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1.射程の倍加
すペての火器はその種別により射程の限界が決まってャますカ1ζの

データはあ〈までー骨舶な統計およびプνイアピリティを考慮したよで

綾定されている bのですから.状況によ今ては変il!均時I能です.以下に

あげる火笛1:絞定されτいる紡般を故大2僑にまで伸ばすことができま

す.

. 1叙の小火器のうち、テサンジャー、短jli丸テイザ一、ソユック

tIン~.mのものすべて.

.n頬の小火iSのうち、 12ゲージショット3ザン.オートシ曾ツトガン

以外のものすべτ.
.u瑛買の火iSのうち、火炎放射器Lけフドシュータ一、 4・け聡

ポケットパズ一方、オートグv品、ーダー以外の島のすべτ.
最大鰍数十への射駒行なう場合.距調機正飢は当然ながらもっ tも

lI1ぃ憾のものを使用します.そしτ、算出きれた最終命中準(ζの段wτ
マイナスになっているなら、身柄砂トへの射繋1:不可舵です)を半減して、

基本射程外への命中準とします.

I~ 低反動AP，ゲンで距離40にいる人聞を射撃L~ す.射聖書するキャラ

クターの〈小火器〉は60".-6.寄 らにサイパーレーザーサイト (+40)を使用

L~ す.彼はli7jターンに受111:攻繁で.~晶って ・・(ー10)います.

{ωー10+40-60)-;'2=15.つまり 15%'C'M懸念句能です.

このルールi孟〈組理書>1こも問むように鋭周できます.ただし、スナイバ

ーライ7ルI:r臣殿ぬOまで最終命中事を半減する必要はありませ^-.その

うι最大距離1.0∞までの射慾が可能γ、以却までは命中事半滅1.∞o
tでは必終命中事のxてゆIJli!:できます.

2.小火器のリンク射撃
ジ守ツク=イン/サイバ一世ンク緒子守裳悩Lている者は以下のイン

ターアェイスを使用するこ tによ号、小火器H手持ち火器)の限定的なサ

イパーリンP射繋が可能になります.効果1:限定的ですが.ペナルティ

はい勺きいありません.

SAリンク・インヂーフェイス

スコープ裂のインターフェイスo 1、H軍Iの銃器に取引すりもす1 コ

ードをI本綾綬して使用するo (小火器〉を 21宮にしτ 〈れるが、 j}~l)か

らスキルを取得していない場合は知成な いまた、2傍したスキルが1∞
%~.超えていτbサイのぬ自にプラスすることはできない.この榊加分

はセンサーによるものtJ司じ t考えるo SAリンク・インター7エイスを

使m中1:他のセンサーのJ思YJ!r孟-~}受りられない.
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SA9ンタ ・インター7:<.イス

ENC: 1 
梢脆閤:使用武器による

命中事効来:(小火器>2傍

無効化なし価格:S 8.∞o 
・このインター7:<.イス11発犯されたばかりで、EのFラスのキャラクタ

ーも半哩Hでnうことはできません.



{メタルへ、ノド ・ワールド〉におりる様々なテタノロジーの解説のなか

で~. :>ンビューター技術およびそれに関するルールについτは、い£

までほんのー部分しか述ペられていません.

今回はヰγトワークの実験の中核をなすA、ットD(インディーズ4・ッ
ト〉のIVI設の仕方と運用方法、またえ、ットヮーPの-R娩土会でのf~われ

方の例な t~中心に解説してt、きましょう.

インデ‘ィーズネットについて
インディーズキットはをれより上位のメジ"¥'ーヰット、ロ四:/11ν品、ッ

ト's1::に付随して存者Eす晶、いわばサイパースペース内のfポケットJの

ようなものです.

彼らインデ4ーズ4・ァトの主催者、関係者たちは足のおもむ〈ままに

あらゆる~.ットを波り歩寺、それぞれが興坊主車い t思った情報のみを持

ち締るのです.半分~でネットを聞いている者が多←ょうですが.こ

ういったr情報届」の元にi孟ハンターのみならず、紛々なマス ・メディア

のジャーナリスト.各公安駿側の鍵盆Hなn足を進ぶので、 商売 ~L

τ も寸分峨申立ちます.世品l中にあるローカルキ γ トの中にふ元I~ニ

うしたインディーズ品ットから大寺〈なった例が$いようです.

インディーズ4・フトを公的にeめているかEうかについては谷シティ

の行政府の方針により様々ですが.実際の所、 eめられようカ屯Zめられ

まいが. )I.? トは勝手にl聞かれています.ちなみに~I;j校3 シテ4 の中で
1:サン=7ンジエルス・シティのみが登録すれば公的に包められる~ ，、

うこ tになっτいます.ただし、その審査はいやがらせ七官、われるほE

に厳しいもので、わざわず笠録した後に品、ットを開〈主いう酔狂な者Iま

いまぜん.谷行政府当局は随時、こうした方法ヰット開設省に対し警告

を発していますカ仁実際に手入れが行なわれるのは主んで島ない事件を

起こした tきに限られます.インデ4ーズキットのようにi轟密な情報を

持つ組織は他にあり£せんから、もはや当局もその存在をしぷしぶなが

ら認めるし:かないい、うのが現実でしょう.

1 .開設の方法
インディーズキットをl瑚紘したレ t思うなも、所平fしている繍来事世に

ilill民事れτいる"サイパー・ ディメンシヨン ・キッドを組み込んで、

Eこかの品、ット(メジ守ー.ローカルまたは偽のインディーズ4・フト)と

回線引間<~.y，~~iI守式せれば、それだりでも~.ットを榊l設することがで

きます.なお.インディーズ~~・ットとの契前桝の栂1喝li1iS1llIS 1.000-5.

0∞〈削、の脳血です.

もっu、実際には特定併殺を常時検察しj絞Hたり、 4・γトの管取を

行なうためのBクラス見lbのAIや、集めた情報をストッタする、つまり

ヂータパンク主 して使用するためのハードウェア領.それを守るための
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ダンジ，ンソフトやプロテタシaン:17トなrが必要ですし、繁縫しτ
きたなら、 7クセス包t曜を地やしたり、サ4パーディメンション~鉱液

しなりればならないかb知れません.しかし器本約にかかる費用はディ

メンションキット t回線使用料だりtいう ζkになります.

サイバー・ディメンション・キット:I1面絡事 100.倒)().本米11~・ット内で

俄iYlする人mlのための環境キγトtして開発事れたものである.眼目I)t

しτ間定式{パーソナルデッキでない)稽末機にJllみ込ιで使用すん級

み込み作業に11、〈エνタトロニタス〉または〈精密メヵークス〉のSRlが

æ~. これを組み込むニ k により、独自のサイパーイメージおよび志ッ

トワークの形成カ可能tこなる.サイパーイ メージは各人が好きなように

設定できる.問時に世!!ll可能アシスト yフトやプロテクションなEも決

定きれる.品ットワークの形成についτは他の4ンディーズヰγトkの

合併によ 9可能tなんつま型転移する ζtな〈他の品、ットとアクセス

するこ kができるようになる.

蛇足ながら、世芥中のメジ均 一、ロ-:/11ν品、ットIますペて互いにつな

がっているので、これら tの契約は限定的ながら(なぜなら、入今て〈品

情報の選別11彼らが行なうから}世界中の情報を入手できるい・うこ~.~

君獄します.一方、他のインディーズtの契約Iム入手できる情報がち

らじ隣られτ〈るし bしそのヰットの回線が何かの理!J.Ilで途切れた主

か、手入れを受11たりすると ζ ちらもぜ告を被る.:~にな 0 かねないの

です.もちろん、自らダ4プして情報をかき集めτくる分には何の制約

もありません.た1':し、自ら4、ット ~IWI~していたり. fl血のA、ットと契

約しτいるのfすから、非合法な1'11報収集をした場合、足Eりをつかま

れやす〈なります.

4・γトの規線がEの程度であ久線通、その主催者・はけザト・プロモ

ーター」とか句、ット ・マ4・ージセー』主可1;1.'れます.これは必ずしも I入

である必裂はな〈数人が準備者となっτもかまいません.

2.運用の方法と注意
インディーズ'~.:;rト局1:アクセスを受け晶、つまり情報を売った号、

情報の見出しをは伝するための場所τあり、捕まる危険のある情報収集

のスタートポイントとすべきではないtいうこ tです.そういった情報

収集1:別な場末機や公衆端末から行なう4きでしょう.ネフト局を聞い

ただりでも当日はプラック・リストに載せてしまい、走査機での'JlW!(晶
〈までハツキングのみにヰf効}を始めるのです.インディーズヰァト局1:

lI!情報を鑓供する1¥1織底としてのイメ-;l州島いようです民他のf郎、

方もあります.それはネットワーク全般の寧IJJl'I~いう ζ 主で次のセクシ

ョンに級せました.PCは局を側訟したなら、アイデアを縫り込んで商売
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の品、タにするなり、本業の方に生かすなり上手に適用して〈だきい.

ネットワークの'"周

え・フトワ-?IUtに'h'/絡を集めるだりのステージではありません.う

ま〈世l う ζ とによ札様々な可能性を秘めた害時.~間なのです.

二れから挙げるのはほんのー例に過ぎませんが.例えば、 f若宮板とし

て、また作f輔の金蹴tして利mするζ とができます.変わったkこみで

は会浴場tしてや、制練所、娯来場としても使えるこ tでしょう.実験

に、これらのm途に使う bのとして、スペースを貸し出しているインデ

ィーズれ間同H れきいこと〈にPC:b';i.:l'ト1投開放した場合、

または態なにしている知人カ旬、ット局を待っている場合には、い〈つか

の特殊なルールをゲームに取り入れることができるでしょう.

①伝冒板・1伺えるならrl:王宮ダイわりでたお万.い会後日喪滋告を取り

に〈い状f見下では、バーティのメンバーl司士の洪過の追給場所として伝

言板を紋定するこ主ができ、音戸、直fJj{fl文子など微々 な術調11:'1.母語し

ておけます.これは端末からの7?セスのみで似m可能な機，(j~で.他人

には知もれずにぬ演に伝容を伝えるニ tができるでしょ九l日当りSIO
11<の斜金を支払えば、メジャー.ローカ作、インヂィーズEこのヰッ

トでも受りられるサーピスです.しかし1司会を支1ムう気なら依頼のおり

るメジャ-;i、ット舎利用しましょう.

。 骨組合.:1司者制:縁取事れる危険があるii'瓶、 4新i1する自信がな

い場合など11.そのデータを(もちろん電気僧号tして)安全に保管して

〈れるサービスむ串ります.このサービスも端末からのアクセスのみで

総m可(it('、同じ〈、 rの処伐のネットでも行なっていtす.ただし.

メジ-t一品、ノト11非合法な内容の情報や非合法手段で手に入れたt思わ

れるm絡は預か。て〈れt せんし、少しでもクサ~ t.~.ったらAHPにi通

報Lてしまいます.湾、フト仰jでは受付取ったれ7輔:!~ダンジョン tプロテ

クションで守札保管するニ t じなります.科会はそのf~織の容祉によ

Pますが.1日$50-1.似却の範邸です.これもなるべ〈大きい品フトに

fMJiすべきでしょう.

@冶圏直場:1i.いに遺係地にいる者向士は7クセスによるテレピ会織で

も寸令金銭11可能ですが.それでb盗聴などを.c.'犯する人のためにメジ

守ー、ローカルヰットが開発したサーピスです.各人がジャァタ=イン

によっτ、完全'省側寄れたサイバースペースに集合し、会設を行なう t

いうものです.ハンターにはあまり総のないサーピスでしょうカえこの

サイバースペースをガードする仕棋を依頼きれるこ tになるかも知れま

ぜん.

銀車場のまわ ~I正数々のセキュリテイが巡らされτお争、サイパース

ペースでもっとも安全な所主きれていましたが.2148'fに起きた、 A、ッ

トワークテロリストによるテロ事件で1/.12人のテロリストがあるサイパ

ースペース錦紛に乱入L.6人の~幹部1:'発狂や配4死に歪らしめて

いt す.安全であ畠はずのw閉鎖~品ですが、侵入者側見れる t今度は
設秘書の逃亡を剛容するr僚」になるい、うニ tです.

《溜11練所。 よればおちに〈イメージファイト〉の閉除匝を目的tしていま

す.当書kZ草府11キットライナーをはじめとτ畠ハンターやハァカ一、

AHPI聾資1JなEで、 インダィーズ斗ットが主梢しています.敏々のプロ

テクシaンがおいてあり、 l回当H 日時ー10.低)()(らいで航設に見合っ
たプロテタシ雪ンt戦うわりです.客たちはそれぞれ在澗きれたコロシ

アムl¥1のサィ，マースペースて噸tうよ主になりますカ士ピンチになれば直

ちにプロテクション11停止されtすから.命を失う4況はありません.

ζれは、 2k耳担でプロテPションt対した主きのためのシミ &νーション

でbある tも曾えるでしょう.また、ここのインストラクタ-1.の平あ

わぜもでき£す."必正はコンピューターマユアのニH共がゲーム卸河被
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題拶

いを挽みに来るζt島幸〈、プロモーター側1111.放を恐れてぴ〈ぴ〈し

ているし、プロの4・ットライナーたちは鮪をLかめているそうです.

@瀬楽場 漢に様々な種類があります. ζの鋲染場の街司監が、ジ-t:l'

タ=イン ・システムをー骨量に、特に少年たちのIIIJに符及させる阪悶のひ

tつになったのです.例~拳げるなら、実僚に使われているダンジョン

ソフトやサイバーイメージで透られた密林な rを巡るアドペンチ-t- ~

の、コロシアム嬰サイパースペースで行なbれるプロテタションの紋合

に自信11て衆Lむカジ人 ζれには人UH同士の鉱合もよ〈あるのだそうで

す.まにジャックzイン・システム11怠鰍将司士のi[扱的な交流(l5'Jl:

的な交流)を可能にL:I:したから、者れを利用した弘術品盛んになりま L

fJ.fT楽や映像の技巧のみならず、アーテイストのι司生、感覚がそのt
Hまわるのです.こうしたアパンギ刊ドなi協の~裂は、風覧会、 2

ンサ-H 曾った名称の迷いはあってふ寸4て一定範i舗のサイパース

ペースを桂i閉して聞かれます.そして.もっH$'い娯楽場は性風俗関

係のものです.いわ噌るイメージセックス t前われる績のもので、二れ

はサイノさースペース内のみならずアクセス ・7ァイノぐーを利用するお手

艇なものも$いようです.サイパースペース全体を能。て行なわれるデ

ータハフキング、 r.:j・ァトゲームJもこの陣織J.lの範ちゅうに入るでしょ

う.1.也に11.少々時代避れですヵt稽本俊からのアクセスで行なうゲー

ムもいまt.:にあります.

@淘猷紋育の車対オ 事国語の歓会g足りないわ11ではないι、縫来僚を1!1!
っτも教狩やデスタワークなら寸分可俗です.ただし、目新い、い・う

担~Jでこの『英才教育システムJ 1.名うたれたジャック=イン教育システ

ムがはやっていますom際の糊Hι 斜面に鰯血したのt毛う速いはあ

りまぜん.まあ、思喝相官に111¥'/tIfIi面に大きな救'(fを施せるはずですが‘

二のシステムを絞った教育方針の基本が知捻教育なのでしかたないでし

ょう.これもメジ守-;i・ァト.ローカル品ット内の安全な也;t:Ill¥_'lサイパ



ースペースで行なわれますが、いつかはテロの府内になるこ tでしょう.

⑪ 酬の倹型軽 :PCがインディーズふットを1別殺した劫合、または信用

できる知人がネッ ト をl~lR企している場合、 t，'i絡の7?，ヒスがよりスムー

ズにできるようになるでしょう.もちろん〈アクセス〉でf士入れられる情

報はさしあたりのない bのばかりですが、GMがS~などの総L'ぺアク

セス>SRi-要求したt~ 11.独自のh測網を使うものtしてSRil錫皮を

lランクや事し〈できます.きらに、f背側I;lに斜1Iti-支払う場合ふコ
ヰがあるものtL、基織の料金を2-3$1安〈できます.

ちなみに.例入についてのデータの検察は本来なら(プライバシーの俊

WなEから)一般公IJlIt>れるべき物ではな〈、〈アクセス〉なEで仕入れら

れるれ憾ではありませんが、 zr4lì各紙制l名簿なE名簿矧11図\~~舘な

Eに{買いてあるので、簡単なm輔iなら手lこ入れるこ tができるのです.

If，*田な側人デー1<It.企業を始時Eζでも欲しがるものですが、海外か

た〈なに守られているようです.

⑩ 官報昆を使った情報収集.管波の厳い、デー』段パンクの情報を縛畠

ために;i.ットライナー、ハスラーがサイパースペースにダイプす晶、ニ

1¥11111凶h微に必裂不可欠なアクションですが.目的のデータがどうい

う物か、 Eこにあるかがはっきりしτいるなら、ハッカーや‘}匹瓜の

4、γトライナーを耳買うこ tもできます.毛主L1:場合は{必要なら}契約

告をn'~.彼に輯油tを:'Ii.1Àわねばなりまぜん. 当然ながら、斜金の相場

はPC1:ちカ明'段 b らう分t閉じです. しかし、彼ら 11，機~~.ではありませ

んから、仕事に失敗したり.裏切。て逃げたi 珪i告したり bするζ と

でしょう.それに、 PCたちの締り負。1:1:士棋の曹泊肋な11<よ〈ないか

ぎりは;Jj，'{:ごになるニ H考えられます.インディーズネ γ ト局を1削~ij L 

τ しばら〈経τ1I、I'Cの下τh'燃を~めτ〈畠ハッカーも~まるよ t で

しょうから、絞らを絞って情事n~集めるζHできます. その場合の報

慨は少し安〈あがるでしょう.

@サイバーリンク・システムを使った実作業 人IUJの1当断が必婆で、

かつ{(!験な場所や必綿密な作業に11rテvオベレーション{巡鱗サイバー

リンク)Jと"予ばれるシステふがftl!われτいます.もっH 省名なのは、

アーミー段甲部~のコマンダ-t無人タンクのII!I!革です民 こ れは少し

。似4合いが迷います.

f血に11深海 ・新民での研究目的での拘置nl!君臨、コンピューター・ チ

フプの改選t研究、遺伝子'I~や物明学なE ミクロン単位の!'P"を行な

う際なEに限定的に剖iわれるだりです.l'血の.例えば漣践 立場なり悌色

かつ凶而rおりのi下~<\:行なう際に 11. 人間lの手は4・:~あ 0 まぞん. 過

除な~下でのZ明日刊!1'mにしτ も、あ らかじめ何を目的t L1:加院な

のかAIが拘1.，ていれ1I人flllの手はいPません.ジキック=イン・システ

ムを使った同袋、つまりサイバースペース内でのヂータ管理l.'/7トヲ

ェ7/ハードPエアのシステム~Jrl下チェッ夕、 AIのチューリングなEに

は人13!の乎が$<必裂のようですo'I!いたい、人unが作業しやすいよう

じt放定きれたのがサイパースペースなのですが.

インディ-xネヲ を

、

5 



メカニック11ランドプラスターのみならず、ハンター ・チームじな〈

τはならないアイテムのひとつでしょう.強力な火力者持つ兵器を待載

し同時に軍事Eな移動手段でもあります.PCが手に入れるこkのできる

メカユァクはすべて市飯事れている摂理潟ですから、プロ/:<.ツショナ

ルであるハンター.特にランドプラスターに1'1;j輸があるかも知れませ

ん.他者に抜きんでなりれば生き残るのが灘しいのは絞らがー笹よ〈知

っているこ tでしょう.このセクションではメカニフクのチューンの方

法やオプシaンルールを解説します.

1.追加装備
ガンポート

貌甲車、ホパータン夕、カーゴなn民縦名'以外の飛fiが来争こ時、か

つE解体の全部i'装甲板て被うこ tのできるメカニツク11、カツポートを

紋訟できます.;Ij・ンポート t11. ~を射繋し、また外を見るために防52

に隣りる穴のことで、日本格では「銑置l!JtいL、ます.ζれで散に狙われ

るこ tなし安全に射撃ができるζ とでしょう.ただい小きなのぞき

穴ξ鋭をさしζむ穴しかないので、観非は狭((60-90 (らけなHす.

プνイセーは、JIlf.事のEの函にい〈つがンポー トを般湿したのか、メカ

シートにl!，'き込んでおいて〈ださい.

がンポートの役目Eに関しては、 IHんど費用はかかりません.本当は

I偲 $50111:'ですカt車体のメンテナンスの僚にでも、そーターショァ

プの兄ちゃんに「ついでにガンポートつりtぃτJt言っており11'、サー

ピスしτ〈れるはずです.設置できる数11メカニツクデータにある乗員

数まで{カーゴなら20か所〈らいH しておきます.

ヲイヤ

タイヤで主主るメ:/Jはすべて、オフロード位オ航。ノーパンクタイヤi'11虫

mしています.つまりCPを趨えるダメージを受付た場合、そのタイヤは

ポロポロになった.または吹き飛んでしまった、ぃ、うことですo ?'1i迷

定行中にタイヤのCPを超えるダメージを受りた場合、事故を起こす可能

性があります.近〈にぶつかりそうな物があるならJ総膨ttI1SR~でチ

ェックして<t:事い.失敗したら、 100"/0+50τ1jl体に、来良Iま1(附%で

ダメージを出して〈だ~い.

バイクを除〈車両11、トランク仁スペアタイヤを l本様緋装備しτい

ますかt地雷などで金銀のタイヤがダメになった場合に備えて、予備タ

イヤi'~っておきたい方がいるかも知れません.パイクのタイヤ1111圃

$初。でENCl止をの他のタイヤ、およびシェル=キャ97のキ、，1'ピ
ラ(転給込み)11$ 5ωでENCI5-ホパータンクのホバ一部11$5，∞oτ
ENC2St Lτおきます.ちなみにインセクターの闘は、成れたら毛ータ

ーシ沼 、ノプに持ち込むLかありません.

e 

姿努制御ジャイロ

〈メ1'/"ヘッド ・ワ-/Vド〉で11、Eんな集り物であれ、簡単な仕組み

のジャイロを11-1蔵しています.ニζでいうジャイロとは、走行中の安定

伎を制術?するものをきし、付加機舵tしてサービス術llUたは地磁れを

利用した道路台特車を受リ取るよ kができます.t 11宮勺て晶、不Ilの事

故{タイヤのバンクや車両の体当りを受りるなI)には対応できないL、

磁室町員、地磁気の乱れなEで、シティの外では役に立たないよとがIH

んEです.

そんなわりで、より性能の，J;lいジ'¥''Iロも市飯事れています.磁気嵐、

地磁気拠常に対応するものより盗勢前仰に滋点を掻いたものがt-(、こ

れを搭載すれ』王、不臓の場合の<J&.上潮全般>SRテエフクを lランク上げ

て〈れます.

EXSON スーパージ守イロ 286: 
ENC 2 U語格 $3，200 

偽装用シート

f~大で装甲1ft (らいの品のを覆←隠すζ 之ができ晶守級車シ-~.シー

ト本体は酸.細蘭などの腐食に強い材質で、土砂なEがかぶせられるよ

う、細かいメッシュ加工がしてあります.~た、シートの裏面11筑野で

{郎、やすいようにみ凝りた途彩綴織になっています.

f品~，周シート ENC 20価絡 $700 

書部の義甲と賃火器倒防盾

メカニフクにf苦戦された武器、 兵器11基本約に360'の射惨カ市Tn~で、

織作11車内からのリそ2ンか、也す費トリガーを振。て行ないます{判断は

GM. またはプνイヤーに任せます.どちらを取っτも取り付11時の~m

なEに変化はありません}。きて、防局に闘して11.命中側ilRfJj定フェイ

ズの前にある製申チェックで、すべての器ゅの袋叩11慨にチェック病み

いづ ζ 主にな勺τいます.ただし、血陸軍Eじはこれはメカ本件め主主叩チ

ェアクですから、タイヤや繕猷火総の装甲としてみるのはおかい、かも

知れません.GMがそう判断したなら、2豊中チェックi'行なう前に命中側

R刑司j定を行ない、タイ々、傍観火器11裂甲なしでダメージを出すこ tに

なります.以上の"'-/11を採用するなら、被載兵器に独自の防lfiを段定

しτかまいません.

.火鵠周防11: ENC IS価格 800 
スチール合金製.これを使用するm火錨のHPは+3~れる.

嬉戯兵錯周防盾 :ENC 20価格 15∞ 

スチ-/"合会製.これを韻測できる俗秘k越は7，6ゐmミユカツ、 30回



被|喝匝L筑_(1νカン、30uピームキ守ノン、 lo..v'，レスレーザー、 120

m時りI.dIJli&次1m.νールガン、 5.5命、...のν:IJン、 7.6z"，.チェーンpゲンで

それぞれHP+4~れる.

メカニッ?の遺掃除作

ランドプラスターI~メカから降りると.ただのひょわな市民になり来

ててしまうよ tが$"のですカえこの世モコンを持ち"!V'.τいれば、ピ

ンチのi臥限定的なメカおよび俗戦火器の五割指剥宇治町I能になります.

このアイテム1~7 イデ7~目前1'1があれば他の局面でも使用できるでしょ

う.

マルチリモコン。$2.500.システムに合わせて自分て澄主kできる~-t:コ

ンγす.サイス7111S，ntX8佃 (ENC2)の1専平型で、パ品/V112つの8方

1:11 コン ト ロールスティッタ uα閣のトリガーボタン、 3秘~のそードを

選択できるセレクタースイァチt液品ディスプレイで偶成きれています.

メカの符所に};Ig'eのマルチサーボロ品クター(ENC4 S 1.5∞)をそれ

ぞれ.jfl絞すれば、ラジコンのよう仁織れた場所からメ:IJi"ilJ1かすこ tが

可能になります.電波の有完胤百聞は広f骨でぬOmlli.
取りつけとセツティンダの例 メカのコントロー作糸にサーm:l晶、クタ

ー 1~1i、 l~'載長袈のそれぞれにも 1i接ずつ取りつりんリモコンの檎能

のセッティングはコントロールスティックのl本11ハンド'..もう片方

1主主武3主である12.7..HMGの艇問問に鋭閉する.1削閣のト リガーのう

ち2側をプνーキt7ク七，.，こ、 I也のトリガー11各兵裂の発射、作動に

鋭111.t ッティングのもう l つの例1~2つのスティックをコントローノν

系に. U~総長訟の能回には毛ード切り替えで次のスティッタを{的刊する.

ょの方が機縦I~嫌だが、走行中の射撃はできな〈なる.また.応用のー

{何として、例えば、サーボi'組み込んど禄弥の逃鼠.*'火i"磁1llに行なう

こtができるだろう.

2. コンパットシエルのカスタマイズ、
コンパットシェル11:>ストパフォーマンスを追求した局地戦用兵誌で、

総体的にみτあまり強力な兵器HI~曾えませんし、 職自由ドの天敵としてお

悲できた州u既に終わりに近づいています.この世界でi革、航11はヨ

ストに見合う戦闘力を引き出せないl日式兵器とみなきれており(戦術思♂』、

の転換も原閣のlつです)、 EんEんその数を減らしています.ー方.コ

ンパットシェルはた〈きん生産事れましたから、開発各社もそのポテン

シヤJνをアピールすベ<.様々なカスタムパーツを発。a，しま した.

結i:ilH.Lτ、コンパットシエIvl1機体そのbのをチューンナップする

二tはもちろん、槍自のカスタふ/t_-yやサイノマ-Jマー:;'を流用したカ

スタムなEが可能 t なり、母島柔軟なメカニッ?~して生まれ変わった

のです.

コンパットシェル用カスタム"ーツ

モノゲ‘ノズヰ土 モピルブースターMMV5(高犠動ブースター): 

S 10.000飛行期ブースターの代わりに取り付ります玖さらにENC20

かかります.I1血にペナルテ4はありません.MV + 10. REF+ 10、15タ

ーンのi(Ji述移動ができます.CPは2でl発で停止します.な布、これを

I~中のコン，<ットシエルのP イプ1主“日"上なります.

7 

〆カヱック舷揖ルール

ララーシュタイン社 トレーサーBT(準精密作繋帰マ.:'"ピレーター}・

2本l級事6∞o
OEXにマイナスのつ〈ものは+5でき tすヵtプラス修正をつりるζ

主はできません.これtマニュ-./<-7ロフピーのパックアップがあれ

ば、コンパットシエルも組理書ができ晶ようになります..fl紛EをするUO
%で峨れます.



同W碩1Il

8AX祉パワーゲロープL8(パワーアーム): 2本 l剥I$4.000 

STR+20 主に俗側周.~のすごい句ーの縦庄があるので〈コンパット

シ1/，，)1)'50%以上ない主{郎、二なせません.

リャン針。$.社会丹漕31型(大型プロペラントタンク): ENC70 
$3.似)Q飛行朋プースターの侠用時1111をIO?ーン延ばせます.細部命中

判定で働兵装に命中-~なっても、ょのタンクlt兵務tえなしません.

そのf¥':oりコンパットシェル 除本体"にダメージを受りるとtに、60".-6

て後発す畠可能憶があ9ます.縁者Eしたら本体色必ず紙燥します.ただ

ちに機体から脱出して〈だきい.

8 

マエューパー7ロッピー ・バリエーション 岳ENC 0 

処策土木作総編 :建築土木町殺を行なう際fJl!;f'J.$ 1.似)().

学占機酎絹:<;:j!II' . 00糊 IJ>+10".-6. $ 5.00仏

精密作業編:コンパットシ"'/"に俗換したまま〈大型メ3作 Pス〉側働〉

〈プービートラップ)<担l慾〉の実作業倉市rti~になる. 54.000 

小火器編:<'1、火器~>+2ω4.S2.似)().

大型武誌編:<大韓武お〉φ笈隊.54.000. 
糊賦盤編〈抑止術品>+双l%， S 5.000. 

サイバーパーツ流用に関して

Jνールにあるものに加え、り、ードパンチマー..""、ードグラフシャー"

"他御用タロー"もコンパットシエWに内議できるこ U:Lます.I臨機

はそのtまです玖改造がa裂なので、どれもENCIOポイントかかるも

のtします.

3.一般車両
PCたちのmリf¥う危険な仕事に1:.兵器会可陶磁きれたメカユァクが

æ~不可欠です念t オフの日にまで無粋な戦闘車両を乗争回しτい Sわ

りではありまぜん.また、シティ内ではあまり派手な戦闘もできないで

しょう.シナリオの主舞古がメガ=yティ内である場合には、 ζ うした

メカユツタもあれば使剰だし、同時に合砂'Jい、えます.

今回はい〈つかの典型的な車種を紹介しτいきましょう.

リムジンを徐〈すペての一般111両には!l1甲板はつりられません.エン

ジン、タイヤに攻黙が命中L1~場合、制l鹿に革路jg;能になります. MV 

については畿地注行時のヂータで.これらー骨世帯雨l主基本的にオフロー

ドでの走行はできません.

また、すペてのデータ内にある、-ACL""BRK・"DC"なEはラ

ンドプラスター ・モジュール "クロムピート"の拡波ゾレールにI仰Bιて

いる散慌です.絵肋-/"のみでのプνイで11fl酬できないので注;aι
て〈主ゴきい.

形式

名秘

タイプ

.司Eノスクーター

:TAMAHA (ゥ'"ンパット〉

。H 本体価格:$5∞ 
M V / R E F : 30/18 

ACL/8食 K: 20/30 
H P/D C ; 3/0 

緯歯車ポイント :なし

乗員 : 1 (+ 1) 

級部命中表

1-7 本体

8 .1;ンジン、タイヤ

9. 0 乗員



形式

名株

タイプ

スポーツバイク

:アーレイ=ダピットソン 〈ナイト 7アルヨン〉

H 本体侃絡 ;S 12000 

MV/REF ;1出1/16

ACL/8Rκ ・ω/鈎

HP/OC ;4/0 

搭鍛;f.イン F :なし

畢員 ; 1(+1) 

鋼部申'"褒

1-4 本体

5. 6 ヱンジン

7. 8 タイヤ

9. 0 乗員

形式 ;小型車

名綜 ガウディ=クアトロ 〈モータ3
タイプ : V 本体ld!i絡 :$4ぽlO

MV/R E F :80/8 

ACL/8RK:30/30 

HP/OC :7/0 

鯵狼ポイント

{貰鞠 ・乗客): 50 

乗員 ・2(+2) 

縁部命中袋

1-7 本体

8 '"ンジン

9 タイヤ。貨物、乗員

形式 。ファミリー車

名跡 :オーデル 〈テトラーヲ・マリノ〉

タイプ 。V 本体価絡事政m
MV/REF : 1∞1/6 
ACL/8RK :;初/35

HP/DC ; 8/0 

搭敏ポイント

{貨物 ・乗客): 80 

録画 : 4 

細部命中表

1-7 本体

8 エンジン

9 タイヤ。貨物、乗員

s 

〆カニック1$*'"ール

.スポーツ寧形式

名称

タイプ

:デロリアン ト FD7800S 

; V 

M V / R E F ; 210/10 

ACL/8RK・40/40

H P /0 C ; 10/0 

f事被ポイン 争

(貨物 ・乗客): 70 

乗員 : 2 (+ 2) 

領鶴命中褒

1-7 本体

8 エンジン

9 タイヤ。貨物、雪量買

:ワゴン寧

本体価緒。 S鉱回目

形式

名称

タイプ

;シトロアン=コンチネンタル 〈アミーゴ〉

V 本体{耳倍:SSOC陪
MV/RE F :90/5 

ACL/8RK:20/30 

HP/OC ・9/泊

繕載ポイント

{貨物 ・乗客): 5∞ 
畢員 :2+X 

錦部命φ褒

1-7 本体

8 エンジン

9 タイヤ。貨物、録画



開拘置臨E

形式 ・汎mトラック

名綜 。三木霊ヱ 〈ドミノ〉

タイプ ・v 本体億格 :$軍m
MV/R E F :80/1 

A C L/B R K : 10/50 

HP/OC : 13/却

嬉戯ポイント

(貨物・乗客): 2c目的

集員 ・3

錨節命中表

1-6 本体

7 xンジン、タイヤ

8. 9 貨物

o lI'JIl 

形式 .ハイソサヱティホパー

名称 。MAZTA (エコロジア〉

タイプ " 本体僑絡:$筑以旧

MV/REF :1割)/13

ACL/BRK・50/25

HP/OC ・13/15

傷能ポイント

(貨物 ・乗客): 150 

乗員 : 5会

舘鶴命中袈

1-8 本体

9 エンジン、ホパー部

O 貨物、桑員

形式 :ホパーリムジン

名称 :メルセダス=7xンツ 9ωOSE 
タイプ :H 本体!iIi絡 :$4氏以却以上

M V / R E F : 300/10 

ACL/BRK:lω'/90 

HP/OC :初/40

嬉般ポイント

(兵義 ・4書申):おO

(貨物 ・乗客): 50 

最員 :5 

義甲板

{全面ー律) : A 1∞1/90%(ファイパニつムア四マー釘よぴハイプリ

ッド紡弾ガラス)

細部命中袈

1-8 '1<体

9 エンγ ン

O 乗員

鯵飯兵接 :エレキシール ド

象 リムジンは VIPなどのための特注車関ですから、二んなに傭段が高

いのです.

唱。

これらのデータの ほ 帆 ルールプγクのMAOサンプ作の中のパ4タ.

バギー. トラッ夕、カーゴな Eのヂ-?はそのまま~位亦両tιτ も{止

えますし‘ 1日武コンパットシェルなEもブースターを取。外して、時君臨

附ポッドUて土ヰζ[~I(な Eに f!l!われτいます.~世:lli Ï<IÕJI~MAD-r'は

ありませんから、軍凪瑚メカへの改造はかなり隙しいでしょう L.ランド

プラスター曹lji;Iも受付られません.タイ-tに闘してl阜、 MAOfflのオ7
ロード ・ノーパンクタイ守に版き換え寄せるこ tもできます.ぞうすれ

ば.?-(ヤにCPが設定書れる上.シティの外の荒:tfを走。図るよ tも

できるようにな 0ます.

GMはアイデア次第で一級ltl両をシナ9オじ生かすζ とができるでし

ょう.例えIt.テロ担ストな1:'1車、こ うした一般車両{特にワゴンlll)に、
偽裳したロケフトランチキーや場慨などを満縦して、事!H起こそう t

企むかも知れません.テロにかかわるシナHオなら、 リムジン私大きな

役鯛をよIi:たすζtでしょう.



ハンターたちの飢える鈴芯主置が、この世界のテクノロジーのνベルを

そのH 王監しているわリではあ9まぜん.小火依矧IHもか<.鎗鰻共

協なEの火力や位能がずItlJ1りているものについて、特にアーミーなE

でl革、いままで紹介されτいない、つまりー般に知られていない新兵務

b!.止われτいるよ tでLょう.

ハンターが手に入れるζtができるのは、 llioJl1j~しτ民1mでのJJB'éが

li1'きれた物ばかりです玖それでもアーミーで1!1!<‘古された中古の兵器L

申賜1M-から回収された兵器などは裂のルートを浪れて、プラフクマーケ

ァトの応先に並ペられるこ tになります.このセFシaンではwt作に入

れるζtのできなかった.またはー般的tプはないにぜよ民間服従がなさ

れている後払兵誌などを紹介しましょう.

各武線・兵畿の制見

.22 Cal MP:スタユスワ7・アームズ社 (VP90).22口径マシンピスト

ル.非常に鮫位小型で扱いやす〈、隠居住もおいので各穂波笠.f.iからテ

ロFストまでカ市百〈評価しτいる.ランドプラスターにお奨めの語tslj'lo

7 .620"'< ~)レライフル : FNプローニング(FN-MERO7 .620.自'JyJ、
総ラ-i7 1"111~通力強化 機行5車総骨大などの目的で小口径化合鴨織
のようじなっτいる.しかし、特殊部隊隊員、傭兵、パウンサーなど戦

闘のプロフエツショナルの中にはそれらを捌 $にしても、火力"，lIii見す

る者が多かったため、パトルラ-i71vが7Jeり出杏れた.このタ4プのラ

イ 71"の弥丸U..\I，仰のもので、他の川・なる7 .62慨琳t も形状11~時な 1

Ji侠性はない.火3l!量を拠常なほど精やしてあるため、 1マカ'ジン当り

の樽歓は少ない玖シフト Iの追加峨容を与えられる.なお、パト1"ラ

イ71νtいうのは彼らがつりた俗勃γrある.

マダナムカーピン .セプロ MR/MK-I日〈ゴング・マグナム).同じ{

火力をill'Rt.1.:結保生まれたbのだヵtこの鋭l孟.47マグナム5曜をオート

切餅すほわり種であん周防問題か、事すがにオート射籾 初発

射迦1.t:11務tしτあふ級いが灘い、ため、オート島情事の際に11<小火器〉

60%以上が必裂.60";6以上ないのにオート射耳揮を行なっても、弥はまっ

た〈当たらない.

ショッ トガン周スラッグ弾 .紛武嘗ではな〈、ショットガンの榔のパリ

エーション.これはrー粒l!~J ~も呼ばれる もので、ショァトガンの銃口

から. 1発の爽掃を発射するものである.!車体の大暑さが大きさどりに

型的買力も大きいようだが命中率、 射程IH もに低い.この~棋を使う場合.

12ゲージ、;tートショットカ'ンはそれぞれ ''12ゲージ ・スラフグペ・;t

-ト ・スラッグ・のデ-;11"，使用する.

骨骨
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ポケットパズーカ:珊勤務〈ハンディパズ'88)，事訴!JJlまで小型化きれた

パズ'-:/1， t，¥すがに島;限lま:19ッドシューターにはかなわないが寸分な

銚官li.1，ごろう.型車は時期のマ:/1'ジンに4宛入っておP、ワンタッチで交換

がで量る.抑制mいうよりマカ'ジンのI!I1.siJl;t2羽ぬで対人用のグv~・

- l-~~車 t主将却朗のA1守事がある.

①グν4・ード樽

火力75/3紛閤定ダメージで、到燥と目Wnt，以下の t お~，

0サ人.0/主将持x/似'R.ダメージ12)
②AT~ 

テ'"ミット仰でダメージを与える.火力は80.
o"t人.0/対称。/限界ダメージ20)

オー トグレネーダー :バトリフタ ・ ピスト作社〈シカゴ・ ~マー)， ショ

ットグンにドラムマガジンがついたような形殺をしており‘マガジン内

1:ライフルグν4・ード慨を 12~飢見紛τきる.紹fi<i，埠"-1ルを内属躍しτお
り、オート射紛争にはこのグ吋.ードを金制燃するこ t柿rr.gであん

ただしその際には、IliJじ目標を散問姐勺てふダメージIU自分Lか与

えられない.グレキードの得後Il'U幻跡地中には不可tbどちらかい、う

t膏lって察つい、うより. ~'ItT.~を~nるためのエリア ・ アタック ・ ウェポ

ンtャえる.

75=RPG:ハイフォン・ファイアアームズ社〈ワイパーン>.it-ながらの
対叩it!11ロケットランチ守ーがこれ.傭兵1:プーピートラップの占符H:.
テロリストは磁波活動に、シティの外ではパンヂットがよ〈使うので、

ロケァトランチベ・ーはEこでも綴繁に見られる.安いだりあっτ住地1:
非常に:l!iぃ.しかし当たりきえすればよいのだし他のf止い道もある

のだからそろえておいτ11111ないかも知れない. 1匝lきりの使い捨て.

ミニレーザー :GME(グローパノν・メディア・エレクト 9"，ク}社 {ディ

7エンダ-6000-N A}fJJ;/I¥力νーザ-;ザン・システム.7ーミーのMBV
{主力戦制lII Íi'ij )の高.，武波 ~Lτ、また高級な野師ロポットな Eカヰ書載し

ている.主に対人mのνーザーで、 mカを抑1与えたぶんコンバクトに、

そしで長"制:'1射現障ができるようになっτいる.ランドプラスFーも資金

に余俗が出てきたら ζの〈らいの物1:1書紋Lt~ _ 、

300mレールガン ;ラインヰ-r，"社 (BZR/タイプK>3伽mνールキぺ

ノン ・システム.ν-，レガンの伎Wrft..i!'~:初速で抑体を身lIJ\できるこ t

L ml，æをì';~するよ t がないことなEであろう. さらにお速で射ち出

すこ tでよそ'i\.fとなり l!)るため、 5曜休に{コス ト而や位fj~i1iiで}主\i-(!I!う必
要がないい、う二とも:f'1点である.しかし、やはり戦力的にみτνーザ

ペヒ」ム鎖にはかなわないためか、研究はエネルギー兵務u:限度に

進んでいてら、あまりfFZKしていないのが郷状t.!.らっH 主将詰におい

ては、兵(~H: して初速かfj';~いこと lilll現な7アクターであるため、 よ〈
使われているら L_、.V-J'-')ザンをr~止mする場合、 時JIIの知体と射mエ

オJギ-~なか匂テリーのíi-t紛が必必τあん

ADAM-U:グ97イス&7"レ由ペイカー祉 (EVIL-47A)発展関総場

対峨111/ヲ~ミサイ '". ADAM~ は (AD、lanced Attack Mi措 ilc)

の略.メタルヘγ ド・ワ-/Vドで1:ミサイル1:戦幼におりる主役であり、

そのI~ØH 各シティで'~って行なわれτいる.通常の税導ミサイル以外

のさらに進んだ形態のミサイルはそれまでのbのt区別するためにす4

て (ADAM)t呼称する.今匝1飢介する (ADAM-U)1阜、目標H闘

をPm"~に曹主演するために1刑事:~t，\れた色のである. iU長のミサイルカ明日産

制械に飛車して命中するのに比，-"!.こttは白糠の数l(}:.r止ZEを飛米し.

司2

災上で燥列、 ZE背~シセワーを降らぜるい、 主ものである.このミサイ

Wを使用した場合、メカのEζのloiiに命中したかにかかわりな 〈、必ず

J舗の袈叩他で喜朗'チェフタをしなりればならない.・全部ー節"の'!lVi<
のメカにはな妹はないカt..t.:.いていの戦再1.!豊中ポなrは上砺W~I:ril
いのでかなりの効果が上げられるだろう.

5，560・ミエガン :ポフォーク社{スタンダ-~'NP/MK- II) 5.5伽""

wカン砲システム。小口径の~Ijlをばらま〈ものである.火力が低いので
対人則にしか却成はい唱えパンデツト相手にはζれで十分.小倒防

量級Lτめるため、捌1数はそんなにO'( Iまない合t重量，)¥.1/1"1な命中S棋を鈎

る.



7.6do・チェーンガン :ダy;tノ 7・エンタープライズ (CG35).メンテ

ナンス会私大変で.生鹿住も恵ぃミニ3ゲンを簡略{t.:>ストダワンTるU

II'rc1II発事れたのがチェーンガンである.発射速度はそんなに速{ない

し命中期も注射兵~にしてはあま 9 良〈な也、この兵~の売りは根強

叫 H 低鮒弘ニ の2点に尽きる.それはそスFワ・ダリ;tノ 7UQ)

~，ヤフチ7νーズから bわかるだみう.

'ダy;tノ 7EP11.ハンタ・・で/)o.rt1iの強い味方です !J 

li!J11婦の脱附117.6ゐ・ミ品:/lンt械ト"してあるようだ.

新兵録性能チャート

1額{ピストル・ SMG)

JI!.修正

名事事 火力 開岬|発射方式 図録 1-5 6-20 21-50 

.Z2 cal MP 。2/1IB2/心 5/3 叫 。。

11頬(ライフル・シーツトガン}

箆娘修正

名称 火力 ENC)HP 発射方式 回数 1-10 11-20 21-50 

7.62醐パトル 20 7/1 S/B2/A3 8/4/2 φ10 。-20 

マグナムカーピン 40 6/2 S/A2 10/5 。。-30 

12ゲージ・スラッグ ω 6/1 s 3 -40 ー

すート・スラッグ |ω 7/1 s 10 。
111望書(盤火畿}

JI!..修正

名車庫 火力 ENC帥 発射方式 図録 1-20 21-切 51-1∞ 
ポケットパズーカ 5/1 s 4 -30 -60 -9l 
方-~グレネーダー /‘s 1811 B2/(A6l 5/1 。-30 -50 

ち幽RPG 1∞ 14/1 s -ω -90 
ミニレーザー 40 10/1 A5 10 +切 +40 。

葺長薯

7ラッシュダレネード :形訣11干俗世Jtj.i) 1:.これは lターンの間性主切

なたを発するもので、これを見た者のUやメカのセンサーItl06:1'-ン

能1lI不能になる.また.且νタトロサィーなど11崎町れ畠.

スタンナッヲル・パラメシウム企掛〈シ・フタ SんH!械メ y~ンサッ

タ.銘任:itti覧会'ilifれるアイ 7ンナフタ'".ζれてぬられた者1;1.心理テェ
ヅタの際のサイコロのI~にー 4の修JEを))11えなけれI{な らな " ， 20~ー

ン{此11]"11能1':が、それ以除Iお位協はI庇れない.プヒ沿11家脳川の2ンセン

トτnなわれ. 3ø制111必~(þ

実質量S果 限界 ー・欝

量盤情 値絡 対人 対物 ダメージ ENC 偏絡 F・敏

心+3 4叩 。2与 15 a 1マガジン

実質効果 限界 l"! 

51-1∞ 追加綿 価格 対人 対物 ダメージ ENC 価絡 弾数

-40 シフト 1 1民同 。ι 15 2 10 1マガジン

-ω 心-5 1200 。t込 20 3 10 1マガジン

，(，-5 4∞ 。A 20 a 8 10 

心-5 夜間 。4込 20 6 12 1マガジン

実質効泉 限界 剣豪

101-叫 適凶畠 価格 対人対物 ダメ四ジ'ENC 儀絡 調書量

-解t量 2.醐 解脱 111111 3 a国mB《《MGY》》 1マカVン

-80 埠発楠 7.国淘 。x 15 12 120 1マガJン奇

-150 1 .四却 。。30 。 ωαm 。'" 20 3 2 .()(国 10回分

-ポケットパズーカ、75帽 RPGは〆カに篠践でt!ない.ミエレーザーは原則と して窓般のみ.

N鎖(嬉戯火事事}

箆随修正 実質効畢 限界 海軍E

宅事事 火力 印C/HP発射方式 回数 1-切 -2ω ~蜘 -1償却 事峨富 価格 対人 対物 ダメージENC 価絡 11数

耳h・レールガン 1∞ 40/2 s 20 。。-40 .・0 tω.000 x 。40+ 10 600 1マガジン

バッテリー . 5/・ ー 20 5.ぽ胞
ADAM-U 在自 15/2 s 、 +市 +鈎 +鈎 25.庇畑 x 。40+ 10 20.000 ミ今イル1*
5.5晶圃ZZガン 10 10/1 A5 8 +80 +30 ー <(>+2 8.広岡 。ι 15 4 4∞ Eベルト

7.620圃チェーンガン お 120/3 A4 18 +ω + 10 ー 6.町周 。ι ぬ 8 1.200 1ベルト

V頬(役鱒}

.貧富~M県
限界シ的

名肱 火力 ENC/HP 発射方式 図書量 射稽(m) 価綿 対人対物 ダメー | 

フラッγニ孟デレネード 解脱 1/1 s 初-50 15 。。

句3
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W鎖(t鍋DIII武器}

実質効利

名称 火力 ENC 追加嶋 価絡 スキル 対人対物 m~早ダメ ージ

スタンナックル 3 2 ，c...-4 5∞ 〈素手融制〉 。x 40+ 

新アイテム
今回はセルフ・ディフェンス ・?~ポン(白骨}周のアイテム)な r

にら自を向付τみました.こういった7イテムは轡』込な市民が必カ

から身を守るためにと作られた物ばかりで.実際のゲームであH

に多用するふ雰聞気が失われます.あ〈までもオプション的なア

イテム tLτJ¥'.て(t:~ ， 、.

名事事 ENC 価格 効果、備考

ディフェンスウ方ツチ 40 スイッチひとつで信濃ガスの噴出する時計.自織になった者ひとリ(1.5m以内}は朗15で心理ロール・ | 
サイポーグ、ガスマスク着用者には効果な1...ガスの噴出I~ 1図的み.あとで慌時闘が必要.

スキγパーホーン 2 10 ボタンひとつで(威嚇と救助を戒めるための)書告膏を10秒間、発する緩置.

フラッνュマスタードガン 2 70 自婦にフラッシュと岡崎にカラγ漉を浴びせる(2m以内)銑.困械は 106ターン自がttみ、カラシ滋

が当たると(命中率ω%)さらに 1010骨III!.自が見えな〈なる.

リンデポム 5 宇田平に般まる級度の小型爆弾.薄いコンクリートの51主どに穴を聞ける〈らいの破壇力{直径10011)

しかないが、破1里音が緩めて小さい.

加度センサーシステム 6 5∞ あらかじめ決められた範囲に圧力がかかると{人が踏んだ、など}それを感却して普械で知らぜる麓竃.

ポリマースプレーと専用センサーボ'':/fのセ yトで、スプレー(1缶5m'まで・ gll売$50)を散布して

ポ γt-
o

{を!Il<だ吋でQK.

リミ， ~ニ γ プル 20 鎗弾に取り付ける時限装置.a図l草3秒から10舟孟で自由にlII:えられる.必要なら〈精密メカエクス〉

を用いて、海発までの時限をさ勺に伸ばす改造ゐ可能である.

二二に挙げる6般のマップは北米3シティのダウン9ウンのー認を鉱

大して取り上げたものてす.それぞれヰ説草ある衡を選んでクリ-;x・アッ

プしてみましt:.GMは二れをシティ物のシナリオを製作する際の参考や

アイデアソースにしたり、またPCが実擦に活織する舞台などに活用して

くださ、、なお、それぞれの衡の名称は俗称です.

14  
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武田m

シティマヲプ

マップ l 廃棄ドームの街 〈ザッ プ〉

'tノ2 アンジxJルス・ザンタ，ミー'‘ラz・jア.措定人口6，
町田人.過酷似瑚壇川住民そ守るためにmすされた空軍E典
型ドーふで街釘われたハイテクUl.ただしそれt:耳障も前

向L¥で、置海上宮10mむの空胃IIドームb今叫Clとんど醤リ

落もてしまい、ダウンタウンと化Lている.fーム基部町

ヨンクリート置C~バリケードそ形嘩ι 行融滞b手を出し
に (l'll!fll多尭地帯とな勺ている. 泡下にC~過去に使用ε
れたヱ'foルギープラン争や各植のエ..~.;恥下乱ゴミ処
理}カ帯寄L それらのー部Uニの街令仕明るギデ方ン・フ

ァミリーによ令て官事置・適用dれているらしい'.t金持〉背景
がダウンタワノとU思え勿いく勺い突しい骨C:そのためで

ある.

島号解脱{主硬な書物や名踊など}

A:fラツグハ_rペエテングダケJ ギデ方ン直球的眉

B:ギデ'1'ンファミリ一切たJり噛:パーとかレス トラン

信どでみる

C ボディクリニック『カヱ川りスト，1号眉‘ 2号車二

二の主人I~アプヂイ

。'"デ''1'ン ・ツインピル:かJ.り副勺ているのだろうか

E 地下プラントへのゲ-..: J世置に聾惜8れている

F ナイ争クラブ'プランタ:，.;J :この界照明H ツプクラ

スである

G:モーテルrロードスターズ・イン， :恒輔できるブロー

ヵーの漉宮している

H スγ ・パ_rj射す勿司s 二二由主入C:付んか引t'l;>い
' ディスカウン トrティン bーイ，:シック拡感じの，m
J モーターショップrM~Eカンパニー，:割りとaとbな

庖のようだ

K::r，:ワイ争νールド郵描軍軍駐在 :ここに持ilぱ童べ朝を

恵んで〈れる

マ ップ2 +字路の街 (40J)
サン=アンジエルスサンタモエカエリア.抽主人口5，<XXl
入.(崎J)c:rフ考ーティ・ジヤンクシヨンJと続む.〆ガ・

シティのエリ?聞を砧ドフリーワzイ(5号とS号線}の+

字絡に自悠尭生した偽ハンター'.どの樹号帯。畢走舗が

よ〈た....'うしているダウンタウンでめる.生σ対脅織と楠々

G棉賀町入手冷徹より皐〈行なわれるた時か‘プロ自力自

信どむ多〈住んでいる.このストリートのr孔面Jパ勺ープ

レインノ白檀.1ftどσ環盛しでも、る膚の多〈附Pン=アンy

zルス町大手ブローヵー、晴雄a~，人sマダム=フエイ的経
営するものである.術企悼の景観は薄汚〈、時且最で‘麗

喧と'.うたピル骨再利用やハラックの住居.Ij¥.i:りの禽直

信どが多、、

記号欄 里佳!l!1J車軸や名前伝ど}

A ディスカウント守Li匝{ピーヨγクb: IT.¥ '1&薗℃為抽

えゐ量富

8 聾察靖ト{ハイワxィ"トロールとポリス): /、イウェイ

パトロールI~忙しい

C :ゲームセンター'ブラック ・キャロット』 パンク3えが
た仁ろしている

0:マダム・フzイめ代行$務所彼女〈勺いになると直

?ル、ンター1こ会ゥたり1:し信い

e :ボディクリニ"ク『パラダイス ・スクヱア』 俗曲、いが

揖鎖塵俗的て覚えやすい

F:諸儀置r成仏茸，:向かいがボヂィクリニック信町明ラ

かりやすい

G:モータa シ，ヲプrパワープレイン』 ニニむマダム=

ヲヱイヵ‘E世している

H:モーテルrペガス・インJ・カジノが〈今ついている

I :パー'百帽{サンダルツリー)，:.，組向上A"'!d



PSY直置を

。 筑拍m

。 日目m
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マップ3 鉱山の街 〈ピアキャスヲ・タウン〉

.?-".=アップ凡郷列、植定人012，目凪九本家CSダウンタ

ヴノでは信〈、シンクレア ・グッドランド誌の賢ホで瞳ら

れた想外明鉱柿採掘基泡.剖~C:鉱山とプラン k 居住E
のみてを既成されていたのt年月を経て鉱山捕と需司醐抽{;1
ざゥたよう，.量観に'.った.犠蹟の'下がリ詰めた二回タウ

ンからCHとt.'.m~が寂々と流出L臨めているの'. 1<<> 
って韓民ゃな勺ず者が昌広し始めている.二のタウンの守

ンy ャラス ・エリアになるのも時間的問題であろう.

跨骨解説{主曹な建物や名所など}

A: グッドランド位取引オフィス:~悼すっかりさひねて

し1-ゥている

B:公舗〈人工副議):いるのCS忠良輔向、り

C: グッドラノド社〆インヨ?フィスほとんど引~I.c.tm

ている

D グヮドランド鉱山:敏晴f>唱a々と揮曲するのみ

E:y.xリフ(f)オフィス:量迎封鎖臓が多い

F モーテルrドウーフ・ケイプ):軍閥曹の彊島信主人CS
有名だ

G 般按'"スティール・コロッザム):最近‘.I1t人ゲーム

のために壇られた

"ーディスカウンドダイヤモンド・アイズジ量量抑ぬう

品目b輔盛'St.的口IIN，うた
C :モーターショップ'アイアンギア):エ鎌崎掃をメイン

に狙う

J :パーr土竜):近々眉そ引き払うらしい

K:金属高，.，イプラJ:ょに問じ

マップ4 翫 且の街 〈マホロパ・ストリ ー ト〉

尋常=アップルフリータウン.世定人ロ8.由ぬん普通抑

制といゥてむフりータウンにある制カ噌伝晶であるわ吋が信

い.かつてはこの街b国際インテリジエンス毛ニ"メンh
〈ベク判ルタワー〉にようて高躍に情暢化された文11:0>中

心地だ勺た.マホロパという地畠CSζ師二ろ誕のられたの

どろう.しかしタ勺-q沼間曹理A間島建により、フリ ω

タウンー穂~S廃虚と化してしまったのである.

この街ISパンデヲト'ピンキーソJレジャーJが揖誠にして

初旬、 rョーティーズガレ-::;Jrフラ勺ーンヨップJなど

によく出入リしている.治安1%11ぜかそん信に悪〈な、、

記号解説t主要な建物や邑所縁ど)

A イン F柑!Jl1'チャパティ J: I，.:'tfの、ベクトルタ勺ー骨

lEiIIiにある

B:企慣{というより空8櫓):当然観蝿てある

C:メンタルクリヱヮク'プラーナJ:このあたり，:'"ぜか

インド人が多い

o : I寝耳Eピルrベクトル・タワー』 ピ'W1)典課〈て廿、 a
r酷いτいる州があるという噂肋"1>る
E:;rtデイクリニックrデユピピヱ美容/吻泊耳クリニ"クJ:

ボディデザイナ-CS沖喝ヲラン別封品みの薗揃らしt、(属

唾}
F :モーターショ yプrコーティズ・ガレージ， 二二時ス

タッフCS'全員女性 !

G:大重傷刑事f宣場開Aシング、モーターホッケー}智恵

晩にぎわう唱訴でめる

H:モーテルrポーラースター』・とんでb勿い"，0.

l:z問イトシールF紋世軍教官毎回、醒農カ吸、引を

つ〈る

J デイスカワン~，フラワーシs ップJ :当然 r日S亮ラ

てい• .IJい

K:パー'20・.): IliCSCl'ろい柿制渦る

L インヂィーズ$ツト島rラクω ンマノ・ジャックJ:二

ニ由OJCS絶品



。 耳目m

Q 

。 武田m

司7

シヨ'"マヲプ

マップ5 谷悔の衡 〈ピースト・パレー〉

テキザ?・:J-~"ラインX'J7. ..混入"8.直抱入.テキ

ザナシティまJII!1>干』坤吋砂明記有昨笹側広段々 銀闘よう

に酷11された衝で66.~l..-ル中メタルホヲパーを量11
るた骨に楓民たちの噛tItした間だが.揖唱に歯たラたリー

ダ一、，.ーギ~:>.~・シムノン町亮憧却後初曹圃恨むかわ
ラた.かつて由シムノンσ鴻勉且町下たらが轟力的広重E
~臨時たのだ.二σ瑚1にあるすベての聾積畢1:11ちか犠震

を弾圧するため伺u鎗曹司肺むのである.だから、初回治

世1:1>る車時で柑良いと冒えるし、量四む聾勺τいる.後

らがダウンタウン内て暢<'.，tんに1:、テaドザナシティ行致

用情愛棺帽を柵じるつむリ1:伝いらし、、

挺号解離t主.'"圃摘。.~廟信ど}

A:・蝿'シムノン』僧われるの1:相こl!m11置
B:シムノ;...a書..方ヲイス :I・t，昨ゆる二1:1:マフ
ィアとかbり信い

C :シふノン健主企.H"'V"'-1Io:岳1aflO1J".I"'柑 S曹
官'O).D'}l拘置しいからで."6
。:シふノン置OlU宅:Iわ"と剛健か竃怨

E :モーターシ・ヲプ't グJ: .I1J二ツタマ...."温嵐~<
信いが・・・

F :レンl>1Ioピヂ'''"r..レーシ「・ 3 端て...... 大~也、
G:ボディクリニッタ'ヲ3，-!)・ン，:ここの主w:.• 
トライタロンe唱間帯t!.，たらしい

H: モーテル'フ7-ヴ~-・インJ: A帥晦嘗していると

いうゐラばらd閣がある

1 :や灘拘置JdrftJ:ζこのコック叫フルポーグ弘明て非

常に凱味均旬、、

J :パ由rレッドマン"，:インディアン凪田岨lI!:リ'1.パ-

K ド.，':，rグパ-，ス.ンヘッド・ロザリー，:スキンヘッ

ドの女主人命、砲しτいる

L :ディスS切っント':>ンパプエ， : 鴎ウ~ð咽E也、.ロな畢
人か‘E置しτいる

マップ6 .. の街 (7thトワイライト〉

テキザナ・ラフアイエットエ・'Il九州院人a・.anんテキ

ザナシティ醐濁陣凋町中州1:.られた麗.二二Uめる薄噛

骨信者1:.'叫"，.，"(・鎗@れた骨で" :a (.;a.ーン骨董怨~
している.健民的7陣:.，ーム・lØ>傷者"t"~I，.こ伺S
IlIIらに-4!蜘地到.a'・~与えている. 置銀副止策S ゥ
て~た人々Uすべての噛aaで".，たUず俗骨1:" 令。功崎町

量剛a二"t¥，噌閉街鎗に勿令ている.こ田島でUラーム

粧槽，.でない司.1:不幽'1版い令されるため.傷者の舟入り

似合屯り究8いらし、、河が白幡句綱陥置と伝うて釘1)‘外

と向型涜1:ほとんど信いが.，ーム世晴樹叫しばしば貴民

白書除勧告扇動するので行惜別1:需にニこ骨量漉している.

衡問中骨骨拡幅段、公安徹朗'.t'(:すべてラーふ融BW品
E置したむのでみる.

記号解脱{主膏tc瞳骨や皐隅'11:")

A :・，ーム岨*.量:ゅにlIiI情。唱l'、τ"仏壇曙で

'1いと入札'1い

B:似 事岳・:・噛電相a二二で覗.Ifずる
C:中央指噛:IJぜか、惜しいZ軍週凶，，，*?τいたリする

0:量減鍋畑島遮刻IH'"V>rフィス:二の暢U二うιI:f!
S毛τ守らnている

E 軍事事{ポリ:>'l:AH同 :スタッフUいつらピリピリL

ている

F :司E世ターシ・ップ'コンダ・〆ンテナンス・サーピス，: 

コンダ強直宮両膚だが.どうにも唱踊b'!8い

G:欄 樹 齢:T岨帽者。翻民1:ニニで骨骨1:1.吋し(;
H:モーテJレ『リパ-;(・イン，:泊皐ると必ず伝湖圃抽唖

.を紛れる

I :ディスカウンドサふシンググ.，ド高金，:正直明軍加

Il:両信ブローカ-b'l!世する
J :インヂィーズネット局、底的訓"恥:一日中、お団E
~塙している
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おびえた男

ニニ数日、仕事らしい佼司凡な〈、パーでたむろしていたPCt・:ちの所
に、 V~( おどおどした感じの小男が勘ねτきます.自分をここからテ

キサナまで運んで欲しい tいうのです.しかし奇妙なのは、テキサナの

都市部なら Eこでい、いい、う頼み方しその事担岡~Lτ提示寄れたも

のが、 :1>ーマイクル ・パイォテァクの本総約5万ト勺ν相当分だい、う

ζtです.

騒動~選ぶB桁者で. いわ〈がい、人はいないでしょうが、号制こし

ても支配企業の本株を持って(o ~ I阜、この労lま→制可名なのでLょう

1除、.

GMJIl情報
カーマイクル・パイオテッP役の敏生物研究部長であるケPー・ ウエ

スト l阜、偶t~ 当初の干>ËU~Wなった細菌を作り上げてしまいました.

サイパーバーツの稼働に不可欠なケミカルリン沢山液.彼のW究縁組は

その効擦を地進する鰍草となる徴生物を開発するこ tでした.実験途中

で出来kがった失敗作のひとつに、まった〈逆の矧H匹、つまりたちまち

のうちにリングw縫の成分守分解し、劣化させる特性を示すものがあり

ました.彼はこれに「ケリ-Jつまり fケミカルリンゲノν ・ 4 -jl-J~名

前をつりたのです.

ケリーは久しぷ9にあ勺た同級生、ウィリアム・パート ンに笑いおの

つもりでこのニ t を話しました.しかし、ハンターである 9 ~97ムか
ら見れl正それは血眼な戦期Fi，兵器=金儲リの4・ jl~ なりえるのです.

ウィ 9アムi阜、新兵器tしてどこかに売り込んでやるから俺に貸せ、

と主張したのですが、ケリーは議反対.つい仁ウィリアムは、資料~奪

って逃走.慌てたケリ -I~手近にあった複線部品で忠ν きり9.lIを段。っ

Itてしまったのです.

議友はその場に倒れて動かな〈なりました.死んでしまった釈ではあ

りまぜんが、平イ量点しt~'T 9ーはしばら〈悩み考えた未他のメガ=シ

ティへ述げるこ主にしました.住み慣れたサン=アンジエルスを姶て、

維に bわからぬように .自分のただl人の肉貌であり、しか色寄婿臨

界にデビューしたばか0の妹、シdヤナの迷惑にならないためにい

また、他のシティでも科学者 ~Lτ生きてい〈ため、結局ウィリアム

の意見Eおり、 rヶ 9-J~他の企業に売り込むt曾う結拾に b途しま し

た.彼IH:.裂な部分のデ叩jl~，今自民勺たばかりのCO<シセナのファ

ーストアr，，~(ム}に締ほして智き込}j.，サンプN液を{プνゼント t して

Jlってあった)口紅に仕込む、ぃ、うj~君臨を行ないました.しかし、いず

出発しよう t しτ考え込みます.もしかする~， _;f'軌道シャトルの~W

ポートには既に瞥療の手配念切っτぃOb' ~ ($j'l'i>t~覚しτいないのtこ

そんなこ主はありえないのですが)知れない.無事にメガ=シティからlJl

るには・・，" 

ケリーがハンターたち tコンタPトを取っているこ阜、ウィ 97ふは

窓織を回復し、追跡をIMI始します.彼の身体の中でも唯寸下静物でない

部分_rijÎJ~殴りつりて〈れた貧弱な背JJ'から金儲りのふタを奪い取~，

お礼に鉛玉を進呈するために.

ACT-l ケリー
PCたちは、マルチーノの....{-I:たむろしています.つり勺ぱなしのテ

νピからI~，最近ヲ~~出し中の新人女性歌手、シャナ ・ シ守ルロ -jlの

電炉均e流れてきます.

GMはここでPCの反応を見極めて(1:事い.テvピに興味を示したPC
がいたなら、以下の制将担を伝えて〈だきい.この4官級I~特に置要なもの

ではあ9ませんが， ~ L離島興味を示さなか。たら、ブローカーのマW

チーノが官tT;の話舗を綴るこ uこしてもかまいません.

1.シ'¥"ナの電k

曲名I~r)v田ジュなシーズンJ~プ、明る〈軽やかな者~~じさせるアフ

プテンポの幽です.嚇の新{科目証品(リァプ・ステイヅク}のCMに館われ

ており、例主よ〈耳にします.歌声I~非常に澄んだlÄ!しいもので.ふ t

耳を傾付た〈なる何かがあります.

2 歌合唱専わる t簡単なインタピューが行なわれます.

ありきたりのインタピューですが、彼女の答aしがいくつか印税に殺り

ます.好みのカラーは、明るいぜン17，/7ーストア/In<ム合唱F白書釘E

~れました.タイトルI~ 'Humanity'です.その中の地f賓の1曲は自

分で{符司 ・{純血しました.

そこへケリーがやってきます，PCI~PER，のARI5のチェッタをして〈

だ幸弘、ただし‘このチェックに限弘知覚センサーなEのボーナス分

I~プラスしてはいHません.表情や紘t\!~第ー印貌でE こまで比れたか

のチェッタ司プす.彼の;(1ているコートI主張いこ t手入れもせずにしまう

τあったらしく、しわt!らりです.また、うっすら t 耳'fl'll~をはやして

いSのもわかります.チェッFに失敗したら、両手で黙のアタフシュゲ

咽8



ースt'ntえるように~，.， f~. l.lll<れた小男ll.b検争ません.

後はちl..，lの聞11-.，lしています念'.(上:eのPERチ&フタに底功

Lτいれば.テνピU，τいるのがわか骨 ます}やがτ鹿内に意績を腐す

L おEぉnカウンPーにいるブローカーのほうに歩ぃτきます.

武11を携僻してい品。・Eうかを知りたいなら、 PERのAR勧(")1.1曹f:
lbか坦ます.

小型'lI1剥1下がプローヵー1:!.般践する t、ょうや〈しゃ~ ~ t:fiめます.

'1;1:' <をテキサナまで.i!んで欲しい.テキサナの、都市部ならどニでb
わいんf!.11 1'怖11-t:lJIUI~'ないで〈れ.報閣はζ れだり用:æしτ1)品.

1込 ~H品1うんだが…"J

そιτ.抱えていたアタッシュケースを附けて見せます.111に11、大

きめのセ舟ンドパフグが入今て~，争、その脇に11. きちん t 聾4られた

カーマイタル・パイオテ フタの事総~.約S 10.伽)()ぼ弐な好4轟簡です}

相当が納骨られτいます.

本榛券

支配企，礎的車o，flIというと、非常C貴重なbのです.こういラたむの1:

普通.ほとんどー般にU浪n'ぜん.二ういう鵠を所持て・8るのは.常.

で~えれば、宜記念舗の役員S た1:一部の遣のいい社員、あと 1:ぜいぜい

~-級のIi:資*<らいでしょう . t.らみん合法的でないなら、ストリー ト

ギャンダだ勺て所持で~ますが. ちなみにケリーの侍勺てきた嶋帯I:~l合

法なbのでほあり tttん.つまり彼はr一部の遣のいい社員Jだ勺たという

わ11です.

そんなわ吋で売り~1I <としてもかなり』睡しいのですが、平服よ〈やれ

ば問遣いな<"値観的ゆ倍以上で売れます.このことはブローヵーなら"

し〈知ゥτい1すが.PC t.EOUのAR1Sに成功すればわか"tす.

マ'"チーノ11株券tJl.るなり、すれこ依頼を引き受付τしまh 干I俸を

君bきず町:1，:ちを指名します.この時までに.民主1)1(L幅混紡価値に

気がつ‘、ていなりれば、プロー;fJーが内心終Pつつも高ぴ砂剥骨骨1拘・
4τ色、畠のがわか~* 1".今仰のブローカーの取り分i孟隊参の，)6->:の

範闘い、うこtにしτ、PCl交渉t'進めて <t.:幸い.全員の取争手:~，;t

H 勺たら.勺Jνチーノ11PCが仕事t'終えて帰っτ〈るまでに.除券t'

換金しτお<l約束しますt級後にひとこ L し〈じったら勧:ITな、 !.H
11加えtす).PCが1.'。ていても、 j換金するζtはできません.

タリーは名jjijt削lかれる L グνフグ・ダンカンt答えます.rtTI中医
学のSR1 またはPERのAR20に成功すれば‘彼がうそをついているのが

わかH 1".この嶋踊で11.それ以外のζkを附かれても、なにも削1か
ないt-，!I!t:"? !.:可勺τ符えようとし£ぜん.

依頼内容

依鯖主:グνフグ・ダン舟ン

内容:，氏側主t'テ....，.ナへ忌ぷ

斜干:依縦お:関する僻径厳守.

期限なるべ(l，~< 

報両市:，トマイクル・パイオテフク祉の掠券S10.飢肺門<M>

なお'.IJl.企て'のllij倉!i.tt、いはあ9ませんが、プローカーが食織と憾糾

をJll:a!l.て〈れます.そのほかは際民I)lして.お1?t11山ません.PCがE

うしτもI由。τい畠なら少し11貸して〈れます.tt足ながら、ゲリーが

自分の口腔の金制1~ tIlすには自然.アクセスが:e:~です.彼11 を ζか
らアシがつLイ週目自されるのを恐れており、待ち合わせの金主総券tl帯

噌S

町 時Y此且則

勺τ出τきたtいうわりです.

7ィリップ・ マルチーノ

42ilt. ?l. !Io!ll臼震まじ9の!!lらUt. 11.1.金にはがめついが.奇妙な

愛散があり. rこ念物めない布。~んである.友Jtl1サイバーだが、む

かLの病気の〈せでいまどにをζカE高官むような飢がするそうで、よ<1.;:

1基をさす。ている.

ケ V ーのデータむN~èします.

ケリー・ウエスト

能力値

STR 8 REF 10 OEX 11 INT 18 EOU 16 

PER 9 SYM 13 WIL 9 SUV 0 HP 6 

主なIi得スキル:生物学 116%、化学 92%、ヱレタトロニクス 64%‘ 

ソフ砂ブログラふ 120%など

持、舗など ー武器'1高具H:じ崎、シティ外での岳鯖&など位、いっさい

持ラτい草ぜん.

倒見入tプトカーにせかされるので.す〈・にサン=アンジエルスを

出発するこ tになります.ft<lJ(人や十車券に1闘して.t.'I鰍t~島めτいる時
Ullも与えられません.

ケリー11、アタッシュケースをトランPに入れる tき‘セカンド，<ッ

グから、プνゼン トt思われるリボンのついた包み聖火ミ"そ主に11<き/JJ
して.微にιまいます.包みの中身11CD!.リップ・ステイ フタですカt
PCがそれを知るのはもう少し後のζtでしょう.



開抑留軍E

テキサナまでは.パギー依JTIで約7日かか争 ます.その1m.彼11ぴ〈

ぴ〈しながらふ何かを浪費時に考えτいます.

それ11Hか〈、テキサナに到!liするのは7日1ftの午前中〈らいにな

るでしょう.中5日のIlU11. 1日11司、ワンダリングチ守一トで滋巡の

チェッタを行ゐ:。て〈ださい.ただし ζの鰍強IH'ラ?とはあまり関

係ない部分ですので、 iofilJもな〈テキサナに椅〈ょとにしてもかまレま

せん.

PCが、旅の途中、開1(であろうラジオなEから紛られる術械のなかに

11. lR!l'lな むのもあります.以下のft隙lを伝えτ<t.:t判、

初日 サン=アンジuνス紛丘の天気1;1.良企庁ある.~た、非~~bf

P民られた9、特別な検11:1なEは行なわれていない.

4 日目 : 人全it~以手、シャナ ・ シヤルロータの兄、ケリー ・ ?...ス

ト氏が3日前から行方不明である.

・ ζ ニで、ケリ-~同じメカに乗っている PCはPERのARl5で、彼が

明ら制:掛~/lmLτいる tわかります.しかし、 ζζで4肱測にも 主づいた

質問をしても.彼Iま強〈否定するfごりです.

fι鈴日早朝:テキサナの賢治i¥11容ら L'、緩やかなむのである.テキサ

ナ1M辺でふ非常線その他の事華街剤1)11なきれτいない.

テキサナシティ内に入る主、ケリーはようや〈はっとしたようになり、

E こかの駅ででも砕みして〈久 t震います.そ して、昨lれ~'bによう

や〈決心したかのようにPCにこう似r~ す.
rすまないが、もうひtつだり紙まれて〈れなか会、これを、サン=ア

ンジエWスの妹に防11τ欲Lいんだo f:tj庁とアクセスコードはこれに祢

いてある.然汁なζ~littわな〈ていい.ただ・....，rケリーによみし (J

U!Il. (云J<.て〈れ.その7タセスコードはU.'(Lか知らないはずだか

ら、兄11からだt宮.<.1.1.'.会えると'¥!!'‘う. ー妹の名fι シャナ ・?エ"

トl':oJ

そしτ、 CD~ 目前の入った包みを PCに渡し、じゃあよろし〈たのむ、

aiいつつ.雑獄の中へi闘えτI'Tきます.その後;，盗11、なんとむたよ

りなげに峡Pまれ

彼1;1..I1血の金集にlfl触するよ tのfi!.険{カーマイクルの泡及)を望書じて、

持。τ きた資料を妹に-II~iffilt る二 t にしたのですo 1:長引治守まと まっ

たら妹に迎絡するつもりで.... '0 

PCたちはコr--1a疑問を腕に、サン=アンジエWスへの帰路につ〈こと

になります.

PCたちのテキサナでの行動について

1. PCたちはケPーを-t唖己したり、f量LAt!りしτ、ボディ -:1/-ド

を巾LIJIたり、 t虫をつりたりするから知れません.ケ日司には.b主;tt'

テ.，~ -:11ードを廠うだりの企がないので、丁目lに断わっτきます.あま

。しつよ‘.~今度1孟怒りだします.また後をつ"た~Lても.す(.鎌鋭

に紛れτ凡失うことになります.

Z. PCI阜、こちらで巡ぴの仕:11'を兄つ"τ船。たい t思うかもしれま

せん.その場合11、lHよ〈サン=アンジ"""スに温f..S:品，Hoitb'あります.

秘'?;iの内訳は何でもかまいません.当りきbりのないbの{サイバーバー

夕、武怨類、ドラッグなれで告制，:1人平均S3000 (い・の4上:111'です.

いずれにしても、なるべ〈ヰ〈サン=アンジょ.'Vスに帰すようにして〈

t!杏，'.物採の舞台はここではないのですから.

3.ケリーからffiかった包みについて. ζれはサン=アンジエルスの

デパートで阿った物のようです.不思織なζtに、 一1宜1問。1てから、下

手〈そに包聖書し直した跡があります.PCが1瑚りてみたいなら、ぞれも栂

いません.

20  

帰~iJlの3 1'1自〈らいに、 PCI1ラジオでヶリーの死亡ニムースを捌〈

こ主になります.

r.. ..行方不明にな勺τいた人音¥1Ik手シャナ・シャJνロータきんの兄で、

サン=アンジェ/vス・シティのtIー?イクル ・パイオテック祉の研究ス

タッフだったクリー ・ウエスト氏が、コーストラインエ97の路地裂で

他紛正体~LてJêえきれました.氏はコーストラ4 ンエロアの安材Jν

に、グレフグ・ダンカンい、う偽名で宿泊ιτいたと こみを鍵われたb

ので、当局11.氏の全身にひEも、拷111Iをうりたあtがあ号、また、1'tlfi
品に手をつりていたかうたζ となどから、ストリー トギャングのfむ監で

はない主断定しτいます…“J

この情報t車、必ずしも PCに伝える必要はありまぜん.なぜなら、この

あtζのI'i'で特察に呼び出されるこ主にな畠からです.

ACT-2 シャナ
PCたちからずーに~るしマルチーノカ噌B体した商もちで、絞らの締り

を待。τいます.彼1;1.紛ゆをCBIIこ位健殺紳kして没収きれてしまったう

え、 PC-行に出獄の!l'l~置がU~ていることをfまえます.よよは紫[庄に乱世Iji

すベきでしょう.

lJ!当官の私、青仰は、入は.Qきそうですが、 l~'こ別のそl>f't-の使:1f.に当

f:勺ているので、ょの件につt、て11会然やる気がありません.-1<>.ケ

リーがlId!iに来た主舎の峰子、移動中‘ および別れる tきEんな風だっ

たかなEを形式的に尋ね.録音します.PCが反抗的な態度を tらないか

ぎり.Jtlllllこ対Lτも結締色々教えて〈れますし、わいろも布効です.

1.ζの件に|剥しては、 11'実」ニJlI!:ttl1終了しているこし理由11.Z 

つのメガ=シティにかかわっていて、担当区峨がめんEうだいづのし

tIーマイクル本社からもデ-31 i1'f失の級;w腐は出ていないし、 J史資重量行
の婆飾品米τいないこと、テキサナ側内燃に語版4力炉1であることなど

た〈きんあんまた.足1仰の硲~身元の磁駒rの、最低e~なこ

とは給わっているのも理由の一つである.

2 上犯の理由により.PCがもしIllj.riしな〈ても、なんのおtがめも

なかった主いう ζ~.

3 被¥1，<1.1・がトライ Fロン祉にアポイントをtりつりょう主していた

のは伽・っτい晶玖 I旬ζ うは全然、政り合わなかったニし

4.ニの111件に注目しτいるのは議能関係のニュース肢が中心仁 Je
調はして凡れ~t.、Jl'.(óに足らないものであるニし結局、研究の成採が

上がらず、ノイローぜになった敏也唱が、 i血のシティに透げ出L.述語

〈殺事れてしまったt給iFli{-サりられている.

5 ゲ 9 ーおよびシ'\'ナのプロ 7~-/Vについて{彼のメそノートから.

これにはSYMまたはWIL'のAR2Ob'，e，・!l'l).

ケリー ・ウzスト

例措..~は来毛日 11プラウン.ひょろりとした感じの，J"9}である.

ロサンジエルス農業次会科帥球部副宏子工学科卒築後、カーマイクル ・

パイオテ・ノクに研究部品~Lτ入主t.以米グミ沖J'" ~ンゲル液の効率

化プロジェタトに参加L研究にt矧員すると、ほかになに b見えな〈なる

タイプ'.J.!il;l.，叫、のだが.→附畠tこうtぃ. 両観11彼が19:1'の~ ~ f: 

~必11'彼で死亡.妹に 1;1.ニれまで忙し〈てなにもし τゃれずにすまない、

u日!僚にνつもこ11しτいた.

シャナ・ウエスト

17i必.!!11濡色白1;1.プノレー.まt!い〈らかのあEりなきをその薗iに
吸すが、プロポーシ窃ンはtτも良い.rかわいい女の子』から『索敵な女



性Jへの~わ HI に当た晶、そんな感じである. 歌のVツスンをはじめた

のは6才のころから.いま Eきめずらい¥やきい、4・の持ち主である.

能力錨(GMが必要に応じて使用して〈だ1!い}

STR 7 REF 12 DEX 14 INT 13 EDU 10 

PER 16 SYM 18 WIL 14 SUV E HP 3 

主な取得スキル:特筆すべきtt当スキルなし.

PCは、 7ドνスメモのナンパーにアクセスするか、尚一様、.'l¥(I'1<かの

1i耀ズシヤナに会うニとができます.場所13.;';'級住宅街にあるシ守ナの

自宅(芸能プロダタシ曾ンからの貸家)で.ホームへj'V，Ifーが2人います.

シャナは死体の純認をさせられτから、 2日IH'過p'τいるので、落

ちqr告をlIJ(~挺してはいますが.いつFゃテ νピで兄f~tさよりは沈ん

で凡ぇ t す.PCから包みを波書れ、その中身ー小~い方が.まちに自分

がïrf.冒している 、 3明るいピンクのwージュである こ t を後~~した彼女は、

Jνージュをt唱。し時、大粒の涙をニ11'すでしょう.

もうひtつのプνゼントが自分のC])であるよ主には、さすがに不.官級

そうなS闘をLます.さらに、先の自分への伝nが、 rヶ9ーによろし(J 

t:t仰'1.‘てはなお杏らです.それは.CDのf直後に入今τいる81曲目、シ

セナが(:t司E一本給な兄へのI}J.I，いを込めτf符礼作曲lを手掛"たIMIのタイ

トノνt同じなのです.

役立I~. PCたちかeハンターであるζtを知弘兄を殺した犯人を捜し

ぬしτ〈れるよう、涙ながらに級みます.皆様はすでに彼査を打ち切っ

τιまいましたから.綴れるのはハンターだりなのです.必裂なら、縫

の1-いこれらのプνゼントセPCに耳iります.

t聖翌u.始めたPCたちかt まず関FとるのはCDt9ップ・スティッタで

しょう.

CDの秘密

ケFーはある機般を用いて‘二の音楽CDのトラックの.使bれていな

ド領域に研究データをのき込むtいう細工を行なっています.したヵeっ

て.CDの外身にはまった(~しいところはないし、 Eのt出をf;;jJ_n'聞いて

宮司

FIRST ALBUM 

色、 .t':-泊二IUIが流れて〈るf:けです.デ-f，lを兄るためには、まず光学

ダイスF則デ-?Mi祈袈訟にかけて、 81出目のデータをセνクトしなり

ればなりません.!I血の酬のデータはす「に25Rきれるのに、ょの1111だり

はカーソルがl(}秒1111点滅します.このIUJに‘キーボードまたはアクセス

77-1パーから句Y-Jいう文判':A;iilil:(る文字列聖入力するふ

ヂ-!lが山1J~れるのです. (バスワードが『ケリーJでOKなom.パス

ワードのチェッ?IVーチンが.散布Jの文苛毛田jがrヶリーJかEうかを見て

いるだ"だからです〉

ω秒IUJのパスワード待ちのtきに何も しなt吃、 81UI自のデータがm
てきます. この世lデータい、うのは、別に司~t再や官符がJ13るわりではあ

りまぜん.lrtMのないように.

データの内容を理解するためには、〈化羊〉の$Rlに成功しなリ削Zな
りません.桜級制凶式 t遺伝子-t1I1Iiの毛デW凶および:ir~. サンプノν

データの数値の織列い・ったζtカ唱E級事れています.

失敗したPCにI~. f'l~惣Hーする bのかきっぱりわかりませんが‘故後

にζう記事れているのを発見できます.

r以上の結*、この微生物 1;1;プセルをIIIいれば‘およそ 71vポーグl
f附 犠皮のケミカル担ンゲ片泌を20分以内に完全に劣イじ 相泌させるこ

ω句(l~あふ二れ~仮にケミカルリン合うν・イーター(CHEmical Llngel

E剖er グ9-)t名づけるけ

き τ、 PC:が.iE~利二 t~nli'I' (た時には、以下の手順が£裂でしょう.

1. rヶリーによろし(Jのl瑚述也(メッセージとl曲のタイ トノν}に気づ

いτぃτ、しかし-i.f.，泊にIUI'、ても管殺がでるf:け、とわかったときに、

(;/ 7トプロ〆ラム〉のSRI.またはINT.のAR20に成功すれu.'.、光ギデ

ィス?Illデータ解析お置にかければいいのでは. t思い付きます.

2. 10例目!の;1;-;/'"点滅ゆに、他の1111をセνクトしてもそうはなら

ないことがわかっていれば.<ソフト プログラム〉のS即~.珪たlJ. EDU
のAR2frτ、パスワード.それもおそら〈 プログラマーの名前カ¥ニのI出

のタイ トルを入力すればいいというよ tがわかります.

rクリーによろし(Jの世l湖lJ..全体に静かで、哀しげな ト四ンから、f産



岡野園高E

半のパートでfっと量産り上がりをみせる感じです<)ff辛の内容は、告は近

かった2人の~J離が今は述〈織れτ しまい、もう自分を綴争向いても〈

れない、をの寂Lさを、あなたを41う会u寺ちを、この取にこめτ送りた

い…・.そんな感じのものです.シ'¥'ナの気持ちがひLひしと伝わって

〈るIlllですカtrヶリ-Jのデータには一切関係ありません.

ちなみに、このCDのptれ符~ll"""PCの泊椛も巾・んでかなり変わる

こtでしょう.

リップ・スティックの秘密

ζれはCOIこ比'ぜれば簡単です.ふつう省闘しに適正郎を閉す正中のステ

ィックがでできますが、を二~逆に無現に閉すふ怨却がはずれて銀色

の小さな舟プ-t1Vがでてきます.<生物学><低学・医術>(!lIi学><ft;i'>の
いずれかのスキJVを取得しτいるPCならば{チェッFの£裂はありまぜ

ん)、ぞれカ明日開i保存用カプセルだとわか静ます.中身はもちろん、クミ

カルリンゲル・イーターの完1];.品サンプルです.

ょの情遣に気づ〈ためには、以下の古程劫守あ9ます.

l νントゲン、 CTスキTンなどのスキ守ナーにかりん進税銅がえ

られれば、すfわかります.

2. <(ll袋・;fJモフラージュ〉のSRlに成功する.

3. <偽造〉のSR>.(仁成功する.

4. INT.のAR20に成功すん

5. PCがCDの情報からl(~~歯して . J"ージュ~~(してみる.

ケミカルリンゲル・イーター

サンプルの効集1:デ司タどおリですが、 CDのデータに従って、 bう一

度作ろうとしても、岡じものは出来上がリません.というのは、 ニれはケ

リーが1人で妓察して実験していると事に偶然出来上がったものなので、

何かの不純物が混ざったか、あるいはデータの一部が究織しているためで

す.さらに、そうした状況で作られたため、ケリー以外はそんなものがあ

ったことすら知り車常ん.そのため、カーマイクル・パイオテ yク祉はこ

れに闘して向の関心bI幸ゥていません.他的企嬢ゐそうですし、何の知臨

むないハンターが、二れをどこカ刈=売り込bうとしてら、一笑に付される

だ円です.

rヶリー舗碕Jは空気感換はしませんし、外気に触れると死滅します.そ

して、培餐むで宰まぜん.

なお、ケ担 ーの遺品として、彼側人bちの機材などはシマナの家に選

ばれてあるので.党学ディスタ ・データ解lfrl民法判官易スキ守ニzングシ

ステムなEむここにそみっています.

ゲリーのlllf'J'に1剥して、 f血のi¥'尚』のIHんl:'(ユユース、雑誌記事、彼

の知人の鏡、噂など}はガセヰタです.らちろん、 ti'lil砲の提供する制御

も001-ではありません.Lかし、 PCがbι情報厄iに行。たなら、。~つ

1':11耳寄りなれ?輔tを得るよ主ができます.あるハンターのチームが対サ

イポーグ朋の将兵器を手に入れる前ii!ilを進めていて、先り込み先を傑L

ていたとのことです. 絞らにl喝しては、 ζ れ.UJのb将軍は1~}られません

が、このサン=アンジエルスにいる ζ U':III~間違いないようです.GM

U.JUJ逃勺てふ二 ζで?ィリ 7ム・パートンtいう名前を出してはな り

ません.PCたちが相手の紫性を知れ1:'.交渉を考えるでしょうし、ウィ

リアムもまた、必ずそれに応じるでしょう.話の筋が大寺〈変わってL

まいます.もちろんGMがをれよそ一得よい~~峨7JWえるならば、か

まいません.

ee 

また、 ζの11>件を担当した刑事に聞き忘れたζtがあれば、会いに行

〈のもよいでLょう.

ここまで宮崎4れ1:'、クリーがなぜサン=7ンジエルスを逃げた会.. ~ 

た殺された理由は何かい・う、おおよその微担JJI主立てられるでしょう.

そしてヶ?ーか物問を受付て (PCI1ー善意に旅をして、彼がそれに耐えら

れる労でないこ tをよ〈知うているはずです}殺害れたい、うこ U:.こ

れを彼っているー妹が次に姐うのはシ守ナに速いありまぜん.

シャナにこの話をすれば‘1ll."f.cのマ4、四ジャー(い、うよ 9プロダタシ

ョン)I~. ー散の普備会社に;fJ'ードを依頼するでしょう.ただし、シヤナ

はそれでは鮒!)しません.こよまで事!j....:!τ 〈れたPCたちに対し、大きな

低級惑も芳生えたので、引き続いて犯人の究明ふ加えて役k自身のガ

ードを獄みこんできます。プロダクションも彼女のわがままを許し、以

下の依Jn~ιてきます.

側 納 容

依級主:GNOプロダクシaン

内容:シャナ ・シ，¥，Jνロータのガードt犯人の究明

期限:本日より 7日r.u
鵬首:i白金はG繍 >$6.肌終了時にさらに命繍>59.肌依鰍月

間中にハンターのカ添えれ 11件〈が解決した場合{犯人の長邸前、締役、死亡

なれ、礼金~Lτ<1人当り>$10.000を附塁すん

シャナw明日から釦阿部市コンサートツアーを始めます.7日後カ・

ら向こう 2週間の問、他の知市をまわりますカtプロダタシaンはきす

がにYアーにまで、ハンターを述れτ行かせるつもりはないようです.

「ヶ9-Jの'.IE体がわかったら、このカプ-t1Vの中身を武器lLてf郎、1:
い主宵いmすPCがいるかも知れません.これは商白いアイデアです.カ

プセル11..44マグナム姉〈らいの樽丸に細工すれば、ちょう n車体の中

に入るようになります.ζの作業IWEXのARぉτ成功です.1.ょった一

発ですヵtニの拘りしがサイポーグのペーツ部分ロタメージを与えた場合、

その部位111D6?ーンで完全に動かな〈なります.寄らに lOI0+5:l1
-ンで全身のサイバーパーツが停』上します.ー皮、 foWiに侵入した締nVi

I.H'ういう古おtでも取り出せないし、全身に行き渡ると、今度は急速に

究滅します.

ACT-3 ウィリアム
サン= 7ンジエルスでのヨンサー ト I~訓閉式ドームIfVJlfサニーサイ

ド7-;tプ』で行なわれます.このドーム内l且プロダクシgンヵe手配した100
人の笹縦只が警備しτいます.彼らI~. 会場の出入口、メイン・コント

ロールセンター、サプ ・コントロールルームなどをllli行が:)1:密儀L.γ

'¥'ナ本人の身の周。やステージ、来昼、会場内1且脚割品前にチェックしτ
回るだりです.こういった場所を守のはPCたちの役自主なるでしょう.

彼ら符術~はー応の勘織を受りているだけで、ウィリ 7ム一味が突飛な

方法で金助に侵入した場合、まった〈対応できません.また、 PCたちを

嫌っており、う きん〈杏〈 息。ているため泌カはいっきいL.tぜん.PC
は有事の際、彼らを綴るつもりかも知れ£せんカ仁出米るこtはせいぜ

い鋭容の避難誘導〈らいです.逆に、まった〈信問できないk感じて.

後らの守る部所に結めたいふ思っても、普備隊長がそれを昔干しません.

£た.この球場1:0サンジェルス ・エリアの外郭に近い所にあり.兵器

を1*縦したメカはもちろんのこふ I 類、 VI鎖(とスタングνふード}以

外の武訟の持ち込みは厳然と 事れτいます.ロサンジエルス ，;<.9711

セキ:>.リティは完全なはずですが.この外部部ならちょっとE置をひねれ
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i正、武装した者が役入するよ kもできます.

~t.'.初日 1~1"J'í1' ~な〈終1> 9 ます.このt よみの不本怠な1~1Iiのお
かげか、容の人りは盛克のようです.司可特Z起こるのは2日目です.

今夜はこのシティには珍しし好天でした.しかし、コンサートが中

盤で盛9上がってきたニ阜、突然会場の照明がすべて1闘えまれをし

て、低いうな 9 と~、にゆ今〈りとドーム州郎、τゆ〈ではありませんか 1

これはプログラムの一部として紋定されτいました.観客はきらに盛り

ょが9ます， PCはPERのAR25.またはINTのAR20に成功すれ1::、上
"9!からm弘、影が4つ飛来して〈るのがわかります.

~.jリアムたちは、シャナを誘拐Lτrケリ ーJのデータを軍事ぃ以ろう

k考えています.ut立の家に押し入るζl~考えましたが、結局、会場

叫うこ tにしました.伽・に2ンサート会場11普備会湖捌に恥τ
いて.手鴻になりがちだし、 }番街級のおりる自動警備システムはシャ

ナを守るためのbのではな仁観客や建物をテロ 9ストから守るための

bのですから.むちろん.彼らの心の中に目立ちたい主いう考えがあっ

たtいうことも否めません.

総務骨織の日精虫ですが‘上空からハンググライダーで侵入、ステージ

のシヤナを気絶~せτ きらい、 ロケットリュックで止ニ塗へ逃亡するい、

うよ liこな。ています.絞ら1;1.ハングライダーで会場のあちニちに舞い

降り 品主‘ステージに向かつてき 孟す.

このl~， PCIH'ζの瞥績をしτいるのでしょう倉、 PCたちは‘響

侃Jiカ稽備しτいる場所1;1.響倫できませんが、あとは集段、ステ-J袋、

ステージ天井{キキットウ庁-?)のほか、大胞にもパックバンドのメン

パーに紛れるよともできます.また、普備隊の腎備しているI~~i'.肋児況

なら、そこに近い廊下などで待機していτbかまいません.

ま~かと思いますカ1 夜間戦装備をしていないの主仏大きなハンデ

を干Utうこ tになります.何しみ会場I;l.j!{っ時間なのですから.

ウィリアム・パートン

初蔵， ~I;I.グレー、自 I;l.m， パウンサー.彼は凶器のこるからこうい

った首滞に手を絡めており、結数1;1.踏んでいるい、える.ただし.ハン

jl-Iこ笠録したのは最近のこ tなので、ハンターtしては.あまり知名

度はお〈ない.新民器『ケリ -JI;I.彼に tっτ、大量なチ-tンスであった.

町U品外1;1.サイバー化(絡手、義足、緩胸}してあるカえこれは自ら望ん

でなった釈でな〈、危険な仕:<Ilを続けるうちにあちζちを負傷した結集

である.?"9-lは中学時代の同級で、友人い、うわ"ではなか今た.

今回の事件は街τf出燃、ケリーに出会ったこ tから始まったのである.

貧弱なケリーが.不::u:...ついたtはいι 伎を宮鴨署ぜるIUの打撃

を与えられたのはラッキ-l脅える， ~ィ 97ムに t 。τ、.1(;-4.1(った

生身剖S分の頭に銚傷...受りるよ u阜、耐えがたいニ tだった.したがっ

て、ケFーへの怒りむ相当なものである， 1)11えて、心がすきんでいるの

で、何をおいて私データを縁取しようとする L、PCにζのデータ1;1.使い

開閉式ドーム涼渇について

この情報はPCに伝えて〈ださい.

気候象件の害わめて悪いサン=アンジエルスでは、ドームが開〈ことは

ほとんどありま営ん.密閉しておいた方が空llil~備なども禿鐙に徳能する

からです.

しかし、イベン トの観音{風紛を熊ばすと庁)や、演出の郷合で、蛾〈場

合もありますJサニーサイドアップのドームが開<Jというのは、人気的

高い芸能人がザンaアンジエルスでイベントを行なうことを表現するスラ

ンダとなっているのだそうです{本当かよl.
建物の情這よ‘遊積渇所としての設計b指されており、送電ユニyトに

宜障が生じた場合に備えτの自家発電y ステム1>8>りますし、メイン・コ

ンbロールセンターとは1閥系統で、サブ・コントロールルームを備えてい

ます.

サニーサイドアップ・ド ー ム 球 場

メインコ ント ロールセンター

(掲示板 もこニにある)
出入ロ ‘ _.----r一一一「ー

観客席 観客席
仮設アリ ー ナ 席

(本来はグラン ド)
出
入
口

出
入
ロ

↑
用、

フロ

『
ツ
入

、
タ
出

)

ス

る
怖
か

m訓

N
H
V

仕
帽

ニのポイン卜に
ウ ィリアム一味が

侵入して来る

ステージの
半地下に部屋あり

ステージ半地下楽屋・役室その他

i通路 至サプコン トロ ー ルルーム

ジ
段

b

-
降

、

テ

mw
v

スハ

楽
屋
A

大道具
置場

楽
屋

B

は鐙室などです
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物にならないと窓われたU..τb絶対信倒しない.

能力他

STR 32 REF 20 DEX 14 INT 8 EDU 5 

PER 19 SYM 7 WIL 12 suv S(頭はC)

HP お

'tイパー状況:サイバー嗣ピジsン、サイパ』レーザーサイト、メタルス

キン8(頭飾以外)、セイフテイラング、ハードクラ yシャー(右旋}、ハー

ドパンチャー{左前)、絡闘用クロー{両院}、ジャック=イン/ザイバーリ

ンク稽干x2，CSSx3 
戦闘に関連する叡得スキル:コンパットシヱル 66%、応患手当 89%、

プーピ四トラップ 47%、渇発物 6~ι 空中 ・ DG犠動 88%、ス争『

キング 96%、小火器 71%、重火鈴 32%、投てき 53%、無手戦闘 94

%‘ナイフコンパ yト 98%、大型武器 22%、絡闘回避 70%‘符孫武

雪量 36% 
紡具防弾ジャケット、フ，ァイパーへんメット

主な装備 コンパッ争ナイフ、，45Cal SMG、アイアンナックル、低反動

APガン、ロケ yトリュック

ウィリ71.>.の仲間たち

彼らのうち、ハスラーは似品に侵入してす〈ヘ警t曜か呼滋u.'.われる

サプ・コントロールルームに向かい£す.ここを占拠し、自動普自信シス

テム~~IJ階pしようい、うわけです. :tIJ仰に闘して1;1;，もちろんメイン ・

コントロールセンターから司ゆhされるでしょう玖少しは時間稼宮仁な

るはずです.なお、サプ・ 3ントロ-/1//1/ームの響備fH主、混乱して.

すf逃げ出してしまいます.

ジヨニー・マッ?スウエル{ハスラー)

能力値

STR 21 REF 22 DEX 15 INT 

PER 14 SYM 9 WIL 13 suv 
(STR， REFI:プロテクタ一輝問時的データです)

10 EDU 

o HP 

サイバー状況:ジャ γク・イン/サイバーリンク緒子x2

13 

7 

戦闘に関連する取得スキル。応皐手当 制%、空中・OG犠動 54%.小

山総 84%、鯵触火器 46%、役てき 切%、緊平戦線 55%、ナイフコ

ンバ yト &5%、絡闘回避 70% 

紡典:オートプロテクター 〈ハードポーラー〉

議偏:スタンダレネード x3、フレシエッ争ライフル、コンパッ争ナイヲ、

ロケットリュック

ハリー・デミトJレ{パウンザー)

能力値

STR 28 REF 12 DEX 9 INT 8 EDU 7 

PER 14 SYM 14 WIL 17 SUV S HP 25 
サイパー状況 フルポ田グ 〈申入11112)，サイバーIRビジョン

機関に開通する取得スキル:応聴手当 31%‘ ブーピ_ ~ラ y プ 34%，

爆発物 44%、空中・oGilU，; 50%‘ストーキング 44%、小大穂 37 

%、投てき 49%、素手戦艇 77%、ナイフヨンバット 64%、縮問回避

50% 

防具ジャンプス-';I

装備蛮刀、 ，45Cal SMG、ロケットリ aック

カール ・フエルプス(パウンザー)

能力値

STR 17 REF 10 OEX 16 INT 14 EDU 5 



PER 27 SYM 9 W1L 9 SUV C(頭部S)

HP 13 

サイバー状況:サイバーIRピジsン、サイバーアイ、サイバーヘッ ド、CSSx1 

職腕に関連する取得スキル:応島平幽 ω%、空中.OG機動 45%、小

火鰭 62%、軍火穏 84%、役てI! 70%、索平線鶴 62%、ナイフコン

パ， t 65%、絡m回選 10% 

E耳鼻:ファイパーシャツ、ボディアーマー

装錨:コンパットナイヲ、ソ リッドγaーター(ガス、フラッシaポム、

スモーク部使用}、 ロケッ トリュック

彼らItハングライダーで俊入L..人一人誘拐して脱出するので、装備

はなる'"'<経〈してきています.金1;1が、なんらかの方法て有r_o射ヒを
しているうえ、 コンサート会J~II孟広いので、 スタングν4、四ドを使用ι

てふほとんど効果はありません.PCたちはステージtこ向かつて来る3

人のf也、コントロ-11，1J'Vームのハスラーも倒きねばなりません.彼を倒

せIl.'.峨いは大き〈宥利になるζ 主でしょう.都路たちは、二の立ち匝1

0 をアトラクションt:~思い、 観足主席に事事が飛び込んで〈るまで、大は

しゃぎしていますカtやがτ"ニッタになります.

PCたちカえステージからシャナをうま〈連れ出した場合に備L 会場

のマップι総せておきます.

tι1EIの2晶合、つH 、シャナを寄らわれてしまいをうになったなら、

9ィリアムたちの目的1:.あ〈までも「ケリ -Jであ仇シベ'ナそのbの
が'likしいのではない、というよ~i-PCに，目、ぃ出きぞて〈ださい(INTの

ARなE何でも総本骨です).一曾、rヶリ - Jのデータ1111躍が持っている.

t震いさえすれIl.'、ウィリアムたちの;f'先も対応ら変わり tす.PCたち

25  

円問Y札叙刷

が(たとえ管え玉であれ)CDやリップ・スティック者持っていなか勺たな

ら‘一味を倒すしかありません.そうでないと、彼らはシャナをきらっ

ていって、人質にするこtでしょう.また.シャナにしても‘コンサー

ト ~7ーを後ぇτおり、~L.践妨害れればプロダクションは大織をする

ことにな9ます.そうなれば、PCたちにはお金11一銭b入ってこないで

しょう.

pαよちliシ'¥"ナに1mわれているのですから、観忽席に，:iJUて、かまわ

ず発砲したりしてはいりません.そんなζ と守すれば当然PCたちの手b
後みじ回りますL、シ守ナがマスコミに11[1かれることもmJ逃いありませ

ん.

こうして、ここですペてのItりをつリられた場合、意織を回復した{気

絶している方が女の子ら い、でしょう)シヤナがPCを舞台のよにあげ、

l人ずつを紹介しτ礼を宮い、そして会場の全員に込惑をかりたおわび

ふ応援しτ〈れたこ tへの感謝を述べτ.司吋やのrしめ」として、万感

の忠、いをよめτrクリ ーによろし<Jを、ついてつ万世Iの的手にこたえ、デ

ビュー曲 rfrージュなシーズンJを歌います.その澄ん1.:":1)5l1lt.聞い

たドーふから、めずらし〈鴫t吋度ったサン=アンジエルスの夜3)!仁、 ZEi

らかに響きわた。ていき£す.

二のf去、シ'¥"ナの除問はきらに向まり、 PClt芸能プロダタシ羽ンから

総定額の鰍IW~礼金を受11取れます. また‘ PC自身の拘1名度も跳ね上が

りますので.今後色々な所てE得するようになるでしょう.まあ、あま

Pよいこ tばかりではないfしょうがー .シヤナtも悠なになれるか

も知れませんが、アイドノνにロマンスIt曹を~ÞJ.ニ ζIt身を引きましょう.

END 
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はじめに

このシナFオは品ットライナーが主役γ1'.キァトライナーがいな〈

τは訴が始められませんカ'.I'Nm ~してパウンサーおよびハスラーが必
裂です.プレイに多加できる人数は5人tでtいう設定γすが、GMがプ

ロフトを芯ζI佼延すれば5人以上tプもプレイ可能でしょう.内容に自を

過しτみτ、賎しいと感じたならそうした方がよいから知れません.ま

た、逆にA・ットライナーが的低2人t寸~I.{. (主んでむな〈雛しい仕'll(に
なるでしょうが)プレイ 11可能です.

シナリオのプロァト 112つのり険からなってい.ますが‘ i占事~Jのり険11

PCをメインのゲームステージにいずなうための也のですから、 GMが行

っているキャンベーン中に、ドジを跨んで別総所に入れられたPCなEを

止機にしてACT-2から絡を始めてもかまいません.舞台l孟材=アッ

プJνです.

包白

大仕事

暑の日のふオ=ア‘ノプノνはちょ。 U..1~騒ぎでした. foJしろ、この郷

市の中枢である巨大AH:ユュメント〈アカダミア〉の1.∞(p.ニットの

AIのうち凶器が反乱を起こ したからです.彼らAクラスAII孟03'賢人}

と名乗り、入額のため t l除しτ. 都市の機:ti~?:混乱tl>ぜています.シテ

ィには限定的な威厳令念q敏かれ、人々は不安におののいていました.も

ちろん、 AHPが総:IJo:常げてllf態の収拾に乗り出しますから.オ.ォ=ア

ップ)Vもす〈吋ご偽ち!{I'きを取り戻すよとでしょう.ただ、 二ういった状

況下で1.1..テロ リストをはじめとするEω担者たちが混乱に娘じて、織々

な蘭倒を引き起こす色のぞす…υ.
tl>て、ハンターたちに t 。て、これは稼~<きです. ~ (じパウンサ

ー1.1.治安選勝の入手として駆り 出きれますし、ネァトライナー l.t~f.段挑
戦できそうにない句郎、Jデータパンクに挑むチ守ンスかも知れません.

ぞう、そんな止、ットライナ自の先に、馴染みのプローヵーから急Fの仕

事の依頼が入っτきました.

GM用情報

ブローカーから7?セスで入勺1ム%!.~の仕司ゆ唱t<fJlい、うのは.シ

ンクレア兵器側発防から勧秘データを盗み出すい、うものです.これは、

実は反乱を起ζ L1~AIがA liPの鎖圧行動を却を乱するために成した、 にぜ

の依fJlτす.これにひっかかった PCI孟まんま ~AHPに遮摘されてしま

います.AIにだま寄れた訳ですが、これでは笑い話にもな0ません.

きて、今回のi】険はこれから始まります.反乱AIの()-とつはテロリス
トに協力して 7 ~ ラデJV7ィアにある原子力発電ï>li{ダン7沖ース阪苦り

を乗っ取。ました.彼ら1.1.飯事館量般の優秀な保安システふを"i':l.畠したの

ち、行制fを脅迫します.'1¥'設ならAHP、SWATなEがおお:対応す

る主ころですが、何しろどの除去鍛抗告t阜の鎖症に駆りおきft.明吋

家が足りまぜん。そこでPCの/1¥番tなるわりです.留低所のPCはなか

I.{強制的に原発の制圧を依頼(=命令)されます.犯人たちの切っτきた

期限11卯分.それを過"たらダン7*ース限発はメwトダウンを始めま

す.;i.:t=7・ノプルを襲う米曾訂の佑機! *LτPCはヰオ=アァプル

シティを教えるのでしょうか?! 

ACT-l THE FOOL 
この16を始めるにあたって、PCたちは全員Iか所にいなりればなりま

せん.ぞれふプローヵーのパーtプないtよみが望ましいです.この来

れまれノトライナー{ハスラーでも可}守中心に2置が良i刷しτいきますか

ら、彼の側にいないPCについては、後でGMが何らかの7，守口ーを〈れ

なりればならないでしょう.

ヰォ=アップルシティで11、もう6時ua~戒厳令が続いていましf:..



す4てのili氏1:貯可続なLに家から出品ζ とを祭じられています.戒厳

令に1制しての独自はζのシティの都市中低 {7カヂミ7}の総点検のた

めu>れています.7:hデミ 7t:停止寄せl-u耳、 IHんEの都市機能が

止まってしまうので、そのJUL治安を崩備するい、う名目でili民の外:l¥

f詫dーが命ぜられたい、うわりです.

ニれが， J" っサ.な嘘であるい、うよ~11;;・yトライナーなどの2ンピ

"'-~ー草剤"r~ならず主もわかります. .:i、ォ=アップW シティは都jfirl'

ft~に1.∞0基からなる高級AIを使用してお札者前打線舵を逝位する能力

11日大コンピューターを~71している他郷市に比べはるかに優れτい

るtいいます.ただし市氏愉t:持つζれらAクラスAU:LIl:' LI!，人

IMJに対LIX青lt:起ζすのです.34際には.11¥が大量〈ならぬうちAH?が

迅速にM民、するのがじ犯はいらい、のです杭こニ仁 PCたちが今回の

よの1I1刊のもう少しi時い、悩fUを欲い、t思うなら、〈アクセス>SRX.

またはm削lilへの7ク七スで$4ω払うζtにより以下のt.'I紛が11%れま

す.

1 .今II!Iの<JI11'11凶器ものAIが吋主に反乱を起こしたこ主によるもの

で、 IJ!~撃の収徐にかなり時rmがかかりそうだ.ちなみに彼らは{l認を人〉

と名乗っτいる.

2.彼らAIはテロリストなn協力して各地て可Jlft-を起こしている.

3， AHP.のみならず、 IHんEの野聖書、保師慨が大忙しなので.犯

mlポヵ'IJI1'午を主主ζすにはう今てつりである.

4. 加えτ~えI!.、 ハンターもf~"，時である. やばい物を運び1:<ヴ

ンドプラスター.治安剥貯与の入手としてパウンサ一、 そしτセキュリテ

イがめま〈なるデ-9..tンタt:mうキットライナー.

• 3、4の情報i正常務内なものなので、チ£γクなしでPCに伝ぇτか

まいません.

きτ、そんなわりで;j.ットライナーであるPCI1アパートの自室で.J、

τ秘しているか、も し〈は何カ峨11口1まい、かとアクセスに余念がい-

tいったtこみでしょう.突然、f世話がかかってきます.出τみる t文

字のみの辺<m.でfJ渇iのUðlî(~いうよりお誘い}があ0ます.内容をrJ約

Tるt以下のとおりです.これは伝曾のようなもので会訴はできまぜん.

{/<.fII主 :エクラン ・ルイス

!lijJ町内院:シンク ν77R首üilC例入兵制lIJ~直筒の7アイル・ヂ-~ {MJ 

-12>世話kみW，Lて<oこt

粂件 ζの!liJlif句移にあtで文句を8わないこ k

即!日4マ 10分以内(1iEぃ常勝ちだけ

科狗4・ファイルの先却l唖($200.収納jij後)を{l<車見当込山分け.数人が協

)J Ll:場合IHJil'JIJり
メッセージ・ r~号制>>J~ê~，jのダ'-11/<ンクに反乱A肋役入したらし〈て‘

セキ&リティ ・システムの大部分lil寓されたい寸m柑lt:入干した.'1野f 

郎rも払、チ叫守.ンスrだJ《」あtω分もす.U!.亡‘新たなプロ3テPクシヨンが設

:依R1杏予れるふ.わカか.つたら t今!.U日肝抑tにこ冷カ吻

iはtおま Aえ，1.だJりじやない4ぞEFe.J品品.、ノトHは孟Uノパeンナ£ふA‘、、佼入コ-ドIは孟TNNR125臼94羽06

l':oJ 

ょの通口はおそら <Pび'.:'11に宛てたbのでな〈、プロ一角ーが心当た

りのある品ットライナー全Jiに宛τたものでしょう.PCはすぐに仕:1JIに

かからな〈てはなりませんから、制かに下1湖4 をしている暇はありませ

ん. ただしをれぞれEOUのARl5で以下のm絡を郎、，'l~せます{チエフ

タに成功Lτ も.GMはすペて教える必要はありません).

包7

THE 48附刷用S

1. 1，庇釧主のエクラン"吋 スI:PC!.懇怒l二しτいる、書1J!.大手のブ

ローヵーでr'llim第一Jをそフトーにする都判のいい努です.

2 依頼内容に闘して、シンクレア常世絢Iのデータパンク(=1J(<匹機曹1)

をハッキングするとIU:t.:'1J'ではないように.むわれますが、伽l人兵器開

発向(小火器|摘発}のデータなら大した後訟ではないγしよう.メッセー

ジにある材搬からf棚するに、かなり安全な制のい丸、仕:11'い、えます.

どちらかtいえばrシンクν7のデータノマンクからデ-.?t:持ち出した』

主いう品ットライナーとしてのステイタスを碕iSJするための仕事tいえ

な〈もありません.もちろん成功すれば、間集者に自役する 〈らいの訴

の品タにな 0ます.

3.条件にl瑚して、 PC仰磁エタランに問い合わせをするなら、その

時liIJt:i!i!って{也の鍛かがζの栄設を奪い取る ことでしょう.だいたい.

キットワークの管制がうま〈なきれていないので、い〈ら週掛Eを取ろう

!.Lτむ(GMはサイコロt:l語るII鰯tです.

4. 期限に関してl革、メッセージを1.~めば瑚郷できるでしょう.

5.報規額に1地Lτ11、文句はないでしょう.ニの件き方からする k

データの日ぃ平も岐に決まっτいるようです.

6，メフセージについて、よ峻嫌なエクランの麟が自に浮かぶようで

す.ごT*に4・ット k絞入パスワードまででFぃτ〈れました.

窓うまでもないこ tかも知れませんカ"GMI主PCが必ずこのおいしい

1:t:取を受リるように仕向。1て〈ださい.

きて、集はζの依鍬は反乱t:起ζLt:AIたちがAHPの鎮圧行動をIt，乱

するた申にl涜Ll:，にせ官庁Eです.~亮自制御苑局 t いえばAHPが最もやi殺

をf止うデータパンクのひとつtプす.ニ ζにyティ中のふγトライナ一、

ハ γ :hーたちが大挙して抑し省せるなら、 AHP~かなりの数の娘窓uを

制かな〈てはな りません.つまり、反乱AIがより長〈行革jするための時

Iillfi1 '" ~いうわけです. ~ちろん、 AIたち11. 兵協同l発防のみならず、
様々なlfrlll，!データバンクのセキュリティが手I曹になっている、!.<、うも・i
絡をあちこちにB証しています.

この兵器|瑚宛局のダンジョンマップは1ll涜ではないのτ可守に明記しま

せん.GMはプロテク:/.ンをmかずに大きめのダンジaンをi車重iに作つ

τ、PCを迎え入れτ<1.:'~ <、

6liかにダンジョンの入口からかな~ .~まで、プロテクションはありま

せん.pClmぴ!JjんでEんEん奥にiIIiんtプ行〈でし主主が， GMIま草idる
を凡て、 PCめ前後の部l怪からAHPI.卑金主主をまtJ.品~せτ 〈だきい.彼ら

はi也のハッカーたちを前後から税巡しながらやっτsτ、PCをはさみう

ちにしたわげです.彼らから逃げようとしても静島町す.陀の人数が$

い場合、または彼'11.自より強い場合はそれぞれ2-3人くらいに分身し

ているζ とにしτもかまいません.PCに攻恕をかけ、戦いのfrサイパ

ースペース死亡チ、・ー ト"をチェッタするか、肉体をAHP実働隊t勝ち

目がないならSWATも可)に拘I~ えさせるか、をよ 1まGMのお好みに任

ぜます.AHP英世~fUの戦測では、 PCたちは弘烈に反耳障を行うか島知

れませんが、GMはなるペ〈死なせないようにマスタリングしτ〈だきt、

また.死亡チャートt:チ品ツクする場冷に11，111日にカ唱、わらず1-4

の "!M.:lなショッグい、うこ t にしておいて〈だきい.発紅、 !I.~

ホワイト ・アウトにしてはなりません.

AH向型査官リ ック・ウィザード

サイバーイメージはあの有名な鈴検考古さ問!

サイバースペースでのデータ:HP 20 (イメージ77イト〉ω銚

l!l!Jlf Y 7ト:鞭、 νザークロス.ライ 7JVなど



PSY圃lH

槌行する7ラク4‘のデータ:アラタ4、Mk.V HP 49 <イメージフ

ァイト>1200五ダメージ 10防御ポイント 8 

AH同盟.官ベン・ライマング‘ノ ド

サ4パ-，0{メージ11.ガンマン

サ4パースペースでのデータ:HPI7 <イメージ77イト>174%

鋭mソフト :ナイ 7.防抑チョッキ、リポルパ一挙鋭x2なE
随行するアラFヰのヂ-!l:Yックのものと伺ピ

愚かなPC(たち}が13t-覚ますのは暗い1i'It1li苛の中です.PCたちが!<<
むなら、休怨中の?~ザード野部が今回c1>l11f守の兵相を訴してくれます.

'......AIのf:l:t骨IIt:F!.に引っかかる1;11.あんたら娩きがまわったな.

いや、それでむ速はいいのかも知れねえ.兵器開発対にダイプしτ命が

助かったんだからな.まあ、しばら〈俊の中τ盲目を冷やすこu.よい

PCはζのまま.111制ilIIU'ここで過ごさねばな0まぜん.この狭い官i

f町骨11様々な犯持者で一応ですが.他のハンターやハッカー111:'うい、

ないようです。外の状況は瞥絡カ呼邸時忘れて‘・った畿のドア{惚抵jofiの'OiiJ

は閉ま勺ています.宮挽私りないように.こニから逃げ出すのは不可官民'

す)からかすかに聞にえる智枝無線で知るζ 主ができます.AHPでは反

乱を起ζ したAIがどれなのれ判断に附目lがか哨・っているようγす.何

しろ.人IiIlOJニの抱瑚:を持つ1.慌時ユユァトιUニのAIの中から 13鯛もの

不良品を彼LLsきねばならないのです.大犯しのなカ¥恐ろい、111ft-が

発生しました.

ACT-2 ~UDGEMENT 
PCはどうしたわりか突然.li'IirIJofrから引き出~れます.述れてこられ

た小部届で11.SWAT.の制JAt-llit:主性が待..，τおり.PCに平総に鋭

明をしtす.

2e 

テロリスト集団〈ゴシッ?)11反乱AIの協力を1~~τ、 7ィラヂwフィ

71二.r>o原発の1つ〈ダンフォース原子力発屯所〉を集。取りました.

司r...， AIの方111置に溺曹、ユニット鮮紛拠程Eが終わりましたが、テロ

リストたちJ1)反発施設に俊入し、優秀な保安システム...本視し、また人

数はわずかながら入賞までtって立τこbってしまいました.彼らI封印

発をJ[iにシティ行政府を街;Qしていtす.要求内容は犯人たちの身柄の

安全確{朱拘惚中のメンパーの釈政、カウンターテロ奇跡!Itの解散.各.fil!

武務の供与な<<れも容れられるものではありません.しかし、 ζの要

求が容れられなりれば、彼ら1;1.目i干t戸...メルト ・ダウンさせるt宮って

きています.そしτ. その期限1;1.鈴分.こういったll~絡に対処するのは

SWATやAHp.の仕事なのですが.何しろζの2つをはじめとして、 E
の保安部隊も各地の鎖庄に駆り出きれており、 tてむ鉛分でI;I."~是でき
な..のです.1iIlk ~附I1n.i過~ていきます・・・ υ

ζんなわ1庁、ついにPCに白羽の矢1>'立ちました.ペストな船臓は

版発の保安システムをヨントロールL、犯人たちを潟市/和協するこ t

です.またコントロ-/"システムを手中に収めれば、民{守'jj'i0><!k北む食

い止められるこ tでしょう.原~M量殺はすでにオフラインしているので、

少人数で仏づかれないようじ姥設に忽ぴ込む必要があります.

脅務で'wi保住断面lJしたハンターのうち、もっ主む織が良さそうなの

がPCその人なのです.もちろん、世の中にはもっ主腕のよいA、'7トライ
ナーい、る司プしょうが、通信網カ情Lれているζ ともあり、彼ら主述絡を

取っている暇はあり£せん.もちろん、 SWAT.AHP~ も対応を急ャ

でいますカf，rうもそれをよ図る11>1'牛島起きているようです.それにつ

いてはPCI;I.知針相手唱はありません.

このttll(l1始動lではありませんかt引き受りれば、今l司のハッキング

の揖il1llllわない Htってきます.また、 ー応、韓鑓司込用意するのだそう

です.PCが引き受付 ó~曾えIt、その女性はPCの手を取って礼を述4

ます.

ゆりが~ ;.私11ヨー::r.ョ-::r・ローランド.私もあなたt→lil:
原発に潜入するわ.あなたの身を守らなきゃならないらのね.J

ヰフトライナーと行動叫にしていて、 (U!っちりにぜよ}→加こプ

タ箱にぷちこまれたPCI1-i、ットライナーのサポートまたはがードHτ、

これからもWiJJを換にするこ kになります.そうγないPCにつ..τ11、

月明市IJしていて何か{泌れ設であっても)へまをやっτ、偶然、 |司じ泊訟

i暗に入れられた主カ¥適当な理由を考えτ〈どちい.

ヨーコ・回目ランド

2峨.~I1!!!、自りるような白い肌で、瞭の色はダークブルー.オイ=
アップルSWATリマルキ9ーチームの中ではまだまt_，*，応拡イ、号のため

今回I主体が~いていた.性格はおっと 9 している.代々管原~~-の家1{:で.

そのため、 ζ ういう車線に就いていoIJ'，別に耳'llll叫いらい・.腕は

i~\ <ない (SWATIこいで腕が惑いわりがない)玖実1除!nれしτいないた

め、絞りな〈見える.

能力値

STR 8 REF 23 DEX 18 INT 15 EDU 17 

PER 15 SYM 17 Wll 15 $UV/HP: 0/9 

サイパー状況セイフテイラング、単舟干ネイル{向指の爪:火力+10)、

ジャック・イン/サイバーリンク緒子x2

主な取得スキル 文書置メカニクス 51%、精密メカ三クス 3~ι 皆殺土

木工掌 58%、医掌 70%、土地カン 29%.暗号・憎号 77%、池上軍

全般 59%、小裂鰻ナピゲ』ト 127%、コンパ y~シェル 97%、サパ

イパル 84%、応車手当 57%、偽接・カモフラージユ 49%、破時・戦

術指輝 45%、ブービー ト ラップ 75%、爆発物 8~ι 空中 ・ OG機動

92%、ストーキング 79%、小北緯 91%、狙撃 48%、m火縫 52%、



搭般火舘 41%、I!I:てき 83%、素手戦闘 94%、ナイフコンパット 16 

%、大型武器 85%、格闘回避 1~ふ特孫武器 86%、エレ クト ロニク

ス 55%、ソフトプログラム 43%、イメージファイ ト 12"Ai 

防具:才一トプロテクター〈ファントふ〉かりbキリーチーム周カスタム

プロテクター)・ STRゅ5 REF+ 3 A1O/!日拘4サイパーIRビジョン、

サイバーレーザーザイ ト(+20)、ジャンブブースター(ブースターレッグ

と同じ仕組みでA間使用可)

王な装備:コンパyトナイフ、単分子守イヤ一、スタングレネ-rx2、

.22 Calプラスタ一、 フレシエツトライフル‘リポム、勺イヤーランチャ

ー、応l!l.'¥'ット、岳組織擦など

コンピaーター関係アイテム

1.彼女はイメージファイ トの側線は受けているが、アシストソフトは

木浩なアイテふだという理由で使用していない.

2. '1.・ットワークアシス トヘルメット告小製化した〈本ツトワークコミ

ュニヶーター}はネッ'ライナーと別行動中町PCとの適絡的中継をする

ために使う.これは簡説なへッドセッ bとマイクという形紋.アシストヘ

ルメットより高性能で、単強でもサイパースペースて・行動で幸る.

3.アラクネt.1慢所持しておリ、ネツ争ライナーに貸して〈れる.た

だし、二のアラクネは他人10の照合がないと完全には作動しない.今回は

とリあえず、 PCの消費するWllの肩代りをして〈れるだけT、イメージ

ファイ トには事加して〈れない.サイパースペース内で(:PCの後ろにつ

いて来る.

アラクネMk.1IIのデータ HP 30 <イメージファイ f)90% ダ〆ーγ

5 防御ポイント 5 

ょこ'("，深約:lFを干3いている暇はありませんが、細かいf僻胸司容が£裂

なら以下;r多考にして<t:~ い.ただし、-t;/Jの交渉、内容の変更(!U

められません.

1(<紺i:(一応)AH~滋 ・ SWAT

官(fJ(内容:ダンフォース原発のf(J;l艶を解決するζt

粂11 特にないただし SWAl下刻u名が監1fにあたる

却i隈日織終-((孟現在より約ω分後

側首削胤捌I;t.<総額>$35.側

契約府会についてはわずt鋭明していないよ tカ代、〈っかあります.

1.依:tJî内容について、共付申~C二 I;t.服役に立てこもるテロリストの排

除または原子炉の暴走工作を食い止めるよ主、そして人貨を{できれlt)

救出するこ tの3つを減しています.ハンターに殺人をしみとか.入賞

を救出ιてこ←なEいうこ tは響耳元の威信に賭11ても曾える ことではあ

りません.

2.条件にl瑚Lτ、随行するSWAl被ぬとは言うまでもな〈ヨーコの

ζtです.伎止は現場までPCたち聖誕ぷへ?を操縦するほか、実際に作

戦の婆tなるキットライナーをガードするい、う役剖i'lfWflいますが、

それは建前でPCたちの行動の監波もやるわりです.彼女I;t.不本なです1>'，

1J:1iのないこ kでしょう.ハンターふ支高史1・からみれば不随分子じは

追いないのですから.PCたちが役火を冷た〈あしらうのは自由ですか仁

彼女の持つ優れた総力を比れば、 .(;、強いf中IUJ!.して考えた方的j;j向きで

す.~ちみん‘ PCたち念切頃主{'Ll{切るような行動をとった場合.彼女

は単独でもSWATとしてのイ1獄を来たそうとするでLょう.

3.期限につも・て、ω分後には阪干'1i'は.&;11し、手がつりられな〈な

りtす.そして、それまでに任務を治』げきないい、うよ tlJ.PCたちと

ヨーコ11テロリストの手にかかったか¥致決巡の政射能にきもきれ;'11'

にな9ます.
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4.事fJllliW主r)胤似しか記されてありまぜんが、失1位したら輔糊も.

自 rll も得られません. それに途中で逃げ:1~すのでない限札仰般の失敗

はハンFーたちの死i'b意味します.ぞれにLてはその額はFJれ、もので

はありまぜんが、これに免SP符がついて〈る tなれば・ e・e・-保釈金を考え

れば輔担闘がもらえるだりありがたいい、えるでしょう.

メンパーが金Hそろったら、後舗を型車はす.Pω明市寄れたtふ

すべての持ち物i'所持していたなら、それを返してもらうこ主になりま

す.そうでない場合でi それぞれのPCヵ幣段依っていたアイテム、ま

たは特に使いたいという申t.o'l¥があるアイテムは貸して〈れます.ただ

し、カスタムLt:武怒や特に値段の潟、、アイテム(例え1;1:'、マグA‘ツトア

ーマーシステムなn.大きな護側、主的1;'1品ドラッグ、アシスト :17トな

どIJ.JTI:1!:てきません.
これらの制限の中でも特に法:1!:すベき ζ~I!， (武務、引際b合めて}

か~I;I:'る装備をしτはならないい、うこ t です.ニれ1J.:!i'.iJI制nJの僧院で、

J!I.'硲作動を取らねばならないし、また家内γの1脚 自治f主になるからです.

またあまりに大きな砿域:11をもっ兵器r.tEri発施放を島揮す恐れがあH す.

武おは販制tしτ、 1. Il、VI.VI噸t手相擁なEの範凶でそろえ寄せ

τ下きい.~し治風 ATライ 7'"、 HMG、 LMGなEの兵緩やコンパ

ットシエ仰を持って行ったtしでも室内では布効に使えないでしょう.

GMI1ζれにl期してだりは厳しく怠干fして(t:~い.

また， PCが先のlp~闘なEで'ti't我をしていた場合でも、治lUl;t.慨に終わ

っτいるものtします.ゆ寺1111でi掛できないひ心、也事止の場合、サイ

パーバーツに交換{イI料)する二とで短F制111に治縦したζtにするか、そ

れがEうしτも嫌ならそのPCは今回のtI険に参加できないい、うζkに

なります.符E4病院のペッドで('Jllmの締りを待ちましょう.
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このJ132量 9のへ9ItSWAT.~将軍部隊のみで'f!l!lfl しτぃ品f.'il珠なもの

で.IHんfixをJLτずに飛行します.もちろんfE1印刷丸/蛇散システ

ムなEも完備しτおり. Itll充量産なステルス伎を桁しています.それば

かり刺繍しτいる7 ，621圃lMGまで州予注で、IHんn樹削湖、t~ー
も出Lまぜん.

原発的暴走にヨいて

メタルヘッド勺ールドの原子力発電所はすべて綾織音炉を使用している

ので、突をいうと〆ルトダウン{炉心溶解)は絶対起害ません.r〆Jレ争ダ

ウン」という曹~は喝を盛りょげるために使っていると解釈し-r<ださい.

メJHダウン町本当の窓味ですが.綾舟裂炉内で異常反応した燃料婦が炉

自体を溶かし、大量的放射能が渇れ広がるニとです.

また、核観音炉は放射能が出なνなどとも曹われていますが、ぞれは使

用する偲斜や炉の方式により峨々なのです.ダンヲ方自ス原発は館料にII

水棄などを使用するタイプで、炉内で過軍司反応を起こさ営、炉自体を級担割

させれば強烈な放射能が濃れ出すことでしょう.そうなったら原発内にい

た人聞は絶対助かりまぜん.そしてネオ=ア yプルシティむ大打撃を被る

ことでしょう.

まあ、重量しいことはどうでもよいのです.我々は物理科学者ではないし、

ゲーふを楽しめればそれでよいのて・すから.

ヨーコIt現場に向かう途中で、原姥のマγプを凡せ、今回の抗戦の概

婆Hf.Oeの(3:;1こ瞥{歯システムの}鋭明をしまれらちみんニこでPCは作

戦についτ修正の提案平賀IUJなどをするよ主もできます.

1. f情桂内容 。へ91~願書筋量殺内のコントロールヒりνダイングのIillニ

仁あるヘリポー トに純金する.ζのピノレ内の係二Hl'::lントロールルーム

の奪回が第一の目的であるか1犯人たちを即IJitlしτしまったら何にも主

らないのでそれは不可能だみ九ヨントローJYピ仲良上からJtuニ蹄の8
階に降。たら、キットライナーは紡防・らこのヒツνのサイパースペース

に佼入して、スペースから置防止原守'Þ"~コントロー沖すん可能なら、

をれ主同時仁f血のメンパーは立てこ bるテロリストの緋除、入賞の救出

件曙I~~行なうニ主 主すらこのチームは以後、討ち入 P チームと呼'..$~こ

主にする.この作戦カ句Z可能なら全nでダイプ"1'(ジ々 、ノタ=1ンしてい

る}のf~llmの縫術をすムヨーコItf血のPCがo行動しよう t も.また

特にPCからの望書鮒がないかぎり、ネットライナーの自l聞にいて、彼のl弱体

のpゲードをする.作戦の悶様地点11.タワーの3階 t5W"のlAi守ザヨン

トロールルーム(3広5E)、本館ピノレの4階の中継剖l=AクラスAIのプ

ロック(マップの折定住訟}なEがtFげられる.11ワーの2料骨のコント

ローノW 匂."，111，"じ機能を持つものだが.テロリストはEちらかH量を

自主岐してしまってい晶 t思われる.

2.原発鰭肢の解脱:/.原守炉本体113濃からなつれ、τ.今l孟3!H
もおt働を始めてLゆ.PCたちはここには朋はない.次にプラズマ~~ピ

九これはE門炉内の悠紳ぺνフトに点火するための訟備で'1'11巨大な

ν目ザー誕生磁の悶まりである.ここで先生害せたνーザーを急i車にm
来Lτ、阪よH;;内の惣"'1ベレットtこ点火、爆紙iを起ζさせるのである.

ζのピルの拠阪かもいえば、とて b短F制fIJで職域できる bのではないの

で.よ ζにも主りあえずmはない.東闘に2似ある姥鮫保全附ピルItr

ちらかtいえばこの施設の倉hl!.物;置のようなものである.中にiは孟i保z会
m繊m周爪Lロポフトのガν一ジ、戦胤Hゆの休恕紛j苛駒なE“倉f功あるらい

ロポツトlは孟金』椴豊ι出，'，U勧自油jしているだみう l.立て二もるテロリストの数から

PC1:初旬、るポリスオ7~ スの低むこは特制御捌のヘリヵ苛技量し

てお号、ヨ-::lがニれを線縦しτ発電所に向かいます.

形式 .特務後送へリ

名称 .シュベール5TH(ウィスパー〉

タイプ : A 

REF/MV : 25/釦

HP : 15 

荷量制限

(貨物): 50 

提員:最大6名

畿申

企画ー律:AI∞/鈎%(ファイパニつムアーマー}

武装:7，62醐 LMG、ECMポッド(A)、フレアポッド(A)など

結部命中袋:

1-5 本体

6 
7、8

9 。

エンジン(CP6・MV15以下で墜落}

ローター(CP5・5発命中で!t箔}

簿般兵義

乗員

ダンフ狩ース原子力発電所全景
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考えてふ駁Hがここに閉じ込められているこ ~I.t考えられない. 問題

11ゲー ト前にあるコントロールタワーピルである.タワ一部118防、ピ

ノν剖1115防総でこの2つの純物は3階、 5脈 1踏の述給i悩Bでつなが

っτいる.もっとも聖書備の厳いtζろで、タワーにi立飯干ザロント

ロール紋紘ピノνの方は品ットワ-?q'~f也、主裂な設備が鍛'1'しτいる.

tょとんEのテロリストたち、人nもこの2つのピル内のEこかにいるは

ずである. へリはタワーのI凡tにあるへリポートに降~ó こ t になる.

3.テロリス トについて :<ゴシック〉い、うグループで、反乱AIの

(Hつ<*スカル815><結託しこの原発を朱っ取った. ζのグループは

〈スコプチ〉系のテロリストで、人都1の滅亡を宮古んで，.る.サイパース

ペース而にも強いテロリストで、今回も&，やかにニのlf(苦EBE設を乗っ取

っτ しまった.鉛分~ ，、う期限γ行政府に様々な~cm~~mL.τきτいん

1M干ず泳体の!'.!や紋備はかなり丈夫にできており、外から手を加えるよ

り::tント "-/vi!'録法~ぜる1;が手勺主り与!，、.このこ t はすロ F ス

トもよ〈轡!!;しτい畠はずである.原発内に立てこら 勺ている人数l.t!l~

;i!:30名.なかでも要注12人物l.trダイナモふ「ローリング・ゲ1/川、の

2名である.ヨーコは蛍むなら彼らのプロフィ-/vについて手短にli:L.

τ〈れるo 1;去の記述合参照し

4.入賞についτ:入賞tな勺ているのは原発の似合要Hたち t忠わ

れる.t盤定5名.絞らの救出I.tJiH íR裂でなも唱望書である(~、í&-t<:11悲

しそうに付付加える).

5.療健施設の保安システムについて :IHんEがAクラスAIを中h!

t する自封劇御τあ久保安I師につャてはまった〈入の手守必:~~しな

い品ので、内釈は主，~通路および重要プロァグに配きれている府税激減

~ガードロポァト、放射能対策 t鎌mの蹴lf.!.巡回mの無器撤#裂パト

ロールロポットからなっている.ヨーコはシステムジaャッFなEにより

これら保安設備を逆に味方tして利岡できるい・う可能性をlJ<I'まする.

6. .:t-.yトワークについて :ピ仰の谷フロアはそのフロ7ごtに独自

のコントロ-"';/7ト(タワーピル8階+本館ピ:"'5際=計13)でn唖hし
ている.それぞれの2ントロ-/v;/7トはダンジョンYフトと閉じよう

IJつけで{中には駁nが経味T滋託したプロテタションM伸するらし

‘、}フロ7ごとの保安システムt火災なEに備えての隊合システムの2ン

トロールをするものがま?J!が、服従B草i'):，剣本のコントローノレルームがあ

る 7 ロアのもの11原子炉のコントロ-/I/~ 欽Mfl~のチ&ツタな Eのシス

テムも組み込まれている.各フロ7のヨントロールソ7トがひtつなが

りtなって.品、ノトワーPを形成しているわりだが、俊入した者はどこ

の7ロアのコントロ-J'V:/アトにも自由に入り込める kいうわりではな

い.各ゾフトに11入口 t出口州E定されτおり、山口から特定の7"7

に移"，できるい、対凶妙である."ントロ -/1/';/"7トの組合ぞは保安

kの川合{ヰァトワークテロ担ストに備えて}で、 lOf.'ifmごtに剖1み称え

られてしまうため.どζのフロ7につながっτいるかは9'イブLτみて

からでないtわからない.

サイノイースペースのイメージl.tnに紋定されていないから、あらゆる

アシストソフトヵ句史m可能ι官、われる (PCI.tA L TOSffl.パンナム朗の

両方から好きな;/7トを持ち込んでかまわない).

役"v.t ~tしτいるうちに税局に締〈でしょう. 1 km四方むの歎地内は

;r;$i1Jl料:絡まりi亙勺ていますカ九時々サーチライ bが党?.数地内i!'!P

き図る人影やパトロールロポットが丸受リられtす.ヨントロールピJν

の明。も点々 kついています.4F通のヘリならあっ主いうflllに見つか勺

てしまうところですが、この祢務へVなら敵に気づかれずにへリポート

に!ll織できます.

f州側始!J 

告白'広11のタイマーをセットしたあふヨーロが静かに告げ£す.こ

の瞬間1.テロリストの切ってきた期限まで、絞り48分骨併止 1

THE 48 M1NUTES 
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ACT-3 THE TOWER 
IJiU:_tJ.らは階段i"fl史ってB蹄に降ります.タワーの各707の蹄段の

ある鵡i腐(S)はすべてつながっτいますし、隔惣はないので、自Ikに行事

米するζtがで事ます.8際に降りたら、荷量制量のある都度に奴るのは

A、ットライナー(~ハスラー)そしてその:/;ードをするヨーコだりにして、

他のメンパーはなるべ〈官すっτ/f，るようにす却旬りて〈だきい.実際に現

場に向かう メンパーがいれば.仰般bより成功しやすくなるし、何より

ζζにずつい、るなら今回のロ険は暇をもτあますζ tになるからです.

9ワーピWから本館ピルに入るには5、3、l陪め述絡通路l."通晶か、

一度タワーピJνから出て、jf聞のピ作入口から入らねばなりまぜん.5 
階~ 3f.青に W~(発のコントロールルームがありますから当部の目標はこ

の27ロアになるでしょうo ;j.ットライナー以外のメンパーカ噌すっτ出

ないなら、今回の口険はタワーピルt!fI~íI!って行なわれます.

きて、ここからは各7ロア別に解説していきましょう.

タワー8'置
85から俊入を来たします.廊下に出た主ζろでエνぺ-f，lーが上がっ

て米るのがわか9ます.且νベーターから1
11¥て米るのはテロ Pスト 2人

です.彼らをu"尽よ<f日l事ねばなりまぜん.(ストーキング〉なEで告も

な〈倒すのか勾L4PSサfす.彼らはこの707のすべτの剖磁t底上を調

べるので、やり過ごすのは不可能です.liiU:まで引き付りてからゆっ〈

り白書すのもよいでしょう.

テロ Fストx2

テロリストのデータ

AEF 13 SUV/HP 0/8 WIL-5 

建物内のテロリストの行動とサイパ叩スペース内のルール

後らは今図的技懸の成功に気を良〈しておリ、気b緩んでいます.ただ

し、パトロールロポットの定期巡回と置婆な部署の警備は待なわれていま

す.また、建物内田鍋鍵のすべて1:(テロリストが通るとき以外}閉ま勺て

いるのでネツ争ライナーの助付がどうしても4・寮になるでしょう.エレベ

ーターはいつでも使続可能ですが、まさかこれを使うわけにはいきまぜん.

侵入を気づかれる服図になりますし、ばれた後に使うなら、各フロアのド

アの前で般が持、構えているニとでしょう.

次にサイパースペース内向ルールを解践します.これはこのシナリオ肉

だけで使う特別ルールです.

1. コントロールソフト聞を診動するのに111 .舟かかります.ネットラ

イナーが伺かの理由で作戦中にジャ yク=アウ トする渇舎には、{テレポ

ートオーブを持ゥていないかぎり)8階的コントロールソフトの入ロ草で

果なければなりまぜん.作機終7までジャックsアウ H正しない方がよい

でしょう.Iil行するアラクネJ:常にネツトライナーと共に行動します.ア

ラクネだけをンヤツク=アウ トさぜたり、アラク高与を残してジャッ9・T

つトすることはでFまぜん.ソフト内でのイ〆ージファイト、システムジ

ヤツクに関しては従来どおリ (0.1秒〈らい}なのでそれほど時閣は経過し

ません.ソフ HII!令移動する際だけ、 1骨経過するのです.討も入りチー

ふと密に連絡を取り、逮燐プレーを行なわないと作較的成功は厳しいて・し

ょう.今図的シナリオは48骨以内に仕事を綬わらせなくてはなりまぜんが、

ニれは雰閣官民を盛り上げるためのものですから、厳密に考えな〈τ結構で

す.ただし、 GMがよりリアルでス リリ ングな展開を戒めるなら、ネッ ト

32  

{絡"の)攻聖書力 :+2

E耳鼻:ファイパーシャツまたは防縛ジャケット

接備 :9圃 SMG、5.56帽才ートライフ'v.12Gショットガン、低反動AP

ガン、ソリッドシニ注目タ目的う もからいずれか、 コンパットナイフ、告櫨

爆弾頭、砂ランシーパーなど

椴闘に関連する取得スキル‘小火務 ω%、軍火器 50%、ナイフコンパ

， ， ω%、絡鯛回避釦%など

・彼らを倒すのに3ターン以上かか勺たなら、通慢またはニの聴倒的騒

音によ勺てPCたちの存在が他のすべてのテロリストに知られてしまいま

す.

・ニの睡も登場する、ー鍛テロリス トUすべてこのデータを使用します

から、NPCシー砂などに書き込んでお〈ことをお奨めします.GMは接傭

に若干、遣いを出すといいかも知れません.装備のゅのAPガン、ソリッ

ドシューター11PCの中にサイポーグがいる渇合に使用してください.

この7ロアの8A、および8Bの奇跡:は唱抗議があります.どちらで

b好きな方を使用して(t!事い.この紡転からサイバースペースに侵入

して隔2~1瑚かないζt に11他のフロアに移動するこ k はできません.

8F'の部屋に11検ぬが4人倒れています.4入のうち、ひとりはまだ忠

があ0ます.平岩てするし何tかしゃべれる状態まで匝1似し、 PCたち

にlro耳な手がかりを伝えます.

『…・保守'I:P=>ントロ-;V.lt;f・pのスイッチを切るんだ......3献と5際

Eちらからでむいい ・サイパースペースから俗入して、ソフ ト内から

スイッチを切るのい、いが、佼入にはパスワードが必要なんだ.これは

毎日変わるんだカ1当直のね日念q院般に備えて容器締めてお〈こ k仁な

ってる・ ・・それを手に入れないζtには・H ・.'.それから、 ζのタワーピ

ルの中には遊びにきていた弘の忠、ヲーがいる.マシューを即1}l1I1¥して〈れ

ライナーのソフ争開修動時rJーなどを記録して参考にして〈ださい.

2.それぞれのフロアのコントロールソフトはCクラスM上で動いてい

ます.ネットライナーはソフト内田保安γ ステムのある部屋に入リ.かっ

W1Lを滞貨できうるかぎり‘同70ア内的3視の保安γ ステふ{隅銀の閥

的、ガードロボットの操作、パ トロールロポットの像作)のすべてを望む

時間だけ、システムジヤツクによって支配することができます.ガードロ

ポット、パトロールロポッ bを支配したなら、そのそニターを過して辺"

の織予告伺うことがで喜ます.保安システムの節鹿は3t量的犠能がひとつ

の母屋に固まって存在しているニとむあるし、3っとるバラバラな喝音も

あります.保安y ステムの支配はネ yトライナーがその部屋を出ると、元

白状態に戻ってしまいます.ネッ争ライナーは討ち入りチームとの逮t揮を

行主うため、すべτ拘コント ロールソフトの探索をしたのち、何度も岳ソ

ヲ島問を行き来しなくてはならないでしょう.

3.第一目撮の療号炉のコントαールに閉してはー度γ ステムジャック

して、原子炉のスイッチを切ゥてしまえばそれでOKです.ただし、コン

ソールか勺、健かが再びスイッチを入れることはありえます.

4.現実世界からは{特殊な場合を除草}ザイパースペースに干渉はで8

まぜん.吾フロアを管理しているCクラスA1<とコント ロールソフト)1:本

館ピルの4階的中枢に段置しτあります.これらのMを破犠したければ、

PCた急が4備に!fJJ温L、中偲郁のAクラスAIと対決しなければ屯:りまゼん.

5 原発中偲のAクラスAIが存在する、本館ピルの4'宙だけは{サイパ

ースペースでわ、現実世界でむ}どうして わ侵入する二とができません.

ある条件を満たして〈方ス力ル815)を追いつめないかぎリは……
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タワー2Fへ
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タワー6.へ

タワー6Fヨン'ロールソフト

IN 

タワー3Fコントロー，レソフー
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アナコンダx1 
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コントロールソフト
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2 
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タワー4Fへ
タワー5Fへ

タワー4Fコン トaールソフ'

‘" 
ピクシ-xl

録置 K.SS 

本館ピル5.へ

*11ピル5Fコントロールソフト

1 I時

元広町ピル2'へ

調民館ピル3'へ
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a.干炉スイッチ

ヨド薗ピル2Fコントロールソフト
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官ア冨吉
GR.SS 

アイスぺン平ン
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.島しかしたら、他の戦:iH→似こ本町fピルの2附に~U勺てい畠

のか~......0 J 

彼1孟テロリストにほ抗したため、殺害れそうになったのだそうです.

他に、彼は役に立つならと.ポケットに入っていた矩jl銃mのシ釘ツト

シェルを2つ〈れます.他に知っているti'I輔H:あり是せん{古悼色ιてLま

いtすl.
また、 ζの揖i極の奥にはζζ まで死体を運んで米たt思われるパトロ

ールロポγトがE空いてあります.また、ニのロポット118階のコントロ

ールソ7ト上で'!FJJいτいるむので、メンパーに4・ットライナーが2人以

上いるなら 1人がこのロポットをシステムジャックで采っ取って.肘ち

入。チームに参加するのむよいでしょう.担必嘩再ド3事で原発施訟内ならE

4でι動かす二主ができます.

パ十ロールロポットのデ-9
名称 ;パ トロールロポット 〈アントン〉

タイプ M 

REF/MV 14/2 
HP 。8

装甲 A30/1印 %

形状と装備。丸っこいボディにマニピ2 レーター2本.移動IZ島紛E留め

紛で行なう.縫備は化学潟火液バレル‘ IRビジョン、甚告スピーカー.l書

闘が可能でその際的命中事は40%、ダメージ1:+20.

ダイプするネァトライナーに.ヨーコ11司1燦勺てね、1:111fましの8
3雇をかけます.以後、ネァトライナ-u也のメンバーの述絡はすペτ彼

女を通して行なわれます.

8踏のコントロールソ7ト

・ パンシーのいる部段に入ってしまったら、 1 .11ーン I~で例きないか

ぎり、侵入者の布在をテロリストに知られてしまうでしょう.<ちらに

して bバトロールのテロリストを先111:'1111しているので.5分bすれば

tまれτしまうのですが.

• f来安システムの部届 :8階の1!lft<システムはほkんrありません.

7D7では8Fの罰憾のパトロールロポ、ノトをコントロールできます.ロ

ポァトのシステムジャ γ外t.Tirs;は4です.しかし、 4・フトライナーが

l人ならこんなものにかまっている蝦はありません.山口に向かいまι
ょう>.

-出口11..11ワー7f.障のyフト tこのみ通じていtす.

ヲワー7階

7Sから佼入しますが.;i・yトライナーがζこの隔1Iiを帥111るまで、待

たねばならないかもしれません.らっと島、約ち入。チームの1jtJ'"j1附

1;(迎いでしょう.>>量殺内のすべての陥惚は非常に堅牢なもので、 ~rj曲に

は附りられません.1:'うしてHいうなら、 STRのAR45に威淑}するか、
νーザーライ71νのνーザーをIマガジン分たたき込まねばなりません.

νーザープレードで3ターンのtlll.切りつけても附りるこ tができます.

Eちらにしてもこれは非常手段でII九

このフロアはEの部屈を探しτもめ11'い、ものはありません.t~t!l、

猪木のある7A、7Bの部騒にはパトロールロポット 〈アントン〉がをれ

ぞれ3機ずつ待機してお? PCの存。に気づ<(うるきい背を立て晶、

都品iをのぞ()と襲いかか。てきます.

パ トロールロポァト 〈アントン)><6 データはlFit15

7'1のコントロールソ7~

・ここのずーモンふ筒きれる tテロリストに佼入者の弥殺を知らせ

ます.

・保安システムの器磁:ここの保安システムはパトロ-Nロポットと

級位です.ロポットのシステムジ守ツP鱒易度It-体につき4.キット

ライナーl正常に敵の有在をlf~前に知るこ t ができるbリです. パトロー

ルロポットのイ河川危険t!U"J断するなら、→悼集。政弘他のロポ

ットを品生成すればいいのです.二二のパト ロ-frロポットは他の7ロア

からの佼入者にのみ戦凶を仕掛りるζ とになっτいますから.隔畿を聞1

11るためにはシステムジキックをする必裂はありません.ただ命じれば

よt‘のです.ただし、ふットライナーがこの剖爆を出てしまったら‘町}
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5 

7 

タワーピルマップ

6F 

8F 

袋

11!に偏FEはFキりてしまい是す.これはこの先のどのフロアで色挑過です.

. ll\日は3つあ~.タワーの l 断、 2勝、 3際の:17トに通じていま

す.

9ワー6'量
二のフロア11研究施設になっていて、 nーの場合を考えτあるのか、

偏畿がやたら多〈なっτいます.また、ガードロポットがすペτの揖騒

にl機ずつ、またi晶路に b隔澄に1:1:切られるプロックごい:11聾I.lt-:llt，¥

れれ、ます. ほかには何らありませんが.この7D7~絞殺するなら、

肘ち入。チームIw.rい1'1に会うかb知れまぜん.

4・ットライナーか協俊をl岡11τいる t主、彼11突然移illJl.摂プロテPシ

ヨンに銭bれます.品ットライナーをpゲー ドする日(1'.バプ他のPCが-f青に

ダイブしているのでないかi:f~. 7ロ7係索中の討ち入りチーム11蹴般

には事まれたり、分断される ζ とになります.ヰットライナーがプロテ

クションt峨っτいるIMJ、ζのフロアのI!i'<teシステムは正常に{憾IJLま

すから、~)i訴された各人11ガ由ドロポットにも終われるこ t になるでし

ょう.

-当時F刈キPて米る隔般にはきまれるかどうカ吟チェ、ノ?:REF'のAR15
に失l吐ιI~PCIWIω+5&t'ダメージを受ります.実際にはサイポーグ

でないかぎ~. ;目、崩がl:tt，¥まれたら助からないでしょう.このREFチ
ェック It.失敗してはならないので、 LUCの4斑III~納めるべきです. また、

協般によって、メンバーがEのプロックにどのように手H祈きれたかはGM
が仔12に決定して(t:きい.

ガードロポット 〈シーカー)X12

ガー ドロポッ トのデータ

名車中 ガードロポット 〈シーカ-)

タイプ :M 

AEF/MV ・10/0
HP : 1 

製'" なし

形攻と裳僧:天井から釣り下げられた箱型のユエット.低出力レーザー

と監筏/鮪準カメラからなっている単純なるの.移動はま勺たくできず、

政因するだ11である.IAヒンヨン、普告スピ』カーも組み込草れており、
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2F 

4F 

THE柑 MINUTES

灘イベント由起こる

エリア1:1匝または
会で. ~た重量ヱリ
アの調製は膚緩め

41均て・示す.

E I.I~ '"レベーター、
Sは階段.

典型的かつわかりやすい保安システムといえる.低出力レーザーのデータ

は 22Calプラスターのデータを使用し、(:;-ーヵー}の持つ基本命中取は

40%.である.

6鰭のコントロールソ 7~

十幻正システムの郎庖 ζのフロ7の保安システムi車両面l¥Htlー ドロポ

γ トで榊長きれています.コントロールのl均係上か、それとも戦nカ嚇

平にプロク'ラムをいじったの会¥縞設的自Jl .た状態で11ガードロポット

川崎hしないようになっτいます.閉じるとi矧胤悠にな叫す.この

仕掛けはネットライナーがこの稲厳に入今た時点です「にわかりtす.

システムジャック鎌易度1111.事につき 4ですが.ここで添っJjk今ても後

でプJνトンがJJltt..それに即脱すれば、支配は途切れてしまいます.

. loはじの部践には行〈 こtはできません. ζの現地iには移動'Mプロ

テクシ g ン 〈プ仲トン〉 がおり、ネァトライナーが~~主主システムの剖厄i

に入oL1車Pうから鑓t吻吻・ってきます.この紙型のプロテクシmンIま
今までのプロテクシaンにはない特殊な能力があります.それl1J剖問の

矧IIJの流れを遮〈する能力で司ニれがイ「拍ーする剖l邸主1戦制ターンが10
手川こなります.71V トンに主~帯しているネァトライナーはそのこ uこ気

づかないないかb知れませんが‘隣自きをlijHIる作業をしていたのなら、

その情愛Il-I~紛釦こよって中断され. 係自!11.町1肢にl附t ります.

-ここからはタワーの5階k4際の:17トに通じています.

プロテクシヨンのデーヲ

ソフ トネーム .プルトン

レベル :3 

ダ〆ージ ・3
紡櫛ポイン争 :2

命中l1!:20%

HP : 7 

タイプ:移動

特殊能力 戦闘が始まると 1 ターンの時間経過~10.抄にする.

タワー5f1

ζのフロアの51><甲南L82が際守ザコントロールルーム{鍍ζのフロアの

白~1t:-l:ニユター可りです.5EGり総局には3人 5Ct5Fに 1:1.2人ずつのテ

ロリストがおり.t，¥らに ζζの部広のiIIIを通る通路にはjf.ードロポット

が31曹、設;配してあります.品、ノトライナーが通路のがー ドロポヅトを

3機 tblf!?Jjkらないかi:f~ .討ち入りチーム11部総に鰍み込ttlioiに、



岡野直m

総攻~を受付る ζk になるでしょう. bちろん、カ押しも可能ですかえ

キァトライナーがガードロポットを味方tして使えれば、簡単に片づ〈

でしょう.

テロリストたちはたとえ追いつめられてふロントローJI.f...fA~1νなど

を磁波するこ U~しません剛u防軒rJ;tt!から).阪刊五の操作Iけイパ

ースペースからでら可能ですから、討ち入りチームがコントロー'"'νー

ムを制底したf去で、パA・Jνを邸時しても無臥です.

ここにいるテロリストをfoJとかしないかぎり、{サイ，<ースペースから

でも}原子-11'のスイッチを切るこ k はできません.彼らI~原子炉のスイッ

チをす「に入れ庇すでしょう L.その聞にf'll釦こbi度。て811¥'に強力な

攻僻鰍が必り込まれるでしょうから

テロリストX7 データは"，jll¥
ガードロポット('1:ユター}x3

ガードロボットのデータ

名称.ガードロポット 〈モニター〉

タイプ :M 

円EF/MV : 12/3 
HP : 1 

装甲 :なし

形状と装備・天井から釣リ下げられた箱型的ユニ:，.0t-. (シーカー〉と

の遣いは移動用レールが段iI~れた鈍簡を移動できるようにな勺ているニ

とと、レーザーの出カが大きいということである.そのほかの接備はシー

カーと同じで、監視/照準カメラ、 IRピνョン、聾告スビーカーなど.レ

ーザーのデータ1:レ田ザーライフルのデータを使用し、バースト射のみで

射撃する.(モニター〉の持つ基本命中率は50%である.

また、 ζのフロアじは本館ピノνに通じる巡給過絡があります.<:雄策土

木工学〉のSR2かPERのAR20に成功すれば‘この通路が1紗トにもろい

逃りであるこtがわかります.何かf特御霊あるなら、嫌慨を伽卦りた号、

爆破してしまってもか孟いまぜん.，e:~な縁側1の貸は滋iffて3kglH'、

PポムならI巻分〈らいです.

作戦の線了

パーティーのメンパーが少なくて、最初から討も入リチーム会編成しな

かった吻合、もしくはニニにくるまでで、肘も入りチームのメンバーのほ

とんどが作戦続行不可能なダメ-yを受けた喝音、この部磨町療干炉問ス

イッチを切った時点で、シナリ 才を終7するニとにして bかまいません.

I>r，ろん、室主I!鰻りの他のテロリス トたら1:復曹に餓えてPCたらの元に

やって畢るかも知れまぜん.しかし、十骨な時間を稼いだPCた念るは、二

のあと突入してきたSWAT部隊の隊員た、に危ういところを助け勺れ、賞

貸されつつ帰途につ〈のです.GMはACT-5を参考にするなどして、 ヱ

ンディング令制作して〈ださい.

きて、 4の先H.t!シナリオを絞りるなら、 ζの飯干-11'コントロ-1"
のスイッチ~切った時点で、(;すスt/l"815)のjUが企官官{サイパースペー

ス色合む}に樽きわたPます.

rミス~i~l1.客人たち.お初にお目にb.t)'Qo 私はこのダンフォース
原発の支配者二オスカル81St!.まった〈たいしたものだね.たったそれ

だりの人数てニの瞥成厳lli:な織訟に集り込んで〈るとは. しかし、

残念だね.君たちの努力協事泡に掃すのだから・.....t (にヰァトでうみ

ちよろしτいるfs.おのあ泌さ加減に b呆れたものだ. 1度ならず、 2

皮までもよの割、に踊らt-I't..無駄なエヰルギーを消費したのだから..・e・-

いま、原子炉の火を入れ直した そよからのコン トロ-/"はもうτ'き
ない.あきらめτ、ζζから立ち去りたまえ.後悔するljijc:・H ・H ・J

;1'スカルの戸はハスキーで中性1(.)な‘いかにもよ品ぷった冷fよい感じ

です.敏(? )の宮灘Eおり、 I原子炉は蒋ぴ!1i!l1tにII汚か勺て打司動を開始し

始めます.もちろんこのコントロー庁:/7トからの織作息もうできまぜ

ん.ここで.締めて引きあげるなんて tんでもないこ tです.特にネッ

トライナーは抽t'n'が切れるIH'の怒りがζみよげているでしtう.ヨ-

::I 1~曾います (GMI~ (オスカル815)についてプνイヤーたちが忘れて

いるようなら、また説明しτ〈だきい).

r(オスカル815)I~何らかの方担.でこの原発の中枢怖にシステムのー却

を転送したんだわ. bう、こうなったら中枢部がある本館ピル4慨に集

り込んで、彼を砿四時するしかないbね.J

PCたちがζζ までで、すでに入賞を救出していたり、テロリストを(ダ

イナモtローリング・ゲイノνを合めて)20人L川ニ始末している、またはタ

ワ-t本町fすペての7D7に討ち入骨チームが立ち寄った場合、またGM

がもう斗分に戦ったt判断するなら、クライマックスであるACT-4に

移行してかまいません.そうでない場合はまだ行今ていない7ロアに手

がかりを)1'>9τ.プνイを絞りましょう.

5階のコントロールソフト

・4ζのコントロール:/7トへi阜、"スワードを知らないt佼入でき

ません.

-サイバースペース内でi卓、自i子炉のスイッチを切ったあふ♀のコ

ントロ-/νソアトまたは原子炉スイッテを舷機しよう上しても不可能で

す.

-原守'1pスイッチの部屈で、キットライナーIH憾な也のを従兄でき

ます.ニのl且犯をコントロ-IVしていたAクラスAJ{Yピエラ}のf.lL

たメ.;e-('す.メモにはζ うありま Lた.

民紘11ダンフォースJ~l発~臨Il~する AI、〈リピエラ}. -1・yトワークを

通じτ侵入しτきた〈オスカル815)のシステムが私のハードワェ7を乗

っ取ろうと している 1 弘は彼にU~去きれてしまうだろう.彼カ慌のポ

ヂィ~乗っ取れば‘今度11 -1・オ sアップル全体に鯵響を及11'すこ tがで

きるようになる.とっさにA・ットワークのラインをオ7にし、ノマスワー

ドで鈍殺した.かなりの時flJJfi~になるはずf!. 犯のハードウェアには

自己品1111プログラムが組み込まれている.彼治司王を起ζす前に、 ζのプ

ログラムを起動Lて欲しい…・な封、みツト ワークラインのオープンパ

スワード11'17890714BASTILLEJ.自己品峨プログラムのスイッチは

サイバースペース内f線作きれる.スイフチのサイパ四イメージ1:1.r~J 

でこれをD[Jき割ればプログラム111ド即rする…・1

ζのメモl;t$売み終わると中空にかきmえるように1目減してしまいます.

ただしその内容はキットライナーの獄の中にはっきりと~e憶きれま し

た.

原子炉スイッチを切った時点でシナリオを終了するならこのメ毛11見

っかりません.

-保安Yステムの部慶 ここの保安システムI~ガー ドロポフトだりで

す.システムジマ・ノP餓易度は4ですが.討ち入Pチームによるカ押し

が可能なら、無理にシステムジャッタする:O裂はないでしょう.
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・新たなフロ7に向かう出口はありません.6際の2 ントロールソフ

トに戻って(t!事い.

タワ-4階
この7ロ7では要注意テロリス ト『ダイナモJが民を自民って待っていま

す.討ち入りチーム会J;t1J'4Sから通路に出るふ係自主が織磯t-I't..炭れ



な〈なってしまいます.ダイナモ1~4F，の部践に治んでお争、 PCがt闘い

通路から4C.40‘4広の傑撲を始めよう t寸る L攻撃Lてきます.

彼11プーピートラップの逮人で、この他者Iの攻懇は民へ鶴ぃ込むための

アクションなのです.このフロアの保'f;iシステムは隔怨だけですが‘ fit'

4ナ-<:はあちこち仁トラップを仕掛リてかます.

1 中央ω畠路 ‘4Sからi揃t師l方刻I向:句卸司別4にニ以ri:向;句司助カか.づう幽がりf角均の際{に:小骨唄守のポタン

』地血日曾官カ哨湘;lJ

晶~~銀見つてF踏島むでL よう.〆〈プ一ピ一ト ラアプ〉のSRl かサイパ-化によ

る2ザr.一ナスt抜主帥きでPER，のARl鴎8に成脚m功Jしなり川4れ11ば正、先E丘のPCI1火力おで

卸語sにダメージを受ります.

2. 4A.4Bの部慶 :これらの部舗のド7のノプを闘すtド7の向こ

う側に旬掛けられτいるtI~肋唱量発します.ドアのl持u、t~Pαt火力75

か45のダメージを全身に受ります.ノプに手を醤ト11る瞬r.:Hこ〈プーピート

ラップ〉のSR1. PERのAR2ll(サイパー化によるずーナス込み)に成功

すればトラップの有挽に気づきます.ζのフロアのすペτのトラフプの

解除はそれぞ11..<プーピートラップ〉叫車場焼却〉のARlで成功します.

3. 4C入40、4Eiの邸鰻:1'7をl則りてすf、床から笈知〈らいの

tζ ろに111分子ワイヤーか可民られています.ダイナモに攻，...~受けて ζ

れらの調路にあわτて飛び込むし足をとられるでしょう.単分子ワイ

ヤー11鋭J'Jで、*li1iのPC~転f併せた主え.ダメージを与えます.下''1'ー

をすると足が切断書れるかも知れません.0100+20でダメージを出して

( t':~判、ただし、このダメージ11.脚部にのみ適用杏れます.逮う剖lí所

を繰り .'J~しても鱗筏して.ダメージのみを榔舗に造用Lて〈だきい.ζ

のトラフプを回避するにはREF'のAR2W，e'?ll!です.*liJiのPCが回遊に

l$;r}) したら 、 t晶般のPC~次々にチェックしなIJ I1.U:'なりません.

PCたちがこれらのトラップのすペてをクリアまたはi憾~)させたり、ダ

イナモのili耐!な居場所を知ったらあtは持強に戦闘を行なって〈ださい.

4Fの部屈には(またはダイナその持ち物tしてぬす)5際のサイバース

ペースの侵入にa;長'なパスワードを記したメモが也いてあります.1限協

が終了したらPCたちはこのメモを見ることができるでしょう{発見チェ

フタI~必要ありません).

ダイナモ

{ゴシ γ ク〉の幹部の1入。プーピートラップの逮人.で勺ぷり主太っ

τお争、 1棚11寺11~~・イオードのた〈きんついたポヂ~7-守-~l?'f

mする.サイバー化事れた閥抗I~射程の長い紋ittハン ドになっており、

注官がæ~. まに散を追いつめた~ ~. tJンツ方-;i.を歌う絡がある.

ハスラーが彼を倒した34治、その1'1:金1:$13.0∞である.

能力値

STA 32 REF 20 OEX 

PER 20 SYM 15 WI~ 

HP 22 

11 INT 

14 SUV 

6 EOU 18 

S(頭のみB)

ザイパー紋;兄 スパークアーふ、サイバ-IRビジョン、セイフテイラング、

CSSX 1 (太縄訪}

・スパークア』ム 。テイザーとは遣い、+骨な殺傷能力を持ゥた兵器で

める.相手に直媛8わるもよし、週E詩書量に射耳書するニと b可能.射撃の場

合、〈小武器〉で使用.装甲効果を簸捜し、。ポ γトなどに命中した場合、

即座にショートして壊れる.ダイナモが独自に作らぜた物で市販されてい

ない.

武力 +4仏発射方式 S、回数 B(筒餓4図ずつ}、経駿修正(0-5

で4ト 50、 6-却で+~)

磯間に関連する取得スキル.応皐手当 判%、ブービー トラップ 154%、
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各
渇発物 92%、スト由キンダ 66%.小火器 41%、投てき 73%、祭事

戦闘 74%、格闘回避 70%、特蘇武鑓 81%

防具 ;f.デイアーマー(A60/70%の特;主品}、ジャンプスーツ、ファイハ

ーへルメ ット

主な畿備 :l邑皮動APガン、単骨子ワイヤー、手繍弾x5、スタングレネ

ードx2、フラッ""ポムx1、スパークアーム悶繍助パッテリー{背負

い式)

;i.フトライナーはζの戦測の乎助"をするニ tができます.この辺I~
PCの7イデ7に納得しますが、伊O~挙げるとすれu:'.....

1.前ち入りチーム kの巡JlIIτ背旭町の器ゆにダイナモをおびき出し、

隔壁ではさみζんでしまう.fit'イナ-<:11REF，のAR25をチェッタしなり

ればならないが、このとき、隊ができるだるう.

2. 7ロア総会システムのスプリンクラーを作品脅させる.ダイナモは

パッテ9ーの悶まりなので水をかぶる t感屯する.肉体へのダメージは

ないがAR2Sで心四!チ'"ツタをしなりればならない.このチャンスIU臨

しかない似後は敵も注なするから}が.ー各簡単でかつ有効なが:1<だろ

う.ひるんだダイナそを倒すのは若手紛である.

4'Wのコントロールソフト

・ 保安システムの剖l鹿:この7 ロ 7の除去は蹴，~~t!Uです.苦戦する

討ち入りチームのl!l:lfにこの踊!itがiO11できtすL.帰後t瞬畿のt::Jに
ダイナそを閉じ込めてl則自を終Tさせる、何ていう方法も考えられます.

フロア保全システムは各7ロアにかならずfれ、τいます.システムの内

訳11スプリンクラースイッチ、紋射能チ£ツクパ4・件、(氾主tの}サーキ

ットスイッチなEです.このフロアだりは保会システムをわn進古都



PSY圏直を

厳に紋乏しτあ0ます沿えこれは;j.ットライナーに対するヒントです.

4れは守h創立保安システム k阿じ剖I.!ilにあります.保安システムの部臨

が線数あるフロアのJC，始、EこにあるかはGMがランダムに決乏しτ(t! 
1'l、 ガー ドロポァトなEがいる7ロアで、 ζのスプリンクラーを作動

寄せれば.νーザーの火力を減少きせる二とができます.PCがζれに気

づり1.J:'戦胤は随分b!/lになるこ主でιょう.スプリンクラーの仕切Jしτ
いる7ロアで使用したνーザー兵部の火力i直11半分になります.

• Il\~1 は本町{ヒワν5陪に通じるひt つだりです.

?ワー3階

この707の3Eの部駿l~郎守'1rコントロ-/"，1/旬、pカ可置いてあります

玖テロリストによってすでに般嘆されています.ここの連絡通路ち5
踏のt同じ〈むろい造争なので、必要なら樽較するのbよいでしょう.

他に11..パトロールロポットが迩回しτいます.これ11.!:の鮒屈に

いるか11設定しません.常に動いているので、通路の角でばったり会う

二ともあるでしょう.ただし、 PCヵt;js給i邑路を通って、本館ヒり川こ入ろ

うとするなら4機ともや。τきて、攻殺してきます.

このパトロールロポットは中低からの[倒産ロントロ-/ペ喧hl、ており.

この7ロ7のコントロール:/7トからシステふジベ・ッタするこ tはでき

ません.

パトロールロポyト〈ペルタ}X4

パトロールロポットのデ由タ

名称 。パ トロールロポット 〈ベルタ〉

タイプ :M 

REF /MV : 14/3 

HP : 8 

1・

~ゼ
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装甲 : />8)/'ω% 
形状と装備:ヒaーマノイドタイプのロポツ舎で、射事b格1I!>可能な

優れ物.tc I?にこのロポットの接申は軽量化を考えてあるのか非金属製で、

レーザーにも耐え勺れる.所持畿備は脅織と .45C剖カートレスだが、 1I賞

式錯、 VI頬の大型武器1:何でも使用可能.他に伯ビジョン、警告スピーカ

ーを義備しτいる.射懸の基本命中寧1:20%、絡"のそれほω%、STRの
武力プラスは初である.<絡倒回避〉を有しており、ぜの能力は50%.

31量のコン トロールソフト

・ここのコントロ-)":17トへは5僚とI司じ〈、パスワードを知らな

いH証人できません.

-ニのフロ7の2ントロ-/11';1フト内にI革、原子炉コントロールスイ

タチはありません.テロリストか〈オスカJν815}の苧じょっτ取り外さ

れてしまったのです.ニのこ tを討ち入。チームが侵入する1到に知って

いれば、無駄な苦労をしな〈 τ済むでしょう.

・踊絞システムの現lW:ニこのf，j¥主'システムは係f.tだりです.これを

肘ち入りチ由ムの総導なEでうま〈使えl工、パトロールロポットを閉じ

込めて安全にこの7ロアを制圧するこ tができるでιょう.また、コン

トロ-)'''''句J吋 f磁波きれれ・るζU:/.討ち入。チームカ『直接調ペに行

かないと輔歯車でき£せんが.サイパースペース内にスイッチがないので

そんなことをわぎわ寄市置践しに行〈必要もなミ哨・も知れません.

・ζのソフトに山口はありまぜん.7際に戻って(t!1'い.

タワー2階

ζのフロアには隠れている入I:Uがいます.ガードロポフトは70ア中

央の海路の天~t-に3機荷殺し、攻奇書をIj治11τ きますJ也に 20の部肢に
もl輔自だ11、ガードロポットI:/.存在しますが、これのνーザ-;ゲン111，畏

れてお~.カメラによる舵伎ができるだりです.

隠れている人f:n l~8際で叫IJltt~職J\の守供、?シユーです.彼は20の

自邸に潜んでお争、も LUち入りチームが{ネァトライナーの必絡を受け

て)ζの部邸を鈎ベるなら、すP見つかOます.マシューの成I:/.1211晶〈ら

いです.タワーピル内を探検していたのτ.テロリストに見つカ・らずに

助かったそうです.彼はかなりおびえており、総れていたためPCたちに

初日なれ糊iはあま 0持ってはいません.彼をEうするカ・は、 PCたちの判

断に任せますが、制度の鈴わ今t~ ニのフロアから劃Jかないように符い合

めるのが一番安全なのではないでしょうか」かわいξうですカ人彼にか

まっている附::11まあまりありません.ただし以下の品開iはPCに伝えτ〈

t:~い.

rこの7ロアの部臓を綜詰責してたら、こんなメモを具つりたんだ.何か

の役に立っか'l.toJ

少年の差し山したメモI:/.3献のサイパースペースに綬火するためのバ

スワードを紀したメ毛です.

もうひtつ与えられ畠この紛銀IιPCたちを本館ピ/V4階の中健部に

乗り込ませるつもりなら伝ぇτ〈だきい.

rこのヒワνの管理lをしてるAIの所に〈オスカノν815)っτぃ主人が引っ.Iti

ιτきたんだっτ.クFスマスツリーみたいな格好したヂプのおじ事ん

が、 rSWAT，の奴らか可時十人米τむらう安心.t:J勺てチ咲いしτたよ.J

〈オスカ"，Sl5}についτ11..ヨーコに附いてみれI幻現に解体寄れτいる

はず、主いう問答倉時時られます.少年の紙が本当ならシステムのー出lが

1J;(~êの制胤IAI (9ピエラ〉に車r"草されたい、うこ tでしょうかolmじA

クラスAlでふオスカルi孟〈アカデミア〉のユニットですから、りた外

れの能力を持っているはずです.欽ってお1I1.J:'何をするかわかりません.

また、 2Aの制i践に11パトロ-'"ロポットがI機mいてあります.これ

は4t:l¥'のtは違い、集っ取るζξができます.



ガードロポァト〈モニター)x3 ダータは前出

パトロ-1νロポット〈ベIV?}X1 データt.tJiiU1'，
fWi.¥l'I'のガードロポット〈モニター)xl 7'-;9 1まliíill~

2階のコントロールソフト

・4のソフトに入勺てす「の部厳にトラップが1士借りてあります.ヰ

の掴lbli."j通り過ぎよう tする1:.~の穴から突然失が飛んγ米て、 i 人

が106ダメージを!tいます.ニの『トラップ;/7トJ聖書E兄するには、調l

熔を通ott.イメージファイトのSRlのチェックが必要です.成功す

削fトラップを回避したことにな9ますが.ζ.:*'巡るたびにこのチェ

アクをしなIIt'Utなりません.仰1Jl:でもftiDJ}します.
・保安システムの綿密 :ζ こはjl-ドロポット tパトロ-JVロポット

によっτ守られτいますが.f~1<システムの部@Iま2つに分りられてい

ます.ガードロポットのシステふジaヤツク鱒湯皮1;1.4、バトロールロポ

ットのそれ116です.

-lli口li6慨に泌Cるひtつだりです.

9ワー l隊

Hf.の巡りは他の7ロ71:途うので波なして〈ださい.このフロアの

Iの部路11r.受付Jで2人のテロ 9ストカ代、ます.1'也にはホールにパトロー

ルロポットがI機おり、ホールの矢川にガードロポットが2機.2空泣き
れています.肘ち入りチームの段入に気づIHt.、}丸とな勺て製い合唱・

ってき ますが、品ットライナーか句'lljjijに例tかしてお111幻問題はないで

しょう.他にはめばしいものはありません.ここから袋にH.'，τ、本館ピ

ルに段入するのはやめたほうがいいかb知れません.なぜなら裂に11.

自に入るだりでbゆ機11<のパトロールロポァト((カエサJν〉タイプ}が

!!J) ~ lijJっτいるからです.ζの袋のロポットli1'""τ中4置からirf彼コン

トロ-IVきれτいるので、システムジャッFはできません.迎絡泌路を

i量るなら安全に本館ピIVI:絞入てきます.

テロ担スト x2 ダータw商品

パトロールロポァト〈カエサIV)

ガードロポット 〈シーカー〉 データ1;1.前出

パトロールロポットのデ-9
名称;パトロ由ルロポット 〈宵エサJレ〉

タイプ V 

REF /MV : 3/15 

HP : 13 

百甚甲 : A90/8O% 
形状と装備:フ庁ークリフトにミニヵ・ンを積んだようなスタイルで4舗

で走行ずる.4・ーなのでエレベーターでb使わないかぎり、他的フロアに

移動することはできない.装備は5.56...ミニガン、化学，商火液バレル、 IR

ビジョン、書告スビーカーなど.繕蹴Lτいる兵錦町基本命中準1:0%で

短慮修正のみで射惑を行なう.格闘を仕働けられると与も足も出ない.

5.56嗣ミニガン 火力 的、発射方式 A5、回数 8.距績修正(1 

-501:'+80 51-200で+30)、追加被嘗心+2

1階的コントロールソフト

・保安システムの部総:2階と問じ(，ゲードロポフトとパトロールロ

ポァトによって守られており、除去システムの開制h，..Jじ(2つに分り

られています.llードロポ‘ノトのシステムジ々ツク飾品I~I;I.4、パトロ

ールロポァトのそれは5です.パトロールロポットを吸っ取れば討ち入

。チームの手I;l.æ~甚ないでしょう.

. a~口 1;1.本館ヒワνlßtに通じるひ主つだけですが‘その1;;)に.強力な
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プロテクションを倒すか、突破しなりればなりません.

本館ピル5階
本書官ピルはかなり広いのですが、タワーピJ叶l!:'lR要な総股γはない

ので、瞥備はそれはE厳震ではありません.ただし、この純般の中有かf

t年iえられている4階1.:lm別です.

5陪から 4f}~，こ降りる階段はすべτ. 磁波書れた大嬰パトロ一作ロポ

ッ トのJ~時で校時つ〈されており、ここから階下に降りるのは不可能で

す.また.この5階には保安システムIHった〈ありません.その('¥::o

O、テロリストに艇われた殺し届rロ-9ング・ゲイルJがPCたちを待ち

受付てャます.1'α」ちがフロアの11'
央〈らいまで氷る t不吉駄な笑<.1: 

I:bに戸崎'InJニえます.

「ょうこそ…・・ご若労なようたが、おまえたちはここで死ぬニとに屯:ぶ

そう、今までの奴1:J，;Jじしこの俺さまのヨ担金ー}Jl'も見るこ tなしな

J 

一瞬巡れて、通路のはるか向こうの1111がり1'1から、バシァ、パシフ t

いうスパークTTととも仁jt!:主t~J，liぴたポールが飛びmしてきます.

保安システムがないので.みツトライナーはよのゆ却捕にl闘しては.ま

った {m~重をしτゃれないでし ょ う .

。ーリンゲ・ゲイル

彼1;1.rゴシックJIこ1面われている殺し民γあふ知名度は剣tおいが、

耳、会班長なζtにi庄のJifiやプロフィ-IVli<、っきいl.eきれてい{lt'0 綬L

のきいに自分の涜をまった〈杏らさないのが彼の毛ツトーτ‘武醤li“電

磁スマートポール"と札、う特株な bのをf車九これは相手を磁波に追い

つめる鎚の武r.:.1ごい、われτぃムローリング・ゲイノνにか"られた賞

金はS7.倒防である.



PSY直m

能力傭

STR 12 REF 19 DEX 

PER 25 SYM 7 W1L 

HP 7 

16 INT 

8 SUV 

5 EDU 9 

D(鰻観測舗のみS)

サイバー貌，見・サイパーIRビジョン、格制局クロー{右腕}、 CSS(左鵠}、

特孫織総皮膚、ブースターレッグ

・ブースターレッずの燃料は(1ターン 1閏使用として}最大3ターン骨

bつ.

線舗に関逮ずる取得スキル:空中・DG'徴動 91%、ストーキング 83%、

量火鈴市%、役てき 64%、素手戦闘 12%、ナイフコンパッ ト66%、

絡網回避 70%

紡具 。防磁ジャケット

主な装備。電磁スマートポールxl0、ソリ yドシューター(1車体はAT、グ

レネード、フラッシユポム3発ずつ}、スタングレネードx1、ガスマス

ク.ゴーダルなど

・電磁スマートポール:荷量E底を帯びた特孫ゴム製のポール.こういっ

たピルの細長い通路などで段げると、あちこ包にはね返りながら、触に向

かゥて行<.ニの食著書の利点は使用者の姿をまゥた〈さらさずに、攻事が

できるということ、ぞれと相手を狙うて攻撃する必饗もない.Dポッ トに

この量生鈴が命中した渇音、通常どおリHPでダメージを判定する.またロ

ボッ h 人間とも一切の装甲 ・妨具は適用され年い.

火力 95(鴎定、 t量発物ではない}、発射方式 S(ただし5個までいラベ

んに投げてかまわない)、射程 50m程度

-電磁スマートポールの判定方法:<投てき>~使閣するが、狙う相手を

特定する必要はないし、命中判定b必要ない.投げたターンには命中率20

%、次のターンに1:80%、3ターン自は60%で申ゆ判定を行なう.3ター

ン目までに脅中しなかったポールは{践ねなくなったか、電圧が落ちたか

のどちらかで}ダメージは与えられな〈なる.5m以内に2人以上が存在

するな勺、自婦はランダムに 1人決定する.この攻繁から身をかわすには、

1ターンて・10m以よ移動してポールがはねまわっているヱリアを逃れるか、

由たらないように神に祈るしかない.つまり、身をかわすのは不可能であ

る.手近の部屋に遠げ込み、厳を逃れるという方迭もあるが、戦闘中に部

屋に閉じ込むるのは愚かな行局だろう.

ローリンゲ・ゲイルの行動

データを見ればわかるとお号、彼はそんなじ強いわりではあり tせん.

彼の不気隙な好備のすべては電磁スマートポールによっτ築かれた主君

っても過曾ではないtプしよう。敵に姿を兄られたk舎が彼の切な期なので.

常に舷t距厳を取るように移動します.必裂なら、買Eを絞りブースター

νッグで戸外へ造げ出すこ tもするでしょう.PCがスマー+ポールを恐

れτ剖溜に逃げ込んだら、彼I;t.ド7の前まで米τ、;1'ッドシ，.-1;ー

を型産ち込みます.狭1.'1Il内でテJνミァ ト抑やグν4・ード慨を食らったら、

PCがた t ぇフルポーグだった~lても無事には済まないtプしょう.

列卦週の3にうま〈伎を倒すこ kができたら、この殺人鬼の正体がサラ

9ーマン胤のちえなL、中年初Fごとわかります.な布、伎の使っていた電

磁スマートポールI;t.J回限りの使い姶τです.自問した時点で先司車用のポ

-N を所持しτいれば持って行ってかまいませんかてすでに使われたポ

ールはただのがラクタです.この銃器は尽内でのみ布却Jに働〈もので、

厳外で促朋しても何の役にも立ちません.世!I..方弘上:eのtおり.ポー

ノνの電気l主投げたときの最初のパウンドでスイッチが入品仕組みになっ

ています.

5'1のコントロールソフト

• f最安システムの都島 :ζ この保安システムI;t.7"ロリストによ勺て、
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すペて取り払われτいます.;j、ットラ4ナーはなーんにもでき tせん.

-山口l孟本町{ピルの3階、 2階の2方向です.

本館ピル3階

3 Ffll;t.-.兄怖かに見えますヵt保安システムの紘です.ζζに113人

もの;j.γ トワーク・テロPスト{サイパースペース而に明るいテロリスト}

がいるので、キットライナーがこのフロアの保安システムを衆つ取るの

はまず不可能でしょう.この707で肘ち入りチームI;t..随所で枇音量に

な勺てきたキットライナーを助りるこ t仁なります.

会 1-6 : ;1/ー ドロポット(~.::.?ー〉が2機ずつ綾法事れています.

世7:この舟騒では3人の品ットワークテロリストがダイプ中です.

サ4パ由スペースではヰットライナ一合唱加也に陥っているかb知れませ

ん.ダイプ中の人1mは鱗紡備ですから、彼らを守るため、この荷i屈のI荷
には手ごわいパトロー沖ロポットカ鴨et>れています.テロリストたちは

ひと附まりになっていすて官民りこりていますから、例x.-暢ではり込

むチ守ンスがあれば、手術弾やグvA~- ドE単一発で片づ〈でしょう.も

たもたしていると、テロリストもジ守'7?=アウト Lτ戦術に加わって

しまいます.テロリスト普~:'早〈、かっす4τ倒せ1;1'.、 A・'7トライナー

がこれらのロポ、ノトたちをfiHかして〈れるかも知れません.

合8:この錦@1こはノマトロールロポァト〈ヂイ由ノ〉が1機おいてあ

ーます.修血中だったのか、指副置hし忘れたのかわかりませんヵtぁtで
これを吸っ取って使用すれば‘かなりの戦力になるでしょう.

ガードロポ、ノト〈モニター}xJ2ヂ-1;1ま百jtl.¥
パトロールロポ、ノト〈ディーノ)x1 

テロ 9スト x3 データItj自由

停止中のパトロールロポット〈ディーノ)x1 

パトロールロポットのデ-';

名称・パ トロールロポ‘ノト 〈ディーノ〉

タイプ :M 

REF/MV :29/5 

HP 

装甲

: 10 

: Al∞/50% 

影状と装備.ヒューマノイドタイプ.ボディ I~筆者で弱々しい印象を受

けるが、告訴にサイバーパーツを流用したり、微動ブースターを配した超

高性能畿で、特に賃嬰なエリアにしか配備されていない.装備は左鳴にレ

ーザーガン、右艇に高周波プレー ドを内蔵している.むちろん附ビジョン、

聾告スビーカーも装備している.さらに、二町ロポッ トのセンサーには紡

揖機能がついている.高熱体‘発光体などでセンサーが無力化8れそうに

なると、自動的に偏光シャッターなどでセンサ・・績を防御することができ

るのである.また、フラッy ，，-ポムと同じ効果を持つ、 目〈らまし用のス

争ロポを頭oに内蔵している.これの使用回数は3固である.

射撃各行なう織の基本命中事1:却%、格闘のそれは70%、STR的虫カブ

ラスはま Oだが高周波プレ- ~の火力をもゥてすれば切断できないものは

ないだろう.<格闘回避〉も有しており、その能力は60%.ヒューマノイド

タイプだが、手には指がないので他的武者告を使うニとはできない.

レーザーガンのデータはレーザーライフルのものを使用.ただし、発射

方式はパースト射的みである.高周波プレードはっくりつけのも町なので、

ロポットを倒したあと、取り外して持ゥて行〈ことはできない.

3踏のコントロールソフト

・討ち入りチームがζの7ロアに1<J速する以前に、このソフトに俊大

したなら、劫初の保安システムの告販はでしか仔〈 ζ 主はできません.



その奥にある冊以U，見えないのγす.この状態ではい勺~いの敵は出現

しません.討ち入。チームに述J聾L てこの7 ロアの;/7 トに般入Lf~1.品

合、特にみアトラ4ナーが隊長システムの部座て術援をl叫Itτ，.る t主、

この ;/7 トの金主f酬明らかにな~~す.そしてマップ内の i 、 2. 3の

剖眠から1入ずつ敵のテロPストがダイプして〈るのです.テロリスト

たちが始末し忘れていたプロテクションそンスターも→骨についτきτ
戦別に参加するので、JlIi脳Bflーン1110tH ，.うニとに'1.ります.7'ν 

ポートオープで遇げ出そうとしてふなぜ'かζょでは働きません.マッ

プの中を遥川司るのは池ルν-JVにしたがえば)百'f(j主です.キットライ

ナーは肘ち入りチ司ムがテロリストを始末する£で'，，1iか生きながらえ

るこ tができるでしょうか.

ネッ トワーヲ・テロリス トのデ-?

テ ロ 1);ス ~A 部1.11から悲鳴.

サイバーイメージはギャン?'.

<tイバースベースでのデータ :HP 10、イメージファイ骨 印 %

使用ソフ争:ナイフ、防禅チョッキ、トミーガン

テロリスト自 諮虚2から整会晶.

サイバーイ〆ージは傭兵戦士.

サイパースペースでのデータ :HP 15‘イメージファイト 90% 

使用ソ7~ :ブロードソーにへんメッk シールド M 

テ ロリス ~C 部鹿3から議渇.

サイパ四イメージは手品随.

サイパースベ』スでのデータ HP 12、イメージファイト 70% 

使用ソフ ト サーベル、レザークロス、サイレントオープ

プロナタシ窃ン(7'，νトン)x1:がすロリスト (Cタイプ}を追跡するよ

うにま~t~o ニれ1;I.;ì‘フトライナペテロリスト知郎、なしに攻般を行な

7.テロリストたちはこのプロテクションをうぎった〈思いながら弘、

まずR・ットライナーを始末しよう tする.

. ，除去システムの部屋 ー得最初に存在する保安システムの部臨には

再訟モを操作するスイッチしかあり tぜん.テロ Vストたちを);'HIIたあ

tなら.奥の部桜に進めるでしょう.次の節度1;1.ガードロポットを制御

する費総iで、システムジ守ツタ鈍易皮1;1.4です.きらに氏一需品iH:去の
剖1訟はパトロールロポァト叫仰する瑚l極でシステムジャフタ総易J.A:は

6です.

.Il¥口はありまぜん.本館ピル5際にJ:i!っτください.

本館ピJレ2階

このフロ71こi主力怜自どおり、入賞か'lfiえられτいます.そLて、フロ

アの姿所にはカ'ードロポットが設活きれ、テロリストたちが人nのE捌
tフロアの巡副をrrな勺τいます.品、ノトライナーヵtすIち入9チーム

が突入する，i;1によζの2ントロールプ7トに入り込めば、人質の'{i;(H:

/11!:誌できるかも知れません.入賞を救出するい、う任務Iム他に優先き

れる4きものではあ9ません治大ヨーコの悲Lそうな'l<fi'1~忠色、だした

り、官同車した人質たちを見てし;!.W.'，lXって行〈 ニとはPCにはできない

かも知れません.入賞救出伊献を車t1Tするなら、GMIまマッヂでテロリス

ト、ガー ドロポγ トの位置を確かめて、曜版aをI~l始して〈ださい. PCた
ちがテロPストをk.t.絡して‘告訴祁nで片をつりるつもり{それ以外考えら

れまぜんが)なら、彼らl制見枇L、人質を般に使う1mもな〈品.it!lするでし

ょう. 逆に、もたもたしているならテロリストは入賞を1百にとり、PCt~
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PGY直直査

ちに降伏を勧めるでしょう.時仰を緩いでいるうちに、 5階からロ一世

ング・ゲイルがやっ τ きたりしτ、眠いI~~~叶;に苦Lいものになります.

合1-6:，ゲードロポット〈そニター}が2豊島ずつ訟m杏れτいます.

官3や会6をシステムジ守アタすれば、テロPストを簡単に始末できる

よtでしょう.

会7:これは巡回中のテロ世ストを表しています.人数114入です.

討ち入。チーふが会8または合9の部寂にまっす('r古帥・うなら.jまらは

PCたちの後ろに回り込んではさみうちにしようとするでしtう1);i.ット

ライナーか司王簡に彼らを倒してしまえば安全でしょう. bちろん合8、
会9の部巌にいるテロリストには気づかれτLまいますから

世8 ζの鈍/.iill主体惣所で中には4人のテロリストカ代、ます.物音を

1111きつりる tす("こ外に飛び出してきます.

合9 : この総届の奥に縛もれた入賞が5人封。、 .R3f~りのテロリスト

がf.fぎわに4人います.

テロリストx12 デ'-?';tiì~ ，'H

がードロポフト〈モニター〉 データ I~前m

入賞を首l草よ〈救出できたて'しようカ」ょのピルの他の7ロ7はまだ

fω境な状態ですし、ピノνの外もまた開背骨ピす.股nたちには.僧肢が終

わるまでもう少しここでi事つように含勺た方がいt、でしょう.

2踏のコントロールソフト

・プロテクションの〈アイスペンギン〉は4・ットライナーがまっす「

保安システムの初段に向かう L 後から追今τきて、討ち入。チームを

援護ιている最中のネットライナーを~います.

・十安安システムの部段 :ζのフロアの保安システムIUfードロポット

t腕色町栂成されτいます.これだりの数のがー ドロポットを象つ取る

のは骨でL ょうから、蹴~!なE を上手に使っτ討ち入りチーム~サポー

トしま Lょう1)jl-ドロポットを衆っ取畠場合、能易rJfl1→似ニっき4

です.

・出口はありません.本館ピ11'5階に)}!。τU!幸い.

プロテヲションのデータ

ソフトネーム:アイスペンギン

レベル ・1 合中率 ・ω%

タメージ o HP : 3 

防御ポイント :0 タイプ・穆動

特殊能力:攻撃が命中したら 10100ターンの問、相平田行動を止める

(;J:らせる).サイパースペースて'の 1ターンは0.1砂主的で最大10妙。見翼

世界では3ターン以よ)!1ll、動きが止められることになる.

本館ピル1隊

1際のマップ11他の7ロ7!:Jiうので注なして〈だきt、ζの7ロア

はダン7*ース原発の圭;関口でそのほかの役制はありま信ん.3階や5
際から侵入するよりt艇でしょう.通路内にはパトロールロポットが巡回

ιτいますが.(カエサノレ)?イプなので、待ち伏せτ不意討ちをすれば‘

簡単に例ぜるでしょう.パトロ-JVロポットの位illについてはG M冶敬定

Lτ〈だきい.1機11'攻繁を受11H. (也のロポァトもその地点に向か

っτきます.もっU..;i・ットライナ【が1機...乗っ取。て、他のロポ

ット~攻軍書すればより安全にこの7 ロ 7 '1:和庇できるでしょう. frl!にホ

ールにがードロポットが殺ili~ れていますが‘ホールに近寄らなければ
攻聖書はしてきませんいのがードロポットの移動mν-Jvl~ホー沖内にし

かありませんh
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会1:ホールから少し行った主ころには警官植民の館所本部があります.

この中には縫むいまぜんし、事奇術隊が{点っていたであろう袋備がた〈き

んしまっτあります.PCたちはこ こで武器品・帰農の補完ができます.遣

いて串る武器の種類は口径9皿 lλtのすペτの種奴の挙鋭、.22Calプラス

ター、 短針税、テイザ一、9醐 SMG、.45CaISMG、H据1のすべτのライ

7Jν謂1(スナイパーライフルlま4且君主スロープっき)、それと Y9ッドシュ

ーターなEでEれも 2Tずつ、ほかにスタングν晶、ードが川砥警縛t

スタンスティックが5本ずつあります.防具i主マグ4・ットアーマーシス

テムを除〈すペてが201:γトずつ、それtオートプロテクター や、ード

ポーラー〉が3:tiあります.5申請EにI剥しては、上犯の武器に装模されて

いる分だりで他には見当りまぞん.テロ リストが待ち去ったのでしょう

か.この7"7には他にめぼしいものはありません.

パトロ-Jl.<'O:tt、ノト(;fJエサJν)X4 データ I~前出

;fJ'ードロ"'''ト〈モニター)x2データ1111ij出

1磁のコントロールソフト

・ゴ由ントがいる罰騒がありますカtこのゴーントはヰットライナー

が他のフロアのYフトに逃げた !:Lτb追ってきます.ょの追跡11ジ守

アタ=7".7トするまて被害ます.

・保安システムの剖騒 :ζのフロアの白抜システムは脇援tガードロ

ポット‘パトロールロポットですが、すべてひkつの部座に集まっτい

ます.;fJ'ードロポットのシステムゾ'1:'7/1費量易IJfl14、〆マトロ-JVロポ

ット 1~5です.

-出口はあ0まぜん.タワーピルif.昨のyアトに戻って下さい.

攻軍隊

テロ 9ストもいつまでも黙っτ見ているわりではありません.討ち入

。チームが続下に降り、井ットライナーカ旬、ットワークの奥の方式で進

んだらけイミングI~GMがはかつてください)、テロ F ストの攻勝!Itが

8Ff.の侵入者を攻理揮しじきます.彼らは(使用可能なら)エvベーターを

使うので、討ち入りチームがそれを見て、ヨーコに注意を促すζtもで

きるかも知れません.テロリストの総帥野掬したヨー::>1まサイパース

ペースの.;i.ットライナーに4唖Eしないで、主君い残しτ戦いに臨んでい

きます.ょこで1・ットライナーが緩mのためジャッ/1=アウトす晶、 t
申L出τもt宜P:11聞き入れません.サイパースペースでの恒織のほうが

大:<JII!ι自分が半人前t思われるのも嫌だからです.彼女はI人で応用院

するζ主になるでしょう合'.1tけるこ kはありません.たt!.、最後のテ

ロ Y ストが投げ込ん1_~酬の爆風から、 無JJi備のキットライナーを守

晶ため身体を投げ出L、重傷をj¥ってしまいます.他に維が見ているわ

りでもないので、 PCたちがζれを知るのはかなり後に'1:るでしょう.は

かのPCがいるのなら金Jl..修我もな〈テロリストを倒せるかb知れtせ

んから、ヨーコに関する以後のプロットli$少変更していって〈だきt、
テロリスト x6 データ11jjijll.¥ 

テロリストを始末したあふ彼女liサイパースペースに炭っτきます.

本当はMOの状態なのですが、強靭な~志カで自分が重傷を負。τャるよ

と111特眠終了まで隠し通そう tします.

ACT-4 ..JUSTICE 
本館ヒツν4階にはある粂1'1'をi両たきないかぎり侵入でき tぜん.よれ

11サイバースペースも問機です.その条件1:11、ニこのAクラスAIを乗

っ取った〈オスカJv815>を続地に追い込むこ tです.J~綱引:I~

1.1説子宮Fコントロ・-JVのスイタチを切った.

2. rダイナモJrローリング・ゲイJりを含む、ピノν内のテロリストを
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ょのセクシ沼ンにまでlf，'f)':進んでいるなら、少な〈とも 4の2つの粂

('ÞI~クリアしているこ tでしょう. PCたちがEニにいるにせよ、耳、:Th:に

館内(サ4パースペース色合む)にオス:/11"の戸が軍事きわたります.

rナンセンスfJ.11たちはなぜそうも者自&1;な労力をmねるのかー . . ，愚か

な炭紫!Ii命体n よ.主tf.こちに興味合r-j!か、1.:..私の住む織にtm与しよう.

bっと も玉f.U でたn者リれ11'のM1!:が.J

サ4パースペースでI~， .1，ットライナーがEこにいよう kも突然自ij.j

にゲー トヵqW)きます.ζ れカ旬ド白~i4際のコントロール;/7 トの入口です.

ゲートの向ニうは今までの殺風景なサイバーイメージkはうって変わっ

τ.中也のきらびやかなtt桜の健闘が広が今ています.そしτ中央には

こじんまり l.1:Jil.1i;が見えます.

l.tち入。チームが本館ピルt二いるなら、各FfrのエνベーターがPCたち

を迎え入れるように捌きます.また、各7D7の陥品そもすべτ聞き、す

ベての踊E55システム b機能を停JIーします.生き娘。のテロリストがいた

~l.τ ふなりをi清めて J品て きません.彼らにはもう戦:æは伐つτいま

せん.有能なPーダーtすご腕の殺し屈が倒t'れてしま勺たからです.

PCたちがよx.vベ-?ーを艇おう tするなら、ヨーコがストップをかり

ます.

rl!めよ.エレベーターを世!うのは危険だわ.ケ-71νを切るのは簡単

なこ kだし、敵が待ち伏せをしていたら逃げるとよるもない.J

それでも、且νベーターを使う tいうなら、ヨーコの心配Eおり.ケ

ープJνを切られて1ft}にたたき務tされるか" 4際についた瞬間にエν

ベータのドアヵ湖E切れになるまで総攻鍛を受りるこ主になります.討ち

入。チーム11二よまで米て全滅します.

また， ;j、ットライナーはここで、サイパースペースを通らずにジ'¥'ツ

ク=アウトしてIHち入りチームに合法しよう kするかも知れませんが、

ヨーコはそれを押し U'めます.

ri!1獅は然物よ.ょのピルの中で11サイパースペースにいる方がヤ制こ

有利かわかってるでしょり

役主は今や限芥に遣した怪我の1怒しみに耐えながら、こう含います.

r;tスカルはまだ何台、企んでい晶わ.でi イメージフ7イトを想定し

て設al・されたわりじゃないから、戦いに符ち込め11'、あなたなら必ず勝

τムわたしは一新に1111そうにないりt. 必ず挺ってきてね.J

別れぎわにキスなEをするふ 3晶が盛り上がるかb知れまぜん.また

.1，ットライナーはかなり11'1粍Lτいるでしょうから、ここでー皮ジ守ツ

ク=7ウト Lτ、ドラッグなrでWIL，の問仰を行なうのもよいから知れ

まぜん.

オスカルの宮い渡してきた粂件(相手の手の内も知ら事れず.普滅厳1f(

な7D7に呼び出される}はあまりc::{"')なので、文句をfZったり、交渉

をしよう tするPCがいるかも卸Itt;!せん.そうしたj晶f号、オスカ仰は本

館2'膏の積良たちゃタワーピ1"2階のマシュー少年~鱗般て閉じ込めた
iパトロールロポットガードロポットを器し向リたりしてPCたちを

自迫します.

rおたちの今までの命運に敬意を怒して、生き伐るチャンスを与えたの

だよ.この発大主処i置に従うのが織なら、そのとき 11....・・J

本館ピル4階

この7ロ 71~払強のガードロポット、パト ロールロポットによって守

られτいます.{;tス:/11ν815}には人目1)なniE々 堂々 戦うなどい、主

な総11b・11らむなし rちらかい、ぇ11'、自分のL島市な官1也lを阻止しょ
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う t するw凪n~駆除すると“う心づもりです.
この7ロ7では討ち入Pチームli;i‘ツトライナーの銭高置をNJl:キLτは

いIH せん.ニこのロポ、ノト I~中健からコントロ-1"事れていますから、

釆っ取れるわりがないし、 ;/7ト内にHんな民がt:l:骨十りられているか

わからないのです.

7a7に狛唱す畠ロポットの総欽11以下の主おりです.PCたちがEの

防E置からやっτ来るかわからないので‘初期配io:rま紋定しまぜん.

3ゲードロポット 〈インスベクター)X12

パトロールロポァト 〈ダィーノ)x6データ11iiijIJ1

ガードロポットのデータ

名 称 ガードロポッ ト〈インスベクター〉

タイプ 。M

REF/MV : 17/8 

HP : 2 

接申 ・f.，iL 

形状と装備:1世箇をぜわしな〈定リ図る内豊富状のユニットで、ボディの

4個所に高速走行用の豆がついている.俗称〈セキュリティポール〉とも

呼ばれるタイプの物で.いままで登場したガ-rロポ ットと遣い、フロア

内を自由に走り回れる.主饗な震鰭1:ニードルバレル、耐震装に低出力レ

ーザーを装備している.その他的接備は、底捜カメラ、 IRビジョン、 聾告

スピーカーなど.

エードルパレルは毒針を射出するもので、火力以外田データは短針銭の

ものを使用する.これの攻繁がIIeJ命中するごとに、即座にSUVランクが

Uとつ低下する{フルポーグ、命中部位が穏手などのザイパーパーツの場

合効集はない).苛して、次のターンには身体全体が動かな〈なる.ニれ

はニニでは〈応車平当〉をむってしてb回復はできない.病院でなら回復で

きるが、紙って釘けばお骨〈らいで死んでしまう.低出力レーザーのデー

タは.Z2C剖プラスターのものを使用する.

〈インスベクター〉の持つ基本命中事は20%だが、室近距穆に寄らねば攻

撃で害ない割に、絡鵠戦に1:手も是b出ないという致命的な弱点をj寄っ.

使い鎗て兵穏なのかむ知れない.

オスカルの作戦

この手ごわいrW!UJたちを*してロポットで倒せるかEうか、彼も疑

!日lに感じています.ょのフロアの保安システム I~ガードロポ、ノ ト、 パト

ロ-/~Dポット、数多〈の繍岱1:11ではありません.二のフロアt."11<二

段殺害れた併E毘ガス噴射義訟があるのγす. ζのガス11フロア全部lに行

き i躍りますから、 GMI~頃合をみて使用しτ U."t' い.

バトロ-1"ロポγト11PCたちがぱらぱらになるよう連係してj ード

ロポァトカ怪近距隙て羽針を繋ち込むか、協僚で閉じ込めてし£う、 t

いうのがオスカルのmいる器本の作戦です.そしτ.虜にした彼らをf直

っτ、らっ t む fi!J貴な存盗であるネットライナ-~の取引の籾料にしま

す.ニのフロアでは1i'tち入りチームはまった〈いい所はありません.GM
はなるべく PCたちを殺さないようにして、 ζの暇闘は卒時に切。土:1'て

(t!~ I，， 'o 

なお、 AクラスAI (および13仰のCクラスAI) I~4f時中央の合 1の舘邸

にあります.民[則と して、討ち入りチームのメンパーはζのフロアで11

無力ですカえ彼らの行動いかんによってl阜、プロットを変更してAli'破

耳障寄せτもかまいまぜん.

むし.品、ットライナーがg')7ロ7のパトロ-IYロポットを使って討ち

入りチームに阿行しτいるなら、他のメンパーが無力化したあふ 2ン

トロ-/1/'/7トに入っτ米るように命令します.命令にt邑わないt、仲

ぴτいるPCI孟皆殺しにt'れます.



開跡直1ft

4鰭のコントロールソ7 ト

こニのコントロールソ7トは他の7ロ71:途L¥広<1問。1た縫liilです.

おそらしオスカルカ嚇平に作り変えたものでしょう.マ‘ノプ11鰍せま

せんカえ号の庭樹I孟見るかぎり広大に広がうており、正稲に大きな池、

中央にある小きな襲~を闘むようにバラの咲き乱れるIliえ込みがありま

す.まっす〈・1監食に向かう ζkはできません。

1.大きなi邑はかなりi東いらι〈、軍基が例えません.酷いで減ろう t

したり、池のほとりで思案しているし品の~きそうなi唆L守が訴しか

りτきます.

r，令スカル-:!tに会い4二行かれ畠のですね.Ioうぞ飴にお乗りu:事い

たどし!4fさまを倒せたらなあー!J 

波し守の敵11崩れだし、半I白人のようなそンスターに変説します.デ

-;!t 11後述.ζのプロテクシaンを倒せ11'， iIlに~9、地をi鹿今て聖堂

にたE り~I(こ t ができます.

2.パラの植え込みの方へ迂回するなら、l人の少年を発見できます.

絵にf郎、たような挺少年でパラを一省、手に持ち、こちらをぜつなげに

じっt比つめています.少年と目があったなら、WILのAR20の(WILが
減少しているならその他で)チA クタをしなりればなりません.少年に悠

入もれた局、ットライナー1:ふらふら1:"ラ白書に入っτいきます.事tがつ

( 1:、パラの t げで全身ポロポロになって混~の1日に立ち尽〈している

のです(WILtこ106ダメージ).成功したなら、ニの!x!少年の正体をえ

緩めるよ tができます.よ〈見るふ彼はパラのおに桜われたそンスタ

ーなのです.こいつを倒したなら、切れ目のないはずのパラの槌え込み

に、小道があるのを宛兄できるでしょう.

バ111
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3 恕訟の前にやってきた局、・ノ トライナーのjjijに新たなプロテクシn

ンヵ'!f.場します.聖堂の入口の前にマスケァト銃を待った近'命兵がお号、

こちらを攻型書してきます.攻量産に使えるマジッタソフトかガンソ7トを

持っていないなら、兵に近寄るまで2;!rーンun、攻聖書きれ絞ります.

プロテ?ションのデ四タ

ソフトネーム 。半魚人

レベル :2 命中串:70% 

ダ〆ージ : 5 HP : 15 

防御ポイント :0
特除能力:人間に化付ることがで~る.

ソフ トネーム ・ローズ・スピリット

レベル : 3 申中率・ 50%

ダメージ : 7 HP :お

防御ポイント :0

特殊能力:人間に化けるニとがで8る.

ソフトネーム近衛兵

レベル : 2 命中寧 1∞% 
ダ〆ージ : 6 HP : 8 

防御ポイント :0

特競艇カ・攻撃はガンソフト嫌い.

4.ζこまで述べてきたプロテクシ謂ンに対しては徽闘が始まったな

らL逃走も突破bできません.また、このソフトの中では外tの通信1:

t れませんし、テ νポー トオープ~~虫mできません.時間の流れはゆっ

( 9で、現実世界t閉じ〈らいのスピードγす.GMI.t.4際の肘ち入9チ

ームの峨測を綜えてから、ょのパラグラ7にかかるようにして〈どきい.

5.葱笠の'I>i.t.吹抜けにな勺τいて、ホールしかありません.その[IJ

央11-段潟〈なってお争、五雌が被えられτいます.そ ζに1.1.，緑色の

勺ント舎はおり、腰に11サーベルを提げ.惣かなブロンドをたたえた都

峨の貧公子が'l!I!っています.彼が〈オスカノν815)(のサイバーイメージ}

です.品、ットライナーが入勺て米る t蕊&の前のL怖をすすめます.

rょうこ号、 王者の問へ.よ〈ここまで来られたな.しかしおはまたも

無駄な努力をしたのだ.二れを兄たまえり

正I同の大きな池に白骨1~11I1" 1:、水而ー綜にやN:Hの姿例換しIl¥されま
す.

GMI1~・ットライナーの性絡やドラマ性を考えτ、映し出されるf中間を

次のどちらかから選んで〈だt>い.

1.攻穆に失敗した討ち入9チームの姿カ映し出されます.It!:んE
のメンパー11.1量殺をしており、中にはf1i'針を按ち込まれτ苦しんでいる

者い、るでしょう.それtι 催眠ガスて取りニりτいるのでしょうか.

rどうだね.彼らは私の手中にある.滋針を繋ち込まれた者は30分も持

たないだろう.彼らを助けた(1;(，9ピエラの残したみツトワ-/1ライ

ンのオープンパスワードを明かしたまえ.か〈しτ品無制d:，窓はそれ

を自にしτいるはず.きあ、弘には時間がないのt!.早〈震ってしまい

たまえ.そうすれば金μ無IIIに返してやろう.J

2. ;!tワー8階で待っているヨーコ念映し出されます.色I:'klt首鰯に

苦しんでおり、そのまわ0では数体のパトロ-/1/0ポフトがiliを突きつ

りτいます.

r.sをガードするはずの彼女が沼の足を引っ張るこ tになろう主はね

彼女I.t.SWAT1:しτIl.失格だな.おが俊主を大ゆに思うなら、私に隠し



τいることを怠ってしま主こ tt.:.そう、 リピエラの残Lたえ.ットワー

クラインのオープンパスワードのこ主だよ.私には時間がないのだ.全

員が即Jか畠にはそれしかないのだよ.私の寛大な処mに感鮒したまえ.J

ヨーコ I~ロポットのそふターカメラに訴えかけます.

r~あ、何をしているの! 私のこ tはかまわず、早〈オス:/1'"を… 1

ここでおkなし〈パスワードを教える人Iまいないでしょう.持者1Ji'稼
「なEの酬で交渉を始めたtして伸長士です.

品ァ トライナーは白己筋線プログラムのスイッチである句めを探そう

tするかb知れません.PERのAR15に成功すれば、このホ-/Vの隅に

小ちな造りつりのテーフツνがあり、そこにをれぞれ卵スタンドに収まっ

た卵が3つirIぃτあ晶のがわかります.

品、ットライナーが「ずfずしているか.二の卵の方に向かうならオス

カル11.立ちよがり、サーペJレをU:t、τ襲いかかっτきます.

rならば、:tlを始末しτから1&，のことを考える tしよう !J 

〈オスカル815}のデ四タ

けイバーイメージは栓罵な:擦の貴族.

サイパースペースでのデータ・ HP 25、イメージファイ争 70%、 ダ

メージ 9、防御ポイント O 

彼に対してはマジック/，ゲン'/7トIt剤泌がありません.謀本的に攻

態11サーベルτ滑ないますが、相賜8'1'、隠し持っているハンドキセノン

を艇うよ tができます.ハンドキャノンはガンソフト扱い{命中世'J:arlt必
婆ない}で、ダメージは段τす.この晩期sltシナリ泳中で最後の戦測にな

りますが、 4・γ トライナーがあまりに弱っτいるなら、オスカルのデー
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タを良質してバランスをtって〈だきい.また、 ζの戦測に多加するの

カr~.ットライナーひ主りでないなら、プロテタション〈近衛兵〉を出現

事ぜて.他のPCcこ当たらぜるの也よいでしょう.

;j.ットライナーはオス:/1J~へ攻耳障を命中幸せられたなら、相手にダメ

ージを与える代b~ に、テープ仰の卵を I つ、叩き崎町すζ とができます.

3つの卵のうち、 3つ自のが料骨で、他のIUスカルが作ったダミーで

す.どの卵カ明lれたかの判定については.GMが103でランダふに決定

す晶弘よし、みツトライナ司がい〈つ思をl申lったかJl:雷するのもいいで

しょう.本物の卵会常11れたり、オス沖Jνをイメージ7アイトによって倒

すこ tができたなら、彼I~無念の叫ぴ声をあげつつ盛~へ吸い込まれて

いきます.

オスカルが消え去ると聖堂I阜地理Fき主共に脱却揮を始めます.そして、

ニの厄凶も…e寸・ットライナーはここから逃れられず.長1がよ事〈な勺て

..... . • 

ACT-5 THE UNIVERSE 
気がつ(!.， 'C-m!そうにのぞき込んでいるヨーロカ材、ッ トライナーを

抱き起こして〈れます.

なかった.らう自を党tきないんじゃなνかf..C'I¥'!しちゃった.J

8Wiのこの前線のドアW~Iぃτいて、通路からは忙し〈動き回る$WAT

部隊の桜婦が帥iζ えます.

r僧俄は終了よ.;j・*=アップJνを、いいえ.私の命を救って〈れたの

はあなたt!わ.tうもあーがtう.J

彼女It;j.フトライナーの手を強〈偲勺て、事しをの'ぜます.

PCたちの今幽の活路I~、悲ら〈勧宜きれることはありません.しかし、

ζの危険なf側臥:~1ltl l..、それを完遂したことはこの事件に燐わった援

もが知っτいますし‘絞らも感謝!.tj:駄の8をPCたち、主りわり品、ノト

ライナーに向りるこ tでしょう.

やがて、副IJII幽された他のメンバーも抱豊臣に乗せられてやって〈るで

Lょう.絞らの冷やかしのなか、 2人lま即I)lt起ζ しあいながらヘリに乗

り込みます.

成厳令の解除tIれた4・*=アップルの伎の1酬に、 ー符の乗り込んだヘ

リIti悶えていきます.

ENO 



はじめに

このシナリオ11パウンサ一向11のbので.参加人数113入から5人〈

らいが溢当でしょう.b .， t~、シナ F オのプロット It前半カ可官報収集、
後半カ犠閥tな今ているので、 ZんなキャラPタ目クラスでも埠tιめま

す.舞台11ネオ=アップルです.

遺跡

PCたちは開業者を追跡する主いう変わったす上:111i' tlllIltいます.つま

り.ブローカーから依頼された荷物を持ち逃げしたハンターを縦し出し、

摘まえるか.殺智するのが今回のPCたちの仕:111内容です.もちろん、ハ

ンターの持ち渇げしたUd置なドラッグb探して持ち帰らねばなPません.

俊索を進めるうち、ょの1lI1'牛のJ'{，剥がしだいに明るみに出τ、1li.1i民主が

殺害tt..PCたちにも暗殺者の手カ'i'Iります.この品オ=アップルで生き

てい〈た時には、逆に彼らの本拠地へ乗り込むしかあ0まぜん.

GM用情報

干椛骨骨持ち述げLf;/、スラペサンヂィ ・ ロングi阜、中川坪~，のため

にプローヵーを袋切ったわけではありまぜん.彼女は3年前、両親の命

を奪った乞a剤{プラットヲ を生産するマ7ィアたちに復帯するために、

ハンFーになったのだし‘それに一枚かんでいるプローカーのH で情

報を集めτいたのですから.

そのブローヵー.l' 7 ~ ・ ムスリマ11彼女に持ち透げきれた〈プラフ

ド〉ふ おそら〈白分t マ 7 ~ 7の渉11を係り出しτν るt.1'!.われるサ

ンディを亡き bのにす"'(、 Pαよちを聴うのです.PCたちにはEちら

につ〈かの選択織は与えられません.

来してPCたち tサンディ 11巨大な敵を打ち倒すこ tができるのでしょ

う念、

ACT-l チェイサー
滋ié~~遊りるため.赦寄りのパーに飛び込んだPCたちは、ょこのブ

ローカーに仕事を持ちかりられます.

仕司国内容は{ブローカーが需うには)彼のft<fJlした検石1を持ち逃げした

ハンターを鍵し出して連れi}f.~.かっその1111.1をも取り返すこ tです.

ハンターにl喝しτ、巡れ!}ii}るのカ句布JfU 判断したなら、絞してしまっ

てもかまわないkのこ tです.契紗w-.の内務11以下のtおりです.

依頼3.: : ~7 ィ ・ ムスリマ

内容:依頼主t契約中のハスラー.サンデ4・ロングを彼到障し、依頼

主の先に連れ掛るこ t.事らに、可能なら役kが持ち逃げLf;ドラッグ

〈ブラッ ド〉筑JOgを持ち締畠こ t
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条件:期限内に鑓LIl¥ぜなかった場合、またサンディがシティ外へ進

走してしまっている場合、百i企!のみで仕事It終7する

期限:10日目Jl
軒目環.サンディの生nにカ噛・わ0なれ総額>$ω.仮JO.うち前金は<1

人当り>$2.償却

仕事を引き受りることにしたなら、または引き受付る前にい〈つ治世11

きたいこ tがある場合、以下のzゃからい〈つカサ官報が得られます.また、

ブローカーの鮮判や綾子、底のf血の客なEの反応なn以下にまとめま

したので、 GMI1参考にして(f!~い.

1.契豹内容について ・ブローカー自らチェイサーを泌すなんて、後

ろ(.らい理由でもあるのでしょうれそれで也ζの掛脚峨常です.

何しろ相手はハンター1113ヵ月の布川喝なのですから.ブローカーがを

わそわしτいるのも気になりますカtそれにl剥しては本人品コメントし

ませんしこの底にいる設もその現出を知争ません.基本的にi阜、契約

の内容についτ、H.PCに;r，喝蝿があっτb~ フィ 11受付つリません.た

だし、 PCの究組みがうまりれ附時金額の引きょげ11&llめましょう.
2. '/7 ィの評判と機子 :~7ィ 11 ドラッグを扱う.制t有名なプロ

ーカーですヵえその得判1111:.ずしも良いものばかーではありません.ハ

ンターに対しては律儀だし仕l~も貨のいいものを探して待。τ米るの

で、すこぶる終判ですが.ドラッグなE仕入れの蘭ではあら叩る合法.

非合語道目織と結託して‘いつも甘い汁i"!Jl:っている主の常です.も。t

もこれは伎の成功や践を挟む織の溜"，えとも とれますからハンターなら

世間一般でいう tこみのr疋緩」を綴りかざすのはやめた方がれ、でしょ

う.きて、 PCたちは彼と 11初対面か色知れませんが、1'7ィはなんとな

〈滞ちつかなげてそわそわしています.前に会ったζtのある PCなら綾

子がおかしいこ tに気づ〈でしょうカ仁そうでないなら務ち者きのない

おやじだな、 t感じるニ tでしょう.ii'I''I'H様子に関して11常織の範阻

なのでこの情報を得るために特にチエyクは必要ありません.

3.サンディについて :1'7ィ11PCたちに写l't簡単なプロフィ-/い

データのコピーを〈れます.。エーブのきついみ毛をシBートにιてお

り、時11グ9ーン、そI!かすの残る荷iで歳111&V!そうです・'1'4両です
が、いお・に色気の強そうな感じです.ハンター懸は笠録の期日が:iEL'、

tすれば3"月色絵っτいません.このギJνドのデータから分かるこt
11.ランク(当然E)主か、使用メカ{パイ;1)なE役に立たないものばかP
です.~7 ィ 11、鮮L( 聞きたいζ とがあるならあそ二の担当にIliLτあ

るからあいつに出1(がいい、 kパーの摘に色、る労骨智Iてきし示します.

伎はサン:r~t踊lんτ仕'111を Lていt~/、ンターで、タフィの知っている

こtも合時、彼自身い、〈らかの情報を知っているて'しよう.それから、



，e，裂なら行ってみるがいい‘ tサンディのアパ・・トの住所t肉叙(兄だそ

主です}の住所、2念、所世紀LI:メそもPCに渡します.それが終わる L

彼1.1ぷりぶりしながら応の奥に引っ込んでLまいます.この2カ中庁のメ

毛のうち、兄の住所;;-凡て、その名前「トふー・ ロングJIこ心当たりがあ

るPCがいるかも知れません.EDUのAR20‘または〈公nn苦〉のSR~に
成功すれば彼カ弘偏重先り出し中の小鋭家であることを思い出します.

4. このパーの雰囲気.惑〈あり式ぜん.タ ;J~ がや 9 手なのカ'. fli 

の絢J克品らお級なbのが$いようです.これはEDUのAR15でわかるで

ιょう.内部の様子はオープンタイプのポァクス席が12組、カウンター

は15人IUが殴れるようになっτいます.ボックスの方は4人ずつ4組、

カウンターの方It6人がかたまって駆っています.

5. 他の客(ハンター)たち 。欽んでいる客の航の中には.腕利~ ~し

て布名なハンターbちらはら見えます.客のうちハンターのグ伸一プl.t
3つ〈らいで、 jl;J.{がPCたちに仕司Eを持ちかげるとみんな、ふふん、

~~で笑うような器怖をします.あとは知らんぷ9ですカ"PCたちがそ

れを兄tがめて彼らのテープrνに近寄ったり、単に情報紙jsの日1(.)で彼

らに話しかりたなら、 こんな絡が間ります.

'まった {jl ;J.{ の且II~も判婚演なζったぜ.たかカ積出しの小股ハン

ターひと争にいっ1:也、何人のチェイサーをまわすつもりなのかね.ニり

やfPJかあるかもな・H ・a・-おい、{をたちもおなじf士事を鍬It負ってんだぜ.

t車、こんな〈だらない似川片手間1:111:、あの抱繍I主総力1:よ主.J

サンディのこ tについては、彼女カ唾晴人tいうこ tもあって緩む鮮し

{ 11知りませんし、興味もそんなにないようです.たど、車rr人にしては

なかなカ唱創立長かったtいうことです.

6.ブラッドについて :プラッドというのは.ドラッグの俗称(または

コード晶、ーム}でしょうが、この底でこのドラッグの正体を知っているの

は!J;Jィだ11です.PCカ司虫自に制4れU'iE体11'明らかになりますが.こ

よではわかりまぜん.!J7.{はなる....{PCtは話をしたがりまぞんL.
契約州済んでしt ぇ 11'，ウ*J'V~ーに任せて、奥に引っ込んでしれ、ま

す.もし PCがf東学〉のSRMかEDUのAR30に成功すれば、 3年前に

出回勺1:1'.玲主舟lのー栂げ~~ ぃうことを忠、ぃlliしますパプラァド〉はヰオ=

アップWでのみ出回り、当時It取締りの椴子がエユース1.e:取を賑わした

ので、品オ=アップル出身者はそれぞれSRl、AR2Ot'成功にできます.

"司の隅にいる男の括

PGたちが彼の前に現れるふ愛惣よ〈自己紹介から始めます.iまの名

11ウ方沖ター・ゴードン、ランドプラスターだそうです.ウォwターは

タフィからζの仕事~li'Iり ilうハンターす4てに情報iを与えるように曾

bれているのだそうです.(PCが~t.鴻1らないなら)つp ， ζの仕事を

綿IIllったのはPCがはじめτではな〈、既に何チームのものハンターた

ちが彼女のf賊冷掛l始しているそうです.タ7ィは来るハンターすべて

にこの仕'111を依頼しτいますが、なぜそこまでするのかウオ作ターも不

足織がっています.きτ彼の話して〈れるこ U1以下の主おりです.

~7ィの眠 :彼のlI;t:~、役kの持ち去ったドラフグi捕妹なもので.

市場に甜tれればす〈吋こわかるとのニし今の所、市場にl主流れていない

そう仏まに側切なEには彼が独自に手を回してシティから出られな

いようにLてあるし、出たらすfに連絡が入品 ζ とになっている.タフ

ィは、彼女がシティから品たのがわかったら.処査を打ち切るつもりら

い・が、なぜilkic:がシティ内にまだいるH事情しているのか¥それも不

思織である.

サンディについτ:自分としては彼女がこんなことをする tは. tて

も意外であり遺憾でもある.3ヵ月>>;j、タフィかもこの子をよろし(fJl 

むt紹介きれてからは、自分が帥先輩として→1;1:仕ゆをしτきた.
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G診

t曾っても仕事のIl!I歎1:1.11Xillにもi鵡たないが.弘安11愛想はあまりよ〈

ないが.腕11良かった.仕事にl剣しτ11ドライで、そつな〈 ζなす方な

のだが、ドラッグのからむ仕棋のtきはEうもいつb感情念T;15ぶってい

たようだ.!:うやら、ドラ γグが嫌いらい、のだが、ぞれならなぜドラ

ッグをおもに扱うタフィからfj:<I>;;-納付IIうのか、非常4二段|別だった.

もちみん、無愛想な彼女はそれについていっ幸い2書して〈れなかった.

最後の仕事のとき i敵 t川首抑制Eもドラッグのからんだ仕切だ

った.3目前のよ tで、その日の仕'11111各絡のドラ‘ノグt食辛も官，な1:;;-

テキサナに巡ぷtいうもので、自分はドラァグを受付取Pに行った彼女

をシティ外綾部で待っていTふタ7イは彼女をやり手と総時、かなりあ

i画なドラッグを運11'ぜるつも 0だったようだ玖役立はそのまま行方が

わからな〈なった.その日の彼女はかな0緊張した簡もちだった~!目立

している(タフィ b阿CIiE営をしτいる).

チエイサーについτ
ハンターが契約を故意に破ることは、彼にとゥて、ハンタ一生命的終わ

リを袈します.契約金破られたブローカーや、その他的一般依頼主はハン

ターがHi.lltしている吾ギルドに申し出ます.ギルドの方では綱置のうえ、

何らかの処置を取る二とになりますが、悪質なケースに対する処置のυと

つがチェイサーの派遣です.つまリ、ギルドから艇のよいハスラーなどに

自のハンターを遺跡喜せ、濯機、殺容8せるという手段です.今回のよう

にブローカーが甑緩チェイサーを繰り出すのは異例のことですが、よほど

大事なものを持、去られたとか、ギルドに申し出られない理由があるので

しょう.



PSY直lf.E

他のプライペートなことについτ:号れについτは自分はまった〈知

らなh い・うよ り、徐女It絡したがらなか。た.ただ、兄がI州、る

というよ主11同1ぃτいた.今にしτ思えIt.彼女はある目的世持今てよ

のハンター祭芥に滑り込んだのではないだろうか. 

. 後に:PCの織かがSYMのAR17に成功Lたならζ う奮いますJ彼

女 ~11. 1)( までbf:tゆ上の付き合いしかないのが自分としては殺念1.!o

役主が向か厄介なζtに巻き込まれτいるのだったら、 f士司司世きで手を

tlぞう.必要になったら連絡を〈れu

ウォルデー・ゴードン

2拡袋、 IU同.容貌l;t少しダイエットすればダンディI!仏 と

いう感じの9~で、いつ b 耳司li'ìJ~をはやιている.ランドプラスターだ民

地道にトラッカーを絞りてきた.彼11サンディのこ tを憎からず鬼1って

いたらい、. このシナ~*においτ、彼の韮林約な役鯛は情報削附旬、

PCがE目むなら、またはGMがシナリオ後半τ司眼力不足である<'1"1節する

なら.，e~な場開でPC~倒11を共に寄せてらかまわない.

能力値

STR 12 REF 16 OEX 13 INT 11 EOU 10 

PER 14 SYM 14 W1L 12 SUV 0 HP 9 

主な取得スキル大型メカニクス 80%、土地カン 73%、暗号信号 32

%、地上車全般 102%、小型経ナピゲF ト 21%、コンパツ争シェル 51 

%、応車手当日%、偽装カモフラージュ 34%、小先鋒 65%.重火

錯 68%、滞緩火鈴 49%、投てき 42%、無平戦闘 74%、ナイフコン

バ ''/t- 35%‘絡倒窃避 51%

主な接備:.44マグナふ、 12Gショットガン、コンパットナイフ、ファイ

Jてーシャツなど

使用メヵ:トラックと均一耳(共にサンプルの鞠を使用.ただし、トラッ

ク部に12.7醐 HMG)
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ACT-2 捜索
アクセスから，!Jられる情報のなかでめばい、ものはありまぜんし、こ

の際膏でサンヂィの行方を骨矯犯で鈎4ょう tして b無駄です.この先

の情報は足で探舎なItれ1;0駄目い、うニ tです.Pαヒちは悦司障を始める

に当t~勺て、サンディの7パート、サンディの兄が住んでいるマンシ曾

ン、の2か所に紡れな〈 τl;tなりません.(ブラッド〉のこtを鏑4 るに

はドラァグに鮮い、者に尋ねるしかありません.術幸ru話か、知合いのプ

ロー;Iiー、でなItれItけ噛怖い、応仁翻員、餅a'"出すしかないでしょ

フ.

サンディのアパート

サンディの住むアパートは/~ータウン ・ エリアの内勝部.ダウンタ

ウンの一角にあPます.錦邸の織には数手Eの鋭部が司書ち込まれており、

l闘いτいます.アパートの管理人に綴めIt;鑓11側りて〈れたはずですが‘

ζれI幻自にここ老齢れた気の短いハンターのi民l!11プしよう.iflfFにいる

管狸入11PCたちの資を凡 tがめる L鎖をしかめて罰践I:~ I勺込んてし

まいます.

ここで.むしこの聖書ち込まれた銃掃を鈎"';:::1，:丸、い、うPCがいたなら〈鐙

定〉のSR2または〈小火経〉のSRlで、 .357-;>グナム5暇である主いうよ t

がわかります.~はこのS光州11ハンターの物ではな〈マフィアのイグリ

ァトの繋t，込んt，1却ですが、PCたちがこの段階でそれを知晶方法はあり

ません.GMI.t.' .357マグナムか、守/.7が好んで{史う武器だねえ』な

n、それとな〈伝えてもかまいません.

告書庫の織干 .紙風3;tな部屋で、まった〈生活惑がありません.割綴の

つ〈り 11.~ピング鎌ベッドノνームの・-ffI~践のみで、他1J.キッチン t ト

イνtパスです.策された部騒の様子から務するに、 Eうやら以前にき

たハンターたちは何ら手がかりを克つりられなか。たようです.応1111に

ある物の中で手がか似=なる情報や品物が見つかるのは.ピジ点、スデス

クt地'*の2つからです.

ビジネスデスク ・デスクのよにあったものはす4て、視必に床に殺げ

U~~れています.手がかりになる品はありません.ヂスクの裂の奥の方

に発見しに((なるようにテ-7"(カードヵ咽占り件付られています.カ

ードl;t4cmX 60"'の大き~の磁気カードです. これはE うも どこかの都

邸のド7å'" 1~1りるキー沖ードのようです. これを従丸する1:I;tINTまた

はLUCのAR25に成功しなIHtltなりません.他に、繍家からの1Wiltで

もこれは発見できるでしょう.なお、ヲi出Lの中は荒されていますが、

司114'1:1同係のある物品はありません.

縫束。ペγドのそばにつ〈りつりられた荷量末です.これを斜4 るため

に電ili!を入れるしダイスプレイにr4冊目の好物は ?J~畿示寄れ.入

力待ちの状態になります.初めてニこに来るPCt~ちには何のこ t かわか

らないかも知れません.このときにトニーの4 冊目の栴~1: rオレンヂを

i't方C:Jの中の登場人物、ヨーピγタの大好物である「サボテンJlいう

単訴を入力すれIt"d(のメ‘ノセージヵザィスプν-11二遺伝苔れます.曾う

までもないζtですカ14のときに他の言葉を入力しても総司ミからの反

応、はありません.

r 次の場所まで来られたし サンデイ 』

そのあと、プリンターから地図がプリントアウトきれます.その地鼠

~見るし Eこかのmの一角にある処物を示Lτわるようです.事らに

rデスクの袋に注意Jt r"'5741Jい、うメッセージも瞥かれています.

再出水からの1"tIIIJに関しては、サンディの兄であるトニーに砕ねるか、

トニーの作品をよ〈鋭んでいるPCがEDUのAR25O)チェックに成功すれ

ばわかります.



また、この縞本機には巧妙な1j労ト11がしてあり、アク七ス77イバ一、

キーボード入力以外のjj法(つtりジャッタ=インなれでゆれロンF

クトしようとすると、 nUIi¥にグローバル ・ガード祉のデータバンクにつ

ながってしまうようになっています.PCがジ守フク=インを訳みよう t

するなら、その前に品ットライナーかハスラーに〈エνクトロニタス〉の

SR2をチェックさせτ<1!~ い.r.晶割Jすれl.íニのf士:l.lト11はす〈・わかりま

す.もちろんこれが手がか争でな(T!γあるというこ kもわかるし、こ

のトラップを解除するには.九一日かかる tいうこ tも.バスワ由ドに

答えずにトラップを解除しτ池末からの情報が得1:いい、うなも、それ

でもかれ、ません.~j依告It喋にI~丸一日のI時IMl l; <エレク トロニクス>SR

Iの成功が査長rです.このn殺をnなうなら、途中例法もサンディを心

配するトユーからのアクセスが入るでしょう.これにEう対応する制t

PCに任ぜます.

プPント 79トきれた地腿1をli'!1ペてみたいなら‘は・地方ン〉のSRlに

成功すればこれがEこか理解てきます.PCの雄かが4・*=アフプ州出身

者なら例のチェγFもい9まぜん.この地図がダウンタウンにあ晶、「ウ

イスカー・ストリー トJのl'民正を示しているこ tがわかります.1:'うやら、

ニのストリー トの一角にあるピルが自的地のようです.ζの場所I~ トニ

ーに聞いてみた t しても1íirも骨I~ ません.PCたちは自分たちて1:CJ~るニ

tになるでしょう.

クローゼγ トの中には下司?を合的、服はまった〈入っていませんでし

た{晶、関係ないか).ζの部局では‘あとは特によれ主いったらのIまえ

つりられ£せんが.PERのAR30に成功すれば.策された部肢の隅に凝

巻の除。般を発見でき tす.1:'うい、うこ tはありませんが.180躍の娘が

染?'$i'被う姿はちょっ k屯!像Lに〈いし、築港I~ニのUt~ょではかなりの

お級品です.!!l:o..， 1:務し物といえば、そういえないこ uあ0ません.

この終巻1~'ÍグV ットの務主していうたものですかえそれは今の t ニ h

PCにはわからないでしょう.

ζのアパー トの世L人や管攻人仁サンディの111を尋ねるPCがいるかも拘1
れませんが.隙の住人I~彼女をまった〈兄かりたζtがないそうです.

'i'i'寝入もいやいやながら.名前以外は知らない. 1;容えます.

トニーのマンション

彼の守ンションはセントラル・エリアにあるお殺な住割?にあH す.

I~近!/~り:1't L中の'~i:手小説家で、今日まで取材のため航行中でした.つ

まりPCたちは速よ〈彼に会うよ tができt_iiilIJ'のハンターい、うこ tに

な P ます.らちろん彼I~サンディが失跡中t:1; <、う ζ とを知りませんし、

追われる身だい、うこ t弘知りません.PCが彼主会主 t島、自分たちが

サンディi'織まえるために追っていると宮勺τLまえば、彼はもう2ta
K会。τは〈れません.誼iなしましょう.

~-r‘彼がサンヂィについて知今τいるよ<1ま以下のとおりです.

1.サンディ主はこの3年のUIJ、民、の誕生日にしか会っτいません.

トニーの似l'ヵ'Itい・こ tもありますが、彼女がめま 9会って〈れい、

いうのが大きな尾町白です.ただしアクセスでの連総はしています.

2. i肱'!.<:1孟3年iiijに両税が亡〈な勺1:1;きに、家i'飛び出してuい

ま Lた.その t きは家111伺然だ勺たのでトニーI~止めるこ t ができなか

ったのです.今年の彼女の誕生日tこ会ったtき、ハンタ-1こなった1;IUI 

きまし1ょ.

3.自分のE量生日に金う約束をしていたのですが、約束のνストラン

にi度'!m呪れまぜんでした.3目的のこtです.いままで、会う約束を

般勺たことのない伎主がこんな械をするのは考えられないい、う よ主で

す..c~したトューは附れニ出品「削抗、戻っτからも何度も迎絡をし

τいるのですが、家に帰っていないようなのです.官l-!.<:I~外出Lている
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ζ 之が多かったのですが、ハンターは危険な総業ですから、彼I~非常に

心配していました.

4 トユー11iII:'!.<:の*ヵqt体的にどこにあるのか.知らされていなも・

そうです.確かに、自主、:1<:I~同級が列Lんγからは沈んだ住絡にな勺てしま

いま したが、 E うしτ そこまで自分を選りるのカ・I~~聖鮮できないい、う

二tです.

5 トユーが必給を取っていたtいうアクセスナンバーはサンディの

アパートのものに111J途いあ0ません.

f色に I~. PCたちがサンダィのアパー トi'tljれているなら、組;)<からの

縫僻11の答えも教えτ〈れるでしょう.

r41冊目の好物? 恨の書いた4節目の本の~.tJ，晶人物の野物のll(だろう

治、もιそうなら、その答えはサボテンだよけ

PCたちか甲Eんt将司鋭のζ とを脚1<、たり、サンディがドラフグに対しτ
科別な感情を抱いているのか主いうエュアンスの質I![Ji'するなら次のよ

うに答えます.

「倹たちの両現1~3年前、ヰオ=7"ップJνの11'-央をili る 79-9ェイで

麻薬中list&名の繰る事に終われ神'lilOEしました。犯人も死亡しましたカt

司法解剖の結集によれば、低度の麻施中ZSf品名であるこu、f4<l勾t二般

的ιた薬物がこれまtプにJI.られるものとはかなり組成の違うものい、う

ζtが開閉したのです.サンディヵ~l鳴を悦んでいるよ<11械かでしょ

;. fi典が小説家になったきっかり b社会に麻誕のf{;.験性をど主にかして

知らしめたかっfよからですし .J 

鐙足ながら、 トユーが小政省Eになったのbサンダィがハンターを志し

たのむ金に殴っていたからτはあ争ません.彼らのjiI~I~2入が十分に

生:百Lτ行げるだけのまfT1iを奴していました.

PCがi庄の怒りに触れないように、サンディが何をしたか、そして今、

彼女がEうい主立幼にいるかを話せI!(彼も[UI主たがります}、もう少し

平がかりを締られるでL!九

r b L、サンヂ4があの麻援の正体を係るためにハンターになったのだ

としたら、"鳥島への1翼線のために、 Iω検なことをやろうとしているなら

止めて〈ださい.J

ここで‘ PCたちが交渉をするなら、彼は槌紫料を支払うでしょうし

(彼女を助リ出したら骨悦は払うつもりでいましたが)正式に総長JもLま

す.ただし‘この笑約の内容はタフィ t交わしたものt同じなので、タ

フィが知れl.iただでは済まないでしょう.まt:.泌y.Jにどうあt'L.PCの
ハンターとしてのプロ窓量産から見ればそのプライドを刊すものでもあり

ます. トニーやサンディの~l持ちをおもんばかれば.1I 7 .j1;の契約I~

キャンセルした方がよいかも知れません.

依鰍主:トニー・ ロング

内容 :fI<fJ民主の妹.サンディ・ロングを般車駐し f締 i主の元に出時世

畠こ t 条例:生きて連れ帰るよし死亡している場合I~íi;j金のみで仕

切は終7
期間調 。1平になし

有制錦町1>$30.伽)()，別にi珂金を<1人当り>S3.∞o

トニー・ロングのプロフィール

2織.~11;乱毛略1~7Jνーo :17トな雰闘気を持つ好人物である.

彼は仕1['のかたわら、 '.~t;きためた小銭を出版社に持ち込む活動i'続け、

2~f.iiíj. 何人tH して2EZTのあるスカーνット1tに入賞した.彼の型1(

小説I~社会位のωil'lぃ bのが~(、今までに6冊の作l~_J 't:苦鯵2している.



開持直直歪

ウイスカー ・ストリートのピル

~イスカー ・ ストリートはマ7ィア〈コルVオー品、 ' 77 ミリー〉の

rl;i1，般向、であり織々なプラフFマークットヵ嘩fを並ペる、ダウンタワン

でbllTl苛りの危険l&lbです.ζのζ 1;1.1ネオ=アフプノν出身者なら常態

として知っています.

それはそれt して、地図によ畠 t 目的のめ叶孟lOOt.鐙の紛れ糾 It~JiI.

ピノνです.それIH'大き〈はなし Iつの7"7にある部屈の数113-4

つです.所有者を1Il1""てみτふあまりに古い処物なので今tな。ては

判りません.1:のfltにも訟も住んではおらず倣民や俳つばらけまt 、 Ö~.

島知れません}底上からはウイスカー・スト Fートの様子がよ〈見えます.

ピJνの中にIUニ下にl向かう階段ふエνベーターがあります.ιかL、

地下の方へ向かう際段11紛れτ埋まっτおり、エレベーターbiDJJヵ・ない
ように見えます.ζζでくfM長・tJ'f:アラージュ>bL<l1<エVタトロユ

クス〉のSRlで災は電波が生きているのにわずtそのように兄ぜかりτ
レる ζ とがわかります.エレベーター内部の~:J1ンを地図に脅かれた t

おりの順番に押せI!Tに下が0飴めます.下に?l'f( tま勺す「にのびた

廊下があり、 5m1H'先にドアがあります.

ドアに11-'¥'ーカードを入れるスPットカ可れ、ています.サンディの惚l
älにあったカー ド11ζζで似います.4ζで〈プーピートラップ〉のS~

もしくはPERのAR25に成功すれば、然環にド7をこじ防りょう tL1~ 

場合.令官カ滑れるttl量みになっているこtがわかります.無濯に1>>111
たkき、ドアに触れていたPCI1テイザーの効果て被挙向定例予なっτ〈

t!~ い.

調1駿の中11，9ピングのfeにキッチン、パ人トイ νがあり、 ー常前の

ワンルームマンシmンド、った起です.4の都民は人カ憎んでいたい、

う感じがよ〈わかります.リピングにはデス夕、クローゼ・ノト、ぺ、ノド、

オーダイオセットなEがあります.いうまでもな〈 ζζ11サンヂィが隠

れ家に使っていた凱鹿です.

デスクの上にはl!I!品を悶ペ品検械が雄$-に置いてあり、院の1jlこ11ト

ユーに宛てられた手紙があります.これはちゃんt封筒に収まった物で

すが、封はまt，1禍いた三まです.中身を絞むもよし、よれをトニーか9
7~ のも t へ持ち締るのもかまいません.

誕生日おめでとう兄~ん. t:1) <ぉ4郎 、には行りな〈なってしまいま

した.私は行かな〈τはな9孟ぜん.私ItJ麻誕のために命を務とした父

幸ん，i証書んの仇を肘つために今までこの仕:1111.'続げてきました.そ L

て、 tうとう連中の尻尾を繍むよ tができたんです.コノレνオー品、 ・7

7ミリーのイグ9'"ト・・…あいつを倒すまでは掛りません.こんな棋を

話ぜ1;(兄きんは止めるに決まってますよね? 今£τ取っτてごめんな

きい.ぞれからデスPの中に手がかり tなった業が入。τいます..fJ.が

帰らなかった場合にはこれを公袋してせめて社会に普告をLてくだきt、

結後にお仕事頑張。て〈ださいね.

綬愛なる兄へ貸方の妹よー

この手紙'I"続んでいるのl主むしかしたら兄さんのftJJ!の方かιら' そ

れtむイグリフトのまわし者かしら' そうt!tしτら手巡れよ 1

ダスPの引き出しには手紙に潜かれている tおり、ピニール袋に入っ

た粉末の薬民的gをえつりるこ tがで主tす.ニれが〈ブラヅド}に速い

ありません.こニて潟4るのならば、奇襲学〉のS~'("i成功し t九二の

楽11非常に効lI!の大れ、幻IDi'J'("，通常の物U1違う組成をしτいるニ

とがわかHす.

ζの錦岳iに11，他に特にめ1).'しいものはありまぜん.
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〈ブラァド〉について

君主物を発見する前に何らかの手がかりを求めるなら、情報底力・ブロー

カーの所かドラ γグ・シa'lプ(またはドラフグ・パー}に行〈こ tにな

るでしょう.

情報屋 。〈プラッド}いづ俗称のドラッグi阜、幻覚剤で、 3年r.tr
前に少五初旬ilJlIこ出回ったニ tがある.アシァド・ 7YータのIlIJでは幻

の必1Ztい、われたが、あまりの彪険性から取締りも厳L(なったた申‘

あっともづIUJに姿折口した.通常のドラッグでIHても味わえないト p

yプを策しめるといわれτいる.この情報の百円面額は$500.
プロ田カー このシティに特に線い、ドラァグを扱うブローカーがい

た励会に限られ£す.彼のもたらす情絡はこうです.<プラフド)113年

前に少量だけ出回ったζ 主がある幻え鮒ムマ7~7だかパンヂァトだ

かが生産しているらしいが、五お丘またわずかずつ出回。始めている.し

かし.かなりf説量なものらし〈て、普通のブローヵーは扱わない.当局

も〈プラフド〉にはかな9目を光らせているt:ろう.

ドラッグ・ショップまたはドラッグ・パ四 .ドラッグ・ショップはド

ラァグの阪ずこをする底で、 ドラッグ・パー11ii闘のftb9 r:ドラッグを出

す臨です.これらの応では〈ブラッド〉のζ とは知らないか.知ってい

てH&そう tしません.S 2.∞α礼上の金を出せ1.1:，m事fJffi、ブローカー

の古今t~ ζt 1; 1司じ情報のf色に、この誕の出所がりイスカー・ スト Y-
トの::J/"νオー品、 '77ミリーである t教えて〈れます.

PCたちは、泌物を仕入れたあと、上xe3か所のEこかに持ち込んで澗

4ょう t するから知れません.情革偏lI1~先物の分訴をして〈れる〈らい

ですL($日JO)，ブロー:/Jーやドラッグ・シヨ‘ノプ.ドラフグ・パーでは

危ないので引き取って〈れませんし、 コメントも差し控えることでしょ

う.注窓しなりればなもないのはウイスカー・ スト 9ートの中の応に持

ち込んど主主には.必ずそれが(PCたもの綜准も合め)コルVオ-;j.・7

アミリーの知る kニみ tなるい、うこtです.GMI11鴻ペょう tするPC

にそのことをそれkな〈示唆して〈だきも、.INT，のARI5(らいのチェ

アクでかまわないでしょう.

コルレオーネ .'7アミリーとイグリァトの情報

ヰれについては、情鰍猷官ドるこtができますJ・椴却価税はひt

つにつき、$200. p~';j・ォ=アップノν出身者でEDUが7以下なら以下
のれ特現を知JiULて知っτいます.

1. コノルオ-;j.・ 7アミ Pー :.fi¥¥減只200名ダウンタウンのー角、

ウイスカー ・ストHート倣総量り}ー待を仕切る中規S誌の?フィ 7.ポ

ス11ラザノνス・ヨノννォー品、.マフィアのポスにしては手堅〈商先を行

なう人物τ停駄なφい11好まなt、.6滋量。

2.イグリフト ・ノーマン:葉巻に4秘主のコルト・パイ Yンのνプp
:/J .357マグナムを愛用している.彼11コルレオ-;j・・7ァミ 9ーの斡割I

のl入t!'ヵ仁監気なラザルスを蹴務tしτ、自分がポスのl$!にっこうと

企んでいるい・うbっぱらの噂である.似丘らイグリフトl孟〈ブラッド〉

いうドラッグに絡んだこ tを何か企んでいるようだ.むちろん、ラザ

ルスも瞥戒はしているらし也、

二ζ まで別ベたとこみでPCたちは、タフィに述絡をとるかb知れませ

ん.二の昏s分に限らず、被査がある程度進んだら、次のイベントが発生

しt1'. 

タフィは例名か仁殺されτしま も、 ま した.彼のオフィスで発具~れた

死体に11多少の拷Mi-受りた跡があり.最後111;滋賀却を繋ち敏かれτい

ました.PCたちかt第一発見名で‘しかもタフィの死体やまわりを潟ペる

なら葉巻。且般を発見でSまれそして，?7ィのjJiI二司書ち込まれれ、



るのはおそら(.357マグナムf:tいう.:.tもわかH す.以前にサンダ

ィの7パ・・トでニの2点t'発見Lτいれば.実迫~が見い出ぞるでしa 

う.

警察ゃをの他t/)~ の人たち11. ?フ~ t暗黙衡の連中がかな~.匝精

していたζlb・ら.犯人もそうい勺た単だろう t判断しτいます，')1". 
そのt ぉ~. (ブラッド)t'1iIち渇げきれたこ kがばれτしまったので.

イグ9，;.トのFにカ噌・。τしま。たい、うわりです.波注11始ま 0まし

た以時!!.¥Uiの11，人の検準11'量し弘、ので、ょの刊日f午b途g入りで糾bる

こtでしょう.

逆にPCたちはシナリ>1'の最後までタフィにI主連絡を取らい晴、b拘1れ

まぜん.をのつも 0なら.?7ィが殺害れt~ t いうユユースな Eが(At~

耳に入るいづ形でζのイベントt'処理しτu:普い.

EちらにLτ品、依願主企悦んでしまったので最初の契約の鰍舗は受

付取れな〈な~ t 1'， 

書療にて

'著書証に取w二行令f~~.j'-?パンクにハッキングを~みるPCもい畠

かも知れまぜん.たしかに野猿の77イル仁11(プラフド〉にまつb畠

事件や当時の煉盗:e仏タ7~の矧事の鑑~の結集"'"'''オ-;1・ ・ 7

アミ日ーについて.イグVフト本人のデータなE品保管しτ1)畠はずで

すが.取材It般信号れる1...普耳立の厳しい欝察のデータパ;，，?にPCが般

入をよ~たすこ t は事νド炉Jに不可能です.

コルレオーネ・ 7ァミ リーのアジトへ

::，，~νオ-;1. . 7アミ Vーから直椴情報を引き尚すには2つの古訟・が

あ~H， も.， t~.I:ilζ うもPCたちと連絡をtりたがっているのです

が.

1.ラザルスに軍機会う

民:たちがマフィアに会見を申L込むつも 9で後触Lょう kするなら.

0イスカー・ス トHートの街角をうろうみLτいるだ"で品OKです.そ

れl/)かる人物が、場。てきτききやきます.

rうちのポスがおまえらにmがあるそうだ.ー絡にきて 〈れu

PCはついτぃ(~rrかないも自由です.袋内された所11ζのストロー

トで“dbTB鰍の町で〈サナト y.，ム〉い、う治板がかかっていま1'.1li

に人勺 τ しま。たら‘彼らのnう t おりにするしかあり tぜん. 武~;M

111'鉱に』恒久tげらすLポダ4チエフクのあと、ラザJνスのい晶ー得奥

の血磁iに泊岳れます.ラザJVス11分厚い防禅カヲス(AI50/1低限眠、きら
にνーザーを偏光します}の向こうから路かItτきます.，PERのARHiで

何種鎖かの保安システム b取9付りられτいるのbわかります.ニよは

おtなι<l8t聞き まし占う.

ラザwス11円:たちの目的を.. かめたあt<Pα工ちは磁をついτもかま

わtぜんか').訴はじめます.

'最初に曾。τ抑〈が、今回の事件には我々 1孟いっきい関係な‘・.4ん

なよW. .nたち色気づいているかも知れない会ら関係があるなら.めの

制討7)1;11ちゃんど。τ、bしを獄。τ11同 ・んだろうからな.プラフ

ド11;i・>1'=アァプwの7Yータウンにあるコミ A ーン 〈ト，"，::.:IJ)で作

られた物f.!. ブラッドの符ち込み k販売113年はE前(t今回~). 7ァ

ミ9ーの俳1111..jグPットが独断τ実行したものでね…….たしかにめ

れ11先れたよ.I..b・1..fJ.効d1'/.fるんだ.プラァドの服用が/1.(闘で可11
f1'合唱是~l l.. f~ ~のだから.・河川も他の組織にも自を付りられτ しま 。τ

ね.をんなわリでブラッドをニの術に持ち込むのは凶 (ttじたのだ.そ

れなのに..jグリットはまたb77ミPーを裏切争おった.奴はまたプ

ラッドを市場に波しだばかーか.ここ 10日ばかりの問.行方を〈らま ι

8司

$醐訓'EOUT 

ている.2きも(.トp ニ:IJを仕切るパンダッ上〈アシッド・ロフ:IJーズ〉

の子引畠仁よってあそこに惚れτいるのどみれおたちの行〈先仁11f:.
f銀がいるし、奴はたぶんあの亦毛の釘tーちゃんに殺害れるだろう.2孟

のついで仁Oとつ緩みたい.奴の死を継飽してきτ欲1..'・-ニこに現金

で$5.低熔をIJ!:<l;した.これは今.~1たちに温虫す晶から‘死体をピデオ

にでbZ~鍬しτ きて〈れたま し簡単な1:1:111だろう? よろι〈頼むより

二の訴はPCたちが好むt好まざる tにかかhりな(-)ifl'.Jにラザwス

が打ち切り、部下からE皇賞で$5.0∞ヵ法官、われます.受付取るも受付取

らない bPCたちの自由です.

結合唱キわればここから出Lても らえます.

2. 7アミリーの下っ稽を舗らえて曲目~出す

この方法を取る場合Iム〈尋問・縄問〉のSR2.STRのAR2S.金品で

買収($日加限度}するなEの方法があ争 ます.彼ら11Mに口止めt'れてい

る/)11ではないしそラP 色紙いので、 Eの干段t'1JI"τも容易に情報

が得られます.得られる情報11ラザh スから聞IJるものtt' 111:'変わ9

ぁ，ません.

rィグ9フトの兄食11独断でプラフドt'1皐ち込んで涜。たもんで‘ポス

ににらまれち￡った.プラフド11 ト I~::':IJ勺τいうヨミューンで遺られ

てて.そニの支配名・11(アシフド ・ロフ舟ースヲ tいうパンダフトf!.

!i!:l'tl1演を隠しちまったが.たぶんめをζにか〈 まわれτ晶んどみうり

ここで品て事た 〈トルsユカ〉と 〈アシフド ・ロア:11ース3につνての

情報11情報尽などで仕入れるよ tができ ます. ζの情報の野価額はそれ

Fれ$4ωです. 情報昆に聞かずU. ト I~::':IJにl濁ιτIt.;i・>1'=アァ
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プル出身のハンターならEDUのAR加で.下犯の情報を思い出すことで

しtう.

1. トルニカ1:7リータウン ・エリアのアンパー〆ーンf‘士返に布衣す

晶、集務の礁です.m務の中心1:パイオテクニ:111ν研究所の~訟跡です.

約I∞年前に建造~れたこの町問所1:'叫オ技符戊洋事刷用を目的t して

遺られたもので、主に農H物の研究主生産をLτL、ました.パペル期に

は艇長の選鱗荷tして使わ久施般の完勝苦mプラントi'm<イ細々 k畑

作なEを行なうていたようです.ここにはいまでも300.人ほどの難民が住

みついτぃτ、 4、オ=7 "7プルにわずかながら野菜な/O~供給しながら、

生活をLていたようです.むちろん-1m担を生皮できる校関Mのぬ!S:lt年々

縞むばかりで、 ζのコミューンも1tuなる一方だそうです.

2. 7シッドロッカース:I.t.<シルバーウル7}の分根組鎗です.練成

W.t.40人前後で、特徴I.t.ヘヴィーメタルの扮2査を好むkいうこと.ポス

の名I.t.ダミアン ・オズボーン.ちなみじ賞金I孟S6.航)().
5年11/Oflij、彼らI.t.ト作ニカにIHつり、彼もが飼い慣らしているミ

ュータント朗のドラッグや、可能なら稲場に摘す分のドラγグも鍵遣し

よう t計画したのです.7シッド ・ ロ、ノ Jカーズl正トJνニカ~暴力で支配

し、住氏を強制約に働かぜてドラァグを住居量しているのです.

なお、シ'"，ずーウノレフについτはあまりにも者I名なのでEDUのAR15
に成功したPCI問、い出します(マスターズ・マりわゆ!15}.

ちて、 トルニカ tアシ・ノド ・ロッカーズのζtを淵4たら、寄っそ〈

トJνニカに(01かいましょうJ

ACT-3 潜入
トノνユカI.t.7 9ータウン ・エ97にありますが、この周囲2kml.t.建物

もまばらです.もちろん、も tむと何もなかったわげではな仁倉脱が

立ち並んでいたのですが、l1ii弱な倉崎1I孟風化して紛れきっτしま勺たの

です.シテ4の気高ミコントロールのj恩恵もこの無銭地帯にはあま 9及It

ないというわりです.

敵は40人以上<.るのですから、PCたちは襖蕊にまた寸令に綾子をうか

がう~~耳があるでしょう.そうでないふ二のシナリオは

デイング3をF迎えます.

)UJれか1)た場の外から眺めるし ζニの締役が4つの地造物から桝成

事れている主いうよ tがわかります.

Iつはおもに研究朗の綾備がある3傍訟のメインピル.この中にパン

デットたちカ匂白白まりしています.

2つ目はそこから5Omll/O離れたiwにある庖古問1の5階地のピJν(居住

似A)で、二れt閉じピルが少し』壊れたtころにらう 1つ(/面倒JliB)あり

ます.この2つのピル1:.1つの7ロアに4人はEが往時品卸屈が5都

島ずつありますが、今1:'眠たち約締IJ酢jに住まわされています.彼ら

I.t.応也被AだりにおP、Bの方11.鋭われていません.パンデットたちは、

賊氏を監視しやすいように tの配慮からζ うしたのでしょう.

品f去の1つ11-主主将用プラントです.，<ンダットによっτ修理されたこ

のI{f伺形型ドームの中でliミュータント組物カ物音きれています.この

織物liパンデァトたちヵ鳴wトて苑比しτきたらので‘非常に危険な吸血

織物なのですカ" <ブラッ ド〉の郎斜にな Pます.このドーム内に11.パン
?ヘノトたちが飼い慣らしたミュータントもいますし、イク'9;1トはここ

に滑んでいます.

すペてのピJνの出入口11.道頓2>'>‘'pfrずつで、 ドーム1J.4か所仁車両が

lTH入れできるゲートがあります.
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警傷状況について

務自献況を双眼鏡{またはPERのAR30以上で成功}なEて事ド削工、

次のこ tがわかります.緋から中に入らないかぎり、 PCたちの有!;(tI1.'< 

ンデットに気づかれるζ 主はありません.

事すがに保安システムはないらしし晃被りはす4て人nnの平で行な

われています.f.!I住制iAの出入口2つには、各々 2人ずつ凡妓9 がお~.

敷地内を4人で巡勺て脱定者の対策としています.ζれらの作唆1;1.6時

間4交代で行なわれているようですが‘メインピル、ドームの1，は波に

響備JH:~串たHせん.ドームの方lì外からは見えなわと ζ ろで響備

をしているのです.ドームのゲートの内側には4人ずつの見張Pがいま

す.ニちらは径のIlIJだりで夜1まいません.

また. ドーム以外のill却には脇に非常階段がiつずつ般盟主されていま

すヵt布事館総仰こよ勺て封官民寄れています.

PCたちカ叩ICこ;二こを勧れたtきには、賎民50人IUがドームに迅iれ込

まれると ζろを、逆に夕方に1:彼らが居住倣AにJ;!るところが見られ畠で

しょう。をのkきには、バンディァトたちもその通り道の両わきに6両

の武5査したトライタ!:l0人はEの人数を配ollして厳盤に智威します.彼

らの中でもー劇俳μ0よい.鞭を待勺た)/}が7シァド ・ロァカースeのリ

ーダー、ダミアン ・;tズボーンです.

イグリフトをニニまで巡ってきたサンヂィ I:J!量殺の外に自分が乗っτ
きたパイ?~巧妙に隠し (PCは〈偽装・カそ7ラージ...>のSR~で発見τ

きます}、トノνニカに浴入を栄たしτいます.1ll.-.!<:lì居住快Bの5跨に~

tl..チ守ンスをう合唱すっτいます.

きて、 PCたちはこれからEう行官Jするのでしょうか.

1.そのまま PCたちが派手にトルニカに向げて突っ込むのなら、ノずン

ヂット Eもkかなり激い、戦創をするニuこな畠でしょう.研究施般内

l;lll!.ったより狭いのでメカで失。込んだ場合1:活戦を強いられるlfiにな

るか弘知れまぜん。サンディはその尊重Fに豊島じて、メインヒV叫ニいるで

あろうイグリフトを倒すた暗に行動を開始します.しかし、銭念:ながら

イグリットはこ ζにはいませんでした.itt凶の未彼女1:凶跡こ倒れま

す.PCたちが:.1<ンダγ トを臨撒らし、織民~解欽Lt;!. Lτ も本，*の仕

事li失敗に終わ0ました.せいぜ't，~~ダミアンを倒した賞金をもらう〈

らいで、ニのシナリォ1:'終了します.

2. )，島悠練Aに潜入を試みる場合、注意しな〈てはならないのは兄綴り

に見つかっτ.戦測になったら 1!.同じ鉱泉になるい・う ζtです.役

入する tきには布車i服繊iを{<・るな/0(DEX'のAR笈ゆチェック}して非

常附段を使ぇIt.見破りに発見事れる可書抗生I;t;低〈なるでしょう L(J~見

事れる明治J孟lω6)、〈ストーキング〉のSRlに成功すれ』ねらにそれ

は低〈なります.侵入を栄たしたPCたちは印人IU生き残った鰍民t接

触するこ tができます.彼もかもこのトルユ:IJの状況を鉾L{側〈 ζ と

ができるでしょう.彼らから待られるf前唱は以下の主おりです.

・サンデ4について附〈なら居住棟Bの5附に最近人泌が見えたことを

教えτ〈れます.

・イグリフト1:'メインピwではな〈ドームにある小部i屈で寝泊£りし

ています.

・ ドームに生えている吸血植物の総司~o

.ミュータント kポスについτ.
彼らliPCたちに即IH)を求めτ主ますが、例年七のIUJ、パンデフトの奴

織のように級われτきたので、篠宮1カになっています.彼ら t協力しτ、

パンデットをtf1JそうなEという ζtはできません.是れEころか、彼ら

を即j付出す tいう約束を{た主ぇ出任せでb)しないで、冷た〈あしらっ

たりする t遂にパンダットに絃合Lたりします.
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トルニカ

研究棟

※すべての建造物の屋上には太陽電泌鐙が

びっしりと取り付けてあります

ドーム
プラント

員語圏iま非常階段です

3. '，ti f1;IJlißには姉な〈佼入するこ tがぞきます.5階にI~""ンデ4が
むれてい畠のですが.PCたちが段入Lτきた場合、彼女11ピ作からワイ

ヤーランチ守ーを絞って向いのピルに脱出しよう tしますにの行動1ねt

められません).l.;かl..彼女はその行動に失敗し.見因。中のパンダフ

トに!lC与えられτしまうのです.陀たちは彼女金助りに入るなEの行動

を行なhなりれば{それ以前仁それは可緒でしょうかり見つかるζtは

あ""~ん. PCたち念喰女に接触しよう t した'齢、住民会・ら情報i'l事
τいるのなら、 51ftの茸理署にまっす「向かえるでしょう玖そ主でない

ならすベての郎砲をチェアタするかも知れまぜん、そのt~IU-4F皆

まではPERのAR25で人の気況がないい、うこ tを伝えτ(1，:'事い.

サンヂィにどうしτ品会いたりれば方法はひとつしかありまぜん.を

れは)liff.1J1sに似入する前に事前に彼女に進紡H るニ tです.無線機平

光なEで忌nt-試みる場合、唖膏号・信号〉のSRlでチェックLて(1，:'色

川成功すれば彼女からの応答があります.倹31:11醤i'l.たいので白分

のいる所まで来て欲い'.t PCたちに伝えます.役kからこちらに近づ

いτ〈晶こ tはあ事ません.また失敗しだ嶋合にはパンダフトに気づか

れ品.r健也bあ争ます.その後事11氏陣唱で.$1¥.づかれたらサンヂィ 111車t

sこtになります.

サンダィt:J命令I:PCたちは彼女Ukl.令うでしょう玖彼女はまだ

瞥成を解ζ うU1しません.

・このまま.PCたちに遮れられて孟・* ~アフプWに灰るい、う縫楽に

は絶対に感知しまぜん.彼女にしてみれば、並々なら白苦労をしている

のどから無内に迫れ婦。τ品、またζζへや。てきて閉じζ とをするで

し$九それは陀たちにも容易に忽自民で曇るはずです.それで色カヴ〈

τ廻れ締1，H いうなも.彼女11ワイヤーランチャーを使。τ向いのピ

ルに11.1品ιょう tl.τ失敗L、繍t。てしまいます.PCたちはζこでじ

っtιていればパンデットに見つかるこ tはあ""ぜん.

.pcたちが、サンダ4の行動にはI品j】しかねるk曾ったなら、彼女11

怒りだして.やはりワイヤーランチャーを使ってIIiH'のピW に脱出しよ

うとし、火ll'lして捕まけれ

-協力を111l.出るのなら彼女は大変事ぴ.11械を打ち明ります玖暑

の内容は師司IH呼ベるものではあ H ぜん.たf:..(グ9フトがいるt
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.W.われるメインヒりνに突入しτ、'Jj耶しす晶だりのこ主です.

PCたちはま ~fJ'この1mに問調Eはしないでしょう.彼女は説書世liijIニ

明らかに興留していますl..また戦測に関する知穫にも乏しいのでU:1i
のないこ主です治三それに彼女1.1イグFフトがメインピJνにいる bのと

思い込んでいるようです.役kがこのトPユ訓こついτ待。τいる情報

11円ごたち tr.限度会九島。 t少ないのです.陀珂附糟を縄示ιた

場合(eんな僧院でも伎町kの作機ょ H l.なはずなのでL彼女11伺怠し

τ号の11殺 に従うでしょう.

ザンディ ・ロング

ゅ;t.格安や俊絡についてはnoj述のk知れ気が強〈一本気な少立.

ょうい勺 t:経島置や車峨i'持つハンターも実は~いのかも知れない.今桓l

の附時は自分カ暢干に始めたこ tなので.兄に逮惑が念噛・らないように

連絡もなる"'(取らなわようにしτいた.

健カ偏

$T肉 8 REF 13 DEX 16 INT 14 EDU 15 

PER 12 $YM 11 WIL 17 $UV 0 HP 6 

主な取得スキル ・大型メカニクス 66%、震学 73%、土地カン 33%、

縛問.4附お%、情骨・暗号 34%、地上軍全般 76%、応車手幽制

%、偽経・カモフラージユ 39%、ストーキング 51%、小此舘 58%、

量山総 51%、投てき 29%、自慢平峨鵬 48%、ナイフコンパット 49%、

他副因追剖%、ヱレク争ロニクス 制%、イメージファイト “%  

主な.備:短針鼠ム 9圃 $MG.ライフルグレネーに単舎干ナイフ、プ

ラスティック燭事事 1岡.-rートプロテクタ-(ハイブリツトkハスラ-

uットなど

使用〆カ:報関パイク(シナリヨfで1#使用しないが、必要ならサンプルヂ

ータのものを使用}

ACT-4 サンダードーム
bし、サンテ.."がパンダットに術占。τしまっτいる場合に11.ダミ

アン11施政のEζかに調理んでいるPCたちに向11τ.明日一帯にドームに

て(1慢のミュ-1'ン札ゴPパ-t lIt'.T:による濃い、ショーを行なうよ
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tを立言し£す.まわりを30人の敵と6両のトライタによ勺τがっちり

t閉められたなかで、武混紡只?を軍事われたサンディ 11ダミアンが繰るゴ

yパーと絶望的な98'、を強いられるこ tになるでしょう.パンデットは

PCたちをおびき出す餌にサンディを使うわりです.余程う~ (立ち回ら

ないと.イグPットを釦jす二 kはおろか、サンヂィを助りるζkすらヨE

nの技でしょう.PCたちはサンディを助けるつもりなら、夜のうちにで

もドームに忍び込むしかありません.もちろん、ダミアンはそのことを

予測していますから、ドームでの対決のシーンに移行できるでLょう.

サンディ主うま〈ヨン??トて'きた場合に11，PCたちがどういう作戦

行動をtるかは白山ですカ" -1グ9ットが第一の回線なのですから、ド

ームを.それも瞥備のいないt思われる夜に袋駅するのが一裕でしょう.

メインピ'"1孟パンデ‘ノトの休官企庁rすから、中にいる人数11$いものの、

鍵勺てみ晶 t以外と脆いものです.メインピルを鍛怒しτから、 ドーム

に向かうのい、いかも知れません.人数が多〈、また自信もあるのなら、

両方を何時に襲うのもよいでしょう.

メインピル 普t蹴対児は前途のtおりo lfl昔は食料合成に依われても、

る火器i騒が3つあiそれぞれ4人ずつがたむみしています{たまに淡を

ぶらつきに出かります1.2階はぷち抜きの7ロ7になってお札探取し

たli'iI曹の汁をドラフグに精製する工場です.3人の人聞が働いています.

3附は5つの部鹿があり、それぞれ3入ずつが寝ています.昼間でむ維

かが寝ているはずです.夜ならば、 ζれらの中央の部鹿にダミアンカ幣

てお~， .li!.娘りがひとり、ドアの1iijで'I.!lllli;~ (立っているのではな()し

τいるでしょう.ピwの中にいるパンデット11ダミアンを除いて武豊富は

していません.せいぜ刊、アイアンナッタルカ¥コン，<ットナイ 7を待勺

ていればよい方でしょう.

ドーム :PCの離かが依然の目的で沼、ぴ込んだなら、普備はfl7j述の巡り

で、内11-o聞の吸血組物の鮒です.外線部主中央から欣射総状に人ひと

。歩り畠〈らいのあぜ逃(?1が造られて封札少しr.r，いtζろには焔を

見渡せる波誠家があPます.ζの展望1uにはイグリットがいるのですが、

ζニペ'T(入口は比っかりません.巧妙に隠Lてあるのです.

イグFットを殺す、つまり本軍事のつもりでドームに侵入したなら、ド

ーム内の様子11速います.パンデァ トたちはPCたちの伊械を策担Jlてお

り、PCたち{全れでな〈主もやむをえません)がドーム内に入る t突然ゲ

ートが閉まり始めます.同時にPCたちはスポγトライトで照らし出きtt..

ついでドームの明。(紗段11使われていまぜんでした}がuります.

rよ主ニそ.，%lAなハンターの脅さん.そして、お集まりの野郎Eふ

今日i州t段のて申えらの動労に感謝して、軍事自らい、ショーをおっぱじ

めるぜ.J

ドームの中11一面に級血船:拘が繁っτおり.中央部は収復したのか、

広場にな勺ています.PCたちがドームの中央にt臨んでいなかった場合、

明。で照らされて，io'，JJを開始した吸血植物が襲いかかPます.そして、

PCが中央部に行こうとしないなら、行かぎるを得ないように、パンデフ

トに飼い慣ら~れたミュータントたちがりしかりられたり 、 ゲートのそ

ばに待機しτいるトライタが戚磁射撃を加えます.

吸血繕物

一株のtFのおきは1.5ml1ムサボテンの変種らしい.一見した感じは

アシダカグそのようで、額損部から幾.mにも1Iiが突き出し、地面に!I!!れ

下が勺τいる.ニの1Ii11獲物が近づ(1:突然動きだし、抑え込んでその

先の鋭い吸血管で血を吸う.ちなみに〈ブラッド) 1:1.綴の汁を絞今 f~ ~ 

のから精製寄れる.

データ
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MV 口、 REF 14(茎のみ)、 SUV/HP0/8、WIL修正傭ー10、{格

問および吸血時的}攻掌カ +20、命中寧 40%、装甲 なし

一般パンデットのデータ(平均)

REF 10 SUV/HP 0/9 

WIL修正値:土O

(絡闘の}攻繋カ +2 
JJi具;ファイノマーシャツなE

量産{崎:9回 SMG，7，62阻アサルト、 ヨンノマットナイアなE
棚 Scこ関連する取得スキ'"小火器 32l弘盤火'S 27%紫手戦捌 64 
%、ナイフコンノトノト 4旬4

一鎗パンデッ トの飼育するミ ュータン ト

シルパーウノν7:で11!.'れf.!1t優れたミュータントをマスターできるか

で地位が決まって(o. -:l世パンデッ トがホールでけしかl'τ(oミa

-11ントははtんEがコヨーテのような犬系のミュータントである.薬

物などによ事攻撃力平母ラルをおめていることが多い.

データ

MV 8 REF 15 SUV/HP 0/5 WIL修正値ー3 攻事

力+羽脅闘争率お%装甲なし

パンデットたちの使用する トライタのデータ

タイプ :H 

REF/MV ・13/50

HP : 9 

装甲板.な:し

絹鶴命中袈

1、2 本体

3、4 エンジン(CP31

5、6 タイヤ(CP31

7、8 兵裟

9、O 乗員

開E雌兵器:7.62闘しMGXl

r， 'いか、ハンター1:'b.ζれから始めるショーに重量加して勝.ち残れば.

ここから出してやろう.それtもそのoJi血E子楽にミイラに杏れてえか'

鋭念して中央の9ングに来い.J

もしサンディがすでに捕まっているなら、中央部にいるので、どうし

τも動11に行かねばならないでしょう.

ドームの外線部に11$(のパンデットがおり、歓声を挙l'τいます.

イグリフトは康史釜から高笑いしながらζの様子守眺めています.をれ

ぞれのゲートにはトライタに乗ったのも合めて‘パンデットが3人ずつ

おり.中央にはダミアン、そして彼の自慢のサイバーミュータント〈ゴ

リバー〉の入。た雀があります.PCたちが中央に米晶 t、ダミアンは少

し下カ旬、ゴ9パーの鑑をl聞け欽ちます.

『イッツ ア ショクククタァァァイムク!! J 

ゴリバー

ゴリパー11類人猿{サスカ、ノチ}系のミュータントだが体長112mlll:' 

もある.ダミアンの自慢のゴPパーはサイパーバーツを埋め込んで強化

きれたもので、ここまで〈る t立派な生物兵量~!:宮える.ダミ 7 ン11最

初の命令r奴らを殺せJf.ごりであtは何も指示する必要はない.~らにセ

イフチ4ラングを埋め込まれているので、 O&血触守却の煙を吸っτも正砲

にPα'.!II~攻盟書して〈る.



抑制E由IT

データ

MV 4 REF 2s SUV A HP 32 
W1l修正舗:チェックの必要なし

夜事力 +so.命中~ ω% 

防具， AA()/;鈎%

ザイパー化双況:ザイパー嗣ビジーン.スポーツ心S章、セイフテイラング、

;tキシジ'"ンタンク、鉄棒(碕闘に 1車ずつ内蔵、火力+6). I!lttt<" 
t室内に仕込式、 1<81のみ射撃可}

臓.'1'1:トラ4タなEのメカ念噌鮫lI!t-れた争.火炎政書IZiなEを使sI

lI:'.lも、をう1.I:41が起こ畠たび.8O6でニの吸血傾拘の燭に延娩ι
ます.一司r.火がついたら消火はできまぞん.1).， t，.う聞に慾え広が

事ます.この煙を吸い込んだ人JIII(ガスマスタ.セイ 7Tィ予ングi"裳備

しτいない者)I~寸4τ3.?ーンで〈プラフドH能mしたのk 同じ盆設

が出ます. このt.i'1J:I~績から逃れたtl.τ~ 10101刷機き まれそうな

ったキ守ラタターの行動はすべてGMが決定す晶ζtになります.販制K
Lて、強1...なiIJ".lb晶状によ勺τパーサータ状態になるので.下にしてい

た武器で干おり次第に近〈の1]爆を全力攻鍛するζ とにな H "t.

また.ZEい火力量~t.Yつ兵おをドーム内τf削11した場合、ドーム肉体が

J品れる~れがあ 0 ます. もちろん、脱組経絡を織保するためとか.倣を

混乱さぜるためにわずt!!I!1lIιτb かまいません.ちらに.火災世引き

起こす可他性bあ0ます.

畑カ司書え出したなら.qlにい1:パンデット. ミ品目タントはlb'1:殺
し合ャi"lIåめ. 2Fら(Iln~助からないでしょう. PCたち bピンチに陥り

ますが、 Jl.1iをかえれI!!JW¥のチペ・ンスでもあ 0ます.

却Ii"惚やz.ずにゴリパーを例Lてしま勺たなら、パンデットたちはプ

ーイングを始時、リングにいろいろな物が仰げ込まれます.PCたちに鋭

を置射す品名bいるでしょう.娩げ込まれる物の中にt.:.いtつがあ札

結E剣にI叫がついてしまいます.

ダミアンがζよtででき主主銭。て川よら.個f'Ml'Jに汽:o>1Itヵ・に郎、か
か・。τきます.

ダミアン・オズボーン

アシァド ・ロッカーズのVーダー.彼11是々シルバー-1)"，フの織成員

だ勺1:が.'"スの-1)看ル7に命じられてアシッド・ロフカーズi"1艇い、

トルニカi"管理している.今睡~.イグ9 .，.トと下i"絡んどのはよれを僚

会に総織の舷克をm。ての事である.綱島色に迎い込まれる k自ら〈プラ

フド}を服sIする.

Rカ値

STR 21 REF II OEX 10 INT 

PER 13 SYM 7 Wll I~ SUV 

11 EOU 8 

C(情"のみS)

HP 18 パーザーク値 2、4.6 

管イパー状況.穫足(太u・に鍛げ用ナイ 7.-3車ずつ内服)など

主主取得スキル:議掌 65%‘ス'ーキング ~O%. 小火総 61%、置火

器 42%、ナイフコンパット 16%、彼τ!' 122'1ι 格闘回避 59%、

輔殊量生録 18% 

主な装備:I宣げナイフ{火力+5) ~ 6.単骨干勺イヤーの混じゥた鞭{火

力+30)、;f.ディアーマー.(ブラッド)2倒骨(106.，ウンド後に効果

が出る}

イグリット・ノーマン

コJνν*-;1・ ・ファミリー元締81S.ポスの['11i"V船JI.tt々tJlL。ていた

が‘%1札プロンドi"9ーゼントにしてお札 (1いスーツに禽のアクセ

サリー.ζれτ"'Ai;巻がなければ.たどのジゴロのようにしかええない.

パ

錠のs担跡星臥a、iはt主まれt

能力儀

STR 12 REF 11 OEX 18 INT 15 EOU 

PER 12 SYM 13 W1l 6 SUV 0 HP 

主'.取得スキル:寮掌花%、建定 45%、偽造 61%.スリ

恵鎗%.万能、変萎 61%.拷問・尋問 84%.地上司E量総

火器 1~5%、梅田回避 6~ι 持E草食器 54% 

主な醤備 .351マグナム・パイソンレプリカ{データは変更なL).アイス

日

7
m
蝋

ピッ夕、筋軍事ジ?ケッ bなど

一方.イグHフト11安全な康蛍:Kでおろおろしτいます念t汽:0>どれ

もがイグリフト守政っておいτ民泊するつもーなら、サンディ 11彼女の

設備仰なかのライフルグレキードカ'.PCの務備している銀総の中でをれ

に触ずるものを借りて、絶叫k共にj随筆にlulllて掛けします.廃車l:i'r
は炎上し、彼女は炎の中に立ち尽〈します. 頬に11大股のí~・.....

PCたちはイグリ γ トとダミアンを倒すζtができたでしょうか? サ

ンディが自的を逮したなら.師陣相こトルユカの則氏たちを救うζuで

きたでLょう.

サンディ 11PCたちに綻びt礼を且iベたあふドームの自民で紙々と!!ilら

寄れたさEを眺め、舷きます.

q>J.. ))!れるのね …J 

ENO 

155 
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はじめに

ζのシナリオU.ランドプラスター、ハスラ一向付のものです.特にハ

スラーがt、た場合、ドラマの~りよがりか'NI待できるかも しれません.

参加入数114-6人「らいが必当ですが、 :st!晶す晶敵が手ごわいので.

.1しいシナ F オ t 曾えるでしょう.スター ト I~テキサナです.また. PC 
がへ?を使刈しτいる場合、GMはプロットを少々変える必婆があります.

Missing In Action 
テキサナシティ守何悼の海列車将校、ランヂィ・グロスター.鎌かし

い戦勝をもち、英!ftとうたわれる彼1;1.1週間前の〈第1m:アトラン夕刊I

世滅〉で行方烈明と'.9 ~ LIょ.この紛争でポロ負りしたテキサナ側の

司令官は行方不明のグロスターチ舗にl酬のj~任をなすりつけ、さらに

脱走兵tして賞金百にまで仕立τ上げたのです.

GM用情報

グロスターi阜、 JLの紛争で両線をな〈した少女77ジ4に助りられま

ι t.:， 彼l~lH話した際に記憶を b失っτいます.そんな哀れな自分を暖

か〈幻術しτ〈れた少女に心をうたれたカ・つての灘似阜、戦場を捨τ、

少女を守。τ生きτいこうと決意したのですが . 

今回、ドキ&メントジ'¥'ーナリストのエスコートtアシスタントを引

き受りたPCたちは想外な形でこの~れ助金うニとにな 9 ます.

ACT-l 厄日
今回.PCたちが受りる依績はきわめてまっとうなものです.まっtう

なだりに儲11 も大きいtI~言えませんカら官d見入1;1.活革協1な女性ジャー

ナ日ストでオリピ7・ハミノνトンt名乗0ます.在tkがま(Lt~τ る依

頼内苦手を要約するしこういうこυごそうです.

依頼主・プラォfーテvグラ7

内容 :7トランタ近絡を1附ける同社の1閉 山名(オリピ7)のエス2

- れまた、取材中に~舗があれば彼女のアシスタントむ務めること.

粂jq オリビアカ幣〆4・を手にいれた場合、練誌での;~務まで口外し

ないこ t.
期限:約7日IUJの予定

帯i織 1日1人当り{鰯経吸込みl$ω仏 iIli金1:1人事 1.似泊(2日

分l.日程が延びた場合、 l日$7倒防追加昨恰を支払う.もしオリピア

ヵr~~亡した場合、契約不級行と弘、うことで報酬は支払わない.

以下の紡報1;1.ォリピアヵ明朗して〈れるこ t、£たI;l.PCが常音量u.τ
知。τいる柿報です.
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1. 7トラン，Iltその近郊では l週間前に〈第12<大7トランタ市糊沿

が終結したばかりである.

2. その紛争はオムユカ祉とGM'lヰ土の:f!llI量争いで発生し‘テキサナ守

備lIli毎~J.ltU・オ =77プノνGMTフォース (GMTの私W，l()カq絞った.

勝ったのはGMT{It~で、現在、アトランタには彼らカ喰備している.

3目 アトランタ t その近郊には小事なタウンカ吋~~してお号、 ~lのな

い住民が多数巻き込まれたらし弘、彼女はそれを取材し、戦q，の惣惨事

i"t位1111にアピーノνするつもりである.ハンターにはあえて明かさなも唱t
彼女IHう(}!.つ自約をもっτいる.ランディ ・グロスターなるMIA償E
悩中行方不明者)にまつわるスキセンダルの真相を袋〈 こ1:.t.:.これにl摘

してi孟〈精繍量学〉のSRJfで、依女州可か隠していると感じtるこtがで

きる.オリピアはハンターがこの仕lfi:を鰍留しないようなら、す4て話

すつも 0である.

4. 7トランタ取材に倒してはテキサナ‘品オ=ア、ノプJν双方H鮮

可がおりているのでそのI!i:1;1.安全である.

5.プラポーテvグラ7.1世間をなめたその社名通札うだっのあが

らない三波雑誌をtである.PCへの銀織が1<自なのはそのためで、たkえ

文句を言。τもぜいぜい$l(防上策せして〈れる〈らいであふただし仕

事の終了Iey，までにメカが大破した弘犬t!~RなEのjJ(官者被った場合の

み、修理費、治係"を負担して〈れる.PCi)r，納得しない場合、 GMI;I.オ
リピアのもつ〈総惑〉などでロ-J~してもよい.

6.絞'!1I1こl刻して、メカの俄料、食織は依紙主むち tなるので気にす

る必療はない.それぞれIO日分ずつ周五、して〈る.

パーティにハスラーがいた場合、彼は賞金首に附する以下のm報を思

い出します.

アトランタ周辺に叶Fんでいると思われるテキサナ海兵隊7J~ポーグの

脱注兵ランディ ・グロスター.テキサナ止I(治局より $60.0ωの賞金が懸

げられτいる.先の紛争で{伊眼中、紛糾に拠常をきたし却下を湿器去り

にして脱定.噂でI~手ごわい奴らしいが、悦走兵 I 人に S60 . 0ωtl;l.破

絡の賞金t.:から、早いもの勝ちの難車い慌である.

きらに畿がテキサナIfl身ならグロスターの絃鹿島知っています.

パージニア包酬ιパーミンガム防衛総そスポーノレ畑農なE精鋭の

海兵鍬の中でも tりわり鱒かい、戦爆を祭主rヒ'ッグ・ランデイ Jい、う

愛称を持つランヂィ ・〆ロスター大関.海兵隊最強のフルポーグtまで

いわn. 2()'~ ~ ;1'キサナを守り絞りた彼がなぜ官見走なEしたのか、非常

に不可解である.

PCがまだ4まいなら、守殺の頃、グロスターにt量れていたかも知れませ

んね.



PW直lH

オ P ピアの簡単なプロ 7 ィ -)~t ヂ-?i-f'サ~eしτおきまLょう.

オリビア・ハミルトン

21愈.小麦色町飢に大害な丸メガネ{ファッションです)がよく似合う元

気いっぱいの女性.プラポーテレグラフでチンケな:jシップ記事を膏いて

いたが、今回は編集長を餓得して~々危険な叡材旅行を敢行した.後世は

レポーター、カメラマン、ライターなどを 1人でこなす才能と体力をj寄っ

ている.若いジャーナリス Fにありがちだが、 R.'fャパをこよな〈蟻敬

しているらしい.

能力値

STR 10 REF 14 DEX 15 INT 12 EDU 13 
PER 7 SYM 14 WIL 15 SUV D HP 5 

主な取得スキル:公用s 97%、宮崎学 64%、鑑定 36%.写真映像

81%、鶴お 67%.土地カン 4~ι 小火器 22%、絡闘回避(鹿島衝と

して) 39%、アク匂ス 105%、ソフトプ。グラム 27% 
サイバー化状況 :ZONYデータリストマン(左鵬)

主な草書備:ピデ".カメラなど取材機器、 .22Calカートレス、ヲァイパーン

ヤ‘Y

・データリストマンについて 市販サイバーパーツのひとつでB臨時計盤

的パーツを下館鶴に埋め込むタイプ.アクセスファイパー告発展さぜたよ

うなものでネットから怒り入れた情報告ストック{セF ブ}してお〈ことが

できる.小さな滴晶画面むついてはいるが、他人にらゃんと情報を見せた

いときはディスプレイかプリンタが必要.オリビア1:今回の取材に晶嬰と

思われる情報をスクラップブックのようにしてインプγ卜している.値段

は$3.剖却で、容量はこのタイプだと辞書3情骨〈らい.PCI>欲しいなら

装備してかまわないが、彼世が集めたデータはコピーさぜてもらえない.
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目的地までは車で片道2日{または3日Hいう tころです. 1 日目 I~

弔砲に過ぎていき ます.2日目、そろそろ戦j晶跡地にき Lb.tJ'ろうい、

う喧i.以下のイベントが発生し、 PCたちはあるttへ避織するこ tになる

でしょう.もし、ホパーなEのお速メカを使用している場合、アトラン

タにはもっ t早〈者いてL;l:i';I:すから、+分シティから隠れたらす〈ヘ

以下のイベントを行なって〈だきい.

1. PCたちかIJIlを止めて休息しているとき.ミュータントの不意肘ち

を受ります.GMI~なる'""(オリピアを第 lの自様にして〈ださい.彼女

念鴨署を降ろすと、術丘の岩に化りていた3匹のサンドフロッグヵe突 然

役立を襲います.

サンドフロッグのデ-?

MV 2 REF 2 SUV D HP 6 
攻撃力 主O、命中III 10%(初回は不意討らで50%)

サンド7ロγグの滋の活攻幣1:1.・シフ ト2"なn決められτいます

れここでは"滋に俊きれたため、ち'('んtLt~治療t休息カr:f~な状

態..になるものtL、死亡寄せないで〈だきい.具f斜均にはSUVが"F"
になり、郡津島に苦しみます.ニζでI:/.!;'んな治療をしても完全にl:l.iIiり

ません.<医学 ・ 隊術>SR2 またはく応急手当>S~に成功すれば、彼女

の命があと l~制l:)足らずだk いうこ t もわかります.PCがサンド7 ロフ

グから攻撃を受けたS持告も同じ(.SUVをlランク下げるなEのペナノν

ティを践して(t:幸い.

2. ミュータントを総邑(または逮走}して一息ついたPCたちは、 2ω
mほE向こうに小杏な廃虚があるのを発見します.~らにPERのAR18に

T~lj)すれば、わずかに爆が立ち昇っているのむ兄分げられtす.こ こで

PCたちがこの村に向かうこ tにしたなら、次のイベント1:1.rこちらにメタ

ルホッパーの瀞れが飛んで来るのが見えるJい、うこ tにしτ、実際に行

なわな〈てもかまわないでしょう.

3.溺予方向からメタルオt~;.'" {'ーの小群州tんで米t す.~見I:l.PER

のARI5(νーダーがあれJ.t'チェックの必要はありません}でチェッタしτ
〈ださい.ζれを避りるにはすf先に見える縫厳に透げ込むしかありま

せん.金Jlが失敗したら、回避するf聞もな〈鎚われます.メカは反目出+

3<tで3閲ずつ、来JlI:l.8の4でI問、火器の命中を受付たむのtLτ被害

を出して<1.ゴきい.

蜘遮れるた時には、なる'""(大きな建物に滋量す晶必要があります.

IiWlの中心にある教会のような縫物11すf発見できるでしょう.メタル

ストームはこの厚織をわずかにそれていますが、ラジオ日ースによる

しこの先3 日 IUJにわたって断統的に大:~のメタルストームがよの2ー

スを通過す晶ょうです.きて、先のメタルストームが飛ぴ去った後、 PC
たちは外から教会をのFき込む1Riを発見てきます.それはPCに見つかる

tす「選。rt.ごしていきます.1:ちらにしても3日間はここにいなりれば

なりませんし、オリピアの状怨b心配です.PCたちは旋怠の探艇を始め

るこ tでしょう.

ACT-2 廃虚の住人
この村は中央を1<(滋路を取り巻〈ようにζ じんまり主婦成きれτい

ます.元々はもっ t大きな村でしたが、IHんEの建物は戦火に焼かれ

崩れtIiちて L;I:っています.付制のマッアでは、残寄れた主齢骨1:1.4棟し

かめ9ません.村全体がしんと静まり返っていて、ゴーストタウンtい

う言葉がぴったりです.道端で自につ〈ものは粉々な戦別メカの残骸〈

らいです.
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A : P Cたち

コース

B:へリ

1. r~会の中にはめぼしいものは何もありません.

2. rオールド ・グリ 7.ン・ヴィ νッジJ!~!Fかれた. ll'lれた牢l-Iaが
あります.;tリピアが元以なら、役立の持つデータからこのポイントで

も激い、胸捕がめったこし村には少数ながら位入カ町、たらい、こ tが

bかります.

3. 'N興した純物の中央じ地下のシエノν夕刊:鋭〈ハッチがあ9ます.

ハッチl孟側リ政たれていt す. 中に入るなら、?担~f1.た臼}住1fi，ヒ.11.つり

るζtでしょう.般の抑瓜やm<伐る血の跡から、ここのtl:人が皆殺し
にされたよとを知るこ主ができます.死体は選び出されたのかひtつも

見つかりません.

4.この印刷こは幾つbの担保M 字裂が立τられており、必所であ

るよ tがわカ・ります.rllにItライフル付ぷにしてある議(兵士主忠われ

る}もあるようです.務碑名1.1.なにも刻まれていませんが、 1，必副社えられ

たt忠われる供え物がい〈つかめ0ます.世与え物lま粗末な造花、ぬい<'

るみ、況具など首をかしげるような物ばかりです.また〈偽袈・3りそ7ラ

ージ...>のSRl で2種劃1の足跡を判~'1できますo otつは子供のもの、

もうひ t つはかなり llìiitのある、~ら〈戦制サイポーグのむのです.ζ

ちらの足跡11片足のようにえふ杖むついています.

5. ~産申締給:ll(および繍鈴物資がしま勺τめる合li棋ですカt しっかり

鑓カ滑れ1られています.滋11:il:外に級丈で、 t思そうと猷みるなら縁側が

:e~耳です.もし爆~I~i'似111したら中の獅灘、惣鋼に引火するかも知れま

せん.そうなる t!是々 PCもグロスター私自目るζkになりますから.GM

1.1.なるベ〈爆破事ぜないように{例えばグロスター抑!Jltt-r止めさせるな

ど)努時τ<1':幸い.

6.よじんまりした民抵です.ζの家に11グロスターt少女が住んで

，. ;1す.ζニ"('J<')ンサーが〈プーピートラップ〉のSR.)fに成功すれU:.
この家を中心とした周辺のあちこち仁巧妙なトラップをml.できます.

ただし、これらのトラァプI阜、よIH'変な歩き方をしないかn，lItも

陸自留を受けないように、つまり人カ幣通に針舌する分には、きしさわり

がないよ主に作られτいます.

PCが6の重点の探索を始めよう tする L娠の中から杖をついた片足の
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フルポーク'カ畦且れます.かたわらにはこの男に隠れるようにK減〈らい

の少帥'います.

にの段耳障に何の用かね.パンデフト1;:'"、ここに金自の物がないζt

は知ってるだろう. 違うのか.遡織したのならうちにおいγoa;，裂

なものをあげよう.J

サイパーに興味のある者(サイノマ'-/~-"/を使用している者}はEDUの

AR20iた11(;!荷量;メカニクス>SRlに成功すれば、 ζの甲I.I/!Bサイポ-11'

のポヂィがかなりZJi符:1i1tであるこしすなわちこの射がおそら〈エリー

ト.moの出身か所属であったこと、ちらにテキサナ出身のパワンサーな

らこれが海兵隊で使用きれているカスタムタイアであるこ主を見分りら

れます.

オリピア(やPClはサンド7ロγグの硲に役:;.れていますから、彼に助

りを求めるニ tになるfしよう.グロスターは快〈糸知t..自分と少女

の名前を紹介した後、家に招き入れます.メカが泌れている場合、 ζの

家の11!1i事で修理もできます.

PCたちはメタルストームを避11τ‘3日!日iζ ょで.j{!jごさねばな0ませ

ん.77ジ.1.1. PCの艇とも舗をしたがりまぜんが‘オリピアなE病人を

かいがいし〈筑前します.グロスタ-~何〈れt な〈世話を娩ぃτ 〈れ

ますが、やはり Eよかに彫のある人牧π'すし、自分の身の上に闘しτ11
名前以外明かそう主しません(主いうより、彼自身がわからないのですl.

なぜここに併んでいる糾こl闘しても 77ジィの碩をなでながら、

「ょの干がいるからさ.J

K曾うばかりです.もっH.これはシティの外に住む人々にありがち

な反応なのですカ九

PCのハスラーは伎の正体に久づいているでしょうから、何らかの行動

を起こすかb知れません.

A ハスラーがEんな方法にせよ.彼をし tめるための行動を起ニそう

tしたなら{それか%:1<:討ちをねらったbのだtt.τbl、必ず奴づかれ

てしまいます.戦cl:tしての記憶は失勺τぃτb、身体が反応するので

しょう.

「弘は中いごtは貯まん.それに、あの干にはもう血生臭い光景はえせ



阿部副lH

てはならないL、ニの涜Jfにあの子(Hりを授しτむずむず死ぬわりに

いゆ・ないのt.!..trが何名であろう L'私には関係ない.そっtιτお

いて〈れ.J

PCとのq叫、に附して、彼IH'う Lτb'Iilbなりれ~!ならない場合て%、

なるべ〈相手に紡をJ¥わせないようにしtす.ただし、ファジィを人質

に取るなEの卑劣な手設を行制iされた場合、 彼は本~\τ戦います.

B ，、スラーがPCたちにグロスターの正体を明かすのはか£いません

が、 77 ジ4 にli"r~言って色無鳳です.役kは、

「途うもん』 おじちゃんは私たちを守今て〈れたんだからυ

PCをにらみつりがら、それだ1I曾って、逃If1<..，て行きます.また7
7ジィはいつもグロスターの日qにいるので.ばんな里担由にぜよ}役kを

技数するこ <li鈍い、でしょう.

C.グロスターを続得Lτふシティには帰りません.彼11自分カ吋司者
である会¥れ、うより何を生撲にしていた入1111かい、うニ tにl瑚しτは.

i事々感づいています.シテ-11こ戻れt王、 Eんな形にせよ潮隙に復帰させ

られるこ<11、間違いありません.彼l阜、らう2度と戦っτIまならない.

t無意量産のうちに白分に命令しているのです.そしτぞれ11.lilJII年に7

アジィの願いでむあります.

GMへ:加えていうなら、テロ Pスト11彼をいつもつり鈍っています.シ

ティで生活すれば、グロスターのf聞にいるファジィ 11必ずやテロの棟約

になるζ とでしょう.ltゆι彼li泌予をテロで3たっています.

実際にはい〈 ら賞金"ffi'・tはいえ、自分たちを肋1Iτ〈れた繍手を殺す

ζ 主ができ品かい、う t非常に樹~~ですが.いずれに Lても 3 日l聞は手

BO 

を11¥すよ主はできません.その他のことに関してはPCIH'う行動しτ品

自由です.GMI.t.倉搬に5置いてある武器SなEについτ.それとな〈伝えて

おいて〈だきい.グロスターとある緯度うち tりれば、重tM!の中を見に

行〈許しらもら えます.

杏て、;t y ピアの方11~創<<~受付て、しばら〈絞っ t(PCたちが状況

を担::滋L、何らか併世測または決定をするこみ}邸垣します.彼女11ζっ

そ0ベァドをlJw出して、グロスターのこ tをリスト?ンて澗同たあL
a紛の首1底無線機i-使って、テキサナへ'*長グ4・発比!Jという悦慨を送

っτしまいます.そのあとPCたちにそのζ とを得意げに結ιます.特に

PCがグロスターの正体に気づいていなItれば、必ず寄っτおいτ〈だき

い.グロスターは自分のいる tころをすキサナに知らきれたζ とに!剥し

ては多少困惑しますが、彼女を叱ったりはしまぜん.

オリピ71111血にも彼のプロフィールについて2、3話して〈れtす.

グロスターがテキサナ海兵隊の優秀な隊:J.Iだったこし ζの付τ倣t遭

遇したt主、館下吉見捨てて脱注したい、われτいる1Ii.伎の也被のム

官で、総司令官γもあるオニ-1.少佐が敗退の~任をグロスター式謝に

なすりつりたいづ怖があるζtなどです.さらにこれらの耳併につい

τ、彼女は(ジ守ーナPストの紛で)独自に鰍'lLてい;.L 1':'0まず岱?

を~扮てて脱走したい、うのは真っ赤な姶τ、真相i孟グロスターのり胤

を妬んだオニー沖合4か吋放量んt:);1だったtいうこしそして胤邑のi主

任色グロスターにはまった〈ないこ tなEをい 〈つかの1iE1!t.釘J)!Ut

につかんでいます.オ リピア 11 与 のスキ守ンダ.'.i-~~置する こ t をíÏt税

に伎にうるさ〈つきま tぃ、インタピューしたがります (PCが止めるの

ならJNです).もちろんPCヵ9ijl'、でみるこ uできます.

PCたちが‘あまりに bグロスターに嫌われるような行動~tっていな
いかぎり、彼は販を抱えつつこう岐きます.

「わからない.思い出せないんだ.自分の名前はζれで(紋の胸に刻まれ

ている詑織諜)わか勺たんだが . s孔がついたら、この雌雄で倒れて十

た.そして、傍らで弘を宿病して〈れていたのがあの干なんt!.村の中

11、死体でー綜だった.私11:死体を築時、埋葬した ・.!sたちは私の

ζt{，ill中ぜてt、るのか? だったら教えτ〈れ.ょこにあった死体は.

この村の惨状は もしかLたら、私がやったことじゃないのか?J

真相

伎はオニ-1.~'1主の命令で、 i 人で激の先行縛れ戦わさすL そして

負1話しました.伎は当初、この村を守るなnわうニu主考えてな〈、

t者以上 Lてそうなったようです.そしτfた'，:.. 今，t.た'.:1人生き妓勺7たJ佐』民呈=7

7ジイは

です.もちろんフ作:t(ーグである彼の手当は少女にはでき tぜん.Lか

L. その行為が伎の心~織さぶったのでしょう.

グロスターはオエール少佐に対Lτ、何ら悪界島f需は抱色、ていませんで

したし このあHi相を知らきれても、僻んだりはしないでしょう.フ

ァジィの身にf/i.U!が迫る￡で11.今の彼に t って、告の~~õ目的i孟フ

ァジィを守るこ t1二f血ならず、ぞれ以外のこtはどうでい、いニ tなの

です.

ニの}，+l自 111低鎗やデータをもっτ碍~/，品すこ tができます.もちろん

PCにその主Lがあればですが.鹿成を予知11二歩き回って(1.品滋.:!J'f: 7ラー

ジ...>SRX~ た 11俄略峨鮒肯煉>SRl に成功すれば.ここで行なわれ

た戦胤の柑符をイメージできます.ー-lω~1に村に佼入したのは l側中
隊移皮の装甲部隊で、あとから敵対する者(当然、グロスターです)がた

引ょ 1人.装甲部隊は村の中にl民間.揖!.¥¥¥純慨してい(.グロスター

はそれを少しずつ掃討しτいったものの.やがては負傷し、袋町t部隊の



妓イ1'1孟追却Lてい。t:ーーこんな感じです.グロスFーの盛私も4即時紳医

学〉のSR2で記憶設失である{芝j昌ではない)と断定できます.治療する

1iWI1ありますが.ここでは無理です.よれで彼の身の潔白11完全に寵

，，，t>れました.

ランディ，';'ロスター

外見11戦IJBサイポーグU Hめでわかるかt先の戦蹴て定足ほか、セ

ンサー鎖なEに多大な1Ji仰をnっている.冗テキサナシティ守餅"海兵

隊刻払彼はた t えj'{~院を知っても、また過去の栄{:'\'を袷て、脱走兵の

汚名~甘んじτ受付る ζ とになっても.ょの地子少kを守勺てg;きてい

(}JHンを変えない.戦業主巨人を絵にf郎、たような人物で性絡は実直にL

τ務1./;.彼にはm~脱走した t いうx!:織はないが、 Æ当な総きがあるな

ら巡んで叉1Iるつもーである.

能力目E

STR 35 REF 15 OEX 16 INT 11 EDU 9 

PER 34 SYM 15 WIL 17 SUV S HP 40 

主な取得スキル 大童書〆カニクス 78%、綿密〆カニクス 51%、建ti土

本工学 69%、医学・医術 99%、写真・映像 41%、土埠カン 52%、

拷問・噂問 82%、地上車企般 75%.小智鑓ナピゲート 87%、サパイ

パル 223%、応車手当 104%、偽装・カモフラージ" 124%、戦略・

織術指揮 116%‘ブービー トラ yプ 157%、渇発物全線橡作 173%、

空中・OG微動 97%、小火音量 141%、量火綜 n%、鰐鮫兵僻 79%、

役てき 96%.ナイフコンパ yト 25%、特殊貫録戦鶴~%‘格鶴間澄
お%

ザイパー状況:キユクロプスMk-lII/レザーネック・スベy ヤル{ボディ

町名祢、接申は全身A80/70%トメンタルスタピライザー、マイクロレ

ーダーシステふ、 CSSx1、テイザーハン ド(左鵬、テイザーの効果)、ハ

ードパンチャー{右腕}、ブースタ『レツグ{ただし片是なので1.2:に立たな
い}

主要議備など・{どうしても必要なら)倉原にあるゐのそ2、3祖i誼んで使

用する.

・彼の本車の能力はも勺と高い.ニのデータは負傷による昏認め繍備を

帯えてのむのである.

7アジィ

協議〈らいで本名11不明.シルバーに近いブロンドがフラッバーのよ

うになっτいん1&11.tダークブルー.グロスターを繕っており、彼以外

の人u:tたして献をしようtはしない.いつも寂しげに見える. ~た、
銃器や刃物(?ーサル・ウエポン}は大級いで， PCが手入れなEをしてい

るのを光るし非常に不快な商品ちf奮を隠してしまう.そのためカ1

4の家には武線の車IIJ.-切ない.

ACT-3 追跡者
3日後、 i孟が過ぎ去るのとIHんど剛幸(，ら色、に3畿の戦洲へF州属

鹿上~に'Jlれます.へ?1:'厳織するように旋回しつつ、スビーカーでこ

う告げ£す.

「ランディ・グロスター! グロスター克子大尉! そこに隠れれ、るの

はわかっτいんお主なし〈出て米t、.~弘を忘れてはいないだろうな.
rt械の上官のオエールt川Uムt品てこなげればニの廃虚ごと焼き払って

b‘、いんだぞ.J

彼ら1:'，掛格でグロスターを彼耳障していました玖{再燃にもオ Yピアの

処惜した'1!i皮をキャフチしたのです.

グロスターはすfに出て行こう主します.PCが止申τ品、みんなが危

険になるから， tいって捌きまぜん. ドアをl聞けた瞬:s:t.へFからνー

S司

FLOW宮~R IN RUtNS 

ザーカ申キり 注~，彼lま吹き飛iぬれます悦んで1;1.いません).スピーカ

ーから含み笑いt共に戸が流れます.

r"う主う児つItt:.f'.ニの宛にmないがo 11:様の死体をこの目τ確認

するまで.わしは枕をお〈して眠れんのt.:o そしτ、持ダ4・~流Lて〈
れた!e者t>んもそょにいるのかな? かわいそうどヵえあんたの特ダ品

m割以シテ~ l二11届いていない.そしτあんたもよこで知書聾するこtに

なる.J

戸口の陰に倒れ込んだグロスター仁、i民を散らしながら77ジィが駆

り寄ります.

rt!、大丈夫t，!.・-・・・・頼む. ファジィ~.op(…・安全な t 二みへ…・・J

フルポーグIHて叫たいのて11陣、すのは置臓なことですかえ彼を倉

凪Iに辿れτい〈なら、負傷(HW)をおしτ、武器をとって戦う ζtにな

るか島知れません.そのタイミングはGMが決定して〈行事い.戦う場合、

彼はらっ tむ危険なポジションをあえて選びます.仰の関係もないPCた

ちを巻き込んτ守高まな〈思っているし、オニールの買11目標は自分に他

なPません.ぞれに、 Eんな状況にあっても彼11ヒーローなのです.

へリ部鍬112般が上~~ø脅威L‘伐る H量が富量れた場所に然Hを降み
してい孟す.ζのようにして3捜がそれぞれ厳側Aを降ろすい、う行動

を繰り返します.この時間を使えばI阿佐官のメカで肘っτ出たり、また倉

庫tこも臨時たEり者けるでLょう.PCが教会にメ;IJを郎、ていた場合、

取りに行〈のは蜂しいかも知れません.

合b~のなかにlι 先の紛争て'Jf{り残された装中補絵:lllがしまわれてい
ます.主いうより.GMT7ォースが倉時の中にm"去りにして行ったも

のです.ファジィがこれを見τ泣き出すので、普段は締め切今てお〈こ



剛 直直旺

t にしたのfす.補給事Iま依隊しています叫叙砂r，e~でわが、積まれ

ていた鰻終、武主主抑耳障なelt倉'，J内に越かれています.武器はコンパ

ットナイ 7xlO、高間i宜フ'νードXl、g..SMGX5、7....シェフトラ

イフルX15. 2伽mサイポーグライフルXl、火炎欽肘おxl、SAMラン

チ守-x3、手織帰l箱(5町田)、対}仰事地曾X4なEです.予備部illt

SAMを防tいて各銀，sH問分〈らいずつあります.他に牽引タイプの30固・

越制砲が置いτあります{予備掠はあ9ません).11<給会微り付11τぁp

ますから、倉庫から出す〈らいならすfできます.ヘリに声倒Iできる銭

都のひtつになるでしょう.補給事本体に武器はありません.このメ:/J

を戦加で使用したいt考えた場合.以前からそのつもりで徐備しτおか

ないい、けません.つまり、エンジンを修理したり、兵器'I!'搭畝したり

いづこtτす.修理に l目、反回世搭載するならさら仁 1日カ唱、りま

す.何tかベストな主よろまで修理した就惣のデータIt以下のような感

じになるでしょう.修理をまった〈していなかった場合、原則tしてこ

のメカを車賜Eで使用事せてはなりません.

形式 ;義申補循車{を改造した対空按甲車)

タイプ :V 

AEF/MV : 1/15 

HP ・40

乗員、乗客 8 

装甲~

(前側面) : Ai.泊，/70%(7アイパエウム}

{後面} ・A60/70%(ファイパニウム)

{よ面} ・A40/70%(ファイパニウム)

細書革命中褒

1-7 本体

8 エンジン(CP3)、タイヤ(CP3: 3発で停止)

9 兵義‘貨物。策員 1名

待娘兵傍 :300r冒織関砲のみ

・ ガンポ-~はありません.また30醐機関砲は車外にて直接織作ずる必要

があります.

オニー片少佐に対して、受渉l孟色、勺きいできません.伎はζのスキセ

『

a
'
J
 

Cョー
a・ . rイン，'/ 

可》 4

ンダルの1~相を知るすべτの者を聞からI嗣へ採るつも争だし、彼の待つ

τきた戦力ならそれが+寸分可自~:からです. また.鹿践の外に逃げ出す

のM慌ではありません.たちまちへ9に隙のli¥にされてしま主ことγ
しよう. ζの1昆戯tいう地形やftlll!の民絡を省効に世!って戦うしかめ。

ません.また、敵Iまζちらにハンターがい晶こ tは知らないので.この

チャンスを布却Jに制iわせるようにしτ〈だきい.

オエール少佐

hし鼻引車はグνー.冷たい目をした、いかにも冷血そうで実力Itゼ

ロい、った感じの士官.

能力値

STR 12 AEF 22 DEX 10 INT 9 EDU 18 

PEA 16 SYM 6 WIL 7 SUV 0 HP 6 

おむなサイバー状~5t :ジャック =イン/サイバーリンク溝手x5、サイバ

ーIRビジョン

主要装備など :9醐ボディカスタム(ただし厳"はしない}

・彼は前線で戦勺た経験はほとんどありません.ですからへリがやられた

犠合にI~、うま〈脱出できたとしても遜げ回ったり、降書するだけです.

少佐は海兵隊所属ですか仁 ζんな任務に正規の兵を能うわりにはいき

ません.ヘリのバイロットは彼の腹心の部下ですかt他上に降ろされる

のは金τ宿われた幸iたちです.また、乗ってきたヘリもオユ-)り唯の

所有するものです.

形式 .哨戒へリ

タイプ A 

REF/MV : 23/150 

HP : 12 

，在員 : 1 (乗客2)

装甲緩

(全面一律): A70/80%(7 '1'イパニつム}

細部命中袈

1-5 本体

6 zンジン(CP6、MV30以下T墜落)

7. 8 0ーター(CP5、3発申中て'lf!i)

I ， 
， 

、、、
、
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9 熔娘兵襲。乗員

格載兵録。 12.7嗣 HMG(!T佐の磁体だけは1加Vりレスレーザー)x 1、フ

レアポッ1'(M)

• 3織と!>，射調書時的〈置火雪量〉および操縦時的〈小型艇ナピゲート>1:50%

です.サイバーリンクに関しては回避のみ可能です.

オニール少佐に雁われた傭兵たち (6名):少佐はへリこそ玄戦力主帯。

えているので、彼らをあまり当てにしていません.テキサナの軍人はみ

んなそう考えます.

傭兵AおよびB

REF 14 SUV 0 HP 9 

WlL修正jl::!:O

(絡闘の)攻司書力 主O

防具:ヲァイハーへんメッ k 防弾ジャケット

S書留園:スナイパーライヲル(抱事スコープ付)、 9・mカートレス

鞍腕に関連する取得スキルー小火器 45%、犯繁 87%，投てき

聾手戦闘 59%、格制回避 42%

傭兵CおよびD

REF 9 SUV S HP 

Wll修正値::1:0
(格闘の}攻撃力 + 16 

E耳鼻 。メ?ルスキン自(全身)

S書備・蛮刀、ワイヤー.平t留弾x3

24 

41%、

税関に関連する取得スギル:ブービートラップ 88%、投て~ 47%、繁
手戦関 55%、ナイ7:>ンパγト 64%、特殊武器戦闘 78%、他翻図遭

70% 

傭兵EおよびF

REF 17 SUV C HP 12 

Wll修正償。主O

(格闘の)攻繁力 +4 

防具・オートプロテクター(ハイブリツト}

装備 9闘oSMG、大虫放射鈴、コンパットナイフ

戦闘に関連する取得スキル・爆発物 65%、小火器 77%、重火器 47%、
投てき 45%、素手尊重倒判%、ナイフコンパット 総%、絡間回避 65

% 

PCたちの作戦

ヘリに対抗するには.SAM、3伽t同<:fi効です.ヘリが近づいたら、羽

田を、50m以上競れていたらSAM、と使い分りましょう.もっともSAM

は相手が7νアを制到した場合、外れるこ tが多いのでタイミングが大

事です.PCがヨンパットシエ1~1:'持ってきていたヰ除、曹時t 術単に片づ

〈でしょうか官、そうでない場合、 GMはバランスを考えて <t:幸い.

JU.に傭兵たちが降りたなら、戦いlt辛いものになるかも知れません.

PCたちは手分IILτ鰍に当たる£要があります.こちらもPCの銭品1散

により、人数聖書的aして〈ださい.

PCたちがヘリを綴り切るつもりで、この腿虚から洛げ出そう tしてら

無駄な努力です.それにi麟 伽e少しでもある戸作戦った方がい〈らか

布利なのは畿でも車燃できるこ tでしょう.

ACT-4 朝焼け
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凡OWERIN /IVIN$ 

オニュール少佐ヵrnんだり捕まったりする L 殺りの敵はすべて退却を始

めます01:、{x;が!Eきτいた場合、生かすも殺すもPCたちの自由ですが.

;tリピ7(またはランディ )11彼を公式の場τ'm(ζkを従案します.

事て.ランダィがζの嚇測を自主舎のぴたかEうか、またはPCヵにの3
日 l目lでランダ~t7アジィに行なった鋭得によっτ、シナリオの結末11

変わって〈るでしょう.

A. PCがシティに震るよう強〈脱得した場合

ランヂィ自身はシティに戻今てもかまわないのですが、フアジ4カ制

緩の限るこの村を隠れたがらないのです.彼女はζの村でさE.tれて狩ち
ましたから、村の中以外11 ミュータントの術曲する:;r~.の荒野t.:!.思勺

ていますし、メガ=シティの存在を知っていたtLτ 弘、具体的にEう

いう所か事甥できません.グロスターにしてもシティに戻れI!，耳切法

廷が待っています L、 1ヰぴ峨例マシーン t して戦j晶に送~a，されるのも

あきらかです.それでも、例えばファジィの将来を考えみ‘主いう鼠に

ランデ4 を脱，~~Jした場合には、彼11少女を;!れτ シティに赴〈ニ t でし

ょう.それが彼らにtって幸せかEうかはわかりまぜんカらランディさ

えff'lil)すればテキサナ ・シティに炭らず、卓、オ=ア‘ノプIVに亡命するよ

う勧申るのもいいかも知れません.

オリピアはオニール少佐に襲われたときはrt任を感じてしょげかえっ

τ←ま したが， !差題の入を述れて~告1紛々とテキサナに腐っτ来る ζ 主

にな~ H'. 

r~_て、そう と決まれI!早速テキサナへしゅ。It一つ ! J

B.ランディが生きのびた湯合

彼11→約二戦っτ〈れた礼を述ペるか.あるいは駒込んでしまった

こ主を綻びます.また、倉庫にあった武器が欲しいなら、い〈つでも待

。て行勺てかまわないとも曾います{ただしCMの判断で、い〈つかの兵

総11耳障れτいた、または今の戦械で段れてしまうたこ主にLτかまいま

せん).伎は寄らにfj.jついた身体をきしませながら、 7アジィ t共にいつ

までい‘つtでも PCたちを見送ります.

帰りの11('1'(日数をこれi比延長しτ胤欄Tを絞りきぜるほどプラポ

ーテνグラフ11金持ちではありませんLオリピアは大量〈ため怠をつい

てから、取材テープやE邸主データを111外吋脅てはじめます.

rわたし州l述。τたみたい.1~~起を知イより 、 都市で樹首するよ主が

必ずしも、その人に帯せU:t隙らないもんね.いいわ、今度はもっ H

勺t大きい符{ダキをスクープしてやるん1:から ! そのtきはまたよろ

し〈ね.J

C.ランディヵ，<}tんでしまった治合

逸されたファジィをこの危険な縦虚に置いてい勺てしまうこ tはでき

ないでしょう.彼女はできるかぎり低抗します玖ここはテキサナへ遮

れ締Il>""ちです.

落ち込んでいたオリピ71主婦りのlli中で、取材テープや~(潟データ1:'

l~外《袷τはじめます.

「彼らはそっ tしてお("" T t.ご勺たのね.n~院をま語〈のがいつも正しい

ニU:U1限らないわ.わたしが彼を絞ιたようなものだわ…"J

PCの離もが彼女をrtめた~，怒めたーできないでしょう.しかし.フ

ァジィは泣いているオ 9ピアの手を取ります.

..... .テキサナの硲量「ピッグ・ランヂイ 』の最期を知る者は数少ない.

しかし.その:l~に立ち会った者たちも彼の主主きぎまをt寄るニ Uまなか

ったtい主・・

END 



シナりオ解鋭
4つのシナリ才的作者による解説です.マスタリング白書噂にしてくだ

喜い.

FIRST ALBUM 松 島 孝

こ的シナリ坊の全体的情成は、少しずつ真相がわかるパターンになっτ
いるため、プレイヤーに情報告与え過I!てb、出し惜しんでも、つまづ〈

か先を11まれてし車うことになりがちです.ですから、初めてGMをきな

る方にはやや荷が置いかも知れまぜん.また慣れた方でb、情報の鴎適性

をよ〈抱獲してお〈必要があります.M遭っτもシナリオブックを臨みな

がらプレイしようとはしないように.

さらに、二のシナリオの箇自味的準骨以上は、それぞれ特徴のあるNPC
たらをどこまで浮き彫りにできるかにかかっていると僕は思勺てい草す.

ケリ一、ンヤナ、ウィリアムズ、フィリップなどなど、本文中にどんな感

じか1!っちリ.いたのはそのためて・す.なにしろ、戦闘はラス トシーンに

しか用意していないし、情報はサイバースペースにダイブせずとも平に入

るようにしてあるのです.その骨‘たゥぷりrロールプレイJの鶴骨を楽し

んで欲しいと患います.

あと、ンヤナの曲目敏111L1t11たかったのですが、紙幡町都合で概要を

曹〈だけになってしまいました.得意な方はぜひチャレンジして〈ださい.

48 MINUTES 高平鳴海

はい.このタイトルは有名な峡留からいただきましたが、内容はまった

〈関係ありません.二のシナリオのマスタリングはプレイバランスに気を

使わねばなりませんし、使用するデータもものすごく多いのてもMは疲れ

るでしょ う.はっきり官って上級者向けのシナリオです.もっと b、シナ

リオブッ ク的発売される頃にI~、 PCたち{特にパワンサー)はかなりパウ

ーアップしτいるでしょうから、今回目ンナリオプ，7に登場するすべτ
の搬は憲司置して強めに段定してあるのです.それで b、このシナリオに霊

場ずる搬はやたら数が多い上、強い 3 すべての織を倒ずつむりなら、討

ら入リチームはたぶん、途中で全員のたれ死ぬでしょうし、身、ッ トライナ

ーも{オスカル815)との決戦までWILが保たないでしょう.この巨大な

ピルは密関空間なので一視のダンジョンと冨え指〈もあリません.しかし、

PCたちの今回の仕事は宝探しではありません.貧警なフロアのみを効果

的に制座すればよいのです.GMとPCI:階段11:1:自由に出入りで容ると

いうことを忘れないで〈ださい.昏フロアには線々な仕様付やヒンbが隠

容れτい草すが、これらそ署破したり、作臓が正し付れば必ずクリアでき

ます.そして、その時その時の状潟判断が正しければ正しいほどよい結果

が得られるでしょうし、問遣いが多ければだんだん失敗(・企画の究)的確

率が太宰〈なるのです.

ニのピルはまさにfデンジャランス ・ゾーンJと冨えるでしょう.

な布、プレイ拳加人数のよ限は決まっていますが、これはへリの録員数

や~密作献を考えたよでの雰団気ですから、あまり厳密に考える必要はあ

りまぜん.
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SMOKE OUT 石川常門

このシナリオは足て・4軍がないと温まないようになっτい草す.プレイヤ

ーの中には、ネットウークからの情報にこだわる万むいるかbしれません

が、複董むののシナリオはニうじφないと、と.¥IJ.うのは慢が古い人間だか

らでしょうか?

シナリオ巡行上司留意点を挙げるなら、 PCたらが対人関係に注意しな

ければならない渇函がいくつかあリます.特にトニーとの後触は気をつけ

ないとサンデイ的行動的動機告知る二とができな〈なり、スムーズな展開

は留めな<l，tるでしょう.また、 コルレ才ーネ・ファミリーとの機触につ

いては、マフィアを恐れるプレイヤーもいるかもしれません.そのと~に

はPCたらに自舟たちがハンターというプロフコ['')シヨナルであるζと令

思い出させて〈ださい.

トルエカにおいτ、PCたもの動きには注憲する必要があリます.特に、

サンディのリアクションI革、シナリオのヱンディングを決定する置聾なフ

77ターなので、特に気をつけな〈て指なりまぜんノブラッドJが燃えて

からの、最後のパンデツトと司戦嶋シーンI草様々な状況が想定でeるので

すが、恐ら <PCたらにとって有利な戦闘になるでしょうから、今までの

地道な娘査や行動的締め<<りとして、スカッと展開しましょう.

何はともあれ.7'ッドヱンディング目ざして顔強ゥて〈ださい.

FLOWER IN RUINS 高平鳴海

初岳者であれ、ベテランであれGMはこのシナリオの進行については苦

労することはないはずです.ただし、本文に指定されているとおりにシナ

リオを進めるなら、シナリオの冒頭でハスラーにある程度的情線カ<j;jえら

れてしまうので、いざランディが現れても、ス争ーリーの箇自みが感じら

れないと思う方もいる庁ちしれません.私I~基本的には初告書プレイヤー

を対象にしてシナリ 才的プロ ッ ト を組むようにしていますから、GMI~骨

自の判断およびセッ:/!Iンロ擬まったプレイヤーの慣れ具合などを曙えて、

PCに与える情報を制限ι、話を盛りよげて〈ださい.プレイヤー{釘よぴ

PC)にしてみてば‘与えられた情報より‘自ら考えτ導I!出した給崎町方

がはるかに僧級できるはずです.

オニーんの戦舗へリ部隊との戦騎がかなり厳しいものであるのは明らか

ですが.被らを迎え司書つには、月連虚にや勺てくることを予想し、その準備

をしてお〈ことがぜひとも必要です.準備が万喝なら傭兵を降ろす前に彼

らを繁ち落とすこともできるでしょう.逆に、彼らの観衆を予想LたPC
は、廃虚を透げ出す準備を始めるかむしれ草ぜん.ナ骨理に3句、な勺ている

なら、 GMはそれをt午可してもかまいまぜん.
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高平鳴海先生の作品を
こちらで紹介しています。

>>このページ、をクリックして下さい

http://www.amazon.co.jp/gp/search?ie=UTF8&keywords=%E9%AB%98%E5%B9%B3%E9%B3%B4%E6%B5%B7&tag=grandbluespla-22&index=books-jp&linkCode=ur2&camp=247&creative=1211#/ref=sr_st?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&keywords=%E9%AB%98%E5%B9%B3%E9%B3%B4%E6%B5%B7&qid=1357879163&rh=n%3A465392%2Ck%3A%E9%AB%98%E5%B9%B3%E9%B3%B4%E6%B5%B7&sort=salesrank
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