。

このシステムはふ写詮当局の(上級)鐙査員や

SWATのメンバー、アーミー特殊師獄員
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処忍速度と言われている。これは使用する端

末内に (jj電算ク リスタル〉を増設していくこ

とで、パワーアップを図ることができる。

サイパースペース内でのパワードスーツと

いうべき、数々の特殊能力を秘めたユーティ

リティ ・ソフトウェア 〈マテルフォーム〉は

どんな状況でも有利に作動し、使うたびに成

長する優れたツールだ。

などがよく装備している。

② ボディジャック:

タンホイザーチップを埋従組んだ者どうし

の脳波パルスの波長カ11jJ.~ているとき、または

似たような状態にあるときは、 Hab夜が互いに

共鳴し、片方が身体を乗っ取られたり、まっ

たく人絡が入れ曾わったりする。

③ スキッドスタン/スキッドジャック:

猶偏された脳波をイメージパルス変調機に

かけ、リモコンて制乍する各種機総理3子ド

アロック、都ラな包ンサ一、無線などでコン

トロ-)lノされているセキュリティメカニ辺λ

アーミースレイブタンクなど自動と名のつく

すべてのメカニックのセンサーをだましたり、

思いのままに操るとしち行;私

つまり、スキッドを使って自らがスイッチ

になったり、にせ情報を与えたり、有蓄電E監
波を発生させるのだ。 一瞬だけの介入または

相手の行動を部廃する目的で行なう行為はス

キッドスタンと呼び、完全に乗っ取る目的で

行なわれる行為はスキッドジャックと呼芯、



地球

MHワールドにおける地球の環境は、ひとことで

言ってしまえば、前世紀に比べると加速度的に荒廃

が進んでいる。当分の問、それを押しとどめること

は不可能だろう。

ただ、実は環境破壊は地域によって大きく差が聞

いている。

ここでは、宇宙から地上を眺めること、世界の先

進メガ=シティの詩るザト十センシシグ衛星が提供

するデータから2150年代の地球環境を見つめなお

していくことにしよう。
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PHOTO 1 
大気と海流の状態[THEATOMOSPHERE & A OCEAN CURRENT] 

図1(P 73)はサン=アンジェルス・シティ

の有する総合気象モニター衛星(LOG-SA

T)からのデータをもとに作成された世界の

気圧/海諸制大況図である。

これだけ急激な大気と海流の状態は、地主義

の寒暖や海路や空路をはじめとする交通路の

妨げにもなるが、あらゆる生物の生育環境に

大き械簿を与えるということがもっとも霊

大な問題となる。

図の気流や海流は特に強い流れを示すもの

だ。

気流/海流はカタス卜ロフを壌に大きく変

わってしまっている。ニの直接的原因は、オ

ゾン層破療によって世界各地に俊性的に発生

するようになった超高気圧/超低気圧地域に

ある。こうした超気回械の中心はひどいと

ころでは砂漠か氷原となっており、趨気圧ど

うしが接角虫/蹴丘している地主主では常時嵐と

いう状態である。

また、オ、ノンが減少しがちな両極地地方は、

地王将受模での二酸化炭繁の増加も絡んで潟暖

化が進んでおり、海抜の上昇も懸念されてい

る。

では、世界各地の状態を見ていこう。

制 t米:

シベリアの低気庄土砂或の拡大とグリーンラ

ンド周辺~北大西洋に発生した超低気圧のた

め、内陸部と東海岸側は年間を通じて寒L、
ただ、西海岸と南海岸は太平洋と大西洋に発

生した超高気圧とそれに伴う気流/為;mのた

め比較的温暖である。

②衛米:

太平洋側，;t{~気圧と高気圧のすさまじい段々

にはさまれている。アンデスから西は常時暴

風雨で、生物はほとんどいない。アンデスの

東側から大西洋岸にかけては暖流の存在もあ
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って、住みやすい。

①オセアニア:

四方の海域は複雑な気象要素となっている

が、大陸部は微妙なバランスのもと温暖で過

ごしやすい気候を形成している。

④日本.

拡大したシベリア低気圧のため寒冷化する

はずだったが、大陸から吹きつける温カ、い気

流や暖流に守られている。ただ、降雨盆は増

大している。

⑤東南アジア・

沿岸地域はおだやかな気候で、申し分ない。

⑥ユーラシア大陸東部~中央部 :

東却は気圧の影響力f少ないが、インド北部

の超高気圧の影響を受け、降雨量は極度に少

ない。砂漠化的隼んでいる。

中央部は他雌或て溌生した激しい気流の影

響をまともに受け、変動力激しし、。

⑦インド:

北却の超高気圧とインド洋の超高気圧の板

挟みて全般に高jEL寒流の影響で沿岸部では

降雨量がやや多い。内陸部は砂漠一色。

①ヨーロッパ:

南北大西洋およびスカンジナピアの超低気

圧の中央にあり、全般に寒い。ただ、南欧、

地中海側は媛流と暖かい気涜のおかげで、や

や過ごしやすい。

⑨中東 :

アフリカとインドの超高気圧に挟まれ、暑

L、。

⑩アフリヵ :

サハラ上空の趨高気圧がネックになってい

るが、周辺海域て雰硫/媛;mの交差が多く、

北からの冷たい託;mが入り込んでいるため、

全般に意外と住みやすい。

→引ページへ



大気と海流の状態[THEATOMOSPHERE & A OCEAN CURRENTJ 
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総合気象モニター衛星(LOG-SAT)による

提供/サン=アンジェルス気象局
(LOG-SAT)のデータをもとに作成された世界の無尽/海流状況図。これだけ急激な大気と諸島飛の状態川、地域

。双眼ゃjj革路や空捻そして金物の生態環境に大きな影響を与える。図の気流や海;)l(捕に強L明悼を示す。気流/

海流はカタス トロフを境に大きく変わってしまっているニとに注意らニの直接的原閣は、オゾン層破療によって世界

各地に慢性的に発生するようになった超高気圧/超低気圧地域である。こう した超気圧地峡の中心はひどいところで

は砂漠制N烹となっており、超気圧どうしが犠触/接近している縦珪では常時嵐という状態払特にアンデスの酉却

ではひどい。日本は比較的趨気圧地織から総れている。
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ミュータント ;官接プランク トン野生地 • • . 

環筏モニター衛星〈アペル4)より(lR写真)
提供/ヌーベルデルタ環境局

〈アベル4)がとらえた地衰の緑地範囲および?鮮のクロロフィル濃応 大森称と呼べるものは街料ヒ部/衛部のア

マゾンの残り、アフリカ南部に残るジャングJレ、ロシア中央部の針葉樹くらいなものて・ある。ほかに、北米、インド

沿岸、東南アジア、オセアニアには小規模な森があり、特にマダガスカルの自然はほとんどそのまま残されている。プ

ランクトンl草、海路に使用されず諸島涜や気庄の影響て焦れることのない海域でならよく発生する。赤て示された部分は

元来の植物とは違うミュータントあるいは有害プランクトンの被生地/t針生発生海峨であり、島毎空すべてがひど〈

汚染されている。ただし植物ミュータントの中には光合成を行なうものもおり、環境のためには有益なこともある。

， • 



海路と飛行可能領繊の状況[8日LANE& AVAILABLE AIR LlNEJ 

提供/北米航空管制局
強烈な電磁嵐の発生地車産、特に濃密に犬気が汚染されている地織、大気の状且初、不安定な地主輩、そして利用可能な海

路BよひE起釣働、事?会に運用できる範屈を表している。 失われた銑~路については大気風外を飛行する亙軌道シャト

ルの銘齢マカバーしている。海路の隊容は匂総直と大気のように見えるが、電動及は大気不安定地織の中心に発生す

ることが多いので、実は r大気の状態が常時不安定な海滋」のみがその要繁である。大気か不安定な海織はすなわち、

風が常時発生している海域といっτよい。海おはこうした障害地主義の問を鎗うように綿々と形成されている。ただし、

ごくili:I溌どうしの交通や沿偉航路はこの図には袋されない。ほとんどのメガ=シティ、あるいは人類の生活圏のよ空

には何らかの陣容要素か存在し、総量機や通常の戦術/戦略機カ号リ用できると二ろはほとんどない。



世界のメガ=シティのパワーバランス[POWERBALANCE OF MEGA-CITIESJ 
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鍵供/ヌーペルデルタ戦略研究所

2150年代の地琢には合計20力、所のメガ=シティが存率している。二れらの都市はそれぞれが名目よは独立しτおり、

時には協力しあい、また時には紛争という形の解決策で自らの和1.1*置を拡大しようとする。

図注釈:

Bi 軍事力については、陸海空に加え宇宙戦力や戦鱒外交能力までを総合評価したものであり、必ずしも実戦部隊の

数や装備だけを表すものではない。

3謀 総合評価については、軍旗色湾、人ロなどに地努的要繁や月商事E市でのプレゼンスを加味したものである。‘E

x.とは独自の路線をいくシティなため好価不能であることを表している。
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図は世界のメガ=シティ間の特に強いかかわりを表したものだが、二れを見ると世界の中心地がヨーロッ，'"である二と

がわかる.地球上におけるあらゆるもめ事はアフリカで決婚がつけられる。アフリカ大陰~処中海~中東にはそれぞ

れ{中の惑い5つものメガ=シティが争い続けているカヘ (:tbマ清カメガ置シティの代理戦争をやらされることも多L、



COMBAT-SHEll A R T G A l l E R Y 

コン'1'¥ットシエル・アートギャラリー
コンパットシエ""まそのユーザーにもっとも愛されているメカ二ックのひとつだろう。
まがりなりにも人間型をしているし、何より搭乗者の能力がタイトに機体に伝わるという作動方式や、

まさに生死紙-.の戦法をとるところなどが、

パイロットがコンI~ットシェルlこ相機意織/一体感を与える理由なのかも知れtJ，'\.、。
パイロットた創立その愛着の意をしばしば、(必ずしも実用的でない)

独自のカスタムやペイントといった形で表す。

ここでは、この人型兵器に取り濃かれたひとりのカメラマンが

世界の戦場を回って織り続けたアルバムから、

コンパットシエルのリアルな姿を見ていこう。

〈撮影・コメント:フリーカメラマン アラン ・エグジユベリ〉

当地随一のコンパットシェル傭兵団 〈オストヴィント突撃事量〉ベー

スでの出撃前の1枚である。彼らのコンパットシヱルはすべてがメ

タリッ?グり ーンτ塗られており、迷彩はいっさい施さないことで

有名f今 写真のように塗列しているときは実に美しいのだが、戦場

では発見されやすいはずである。しかしながら、彼らは二のシンポ

ルカラーに血と鉄の普いを立てており、騎士のような勇猛さて世界

に名を碕晶、せているのだ。

アハトゥンク!<ニユーロピアにて撤盟主〉



Pi会〈ギアナ~":j地にてtA~最多〉

これは私自身色気に入っている 1枚だ。残骸の転がる荒野と逆光の

夕日をパックに、ハッチをはね上げて抱き合っτいるふたりは戦友

であると同時に恋人どうしだっただろうか?22次ギアナ戦では3，800

名あまりの戦死者が出たのだが、ニのふたりは幸速にも戦火をくぐ

りぬけた勇者だった。向かい合ったコンパッ トシェルまて吻マ互いを

抱きしめあっているのも、実にほほえましい。



生還の条件〈テキサナにて拍H修〉

.，.. 

一

コンパットシェルとともに写っている男だが、いかにも神経質そう

な男だろう。彼のペイントの成果を見てもらいたい。機体の前半分

はスカイブルー、後ろ半分はデザートイエローというものだ。さし

ずめ飛行中は前半分古、下向さになるので、スカイブルーにすれば、

地上から発見されに〈いとでも考えたのだろう。結脳鹿は生き残れ

なかったようだ民草ムが思うには、この大きなシャークマウス・ペ

イントが失敗だったのではないだろう晶、



PHOTO 2 
緑地の状態[BOTANICAL STATE] 

ニの図(P74)はヌーベルデルタの環境モニ

タ一衛星 《アベル4}の IR写真をもとに制

作された。アベル4は地表の車緑色範圏および

海洋のクロロフィル濃度を撮影するほカ¥地

域の降水量、 NBC汚染度、大気の汚染度ま

での生物環境に関する総合データをはじき出

すことのできる衛星である。

ここでは、気圧や気流/海流といった一次

的条件より、上記のニ次的条件から地球の自

然環境をみていくことにする。

やはり全地球規模での森林植生の減耗は否

めない。地上てづ司森林と呼べる規模のものは

南米北部/南部のアマゾンの残り火、あとは

アフリカ南部に残るジャングル、それとロシ

ア中央部の杭葉樹くらいなものである。しか

し、中米、アフリカではそれぞれ激しい紛争

が今でも繍守中であり、これらの森の存続は

危ぶまれている。

ほかに、北米の蹄R、インド沿岸、東南ア

ジア、オセアニアの一部には小規模な森があ

り、マダガスカルをはじめとする厳島の自然

はほとんどそのまま残されている。こうした

小規模な森はすべて、過ちに気づいた人類が

保護区指定したため生き残った物や人工樋林

の成果である。

高度なバイオ工学を耳~fi更した植林にもっと

も成功したのはアラビア半島のものであるが、

これとて戦火にさらされる危険は大きい。

海主義に自を移してみよう。プランクトンは

海路に使用されていない海域、しかも海流や

気圧の影響て荒れることのない海織でならよ

く発生する。海洋植物とプランクトンは今や

地琢に残された唯一の酸素発生システムであ

り、海域の保全は人類に諜せられた使命とも

言える。

なお、陵地/海織とも赤て示された部分は

植生地ではあるが、元来の植物とは違うミュ
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ータント、あるいは有害プランクトンの植生

地/俊性発生海域であり、こういった地域は

陸海空すべてがひどく汚染されているとみて

いい。植物ミュータン卜の中には光合成を行

なうものもおり、足を踏み入れるのは危険だ

が、環境のためには有益な生物とされている。

ひとつの結論として、汚染はメガ=シティ

周辺て特に顕著であり、人の手が入っていな

い地域では割合に少ないのがわかる。

では、各地のようすをみていこう。

創 t米・

メガ=シティが沿岸部にあるためカ¥海域

の汚染はひどい。東西はそれに加え、前世紀

の混乱て発生したNBCのダメージが色濃く

残っており、商は地質汚染、東は大気汚染が

著しい。内陸部、南部は条件lまよいが降水量

が少ないため、植物の成長には向かない。

①南米 :

南米の2つのメガ=シティの周辺以外は、

気候が穏やかなこともあり、陸海共に植生に

恵まれている。心配されるのは生物兵器や細

菌による汚染だけだが、これもメガ=シティ

から外には広がらずに済んでいる。

①オセアニア:

もともと荒野が主体の土地柄で生物相は貧

弱。東南アジア海械の汚染のあおりを受け、

東岸以外は荒野/砂漠化している。行政府の

怠慢も原因のひとつだが、過去において大き

な紛争がなく、決定的な汚染lまされていない

ので、放っておいても環境が回復する可能性

は遭い。

④白本;

もともと植生は量豊かだが、大陸からの汚染

風と海域号濁によって列島全滅に局地的なダ

メージを受けている。海域の保全に力を入れ

るかどうかで将来が決定される。

①東南アジア:



‘'‘:ov 6齢、。

海運;が盛んで、メガ=シティも臨海式なの

で、海域の汚染は世界一。加えて行政府も自

然保護に力を入れられない状態だ。北認の森

林がまだ残っているのが奇跡に近い。

⑥ユーラシア大陸東部~中央部:

東部は前世紀においてNBC兵器が湯水の

ように使われた地域で、土液/水質の回復は

絶望的。きわめて強靭なミュータント纏物が

群生しているが、人間以外のまともな生物は

この地にはいない。

中央部の森林地帯はニニを管轄におく行政

府の保護によって生き延びているが、近い将

来には東部のミュータント森林に飲み込まれ

てしまうだろう。シティ内は無造作に拡大し

たため、むしろ今世紀に入ってからの公害に

悩まSれている。

①インド :

内陸部の汚染度はほどほどだが、気j昆が湾

すぎ、降水量がきわめて少ないためほとんど

か不毛の地である。沿岸部は徹底した保護政

策によって将来カ湖待できる。また、意外に

も南インド洋とその周辺の島々は生物の宝庫

となっている。

①ヨーロッパ:

旧世紀の激戦区であり、生態系はことごと

く破壊されている。今世紀に入ってからはま

ずまずの平和が保たれているが、寒すぎるこ

ともあり、もはや回復は不可能。ただ、放置

状態の南欧~地中海は温暖で、ミュータント

とまともな生物の混在する不思議な自然が出

来上がりつつある。

①中東.

過去から現代まで紛争が続く地域で、もと

もと不毛の地。土嫌には有害物質が多数含ま

れているため、回復はまず無理。fこた家鴎の

環境は回復しつつあり、大規様な人工森林の

成功は賞賛に値する。

⑩アフリカ:
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全域に渡って、もっとも激しい戦いが繰り

広げられている地域であり、自然保護政策な

どこの次である。しかし、もともと豊かな土

援と植物梱に恵まれており、さらに託;1，t/海

流によって気候が穏やかになったため、権生

は回復しつつある。西アフリカ沿岸は海運公

害が特にひどい。



PHOTO 3 
海路と飛行可能領域の状況[SEALANE & A V AILABLE AIR LINE] 

次の図(p75)は、間!ぬ電磁嵐の発生出或、

特に濃密に大気が汚染されている1也t袋、大気

の状態か不安定な地紘そして利用可能な海

路および航空機が安全に運用できる量掴を表

している。

電磁嵐はオゾン層の陣表による宇宙線の影

響、大気汚染はNBC兵器や各地の火山噴火

のばい煙などによって発生するようになった

ものとされている。

海路については、メガ=シティが自給自足

できる時代になってそれほど必要でなくなっ

た、また海洋汚染を防ぐため←部の地域をの

ぞいて)あるていど自粛せぎるをえなくなった

のであるが、ほぽ全面的に失われた航空路に

ついては大気圏外を飛行する亙軌道シャトル

の発達がカバーした。

図を見ればわかるとおり、艦船と航空機の

ルートを阻む際害は3穫類ある。

海路の決定的な障害となる要繁は電磁凌と

大気のように見える。だが、電磁皮は大気不

安定地域の中心に発生することが多いので、

実は「大気の状態が常時不安定な海域Jのみが

その要素である。大気か不安定な海域はすな

奇Z

Cヲ
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い。無理をすれば海鈴とならないわけではな

いが、超高気圧/超低気圧は想像を絶する嵐

を巻き起ニすので、避けるのが普通だ。

海路はこうした隊害地域の問を縫うように

綿々と形成されている。ただし、ごく近隣ど

うしの交通や沿岸航海には支障はないので、

ところによっては盛んに行なわれている。

空路を阻む婆紫には、大気不安定地域のほ

かに、操縦系を含む搭載電子機器に異常をき

たす電磁嵐発生地I或、エンジンが作動不良と

なる大気汚抱似或が加わる。しかし、こうし

て見るとほとんどのメガ=シティ、あるいは

人類の生活圏の上空には何らかの隊害要素が

存在し、輸送機や通常の戦術/戦略機が利用

できるところはほとんどない。

もちろん、電子機器に頼らない荷守、ジェ

ッ卜ほどの吸気を必要としない推進機関を搭

載した航空樵そのほカ何らかの特殊な航空

機なら航路も形成できるが、実際は府守可能

範囲内だけで使用される局地航空機のみが運

用されている。特にアフリカと中束、中南米

の空では局地戦闘機の活践を見ることができ

るし、オセアニアで開催されるエアレースも

世界的に有名だろう。
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PHOTO 4 
世界のメガ=シティのパワーバランス[POWERBALANCE OF MEGA-CITIES] 

2150年代の地球には合計20か所のメガ=シ

ティカ清:在している。これらの都市はそれぞ

れが名目上は独立しており、時には協力しあ

い、また時には紛争という形の解決策で自ら

の利権を拡大しようとする。

ここではマクロな視野から、各メガ=シテ

ィどうしのつながりやパワーバランスをみて

いく。

図注釈:

※ 軍事力については、陸海空に加え宇宙戦

力や戦時外交能力までを総合評価したもので

あり、必ずしも実戦部隊の数や装備だけを表

すものではない。

※ 総合評価については、軍事、也湾、人口

などに1也知捜繁や月面都市でのプレゼンス

を加味したものである。“EX"とは独自の路

線をいくシティなため評価不能であることを

表している。

殴は世界のメガ=シティ簡の特に強いかか

わりを表したものだが、これを見ると世界の

中心地がヨーロッパであることがわかる。次

に有力なのが径東と北米だが、この2地域は

有力であっても、いまひとつ困舎くさいイメ

ージがぬぐい去れないところがある。

紛争発生のテクノロジー

地球上ではさまざまな理白から、小規模な

紛争崩礁に発生す弘之れは戦し功、小規模/

限定的/短期間なら、別な方法をとるより安

上がりに競争相手に勝つ乙とができるから、

という支値崩乃考えで実行されるのだ。

小紛割胡甑脈堺曜争い悔腕溌見され
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これは2地域がアフリカと強いつながりを

持っていないためかも知れない。

地球上におけるあらゆるもめ事はアフリカ

で決着がつけられる。アフリカ大陸~地中海

~中東にはそれぞれ仲の悪い5つものメガ=

シティか存在し争い続けているカミ紛争が彼

ら自身のものでない場合は多々ある。アフリ

カのメガ=シティは、不イ中の有力メガ=シテ

ィの代理戦争をやらされることも多いと言う

ことだ。

同じような戦場として、ユーラシア中部や

中南米があげられる。権益を軍事的、私育的

に争おうとJ思えば、コロシアムはこうした紛

争多発地帯に設定される。たとえ紛争に発展

しなくても、その準備段階の兵器験出競争で

(鈷斉紛争として)ケりがつ くこともある。

ちなみに、 MHワールドには共産主義を掲

げる行政府は(テロリスト以外には)存在しな

いが、社会主義的運営を行なうシティは存在

する。中華人民共同体、シャンカラ、ライル

ノてートル、セブンスへプン、 EQSなどのメ

ガ=シティはやや保護貿易の傾向があり、保

守的外交をなす社会主義的なシティであると

いえる。

た蝉或にアーミーを派遣して争う)とか、新兵

器¢克服争(カタログデータ上岡司評価問庁

兵器を互いに投入し、樹コせる。勝った方が

市場を独占できる)など、当事者以外d渚から

見ればとるに足らなL哩自で行制つれること

も多い。



各シティの性格と想定される紛争

では、各メガ=シティの性格を鑑みながら、

それぞれの地主主て発生しうる紛争を検討して

みよう。

ネオ=アップル :

北米最大の灰色の街。北米のほかの2都市

を牽制するための紛争に余念なく、同時に南

アフリカのメガ=ケープタウンを支媛し続け

るだろう。

サン=アンジェルス :

酸性雨にまみれながらも、アメリカンスピ

リッツを継承しようとする街。将来的には不

サン=アンジェルス

安があり、当面は近隣シティとの紛争を来鈴寺

するので手一杯だろう。

テキサナ -

lまぽ理想的な都市蝋tEを持つが、世界に対

するプレゼンスは弱い。南米勢に対する砦の

役目に耐えられるかどうかも疑問だ。北米の

ほかの2シティとどううまくやっていくかが

今後の課題だろう。

ニューブラジリァ:

秘かにさまぎまな有力メガ=シティの後援

を受ける南米ブロックの代表。ただし裕福で

はない。民族問題から北米との紛争力鴇えず、

この状況はしばらく続くものと考えられる。
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リオ=ブエノス:

地理的に有利な位置に存在し、自然環境も

まずまずだが、有力メガzシティによって政

治動演をコントロールされているため、非常

に貧しい。シティの空気が寛容なので、ダウ

ンタウンはテロリストをはじめとする国際的

犯罪者の隠れ家となっている。

ミレニアム東京・

世界館前〉一端を担う有力シティのひとつ。

内政においては複雑な社会機造から問題を抱

えているが、外交は巧妙のひと言に尽きる。

軍事衝突はき.りぎりまで回避する傾向にある

が、必要となればあらゆる強硬政策をとる。

EQS: 

ミレニアム東京の保護下にあるが、資源が

豊富でアジアブロックの生命線であると同時

にシティ問貿易の中心1也ともなっていて割合

に裕福。最近はオセアニアおよびホンコンへ

の武力外交が目立つ。

グレートホンコン・

すべての晶済ブロックからの永久独立を宣

言したシティ。俗に 〈空白地帯〉ともいわれ、

シティには中世の自由都市の雰囲気が漂って

いる。スローガンから、どこに対しても表だ

った干渉はしてこないが、裏では近隣メガ=

シティに対する牽制工作か激しく行なわれて

いる。

セブンスへフ'ン.

地理的な理由もあり、ほかのシティには極

力無関心。潔略号染が世界でもっとも少なく、

リゾー卜1也として有名である。世界に対する

プレゼンスは極めて小さいが、その実力は計

り知れない。
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中華人民共同体:

世界最悪の自然環境下に存在し、最大の人

ロを有するシティ。外交面での特徴は、どこ

にでも見境なく軍事援助を行なうこと。ネオ

グラー 卜とは断綜訓/慢性的に激しい戦闘を

繰り広げている。

ネオグラード:

lt世紀半にも渡る徹底した結斉至上主義政

策を震いているが、確固たる基盤がないため、

いまだ二流のシティである。東西のシティと

は不仲だが、四都市不可侵条約の締結は評価

できる外交の成果と言える。

ライルパートル ;

ネオグラートの保護下にあり、ほかの近隣

列強シティの脅威におびえている。鉱物資源

の採擦が盛んで、それを武器にした外交カ精

徴。

シャンカラ:

独立独歩の気風にあふれ、霊工業、宇宙開

発面で市場を拡大しつつある。また、海にお

ける交通要所でもある。ライルパートルを常

に狙っており、何度も紛争を起こしている。

ニューロピア ・

比較されるヌーベルデルタより質実関tl健な

雰囲気がある。すべての函において、実力は

そのライパJレと同等だがいまひとつ地味。ヌ

ーペルデルタを意識した外交が目立ち、内政

では民族問題に悩んでいる。

ヌーベルデルタ :

21世紀から激動し続けた西欧を統ーする意

味で建設された面積の広いシティ。世界低資

をリードしている自覚に満ち溢れ、#阿帥旬で



帝国主義的で豊かな国際色を持ち合わせ、特

にアフリカブロックには偏執約な干渉を行な

つ。

バルカンクラスター

ニューロピアの全面的保護を受けている。

武力外交を推進する隣接献すシティの脅威に

おびえるあまり、独裁行政を脳ラし、寧備を

拡張し続けている。

アル=パピロン :

追い出されたカイロ~シナイ半島の奪還を

目指す宗教主義のシティ。石油需要の都威力、

ら、アラブに援助するシティは少なくなった

ので、敵対シティに対しては苦戦を強いられ

ている。

グランドカナーン .

市民皆兵で尉縫業カ漣んな完全武装都市。

<( 
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領土拡大に非常に熱心で:近隣シティとはすべ

て敵対している。ここのアーミーはシティの

権益を守るだけでなく、世界各地の紛争に大

規模倣兵団として参加して稼いでいる。

サハラゲート:

アフリカの玄関口であるシティ。リベラル

な政策をとっているためか、市内は激戦区ア

フリカにしては平穏である。南北に仇激がい

るにもかかわらず、アーミーは弱小。外交で

それをなんとカ輔っている。

メガ=ケープタウン。

ネオアフリカーナー思想を振りかざし、独

自のエリー卜銘線をいく写機的なメガ=シテ

ィ。近隣との紛争力満えず、傭兵の集まる激

戦I也である。レアメタルや金など貧霊な地下

資源が豊富て金回りはよい。

ヌーベルデルタ



コンパットシェル

コン/("YトシヱJ~実に魅力あるメカニックのひとつ

である。自由に兵器を交換できるMADシステムを

最大限に活用でき、ダイナミックな戦法で敵をたた

き、そして深刻な問題も同様に抱えている、このリ

アリズムあふれる機動兵器を徹底解剖してみよう。
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LESSON 1 
コンパットシエlレの歴史と総論[HISTORY& GUIDE FOR COMBAT-SHELL) 

コンパットシェルはどのようにして誕生し

たのだろうか。コンパットシェルを単なるS

Fメカとしてでなく、より現実の科学技術/

近代 ・近未来戦術と絡めて考察していこう。

1.パワードスーツの幻想

SFによく登場するメカニックのうちでロ

ボット=人裂兵器はよく親しまれており、ま

た汎用性カ清いと言われているメカニックだ。

しかし、現実には人型兵器はー骨量に思われて

いるほどマルチな兵器ではないのである。

よくあるほめ言葉として、「人間と伺じ程度

のフレキシピリティを持ち、しかも人間より

はるかに強い。身体を使うのでややこしい操

縦を覚える必要がなく(?)、身体で操作する

ので即志も速い(はずだ)。俗書置している兵器

がよければどんな敵にも対抗できる(はずだ)J

・・もっとも重要なのは「人間と同じ動きがで

き、しかもより強い」ということだろう。これ

は逆に「せいぜい人間並みの動きしかできない』

とも言えるし、「より強くてもしょせんゴリラ

レベル」とも言えるのだ。

人間を模してある以上、人間にできるレベ

ルのことをよりうまくこなすことしかできな

い、というのがパワードスーツの盲点である。

戦場に存在する兵器はどれも人間よりはる

かに強い。人間が多少強くなったからといっ

てとうてい太力打ちできないのは目に見えて

いるのである。

2.附発途上問題
開発途上て溌生した問題のひとつとしては

主動力がある。何しろ「人間より震い金属の鎧

にゴリラ並みの(もしくはそれL丈上の)パワー

を持たせたエンジンを、しかも背中にしよい

こめるくらいにコンパクト化して搭載する」の

は簡単ではない。また、少なくとも徒歩程度

の移臨塞度、即座に銃器(または搭載兵器)を
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発射できるだけの反応速度がないと、実戦で

は使い物にならない。

ふたつめの問題が関節である。コンパット

シェルは可動部が多いため、どうしても非装

甲部が多くなる(=とても打たれ強い兵器には

ならない)し、メカニズムも複雑になりがちで、

故障や作動不良も少なくはない。特に砂漠で

は粉塵が、亜熱帯ジャングルではj尼淳、寒冷

地では細かな氷粒などが関節にダメージを与

えるのだ。戦場での運用を考えるにしても関

節の引き起ニす問題は多〈、いくら構造的に

強化しても、爆風で手足がちぎれ飛ぶなどと

いうことも考えられ(人間カ句史まっているから

それだけで戦鴎不能に陥る)、そして何よりメ

ンテナンスが大変なのはいうまでもない。

結論として「歩兵を強化するという目的のみ

ではとてもコストに見合う兵器にはならない」

ということである。歩兵はやはり安価でそろ

えられなければ仕方がない。

しかし、 MHワールドにおいてはパワード

スーツが実戦投入されなくてはならない理由

があったのである。

3.パワードスーツの開発~

コンパットシエ1レへの進化

確かに現状では(仇態か変わらなけれl均等来

的にも)どこの国でもまともなパワードスーツ

は開発されないだろう。

ところが、 MHワールドでは人的資源が貴

重であると考えられ、兵器は自動化が進んで

いる。

寧のスポンサーである企業(あるいはそれの

前身である企業化の進んた官姉)はその利益の

ため軍隊を所有しているが、車街寺と運用に彼

ら自身が金を出さなくてはならない。彼らが

第一に考えたことは効率化だった。これが強

化服系技術/サイノT一系技術が進歩した大き

な理由のひとつである。
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とはいっても、パワードスーツが見かけ倒

しな代物であることに遠いはない。スポンサ

ーはまた物足りなく感じるようになり、現場

からも不満の声が聞こえてくるようになった。

そして、パワードスーツに付加価低/局地戦

能力を持たせようと考える技術者か湾初1はじ

めたのである。

技術者たちはこぞって、歩兵の天敵である

戦車をターゲットにした対戦車パワードスー

ツの開発に全力を注ぐようになる。彼らはと

りあえずさらに戦車の天敵である戦闘ヘリコ

プターからヒントを得て、飛行できるパワー

ドスーツ=コンパットシェルを世に送り出し

たのだった。
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4.戦場における地位とその没落

「へりのように戦車を倒し、さらに歩兵とし

て地域制圧能力、残敵掃討能力に優れている」

コンパットシェルはデビュー時はもてはやさ

れたが、まだまだ問題は残していた。

コンパットシェルは戦車に気づかれないよ

うに近づき、不意をついて飛行状態に入り、

装甲の簿い上面や後商を狙って攻怒する、こ

れが常識的な運用である。確かに飛行状態だ

とこの戦法が成劫することは間違いないが、

不意討ち狙いの事&忽な兵器であるという感は

拭えない。タイミングをあやまるとあっとい

う問に蹴数らされてしまうし、実際にはそう

なることも少なくはなかったのだ。



、

コンパットシェルの弱点が露見するごとに、

その人気は失われていったが、同時に戦車も

また戦術思想の転換により戦場から消えてい

った。より素早く戦場に展開でき、より低コ

ストで確実な戦果を挙げられる装甲車やホパ

ータンクの時代に入ったのである。

天敵である戦車を戦争の歴史から葬り去る

きっかけとなったのは高機動を売りとする歩

兵、 コンパットシェルの存在だ。コンパッ ト

シェルl埼の意味暗躍に勝った(正確にl捌

し違えた)歩兵であると言える。

5. コンノてットシェルの
現在と将来

ライノりレカf消えたため、コンノ〈ットシエJレ

もさらに確実に無意味な兵器となるはずだっ

たが、戦場から姿を消すかに見えたこの兵器

はまだいくつかのセールスポイントを残して

いたのである。

比較的安価に入手できる強化歩兵というポ

イントは、個人または少人数で戦闘すること

の多いノ、ンターや傭兵たちが身を守るのに格

好のメカニックとなった。

高機動兵器であることも救いだった。・機動

性神話は世界中の戦術研究家にもてはやされ

ていたし、アーミーでもあまり役に立たない

と知っていながら、全部のコンパットシェル

を手放しはしなかったのである。高価なメカ

ニックを寅うことのできない弱小メガ=シテ

ィや独立タウンでもコンパットシェルは装甲

車両の代わりとして購入された。

個人機動兵器という点は宇宙での戦力とし

て、コロニー守備/コロニー攻態部隊の中核

となったし、 土木用機械宇宙/海中作業ポ

ッドとしても評価を得ることができたのであ

る。

この状況をみて、まだ売れると考えた者は

コンパットシェル用のカスタムノfーツやアク
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セサリーを多く発表し、ユーザーをサポート

した。確かに人間型をしているため、(単蹄司以

外では)その用途も広かったし、必要なカスタ

ムパーツの開発もそう襲撃しくはなかったので

ある。

コンパットシェルは将来有望なメカニック

として各方面から注目されており、これから

も進化し続けることは間違いないだろう。
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lESSON 2 
コンパットシエlレの系譜[THEGENEALOGY OF COMBAT-SHELL] 

コンパットシェルは、特に2150年代以降の

世界では8まざまなバリエーションが考案さ

れ、それぞれが発展を続けている。ここでは

その系譜からコンパットシェルの進化のよう

すをみていくことにしよう。

1.強化装甲服(2030-2070)
コンパッ トシェルが登場する以前の人型メ

カニックはすべてここに分類される。いわば

コンパットシェルの先祖であり、マスタース

レイヴ ・メカニックの基本ともいえるコンセ

プトて桔IJf下された→車の兵器である。

コンパットシェルが対戦車兵器であるのに

比べ、明確な想定目標を持たされておらず、

あくまて歩兵を強化するという防衛要素の大

きい兵書きである。

汎世界大戦のころまでには世界中の陸軍に

おいて採用され、パワードスーツ、パワート

レーサーなどと呼称されていた。当時はまだ

全部の歩兵に行き渡るほど割面なものではな

く、特殊なIDI慨も必要だったので、ニれを装

備したエリート部隊は特に 〈霊歩兵}部隊と

呼ばれ、恐れられたという。

もちろん現代においてはコンパットシェル

どころかオー 卜プロテクター以下の存在であ

り、まったく生産はされていない。

2.第 l世代コンパットシエlレ

(2070-2120) 
飛行ブースターを装備した、原初の声高機動 ー

戦捌ポッド。陸戦用の強化装甲服にただブー

スターを積んだだけという吉行錯誤の段階の

兵器であったが、戦場では予想、をよ回る戦果

をあげたため、コンパットシェルの研究はこ

のあと急速に進むことになる。

まだまだ不安定な兵器であり、開発技術力

の未熟さもあって、作戦中の事故/故障が多

発し、実際には生還率はかなり低かったとい
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う。パイロッ 卜たちは死の恐怖から逃れるた

め、各穣の ドラッグを頻繁に利用するように

なった。この伝統は現代にまで息づいている。

強化装甲服としては十分な性能を有してお

り、ミュータントの関歩する危険な時代には、

難民たちの身を守る盾として重宝がられたと

いう。

3.第2世代コンパットシエ1レ

(2120-) 
シティ復興後、地上でまた戦火が見られる

ようになったころ、コンパッ トシェルも成熟

した兵器となった。サイバーテクノロジーの

産物 〈人工筋肉〉の技術成果がコンパットシ

ェルに採用されたのが決定打となったようだ。

企業主導の行政が確立されたころでもあり、

土地ごとの風土や設計チームの思想に明憾な

違いが出てきている。

コンパットシェルの派生はここから始まっ

たといってよい。現在あるコンパットシェル

またはそれに類似するメカニックの先祖はこ

れらのうちのどれかの設計思想、を引き継いで

いる。

ちなみに現在まで生産カ務訴守されている、

いわゆる標準型コンパッ トシェルは機体各部

がユニット化され、作戦に応じてオプション

交換カ司能だ。

① ヨーロピアン・ タイプ:

ヨーロッパ産のコンパットシヱルは、飛行

時の性能をもっとも重視した設計がなされて

いる。 トップヘビーで細目の下半身を持ち、

全体的に流線型というか曲菌でマッシュルー

ムのようなシルエットを構成している。機動

性向上のため、軽装であるという点は弱点、で

もある。



ヨーロピアン・タイプcs
フラゼッタGT-8S (アルパトロス〉
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アメリカン・タイプcs
オムニカPA5000S(.パラダインII)
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① アメリカン・ タイプ・

ヨーロピアンより全体に大柄で重装甲、飛

行より地上戦/掛丘戦を重視した設計で、と

くに乗降ハッチでもある大きく張り出した胸

が特徴的だ。パワフルなアメリカの風土から

生まれた、強そうだが大味なモデルといえる。

① オリエンタル ・タイプ :

ヨーロッパとアメリカ主導の開発競争に出

遅れたアジアでは、ちょうどそれらの折衷型

にあたる、より付辰りで割高傾向モデルを設

計した。

アジア地織の企業はすぐれた技術力で総合

性能の向上に務め、また高い生産力を有して

いたため、オリエンタル・タイプはt世界中に

もっとも多〈出回ることになる。

4.第3世代コンパットシエlレ

(2140-) 
第2世代の襟準裂コンパットシエ)k7)分化

性能向上が進むなかで局地戦要素/懐定使用

要紫カ強調された戦闘兵器カ判穏か誕生した。

第3世代のほとんどはコンパットシェルの基

本戦術とはかなりかけ離れた戦法をとるので、

もはや違う兵器体系に組み入れられるべき鬼

子である。しかし、これらの兵器がのちの世

イ吃のコンパットシェルに影響を与えているの

は明らかなので、ここではあえてコンパット

シェルとして分類する。

ちなみに有絢睦甲車=インセクターのデビ

ューは第3世代よりずっと早いが、類型的に

インセクターをこのカテゴリーに加えようと

する専門家もいる。

① 格闘型コ ンパットシェル :

これはアメリカンの単なる強化型であると

され、ほとんどの専門家は第3世代と して認

めていない。
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オリエンタル ・ タイフ~C S 

東都JCN TKS <オートサムライ〉

絡闘型は両脚が完全に廃され、かわりにコ

ンパットシェルが迅速に掛丘するための弼盆

なダッシュローラーが装備されている。

これは戦場に潜む飛行前のコンパットシェ

ル、着地したあとのコンパットシェルを掃討

するための、純然たる対コンパットシェル ・

コンパットシェルであり、その用途があまり

に限定的すぎるため、ほとんと穆脱を浴びず

に姿を消そうとしている。

しかし、こうしたアバンギャルドなモデル

の存在がなかったら、ガンドッグやポケット

タンクが世に登場することはなかっただろう。

① 霊コンパットシェル:

盤コンノてットシェルはコンパットシェルが

t寺っていたコンセプトから歴史上初めて脱却

した派生霊であるといえる。

コンセプト的にはアメリカン ・タイプの設



霊コンパッ トシェル

ハインガット 44G.J<ロングトム〉

4マ
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計をデフォルメしたようなものであり、系統

樹の中ではアメリカンからの進化と見なされ

ている。

激戦区アフリカの前線からの要求て閣発さ

れたコンパットシェルなので、アフリカン・

タイプと呼ばれることもある。

全長5-7mにも達し、操作はレバーやステ

ィック方式に変更されており、高機動運動は

不可能になった。人型戦車と呼んだ方がふさ

わしく、デサ'インは似ていても、もう別の兵

器である。

① ガンドッグ:

アメリカン、オリエンタルによく見られる

が、ブースターによる蹄守のかわりにダッシ

ュローラーによる高速走行を選んだコンパッ

トシェルも存在した。両脚がローラーと化し

た絡関型コンパットシェルも同じである。

この方法だと飛行時ほど戦力は跳ね上がら

ないが、安定した作戦を行なうことができる。

この戦術を有効に活用すべく開発されたのが

ガンドッグである。

機動性を績なわずに大きなペイロードを持

ち、武装/装甲ともに充実したガンドッグは

霊コンノ'¥.~トシェルよりはるかにコンノてット

シェルに近い兵器と言える。

④ ポケットタンク:

こちらはコンノふyトシェルのコンノfクトさ

を手本に誕生した機動兵器である。震コンパ

ットシェルがコンノてットシェルのシルエット

に戦車の4鮪Eを詰め込んだ兵器だとすれば、

ポケットタンクは戦車のボディにコンパット

シェルの機能を組み込んだ兵器といえる。

簡略動並みの高い踏破性、市街戦を想定し

た足まわり重視の戦い振りはまさにコンパッ

トシェルのそれを路襲している。
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ガンドッグ

グリフィスoR X-3200 (トップヘビー〉

5. 第41立-イtコンノ可ットシェル
(2150-) 

コンパットシェルはそのままの形なら、も

はや限界のところまでそのポテンシャルを発

揮している。しかし、コンパットシェルであ

るがゆえの数々の短所もそのスタイルを変え

ないかぎり、ずっと抱えていくことになるの

である。

コンパットシェル本来の櫛Eやコンセプト

を失うニとなく、短所を克服し、さらに有能

な兵器として生まれ変わらせようとする設計

陣の情熱はいくつかのスーパーウェポンを生

み出しつつある。

① 可変型コンパットシェル :

コンパットシェルの抱えている大きなウィ

ークポイン卜、高機動作動時間の短さ、戦場

までの輸送の問題をもっとも大げさで手聞の

. 



RJ変型コンパットシェル

トライクロンT5 H-Ol (マルクス〉

コンr(ットシェルモード

-・る‘:.. 
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可変型コンパットシェル

トライクロンTS H-Ol (マルクス〉

ホパータンクモード

。。

かかる方法て解決したのがこのシリーズであ

る。別なメカニックに変形することで上記の

問題をクリア、さらに高い戦創カを有し、別

な戦術をとることもできるようになったので

ある。

総創掛E強化ということで、系統的にはオ

リエンタルの後継にあたる。

① ドッキング型コンパットシェル :

こちらはウィークポイントをもっとも効率

のよい方法でクリアしたシリーズである。従

来のコンパットシェルを別なメカに搭載し、

いつでもスクランプルできるようにしたわけ

である。RAFTシステムの応用といってし

まえばそれまでだカミ実に有効に機能してい

る。

• 
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鎗載コンパットシェルはたいてい機体前部

に鎗餓されるため、 R欄1義甲の強化がなされ

ているし、操作のために腕腔内部を大きくと

る必要がある。このため、あくまで、 'シルエ

ット的にはアメリカンタイプの後継のように

見受けられる。

可変型コンパットシェルとドッキング型コ

ンノ~'!1トシェルは双鍍をなす第4世代だが、

一夜「サ歪ありて今後の発展が楽しみである.

① アクトポッド :

コンパットシェルは人型をしているため、

汎用性は高い。戦場のみならずあらゆる場所

で見るこ とができるが、やはりそれぞれ専門

化した任務をこなすにはより4鮪E化する必要

があるのだ。



ドッキング型コンパットシェル

エック'マンA800K(パラダインプラス〉

F 

アクトポッド

新犬神精機L111 (キューピット〉
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アクトポッドはインドア作戦に強化綴とし

て使用されているコンパットシェルの進化し

たメカであり、ボテ'ィ{ま様限まで小型化さオ1.-

高速/鯵粛機動と 3次元移動、非装甲目標の

一撃殺傷を最大目的にした忍者メカである。

縫裟型ヨーロピアンタイプの究極の姿ともい

えるだろう。

デザインや用途からもうコンパットシェル

とは呼べないカヘそのメカニズムはコンパッ

トシェル開発技術の流れをくむものであり、

より完全な形でのコンパットシェル ・メカニ

ズム工学とサイバー工学の結晶と呼べる。

6. 第5世イ吃コンノてットシェル

(21XX-) 
限定試作機のテストのみが始められている、

非実用問答の次世代のコンパットシェル。さ

まざまなコンセプトでの実験が繰り返されて

いるカヘ ここでひとつだけ紹介したい。

アーミーて事白羽されているサイバーリンク

システム利用の貌子タンクのように、指揮周

のコンパットシヱルにコマンダーが乗り込み

(アクトポッドが流用される可能性大)、 4-8

機までのAI搭載コンパットシェルを無線で

繰るというシステムだ。

無人コンパットシェルは弱い人間が乗って

いないため、ニれまでのコンパットシェルよ

り過騰な運動/戦術をニなすことができる。

また使用するコンパットシェルも用途別に

後方火力支援型、電子戦型、対空防御型、近

接突撃型など数重量とりそろえらオ1、これらが

1チームとして運用されることで、よりフレ

キシブルにさまざまな戦況に対応できるとの

ことである。

当面の問題l立第戴AIおよびチーム編成に

必凄な膨大な経費だろう。センシティブで臨

機応変な運動が要求されるコンパットシェル

は、ほかの兵器より (精神、肉体ともに)操縦
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者の細かい判断が必要と~れるメカニックで

あり、いかに優秀なAIか事善戦してあっても、

無人コンパットシェルカ、有人のそれに勝った

という記録はないのである。

/ 
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lESSON 3 
コンパットシエルのメカニズム[MECHANISMOF COMBAT-SHELL] 

コンパットシェルは数あるメカニックの中

でも特に異彩を放っている。人型であるがゆ

えの問題は少なくないが、それをクリアした

技術には従来のメカニック工学のほか、実に

多方面からの技術がフィードパックされてい

るのだ。

こニではコンパットシェルのメカニズムを

クローズして解説していこう。

l.動力
装甲強化服~第一世代のコンノてットシェル

は各関節に小型で高出力のモーターがいくつ

も仕込まれていた。背部に背負ったバッテリ

ーから電力を供給されて作動するもので、パ

ワーは人聞のそれとそう変わりなかったので

ある。当時の技術ではそれ(モータ.ーの小型化

と出力のバランス)がF艮界だったし、稼働時間

も現在のものより長〈取れ、装甲服としてみ

れば機能は十分だったのだ。

コンパットシェルカ現在のようにパワフル

になったのは、サイバー分野でケミカルリン

ゲル式の人工筋肉が発明されてからのことだ

った。もちろんコンパットシェルに使われて

いるものはそれ専用の大型人工筋肉システム

である。液をいつもフルパワーで反応させる

ので効率は惑いが、高出力が章働寺できる。

反応液の劣化が早いため、コンパットシェ

ルの連続稼働時間は短くなってしまったが、

いくつかのメリッ卜も生まれている。ひとつ

は、フルパワー稼働によって各部に内蔵され

る筋肉シリンダーの本数が少なくてすむとい

うこと。これはコンパットシェルの{尉高格化

に→.~寅っている。 また、質の落ちた液カ清

流入することがないため、人工筋肉そのもの

のの寿命も長いのである。

リンゲル液を全身に送るメカニズムはコン

パットシェルの背部に置かれている。このタ

ンクとポンプは人間で言えゆ心臓にあたる部
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分で、ここカ噛i壊されると、コンパットシェ

ルはただちに停止してしまうのだ。このシス

テムは背部の大部分を占めてしまっているの

で、装甲も薄〈、さらに背部にはブースター

のロケット燃料タンクなども存在するため、

コンパットシェルのいちばんの急'.PJTは背部と

いうことになるだろう。

2.飛行とブースター

コンパットシェルは飛行に向いたフォルム

をしていない。実際には直線飛行中の、目標

を機切るわずかの問に決着をつけなくてはな

らないのである。飛行ブースターが巨大な推

力を持っている(3秒以内にコンパットシエル

を想定最大速度まて加速させることができる)

のはこのためで、単純な軌跡を敵に読まれや

すい分、速く鮒守させて反聖書のチャンスを与

えないようにしているのだ。

最近では、摘守中の姿努を安定させるヱア

ロノfーツが発表されているし、手倹れたパイ

ロットならば腕脚をうまく使ったりすること

で、かなり自由な運動か可能である。しかし、

コンパットシェルには死に直結する大問題が

まだ残されている。

ロケットブースターのノズルはフレキシプ

ルジョイントで、会方向に噴射角を変えるこ

とができる。飛行中に進行方向と違う方に噴

射をかければ、ベクトル式に瞬間方向転換/

瞬間進路転換か可能なのだが、この時生じる

強烈なGはパイロットに致命的なダメージを

与える可書針金があるのだ。

たいていのコンパットシェルの頭に当たる

部分が、胴体にのめり込んだ絡好になってい

たり、頭そのものがない理由がこれである。

Gによって頭部分がちぎれ飛ぶのを避けるた

めの設計である。また、句宛脚はしかたないに

しても)爆風を受けたときなどでもこの部位が

ちぎれ飛ぶことはないだろう。



3.ザックの換装
コンパットシェルのロケットブースターは

ユニット化されており、ほかの用途のザック

に換装することカ句能である。この機Eはコ

ンパットシェルをよりフレキシブルな戦術兵

器として完成させる一因となっており、ホパ

ーユニッ卜やダッシュローラーユニット、大

口径砲の発射/給弾ユニット、 ECMザック

などが用意されている。作戦にあったザック

を使用するのカ望ましいだろう。

また、戦闘中、燃料切れや紋銭によって使

い物にならなくなったザックは、コクピッ卜

からの操作で簡単に脱落させることができる。

霊たいサ'ックを排除したコンパットシェルは

機体総重量が軍事威し、後の戦闘か有利になる

はずだ。

4.マニピュレーター
マニピュレーターは主に手持ち武器を保持

し、広い射界の確保/あらゆる姿勢力、らの射

聖書を可能にする装備で、金属またはより軽い

10} 

樹脂系材料でつくられ、機関部への塵の侵入

を防ぐラパーなどがコートされている。

本来は格錦戦用のものでないため、パワー

は必婆最小限(とはいっても人間よりははるか

にパワフルだが)しか付与されていなし、。銃器

射怒という用途から、マニピュレーターは精

密部品であり、あまりに高い出カを付与する

と、そのカによってマニュピレーター自身が

破損する恐れがあるためである。

コンパットシェルは装甲強化ß~時代から、

人間の使用する武器をそのまま流用すること

を前提に設計されてきたため、装備するマニ

ピュレーターは本体に比べて、小振りだ。最

近ではより大型のコンパットシェル等用兵器

を保持するためのマニピュレータ一、格鴎専

用のマニピュレーターなど何程類かのオプシ

ョンマニピュレーターも発表されている。

5.足まわり
足まわりは大きなボディを支えるため、ま

たブースタ→吏用後の務地のバランスを保ち、

ショックを和らげるため、割りと大振りであ

3・
〉・

F 



る。剥悔や輸事附ウレタンやラパーて包まれ

ているが、これは数回の戦闘や作業によって

すぐ痛んでしまう。この保護材は単なる飾り

にすぎない。過酷な戦場で戦うことの多いコ

ン1'¥ットシヱJレとそσνfイロッ トにとって、

多少の種躍の有無など些事にすぎないのだろ

ヲ。

6.ハードポイント
コンノTットシェルは、ほかのメカニックに

比べてコンパクトな造りであり、また新T時

をはじめとする機動行動時のモーメントに気

を使わなくてはいけない。このため、コンパ

ットシェルは兵器や袋備の洛般については大

きな制限を受けることになる。

この問題を解決すベ〈、考案されたのがハ

ードポイン 卜である。ハードポイントはモデ

ルごとに決定されてふるボディへの兵装取り

つけ可能個所のことで、その部分には金属の

蓋がしてあるのがわかるだろう。蓋を開けれ

ば中には取りつけラッチと電装系のプラグジ

ャックがあるはずだ。ユーザーはハードポイ
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ントを利用して、めいめいの好みに応じた/

作戦に適した兵装を搭載していくことになる。

ハードポイントに取りつけた兵装はいつ

でもコクピットからの操作で脱落8せること

ができる。ザックと同線、使い終わった兵器

を捨てて身軽になってから掃討戦に入るのも

ひとつの戦術だ。

なお、機体データを無視した兵器の取りつ

けを行なうと、コンパットシェルはカタログ

どおりの能力を発揮しないばかりか、故障や

深刻な事故を引き起こす危険にさらされるこ

とになるだろう。

7.機体搭載センサー
コンパッ トシェルは完全に閉鎖されたコク

ピット内から操作を行なうため、視界はモニ

ターカメラによって確保されることになる。

メインカメラは頭部に存在するが、そのほか

全身にも補助モニター/センサーが散在して

いる。

メインカメラをはじめとする頭部分のメイ

ンセンサ一類は、ある手呈度ならペリスコープ

のように伸ばしたりして使用することも可能

である。

→宣に標準装備されているセンサーや機材

はモニターカメラのほか、 NBC検出計、風

力・風向計、高度計、圧力計、遊詩十(表面温

度検出計)、平衡コンパス、飛行サポート用の

簡素なジャイロなどである。これらのほとん

どはサイバーテック系センサーであり、 コン

パクトにまとめられている(さらにどれもが安

価である)。

8. コクピット
パイロットはコンパッ トシェルの太腿湖効、

ら上に収まっている。房備の広さの関係から

腕部には人間の腕は入っていないことが多い

ようt:，。



内部は柔らかいスポンジ繁材で、気密/耐

Gを考慮されたっくりになっているが、無理

な機動を行なった樹俸はフレームカ宝み、気

密は保たれなくなる(地上て1受用する分には問

題はない)。

パイロットはコクピット内て全身を使って

コンパットシェルを操作する。そのパワー限

界はモデルごとに人体に無理がかからない範

囲で設定されているが、リミッターが穣れた

り、無意識のうちに関節に無理がかかる運動

をしたときは、関節パーツカ苛防員したり、ひ

どいときにはパイロットが脱臼/骨折したり

することもある。

内部の照明はなく、パイロットの網膜には

外部カメラ0蛾像や戦凋に必凄なデータ(とい

っても基:<$:的なものだけ)などが直接投影され

るしくみである。網膜糊悦外の光景のすべ

てを確実に見ることのできる(無理やり見せら

れる)便利な機能だが、高速で空中に舞い上が

り、銃火をかいくぐるのはやはり恐怖以外の

何物でもないだろう。

コンパットシェルのパイロッ 卜は例外なく、

上記のように大変な肉体的 ・精神的負担を負

う。そのため、中古で売られているコンパッ
とし ゃぶつ

トシェルのコクピットには府〉においや吐潟物

のしみや香りがサービスされているのが当り

前とされている。
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9. コンノてットシエlレの操縦と

センサースーツ
コンパットシェルの関節部なと・にはセンサ

ーユニットが埋め込まれており、センサース

ーツに対応している。とくにマニュピレータ

のセンサーは親指、人差指、それ以外の指(残

り3本の指は同時に動き、中指の運動に追従

する)の3穣類のセンサーに分けられ、物をつ

かんだり、銃のトリガーを51いたりするのに

使われる。手持ち武器以外の兵装の操作など

は両手の薬指、小指を使い、センサーや通信

機操作モード変更などコンパットシェル本

体にかかわる操作はあごで首の前のボタンを

操作するか音声入力で行なわれている。兵装

が増えたときは、指のスイッチを増設したり、

チューブ型のスイッチを口腔内にくわえて、

舌先や歯などて操作することになる。

パイロットの浴用するセンサースーツの素

材には簿い素材抗墾ばれているカ三郎子、保

温効果は絶大で、耐G機能をも備えている。

コンノてッ トシエJレのノてイロ ッ卜は犠剣本カ、ら出

ると丸腰になるのカ悩みの種だろう。現湯か

らの要求に答え、最近ではコクピットまわり

を大きくとったモデルも発表されているとい

ヲ。



メカニクス

メカニックは、MHワールドのフレーパーとして欠か

せない要素に違いない。移動手段として、また戦

闘手段としてもメカニックは有効に働〈アイテムであ

る。ここでは、戦士が命を預けるに値するパワフル、

あるいはシャープな戦闘メカニックにスポットを当て

ていこう。
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lESSON 1 
歴史でみる戦争のあり方と兵器[THEEVOLUTION OF WARFARE & WEAPONRY] 

戦闘メカニックは元来、戦場からの要求に

よって開発され、進化してきた。各メカニッ

クについて諮る前に、 22世紀現代までの戦場

の歴史を見つめてみよう。

1. 20世紀初頭~20世紀中盤
第l次世界大戦において、飛行機や戦車な

どの戦術兵器が活躍するようになり、 2次大

戦からはそれら兵器が攻聖書の主力となった。

この時代は現代戦の幕開けともいえるだろ

う。守備型兵力が要地に配され、じわじわと

戦線を拡大していくという寸互倒な戦争の型

は時代i皐れなものとなり、さまさfまな戦絡/

戦術が考案/繁行された時代ともいえる。

19世紀までは歩兵や砲兵て官約也をつくり、

あとは機動戦力としてせいぜい騎兵が投入さ

れていた。いわは面(2次元)を守り、面を攻

める戦略である。

20世紀の中豊富には、戦闘車両て賞牌を一直

線に突破(1次元)する電撃戦や上空から航空

機を投入しての作戦(3次元)がごく当り前の

ものとなってきた。また、投入される兵器の

質や量、使い方なども各国それぞれのやり方

て吟味されるようになった。

「ポテンシャルの高い兵器を大量に投入すれ

ば、戦争には勝てるJ

これは王室想論であって、現実的ではない。

実際には、要1也に過不足ないだけの有効な戦

力を配置し、適切な戦略/戦術を遂行しなけ

ればならないのである。

それまでのやり方が真実でないことは、1960

年内ス降の各地の紛争で明らかにされはじめ

ていた(ベトナム戦争などカ靖名)。

2. 20世紀中継~20世紀後半
核兵器とそれをもとに立てられた戦絡がき

っかけとなって、世界大戦という概念は研究

家の頭から消失した。が、そこに至るほんの
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一時期、まかり通る核兵緩至上主義思想、によ

って、戦術兵器群はわき役に成り下がってし

まった時がある。

ニの時代には、核ミサイルを常時搭載し、

いつでもそれが使用可能であることをアピー

ルする、 「戦場を持たないJ兵器が多く登場し

た。ICBMのほか、長蹄鯨務機/潜水艦/

艦艇、高度な電子機緩や偵察衛星など、核戦

略のパックアップを行なうシステムがそれで

ある。

だが、従わない敵に最終兵器て脅しをかけ

るというやり方はすぐに通用しなくなってい

った。いくつかの大国が核を保有する時代で

ある。片方が最終手段を行使すれば、敵対す

る相手も同じ手段を取り、世界は滅亡してし

まうのだ。

戦場も変遷してきていた。大戦争が発生し

ないかわり、局地戦/小規模戦が頻発するよ

うになる。中小国をまとめていた列強は次第

に力を失い、中小留はそれぞれが独自の路線

を進みはじめた。

もはやニの時代の戦争は、対等な力どうし

のぶつかりあいではなく、侵略者と抵抗者の

抗争であった。

そういう戦場においてはゲリラ戦が中心と

なる。高性能兵器より劣悪な環境下で確実に

作動する道具に軍配があがり、優秀な指探宮

より土地に詳しく士気の高い兵士が必要とさ

れてきたのである。

新兵器を開発するのは高い技術や資本を有

する大国であるが、彼らもこういった状況に

過したものを投入するしかなかった。ゲリラ

約な戦;術を追求したようなステルス兵器は顕

著な例だろう。そして、苦しくなってきた財

政を支えるために考案されたハイ&ロー・ミ

ックス思想、も満足できる成果をあげた。

いわゆる、ミサイル類に代表される知能兵

器の研究も進んではいたし、各種エネルギー



兵器も研究段階を脱してはいたが、高すぎる

コストや運用上の問題などて湾格的な実戦投

入はなされなかった。それらは次の世紀に一

般化するようになる。

3. 21世紀-22世紀

20世紀には固まぐる しいほどの速さて牧術

革新/戦賂思想、転換が行なわれたが、この100

年間は前世紀の試行錯誤カマE開いた時代であ

る。研究が進められていた多くの科学技術が

円熟し、(悲しむべきことだが)それらの多く

は兵器そのもの、あるいは新兵器実用化の重

要な要素として利用された。

20世紀から続く各地の紛争Ij:j激化の一途を

たどり、周囲に次々と飛火し、各国は争いあ

った。大国はもはや存在せず、まるで戦国時

代の様相である。

世界にはいくつか火薬康と言われるポイン

トがあったが、それらを皮切りに、民族思想、

元大国のエゴ、陰で糸をヲ1<巨大企業体、そ

れらすべてがことごとくぶつかり、混戦は極

まっTこ。

ひとつの紛争に長くかまけて疲弊すると、

ほかの勢力につけ狙われるため、短期決戦の

気風か宮廷し始めた。限定地主車内でとにかく

短期に最大限の効果をあげるべく、あまたの

特殊戦闘部隊カ〈編成され、 アグレッシプな兵

器一実にユニークな形態の兵器/新機軸を盛

り込んだ兵器か努枕1ては消えを繰り返すのだ。

BC兵器も瀕繁に使用され、地球は荒廃し

た。

ちなみに21世紀中盤に放射能吸収細菌が発

見されているカえこれは通常兵器のニーズを

高める大きな原因となった。

地上/~/ゑどこにおいても戦力の素早

い展開と、作戦の静粛/俊樹生は重要視され

たため、機動性は最優先された。また、どこ

の勢力も財政は豊かでなく、オールマイティ
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な兵器の量産より、局地獄色の強い兵器を必

要なだけ少数生産するという傾向が強かった。

この世界紛争は、 21世紀末-22世紀初頭の

カタストロフまで、延々と続く。

4. 22世紀序盤

各地て噺行政機構カ宥建され、メガ=シテ

ィ時代に入るまでは、戦争の方向性は設にと

っても同じになった。つまりは生き残ること

である。

指探系統は消失し、戦争は中断されたが、

生き残りを賭けて小規模な戦いがしばしば発

生した。

この時代に要求されたメカニックは、過酷

な自然や外微から確実に身を守ることができ、

メンテナンス/術充/操作か専門家でなくて

も楽にできるものだ。

条件を満たせない航空機などのメカニック

はすぐに放棄された。海軍が崩壊した後、艦

船の剰且員は海賊になるか、どこかの臨也を

見つけて船から降りた。戦車や装甲車、パワ

ードスーツなどは少人数て世間できるため、

重宝されたという。

パベル期においては、科学技術開発は一時

ストップし、新兵器も現れはしなかったが、

本来別の用途で開発された兵器がほかへ転用

されるという試みは多くなされ、いくつかは

成功を収めている。パワードスーツがコンパ

ットシェルに進化したのは有名だし、 RAF

Tのような安価なマルチメカニックの流れも

このころに定潜した。

5.現代(22世紀中盤)

政治樹制企業に取って代わられた世界で

ある。

この時代地Eまでの戦争は完全にコントロ

ールされているわけではないにせよ、より意

図的に開始され、裏取り引きによって終結す



る傾向がある。

企鎌にとって、戦争は商売の一環であり、

兵器は軍要な商品なのだ。長引いて偏る戦争

もあれは短期に終えて儲る戦争もある。戦

争の直接の当事者が企業どうしでなL喝合も、

兵畿を提供するのは企業であり、ニーズと目

的にあわせたものが備書されるというイ揃み

だ.

戦略，恩想(J)基窓{刻、ぜりあいであり、大戦

争へ発展することはほとんどない。戦争のあ

り方としては、 20世紀後半から逮綿と続いて

いる各地の紛争を継続しているにすぎないだ

ろう。

また、低強度紛争(LI C)も常時発生して

いる。テロと見まごうほどの小型の闘争は企

撲の計画する紛争とは別の次元て手性するカt

概念よは戦争のー穫としてとらえられ、適切

な対応か望まれている。

この時代の用兵思想、は21世紀のそれを継承

しており、ほとんどの戦翻メカニックはまず

機動性が劃憂先され、次に攻撃能力やコスト

パフォーマンスが蜜視された設計がなされて

いる。

また、航空機/経船はそのニーズが普より

動下車したため、技術的に大幅なプレイクスル

ーはここしばらく行なわれていないし、兵器

生産鑑自体もごくわずかである。その種のメ

カニックは開発/生産/メンテナンスに莫大

な経費がかかるというのも理由のひとつだ.

これに比して、池上メカニック部門では斬新

な民みがいくつもなされている。

そして、戦渇は現在では軌道上/宇宙に移

行しており、地球ょの戦争のl:tではないほど

に企織は力を注いでいるという。激しいスペ

ースコロニー争奪戦や、月や火星から運ばれ

る賓Dlな資源を巡る戦いは、また遺った戦争

のあり方を示q愛するだろう。

決
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lESSON 2 
各メカニツクの発達史と現状[THEEVOLUTION OF VARIOUS WEAPON] 

メカニックはその時代ごとの用兵思想、や風

潮〆流行、技術力や也剤金など、さまぎまな

ファクターによって大きく姿を変えてきてい

る。こニでは、それらを分類し、現在の姿に

まで進化した過程を追う。

1.航空機
飛行メカニックは、大きく固定契機とへり

に分けられる。

ほかに過去の戦場てったきな役割を果たした

飛行兵器として鮒守紛があるが、 2Z世紀の戦

場では姿を消している。もっとも、それも成

層圏鮒守船HALROPに形を変え、弱l道か

ら地上を爆聖書する戦賂兵著書として少数、生き

残ってはいる。

戦闘周航空機の開発技術上の大きな技術革

新としては、112ページの図のような項目があ

げられるが、何といっても航空機の実用化そ

のものに勝る事件はあるまい。それほどまで

に飛行メカニックというのは強力な兵器なの

だ。

当初は戦場偵察や長距書簡包の着弾義務則に利

期されていた航空機も、地上攻聖書にその窓領

を発揮するようになった。誘導ミサイルや大

口径機関lia強力なレーザー砲を装備し、そ

の目標も戦車のみ、歩兵だけを狙うもの、対

艦あるいは対潜水緩を専門とするモデルまで

現れた。それらはいわゆる戦術機であり、各

種攻撃機へリ、コイン償価なプロペラ固定

契機)などに穣別できる。

対地攻繋は航空メカニックに一委に諜せら

れる使命であり、 22世紀においても使用され

る。中でもへりは絶大な評価を受けており、

しばしは噂織で見かけるだろう。

爆撃機はより広域に戦場を僻庇できる兵器

であり、またかつては巡航ミサイルを搭載し

て戦略兵器としても活躍したが、現在ではほ

とんと漂色滅している。織訟縁書産が必要な戦場

IIO 

は池上にすでになく、戦賂兵器もより高性能

なものがあるためだ。

糊械も数は少ない。空中戦闘はごく限ら

れた戦場でしか発生しないし、攻聖書機に空戦

機能を負わせた方がリーズナブルだからだ。

21世紀中庸までには高機動/霊武装の重糊号

機カ4登場したカミ今では使用されていない。

現在ではコストダウンした単座のVTOL高

機動機がよく見られる。ステルス技術/電子

戦が極度に発達した戦場では、各種誘導兵器

は役立たずと化し、激しいドッグファイトが

主流となっている。

今日では空からの偵察や探知は軌道上の衛

星に→壬されており、その類の機体は姿を消

しているが、軌道まで昇って衛星を攻繁する

亜樹己主安文書喜機は21世紀に多〈造られた。また

宇宙では、対鑑攻聖書や敵戦勝機との戦闘を行

なう宇宙戦間機の開発もめぎましい。

ちなみにへリは対地攻聖書のほか、へリボー

ン作戦でも有効に働く。武装した兵員を戦場

へ降ろし、援護を行なうのだ。空の装甲車と

も言えるだろう。同じ目的て閣発された機体

に固定翼大型機-ーガンシップがあるが、へ

リほと清名ではないようだ。

2.艦船

艦船はシーレーン防衛力漸進上からでも可

能になったこの時代、そしてシティにとって

より切実な交通路/戦場が宇宙へ移ったこと

により、普ほど重要視されていない分野の兵

器である。

21世紀には世界中の海軍は犬活躍したし、

大きな去を術革新もいくつかなされている。艦

隊と軌道衛星との完全なりンクによって、よ

り正確な作戦/糊自衛星と逮勤した作戦が可

能になったし、各穣エネルギー兵器の導入、

超電謝雀進によって得られた静粛/高速性も

特筆すべき点だろう。



艦に搭載される各種の兵装は技術革新のた

びに旧式化して、その換装は頭の痛い問題だ

ったが、これも兵装をユニット化することで

解決がなされた。

〈フリー卜ネット〉システムは、サイバーリン

クシステムをより大規模にしたもので、旗艦

の司令官がAIのサポー卜を受けた上でl個
鑑隊すべての家援を可能にした。これは人口

が混信成した22世紀に実用化された新機軸で、

深刻な乗組員不足はある程度解消された。

また、最近では、究極の防空/近~e都文書喜

システムとして強力なXレイ・レーザー発銀

装置が導入されつつある。艦を目指して飛来

するミサイルの回路を破壊するというもので、

敵艦に向けて照射すれば、乗員や電子機器類

も制旺することができる。

さて、艦船はだいたいそのサイズによって

用途が決定されることが多い。鑑隊に属する

艦はそれぞれの任務を受け持っているわけだ

が、その中心に位置していた大型艦はE見在で

はその役割を失ってしまった。

搭載される兵器が洗練され、コンパク卜化

されたことで、近代の鐙は本来より 1ランク

高い戦闘能力を有するようになったのである。

20世紀後半からこの傾向は顕著で、以後は巡

洋経が成総として就任している。

空母は航空機を発着させるという役割があ

るが、これもV/STOL機の発達/性能向

上によって、より運用しやすい経空母にとっ

て代わられた。

22世紀の戦闘艦は小型ながら搭載兵装は強

力で、対空/対潜/対緩など単機能緩が集ま

って艦隊を構成している。艦数自体は少ない

ので問題はあるのだが、任務によって兵装は

短期間て検装できるため、上層部は楽観視し

ている。

このほか、新たに出王見したのがホパークラ

フトとハイドロジェット (水中戦闘機)である。
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これらは水上機動戦力として有能だが、航続

距離は短いため専用の母艦があわせて開発さ

れた。

動比鑑の分野では機動潜水縫というモデル

が登場した。単独で行動する潜水艦に多くの

戦闘機能力主付加されたもので、ハイドロジェ

ットや水中戦用コンパットシェルまでもが発

着できるという。

3.地上メカニック

地上における戦闘メカは、いつも戦争の主

役としてなくてはならないものである。

歩兵/戦車/支援砲類という 3極の兵科は

少しずつ形を変えて22世紀にも存在している。

ただ、戦争の回数は多くとも、その規模は縮

小される傾向にあり、また戦争の当事者が留

から企業へ、軍隊から傭兵なと'へ移ったこの

時代では、より運用しやすい戦争の道具が好

まれている。

地上兵器部門におけるこれまでのプレイク

スルーとしては、陸上総やパワードースーツ

など附性のものと、 IFVや高速軽戦闘車に

代表される柔性なものに分けられる。強化/

大型化と機動性向上、両面から兵器は拓遣し

続けているのだ。

期11染みの深い各メカニック体系については、

個別に項を設けて見ていくことにする。

① 戦車

戦車は20世紀の普から、戦場の要として存

在していたが、最近では急速に数を減らして

いる。天敵であるへリやCSの存在も見逃せ

ないが、何よりコストに見合うだけの戦果が

あげられなくなってきているからだ。

重戦車や中戦車は機動性は劣るものの、い

まだに装甲厚/浴鍛兵装の函では競合するlま

かのメカニックを淡駕している。だから、よ

り重厚なモデルはまた?行場で主主計封1ること
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t主術2同庁、メカ穂別ともに 4世代のカテゴリーに分けてある.カテゴリー lは第2次世界大戦以

前ごろまで、 2 は20世紀後半まで、 3 は21~22世紀、そして d は22世紀現代に一般化/実用化さ

れたものである.

〈地 上異器〉
技術革新:

1 . 2. 
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高速軽戦倒率 コンパットシヱル

各穏エネルギー兵器 陸上経
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各メカニックの発達
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《航空機〉
銭術革新:

プロペラ

2. 
鑑械化.E C M 
ロケット/ジェット

V /S T 0 L 
ホーミングミサイル

各メカニックの発達

偵察任務機 I.超高度偵察機

浴弾観測俄・」

戦倒機 高機動機

対地攻聖書機 i .戦闘爆撃機

ト+コイン被

」φ対潜攻撃機

線電喜機ー一一四時巡航ミサイル発射後

紛送機 巴 強襲機
巨人機

3. 
ステルス

レーザー

祭人化

水紫ジヱツト

巴 軍戦闘機
亙軌滋攻望書担金

ヘリコプター 総送強襲へリ

対i也攻奇書へリ

対戦車へリ

対潜へリ

4. 
サイバーリンク

宇宙戦闘俄

空中空母

飛行総 HALROP(軌道燥穆機/軌道偵察機)

《艦船〉
銭術革新:

潜水車監

魚雷

2. 
核エンジン

空母

対絃ミサイル

各メカニックの発達

戦経 ー....， r-打怒巡洋鐙

巡洋経....1 L..イージス態

駆逐鑑.フリゲート，コルベット

安母

縫空母/へリ空母

潜水産量 攻撃治水鐙

水盤鑓 巳 ガンポー ト

強Mホパークラフト

裕送車監

3. 
軌道リンク

兵裟ユニット化

大火力ビーム

超f霊話事後進

4. 
フリートネット

種別総化(対空/対潜/対艦)

戦関空母

機動潜水鑑

戦I!~ホパークラフト

ノ、イドロジェット

ホバー空母
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だろう。

較戦車は適度な機動性と装甲/兵装とコス

トパフォーマンスを買われ、21世紀代に各地

でもっとも滋繁に投入されたメカニックであ

った。しかし、いまやその地位を、戦闘メカ

として洗練された装甲車とホパータンクに奪

われ、絶滅寸前である。

~挺戦車をはじめとする中途半端なメカニ

ックも、それに代わるアグレッシブなほかの

多くのメカに取って代わられ、生産も使用も

されていない。

① 自走砲など

後方から火力支援を行なう信1m:兵器も、戦

闘システムの一環として必要である。沿岸部

なら砲艦が、使える状況ならば爆耳障機/攻費量

機/戦闘へリ/対地攻繋衛星が、でなければ

自走砲や自走対1也ミサイルなどがその任にっ

しこれらの中でもっともローコストなのが

自走砲である。

装甲車

トヨオカCBV-l019(クーゲルブリッツ〉

警弐三〉

. 

. . 
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必要であり代わりがない兵器は滅びない。

地味なメカニックである自走砲類は戦車と同

じく普からほとんど姿を変えずに生き残って

いる。ただ、かつてのように自走砲そのもの

という車体は現在はほとんどない。MADシス

テムの戦車や装甲車のベースに砲やランチャ

ーを搭載してあることが多いのである。ちな

みに、自走対空砲も同じように逮用されてい

る。

また、最近の風潮としてバトルトレーラー

という霊武装トラックも後方支援砲として使

われているようだ。

① 裟甲車

ニニでは装甲車をかなり広義にとらえてみ

る。兵装を搭載し、戦車に次ぐ装甲をまとい、'

より機軍触の高い大型装軌またはホノT一車両、

それらすべては装甲主主である。ホパータンク

や野戦ワゴン、そのほかの同じクラスの戦闘

車両はすべて装甲車から、枝分かれ/進化し



たメカニックだろう。

装甲車は繁E月期には偵察車両としてよく運

用されたが、のちに兵員を戦湯まて輸送する

トラックとして位鐙づけられる。それから、

さらに発展して兵員を輸送しつつ戦闘を行な

うようになり、兵装の軽量化と機動性霊視思

想に乗って、ついに戦場の主役となったので

ある。戦地での多くのニーズに対応できるこ

の種のメカは、MADシステムの導入によって

さらに便利な乗り物となった。

防御の面では相対的に戦車にはかなわない

が、現代の兵器はあまりに強力なのだ。AT

Mやビームを食らえば、戦車であっても装甲

車であっても結果は同じだし、対戦車兵器の

火力をはね返すだけの装甲を持っていれば十

分ということになる。

装甲車そのものは22世紀代になってから軽

戦車の後がまに座った。近年では戦闘メカと

してもっとシャープなホパータンクに早くも

その地位を奪われつつあるが、それでもその

高速軽戦闘車

GAZ 88A (ラタ〉
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用途の広dでもってこれからも戦場に居座り

続けるだろう。

野戦ワゴンやその仲間である LAAV、C

SCVなどは小型の多用途兵員輸送車で、装

甲車ほどの大げさなメカを必要としな~V、ン

ターチームや傭兵グループに歓迎される準戦

闘車両だ。こういったバリエーションはこれ

からも縫えるに違いない。

ホパータンクは言うまでもなく現代の主力

戦闘車両である。機動性だけを考えて投入さ

れたバイクやパギーなどの軽車両をも上回る

足まわりを有し、さらに装甲や兵装にも余裕

があって、まさに無敵と言える。今の所、ホ

パータンクを追い落とすような兵器の登場は

考えられない。

④ 高瀞主戦闘車

戦闘バイクの仲間(一輪モノ/三輪トライタ)

と複座または四座式の戦闘パギ一、単座また

は複座の戦闘ホパークラフトなどがここに入



る.大.に職鵬て税調されたことがあるの

は、これらのうち戦闘バイクだけである.

21世紀中悠の欧州での紛争では、各地の軍

閥カ噌関バイク笥臓をもって電掌約な都市制

圧をせしめていたものだ。軽量かつ強力な武

装をさせて大量に投入すれば、 戦車隊でさえ

かなわなかったという。

この穫のメカは高機副主とローコストを跨

る反面、有人兵器としては脆弱すぎ、都市鶴

や平野部以外の地形には投入しにくいという

弱点も持つ。それでも、投入するタイミング

や作戦では最大の効果を挙げることができる

だろう.

アーミーでは結局これらのタイプのメカを

生かすことはできなかったが、22世紀におい

てl排出見窓である傭兵やノ、ンターか羽織の

主役である.事査糊号車は彼らカ、ら高い支持を

受けており、姿を消すことはしばらくない。

シリーズもさらなる発展を遂げるだろう.

戦闘バイクσ〉一種としてホパ一式のホパイ

有腕戦闘奪

回マノフHMV(シュトルモピク〉

II6 

クがリリースされ、同じように戦闘パギーの

進化した形としては戦闘ホパークラフトがあ

る。戦闘ホパークラフトは、全般に{酎面格/

高性能で、事王戦闘車の中でももっとも将来を

期待されている。

@ 有倒戦闘車(インセクター)

ゲリラ戦に対応する本格的な全地形対応型

機動兵器は21世紀後半になってから、開発/

実用化カ守省筆された。

インセクターは実はもともとは土木/農業

用のメカニックで、車両が侵入できないほど

の荒地を開発するための機械だった。徹底し

た南下政策をとるロシア軍部はインセクター

の能力に目をつけ、ジャングル/加島句模/

都市等で高機動性を有する対ゲリラ戦専用A

FVに改修したのである。インセクターその

ものは以後ほとんど大幅なモデルチェンジが

なされていないが、それを目標にした同コン

セプトの有償職翻メカは多〈現出した。



モピルマスターはインセクターとまったく

異なるメカニズムだが、同スペックを有する。

機悲鳴レfテントを独占するインセクターの発売

元に何とか対抗した例だが、テ'ビューは2120

年代だ。

ガンドッグも有関職勝機だが、どちらかと

いうとコンパットシェルから受けた第響力f強

〈、次項に分類されている。

⑥ 高機動戦闘ポッド

コンパットシェルとその仲間についての詳

しい解説は~IJセクションに譲るが、この穣の

メカニックは、21-22世紀に大発展を遂げた。

コンパットシェルはパワードスーツの後継

メカニックと思われがちだがそれは誤解で、

飛行ブースターやその他機動ユニットが鎗鍛

され始めた時点で、兵器としてのコンセプト

は装甲服から大きく外れた物となった。むし

ろ、インセクターのような高機動AFVの存

在がなければ、コンパットシェルのアイデア

も考案されなかっただろう。

コンパットシェルの直系の後継メカはアク

トポッドのみであり、 HCSやTCS、CS-

RAFTなどはほかの兵器体系/技術とクロ

スオーバーした派生機である。

ポケットタンクはコンノTッ卜シェルのコン

セプトをそのままに継承した市街戦専用機動

ポッドだ。複座型の極小タンクであり、高機

動/霊武装/中程度の装甲を備える。その設

計ノウハウは、インセクターからも多大な影

響を受けている。

ガンドッグはオープンフィールドを主戦場

に想定したうえで、高い有望地走破性を付加

された烏脚型戦闘ポッドである。丈夫な鳥脚

と巨大なオフロードローラー、両方の使用が

常時~療に応じて切り替えられるのが魅力だ。

高機動戦闘ポッドの仲間は20世紀代のメカ

にはみられないユニークなシルエットを持つ
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ものが多く、また、どれも局地戦色がきわめ

て強い。局地戦色が強いということは、特定

の場所ではほかの兵器に長じるが、運用を間

違えると手ひどいf員害を受けることになりか

ねないということでもある。アーミーには必

ず戦闘ポッドを有する部隊があるが、特殊部

隊というか、主力部鰍とはなりえていない。

戦闘ポッドのもうひとつの特徴と して、平

均して安価という点、があげられるが、これは

ー骨財布場での強力なアピーJレとなっている。

とくに備われ兵などは自身で戦場をi献でき

ることもあり、こうした局地戦兵器を好んで

使用するようだ。

① 装甲/倍カ服

いわゆるパワードスーツがそれである。た

だし、パワードスーツそのものは22世紀現代

ではすでに車修成した兵器だ。

強固な装甲と強化された筋力一つまりサパ

イパリティを向上させた重い歩兵は、一時は

もてはやされたが、鈍重さはいかんともしが

たいものとされ、やがてふたつの流れに別た

れることとなる。



ひとつは、強化歩兵を自覚したコンパッ トシ

ェル。これは今では独立した兵器体系を完成

させている。

もうひとつが、パワードスーツをサイバー

系技術でシェイプアップし、外骨絡サイバー

といえるところまてづ先練したオートプロテク

ターだ。オートプロテクターがパワードスー

ツの真の後継者といえるだろう。小銃弾を防

ぐ程度のパッチワークアーマー(その素材も鋼

鉄でなく強化車齢世系である。「潜る」感覚によ

り近い)、サイバー筋肉筒やサイパ」センサー

を流用した便利で手軽な、そして強化歩兵と

して十分な装備が完成されたのである。

⑥ サイボーグ

サイボーグも戦臆機械として分類可能だ。

位置づけとしてはやはり歩兵、それも極限ま

で強化された歩兵部隊ということになる。ニ

ュアンスとしては一般歩兵がオートプロテク

ターを装備するとすれば、エリート歩兵は高

機能サイボーグで編成される、ということだ。

そもそも、サイボーグ実用化の始まりは民

生医療用パーツとしてだった。現在のような

rサイボーグ戦胸部隊』の設立/運用は2120年

代メガ=シティカ溜設され、シティ聞の紛

争が始まってからだが、それ以前にも戦場で

は肉体欠領個所をサイノfーイヒした類の、いわ

ゆるハーフポーグはよく見られた(むろん、サ

イバーがまだ一般に認められなかった21世紀

代に、様秘で戦闘目的のサイボーグ部隊が投

入されたということも想定できるが、それは

公的に証明されていない)。

人造の身体は戦場では生身のそれより4鮪E
的にはたらくことも多〈、生き残る確率も高

かった。だから、各地のアーミーは術成メン

バーが生身より優秀なサイポーグボディを持

つことを条件としたエリート部隊を設け始め

たのである。特殊部隊のサイポーグは、仕様
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を同じくする、その部隊専用に開発された高

性能ボディであることが多い。こうした戦闘

専門のサイボーグはフルボーグとも言われる。

ハーフボーグ~フルボーグへと進化してき

た戦場におけるサイポーグたちだが、最近で

はそのバリエーションとしていくつかの新モ

デルも現れ始めた。

メガポーグ/ギガポーグと言われるタイプ

は身長1O-20mlまと.の巨大サイボーグだ。

そして、マルチポーグというのが将来の戦

闘サイポーグになるだろうと有望視されてい

る。マルチボーグシステムの本体はパッキン

グされた脳ユニットである。これが、いくつ

か作戦/目的別に形態の変わったボディに搭

童話される。ボディの方は人間型はもとよ り、

ホパータンク型、インセクター裂などが用意

されており、実戦投入されればまさに無敵の

存在になるだろう。

⑨ 輸送メカニック/巨大メカニック

戦場後方において輸送の任務にあたってい

たのは鉄道や トラックであった。カタストロ

フ後には鉄道網/道路網はかなり傷みカ激し

くなり、荒野には危険なミュータン ト/パン

テ・ットが移将因するようになったので、そのた

めの長蹄輸送機関が考案された。それが陸

上鑑で、大震の物資を輸送し、また必要なら

いくばくかの身を守る武装/装甲も装備可能

だっfこ。

二の頑強な陸上艦を要塞化し前線司令部と

して使用したり、陸上空母として運用しよう

という試みは世界各地から報告されている。

中には北米サン=アンジェルスのデザートサ

ブマリンのように、砂中に潜る機能まて備え

たキワモノまて登場した。



lESSON 3 
サイバーリンク ・サイエンス[CYBER-LINKSCIENCE] 

MHワールドのメカニックには、常にこのt世

界1虫自のハイテクノロジー・キーワードがつ

きまとっている。

そのひとつがサイバーリンクシステムだ。

メカを語るうえで忘れることのできないこの

単語をスタディしてみよう。

1.サイバーリンクシステムとは
サイバーリンクとは、メカニックの操作系/

センサ一系を、インターフェイスを経由して

操縦者の脳にリンク8せるシステムである。

人間の脳が直接各種ハードウェアに指令を

出すということは、手足や指、音声などによ

る入力よりはるかに効率よくメカニックをf桑

作することができるようになるということだ。

サイバーリンク中の操縦者の自はメカニッ

クのカメラになり、腕は操舵に、足はホイー

ルに感じられる。まさにメカニックに魂が乗

り移ったような状態になるのである。

サイバーリンクシステムは、実はサイバー

スペースへのジャックz イン技術の応用とさ

れている。意識体をサイバースペースへ潜ら

せるかわりにメカニックに宿らせる、と考え

ていいだろう。

メカニックと→本化することで、より精密

で正確な操縦/射聖書ができるようになるが、

弱点、もないわけではない。

普段自分の身体を動かしていた脳は、リン

ク中はメカニックに接続されており、本来の

剛本がまったく動かなくなるのだ。正確には、

肉体は仮死状態=魂の抜けた人形のようにな

る。リンクし続けたままだと、抜け殻の身体

の生理機能は著しく低下するし、メカニック

が損害を受けたとき脱出までに時間がかかり、

そのために命を落とす可書針金も高くなるのだ。

2.サイバーリンクに必要な器材
サイバーリンクに必要な器材を例をあげて
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鋭明する。

設計時点からシステム搭載を前提としてあ

るメカはともかく、ほとんどのメカニックは

サイバーリンクを機能させるためのいくつか

の準備が必要だ。

特に開放型のメ力、バイクやパギーなどは

通常、視界は人間の目カ瀧保している。音声

やその他外部の状況を把握するセンサ一類も

基本的には袋備dれていない。サイバーリン

ク中の操縦考の肉体はまったく使い物になら

なくなるため、これらの設備をあらかじめ取

り付けておかなくてはならないだろう。バイ

クやパギーに比べ、密閉型の地よメ力、つま

り装甲車やガンドッグ、へりをはじめとする

航空機や小緩類などはメカニックが最初から

センサーを装備しているだろうし、操作系も

電気信号で行なわれているので、大きな酎釜

は必凄ない。操作系/射撃系のコンソールに

サイバーリンク ・インターフェイスを接続す

るだけて常豊能する。

メカニック母体を操縦する気がないのであ

れtt、搭載兵装の電装系にインターフェイス

を接続することで、より綴密に搭載兵器の録

作を行なうことができる。

ただし、メカ操縦/兵器操作ともに、その

知識がもともとない者にはコントロールはで

きなし、緑低~良、機械の原理や正確な操作手

順を知らなければ、どうしようもないという

ことである。

さて、バイク/パギーを最{邸艮でもサイノT

ーリンク仕様にしようと思えば、まず、サイ

バーリンケージ専用のオプションである、カ

メラ&集音マイク (自 と耳)を取り付ける。バ

イクならカウルのあたり、パギーなら(人間型

の視鼎~覚として)ダッシュボー ド上か、でな

ければ(獣型の視狩惑覚として)車体前部フロ

ントグリル近辺がよいだろう。四輪J:...l上の大

きなメカなら(パック/サイドミラーがある



砲事
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ように)車体のほカ切各部にもカメラ&集音マ

イクそのほか好みのセンサーを取り付けると

よい。

次に必要なのは操書簡扮ーインターフェイ

スから送られる電気信号制剥首都こ伝えるた

めの改修である。バイクの操舵は完全に人間

の腕で行なわれているため、前輪部分にパワ

ーサーボを設置しなければならない。サーボ

にラジコンのようにインターフェイスを接続

するわけだ。

パギーより高等なたいていのメカの場合、

操舵系はハンドル/レノTー/スティックを通

じて操舵部の間までに電装部があるので、適

切な場所にインターフェイスをつなげばよい。

あとはリンク時に仮死状態になる肉体が放

り出されないよう、ベルトやクッションなど

で安全にホールドする措置を講じておく。人

聞は無意識のうちにでも受身を取るものだが、

サイバーリンク中はそうではない。ちょっと

した衝電車でも身体は大きなダメージを受けや

すいし、特に航空機などは気圧の変化やGも

問題だ。

サイバーリンク航空機のパイロットはリン

ク対応の生体紺寺スーツを着用したほうがい

いだろう。これは与圧/耐熱/耐G機能のほ

か、気圧やGを感知して筋肉や神経に静電パ

ルスを送り、血圧や筋肉収縮などの恒常性を

ある程度コントロールしてくれる機能を持つ。

3. サイノてーリンクインターフェ
イスの操作/リンク感党

インターフェイスは、一鳴宣にE撃のバッテリ

ーのような形状で、ジェリカンくらいの大き

さがある。パネルには多くのダイヤルやスイ

ッチ、端子が付いている。これは脳から送ら

れる信号を/¥ードウェアカ寝け取れるようr翻

訳」してくれる機械だ。

最近では無線操作型のインターフェイスや、
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小型化されたモデルも出回っている。インタ

ーフェイス自体小型にできても、元来、サイ

バーリンク対応でないメカに搭載する際には

けっこうな各部改修が必要となる。通常モデ

ルのバイクやコンパットシェルにサイバーリ

ンクヵヲ霊殿できないのはそのためなのだ。

さて、インターフェイスを中心にして、メ

カニック各部への「神経」接続カ〈終了したら、

あとはジャック=イン端子に、インターフェ

イスをつなげるだけだ。

接続して数秒、意識体をメカに慣れさせる

猶予時聞がある(ダイヤルで短縮/延長操作で

きる)。このあと、すべての感覚がメカニック

と開化するのだ。メカニックに搭載しなかっ

fこ「感覚」は感じられない。ふつうは、触覚/

臭覚/味覚は感じないはずだ。スピーカーを

積んでいない場合でも、リンク者の言葉はイ

ンターフェイス付属のスビーカーか、カーラ

ジオなどから流すことができる。

またメカニックのパネルに普段表示されて

いる各種メーターについては、感覚として常

時正確に感じることができる。パネルに表示

されない部類のメカ各部の故隠/異常/損害

は当然、正確には把握できない。ただ、生身

状態で「おかしい」と感じられる異常は(メカニ

ック乗りの経験として)、よりタイトに読み取

れるという。

4.サイバーリンク・テクノロジー
サイパースペース/脳生理学の研究は現代

に至るまて押し進められてきたし、その中途

でいくつか実用化された技術もあった。

現在のサイバーリンクシステムは、コンパ

ク卜にまとめられているが、研究段階では、

1僻市団ほどの自動ロボット部隊をひとりの

人聞が操作したり、空母l隻の4鮪Eをすべて

コントロールしようとする試みもなされた。

MHワールドにおいては、これらの成果は放



5医されているカ¥ー鳴量化していないかのどち

らかである。コマンドタンクから数機の無人

戦鏑ユニットをひとりて様るというシステム

は舗と有名ではあるが、それ以上は大風呂敷

を広げてもあまり益はなかったというニとな

のだ。

そして、一般的にサイバーリンクといえば、

ひとりの人間が操作できる 1機のメカニック

をダイレクトにコントロールするシステムで

ある。だいたい、それLえ上の事をやろうとす

れば、脳に外科手術を施さなけらばならない

し、それは脳/意識体両方に無理をかけると

いうことでもある。必要な費用も莫大に膨れ

上がる。だから、現在の形て」嚇に広がって

いるのだ。

さて本来、このシステムでは 1機のメカニ
っかさど

ックの操作系のみを司るものである。以後、

研究がすすみ、インターフェイスのセレクタ

一切り替えによって、インターフェイスに接

続されているすべての兵装を錬作できるよう

にもなった。

最近では、もう少し発展して l機のメカの

操作系と接続中の兵装の両方を操作できる新

型モデルが登場している。

一部のサイボーグ切断内の徹底改修を受けた

ような高級機)には多数のメカを同時に繰った

り、 50人乗りの宇宙戦艦1隻をひとりで操縦

したりできるモデルも存在するという。サイ

バーリンクは科学技術の中でもかなり研究が

進められた分野だが、ものがものだけに(実生

活に密着したものではありえないトサ宣に広が

るのはまだまだ先のようだ。
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〆幕。
LESSON 4 
MADシステム・サイエンス[MAD-SYSTEMSCIENCE] 

MADは、メカニック・ボディをベースとし

て考え、状況によってその搭載兵装を自由に

換装できるよう考案されたシステムである。

MHワールド独自のテクノロジーであるMAD

について深〈考察していこう。

1. MADシステムのおいたち
MADは略語であり、正式な名称をModulat-

ed A ssembly 0 evice *，且主義孔用機器と

いう。MADは、ユニット化されたさまざまな

モジュール(搭載兵装)をボディに組み込んで、

用途に応じたメカ二ックを完成させるという

システムである。

MADは、21世紀中盤にプリュッセ)VQ)設計

技師、 p=フレゴーによって実用化され、以

後世界中でその名を知られるようになった。

フレゴ一社はもともと土木作業機械メーカ

ーであり、最初にフレゴー榔市が考案したの

も、装靭11型車両をベースにショベルパケット

やクレーン、パワーリフトなど種々の土木/

作業モジュールを換裟するというものだった。

MADカ、職問メカニックとして認識されるの

は、欧州各地で紛争が発生する2060年代には

いってからである。

フレゴ一社は重装軌作業率に兵裟をモジュ

ール搭載し、画期的/合理的な戦闘車両とし

て売り出した。これは資金襲撃にあえぐヨーロ

ッパの軍閥たちと、その侵略に対抗する東欧

レジスタンスの両方に大いに受けた。作業率

に武器を積んだだけのお粗末な兵器ではある

が、それだけにコストパフォーマンスに優れ、

また一度購入すれば、兵装を交換して別な用

途に使用できるというのはたいへんな魅力だ

ったのだろう。

事実、戦闘で破耳産された市街は、のちにそ

の衝を破療したMADメカによって修復がなさ

れた。戦闘時には砲を搭載し、占領後は土木

モジュールに換装して街区を鐙備する・・・…そ
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んな夢のようなメカがあるという噂は世界に

すぐ広まった。注文は殺到し、 MADメカニッ

クのコンセプトは、あっという関に戦術メカ

ニックのスタンダー卜として認識されるよう

になったのである。

ちなみに、 EC戦争以前には、町工場並み

の規模でしかなかったフレゴ一社は、 MADの

パテントによって国際巨大企業にまで急速に

成長していく。

MADテクノロジーは大きく発展し、そのノ

ウハウもより確固たるものとなっていった。

現在では、ほとんどの戦闘メカニックはMAD

仕様として設計されており、特に傭兵やハン

ターたちは思い思いの兵裟を愛機に搭載し、

任務に適したメカニックを完成させている。

2. MADの利点と限界
当初は作業用メカとして考案され、にわか

ごしらえて犠続司メカに改修されていたMADの

ポディも、現在ではちゃんと戦闘用に設計さ

れたものになっている。非武装の戦闘用車両

に、適切な装備や装甲を取り付けていくこと

で、泡想的な戦術メカニックができあがるわ

けだ。

つぎはぎ的なイメージのあるMADは一時期、

非MADメカより脆弱であるとされたこともあ

るが、少なくとも技術が円熟した現代におい

てはそんなことはない。

ただ、メカニック本体と兵裟を一体として

考えなければならない纏類のメカにはMADシ

ステムは採用しにくいようだ。限界重量や空

力抵抗水圧などの影響、バランスを考えて

開発される飛行メカや水中メカなどがその代

表である。もっとも、航空機の兵装はもとも

と換裟を前提(用途別ミサイルなど)にしてい

るので、今さらMAD対応にする必要はないと

もいえる。



3.機械工学史におけるMADの意義
MADの最大のセールスポイントはいうまで

もない。状況/用途に応じて最高のコンディ

ションのメカニックを完成させられるという

こと。また、各モジュールはユニット化され

ているため、換装作業は義樹旬な専門知識と

適当な器材があれば言佐にでも可能だ。

ニのシステムの出現は、機械工学にとって

ったきな革命であった。それまでのメカニック=

道具というものは、特定用途に応じて讃十/

制作され、限定的な状況下でしか運用できな

いものだったのである。MADはその概念を大
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きく覆した。仔uえば、 MADイ士様キャタピラ事

は、そこから主主想されるすべての用途に運用

可能なのだ。数穫の土木作業メカ、貨物車、

戦車、雪上車…・・。

MADのコンセプトはあらゆるメカニックに

応用されている。艦船兵装のモジュール化を

はじめ、各穏ロポットの装備のマルチユニッ

ト化、そしてサイバーテクノロジーの分野に

おいても同様のコンセプトが用いられはじめ

ている。

「装備を組み替えて有効に使うJMADは、こ

れからも発展し続けるだろう。
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LESSON 5 
メカニックノfーツ・サイエンス[MECHANICPARTS SCIENCE] 

MHウールドにおけるメカニックはただの乗

り物ではない。戦闘を主体に設計されたそれ

は強力なエンジンと兵器、重厚な装甲や数々

の装備を搭載しているのだ。これらのパーツ

はハンターならばMADシステムを用いて自分

て沼錠することができるだろう。こニでは数々

のパーツを少しずつ紹介しよう。

1.動力
MHワールドに存在する数々 のウ.ィークル

たちはその能力や用途に見合ったエンジンを

搭議tしている。

A.電気エンジン

もっともー殻的なのは電気エンジンである。

シティ内を走る一報ウ.ィークルはだいたいこ

のタイプのエンジンを鎗載している。バッテ

1)ーと高効率ソーラーパネルの併用によって

匙済的に作動し、また環境にも瓢漣は与え

ない。サイズはコンパクトで、燃料費はほと

んどかからず、事故を起こしても発火するこ

とはない。

ほかのエンジンに比べ、どうしてもパワー

不足は否めないようだが、シティコミュータ

一、大衆車のエンジンとしては最適である。

B.水繁エンジン

電気エンジンではまかなえない大型メカニ

ック、高出力を要するメカニック、軍用メカ

ニックやハンターの使用するMADメカニック

のためのハイグレードエンジン。

水素化合合金から水繁を取り出すクリーン

な内燃機関で、現代のガソリンエンジンとあ

まり樹Iiは変わりなL、発展型といえるだろ

う。

燃料ユニットには水素化合合金ぺレット(50

cmX 5cm<J)円筒状の金属機)が詰まっており、

使用後は業者が回収して再利用される。燃費
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はよく、パワーは満足できるレベルだが、ガ

ソリンエンジンよりやや大ぷりだ。また、事

赦を起こすと、エンジンが火を吹くニとがあ

る(といっても、危険度はガ、ノリンエンジンと

同じくらい)。

c.ガソリンエンジン

環境問題の深刻化で、ほとんと寵逐されて

しまったが、少数だけがカーマニアやプロ向

けにヤミで製造されている。もちろん入手は

難しいだろう。グレードアップはしているも

のの、作動の方式は現代の物とさほど変わり

ない。やはりマニア向けというニとで、パワ

ーのみに重点、をおいたエンジンカヨ~ñtのよう

だ。

ウeイークル用エンジンとしてはこれ主人上の

物は望めないが、燃費の惑さと燃料であるガ

ソリンの入手が困難であるということは頚の

痛い問題だろう。ガソリンはブラックマーケ

ットでしか取り引きされず、価格はlリット

ル$100が相場だ。

ガソリンエンジンにはほかにもいくつかの

問題点があり、そのひとつが法的な制限だ。

どのシティでもガソリンエンジンの使用は法

て?規制されており、~慌ガスを出して走って

いると人々から白い自で見られ、警察に見つ

かると捕まって罰金をとられたり、エンジン

を没収されたりする。

D.ケミカルリンゲル ・プラント

サイバーノfーツの作動やコンパットシェル

の主動力として使用されている。複雑な動き

が必要で、かつ電気エンジンの出力では間に

合わないような場合のみ採用される動力源だ。

ケミカルリンゲルは人工筋肉システムと液を

送り出すポンプて骨誇成される特殊な動力源だ

が、メカニックに使用される場合には、連続

作動時間が短いことが多い。



化学反応液は使用後は劣化してしまうので、

島夜を新しい液に取り替えてやる必要がある。

E.ジェット/ロケット/ラムジェット

飛行メカニックにはこういったシステムが

普から使用されている。ただ、 MHワールド

では飛行できる空織は限られており、飛行メ

カニックもあまり・ー般的に見られる乗り物と

は言えない。また、自然環境への配慮から破

棄されたケースも多い。

ジェットもロケットも非常に小型/軽量化

したことのほかは大がかりな技術刷新は行な

われていない。相変わらず、運用と車樹寺に経

費がかかる代物であり、非ジェッ卜(プロペラ)

エンジンを採用している固定潔機もいまだに

生産されている。

ラムジェットは亜軌道シャトルのメインエ

ンジンとして有名だが、この手のエンジンは

コンパットシェルのロケットブースター以外

はどれも馴染みの薄いものだろう。

F.絞融合エンジン/超電導エンジンなど

MHワールドでは核融合炉も常温超電導も

ずいぶん普に実用化されている。こういった

大がかりなシステムはきわめて大型の鑑艇と

カ¥宇宙船などに使われている。核融合も超

電話事も作動時に有害物質を発生するので、開

発技術はあつでも特に地よで使われるケース

は多くない(あるいは公にされない)。

2.装甲

装甲は戦闘車両にのみ使用される防弾目的

の兵装だ。装甲板はどのように進化したのだ

ろうか。

A.アストロナイト

アストロナイトはタングステンや劣化ウラ

ンといった重金属を超重力下て精製すること
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て完成する新型重合会だ。遠心精製プラン卜

は紛U主上にあり、地球上ではつくることはで

きない。

アストロナイ卜はまだまだ高価で、アーミ

ーでさえ戦車などの部分装甲として用いてい

るにすぎない。

B.チタン系合会

チタン合金は普から軍用機やロケットなど

に使われる、軽くてしかも非常に硬い(鉄の2

倍の硬さ)合金である。一時は非常に普及した

が、複合装甲板勢に押され、今では生産量が

減って意外に高価だ。

ライトチタンは精製工程でさらに軽量化さ

れた、アルミより軽いチタン合金で市場での

人気は低くない。

C.ハイ=チョパム



可電Í/Ja.~

・及。

ノ、ィ=チョパムは複合装甲板のなかでもも

っともスタンダードだろう。従来は戦車にし

か付けられないほど重くて分厚かったチヨパ

ム合会だが、技術力の昂l漸により、今ではバ

イクのカウルまて形成できるようになってい

る。

D.ファイパニウム

ハイ=チョパムの簡に耐レーザ一樹脂を挟

み込んだ、マルチ装甲板。最近はレーザー系

兵著書が発達し、ファイパニウムの需要も拡大

の一途をたどっている。

E.ステンレス系

ステンレスとは、鋼板の表面にクロムをか

ぶせただけの安普請な装甲板のこと。錆びな

いというのが日雀ーのセールスポイン卜だ(とい

っても、たいていの装甲板には防鋳処理はが

なされている)。

3.足まわり
地上メカニックには何らかのドライブが装

備されている。つまりタイヤやホイール、キ

ャタピラ、ホパ一、脚などである。

• 

A.タイヤ/ホイール

タイヤについては、大きく分けてオンロー

ドタイプとオフロードタイプがあり、用途に

よりさらに細かく分類が可能だ。一般に、オ

ンロードタイヤは走行性に震点、が置かれてい

て、オフロードよりパンクはしやすいものの

・胤直なドライブを約束してくれる。オフロー

ドは踏破/耐久性に霊点が置かれていて、ノ

ーノTンクタイヤだ。

タイヤについては大きな技術革新は行なわ

れていない。変わったのは、自然環境の荒廃

により、天然ゴムの採取カ灘しくなったとい

うJ点、だけである。化学薬品から造られる合成
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ゴムやそれに代わる新素材がタイヤの原料で

あり、昔の物に比べれば耐久性は向上してい

る。可燃性だが、有毒ガスを出すことはない。

ホイールはタイヤの仲間で、空気が詰まっ

ていないものをさす。全部がゴム製なのでか

なり矯れるようだが、たいていは特殊メカニ

ックの補助移動機関として存在しているので

賛沢は言えまい。

8.キャタピラ

一般的なキャタピラは鉄製の板の縁をゴム

やウレタンで図ったタイプだ。強地での走行

を考えてゴムが被せてあるのだが、長期間荒

野で行動しているうちにゴムは摩耗してしま

う。あまり気を使う必要はないだろう。キャ

タピラの長所は、タイヤより丈夫で高い踏破

性を持つことだからだ。乗り心地を考えるな

ら、最初から装軌薄商なと購入すべきではな

L、。

C.ホパー/脚

ホパーも脚も特殊なメカニックにもに採用

され、ともに高い機動性と踏破性を有してい

る。

ホパーファンは車体中央、あるいは前後か

左右に均等に配置され、地表に空気を噴きつ

けて車体を浮揚させるという仕組みだ。ホパ

ーファンは脆弱なので、車体下部まわりはゴ

ムやウレタン、ときには軽金属で保護されて

いる。ホパーメカニックは空中に浮かび、 地

表との摩僚がないため高速て手鋤できるが、

ほかのメカニックより本体重量に気を使わな

くてはならないし、ファンを常時回すため、

エネルギー消費効率も悪L、。

脚型メカには数種あるが、有名なのはイン

セクターのような虫脚型、ガンドッグのよう

な鳥脚型、そしてコンパットシェルのような

人脚型だろう。どれも生物からヒントを得て



開発されたもので、それぞれに途った長所が

ある。

虫脚裂は脚1本あたりの耐久性は低いが、

小回りがきき、比較的重いボディを持つこと

ができる.鳥絢型はメンテナンスがもっとも

楽で、脚部も丈夫につくることができ、高速

て移動できる。人胸型はパイロットの足の動

きをそのままト レースし、もっとも微妙な動

作ができるだろう。

4.センサー/屯子峨装備
センサーや電子戦装備の使用はMHワール

ドでは常識だ。強力な武裟を本当に有効に働

かせてくれるのは、兵器をサポー卜するセン

サーであり、その妨害/敵の裏をかくのは匂

子戦袋備ということになる。

センサーの中でもっとも広〈使用されてい

るのは、レーザーサイトなど命中率を上げる

装備だろう。この手の電子機器はすべてか軍

でt奮われてきた科学技術の成果である。セン

サーが考案されてからずいぶんの年月カ涼~

しており、民間にもかなり出回っている。ア

ーミーではさらに進んだセンサーを開発して

いるという。

また、夜間戦用のセンサーも同織に必需品

だろう。初櫛系と集光系があり、民間に出

回る品はそれほど上等なものではない。しか

し、役目は十分果たせるので問題はないはず

だ.ともに強烈な熱や光に潟いという弱点が

あるが、アーミーの物だと録時に防閃フィル

ターが降りるなどの防御システムカ滑属して

いる.

'tIt子戦装備は、一般に入手できるものだと、

センサーを完全に封じ込めるだけの能力は持

ち合わせていないものがほとんどだ。これも

アーミー放出品とか民間向けの性貴Eを落とし

た製品であるためで、もっと上級な品だとか

なりの効果か現所寺できるといわれている。
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5.武装
メカニックに鎗載される武装には、多くの

種類がある。武装はまず最初にメカニックの

サイズに制限され、次にメカニックの用途に

よって選択されていく。

もっとも軽装備なのが、口径5.5白百ト12.7

mmクラスまでの機関銃/小口径砲や小型ミサ

イル/ロケッ 卜の都類。つまりは人間ひと り

~数人で使用できる範囲の小火器だ。それら

はバイク~パギーまでの軽糊韓両の主武装

か軍戦闘メカの寄j武装として運用される。小

火著書の目標はやはり歩兵が主となる。

次に3伽mクラスまでの機関~~中口径E包

レーザー抱ロケッ卜弾などの各樹鋤兵器

だ。この武装ならばたいていの戦闘車両と互

角に戦うことができ、前線での主力兵器とな

っている。
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搭載武装としてもっとも大きいのが75-200
mmまでの戦車砲や大口径ビーム~ミサイル

ポッドなどだ。これらは戦車などの大物を相

手にしたり、後方から戦場へ媛護射聖書を行な

うときに使用される。当然、巨大な武装を搭

載できるのは大型のメカニックに限られる。

逆に考えれば、巨大兵器を搭載するために大

型メカニックが存在しているともいえるだろ

つ。
これら3手重の武装をバランスよくそろえな

くては戦いて餓つことはできない。命中率が

悪〈小回りのきかない大型兵器では、突繋し

てくる歩兵を狙うことはできないし、マシン

ガンでは戦車の装甲は貫けないのだ。

MHワールドには多くの武装が存在してい

るが、そのほとんどは20世紀に考案/実用化

されたものだ。ビーム/レーザー系兵器は新

機納ではあるが、エネルギー兵器防衛鞍術も

十分に発途しているため、大きな効果は必ず

しも望めないだろう。

また、→宣に入手できる武装はいかに高価

であろうと、やや時代遅れのものである。ア

ーミー(特に宇宙箪)などでは、さらに高度な

新兵器が考案/運用されているという。

6.そのほかの装備
いわゆるアクセサリーである。

短E鴎量を移動するだけのメカニック、ある

いはコンパットシェルやバイクなど短期間/

局地での戦闘が想定されているものでさえ、

戦闘装備以外の装備が必要だ。そして、より

多くの乗員を乗せて長期間の戦闘/移動が可

能なメカほど、そういった生活装備は必嬰に

なるだろう。

ここでは具体的に述べないが、例えばバイ

クならライダースーツやヘルメッ卜があれば

便利だし、パギーなら追加のフォグランプや

ジェリカン、戦車なら不慮、の事態に備えて、
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カモフラージュネットやショベル、食糧やサ

ノTイパJレグッズが詰まったエマージェンシー

キットなどを積載するだろう。

アクセサリーといっても戦闘的なものばか

りではない。長旅の疲れをまぎらわすカーオ

ーディオや牽引式のキャンピングユニット、

走行性能をアップする空力パーツなどあげた

らきりがないほどだ。

アクセサリーが充実してこそ、より'出血な

旅ができ、万全の体勢で戦闘にのぞめるはず

だ。



銃器インストラクト

ここではJ、ンターたちの心強い相棒となる個人向

けの火器、つまり拳銃、 SMG、ライフル、重火器

までのカテゴリーから特徴ある銃器を選んで解説し

ていくことにする。

実戦での運用については、ベテランハンターで

あるガナ一氏を教官に招き、コメントをお願いした。
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lESSON 1 
ハンドガン ・SMG[HANDGUN & SUBMACHINEGUN] 

デリンジャー

PH/LADEL ARMS 

ロf蚤 : .41 

DOUBLEBARREL Mk-II 

全長 : 12.7，師

銃身長 : 7.5cm 重量 : 312g 

“デリンジャー"というのは特定の製品をさすものではなく、主に上下2逮銃身の小型拳銃の

総称である.

11身用だが、同じ用途の銃には.22Calカートレスや9剛ボディがあり、火力、裟弾数、命

中率いずれをとっても劣っている。隠密性を量視する場合には有効かも知れない。

デリンジャーを紙隼するメーカーは多くはないが、実用性よ りも装飾的な要素の強いデザ

インが多い。そのためかアクセサリーやコレクターアイテムとして、女性などにも人気が高

いようだ。

サンプルにあげたフィラデルアームズ社の 〈ダブルバレルMk-(V)は西潟開拓時代の面影

をそのまま残す大口径デリンジャーの代表作であるが、.22Calの小口径モデルをはじめ、多く

の種類がある.

〈ガナー教官のコメント〉

近距灘専用で火力もないとく柑ま、静かに

使えるだけナイフの方がましというも仇威

力や実用金はともかく、ご婦人の最後¢澗士

を務めるのがゼいぜいのガラクタだ。

9 mm;1{デイ

WALTER MPK/S 

口径 . 9mm 会長 15.5cm 

銃身長 : 8.記m 室温 . 630g 
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パワーのないガンの傷は跡がはっきり残る

から、こいつて穆たれるのだ刷ま願い下げだ

払もちろん、他人のこうした不名雀な傷跡

を見たら笑ってやるのが礼儀だ。



9mmボディは装弾数こそ少ないが、軽量て憾蟹性カ濡〈、火力もまあまあというとニろで

総合ポテンシャルはかなり高い。

第2次世界大戦以前に警察装備用にデザインされたワルサ-PPKは有名だが、これはメ

カニズムや安全性に優れ、護身用拳銃として軍の将校やSPにも愛されたモデルだった。ケ

ースレスにはなったが、今日存在するボディピストルのほとんどはPPKのコンセプトを踏

襲している。

また、プラスティック(センサティックマテリアルと総称されるプラスティック系複合繁材)

を多用した造りであることも、ボディピストルの特筆すべき点、である。

メガ=シティの私服警官に支給されるのは、だいたいがこのタイプの拳銃である。しかし、

昨今の犯罪者の武装事情を考えれば非力なもので、デスクの引き出しに忘れ去られているこ

とが多い。銃を発砲する機会の多いオフィサーは9mmカートレスかそれ以上の銃を用意して

いるのが常識だ。

〈ガナー教官のコメント〉

9 mlllit{ディは断じて非力な拳銃ではない。

射懸の腕力」定レベル以上なら、十分信頼に

足るガンだ。醤察の軟弱者どもには、腕に自

〈サンプル ・スペックの見方(例)>

. 22Calマシンピストlレ ① 

③ 

{動、ないならガンなど持つな、と言ってやり

たいところだ。

8RATlSLAVA M88S 

口径 .22 ③ 

銃身長 12.7cm⑤

VIPER 

全長

室忽

27.5/51.5cm④ 

1350g ⑥ 

①ゲーム上での錨齢恥

e注からメーカー名慣用帝国火総力場合は生

産工場名のものもある)、モデル名、メーカー

がこのモデルに付けた愛物取ど。

~単丸自体の直径をさす。これ訓司じ数字で

も装薬霊α漣いなどによって威力が異なる場

合もあるが、煩雑なため、織力、い遣いは省略

した。

@サンプルモ判ゆ全体長。これがEつ醤か

れている場合、左カ鴨準全長で、右カ喰床を

f申lました状態で悦践を表している。 SMG
などは全長煩いほど取り回しが容易になる

が、逆に正確な射撃をするには不安定でザ図る
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場合がある。そこでj約五品五ストックや・'11ト'タタプル

引き出し式ストックなどを採用して両方の場

合に対応できるようにしている。

⑤銃身の長さを表している。同じ銃でも用

途や好みに合わせて銃身長を診てることカヲ

く、サンプルではその中のひとつを挙げてい

る。インチ単位銃身の時には銃身長右のカツ

コ内にその長さを入れてあるが、例えj;f'4 "n 

は4インチ留問、“5"ft は5インチ銃身をそ

れそ:;n.窓妹している。

⑤サンプルモ刊以乃全体重量を表している。

八ンドガン・ SMGなどはグラム単位で、そ

れ以外lまキログラム単位で表記してある。
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. 45Calカートレス
CALT Mk-VII SER I ES130 

口径 .45 会長 21.7cm 

銃身長 12.7cm(5") 重量 1091g 
45口径はアメリカ人にもっとも愛された銃であり、それは今でも変わりない。SE R I E 

S 130は数多い.45Calファミリーの中でも典型的なモダン・ウ.ァージョンである。

大口径重量弾による威力には目を見張るものがあるが、反動も大きいのて吸いにくい。制

式祭銃として.45口径カ鴨用されにくいのはこのためである。

しかし.45口径と言っても、シューティング・マッチなど競技用にチューンされたカスタム

ガンの命中精度は目を見張るものがある。Cランクハンター認定時にユニオンから贈られる

カスタムガンは競技用ではないが、それと同程度の命中精度を誇っている。

〈ガナー教官のコメント〉

9m目前ま確カ~;:;¥:ランスの取れt::iifft;.刻、.45
口径のパンチカはやはり魅力だ。この両者の

特性を備えた中間口径も出てはいるが、決定

打となるモデルはまだ存在しな(，¥。結局はそ

れぞれの好みで滋尽力がいちばんだろう。

おれがこいつを使うとしたら、弾丸にはシ

1]2 

ルパーチップをチョイスした(，¥。こいつをE
発も，3，ちこめば、たいていの奴はおとなしく

なるってもんだ。さすがにサイバー野郎相手

にはちと辛いが、そん跨は顔面にでもぷちこ

んでやれIt_逃げる跨筒ぐらいは稼げるさ。



.357マグナム
CAL T RANGER Mk-VIII 

口径: .357マグナム 会長 ・ 23.5cm 

銃身長: 10. 2cm (4") 霊室 ・ 990g 

リポルパーの中では、やはり 357マグナムがいちばんよく売れている。総合的なバランスがよ

いためだろう。

RANGER はアメリカ銃器会社の維と称されるカルトキ土の誇るハンティングリポルノfーの代

表作である。エッジを丸めたZ封靭〉フォルムにファンは多L、
カルト祉の製品には材質や用途の遣いによって、同じデザインでもいくつか異なる愛称を持つ

ものがある.このモデルのバリエーションにも、エコノミー ・タイプのCOMMANDや短銃身

モデルのENFORCERなどカ等をする。

ちなみに、マグナムとは酒瓶のピッグボトルからきた名称である。

〈ガナー教官のコメント 〉

リ加レパ---銃の長pJiIまガン似蹴勧鴻純

なこと。要するに頑丈で、作動に関してはよ

り偲稼働胃く、メンテナンスやカスタムも

楽だと冨うことだ。

ただし、装弾数の不足lまリポルパーである

.44マグナムオート
AMG MAG-MAX 

以上、どうしょうもない問題だ。硲漢に敵が

倒ぜるなら、 そんなに盤大な問題でもないか

も気肌ないが、不安なら特捜お単を使うといい。

口径 .44 Auto-Mag 会長 : 29.3cm 

銃身長: 16.5cm (6.5づ霊:fi1: 1590 g 

そもそも、マグナムオートは市場に登渇したときからデザインのみカ守憂先したコレクター

アイテムだった。高火力の弾丸を逮続発射するさまはかっこいいが、銃弾自体のパワー+大

型スライドの移動からくる強烈な反動は実用性がきわめて低いことを物語っている。その図
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体もハンドガンとは思えないほど巨大で、腰にぶら下げようものなら、まるで見せびらかし

ているようにしか思dコれない。

しかし、この暴れ馬も使い手によっては信頼できる相棒とすることができるだろうし、巨

大な銃を持ち歩くことも人によってはステイタスもしくはハッタりとなることだろう。

〈ガナー教官のコメント〉

解説百ま散々コケにされているが、おれは

こいつを愛用している。ジヤジヤ馬lこlお重い

ないが、ピンチの時にモノをいうのlまパワー

であり、また還だ。つまり、パワーはこの相

傍カ租当し、還はおれの受l労寺ちっていうわ

けさ。

冗談はさておき、このガンはとても人には

プレッド

弾丸の話〈材質編〉

多く¢溜沼署に使用されるフレッドl本錠初

摘を銅などで零szzfiグ したものが
まL涜で、これらは被甲灘、あるいは単

純にジャケツト機と呼ばれる。ジャケツト搬

はブレッド自体¢精度が高く、銃身のクリー

ニング、オートマティックピストルに対する

遜性など併怖があり、また蒸発した童b'(l)ガ
スや破片による鉛害を防く唆操もあるゆこの

中でも、全面を包み込んだプレッドが有名な

フルメタルジャケット(FM.J)である。

先鋭部に~月が露出しているものはソフトポ

イントと呼ばれるが、これはジャケット弾だ

けに限らず、広く使われることもある名称で、

乙の中でも襖頭先錦部に穴を開けた再到犬のも

の割寺にホローポイン卜という。

“メタルヘッド"で期|際議深いシルバーチップ

は柔らカ、い銅弾体とアルミの組み合せ弾で、

懲弾B靭沼窃幼1大きく、威力闘底し刈、口径弾

でもより大きなダメージを与えることが可能
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勧められな~\。玄人気どりでこいつを持って

て、命を落とした奴はいくらでも知ってる。

実際、制1だって健漢にこいつを使いこなせ

てるとは言い灘いんだ。ーなのに、何でこい

つを使ってるかつて? 男のロマンだカもさl

だ。もっとも、これは肉体に対してこそ有効

であって、例えば扉などのロック部分を穆ち

療すときなどはその柔らかさが災いして磁療

できないこともあるカも鮒lな比

これとまったく正反対tJj.功、テフロン弾芯

硬簡単体に摩療矯抗め小さなテフロンと¢粗

み合せには合金銭の扉など紙も同然。普通の

~で蹴tl品彊掠く貫通して壁に鰍1た敵に

ダメージを与えることもできる。ただし、貫

通力が寓すぎるために、人体などの柔らかい

目標に対してはあっさり貫通してしましL十

分なダメージを与えられない可能性もある。

これら以外側蹄lJ.プレット抗、 3紹介

しよう。

ヱクスプ口ッシブ・フレッド(貴待遇単)1ま弾

頭部に雷管割寸けたもの百神すると爆発す

る。アーマーピアシング(霞徹縛)は弾丸内部

に硬貨のコアを入れた弾で、 テフロンと違う

方法で箆重力を強化している。



短針銃

ASTRAL NORINCO N 25 NINJA 

口径 : 3.3Jvn Needle 全長 : 8.5cm 

銃身長 . 4.5cm 重盛 . 325g 

高圧ガスを利用して、直径数ミクロンの側四な針を射出する不気味な参銃でJ.ニーダー"

とか“フレチェット"と呼ばれることもある。

くすんだ銀色の蝉丸は、数千本単位の極細S十をぺレッ 卜状に包めたもので、有効射程こそ

わずか数メートルながら、恐ろしいまでの威力を発揮する。

この針による肉体損傷は、組織そのものを完全に磁喫するため、これの回復は事実上不可

能である。サイバー化以外に治療法はない。

ほかの火器のそれとはまるで異なる方法での絶大な殺傷f鵠Eと、~圧ガスを使用する静粛

な発射、おまけにサイズも小型拳銃なみ。まさに暗殺者のために生まれてきたよ うなハイテ

クハンドガンである。

〈ガナー教官のコメント〉

身擢カ1きだめて短いので、実用閉ま低~\。

ただ、室内など事長い空飽て匂凝縮司には有効だ。

扱いやすさは憎たらしいほど簡単だなl発

身枯れる針は大きく広がるように飛期するか

テイザー
東亙銃器 COBRAIIl 
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ら、素人でも目標に当てられるし、命中した

部分lま必すミンチになる。…どっちにしても

こんな都道な銃はおれが認めんI(笑)



口径:一一一一 全長 11.2cm

銃身長.一一一一一 重量 210g

高電圧て相手を無力化(註1)させることを狙った放電銃で、護身用に売られている高電圧

型スタンガンを一歩進め、攻聖書にも使用できるようにしたものである。有効射程は数メート

ル程度と短いが、相手を無傷て嫡らえられるというのが最大のセールスポイントだろう。

およそ5-6万ポルトほどの電圧のものがほとんどであるが、中には可変電圧式のもあり、

数万ボル卜から数十万ボルトまで自由に絢獲できる。電圧は高くても、その'iIDilt量は極めて

少ないので、後遺症や火傷などの目立った傷跡もたいして残らず、よほど心臓の弱い者でな

ければ死ぬ心配もない。ただし、高電圧の直繁を受けた電子部品などは致命的な損傷を被る

ことになるf三ろう。

対人用としてはきわめて高い効果をもっテイザーであるが、オートプロテクターを着用し

た者やサイポーグにはほとんど効果はないので注意が必要である。

註1“無力化... 

目標を抵抗も逃走もできな川犬態にすること。いわゆる殺傷能力とは似て異なる、ある意

味でより広範囲の効果を表すものとみてよい。主に軍事用語として火器類の効果や能力につ

いて説明するときに使う。単純に火器の威力について言うときには、対人であれば “ストッ

ピング・パワー"、対物であれば“秘褒力"などと称する。

〈ガナー教官のコメント〉

人質をとって立てこもる犯罪者とかテロリ

ストに対するとき、敵アジトに気づかれずに

潜入する際など、実に重宝するアイテムだ。

. 22Calマシンピスト1レ
BRATISLAVA M88S V I PER 

取扱いも簡単だしな。テイザ一回調鮫〉ー認

とされてはいるが、おれに言わせりゃ、これ

はガンじゃなくてツールだ。

口径 : .22 会長 : 27.5/51. xm 
銃身長: 12. 7cm 重量 . 1350g 

マシンピストルとはホ来サブマシンガンを意味する言葉であったが、 SMGという名称が定

着するにつれ、どちらかといえば小型のSMGやフルオート射電車機構をつけた拳銃などを表す

ようになった。
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VIPERはコンパク卜SMGの代表作であり、各シティの軍特殊部隊でも同様な小型SMG

を採用していると伝えられている。

2134年、テキサナのヒューストン・シャトルポートてヲ性した要人暗殺朱遂事件では、暗

殺に失敗したテロリストグループを狩り出すため、サイレンサーを装潜したVIPERが投

入された。際、密行動を要求された作戦の初動において、 j成音効果の高い小口径マシンピスト

ルの果たした役割は大きかったと記録されている。

フルオー卜射穆による制圧戦闘にこそ実力を発鐸し、小規模ながらエリア・アタック・ウ

ェポン的弾幕を張ることがSMGの効果的な使用方法である。反動の軽さと扱いやすさは高い

火力に勝る利点となることを忘れてはならない。

〈ガナー教官のコメント〉

これはなかなカ慎い出があるガンだ。口径

が小さいだけあって装弾数も多いから、ケチ

f¥.. • . 

ケチせずに患いっきりばらまいてやれ。

Zと
rc 3⑥了

，~ 

E 

. 45Cal SMG 
UNIVERSAL ARMS 

ロf蚤 .45

銃身長・ 14.6cm 

て亡》
子ヌ

• 
~ 

Ml0 

会長 26.7cm 

重量 2800g 

SMGは小型のポテ・ィからフルオートで射書置することを常としているため、反動の大きい.45

口径のSMGは実のところ、あまり実用的ではない。強いてあげる長所は、火力の物足りなさ

が大口径弾を使用することて解消される、ということくらいだ。

M10をはじめとする.45CalSMGのシリーズは命中率の低さをカバーしようとする設計が

なされている。

どうせ反動を吸収できないのならと、思いきりコンパクト化して、隠瞳性というセールス

ポイントを確立し、劣悪な命中率は発射速度を速めることて何とかカバーしようとしたので

ある。これらの試みが効を奏したためかどうか、カタログデータ上の.45CaISMGはまずまず

の性能のようである。
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〈ガナー教官のコメント 〉

SMGを選ぶときはどこを見判まいし功、。
詔轍、命中系最後に火力だな。需旺用の

銃器に火力lま期待しちゃいけない。けど、さ

すがに.220alMPI掛目手や状況によっては

まったく非力となる。.450alSMGIお事続
発身指窃習も命中率も9mmr巴劣るが、いいとこ

プレッ F

弾丸の話〈形状編〉

次はプlレッド自{統制姥考察してみよう。

ます、よく見カ、ける先舗が丸みかかってい

るものがラウンドノーズ、先誠治、平た肘1ぱ
フラットノーズと呼:，3、先縮に穴が開いてい

るものは71¥ローポイント、尖っているならス

パイアルポイントなどと区別される。

分類は厳密なものではなく、メーカーによ

って独自の名前をつけていることもある。ち

なみに、ホロ一ポイント弾でも特に穴の大き

いものにはタムダム搬のIJj(胞があるが、特に

基準があるわけではないらしい。

ラウンドノーズはー殻によく見られるフル

メタルジャケット弾だが、各ネS製昂によって

先錦部がほぼ半円形であったり、やや丸まっ

ている程度に尖っているものもある。ミリタ

リーポールと呼1(1:才lる軍用機の多くはこのタ
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ろもあるん払鍔初サイズと火力だな。戦闘

のエキスパートlま多くの装備を持つカ、ら、
SMGは軽けりゃ軽いほどいいし、低い命中

惑は腕でカバーできるだる?

イブ。どちらかというと貫通力を重視した形

状だ。

フラットノーズは、先錦を平たくすること

によって鶴瓶溺欄の衝撃力を高めており、

そのために弾丸自体も潰れやすくなっている

のカ普通払

ホロ一ポイントも鎗型車彊穣掛広いため衝撃

力は高いのだが、く1まんだブレッドは損傷を

さらに大きくする。

変わったところでは弾丸自体力判筒状で

全体がカートリッジの中に隠れてしまうワッ

ドカッターというのがある。とれiまエッジの

たった円筒状の弾丸で、紙の僚的~聖書っとパ

ンチヤーで打ち抜いたようなきれいな円H幼
穴カ鳴る。実はこれは身掲綴慰安に使用される

ブレッドだ。



LESSON 2 
ライフル ・ショットガン[RIFLE& SHOTGUN] 

スナイ/¥ーライフル

GUINCHESTER M7000 

口径 7.62nm 全長 10&:m 

銃身長 5fon 蓑量 3.64kg 

亡口

狙務自体はどんなライフルでも可能だが、最初から狙聖書をするつもりなら、スナイパーラ

イフルを使うに越したことはない。

確実な作動とタフな樹務が売り物のボルトアクションと、ボルト操作か不用で連続射撃が

可能なセミオートライフルの2タイプがあるが、どちらがいいかという判断は難しい。最終

的な信頼性を考えるなら、樹Mが単純なボルトアクションライフルに軍配が上がるだろう。

縦横に弾が飛ひ安う戦場において、狙怠手lまあまり役に立たないような印象を受けるかも

知れない。

戦史をひもといてみよう。汎ヨーロ ッバ戦争中、狙怒兵部隊は {ドニエプル衝突〉におい

てもっとも高い戦果をあげた。ボヘミア自由都市軍の山岳狙望書兵連隊は、侵攻中のミコヤン=

スミトモ連合空挺降下旅団を犠滅させたのである。この緒戦のつまづきにより、 M=S逮合

の 〈かわうそ作戦〉は失敗に終わった。

〈ガナー教官のコメント〉

あ引のチーム倒膿屡1まいつもこう言って

る。r無意妹に灘丸をパラまくのはスマートじ

ゃないし、オーバーキルl撒駒Jト )1;(こ

7.62mmノてト1レライフル
MECHLER&κOHE J 99 J A G E R 

口径 7.62nmTyrs 全長 l1&:m 

銃身長・ 4&:m 重盆 4.85kg 

反する。そんな自Rはいつ力、報いを受けるって

もんだ』

7.62nn経のライフルだが、バトルライフルは通常の7.62nmとは完全に別物である。カー ト
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リッジの装薬量が異常に多い強装弾を使用するため、各所に補強の入ったタフな造りになっ

ていて、傭兵や特殊部隊隊員、ハンターなどといったのプロの婆求に応えようとする姿勢が

強〈現れている。

大型ミュータン トやサイポーグ相手に小口径蝉があまり効果がないことから、大口径/高

火力小銃弾の要求は各方面であがっていた。

タイラスキ土はこうした王殿場の要求を満たす新型カー トリ ッジ“7.62mmTyrs・'の開発に成功

し、小火器メーカー数社にTyrs用ライフルの設計を依頼した。トライアルの結果は良好で、

各宇土は大々的なキャンペーンと共に発売を開始したのである。

特に有名なのはFN社のMERCとM&K社のJ99で、ニれらはメーカーの目論見どおり、

特殊部隊や国境警備隊など、エリー 卜実戦部門でもてはやされることになった。

〈ガナー教官のコメント〉

ハンターや傭兵の闘では勺てトルライフル"

と剛凱たんだが、これか殻にも広まり、

7.6伽mTyrs周ライフルすべてを表す単語に

フレシェットライフル
MAS FCRーIV F I ELD MASTER 

口径 6.35nmFlechette全長 . 75.7cm 

銃身長 ・ 48.8cm 重量 .3.4kg 

なったことは有名だ払こいつは文句ない傑

作ライフルだ。どんどん使え。

フレシェットライフルは扱いやすさと命中幽Eを追求して設計されたライフルである。名

前のとおり、矢(フレシェット)を聖書ち出すライフルなので、ダーツライフルの別名がある。

高価な剣りにパワー不足なので、これを嫌う傭兵などは『お嬢さまライフル」とか「貴族の銃J

などと蔑称することもある。

蝉頚は、安定事患がついた直径蜘11110)カーポンスチール製で、これを 〈サボ〉と呼ばれる筒

状のスペーサーて包んで加速させ、聖書ち出すという仕組みだ。銃口を出た5樹立空気抵抗によ

ってサボから離れ、安定翼を頼りに目標へと飛ぶ。

弾の重量がほかのライフルに比べ格段に軽いので、かなりの弾数を携帯できるし、軽い反

動と優れた命中性能は兵の司|牌期間の短縮にもなる。そのよ、超高速弾の衝繋と、突き出た

安定漢が被縛した傷口を大きく切り裂くために、人体へのダメージは実は大きい。

しかしこの超軽量弾は、飛獄中に風雨や障害物から受ける影響が大きいのてづ主意が必要で

ある。
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〈ガナー教官のコメ ント〉

懇くはないが、この綬すぎる重量丸は曲者だ。

健脚届だがな自標と<7.tollにガラスl枚で

ショットガン
IZAκHA MODEL734 

口径 # 12Ga 会長 . 98. 1cm 

銃身長 45.7cm 重量 . 3.0依g

も箇こうもんなら、飛朔角度カt変わって外机

ることがたまにおるんだ。

このタイプのショットガンは特にライアットガンと呼ばれ、専門のカテゴリーに分類され

ることもある。

このrライアットJとは暴動または暴徒のことで、その鎮圧に用いられることが多いところ

から来た名称だ。

とりわけ、ポンプアクションのショットガンは、装弾/緋爽のために行なうポンプ樹下の

独特の作動音が暴徒や犯罪者に対し、威嚇作用があるとされている。ショッ トガンの威力を

知る者には、この独特の作動奮は銃口を向けられる以上の恐怖となるのである。

→宣警官の装備火器としては部童の部類に入り、震要地域、治安不良地域の劃満員などに

支給されることが多い。また、クルーザー(パトカーのこと}にはショットガン周の専用ラッ

クが糠準装備として用意されている。

ショットガンはやっかいなことに犯罪者にも好まれる火器である。特に銃身を切り詰めた

ショットガンは耕呈が減少する反面、散弾力包丘距離て吹きく広がる恐ろしい火器である。こ

うしたショッ トガンは {ソウドオフ(rノコギりて娩き切った」の窓)・ショッ トガン〉と呼ば

れる。

〈ガナー教官のコメン ト〉

ということだが、実際にl持続勤、万全なら、
そんなに恐ろしい火著書でもない。装甲された

サイポーグにも無力だ。
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低反動APガン

PHOENIX AM13 REGRET STR I KE 
口径 . 12. 7mm AAP 全長 . 32.化m

銃身長. 26.化m 重量 . 2.8kg 

低反動APガンは、激動のj凡世界紛争時代に、装甲車両の乗員が非常時の武穏として用い

たのがそのはじめだと言われている。当時はライフルグレネードを弾頭として使用した例な

ども見られた。

戦闘中、車両を失ったなら、彼らは迫りくる敵装甲車両に対してまったく無力となる。し

かし狭い車中に重火器を持ち込むこともできない。これはそんな彼らの苦肉の解決策なので

あろう。

ただでさえ反動が大きい徹甲弾を拳銃サイズの銃から発射するのだから、目標に命中させ

るのは至難の技である。

例にあげたモデルは震心点をかなり前方に置いた設計で、 APガンの標準装俗であるガス

式反動範成樹誇のほか、銃身先端上部の4本のスリットと 3対の穴からなるマズルブレーキ

(註2)を効果的に働かせることで、射聖書を安定させている。しかし、それでも命中率は泣き

たくなるくらい悪い。

註2:“マズルブレーキ"

銃身先端部に溝や穴を開け、火薬ガスの一部を上方、あるいは斜め上方に噴出させ、発射

の反動で跳ね上がろうとするカを抑えるようにした装置。これには直接銃身に加工する方式

と、先端部に加工した器具を取り付ける方式の2種類がある。ただし銃身に直接穴を開ける

と命中精度が落ちるといわれ、射聖書競技銃などは後者を採用することが多いようである。ほ

とんどの軍用ライフルの銃口部に取り付けられているフラッシュハイダーはマズルブレーキ

として州鮪Eも付与されており、フルオート射望書時のコントロールに威力を発簿する。

〈ガナー教官のコメント〉

これは最後の武器だぜ。使い方はごく鱒単

だ・・…・自をつぶって神にでも祈りながらトリ

ガーを引く。そうすりゃ当たるかも払なあ
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に、狙って怒ったって結果lまそう変わりない

って。こいつゆとこ力可底反動なんだカ¥おれ

にはさっぱりわからlvt.1。



国 国謹主誼

レーザーライフル
ROYAL FIREARM SYSTEMS 

口径 4.95nm 全長

銃身長 42.5cm 霊議

ERL04 

81.1cm 

3.8kg 

技術の発展と研究の成果が実り、兵器として機能するレーザーライフルはn世紀に入って

からようやく完成した。

スポンサー企業の宣伝という役割をも背負わされたアーミーには、それが実用的かどうか

にかかわらず、ハイテク ・ウェポンが絶対必要だったのだ。しかし、レーザーをはじめとす

る銃弾を発射しない小火器の開発は銃器メーカーではあまり熱心には行なわれなかった。ま

ず、開発のためのノウハウがなかったし、銃器開発隠は鉛玉を撃ち出すシステムの改良に腐

心しており、ゲテモノには見向きもしなかったからである。そんなわけで、レーザーライフ

ルは軍または国家主導で行なわれ、;昆苦l潮以後は支配企業カ頓究を受け継いだ。

レーザー系兵器のいちばんの長所は射準時の反動がないということである。小火器として

みた場合、問題は発生源および増幅システムの小型化だが、今日のレーザーライフルは極限

まで小型化されたシステムて治常のライフルをはるかに上回る火力を発揮できるようになっ

ている。

〈ガナー教官のコメン卜 〉

で、ごいつ¢潟両は大気の状態で火力が左

右されやすく、エネルギーロスが大きいこと、
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銃本体とエネルギーマガジンが罵鹿高いとい

うことだ。



， 

サイレンサーの話

映画や'/J載などでお周臨みのサイレンサー

だが、現実にはあれほどスマートでも、効率

のよいものではない。

銃声の大部分Id:-ブレッド勧躍し終えた

高庄の火薬ガスカ喰身を噴き出るとき漏れる

鍋底励、らくる。

サイレンサーの多くは、太さに余絡をもた

せた銃身の延長部分を穴だらけにし石綿など

欄鮒で包み込み、さらに内部を小輔の

ように仕切るという複合徳造をとっている。

つまり、瞬間的な火薬ガスの放出を軽減する

だけなので、滅音効果こそあオ1内実際に消音

化されるわけではないのだ。さらにエネルギ

ーのロスが大きくなるから、威力自体も落ち

てしまう。

暗殺者やスパイが.22口径訟笠7)'J、口径拳銃
を使用するのは、メ〈潔塑カ勺〉なく銃声も小さ

いため、減音効果カ、きわめて高いからだ。そ

のかわり、ただでさえ小さなエネルギーがサ
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イレンサーで:肖資されてしまうために、威力

もかなり箔ちてしまう。つまり、?E.ilil鵬首で

頭部や心踊榔など急所に弾丸を撃ち込まなく

てはならないのだ。

暗殺用にはサブソニック弾という特粥単

を使用してもいいカも筑肌ない。これは単に

発射火薬を通常のものよりすっと減らした弾

丸品弾丸，(])fJ.Jl塞を音速(340nv物)以下lごす
ることで、しわゆるソニックブームα准理職

者E抑えることができ、銃声が小さくなるとい

う原理である。

い 明1にしても、締告で静かに入部jすの

l;tfc劫、なかに難しく、奥が深(.¥。そん魁λシ
のいい方法を考えている闘にカラテを習うと

か、ナイフの使い方を練習するとか、でなけ

ればライフルによる週間肋、ら¢粗惑を試み

た方が早道だろう。



LESSON 3 

重火器[HEAVY WEAPON] 

7.62mm LM G 
MEINRET AL M G 7し2

口径 7.62Jnm 全長 122.Xm 

銃身長 53.3cm 重量 1O.5kg 

一喰貨に7.62Jnm口径 〈軽機関銃}というクラス分類がされているが、実際には 〈多目的機関

銃〉と言った方がより正しいニュアンスだ。各地のアーミーで分隊支援火器、または車両格

戦機銃として長〈使用されてきたが、最近ではその役割は同程度の火力を持つレーザーマシ

ンガンに取って代わられつつある。

7. 62JnmL M Gはどんどん払い下げ処分となり、一般向l持充器マーケットて頻繁に見かける

ことができるようになった。最新装備て包めたアーミーにおいては、旧式兵器としての熔印

を押されたようだが、この火器はどのような局面においても活躍できる万能ウェポンなのだ。

歩兵に対する攻務では火力、射程共に申し分ないし、すぐれた連肘性能で弾幕も張ること

ができる。基本的には対人用火器だが、戦闘パギーくらいまでの車両に対しでも戦果を上げ

られるはずだ。これは車両に惨殺する意義も十分にあるということである。バイクなどの軽

車両だとメインウェポン、装甲箪などのAF VIこ搭載すれば言1J武装となる。

〈ガナー教官のコメント〉

重火務の中じゃ、いちばんお手軽なた器だ。

調子に黍ってパカスカ射っと、さすがに弾代

20mmサイボーグ、ライフlレ
UNICORN CR180 B I SONTE 
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は馬鹿にならないが、これだけの機能を考え

れω安いもんだろ。



可r.... 司F

.~・、.

口径 . 20nm 全長 . 19&m 

銃身長 128cm 重量 16.5kg 

フルポー矧勝利織に投入された当時、戦場で闘機甲汎周火器の要求か高まっていた。

前線のサイポーグ兵たちは敵フルポーグ、 AFV、へりなどに対するとき、それぞれ違った

兵器に持ち換えることなく応戦できればと考えたのである。

開発メーカーに要求された仕様は“フルポーグ"/AFVをー聖書て嘩郷平しうるオートライフ

ル"であった。この要求に答える繁材となったのが大口径機関砲だ。20nmまたは30n胡銭関砲

がシステムの原型として使用され、その弾丸は内蔵併薬を抜いて対装甲周8尊L~を入れ、さら

にテフロン加工を施したものとされた。

兵器開発はヨーロッパ主導で行なわれることが多いが、サイポーグライフルをいち早〈実

用化したのは大味でダイナミックなアメリカ人だった。シンクレア常備軍では試作モデルを

何種類か戦線に投入したが、補給上の問題があちこちで生じ、高い戦果は上げられなかった。

軍部では実戦テスト上の混乱としてこれを内密に処理したが、ボストン ・ウイークリーのウ

エントリー宇都:*員らによって、補給ミスで放棄された戦線や、多数の犠牲者を出した部隊な

どの存在州らカ、にされ、また祈り懇〈発覚した補給部隊将校の物資大量樹員事件とあわせ

て一大スキャンダルとして世間を賑わすことになったのである。

この事件のため、サイポーグライフルの開発は各シティで立ち消えのムードをかもしはじ

めたのだが、事態は意外な展開を迎える。先進シティで開発された数々の銭作ライフルは二

束三文で西アフリカなどに流れたが、希代の戦絡.~ガザレイ大佐は指揮下のコンパットシェ

ル部隊にサイポーグライフルを装備させ、敵機甲部隊に犠j威的打聖書を与えたのである。

かくして、サイボーグライフルはその汎用性を実証され、大量生産か閣始された。サイポ

ーグ部隊を所有しているシティは少ないが、コンパットシェルならどこのシティでも保有し

ているし、傭兵団やハンターもこの新兵器を買ってくれるだろう…・・メーカーはこう考え、

今度は軍でなく→童市場て大々的に売り出しを始めたのである。サイポーグライフルを開発

していたメーカーは、ユニコーン、ボフォークなど搭載火器主体の重工だったので、彼らに

とっては個人用火器マーケットへの殴り込みのチャンスともなった。

〈ガナー教官のコメント〉

個人持ちて渡Eえる武器としては最高の郡斑

に入る・闘Eだ。火力はす闘車けてるし、連射

速度も高し1。それにこれだけてつ白、い弾丸を射

つ!mIりには命ヰ漆もそんなに懇くない。短所
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l説話戦肋η〉なく、マガジンも高価で馬鹿重

いってことか。だが、それカ判だってんだ。

これこそ男の持ち物だぜ。



'CAUTI 
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火炎放射器
κWASTICA FLAME ARROW BB 

口径 . 一一一全長 • 52. 7cm (級会措のみ)

銃身長: 一一一重量 23.6<g(全装備込み)

火炎放射器は対ゲリラ掃討戦闘に用いられた携宇野火器の震たるものである。数10.メートル

の効果範囲内にっくり出される灼熱地獄から逃れる術はない。たとえ直聖書をかわしたとして

も、放水の安易さて強りまかれる灼熱の炎に固まれ、高熱カ積雪終欠乏で死ぬことになる。使

用される粘潜性ゲル化油はすぐには燃え尽きずに付潜した部分に張り付き、およそ30.0.0.皮に

遼する高熱の抱緩から犠牲者を離すことはな同振り払ったり、拭い取ろうとしても被害を

広げるばかりである。

安全性を考慮した燃料タンクは防弾性能に優れた合金製で、内墜を特殊コ.ムで厚いコーテ

ィングカ{dれており、繁ち抜かれても燃料の流出と内部への引火を防れその上、燃料と反

応剤とを別のタンクに収めるダブルタン夕方式で、たとえ片方が~.員しようとも主暴発する心

配はない。タンクから伸びるホースも合金製チューブで、カバーのライナーには強靭なワイ

ヤーを使用しているので、かなり丈夫だ。

〈ガナー教官のコメント〉

基本的にはあまり使い道はないな。之れは

敗走する般を掃討したり、 隠れた敵を燐き出

したりするためのもんだカ、らな。弱い者いじ
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めIel:i後方で隠れてるアーミーに任しときゃい

いのさ。



-圃圃匡=・

オートグレネーダ-

BEDWELL G A 40 

口径 . 4伽m

銃身長. 48.~m 

会長

重量

l1~m 

13.5kg 

オートグレネーダーは究極の対人兵器のひとつである。舛観としては、ショットガンをふ

たまわりほど大型化し、大きなドラムマガジンを備えたような感じだ。その遼糊揮の威力

には想像を絶するものがある。

4伽n梯はグレネード弾にしては小型の部類に入るが、数メートルに被害をもたらす爆発物

なので、取り扱いには注意しよう。普通、アーミーや副11級事斤では15メートル以上の劇鴎樺

距離を取るように指導している。実際には地形や遮蔽物の有無にもよるのだが、その程度の

安全距離を取らないと射手自身も無事では済まされない。

オー トグレネーダーを固定使用する場合には、専用三脚を用いた方がいい。三脚自体の霊

童は約16kgあるが、これで安定した射獲が可能になるだろう。固定使用、あるいは寧商裕裁

する場合にはベルト給弾も可能で、金属リンクて漣結された24逮のパックであれば、これを

収納する防水コンテナを含めて約1依gの重量になる。これらはすべてオプションとしてメー

カーから別売りされている。

〈ガナー教官のコメント〉

アクション映画なんカ、にもこいつはよく登

場する。割強Eなのは認めるが、串l庇のみに

75mmR P G 
CHELNOV R P G 26 

口径 7:mm 会長・ 90.5cm 

銃身長:一一一一 霊量. 4.陶

I48 

用途別浪られているのが残念Tふまた、高価

なのでちょっと手を出しにくいかな。



個人用対戦車ロケットランチャーは l発限りの使い捨てタイプで、対装甲火器の中ではも

っとも安価弘笥瀬に入る。

弾頭には成形作薬(註3)を使用しており、その火力lま十分信頼に足るものであるが、誘導

兵器ではないので、いかんせん命中率が惑い。この命中率の惑さはRPG本体の安っぽいっ

くりだけでなく、横風を受けやすい弾頭形状にも起因している。また、ロケット兵器なのて発

射後の安定のための助走距離が必要;なのだが、その創りには有効射程が短いのも総点だろう。

ちなみに、たいていのRPGには使用方法を解りやすく図解したシールなどが貼つであり、

これがどういった穏類の人間に愛用されるかを物館っている。

RPG はローコストに重点をおいて生産カ鳴けられているため、今後も大きな進歩lまない

だろうが、将来もリーズナブルな兵器として各方面て愛されているだろう。

位3 ・液型作事~B単 (H EA T)" 

減額内の世帯薬の先端を半球状にへこませる事によって渚弾時に高圧高温の火事Eガスをその

半琢の中心一点、に集中させ、装甲を灼き破る方式の徹甲弾。装甲を貫いて内部をaれまわる

数千度の高圧ガスはすべてを灼き尽くすだろう。これはモンロー効果とも呼ばれる。硬く重

量のある蝉E買を高速でぶつけ、その勢いで装甲を聖書ち抜〈運動エネルギー式(拳銃やライフル

のテフロン加工弾もこれに含まれる)と比べ、より効果的な対装甲性能を跨っている.

〈ガナー教官のコメント〉

テロリストやゲリラのメインウェポンであ

って、 t事り高きハンターが使う武~じゃなし、

ただし、ブービートラップα別料としては絶

好だ。こいつが命中するとたいていの車両は

火ダルマになる。当たらなくても強力な弾頭

は派手に爆発してくれるから、かなりα瀬澗

稼ぎになるだろう。

ソリッドシュータ-
ARMS TECHNICA 

口径 6臼m

銃身長 50.4cm

SLDII ALLIGATOR 

会長 88.5cm 

霊盤 : 8.似g

形状は普ながらのパズーカに似ているが、ただの筒状ではなく尾部にリポルパーのような

6速シリンダーがついている。これがソリッドシューターの最大の特徴で、使用者は数種類

の弾体のうちから、用途に応じて好きなものをシリンダー内に装損しておくことができるの

である.

149 



ソリッドシューターは正式には多用途ガス式弾体射出火器という。アームズテクニカ社は

2123年にまったく新しい兵器としてこれを発売した。似たような兵器はそれまでに多〈発表

されていたが、性能が段違いに優れていたため、好調な売上げを記録した。高性能の秘密は

独自に開発した高圧ガス射出システムで、これは特許も取得している。

東亜銃器製作所はこれに対抗すベ〈、ポケットパズーカを発表したが、ニのメカニズムが

ソリッドシューターに似ていたため、アームズテクニカが訴訟を起こしたのは有名な話であ

る。結局、東亜銃相sIHま敗れた形となり、 AT弾とグレネード弾以外のすべての弾頭は発売

中止となった。

〈ガナー教官のコメント〉

といつはlチームに量割引本let:i欲しい装備

だ。命中率もこの手の火器にしてはそれほど

葱いと言うわけじゃない。ガス弾やフラッシ

ユポム掛わつもりなら、腕が多少慈くても

仲間のサポートができるだろう。
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非サイバー
NON-CYBERED BOOSTER 
(AUTO-PROTECTOR & DRUGS) 
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lESSON 1 
オートフ。ロテクター[AUTO-PROTECTER]

オートプロテクターをひとことで表E見する

なら、動力つき甲禽ということになる。着る

だけでノfワー/スピード例音加され、前衝撃/

防弾服であり、各種毒ガスや細菌、放射能か

らも身を守れる非常に便利なこのアイテムを

徹底解剖してみよう。

1.誕生の背景

オートプロテクター誕生の背景にはサイバ

ーテクノロジ一史とコンパットシェル障害発史

がある。

コンパットシェルの前身であるパワードス

ーツに、サイバー技術の成果が詰め込まれた

外骨格服が、オートプロテクターの正体なの

だ。

防弾スーツも耐NBC装備も20世紀代から

存在していたし、構想、だけなら倍カ服の歴史

も古い。デザインやコンセプトに違いはあっ

ても、動力甲留は普から求められていた夢の

装備のひとつであった。そしてオートプロテ

クターの完成度を現在のレウ.エルにまで高め

たのは、ひとえにサイバーテクノロジーであ

る。

オートプロテクターに似た装備はt世界中の

寧や器関連企業で、ずいぶん試作されていた

ので歴史に初めて登場した時期ははっきり言

えない。ニーズに答えて徐々に進化してきた

のである。オートプロテクターは、信頼性が

高〈、用途のはっきりした装備=兵士をあら

ゆる障害から守るハイテク戦飼服なのだ。

2.装備としてのオートプロテクター
オートプロテクターはメカニックともいえ

ず、(技術畑ではどう分類されようと)サイバ

ーパーツとして認識するのも一般的ではない

だろう。

オートプロテクターは、サイバー技術が応

用された“サイバーマテリアル"であり、服

152 

や鎧という表現より、“装備"という言葉がし

っくりくる。戦場で戦う兵士にとってはそれ

ほどに心強いものだろうし、ハンターや傭兵

にとってはもうユニフォームなのだ。

オートプロテクターを指した “タキシード

(戦場での正装という意)"、“シェルポーグ(外

骨絡サイバーという表Z見)"といったスラング

が多くあるのも、親しまれている証拠だろう。

装備といっても、まだまf三世でもが手にで

きるほど割高なものではない。アーミーやポ

リスのような金回りのいい車働裁ではまず標準

装備だが、駆け出しのハンターやゲリラ、パ

ンデットなどには高すぎる買物なのだ。それ

でも、パウンサーの聞には 『恋人を質にいれ

てでおJートプロテクターを入手すべきだ

という諺がある。

3.オートプロテクターのメカニズム
オートプロテクターを構成するパーツは大

きく分けてふたつある。

いちばん下に着用するのが、特殊繊維製の

インナースーツ。厚手のレオタードかジャン

プスーツのような服で、イ料割注/保温性にす

ぐれ、さらに耐衝繁/防弾機能を備えている。

もちろん放射能やびらん性ガスなどもこのス

ーツでカットされるわけだ。スーツを着用し

たら、グローブと頭をすっかり覆うマスクを

被る。

次に装着するのが、サイバ一筋肉/神経筒

と→本になったプロテクタ一部である。モデ

ルにより多少の差はあるが、おおむね腕部、

関郎、ボディアーマ一、そしてヘルメッ卜の

4プロックに分かれているのが普通だ。ニれ

らのプロテクターのパッチワークアーマーは

強化鰍量系繁材でつくられており、軽量化を

計っている。筋肉筒は装着者の筋力や瞬発力

をある程度アップし、生身の人聞を手軽に強

化する。



ヘルメッ卜にはいくつかの追加装備が内蔵

されている。モデルによって差はあるし、各

自でチューンも可能だが、 IR系センサーや

通信樵レーザーサイトなと'サイバー系のマ

イクロ化センサーがついているようだ。高級

機になると、パイザー内にHUDを装備し、

戦闘情報カ映り込むようになっていたりもす

る。

以上がオートプロテクターの基本的な概き

だが、最近では機種も充実し、絡闘戦タイプ
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や強行偵察型、エリー卜部隊専用のスーノfー

プロテクター(パワーまたはスピード、防弾機

能を向上させたり、飛行可能な機種)も登場し

ている。

4. オートプロテクター・ノてリエーション
実際にどんなモデルカ溌表されているのカ¥

少しずつ紹介していこう。

① GT40 (王覚〉

格闘戦用に開発されたカスタムプロテクタ

一。装甲面積を大きくとって防様性能をあげ、

右腕には一撃必殺のパイルパンカーを装備、

そして筋肉筒は最近開発されたばかりの三連

眠術型シリンダーが採用されている。シリン

ダー稼働時間は20分とごく短いが、このパワ

ーがあれば装着者は十分な働きができるだろ

う。王覚は東京のカウンターテロ部隊 〈首都

警}のスタッフの中でも、とくに格闘技に自

信のある者のために製造されたもので、きら

びやかな装飾や塗装でも有名だ。

① FD9000M (オクスタン〉

重量i8α<g以上にもなるオプションザックを

背負った重火力支媛オートプロテクター。オ

クスタンのオリジナルは霊プロテクター 〈ス

ピア〉であり、のちに開発されたザックを追

加したものがとくにオクスタンと呼ばれてい

る。もともと震い手持ち火器を取り回すスピ

ア型プロテクターは十分すぎるほどのパワー

とアピオニクスを有しており、 オクスタンも

その鈍窓そうなシルエットからは想像もつか

ないくらい、迅速に戦場に展開できる。

① VAP-5T(ベアキャット〉

北米巨大企業群共同で開発がすすめられた

VAP(新世代オートプロテクター)計画の成

果として生まれた飛行試験モデル。ジャンプ
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ブースターによる短時fdlの飛行が可能な特務

プロテクターは、今日では世界中の特殊鶴隊

で使われているが、その母体となったのはこ

の機体である。テストて好成績を収めたぺア

キャッ卜は30併幾ほど量産され、北米3シティ

の各エリー卜フォースに1鍬剣幾ずつ配分され

たらしい。野戦仕様のものでは、ブースター

のほかに展開式ハングライダーのテストも行

なわれたという。

④ C G 0 (Mark IV) 
オートプロテクターは格闘戦闘機パイロッ

トの耐Gスーツ/宇宙服にも転用されている。

ドッグファイトを身上とする軽戦周機のパイ

ロッ卜の肉体は想像を絶するGに耐えねばな

らないのだ。こうした “Gプロテクター"は

余庄インナーと筋肉筒だけで織成されていて

アーマーはない。しかし、 GPの分厚い余庄

インナーは銃弾を十分に防ぐので、非常時に

は通常の防具以上の働きを期待できるだろう。

聖書盤され、自力て味方昌也にたどり着いたパ

イロットの多くはGPのおかげて命を拾った

と口々にいう。

① J9 {スカーフェイス〉

身を守ることより、肉体の還動性を高める

ことに重点をおいた軽装/廉価オートプロテ

クターだ。この手のプロテクターの利点はい

くつかある。オートプロテクターはサイバー

技術が各所に流用された精密機器だし、全身

に身につけるため、着脱にも少々時間がかか

るものだ。が、 4あ釜を単純化すればメンテナ

ンスは楽になるし、戦闘中に故鱒したときで

もすぐに脱ぐことができるだろう。スカーフ

ェイスは、コストパフォーマンスもよく、標

準モデルより入手しやすい。
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lESSON 2 
ドラックや[DRUGS]

ドラッグといえば薬会般を表す言葉だ。病

気を治し、体調を整えるもの、精神に影響を

もたらして人を愉快にさせたり、狂気に走ら

せるもの、使い方にしても、飲んだり、塗っ

たり、注射したりさまさfまだろう。いずれに

しても、 ドラッグは人間に作用する物質であ

るというJ点で共通している。

MHワールドでは、 ドラッグは深〈日常に

浸透し、科学全般の発達により、多穏多様な

効能をもっ薬が発見されている。

このセクションで22世紀に存在する薬物の

すべてを紹介することはできない。サイバー

パンクというテーマにふさわしい、または実

用的なものだけを取り上げていく。

1.能力を増強するドラッグ

言葉i立、病気やケガを治癒するため、あるい

は肉体や精神に安楽/快楽を与えるために省

くから佼われてきた。

MHワールドでは、自身の能力を一時的に

させるードーピング薬カιー般に広まり、認知

されている。

有名なのは、筋力潜強剤、加速剤、士気高

揚剤、知覚増大剤、体力樹銅lなどだろう(ち

なみに、加速剤とは神経の反応速度をアップ

して全身の瞬発力/敏樹全を高めるためのも

の)。

これらのドラッグは、アーミーなどでは支

給品として兵に配られることがある。戦場に

おいては、全体の士気を京信寺するのはd泊料、

可欠だし、個人の能力を高めるのも重要なこ

とだろう。

一骨量に市販されているドーピング剤は、お

おむね合法品で副作用や常習性がないとされ

ている(が、いつも頼っていれば身体によいわ

けがない)。裏世界には、効能を高めた非合法

品が多々あり、高価で取り引きされることも

しばしばある。もちろん、そういった非合法

I55 

ドラッグの服用には副作用や常習性といった

危険がつきまとう。

市販品/合法品には副作用/常習性がなく、

非合法品には安全カ句呆障されていないという

点はすべての種類のドラッグに関していえる

ことである。

2.肉体や精神に独特の影響を

もたらすドラッグ

ドーピングには違いないが、いろいろな効

能をもっドラッグがある。それらは、向精神

剤(麻薬の部類)のように、必ずしも精神に影

響を与えるわけではなく、まとめて説明する

のも難しい。例をあげていこう。

外見を変えるものとしては、性転換用の強

力ホルモン、メラニンを増加/~成少させ肌の

色を自由に変える薬、相良から髪の質/色を

変える薬、液体コンタクトレンズ、成長抑制/

延齢淘jなど。

精神に影響を与えるということでは、麻薬

もここに入るだろうし、洗脳剤もそうだ。i酉

やタバコも向精神淘lのー穏だが、 MHワール

ドではそれらにドラッグをブレンドした、よ

り風変わりな飲物や噌好品ヵ、商品として売ら

れている。

鑑みるに、 22世紀では、 ドラッグを娯楽の

一種として積極的に楽しもうという風習が根

づいているようである。

3.医薬品の仲間
ここではMHワールド1封寺なものだけを見

ていこう。

傷に塗る薬は普からあったが、とくにサパ

イパーたちが鍔帯する傷薬に細JW罰金剤とい

うのがある。損傷部の細R敏郎設をj舌性化させ、

治癒させようというわけだ。

荒野で活動する機会の多い者たちは、汚染

dれた自然から身を守るためのドラッグも手
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放せない。有毒細菌の抗生剤、体内の放射能

を中和するドラッグ、遭難時にすぐに救出が

望めない場合の備えには冬E賄1)、仲間が倒れ

ても蘇生剤があれば生き返らせることができ

るかも知れない。

シティ内でも、特に自然環境か憲いところ

なら、誰でも抗生物質は手放せない。健康で

あっても定期的に薬を服用し続けなければな

らないだろう。

マイクロマシンやバクテリアを使ったバイ

オサイバーも効能は医薬品と問機だが、別セ

クションで説明している。

4.高価値なドラッグ

市場以外の場所で高値で取り51きされるド

ラッグは多く存在する。

高価なドラッグとは、たいてい非合法品か、

でなければ単に→姉場て希少/高価な薬だ

ろう。巨大企業のなかには薬品を主幹にして

いる会社もあり、世界中のドラッグの流通は

管理されている。不当な締めつけがあればこ

そ、筒取り引きが増え、ドラッグ崇拝者も多

くなるのだ。

非合法品としては、ヤミて浩られたあらゆ

る種類のドラッグ、認可されていない多くの

向精神剤、強力な錫薬、行政てイ采議されてい

る天然資原(わずかしか生き残っていなし、動物

の器宮、特定の植物や鉱物)を原料にした漢方

薬などがあげられる。

量産カ灘しい薬、高価な薬としては成長抑

制剤jや延鈴剤がある。そのほか、開発された

ばかりでまだ市販されていない薬や、種々の

理由で生産量が一定でない薬も、ときによっ

てはとんでもない高価で取り引きされるだろ

つ。
ちなみに、 ドラッグの崇拝者が多いダウン

タウンでは、 ドラッグのアンプルやカプセル

カ湾挫の代わりに通用する。
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プレインタ・ガイダンス

MHワーJWで生き残る口まそれなりの腕と度胸、

そして還が必要だ。そして、それをやり遂げるため

には常に最良のやりかたでなくちゃならなL、。つまり

はそれが“冴えたやり方"ってやつだ。

;牙えないやり方で生き残った奴がL、たとしても、

きっと次のピンチはくく・り抜けられない。残念ながら、

それがこの世界のさだめってものなのだ。

ここからは、プレイヤーであるキミに“冴えたや

り方"をレクチャーしよう。
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lESSON 0 

はじめに……プレイヤーの皆さんへ[FORPLAYERS] 

テーブルトークRPGの楽しさ、そしてそれ

がいかようなゲームであるか、どうすればよ

り楽しく遊べるようになるか、などの(とくに

ピギナ一向けの)RPG紹介本はすでにあちこち

から多く出版されています。

ですから、本容でそういった rRPG全般の

手引」について改めて害〈必要はないでしょ

う。というわけで、プレイヤーガイドはおし

まいです…ーなどというつもりはありません

(笑)。

この章ではMHワールドをより楽しんでい

くための記事を書くつもりです。しかし、世

に言われているRPG全般に関するご〈初歩的

なノウハウの中で、覚えなければならないこ

と、気をつけなければいけないことについて

筆者は何にも書くつもりはありません。

なぜなら、 RPGのプレイの本質はメタルヘ

ッドのプレイにおいても、ほかのRPGと変わ

りないし、何よりそういったことはRPGを始

めた皆さん自身が、それぞれの方法で興味の

赴くままにおぼえていってもらいたいからで

す。

とはいっても、 RPGは数人でエンジョイす

るゲームです。とくに、コンペンション会場

て咲日りあった人とプレイする時には、知らな

い者どうし、なるべく共通のRPG観が必要に

なるでしょう。ですから、機会を見つけて「一

般的なRPGσ謎ひ引について密かれた本を一

冊くらいは読んでおくことをお奨めします。

ところで、みなさんがRPGに魅かれる理由、

RPGを始めた、これから始めようとするきっ

かけは何でしょうか? それぞれがあこがれ

ていた世界感、好きだっ峨函/漫画/小説/

アニメなどの世界の中にあなたが飛び込んで

いくことができる、現実のあなたとは違うも

うひとりの自分を架空世界の中で見い出すこ

とができる、現実には実現の難しい種類の(時

間や金が必凄だったり、法的規制を受ける)趣
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味を満喫することができる、などさまぢまで

しょう。

メタルヘッドがおもしろそうだと思ったあ

なたは、サイバーパンク的な(この単語にはば

かりがあれば)近未来的なフレーノTーに興味を

持っていた方であり、この本の後半で紹介さ

れている各種メディア作品のいくつかカf非常

に気に入っていたことでしょう。そうでなか

ったら、 SFメカとか銃器とかが大好きな方

なのかも知れません。

それでいいのです。RPGはr演じるゲームJ

であり、話筋を念頭にすえてプレイするのが

望ましいのですが、楽しみはそれだけではな

いはずでしょう。人それぞれの楽しみ方があ

るという所がテーブル トークRPGのすばらし

いポイントのひとつなのです。

RPGを始めるのに理屈はいりません。ほか

の遊びゃゲームをやるのに、“やらなくちゃな

らなL哩由"が必凄ないように、百白そうだ

から"遊んでみればいいのです。

ルールを覚えるのか商倒なのは確かです。

筆者もそうですから、気持ちはよくわかりま

す(笑)。しかし、残念ながらルールを覚えず

にプレイできるゲームは存在しません。RPG

においては、ゲームシステムと世界背策の筒

方が “ルール"ということになります。

このあとに続〈プレイヤーガイドはMHワ

ールドの環境や習慣、気風を深〈理解する=

ハンターとしてMHワールドの住人になりき

るために読んでください。実際のセッション

時には、自分のキャラクタ-~よりスムーズ

に動かすことができるようになり、プレイ展

開もより楽しくなるでしょう。GMをやろう

とする時には、今までよりシナリオメイクが

楽になるはずです。



lESSON 1 
アウトドアライフ[HOWTO SUR VIV AL -OUTDOOR] 

MHワールドでの冒険は大きく 3つに分け

られる。ひとつは摩天楼そびえるメガ=シテ

ィでのハードボイルド ・アクション、もうひ

とつは未知の次元サイノTースペースでの摩詞

不思議な冨険、そして不毛の荒野でのアウト

ドアサパイパルだ。

3つのステージでは、それぞれの背景ごと

に違った装備や知識、対応、ゃ，L格えが必凄と

なる。

本文はポイントとなる特定の場面/状況下

での定石な行動/ベターな行動指針を示す、

という風に実用的な機成がなされている。ま

た、その時に持っていれば、とても有効には

たらくアイテムも同時に記載した。冒険の参

考にしてくれたまえ。

まずはアウトドアライフについて、そのす

べてを攻略していこう。
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1.アウトドアでの官険準備
アウトドアでの冒険向きのキャラクタ→象/

ノIl/技術も準備のひとつだ。シティの外で

必要なのは強靭な，意志、と動物のカン、狩人の

感性である。ノリとしては、西部:J.lIJのガンマ

ンとカ幌検家といったところだろう。また愛

撃を駆るドライビング・テクと、それに裕載

された兵器を扱う腕も重要だ。

さて、アウトドアで不可欠な(個人持ち)ア

イテムをあげておこう。各クラスごとの 〈ハ

ンターズ・セット}、護身用の小火器、これだ

けでもまず大丈夫だが、ほかに 〈ジャンプス

ーツ〉か〈オートプロテクター〉、〈マイクロト

ーチ〉、〈アーミーナイフ}などがあればたいて

いの状況には対応でき、思想的だ。

これはひとつの基本的な例にすき.ない。状

況に応じて各自研究し、もっと有効な装備の

組み合せも考えよう。

宅急
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2. シティの外
メガ=シティの外にはどのような光景が広

がっているのだろうか?

① 廃虚 .

メガ=シティから出てしばらくは旧都市の

廃虚が続くことが多い。見通しが悪〈、いさ「

という時の逃げ道もないかも知れない。アウ

トローや盗賊の巣になっていたり、ミュータ

ン卜か潜んでいることもあるので普戒を怠り

なし敵がいないことを確認すれば、格好の

休息1也となる。

① 荒野 :

岩と砂層置の世界。地表の大部分はこうした

荒野である。道路は半世紀前からまったく整

備されていないので、運が良くてもひひ割れ

だらけのアスフアルトか延びているだけだろ

う。基本的にオフロード仕様のウ.ィークルで

ないと機断は鱒忌

① 砂漠・

砂漠も瀕繁にみられる情景だ。あまり近寄

りたくない地形だが、土地によってはどうし

ても逸らねばならないこともある。砂に足を

とられないように気をつけよう。

④ 山地.

山道は見通しが悉く、移動経路も限られて

いる。峡谷を通るときは岩絵に潜むパンデッ

トに警戒しよう。また気象も変化しやすく、

降雨などによる足止めを食らうこともある。

⑤ 湿地.

移動には向かない土1也だし、とりわけ危険

なミュータン卜の生息止也なので、理由がない

かき.り立ち入らないほうがいい。
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⑥雪原:

通常の危険のほかに寒さという危険要素が

加わる。遭難などという事態だけは避けよう。

① 森林:

ここを通る機会は皆無だろう。もし通る場

合は森林浴を楽しむより、生い茂る草の陰や

立ち並ぶ木々の裏側にj主意したまえ。

⑥ 海域:

海域を渡る能力を持つメカニックは限られ

ている。また海域に関する専門知識がないな

ら、横断は断念すべきだろう。海賊やミュー

タン卜より、気象の変化に留意しよう。

3.旅行プラン

シティを荷量札荒野を横断する旅に出発す

るにあたって、決めておかねばならないこと

がある。推定旅行日程と移動のスケジュール

だ。

燃料や食糧は、途中でのアクシデントに備

えて、必拐の1.5倍は持参しよう。

土1断丙によるが、重要なのは昼夜どちらを

移動にあて、どちらを休息(野営)にあてるか

だ。

→量に昼間の移動は体力を消耗するが、戦

闘が発生したときは柔軟に対応できるだろう。

また、夜に休むのでよく眠れる。

夜の移動はあまり目立つことはないが、何

者かに襲われた場合対応が遅れる可細企もあ

る。昼に休むなら、夜より敵の襲来鎮度が減

るカえやはりよく脹れないだろう。

結局のところどちらを選ぶかはキミたちし

だいだ。

ちなみに、休息に必嬰な時間だが、 ドライ

ノfーを交代て務めるなら、 24時伺中6-8時

間もあれば十分だろう。
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4.検|問
とりわけ運びの仕事を引き受けた場合、ち

ょっとした障害として存在するのが検問だ。

シティ問で正式に取り引きされる物品のす

べては企業体が流通させているので、キミの

仕事は必ず非合法なわけだが、こうした密輸

はもう MHワールドでは黙認されている。そ

れでも観也惑な検問係官はいやがらせをした

り、賄賂を要求してくるかも知れない。また、

百槌そのものか湧もとされている危険なドラッ

グとか犯罪者などを逮んでいるのが発見され

れば、これは必ず逮捕されることになるだろ

つ。
検問を通過する冴えたやり方には何とおり

かある。

ひとつはおとなしく賄賂なりを差し出して

通してもらうこと。ペストなのはいつも使う

ルートの検関係官と友達になってしまうこと

もま
• • -e

・

・
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•• 
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だが、現実にl持層Eしいだろう。

もうひとつは検問がなされていない細い遂

を使ってシティへの出入りをすること。時間

はカ、ヵ、るし、.:I:.il!!カンカfdZ与喜になるカえよL、

選択だ。

あまりいいやり方でないが、どうしようも

なければカ押して咳或皮しなくてはならないこ

ともあるだろう。

5.野営
シティ簡の移動には野営はっきものだ。特

にランドプラスターやハスラーは野営i去をマ

スターしておこう。

原則として野営地として望ましいのは、外

敵を早期に発見できるような、周囲がよく見

渡せる場所だ。

車内で寝るのもいいが、やはり疲れをとる

にはちゃんとキャンプを張ったほうがいい。

〈テントX寝袋H懐中電灯X野外調理セット〉

r6r 



などがあればl~想的。

荒野では何が起こるかわかったものではな

いから、やはり交代で不寝番を立てるべきだ

ろう。不寝番は録低でもふたりでやるのが望

ましい。ひとりだと、手慣れたストーキング

野郎に首をかっ切られる危険度か宮くなる。

余裕があれば {加圧センサーシステム〉や

〈多目的警報ポッド〉、メカニックアクセサリー

の (FI S)などを利用してもいい。これら

はどれも野営地のまわりを自動的に警戒する

システムだ。

いずれにしても、野営は危険だが、必ずや

らなければならないことだ。こういう時こそ

見張りは気を抜かないようにしよう。

6. 自然現象

MHワールドの自然は過飴だ。異常気象に

特に注意しなければならないのは、アウトド

アでの冒険の場合だろう。こういう危険は事

前に調べておいたり、常に周囲に気を配って

いればたいていは避けられるものだ。初歩的

な不注意からピンチに陥るようでは、ブロと

は言えないぞ。

メタルストームやシムール、そのほかのた

いていの異常気象はネットワーク ・ラジオか

らの天気予報であらかじめ知ることができる。

カマイタチは狭叫炭谷などて溌生しているこ

とがある。これも付近の動物の死骸などから

判断はできるだろう。

あとは (NBC警告計〉の警告音を聞き逃

さないようにすることだ。〈ゴーグル)(ガスマ

スク)(ジャンプスーツ〉なとち有害ガスや細菌

を防ぐ装備の準備も怠りなく。

7.パンデット
パンテ.ットやゲリラなど、シティ簡を行き

交う旅行者を狙うアウトローは数多い。襲聖書

者は、犠牲者の財産/命などすべてを強奪す
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るつもりなので、彼らに対してはまず交渉は

期待できないだろう。

彼らは裕福ではないので、その装備は貧弱

だが、そのかわり数て押したり、地の利を使

ったり、綿密な作戦をもとに効果的な襲務を

行なうこともある。キ包女扮旬な戦力カ司憂ってい

ても油断は禁物だろう。

賞金稼ぎの目的て安部に出たノ、スラーを別

にして、旅の途中で襲聖書を受けたら、艶墨し

つつ逃げるのがもっとも合理的だ。かまって

いると、旅程カ涯びるし、燃料吃や弾代もも

ったいない。

8. ミュータント
ミュータントとは、 NBC汚染やバイオハ

ザード、夫魁也異などて突然変異を起こした

突然変異動植物のことである。

ミュータントはMHワールドではどこにで

も生息/出現する可能性がある。もっとも透

渇頻度か高いのは、やはりシティ外での冒険

中だろう。

恐ろしいほどのパワーを持つもの、特異な

攻聖書を行なうもの、巨大生物、高い知能を持

つもの、緩鬼翰Eカをもって不意討ちをかけて

くるものなどミュータントのどれもが、過E告
な自然から生き残るためにさまざまな超能力

を身につけているのだ。

ミュータントへのベストな対応策は、それ

が生息している地域ではあらかじめ防衛手段

をもって襲聖書に備えることである。そのため

には普段からミュータン卜に関する情報/習

性を調べ、それぞれの対応策を練り、留意事

項を忘れずにしておくことだ。

ミュータントははっきり言って、準備が万

全ならそうたいした外敵ではない。

9.夜戦/夜襲

荒野の真ん中、人気のない廃慮、地下下水



道の探索、ピルの狭間の閤…・必、ずしも夜で

なくとも暗い空間は山ほどある。暗悶の中、

敵と遭遇する機会は意外と多いものだ。そん

なとき、夜間戦用装備をしていなかったら?

襲援をかけてくる者は準備に怠りはないだろ

うし、暗闇で活動するミュータントなら生ま

れながらに夜目が利くはずだから、キミは必

然的に庄倒的に不利な立場に立たされること

になる。

(I R投光器+ゴーグル){(サイバー)ノク

トビジョン)((サイバー)I Rビジョン〉、こ

れらの中からどれかひとつだけでも装備して

いれば、こんな状況を切り抜けるのはそう難

しくなL、特に由化出るときなどは夜間戦

装備を絶対忘れずに。

10.避難
キミはどうして遭難してしまったのだろう?

自らのミスからか、予想、を上回る敵の攻怒を

受けたからか、ガス欠かH ・H ・いずれにしても

“i董難"は“死"の次にNGな単語であり、や

ってはならないことのひとつだ。とりあえず

命を長らえ、救援を呼ぶ方法を考えるしかな

し、。
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雪原カ匂rA築、重富山なら早急に身体を休めら

れる安全な場所を探したまえ。ケガをしてい

るなら、手遅れにならないうちに (J;t急キッ

ト}や 〈セルク 1)ーム〉で応急処置を済ませ

よう。

さて、落ち着いたら装備を点検する。〈サパ

イパルキット〉か{ヱマージヱンシーパック}

は持っているか? (レーション〉は何日分

ある?

救援を呼ぶアイテムとしては、佑臨時梯

〈発信悌 〈発恩師 〈信号弾:)(E B)などが考

えられる。なるべく体力を消耗しないように

ひたすら待つことだ。異常気象やミュータン

ト、キミを追う追跡者にも気をつけて、いざ

という時のために体力を温存しよう。

7.1<はもっとも重要な生存の鍵だ。タンパク

質は消化のさい水分を消費するので、できる

だけ摂取は控えること。

救援を呼ぶ手段がない、もしくは呼んでも

来そうにないなら、生還率はガタ落ちする。

こういう時のために 〈冬眠ドラッグ〉を準備

しておくといい。還がよければ、何か月後か

何年後かに仮死状態て発見されるだろう。
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シティライフ[HOWTO SURVIVAL -CITY LIFE] 

メガ=シティでの冒険は、アウトドアでの

それより高等なテクニックを要求される。こ

のテクニックとは単に戦腕技能やま隠穫を示す

ものではない。何より重要なのはキャラクタ

ーの個性とカ寸守動そのものなのだ。

ダウンタウンにもマナーはあり、それを傍

若無人に破る奴はたいてい長生きはできない。

MHワールドの生活リズムに慣れてしまえば、

キミの冒険はずっと楽なものとなるはずだ。

ここでは、楽しく長い人生を送るのに必要な

エチケットをレクチャーしていく。

1.シティアドベンチャーの

リズムと必需品

シティではNPCと接触するチャンスがと

ても多い。出会った人物の中の何割かは冒険

に深くかかわってくる連中だから、彼らへの

アプローチ/対応のしかたは大事だ。

あまりに強大な相手に正面から突きかかる

のは無言葉だし、だからと言って弱者に無慈悲

なことばかりしているとあとでしっぺ返しを

食らうこともある。

結局、キミの主義/主張に照らしつつ、適

当にハードボイルドしているというのが、い

ちばん冴えたノりだろう。

シティライフに必喜朝、可欠なアイテムは、

基本的なところで以下のようなものが考えら

れる。〈アクセスファイパー}、情報を仕入れる

ためならその機材、修羅場に対応できるだけ

の最小限の武器または護身用真。そして、ス

ゴミのある呂、もしくは無表情、あるいはに

やけた口元といった儒性を確立しよう。つい

でに身につけるファッションには凝りたいと

ころだ。要するに、冒険を始める段て便利な

道具に頼るのはあまりよろしくない。また、

人と同じことをしていては生き残れはしない

だろう。

装備はこれ見よがしでもいけないし、丸腰
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にJ思われるようでもいけないのだ。いかにも

強そうにしていれば腕試しとばかりに荒くれ

者カ寄ってくるし、弱そうだとこれまた追い

はぎに狙われる。小さなトラブルでも大きな

失敗のもとになる。

まずは、設の自から見ても“角膜ではない

が、戦えばお互い無事に済みそうにない"と

思わせればペストだ。

2.エリア ・スタディ
メガ=シティは計画都市であり、その地域

ごとに街の表情も住人の種類もまったく違う

のだ。

① 中失ブロック:

メガ=シティの心臓部。都市機E中枢や支

配企業ピルが存在する絶対保安区で、立ち入

ることすら難しいだろう。ここにいるのはA

|のおもりをするネッ トワークオペレーター

や科学者、技術者、政治家、企業幹部、それ

とガードロポットくらいだ。

① エ業セクション/居住セクション:

エネルギー施設やー骨量ビジネス街、工業団

地とか中流以上の市民の居住用の勝也実質

的にはここまてでfi治安がまともな範圏であり、

それほど大きな事件も起きない。普段は用lま

あまりないだろう。

① ダウンタウン:

メガ=シティでもっとも活気のあるのがこ

こだろう。「ダウンタウン」は下町~暗黒街ま

でを意味する単語だが、キミも恐らくここに

居を構えているはずだ。

住人もさま5まだ。善良な市民が住んでい

るかと思えば、 一歩路地を入れば、ジャンキ

一、マフィア、売入、不良少年、貧民新興

宗教教徒、反体制活動家、娼婦、世捨人、孤



児、用心待、モグリ医師、ヒモ、ハッカ-..

etc 庶民と弱者と狂人と犯罪者カ対燃と4説 、

衝がダウンタウンである。

④ ブラックマーケット:

ダウンタウンのあちこちに形成されている

行政府非公認の商后街。ちょっとしたピル、

商底、露天商など庖富市形式や規模もさまさfま

である。セーターから株式情報、戦車まであ

りとあらゆる物品が売られており、ここで手

に入らない物はない。

中流街の市民でさえみんなここで質物をし

ていく。

所によるが、人が集まるため、義本的に危

険度はダウンタウンより高し、スリと悪徳業
カヲγグ

者、恐喝震に注意。

⑤ ハイウェイ :

ハイウェイは巨大な範囲のメガ=シティの
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動脈だ。いってみればただの交通路だが、と

ころによっては暴走族が多く、車を利用する

者にとっては危険だし、冒険の舞台でもある。

⑥ リニアウェイ駅/地下街 :

ダウンタウンの真下にある地下街やリニア

ウェイ駅は危険1也帯だ。閉鎖空間なので、獲

物を追いつめる犯罪者には格好の狩場となる。

① 廃虚/雛民キャンプ.

ダウンタウンのさらにタト側に存在する、荒

野とシティの境界。ダウンタウンにすら入れ

ない極貧民が少動替んでいたり、シティから

追放升iJを受けた凶悪な犯罪者(パンテ'ッ卜)の

隠れ家として、またミュータントの棲息する

温床ともなっている。

人口密度が低いので、敵に遭遇する確率は

低いが、出会ったときは手ごわい敵と踏んだ

ほうがいい。



3.普段の生活
ハンターとして、あるいはそれに準ずる危

険なビジネスをしていないとき、キミは何を

しているのだろう。

その前に、ハンターとしての仕事はどのく

らいの間隔でやっているのだろう? (個人差

もあるだろうが)、基準を設けにくいのであれ

ば、だいたい月 1回程度で1週間の期間と考

えていい。

さて、それ以外の時間は何をして過ごせば

いいのかというと、明確には答えられない。

何をしていよ うと自由だが、強いていうなら、

みんな遊んでるか、充電しているカ¥趣味を

追求してるんじゃないだろうか。

ネットライナーなら、趣味でもあるネット

での情報集めとカ¥コンピューターゲーム、

自作ソフ 卜の開発に忙しんでいるかも知れな

L、。
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パウンサーなら、 トレーニングジムやシュ

ーティングレンジて包Il練に打ち込んでいるか、

飲んだくれているのでは?

ランドプラスターなら、愛車のチューンを

したり、 ドライブに興じているだろう。

MHワールドは未来世界だが、人々の普段

の生活は20世紀の現代とそう変わりない。プ

レイヤー自身が自由に考えてくれたまえ。

4.契約
ハンターであるキミはどこからか舞い込ん

だ依頼を受け、仕事を始めるだろう。MHワ

ールドにおいて契約は重要だ。契約時のマナ

ーやポイントはいくつかある。

まず、契約に関する事項をなるべく詳しく

知ること。この時点、で向こうに落度や不正が

ないかどうかを判断したり、指摘できないよ

うではいけない。

自分のハンターランクに見合わない額の報



酬は要求しないほうカ切離だが、その範囲で

条件をよりよくできそうなら、交渉に傷心す

べきだろ、う。例えば、 十分な前金がもらえな

かったのが原因で、仕事が失敗するのはばか

ばかしい。

契約をする前でも取り交わした後でも、依

頼主のことをあまりあからさまに嘆ぎ回らな

いこと。とはいっても、ハンター稼業は危な

い橋だ。相手の気分を奮さないような手段で

の依瀬主の情報収集はせ'ひやっておくべきだ。
つらか

ペストなのは…・こ利かりは経験で培うし

かないが、怪しい依頼主かどうかは最初の接

触て咋リ断していくことだ。

怪しいがために魅力的な報猷願だというこ

ともある。こういうときは自分の命+冒険心+

自信とその報酬を天秤にかけてみるといい。

受けるも受けないもキミの自由だ。

そしてもっとも重要なことは、契約時の条

件を遵守し、受けた仕事は必ず成功させるつ

もりでかかるということ。ハンターはプロだ。

少なくとも世間ではそう見ている。目的のた

めには手段を選ぶ必要はないが、依頼主をこ

ちらから裏切るような行動だけはやめたぼう

カ{¥_、L、。

5.チェイサー
悪質なハンターを追跡し、逮捕したり殺害

する賞金稼ぎ/殺し屋はチェイサーと呼ばれ

る。チェイサ一任務は比較的評価の高いハス

ラーやパウンサ一、傭兵などが請け負うこと

が多い。

ハンターが契約を故意に破ることは、彼に

とってハンタ-一生命の終わりをあらわす。

契約を破られたブローカーまたは依頼主は

ハンターカ〈所属しているギルドにその損害賠

償を申し出ることがある。ギルドでは調査の

うえ、何らかの処置を取ることになる。なか

でも悪質なケースへの対処が、当のハンター
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の認定を取り消したうえでのチェイサーの派

遣だ。

追われるハンターはどこのシティでも仕事

をすることはできず、稼業を廃業しなければ

ならないだろう。認定取り消しはギルドの行

なう措置であり、犯罪者になるわけではない

が、被害者などが賞金を懸ける場合もあるの

で、そうなると同業者のみならず、あちこち

から狙われることになる。

6. コミュニケーション
特lこMHワールドのシティアドベンチャー

において、コミュニケーションが重要なプレ

イ要繁であるこ とはいうまでもない。ここで

はキミが出会いそうな相手を想定し、その状

況説明や冴えた対応の仕方の例を述べてみよ

つ。

① 企業幹部/支配企業 .

彼らと直接会うチャンスはあまりないだろ

う。彼らの大部分はハンターなどアウトロー

のー穏だろうと決めつけており、毛嫌いさえ

している。

幾重にもセキュリティカ鳴り巡らされた部

屋で、それも分厚い防弾ガラスの向こうから

の面会を望む。もちろん携帯武器は事前にす

べて預かるという念の入りようだ。数人の強

そうなボディガードがまわりを囲むこともあ

る。絶体絶命でないかぎりは穏便に話をすす

めるべきだろう。

世間知らずな者も多いので、うまく交渉す

れば大金をせしめることができるかも知れな

いが、相手は巨大なカを持っているので、 ト

ラブル/正面対決は避けるのか賢明だ。

また、彼らと対決しなければならないなら

ば、マスコミ関係かライバル企業と接触し、

スキャンダルか同レベルの勢力をキミのパッ

クアップとして機能させるのも苦肉の策では
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ある。

② 警察/アーミー .

警察もアーミーもその施設のセキュリティ

は万全だ。作戦もなしに乗り込んでどうこう

できる所ではない。

彼らもハンターに対しては冷淡だ。だがハ

ンターに一目置いているのは確かであり、利

害が一致すれば協力も夢ではない。

キミが犯罪行為を犯して追われているとか、

彼らのスポンサー企業を困らせるような行動

をとったのでもないかぎり、彼らと衝突する

ことはないだろうし、キミにも彼らを攻君臨す

る理由はない。それどころか、ハンターも市

民なのだから、ほかの市民を守るのと同様、

彼らはキミを守る義務がある。最低の手段だ

が、危険が迫ったとき、こういう組織に泣き

つくのも生き残る方法のひとつではある。

献すした場合でも、警官や軍人を殺すのは

あまり勧められない。個人能力は低くても組

織の力は絶大なのだから。

① ギルドとユニオン・

これらの団体がキミと敵対することはまず

ないといっていい。あるとすれば、キミに非

があるか、団体内の特定の悪人との対決とい

うことになる。

ギルドは普通の穆務所で、ハンターは自由

に出入りでき、サービスを受けられる。事務

員もみな親切だ。

ノ、ンターの処罰はギルドが行なっているの

で、処罰を受けたキミが腹いせに事務所にな

ぐりこむこともあるかも知れない。事務所の

スタッフに戦闘能力はなく、セキュリティも

ー殻企業なみなのてったした抵抗はできないだ

ろう。しかしそんなことをしても実りはまっ

たくない。

ユニオンには普通は出入りできない。ラン
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クアップ認定時に手紙が届いて向こうから招

待されたときのみ、施設への出入りが許され

る。対応する者はそっけもない係員か、厳し

いだけの扇われインストラクターくらいだが、

還がよければ、幹部であろう引退した老練な

ハンターに会うことがあるかも知れない。

ユニオンは施設のセキュリティも完壁で、

何も調べられない謎の団体だが、主業務はギ

ルドの管理なので、正面から衝突することは

ないと考えられる。ちなみに、ユニオンのデ

ータノTンクの検索はハンターには常時午され

ている。

④ ブローカー/パー :

ハンターに仕事を紹介するブローカーはふ

つうダウンタウンに住み、副業を営んでいる

が、たいていは酒場であることが多い。やは

り人集めにはスピークイージーな場が必要な

のだろう。また、特にランドプラスターびい

きのパーだと、パーの裏手や上の階カ酒屋に

なっていることもある。

さて、ブローカーはハンターにとっては基

本的に友好的な存在だ。イ中プ同ヰは取られるも

のの、いちおう彼のチェックが入った質のい

い仕事を回してくれるわけだし、組む仲間を

紹介してくれるのもブローカーである。また、

彼が流通させているアイテムを安価で売って

くれたり、冒険中に入手したものの個人では

さばけないアイテムを寅い取ってくれもする。

良心的なブローカーならいろいろと世話を焼

いてもくれるだろう。

善人の方が少ないこの世界だが、悪徳ブロ

ーカーや4野島とに号|っかかったら、愛敬て宮午

すか、早めに手を切ることを考えよう。よほ

どのことがないかぎり、ブローカーに戦いを

挑むのはハンターとしてのモラルに欠けると

されている。しかし、誰の目からみてもブロ

ーカーが悪いなら、キミがそのブローカーを



始末したとして、おとがめはないはずだ。

ブローカーへの対応だが、基本はビジネス

と割り切って応対すべきだろう。ブローカー

の評判はハンタ→中間には広がりがちだから、

そのあたりの情報を集めて、信用できそうな

ら仲良くしてもいい。付き合いが長くなれば、

相手もキミを絞りにするようになり、いいマ

ネージャーとなるだろう。

ちなみに、ブローカーを通さずに自分で仲

間をスカウ卜したり、仕事を拾ってくること

もできる。自信があればそれもいい方法だ。

パーのセキュリティに関して。物騒な場所

柄なうえ、客も物騒な奴ばかりなので、たと

え、見た目にはわからなくても、后内の保安

にはかなり気がi'ieられている。主人の方針に

もよる抗携平等武器を入口て預かったり、用

心棒が后内にいたり、ガードロボットが天井

からぶら下がっていたりする。憲低でもカウ

ンターの裏には強力な武器が隠されており、
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客カ旬lき起こす騒ぎに備えているようだ。

⑤ 情報屋:

情報屋もブローカーの底と並んで、ハンタ

ーには馴染みの深い場所だ。シティアドベン

チャーの遼人を目指すなら、お得意の情報屋

をいくつか押さえておくと、ハードボイルド

な雰函気が出るだろう。

ダウンタウンには情報屋が多い。ブローカ

一、ネットライナ一、ハッカーなども副業で

情報屋をやっているかも知れない。

彼らは情報を集めて売ることが生きがいと

いう人穫だから、ちょっとやそっとの脅迫、

尋問/拷問、懐柔では簡単に情報を喋ったり

しない(もちろん、無法者を撃退する準備も怠

りないが)。そのかわり、情報屋どうしのネッ

トワーク組織以外の特定の団体に組すること

はまずなく、金を払う者すべてに公平に有用

な情報をもたらすのである。これが彼らの第
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ーのモットーだ。

情報屋はなるべく有名なのを探そう。これ

も信用商売だ。対応だが、相手は中立的な立

場だから、少なくとも支払う金の分の情報は

信用しよう。出任せを言うような情報屋は、

偽情報を信じてひどい自にあった者の報復を

受けるから、あまり長生きはできず、したが

って嘘を言う情報屋は圧倒的に少ない。あと

はせいぜい支払いのさいに足元を見られない

ようにすることくらいだろう。

便利な連中だが、キミの集めている情報を

競争相手にも渡すだろうし、また、キミの情

報を集めている者にはキミ自身の情報を流す

だろうから、やっかいな存在でもある。こう

したケースには対応策がある。彼が満足する

額の報酬で、一定期間の専属契約を結んだり、

口止め料を払うのである。もちろん彼がそれ

を守るかどうかはわからないが。

ちなみに、ネットワークからの情報に限る

なら、ネットライナーやハスラーはNPCの

情報屋を殺らず、自分て情報を集めて来るこ

とも可能だ。

⑥ ブラックマーケット:

ブラックマーケッ 卜には多くの種類の商売

人がいる。ブラックマーケットというくらい

だから、物騒な所も多い。どこの底でもでき

うる限りのセキュリティはしであるが、たい

ていはプロから見ればちゃちな設備だ。だい

たい、 j苫を襲うなどというチンケな犯罪を実

行するのはチンピラと相場が決まっているの

で、后主もそれを穆退するだけの警備しかし

ないのがふつうなのだ。また、こういう商庖

街は団績が竪〈、賊府財1れば全員て対する

というところも珍しくない。

ブラックマーケットでの対応。すべての商

品に付けられている値段は相場価格にすき.な

い。知らない者に相場を上回る倍でものを売
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りつけようとする業者には気をつけよう。ま

た、格安品は不良品の恐れもある。流通が特

に安定していない種類のアイテム(ドラッグ、

コンビューターパーツ、武器など)は相場がひ

どく変動するので、買い時を逃さないよう。

悪徳業者にだまされたとして、何らかの報

復に出ることはかまわないが、ご近所には迷

惑がかからないよう注意しよう。だいたい、

ブラックマーケットでは、だまされる方が悪

いとされる。

① 犯罪組織 :

ここでいうZ田野郎畿はマフィアをはじめと

する、ある程度統制のとれた高等な犯罪集団

のことだ。

ゎgゎg首を突っ込む必要はないだろうカミ

彼らとの接触が必要な仕事も議け負うことが

あるだろう。こういった組織は非常にやっか

いだ。支配企業や公安組織を相手にするより

はマシだが、一骨量に犯罪組織はスキャンダル

を恐れない分、脅迫はしにくいし、ダウンタ

ウンにおいては強大な力を持っている。

彼らとの接触のノ'{I Jエーションはさまさ「ま

だろう。警戒厳重な部屋にいるボスに呼び出

されて仕事を頼まれることもあるし、より高

い地位を狙う幹部にポスの轍貨を強要される

こともある。また、街路て慢しい奴を捕まえ

たらそこの櫛成員だったとか・….etc.

個人で立ち向かうのは難しいが、対応策は

ある。犯罪組織はカリスマの高い人物がトッ

プにいることが多いので、その人物を何とか

すれば(暗殺する、説得/懐柔する)、意外に

簡単に問題が解決することがある。また、そ

の構成員のうち、下っ端はただのチンピラな

ので、それをうまく利用してやってもいい。

犯罪組織はキミカ納得したうえて協同が可

能なら、ダウンタウンではこの上なく強力な

味方となる。

. 



しかし、どう関係するにしても彼らはしょ

せんlま犯罪集団、なるべくなら深い/長いつ

きあいをすべきではない。ファミリーはファ

ミリーメンパー以外の人簡を部外者として扱

う。いつ裏切られるかわからないということ

だ。どうしようもなくなれば、ほかのシティ

に高飛びするのが良策だろう。

① 暴力集団;

構成長どうしの団結が弱い小集団、ものを

考えずに暴力を振るったり、小さな悪事を働

〈逮中のことだ。つまり暴走銭、ストリート

ギャング、テックヒッピー(ハッカーのチンピ

ラ)などのチンピラ集団をさす。

こういった手合いはハンターの敵ではない

が、彼らのそれぞれの得意分野(ドライピング、

喧智正ハッキング)において、キミは遅れをと

るかも知れない。彼らはたいてい若くて浅は

かだ。あまり熱くならずに対応すべきだし、

111 

!f 

理由もなしにむやみに殺すのはハンターとし

ての誇りに傷がつくのでやめよう。

彼らには暇な時間が多いためか、ダウンタ

ウンをよく歩き回るので思わぬ情報をもたら

してくれることがある。趣味が合えば友好的

に接してくることもあるから、こういったケ

ースでは無駄な流血を避けるようにすべきだ

ろう。

犯罪車島哉の下請けとして働くこともあるが、

そういうときは遠慮なく根性をたたき直して

やってくれ。

① 同業者:

同業者は個人としてみた場合、もっとも頼

りになる存在であり、敵にまわせばもっとも

手ごわい存在といえる。

同業者をどう扱うかはキミのポリシーしだ

いだが、彼がNPCとして登場する場合には、

協力者か弱獄サ者、あるいは冒険に直接かかわ



らない友人とか顔見知りとなるはずだ。

協力者なら、彼の能力や性格を見極め、う

まく協力して仕事に当たろう。その時間があ

れば、協力の条件など、契約もきちんと交わ

しておくのカ望まし¥，'0もちろん条件があわ

なけれは断わってもいい。特異なケースだが、

彼はどこかの車邸畿に雇われたスパイもしくは

妨害者かも知れない。こればかりはどうしよ

うもない。キミにしてもそういうイ士琴を誘け

負うことがあるのかも知れないのだから。

敵対者なら、引き締めてかかろう。また表

向き敵対していても、交渉してみればお互い

の利害はかみ合うかも知れない。その見込み

があればコンタクトする価値はある。

同業者どうしだから、どちらかが折れて依

頼主をごまかそうという考えも浮かぶかも知

れないが、それはハンターらしかぬ思考だ。

死ねとまでは言わないが、ベストを尽くさず

に丸〈納めようとするのは間違いだろう。し

かし、こうしたケースの戦闘では、(キミカ鳴

ったとして)相手にまだJ患があったなら、手当

てをして逃がしてやるくらいはしてやっても

パチは当たらないのではないだろうヵ、

⑩ 企業からの代理人:

いわゆるカンパニーマンといわれるこの手

合いは、仕事を務け負う方から見てもっとも

うさん臭い部類の連中だろう。一見サラリー

マン風だが、たいてい何らカ、の戦闘樹附こ長

けていたり、狭猪だったりする。しかし、た

まに本当にただの平凡なサラリーマンだった

りするニともある。

ブローカーを通すなど、正規な手続きをと

ってハンターにアプローチしてくるのがふつ

うだが、素性は(その仕草からもろにパレてい

ても)わざとらしく明らかにしない。そのかわ

り提示する報酬は悉くないし、まともに仕事

をこなしてめでたく終わりということもある。
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しかし、支配企業がハンター個人に仕事を依

頼してくるときは “使い捨て"を前提にして

いることがあるのだ。

つまり表にパレては図る、きわめて非合法

な仕事ーたいていはライバル企業の妨害工作

だが、これを“外注"に出 し、終了後はその

実行者をも舗に葬るというやつだ。ハンター

のプロ意識か官められたためか、さすがに最

近ではこういうことはめったになくなったよ

うだが、それでもターゲットのライバル企業

の報復部隊がハンターの元にまで迫ったり、

やっかいが多すぎる。

こうした仕事を受ける気ならば、後の函修~

を考えて十分な報酬をもらい、追求を逃れる

ため、ほかのメガ=シティに逃れてから稼業

を再開するくらいの覚悟でいこう。最後に対

応だが、相手もキミを駒と しか見ていないか

ら、ぞんぎいに威張ってもいっこうにかまわ

ないぞ。

⑪ →姉民:

→宣市民から見たハンターの評価は千差万

別だ。ある者l立体制にとらわれず与えられた

任務をこなすプロだといい、ある者は極めて

高度な戦闘技術や専門技術を持つ無法者だと

言う。また、テロリス卜 と同一視している者

や、便利屋だとか、ただのマニアだろうと患

っている者もいる。

どのように解釈されるにしても、“一般人よ

り高い脅Eカを持っている"ということで、畏

怖州童れの自民差しで見ているのが大半である。

しかし、街を歩いているときは、ハンター

だということをことさら宣伝しないほうが無

難だ(別に隠す必要もないが)。

ダウンタウンでそういうことをすれば、プ

ロという肩書きだけで身を守れるだろうが、

逆にハンターを倒して名を上げようとする血

の気の多い若者に刺されるかも知れない。



住宅街だと、キミを英雄視するガキどもに

まとわりつかれたり、便利屋と勧進いした主

婦に部屋の掃除を頼まれる可能性もある。

セキュリティのしっかりした地区だと、テ

ロリストではないかというよけいな警買わ心か

ら、出入りは許可されないかも知れない。

ダウンタウンはキミのホームタウンだから、

ことさら気を使う必要はないが、ほかの地区

へ出向くときは、それなりの絡好をして善良

な市民を装うべきだろう。

⑫ 狂信者/ジヤンキー:

ダウンタウンて勢嫌に見られるアブナイ連

中である。社会不安から新興宗教の狂信者と

か麻薬中毒患者は増加の一途をたどっている

のだ。積径約に織ってやる必要はないが、重

要な情報を握っていたり、あるいは宗掛且織

と敵対しなければならないこともある。何し

ろ逮中は正気とは言えないので、次にどうい

う行動に出るか読めないこともある。

冴えた対応のヒントを述べるとすれば、こ

ういった連中をいたずらに刺激するような事

は避け、かつ彼らの心E勤旬弱点を突いた行動

をし、計函を立てることだ。

例えば、ジャンキーには穏やかに近づき、

その取り引きには彼の愛用するドラッグを持

参すれば、必ずや満足できる結果カ句尋られる

だろう。

ただ、潜り込むつもりで安易に宗教結社に

近づくのはうかっすぎる。キミは洗脳されて

本当に彼らの仲間入りをしてしまうかも知れ

ないし、心づもりがパレて生貨にされてしま

うかも知れない。ゆっくり時間をかけるとカ¥

信者の中にあるていど信用できる{もしくはだ

ましやすい)協力者を見つけることだ。

宗蝋E織は、信者から巻き上げた寄付金で、

立派な警備システムや私兵組織をそろえてい

ることも多い。ナメでかからずに十分な鈎査
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をしてから対応/対決するよう心がけよう。

⑬ 酔っぱらい/貧民

エアガンで撃つような真似をしてはいけな

い。個人としての彼らは弱いが、仲間の数は

実に多〈、数に任せた報復を受けることもあ

りうるからだ。

彼らはダウンタウンの中でも荒れ果てたブ

ロック、外郭部に近づけば近づくほどその数

を増す。無力だし、アクセスファイパーすら

持たされていない哀れな人々だ。

貧民との接触が必要なケースはないかも知

れないが、もし貧民街を訪れるチャンスがあ
ニッケル

れば、いくばくかの銭を恵んでやってもいい

だろう。

しかし、積極的に生きょうとしない者には

多くの援助をしてはいけない。それがMHワ

ールドのルールだ。もちろん、だからといっ

て、弱者をいたぶるのもハンターのライフス

タイルに反している。

⑬ A 1/ロポット:

A I (人工知能)はメガ=シティのあらゆる

場所て活躍しており、どこて会えるかと言う

ことは特定できない。都市機常AIでさえ、

必要とあらばキミの部屋の端末にアクセスし

てくる。

ところで、キミはAIをどういう存在とし

て見ているだろうか? 普段お目にかかる低

レベルのAIとか、それを搭載したロポット

に対しての応対はまったく自由だ。キミがど

ういう態度て殺しようとも、おそらく相手は

気分を蓄しはしないし、気をよくすることも

ないだろう。できることとできないことは完

全に設定済みであり、可能なニとは必ずして

くれるが、不可能なことは絶対にしてくれな

し、。

しかし、 Aクラス以上の高級なAIだと話



は違う。本質的に感情がないのは同じだから、

基本的にどう応対してもOKなはずだが、相

手は疑似感情でそれに合わせた反応を見せる

という。

ただ、こちらの要求を伝える場合、 AIを

説得したいときなどは、鋭意を持って、なる

べく多くのデータを提示し、総合的な視野か

ら、あるいは笥古学的に、あるいは人間的に、

もしくは感情的に話を運ぶといい。高級AI

は与えられた問題にペス卜な解答を出す機械

だから、キミの考えや儒性の傾向が理解でき

れば、意見に同意、もしくはよい妥協案を考

案するかも知れなL、。

7.報酬の分けかた

キミとその仲間たちはサポートしあって仕

事を首尾よく完遂したことだろう。お待ちか

ねの報酬を分けよう。

報掛防分配の仕方については、特に規則は

ない。全員が納得する方法で分けていけばい

いσ)t:，。
まあ、基本的にハンターチームの中では、

チームのまとめを行なうリーダー格はいても、

階級や序列は存在しないので、均等に頭割り

するのが同情量的だ。もっともオーソドックス

なやり方だが、各メンバーの冒険中の出費(い

わゆる必凄議盟)の清算を済ませてから分配し

たほうがよりスマー卜かも知れない。

冒険の種類によっては、あまり活躍の場の

なかったメンバーも出るかも知れない。また

逆にひとり分ιι上の働きをしたメンバーもい

るだろう。こうした場合は、均等に分配せず

に、取り分を調節してもいい。

2、3伊jをあげてみよう。それぞれクラス

の異なる4人のハンターで、 ①運びの仕事を

やったとして、ランドプラスターが総報酬の

4的ふ残りのメンノtーが2ω4ずつ。②データ

泥棒とそれをもとにした人捜しの仕事なら、
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ネットライナーが3砂昔、ハスラーとパウンサ

ーカ~25%ずつ、 ランドプラスターが2ωふ

また、結成したチームを解散せず、そのま

ま長期に渡って何度かの冒険に挑戦するつも

りなら、個人持ちの高価なアイテムや公共の

アイテムの費用を総苛掴肋、ら賄おう。この中

でも特にチームの移動に使われるメカニック

はランドプラスターの持ち物であっても、明

らかに全員が齢言になっているのだから、報

樹首唱額から修理貨を出すとか、より性能のよ

いニューマシンの代金をいくらかずつ援助す

べきだろう。

8.仕事が終わったら

すべてが片づいたら、ひとしきり休息のと

きがやってくる。

ひと風呂浴びてビールを飲むなり、恋人と

甘い符を過ごしたり、仲間とどんちゃん騒ぎ

で夜を明かすのもダウンタウン風のやり方だ。

次の仕事までのあいだ、好きなことをして鋭

気を養ってくれ。冒険中に命を落としたメン

バーがいたなら、その弔いとか夢ε者をしのん

でパーで過こ・すのも渋いな。



lESSON 3 
キャラクター ・ソシオグラム[CHARACTERSOCIOGRAM] 

ランドフラスターのソシオクラム
ハンターチーム

アウトドアライフ/シティライフ編では、

MHワールドに生きているすべてのキャラク

ターを対象にして、それぞれの状況下での対

応や注意すべき事項について凡例を示した。

ここでは総合的な相関図を用いて、各キャ

ラクタークラス問のかかわりを見ていこう。

1.ランドプラスターのソシオグラム
ランドプラスターは、移動・輸送・戦闘を

旨とするメカニックを繰るハンターだ。

ユニオン
ライセンス舟行

下郎lランヲ認定
組版l畠掻煩助/茸偲

ブローカー

ノ、ンターチームの中では優秀なドライバー

であり、かつメカニックマン/ガンナー(搭載

兵器操作員)といった役割を担当するだろう。

冒険中は、戦闘よりも移動や物資輸送のほ

うを優先する行動カ望ましL、しかし、小火

器や小口径の重火著書では対処しきれないよう

な戦闘メカニックカ徹に回った場創立、彼の

メカニックに搭載されている高火力兵器か積

りにされる。

ハスラー

パウンサー
ランドプラスター仕事騎縫

シティ間貿易

告樋チームザポート

憩いの場老健制
(宿とガレージ}

移動/蛾滋賀任{蛾闘慎重通力/逃走力}

メカニック主磁担当

盟火穏/繕盤火器織作

ブロックパスター
+J一

J
q
-

-フ
一作

卜
一
糊

y
-侠
兵
銭

‘
-一蝿
M
e

ネ

両
日
側

依頼人
高橋限絹

ブラックマーケット 取っ
し苦な一一一一一

マフィア
密脇&llft!質

畠種事竜崎樺悦

市民の市崎

制力縫侠

盟火力支1I

アウトロー
g・英眼力として別府

密繍/密売取り締り

物資強奪ほかのあらゆる筋書

遮レースの申し込み(暴走肢のみ}
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ネットライナーのソシオグラム

[八ンターチーム

ネットライナー

、2.ネットライナーのソシオグラム
ネットライナーはf膏報収集を担当している。

ハンターチームのなかで~1..盲険開始時~終

了時まで、必要に応じてネットワークからの

情報を収集/分析して、チーム全体に貢献す

る。

ほかのキャラクターカ潜み込めない “サイ

ユニオン
行

優
先

主
主

定

/

ン
認
助

t
ヲ
国

イ
ン
櫨

ラ
ラ
茜

組
組

下
組

ギルド
仕事銅鐸

情廠鍵侠

告燭ソフト提俄

パースペース"に侵入して、決定的な情報を

奪取してきたり、ネッ トワークからコントロ

ール§れている機械/機材を遠隔操作するな

どして手足のように繰ることも可能だ。

前線での戦闘は得意ではないが、多くの特

殊技能をもってあらゆる面から仲間をサポー

トできうる電子の魔法使いである。

ランドプラスター
移動/織選担当

メカニッヲ栂当

情報収聾/骨折

ザイパースペース活動に
よる告橿チームサポート

パウンサー
ブローカー
仕司R鶴縫

苗樋チームサポート
惣いの喝を鍵俄 ブロックパスター

ガードマン
慣火力買蝿

ザイパースペース宣温
情級担当助手

あらゆる紡寄
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3.パウンサーのソシオグラム

戦闘時に材買を発揮するキャラクター。

強化された肉体と、厳しい訓練で習得した

多くの戦闘/サパイパル技能をもって、チー

ム全体の安全を確保、襲いくる敵を打ち砕く

尖兵である。

個人で使用できる範圏の兵器の操作、格闘

術、爆発物操作、ゲリラ戦術などに長けてい

るが、冒険は戦闘だけで解決するわけではな

し、。

確かに戦闘は危険なMHワールドにおいて

瀕繁に発生する事態であり、パウンサーはど

んな状況下でも、その存在意義を失うことは

ないが、ほかの多彩な技能を有する仲間のサ

ポートはどこでも必要となるだろお

ユニオン バヲンザーのソシオ夕、ラム
ライセンス尭行

下舗|ランヲIII定
組霞 |畠樋撮助/宜煩 、ハンターチーム

lブロックパスター ナ
一

イ
一

ラ
一
ス慮

、
一-茸

a
『
一
ベ
の

J'一
ス
-D

引
4

・
一
侠
-
か

ネ
一燃

仕事船底

苗圃チームザポート
恕いの場老健棋

パウンサー
ランドプラスター
格勧/脇道紹当

メカヱッヲ担当
おもにシティ目韓関I~当
{情闘li.111火穂、

ゲリラ殿、煽島初}

チームメイトの輩横
i宜奴活動
僧兵

ハスラー
戦力支掻

依頼人

笠墜亙j<企業体)円各種アウトロー

告樋依頼

ブラックマーケット
昔樋華警備飽偶

市民の市域
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ハスラーのソシオグラム
ハンターチーム

パウンサー

‘'‘"" .~。

ゆ

4.ハスラーのソシオグラム
ほかのキャラクターたちの得窓とする、戦

闘/メカニック/サイバースペース介入など

分野別の技能のすべてを有する。

それぞれのチームメンノTーのサポートが主

任務だが、それを器用貧乏と取るか、マルチ

ハスラー仲間
宮たは情報.

ユニオン
ライ官ンス昆行

下.I~ンヲ鰻定
嶋・Ii苗圃燭勘/宣雌

ギルド

プレイヤーととるかはキミの考え方しf三いだ。

ただ、経験を積めば、どの技能も同じように

伸びるので、将来性は十分と曾える。

また、当局から賃金がかけられた犯罪者を

しとめる権利を持つのはハスラーだけであり、

ハンターのなかでも唯一法的に殺人か認めら

れている賞金稼ぎだ。

ネットライナー
厳闘ザポート
11置活動助手

網棚蝿侠

サイバースペース軍111士司開伺縫
情IO縄民

ブローカー

ハスラー仕事鈎臆

シティ伺健S
芭樋チ-1.ザ端ート
鎗いの喝を鑑俄

{曹とガレージ}

ひととおりのIlA
奄マス9ー

メカヱッヲ纏幽
術調蛾選

.属
バヲンティ，、ント
トレジψーハント帆

一山
限りし音。

ブラックマーケット 興館屯柵帽嘩縄俄し帯う密蛾/密売取り締り

仕事のライバル 傭兵として利用
賞金徳吉として刺用
資源毛市、すめ取る

犯際賓としてマーヲ

密蛾偏売買

語圏車産備鍵侠

市民の市場
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ランドプラスター
崎温銅当

メカニッヲザポ由ド

ブロックパスタ-
E火力董蝿

野砲での主創力

行政府I(企業体) アウトロー
あbゆる妨薗
情報拠悦掴

と告には路力軍



5.プ、ロックパスターのソシオグラム
戦術機動兵器コンパットシェルを繰るキャ

ラクター。

特技はコンパットシェルに搭乗しての戦闘

であり、 チーム内では、パウンサーとランド

プラスターの中間的役割を担っている。つま

り、パウンサーが扱うクラスより大型/高火

力の兵器が使用でき、かつランドプラスター

より綴密/効果的な戦術守動をとることカ守
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ブローカー
仕事泊康

苗樋チームザポート

惣いの場老健俄

{ガレージ}

依頼人
苗橿依締

きるのだ。

彼はコンパッ トシェルを使う関{系上、メカ

ニックと兵器の両方の高度な機械長隠誌パウ

ンサー並みの戦闘センスとサパイパリティを

も有している。

しかし、 コンパットシェルは局地戦兵器な

ので、生身の兵士であるパウンサーほどのフ

レキシピリティはなく、ランドプラスターの

ような長蹴勝動能力/物資輸送能力も持た

ない。

フロックパスターのソシオタラh

日
一…

タン
ハスラー

破銅ザポート

ブロックパスター
冨火力載闘

情兵

コンパットシヱル担当
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と告には協力者

行政府1<企業体)月アウト口一
傭兵として利用 あらゆる妨宙
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METALHEAD SERIES LlNEUP 

“メタルヘッド"ラインナップ '94.3月現在

〈メタルヘッド・スタートセット〉

METALHEAD CSTARTSET) 

-ー ι町、、句.
ー也 、

-. .一
一司". 

M . . 

デンジャラスなMHワールドを楽しみたいという人に

とって必要なのカミこのスタートセットだ。

内容は、プレイヤーズマニュアル、マスターズマニュ

アル、シナリオ君主チャートブックの4冊とキャラクタ

ーシートから締成されている。

プレイヤーズマニュアルには、キャラクター作成の方

法、決~やドラッグ、アイテムなどカ句}IJや図によって詳

しく餓明されている。

マスターズマニュアルには、 GMのためのマスターガ

イドやプレイヤーキャラクターたちの活躍の舞台となる

北米大陸の3つのメガ=シティ(西海岸のサン=アンジエ

ルス、テキサス地方のテキサナ、東海岸のネオ=アップ

ル)について解説されたワールドカ'イドなどが収められて

いる。

館賞とスリルに;満ちたMHワールドで、いくつかの契

約を発会に終えたとき、キミはきっとこの世界で名の知

れた本物のハンターになっているニとだろう。
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〈サイクロン〉

PSY-CLONE 

(MHパックアップスクリーン〉

MH BACKUP SCREEN 

スタートセットを迅逮にパックアップする、シナリオ

サプリメントの第→込

内容は、戦闘におけるオプションルール、インディー

ズネットの解説/運用のしiかた、新兵器や新アイテムの

記述などのサプリメン卜 ・セクシヨンに加え、:lt:*3シ

ティのダウンタウンσ〉四割lQ)!広大マップ、 4本のアドベ

ンチャーシナリオから織成されている.

周怒されたシナリオl草、どれもプレイしやすく、同時

にiII性的だ。MHワールドを一歩路み込んて嘆日るのに最

適なセットといえる.

セッションの際、 GMカ守安うスクリーンとその他パラ

ヱティに寓ん凶指初、らなっている.

スクリーンの表裏にはプレイでよく使用するチャート

類があり、非常に使いやすい。

付録のほうは、フロア・ボード&ストリート ・ボード

集フィールド ・コンI'¥ '''1卜・ボード、キャラクター&

メカニック(})3 0ユニットなど盛りだく§んで、どれも

実戦ですぐに使えるアイテムだ.
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〈コアストライク〉

CORE STRIKE 

〈八一ドブレイク〉

HARD8円EAK

MHワールドに存在している、現実世界とは

違うもうひとつの世界一サイバースペースーを

ところせましと活路しているネットライナー。

そのネットライナーの活絡をさらにハードに、

そしてダイナミックなものとしたネットライナ

ーのための新モジュール。

セット内容はメインルールブックとチャート

ブック、 コアス トライク ・ボードやシナリオブ

ックなど。

新ルールのみならず、新アイテムや、ネットライナー

以外でネットとかかわりの深いキャラクタークラスカち畠

加されており、プレイヤーにF良らず、 GMにとっても、

非常にうれしいものばかり。

スタートセットでは簡単にまとめられていたネットワ

ーク/サイバースペースだが、本モジュールてtま二れら

を徹底解説してあ、り、MHフリークならばぜひとも手に

入れておくべきモジュールといえる。

新しい活躍の舞台をひっさげて登場したシナリオ ・サ

ブリメントの第 2~弘

シナリオのレベルは前作 “サイクロン"より高〈、中

級者向けの内容となっている。

4本のシナリオのほかに、ダウンタウンで行なわれて

いるポムシングなどの命がけのスポーツについて、ルー

ルの記述、装備品デー夕、セッションでの逮用方法など

を紹介している。ひと味違ったMHワールドを体験した

いと思っているキミにぴったりのグレードアップ・サプ

リメン トTゴ。
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〈クロムビート〉

CROME8EAT 

〈ヴアーチャルシティ〉

VIRTUAL CITY 

どニカマ〉漫函に出てくるように、マシンに乗っ

ていると減法強いのにマシンからいったん綴れる

と〉都建できなくなってしまうといった存在だった

ランドプラスター。そのランドプラスターたちの

叫ぴ声に答えるように登場してきた!惑のあるモジ

ュール。

セットはメインルールフ'ックとシナリオフヘyク、

そしてコンパットシェルに関するデータだけを集

めたサプリメン卜 rブロックパスター」

が収められている。

スター卜セットにはない、メカニック/コンパットシ

ェル群、新絵筆書兵器、アクセサリーなどが感りだくさん

だ。また、事庁キャラクタークラスとして、"ロー ドラッシ

ャー"や、タフな新ハンター "ブロックパスター"カヨ皇

加されている.

オリジナルマシンを作りたくてうずうずしていたキミ

やコンノてットシェルボ活躍したいキミは必傍だ。

ウールドを徹底紹介した初のメガ=シティ ・モジュー

Jレ。

フ'ックレッ 卜内では、世界中の6つのメガ=シティが

紹介§れており、E丸.台/企業/文化/自然/地11/風物/

公安:m:m持邸置なと二あらゆる函から徹底したアプローチ

がなされている。

また、 トラベルガイダンスと称したサプリメント・セ

クションでは、 MHワールドでの旅行に関する資料、や

出資でみる各シティの生活レベル表、各シティ瞥定通貨

の評価表など、リアルな皇室材を提供している。
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あとがき[AFTERWORD]

背表紙があるアイテムがやっとMHシリー

ズに加わりました。これでテロリストにいき

なり襲われても大丈夫です。分厚い本の力ド

はかなり鋭〈硬いので、十分な武器になるで

しょう。

…さて、冗談はさておき、今回は本当に

長々とお待たせしました。

やはり総会資料本ともなると、やけに肩に

力が入りまくりで、完成までずいぶん時聞が

かかってしまうものですね。

ユーザーの皆さんからも、こういった資料

ムックがほしいとの要望は多くあったので、

発表できてひと安心といった心境です。

ハンドブックの企画は、 3年くらい前から

出ていたのですが、ここまで引っぱったのに

は王里由があります。

決定版的な資料ムックを早いうちに出すと、

ワールドが“古くさくなって"しまうのです。

MHは近未来を舞台にしたRPGです。近

未来とは、現代のほんのすぐ先にある世界で

すが、嬉しいやら悲しいやら技術革新はめざ

ましく、昨日までSFだった道具がすぐ実用

化=日常化されてしまいます。

MHの背景世界はナマモノだということで

す。現代の延長というリアリティでささえら

れた世界は、日常化した時点て骨折鮮さを失う

でしょう。

科学技術カ切断され、世界情勢か強働する

中で、うかつに rMHはこんな世界だ」と言
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いのけると、生き生きしていた侃想空間は数

日で化石化するかも知れません。

しかし、 MHワールドという別世界がデー

タの蓄積によって構築できるまて完成された

なら、その時I;U見実世界と切り離された未来

世界ができあがることでしょう。

そんなわけで、デザイナーはラインナップ

がそろうまで待ちました。各種サプリメント/

エキスパンション中のデー夕、そして実際に

MHをプレイしてくれているユーザーの皆さ

んの意見や考えを取り入れて背景世界をつく

ったというわけです。

…あと、決定版資料というと、何か放送

終了後のアニメのムック本のようで、制作を

敬遠していたところもあります(笑)。

もちろん、 MHシリーズはこの先も続々発

表されます。

ハンドブックはシリーズのひと区切りとし

て、シリーズ作品をまとめるという役目を姐

い、新作への架け橋でもあります。とくに、

サイバーテックのパートなどには、まったく

未発表だった記述が多〈、現在開発中のパウ

ンサー・エキスパンションの下敷となってい

ます(本当はBEXを先に出したかったのだが

.…・・うーむ)。

何はともあれ、デザイナーの頭の中でネタ

はまだまだ尽きそうにはありません。これか

らもMHにこ瑚待くださ凡
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{COMIC} 
ADポリス終鷲都市 トニーたけざき

パンダイ

ADポリス25時 トニーたけ~き

大日:本絵筒

AKIRA 大友克洋講談社

MASTERキートン勝鹿北星/浦沢直樹

小学館

oz樹なつみ白泉社

アップルシード士郎正宗青'L4.土

オーバーグロス 近藤和久 2富士見書房

サイポーグ009 石ノ森章太郎秋図書底

サイレントメビウス麻宮騎亙角川望書庖

凱羅板橋しゅうぼう アスキー

ガンスミス ・キャッツ園図健一講談社

銃夢木城ゆきと集期土

攻設機動隊 士郎正宗講談社

ゴクウ寺沢武一スコラ

ドミニオン 士郎正宗白泉社

パイナップルARMY 工藤かずや/浦沢直

樹小学館

バナナフィッシュ 吉偲秋生小学館

ブームタウン 内由美奈子竹書房

ポゼッション・トレーサー 米村孝一郎

富士見書房

妖精樹齢土米村孝一郎ホビージヤノfン

{NOVEL} 
アンドロイドは電気羊の夢を見るか?

フィリップ .K・ディック 早川書房

ヴァレリア・ファイル谷甲州角川筈后

ウェットウェア ルーディ ・ラッカー

早川書房

歌う紛アン ・マキャフリー東京創元社

ヱア ・アメリカ クリス卜ファー・ロビンス

新耕土

カウン卜・ゼロ ウィリアム・ギプスン

早川容房
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グラスハンマー K • W・ジーター

早川望書房

クローム襲聖書 ウィリアム・ギブスン

早川書房

コーポレイ卜・ウォーズジョー・C・ファ ウ

スト阜川書房

サイポーグ・ブルース平井手口正角川書底

霊力が衰えるとき ジョージ・ A・エフィン

ジャー早川書房

侵入ダーク・ハンソン扶桑栓

スキズマトリクス ブルース・スターリング

早川書房

ソフトウェア ルーディ・ラッカー

早川讐房

明細嘆ジョージ・ A・エフィンジャー

早川書房

電脳麻薬ハンター ウィリアム・シャトナー

早川書房

ドクター・アダ- K.W・ジーター

早川書房

ドリームパーク ニーヴン&パーンズ

東京創元社

ニューロマンサー ウィリアム・ギブスン

早川書房

ネットの中の島々 ブルース・スターリング

早川書房

ハードワイヤード ウォルター・ J・ウィリ

アムズ早川讐房

パベル17 サミュエル ・ディレーニ

早川書房

必殺の冥路ウォルター・ J・ウィリアムズ

早川書房

魔界都市シリーズ菊池新す朝日ソノラマ

ミラーシェード ブルース・スターリング

早川書房

メンタル・フィメール大原まり子

早川書房

モナリザ・オーウ'ァードライブ ウィリアム・



ギブスン早川書房

{MOVIE/VIDEO} 
1984 松竹

MADOX-Ol 

機甲猟兵メロウリンク

コマンドー フォックスビデオ

装甲騎兵ボトムズ

ターミネーター1& 2 アスキー映画/

パイオニアLDC

トータルリコール東和ビデオ

時計じかけのオレンジ ワーナー・ホーム・

ビデオ

トロン DHVジャパン/パイオニアLDC

ニューヨーク 1997 へラルド

バーチャルウォーズ

バブルガムクライシス

フリージャック 東和ビデオ/パイオニアL

DC 

ブレインストーム

プレードランナー ワーナー・ホーム・ビデオ

マックスヘッドルーム TDKコア

マッドマックス2-3 ワーナー・ホーム・

ビデオ

未来世紀ブラジル ワーナー・ホーム・ビデオ

ライディングピーン

ロボコップ1-3 ソニー・ピクチャーズ

{DATA/etc.} 
COMBAT BIBLE 上田信

日本出版社

COMBAT B I BLE2 上田信

日本出版社

COMBAT SKILLS 

ホビージャパン

COMBAT SKILLS2 

ホビージャパン

INTRON.DEPOT 士郎正宗
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青，凶土

NEWTON/近未来最新情報教育社

SASサパイパルハンドブック ジョン ・ワ

イズマン並木書房

国際関係論シリーズ/最新戦争論学研

殺人術ジョン ・ミネリー第三書館

戦場の人間学柘植久度集英社

テロ白書 USA政府編 大日本絵画

特殊部隊ウォルター・ラング光文社

フリーメーソン世界支配の戦略赤間剛

徳間書底

月刊アームズマガジン ホビージャパン

月刊GUN 国際出版
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