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シナリオ本文・l'にあるとお争、これはキットワーク/サイバースペー

スド‘う紛;池'!J~への層鮮をi栗申、事再1"'-1'"のなかイも初抑'JなアF シ

歯ン. アクセスとイメージ77イトアイスプv-~なE をプνイヤー、

GMカ市街持するためのシナリォです.

舞古はダウンタウン{ニュアンス tしては下現nで、使mするネットワ

ーク/サイバースペースの側面仏法本的に Lクサッドfごげですから、

継でも簡単にプvイに臨めるでしょう.また、ストーリー白体に bそれ

はE灘い、{胤畠1まい‘し、解決のシノプシス弘幸t本1目:なしてあるので.

PCたちは4宵絡をすペτlISめるまでらな〈、犯人を突き止めるこ tがで

きるかも知れません.

実際のプvイの犬部分はfFI線放lISい・う二 tになりますカ'.GMlt紬斗

ァトワークからt1f怖をlISめるだり"のプレイにならないようれをつりて

〈ださい.t醜帥世からの憶測より初品の険tAや生のZ胞がよ111:'当τ
になる1¥'lfll<のはずです.少な<~私設25を受けた応には l聞は立ち寄ら

ぜ晶ようにしましょう.

メタルヘッドワールドは確かにヰァトワークが極限まで.~逮した世界

ですが、故意に隠されたfi'Ifj!l.1簡単には護士現しません.最後の決申手

tこなるのはキットワークからmめた何拘置をも tに探し差iτた、決定的な

災実なのです.そしτそれはディスプνイを眺めτい晶うちは決して見

い出せないでしょう.

蛇足ながら.11イトル11シナリォの内容tまった〈限速はありません.

このシナリオ11事UI¥'IIllなので、ピアノの線1¥'11111から命名しま した.
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自分で??f うのも foiJですが、 今白状鉢Lt~シナリオの中ではこれがイチ

拘lしです.ただ伐念なことにこのシナ9オは選吟唱'.)にPCひH?:'対話棋
にしたおiIIIJi:なのです.数人でプレイしたい主主1.1ヒロインであるウェン

テ・4の佐世づりを変íI!する必裂があ?~す. た主ぇ、 PC~役kのから

みがな〈て b楽しめるシナリオ主なるはずです.

このシナリオはRPGの辺司司!~つま 0 キ守ラクタ-~i演じるい、

うijiU品を正し{理解している11なら1Stでもマス119ングができる-('しょ

う.

導入部品数パターン則Jなしましたし、1，1午となる線分はすペてキーア

イテムやイベントで処理事れています.例より、ストーリーのw*M泳

法れI.tPCの日常生活なので、 GMは進行が殺です.ス トーリーI.tGM
M紡fのではなし何b知らないPCが進行役を努めτぃ〈こ tになり

ます.後1;1.P Cの能的がJな行動をζの世掠の決まりにしたがっτ処理し

てい〈だりで、不糸耳震な疑似境災:ill:~;が形成されてい きます. PCが:時

変に事tづいたなら、イベントを縦書括的に能。τ、 IlI:!J~の私心に少Lずつ

導きましょう.

ストーリーはきっちり主きまった粋の中で向山に釦lっτぃ〈こ kがで

き£すから.ベテランマスターに主つてはt商品 ・アレンジの腕の見せ所

ではないでLょう倉、

偽 り の~<J!世持に閉じ込められた主人公があがいたP もがいたりする.

こうした時的国や小説1.1鱗帯化 〈ちん出τいまれそう いった作品を見た

り続ん灯り Lτ.GMO)'a'ちんは独自のイベントを蛾り込んでみて〈だ

宅、、.
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このrl険11全般にi躍ってサイパースペースで行なわれます.サイバー

スペースらののス トーリー凶制はザイパースペース t哩lll!世芥tのキー

ポイン ト的な桜点があるい、うのがー鮒切なのです玖このシナザオ11

プロローグの仕事fli軒iにはじまっτ、クライマックス-7ィナーνまで

がサイパースペースで繰り広げられます.また、サイバースペースもの

のシナリオのもうひtつの特徴11彼謹製シナFオである こtですが、こ

れはアクシe ンを・l'心としたス トーリ-~な勺ています.

ζのようなコンセプ トでシナ~ ;舎を創ったのは、この七ットで紹介さ

れている 7 ドパンスト ・ ルールのなかでも比重立が~J~':;'皮なアクシ a ンをプ

レイヤ一、GMにFJ.MIしτもらうためです.つB、よれはステップ7

ツプPCIIlのシナリオなのです.

シナリオ巡行よの併な4{はほとんどあ9ません.GMがアクション中

心のシナヲオ主いうよ tを定唖iriにおいてマスタリングすれば、シナVオ

が行~~古まるよ kはないでしょう.fi'lffU1シナリオの逃行じしたが今τ
111て〈るようになっ τいますし PCの行揮すJの転機~Lτ計3回のIl<llí

がプロット寄れτいます.たfJ、ひtつt!1I1:t・.:0:しなりればなら主いの

はプレイバランスです.アクシaン主体のシナリォγすから. PC会甥

すliτ も強すliても繭臼味1.1半減してしまいます.ふットライナーでい

えばランクIW-C、マテJνフォーム能力の各νベノνが1-2、スピー

ド鈍が1OOJ:...Llニあれば聡:I!lIY'Jでしょう.もちろん敵のデータや数を変iI!し

てプレイしてもかまいません.
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縫け、 7クシaン、ストートす4 てがi昆然→れなった大スゲー

ルシナ y ;tで、手慣れたGM~プレイヤーにのみお奨めできます.

マスタリングについてGMがuに官t怒しなりればならない2つのポ

イントはすべてNPCにかかわるものです.(}tつはNPCの級い、 も

うひtつI副院側11寺のNPCのコント ローノνです.

NPCにI瑚する議紋定I主総榔多いのですが、 GMI.1ストーリーの本協

が撚過にそれないようi主なしな〈てはならなt骨・島知Iれません.まま場人

物のうち、 ~ <にアイサムノJクカ型産bれはじめるし 骨初f大き〈それ畠お

それがあります.PCたちの凝l$がbだかまるようなら、i症の正体を明

らかにして.あらためτ4上'll(を依頼するという形にしτ色かまわないで

しょう.また、逆に PCt~ちカ鳴にポウマンについて調査を進めないよ

うなら、シナヲオが215ってしまいます.また、ヴ;x.'"ダンヂィ tのコミ

.=.'"ケーションを伝説LτマスタリングしないL クライマックス b盛

りよがりません.

また、このシナリオのプレイバランスにI則してはかな9難い‘部分で

す.l守に‘ノJνンたちについては反乱世泌総tしたAIい、主役定上‘

やIHその戦例数値はお〈せぎるをえまぜんでした.その他の勧吋する

NPCも悶織で‘ PCヵ'.iE面iから戦うつも Pなら、とうτいかないまぜ

ん.GMltヴエルダンディをうま〈コントロールして、PCたちを勝利

に導きましょう.また、 PCたちがあtりに朱黙で泌すli'->のむ考えも

のです.少な(H.前作である駒PRISONERIN UNIT"をタ97
できる〈らいの能力は必犠です.

今倒11悲しいエンデイングのt仇官，が!!:(な0ました.もL、GMの好

みにあわないようなも. プロットを変íI!してみて (t!~い.

本文カット :村田竃TI!



はじめに

これはサイパースペース関係のルールの中でもアクセステクユァクk

イメージ77イトなE初歩的な/I/-IVをよ〈理解するためのシナ世オで

す.ストーリー1:1偽Eですから、システムになれるためのものとしてプ

νイして (1':きい.

参加入紋としては何人でも可能ですし(l人でもOKl.キャラクター

クラスも選びません.ただし、ヰットライナ一、ハスラーもし〈は今回

紹介された新キ'1-ラFターだりでプレイするのが留ましいでしょう.

舞台は特に設定しτいまぜん.あるメグ=シティのあるダウンタウン

(とい勺てもより住宅街に近仁笹良な市民が多いpJj-('す)で話1訂正じま

り.その，)、ちな衝の中τ司珂キが解決されるでしょう.

舞台tなるサイパースペースl主FANTAS系ですが、プロテクショ

ンを入札鍛えτf血のキットグループtするこtもできるでしょう.

ブローカーの依頼

PCI湖l除みのブローカーから寺泊切な依頼を受ります.PCかいンタ

ーでないなら、懇意にしている知り合ぃ tいうニ tにしておいてもかま

いません.

自民頼t官うのl阜、ネット内の彼の庖のデータエ97に侵入Lて.デー

タを高量殺しτいったfoiJ名かを突き止め、事件を解決するこ tです.

PClt点、ットの内外で'li'1I!la' l色めτい〈うち、 11>1'干の真相を自の是iた

りにできるでしょう.

GM用情級

事司ペτゆ〈うち.この衡のあちこちで明じような砂利晴宮島こ勺τいる

のがわかります.和軍直に徴主主をすすめ、ちょっ U..I~機濯をすれば、犯

人倣はす("こi乎かんで〈るでしょう.犯人はスト Hートバンクスのグル

-"1'"(1".彼らは最近、スト リートで死んfJハンターの遺体からい〈つ

かの7 シスト ;l 7~ を手にいn._それをf世勺て品、ット内τ涜t;;~をしτ

いたのです.

ACTー 1 ガスライトにて
PCたちは久しぶりに立ち寄った~みのパー "ガスライ ト"で一日

の疲れをいやしています.彼らはカウンターのl旬ζ うの逆マスターが今

日1mかない頗でいるよ主 に気づ〈でしょう.(PCに限らず)底内の礁

かがそのこ主に気づいて話しかりる主、マスターは訴しはじめます.

r~1まなあ、今朝、気づいたんだが、 4・ッ ト内のうちの結のデータがぶ

つこわ~れていたんだ・・・・.全四時枝態でなあ.まった〈ひEい奴 b いた

もんt:.W寝泊に腐りは出したが、 bしかしたら腐を閉めなきゃならん

かもしれんよJ

PCの中にζの衡に往んでいる者がいれば、データを担障害れ1:tか.Jli

司

が鰻われたい、う話をここ以外でも聞いているかも知れません.

マスター11大き〈ため息々つ〈主 、自の簡にいたPCに籾駿を始めます.

今日の飲み代はおごるから.データエ97を絢ペτみて〈れないかt

いうこ tです.

TJi内の泌米を使。て.データエリアにアクセスL、ちょっ tll!lべてみ

ましょう〆データプロー〉のSR2でチェγクιて〈だが、{他例恒Eは

いつ~，イずきません).混むな ら‘成功するまで戸肢もチェックを試みて
かまいません.)5-、PCのI睡もがデータプローを取得していなかった

ら、鹿内にいる他のハンターの雄かがよのI~君臨を行ないます.

まず、データは人為的に破脱されたら しいこ tがbかります.ちょ勺

tゃそう主ではデータの催場はできそうにありません.そして、エリア

の地後に磁波作業を行なった犯人の場名らしき bのが、 ..TBN"t書き

込まれています.

Eうも ζれは外告書から侵入しτきたハァカーのイ主祭に間違いないよう

です.I苫のマスター、アダム絡事んにこのζkを告げるふ彼はきもに

その犯人をできるかぎりでL叫哨・ら、仰とかして〈れないかと持ちかり

てきます.7解するなら、きら仁静しい結を1111(ζtができるでしょう.

なお、今回は正式な仕事の依頼t曾うわけではあ9ません.ですから、

期限M ・粂件はありませんヵQI併を解決色せたなら軒凋は約束して〈れ

ます.ただしJliの状態が状態なので、現金ではなし品物でしか唯'.1京
できまぜん.それは骨量末慢です.デッキ自体11;通常の物ですが、 ζれに

は301J'式柑f1f.ク担スタルが601園、俗級事れています.夕日スタルをばら

しτ売るも自分のデッキにつ付かえるのもいいでしょ う.ニれはあるハ

ンターが借金のかたu.て抵いていった物だをうです.

PCの披かがデッキをよ(.R..H:;:r曾したなら、本体に名前カ'刻み込

まれτいるのを発見できるかも知れまぜん.

幽ダユス=オーウェル 世界一の1・ットライナー"

rああ、 おかしな鮮がある奴だったよ.自分の符ち物には必ず名前t-..

みニむん1ゴ』
ちなみに彼1;1.1週r.:UH'i聞にζの街のスト リートて被害れています.

この情報は後でiR要なヒン トになるのですが、必ずしも この情報を知っ

てお〈必婆もないでιょう.

また、普段位置震にな今ている老人が闘っτいるのだから、ここは無償

で.1:1:111を引き受付τb1!ol11当たらないかも知れません.

きて、 Tダムカ噌歯して〈れるζkは以下のtおりです.

1.入っていたデータIH'れもそれはE犬舎な価歯車のめ畠ものではな

か勺たL.特に秘密にするような情徹もありませんでした.帽弘噂なEパ
ーの般営1:必~な各磁1'J娘、わずかながらJ~ ~説。ていたドラック1地係

の取り引き型忠臣、入っτいたのはそれだりです.

2. 7-~がす4て破j盟きれていたので知る白色ありませんが、犯人
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はデータの一部をコピーしτ持ち去ったかも知れません.ただし、取引

先にはζ うした本件があ勺たから舟心するように主迎絡はしたし、も、ま

までの主 ζみ取引先での被容は報告されていtぜん.

3.アダムは個人的にIt人から恨みを只うような覚えはないt曾。て

いますし、そのよ tlt脱明きれな〈τもPCには喧解でき るでしょう.

4.アダム自身は4、ットワークのセキュリティにItJ干し 〈な〈、管理

は契約ネァトに任せき 9でした.キット側からの総告t!t、設定しであ

今たプロテタション1:イメージファイトによ。τ破耳障されていたそうで

す.

5耳町村健こったのHiJじ〈らいの時刻にここの界隈の庖が何事干か、

同じような被省tこあっているようです.他の応を回って手がかりを集め

てみ畠のもよいかも知れません.

6. AHPからの通遣によれば‘犯人の般家・泌甫11不可舵主断定さ

れたそうです.司法当局はこの件を111件tして鍵査するζkはしないt
いうことです.つまり、アダムが傾れるのはPCたちだりなのです.も

..， t ~.犯人がわかったとしてふガスライトのデータが回復できるわ

りではありtぜんカ巳

アダムが知っているf時報はこの程度のものです.

彼1:1.ニの他にPCカ可宜主置をしやすいよう、庖のヂータエリアに入るた

めの IDtバスワードを教えて〈れますし、グ世ァドのセキュリティに

関して記された4、ット管制司の型候Eを見せて〈れます.しかし、チェッ

クポイントにプロテクションカヰ弱E霞きれるのは少な<t色3日以後の

こtでしょう.ネフト管理由日は下位グリッドの管理をなおぎりにしがち

ですから.それでは彼査を槻始しましょう.

g 

アダム=ベイン

7織.高鈴ですヵt健康で陽気な老人です.今I主自分のパーの経芭の

方にいをしんでお号、ブロー:11ーお君臨は帯分引退してい畠い、勺た紋態.

商売人Hτは性格がまじめすぎるのか、ブローカ-tLては成功しま

ぜんでしたが.このパーの方はいつb繁盛しているようです.彼はζの

衡を愛しており.若いハンターたちを見守りながら、こ二に骨骨埋Eめた

い気持ちでいます.

ブローカーtLτ扱勺ていた商品1まドラッ?l掲係ですが、い~Itこん

な状態なのでその方面でI:l.PCたちの支援はできません.

残されτいた署名 TBNについて

この界隈でわり t布名なハッカ-Jダストロイヤー=サム"よ tサム=

スキナードが今回の11'可取り犯人-(.す.彼は普段、 5AMtいう署名を使

いますが、今回はそれを略号化した署名を残しています.つまり、 71"

77ベットの一文字ずつをずらしてあるのです.

PCがTBNい、う単絡を bいこ朝憶や徳田置を行なっても何の手がか

りb得られませんが、ちょ今と頚をひねって5AMというキーワードを

得たtしたら、事件1:1.非常に簡単に書総hするでしょう.GMltアドリプ

でマスタFングをしなりればなりまぜんカ久治終的に、おそらく PCた

ちはサムのil!('らほ〈にある安アパート}に出かりてい今匂凶ti'mめ

きせるζ 主になるでしょう.アダムの'1liのデータやその他の犯行の%iF.拠

tなる品1:1.サムの部鹿で発見できます.

ACT-2 ストリートの住人
tず、 PCたちは被容のあったグFッドのこtを綜L<制ペなければ

ならないでしょう.

もし、捜日になっていたら、アダムからの述絡をPCに伝えて〈だき

也、.

今朝、データエリ 7t破岐した犯人t忠われる司甘から電郎、b'あり、コ

ピーしたデータを返して欲しりれば、 3日以内にS50.0∞の金tJll窓し

み t脅迫を受付たkのこ主です.

パー 〈ガスライト〉のデータエリアの位置

小さなパーの綾也吃孫n<らいなら、グF ッド 1 つをまるまる俗~-o It 

Eのものではありません.この巡りにある他の4野の底k共に、 ALT

05内に存議していました.クラスターナンバーはGJ -14582"('.をこ
のボトムグPッド、階層にして42番目です.ζのグPヲドの内部補再選も

ご〈単純で、入口から5本に枝分かれしているだ"です.

グYフド入口 システムエFアへの通路

スーパー (P&Zマーケット〉

パー〈ガスライト〉

ドラフグ・パー〈袋威鑓蛮}

ーターショフプ〈スピード ・デス〉

タゲンショップ〈マズルS紹車応〉

今回、被害にあったのはこの5底舗のうち、 :Ii・スラ4トtスピード・

ダ人マス~')ν棚卸苫です.#スライト 1:1.収納してあうたすべてのダータ

を磁波書れましたヵt他の庄の被容を知Pたりれば、直後、底に紡れτ
IUIいて(t.ごきい.

きて、グリッド内でPCが自由に入ることのできるのは舷的には}ガ

スライトのみですカ'.，ゲスライトをはじめ、被容を受付たスピード・デ

スマスew銃砲庖には何のセキュPティも存在しませんから、実際にIt

出入りは自由です.



7ダムから見せτもらえる晶、ヲト管理局の書類によれば.'1・に政:ll.
τ1).，1:<ヒキ...9ティ 11..*""、グ97ド入口にロジフタウ方ー斤倹破

値6).1) ~各紘のをれぞれの入Ilに11プロテタション・=:1' :t!1ν ト.~・ジ

.，..f7ントラッドがli:Iιτありま l.1:.電磁車IUこ仁品発生Lτ

いtぜん.

な布、 P&Z マーゲフトには上況のプロテタションに加え‘銭:1!'~守が

t童話したプロテタシ，ンカ代、〈っか存花しているようです.

システムエリアへの泌路11..ニのグリァドを支配するシステムに:l!o

bのですが.今1"1のl虫慨には|瑚係ないのtプ手i:'U'， ~ない方が無軸舵'す.

ζζ1: 11νベ沖4-1":ンスターが1体作拍・しているはずです.

アクセス.またはジ.，.ツタ=インによ今て最初にf.1られる怖.111以t

のt お 9です.正式な下~i'品。τグF ヅド内に入るなら.ここまでの

側粧を1制ために1"s.フ列車特に£嬰ありません二の時点で.PCが

P&Zマークフトt襲量産獲Iのダータ内仁入みうtするなら.ハッキン

グ行ぬをしなりればな0まぜん.ニニτ官闘を起ζすt面倒なので.c 
Mはできる1:11還付寄せま l.:九

夜が明1I1:C，.ストリートの庖を自勺て情報集めをしましょう.

スーパー (P&Zマーケッけに関する情報

ーのグリフドの'1・で'- it'火きな応で、データエ97内~'"分〈ら.'11 

P&Z守ーケットのデータでI向た~れτいます.今副首、I~にあわなか勺

たmのlつですが.たぶん独自でをろえたセキュリティのおかげでιょ

九スーパーはをニをζ繁磁ιているようですが. ~うか。てい晶 t い

うわりではないようです.

応のオーナー11守級銀世絵に摘いたようなちょび艇の"で. l'Cたち

を冷た〈あしらいtT.
r 1;1).今自やられた4聖書んには悶惜しますがね.うちのように普段か

ら気をつりτなか。たんだから、自11自得ですな』

P&Zマーケットおよびオーナーについτ院議に個lいても. Aい噂11

耳に入H1tんが.1Il作の芋がかーにな0毛主な訴11何らめ'ま宅th..

T也の応主U1仲11良〈なか。たようです.

3 

DAY回

デ-'1ヱりア内の得手とセキaリティ

7タセスでP&Zマーケットに入みう tする Lνベ"'1相よぴνベ

ル2プロテタ Y ヨンの妨奮を受ります.それを突破するし応の管理デ

ータの入口です会tここに11さらにνベル2プロテクシaンが汲Aされ

τいます.応の管理ダータ自体11'特じttしいkζ 1.>111)9まぜん.ょこ

で〈サーチ〉による偽情報の宕破に成功する L 隠しヂ-!l771ルを発

見で旨ます.

ジ令フク=インで中に入ろう ~l.I.ょ3占的."ポrν ト k ジキイアントラ

ットが立ちふ~カ句、その後にトラ ップのランダムテ νポート (9)、そ

れをりと岐す畠ふ管理データのiI;jにワ-9J.フ州、まれ管理.データ内

では隠ιデ'-!l77イwを無粂1'1'で犯見でH す.

隠しデ'-!l7ァイ"'ltオーナーの 10がないt比れないようじなっτ
います.サイパースペース内で1110プロテタシ・ンが浮かAでいtす

が、例Lτしま勺たら.このダ-!lllt同士事れてしまいます.見たりれ

ば.オーナーの 10を2ードワークで盗品1Ill.τ〈るしかありません.

オーナー11.ー般市民・です.

自ll.デ-'1の内容
大部分はちょっtιた不正な鮒!附聾えです玖マズ作鋭砲苫で被害

総見i'同，..たうえで、{サイパ司強化によらない)PERのARl5に成功

すれば.銃器の償問Eしの!eui'従兄で8ます.これはマズJ>fJ{.砲庖から

綜われた紛であるようです.

ドラッグ ・パー"裟威獲歪川じ絢する情報

ここはいか噛宮わい、底で.犠kO<のにまり品にな勺τいます.応の線

l)i~+~(.役営は苦い、ょうですが.仏・内にはいつ も20人以上の検定

鉱がたむ1.>l.τいます.ょの足:b面開にあわな9・。たのです玖革織が

いやがらぜでないのなら、よよ仁押し入。τ~~e.A11なじも得るニとは

できなか勺たでしょ九

ζニのマス!l-.71 スト 11七色に徐略上げた5!i'逆立ττ.~似り

あちこちをフアフシ，ナプh 仁サイパ・-{tしています.テックヒフピー



包翠L'fJ盤E

カ法定肢の出身で.ストリートパンクスの元締めのようです.

fご苦労きん.だがな惑いが訴すこ tIti可bなt叶主ここには盗られ

る物li何むないしJ、つも ζいつら録必厳にし勺かり守らぜてるからな.

襲われた鹿はEζ も繁盛しτたんだからいい童相~:'ぜJ
後威袋，IHマスター、号れにこニをたまり場にしτいるい〈 つかのス

トリートバンタスのグループについτの噂Itr問〈までもないでしょう.

底の中を子細に見渡すなら、 ItU.'lIlfしい77ツ Y ヨン砂お走肢にi昆
じ勺て、 I 人だII~~閥抗の主主う気の弱そうな少年t'~.む4できます. この

少年Itハッカーで、今匝I~JÇ('t-の実行犯です.ただし、 i誼に近得ろう t

す畠!:.まわりの犠;I!桜たちに阻まれます.

スピード ・デスに行って情報をtl入れたあtて.PCの自院かが応の外

に駐めτめる総定主主たちのパイクにff闘したなら、大型メカユタスSR

IまたはEDUのAR2Ot"'のチェックを待可Lて<f!~也、駐まっτい

るバイクのうち、新しL、3台1:どれもPLずつ簡単な改造やEES主がLて

ありますが、 ζれはスピード・デスから奪われた物のようです.ただし、

これを1磁題品とするよ tはできないでしょう.あま 0長々レ叫クミrl1ll
4τいるし 'お色艇とのゲンカにな9ます.

GMに注意

<r'l~吻犯人i主総成後誕のマスターとその吋止です玖彼らを捕まえた

りしてカず〈 τ1~'行を白状t>ぜたり.r.T:拠品問まっていないのに庇に押

し入るようなよ tをPCに寄せてはいりません.ダウンタウンにも法は

あります.特に底の中て古島れたりすれば、ポリスIHちろん‘紛の臼響

聞も敵に閉すこ主にな畠でしょう.

データヱリア内の織子とセキュリティ

アクセスでここに入るためには.Ü'狸舟の設置7Lt~νベノν l およびν

ベJV2プロテタションを突破ιなりればな 9 ませんが、応のrr~r.データ

には怪しいところはあ9ません.

ジャァク=インで中に入品うと したJ~合、ロボルド t ジJヤイアントラ

ットが立ちふt>がります.(1むにはζれと震ったセキA リティ b秘曹jもあ

。まぜん.

モーヂーショ';1プ・・スピード・デス"に附する情総

スピード ・ヂス11、小きいけれEわり t繁盛Lていたそーターシ冒ツ

プで、 pゲスライトほどではありませんが、大告な被容を受リた応です.

ここのグPッド内のデータは破域t>t1.tヒのではな〈改ぜんきれていた

のです.ダウンタウンは物騒ですから.特に夜rUJltllJiJ!!システムにtJlo
ニtになりますが、本側二のあった復It.防犯システムが停止し、それを

待ち交付ていたかのように何者かが応l刊に佼入しました.彼らは厳示し

てあったバイクを3台軍事って進走しましたカ仁行きがりの鼠::IHばかり

に庖内の鮫備をめちゃめちゃにしていきました.

ここの主人は特典そうなヨ;ぃメカユツクマンです.鉱石在ちしているt
いーより、鎚般のシaフタから立ち[配れずにま733長然!:Lt~松子τす.

r~是正Ë~'''''. 銭威望書Iにい畠奴らのf1j躍に違いなも・. 七色のそヒカンな
んてJl.ilえる島んか・.. . . . J 

f去は、 PCが献しか11τもほうりたように首を撮るばか9です.

スピード・デス主主人に闘する常や評判11良〈もな〈越{~な{!:ぃ

今 fょ窓じです.

庄の中は製鍛色れt~Uのt まで、視線k していますかt 二ニτ可巴人

の手・がかりを探すなら. PERのAR20t'チェフP寄せτ〈た・:;'<、成

功するL:li・ラクタの中に、岐れた電極トランキライザーを発見できます。

スピード ・デスの主人l孟Eさを短〈刈り込んでいますカ仁見たtよみジマ

ック=イン縫子はつけていないようなの予犯人が京高としτいった物か島

4 

しれません.

電樟トランキライザー

人rnlmのitt気事I~肱ドラッグ〈ソフトポイント〉です. rニ&νクションν

テ・イJtロゴが入っていて、その下に名前ヵf刻み込まれτいます.

'デニス=オーウェル宇宙ーのネットライナーJ

このダニス=オーウユルい、う9lか句河中の鑓を纏っているかも知れt

せん.

ACT-lt'デフキをよ〈見τい畠なら、アダムに飢〈い寸手も t

れるでLょうが、務柄下1にはこの仰のプロ7ィ-JVをふットから彼L:b

すζtにな9ます.

〈サーチ〉を行なうならわかっτいるよtは7JV;j.ームt(mltたどのハ

ッカーなのかも知れませんが}斗ットライナーであるい、うこtだりです.

あtはPCの検紫の仕方、考え方次第です((:同jぇ1::ギJVドの記録音創ベる

t カヘ~!!ØIl騰から鈎ペるとかl.

4・ットからu>められるれ判官11以下のk封。ですが、よれらのすべτを

PCに教える必裂はありませんよIUうまい杉撲を行なったのなら別

ですが、 rの紛庄の情報t'PCに明かす州tGMに餐ねられます.これ

はこのシナYオに限らず.すべてのシナリオにおいて共通の決ま 0です.

デニス=オーウェル

ランクE;j・ットライナー.死口幸お車.;j.;tアップ件、 7Yータウン

$ま 1'1.少~1liI.\'>(\:;より窃主主、秘行他数川副のj(!DI18霊あ~.以後*>J血を

欽i良、ハンターま榔I絞殺のt暑で‘ A‘フトライナーになってからそれ

ほど大きなii<JI11こなしτいない.各般ドラフグ常何者τ潔行不H.ク

ライ 7ント、司法当局なnのトラプノνも絶えず、ギルドから普告を受

りるζ と初日、 2沼JlIJ前についにハンターライセンス制1I驚きれた.

現住所l孟ス νイド・ストリート 1421(本人カt~EI，だのでもう引き払hれ

τいますl.

死亡報告についτ
l週111HFLパー〈ガスライト〉からの帰り道、数人の樹聾{犠走肢と忽

われる}に鰻われ流亡λ

死闘は鮒品による全身の打機筋t見られている.矧州事11こなっτ発

えされたが、遣部品のIHん1:'11犯人tたはスラム住人によって持ち去

られτいた.お'Jf!にあった氏名により本人主断定.写r~w.ff告告書み.

品、ノ トでu>め'.1官級以外で、彼についてアダム念吻Iっているこ tは1:

tんEありまぜん.金払いの跡、ジャンキーで、いつゆえのようなホラ

をふレていた、 tか友人がIHんどいなか可たとか"U-!: 削除毒わって

衡をulτい{t器、たま。fニツケのカタに t吾れよ引孟るかに価飢のあ

るヂッキをmいていった k かその〈らいです. 別にデιスを~.，ていた

わりではな<.出米の惑い息子のように思っτいたようです.スピード・

デスで拾ったトランキライザーを見せるとダユスのものに間違いないK

tiいます.

データエリア内の機予とセキュリティ

訟置きれていたセキュリティ 11他の庖と変bりありません.つまり入

日にνペル1.νベル2プロテクションがあっただりです.むちろん今

は破駁事れているので侵入には何のfi!.険bありません.16の符現データ

には大きな篠宮はありませんでした.夜間~Iの防犯システムのコントロ

ールプログラムを改ぎんきれただHです.データの閲覧はPCなら主人



の許可i'1~~ (τ も可舵でしょうが、制強干百Iを~.L 1:1\るなら~J'. (了

解の:tl:i'滋します.もちろんデータ綴に慢しいところはありません.

ガンショップ 〈マズル主解畠底〉伝関する情報

マスツ吋主他応は銃器を松う UH ても.\~.'.えい、よ主な姉妹が車室温 ι て

います.応WoI:1孟本4愉'Jな:ll・ンシnッアではな(.品~みえ b大!\:!の銃

i'Jより防具tヵ・2聾身問の拳鋭、七片7・ヂィフェンス ・9品ポン、ナイ

7草加f;tt!ったようです.ζζ もスピー ド ・ デス ~ I ・ ;1 じ〈抑制全のi!:iい

防犯システムを停止させられ.タイミングよ〈強燦団が抑L入勺たtの

ζtです.

姉妹は~'Iの掛何百Iì白H していて静却でLたが、やはり応がめちゃ〈

ちゃにさtt..段示してあった銃器が30数n仰換が多数奪われました.

，f.yスに被守山1はWIしましたが、滋身用の小型ー粉先ばかりだったので.

あまりJI:jIlJにはしτいないようです.そのクラスのiiJi1!1統はダウンタウ

ンにすでに蔓延しているからです.

姉妹の名は7 ンナ t メ P ール9~ 川'. 2人t島町泌な感じでよ〈似

ています.!庶kたちはi躍ながらに!Jfぇ tす.

rぉ即1いです.犯人士突き止めて 〈ださい.犯人tその湿潤さえそろえ

I!.白狩聞の".1'きんがなんtかして〈れるはずですから』

urの中はきちんt後かたづりがなされており、普しあたっτ犯人の手

がか9になるようなものは何色見あたりません...た姉妹む手がかりに

なるよヲなニ~11folも弛1~ません.

デーヲエリア内の機与とセキュリティ

ここのセキA リティ I車線bれた{止の腐に比ペ少しましな bのだ今たよ

うですが、やはり金調1突舷事れτいます.抑L入った犯人11νベルI、

νベル2プロテク ;/3ンを倒したあと.奥に鮫泣きれていたνベル2プ

ロテクシaンも倒して、夜間mの防犯システムのヨン トロールプログ'ラ

ムを故事'んしまし仏

ダ-11鎖に後しいtころはあ争ません.

ACT-3 商庖街の救世主
すべての広を闘ったPCには事例ゆ全貌カ吻由宇τsたかb知れません.

二れまでにi耳られた悦担iを盟主理ιτみましょう.また、ニれらの糸口

を突き紡めτぃ(UI，j't-は解決するでしょう.

l. P&Zマーケットのヂ-111'時の隠し771ル

PCがこれを事E兄しτ スー/~ーの才一ナーをきびし< I~~Iいつめる t 、

結 "を認功、 r"，拠となる鋭醤を返却します.

'説ñl..のメンパーは蘇ってきた鋭径を l つずつ身につリてお~.フィ

スト 11串まったIOTばかりの鋭i'Jをここのオーナーに先ったのです.伎

は今回の事件の企!l(~ζ の銑おのU'JôIfをうすうす担hτいますが. J竃た

るt尚昆t なる品やf，~担111持っていません. LかUIHt.の災1T~e.サムの
自的百しているグリッドのアクセスナンノマーを知。ています.オーナー11

!~吾れ制!I可でむしゃペりますカ'. PCたちはさらに捜査を純U~1?:.~ 

があるでしょ九ジキック=インしてサムのグリッドにい〈なら、シナ

Y*はクライマックスを迎えます.

2 デユス=オーウエルについて

彼のニtを守4申lにi湖ペたなら、微調司会可'IJ:~.ltつよ kでしょう.
ヂニスi'&署勺たのがLM也峡であるζ と、そうでないtこしτも遺留品を

持ち去勺たのが彼らであるζtに!日1違いはあ静ません.グリッド内のプ

ロテクシaンはイメージファイトて司直峨-z.れていたのですから.二れは

5 

BAYER 

アシストソフトを平にいれたハッカー、恐ら〈続威聖書地1:l、た少年の仕

撲です. {i可かゆチャンスがあってサムから彼の内rj;~している ')7 トを奪

い取ったり..n取るチ今ンスがあったなら、これにもしっかりデニス

の名前会月うさ込£れτいます.

PCの1í';JJによ~.タライマフタスkしては次の21:おりが考えられ

ます.

A. 袋威磁車に~り込む

乗り込んでいって%íf:拠を突きつりたりする~1lJ';Jf!曜または似酬にな。

ます.彼ら儀危膝r:.~Ut' l割11制{を受付τいるわけではないので手ごわい散

ではないかも知れませんが、こちらは少人m....L、相手は金以州1らか

の銃誌を所持しています.狭い応内で鋭懲織になったら、かなり耳'1'1に

なるはずです.

経織をそろえτ自響聞に提出するカ¥彼ら t→首にドラ γグパーに向

かうのがペストな方法tプしよう.

ここでの粉掛に勝利すれば、 "'14'1主解決です.メン，(ーにiRじっても、
たサムから経拠の品を押収できますし、他の迎中も犯行をtItめるζtで

しょう.

単独τ手f!~込むにしても.上手に交渉すれば. p Cや絃喜を受11た筒

rl!蕊たちにかなりよい粂刊で丸(J(lI.めるニ tができるかも知れません.

?スターの7~ スト l主席を経鴬Lτいるだけあ勺τ. 脚I (lfも持。てい

ます.l]lj1日明るみに出て一番凶るのは、失うものを持っている彼なの

ですから.

暴走銭のメンバー{平均値)

彼ものなかには.7アフシヨンで身体のー部分をサイパー化している

者い、ます.ただιsuvがS~なるだりで、 特殊な強化はきれτいま

ぜん.底内に1120人111::います.



G草 S離王

能力値

R E F 10 5 U V /何 p:O/8 W I L+2 

{絡倒的)攻撃力士O
防具なし

装備:. 22Calカー トレス、9鵬ボディ、9酬均一トレス、 357マグナムの

うちか勺どれか1つ、ナイフなど

戦創に関連する取得スキル:小火総 w弘ナイフコンパット 革路色、

格倒回避 3D')もなど

7ィスト

ドラックりずーのマスターです.(，也の述111よりiifi-つ分大きし 7色に

lC!時分付たそヒカンがト νードマークです.ハッカーのサムを引き込ん

で今回の111件ιを起ニした張本人で、えかりによらず後締て取り引きなE

も心得ているようです.また、公司，.&lil~彼の命令には必ず従います.推

定年匹、3昌弘

能力値

STR 16 REF 14 OEX 13 I NT 16 EOU 8 
PER 12 SYM 15 WI L 13 SUV C HP 15 

主な取得スキル曾語学問私大型メカヱヲヌ即也締官メカニク

ス 3D')弘薬会'" 8(芳弘精神医学航路弘鑑定反静也偽造 40"Aド地

上準金骨量割克也小火雪量 6re色素手戦1llI~弘ナイフコンパ・ノト ro 
%大型蹄. 7腕、格闘図湿 7仇特殊酎骨50"/0

王な畿備 .44マグナム、アイアンナツクルなど

自讐包(平均値)

普段な市民て可如此~れた臼普回τす.彼らIt正繰り附柑閉臓を交付τ

いるわりではないので.暴力に正ifoから立ち向かうこ tはできません.

Lかl..この界隈でI~ポリスよ川鴻ぬれています.だれだって、巡回

するだりのロポフトよーは人11日を俗画lするでしょう.

ハンターであ品 PCたち kは診納~I二相入れない主 ζ ろがあり、ちゃ

ん!.l.t~fi:拠をそみえτからでないと、取り合っτ 〈れません.

普段1;1.2-4入て彼自りを行ない、このシーンでは10人がついてきま

す.

e 

能力値

REF 9 SUV/HP 0/7 W I L~O 

(宇鍋唱の}攻望書力 士O
防具・ファイパーシャツ、ファイバーヘルメット

装備:9mmカートレスまたはフラッシュマスタードガン、スタンスティ

ックまたは警織など

戦臓に関連する取得スキル.小火祭 2仇繁手戦闘 4腕九大裂封書

日政、絡併居副監 50"/0など

B.サムの剖般にn<
スーパーのオーナーから1>>1き出した1¥'/暫冷却こサムの住所なEを御く

そこに乗り込むなら、事件I!Jtf刻(.J簡単に解決します.サムIt近〈の安

アパートに位んでいτ、 PCたちがやって〈るし H~ちの武.2;';で姉が

尽きるま引取隠し、そのあ主連げよう tします.サムはただの不良少年

ですから捕まえるのはたやすいでしょう.伎に犯行を白状幸せ、証拠品

!. U に白符聞に引き減せi刈情は船長です.サム11アダムの庖のデー

タのコピー、他の脂のデータを改ずんしたときの紀紘ダユスから奪っ

た数枚のアシストソフト-li'持っています.

サム=スキナード

能力値

5 T R 6 R E F 9 0 E X 8 I N T 14 E 0 U 9 

P E R 10 5 Y M 9 W I L 15 S U V E H P 3 

主な取得スキル.偽造 4ωι スり 宜野弘暗号・信号 25~私小火器

ID')弘サーチ 7ωι コードワーク 40"/0、データプロー ωω弘エレ

クトロニ?ス 日持品、ソフトプログラム 7D')ιイメージファイト 100 

% 
主な後備・ .22CalM P、ジャック=イン・インターフェイ虫、ホロドロ

ーム、ナイ?など

C.サムのグリッドに行〈

!日l じ〈、スー/~，ーのオーナーから聞き出したil~持Eを先にサイバースペ

ースのサムのグリッ ドを紡れた場合です.



ニのグFフドi孟入口、内絡を関わず.サムの段IIIιた数々の4ヒキニ&リ

ティがf.t紛りられていて正i6iから俊入を来たすのはtτも不可能です.

ですが.t:骨子凡のつbりでダイプLて、入円にZ>L.かかるとサム本人

!;I!勺た，m<hすζ とになPます.ここで彼t峨胤を行なうニ t~で
きますL..交渉i'行なうこともできるでしょう.サムの方11アシスト y

フトを"'.にいれたニ tで倣慢になっτぃtすから.戦いを位殺りられτ
遥げ泌すよ tはないし、状況次第ではPCに襲t暗唱・ってきます.伎を

例しτ も.直車眠、事件の解決にはつ1~が0 ませんが. このすf後に彼の

毎僅に_，るむのなら.本人を容易に繍£えるニ tができるでLょう.

サム鵬スキナード{サイバースペース内での傭カ値)

FP 6 イ〆ージファイト 100% ;r.ピード 82 フ勿ース最穴値

15 R R 4 fl大分身数 3 

所持ソフト:バトル7?ス、メイス、プラストプレ-~など

Slt.JCOH(宮崎時現A岬

な相、ヂ-fl ;r.. 97を舷鴻ι t~犯人{つまりすム)からがスライトに働

泊放が絹いていますが.PCたちがその3日以内に事件を解決でSなか

勺 f.:， またはしなか勺t~t ~. 3日後の制に符ぴ連絡が入品ζtでしょ

う.アダム11期日 までに指定額どりの企11m訟できませんでιt.:.サム

はその綴でかまわないからALTOS内のとあ晶インディーズ4・yトま

でや。τ 〈畠ように指定して事~1'.このインデ4ース:11例と平f名なν

ンタ作スペースで‘サイバースペース内の待ち合bせ場所tしτ使われ

τぃi1'.ζょでPCtサムの対決または交渉が可畿で1..J ~. 

書て、事件urういう凪に解決したでLょう念、副足できる結集なら‘

アダムや他の輔r.gi'受付た庖主たちから~ltt賃貸カ喝せられます. P 
Cたちはこのスト日ー トの救い主にな勺たのです.

END 

SILICON NEVERLAND 
シリコン・ネパーランド l 

回目旦H且u・I:.1:!!温.::n:I!1

はじめに

ζのシナリオIUフトライナーl入IIIにつ〈られτいます.当のPC
11最初から最後までた。た 1入でロ検脅しなりればなりません.ただし.

PCの肉体11今回は舞踊係です.PCll彼の白蜜なH わーから務獲が

入られまた肉体にはまず危険が及I!ない鳩鰍:いるこ k傘型自い、の

です.もちみん.oi'変更するよ tによ札鉄人でのプレイも可能で

しょう.また.ζのシナ9オ中盤の鎌々なイベントについてはGMが白

111に段定できます.映像フイ斤ムi'編J111'畠つもりでコラージュ的なス

トーリ-~脚li'行ないましょう.

今匝1.GMl1PCをうま〈だま舎なりればなりまぜん.シナリ...の大

部砂は!Il兆を勺〈りなサイノぜースペースl内で行なわれますが.PCはは

じめそれに気づかないのです.合わ宅tfli'.lf.ぃF事会・4て{ださい.f宣の

中に伽町内.またその中に伽句。τいます.この世界11サイパース

ペースに舗もれた凝似事古来世界でTat暑の中に事らじサイバースペー

スが称准ιτぃます.

舞台についτ.サイパースペースは一応KOTODAMA系で.PC 
の住むtli色アジアのメガ=シティですが.不自E合があ晶なら他のサイパ

ースペース、他のメガ=νテ4に政定L底Lτもかtいません.

理想燭針闘

世悩ti.~・ 7 ト内でおかしな事件が頗~ιτいます.ダイプ中の人聞が
次々 k行方耳却11こな。τいるのです.行方不明にな品入はちゃんtιた

ヲ

オベνーターからダヲンタワンのハツtJーまで織々で無縫別です.いな

〈な勺た入数はいまのtニ'>少般ですから、だれも その袋にmきれた巨

大な間働に気づいてはいまぜん.

PCに k 勺τ も ζの事件11~興味は告をられるも知れません11'). 日傭

tlH'遣い事件でLかあH ぜんでした.L.か1...伎はいつのまにかニ

の司匹件の彼害者になっτいる自分に気づ〈のです.

GMJII情報

4・7ト内で行方不明になった人々は死んでしまったわりではあHぜ

ん.企.A. tあるグリァド内に愈鰍体として存従しています.閉じ込め

られている tいった方がよいかb知れません.しかし、彼らのうちの大

郁分11サイパースペースに閉じ込められτいるζkに気づいていないの

です.なぜなら、ょの空間11現実世界を。〈争につ〈られたサイパース

ペースだからです.人々は硬策担t界で普通に針舌Lτいるt思い込んで

いるに過Fないのです.

二の笠翻はある異塘約な将管場が自分の理主~~追求した結果.例。ぬ

Lf~ ~ので、各人の宣置む t銀H(畠にかかbらず.やがては鳩成kのT

4ての人聞をサイパースペースに閉じ込めるつ~~です.長期間、閉じ

込められている人の肉体はやがて死んでしまいますが、をの愈歯車11サイ
パースペース内で永遠に生き続りるのです.ζの世界に11普綴~'I!:いも

あ争ません.

PCがこの世界で出会うは k んEの人11既に肉体を失。1~人畑ですが.



G涯 S雄主

そのこ tに気づいている人はご〈わずかです.1~相を知。てしまった者

はこの〈プロジェタト ・品、パーランド}に協力するか、;M}，するか、も

し<I~システムによって怖されるかのrれかをj盟主:f{する ζtになります.

自分がホ逃の隼織に捕えられているこ tを知ったPCI1.3つのうち

Eれを選ぷこ tになるのでしょうか? νゃ、彼なもきっ1.4つめの選

択をする ζ とでしょう.それはζのllt'U'tの地獄から目叫す晶い、う古訟

です!

ACT-l 霧雨の墓地
PCI1基地にきτいます.今日11仕:11坤に死んだ知り合いの;j.ットラ

イナー、アーノルド=シIlOf.ーの弊織なのです。

PC I.シJ~'マーはそれほど怒:1)";にしτいたわりではないかb知れませ

ん.世舗になっているブローヵーの総いでここに谷酔'ILてャるのです.

務式はご〈柳事I111で終わります.不運な品、ットライナーの秘か鉱石の

下に埋められるしブローヵーが舵般のワイ作ド・ターキーを磁石に振

りかげます.

秘儀のめ1.11参列Lていた富山知H ブロー:Iiーのパーに集まり、飲

み明かすこtになりました.気になる話tわえ11'長流続発しτいるサイ

パースペース道線事例与のこと〈らいでLょう.サイバースペースにダ4

プした人が次々 I.Il.i悶不明の死を遂げているのです.被答者はまだ少数

ですが、その府はまった〈骨基別です.ハッカーやハンターなら仕械に

失敗したい、うだりの街て苛"'，W.織はありません民晶、ットをHbに利

用しτいる脅か究'11.宮うのは滅多にい、ζtなのです.;j・ットワーク・

テロリストの陰線または品、ットワークの何らかの置大な欠陥のためt色

宮btt..当局が前首置に集り出vc，.るようです.か〈いう幻何ぞーもそ

の死の状態からえてぬiItなショッタによる死ではな〈、窓厳体のスペー

ス内湖量による酔]体の死亡)、この司11'抑犠牲者ではないかtの推測をす

る者もいました.

話が一段J5すると.底内のテνピから新滋栄都宇宙客紛の進宙式のI員
総納税れてい晶のに気づきます.

16内のハンターたちはζの手のユユースをえるふ(f:~巻きはじめ
£す.

g 

意飴体の道義

意蛾体があまりに長時間ダイブしていると、その肉体は衰えていき、

最後には死を迎えます.サイバースペースでの死はダイプ中に受ける

ダメージによって引き起こされるのカ嘗過てすカ七意鎗体がネットワ

ーク内て治引こなったリすると、意肢体は元気でも、現実世界で待た

されている肉体が衰弱してしまうというわけです.ニのリミット1:個
人差はあれどだいたい39ほどです.

刊をたちには織のない11;1:なJ

r頒の上の話なんτ興lliえないね.無~Jlの到mなら大金をぬきな〈てら持

めるき. 11.仏こうやってジ"\'7 クを斑iに遊し込め11'~ ... J

FちIfえねえ!J 

夜もl!!1tτ.ζの日It大した騒ぎもな〈過Fていきました.

GMへ
二二まではある自の日常の織写です力九この情景は後のパラグラ?で

軍要な憲味を持ちますから、省略はしないようにしてくださ，'.また、

あまリに強調するのも不自然ですから、さリげなく進めておいて〈ださ

い.

シルバーの死を除いての情策は、 GMがアドリブで進めるニとにして

もかまいません.

笠目、 PCのも主 にプローカーから仕事が入ってきます.今回Itわp

t楽な仕事い、えるでしょう.

仰定住 :才J明

内容 :帝都電脳鋼内インディーズ "7エJ加 f の加入者i全Fストを持

ち織ること

条件:特になし

期限.今日中

華fJ崎市2金はなし終7時に総額7(岡崎ドル



依頼主I~不明主なっτ‘・ますが、ブローカーが口Jlめきれτいるため

でしょう.4の仕~II~持ってきたブローカー、ラマーは良心的な人物で、

あやしい tころはな〈、 ζ うした!dじのfldiiにしても別に珍しいこ tで

はありません.

内務について、 7エII//tr:.~~(:;(~関係のいかがわしいインディーズ;i.')f

トです.グリッドの位置宝や依頼内容を兄てもそれはE費量しい1j:!I'ではあ

りまぜんが.やはりダイプによってfV..しなければならないでLょう.

をLτ恋ら(1/，色紙主11ライパノνネッ ト、または7エルパをターゲフトに

Lている公糊織です.

骨調理につ，'て‘ブローカー1111
'
U択なさそうに、オンラインマヰーで

はなやから、If恥が終わったら応γ引き波すという行を伝えてきます.

また、現金でな〈、何らかのアイテムを輔lI¥I!にす畠こ tにしてもかまい

tぜん.

以上が;十~nの側面でわかる制再ですが、 PCI~自立むなら!t<tnを受IIõ

I;jl二アクセスで事らなる側illm骨!~fI，\l'"るよ之ができます.

〈サーチ〉によって以下のことがわか~;l:1".

1.日繰のあるクラスターはFG-07424で.グリッドナンパーは5砂時

Mです.ま島、千屯1どおりのj品i叶でしょう.

2. "7 ~/""パに|対するー骨財tlfflのrl qこ I~，特に胞を号 I (ようなむのは

ありまぜん.

却i備ができたら PCI1仕事にかかるζtでI..l九グリァドの入口に

11ウ方-J~(突破依7 )が設定書れています.

入口のウオール

この?'" -1¥.1はただのロジァクウ才一ルではあ0ません.それどよみ

かアエルパや4・ァト符明!1"jが設定したbのでさえないのです.

プロジ£ク ト 4 
Iω事t'i:J士1:1は1.:i‘ヅト内の人I開削自別Hを制「川jlsまえ、彼のク'9γ ドに閉じ込める主いうよ t
~繰り返しています.パウエルのグリッド、つまり閉じ込められτいる

人たちの暮らす〈ヰパーランド)t 11、シWパーの後んだグリッドのこ

主です.ニニから11縫似ゥ*-Nプログラムカ;;i・ァトI句のあちこちに飛

び:1¥ιて行きます.PCI1ニニを通り抜けた繰1111，r~にかか。ています.

突破に失敗したtして b品目畏11同じです.らっとも、失敗したとしても

ただ通り依けられなかった(t辺、ν込まきれている)だけで.何のダメー

ジむ受りません. このプログラムのj[，11ドI~刻時点では絶対にわかりませ

ん.4のウオールi孟無作為に窓鍛f本~tI市型車 L ， ;j.パーランドにそれを転

滋する役制を判っτいます.

グリ'lVI句のlIIittI1[;!1こか吻『たPCIこtって何の惣机符ちません.

Tベτが灯です.ただ、 もうすこし伎をだまし絞りるため‘ ~liãt 七キ

ュリティを挙げておき£す.

グリッド入1.1 幽の?
'
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入巨加
すべてのダ-fJエ97Anにはνベル lプロチタシaンが放主主されて

います.

ま1:.メインデータ入口には夜unならm働ii(((Il1'Dtlifi8) ~，姥佐しτぃ
~ 1'. 

SIlICONE'$ NEVERlAND 

プロテ?ションのデータ

ネコマア

イメージファイト値・ 1α売も

FP ・6

攻司書はマジック級い

ダメージ ・5
防御ポイン ト・1

PCがアクセスのみで仕事を迦iめよう tす晶なら.加入者Pスト而iの
プロテクションを防法してす(，ガードマンがダイプしてきます.アタ也

スで11除去のιょうがありませんし、交渉に也応じまぜん.このが由ド

マン1まIiiのハッカーがアルバイト tLて戚われている bので‘ PCがダ

イプιτきたならただちに遮If去って行きます.

オプシヨン・シノブシス

今留の冒険はこの簡単な仕事がその8っか11となっています力士 G 

MはネパーランドへPCを麟う方法として_gl)の手段を取ることもでき

ます.GMまたはPCの姉みに応じて以下のプロットを使用してみて

くださL、'.P Cはいずれの場合もジャツヲ=アウトまたは陵りから

目覚めたと君には既にネパーランドに取り込まれています.

，ずターン 1 

PC はいつものようにサイパースペースにダイプLています.仕:1)'
の4・タ探LかbLれませんし， ijl.に起味なのかもしれません.なじみ

のインディーズ4・ットからクラスターi!-H:通って一般同線に:st.:直後.

|細川突然ロジフル一川うな郷、紙約品で飛んで料

1".こんなこ u孟サイパースペースではありえないこ kですが、いニ

か(PCはこの紋に謹t1:!~れます・ ・・・ !

吹き飛ば事れたかとjaったの bつかのま、耳41ど!.:轟なζt にウ3す -J~

I~PC を通 ~lまけて彼方に飛ぴ去って行きます.勝t-i!!おうとしτ も

その物H<117ッtl耐えてしまいます.

Jずターン 2 

PCがスキッドをfll1..，ているなら，)、細工は必要ないでしょう.偶然

にb勝手仁作抑Iιたスキッドは自宅，t"lfhている彼をサイパースペー

スへt奇います.PCI1泌 FにうなちIt，目-i"')Zます(t忠、いニんでいる

だりですが}のです.

・・・おは見知ら品女uもに夜のベイエリアを歩ぃτいる.巨大な

i'7.4が抑内につ〈られτいるおかIf-(潮風I~P.ね 、 τこないはずの東京

湾だが.今Hは'I!rの混じ勺た冷fよい風が耳~~込んでいる.

役主l，u':lしげな級をιておの械を歩いている.玖いつのまにか彼

女は足を止めていたo :/J'はそれに仏づいて綴り返る.役止は今にも泣

きだしそうな頗で'=1':をじっ と見つめている.おは彼女に近づこう主す

るカ" l~の而iの透明な畿に阻まれτι ま っている. 正副にあった段は

やがて四方に広がり沼IJ.クリスタ作の立方体の巾に閉じ込められτL

t主…

r~ ようなら」

i此立の岐きだけを正直しτ‘あたりか明神主すん

この州首はあ tτ古車場する ウェンディで、~自体11-磁の予知3Ft 
btlえるものです.

札ゆを終えたらブローカーのパーに行きましょう.パーの'1'11'、つも

どおり繁盛Lτいて‘マスターカ峨秒、〈祉活lえて〈れます.約束の<<織

を受け取れますが、このf去のm';;N;t.P晩kはU..I:'閉じなのです.

g 



包庇S題正

テνピからは昨夜出航したはずの字街客船のユユース的iTottl..見てい

た連中也まった〈同じ古悶をしゃペります.また、マスターの1&;うの棚

には昨日シwパーの裂にかItτゃったはずの勝雄のワイルド・ターキー

が封を切らずに訟ぃτあります.PCがこれらの事を不思噴車に思うかb

知れまぜん.やがて.テープノνの方でヶンカが始まります.3人ほどの

ハンターを敵に回し、中央τ後れているのはシルバーその人でした.

今日のj冊I~PCltシIV/ずー本入に訴を情I <ことはできません.ひr< 

昨今τいますから、『死んだはずの.. . . Jなn官おうものなら、殴られ

るだりです.

マスターを合めた悶聞のll'I'ltPCが何を震おう tまった〈借問しま

せん.綿棒状態を4慨したり、笑い飛ばされるのがオチでLょう.

そう.シ1"/ぜーもPU閉じ〈民にかかったのです.Lかも彼It今ま

でそのこ tにまった〈気づいていまぜん.その他の述・1'11P Cやシルバ

ーの記憶が例。出した幻です.人i悶ではな〈ただの?!?匁でしかないので

す.

ネパーラン ドについて

ζのグ担ァド11側々入のze憶を元に世えの怒らしτいたパフタグラウン

ドを~lll微量し、それで'!'l!mlカ形遊られτいます.ですから、閉じ込めら

れている人々のほとんどは暑のこ tにまった〈気づきまぜん.ジャッタ=

アウ トいう行~JJI1ζの窓t:1Jからの脱出を恕株するように思えます玖

ジャック=7"Jトした主本人が思い込んでいるだりで、 }皮連れ込まれ

たら二度tぬられないのです.

ネバーランドの仕組みを理解ιていた~Lτ 色、 ζ の法制11変わりま

せん.

L:かし、お井靖守にはこの世界は締まっている人たちの記憶や考えをイ

メージイヒするように造られτいます.総書出な館、住民の忠弘、Eおりのこ

tができるはずです.~p，告にはす4ての行動11-ーした t思い込ま事れ

ているいうだけで、グリッド外に対する行動はすペて験線下でシステ

ムに2ントロール.:-れているのです.

グYッドを2ントロールしているのは覇防'jV、ードウエ7(1'理事ながら管

理AIとしての機能も備えている)(ティンカーベノゆに怠総体を伝送ι
たパウエノν陣士自身ですが、織成できる1!!:~~に ιτ も限りがあります L、

人が増えればφいごふまた食い遣う事実なEも究生u:す.1世界はP

Cや他の鋪1らえられてきた人々が住んでいるメガ=シテ4だりです.住

民はこのシティからぬるよ主はできまぜん.サイパースペースも防憾で

't<m:tt脳網から出るこ tはできません.当り前の加Zでシティ外に出ょ

うkしたり、別のローカルキットに行こう tした場合、また食い違うIII

爽が発生したtきは、その当事者守暗示にか付、別に不条理がないよう

に処思した号、時には君滋体を消滅宰ぜたりします.たt‘ていの場合、

当司E者は白lilのベッドで目を覚ますこ tになり、その不条理盟カ13J‘であ勺

た~=産するようコントロールします.

また、この!'l!nuで11PCが現11.11世界にい畠ように行動できるのですか

ら、 PCのむつ肉体地力鉱.アイテムなEもをのま ま{iI!I司書ぜて〈だき

い.ただし実際には肉体 ・技術は成長しませんし、 71テムなども破

!Jlしたり消費したりするわ"ではありません. 

.;;..，t(.ーランド内およびヰ、パーランド内のサイバースペースでのJ員閣は

通鍛t同じように処理置しτ(f:':-也、ただしクライマツFスまで~白

ニtはあ9ません.死んだまたはな舗を失ったなら、 PCIHI蕊のベフ

ドで汗f:( になって目覚めます.自絞もできまぜん.入をt~ Lf~ ~主 Iま
ちゃん主死体にな9ますかt←つのまにか縫も見ていない主よみでi向え

てιまいます.

この世界で出会う入111HんEが止すごし、昔?なみのすペては盛~lI"(す.

ののNPCがPCに訴す台間のは tんEは、 ~11PCが、 ζいつなら ζ

唱。

う震うだろう、 t考えたbのでしょうし、 H知らない風景に助金今た

として bそれはPCの恕像によって出米帥句て色、るものなのです.パ

ウエルおよびティンカーペルの仕事11ζの世界を不条理がないようコン

トロールし、捕らえてきた人々を適応させるζtだりです.

アーノルド=シJレパー

3町tíj~半で筋肉質の大勢。経〈刈り込んだ銀袋からシJV/<-t呼ばれ

ているが本名ぞはないらしい.i閥均肢は中ll'l?ラスだが、何より大橋

飲みでひ!.'<短気だい・うニ tで":fj名である.級11越〈ないが、人-f膏

制緩賞τ漕w注総者的な tζみが目立ったため交攻胸係もご〈狭い紛醐

に限られていた.

初日の段陪において、彼の死についてはPCが附聞に尋ねれば知るζ

とができる.シIV/マー11荷名な品、ットワ-?環境段宮|エンジニア、ピー

ター=バワエw博士のグリッドからあるヂ-(，1を盗みだそうとしていた

らしい.;i、ットワークから仕入れたf繍 iを元に目標グ世ッドに役入Lた

彼だカr~ ~うやらセキュリティは平に余るものだったらしい. fii'j..iJ，:が

ないので'.!îH-をえに行今た仲間1が彼のアパートで'Jlたものは魂の抜It l~

死Wf:..， f~. 彼の追っτいた獲物については誰らそれ，j:..lt11詳し< 11知
らない.

能力儲

S T R 17 R E F 12 0 E X 8 1 N T 15 E 0 U 12 

PER 9 SYM 8 WIL 16 SUV C HP 17 

主な取得スキル:雷穏学 6仇薬学紛4鮒申医学脚色、偽造 30

%、追跡・逃走紛弘処上軍全骨量 5印私応急手当抑私小火怨 70
%、繁手戦闘 1300弘絡翻岡山霊 7C1'Aドザーチ 700弘コードワ-7 10 
%、データプロ- 500弘ソフトプログラム 9C1'A. 
主な装備:，44マグナム>tート{レーザーサイト付き}、アイアンナ‘ノクル

など

サイバースペース内て切能力値 {専用マテルフ方ーム使用時)

F P 15 イメージファイト 10C1'A. ;tピード 120 70tース愚大

健 21 R R 4 特別能力ア7~ーバーナー最大分身数 3

所特ソフト:カタナ、ヘルメット、胴丸など

ラマー=チョウク

PC‘シノνパーか吋間宮になっτいるブローカーにして.エスエッタ ・

パ・-(パンジャ7)の守スター.インドからこの街にやっτきて.ブロ

ーヵー路線を営み始めた.続続i孟大き〈はないが、前倒見がよ〈ハンタ

ーたちに信前1きれている.年齢114邸t前半‘中年大りでいつもmやかな

紛背である.級う術品はコンピューター.Yフト関係.本物の彼に出会

えるのはシナリオ中、最初のダイプをするまでt最後にジ、・ック=アウ

トした後どりである.

ACT-2 虚構の現実
PCI;t"7スターに締っτ寝るよう自由められて、 Lぷιぷ剖副主につきま

す.

ね「らまではす(-ですが、通。滋の鴻暗い路地で女穏iカ唱争つばらいに

からまれているの聖書E見します.

よ〈ある党対ですカ'.ltJ怒しτ会，tli~側lいた号、酔勺ばら弘、の仕.1;l~

先制工、なんとな(ll~悠が途うこ t に気づ〈でしょう.

拐11磁かじ少し酌勺てはいますれ続神に3健常をきたしているようで

す(<締神医学>SR 1).体格はなかなか立派な匙のです玖身につりて

いるものや身鍛りからニのダウンタウンにはあまりふ事わし〈ない人種

1: 1;いうこ tもわかります(サィ/<，ーによらないPERのAR15).おそ

ら〈ピジヰスマン、それもエリートt呼ばれる〈らいの立場の者です.



彼It勲に~.b'されたよ主に. 11配をこの世界からt品ぜ! なn.わりの

わからないζtをわめき、鉄怖を持って女性に依りかかろう tしていま

す.女性の方はおびえてはいますれりなげにハントツ匂グなどで'11:-1E

に防御の婆勢を1担。ています.歳のころ2OI'¥':i拘半、総，jt色のブロンドで

者ているものはI以まなデザインγ.鰯鰯や遊び人ではないよフです.

ちしPCが紋っτおいて通り過ぎようとするなら、女性会情Fつばらい

の隊を見て PCに抱きつき.肋りを求めるようにして(f':幸い.

PCが介入するふ抑l.t鈍いかかっτきます.

ritt畢もグWYJな1 まとめて殴り殺してやる!J 

目半つばらいのデータ

R E F 14 S U V /H P C/II W I L -10 
{絡慌の}攻耳障カ +4 

紡具・なし

装備:鉄パイプ

戦捌に関連する取得スキル .察手戦脇 氏再也大型於鰭叡弗也裕樹回出量

70"/0など
被 ウエンディとのコミュニケーションを考えて、 GMはどの程度でも

かまいませんから、この戦鱒で必ずPCIこ怪我を負わせるようにしてく

ださ、、

PCは彼に勝てるでしょうカ、。

逃げるニ tも不可能ではありまぞんが‘路地l.t，狭いのでREFのAR

チ&ツクが必要です.しかも・州首:を巡れて逃げな〈てはいりません.逃

走する主らAR25をチェックLτ (t:~，、

戦闘に勝つ、またはlJtLτLまったなら、地部にこの男の持ち物LW.
われる身分\!i.呼押Iを苦む主できます.ζれについてはあ tでゆっ〈り ~jAt

るtLτ、tりあえず、ょの場を優れま しょう.iバートに戻ろう tす

るし剣主はのPCのl¥った舷殺を主lにしてついてきます.こ二で紳士

的に綴晶舞いたいなら、自分の鐙q~i'押して彼女をマンシa ンまで送っ

てあげτ い・いでしょう.紘匂ドやy~;{なEはダワンタウンには押通ゃ

う τ米まぜん.ただ、坊を級Lτしま勺たのならlj!.(立ち去った方がい

いでしょう.

引をノックアウト Lたtして、後で紙をιょう主しτ仰轟tです.紋

はすぐに自を覚まし、ヒィー.なnわめきながら選げτ行きます.

それU!If.l.<:の足元に、ハンドバッグから転げ落ちたらい、クリスタル

の宜方体がiiiちています.気がついたら姶っておきまιょう.

H、 PCが二の車師団じ1t11τL~ ったら、男IHCがな践を失うま

で鉄パイプで和I旋 bfoD.l!: 品取り絞ります.逮〈なるな践の中で、 f豊もの

企甘:の理:a島1:0カ<J;fl二4量。ます・・・・.

PCIJ甥つ止場合

PCもし<1:副'111た女性の部履に2人は‘、ます.役kの剖l飴1.1.ダウン

タウンかもそう途〈なかワンルーム・マンションです.部屈の[11は殺風

景でまるで当当語感がありません.彼女は礼をi車4畠 u.むに自己紹介を

します.

明'111て〈れτありが主う.;fJ.1.t 9ェンデ4よJ

9..ンディはPCの後我の手当を始めます.手当τ会噂与わ勺τー段叫

するし PCはi!I.'T:に色々 紙をしたがるかも知れませんが.今はたお寂

しげにうなず〈ばかりで、訴にはあまり応じませんo~"'f.(は終鈴無口で.

i菜みのある世tぃ自でPCをじっt見つめてかるだりです.

寸分に休んだら、役立またはPCI.I.自分の家に帰り tすが.その際に

俊氏は-uつぶやきます.

Fあなた、 ζの衡にきてま1己1UJがないの?J 

骨骨

$JUCONE'S N.VE枇AND

， 

PCには仰のζtかbからないでしょう.彼がEういう答えをしよう

t彼攻I!黙っτ去って行きます.

また.世1:'.1.<:の物らいザリスタルの立方体骨返そう tするしそれを

拘'l.t <めます.

rぞれはバズJνキューブなの.私が符っττb~りないからあげるt"

解げたも教えτね』

彼女がPCに好窓を持今たかE うかはわかりませんが、 J. 1~会えるか

t いう r:~Jいには快い返11'カ鴨lけるでしょう.

PCIJ噴げた場合

PCI:見知らぬ部屈で自覚めます.設嵐官tな部厳ですが、ベッドサ4

ドに先11<の女性抗、るので役立の鵠i巌l:t'、うことがわか争ます.

『告tがついた? よかったわJ

彼女IHCを乎1平〈介他して〈れたようです， PCを殴った9Jは役止

に殴りかかろう tLτ、例かにつtずいて'説到し、気を失ってしまった

のだそうです， PCがEニに住んでいるかわからないのでtりあえず自

分の飢屈に巡んで介抱しました.

彼女1.1.ウェンディと白己-'ll介し、自分のためにPCに怪我を負わせて

しまったこ tを舵びます.その他のこtにl瑚Lて1.1.始総無口で、萩しげ

なi:llぃ~fの附TでPCをじっ t見つめる1:りです.

PCのff我1.t，W.勺たより浅(.少し休制約司tかアパ四トに腐れそう

です.袋はすっかり夜酬明付ていました.別れき(1).彼女はつぶやきま

す.

fあなた、二の街にきてま1.. 1mがないの?J

PCに1.1.何のこ tかわからないでしょう.彼がE主いう答えをしよう

と彼立は黙って去って行きます.



G延g蕗E

また、徐立11クリスタルの立方体をPCI:手渡します.

rそれはパズルキューブなの.併殺が治るまでそれτ取っぷしでもして

いτJ
彼女11PCカ管我をnわぜてしまったよ U:済まな〈思っており、必

ず見舞いにl'f(主約束Lます.

大tJC我をしτしまったPCIまきすがに今日ー日は袋に出られません.

l)lJ-<たいこ tがあるなら、;I.ットワークi'使いましょう.

ウェンディを助11た翌~Bから、 PCIは主幻J'!.抑4射相目3に近づ(....:(湖宝弦Eを鮎蛤‘める
でしよう九.長罰事制制制tl柑i自i似J~

ま3のですカ玖仁 こ二こで引Iはt削{何司明目1賢2仲や毛主とあ〈まで主縦紛h的q切な時剛I1総過でし

かなtい、ので.純子Eが終bるまでに肉体が先んてしまうことはないものと

します.

ウェンディとPC

Pェンダ~ '.ど助けたとき、PCI1t量我をしてしまいましfよから.i皮k

はそれをnい自に感じて、盟日 PCのもとを勧ねてきます.PCがよほ

どの女鎌いまたは亨ェンディを好きになれない主いうならお11別ですが、

彼立は料却や品喰なEなに〈れtな(1l!:明を焼いて〈れるでしょう.昨

日の時ぃ袋術品 PCのも kを2度、 31.ll:Hliれるうち、次第に明るい表

情へt型:ゎ。τいき孟す.また、彼女の紫性b少しですヵIJ1I1らかになり

ます.ウェンディ 11大学で文学を導攻Lている学生です.あの夜に岐い

た曾;ii1rこの衡にきτま1.. 1:Uがないの?，には添い窓隙はないそうです.

なんkな〈そういう気がしたから含今てみただけのこ tです.

PCの跨ペているζtにはあま り興味を示しませんし‘ PCが自分の

考えを徐女に訴してみても、

「省、iまそういうことは考えた〈ないけIo.あなたがそうだtいうなら信

じるわJ

などと媛昧な容えしカ言星っτきまぜん.そういう tきの彼女11.fkま
って最初に出会。t~ tきのような萩Lげな表怖を見せるのです.

彼女と何白色過ごすうちにお"11いの心に愛会明生えるζtでしょう.

少な(H. ヲェンディはPCをそういう自で比るようになります.そ

うなった之さ、総主い寸給血が周凶の幻のNPCに比ペはっきり t述
うい、う ζtがPCに思郷でき畠かも知れまぜん.

シルバーと会う/シルバーについて飼ベる

同僚でLたからシルバーについてはひと tぉP知hτいます(jjIJJZ(プロ

7ィ-/V事昼間).品切患にあったはずの彼の邸はどこにも見あたH ぜんし、

ギ仲ドに!開会しても彼的死亡したいづ紀録はあ9ません.PCtシル

バーを知る側聞の人(Y.Jですが)も、鍛もそんなゆ尖はない tいt、ます.

彼に会いたいのなら、パーで彼が米るのを1待ち受けるもよし、アパー

トに行ってみるのい・いでしょう.彼の縦fもらこの弊般にあります.

彼1.1.P CとfdJじ松況にあるのですが、この世界が虚僻であるなIoHt. 

毛IH'にも思っていませんし、部僚に協力む して〈れません.ま主もな

判維を符今ている主ら、そここ ζ に微妙な食い速いや耳、粂f~を感じるは

ずなのですが・・・・・・.な布、似の制神I;t.塾'1>り名であ畠い、うこ tを険

1111'、ご〈正常です.

シ)'10 {ーに会いに行ったPCI1<軒町倒語学〉のSR)l.ii'試みることか&で
きます.成功すれ11'、彼がPCのUiil)にl則して例か隠しているよとに気

づきます.

PCI1路ザ通じる相手ではないい、うことで比切りをつりるかも知れ

ませんが、もいしつこ〈食い下が。たりすると、彼11怒りだします.

'1ほ靴1)1止述官につきあってるはlol'"b暇じゃない.半殺しじされるiiij

U向えな! rうしても信附Lて欲しいってんなら、それなりの!if.倶を

12  

持って米るζったな」

シノνバーカ甲EのrrOioiにili勺 τいた般物{パウエノν降土のグリッド}につ

いての質問には絶対に答えません.まあ、彼の位当陥なら事司盟もないでし

ょう.彼がもしこの世界でもその焼物をlGい絞りているなら、その前f担i
を他人にil，)らすわりはありません.

シノνパーに会うこtのできるのは棋m.'I'はこのただlliilのみで、あt
はEんなに巡絡をJI足ろう tLてb会うニ tはできません.ブローカーの

庖にはよ〈飲みにきているようですから、怠隠れしτしまった主いうわ

けでなし彼がPCを遊りているか、 ただ』酔にタイミングヵ~!\いだりで
す.

酔っぱらい/AHPオフィサーについて

身分!if.IYI告に11AHPのパッジが入っ τぉ~.昨夜ウェンディを縫っ

た仰がAHPオフィサーであるζH'裂しています.~ijoH1 J =舟シワ

ギ、世:jiJf.アクセスナンパーもわかります. I1色には家肢の写:J~なEが入
。ていますoPCがi院を昨夜殺しτいるのでなりれu.、電話をかけたり.

家主r紡ねてみるから知れません.池宮古には離もぬません.t.~級住宅街に

ある家11 ドアカ守~l~されていますが、電子ロックを{品i宣tJードキーやス

キッドによ。て免報告すれば中に入るζ とができます.語m-家紘fIlの住

宅ですが‘中には拙い‘ず、めち。めちゃに鷺らされていま寸.少なく

とも 1;週Jn悦Lヒ11挑む起を踏み入れていないようですかtダイユングに

ある伝常ポードにおかしな淀り称きを発見できます.

にのn!:~，れますペτ ピーター=バウエルのつ〈った虐柑w:! 附:;，色死

bなレつ〈りもののl¥'jlllト・・・安ら干bJニ司も部下もみなただの土m:.(~ 
l孟何とかこのグリッ ドから脱出しτやるり



彼またはその鋼l明から1!}られる餅揖H.1.ζれだりです.AH Pオフィス

へ務ι物をAjlllたり、カシワギについてIUJ¥・合わせるなら、彼i主失跡'1'
t いうこ主にな今てい￡すから、耳、宇~な疑わをかりられるでしょう.

これは?位置自の範蹴予開訴で主ます.

パズルキューブ

これはこのl世界の災羽1を知的、かつパウ:LJ'V'I'倒すための大切な7イ

テムです. l()::.r側方の透明の立方体でクリスj!/~プラスチック裂です.

ニのキュープIt光を前折~せτ全体を透明に見せかけていますが‘~は

中が釘Hになっていて.キュープの滋耐をランダムに~1~1< している絞を

寄生付鳴U.'のように決まった願書5でずらしτt、〈し I~Jけるこ tができ

ます.しかし. PCはバワエWのグリッドでヒントを~~}るまで決してIJIl

りるよ tはでき tぜん(それまではGMI!チェッタするふーをして〈だ幸

い).知的なキ吋ラクターなら 、 t~tえ解りな〈 τもいじっているだりで

1E1つぶせる梨しいおもちゃです.

無勝二こじl別I1るこ tはできません(術向になっ引、ると宣tがつり1;('の
純ですが)L.II11き書11ったりする k中に収納きれτいるデータチップも厳

司1します.

これはこの世界でりエンダィが克つりた物ですが.役:9:1主総維な.~.い

でPCにこれを純しました.愛する PCo:到Jりたいのtプすカtできれば

中忍を絡めて自分とも‘つまでも ζζて鳴らして欲い、ぃ、う絞絡な願い

が込められているので1'.

パズ仰を解〈までI阜、彼攻にこのキュープのこ tをInIぃτも寂しげに

徴笑むだりで教えて〈れまぜん.

ピーヲー=，ぐウエルについτ
11((1'，のJIL4Lパウエルへのアプローチにはミ‘〈 つかの方法があり H.
むしかLt~仏 PClt民にはまる前にい〈つかのfi'I尚iを集めていたかも

拘lれtぜん.

A. <サーチ〉によるユユース~e2附の倹晶てパワエJVI軍士に|刻する情報

はい〈っかありますが.IHん肘Z早川弘輔t制 Fからのも糊で、ー殻

マスコミ情報でわかるのは同士の犯のニュースだりです.

〈コンビュ-?一関係の先場情線誌より、約3年前の記事〉

みパーランドネ yトワ-7環境2宣言f事務所ではこのほど鶴期的な不ツ

トワーク現峨プログラムおよびそれをコントロールする制御ハードウェ

ア〈ティンカーベ1ゅの粉作を決定しました.

ー事務所のオーナー嬢ニのE刊置の推進者であるピ-?ー=パウエル博

士の記者会見よりー

このプログラムによって偶成されるサイパースベースはユーザーの記

憶、感覚から創り出されるものてす.管理に1;専用のハードウエアカ《必

要てすが、ニのシステムによりサイバースペースはよリ現実に近いもの

となり、ジャ >7=イン ・システムのさらなる普及に寅献するものとな

るでしょう.

〈心理工掌学会報告、約3か月前の記事〉

4・ットワーク脚立役割且ンジニユア、パウエル陣士の治文'サイバース、

ペースー人知の新たなる逃It.1!(~FJl上、不通~iな袋加が~{、また掛

荷量な思想主義概念にn":1l、τ発表~れたむの主事tl..心型車工.~始でIt

11向をl!.もれなかった.博士は人鎖をサイパースペース内のみ子生き続

ける窓継体tιτ1:<'"宝づりており、肉体に附す品問題{肉体の~Ec‘ i!li~
交代による綾Hτの指紋)を完全に情説しているとの純子!!な舵問を受付

仏サイパースペースの~~告知tHf機きぇ完全に鉦1I1J~れていない現花に

おLイ.1事:1;の哩早畠i正員百岬Jれ合わざるをえな札、 ζれに対し1"1-:1:1ま
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心思工栄学会からの脱泌を波明Lt.:o 
液サイバースペース研究会、 1:8~i伴会、附ド酌洋金、社会行動叫

がど戸会などl軍士のl地係するほとんEの学会.研究グループから HtI刻言l

じような影の報fftf怜ヰ鋭』きれています.

〈ー鍍=ユース情報、 3か月前の記事〉 キットワータ!.¥1J境魚釣エンジニ

7.ピ-j!-=バワエ/vl専士が本日米1刷、 実験室において、死亡しτい

るのが発見事れました.昨夜、陣士1:サイバースペース環境型再生を行な

うため. 1人で実験窓口白り込んでいましたカ仁実験中の111紋によ今τ
悩~t:.またはホワイト ・ アウト状態に陥ったものk!官、われます.解剖結

決では、dii内格綾な1.'1こ-品説先I孟mlされておらず.今の所、i[般の

死闘ははっきりしτいません.I呼士は署名な環境設計エンジユアでした

が、泌!l~ê1.~ した締罰協システム(;i.，<ーランド}が各方簡に認めらすl

f、失意の毎日を送っていたようです.なお‘オーナーである1草土日が急

死したため、殺合同時育所の資材などは現副Ejlll*;';~1l!です.

B.パウ且ノν陣士白身のプロフィール

〈サーチ〉で潟'ぜられるの1:.1噂士の自宅t郁務所のf兄助荷、アクセスナ

ンパーだけです.その他の情報.tJt~陣1"''''れそうなら、後述の悼士のプロ

7ィ-/vから抜1品して PC I:f;孟ぇτ<1:きい.

自宅島I1嚇wrら~{閉ざ~れていますし、屯括はUH出ません.不.jJー

な手f.'n" I'c:~証人するニ H可能ですヵ" rちらも手がかりになるよう

ならのは何ら予知れれ・ません.111l1.!な型織や機材It1''''て1&に砂され

てL;/:ったようです.



g進呈盤E

今回の事件にかかわると思われる不審な死亡者

PCl1シナリオ口敏τ1Ulぃ I~~・ァトワークでのおかしな事件をそろそ

ろ，c.'.1.'出すでしょう.また、自分がその待相t'，'1のI人になってしまった、

またはなりかかっているニ tに色気づいたはずです.

適切な〈令ーチ〉を行なえi耳、犠怨自信のリストf'品、フトワーク内から拾

い出せるでしょう.

ニの~1'Wのf悦生省 主思われる人々(制強銚断によらなわ置夢E名、4・ット

ワークに長時nnタ・イプL.肉体が誠んだ者)はζの3か円で5000λIH'に

およんでいます. 人数~LτはそれはEではありません合r.. Jj;i図烈明の

事件の被客名~LτIHんでもな〈大人数でしょう.彼らにこれい・っ

た共通点はありませんが、さらに細かな〈サーチ〉をするなら、そのなかに

7ーノwド=シルバー、J=カシワギ、そして、数人の世エンディという名

の女性f'~ê.JI.てきますλの数人の?'"ンデ4 の中のI幼児精役者、ウェ

ンヂィ=パワエル主いう名前をはたしてPCll発見できるでしょうか.

PCの行動について

PCの行動について、もし彼がこの世界的範囲(〆ガ= yティ外、帝

都電鎖羅紗りから出ょうとしたな勺、適切な手段を隊じる出獲がありま

す.以下にいくつカ怖と対処法を挙げておきましょう.また、二れは

イベン トともなりうるでしょう.

帝都電脳網以~j.O)ネットワー?にダイブしようとした/ネッ ト間移

f))，ヰツトジャンプによって他のサイパースベ『スに入ろうとした.

.他のネ yトワークに入ろうとしたのになぜ市常時官穂積書聞にダイプ

している、移動先ジャンプ先にかかわらず、出発地点に戻ってしま

う.

他的メガーシティの知り合いなどに逮絡を取ろうとした.

幻のNPCが対処し、何事もないカザコように錬る舞います.

翠軌道シャトル、ヘリコプターなど受の交通手段以外でシティから

出ょうとした.

:i瞳は続いていますが、行けども行けども郊外には出られません.

ハイウェイ、地下鉄など閉じた状態の交通峨測は郊外力活づくと、出

発地《のインターチェンジ、駅に逆戻りしてしまいます.空の受通機

関はシナリオ中槻患な場合を除いて使用できません.シティ上空を飛

行するならかまいません瓜ゴ『ス トタウンのように人気M事じ‘つれ

ないことに気づ〈だけて・す。

ピ『ター=~ミウエル

死亡当時5総 o;j.ットワーク環境Wf'の分fKll第一人名;1!祇 拠 地

的な主 ζろがあった.'/ '7トウaア、ハードウェアのみならず心理半、

精補足唱え管学にも造J5'約菜〈、夫才肌の人物であったい、九貌族11

娘たI!l入だったが、その般事えもみパーランド別個の実験体主 Lて死

なぜτしま今ている l もっ t も彼11~.主したなnl孟考えτいない).目的

のためには手段を遜Itない狂気の人。

ウxンディ=パウエル

死亡当時l鎖。嫁旗色の~かなブロンドに寂しげな埋め". i桜悦官、わ

せるfl←唾は不釣合いかも知れない.在l:"tc~ζζに来る以前はご〈普通
の明るい女静:}!った.

。エンダィ 1:'パウニLJν氏の1~1!1人の肉税で、え.パーランドの批和Jの

司4

tt.λである.最初、彼:9:11父の曾2躍を信じ、自ら進んで実験に容加Lた

のだが、人数がf骨えるにつれ、父の程悲鳴甥f1i!iiが失敗に終わったこ tを

拘J..， 1~. 人数が'.1(').<.れItll'!える11<.掴Iまってい畠者flll志が出会う穫量棋

はお〈な 9.問時に不条理が~9.;する磁場も加速度的に潟〈な勺τい(.

今は少数fごが、中には二のVJ:掠のから〈りに奴づいた人々も出始めた.

をうした人々のほとん~Iまζの日係~Iに鍵1司せず. 発溜下したままさI・8絞り

るか、あるいはパ世且ルに挑み死んでいった.

今の伎:9:1ま父に絶捜し、会主こ kも絶対にしい、. ζの附帯の衡にむ:

んでいτ、捕まった人々を兄て嘆(1:11の毎日を送っτいる.そんな彼

女の今の生きがいはPCただI人である.この世界から氷速に出られな

いなら、せめて総合、を愛していたい、自分を包んで〈れる人にそばにい

τ欲い、それだりが彼女の願いであった.

イベント

GMll鈍裂の途中に、以下のような級々なイベントを取。入れτ〈だ

さい.

よれらのイベントはシナリオの副iU!.tPCへのヒント tいう2つの役

宙~をにな今ています.

イベンfI 

101日か過ぎ畠 L プローカーからf:l:lllが入。てきます.ニの仕~fill口

頭でPCが受りた仕事tまった(Ift)Cで、プローカーにそのニとを告げ

ても‘

r4!O:で ~J己たんじゃないか? いやなら他の奴に闘すぜり

t あしらわれるだりです.引き受りるなら、やはり}両日 t まった<I~I

じに状況カり昼間L*す.1つ追うのは、グリッド内にいるガードマンが

口先t!りのハッカーではな〈て、絡に削lいていた嚇榊のl人、q躍神A

ール}であるよ主です.PCは逃げる聞もな〈そのた〈ましい腕に捕ら

えらit.設を引きちFられてしまいます ・・・・そして、彼が目覚暗るの

はベッドの上、もし(11ディスプνイの前です.?ェンディ~~色に滞ち

τいれIt.かたわらの彼女IH-i!げにPCの'Mをのぞき こんY川、やき

しい営業をか11τ〈れるでしょう.しかし、そんな主主の{I，ttcはやはり

寂Llfな滋怖を隠せtせん。

この調l分11¥"IlfJiの仕事でな〈主も、以前引き受11t~f:l:lllの中て鴻体絶
命な自にあ。たときのζとをI収見してもilu臼いでしょう.

イベン f2

1邸宅の途中、路地を歩いていτ、EE〈じのスタンドが自にとまります.

PCがも しここで1枚でむ〈じを民うならそれは必ず当りです.外れ

ることを考えて〈じ守口う者はいません.このllt~~では{国人のな簸が現

実となって現れます.だから、この〈ピ以iは孟当りなのです.;j 

の法H即則lリHを「鑑術((~に岩裂Eすヒント的なイべントでT. 賞金1:'1000万ドノνで、引

き換えは1か月f主ですカt副11:<Lて新制哨客船による劇北上観光続

行のクーポンがす「に bらえます.

PCl1旅行に出発するかも知れません.後の乗った宇宙船1:'宇市港か

ら嫡ぴ立ちます.よ砕する機内から住み慣れた街、耳OH見おろしたP
C I:'fi:iじられない光景を自の当た 9にします.総かにメガ=シティはそ

の形状をしています会えまわりはすべて泌て臨まれているのです.まる

で泌総こ符かぷ狐ねのように. まわりの海か~!むった bのも実はただの

錦町であるこtがす(，理解できます.あろうニtか耳()j(ll何色有権しな

い浪。白な*効のZElillにただ将かんでいるだりなのです.ではこの平ili
給11....? 

考えるmlもな仁字市船は突す刈抑制~Jをはじめ、 あ勺いづ閉じ空

中分解! 中途に投げ出きれたPCI主主1が述〈なり ・・・・目覚める場所11



白日雇のペフドの上です.これもティンカーペルに革ittして処理されたの

です.

イベント3

サイバースペース内で情栴且品めをしていたPCは.突然飛んで来た分

Iff.l・9*ールのよ うな粉体に正面1から衝突きぜられます.耐えがたい衝

取を受付、~織を失ってしまいますが、ニのk 争、 PClt~\がつ〈でし

ょう.ニの仕った世界に自分を;tれ込んだのがニのテレポート9*-JV
プログラムであることを.

この4ベントは際ザEの終書Eにだめ抑しのヒンH してPCに与えτ〈

t.:t.ぃ.

イベント 4
PCllダウンタウンの立ち食いyパ磁古で休憩しています.今臼It朝

合・ら霧雨が降。続いており.シルパーの~~，晶をふっ t思い泌すでしょう.

噂をすれば主いう怒じで、ちょう rpcの械にやっτきたのはそのシ作

パーでした.

彼11.ソパを注文した後.ζちらを向かずに話しかけτSます.

Fよ布、久しぶりだな.オツムは直ったかい?J

もし、 PCがこの時までにこの世界がおかい、いう磁たる物作j証鍵

をつかんでいればζこで捻示できるでしょうし‘ぞうtプな〈てむ彼に何

らかの宮古をするニ t でしょう.しかし、シ""ぜーはそれを抑I.. ~rめま

す.

rやめよ主や.二二がEζだっていいじゃねえか、何だっτそんなζと

を気にする' ニニはいい所事、少な〈とも(tたちが生きτきためのゴ

ミダメよ ~It. ぞう思bねえか」

PCヵ'fo(fJ'言おう tしたとき、シルバーと反対{lt9に立っていた仰が突

然、不全明和:抑L殺した笑いを筏します.

rヒフヒッヒ y・・・・無量t1!よ.ilr.も ここからはlI¥られやしなt、そう.

おまえがEんなに腕のいいプロだっτな』

Ul~(nl( ~是二には潟汚れた絡好をしたJl~えのあ品"が立っていま

した.AHPオフィサーのカシワギです.PCが彼を殺していよ主 tい
まいk彼1:'姿を現します.狂気は以西冷i勺た tきよりきらにtE喝してν

るようで、憐惚の笑みを浮かべあらぬ方向を見つめています.

れがつ(~シ作パーの姿Iti肖ぇτいました.彼のいたところには訟に

な勺たドンプリがあるだりです.カシワギの方を綴り返る k彼もいつの

開1仁やら?Jiを1闘していました・・・・・・.

ACT-3 幼年期の終わり
きτ、ここまで来れu.'かな9術報も投獄まってきたでιょう.怨を決

したPCI孟パウエルのグリッドに銚もう主するかも知れません.ここは

アクセスでIHても太刀打ちてきません1...ダイプしτ挑むにしてふ

ある程度剣勝iを鍛申てからでないと{つまり、ょのf.tcこ塗るまでは}、

セキュリティ tこなぷり絞しにt.れ>.，，，ごりで、中には入れません{本当に死

白わりではありまぜんが).ある程度、情報を集めてからこょにダイプす

る~ .l、ままであ。たセキュYティはすべτ姿をi肖1..(PCが鮒犯をつか

んだ慌てす).ダ-f;lエリアにすんなり t入品二とができます.データ且

リア内には予想に反して何bありません.敵やデータカ匂向主していない

なEいづ単純な'何bないJではなしサイバーイメージすらない、 n
っ白な到nJなのです. ζれ11通常で11考えられないことですが、グ9:>

ド1勾U1すなわち、 PCヵ'I:Ilじ込められているキパーランドそのものな

ので、ここには何色存在しないのです.

しかし.しばら〈 ζこを鰐ペているしただlつ事制ELているものを

発見できます.それはウェンヂイからもらったパス'ルキュープです.そ
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匂捕。

れは中~にi平ぃτいて、ひとりでに~JJぃτいます.復維に組み合わきれ

た袋阪の紙が'iE締に動いて.やがて箱It口を捌けます.ややあっτ、逆

の平JUiを銭。返し、絡はもとキューブの状態に腐ります. ζれを遅々 t

繰り返しています.

PCがこの手順を覚えれば、ジャ‘ノ?=アウトしてあのキaープをl削

りるこ tができ Sでしょう.

なお、システムエリアに向かうラインIHζをo絞しτb見つか。

ません.

キ.0，-プの中身

キュープの中には小さなROMチップが-~められて弘、ます.これはデ

ッキのハードウェア都分に劇Iみ込むこkで(<エレクトロニタス>SR2).
内容を鋭み取るζとができます.

パズル~解いたら教えて t哲勺た 9...ンディ i孟今は興物に行っていτ

剖綴にいません.1lI.-t;が帰るのを待ってい、いでしょう.

仲裁が務むL デ4スプレイにパウエル博士t制 Zしき人物カ峡寄れ

ます.

r9ュンディ、弘はついにこのえJぜーランドへやってきた.いや正確に

Iは主4

た.-1世間!の.喝n.nIt最後までわしの淡路な官制到に質向しなかった.

いままて強Lい思いをさぜたね.ニれからはわし、つまりティンカー

ベルが独自にこの耳叫l郷の住人をサイバースペースより巡れτ来ること

にしよう.肉体を伶τた彼らは入車î~ しτr次なる進化Jをサイパースペ

ースで必If.<1..、む苦しみbない世界に永遠に生きるこ tになるのだ.

ふふ、まきにわしは造物主と弘、うわりt':e ぞれむ人鎖より退化した屯筋



g盗塁盟主

人のな.そしてζの|げAを氷i主に統治する主でもあるのだ.制両はき L
ずめ鋭持甘Jな・・・・』

「やめて!J 

突然、ハードワェ7に和Iかが投げつりられます.デ4スプνイは由lれ

τしまい.爆が立ちニめます.戸口にはワェンダィが煩を漏らして立ち

す〈ん'(いました.PCは彼1;:，..1:うするでしょうか令 官エンダィを

なだめて111mを仙!こうとするならいいのですが、怒ってiI1い出したりす

るなら多少プロフトを変:II!する必裂があります.

ワェンヂィ It決定的な災'3Eを知!ってしまったPCl左前に.しばら〈ヒ

ステリアクに泣き叫んでいますが、 PCが級紙強〈慰める L なんEか

務ち活きをltt~民します.

m.'t<の本名はワェンディ=パウエノレ.この品、パーランドをかlった4王宝1
の 伴油、バワ向νIl'i-:l;のひと峨です.今までの総事についτ1ιuij

出のウェンディのプロフィ -)Vを多'!KH.、かいつまんでPCにlii;えて〈
t!'<> ，、
1ll;"1;:自身はよの。|止亦でと〈にfoiJの役曹11b也1つてはいませんし、特別な

由tl1もI!体jもありません.締まえられた他の人たちと条件はまった〈同

じです.

カシワギは統制きのAHPオフィサーだりあって.ニの世掠の秘密t

t色女の正体をa砕きました玖伎の力むそこまででした.狂気に日きれて

しまった彼はウェンディを級そう tしたのです帆ぞれがうま〈行。た

としてもf.Jも~況は変わらなかったでしょう.

ワェンディ It必死に PCを鋭，1~Lょう t します.

r知っτ欲L(なかった・・・・何も知らないで軒、を愛しτいて欲ιかった

の・・・・ごめんなさい・・・・でふでもニの股叫が泌附t:J:.rうして:;tえる

の' 犯はあなたを愛Lてんそれも峨1':勺 τfl7の9 ね、ニニで弘

t→唱に毒事らす t脅。て. 父I:~ろい、人よ. 制げ刃，:îlか主名'には容

.~ しな“・今度は本当に殺害れるわJ

ここでPCがうんI:.ttってしまえばシナリオは終bりです.PCより

lM¥と実力のある者がζの1世界にやってきτ、パウニt.)v.，.jIl)すまでのl問、
~ェンダィ J:. PCI~帯せに暮らすことになるでしょう.

1ll;-t<はこのW:~，よから 111る唯一の方法を知っています. それはシステム

エリアに，.るバウエルを倒し‘この世拝金体を崩壊させるζ とです.肉

体が死んでいなりれば、 ;(1富町村正自然t肉体の元へ偏るζ とでしり.

既に設置&1+1!IIの有t(EJ:. なっている PC~ß'陶芸〈の人々、ウ:z.ンデ~ .

シ)"Jf一、カシワギな<I:il!子ノイズtなってサィJ<ースペースの彼方

にi闘え去ってしまいます.ここでは彼女はわずわぜそれをPCには伝え

ません.死岨ことは恐〈ありませんカ'. PCと能ればなれになるのは何

より辛いζ 1:.'(す.

PCがどう して弘、バウエルを倒しに行(tUうなら、島l't<も織的τ
その方法をPCに絞す二とでしょう.

Fでbその1摘に、 もう少Lt!lt車、t→約二いτ.. . . J 

ウェンデイは海が見た". H主きます.夜のベイ ・且97じIIIかりる

.: tt:しましょう.

ベイ ・ エリアに1旬かう t き、彼1;:1:J'~エルを倒す方訟を PCに伝え

ます.

a佐官にはパワエルは絶対に併すこtはでき ませんから、封じ込める方

担、イす.

I'Cが解いたタ Fスタル・キュープi草案はパウエノνが研究の途中で'ili

りだしたキパーランドの'Ht~実験-r:デルで.容量tこそ小さいもののヰパ
ーランドのように陶じ込められた人の1獄中愈蜘・ら独自のサイバース

ペースを創り出す機能があります.パウエ作者ζの中に閉じ込めてしま

司6

え It. コントロ一作者。を失った4・パーランドは~ICI.I唱揮を始めるでι ょ

1. 

{史い方は附I単l匹1です.;fキ、パ-ラントド.の中でlはu作1"~到肋1力I}L ;I;せん(ω4

l臼.当11体+がA雌量t情揮なのて1t収Eり込むこ tはできないのです)IJカtキユ一プ5を剖r汁1開H別Iiけ1る
とプログラムがs動リ出J冷き始申臥. I~民駐し t~jl同盟ウォー仰がそばにわるな鍛体.，.

liUまえてい〈主いうわりです.もちろんPCはウオールに姉機きれない

ようにうま〈回避しなければ.パウエIvt共にキュープに閉じ込められ

τしまうでしょう.

キ&ープのプログラムはパウエルのグリァドよで作画~}しているので、

パウエ/yがいな〈なってL;tう主、 4・ノマーランドttもに消え去るこ t

tなり tす.

システムエ97でキューブをうま〈作動さぜれば、I'Cも-t討に滅ぷ

いづ最巡の事態になったにしτι これ以上の1&1害者を出さずに>1'

バーランドはサ4パースペースから串tかたもな〈消滅するζ とでしょ

フ.

よれL沙トの古主主ぞは絶対、パワエ'''1:勝つよとはできません.

ペイエリアに締きました.ここの品切，訂正ACT-[のオプション ・シ

ノプシス、 ~{!lーン21:参考にして(1:きい.

• • t .つのまにかウェンディ l，tJ止を止めていた.彼女は今にら泣きだ

しそうな市tでおをじっ t見つめている.

r. . . .ζのベイ ・エ97がシステムへの通路なの.bうすぐクリスタル・

キュープヵ'1J1tJ，oh.それに入ればシステムエリアへ行ける・・・・あなた

の蛾湾唱を相fっているわーさよなら.J

litがつ(t. PCI:~告f，1~~邸側内主思われるサイバースペースのダー

タエリア内にいます.袈{耐lまf品者'}Iニ(7，忌/yパ〉に侵入したkきと1，.)じ

です.

自の前に1:システムエ97に通じているであみう通絡が口をl則"τい

ます.気を引き締めて、通路じ入りましょう.少し行〈と前方通路に鍛

かが立ちはだかつてわかります.

'J:.うtうこ ζ£で米ちまったな・・・・..I!ヵtζの先t立通すわけにはt、

かん !J 

現れた男11シ}vJマーです.伎はこのjij持にきτしばら(Lてル闘を知

りましたカえパP且Jνli~士に換吻Lτプロジ&タトに協力するよとに し

たのです.PCを見張り、可能なら味方1:引き入れよう t考ぇτいま し

た.

戦測はイメージ771トtして跡、ます.シルノイーの白t:IJlilil説明27k

l現に紹介してあります.この戦制からは逃げるこ主はできません.

シ)Inf.ーを倒すとシステムエリアに入ることができます.入った瞬間、

ちょう E ジ守ツタ=7~ トしたような郎、自慨に襲われます. 知tつ〈

と、 PCli，'鴻のような都民iに立っτいます.会長喝の研究訟のような部

以ですが、中央に11大きなデスクがあり.そこにはおぞましい袋の人物

が殴っています.

パウエル博士のサイバーイメージ1:出来そこないのハーフポーグのよ

うな盗です.車iゃ身体のあちよちからは無造作に繍助事J'，ーツがはみl1¥し

ており.数百本のジャァタ=イン ・ヨードは剖磁のあちこちにあるハー

ドウェアにつなが今ています.耳、全U収なζ とに眉1は頒や身体や恥な<1こ

い〈っち符悲しており、しゃベるときはそれらが一斉に口を捌きます.

彼は電子宮Eやノイス.やぜいぜいkいう'f</i'l¥'が入り交じった妙なi1f色で

I'Cに宮古・しかりてきます.

にのR聖地郷に適応せ由主は・.. '0生まれながらのアウトローい、うタ

イプかな.そうした出来tJlないの人績は人鎖の輝かい・未来のために淘

汰されねばならん.. . . . . .t.!:が、知4緩いおの行動1まし刊・9t研究ν'"



ートに1邸主寄せてもらった.光栄に思いたまえ.もっt色ニれが予院医き

れるこh.;gはこの世にいないわりだがねJ

ここは現実世界t閉じ総、ですが、 PCがキューブ怖!血汐トの方皆r
バワエノνに鈍い会唱・。t:l して b無駄です.手持ちの武2知 抜いたとた

ん、スプーンや蛇に量告を変えたり、火備をするIU'に熱〈なったりしま

す.つかみかかったtして仏あら両方向の畿に体当りをするはめにな

るでしtう.

~，民ンダイに対する1mちに島目しての!日l答をするなら.パワエル11冷

た〈答えます.

『名瞥なこtではな‘哨・.役'kl孟サイパースペースで生き絞りる永遠な

る!E命体の第 l '号だよ.例会句~l砲なのかわしには理解できぬな』

また、ニの世界のf出Iみについてまだよ〈理解していないなら、自悦

げに11湖lかに解説して〈れるでしょう.この時仁は伎に隊ができますか

ら、不意討ち倉市rtlll'です.敵の先制を受1IずにキA ープを作動事ぜられ

ます.

博士liPCを抹殺するつも 9ですから、鋭得や取り号|品、命乞いなE

にはまった(r.占じまぜん.

rきて、おLゃ-<9が過ぎたよう1ムをろそろ消えτ私らおう.二れが

本当に-l~後の h死J 1:よ.1:'ういう死に方がいいかね?J

;;r.、紛寸ちのチャンスを L、ままで得られなカ・ったら、倣の先制攻~á'受

11 ;J:す.
パワエノνI孟PCI:'1EJを昧あわせます.その')j訟はGMが臼111に考え

てもかまえ、ません.死を味わうたび、 PCIJ.W1 Lにダメージを受け.

Wl LがOにな晶 t本自に死にます{サイパースペース死Cチ守ートに+

7Lτチェア?).むちろん.この4・パーランドからは解放~れるわりで

すカら

PCのれに突然純がからま争、床念咲r.1>口を|瑚ります.本米なら死t

a きれる状態ですが、こ こにきτ何度川島りの死者経験しτいるPC
は何tヵサ寺ち二たえるでしょう.それでもWlLにlD6ダメージを受

ります.

この攻骸に耐えたあふ PCI1キaープを{下動寄せられます.キュー

プからは例の分野い~身-JVプログラムが司王ぴ出し、次のターンからt置

かを締まえるまで毎回PC.パ?エルの駄に縫います.PCの回遊11'、
ちおうREfのAR15-20(らい、または絡倒回避のSRlで行ないま

す.GMIJ.好きな方を選んでチェッタして(t:~ぃ.パウエルの回避は

%ロ-JVで回避率IJ.笈%です.

敵の攻掌です.

縄が突然9Jft-PCI孟穴の中に孫干しτいきます.穴の底は尖った鋼

鉄のやりの阪で全身を鋭〈貨かれます.Wl L にlD6ダメ- Y.

a肱がウオールを回避できたら、今度は穴の中の2が迫。τきます.P 
C11í1iぃ21こ1i~までf しゃ(.Lゃに押しつぶされ WlLにJD6ダメ

ージ.

以後、パウエルがウ*-/'-'を阻避しj絞り晶なら、島断阜の~時普が続き

ます.

バウエJ吋句会ールに捕まったなら、 PCの身体ははただちに彼の書

斎へwります.彼を鈍っていた死の幻惑が解りたのです.パウエルの姿

IH'こかじi耐えていました.キュープをのぞき込むなら、今にも加えん

tするPCのむごたらい、死体の併でお笑いするパウエ.JVをえつりられ

るでしょう.彼111判じ込められてしまったこ tに気づいていません.品

パーラン ドが崩脱するまでのわずかな1m、彼はその偽りの正面て和狭い

を絞りるのでしょう.

次第にニの句読のイメ四ジがIrやりてき tす.H米t:通路を通っτ、

咽7

SILJ∞NE'S NEVER凶同

;jJずーランドに炭って来るしここの償責tむ次第に紛れてい〈のをみら

れるでしょう.

ウェンディIHCt待ってい;J:Lf，、.t1t"k b ~-ií~に肉化Lはじめτい

ます.徐女IJ.大肢の泌を綴りまきながら、PCに飽きついてきますが・・・-

PCカ鳴1きtめたtふ彼'1.<はー仰の風のように消え去勺τいました・.. '. 

やがて、すペてがl!1.'1.<t 1，司じようにかきi闘争れていき ・・・・

P C IJ.ヂ‘ノキのffttt'目覚めます.何日〈らい過ぎたのでしょ主か? か

なり体力をm*をしたように感じられます.しかし、今のPCの心を磁今

τいるのは別の:fLlいでしょう.

ウェンディを失った悲しみを埋めるものはi西以外にはないかも知れま

せん.ブローカーのパーの痴を側11...t、戸がカ吻・ります.

rょうo t.上:11111済んだかい ? 1:'う Lちまったんだ? すっかりやつれ

ちまって」

いつもと変わらないfo1'llUたちの笑甑・・・・シJ1N(ーは般かにいません.

マスターはカウンターじ鹿ったPCのグラスに測をi主ぎます.

何気な〈児たマスFーの後ろの栂1には秘織のワイルド ・ターキー.

テレピからは恋愛もののドラマが'i1olれτいます.ワェンヂィによ〈似

た刻肘Lt:ヒロインのセリフがせつな(PCO>心に染みわたります .. . <) 

"，""，;llペー.

ーニの時代に!Eきτる私たちに k勺て、非己艇のない本当の世耕がEれ

ほどのな昧を持つい、うの?ー

END 
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間 司 圃Z圃 :11:>1..:1(田副司E血

はじめに

このシナリオをプレイするのに最も適した入数1~4-6人程j主です.
現実世界での戦闘は皆無に等い、ので、品、ットライナーf!I1でプVイし

たほうがよいでしょう.型車台は一応品、ォ=アップ)Vで、 PCI卓会員同じ

メヵ・=シティ内にいなりればなりません.サィ/<ースペース11HOS系
(バンナムヰ、ット)をf~朋します.

クラスター笹信

求人広告で凡つりた依頼からPCはあるクラスFーの瞥備を締It負い

ます.サイパースペースでのエキスパートであるA、ットライナーのも t

にiムデータを覇軍いに行〈のt同じ〈らいの頻度で、守る方の仕事も舞

い込んで〈るのです.

f税金I~承知のうえで受111:1:士駅ですが、今回の相手はE うも勝手が遣

うようです.その正体不明のハァカーはデータエリアに併やかに侵入す

るものの、プロテクションを熔破するだりでデータにはいっきい手を出

きないのです.

PCI1このハッカーを追って行〈うち、事らに大きな務件に首を突っ

込む羽目になるでしょう.

GM用情報

犯人のハッカー11~1~人加ではあ 9 ません.ヵ.lい今て、不良A1 l 

いうわりでもありません.NPCのベテランネットライナーはハッカー

の正体をハイレベルの白調理盟プロテタションそンスター〈サイバーピー

スト〉である t断定して、 PCたちに共同戦線を被ろう主位議してきま

す.しかし、その推測b筏念ながら完全に当9ではあ争まぜんでした.

役入者の.iE体11旧世紀の時代に忘れ去られた生体コンピューターに制

り出事れた自fl塑プログラ人自我に目覚めた2ンピ...-1'ーの下僕と

して働〈忽プログラムだったのです.白調理堕プログラムの主入たるさE体

コンピューター〈シグ72(岡崎1)1主人間iである自分を澄共に変えた人類へ

の事Ill!lとして.核ミサイルをメil=シティに向りて発射しようとしτい

ます.はたしてPCたちは伎の行動を食い止められるのでしょうか!

ACT-l ENEMY IN BLOW 
PCI1ハンター用ニュース品、ノト〈ボトムワーク〉にアクセスLてい

ます.

ポトムワーク11;I、*=アップJνの中!llブローカーたちが主催するイン

ディース・品、ノトでj ・yトライナー向付の仕事例帯絡を姥供する織です.

ょこで鉛供きれる仕棋の貨はその内容によっτ織々です.何しみ、品ッ

トワークを通じなりればならないほどの急ぎの依頼のみが純然きれてい

るわりですから、受付てみないl.危険度も身入りの:J0内選抜官Eい、

うわりです.だいたいはご〈簡単か逆に非常に鴎鍋な仕事のいずれか"("

1 B  

す玖宇M制崩11割高だったり好条件であるこ Mヲいようです.

こうした場所において、短時間の聞にいかに似のよい仕事をtってき

てこなすかkいうのもプロアエフシaナwの条件のlつtいえるγしよ

う.

ボトムワークの求人袋内ボード11、PCの見τいる前で、期限の切れ

たものや契約が成立したむのが消滅していき.代bりに新い、もの念枚々

t鮎争出~れτいきます.

い〈つかの依綴データのなかに一件、 PCの自を号I<私のがあ争まし

た.

依叙主:パンナムキット WR-44398クラスター内企淑津

依鎖内容サイバースペースにおりるクラスター内嘗滋およびハッカ

ーの撃退

事織期限/智能矧IIll:本日中/明日のお槻田内のうち午前午後のうち

Eちらかl額制111

幸Il$i:1人制 S2.5ω{金額前払い)./、フカーを例l-f.沌に1:1人当

り別途ポーナスS50.ω。
※ 隊し<1~7ォーワールド ・ メンテサービス総務課tで

依願データの内容について

こζではあまり鮮L<縄4ている剛悶はありません.b L、PCの記

憶に頼るなら(EDUのAR25)以下のこ H'思い出すでしょう.

フォーワ-ft'ド11、線級は小~，‘もののAI をはじめ k するハードワ

ュ7のメンテナンス早』吋の会社である.援演畿管を扱っているとか、こ

れい、った唱弘、噂む聞かない、ご〈当り}町γ良.c約な企業である.

後で〈サーチ〉で7ォーワールドのζ とを鰐4たとしても、閉じ情報が

得られます.

PC伐をの仲間)念徹額制I~受りるこ t にしたなら、 ζのデータ11

J、。t消滅します. r う やら PCたちを滋後に、 'JJ1~Lf:い入数i革路保
色れたようです.

詳しも、聞い合bせはアクセスで行なわれるでしょう.受付A111Jll件

を削u社長に回線を回します.

社長の名I孟ポイドtいい、簡単に自己紹介したあと、鮮い、話脅しτ
〈れます.社長自らがPCたちk話すのは、今回の事件をかなり誕慮し

ているい、うこ tでもある L、社員がきわめτ少なれまた、社長が気

書〈な人物であるい、うこと も表しています.

1.ここ 10日l.leの問、クラスター内にE遣のハッカーがたびたび俊入

L、い〈つかのグリフドヵ徹完曹を受りている.



2. 最初I~ ミ ト勺νグリッド.ポトムグリッドの範囲内の無差R~レ、ッキ

ングであったが、 3日IU前からはミドwグPッドの数社に目標会彼ら

れるようになった.

3.今まではデータ本体に紋必はな〈、プロテクションのみが会話国鹿

島崎きれていた.ダータ盗鱗に測しては.コピーモ二タープログラム{デー

タをコピーした名吻代、たかEうかチエ‘ノpするプログラム)やコピープロ

テクトプログラム(ヨピー防止プログラム)を信期するなら行なわれてい

ないようである.ただし、昨夜だりは7ォーワールド祉のヂ-11念守昆こ

をil'コピーされていった.

4.俊入の時flllはまった〈ランダムで、待ち伏せしたPすることは不

可椛どし‘手がかりZ二ちならないk思われる.

5俊入はデータ且リアのみに対して仕借りられている {システムカ唄

われたζ~1まない).

6.あきっτ.や勺 tAHPが滞日Eにやって〈ることになった.今聞

の倒的主それまで明棚、サイパースペース内でのグリッドの智織であ

る. 本日 11昨日孤島したメンバーが曹司直に当 t~今ている.

7.佼λ経路に倒して、最初の経絡はわかっている.インディース丸、

フト〈パIVテノン〉の併部ラインを通ってクラスタ『に侵入ιたら Lぃ.

もちみん.そのラインにセキュy，.ィを綾訟するなE、断定創立主った

のだが.ぞれJ..lJ寺川Jレテノンのラインを使って俊入はなされていないよ

うだ.2曲目からは突然、グリァドに出現してプロテクションを倒して

い〈ようになった.

WR-443宮87ラスヲー

PC~合めてー般に知られτいるかきr りではこのF ラスターのハイグ

日ッド‘ 77 ，1f.ーグヲッド11シンタ νア財団系列の大手喧~b吋ìI!fflしτ
います.こちらの方はそれ以下の中4ぜ悩提グPッドtIま比べものになら

主いセキュリティヵ鳴り巡ら寄れており、今回は彼1.!1t-受りていません.

ll'l't-に対LI同心を寄せてはいますが、 実容が出るまでは何のアクション

b起こさないし、と〈に協力 bして〈 れ£ぜん.つまり、このシナPオ

にはかかわってきまぜん.

ミドルグY7ドはシンクv7~I刻速のある中小企豊臣や特に系列い、う

bりではない中小の企lVlが集まっτお号、~トムグリッドは閉じ〈中小

企業tインヂィーズ斗ツ上ヰット好きの個人が惚用しているグリフド

が少数存在しています.

ポイド社長とフォーワールド社

4織.人のよさそうな印搬を与える男です.部、頃、金のためにハン

ター(キットラ4ナー)をやっていたこともあるので.PCたちに好訟がJ

です.フ*ーワールドはわずかな資金を元に8年前につ〈った会社で.

15.人の祉nのうち9入はBクラスA[ t-I糊した制業アシストアンドロ

イドfごをうです.むい可{の経験と仕司崎正彼自身もサイバースペース仁

1.1.鮮ιいのですが、今回のおかしな1"1'1'には首をひねるばかりです.被

主事を受11た数祉の代議主 して4、ットに依園町広告をぬしました.

7*ーワ-N".社1.1.迎絡を受11るし技舗をiffciftしτハードウエアの

メンテナンスを行なう会社で、社長の正直な人柄のおか・げか鮮判11怒〈
めPまぜん.

嘗護.符なうグリッドとその情報

PCたちが響績を行なう干ZEのグYッドはすべてミドルグ担ァドにイF
~Lτいます. 7 *ーワー/vド・メンテサービス社、よユアリバ一生士、ポ

ンド ・フィールド社、そ Lτ4ンディーズヰットりわνテノン輔の=t4

グリッドです.よユ7yパー社i孟電子'，1<t.ーツの卸先紫、ポンド ・フィ-/V

ド社11電子出版主土、パJνテノンはわり k有名なイメージファイト割臨防庁
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です.二れらの企業に118襲われる租由となるような共通点はIHんEあ

りません.思い当たるとすれば、 Eのグリッドもそ こそこ保っている念

集で.セキュリティにも気を使っτいただろう tいうこと〈ら←です.

セキュリティの内訳1.1.企業秘密い、うこ tでEニ弘教えて〈れません民

バJνテノンに行〈ならオーナーから面白い情報を問りるでしょう.

rうちはデ同声を守るっていうよ札客のためにプロテクシsンを掻い

てるんだが.それを手当りしだいに唱揮していきやがったんだぜ.まった

< <ういうつもりなんだかJ

なお、 クラスター内のグリフドの位置1~7*ーワールドが180、ユ7y

ノゼーが120、ポンド ・7ィ-/Vドが110‘Jりレテノン11150"(す.

仕事の条件など

器本約に1t<fJlボードにあった主おPですが.い〈っか迫加111(:1'<<があり

ます.

1.瞥備中の行動l主任せるが.他のグリッドに侵入者ありい、う途絡

を受付たら、ただちにそこに向かうこし犯人は今までも単独て可凶Tを

IIIねているので.III抑制Zれもたら、他のグジァドは瞥f歯する必要は

ない.

2 明El24時tnlのうち午前9"-1&のうちどちらか問瑚問、サイバースペ

ースにダイプLなりればならないが、希E置があるなら鮮きな時間引?を指

定ιτもよい<<ちらのn制Hi;を巡んでも、→都二行動するNPCI;I.変わ
りません).

3.犯人をえつりたら犯行を阻止しなければならないおえ 締罰亜の綴務

はない.級制によるjlll昌平111¥嘗については一切、補償ιない.

4.犯人を総且/伺隠しないまでもその主体を(ある程度でい、いから)
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つかんだ仇有益な術報を提供したなら‘逃方11ボーナスをl人につき Sl.

00鋭tl<;. 

なお、裕樹に附してi阜、会初副知、いだし‘もしf可もなかったtしても

返す必漫bありません.

r鉱・11以上l!oでは、明日、ダイプしてこのグラスターのI自に集会して

tれたまえs
ここまτ活Lτ、PCが<*，制医 学>SRl/zに成功すれ1工、ポイド氏が

もう少L{;!か知。τいそうなこと、震う4きかr;b法っているよとが

あ9そうだt気づきます.ポイド氏11PCヵ犠緩fLt:~、仕事をキャン

セ沖されるこ tを王手れて黙っているので‘なかなか銘そう tしませんヵt

WI LのAR25に成功すれば、気になっているニ tを録して〈れtす.

r実はわが社のサ4パースペース・ガードマンの111なんだが・・・・・・いや、

臨時に廠今t:'/':でな〈、最初から社長としていた名7ゴム彼はをの犯人

の返り肘ちにあった0$1.、、~l!する ζ とらなかったし、ホワイト 79

トもしなかったんだが、まるで策路のようになってしま今τね.粉笛験

資をしてみるtおかしなこtがわかったのだ.i皮11記憶(EDU).知能

(1 NT). :OC志カ(WIL)の大部分を失い、サイパースペースでのテF

ユッタも失っτLま勺ていた・・・・・・』

二のtllflll1ポイド氏t惣なにしτいるペテラン品ドットライナ一、アイ

ザック{量豊田に会えます}弘知っていますから、彼に聞いτぃ、いでしょ

ヲ.

ACT-2 SERCH & DESTROY 
!s!目、規定の"輔自1にタ予スターに出向いたPCに{也の野積メンパーの

紹介がなされます.

クラスターのゲートl両にはポイド氏他7名が待つτいます.この7名

11企nハンターのようです.7-1ザッタのほかはNPC!:してシナY*

に大量〈かかわって〈るこ tはありまぜんL.アイザッタにしても PC
!: U に活動するこ tはまずないでしょ九ここでは簡単にプロ 7~ー

ルを明記しておきます.シャープ兄弟とネッ ト・方沖テットはそれFれ

lグループtしてlグリッドに配置きれます.

アイザック=R=ラン ドル7

県~長安で~身の梁郷子.濃紺を怨書唱としたスーツ!:I!.Iマントい、っ

たいでたちで、Ii鰍市を且tわせる.樹首11キザJだがただ.t:でない雰闘気

を様わせている.EX能力所持唱τ'能力は'tνポーター.rするりの7-1

サ.ヲタ』の通。名を待つBランクキットライナーでその筋では結構ヰI名な

拐で串ムポイド氏の告の仕:lll!'~IIlJ と弘、うから、肉体のほうの年申告は'10
代かそれ以上である.今回Itmィド氏から縦約受付て警備に多加する

ζ とにした. 1人でlグPッドの警備を交付持つ.

サイパースペース内での能力健(専用マテル7，.ーム使用時)

F P 34イメージファイ争 おωも スピ.-1' 425フョ，ース限界

値 37 R R 20 

特別能力:アンチウ方ール+3 rンテトラップ+4 ア7'7ーパーナ

プラストの鰍邑/効果・ 40/火力3倍変倹

最大介身数・ 8
所持ソフ ト:エス トッヲ・x2、手織弾x6、ロープ、シヱイドスーツ・な

ど

・エス トッ71;彼力強自に開発したカ;1.'7ム、ノフ争で、データはダメージ+

6、也、婆7才一ス8、vr，:IJポイン ト無徐使用可能不ットt灯、"、 K

てす.

20 

-シエイ ドスーツも彼が創ったアーマーソフトてす.l庁像世イント8、必

要7方-;>.6、使用可能ネッ トはF、"、 Kてす.

シャープ兄弟

筋併た〈ましい武闘家主首の2人組.血はつなが勺ていないらしいが、

サイバーイメージは見分りがつかないほE似ている(多分、肉体の方bそ

うだろう)， j硲!s'，~ lli L中のハンターチームで片方がネットライナ一、

もう l人はハスラーである.

ネット・カルテット

昨日まで不良少年をや。ていたような感じの4人組.ヰットライナー

だりで構成きれたチームで、サイパースペースでの仕事のみを行なう.

英は4人のうち正統のハンターはl人だ"で.後はただのハッカ--(あ

ふポ4ド氏がそれに気づいたのは契約を交わしたt虫だったのでしかた

ないい、うこ tて嚇認している.

交代の瑚IIJが〈ると金只配置Eにつ〈ように震われます.それまでに4

か所のグPッドのうちE二世担当するかを決乏しτおかねばな9ません

玖 PCに鮮告なtこみを決定させて〈だきい(rこでもシナ9*の進行

に1主主:(!はありません).
配m杏れる場所11各グ9ッドの入目前です.野f端tはいえグリフドの

中仁品、ットライナーを抱き入れる企策なEあ9まぜん.犯人の撃退につ

いて、品、ットライナーはプロ7エフショナ庁ですから、クライ 7ントの

磁弘治'lU1待はしτいますが‘それは今日 11'1に限っτのζkです.即1EI 

になれI!.、ハンターよりさらによ手である(LII'.われている)AHPがや

って 〈るのですから.



な布、人口に1;1.プロテタシaンモンスターが配il1きれτいますカt手

企f白書な11れU.'s握って〈ることはあ0ません.

t き ë~感じる人の長\IIelムまっとうなキット利1fJ-~'のものです.

両日誌について2-3P羽mむすi'U!.l'也のグヲッドに佼入者同旬fJlれたと

いう述絡が入ります.

終われたのはシ守一プ兄泌がガードしていたグ9ッドです.PCたち

とは1!1;1J1'畢にf患のメン，(ーも合n集ま勺τきます.

1)1をI.~ったシ'\'ープ見幼1主役入者 l悦日の通知をわずt巡らせたらし< . 

拠j品でI'Cたちが見るものは、 !被いに$¥11て、サイパースペースかい、

まL~ il'fぇ失せようとしている兄弟ふその奥に立つ犯人の資です.

侵入者の婆

きいの体袋のようなアーヮーをH った筋肉質の人物. 会~からw臼

t、検λi'放っていて‘制11舗が定かでなt、 人1111に似τいるが、雨明幅が企

f材Y-Iなパランスに比ペかなり太<.鋭部からは2本のよじり合わちれた

ような大きな"帥吹きJ11している.また、全身の作所に触平が般本ずつ

あ争、和ltな〈人1mのサイバーイメージではないように感じる.

I'Cがハ4νペルプロテクション 〈サイパーピースト〉のri:(，正を姐Iっ

ていればそれであると断定できる.

佼入者I車、新たな敵の出lJlに多少。るみ.呪文-i'1I.".えるよ主なIJ;iiii'

凡~~す. I' C(，色、警備メンパーがアクシ a ンを越二すよりll~'<明文の

効!品1;l.IJlれます.たちまちまわ0に数体のプロテクションモンスターが

出現L.メンパーに襲い合唱・。てきます.そιて、侵入者本体の方In

yトジ叫ンプしていきます.

よニで佼入者を沿って行〈ふプロテクシaンに立ち向かう b白仰で

すが.i!l'・かけるならプロテタシaンの11lIみを突破するためK限延でゐE

チェッタをしなりればなりません(パーティーの l人がt¥:現世してロールし

て<t!'Z>ぃJ.

出現したプaテクションのデータ

リサードマンx2 命中~I OOO色 ダ〆ージ5 F P 12防御ポイント

3 攻望書はマジック級い

チョンチヨンXI 命中~gæも FP8 防御ポイントO 命中した

ら次のターン攻繁て・8なくなる

ムーンビー トJレx2 命中簿400も ダメージ5 F P9 ~耳錦ポイン
トO マジッ?無効

NPCの行動

アイザッタはプロテタシ脂ンを突厳し.佼入者を追っτ行きJ:-，.ヰ

ァト ・3砂Jνテフト1;1.プロテクシ四ンに立ち向か勺ていきますが‘ νペJレ

の低，. iIl:らではあまり戦力にならないでしょう. PCたちが悦人ポ企追

っていったなら4・"，~ . カルテット 11全滅します.

侵入者を迫跡した場合

絞入者11特殊なテクニックでI'Cたちを I 悶I~のジ守ンア口語りきっ

τしまいます(PCたちは l回目のヰットジ守ンプを行なった後‘自企を見

失ってしまいますl.アイザック1;1.兄失わずにi!lっていきます.

ジγンプ'1"1'にlD3?ーンのドッグファイトを行ないtすが.1'1人.n.

7イザックのEちらも ζ二て司慢E事ぜなわょう設なして〈ださ".

総入者iのド γグ7r イト l時のヂ-?I;l.I~のページを審問して〈だきt、

sτ.プロテクションを始末し、または似入者を追跡したものの見失
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PRlSONER IN UN'T 

って帰勺てきたPC 1;1.報告もかねてポイド氏と会うよ主になります.

校入者総邑い、う自的1;1.逮せられたので、ポイド氏11PCたちの労を

ねぎらいます.シベ・ープ兄ilH孟病院に収容きれたようですかt泌総1;1.7 

-*ーワールドのガードマンt閉じです.

ζれで今匝!のt~ll(ft絵bりなのですカ矢彼1;1.1古を続けます.

rtこみで、 7イザックからまI!fiirlの述S告らないんだ'....・フト曲線~I?I
ii¥きれてい弘司、通じなも叫たちの紛'.:"t臥 抑i掛しτいった

そうfJが・・・・・・彼にはずいぶんt!':;訴になったL.どうも4帽YJ.彼を勤

ねτみて〈れないかね」

ポイド氏1;1.4可鉱~~ゃA HPに提出する資阜防虫硯などで忙L< て今

日はオフィスを織れられないそうなので代b~に見τきて欲しい k の111

です.PCがいやな傾をするなら交通貨い、うよとでi人$1【脱臼-nn
ってきます.彼のlll;j宮内'r1;l，7Y-??ンのあるストリートにあるそうで

す(刷所ははっきりしてい止すl.

アイザッタのオアイスまでは何郁もな〈到'liします.

アイザックの事務所

7リータウンでも内総にi互い部分、 bH治安がま tむなプロッPに

あります.大きめの一戸雄住宅て七防犯システムなどは完備しτいるよ

うです.

pcたちが玄関口に卑つtA [;か'J，i;;#します.各"'1スキベ'ナーによる

紙煎なチェッタ{武岱mlt:t'"てJJilIるよフに宮われます}が終わる t、

ゃっ t'1'に通事れます.

アイザッ?1;1.奥の広い部肢にも、ます.部長Eの中にはヰ判Iの~~干央が立

ちこ時、 101.!!1U'の皇陵JiiV、ードウェア tJi.i!U十It式の大型ダイスプレイ
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がずらり t並んでおり、無数のコードが中央のクPスl1fV穴1'1住(おそら

〈カスタムしたAI )に向かっτ延びています.ニの綾備を見'-t.ごりでも

彼がひtかEならぬプロアエツシaナ片である二 tがわかるでしょう.

ハードウェアIt.和f，!1'かカ噂叡日理事れτおり、アイザッ列車llt純子に盛っ

たまま、それの修濯を行なっているようです.アイザッタの肉体はサイ

バーイメージtそう変わりません.長身長授の災形でJ郎、ガウンを羽織

今引、まれちょっと痕れ音憾のようですが.その外見はEう見て b初

代後半です(老化j申制処訟でもしτいるのでしょうか).

1ll:1まPCの気a!に気づ〈ふ二ちらに向き砿ります.

rポイドに曾われて割、の様子をえにきたのかな.散らかっていてすまな

いが、派手にやられた bんでね』

侵入者を追跡したアイザッタ1:.敵をかなPのtニろまで泡いつめた

bのの盆反感にあって、撤退した tのことです.

r.官、ったよ 0手ごわいW.ごった.拳い.身体の方へのダメージ11{i!<小限

だったが・ ・・・ この私合わ、ードウェ7~般岐きれるほどのダメージを受

付る Ut.....ポイドにはさっき連絡を入れたよ」

若うは哲っても恥鈎午に乗っている tこみを見るし巡l1J!株主がい〈

つ倉娩ききれたのでしょう.

彼11客に1Iiなどを勧めつつ、相談を持ちかげてきます.

(1)の侵入者がたど渚てないζtはわかるだろう.サイバーヒ」ストっ

てやつを附いたこ tがあるか? 自到喫プロテクシヨンの俗輔1!.サイ

バーイメージを見るか~ーでは、奴はそれに!日1速いない・・・ ' J

佼入者は主あるグリッドに逃げ込みました.彼はそニまで散をili"つ

めたのですが、長曳念ながら附湯割にはitl1てしまいました.サィ，ぜーピー

ストはをの正体すら明かでない勧絡プロテクシaンですが、民仰のグリ

ッドを腿主などtいうニtは普通、考えられません.

AH P時織テスト t しτ、今回の~1I1'特引き起こしτいるなら、確

たる証拠をつかんでマスコミに情報を従れIt.金になります.

もう lつ例酬It.盗み出したサイバーヒ」スト制型っている犯S覇者
約、るのではないかtいうこ tです.権測tして11二ちらの抑制W

いきます.

後者の鍛測が正L1IれIt、そこへ策事込んでいうて、サイパーピース

トのプログラムを手に入れられれば大きなl:&11カ常生られるでしょう.ア

イザツクの.c.... ヲもり tしては、プログラムをその筋に苅〈売り飛ばすか、

当局に幻いJ;!しτもらうつもりのようです.

どちらにしても、惑い紛ではありません.

qμt情報を持っているが、機材がニのぎまでは動きがtれない.!f!;f: 

ちは行量Jr(きる会可背報Iまない.ひtつ協力してニのヤマにかからないか?J
儲IIIU.i'i1l1りで均仰に分配しよういづ提案で、プログラムを平に入

れられればl人4-6万ドル〈らいの取り分はあるだろうとのこ主です.

彼はソフトレ、ードについては聞の/"ートに麟念切1(ょうで.キ守ツシ

ュのttわりに1司じ価lifiJ!11のカスタマイズパーツやYフトでも都合でき

るtのこ tです.

彼を招悶できないなら、〈締神(!!学〉でSRチェッタを飲みてもかまも、

ません.71ザァクは儲リ話よ i 強力な敵に何tか11泌しをLてや。

たいのでしょう.

担制についてま tまって、仕切をやるこ U:決めたなら、後1;1.自分の

つかんでいる情報をす4τ公開します.

L依頼のあったPラス声ー内て明燃きれたプロテクシ歯ンじついτ
アイザァタはポイド氏に矧まれて ;/7 トウェ7~勘ぐてみ~ Lt:.プ

ロテクション自体の磁波ではな〈、攻慾や防御に倒するプログラムのみ

がm去きれていたのだそうです.ちょう t その部分だり吸い取られた

ようにです.PCやアイザックの知る範闘ではサイバーピーストにそん

ee 

年能力があるなn附いたζtはありまぞん.

2.サイバーピーストに襲われた入1111についτ
ζれについτはポイド氏または7イザックから以前に制1いているかも

知れません.PCたちがま1，1111いていないなら伝えて〈だt'い.

3.同じ〈サイバーピーストに襲われた人r.uが使っていた数積のアシ

ストソ7トマテfV7オームもプロテクジ曾ンのように攻感、防衛}なE

に関するプログラムカ"&い取られていました.

4. 2町戦った者・がいないので鴻かτはありまぜんカtおそら〈サイ

パーピーストはプログラムを{ときには人"11の能力まτ')吸~自己!l!l化

する>'7トワェアなのではないでしょうカ」

5.サイバーピーストが逃げ込んだグリッドは〈パンナム4、ット VF-

571l4?ラスター 199f皆府〉です.2周4 によ畠 LこのグリッドI:t.局、;tテ
yタi1t干のi瑚発部門の技師、アンドリュウ=7νアコッPの倒人研究m
データエリアい、う名殺fすo;;'.オテックm:干1;1.シンFνアのl企業で

すが、より大きな企業の下締付金社のようです.グリッドの位置から考

るしこの名義が本当なのかそれtも偽の名義なの州主微妙なtころで

しょう.

ACT-3 SANATORIUM 
それでは彼査をIYI始しましょう.

サイパーピーストの料情船主ヰットにはIHんEありまぜん.実際には

存在するのだろうと色、う無質経な噌が存複するだりです.確かな情絡を

ln.るためにはAHPのデータなEを世院しなりればなりまぜんれあt

Oに1i!J貨でしょう.
サイバーピーストに額似した績飽を持つyフトやハード、似たような

サイバーイメージを持つもの(人r.a.A 1、プログラムすベτ含む)1m
本的に干ι在しません.

サイパーピーストまたはをれら Lきものに銭われたtいう報告はほか

のクラスター.li血の4・ットからはまった〈ありません.また、撃退した

以後I主将ぴ品目見していません.

7"アロックゃをのl期速については〈サーチ〉によっτ争らなるf古車lbf

j!1られるか也知れません.

まず、品、ォテッタ電子1.1.一教情報τ鴻ベるかぎ争、あやしいtこJちは

ないようです.i可いうことはないちつ山内会社です.

アンド 9 ュワ=フ ν7 ;3フク氏lま~.:(fの人物でした. IOIJli部のチー7

的符4主でしたカ'. 1かI'IIH'前.サイパースペースでの何らかの11'故に

よ。τ、キ4暗主にダメージを受け、セントクレアメン?/"クリュックkい
うや椴リハピPセンターに入院中です.フν7;3フク11普段から不平不

満をまわりにぶつ1Iτおり、変人扱い寄れていたので、今回b何かハツ

キングでも したための制欲だろう~)官、われτいます.

彼の研究用データエリアも確かに存準していますカt本人が入院中で

グ9ッドを使えないので今I:t.閉鎖状態です.<サーチ〉または情栴i邸など

を絞っτ平に入れられる偽報はこの綴}~です.

だいたいの作持量が盟主まったら、 PCたちがアクセスかジ'¥'ック=イン

によって、 7νアコックのグリッドに俊入しよう tするかもしれまぜん.

本来回線は閉鎖されているはずなのですがlそれをPCが知。τいよう t

いまいU.なぜか7クセスできるようになっτいます.サイパーピース

トが管理J司に無断f回線引闘いた状態にしτい畠のです.

しかし、このグFγ ドに存在するはずのものは、 IHA.r叫'fL去られ

ています.7νアコックがストックしておいたであろうヂー声をはじめ、

ほとんどの七キュリティがです.吸っτいるのはウ庁-/"やトラップt

いったセキュリティだりですにこのマップはゲームの進行』ニ1Ii~でない

ので.GMが自作して〈どきい).データエ97の一裕奥で.<サーチ〉の



14ti怖Eの1}肢(-i1tl(協のチェック)，こ成功する t、 ミサイル*'W血〈マス

カット}への巧妙に幻.幸れた入口~;~兄できます. もI. PCたちが二の

ラインを発見したなら、フνアコックに会わずにマスカットに娘。込ん

でい。てしまうからしれません.シナザオがつまらな〈なる可I雌 仰4
いので.GMはなる""(決り込ませないようにしましょう.

グFγ ドu"砂川A111生きていますが.このグリッドは閉鎖中なので

フレ7:>ヅタヵ・4・フト11理幼からの命令がない t何ち答えようとしませ

ん.もうu.. bし、容えた tしτむAI b'知っているニ tはよれだけ

です.

'訟なき似入者。カえ いつのまにかすべてを消しきっていったa

また. PCltフレアコ ックを肪ねて七ントク νアメン!l/~クリュッタ

に:tUti](でしょう.大きな建物ですが、窓口でlUJl、合bぜると.フレア

コックの病奈がわかります.

長釦l入院が見込まれτいる者が入っている部桜I主主主物の奥の約機にあ

ります.

フレアコフクは側室に入れられれ、tすが.-1'悦系に多大なダメージ

を受付たらし〈、ぺγドの土.て官民。τいるように見えます.PCたちt

はこうした.$才，.mの機占':f~使ってコミュユケーションを行ないます. な

お.彼の均二飴1131);民〈らいです.

部屈に11"1..l、jf.而におかれたロポット(ケープ沖で7νアコックの

脳tつながっています}が応、吋します.

PCが状況をw明す晶l:7νアコック(のロポγト}はまず.今までの

経却を結しτ〈れ畠でしょう.

7νアコックにはようした軍慰監についている者にあ 9 がちの&叫~á-'符

.，τいました.ネットのあちζ ちをうみつき@Jって、融:われていないデ

ータなEを指りmしτ〈るのです.

IHんEの場合こう Lたうち捨てられ、忘れ去られたデータやプログ

ラムは仰の役にも立たないこ tがj>いのですカえまれにすごい価値を持

つbのが紛れτいたH ます.ひlll.当τるつ bりで4出堤アクセスして

いるす;ゃI1雌のあるデータを'Jéってこづかt 、fi!~をする品ットライナー

なE色います.

t)τ、彼が掲り出したものは旧制拠の遺跡の1つにコンタクトできる
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PRlSONER 'Nυ附7

バスロードγLた.20-211蛾己の告に北米各地の地下1菜〈に繕絡で迫ら

れた取れ施設』ー蛾略ミサイル~tJ世一-Itそのイ再在や位置なEの記録が

バベルlUlにすっかりII'j失してしま勺ています.

i止r:~のミサイw却也 〈マスカット〉にアクセスして内容を子細に絢

ベま ι t~. IH んt'll~叫冷引〈ものではありませんでしたが、そのw

地の制御コンピ，，--!lーが臼~K/)ff司"こ有効に飢えるよとに気づいたの

です.:7ν7コックは緩究なエンジュァでしたかt点、;tテック電子に11

彼の才能に見合うよ主な機材はありませんでした.

彼11自分のグリッドからマスカットのメインコンピューター〈シグ7

2∞O}にラインz.rjJ <作業を行ない、シヴ7を使ってセキ，，-yティプロ

グラム 〈ロムνス〉の}刑絡を納めました.プログラムが完成したらそれ

を手d二厳に して、もっ主大きな仕事のできる峨峨へ転織するつもりでL

たが、決然、シヴ7lぞれに操られたロムνスが彼に鍵いかかってきた

のです.

自己いづ窓織を持たないはずのシヴァはそのl~.彼に呪いの営業

をl~lfかけましt~6

リムを機岐に変えた人lliに綴tf.i'開始する.賞械の住んでいる衡にミサ

イルi'繋ち込んでやる」

事い一命IJ.取り留めましたが、手梓扮~高むまではサイパースペースに

ダイプできないのでEうしたものかt気に病んでいました.らちろん、

ζのニ tはいままτ1瀧にも献しτぃ正ぜん.

彼ItPCたちに{可tかロムレスを取り返して欲1..，'l頼みます.シヴ

7がコンピュータ-!.1m.えないtj-iJJ，...取今たのは不可解ですが、今の

彼11自分の作品を耳{~返すことてîiJW一杯なのです.正式な仕草IfHて
引き受りるなら、契ま~~nt以下のとお 0 になります.

f氏f佐邑:アンド9ュワ=フレアコック

依頼内容:セキ，，-yティプログラム〈ロムνス〉の奪回

官邸自:総額$30.000.うちS5.000を前払い

また、彼11ロム V スについてのti'織iゃ彼の研究グリフド内に隠された

マスカットへのラインのある場J苛を紋えて〈れます.

ロムレスを回収する1m去と Lては彼の考潟l.I:<早期のf制聾Yフト〈ロ

ジフタ:7.ンス〉を使mするしかありません.アシストソフトの中のマ



G誕S臨E

ジγクソフト t同じ要領でl!l!lflします.使用回数IHIIDで、問布の成功

場(-flI6ω6)があ札もし指灘に失敗する t あ tl~倒すしかありません.

さらに、ロムレスを改良Lて例った縫似勺テ)"7;1'ーム制νムス"を

l'fLて〈れます(もし、 ロムレスをうま〈阻収できたら、これはお礼のー

部tしてそのまま PCに進呈されます).

ロムレス(Iit作セキaリティプログラム}

サイパーイメージゃ積(j'm.サイパーピーストに蹴似している.いわl耳、

ハウスメイドのす4パ』ピーストである.ロムレスがサイパーピースト

t違うのは、仕・企ったプログラムや窓脳卒~J.且収する ζ とで、自己進化

カ町1能なプログラムt:tいうこu.ごりである.創った主舎のデータIH

I~ゃあてにならないし、現在平穏米の能力も卦羽3散である.ただし.フ

νアコックliプログラムを吸.~する能カには限界があ仇限界継を越え

るt白E揮するはずt!.、t付付加えている.

今回‘ロムνス11*1陪拶1Iされτいたシグ7の機舵を100"Ai回従事せる

べ(.7方ーワーノνド・メンテサービスのヂータを持ち出した.問時に

i!Í鱗でt<にセキ"， y ティの~いグ日ッドにh~t般入ι自己m強lを闘

ったのである.

PCたちと戦うときの能力値

F P 25 イメージファイト 笈ゆ6 スピード 筑)() 7方ース限界

値 25 RR 25 
榊 !能力 電池末つ方-}v.トラeノプI期復アフターバーナー

プラストの餅乞/効果 。50/3目標問耶主摩可能

躍 イ〆ージファイト持のダメージは8、固有の防御ポイント1:5ポイ

ン人特殊能力として鰻収したプロテデションモンスターを呼ぴ潤して

戦わせるニとができる(呼び出すプロテヲションの数は 1o6.t鮫置はG

Mが任意に決定}

絞 7，..ーワールド ・ガードマンの持っていたEX能力を吸収し、ボル

ターガイスト能力を有している.2回目以降の侵入が気づかれなかった

のはこのためである.

総 ロジックフェンス以外Q)マジックソフトを無効化する.

3袋 ロムレスは固有のスピー ド値を持っている.

レムス(疑似マテルフォ-1.)

マテルフォームのようにサイパースペースにおりる人聞のな創平守強

化するYフトウェ7，たfごし成長はしない.f1('るみtいうカυeワード

スーツのような存在.これを鋭m中のサイバーイメージ11背白い燐光守

政つピエロである.

FP WIL数値介までイメージファイ ト 0% 7万一ス限界値

WIL+5 RR 5 攻耳障カO 防御ポイントO

特別能力電磁~は無視できる

レムス使用ルール

レムスを活用Lた者が.アシストyフトを使用する tその能力がその

まま νムスに吸JU(きれてい(.

以後は7*ースのIIj~なしに悶11の攻聖書カ t防衛同イント守備えるカ1

匝怖の攻調書力、防J仰ポイントJ;Jjt十の方法ぞ11イメージファイトはできな

t、.
吸収t>せられるソフトの枚数は合1t1'4枚まで.ぞれ以上、吸収をきせ

る主自耳障する.また、!司じソフトli2i主J;.l上吸収寄せられないL.;/ 7 

いこ付鎚しτいる特妹な効煤11付与t>れない.-J!l:吸収したプログラム

はもはや分簸寄せるζtはできない.マジ、ノクソフト b'&政可能だが回

数制限はっし回数分使いきったマジック;/7ト11'&.以限界枕散に数え
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ない.

なお'お収された方の;/7トウェアのプログラムはIIj去されてしまう.

νムス本体はEこの宮路グルーアでも使用可自!lf.:'L、マテルア才一ムt

速い‘他人t使い図Lbできる.

他仁この場耐でもたらきれる可能性のある情報は以下のtおりです.

1.マス'11"トが保有する峨略兵告書 役が宮司ペた範闘で111C BMが
4本」航!l!機都般用の巡航ミサイルが2本ありま した.

2.マスカット内キットのセキュPティについて:、刺鴻W..'II1.>
今て強闘なものです.また、プログラム形式が非常に古いものなので、

プログラム曾絡のl躍史を明111'こ研究したような名でなりれば解除はでき

ません.アクセスで俊入~~式みるのは不可飽でしょう.ー方、ダイプL

て策り込もうというなら、セキュザティはIHんE干民主Lていません.

サイバースペースがU t>れる以前の古L、セキュリティシステムなので、

出会う tすればロムνスk今回のlf'件τマペこいれたご〈少数のプロテク

ション「らいでしょう.シヴァが反乱を起ζすまで、 7νアコックは〆

イプしτシヴァを利用していました.

3. PCI1、いま三で絡めた情報や'7v7コッタの訴からシヴァのl
体をf闘"できるかも知れません.EDU、INTのARあのチェッタを

行い、両方に成功したら、シヴァが過去において側発・巡fflt>れていた

!I・体コンピューターではないかいう機思ができます.パベル剣以前の

コンピ&ーターで自己を包総τき畠マシンい、えIt.臓などを主体部品を

そのまま絞った生体コンピューターである可能性が一番おいでしょ九

シヴ7はその全機能を回復し払娘、ヰォ=アップノνに向けて核ミサイ

rνを~射するニとでしょ九部地の保仇屯する核兵誌の威力I~al り知る <1>

はtl¥米ませんカt少な〈とも4・*=7γプ片が何らかの殺容を受付るこ

t 111m遠いないでしょう.シグアに恐れをなしてAHPなEに通報して

処理しτもらうことも可fjltt'すが、それではプロフェッショナルの名折

れtいうものです.はかのハンターからは中i詰はきれn主主主IHτち受

付られないでしょう.また、フν7コックの鈍示する宇faゃアイテムむ

7イにするこ主になPます.

マスカットの存往する正偽な場所はフν7'"ヅクも知りまぜん.広い

7メリ'11由主主の地下のEこかにあるはずなのですが、今聞はそζに到IH
込むだりの戦力も時:11日もないはずです.サイパースペースからマスカ γ

トに絞入ιなりればならないのです.

もし、今回の仕11'をti'l~よ 〈終えたなら、ハスラーやランドプラスタ

ーい、った1'1'11司tパーティーを組んで.今度11現実tげよからミサ..{J>i1Ji 

Jtに挑むようなシナリオ uu時るかも知れませんo~悶のお!liを飾品の

はGMであるあなたの仕事です.

t>τ、ゃっ日明の全唱えが見えてきました.1I~舗を空襲えたら、フレ7

コックのグリァ ドに向かいましょう.

なお原則kして、アイザック本人l孟慨我のため、ダイプてきませんが、

GMのやl断明底力不足と判断した場合な};)で1古附するζ主にしτ品情わ

ないでしょう.また. PCがアイザックに対Lて不平を漏らしたり.鉄

骨説得できたなら.アイザックのftわ0に彼のアシスタントA1のlつ

〈ず1J>ダンディ〉がお供について〈る主 いうこ tにしτもかまいませ

(-， 

ヴェルダンディ

アイザックの都路にあったクリス!7JV六角位内のBクラスAIのこと.

サイバーイメージは女神の務.樹削減池で品行方jfJ..'~'. P Cの館下

いうわげではないので命令をきれても縫うわりではない.ただし、 11'



戦の遂行にはできるかぎ0尽力すん

F P 20 ピ̂-1' 130 
プラス トの射稔/効巣:10，パ寺になし

続 その他のルールはルールプッ7害容照のこと.

ACT-4 REVENGER 
PCたちがジ'¥"ツク=インによ勺τ、グリッド内の偲L匝日曜のゲー ト

を過FたI附去、突が回線が切断きれます.PCの中でアクセスによって

ダイプ中の許制IUをサポート していた者カ九、た場合、データプロ四のSR

lに成功すればζの[;(のことを飼べるこ kができます.切断書れた曲線

はシヴ7i'1ilちないかぎり.回復t'ぜられないkわかり£す.しかし

同線が切1厨i'れている以上、ダイプ中の{rlllmにをれを伝えるこ tはでき

ません.

sτ. ダイプ中の PCI~ここでシヴァのfcllLたメッセージを発見でさ

ます.

『ここに乗り込んだ必か者換に1!H'".我はono日2JI辛ちょうどより

人類への，$(11立を開始するだろうa

GMへ :OnOIl 11ょこまでシナF才カ日草んだHというこ tにLて〈

t!i' ，・.つま争、 PCたちにはあま争時4::11.1破事れτいません.

マスカット内のサイパーイメージ : 広大な平加が広がる~r.lJです. 足

元の園、は半透明で幾何学的な僚級に見える趨徴紛のプログラムカ絶えず

i'lf.れています.

そして創出の彼方に一本の尖熔が立っています. 追っす(.tlfに向かわ

ず、r.~f:持Lているようなら、移動I~プロチクシ羽ンに発見事れます.

ピアーキx3命中!f!4α垢ダメージ6 FPl3 ~Jj静l'ポイント I
なお、マスカ γト内にH.VJlするすべてのプロチクシ劉ンのスピード他

1150です(GMはPCの強幸によってスピードを紋定しなおしτむか'i'. 
tぜん).

尖港

尖mを〈・る H(iiJる t小ちな入口~事む4できます. t曹の~.:;~1:'兄るf'l

皮によっτ事まずまに変化し、研I階処てなのか特注できません(3際ιUニ
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はあります).

111/ 
中に11'‘るしそれはE広〈ないい‘主ニとが必織で告ます.t耳に上

へ占j・る軒ft立があ早ますカtそよtこ向かおうとすると、プロテタシ曾ンが

lJlれます.またよの再?にi卓也Sl1ot(樹1CIiII6 )1J'発生しています.

ディープ・パーソン 命中事30% ダメージ3 FP7 砂織ポイン

トo3体出現

2~茸

何むありません.土へfl.olll段が2か所にあります. 1つをA、bう

1つをBtLます.

3~ 

2部肢が段によっτ隔てられてわtす.AのR町段から11・ってきた現段

に11プロテクションヵ可1~自しています. プロテタシヨンを倒せ13:'.上の

餅へ1句かえます.Bの告IlolIU.に統〈附段があるだげです.

ヱゴラス ' Yープ命中~6脱ダメージ 7 F P20 fJ潟ポイント

O マジッヲ無効

41if 

ここ 1.2剖lb員がl¥!によ勺て隔てられτいます.Aの需品曜にはこれwふ

上へ好品階段はありまぜんが、奥にミサイルの攻聖書データ罫Iがはいって

いるユニットがあり£す. PCはこれを無糸f牛引焔箆でき、また内容を

変更するこ u できます.Bの現凝にはロムνスがi事ち受11τいます.

突破らf主i且ちできません.ロムνスを倒すか、 j，O徹すると、上の階へ向

かえます. -:.た、ロムレスカ常i1"lYるようなもPCをピンチに陥れたあ

しプログラム吸i(i能力の限界によって、 Mlさせるこ tにしてもかま

いません.

デ-?ユニット

ニニ1:本米ミサイ庁事E射をマニユュ7刈量It<するための剖ゅのようで

す.ダークをj，l，oLシゲァ1:巡航ミサイJνに紋'lfi買を主主携しτいる11'

lt中です.メガ=シティの防空調聞は I CBMな Eの戦略兵保にはほI~完
l'3.なJli仰ができるはずγすカt低空俄入Lて〈晶タイプのものは発見が

aれる t手の打ちょうがありません.ょょでデータをいじって発射をで

きるだ11遅らぜるニ tにしましょう.データそのbのを6生成することは
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ここからでは不可能です.

511 
陪段-11'易りきると、システムエリアのような広大な~JIlJカ守再び込んで

来ます.金Jlが5僚につn奥の方にmロープの9}が実体化します.彼

がシヴァ2000です.

r. . . .これがサイバースペースなの念、そしておまえたちカ時ムへのいり

にえの第 I 号~!いうわりか・・・・J

PCたちが会話を恕むなら、わずかのJIIIですがほ;対します.

伎はEうも人r.nのようです.つまり申柳コンピュータヘシヴァの中

憾には人間の目白倉市iわれτいたのです.アクセスで'{!I!Jllしていればこん

な事は起こらないのですが、 7νアヨフクがサイパースペースから何度

bアプローチLたため、本来の人r.stιての自殺を閉復してしま今たの

です.彼自身、完全に記憶を取りl'!lているわ11ではないのですが、自

分を剣術糠織に変ぇτしまった人制を憎んでおり.持τる兵器を駆使し

て型軽差別に復讐を行なうつbりです.

PCIまニニてlJI.l専を行なうニ uできますカ夫伎を納得'l:>ぜるのは蕊

鰍の技γしよう.

線開Iま:07ストライタ tしτ級います.シヴ71tロジックポム11持っ

ていませんが、必ll'Jならコアボー ドの総小を臨時な〈行なうでしょう.

また.PCはこの車協駒‘C;.SJU品するニ tはできません.ボード上に穴を

削げるこ tはできますカtー骨量回線には出られまぜん.穴から出ると聞l、

予Ecです.

シヴァ耳沿()o)デ-?

f P30 スピード50
使帰するボードの範飽1:9x9マスです.

~τ. PCたちはシヴァを白書すζtができたでしょうか.ら し〈は、

彼をうま〈説得し報復をやめきせるよ主にしたのでしょうか。
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シグ7-11'倒したのなら、最伎の打耳障ではねtばされた口四プの下から

おぞまい、掛明れます必ゆ併の触平均測を支えている tいった姿

で、まるでill例にt品て〈る火皐人のようなシルエγトです.

「これでやっ t眠れる・・・・・・.繊憾に組み込まtt_すべてを奪いきられ

たfJJ!ヵ'.W!1I11・・・・この焔みt!りはす?のままだ・・・'J

シヴァが床に倒れ伏すし明るかった7-1ー庁内敬切に光を失。τ
いきます.制御コンビューターが停止Lたため、電力の世撚がストップ

したのです.1it〈ここから抜付出さな，.t、マスカット t共に滅ぷニ t
になるでしょう.

ミサイ庁以車マスカットはIヰぴ全機f躍を停止し.今度11永劫の眠りに

つきます.GMi>旬、制合に感じたなら、核によって基地全体を婚披する

こtにしてもかまいません.

PCたちが、 7νアコッPのグリッドに帰って〈晶t.マスカットへ

の隠しゲートも滋昔ιtもにI.iれさります.

ロムνスを制H盟ιτいるなら、そのデータ11何らかの!e'憶滋訟に引き

硲とされます{ニれもロジッt'7エンスの機般です)，これを7vアコッ

クの元に待。τ行111工、約束の智織が受付取れ畠でしょう，7νアコッ

クでな〈アイザックの元に持ち帰。てら結果11伺じです.アイザッタは

フν7コックにロムレスを返すだりです.

また、尖m内のデータユιットから?スカット基地の場所を制。出し

ている要鎖のいいPCI1この情報をハスラーやれ測泌に抗;Qニとができ

るでしょう.もちろん、基地が伐っていればいづ条作付きですか仁こ

の材網U1S2.似)1)-20.瓜ゅの蹴盟国で子'Y-IJするζtができます.どのr;J，立
のi両雌があるのかはGMヵ""'1断して〈だきい.

色て.).干!日iま曹Iiのいい1:1:111になったでしょうか' も1...そう感じな

かったのなら、馴染みのi神品tこ繰り出l..;j.;t=アップwを{またしてら?)

教。τ しま っ1~i制活t:ntt、しれることにしましょう.

END 



はじめに

ニのシナ9;舎は r新の中の囚人(PRISONERIN UNIT)Jの'jJ獄Eで
す.続編t宮勺τも登場人物、設定など治市別宇tわずかに関連しτいる

いうだりで、上〈に制下をプvイLτいないtできないtい主ニtは

ありません.シナリオのプνイにi車Lた人数は前作t伺じで4-6ん綴

皮ですし、キットライナーだりでプνイできます.舞台Itネオ=アップ

作で、サ~，ぜースペースはHOS;V<<，'ンナムネット}を使用します.

あt.GMにー曾.これは捜査1¥!!シナリオです玖 PCたちヵ'fIiたる

鑑拠をつかんでも、公安機|婦は絶対iiifflして〈れません.常nかb知れ

ませんが、クライマックス*1プを完全にPCたちだ11で通行するよう鍔

めτ (t!~い.

?ライアントはAI

PCたちは、以前の仕事で知 ~1去ったベテラン.i.ットライナーのアシ

スタントA1 (ヴエルダンディ〉から仕事のlI，l買を受ります.彼女の主

人であるアイザックはある理由で長期IUJ..家を~りているのどそうで‘

EうもI!ti<:で1:処理できないような1m組合鴨ち上がったようです.

留守を守る伎kの元に1担撚届いた縫の小包、そしてそれtこからんだA

lプリーダーの死のニュース.PCたちはまず治初のE遣を解いたあ t、

テロ P ストグwープの企みを阻止しなりれ~tならないのです.

GM用情報

ヴエルグンダィをはじめtする数々の傑作Alを行τ上げたAIプ担

ーダ一、ヨセフ=ポウマン.しかし、若き日の彼11品フトワーク ・テロ

リスト tいう別の車Iを待つτいました.ポウマンはメ3ゲ=シティを完全

に掛i波書せるための割高舗を行なうベ〈 、Alプリーグ'-lなったのです.

4・ァトワークセ司るr必A l を~Jにせよ停止、または反乱~ぜ晶 ζ

tができれA耳、間違いな〈そのシティIt多大なダメージを被るでしょう.

偽りの仮砲をつりτ人生を歩んできた彼ですカえ長年の閃.例遮もの

Ali'育てる主ち、自分の考えがいかに邪惑なものであるかに気づきま

した.人生に悠久改心したポウマンItr1;i)であるこ tをやめ、グルー

プを挺切って逃げようとしたのですが‘それもかなわず暗殺されてしま

←ました.しかし、ニれから実行事れるであみう磁腐の制i!且を限止する

ためのヒントはなんtか〈ヴ品ルタ'ンディ〉に伝えられました.

このテロ官triliilt首総省であSポワマン念呪んでも自倒的に実行事れる

ようにitlllまれτいます.そしてその織を織るのが彼の't1τた〈ヴエル

グンデ心 (?/Vド)(スクルド〉い、う 3~のj(r，級Al なのです.

ACT-l 女神の嘆願
PCたちのも tに‘またはPCのうち i入のも とへ連絡が入ります.

~I~てみる L 岡市にIti膏楚そうな和、娘カ映っています.
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坊の・・・・、cxコ呑んですね.お久しぶりです・・・ 'J

彼女11ヴエルダンディです、 t自己紹介します.PCたちは彼女のこ

とを覚えているでしょう念、名前は党ぇτいてもこういう彩で会うのは

はじめてでL!九役:!I:b映話にはなれていないらし<.<~まぎして

います.値l而の少kはずエルダンディカ糊!I苦悶に合成した画像ですが、

以前のロ険のときサイ，(-スペースで役:!I:l行動を共にしたなら.その

tきの績です.

ヴエルダンダィ l孟PCたちに什棋の依頼がしたいのだそうです.ょの

l喚惜でIt鉾い、ζ とは結したがりませんが.アイザクタの代理ではな〈

i宜主自身の依:fj(です. ~りあえず、 7~ ザ')'タの司磯所に来て欲い、 t

のこ tです.A 1 なのでこういう滋現はおかしいかも知れません合え彼

立IHτも困勺τいる様子です.

アイザ‘ノクの夢務所にて

フリータウンでも内般に近い部分、わり t治安がま uなプロッタに

あります.大きめのー戸建て世交で、防犯システムな<rt完備しτいる

ようです.

PCたちがやっτ〈る t玄劉口のA1ヵ略対します.~すがに今回l孟

スキ守ナーによるチェッPはな〈、すんなり t中に通事れます.

謂磁の中はきちんt片づりられτおり、人の気fiはありまぜん.以前

にアイザッタと会った奥の広い部巌ふ以前t変わりな〈、ハードヲェ

アが次々 tデータをプFントアウトしています.変わった二 llいえば.

今日はメ持附切なクラシック管祭が部厳にiilitlτいる二とくらいでしょ

う.釈JIロポットに案内幸れて、 PCたちカ明l厳にはいるし .iE節のデ

ィスプνイにきき Il<のゲエルダンヂィカ峨しIll~れます.

『いらっしゃいませ.いま守スター11旅行中ですの.<つろいで<1':幸
いませねJ

PCたちがここに呼ばれた理由、つまり依頼内容を絡す前に、彼女It
今までの経絡を絡しτ〈れるでしょう.またPCにしてもそのあたりを

聞きt:いのではないでしょうか.

1.アイザックについて

アイザフクは旅行中い、主ニ tになっています.彼Iまずエルダンデイ

に11パカンスに行って〈る t君。て.Ii'&勺ていきました.しかし、彼女

は笑いを こ らえつつ、 1~目を PC に伝えるでしょうo 74ザック11前回

の口検のtきに受付たダメージの回復t療養のため‘ある他のメガsシ

ティに行ったのです.彼が帰勺τ〈るのは干定では2遡出H主ですが.行

き先ははっきり伝えてやかなか勺たのでわからないそうです.アイザッ

クが銘行に出るときはいつもそんな感じのようです.

主人が儒守の11目、ヴェrνダンディ11街キ番をするわりですヵt伎の普

段やっている仕事も代史型でやらな〈てはなH せんでした.アイザフタ
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'‘え ，Y 、
戸

11テロリスト蜘係のf，'1附泌を~'tんでおり、グエルダンディ 1:普段のヰッ

トヵ・らの情報検泳の他に、今Itm曹iをnいに〈品者 tの応JすらζなLて
いるようです.

アイザァクの語絵について、彼女はあまり併し〈訴しまぜん.い・う

より彼女ら全部は知らないそうです.

主ころで、 PCはずエルダンディの反応について剣111を感じるかb知

れません.BクラスA1であるはずのヴエ作ダンディですカえその対応

や ζなしているf上司tを考えると、 Aクラス3症の能力を布しτいるのでは

ないかt縫いた〈なります.二の書.a:の中央にあるクリスタル穴向性カ矢

カスタふきれたBクラスAI である ~Lても不自然です. 二のill:~Jに彼
女11費抑ニ答えます.

「そうです.私はAクラスAIです.ニのiiijはすみませんでした.他人

にはBクラスと映るように行J動しろ t曾われているものですから・・・・2

jjij聞の日険でPCたちに同行した{かも知れなL寸BクラスA111ゲエ

ルダンディのサイパースペース活動用の:立総体です.いわば、在t9:の?

イナーパージaンのコピーのような有在で.能力は劣事ますが、本判官と

同じ記憶守備えτいます.今回、 PCたちにbt"1oばれるような常動を

tったのは.I!t!，cの依頼にl期係があり£す.

一昨日のこtです.アイザックの家に小包が朋きました.進出入Itヴ

エWダンディ世教行Lt~A 1プ9ーダ一、ヨセ 7=ポウマン氏でした.

小包は7-1ザックがいないので、叫l射し主いでおいたのですが.昨日ニユ

'"ースを閲覧しているト ポウマン氏が何者かに殺害れた t いう!e?I~i'
~!丸Lたのです.地球のEよかで7イザツク 4 このユユースを兄たので
しょう.1度から巡絡が入りました.アイザツクr:.自分はとて弘樹lrtる
状態ではないから、小包をl別封しτおま えが対処しろ‘必要なら他人の

乎を借りるよとにしてもよ"， U..'II告げて.通話・~切っτι ￡いま し

t:.. 
小包の中身1:手紙と昔、車CDが3枚でした.

手紙はい011.氏の遺書のようなものです. 手:'~fきてT電τて型Fいたら ι
<.字は;u世です.

，，/へ

AIブリーダーについて

スーパーAr， A?ラスAIといった高級なAIはプログラミング

のみによゥて完成できるわけではありません.と〈に管理面に連用さ

れる二との多いこうしたAIは人間に近い能力(実質的な経験、疑似的

情緒}を袈耳障されることも少な〈ないのて~"T0 

ニうしたAIを年月柏、けてーλJr.ちで宰るよう紋育する人がAI

ブリーダーです.当初l;t:.:ンジニアやAIの4街霞者カ苛すなっていまし

たカえ鰻近ではニれを専門田監にする人も増えてeました.高度なAI

ほどプログラミングによって教育できない部会が猶えてきますし、場

合によっτは二うした情操教育を絡した方が効率がいいこともあるの

です.bちろん、踊gとしてプログラミングも待ないますfJ¥人間の

家庭などでともに暮勺すという方法力」鍛約です.

高級AIが非常に高価なのもこう したところに一因があります.

高級なA11草ブリーダーの情機掴まて旬み取って自己精成嬰紫とし

てしまうので、 AIブリーダーは品行方主吋踊楊和な人物カ雪量ばれ

ます.しかし、まった〈の馨人はニの世にいません.高級なAIσl4

走 ・ 反~LI;t，吸級した情録的鎗の部分fJ'1可力、のはずみて宮崎意織に出

た結果におこるとされています.二れはしかたないζととされており、

そのために疑似人格力唱乞電されているのだとも曾われています.つま

リ、使う憤fQ)人間にどういった4封書なのカ唱腕Lτいるというわけで

す.

我が友、アイザッ?よ.

君主がこれを続む頃‘私はこの世にいないかも知れない.

私の正体にはうすうす気づいているだろう.私{主君の考えどおリの人

間だ.そして、君が予測しているより早〈危機は訪れる.8月15日午前

O除ミミールによって、ネットワークは破壊されるだろう.

私がなぜ滑にニの警告を伝えるのか、首をかιげるかb知れない.私

は疲れてしまった.世間に自分の繁性を隠して生きるのも、私的俄い本

心を押し殺して純真なAIに態彼を吹I!込むことにも・・・・・・.だから、

問志を11切って君に笹告することにLた.
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喜島、もうあまり時間がない.危犠の鍵を復る砿の3人の娘たちーヴ

%1レダンディ、ウルド、 A?Iレドーを君にItぜう.せして何よりミミー

ル刻費し出さねばならない.勝手かも知れないが、鳳わ(1耳、娘たちの

封旬はMh、ずに、君7ご11て鋼決して欲しい.君はそれだけのカを持ゥて

いるUず民

P. S.ベー トーベンの3.、5-.ドボルザークの9書を周封Lτ
，歩いた.倉ヲり『寂しがゥていた奴だ.犬切にして〈れた車え.

紙文中の8nl5日というのは.本Hからちょうど 1 ;国1111俄であるこ t
にしτ勾いて(1.ゴきい.

CDの方はそれぞ'札ハードケースに絞められてお札ジ4ヤタフトにIt

寄れぞれパー トーベン変容副首~3.'1英緯ふペートベン究書簡第5香ハ
Ii.ì.l岡F退命ムドポNザータ~U第9番ホ短潟~世抗~Jt印刷されてか

ます.ょのCD自体It寸4て泊背骨の市販のむののようです.1'1'のItl持品
あり tせん.

ジャケットをよ〈鯛4るなら.ベートーベン3容のジ'tグフトのa!に

晶..な手管舎の文字を発見でH す.

'現住・造去・未来It3・5・9.，
また.ベートーベン5暑の)iに1:、
r7i~ 自の野望の11.，

ドボルザータ9容に11..
'3・5・9により各々 か'(1ft!のIIH..手に入れる.，

cMます.

ヴエルダンディも，j(?マン氏の死やこの手紙についτ色々考えたので

す・1結局わかーませんでした.

『父(ポウマン氏)t>q可かの可t伽:からんて被害れたことや.~1.自身がそ

の 'f，岳恥に関係しτいるζ tは1111晶、ないのτすが・・・'J

制M.~ .. t付加勺τいる刷。lでb.， tも信州で在そうなハンター.そ

れがPCたちだったのです.

ゲs./.ダンダ~T'PCたちに依願したいこ tはい〈っかあH "t.

U'.ニの手紙tCDにFl:-れた縫t，含{9マン氏の死の真相t-I:るこ

し品う iつは、可能ならをのr危偉Jを解決するよ kです.

今闘はいつらの仕事t追い.依駒司容がかなり減載が1ですが、 GMは

うま〈コントロールしてu:ちい.

アイザフPの併Lbll¥ているよ U:L、断わる耳目1I1は比あたらないで

L~ う .

!;I!f.f.'ilt以下のようにな9ます.

齢制主:AクラスAI (ずs.'"ダンダイ).:r-ll時ならアイザフタ=ラ

ンドJげ名俊τ.
I/ua州事Frffpマン氏のJEIの.ll.flJ~探るこし手紙と CDにr:!，~れた

槌i'~iJ9Iするよし 2~島のA 1 (9/.ド、ス11/レドHのヨン声クト.そ

しτ.ミミールなるAIを自唱すζし

抑似."脳同

条件:符になL

世繍:前金tLて1AS 10，倒~JI!源撚T待に無粂11'('1 A S 25.創1O.
槌足でき畠絡泉が得られたIJ仏寄らにボーナスtLτl人l傭ニュー

町商算クリスタルかオキヤマ式サイヨチップを巡虫.

無』ιなずU ザ'ンヂィ I;I.-jサな輔副蝿4刊誌示しτSますが. PCが潜む

ならめUO%IH'髄縛読書を上..ぜ:-ぜら仕るでLょう.
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アイザッ?=ランドル7とIt? 
今tm.彼1:1シナリ才に草勺た〈頗を出しません/)'.G Mには彼の正

体t明かしτおきましょう.

肉体年織は邸周量を恒〈忽えている畿は、確制=ネットライナーてす.

ただし、ユ二オンの首E覇軍に属する、事実上引退した身τ"，"h'らそし

て岡崎にAHPオフィサーでbあリます.(，ちろん.iE式な身介てぜまあ

リませんが、ぜれだけの仰Rを待っているのてす.創Zハンヲー組織

とネットワ-?管理田1('"り4州}側)とのパイプのような存在なので

す.

餓解して欲し〈ないのτ・すが、彼は決して卑怯者でb体舗の犬でb
あリません.

-ftq)ハッカーがどんなに大きな仕事告しようと本ットワ-?全体

に膨.を及1:'すことはほとんどありませんし、 AHPがい〈ら強化さ

れてむコンビュータ-1明がな〈なるζとはありません彼カ匂うの

はbゥと大きな問題てす.かといって、都市問紛争切ような間四置でb

あリ草せん.ネットワーク事j用者のすべて、または人規企体が鍍寄を

織るような危畿を底捜するために二うした樋調(0)(つ草り特定(f)総織の

事'111に左右されない}入m酔』依存在するのτ:~.

正体を怒しているのは級"を防ぐためてす.

ヴエルダンディのよう信高級品は彼の立場を利用して平に入れた物

でしょう.τすが、ヴエルダンディは実は特別なのてす.彼女にはポ

ワマン例制な似卦をしていました.特定的自にl劫明AIとともに

.定するという仕泌です.アイザックはそれを見抜e、総力、にヴエル

ダンディを引き取ったのです.

しかし、今伺の彼1:神経f1>lJKlO>ため、 本当に紺串がとれない主主

8τす.この事件に閉して1:.P C に完全にまカ噌るつもりてす.{， 

・3とも、こう Lた危織をr監視するJのカ喰剣士事τすから、鑑在だっ

たとしても何むし屯かったかb知れません.

ヴヱルダンディ1:アイザツクがこういう人物であることを知ってい

ます市t皮肉にも自分がテロの道具としてつ〈られたζとは知りませ

ん.

仕事の話がま t まったら.ゲエhダンダィカ，~・ットから飼ベ出したい

〈つかの事らに昨Lい術械を附〈 ζ とができます.cい勺てb"'''マン

のプロフィ-/.c住所なr.それkウルド、スクルドがどζに，.るかと

いうニ U'らいですカ九

ヨセ7eポウマンのプロフィール

E昌弘精神分続医.A 1 (;哩膨幹tt-経τ、AIプFーダ-tなる.契

(Eの府響~1;tGMT ' A 1側発館の主任だ会t実際はフリーのAIプF

ーダーで依願がめればE二へも fll1lに出荷?できる.伎の干サ量りたA11: 

-般に知られτいるbのだりf:c10政iM<11rで.中でb司If名なのはノル

ン・シリーズt呼ばれる3，)1ド1)A1 (.， /.ド、ゲエルグンダ~.スタルめ

であ晶.公開寄れていないものを含める t伎の関与したAIの設はその

段備はEになるt:ろう.な却.ポワ?ン氏はなかIt'VI Pのよ主な級い

に事れてお札これ以上のよ tr:.ト'るこ tはできない(PCが〈サーチ〉

で)lJ畠ニ tのできるのはζζ まで).

父1;1.怖c!f欄政推進運動t過激なfltM将軍主義者の紛!b)の.EI制 ')9ー
ダーで.獄中にて死亡.野t7(1身1:'幼いぜ{から品li'!iAで‘性格もm
411.反社会が'l1'fiIJ]IU勺た{兄られなか今たいづ{それでなりれば‘ A
IプMーダーい・う要職には車Eりない).Lかし‘彼1:'鰍也味解政機進運

釦岡~lf仇を〈む培、フトワータ・テ" 9スト組鎗の-jlt:.，f:.社会に録
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れ、秘糾こときを待つ部活置の7"9スト、{スリーパー〉・・・・.7イザγ

Pも彼の正体を完全に突き止めるζtはできなかったようだカtポウマ

ンの方11アイザッタの正体をつかんでいたらい、.

ウルドとスクルド、ミミールの屠場所について

都市機能などを司るこH$ぃ配機AIの配置から寸置に公側寄れるわ

りはありまぜんですから、ヴ:s.)Vダンディは辿止まの悩まを何度 ~fóll!f

l.i先いなおして、ー番強調巨のi!.Sいものを選び出したのです.残念ながら、

ミミールについてはまった〈所夜がつかめませんでした.ill日IiJllA1 な

のかむ知れません.きて、特定Lたよの2~のA I がウルドまたはスP

Jν ドであるこ t にはItl幻m速いあ 9 ません.片方は~.ォ =ァ、ノプル宇宙

滞の総合管経AIで、也う 1つは7:11デミアの中の1畿です.姉妹のい

る場所がわかってふ CDの縫が解Itτいないかぎり.ヴエルダンディ

は彼女たちに金いに行〈こ tはできません.A 111をういう股宮怜eなさ

れていないかぎり、サイパースペースでは単独行動はできませんし、そ

れ以前に彼女はアイザ‘ノタのグリァドを管現する管理IA1 だからです.

彼女たちに会いに行〈のも PCたちの役目の1つとなるでしょ う.

ヨセ7=ポウマンについτヴエルダンデイのre偉から

彼女にとって最初に出会った人間が彼だゥたわけで、ヴェルダンデ

イは父として飽滋しています.父という存在1;1:絵にとゥてt.1人だけ

て，すから、主観的なイメージカ《先行してあまり容考になる情報とはい

えなL哨、b知仇ません爪 PCI)吻りたがるなら鱈ゥて〈れます.

均年前から5年臥彼女はボウマン家て湾議駒一員として過ごしま

した.ポウマン本人については、物静力、なよいお父さんでした均七彼

女カ」 人立ちしてから考えてみるに、他の人に比べてそつがなさすぎ

るという感じの人だったとのことてす.それは彼の家族も感じていた

ことのようて~-To 奥さんも 3人的手供t.lllJに変わったとニろのない唱普

通の人でした市七夫bt..<は父親には何とな〈通事爆を感じると漏ら

したことがあリます.何か大きな隠しごとをしているのではないかと.

PCが〈繍帯医学〉のSRJ.1と〈エレクトロニクス>S R 1の両方に成

功すれば、売量なはずのヴヱルダンテ'ィのle憶が:m約にい〈っか消

去されているのに気づ宰ます.ニれはlllJに不自然なことではありませ

ん.情様教宵に好まし〈ないle憶があった湯音、それを消去するのも

ブリーダーのつとめだからです. しかし、ポウマンがそういった処想

をLたことを、 PCは覚えていたほうがいいでしょう.

敏賓の終わった彼女はネオ=アップM71中4産て・ある観音AIモニュ

メン ト〈アカデミア}に組み込まれました均七 1年bしないうちに一

介切ネットライナーであるはずのアイザッ?のもとに引き取られまし

た.アイザッヲがどういう手段て唱t9:を手にいれたのかはわかりませ

ん.普通では考えられない二とて寸が、アイザッ?はポウマンと知合

いになったのちに彼女を引き取る二とにしたようです.喜すがの彼女

も一時はアイザックカ吋可者なのカ¥何か企んでいるのではないかと疑

いましたが、そうでない二とに気づきました.その理由はかたく口止

めされているので、 PCたちには鍛えられません.

ACT-2 失われた女神たち
~て、 PCたちの出需です.彼らはまずE こから鯛4始ゆるでしょう

ヵ-.

coの陵について総べる

手紙t→昔に送られτきたCD自体には縫はあ9ません.ニれはず:s.
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ルダンディ.ウルド、スク'"ドたちの中に隠されτいるg'Jの遺震を引き

出した9、彼女たちをキットワークtいう鎖から解飲するためのパスワ

ードなのです.ポウマンとそのテロ組織はある特定日時にポPマンの手

になるA1カ鳴海をはじめ、ヰァトワークが対昆乱になる、いづ筋従

事を恕定していま したかtもしもの場合に自歯止、それぞれのAIを自分

たちの手で直接コントロールするための隠しプログラムを組んでおきま

しfょ.CDの脅衆グータ会f拘『そのプログラムの解除旬ワードにな今

τいるのです{パスワードνベルでいうならνペル5に相当ιます).

ポワマンがこれを送。てき t~の 1;1.アイザックがミミ -"'!対抗する t

S、3基のA1がそのサポートをできるようにするためです.

ジ"¥"ケットに干Fかれたメッセージ11ヒントです.

町且l'E・過去・米:lIをは3・5・9.J
r3・5・9により各々が自由の腐を干に入れる.J

この2文がそうです.いうまでもありませんカ'.~tli~申訴に登場する

3人の女神ノW ンのうち、ず呉川ダンディ 11現代、ウルド11過去、スタ

ノνドはお長い、う惣まを持っτいますから.ゲエルダンディにはベー ト

ーベン31昨の音楽データを入力しτやれば湾泌が現れます.ちなみにミ

ミ -/I，;(主知織の泉を守る巨人のこ tで、ノルンにi/lj~関係はありません.

PCがヒントから答えを理事き出ぜない場合.ヴェルダンヂィのハード

ワェアを間ペるニH'許可して bかま弘、ません.役T:U.自分の中身をの

ぞかれるこ tをいやがりますカ1他に方法がなりれば応じるでしょう.

〈エνPトロユタス>5RJ.1のチェックに成功すれば、CDのf郎、方{開点E

It不明です}がわかります.

また、ジ守タフ トのメァセージの残nつ、'耳まき日の野留のj~Jこれ

11姉妹の中で劫初につ〈られた9)~，111!1切る可能性bw;いい、うこ t

を忽除しτいますが、この段際でPCにそれがわかるでしょう会、

ヴエルダンヂ11ニベートーベン3~を打ち込むためには彼女の問llt

〈鱗密メカユクス>SR1の成功が必要です.斜別予知喰Tするし隠

しプログラムが作動し、管理!AIである彼女自身に変化が現れます.

ダイスプレイ上またはサイバースペースからなら空間上に2マンド飴

面が現札独立AIヴエルダンディの立ち上げ粂件の選択を行なえます.

ヴ品川ダンディを白骨収怨にするか、使用者の悩晶状態にするかの滋

択です.白骨峨怨を進ぷt彼女11意書患を取り戻しますが.従属状態にす

るt命令にlit..，τ戦うだ付の奴織にな。てしまいます.従属状態にする

tシナリオ進行に必要なメッセージを酎1<二 tができまぜんから、ここ

は自41峨怨を選Itな〈てはならないでしょう.

独立A1となったず:s.)Vダンデ11ι エスロート AIによ〈似た能力

をぜfします.

彼女が7イザ、ノクのグ9ッドを.れτいる|出I阜、分身のBクラスAI

が留守番をします.

また、彼女を元の管液AIの松1¥に1.i!すには、もう一度ベートーペン

を入力すればOKです.

ヴェルダンディのデ-~

F P50 スピー ド玩泊 〈イメ司ジファイト〉主JO"~ ダメージ15IJ朔

ポイント 7 プラス ト書持皇50

減 イメージ77イト‘ダメージ、防御ポイントはイメージ77イト時

のみ使用するダータです.その他の，"-'''11エスコート AIに割高じます.

! ~に行動するとき、 PCの命令に縫うわりではありまぜんが、 (fI!i俊に

際しては)FPの消費の府代。をしτ〈れるこ kがあ静ます.他にい〈っ

かO)t~制定カを宥していますが、それらは特定の局簡でLか発伺í~れま

ぜん.
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ヴェルダンディの.l.メッセージ

I!tk11'j':簡略符珂lAlCこ関するメッセージを思いtht.ます.

メッセージの内移113~.のAl のうちの長k. !>JVドに2 ンタクトす

るためのコマンド ・パwスtその使用Ilt明です.7クセスでニのfxtf骨
量tkがいる t思bれ晶グリ γドに発信してやれば、向こうから連絡して

〈るい‘う1凶 lみです. ζのコ勺ンVIH虫11'骨号化杏れτ布。、織か他の

r;に続l.tれ畠'C1¥!はまずあ争ません.ζれは管理聖Alが継危なセキ&

Vティの奥にしまいニまれることを干測したポウ守ンのアイデ7でしょ

J. 

ボウマン民について関ベる

ポウマン氏の(I'tH1セントラルエ97の高級寺住宅街にあります.ユ

ユースによれば.夜・lヘ l入で仕事をLτいる Eきに‘突然.2人の隙

が押ι入札 T'際よ〈い・うカヘぁ.，~いう間にSMGでやられてしま

。fょの1:!.のニ kで1'.
これは近所のu鍛貯の縫合で.事件のきh 他の司巨人111:l¥Il¥ 1>・11τ

いたようです. 

.，~言11ニうした官諸島{E:'è1lTτ惨たらい犯罪が行bれたζt 仁・『識し

τいるようですが.手際のよきから、犯人はよほEのプロカ¥をうでな

りればlH怨Jなにしτいた持の犯行ではないかとみています.い〈ら倒

ベτも氏のiEf，事*'明らかにす品物や犯人の手がかりなEはまず.'1.¥てきま

せんからJ町tltす「打ち切られるでしょう.PCの他に1官僚が;a勺て
いるζ H知る析はこの世tには他にいません.

ポウマンi8

ポワマン邸にIHつも 9なら、グ""'"ダンディがうま〈軒1介ιτ〈れ

るでLょう.何しろl世主i孟ポヲマン家の-j主だったのですから.

ポウマン氏の1政11:11全H健在ですU島幸ん主千rbb'3人}紙会。た

t l. τ も下bfb'~ にな晶ようなこ1I1何も知'ませA. t.:，・F・:いポワマ
ン氏がなぜ'U~ れたかについてもまった〈心当たりがないのです. 彼ら
はいまbい叶t件の'AJ:ζ。たこの家を引き弘おう tl.τいますが. PC 

がポウマン氏の弘2置を傍吹いいI'l.出れば.快〈誕百l.i1'.

彼の書斎に111!，Iぃ血の1ft揮If{.がまだなまなまし〈銭。τいます.Il 

tんEの(;1tIJはすでにiI!ぴ11¥tIれていますか仁自制1(ものがlつFJり
あH す.それは.デスクに立てかけてある頓に入勺1':7.い';A'C"1'.

2()I(j仰の告別1\が3人載んで写っています.中央の白衣を!11t~l)1がポP

マンで.島tの2人はその友人τ'しょうか?

S島幸んはこうMl.τ{れます.

rょ<11拘1~ t'ltんが..t入の幼なじみだt思います.こうい。τはfOOI

です1)'， 1)の入11人吋たりがよすtfるのか.本当に仰頼でき晶反人がい

なか。たのです.ですから.この写JUtても大事にしτいました.息

意にLτいたはずですが， rういうb付か.主Lには会bせたが9ませA

でしたねえ.彼らも tうtう算式にら朱ずじまいでしたいよか今たら

ずエhダンダィに.，JHl.τjfl.τや勺て〈だきいJ

ニの写真に11大bな手がかりがI!されτぃます.

写真の"にはVポウマン， rテ"¥'ンドラ_， rトランポ"t，.う轡抗kメ

フセ由ジがしたた時られています.

『ミミ四ルが目覚める暑の日まで1 実に闘おう! 同£よ!， 

写真に写勺τいるf血の2人の~jト年一チ"\'ンドラ-t ト予ンポへ恐ら

{彼ら11>1(9マンとぷをおなじ〈する品、フトワーク・ テロ V ストであ~，

またZ耳切り:行ポウマン*，t以'Il.t:犯人なのです.

ζの'J.)l*，T'がかりにヰットからtIらなるも~itaを111晶ニt111品しいで

l.Jう.むιかす畠 k本名ではないかも知れまぜんし.勾:ftにして btll

当古いものだからです.

ACT-3 ウルド
ウルド、スクルVにコンタクトする

この計偶を実行に移すUt.も l. P C 1> 'foir.の徴鑓bな〈ア舟ダミ7の

ほうから先に行ζ 会tしているなら.適切なアドバイスを与えτ〈ださ

い.たtえヴエFダンディがついてl'I'?たtして b.メイン7νームに

耳弘司量入した tたん.全員nlJ何です.宇宙泌ì\'~グ日 γ ドにし τ も、ゲ

エルダンディのメフセF ジなしでIHτb総入It，千河川Eτす.ちなみに、

• j~'11首ll'ñ'1ll1こ 11パンナム井ット PT-∞124クラスター内のすペτのグ

リッドが能川きれてお9.1可kか般入*'舟H.;1"ための11flftr調TEや準備な

Eでむ続<2週間は過;rてしまうでしaう.

つまり、 PCたちは蹴主に会うl1OJにCDの秘密骨体、τいなりればな

。ません.

守司h干睦グF フド仁コマンド波*"邑'込んだ望日.ゲ~Iνダンダ4 のも

tに連絡が入。£す(PCI1今闘の契t漏閣問中.アイザフタの家にI白砂込

んで品会.;t，.;tせん).ダイスプνィにはゲs.JVダンディによ〈似て11'' 

るものの.少し!陀やかな印象を与えるk住が写~;t1'. 

「はじめま Lたあた <l.11シセトh ポートの管理問!>JVド.あなたは

Eなた' あた<l.に何の'"かしら?， 

PCまたはずエルダンディがいままでのいきtIつをすべて話すことで

しょう.9ルドはT解しますが.こうHII加えます.

rあた〈しはまだあなたを完全に111mしたわりではな〈ってよ.でも1{
:島ならその古・嫌データによってあた<(.(1#に変化が仰れるはずね」

1!tt<:11既Tb.の外部ラインをい〈っか切り抑止t抽fl'l.τ.ヴエ)lグンデ

可。P

，、
.・ ー

3苛



包装S醗E

~ !.の仮設ホットラインを閉しとぢいます.そのラインを通じて解除

パスワードを入力して欲い、tのこ tです.考え主るかl'りよれがも..，

H 安全な減量tt'しょう.吋ぬのはAHPのA晴企バトロ-"，1':け

です.このパスワード入111孟Pラシックtr.阜の台車鋭をAIの回路に門知l
かせるJようなもので、た勺ぷり41)分はかかるf粍監なのです.むし不安な

ら.P CI:あらかじ暗ダイプして、外般の佼入をに備えていてい、丸、で

しょう.

Il司監112~のA IlnJで滞Pな〈仔なわれますが、部属中にベートーペ

ン5番が'iilれだした週日島.グニ£ルダンディが瞥報を宛します.

r仮t宣ラ4ン内に役入者あ1)! J 

ζの司E悠を解決するにはPCがサイバースペースにダイプしτ佼入ずt

を青島退するか.今回は絡めてコンタクトを打ち切るしかあPません.こ

こにt、たるまでじPCたちがまだポウマン榔的矧守していないなら、グ

エルダンディ(またはウルド)がラインを切断LτL~ うニ t にす11.1;1.'ぃ

弘、かb知れません.ただし. PCたちが回総内にt、るなら、ラインq准f
11危険な行為なので、通帳附引こ実行を控えます.もし実行する !.llil*車内

のすべてのキ、，ラクターはワオール(突破雌10)i'突破するのと l首lじ~み

をしなりればな9ません.失敗する tFPに1010-2のダメージを受

11.一般回線に吹き飛lぬれます.成功したらただ寸姻鰍内に飛iぬ

れるだりです.

慨にf臨の手がかりを般裂しつ〈してしまっτぃιまたは危機の肋れ

まであま今矧目lに余裕がないのなら、 PCたちは佼，^者慾退をしなりれ

ばな0ません.侵入者11テロリストの l人ですが.サイパースペースで

の1般闘にl掬しτ11且キスパートのAHP;t7-iサ-tぃぅmtSFを持って

い£す.ヴエ昆'"ダンヂィが管理A1であるなら、つま 9彼女の支配する

グリッドに存挫するなら.9)lIドを逮捕に向かうでしょう.ゲエFレダン

ディ本体が独立A1 t Lτ回線内に存孔してわるなら、 ff{守を守るBク

ラスAIを戚岐に主ます.BクラスA1かす砿品書されても.ヴエルダンデ

ィの本体が削減するわりではあり tぜんが、遺品川ードウェ7>:失って

L~ うので、非常に不官1併合になります.

rAHPだ t A 1反乱相即バ「金口述摘する!J 

ょの彼査官のサイパーイメージ11ポワマン邸で見つりた写羽の11'のl
人 'チ々ンドラ-J !.d告似しています.肉』可証時告ぞのままのサイパーイ

メージならそれを踏られ畠こ tもなか勺たかも知れません.PCたちが

ぞれを指織するなら、

'1奄の疋f本を拍1今ているのか.1，正ら 1 ;1.';昔~11Mt.ゴ.A断ínはやめf!・・・・ょの

品』でただちに剣将行なう.抑制主・・・・そうだな、 I紙 梢 州 国f;)Jの妨

2耳、そして判決1:'. . .サイパースペース内での消去RtJf!7一 !! J 

t叫んで鋭いかかってきます.

戦訓IHIJνドまたはずエWダンディ内なら"'7ストライ夕、回線内な

らイメージ77イトとして級います.

ウルF・システム内T掛湖

ポードの脳血はJ4x9マスですo ~1:PCたちを完全に倍加していな
いウルド11PCたちの銀綬はしませんし、かい、って自分を捕らえにき

たAHPに加蝕するのもやぶきかでないので傍観しています.スピード

歯車11全只世]引の紘を使います.

なお、システムエリアl司z:14tf乱彼回線でつないであるので.入口にセ

キュFティなnま有Jaしません.仮t主ラインを通るなら、だれでも無象

f~ユγウルドの中に侵入できます.

図書車内での破鈍

スピードfilil1金J1.悶有の雌~fll!います.
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グエルダンテ'ィ・システム内での駿"

ボードの範囲117x7マスです.チ~ ン ドラーは管理[A 1を中心に攻

明書してきます.BクラスA1 を磁波書せないようにι£しょう.ここで

逃択アクシヨン !.Lてか(-~WJiJ>-J時制~Lτおきます.

カパー防御ルール

fll"IUが攻取にきら~れ、 fωlI!に軒目っている t き、 i也の('111mが肢を :/J

JぜーL.代わってダメージを受付る tいう7:7ションです.

これは粂f守はl!a..r、サイパースペース内でのす4ての服測で巡111

可能です.

コアストライタ時:カバー Lf~弘、都 t閉じマス 目内にいる者l孟無条

件予可舵です.かぜーする分にはスピード純などは無視してかか、ま

せん.

イメージ77イト11寺:1跡地に参加している者ならだれでもカパー可

古坑'すが、倣の攻幣より平〈その行動を起こ事ねばな静ません.そし

てカパー1自ごとに 1行動を消費します.

ドッグ77イト時・低お決定の吾、¥カバーする目的なら貯きなだ

け7ォース他{'m貸してかまいません.カパーしたい相手と伺ピポイ

ントに入ることができl1.Ifカバーが可能です.ただしょの行動を-

JJfでもと勺たら、そのジャンプ中は敵に攻撃できません.

チャンドラ一俊.i'官

サイパーイメージはレスラーのよ うな体惜の泊朝lの保安官.エスコー

トA1 t徴mしてきたチンダロンドッグをt!れτいる.1庄もポウマンの

ようにもっとも怪しまれないtころに身を貯めてきたテロ リストで、今

回はロルドの動きをしっか9政視しτいた.数々のハッカ-t波り合っ

τ きたため‘自分のti~1Jを過信しており、死n*て被う.他のオフィサ

ーなどを応践にllf-..l:こ tはないし、今回の<"~オフィスにはまったく鴨i

告しτいないので、 PCたちがこのあtお尋ね者になるニとはない.

能力健樽用マテルフ才一ム使用時}

F P32 <イメージファイト>19aもスピード320フ方ース最大値36R 
R 10寺務l能力 777ーバーナー骨身はしない プラスト射程10
所持ソフト ナイフ、 トンフア問、シヨッ トガン、ガスバーナー、手

綱弾x4、ボディアーマー、肩パ・ノドなど

エスコートAI ω式〈ミカエル改〉 剣と盾をj寄っ犬天使の会.

F P20 ;>.ピード250<イメージファイ争>150%ダメージ8 防御

ポイント 5 プラス ト射号室10

テンダロンドッグ

正予ろい‘擦をした猟犬.能力のrG弘、プロテクシ曹ンτ耳目地は単独τ行

酎rする.今回IUニかのグリッドに符みするものをチ~ンドラーが駆り

，'~U してきたようである.

F P20 スピード筏泊 〈イメージファイト>2Oaも ダメージ15V;I聞

ポイント 5 遺淀した者を追いかけられる.ウェポン‘ノフト無効o[ID.ift 

可書t.また、ネットジャンプ、 ドッグフ?イ ト繊縫があリ、そのときの

能力は、 7方ース限界値2QR R 10.射程10.システムエリアでの戦闘

には挙初で宰ない.

サプ皆建A I・グ:z;Jvダンディ'

FP 20 スピー ド 120 ロジックポふは調書備していないが、PCた

ちが繍厳をきかして、あらかじめ準備していたなら君1]，



高 その他の/I/-/Vはw理A1 1:触じる.

チマンドラーを倒してしまえばエスコートAIは消え去ります.和H

か彼らを闘すζt ができたでしょう会、 1111がおわるまで4~分あるのです

から、きすがに決治はついているでしょう.ジ、・ッタ=7'7ト Lて-Q.
入れていると、独立AIとなったりルドがや今てきます.

ウルFのデータ

F P20スピード200 <イメージファイト)1[)(丹4 ダメージ5 防御

ポイント 3 プラ旦ト矧量10

ワルド11姉妹の中で1.1-格統汁が古いので、その性能島大したこtI.t

ぁ、ませんr.うやら、あなたたちのお。しゃる二とは本当のζとだ勺たようです.. . . J 

彼女はポワマンのメッセージをPCtヴ，，-/0ダンダイに伝えます.こ

のメッセージ11彼女がポワマン家にいた時分に炊き込まれたものー今か

ら2OI1'RI:.i両の献です.

';1.1.1ヨセ7=ポウマン.A Iプリーダーと弘、う{陥商を待つ体制の磁m
t名.与のメッ七一ジが絞まれτいるtいうことは創世[.1:支係が$じたt
いうよ u..'ろうか?

4~々のl~.籾の闘志、.f1.tチャンドラ一、 トランポの3名治市稲田の'jjilに

死亡Lτいる tするなら.ぞの遺)/;，1:' 111 ('I;iJ;t<!r，Ztに説明をぜねばなる

まも、.~ii!!_ij決行の予定は今から20余:.!f..j.章、 2155'1'8 /'11 5日である.弘た
ちr.tJh、司自備を逃めてきた・・・・.運命の日にウルド.ヴェNダンデι
スクJνドは優しい女神の仮面をはぎ取り、ミミ-/0に扱触するだろう.

ぞれによっτ、弘治敬向した他のすべτのA1 11 1~時に行即応lゆIIt.す ん
をふ彼らがEこに組み込まれτいよう k、ミミ-/0の命令によってヰ

ットワークを混乱に陥れるのだ.

ただし、玉名はただ11mのみだ.緒制作l合唱主ころう tたt..'11穏を見

守りたまえ.一孜明りればよの街のあった地j点1.1完全に本来あるペき自

然の饗になs・・・・二ぎかしい人IIUの文明はす4 て1.1申lしてい畠だるう.

それでは、宮憾!Iの成功を折っτ、品暫jの女神ウノνドにこのメッセージ

を託すことにしよう.

メッセージ1:'公1闘したウルドIHちろんずエルグンダ4もひEいショ

アタを受りているようです.彼女たちはテロの道具..tLτMられたので

すから.

'7/0ドに1.1ニ:Pu首港管制いづ1:1:111があるので‘ PCたちHi'重;}J世主も

仁するこ tはできまぜん.今日のj苛もそろそみ管理ltA1 に戻らなりれば

ならないでLょう.しかし‘信義H10ならグ9ッドを自量れるよ主ができる

ので、 ，e:1Aになったら、またミミールの怨場所がわかったなら.そのt

きはぜひ呼び出して欲しい‘と告げて婦っτ行きます.

<t1.J1ネットワークを磁泌Lf:いなんて考えていません.管事ん.Mじ

て(f..'~い』

グエルダンディ 1.1世!L1(1こPCたちに訴えます.PCたちがこれを演

技u るか、本当じ皆愉していると主るかは拘rtlですカt慰めるし瑚:

かに少し:光%を取り灰すのかf~f8じられます.

ACT-4スクJレド
2つ闘のAI、'7N ド上コンタクト L彼女を味方にできたのはよかっ

たのですが.アカデミアにいるスタwドt::>ンタクトする方法がEうL

τもわか争ません.
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THRONE OF GODOESS 

ロポットの駿司書

今回のn険11Ii由mlですが、r，llfJlが多岐にa買っているため、PCはあ

ち二ち走。阿るζtでしょう.シナリォと しても中だるみを起こす可能

性があり tす.

GMI.1I:J(合を兄τ、ポリスロポ、ノトにアイザック邸i'銭惨事せて〈だ

きt、 ζれ1.17'ロ Pストの1入、 トランポに繰られたスクルドヵモ~!L向

けたもので.I凶入信いう防衛均鴻ぃiWに設扱きれているヴエルダンデ

ィの本体(ハードワェア)i'磁波しようい、判例Eです.これはポリスロ

ポットをコントロ-/0できる立却にいるスタルドがすでにEうにかな。

ているい・う PCたちへヒントγもあり、テロリストグループの立期Jt;(fj

fsをも怨IlI<Lτいます.署長'~II している PCがネァトライナーなら、 ちゃ

ちなポリスロポットでむ充分な狛威主なるでしょう.

事務所のマァプは省略します. ー戸娃τでまわ~ 1まわり tr岡村τいま

すかt袋を見世Eっているのでもい哨・ぎり.級制は耳蟻10または20('ら

いから始まるでしょう.

アイザックの111酬肋歎1車内に1.1ヴエルダンディがコントロ -/0する

外轟鳩詰且J1jのガードロポγトが2怨あり.また11lJ車にはオートシ請ツト

:liンとフνシェアトライ 7仰が11'ずつ、ヂスクの引き出しに .22Calプ
ラスターが 11'ありtす.家を守るためなのでアイザックむきっt舞樹

{却m:'，干して〈れるでLょう.マガジンはEれもそれFれ2つずつあり

ます.

なお.家の中にはロポットを食い止申られるよ主な保安llt備はあ9;!

ぜん.泊分五u持ちこたえたなら.材持のv祭{または臼瞥E!I)がやっτ
きてロポットを品唱して〈れます.

拠調書は主主干に4Wで行なわれます.lJ.!災'Ilf:f~τ、陸ーのアクションシー

ンですから、派手に演出して(f..'~札、



G庇S盛夏

，:t.・オ=7・ノプル世l式ポリスロポット 〈シドー501>

馳軍事壁歩行メカて頑丈なiIりである.このモデルはマイクロ ・スタン

ガンの代わリに7.62mmライフルユニットを繕載している.

データ

タイプ:M

R E F /M V : 12/3 
H P : 18 

装甲(防具): A80/7腕
装備:スピーカー、IRビジョン、マニュピレー?ーx2 (火力+5)、

7.62mmライフルユニット{デ-'Jは7.62mm7'サルトを使用}

滋 マニュピレ四世ーとライフルユ'=';1トの基本命中*は40%です.

アイザック邸のガードロポット

庭または玄関にいる.形状は家庭用の婦除ロポットのようで、車輸で

移動し、テイザーで攻怒を行なう.

デ-'J

9イプ・ V

REF/MV: 15/6 
HP:6 
続甲信方具):なし

経傭.スビーカー、 IRビジョン、テイザー(データはテイザーに準ず

る)

E誕 二れはヴヱルダンディがコントロールしますが、テイザーは1回し

カ唱聖射で宰ません.基本命中率は30')もで、ロポ・ノ トに向けて怒った場合

は通常通りダメージを出して〈ださい.厳密にはHPで主〈 ロポットの

電子個路へのダメージとなります.

ロポフトをすべて倒したなら、吾のうちの一体が突担調書り出します.

rグエルダンディよ、手を引け.父たちの，31世flを別総するなJ

これはトランぜからの野告ですカ" bう少しPCへのヒントを量産り込

むのむよいでしょう.

手がかりがつかめないまま数日が過ぎていき.ついにf誠容日.危険の

時間の数矧!日fIij仁、 突然、スクルドから迎絡が入ります.

I岳町に写る伎kはやはりヴエルダンディに似ていて、 'L'特ち幼い向1裁

を与えますが‘かt~弘、M'1-('す.スタルド11独白の官持磁掴から、テロ則

的のー舗を知弘其相を磁かめるペ〈ずょuνダンディの元を紡れるニt

にしたのです.

l宮kは経総を制lいたあと、貴級生〆守スワードをいます〈・入力ιて〈れる

ように頼みます.彼女11身の危険~~じτいます.数日Ij~のこ t ですカt

ゆ寺1聞ながら1E憶が欠落している部分があ9ました伎の矧111)はポPスロ

ポフトが襲懲を行な勺た糊ml::合致しています).そしてその時1111の前後

に役kのzztiと無側約二何らかのパスワードが入力事れていた形跡があ

ります.完鍛なセキュ97ィ....守るアカヂミアですが.テログJνープの

メンパーはアカデミアのハードウェアに自由に近づりot，畑1...持っτい

るようです. 矧m~iかりれば71Jダミア内の犯人は必ず兄つり出すこ

tがでbますが、 tりあえず今11略r.nか可骨Lいはずです.それに今まで

の悦唾症を総合すれば、犯人が断書関キしな〈て色紙量l1i/jれるこtがわ

かるでしょう.

事て、今回む仮設ラインをつな「わりですが、彼女はあらかじめ2誕
のA1のラインのみを残してサイパースペース金体との扱触を絶っこ t

を総議します.伎主に:t:~甚なパスワード、 ドポJ凶F自ク9~撃は非常に長

いIlhでテロリストがつりいるチャンス私大きいからです.

しかし、テロリストに姐1らないうちに操られるようなA1 ~の4量触は

非常にfe験なことです. PCがそう判断L、ス1'J~ ドの解:)l(を蹴りやめ

るようならそれはそれでかまいません.賢明な判断です.スタJνドも納

得し、以後グ:<.Nダンディ， '7 J~ ド、 PCたち tの接触を絶つニ~Iこし

て、アカデミア内のテロリストの1111)11~行政府への泌遣などに全力を傾
lIoニtを約束します.そして、彼女11以筏このシナ9オに11!!場L!
せん.また、五54Eなら今回の111件に測する自分の記憶も消去するでしょ

う.71Jデミアのエンジニアド、う立場にあるそのテロ Fストは正体が

ばれて述捕きれなりれば、次のチ守ンスをまた何!Qlf.か待つことでしょ

フ.

司自舗が終わ争、 l曲カ羽iれ;t.めます.スクルドの曾う主おりのセフテイ

ングにしていれば、今副はI'何時な〈パスワードが入力事れます. ζの

依~中、 PCがサイバースペース内にいたなら、なんt な〈小t'な維膏

カ市聞こえるのがわかります{サイバーによらないPERのAR2α。チェッ

1'). 1)1)-<τ 島原聞はわかりまぜん. 不安なら、ラインを曹~l析して作君臨を

中止してもかまわないでしょう.

PCが気づかなかったまたは気にしなかった場合、また、サイバース

ペースにだれもいなかった場合、幽lが全部終bるとスクルドは独立AI

となり正すが、次の瞬HlII二11;tll-子が変わります. トランポ11スクルドを

監級しτおり、このチ.yンス...待っていました.閉じパスワードを数分

のl紗溢れで2酬 iし、スタJνド...臼分に鎌hll1'晶状態で起動したので

す.
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スグノν ド11.トランポをと b なってライン内に佼入してきます.PC(~
ヴ:<.J~ダンディ)たちはうっτ出た方がいいでしょう.ライン内のl陶縄は

イメージ77イト tしτ行ないます.

~ ..... 



トランポ

サイバーイメージI阜県いロープをま t勺fょ1'.2.名、県い光を政つランプ

を縫げている.トランポはあ品目百名なエンジニアであり‘ AIのハード

函の位鵠はす4τ彼が行なった.

1'.IJI811若手で後ろでえているだりだが、同志をすペて失っτいるし‘

生への執浴はすでにないので透げるζtはしない{ただし、原HlJ!.Lτス

クルドが倒されるまでPCl1彼に手品してきない)，どちらかい、う t身

の安全よ争自分の設計したAIの戦いぶりを最後まで見届りfよいのであ

る.

能力値

FP3 <イメージファイト>0% スピード1050フ".-A最大値8

RR 2 特別能力者し 分身はしない

所持ソフト なし

スクルドのデータ

FPω スピー ド4∞〈イメージファイト>3α政ダメージ15防御

ポイント3
淡 トランポの命令に従って戦うだけで、伝しかけても反応しません.

その他のA戸ルはヱスコート Alに準じます.

ζの峨測ではずエルダンダ11孟スf7)Vドになかなか攻黙をしよう主し

ません.スタwドに戦いをやめるよう雷いながら，PCt-カパ'-~)jj仰す

晶、 tいうの内悼の惜!だすが‘PCたちが劣勢になる t攻繋を始時

tす.

スクJνドtトランポを倒す主戦測は終了です.トランポ11死に際に捨

てぜY7を~していきます.

rふっ・・ .rうやらわしの負りのようだ・・・・たった3人のテロ創l織はこ

れで強史の深きl闘に消え去るこtになる・・・・だがな、道治n、この衡

に明日はない.我々が全滅しτb，t格自は白草加~Jに干~rお り努n事れ

るのど.ζれは我々の半伎を鰭りた凶q.なのだよ ・・ ・ ・母なる~疎の破耳障

者nに死守 1 かつかつか・・・・(.ふう!J 

ゲエJνダンディ I:i肖え去ろう tするスクルドに駆り寄ります.スクル

ドはダメージのシaックからか自体状1i!になって布札彼女は自分のう

かつH未熟~t-J'l;ぴ、姉にメ γセージを託してA;かにU'jぇ去ります.

rあたしが完全に成れて しまう前に、このメッセージを・・・・さっきのわ

ずかな1目1に犯の中から取り出したの・・・・、 妨害ん、父きんはテロリスト

なんかじゃない， i庇も苦Lんでいたのよ ・・・・わか勺てあげて・・・・J

メッセージI!ヴェWダンディのデータエリアに伝送事れます.あま。

ここで「ずfずしか、る暇はありません.スクル内容磁波されたとなる

t段、kが設乏したこの仮訟ラインらす「に消えてしまうからです.

JJt~世界に戻ったら、事勺そ〈メッセージを ロー ドしてみましょう.

危機に気づいた心ある人々にこのメッセージを送りた<" 

おそら〈私t会う ニtのなt¥この衡を愛するよき友人たち.弘1:結
たちに謝りたい.そして過去の過ちをわずかでも修:iEするテ々ンスを私

に〈れたこ tに感紛する.

反乱~起こすA I の女王となるのはノWンの娘たちのうちの I 人だが、

臨がその韮J!l!に座ることになるかはわからない.す4τはミミ-JVによ

って選択事れる.娩念ながらミミ-JVがEニにいるかを明かすニ tはで

きない.私1;1一緒に計髄を進めて事た2人の友人を紛札、例悩~・l'JI: 

しよう t叙みたのだが、絞らは安心した;fJ，.への瞥裁を強めただりだった.

fどから、私tこはミミ-)吋'1:ういう俗説みなのカ¥またEこに存在す畠

のか知らきれなか勺t.:o
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時が〈れ』耳、ミミー沖合、らコマンド ・パルスが発信事n..娘たちはそ

れぞれミミールの元にたn，空けるようにな勺ている.

・・つまり、 b 勺 t も鎗~にfßl量~回遊する方法は・・・・ その時までに

3~のA Iを破脱してしまうこu:・・・・

ミミールのil怖がつかめない以上、{也に古芯ーはない.

だが・・・・1ゴヵtあるいは・・・・彼女たちヵ句士会において、多〈の欝良な

人々に出金色" A I ~して充分に成長していれば・・・・ ミミ -JVを受11入

れないかも知れない・・・・十や、よそう.f，晶般に気づいた人々よ、 Eうか、

時が〈るまtプにAIを磁波して欲い、.

出1111れ沖もるとおり、メァセージのi最後の方1:1reれ4聞IJ(ポウマンの心

がはっき H t尭み取れるでしょう.

~τ 、 はたして PCたちはヴエルグンダィを砂J揮できるでしょうれ

ハードワェアにS斜単を2、3発幣ち込めばそれでおしまいですヵtそれ

はあまりにむごい主管うものです.それにクライアント~Uすbけです

から、今副の仕事IU:t:働きい、主 ζ とになります.加えて、アイザッ

クもさぞかし怒るこ tでιょう.

どうするにせよ、協議の時間は実はありまぜん.メ ッセージを続んで

2、3分する tミミー作からのロマンドi庄が発せらずL ヴエルダンディ

1;1 (まるで側鮒7にでむかかっているかのように}サイパースペ目スに1向
ぇτいきます.彼女が管壇AIの松穆τ:tg量JJしていたとしても附係あP

ません.PCたちがすfダイプするなら、 !!tf，c:の後を追うこ主ができま

す.グエルダンディが行ってしまった後ζζにいτ仰の声紋にもなり

ませんから、会n後~追うべきでしょ九

ACT-5破壊の女王
ヴェルダンディ 1:サイバースペース内をどんEんi臨んでいき孟す.途

中，ヒキュPティが有寂してい畠部分もありますが、彼女の待つ特殊な

テクユツクによってそれらはす4 てー隊内に停止させられます.彼女の

す〈寸去をついてい(PCたちら邪氏寄れる事な〈通り依りられます.や

がτ、 自のíiíJに忌大なやl咽まのような物ヵq見れτ、 彼女 ~ PCたちはその

中にはいっていきます.

PCたちがゲエルダンディについて行かなか。fよなら、 GMはこれか

らのプロットを創作ぜねばなりません.ゲエルダンディカq'f勺てしまっ
たあと、ヴエルダンディ'1:その軌跡からミミ-)Vのハードウェアの場所

を開I~ 出すニとができます. ミミールはある通Iiìí街怠の中にあります.
ご〈淘耳11mで晶、ットワークI:?)Vドに支配されてしまいます玖ヴ&

沖ダンディがl品~êL1:グ9 ッドからミミールまでの通路だりは支配がな

寄れません， PCIまずエルダンヂィを過して、ミミ-)v内で何が起こっ

τいるかを知るこ主ができるし、 ζのときに銀銭に向かっτぃ、いでし

ょフ.

またミミールの存花する揖返そのものをなんtかす晶い、主方法む取

れるかも知れまぜん.ミミ-)vl;lA1でな〈サポートシステムで、働経

内に隠きれれ、ただりですから.術混に1;1別のシステム念物をするはず

です.そのA111当然ウルドに吸っ取られています治大そちらを倒しに

析しまたはデータエリ 7に佼入しτ市崎データをいじ仇情1aを務下

事ぜる.などの方法を取るよとができます.らちろん簡単なζkではあ

りませんカ九

ちなみに行制剣閣に通報しても.す〈吋二信用されるかEうカ・は疑問で

しょ 70ただできえ泌M 態なの℃対応がいつにな畠かもIUI.組です.や

はり PCたち白身τ司明。を解決すべきです.

書て.神殿内はまるでシステムエリアのような平怨な!l!UUですかえ内



包装塁盤E

割111恕{院していたより狭〈、 gxgマスです.ヴェWダンデ~11立ち止

まっτ我に帰り、少し遅れτ同じ織な溢獄になったウw ドも~iïJします.
彼女たちのT結bl:11J)ljC:不審なところはありません.金.nが揃うと入口

111剖ぎきれてしまいます.

訳してみればわかるζtですが、このシステムエリアには特別な造り

で‘す4てのロジッタポムを無効化します.つま~， PCたちは11>カ快

bるまでここからmoζtはできないtいうわけです.

奥にはミミ-JVが:ill'んでャるのでしょうれ窓を決L1，ニー行ヵ叩憾の

奥にi畠むt徽附中ではなL、ので7ォース値はmt'lしません).中央にま

がまがい、デザインの玉泌を従えできます.制徴内11シーンtしていτ
f血に何の気配bありません.一行の織かが玉践に触れるふ突然、神級

内に郡IれるようなJ'Iが理事きわたります.

r今こを時11来たれれ我l立ミミ-''''0女王の支配の玉漫なり.選I!れ

し女王よ、我k結合し空間の覇者tならん.J

ミミ-'"i 11A 1ではな〈、高級AIのカをパワー7'7プするサポー

トシステム1!勺たのです.

句史民主ね.私たちはあなたの脅う主おりにはならないわ!J 

ず:<.Jνダンディは叫んで、玉鹿を破担慢しよう tします.

すると.j'l bない空間から、半透明な泡のような物体がい〈つもわき

出し、そのフちの→闘が証t"/.l:に体当りしτt量発します.i世立は吹き穣1:'

t't1.. 娘り11王座を守るような隊形をtります.

セキュリティバブル

体当りや車止の攻奇書によって爆発して、ダメージを与える tいうシステ

ムエV ア線用セキ...9 テ~.この t~の効京総瑚{射程)は3. つま争 4
マス以上I主なれτ攻撃すれば、ダメージは受付な色、o#.仁川闘が存悲し.

破咲きれτもすf紛い、のが出現する.

データ

F P 10 スピード O 

※ その他のルールは節里A1 Iこ準じる.

セキュリティパプ;vll隊形を豊富える t-行に襲い会哨・勺てきます.関

Lても倒しτもす「に新いリマブルカヲ起主するので、苦戦するでしょう.

このtきまで、 PC 11ヴエ作ダンディやウルドの行動に気をつりている

かも知れまぜんが.1) JVド11不x!:に玉8!に向かっτ走り出します.マ-

?Lτいる PC台、、たなら彼に攻慰するから知れません.ま1:.セキょL

P テ4 バブル11~民如ニ11手1:- lll しません。

1)，νドが8!った洲町、誕艇から『鋭!!な光が発せられます.

r過去の女神を我らがk王tmめる・・・・J

事同桂内の床全体にキットワークの併逃モデノ吋鞍LI也事れ、品、ットワ

ークが徐々に支配杏れてい〈さまがわか争ます.各地に点従するポウマ

ンが教脅したAIたちが闘を:IUL. 1)，ν ドの命令を忠実に~行しτ色、

きます.画面か覗抽吻9制州、ネγトワ-?を統制しτいるアカダ

ミ7内のAIたち、またそれを管理する且ンジユアたちカf"fュックを起

こしτいる光絞も.lI.られるでしょう.このIUJI:パプ'"，，:ち11PCたちt

の戦蹴をやめて、 1)"，ドのまわりに集まっていき.玉座を守る隊形をt

Hす.

「兄てごらんな~い.あた〈しの下侠たちが品フトワークを$l.起してい

〈わ.いまやみオ=アフプルの交通E若手はこのあた〈しなのよ」

いまや、ネァトワーク締法モデノνは支配1:-'l'ぐす赤色でlill完全に懲り

つぶされてしまいました.また、玉鹿t1)，νドのサイバーイメージも厳

正穆を感じるIH'に強大なものになっていきます.品、ットワークを制畠

したウルドはかっと自を見聞きます.その術理由連で'/1;1りのJ匂1，ν11す4

て消滅します.今のia.-，主にはどんな攻祭も無効でしょう.
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『きて、あた<Lのすペて1;1.ミミ -，NI:<<お草されたし・・・・ぞうね・・・・ま

ずはニのあた〈しを長い聞こき使って〈れた宇宙泌をめちゃめち伊にし

てあげる.あた〈しの古いボディの火事事も兼ねτむJ

床いつu:.. 、にcy占浴例暁 Ltll~れ、 滑走路で移動中1!勺たシ守トノ吋T

次々 UI微を起こι始めます.数新去には宇宙港全体が炎に包まれτい

きます.

rやめて! ・・・・やめて (f!~，'.妨害ん・・・・.父事んはこんな・・・・こん

なυEぃニ t決Lτ望んではいないb.衝を破壊して何が生まれるい、

うの? 厳司書は・・・・仰しみは何品生み出事ないわJ

床の回市11い〈つもに分割器保きtt-;1，ォ=アップノν各地での惨取を

次々~:B;起し出していきます.

以後、ヴエルダンディとウノνドの!川容を挙考tして敏せますカ'.GM 
11必ずしも ζのとおりシナy;すを進める必司書はありません.クライマッ

クスの→列として角符Rして〈だき川

rウrνド、ミミールに取り込まれないでE 私のたった一人の姉さん・・・-

Sうどれも ・・・・弘の愛してる人i泌をも失いた〈ないわ り

r人? 77フ あ1:< Ll1人じゃないわ.AIよ! I鰍壇なのよ! そ

う、愚かな入IIUが自らを減IlすためにflQった道具・・・"J

刊し:父ちんヵ司幻よちを破mt混乱のための退共iLτi'fτたんl!iι
たら・・・・ううん、 ξれじゃ悲Lすぎるわ.そんなこ H宮じない!J 

rそうかしら? ならばあなたもあのごみだめの様な街で〈た1:'畠がい

いわ! いままτ苛ムたちを鋭舗のようにニき使った肉人形rH-i骨に

ね!J 



『樹、たちは紋織なんかじゃない. '1・ォ=アフプルI~姉さんの考えてい畠

よ3な術じゃないo.刷、たちを家弘めようじ育てて〈れた峻かい人たち

が<'ι いえ，foilより草ょたちの生まれ狩ったuiなのよ ・・・・』

グエルグンディはオ、ットワーク内のf血の兄弟たちに結し妨めます.

'お願い・・・・阻J<'τ <t.:~ い.ポワマンに'tlてられしA [たち・・・・.私

たちの父11僚かに間違っていました.で{，..~.l'W. して.父ちんはあな

たたちに憎しみを教えましたか' 慈しみがもっ kも大事なζt・・・・い

たわり t慈愛が白骨大切だし私たちはそう教わったはずです.だから.

4うやめて・・・・これ以上人々を苦しめないで・.. . J 

グニL/Vダンディの訴えも今はったないもののように感じられます.し

かし， A 1 たちのうちい〈っかがその懐能を停止させはじめたではあり

ませんか.車庫は除々に光を失ってい~，床のi的商bついには平視なた

だの広に炭勺てしまいます.

rおだまり ! ヴ%.1ν!J 

tHに燃えたウルドが5鹿から立ち上がり、軒t防備なゲエルダンデイ

に~!l<判ぽ欽命打をおびせます. :)Jを失いつつあるウwドですカえゲエル

ダンディを完全にmし去るペ〈、 2回めの攻懸を行なおう H.ます.

PCたちに tつては今以外の攻君津チTンスはありません.?/Vドのデ

ータItiioi出のものを鋭朋して〈ださい.ミミールのサポートがないi宜k

を例すのはt脱却内簡単でしょう.帳闘は"'7ストライタ H.τ扱います

が.雰邸宮tからイメージ7アイト tして行な今てもか£いまぜん.

。ノνドを倒す主匝齢tこ、この~fI1Jにガクンい、うシ g フクが感じられ

ます.床に倒れ伏す?IνドのlJiからはすっかり剖IH;甚なまJ司舟が1耐えており、

むしろ安らい柑i持ちさえうかがえます.

?IV~'の変貌がミミールからのアプローチによる機脳内なものだった

のか.ぞれtも彼立自身の:l};;主だったのかは、結局わからずじまいです

が、世色女が今.llせている型司肯It紛れもな〈純烈なものです.

'余勢伽l訓1ベレツトカ'1.l，-;êしたわ.バランスをJ前Lt~荷語u幻血球に軍事ち

τぃ(.ゲエルを元Eれて41〈ここから脱出して.わからなかったでしょ

う・・・・ミミ-1"は泌灯術j止の中にあったのよ ・"'J

ウルドb述れていニう tするPCがいるかも知れません.

r*m':lI <、岱~にある丈協はきっき自抗策しち'('.. :d~ò. 枇
〈しの州晶 t ニろはE こにもな~ '$ ~あ、卒〈 ・・・・越え尽きてしまうわJ

こうしτPCたちはず￡ルダンダィを辿れて、何t か現，~'世耕に))!っ

τきます.ジャ γク=7?トしτほっ主 しつつ、ゲエ作ダンディに~し

かげるのですが、返，111がありません.あわτてハードウュ7>:点検する

~ .y %.1レダン引が磨lilnれてしま。たこ tがわか日す.

ややあって、街守番をしていたヴエルグンヂィ'カ哨昔かに口を聞きます.

rfl企?です.しかし、修復は可能ですから:!，i心して〈だ幸い.ただし、

今回の出来:<1>1:もちろん、彼女の1"の今までの記憶はすペて失われてし

まt、ますカら役止にtつてはこうなった方がよかったのか弘知れまぜん.

~r'の封織はすペて私合唱邸主しておきま Lた.アイザッタ事まカ吸もれた

ら報告します.串なたがたに呈貨t“{低:1:1は孟あ争ませ11..釣3束l転Eの封礼品きちんt
お支t担払1五、品弘い、でき畠u忠P
BタラスA[であ晶ヴ3エ昆U〆ルνダンヂイイ，の反応1は主3庁宇リジナJ沖νグエJ仲νダンデ

4に比ペべ.恐るい、IU拘機質に感じるζ とでしょう.

グエノνダンディが兄ぜτ〈れたい〈っか吃榊妹な能力のうち‘もっ t

も:f.'tI;1らしかったもの、それはr愛Jではなかったでしょうか.

m似'NEOF GOOOESS 

各人の腕に様々な屯lいを刻んで、今回のロ険11終7します.
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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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