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〈メタルヘッドワールド〉 は危険に満ちた世 界 て・す。

特に中流以下の人々がひしめきあうダウンタウンは、巨大なメガ=シ

ティ内でも暴カに支配された地区で、ここてプ釘舌するつもりなら.m調1
や事件に巻き込まれるこ kを覚悟しておかねばな9ません.しかし、見

方を変えればダウンタウンl正常に活気t日検に満ちたエキサイティング

な街である tも営えるでしょう.

そのì1.;気を抱。 τいる~~:のひ主つが {アングラゲーム} ~呼ばれる

ー述の危険なショーピジォ、スです.盤向はさまざまですカf~ rのアング

ラゲームにも共通Lτいるのは命がりの勝負であるい、うことγす.

~(の人気を得たために、今やテレピで飲峡きれているような(人カ守E

自 111:ではない}荒っ11<、ゲームも数多〈ありますヵtその事飾帯Iますペて

ダPンタワンです.

アングラゲームは曾ってしまえば絞大ゲームなのですカ矢人々の心が

荒れすさんだこの世界では非常に人気があります.ζの人気はダワンタ

ウンに隙ったことではありません.中部トJ:jil(i~民事えも古代ローマの

i~膝よろし〈野蛮なゲームの鑑賞を幾しみにしており 、 そのために秘か

にダワンタヲンを肪れる人も いる〈 らいです.人気があっτも「公的tこIli

められている Jアングラゲームはありまぜん.普察に見つかれInM~とな

るわけですが、よほど大がかりなものでない限号、見て兄品娠9い、う

のがほとんどです.7ングラゲーふがまを良品世晶君抑止力となっているニ

とが哩線事れてい晶のでしょう.

また、アングラゲーム1:.ダウンタウンに住tt1をい、人々に tって11.

→聾千金tヒーローになれるチTンス守提供するtj!~なっτぃ￡れよ

うしたゲームの逃手は多額の77イトマ4、ーを受付JlItるこ tができます

しそれIUのf車検を日Lた〈ないなら、ゲームを4・9にしたギヤンプ

wで儲りるζ ともできるでしょう.

このセクションでは、ダウンタウンで行なわれτいるさまぎまなアン

ダラゲームのうち、代法的なものをい〈っかをH あげ、鮮L(紹介し

ていきます.GMはこれらをシナリオ作成のヒントにした号、またシナ

Pオ内で実際に活問して〈ださい.

ボムシング
鹿内、 at外IlIlhず興楽される称名な爆続殺人ポFシングです.~合1主

金網が張り巡らされた績丈なPング上で行なわれるのカ官普通ですが、時

には金網に治il1iを通したり、リング内に火禁致を減らした池宮をい〈っ

かill<こともあります.

ボクサー{ポムサー}は耐衝撃プロテクターに身を包み、爆発ペνット

のついた金保グローブで1峨い ますヵtζの場~グローブから繰り出され

包

る派手なパンチカfmムシンク'の最大の鉱カでLょう.

2式合のf出れやセッティングな<11土地柄なEによってきまぎまです玖

f悩例を紹介します.

1(.合の進符

基本的にはポクシングU司じですカt通常はH式会40分IH'、 lラウ

ンド35;-(制ミ10ラワンド戦います.鼠合lJII.畑幸tこ選手のプロフィー'"

が紹介きれたり 、 者T名な~ムサーならプロモーシB ンピダオな Eヵ'ìÂiさ

れます.この t きに劫初のfMl~での附11$(オフズH公聞きれるでしょ

フ.

最初の4ラワンド11通常のグロープ引餓います.両者。主むプロテタタ

ーをつりτいますから、それはEのダメージは受りないでしょう.この

而践的な試合は約略されることもあります.次の3ラウンドU1U.t念帰グ
ロープでの戦いです.念総グロープにもろに殴られる kかなりのダメー

ジを受ります.ここでダウンしてしまう選手い、ますが、悪質なプロモ

ーターはドラ、ノグなどをf!l!って無理や ~I式合を続行事せるよ主があ事ま

れそして守』直後の3ラワンドIUIカ鴻発グロープを絞った戦いです.前3

ラウンドで体力を使いよI!;I~ l.t~~ムサーはζのラワンドて1血f.!lなパンチ

を食らっτ爆死しτしまうでしtれお互いに体力が伐っていれば、相

手の爆発パンチをプロ・ノpしつつ、こちらのパンチを決める tいう繁液

型Eあふれる試合会唾先行きれるのです.

ちなみにポムシングにはTKOや、全ラワンドカ喝事了したのちの判定

によ晶勝敗決定はありません.片方のi握手が完全にダウン Lt~~ きのみ

目撃散は決し、 10ラ?ンドて下j者ーともがダウンしない場合は決ftがつ〈ま

で試合が延長きれるか、時には後日早隊合い、うこ tになります.

反則について、選手のボディチエシクは試合前に行なわれますが、そ

のほかの底知lについては磁たるlol拠がないかぎり、うやむやにきれるこ

とが~いようです.リング外からのが~m'iZ:うを行なったなら、相手ポム

サーを応緩している 77ンや制抑制:半殺しの自にあbされるでしょう.

ポムサーには彼らなりのr.19があるのf滅多じしないようですが.足を

引っか・11t~ ~.急所を狙勺ての攻舷なn:行なえI点訳合に勝。t~t L 

τι 相手ポムサーの取り巻きに復滋で被われるのがオチです.

ポムサー

ポムシングの選手を〈ポふサー)~呼ぴt す.ポふサーになるのは賎

し〈ありません.ポふサーのジムに行って、プロモーターにその曾を伝

えるだりで、掛川成立するでιtう.

ポムサーは勝利すればするほど梨大なファイ トマJキーを平にするこ k

ができます(デピ"'-戦で3000わ叶tどです).そのため.やはり体力・

腕に自信のある貧民続出身ず
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るわりではありません.多綴のI首会を絶えてーか八かの勝負に出た者や.

だまされτ静思や 'HI料品~せられる私ポも中にはいるのです.そうした

者は有名なポムサーの餅食になるためだけにゲームに参加寄せられます.

キ、・ンプJνで儲lI õt いうより正賭告なlJ4!慌のみを求める鋭~b$いため.

まった〈勝負にならないような試合H(実施されるい、うわけです.

ポムサ四の肉体強化について、ドラッグによる強化には←切の制限は

ありません.rちらかいサしドラッグのf削Tli主奨励されてお札ド

ーピング1:1協Eとなっています.ニれはすペてのアングラゲームに共通

uす.サイバーについて、制11なEの7'"ポー〆は砂"""Jにω品決11:

('.1.¥燃の強きI主主もか(.7ルポー〆i卓越穏であるい・うi通念があるため

です1.ハーフポーグについては.プロ」そε-.9-1炉;;可t制l仁目二:1:冷倉t相相1綴して2獄式4合寺を行

なう会か.rうカか.を決定しtす.刈般司者淵町削|伊同訪司l土カq市羽f.1向;百司i司JC( ら

な試f合Tに4与.9ぞうなら実施1色Fれるでしよう.

ボムサーの裟備

ポムサーは企n.所定のプロテタタ-tグロープを:{mlします.早'fm
防具以外のJ!i!!の!l'11T1.グロープをはめた腕以外での攻慰It基本ti<Jに~

められτいません.

耐世穆プロテ7ター ・

プロテクター1:.ゲーふをエキサイテ4ングにするため、'!A，荷のみを

なんとかカパーできるだりのタイプが主iiliです.鋭榔の.I't過を紡('''j型車

チD'lキ平iJUIICJJ1脚であるオー トプロテクターなどよりずっt古井町、

綿入りのクッションを身につけるような悠じγす.ヘルメ'7~.ポデ4

7ーマーからなり、 νッグ7ーマーは地強デスマッチのときの品約l目が

持きれますヵt，rれも気休め.J.'olIJ!:の防御力しか持ちません.また、腕の

ガードは長いグロープで行なうため、その部伎のプロテタターはありま

せん.ヘルメットには府田Iにフェイスガードがありますカtよれは矧曙E
段目、ヵ・スから~を守るためのむので街繋I~吸収できないようです0) :tt 
ダ~7ーマーは日パッド、腕パフド、腹バァドの3パークで構成きれて

，. ~す.

ポムシング周プロテクヲーのデ四ヲ

ヘルメ ット:E N C I 効果傭 A40/40%

効果個所頭対効果衝撃、爆発物

{対弾効果は川0) 価絡 30

ボディアーマー :E N C 3 効巣舗 A60/3O%
効果鋼所腕対効果樹阜、爆発物

(対弾効果1:A 10) 価格 50

ゲロープ.

ポムサーは故初から様~~グロープをつ1Iてtot合するわけではありませ

ん.それでは簡単に勝負がついτしまうので、最初の数ラウンドIま通常

のグローブ、そのあt金属製グローフ:そして爆発グロー7.U式合の

泌行に従っτつりかえτいき.ImUを盛り上げていきます.ニれらの特

殊グロープI~ヒジまでを鋭うペンキヘ・‘ノプのような形状で、攻耳障に使用

するほか、相手のパンチをプロックする tきにも使います.

嫌nグローブは::It.kJIグロープの先織に大きな:Jt.i兵が6つ打ってある主

いう b のです.ニの鋲は人工情jlî!.な Eの盗事号制御に~g助的に使用される

t:t1.，Jf捗畢~êベν フ トで、場風の砿~を交付る k 肉がちぎれ筑ぷIUの火

力があります.相手に機発パンチをt持びせられる回数l料品られています

から、杏らに試合は盛り tがるでしょう.

1(ムサーのすべτの設備はプロモーターがをみえτ 〈るの倉時~jiflです.
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出堂陸E監

ポふシング周ダロープのデ-~

通常グローブ 虫力 oE N C 0 
偏絡 10 E耳具としての効果はありまをまん

金属グロープ・火力 8

E N C 2 効果値 A30/30% 効果個所線

対効泉衝撃、爆発物、実線価格 50

織発ダロープ ・火力 (90で6砲、殴打は8)

E N C 6 効果値 A30/30% 効果個所焼

対効果樹家、働発物、実蝉価格革拍

減 .ブロック"で防御した喝合、グローブの防臭効操Ct必ず発備され

ます.効果チェックをする必要はありません.

被 爆発ベレットは織発効ですが、固定ダメージではあリまぜん(パン

チが傭人のカ量によるため).また指向性というニとで他都位へのダ〆ー

ジはありません.ベレットが爆発するか否かの判定U命中判定直後に行な

います.(繁平機関〉が'80%以よあるキャラクターは命中後に織発喜せる

かどうかを自由に選択できます.ぞれ以外の場合の爆発碕寧は50%です.

ボムシング専用ルール

試合CtIラウンドが3分なので、戦I1時JV-/I/で考え品tωターンb戦

闘し絞りなりればな9ません。これはあまりに現災鍵れしているので、

l ラワンドfごいか、4-6 ターン〈似‘の攻防'(flfませる~， 中でLょ

う.お互いの選手が〈紫手帳DH>を取得していなか勺た札初%程度し

か取得しτいなかったなら、 5旬以1l.1阜しているものtするか、または取

j!1スキルを倍加するなEして戦胤げ献します(校il'"f平げなので取容

は怒るでしょうが).

事て、 PCがポムシングに進手主して参加した場合なEにiι よりス

9ノνある試合をま主挺する必裂があるかむ知れまぜん.以下のポムシング

<'MBルールをイ出。てみて(t:~い.

専用戦闘ルール

①偶者の攻般の陣ilfil:ついτ. 基本戦制ノレ-JV~ 同じ <R E: Fのおい
.IIliに攻理需を行ないますが‘ダメーYの巡mは両'自の1j(l'!.il終わ勺てから

というよ主になります.これによって制うちになる古m明生も21i〈なり.

より高度な戦杯初~)"されるこ主になるでしょう.

(I)JX制 [1はまず相手との1111合いを決定しますo1m合けま沼tarか"逃

mr で、ニれによ っτ繰り出せるパンチの種協1が決定書れます.防衛~聞

は攻幣側の決めた間合いが気に入らないtき、両者のRE:FのAR綴り

合いによって勝制すれば、 11'1合いを弘司Eできますo 1111沿いが変医されて

しまったら、 攻祭劇{側}珊聞附iはt近泊u附間i首制l目Iなら

里祭書できません.

@lX察側11-攻務方言去を選択します.それぞれの攻懸の特徴1:ポムシン

グ攻靭J球チャートを見て〈だきい.ニのルールでは命中働ifrl~攻繋1;

法によってl現に決定されています.戦胤チャートの命中綿伎は練技し、

ダメージのみをf取亙の開i位に通mLて<1:幸弘、もちろん、攻幣を行な

わないこ tにLてもかまいません.

@澱創刊凋1:1.命中した攻現u_，回避するか¥プロ フタするかを選択します.

匝!潜行動・ス世ェー網 1:1.(.初制l副避?をロ-IvL止す.成功すれば攻耳障

は外れたニとになります.，正nIJからの攻般をl司避す叫始、〈棚田回~

の)'fτ判定しなければなりません."プロッグU:l.i酬で防御する7?
シ a ンですが、これを辺倒f した場合、 命中部位1:1.腕にな~.受けたダメ

ージを1ランク経〈できます(しかしJ必l!.-('t， L Wのダメージは受けま

す).ただLス?ェーを選択したなら、そのFーンの攻理書、または次のタ

ーンの攻取ができな〈なります.ポムシングにおいてはタリンチ{相手に

拾きついて攻祭をi堕11 るよと )1:然止です.タ Y ンチ~行なったら、無条

4 

ft-でふり111:かれ、攻耳Zを受11るbのとします.

⑤RE:Fの低い方カゆ『③の手順を繰り返したあと、両者はダメージ

を適用しτi戦胤ターンが終わりです.ダメータド'Jli!なE特に指示のな

ヤルールについては悠本戦捌}"- /I/t同じですカtクPテイカルはあり

ません.

ポムシング攻撃方法チャート

攻撃方法 命令鋼所間合い 特徴

ジャブ 胸 近間 命中すると必ずLWダメージ

アッパー 頭 近間 通常どおり判定

ストレー ト 開 遣問 通常どおり判定

7γク 頭 遣問 ブロッ7による防御は効果'.jt... 
虫カプラスはなし

ボディブロー 崩 近間 ブロックによる防御は効果なし.

火力プラスはなし

総 フック、ボディブローは命中時に撮り出した目にSTR、使用震録

的火力などをプラス(マイナスむ}することはできません.出目が火カとな

ります.爆姥ベレツトはアッパー、ストレート以外的パンチを放ったとe
" b侮発することはありえますが、その効果は得られないというニとにな

ります.

疲労

ボクシングHnJC<、ポムシングも序盤τ雌111防ヰよtするこ U:I.少ない

でしょう.戦いを続けれl榊首1:1.献します.試合げ盤刊"1"1/:ったお

b うま〈立ち回っτ相手を疲労させれ1;13軍~'Jできるか b知れません.

GMI~1Â合 1 ラウンドが終わるごとにF摘の疲労度を排出主します.そ

の基鍛1:1.受げたダメージの!s:{号、選択した攻怒方法なEで、 GMI:I.両者

のダメージ悶数、特定の攻鍛1~去の回数をチェックしておきます.チェ

ック嬰f!l自体は何制捜tかに分けられますが、{前jぇItrLW3臥iV!W1問、

アッ/~-3問、スト ν四ト 21国Jなn いうチェックをま 主めτi問介の

疲労カ庁~されます.

1.それまでに受けたダメージによる疲労

• LWダメージ~HX弘またはM¥v.ダメージを51ID受"るごtに〈給

制脇島がーω%事れます.

. ~らに全身のsuvがl ランクダウン(最低散1:1.G)、もし<I:tS T 

R純tRE: F(i(iの両方が-5きれます(也減!:fifil:t1). S U Vをダウンさ

せるか、 STR 'R E: Fをー 5~せるかは選手本人が選択できます.

'STR、またはREFのEちらかが 1Iこなうτしまったら、 ‘プロッ

ク"ができな〈なります.

'Suvをダウン寄せる場合、サイバー化によって 'S.にしてある

館位はダウンしません。ただし全身の4つの部位<9J(.腕、脚、鯛}の

うち 2部位五uニ1m安~Lては全身の50"16以上}をサイバー-ftによって'S'
にしτある者ーはこの選択ができず、必ずSTRtREF~-5 :roぜなり

ればなりません.つ〈 りものの身体は絞れを知Hせんカえ生身の肉体

に負担をかりるのγす.

2.攻恵方洛による疲労

・全力で'JX耳障し絞りれば.やは0ダメージを受付たtきのように疲労

してしまいます.ょこではアッパ'-~スト νートだりを全力攻，~~見な

します.

'7ッバー‘スト νートを繰り出した同数が則自を趨えると主 に〈絡

附回避〉カ'-10?-6:roれます.

. ~らに全身のsuvが I ランクダワン、 bし〈はSTR総tREF



自立の両方がー5されtす.あu主"それまでに受11たダメージによる疲

労"~~..， t~{ 閉じに処理型します.

3.疲労の回復

試合のIUJは休んγも鉱J労は聞彼しません.~事ラウンドの1mでは両ポム

サーt も lD3(LW~かアッパー3四分)だけの疲労ヵqiiH担します.

試合終T時には3-6糊m休め1;(，す4ての疲労11全快するでしょう.

モーターホッケー
ラ7なグラウンドで行なわti1.>モーター・スポーツのー紐です..f:-~ 

ーホヅケ-~~Illのオフロー ドモノバイクに来った選手たちがホッケーを

行う tいうものですが.内容はホッケーい、うよ 0槻1Jl'に((!J世なポロ{来

均して行なうポール競技H也、った方がしっ〈り〈るようです.プレイ・l'
のf剣1IなEはほとんEな{， .lIAIH ~よ 9、スティックで'，fU手をl畳っ

たり、尖った会踊ドイプ'tJ'取り付りられたパイクでのw当。など b瀦!!i'f

に行なわれます.当然、死i品名11絶えませんが、プロモーター、スポン

サーの思1:;1'('7~ ールドに地mやタイヤを切り袋{ 7，バイクなどが州め

られτいるよともあり、をうしたゲームはより且キサイティングなもの

t して特に人会Lがあ0ます.

ゲームフィールドとプレイ人数牟ど

7ィールドの大主宰1m今きり ~I孟決まってい t せん.だいたいωー 100

mx30-抑nr~授の而般で、箆地事れていな<-ーーひぴだらりのアスア

アJ叶、旧1餓との鮫技場勝一→別りていてダコポコ lt~土地以潜1;(れ.

刺繍にゴールエY7が般定されます.モーターホッケーのファン117" 

ンティアな雰倒れを大211t:しているため、晶1るっていたtしても砂川の

餓技場はめったに主i喰されません。

プレイ人数はIチーム6人カ幣泌で、 7ォワード3名、ディフェンス

2品、ゴ-/時一パーl名tいう縦l1i:です. 補充1HlI;t.~献3名までで

島ピ9才ドごtIこ(j，梯ピリオド11賦合'1'でも可}焚代・備 知'.ir-:，.れま

す(試合中にt自lれた選平11生主ていれば運びm~れますカ仁欠H補充はす

fにできませんl.ちなみに.ゴールキーパーも随時¥攻取に争加する4

l b~汗されています.
彼らは愛IHの:/1スタムパイクにJ(1~，ポールを姉〈ためのスティッタ

なn-持。てゲームに臨みます.

試合のルールと進行

ル-Nな1011アイスホックーをも主にしτいるようです.

::f-J'Vにつャて、多〈のポールスポーッt伺じようにスティックでポ

ールをゴールソ・ーン仁たたき込むこ主で得点が入ります.ニれは lポイ

ントで、 lèにラグビーのように"トライ{ここではポ-/~を保持Lたまま、

ゴー仲〆ーンに入るこ υ"も併されてお骨、こちらは2ポイントの割b・E

i'1~' 1.>ニ t ができます.
また‘ ::f-Nキーパーを除いては、ポーJνを!i.t..， t~9 平・で触ってIぶ‘

りません.必ずスティッタで師ザ草したり.機いたりします.

試合は時t:tゆ'1-(Iピリオド2ω子、ぞれを3ピリオド行ないます. 1試

合の所車市制lHま1時1111半〈らいになるでしょう.

ゲームl剛k倒$" 7アン77ーνt共に柄チームの各滋乎の軒i介tオヲ

ズの公l聞がな~れます.
プνイ巾i止符泊のこうしたタイプのスポーツでは反則となるような行

為(放なの殴1f，悪質なWil1:-.、制!Hなnu午可きれτいますが‘それで

は害すがにゲームが齢1>1.>前にす4 ての選手がグ?ンLてしまいます.

}J(Uリルールカ'IH んZな〈なるのは3ピりオド自t:りというのが~(.J

5 
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です.

/a初のIピリオド(前半後半10分ずって官1'20分)はJI.た日は荒引抗、む

のの、体当りや'-!fl手選手への攻繋なEは反IIlltTZ.)tなります.RtZEてな

か今たtして島、-Itl手選手にダメージ者Jtわぜた省、制 '1合物、与を行主

った tlltめた者11;品品Hなります.アイスホッケーでは、 1む11Iプνイヤ

ーは一応昨1m泌'l-~ して<，れ111M\-に誌lJIílできますカ1 モーターホッケー

においτは.今t~この試合にはま勺た(Illl品できな〈な静ます.い〈ら

強〈 τ も~力を晶iるうだりのチーム11t骨絞tプメンバーのIHんEを退峨

寄せられ晶ので.総合て勝つことはできません.いずれにせよ最初のピ

リオドで死傷者が出るこ ~It少ないようです.

次のピリ;tドにおいてIむ吋クでの体当りやjjs路jJj;f;なE、ほとんE
のf立険行ぬか噌午されるようにな9ます.反則tされるのは、選手白身へ

の[川底攻鍛{ステ4ツタでの111打、制}却など}だけなので、もう この時A

τ守Ef踊析が出始めるでιょう.

故後のピリオドでは飛ぴ道具のfOlli'除〈すべての烈11)ヵ唱枯れ、フ

ィールドはまきに戦場tなります.ポールを級うテクニツクよ 0、戦品自

テクニエツクに自転れていなければ試合に勝つ、または生き伐るζU1越し

いでしょう.ちなみに訳合中に散の攻療なEによ勺てバイクを失った者

111Jl'-!t-で!it合に$IJII¥.鈍りるか.泌3品するかEちらかを選択できます.

ストライカー

モータホッケーの選手たちは〈ストライカー}~呼ばれます.チーム

守主i臨ιているプロモ四ターやチームに企を.']:'，Lτいるプロモーターを

紛れれば、簡単にチームメイトになれるでしょう.ストライカーI幼 時E

都会常ちいので訟に人手不JLです.ただし、最1!I:JIJi!のメ :/1弛~tオフロー

ド.f:ノバイクを繰るテクニツ久 ξ して丈夫な制約f~吸です.それら

をすえる tストライカーになるのは総h¥'jjjiしいかも知れません.

ストラ1:/1ーも試合に勝てば鉱織な金を平にすることができます(ダピ

ュー較での取り分111仮泊ドノν〈らいl.ポムシングk同じ〈らいポピュラ

ーなアングラゲームですが、あちらよ Oスマートな雰閥気があり、選手

たちも智、プライドカ市川、ょうです.ですから、彼らは』也前やスパイク

が喧!められτいるような絶8.1((.}な猷令に b巡んで君臨加したがるのです.

Il:il糾主化などについての制限iι ドラフク二サイバ-tも特にあ0ま

せん. ただし試合中に飛び道具を制調1するこ H1~克じられτいます.

ストライカーの装備

彼らの袋織を常げτぃ〈なら、プロテクfl一、スティッ夕、ポー作、

そしτモノバイクなEでしょう.

プロテクヲー :

プロテタターは碍:mの物があるわりでも、 ずfmが義務づりられている

bりではありませんが、ほとんEのストライカーがfifがしかの~JiJtを!li

ています.ジ、・ンプス-:/tへJνメット〈らいならプロ」モーターがm:Ci
して〈れます.

スティック:

金属製のむのがお出です.サイス。はいろいろあり.相手プレイヤーを

殴打するために特に巨大なスティァクを持勺ている者もいます.またス

ティッ?j:J9十の武.....2'1，世うことは併きれても・ませんが.第3ピPオドに

おいては鋭lt.'1やその他の飛ぴ道具でなUIU;((飛ぴ泊以は厳し〈世ijぜられ

ます}、たいていの武器の艇!fI11燃起され£す。



}判。闘到〈

ステイ ッ?のテ・申タ{例}

ホッケースティック:火力 10 E H C 5 

信幡 50

緩 スキル1:<大!11ft緑〉で便局します.

ポーJレ:

きすがにイ'1IlJ亀でパックを能川するニ tはできません.ポールの大告

書 I~サフカーポ-/V木で、 tt'l~1:77イパ-11，です.事干す'I!い'，IW.真に
係仁パPンド111tu..r しません.また、食聡スデ4ツタで強〈叫lい

ても減~にへこんだり穴ヵ~RIいたりする ζ ともあ 0 ません.

，(イ7:

決められた倒車はそノパイタであるこふ策ぴ道具を俗織しないよし

ζの231のみで他に制限はあH ぜん.普通Itチームでをろえる島のぞ

す合t改iltl1側入に任事れます.毛ーターホフケーでも勺u要求きれ

る住鍵I~後動性{小闘。}や耐久住なので、小型でつ{りのι。かりした
そヂP念市恥・τいます.

e 

モノバイクデ-?(例}

週優 ニ由毛デル1:事事MAOです{テaーンのみ可健).

タイプ : H 

R E F /101 V : 24/1ω 

H P : 6 

荷量制限

{兵接、装甲):句

集員 ・1

童書甲板

{企画ー偉): A20/40%(ステンレス}

鍋鶴命中表

1-3 
4. 5 

6. 7 
8 

9. 0 
繕強兵童書

価絡

本体

ヱンジン(CP 4) 

タイヤ(Cp 3) 

吾湿長義

畢圃

:タックルピン.ラム、7ラフシニaライトのうらどれかUと

つ{どれI>ENC10)

: 1日却



ステンレス

ステンレス・スチール、いわゆる繍績のことで、衝司書に対する装甲拘

置としてはハイ=チョパムの半骨ヰ呈度で、バイクに取り付11る4呈度的物

fごと対弾効果は留めま営ん.モーターホッケーでは銀総It使えまゼんか

ら、妥当な装甲でしょう.

ヲックルピン

パイクの金周をカバーするように6-8本~Il度取り付け ・9れます.先

端告鋭〈尖らせた鉄パイプで~ .，クル時に有効でしょう.戦力としてIt

ラムに劣る/)、わり、白根に希同~c'1tゆすい震絡です.火力+20.

ラム

カウル駒郡に取り付ける尖った鉄塊です.ニれもタックル時に使用で

害、絶大な火力を鰐ります.意φ時ー30、火力+50.

フラッシュライト

座席謹部につげられる箱豊富町巨大なライトユニッ人総ストライカー

にストロポ・7ラγシュを浴ぴせ、行動不能に陥らぜるという卑怯貫録

で、ディフェンスやキーパーの車体に取り付けられていることがありま

す.10回使用可能で、フラ yシユを浴びた者は 1ターン問、行動不能と

なります.

モータホッケー専用ルール

TRI'Gでl阜、署長加している選手の動きを合めたゲームのi斑れすベτ
を禦現することは純い、 L. 観~や選手にしても常時ゲーム全体を把煽

LτいるわりではないのでGMがそ ζ まで考える:e~1まないのですカt

このIV-}Vを使えばそれも可能tなります.しかし.G Mが状i見に応じ

τ. PCに適当なチェッタをきせるだりでもゲームの進行には4づ，K'L

よフ.

t' τ、混功。附掲Jレールのターンに司自じτ~.合を巡めるのは無砲がある

ので、試合中の行量bO.>lI亙切 91~ "イニンF仰い、う名称i'JtJ，.. 1イ

ユングを約l分tします.1ピリオドIま前後半で20分ぞすから、 10イニ

ング+休恕+10イユングでiピリオド終7です.ゲーム中の粉鵡的なア

クシヨン(タックルや粉1lI)についτI車、イニング内で行なわれτいるも

のtL、韓本Eおりのターン (3秒}で進行 L~ す.

1-1ニングの内容は全i握手の移動ーアタッタ/ディフェンス、夕、ノp

N.戦舗で構成事れ、 ;tt-JI/がどちらの平にあるかというよとを決定し

てから次のィーングに入ります.

選手の移動とアタッデ/ディ7ヱンス

アタックHt.“ポール令縁ぃ、ゴールにポールをたたきこむ"行t)~

示L、相手を倒す"攻撃崎主区別しておきます.通常、ゲームスタート

時には.~-NIH' ちらかのチームのオフェンスの選手のも t にありま

す.彼はステイフクでポールを保持しながら、 1''''01~協力しつつ.敵チ
ームのがードを被11τ、ゴー押するわりです.

移仰巨峰に附Lτは、 7ィ-/νド全体を柄捕のゴ一川・ら6つの〆ー

ンに分かれτいる bのt仮定し鯛~.I!{O、進路t'~Hむ者がまった〈いな

ければ、1イユングに2〆ーン1mを移Sりだきます.ポールを持っている

逃'f'l1特〆ーンで妨害を交付るでしょうから、よ〈てら 1〆ーン移到Yで

きるだりです.

~i'JI (デ4 フェンス)に入る選手tのq，叫、I~ (j也上月i全般〉のSR振り

合いw-/νφ~). でなりればタツタルか刷用によって解決します.。車

7 
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0::オフェンス

。 ディフェンス

. ・キーパー/ゴール

ー・ゾーンライン

上)I(全般〉のSR繰り合いは欄干に攻撃することな〈妨容を突破したか

rうかのチェックで.bっと b平和伊:JT.t'阿;;r1;1まです.これによって直

後ダメージを受りるこ tはありません.妨答者が2人以上いる~ ~ It妨

Z事者すベτの G也仁車会般>%をプラスして融!1Ilします.I司じように、

アタック側の選手をサポートする巡手がいるなら、これもすべてプラス

します.

判定のt';梁については下のチ守ートτ~して<t!t'，、
タックノバ糊自にl刻Lτ11)1'1セクションτ羽田しますが、よれtこよっ

て選手の平を織れたポール{タックルや攻祭でダメージを与えたなら必ず

ポール11平飲されます}を維が拾うかは、 GMが決定します.

ボール争東チz・ノクチャート

アタヲク蝿 ディヲzンスー

SR結集 成功 成功

失敗 成功

成功 失敗

ポール

ディフェンス側

ディフェンス骨j

アタック側

次イエング

再度判定

ゾーン移動可

ゾーン移動可

失敗 失敗 GMが決定 蒋度判定

減 両者の〈地上車全般〉カワ0%を趨えていたら、 SR)1、 Jぜなど成功瑠

が両者とも70%以下になるようにしてから判定します.S RJl易度を下げ

た状態でSR判定に失敗した選手は事被チャ- ~を参照します.

パス/ゴール判定

q・軍軍チェックi峰、ポールを持今ている選手It、:tt-;vを味方にパスし

たり、ゴ-/Vに打ち込むこ tができます.ζれIU~般によっτ成功率が

決めてあり、以下のチ守一トによって 101(附τ成否が決定書れます.パ

ス b ゴ-/vb成功率I~I~Iじですが、ゴ-/Vの場合11成功して b キーバー

のデ~7，，-ンスチェッタがあ市ます.

こめ成功率11平均他ですから、ベテラン選手またはwーキー選手ーなら

成功率を変ll!Lτ (t!t'い.

チェッタに失11'.<したなら、ポ-/Vのr*:布者はGMによって決定きれま

す.パスしよ うtした味方をマークしていた敵や、相手キーパーに取ら

れる、または次イニングまで織にも給われずに7ィ-/Vドに転がってい

晶のが普渇でしょう.



附隆隆E虹

パス/ゴールチェックチャー ト

経様 成功1Il

1ゾーン 80% 

2ゾーン 30% 

3ゾーン 10% 

4ゾーン 5% 

キーパー・ディフェンス

ゴ-1叶こキーバーがいたtきにかぎり、ニのチェックができます.

こちらも 10100で)~否を判定します.これは飛んで米t~ポ-).の

飛距般によって成功率ヵ唆動L ます.こちらも成2拍車I~平均liliです

から、選手の純度によって成功準を変ll!して〈だき也、

キ- J《ー・ディフェンスチェックチャート

距穆 成功率

1ゾーン 40% 

2ゾーン ω% 
3ゾーン 80% 

4ゾーン 90% 

ヲックル/攻撃

各巡平IまRE F (.パイタ+ライダーのREF)陣uニタック作、ま

たは攻恕{'解決していきます，fl?クルに要する剛川は1-3ター

ン 11<で、役定きれる目標1~必ずl峨またはひ主札そしτ そのイ

ニングI~他の作動はできません.攻聖書I~両者が溜むどりの時fIIl(1品

大は20?ーン)ですが、攻撃可能な相手I~当然、まわりの全員です.

な布、ポールを保持しτいる選手は(物邸Y'Jに)攻繋はできませ

んが、タックルは可能です.

，<イクによるタックJレ

あまりに遣いl'f!厳にいる相手にはタフ1')~はできません.その限

界1~2〆ーン￡でt しておき￡す玖タツタノ吋f可能な状況かE う

かの判断I~級終的にはGMに任事t~~ す.また、タックノνi'立脅 し

た者I~、途中でそれを取りやめにするζtはできません.

①まず、タックルを行なおうとする者{攻略産者)I~、 Eの〈らい

の速度で.~-trするか決定します.MV値の最大総がi止r.~で{伊lにき骨

げたそノパイクt.:'t60州伏側、f~酬は 10"です. 10以下のスピ

ードでタックルしてもダメージはJij・えられません.この範邸内で好

きな速度を決定しておきます.これは後でそのまま火力tLτI!I!JTJ
されます.

②目標となる相手tREFのAR綴り合いを行ないます.ζの梧i

P会いI~パイタのREF+選手自身のREFi'イiI!I1lします.徒歩の

選手合わ句クにタフタ沖することはできません.また徒歩の選手に

パイタでタックノνする tきはチェックのtふダイス自に+取り

~ーナスが与えられます.チェアタに失i位したら‘この行為:~失l肱

に終わり.事故チェックを行なわなりればなりません.

③タックル必ず命中LたかEう金制定します.。也上JII全般〉のS

R 1 (この時の修:jEは基本的にラム品開のー犯のみ)に成功すれ1I

命中仁その出自に①τ決めておいた速度とタフタルピンまたはラ

ムな E、タ‘ノク)~用兵畿の火力をプラスした鉱ヵq主体戦!II)J~-)νで

曾う tζろの命中効m似です.あとは器ボ餓捌ルールlこ縫っτダメ

ージを算出して〈ださい.それから. タックJレが命中Lt~ 1:主、目

線カ吹聖書者に1~1か今て走行していたなら、 目標の迷J立をも命中Øl'J!:

lidにプラスします.<J也上月I全般〉のSRに失J設したら、事故チェ

B 

フクi'行ないます.

⑥ト塑ノマイクて羽述?ツ1')νすれIP主雪産省も無<1''(1描みまぜん.

Oc1.>チェックがす4τ終わったら、もう一度10100L、出自に迷

'jf雌をプラスしてダメージの判定を行ないます.目標ヵη主製滑に向

かっτ走行していたなら.この時も日概述JJf{'命中知成拘置にプラス

しなりれ11なりません.このチェックには必ず後申効昇Eが与えられ

ます{チェアクの必ll'lはありません).

攻撃

スティックや隠し持今ていた武器で行ない珪す.この攻禦1正予イ

ダーに対してのみ実行可舵です.通常の紛捕とほとんn両iじように

~j蒔;tçしますが、攻殺を受付た者I~パイタに乗っているため、〈物附

悶i盟~ SR~やÞI定しなりればなりません.

事故チェック

ニのチェッ列車主にタックルの試みに失敗した崎のためのbので

すが、プレイ中に無理な走行をしたり1マイクのタイヤが破耳目され

たtきなEにも GMの判断でチェックを行な。て〈だきい。チェッ

タ1/.106で行ないtすおえタックノレのARI躍り合ぃτ予当性したた

めの司徹、ポールの争奪チェアタで姥生したII閉まなら、出目に-2
の修正i'IJOえます.

出自 結果

1 何な〈体勢を立て直した.ダメージなし.

2. 3 一時的にバランスを脱した. 1イこング間行動不能.

4. 5 転倒し、遊亭が絞り出事れる.選手は 10100でダメージ

判定.

6 フ'"ンスに激突.パイク、選手共に 10 lC陪+そのときの

速度でダメージ算出.



“ゲーム"
現代のアメ Vカで人気のあるスポーッである、アメリカン・7ッ

トポ-J~~パスケフトポールをミァタスさせたようなゲームです.

へッドプロテクターなEの防共骨身につりた 1チーム5入でアν

イするbので、 Iラウンド100抄のIUH:栂'1'-ゴールにポー仰をいれ

れば勝弘

勝敗がつかなけれUf;I唱の後に第2ラワンドを行ないます.

ゲームフィールドとプレイ人数

7..(-}1/ドの大ききI阜、おおよそ3Qmx15巾 (90フィート X507

ィート}で、歩湖tプ決められるこ主色しばしばです.中央にセンタ

ーサ司?Iνが'~lõlrtt. 中央から5mのtころに、ゲーム開始時にラ

ンナー以外のプνイヤーがL悦聾するPストνインラインカ吋高かれま

す.

ゴ-/~ラインの中央にはゴールポスト主呼ばれる、企属製あるい

は本震の抗があり、そζにポールを突き事1除るようになっています.

場所によっては杭11危織だい・うよ主で、かわりにかごになって

いたり、フフクになっτいたちするこ tもあります.

チームの錨例は‘ランナーl入、ラインマン3入、カパラー l人

の各チーム5人編制をとります.それぞt1.Iレールに制限があります.

装備

防具

~，j.A-I1ヘフド ・プロテクター{ヘルメッ川、ショルダーバッド、

サ4ガード{北;もも}、ニー'þ~'7 ド、すね当τ.(}じ当てな Eから

t鞠まきれτl>~.プレイヤーの体を守Hす.

t~t.:L"j共を攻理院にI!I!う ζU1祭比されており.~Jlには磁!(柔

軟製のない材質の物は飢えません.審判111式合iiijに各プレイヤーの

防U~l藍認します.

“ゲーム..フィールド

15m 合

• 
。。。

5m 

1m 。

Qm 。
1m 。

5m 

。。。

• 
15m ，貨

30mx 15m 

試合のルールと進行

開始の滋備

UNDER.G即 UNDGAMES 

ゲーム1刷始前lこmール(犬の限強11-の繰Z置を使います}をセンタ

ーサークルにおきます.阿チームから l人サークルの縁に待機、他

のメンパーI~ラインの後に待機します.

タイムキーバーヵ叩制IIJを併りますが、はっきり主観客に時間!を知

らせるために、 H則閣の石a"積み上げそれを 1倒 l側、カウントし

ながらドラ(なべその他.音が出品ならf日Iτ'b可)に投げつけます.

ランナーのf宜割

ゲーム1陣i始の合図t共に、両チームのランナーはポールに突進し、

ポールを自分の物にしよう主します.

ポールにさわるこ tができるのはランナーのみで、他のメンパー

はランナーを攻聖書するこ tはできますが:tt-IYにきわるこ tはでき

ません.

ラインマンの役割

t~いτいの場合‘ラインマン問士がスクリメージラインを形成し、

敵を倒すこ主でフリーになったラインマンI~敵のランナーを攻撃L

ます.

カパラ-

:11パーI~鉄製のチェーンを持つこ t が砕きn._チェーンを鍛り回

すζtで一定の範囲なら散が入。込みに〈いゾーンを作ることがで

きます.

:11パラーはランナーをカバーしランナーが他の微にMλEきれない

ようにします.

ゲームカ'llII封lLt~仏 rのような攻繋も併されt す.攻態共によ

る攻撃だけでな仁キッ夕、パンチ、かみつきなども可です.

ゴールライン

リストレインライン

セン?ーサークル、センターライン

リストレインライン 0・ランナー

。 :ラインマン

. :;カパラー

*:ゴールポスー

ゴールライン

g 



出盛盛
装備 カパラー ランナー

ラインマン 鉄製のテヱーンをt寄っています. 比般的事E装で、ポーんを持って走ります.

置い防具を義婚し、自立を竣穆する樟を

』毒ゥています.

“ゲーム"専用ルール

手順

"メタルヘ‘ノド"の級別ルールに縦じますが.RE FのiIJiいプνイャ-

>'Ifmリjする順番を先に立岱できます.RE Fのl司ピプレイヤーがいた場

合、 ENCの少ない方から先に立討できます. 1戦llU?ーン11約3手K
すから、 33ターンでlラウンドを滋すらのtします.

フィールド

何でもよいですから、 lマス 1m四方で30x15マスの7-1ールドをm
1なι、移創lおよび戦酬はこの?スを選辺倒こして<1:'<> い。

移動と ENC

.メタルヘァド"では. ENCの制限にl闘しτIt鮒単に処担してしまっ

τい ますカ1 この "ゲーム"のように~JjA平、攻懲共を袋備しτ返り匝l

るようなヰ愉IHっuめこか叶院が£必になり tす.

ENC 1ターンに移動できるマス目

STRの拳骨まで 4 

STRまで 3 

S T R<7>1.5f告まで 1 

STRの1.5俄令趨えた渇合 O 

斜めの方向への移動It:(きません.必ず験かタテの方，:i1へ移動します.

他のプレイヤーのいるマス自には入るこ tはできません.

格腕戦闘

γ ーム"では抑制粍闘の明確なrn織を決める必裂があります.!主'''7
エイズに攻耳障できる範聞はそれぞ引の抑鰍の自憾の織に記滅してあり

ます.またEf;手での攻!，I;j11 マスですが、 ζ の場合攻型書の願書~I孟攻務具

~持今たプレイヤーの後になります.

このときも斜時刻句112...ス分で考えます.

旬。

ポ・-)レの保持

ゲームl時I~印刷ニポ-/v(コインなE をマーカーに Lて<1:'<> い)を中央

におきます.ポ-)yl~Jにはマス闘におカ・れt すがζの t きだItI.J. 

マス日とマス目の11>>の線上にi誼かれます.REFのおいランナー(REF

カ稲]じならENCの少ないランナー)が先に移動を立行するでしょう.先

に移動したランナーがポールを僻Fできれ.

ポールを保持したランナーか牧耳障を受付、WlLのARに失!政U.ょ峨

合、通常の結よI!:に加えてm-)v~手放します.

手政したポ-Nltランナーの期闘4マスに無11'-<..)に自立か礼次にその

マスに入ったランナーのものになります.

ポールのあるマスに入ったランナーはポールの保持を包玄でき、そこ

で移動は終わ9です.

ポールのENClt1です.

グラップル

プvイヤーI.J.鰍費した相手を攻験すO>'J'わりにグラップノν雌iみつ()

~試みるこ t ができます. これは⑬符蝉脱B> S R>i制定い、相手1.1.<格

闘聞~で透げる ζ f.. il'でHす. グラ、ノプ川被功したなら，，~者 t

b伐りのターンfo%できません.グラ‘ノプJνをかりた側はいつでもそれ

を解除できます玖かけられた側はfilターンl回〈給制回避>SRY，徽
1l1I7"，イズの1併設にチェッタ)に成功しな付iU!:解除するζ とはできませ

ん.

インデーセプト

インターセプトI.J.移動7"，イズに行なう攻鍛です.

自分の武怒の射者鑓l盟を相手のプν4ヤーが泊り銭りょうkした場ば寺、

インター七プトを試みるこ tができます.PERのARに成功したプν

イ守ーがインターセプトを行なえます.攻慰I.J.通常E布。行ない‘攻耳Z

を受付たプレイヤ田I.J.攻繋の結集がEうであれ、そのマスで移動をやめ

なfli'U.J.'な 0ま-ttIt.. 

インターセプトを試みたプν4ヤーはそのターンの行動は終わりです

(<給制回避)I.J.行なえます)，



ゴ四ル

移動/:<.イズ終7時にゴ-，vl:'有線したマスに入ったランナー11"'-

J"i':i' -Jvtこ入れるよ tができます.

リーグ

γ ーム-11， 20U胤のプロスポーツの1識を引き継いでおり.い〈っ

かのリーグやアマチュ7・チームカザバ1・Lτいます.

リーグは各メガ=シテ11:1つないしは2つずつ冶ニ(F.L，洗練された

J)jJ~や攻耳障よlt持っています.スター逃乎1まシティの名士ですいそれ

なりの~輿らありますが.チームの 1Hになるには厳しいテストが待。

τいます.

通常l剖Iから3部.あるいはもっ t多〈の9ーグに分かれており、 I

つのリーグにli6チームが'f>JI!晶L，リーグ被(それぞれのチームt5!式合
ずつ行なうらしい}シーズンオフに1:1.入れ毒事えが行なbれます.

浪浪のチーム

-1iでシティの外で、欽i良しながら~まざまなタウンて古式合をするチ

ームもあります.彼ら li? ウン~3'Ii1::1 してはそこγtl沿った他のチーム

あるいは.そζのチームと試合を行なうのです.t:l余の少ない回合のよ

とですから、訳合に勝てばJJ;待が待っています.

シテ4に比ペる t荒っぽし.，.にはリーグのチームより強い主明書れ

τいるチームも有拍:するようです ・，. . 

UNOER.GROUNO GAMES 

表類

攻聖書具

名跡 火力 ENC 射程追加被寄 スキル

樽 10 4 1 m なし 〈大型武総〉

チェーン 10 7 3m .u+ 1 <l幸徐武務〉

滋 〆ガ=シティのリーグが使用しているbのは‘ ENCがそれぞれ・ 1-

少ない.

投機:r樺』は投機可舵です.<1主婦〉告使用します.命中事I孟距鶴田修正

を受付草す.

<l主婦)S R 

距耀(m)

2-5 6-10 
x 1 x~ 

緩 火力l事10のままです.

11-15 

x){ 

クリテイカル:攻黙J:!.11-Lおスポ-:>-111に作もれたものですから、クリ

テイカル淡IU史いません.クリテ1)加νの紘拠が出たなら、通常のダメ

ージ(ク V ティカJ"'~のダメージではな()に加えその舟1I主の防共が吹き

飛びます. このI~~合自印刷に防共のø.燃が~駐します.

防具

名称 ENC 効果健 効果僧所 信絡

脚 各1 A20/70% 制 30 

続 晶 1 A20/70% 百量 羽

関 3 A20/:紛弛 澗 30 

頭 A20/60% 頭 30 
済援 〆ガ=シティのリーグが使用しているものは、効果値が“A30".

11 



MET他HEAD肱lUSTRA花園STORY

〈メタルヘッド ・ワールド〉の主役はもち冷ん 化、ンデて〉 たちである。t:診し、

ドラマが主役のみで成りたっている加ではなL、ょう官、‘ニの世界に峨械を引

き受けているやつらがいる。

リック ・ ウイザードはもっか独身のA H'P鰻査官だ。 今日私角界中の不条書l~こ

葱ø~つきながらハヅカーとの遣いmけっこにあけ〈れていも.'
「少しはニっちの二とも考えて〈れよ。，、ッカーども』

旬B

込



AM10:20:起床

議蜜骨切裏側t t;(t;(刷~れるよう弘視い痛みカ%を目覚めさせる. 感

覚神経事鴎陪Eタイマーチップを簡に仕込んてつの‘らずt、主ん経つのtいまだに慣

れるニとU'.tl、. 鰍Sいつt.不倹屯哩\M~

ベッドに備え付付m・紙管理センザー剖警報ランプが売る.ジヤツク・イン喝

手交換。抽曇1>・1.か.町目的摘"輔でハードを.がLたから.膨容が苦いと

U思ラてなかヲたがな.1>とc:.......;事適8髭絹置による京菅主貴症に人工神輔

不適合也.よし‘いつむどおリど.

~τ. シャワーを浴びたら‘ポスの小曹を聞きに待世なけり。.

句3

R.正'J(WIIARD古砂剖RDUFE 

、

t 

五

¥穴必也、r? ー←

PMOO:35 :オフィス

時下日.取り過がしたハッカ'ど心的足跡:? 今

日中には機績で.るんだろうな1J
ドプリンセス-，;1.プロて~'f. い〈ら俺1)唱Iëf'l~ でむ、

そんなに郎単には調書げられませんよ」

『それで時日，;1.盛阜でおねんね勺てわけか? おま

えの肝備はわしでなし閉陵町代理堅たるスポンザー

の公安役員の吋Lているんだからな.(れぐれt.市

民白血統をふダ償いするなよ ! ボタン・コヲブ!J 

そうだな、ポス.あんたの董定に・かないように

ぞいぜいがんばるふ



附ETALHEADILLUSTRATED STORY 

←PM02:05 :宗教屋/情報屋

"プリンセス.の情報を得るために、いまや酎秘みの地下神社に足骨運んだ.動遣い

するなよ、仰にの気遣いじみた寮敏明憎者勺てわけじゃない.奴肋軍機でやゥて

る情報底的方向客だ.

rわが紛直さまのこ*慨を聞きl二参ったのだな?J 

飾りたてられたカプセル町中のやせ級ったガキがこいつらのジーザスってわItl~.

敏視であり続けるために、醤鍾状態になるまでクスリ漬けにされた少年 . (ニいつ

もそう量くはらたないだろうが}いったい何代目的側Eなんだろう?

t PM03:20 :昼食

苛ろそろ蜘減ったな.跡、昼食、早也、暁鍵・"1>っとむ、筆頭震に日光を遮られ

たニの街じゃ、何時に食ってb晩〆シになる.

今日は骨骨食うかな.この小汚いレストランも、らよゥと約まて:1:<苛まずいオキ

アミ井かモヤンスープ〈らいしか〆::"ーになかったんだが、今はバクテリアから加

工されたいろんな宜危が目白押しだ.

しかしだな、い〈ら便利で安価とはいえ、パイキンを食わなき@ならないなんて、

Uどいニ寝坊似品

←PM05:40病院(手術屋)

蟻れかかってるジャック=イン掛子を交換しなeφ、仕事に嬉し支える.他畑病気

1:;古Lて1>しょうがない.有事範趨やら膏恰物質にまみれたこσ首暗に住んでるかぎり、

どうせまた病気にかかっろまうかりな'.

ヱステの方向ゲ田 トから出てきた女は半年前に~IIれた糞だっ1:.

「久しぶり仇今日1:皮膚を張り替えたのよ.骨格む二の嶋田手術て喧溺カーボンに

替えたし、前よりずっと突入になゥたでしょう? なんなら、今夜一晩くらいならっ

eあっτあげてむいいわよJ

やれや払君がそういう世だから俺I:~IJ抗たんだぜ.

1 4  
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fllCK附'ZARD古制RDLlFE 

しA 一、V_:; そヒシ

うな殊勝弘，~ep者はこの界槙にはいな

ゃ、・プリンセス"は今夜ここに現れるは

1" PM11・15:路地裏(バトル)

ニういう添与なアクンヨンはC81の鎖骨だ.世なくと(，俺の勉綜じゃない・1

連中を路地!(に追いつめたところまて1:よかったんだが、肝心のプリンセスには逃

げられちまった.勧書して〈れよ.竃の涙ほど的検繁平自を平にするくらいなら‘帰

って酒飲んて寝た方がよっぽどマシなんだ.

『残意fごゥたな.だが主、貸織勺ポリ公がい〈ら頑張っても俺たら全員を1南まえるこ

とはできゃしないぜ."ネットワークあるところにハッカーあり"勺て穏を知らねえの

か?J

←AM02:30・就寝(張り込み)

今夜b空はガス盤に橿わ才、ー点的星どニろか月すら見えなL、街のネオンの光c:
Z翼に海んて、、る.大気モ二タ一気疎からのアナウンスがダウンタウンの喧鰭に吸い込

まれてい<.

『明日c:鼠~5< 、飯沼甥が先生ー市民的皆さんは防衛マスクをお忘れなし細菌拐の

被書に対L、市当局はー明白責任を負いません 』

ぞう、明日む今日と閉じ、今日は咋固と同じ.だ11ど、俺たちはあさって令渇える

ために明日も命をチップにしなけりゅならな丸、 今は、張り込み中町栂婦と宮代する

時間まで、 Uと限りしておくニとだー・.

旬5



はじめに

このシナ9オIt6人〈らいでプν4しましょう.

プレイにt>いしτは特に£裂なキャラクタークラスはありません.た

1':しめる程度、冒険をニなして成長したPCがそろっれ・たほうがよい

でLょう.

また、海洋および絶海の泳上悲地守口険の主な舞台tLτいるので、

PCが〈小型艇ナピゲ四ト〉および・コアストライタ"で紹介t>れた新

スキルの〈水泳 ・桂子ヲド〉などを取得しているU'1験の肋りになるかも知

れません.

ストーリーItサン=アンジ:r./Vスから始ま ります.

護衛

今回の依頼主11ム・エンへイい、う人物で11ーマイクJν.パイオテッ

ク祉o;ll量点ーマイ ?IνBT)の海洋開発部門の謀長と名乗ります.

PCたちは伎の出娘'1'の身辺智穫を飾付負います玖その凶弾おIH震

うのは外界tの述絡がほとんE取れない海滞間進基地でした.絶j毎の孤

島のような3ぷ也内で退屈t安怨の日々を過ごしτこの仕事は終わるはず

でした.しかし、やがてPCたちはかつて経験したこ tのないピンチに

追い込まれるこ kになるのです.

GM用情報

ム・エンへイのiE体は沖ーマイ ?IνBT資察官撃の資察官{インスベクタ

目)です.

11ーマイクルBTのような巨声認~It. ぞれ自体がひとつの闘訴のよ

うなもので、同じ社員でも、吉弘容が逃ぇ1;1:'8')の会祉のようにお耳いのこ

tを知らないのか噌過です.全体i草創鴎極ιτいるのは母体企業の幹部

たちだリなのです.

このようにひ主つの企祭でふ 巨大になっ て〈る t本祉の方針や';fl~立

を棚L、私服を肥やす湯川てきます.

こういった迎中聖児つり出し、取り締まるのがインスベクFーの役目

です.簡単に言え 1;1:'、~車内の瞥務い、うことができるでしょう.もち

ろん、彼らインスベクターの行動11iE必や社会平静ではな<.11ーマイ

クルBTの利益を命優先事ぜることです.ム ・エンへイのような人物は

たいていその身分を隠し不正の箆いのある吉田郷にが入して償資するの

です.

今回の泌洋側宛例制 〈プロジェクト ・プルー〉に関するウラニユウム横

流し縫感もそのようなi時入彼貸です.

後によ勺 τ陰謀~I明らかにされたi揮が基地の所長11、 手{'結んでいる

テロリストをりLかり、ム・エンヘイ tPCたちをなき bのにしよう t
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企むのですが・・・.

ACT -1 OVER THE SEA 
PCたちは馴染みのプロ四沖ーのひHから仕:~l(の紹介を受げま した.

fI<fll主11ム ・ エンヘイ、カーマイ ?/~BTの海洋I時')~a.制tlJの課長 t名

束。ます.挙か不帯か、そのkきノマーにいたハンターItPCたちしかい

なかったので、プローカーはこの仕械を引き受りないかと持ちか1Iてき

ます.

依頼主 ム・ エンヘイ

内容:海洋実験基地〈ムロリア〉に出強中の依頼主的身辺笹穫を行なう

条件:特になし.ただし、カーマイクル8Tのプロジェクトの樋脇部骨に

ふれる可能性があるので、い〈つかの事項については秘密厳守{依獄主的

指示による)のこと

期限・ 1週間{予定}

組員蝿 :(1人当り)$8.(岡町 うろ$2.0∞I:f>J払い

事制11PCたちの交渉がうまりれば$10.0∞まてlll~Lて bb'まいま
せん. 前金11iilckでb会事掛噸の~までに して〈だが、.

ム ・ エンヘイの倉紫によれば、 ζ れから向かう海洋実験遣し防車l阜、十躍J~

〈サイ νントグYーン〉の本拠地の鼻先をかすめて行かな11ればならな

いので、それに備えて緩術を廠いたいとのよ tです.飯術を耳目うのはあ

〈までも朋心のためで、彼自身カ幣に命骨組われているい、うようなζ

とはないそうです.瞥備会主上や11ーマイ?IV.f;]，、E切Iを使わないのは、 話

を大l'きにしなかためだそ主です.

仕事が始まるまでは3日間の余絡があります.この聞に£裂な袋{量級

をそろえたり、いろいろなfi持fl{'mめるこ kができます.

以下にこの時点でPCたちが入手できそうなれ慌時げτおきます.

最近のカーマイデル目Tの動向

.除舗に目立った変化はありません.

.オクラホマのあたりでテキサナシティ tトラ71Vがおきか11ています.

8蹴のい相場的il!勝の1直中です玖今後武力衝突がないu:曾い切

れません.

.i悩，11部f"1I1海賊の側TIこ材抑こ対策{'.)tててい〈主事桜ι まL1~.

.い〈 つかのインディーズえ・ットでカーマイクルBT本社τ大桜な人.111

がありをラだいづ貯が'ìir[れτいます. 部f"J('るみの耳、瓦~"j'牛が絡んで

いるらしい、 とのこ tです.

海上鉛量について



• 

V キシントン紀翁告"のパラグラ?の備制を司自!!<<して(1:幸い.

ムロリアについて

サン=アンジエルス・シティ州時する〈フェニリス肺iffi)のうち、

泌与れ切島の純資と回llVi'fr化について研究したり、配列Jな施訟を綴働事

ぜτいるい〈つかのt高l~:r.lIîIiがあります.しかし、その位低や業務内容

なEはt、まひとつはっきり tはl引かされていません.ζれは自然保滋テ

ロリス'ム(過激な臼t.!ll純到isl本tその話;1!})から研究施段、袈人なEを守

るため.サン= 7 ンジエNスの怯~I~で":tめられた+111訟です.

また.こういう施設があまり公表寄れないのにはもうひとつ理由があ

ります.モラルi(qからはあH 歓迎!きれないものであるからです.実験

施訟とはいえ、 p証上に処役された施設は泌を汚す百if(j討霊があるしまた

他シティとの衝突のIi:lU日じらなりかねません.i制肢にtっても物好の目

』霊tな晶でしょう.

ムロリアIl以iIOic :H':;::維ままで小さ〈紹介きれたよ主がある、 比重品(J'.r，ち

い水~.11.1峨msilij締役で、 品駆改良した新捕のプランクトン⑪I IJl - l)

i'~同IJITJ して海水から耳目野な物質を取り除( ~いうようなこ t をやってい

るようです.ぞれ以上、細かL哨裕111得られません.

海鮫 〈サイレントグリーン〉について

〈サイ νントグリーン)Il自然解』止戦線を名乗る一樹のテロtlli:'lです.

この解.!HI~すペての人のために副Jえるようにすると合うことγはな〈

r耳iなき人々Jのため、すなわち自分たちのためどりに数少ない内然を絞

〈プロジェクト ・ブルー}とム・エンヘイ

研究所松園たらには、褒向きニの計画1:'ヵーマイクル8Tの綾術力

で淘，草汚染を取り隙〈鍵験Jとされています.:かな〈と b、海洋開発部

のほとんどの様員はそう信じています.しかし、二回計留にIふもう一

つ別な側酪がありました.海洋実験基地ムロリアは実はウラニウムの綱

製工場でむあるのです.一世紀前には採算がとれないと思われていた潟

水からのウラニウムの録取ιパイ方テクノロジーで開発した(M I J 

1・1)の釘かげで、。嶋コストで採取できるようになったのです.

採取されたウラニつムは綾兵鵠生産にも使われているかも知れません.

この総密徳的作集を隠すため、ム。・}7'的経理簿はすべて二重帳簿に

なっています.ニのことはカーマイクル81のよ膚歯車の盤投と、海洋開

発部のー舗の社員しか知り孟ゼん.他のメガ=νティや?スコミに知ら

れるのを避けるためです.

今国、ム・ヱンへイがふロリアに向かうのは、このつラニウふのー泌

が横流しされているという情報告得たためです.

ウラニウム採取事費量が褒向宰に出ないニとを良いニとに、~取したつ

うニウムの一部を色町メガ=シティやテロリストに繊涜しして私服をJle

やしている連中がいるのです.ニのため、領簿1:ニ箪どころではな〈 、

三盟、回.にグチャグテャになっています.

ム・ヱンへイはこれまでの綱査で大体的機流しの実態を1溝正えました.

しか!-.首齢者の畠前はまだ不明ですし‘具体的な償流しの証拠"見つ

かラていません.そこで最後の絡めとしT自らムロリアに乗り込み、胸

置をするニとにしたのです.

b..エンヘイが寝慨をカーマイクルの干会社白書備会誌や私段:aでは

な〈ハンターに積んだ本指の理由は‘自骨の待勧告首11者に憎られ'.い

ようにするためです.首謀者由主体がわから主い以上、カーマイクルB

Yの息がかかゥた会社に頼んだのでは、嘗践者に密告されたり、妨害を

受ける可能性があるからです.

旬7

DEEP BLUE 

うペきだい、う:意味なのです.

jí};!iで11i側tt畢~cこ力を入れていて、~!:*:;tガ= シティ沿，j1会-I!!tで活

動i'行なっていますが、 bっとも活動が頻繁に行なわれているのはサン=

海水からウランを取り出す

j鼻水中にほ微量tなが勺、つラニウムを始めと して、企、銀、 白金、錦、

鉄などさまざまな鑑企属婦がイオン紋懲で溶けています.これらを取り

出すのは原理的にはそれほど隠しいことではありません.不純物申余骨

な他的金縁イオンを取り除いた上で電圧をかけてやれば、電極部会に析

出してきます.

現在、海水から金属を取り出すというニとが行なわれていないのは、

とても採算ベースに最らないカ、らです.例えば、O.028mg白金を取リ出

すのに 1トンからの海水を処理しなければなりないのです.

しかし、かつて高価だったアルミニウムが電気精錬法が発明されたこ

とによってbゥとも安価な企底的 1つとなったように、画期的な手段に

よゥて害わめてローコストに海木から金属資源を取り出すことができる

ようになるかむ知れまゼん.

このγ ナリォではバイオテクノロジーによゥて作り出されたプランク

トンを使ゥて二れらのm金属を採取しています.

実際、人間でさえ体内にカルシウふをため込んだり、体内に入ってき

た賞金属を毛髪などにため込み、排出しています.また結菌や豆町織に

ついている銀総面などは空中田窓棄を回定，Htるカを持っています.

生物的能力には時としてとてつbない仕事をします.有名な光合成で

さえ、 20世紀現在的科学では真似するニとがで書ないのです.
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アンジエルスです.ζれIt.サン=7ンジェルスの支配企梁;tJーマ4タ

ルBTが他のメガ=シティの支配金梁より地線再壁掛掛に熱心だい、う

二f.l無関係ではないでしょう.nE!;大化したm聞に段〈あ争がちなこと

ですカt建て前であるr自然解放運動Jではな〈テロのためのすロや巡動

資金を期途するだりのテロ活動をやるメンパーがIHんEです.

ム・エンへイ

，]-併で貧椅なf事絡の東洋人です.

いつも頗にオPエンタルスマイJνを浮かペ、経しげな靴のある曾3躍を
使，.~す.何を削lいてもにこにこ主総同こいか・9営う得体のしれな

い人物主映る二 tでしょう.続々 tした外見 tは誕腹に、'iJlはかな0の

やり手です.地脳や浩子以外の肉例制閥的のサイパ叶ヒはしれ、ませ

ん.肉f材量化目的のサイバー化をしないい、う ζ 主11エグゼタティプの

涯でもあります.

能力傭

5 T R 10 R E F 12 0 E X 17 I N T 21 E 0 U 16 

P E R 14 5 Y M 10 W I L 15 5 U v 0 H P 8 

サイバ由化状況・ジャック=イン/サイパーリンク端子x2'，ど

主な取得スキル・万能以外のすべてのスキルを50%で取得しています.

主な装備:短針鏡、ファイパーンヤ Y、7ラッシュマスター ドガン、リミ

ツ争ニ νプル、リングポム、マイクロ トーチダど

ACT -2 BLUE CITY 
海洋実験お也ムロ Y711現在、サン=アンジェルスのiti商筑lO<mの大平

洋上にfl訟Lτいます.進路途中におなどはありません.

PCたちが航岱機や船舶なE無補給どこれt':lIの航続距鰻を持つ移動

手段を持つτいなかったtJ}告{たいていはそうでしょう}、カーマイクP

BTの連絡艇に似日韓させτもらうこ tになPます.便乗なEの手配11ム・

エンへイが行ないます.役に立っかrう会・ItJlilにして、パイクやコンパ

ヅトシuν(.らいなら.貨物tして→約二運んでもらうこともできるで

しょう.

この27i速艇はサン=アンジ:LIVスのサンタノぞーパラ ・エリアにある ν

キシン トン紀念港から発:{/します.PCたちが独自の手段でムロリアに

向かうとしても、 t りあえずこのv~シントン紀宮港には一度11立ち窃

らせるようにしτu，:きい.

レキシントン記念港にて

このνキシン トン記意識はカーマイクルBTの私IltPJlなるこ主によ

っτ、現在まで存続しています.小規綴なi捧遜~UHì躍も1t1即発剖11" 1の研

宛綴織の西IilHして使われています.

出発の当日、 PCたちがレキシントン1.è~洛に行〈と、ム ・ エンヘイ

の他に "j(.H~. 王?い女性が待って←ます.
fムロリアの珪骨量T学者、ジュダィ ・エノマーソンですJ

ジ'"デイは15ちついた雰副長1の女性です.Ill't正は所川で持吐11こ庚勺て

いたのですが、今回ムロリアに戻る-""(、従来色せτもらうこ主にした

のだそうです.

ムロリアまではこの抑制緩創出って、約M聖寺田lいづ tころだそうで

す.

ニの目、海IWtい軍事がかか勺τぃτ、 ~':;i車艇の艇長It品協を巡らぜ

るよう宮ってきます祇ム ・ エンへイ 11強〈出発を~mします.泳ヒで
1:1.特別、なにι起きません.;;普がかかってνなかったら》蹴Eの袋駅を受

けたかも知れません合えム ・エンヘイはそのf立険を考え、あえて務の自

の且搬を進んだのです.サン=アンジェwスを111τ約181輔自i低水平線

に大きな車彫のようなものが比えてきます.目的胞であるムロ Y7です.

小Mt百速艇は海面主同じおきにl'&i産された浮きドッPに捻舷します.

句8

ジユディ ・エパーソン

生物学t-胃f先Lτいる女性冒険凡 2ηIl.~喜ち省いてはい ますが、不

足や1則違いを決しτlltめない齢i誕のきかない性格い、う一面もあります.

能力値

5 T R 9 R E F 12 0 E X 14 I N T 16 E 0 U 17 

P E R 8 5 Y M 14 W I L 11 5 U V 0 H P 5 

主な取得スキル:生物学 lC旧%、医学 30%、策学50%、化学 30%、

小笹終ナピゲー争 30%など

主な袈備 :特になし

海上都市ムロリア

ムロリ 71阜、太平ぷょに浮かぶi事遊豊臣都市です.海関よ部は l辺が約

150ml1tの正方形のプラットホームしおきl伽nの監制熔(指令室}から

なってャます.プラッ トホームの半分はヘリポー トt小11犠の発着場に

なっτいます玖駐まっているのは2人采りの短距離へ9がl畿だけで

す.また.娘。の半分は、水車井加古のためのドームになっています.

このilfr部分とバランスを保つためJ陣中部分115Qm11tもあります.

'iJl際の実験施設や居住区な Eはこの海中部分カ噌Ii~当τ られτいます.
このムロリアに?畑級住しているのは30名で、全員、カーマイクIvB

T社の社民です.をのうち10人が海洋開発偲の研究部門の研究者です.

治水艇や滋上縦、へY"プターなEの操縦kメンテナンスに携bる者が

10 島、 ;tJ ーマイクノ岬~.1&'J1lから首脳宣きれてきた保安関係名(ガー ドマン}

が5~、あふ施段のメンテナンスなE却嘩内で実務に燐わる工物責術



者が5名ほどです.

ちなみにテロ Fスト t絡んで甘いtlを吸っているのは、 wr*のフィッ

シャ- f.あ t金所.nのうち~Ilrです. 5入の工会対ìll'~.研究者のう

ち半分l~itRIH:知りつつ口を出きない(出せない)でいるか、厳1111強行

しτいるこtを知りません。

PCは紛糾内に基地内を勝手に歩主悶晶こ tを併可寄れていませんが、

書官伎なEはないので、ほとんEの剖般に自由に出入りすることができ.

ちまぎまな人に話を削〈こ主もできるでしょう.

ムロリア内のネットワーク/セキュリティ

研究施設τ世!われている数台のコンピュータのそ釣ν11¥11略的'IiMでロ

ーカJ¥I;f・フト (ALTOS)に扮詩書きれています.l~続とい。てふム

ロリ 71まいわば人工的な~，~て、物質的なケープwを使勺τ阻織をつな

f釈には也、きません.また、本土からの耳鎗がひr<織れているため、

直様、マイクロりェープて匝l線をつなfわりにい、きません.通Hf街並

で中継したマイクロ波を使って、 l 日に i広だり数秒~UJ、 ALTOSに

t~殺するだりです.それすら大気の状態によっては行なえないことがあ

ります.しかし、fUJP年にこのζ いま，、ッカーたちを強制jする役に b立っ

ています.い制二優秀なハッ角田い、えど b、回線の物理F的な接続がな

りれば侵入のしよーがな也、のです.また‘これがム ・エンヘイがわき'わ

ずムロリアまで飛り込んできた現111でもあ0ます.

事τ、セキュリティに側してです.ムロリア内の役舗は全般にIfI式で、

あちこちに設置きれた盟主総カメラを除'1ftコントロ-JV11オンライン化

されているわりではありません.保安設備はそれぞれ私立したセンサー

によって{憾kするタイプがわずかにあるのみで、 1よいτいは剥車内を~):

DffP BLUf 

安'~f(が見回るい、うことになります.この姥般には舛磁の佼入はIH

んEないでしょうし職n数から考えれば犯1II!'(';捻動なEもまず考えら

れな←ので.ニの〈ら，.の保安で寸分なのですが、これは2()U胤並のセ

キュ9ティです.

マックス号の遭難

ム・エンへイ I主役目UlJ、ムロリア内を悦察して見てまわ~.不正の111

2起を確認しつつ、首，tt者の測り出Lを急いでい£す.PCには二のこ t

11' .。さい明治、きれませんが.U匂也内の股ぬの'1'Iこ11鍬臓を隠せない者

('Il¥てきτいます.~た、我が身かわいきに上司ややNUJの1!RII~ム ・ エ

ンへイやPCに漏らす者も出て〈るから知れません.

事 τ、そんな~'. ついに11111'ヵ程こ Hす。

ある目、監ω哲のコントロールセンターは何やら瀦然としていました.

技術者のひtりに帥I(ふ海底記助言替水総〈マ、ノクス}が泌中J)qil!を級

制。1'消.(I.~絶ったのt:f. 教えて〈れます.2剛mご主の定Nli!Il絡が、既

に4肱，'AUJijijヵ・らないのです.こういった"r因不明の遭襲撃は込地始まって

以*のニ t なのだ毛主で、司~をlR<児た所長はf費芽;都隊を編成事せ、

彼自身も腿耳障隊に加わ号、近五時海峨の微量ミを始めました.

尚昆自身州盟諸民事~Iこ加b るのはおかしな ζ とですし.都也内の紛のす

ペτ111虫採に:Hて行っτしまいました.プラット7，守ームの2人来世ヘ

リt:III1航続距離がIiv.'.ので位われまぜんでしt.:.o 捗111二五枇息していな

い名だりM加車内に取り伐きれたような格好になり、保安ilUlは鈴t~

に引っ込んでLまっτいます.災I主マックス号の道路11fll告書で、 j¥忠良11
ζの隙にサイ νントグリーンをムロリ 71"!にt(jき入れ、ム ・エンヘイ t

彼に事~Illする者 (PC も合む}を有結在してむらおうい、うi怖Iなのです.

で歩..--

句9



ト判。隣国〈

E階

目

匹』

5階 B階

目
指令繕

基地内の傑1ë-~耳wtPCたちと[乱織は対決せず、基地のコントロール紋

侃や通信!ti訟を防衛するのです.

サイレントグリーン11目標の人物を殺容Lたあふ去っτい〈こuこ

な今ています{本自に約束を守るかどうかはわかりませんが).そLて、

所長はコン トロールh1i~止や通信施設を7E可した保安製品をほめ鍛え.本

社に旬以也がili践に腿われたが.被祖堵il1本社からの.'1'，級Hを含む1;滋.

器地選営に潟;江市なし」 い・うようなt!l告ができるい、うわ11です.

~て. 2時fllJもしたζみ、鍛目ESEおり、 ?γクスザ11基地にご〈近

け伽1{でt費祭事止に発見事れます.しかし、救助iR動の前1ι 縫のメッセ

ージと緩いSOS信号を発信して、マックス号u盟諸;鰍11本当に遭践し

τしまい£す.

「巨大な彬が、海中を・・・! こちらに米る 1 うああ』

強烈な金婦の打奇書昔じ跡事前吹き出す背カ寝}からの¥'l'i"t.J号のす4て

です.

ニれらのE匹伽抱ニるのは、サイ νントグリーンによるムロY7の制

庄がnなわれる筑~mnjijのこ上です.

絞らiぶ・ずれムロリアに現れるであろう巨大シャコに鈴われたのです.

しかしょの時点でPCがそれを予測するこ tはできないでしょう.

見知らぬ者たちの鉛

マフタス号般耳障のためにすペての艦艇が出払。τいるムロ Y7にEこ

からかlJlれたお速艇がや今てきます.入港統制針重絡をするUIJもな<.

その船はムロリアのドッグに位入(...数10人のテロリストヵ~tJ也内に散

らば勺τしまいます.

突然、 オペレ-~の叫びF切りニ~hrり.続いて司令室の照明がi耐えまし
'・... 

メインモニターの蹴而が切りtiM.3入の切か'Jliil面に現れます.

3階 ム口リア見取図

ぉ前田」

7階 日階

。闘 4.研究飽厳{研究 8汚水姐理1m
Zi.贋民賞用のバラ 周回水帽、他} g エネルギーブラ
ストタンクと、それ 5.J:.?J~ギーブラ ント
を制御する!E11IIl1 ント 10.研究室

水ポンプがある. にの剛志他岬幡町 11禽.
1階 E錨置との幅さ} {こE珊俗曲白幡町
1.潟中ドック 2陣 218置との直古}
E修理用臨トツク 6.マシンルーム 3.5.8聞
3.ドック申コンピュ 1.4/ピユータルー 12.串佳E
ータール-b. ム 悶.私璽

14.研究置

I&.';Iロン
a聞
163事eドソク
11会織壷

18.11鎗畏官軍

19.轟J$C・-輯富

2O.M2会a.
Y陣
創，公終結盟

詑.体向車

おアスレヂyク・
ジム

24ブール
ZS. i*::iI¥ -JII 
26A¥11¥-}!I 
21貴量

29.!I!l!i 
nザロンTJ眼車

30.ザロンB
31..斜服
32.11・僚"の制
8聞
33水1JI!i瞳

剖.ヘリコプター
繍嗣服

35ヘリポート
39.ヘリリフト
31. '"甑への出口
掴令i革

39.掴令直

r ;11--.イクルBTの社員にftfl ムロ Yilt自f相事政連創Iftl体 {サ

イνント ・グリーン〉が占拠した.ただちに我々の術怖下亡入札鰯t

な担政克をしないようにJ

聡itたちは驚いて~ニターを見つめるばかりです.し:かし、二の t き

PERのAR15~ <l荷村医学〉のSR2の両方のチェアタに成功したP
CIムジュヂィがf血の戦nιll:に街服しているこいこ奴がつきます.

1司時に入P口から武袋し、 tlス守スタi:'fiげたテロリスト8入倉市t入

してきます.

武装テロリス トのデータ

R E F 12 SυV/HP 0/8 

W IL-I (格闘の)攻耳障力 士O

E耳鼻:ファイパーシャツ、防弾ジャケッ争

遺書備 :9剛 SMG、5.5伽柵オー争ライフル、コンパットナイフ、手指弾な

ど

戦闘に関連する取得スキル 。ストーキング 30%、カモフラージュ 30%、

小火総 50%、投機 60%、繁手戦総 30%、ナイフヨンパット 30%、

裕劇団滋 50%など

器地内に伐つτいた者11Wi色紙抗できまぜん.戦別になるのはPCが

鉱抗した緋合だりです.

テロリスト会白戦するようなら、彼らはいったんは指令室からf必邑し

ます.PCがうって品ょうとする tそこここに仕掛けられたトラップに

よ って行〈平i:'~lUれたり.他の総員を役すい・う街迫を受11るこ t に
な川す.ここはひtつ嗣ーを兄ましょう.

以上のプロット、£たこれからの展i聞はPCが全員指令室にいたt恕

定ιて剥lまれています.PCカ慾J似勾の他の場所にいた場合にはGか11孟

2 0  



7ドリプて刈I占して〈ださい.

NPCのコントロールについて、退陣りがないかn，ム ・エンヘイ

I:PCたち t8'IH重11，ジュディはPCたちと偶然-11'iにいて11'1'れこ巻き

込まれるものとして〈だきい.

反聖書

PCたちは-;rr1:~信じて粉見守羽E躍するこ主にな Sでしょう. そうで

IJい場合(1剖じ込められたまましばら作制mがたつτPCが例b行動を怨

こそう止 しない場合)、サイレントグリーンのζの{怜止でのリ ーダ一、エ

ァクがPC以外の戦nたちに呼びか11て交渉~Hなう ζt にするか. 巨

，k5/ヤコの腿療のパラグラフまでシナリ才~進めτ u:事い.

指令室に閉じζめられている人IlIHtPC守合わせて全部で10人11-<で
す.娘りの峻JUt食設か体背館に閉じ込められτおり、ム ・エンヘイは

基地の動力施1&1勾に潜んでいます.しかし.このこ主を知っているのは

テロリストたちだりであり， I胸躍しτ聞き出すのはftの併れる仕事でし

ょコ.
m令室の入り日は l かPrr仁外にJI.!Il!り 114人います. 見~りは l時

1111ごいこ2人ずつ入れfSわります.また、私JJ!.カメラで'1;r;時監悦されて
います.1:んな脱出の11械をとるにしみ、和1らかの1J宇よで負担Lカメラを

領効ItLτおかな〈てはならなνでしょう.

ょの部屈の窓は外に而していますo ~，ゲラス1:砿噴強化カヲスで、 ?J

通の人が時子をたたきつりる〈ら丸、でWl'lれません(5l' RのAR25入
場統て添ったり.サイバー化した抗てlI.Hつりるのが一裕でしょう.窓

の外1130anほどの附初切りmしています.ここをIu..，τ外に脱出寸る

ニk品できますが、鉄材を被るためにはREFのAR20に成功しなりれ

ばなりません.失l止する u拒{師に洛下し、ダメージを受"た仇敵に気

づかれたりするでしょう.

見世AH曜脱請をするなら、前J13のテロ9ストメンパーのデータを使用

Lτ 〈どさい.紡 tlなどがfEせられれli;お也内の他の倣に気づかれてし

まうこ tになるかも知れません.基地内のすロリストIH:i剖iで30iい10
10人います(もちろん金iH-斉に1践うようなζtにはなりません).

見í;Uりをヲピ敬しても.廊下にはふた事総の武銭しt.:!)~たちが1司組か.

7Rに巡閉しています.彼らに遭遇するS基準115分ごtに笈目指です.不審

な者を見つりるu-r発砲Lます.そのあ!:.ffl*lnJに知らせるためにm
-lml符杭iベル守的らします.

この務総辞や'fJI/Iを1>>1きつりれば.数ラワンドf主にやは0選曲中のテ

ロリストヵ悦殺に駆りつります.応識が駆りつりるまでのラりンド1:4+ 
1 D 10で決定しτ<1:':..、ただし.ょの主主のダイスの目が9か01:
ったなら応緩It米まぜん.色う一波紋i!lか事手首i普カ切り締111工、そのた

びにこのチェックを行ないます.

ジュテ.イとニックの手写会

PCたちか可品況に考えていτ、反感にIJ¥ないようなら.テロリストた

ちは基地内のPCたち tム・エンヘイだりを何tかするためのii'H即位起

こします.まず、 PC以外の戦J{たちに呼びかりて交渉を行ないます.

r峨liJr.省、我々 の闘が')11-結たちを似つりるこ tではな弘、 ニニに入。

込んでいる本社からの社H-~}たちが絡会・にお~llを岨~Lτいる .:.t を拘1

9、その脱倶を%めるためにやってきたドプ4・ズミふをのポダィーガ

ードをしている述中骨量!ft.U¥ぜli.枚々は二こからmていニ九 ω分待

つ.従わねli.ll1令蜜にはロケフト揮が撃ち込まれ.品位も助からないだ

ろう』

世ーダーの面1I11指令蜜のスタPーンに映し出l)れます.以外にbオ7い
別です. ょの;!~l量~見、 731誌を附いたジュダィは量告さの埋司世を隠せまぜ

ん.PCIま彼止にζの場でそのわりを賞InJするかむ知れません.

2噌

O •• P 8LU. 

このテロリストはジュヂィの3Eの丸なのです.

rュッタは兄なん司プす…・・・4sl'iiiiに家を出たきり行方がbからな〈なっ

ていたのJ

ぞれがなぜ、テロリストなんかに 9

rわからない/)"，"然のTT-きな.いい人.t!ったのに]

そして‘ l.fつ~11'つ りtユックのことを紡して〈れます.

ljo1ij続を早〈に亡<Lτ以来ずっ tふた0きりでで綜ら ιτたんです・いそ

う.4 S~liíjまでは. 布、たちの両鋭は:tJーマイクル自Tの主土J{でした. 特

に父1;1.叶"'fNlitjf(役にまでなりました.憶えておいてでしょうか、 17Jp
iiijの"グリーンウッド ・スキャンダル"を? をふカーマイ?1"B1'

がオクラホマに魁秘に漁ホ抑制i?を保持していたこ主、そして.それをl当

社の一部前~/il骨組の利益のためだりにliI!JlIきれて t、た二と 。 それがマ

スコミにす勺IttJ<1J・11.， テキサナ、>1'ォ=アップルから兆鱗を浴び.a
7'"オクラホ勺段攻〉の口;JHなってしまった11'1'1です.父11-，その制
民初~~仔す; としτ..J世論局のi島3防受11τいる最中tこ自殺し まU~. ャ

え、相、とよユγク1;1.，父のgel1-自殺ではないと思っτいます.)ウーマイク

Jν13TによるE荷車tt:u江じてャます.

むし父がそんなこ tをやっていたのが本当主ら・ぞれは.会社の命令

で'11;111Eしてや勺てたはずなんです.カーマイクルB1'カ穏<1ニmせない

:t.:を必要 t していた、そしてその~資金の湖速をやらされτいた1:11に

速いないんです.身内の勝手な思いこみtなわれτLまえば、ぞれまで

で寸.そのころから、兄1;1.:tJーマイクル131'を悦むようにな勺たのだと

思います.父の夢、本当の自然を取り炭す、そんなことを考えで…それ

で、あんなテロ同体に o !.I&BiなユァクJ



出堂凶2抵

巨大な生物の接近

よれは本来I1PCたちの知らない tころで起きるイベントで、それも

指令室にいて、そこのセンサーを比ていなりれば、決Lて知るよ tので

きなt、ヒントです.PCたちは:1'1カ程こっているのか制佐測するこ主の

み許されます.

まず、 2証正t簡に対するスキ守ナーカ吹常総伏を~êえします.

鋭いτ砂をかき分11O背をソナーが縫えます.巨大な砂k緩かクジラ

などが例を通ったかのように、畿地必鋭部のY財産に乱れか彼測引に軽

〈悲庇却に綴触し、またJ:l.<I'Cこ潜ってしまいます.

これだりのデータからではほとん.folも分からないζtでしょう.し

かし INTのAR25.または〈生骨量r:!t>S R}oiに成l!Jした PCならI~に

これらの鋭測デ-?i:突き合わせてみればτ放のζtヵ怖租'1できます.

まるで、巨大な物体が砂中から~れ‘そして.4の梅i>llW也を讐戒す

るようにまわりを移動し、また砂中にmえていったようだ.し

ACT -3 STORMY NIGHT 
~て. PCたちは1見荷:.二にいるでしょう念、むし反感に出τいるよ

うなら、この指令家γのイベントはありません.WII!内のど二かでテロ

?スト t交戦中、 巨大シ守コの銭療を知るこ tになります.

PCたちがジュディ tユフクの関係を知った.つまり術令室にいるな

ら、そ こは騒然主な勺τいます.職員の中にはPCたちを袋しだそう、

または出ていっτ〈れHlいiHす者がいたり、それを制止する者なE事

まずまですが.おそら〈彼らの出す依終的な品切富I1P Cたちをt~問主にす

ることです.

PCがこのあと取りえる行動はふたつあります.ひ t つは指令'liH~' 、

るζtをfi!険t判断し‘反懇に出品こふ島うひtつはとりあえず、テ

ロリスト t彼らに従ってPC i:l.I.¥ L'!ξうtする聡只のnう4よりになる

こtです.

指令室にて

職nはPCたちを武器産解除寄せ(PCたちは武鑓を隠し持つこ tも可能

でしょう)、テロリストを指令巡に呼ぴヲ寄せます.ジュダィ 11彼らの行動

に反対しますが、Jf(り押さえられてしまいます.

やがてユフクカ屯I)'(fのシャークふ{也5名(PCたち H司数〈らい}の

都中を従えて、指令家にやってきます.

PCI:ζのゆI同までにうま〈戦nたちを1脳性してテロリストを倒す手

段を考えているかb知れませんしそうでな〈 τむテロリストたちを倒

そう tアクションを起こすかも知れ£ぜん.そうなったら、この場て被

酬が起こります.ただし、 GMIまジaヂィ tニックの関係を考えτl刷用

して<，!~也、 PCたちがジュヂィを人11に t るような ζt をしτb テ

ロリストたちの行動It変わりませんしジュデイがよ見線香れてPCたち

の人質になるこ主もありません.彼女は公正な位絡で、ニックを，nっ向

から説得するつもりでいます.それ以外の策にはい勺事い協力しません.

PCたち州キに策を織っていたい、うわりでもないなら、テロリスト

たちが揖憾にやっτきたとき、ジュヂィ 11iioiに巡みIIIて、ニァクに訴し

かけます.このtき.ニユックはひど〈書官章、テロリストたちの鎖:創ら語し

れるので、 PCたちがjìilかやろう ~Lているならチ令ンスです.二のま

ま戦闘になるか也知れません.

ジュディ 11PC~テロリストがよの指令1ñ引眼目自に突入したときら、

ニッタを説得しようと何度も試みます.テロリストから噂い取った泌Ili

援を使ったり、あるいは無線にもユッタの日のjjijに袋i:~ らTなどしτ.

品。 t あらゆる'HJtでニ・ノ?~話し合おう t します. PCc ~ 品 協力 i:?1J

mして〈るでしょう.彼女11ニックを説得するためなら.自分の命をf(r

険にさらすζ~ b"い‘ません.

「やめて、ユフタ 1 あなたは崩事れているんだo! 環境の保織なん

τうそっ11'ち、本当は白分たちTごりで自然を独り占めしたL、のよ.あな

たたちの宮っ τいるカー?イクルの聖f強~.こがよ主う t言うの? あな

たたちは本当に自然にたいして仰の調!i:n¥L.ていないというの? 自然

にたいしてall を~l!していない人rmなんていないわo t.!から自然を事泊ミす

るの、ぜめてもの脱却に J 

うま〈ニックにこのゾュダィの雷;!i!iを伝えら久また十分に時11I1をか

11たなら 11'、ニック IまE以!Iされかか P ます.しかし彼は 9 ーダ-~ し

ての資信L 今までの臼分の行為に対するプライドからす寸には投偽し

ません.

実際じ投降するには例かきっかりが必裂でしょう.巨大シマコの街幣

による戦闘の中断がもっとも大きなきっかけになります.他にジ...ディ

が紛糾こ倒れる.武力によ勺てltl~玉幸れ晶、な tb :1Jえられるでしょう.

ftのテロリストたちはリーダーであるニフクの指示にf;{;います.

ジュディがニック~1見仰するチャンスが与えられな〈ても.戦酬の勝

負が見えてきた縦、突然築地金f初吹き〈撮らぎます.RE FのAR
15に失11'.<L.たキ守ラクターは金H、床に転がってしまL、ます.ニフクは

よの~ ~!itに強〈たたきつりられ犬怪我をしてしまいます (HWl.
ニック・エパーソン

3除。ジュダィに似てはいますが、より柔和な薗じ立ちでなかなかの;x!

.形です.中肉'1'背でとτもテロリストには比えません.彼IUちらかt

いう~ifo1JJ家ではな〈忠招請託なのでしょう.
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能力鑓

S T R 13 R E f 28 0 E X 12 I N T 15 E 0 U 14 

P E R 20 S Y M 11 W I L 15 S U V 0 H P 7 

サイパー化状況:強化人工神袋、知覚センサーなど

王な取得スキル:I量級土木工学 80%、鑑定 50%、尋問・拷問 30%、

暗号・信号 70%、地上車全般 80%、小製艇ナピゲート 90%、破略・

戦術指鋪 80%.爆発物 110%、小火棒鋼%、狙繁 10%、投婦 m
%、繁手戦闘 lC由%‘絡闘回滋 10%、ソ7トプログラム 80%など

主な袈備 ・タンダルガン、 9圃 SMG、ジャンプスーツ、ボディアーマー

伎は?ング'J'Vjlンをf由。τ相手の動きを封じ込めるt，、うl院法i:U
tす.なるペ〈人殺しはした〈ないのです.

タングルガン ;ì.ット砲のような術t盟JlIの武鑓.ト 9~チのような~仏

政!fじill9マ二を童書ち出し、相手の動舎を封じる.宣告t硬化いづ5曜の性

質上、~)l<の布l且111余り述〈はない.ポ97ーに絡め主られた者l:i/i接

聞脱却関係の技能(<!軒手車版書〉や〈格闘悶選会など)のSRの難易度がすべ

て 1 段陪悪化する.命中制所カ明弘町Iであった場治.射~;V，のu能も 1")
じように軍司ヒする.STRではがすζ 主はできない.ナイ?なEで喧j勺

τ脱出す畠ことは可能(3+1 06ラワンドかかるl.今のtころ、告秘

書軍備*ru設τ実験炉jに速Jljきれており、市販はされていなL、

データ

火力 -40 ENC/HP 5/ I 発射方式 S 回数 4 経由量修正(-51

.... :20/'"切l0/-20/- 追加厳軍事なし 実質効果など基本的に対人の

み有効、すべτの防具は効果を持たない

シャーク

ユックt対1!Q.fl行Jな砕庄で者向ングまがいの性絡の非道なテロ Fスト.

念泌総の蝋を持ち、t<にすべτのも障にはクロームメフキが施されてャ

まれ畑正経験の少ないよユックのサポート役tしてζの{1:織に参加した

のですカ仁インテリ肌のユック~11J.!)が合わず、:y;に対五しています.

ユフタカZすんなり PCたち{ジュテ・~H和解しそうにな今たら.シ-t-



タItユッタを袋切り者土決めつ11.迷わず指令'1ifの全日に戦いを仕掛り

て〈るでLょう.伎は降伏するこ Utな〈、もし生き銭勺t:tしτむ絶

対PCたちには協力しません.

能力鏑

STR 20 REF ~ OEX 10 INT 11 EOU 8 

P E R 15 S Y M 5 W 1 l 17 5 U v C (艇部 ・額部は 5)

H P 18 

サイバー化状況強化人工筋肉、セイヲテイラング、絡IU1~Oー{雨鶴}

主な取得スキル:磁祭土木工学図%、スリ 50%‘尋問・拷問 90%、

暗号・flJ骨 30%、小霊能ナピグート 40%、戦略・戦術指縛 ~%、爆

発物 150%、応車手当 100%‘ストーキンダ 80%.小火鈴 120%、

狙畢 1∞%、投機 80%、素手戦闘 IC旧%、ナイフコンパット 90%、

特練武総概踊 7~ι 格闘回避加%など

主な袈備:.45 cal 5MG、7.621踊パ争ル、手締弾、単骨子ナイフ、フ

ァイパーγ ャツ、ボディアーマーなど

ACT -4 THE SWORD OF SEA 
器地の;mれの原悶は巨大な生物カ都地じぶつかったためです.般車内

1$.-1やヒック状態主なり、指令1ilの聡J¥たちは阪闘を係ろう!:rl~起に

なるでしょう.

戦闘11.PCたちがE主しても統りたいのでないかぎり、すべて中止

幸ぜて〈ださい.負傷していない敵11全良部i騒の外に退却していきます.

焔初のtJi撃から l分後に海ぴ大きなt卸繋を受11.申。(9主総帥怖

いτいきます.そニターはすペτ智告メ γ -tージ~BJ島し出し、 fT3Uによ

る7ナワンスが2m.31[(にlf(なって響きます.

r緊急llC怨先生、緊急事態発隼J

r組Jがラスト剖珂度仇 i紗'J<iJ'iiIι入しています.自前IHiI'*総理、 n事Jし
ませんJ

r ドッグ1則ロ剖商高~n. トヘノグ内に流入'1'J 

rオートパランサー硲f働中J

r~.\\I11!のf'II.克州iいれ、まれ現在附ヰ角度0.08. 0.10、0ぬっ

突然.適切亀の叩板のI~Jこうの湖面4こ水柱が上が9 ‘ 巨大な黒い町、彼E

紛が現れます.(~肯学}SR)iまたはEDUのAR25に成功したh ラ

クターには、その巨大な生物がシャコt:!:わかH す{ジュディなら無条

件でわかります).ニのtてつもなLイヒIt物を兄て、テロ世ストたちの士

宮¥11声高、に低下します.テロリストたち(1:器地内の協力者m象。τき

たお連絡に戻り{ユツクは炭れ式ぜん)、途げよう上するか、選任遮れた

者IJ.全員除伏するでしょう.

テロリストたちを来せτムロ Y7から選If出したお速艇l阜、目前にま

で追っていた巨大シ守コに気づかれ.その前肢の攻聖書を受けτ破収きれ

てしまいます.

ムロリアのobドはこのnuにも徐々に進行しτいきます。傾きはだんだ

んt大き〈なり、戦Hによれば修理を行なわなりれば、ム 0 リアIt6時

(In'(ヲ己全に沈没するだろう tのことです.悦也しτb険地にたEり者〈

ニtができない以上.巨次シャコを倒すか、 Eこ制二追いやる方法を考

えIl\~ねばなりません.

tt況を務理lL、 ζ れから E うしたらいいか‘このゆ態を1(~J合する方法

(Ji.~でも PCたちが命を務t さずにすむ克千止}を考然してみましょう.

ζれは何tおりもあ9ます.

耳切

占引車11ζれ以上の攻黙を受付な(U、しばら〈すれば沈み.&躍も助

からないでしょう.助りを呼んだ1:Lτむ1mに合いません.近海にはマ

ックス号の償却まにIIIていたi!!中台寺悼んでいるはずですが、 ζのtt!tli1プ助
けに〈るζtはまずないでしょう{い、うより、シ守コに襲われて全滅し

包3

Df:f:P 8LUf: 

てしまっています入

こ二から脱出するためのメカ111HんE娘ってい£ぜん.プラット7
オームには2入来りのへリがありますが、これて警脱lのある主ころまで

飛ぷよ主はできません.逮定以外の目的に鋭うペきでしょう.また絡納

服の奥に1.1.ム ・エンへイがもしも伽昨のために隠しておいた，ト型のひt

p染州蝋艇があります.fMltのような影で、これはなんtか紛也にた

どりずwるメカユツクです.しかし、ひtりしか助かる二 tはできない

し‘第一、ム ・ エンヘイ~..lrもの名ilJ.このt悼航艇を児つりる ζ 主 はできま

せん.これを向かの打織に{虫いたいなら、 Eうしてもム ・エンヘイの併

可がいるのです.

基地内にいる人はPCたち tジュテ旬、経我をしたユツ夕、徽術て流

亡してな11れI.n研究fH工匁技術者があわせてゆ名、逃げ遅れたテロリ

ストが4各IH'、閃ピ〈議切り者のHi"応援只5名、そしてEζかに際、れ

ているであろうム エンへイγす.

きμ也内の使えそうな4動tl1ここで捗げられるほE少な〈はありません.

これから述4 る宵従刻列にそ今τ懲げるとすれば、研究に使われているM

IJI-1Alプランクトンの熔養術、冷凍ガスのボンベ50本、制維τ使

閉するためのliiii'.l;コンピュ-{lっきqtiltZ2ソナーポッドX4本、基地内

に隠品まされている欽井H餓却貨のドラム併が2か久そんなtこみでしょう

れ PCカ曝地I~Jを探鉱しt:~ ， NPCに母ねれ1:('知ることはて'きます

が、GMはζれらす4τを教える必要もないでしょうれ、〈っかはないも

のtしてもかまいません入

シ守コがなぜ港地~SX繋してきたの州主、シ守コの?，位を湖4なりれ

ばわからないでしょう.



凶受陸E監

シャコ

この4労骨の会長1t.20mlU'です.ζれだり巨大なシ、 2カ"Ji.れたのは

環j克舷泊四の膨響Tごりではないかι知れ£ぜん.自然持にはまだまだ人mJ
の知恵の法ばない現識がた〈さんあるのです.きτ、PCたちがシャコ

の狩怯などをよく知っている、または:f~甚な拘0.'&をジュディな Eから教

授寄れれば声倒Eを立てるζ とができるでしょう.

シ-t::llt.制限り内に入勺たもの{本流者起こした争、普をたてτ秒酎rす
るすベてのらの)に対して攻繋を制強11るい、う料値iを持っています.そ

しτそのm班長i止想像を絶するパワーを繰り/Jlします.戦闘町lの治ホ鑑で

もひとたまりもないでしょう.水中月Iの吸創設備がないのでJEiuiから戦

ってシャコを倒すこtはほぼ不可舵です.t!干物を畿地から号IU置すか.

別な1i恕ぽ殺すニ1:.1:考λましょう.

事例で仁シ守2のヂ-~討を挙げておきます.自t苛却でな〈メ tJU.. τ

扱って〈だきい.タ担ティ;!J;vによる死亡bあ9ません.

巨大シャコ

9イプ V 

R E F /M V 12/8 

H P 150 

袈甲lIi: (全面ー律)

A4ω'/90% 
兵義。前肢{命中寧aJ%、火力l旬、射程10m)

t}まぎまな作戦

まず、ムロ Y7から進げ出すこ tは不可能です.でIH'うや勺てt特有
を理主退すれ1<1.'(、いのでしょうか.

PCがよ況のい〈つかの機材を娘ぞう tしなかったり、 bし見つりて

品解決策を鱗じられないようなも、隠れていたム・エンヘイヵq13てきτ.
情報の鎚;tlや指示をぬLたりします.またジュディや戦nなEムロ Y7
~ 7~.・コにt干しい人々からも貨危なヒントを111111るでしょ う.

①シ常 コ~手持ちの武総て攻耳障L、倒す.

Ø7'ランクトン引制 して、シベ・::l~総量、または蛍QJtさせる.
③I.~{\憶をお t りに{点って.シャコを遺ぎ11 る.

⑥揃織のドラムf討を紋:J~ L、シャ::l~設す.

③骨i斑ガスのボンベを醐!t.....しばら〈シ々 2を述ざける.

@トリ を使う.

実際に I車、 <lJ<1>方盟、Iま耳訂lftj~です. 水中攻耳~IIJの武絡はありません ι、
PCたちも則怠してあるはずがないからです.通常の兵ι1ft.t水中ではま
った〈役に立ちません.~た役に立。たとしτ~. 1量物の袋町Iに阻まれ

てダメージを与えるニ tは1ftんどできないでしょう. I' C のí.ftかが，(~t

iItの弾事tに綴むほど腫rxな火E監を持勺τきていれば、 Yナーポッドを.f!.¥

IIIとして世!fflできるか弘知れませんが、をのt~l合.ホ四ミング数i置など

も品Tみ込まねばなり止せん.かなりの.~r.1Iを使い、シ守コに当たるかE
うかは附11になるでLょう.

包め方法はあまりい、えばあまりにひEい方泊、イす.ジュディや研究

nたちは絶対に反対Lます.~11放身刊躍を浴びせてらニの巨大シdヤコに

tってI斜面Iの肱婚も布えまぞん.ぞれEζ抑¥基地を合めた近海は汚

染色れ、~1iJ由内の人Iffllt.おのおの7ff%のE車場τ死亡するこ E になり tす.

⑤の1;法はあまり効を楽しません.この冷.iJIl!lンクはむLろA切車内の

浸水側FJfI二郎¥ムロ Y7の射畳を少しでむ食い止めるようにすペきで

しょう.

@ゆ方法はシ-t::lに対しアクティプな行動~取るとふそのn(，曲~発
機ずるでしょう.上!l!からの(/l政にli1!1llするむよし、冷ilI!!lンタやプラ
ンクトン続凝怖を縮んでい勺て投下したり、シ守2に攻黙を加えるため

に飛1;1:'す{水稲から頗を出したシーャコに111火器などtプ攻黙す晶}い、う手

e4 

もあります.

また、 Eの時報Eをとるにして bPCたちだけγ1;1.入手不足から知れま

せん. ジュディ主戦.tHt.も t より、テロ 9 ストや~t切った股Llなどtも

協力すれば、心地よいエンダイングtll'!<わえるでしょう.

MI..JI-lの平明

このプランクトンの型住などはPCたちは鮮し〈知。ませんから、作

戦の総~をする二1:1ま縦い、でしょj.ジュディか、 fil<の研究UはMI

J 卜i を散指しτ、シャコに干l 容な世~;t(4" ~ê~1.; toせるこ tぞ‘懲逃する

こtができるだろう t従議して〈るか色知れまぜん.ちなみにム ・エン

へ.11縫反jnます.カーマイクルBTτ1lI1~ê l1~f;'i!睡プランクトンを

外婦に欣:L¥するなEい 、う こ主はI時可できません.ξんな11'!I.¥iになる〈

らいなら.基地がìl~~たして Lまった方がいいI:toぇ考えています.PC 

たちが百四備tこ手m側Zって色、るようなら‘彼はt~~~酬のプランクトン~
会減させるでしょう.

事て、 このft却Eを行なうに111裂なニとはムロ 971耳闘の71<l荒tシ令2

の動きをよ〈見緩めるこ tです.また、府軍事前内のプランクトンに滋J:
t •. 品収事せるのに2-3附mかかります.この間!、ム ・エンヘイの剖IIf4
が入らないよう跳怠しなリればなりまぜん.

おとり魚雷

ベストな1j!:まはこれから知れませんo .~{t官[11 ;1 ナーポァドに大きな告

をIIIす機材を椀み込んで手筋fします.シャコはよの主品事('~I泌す)'i'追

いかりるのに夢中になり、基地から去ってしまうというわりです.ただ、

!.{¥司?のスピードヵりilすぎると、シ守コがれづ〈までもな〈彼1iへ瀧ぴ去

ってしまいますし、越すEτ11シャコに捉えられて l~ います.また、

一[配線仁批ぷどりではシャコの縄綴りを横切るだけなのであまり ~t'!1は

引き寄せられません.シ守コのまわりを「る(.1.> I自勺て、 ιか b品切~I>'

ら引き繕すように量K:JJJlτもらわねばならないのです.

おとりfHIltをつ〈るのにもやはり相自の且$:r:uがかかります.シ守コは

その1m、酌!な方法で食い止めなりればならないでしょう.

飢訴事fソナーポッドの榔車1にmむ音源It.fi可でbかまいませんが、 II:J脳
I主総導波IRです.水1'1では無線による Y-l:ートコントロールができませ

んし、ザi*棋で11勉)'IiJ瞳ιかflIiil事できません.つまり、俗載されてt、るコ

ンピュ-!lに航行を任せるいづ手しかめりませんが.~たして併効の
m~( ら孟せるようなプログラミングが革関1111でできるでしょうか? す

「にi島いつかれて察沈事れてしまうのでは? ぞれtiihi甘の代わり

にl人乗り世悦組理に識かが集り込んで・・・?

川ロカfこの!.(¥iII(州側雌}を磁波するヵ'f うか、 H~1.{æ(州偽;(艇}
をillってい〈かEうかは以下のルールに従って <t.!toい.

・1.(¥j}f.のMVI.H鮒のjjijl:3-2抑制闘で欽定でき ます.PC的院

して〈だきt、.淋品・必のMVI1Q-15の範闘で繰縦者が:fd!lーン決定し

ます.

.シベ・::lI;l.MV2 -I~のむのに反応ι ます. 1 D6でJえ応数紘WJじ

かそれ以上を:Ilすt攻察をH鍋けてきます.つまりMVが8に近いIU

シ吋ヨに気づかれやすい主いうこ tです.シャコのMVIま司書締役僚で11

PC、NPCに1;1.比当がつきません.!.(¥ml;l. 4本あるし.治市i艇It.fijタ

ーンMVを変i!!でき 畠のγ、拠地に1峨してみる Lかい、でしょう.

(7~' コのMV8-日照のMV)の絶対fili=反応数厳

.シマコの攻撃が命'l'lU(¥前、 t櫛l'i:総はただちに破t見事札機種者

は95揺で死亡します.

.シャコの攻耳揮を免れた1.(\訟が、シ叫::l~迷〈に引き寄せられたかど

うかのチェッタは俗紋ι t~コンピュ-?のプログラミング仰i御前:行い

ます}によります.プログラミングは〈ソフトプログラム〉でnなt¥チ



ニ&ツクに成功したら、その11mの分~i!è帥Lτおきます.この数(i([が引

き窃ぜられたかEうかのチエツ列二世却する似で、それ以下がoI(附で出

せれば溜血からシ守吋穏ぎ念、t:二kになります.糊雌It操縦おかf

〈小型総ナピゲート>SR 1でチェッタιて成功すれば港地から引き緩

Tζtができます.

.シヤヨを令官t4 ターン、 ~A詩血から~ l tJ徹すこ!:Iこ成功したらf(ij取は

完全に去。t:こ t になります.シャコは碁J~のよ t を忘fl. r こかtこtす

って しまいまLf:.

ACT -5 F AR OUT DARKBREAK 
ちτ、 PCたちはうま〈怪物を総品したり、倒しt~ ~.述ざCI る こと

ができたでしょうか.離かがみんなのために繍般にIJ.~ はしなか今たで

しょうか、

う'8の'1'に傾いたムロ 971;1:激しい戦いのあとを勃FZTFっτいます.海

耐はさきはEの峨制が鴫のようc:.m.やかなi庇をたたえ.凧の中でムロリ

アの折れ曲がった司令t菩Iまま晶で朽ちかりだ務棋のように号のシルエッ

トz-*ll師tこ投げか11て，.~寸.
生き奴った者。たちは一線に疲れきって、しかしはつtした辺司'11'(、斜

めになって主 よみどζろカ官製リたムロリアのデッキ仁」ヒが勺てくるこ t

γしょ九

通信他訟を修理すれば.サン=7ンジエW スからの事級隊もー両日rll

に列者します.とりあえず.今回の¥.1険はどうやら都了したようです.

み色相まなム ・エンヘイにうま〈踊らさすL 当初の幸断冊以上の苦労をιた
ようなれもしますが.いつb例のいい仕:111が〈るわけでbありまゼA.

ぜめて、サン=アンジェルスに帰。たら今回の日険の一部iを欽み仲間lに

献してうきを晴らすtしましょ う.fI<ll能主には口止めきれていますカえ

巨大シ"1"::1が本ヰ都市を磁域したなどい、う訴を維が綿IHして〈れるで

215 

DEEP BLUE 

害7

， 

Lょう.仕:111の後日級ではな〈て、ホラniHして話すなら、 f配車兄主との

従約には違反しないのではないでしょうか.

ジュディはつぶやきます.

rit!H!自然It弘たちを許して〈れな←のね J 

END 



はじめに

ζのシナリオはプレイヤー4-6人lfIに按定してあります.

シナPオの内容はパワンサー、品ットライナーl句けですが、すベτの

キャラタタ-11ラスカルぜランスよ〈参加したほうがプνイ11スムーズに

進みます.もちろん.そろ今ていな〈てふ多少のプロァト変:ll!によっ

τプνイは可能でしょう.

なお、シナリオの3:術省tなるのは、サン=アンジ，，-，Vスシティ絡外

で、ネットワ-11はALTOSをf史IIlLます.

ブローカーの秘密

サン=アンジ日スシ判明織住宅街にあるフィットキスクラ7・d
.ぜ A

11 B 11) の経営者は裂でブローカーf~~営んでいます.彼らはま るで

気ま〈・れのよ うに、たまにハンターへの仕lliの紹介をするこ tで有名で

す.

今図、 PCたちはあるコンポイの銭懲t ，うt.tlll~"，け!tいます.と
ころ玖提唱厚干定宅地場でゆ備をしていた絞らは縫の1郎 副グループ4こ攻般

を受付、 ttlllをrQWニ杏れてしまうのです.

攻繋Lてきた〆ループは、 Eういうわけか (AIIBII)の絵営者に砥

われた名でLt~. PCたちは. tか〈縫の貯の$-いfl<願主のF主総にはめ

られたのでしょうか.それ主もこれは説会'BIIの者が~J謝ν~t_'t告なのでし

ょうか?

総11少しずつ解き明か~れていき、 PCたちはブローカーの正f"'~知

るこ kになります.そして今闘の本当の刊険はそζから始まるのです.

GM用情報

(AIIBII)にはテキサナ ・テクノニPス社が経常に必裂な資金を出し

ています.ニの会社1111(1ますン=アンジエルスのカーマイクJlI.lf4:tテ

アク祉{以後、カーマイクJレBT)のある新鋭部~nll鎖倒産((.I妨官(仏様工jjl) ・

!l鰍を行な うための~J'合担議i織なのです. 7ィット沼・スクラプい、う宥

板1;1.、およそ血$尖いこのjru揖を隠すためのJ'!11.波にすきFません.PC 
たちt知。合うこtになるブロー:IJ一、アニー ・パロウズ11テPノニF

スの人1mではありませんカtカー勺イクルsTCこ強烈なm揺を抱いてお

り‘復讐のためにテクノニタスUcこカを貸しτいます.

カー・マイクルの税効率隊を鋭うい、う旬究官11.輸品物資の中にある新

兵器を破血書せよい・うテクノニタスからの指令でした玖 (AIIBII)の

もうひとりのブローカ一、アァシュ・プラワン11.テクノユタスを裳切り.

:IJーマイク沖に加担するζ とにしたのです.彼li側兵グループを砥ぅτ、

PCたちを攻聖書寄せましたが.この企みは失liXに終わりました.PCた

ちにつめよられたアッシュ11:IJーマイクルBTの放った.'J等に殺されτ
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しまいます.PCたちはス ト-9を追うご主 に災相に迂づいてい色、 7
ニーや制除の正体制1るζtになるでしょう.

ACT-l 依頼人
今回のPCたちへのi臼11は、 1匂ζ うから依厳にやって〈る tいう形で

はあ9ません.ネットの求人広告tか知り合いのハンターからの口2ミ

術報いづ形でPCにアプローチして〈だきい.この段階で与えられ晶

1)1報11以下のtおりです.

依頼主/ブローカー:アニー ・パロウズ

内容:シティ郊外を過る愉送コンポイをu務または狙撃し、震んでいる

コンテナのうもひとつを磁犠すること

来件:依頼内容にカ崎、わるすべてについては偽冒しないこと

期限:明日

報鰍:前金として総額事1000師、終了時に総額制成田町

減 その他、詳しいことはフィ yトネスクラブ (AlIBlI)にて鋭明.

ょのf紙真についτキットワー久 f怖感なEて理主〈澗4られることは

以下のtおりですが、依頼を受付るつもりなら急いで (AIIBII)に向

かったほうがいいでしょう.

依頼主と (AIIBII)について

械かにブローカー澄録11寄れているようですヵtアユー ・パロヲズt
いうプローヵー自身についての噂はほとん<1m(ことはできませんパA
IIBIl)はハンターに以flij仕事を依願した爽晶Tもありますが、 f牛数はそ

んなに多〈ないようです.ですから、 (AIlsII)には早苅孟主いうかお得

総量的ル、ンターはいないのでしょう.ニこでPCのiI!かがLUCのA

R 15に成功すれば、ここでtJ:lllをしたζtのめる4、ットライナー、7.tょ
はハスラーからわずかながら献をIJH(こtができます{彼はPCたちの叙

しい次人です).

rAIlBIIはいい仕事を回して〈れ晶.Itがやった仕-11111ハッキングだ

ったりEな.依lJl内容はきつい主きもあれば官民なtきもあるらしいが.

内容に帥・わらず曹棚削腕しれ叫、J

Eこがそんなにいいのか1:1.<うしτも教えて〈れません。多分、口止

めきれτいるためでしょう.ずいぶんうさん〈きい気もしますが、少な

( H ブローカーと1苫についての"μ、都知の噂11ニの段併では1111<ζ と

はできません.

依頼内容・報酬 ・条件について

コンポイの銭按tはただごιではありまぜん.ただ.ギルドの帯型Eを



通過したブローカーが匝Iしτ〈るft!J>である以上、それほど無茶なWJ'

で也ないでしょう.ブローヵーが紋なにfj刻んだのでもないかF仇あ

る仕:11'をや勺たハンターが犯調1者としてー伎をi島われる身になると会¥

終定の団体にずっtつり狽われる、なnいう二とは常鍛1(.)にはな←の

です.

内容のf(!.側主にI問LτIt.この段階では不明ですが、 ifJ湖I;t.魅力的τ

す.

条件について、 itWi内容を考えれば当然の粂I~'でしょう.

PCがiI~るようなら.もう少し務い、結をIllIl.てからでも断わるこ t

はできるい、 3 こH~見IYI l.. (A 11 B II)に向かわぜるようにLτ 〈だ

~l ・.

(A 11 B II) I;t.~'~級住宅析にあり、 tτ レ、ンターなどが出入りするよ

うなill却には見えません.建てられたのは8年IH'前でしょフヵ、 1也J-，

4際立Eでいかにいl'流Iλ1'"の市民に人事tがありそうな、苦f~障な述。です.

中には大きな溢ホプール.室内コート、アスνチッ夕、 トν一二ングw

ームなEが完備きれτいます.

受l'付りでJllf午i!':-Jうしす〈吋こ祉長去にi凪~れます.
朝日出iの中には (A11 B II) のオーナーであるアユー ・ ノマロウス~L 共

和股FWaC曲治政)の7ッシュ ・プラワンが待っています.

7ユーは似:J'に厳しそうな女性管理弘燐い...，t.;O!で.その雰i凶奴が彼

女をより冷た〈災ι(!iiill¥しています...鍛りやm誕似いから.パワン

サーなnl(隊式の訓練i"経験したことのある PClt徐立が司tか脅務にL、

たことがあるのではないかU世測できるから知れません(サイパーによら

ないPERのAR15なEでチェッタして〈ださい)，また、約科医学SR

C刷)5$FIRE 

~に成功すれl工、 1世t!J:.が内面に何者かに対する執念を抱いているこ t を

理由宇できるでしょう.

もうひと 0の17シュはなかなかにt餓ねれた拐です.かい・っτ、

会主銭安点者tい主IH'の風格bなし支配人い、う表現炉ぴったりです.

アニーはni"同lきます.

「きっそ(1:ヵ" ft<lJi内容について鋭明する.受付るかEうかはそれか

ら決めτ〈れJ

依頼の条件なEについては前途のとおりです.ここでは内容について

もっと突っ込ん1_1J/.1引をしたり‘ PCたちのftlUJを受りるニとにな0ま

す.

攻療はそのコンポイがサン=アンジエルスの郊外にIJIたあと.つまり

兄過しが怒(.不な討ちに絶好な機感地41?にて行なわれます.PCたち

はコンポイ約'ialtJ以i?をi必晶する附1111までに、現場にいτ織舗を済ませ

ておかねItなりません.

実際の攻穆11、あらカ・じめ選んでおl'1~雌践の悌幼・ら爆発物会・'m~

1111軍なEをロンテナに向。1て聖書ち込むだl代後みます.この方法なら、

よちらの泌が見られる可能性はきわめて少なしよって反感を受11るよ
ともないでしょう. もちみん. PCたちで4由自の自殺を立てても吋t、

ません.

また.目線のコンテナは rpX-5J!: 1.~fかれている もの (PCには伝

えられませんが.それには実験体が政せられています}であり、その他の

2ンテナや車両を磁波する必裂はありません.tこて'J，S(聖書するか、また

攻慰にどんな兵器を1!l!Jl1するかはす4てPCI:任されています{ゲ9ラの

t!~震に見せかけるため. ATMな/ó?':iI薗な火誌の融~flf:1II1避11るよう
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tこ!ibれてa、ます).

/九、.
~ 

s色

Il ~争ζ1

.....__" 

~rまニの内織はrHんど修正のかJ也がないru洗練された帥1・のH

にγきあがっていて、あ ~ ri腕のいt、射手が£裂なだりなのです.

色 L t.のζ I;~考えτ.!liJ射訓て"l)1.jべておいたコンポイのlII!&:(ト ν

ーラー6台、 8)比将U~の技術スタフ 7~ その院側11抑制訂正えられます玖
目線ヨンポイの]，1仰いつ""い伝えられません. それも朝捌かー調印ë~
fiうこ tです.PCがし り込みしているようなら.アニーl阜、
r今Mr11餅銘・がそろった品のt.!oょうt、うこ tはいままで何度もやっ

ている し、f:t<l'を終えた:jSたちがや勺かい11'に巻き込まれるこ tむまず

ない.術単なf;t:取で大:儲りした友人の舗をl郎、たこ tはないかね?J
ti令た〈 曾い欽ちます.

この製療はコンポイを島軽減""せる自D'fで行なわれるわりではありませ

ん.コンテナO;'i!ill'lしたなら、速やかに抑晶を離れて.ir!務は終Tです.

PCはその後 (AIIBII)に駁ってきτ、制測を受り取るよとになりま

す.また、もし失敗しτぃ、ちおう栴H・tはしτ欲い、とのニ tです.

在tt<:r主it しいらし〈 、 PCたちとそう l~jaUiíl師会して〈れません.

f在紙内容に附するこ t以外の貿!日!なEをする暇は与えられません.<う

しτ も 116きたりれば、 i此1-<ヵ~長率を11\てt‘った後.アッシ&がわかる

範闘で答えて〈れるでしょう.しかし、アァシュr1プローカーではない

ので、 たいした司Ir1知りまぜん{拘!らないJ りをします).アッシュ側人

やブローカー蒔擦に附する PCの質問にr:.ニう答えます.

'I()'~ばかりテキサナのテクノニタス羽:で働いてわたんですが、 r うも

手Y.lこはよう色、ったfj:ll'の1iがI白!いれ・たようですな.ブローカー話機r.t
祉長の半分怠11阜みTよいなものでしてね.わたしは1干しいこ u.tよ〈知ら

ないんですよJ

ee 

その他、 7エーi同人、(A11 B 1I)に附する質問などにはと〈 常識的な

こtしか符えません.アクセスで手に入る告怖a同じです.PCたちが

アッシュと絡をしているとき、初神医学を取縛しτいる才i-11S RXO;'チ

エフタすることができます.成功すれ11.、彼がい〈つかのZ川西に関して

械をついているζtがわかるでしょう.

質疑応答が終わって依願を受1Iるζ とにしたなら、PC r.t必~な樹オ
をそろえて、なる4 〈1i川、うち、少な(1;も今伎には現場に，:.)かつて下

絢"'O;'行なう ζ とになります.

ttll'rt明日γT.PCたちに余裕があるなら、品ットへの7?tスヵ-
~'lftllilからい〈つカ1i'f踏をmめてもか￡わないでし 止う.

シナリオの磁JW"(紹介事れる人物村胤側ild;'l報I雌柄拘にアクセス

またはサーチによって止、ットワークから仕入れられる品情tです.ただし、

公炉βef品1外の七掬tもあわせて紹介してあります.l1lm輔H1ダイ71こよ

か、ッキングなど. PCが本腰を入れて町御収集しないt手に入。 ませ

A-. GMはACT-3のパラグラフにか吻・るまで、ニの手のl1lfi'tf!lをPC

にf:"¥f.止しないようにして<t!""，、
アニー ・パロウズ

34払無口できつい町ISIt~与える女払 Eさはもと r.tN峨でLt~b'. 今
はみごtな銀髭です.

lO'~前まではサン=7ンジ￡ルスの7四ミーにt、たのですカ'. Z Q!i国
子 付Fつためにうみねこ官1郁朗附tなりましt.:o実験室で全身各所の

tllI量を切り取られていったのです.心ある関係者の口添えて'fiiJ1;か命は

務t寄ずにi斉みました.失われた肉体はサイバーバ'-')1で'H&btt.llIiで

記恨のー却を消きれてアーミーに反事れま した玖す〈吋こ腕比サン=

アンジエルスÓ;'~量れてテキサナにやっτきた主主、テクノユクスのエー

ジェンh'J'j丘づ，.τ きて兆，~i;'知らしめましむそしτ8判ij、 :IJ ーマ
イクルBTのうみむこ昔前向関係訴に綴縛するために再びζの衡にJ;l..，

てきたのです.その""いに、過去の斗ットワーク記ぬはすペて~I~き換え
らit、偽のプロ 7-I-'oO;'持っています.
“テキサナの資届fdの家に生まれ.大さ舛吸後、 フィッ M、スpラブ

を設立し、現品，1二ヨEる.

テクノニクスの命てはうみねこ官1也骨の(Ji憾であり、側係者の暗殺では

あ0ません.i此kはそれには柄拘を抱いているようです.ちなみにオ必

はアンパー・ コナーズヒいいます.

テクノユタス側1:'彼女の怨念を恥1mLτいますか'.7ニ司にしτもテ

クノユタスに思殺を感じているわけではありません.

アーミーでは実験こそ続殺していません以害総本部に量!111""れたほ

どの=rt<:で、{伊股立劇こl喝しては才能Ne仰します.これは知らず知ら

ずのうち仁 (AIIBlI)の絞営にも活かきれているよ うです.

能力値{カッコ内は大経我を押して宰た状態的数値です)

S T R 20(15) R E F 15(7) 0 E X 10(5) 1 N T 17 E 0 U 13 

P E R 10(5) S Y M 7 W 1 L 18 Sυv S・頭邸のみD

H P 20(8) 

サイバー状況 J頭部以外はすべて肉体究機盤形周サイパーパーツで偶成8

れている.特殊な装備はなし.ジヤツク=イン/サイパーリンク端子x2

主な取得スキル 鑑定 40%、写真・映像 30%、万能 10%、暗号・信

号 80%、地よ車全般 7~ι 小型儲ナピゲー ト 50%、サパイパル 40

%、応車平尚 30%、偽装・カモフラージ:1 50%、根崎・厳術指海 180 

%、小武器切%‘鰭載火器 40%、素手戦闘 30%、ナイフコンパット

切%、 格略国道 ω%

主な装備 9柵ボディ{常時嫌帯)、 45C.，SMG、才一争シヨットガン、

手僧様、ファイパーシャツ、勝機ジャケットなど(後半の戦"で使用)



アッシュ・ブラウン

1~飴IMa:溝、おっと H していて人当たりは常にいいのですカ仁見か

IH'おりではな〈、 :s1自のためなら何でむやる9Jです.

キットにある公r~且eu:で118年前にテクノニクスを言r.f.lしてぺA H B

II} の共同役iM-t してíl~スタートしたよとになっていますが‘ ~I1彼

117ニーのお日付11役としてここに副雨量事れているだりです.カーマイ

クルB1'の〈うみねこallID~失取寄せた岐に11. テクノニPス本社枠

制lのポスト~平にするはずだったのですが、 ~I1ょんな制限にはもうう

んぎりしています.

車lXi:の彼li;IJーマイクルBT()!!にむうま〈取れ、って.タ'プルスパイ

『・:rtlt\~Jを*t~Lτいます.今l司 li傭兵を童文人耳Kっ τ、コンポイを~1Iっ τ

いるpcたちを終鉄事せる干定なのです.

能力値

S T R 12 R E F 9 0 E X 8 1 N T 15 E 0 U 11 

P E R 11 S Y M 13 W 1 L 9 S u V 0 H P 7 

主I~取得スキル:綿神医学5()%、偽造 80%、地上車金総泊%

主な装備・。22C.1プラスター{社外での行動時に機帯)

(A II B lI) (アズビズ)

(A 11 B IJ) 118年前にアニー ・パロウズ名絡で設立きれました.~宅問

鮮公沼liアッシユ・ブラウン.2人の名jj;jt名手・の版文字がたまた ~A ・

Bt A ・ 8だったので、そ ζ から A HBIJ t<l消したbけです.小~な

会社なので瀧も古tにと時ないことなのですが、当初Jからサン=アンジェ

ル人テキサナの2かj析にオープンし、その資金のm所はいまひtつ不

透明です{シナリオの前半では経L<τもニれUJ:時《るこ主はできまぜ

ん).1.滋ilでの絵'g，状態はさほど儲ってい.-r、脱弘司耳泊4のγえもない

ようですが、実際には大繁盛しτぃtす.

よヰまでが公のt.'JWです.

~約制iを飢jべるなら、この会事tがテクノユクスの資金て'~'Æ't~れてい

るこ tを知るこ tができます.この会主tはサン=アンジェルスの，<イオ

1i>~...カーマイクルB1'の，I(，J'紙秘プロジェク ト 〈うみね4制ゆを妨

4とするために創られました.

サン=7ンジ;x，JOスの本社の数人の幹1$11テクノユクス祉のutlで、

ilf骨坦1111曜を受付たエキスパートです.アニーをリーダ-tする彼らはう

みねζnil盛J州連のm械を収集し、テキサナへ紡栄を世i告し、:e:.~t あ ら

1，::'ハンターをh7.い、愉送'1'の研究成E院を航自首したり、ネγトに折秘書れ

たヂ-~;旨磁波したりといったilW~的なWi'lf.I作~行なうのです.
ちなみに (AIJBII)からの仕事の輔締官がEれb多いのには男自白が2

つあ9ます.もちろん1つはテクノニFスから漏出飲食がmているため

で、もう 1 つ11本氷ブローカ-fJ~取るべき仕IJ(('中介科をアニーが収。τ

いないからです.口止めの(j)めをハンターにやらせるには他より多い鰍

備を槌示しなければならないしアニー自身もお金に執R:i-はないので1'.

すべての(:l:ll(を口JIめにしているの11.(AIIBIJ)自体の噂が広がりす

Fないようにするためです.2つめの咽111111ζの時点でI'Cに"11かして

むよい/1り5です.

ACT-2 震
製原子五fJ)l場I以匹外に/1\る欽本の滋絡が交差するポイントでO~Iま1行

略ι£打、コンポイが泌立を務tきずるをえないjifrが滋ばれれ、ま1'.

PCたちはζのポイントを完全に枕I~にとらえた所に~つれ‘品処税庁

i:!機するのがよいでしょう.ょのあたりは告、目:宅街だったkこみで.

建物はすべて'11.届か2F時剖iです.

I'Cたちの弥花が2ンポイの技術に気づかれず、また硲:起にコンテナ

2 9  

CROSS FIRE 

~41Ji~真できる割i騰はポイントより t!いたい切m隠れt~Jli!laです.二の糸

('1を泌たす処物は3つありました.敏人ずつ分かれてもよいし、ひkつ
のI.M却に~tllがまとまっτνる ζtにするか11PCたちの判断にif:され

ます.

~τ、当円にな 0 ま した.11'1備11周到に訴ませましたが、ここでハプ

ユング台湾ζ ります.PCたちはコンポイが必過する予定型紋4の10舟'nij
に. 縫の戦凶グループの純明書~受ります.

戦闘グループのメンノ〈ー

紋らはアッシュにh'われた傭兵で、4-6'l'，(PCたち t向数}います.

ここで待機している PCたちを銭恕予定時却までに峨閥不能にするよう

，tわれτや今てきました.金て.r.われたす;なのでた色、したζ とは知りま

ぜん(1Jif午蝋;たのためのt、〈っかヒント(1'. .11首相iをPCに与えるのはよt、で

ιょう).彼ら111:1:<J拍f終わったあふアフシュから相狗唱を受IIJ但るため

にダウンタウンのはずれの合同!Il'iに行〈こ tにな今ています.これはメ

ンバ一会Hが知ってν る ζtで.何人かはそのζ とヵ~~~かれたメそを所

事ーしています.

デーヲ{平均値}

R E F 15 SυV/H P C/11 

W 1 L -3 (格闘の)攻略カ + 15 

防具全員がオートプロテクター 〈ハードポーラー〉着用

S軍備 :.45Cal S MG、1.62，咽アサルトまたは1.62，咽LMG、手編様、ナ

イ?など

戦"に関連する鼠得スキル・小火雪量 5()%、軍虫鈴 羽%、 1主婦 40%、

¥ 



也監陸監

ナイフコンパ yト 50%、絡闘回選 60%など

傭兵グ伸一プは級争i)は盆f.!lCこ攻怒して色ますが、戦捌ItPCたちに訂

利に展開してい〈でしょう.コンポイが泌過する時IllIを溢Fれば(PCた
ちがヨンテナ破壊に成功しよう t失敗しよう u、彼ら11会以遠1"去りま

す.

コンポイヵザ'f(前にζの戦闘Ili終わっているかも知れないし、終わっ

ていなければこのドン，マチが2ンポイの白書術(GMが1010+3台のlK脳唱

メカをMH紗ドセットのサンプJレデータから過当に巡ぴ:slておきtす}

にも気づかれ.彼らから攻繋されるかも知れません. また、 PCがコン

テナを破耳障-("きるかE うか11~1まm~な.:.~ではないのです. 成功しょ
うが失敗しょうが、このff取のザ柑111入ってζな弘、でしょう.ちなみに、

目線ト νーラーのヂータ11基本セットのサンプw “トラック+カーゴ"

を(!l!Jllして〈ださい.たどし、 -t;lJの兵袋、袋巾はありません.

ぞれから、 rpX-5J~型防司れたコンテナを引っ国2っているトラ、ノF

の助手岬Jに1:8裁〈らいの少女が雌っています.PCはζの時点では知

るよとはできませんが、Ilttmアニーの棚田担から制られた1先制本のひと

つで.このドサクサに紛れて、 トラフクから身射止げ:.HL、lUJJlに遂げ

込むこ tになります.PCの維の・は遂げ11¥す彼女を夢幻4できるかも知れ

ません.

舎でJ限>>司11.のよう仁般移L.決析したでしょう念、

傭兵グJνープのメンバーのうち.少な(~ bO~ 91:PCに倒させる

か.捕まえ事せるようにして〈だきい.PCI1死体の持ち物を探ったり‘

尋liiJ (SR1->.n を行なうことで、畠iγ糸を~I{ 7ッシュの，:{j:(Ei'拘iる

でしょう.

今夜、彼らは人以のない合同司骨でアッシュと会う ζ とになっτいます

(そよまでの詳しい地闘も尋問、または死体から入干できますJ.PCた
ちはそJ二へ向かうでしょう. ~た.その日ijに {AII sII}に向かうこと

にしたなら、先にACT-3の(AIIBII)ピ庁鳩破のイベントを終わら

せてから.以下のパラグラフにかカ・っτ〈だ事い.

倉庫衡にて

7ッシュは約束のII調nJにひ主りてワ見れまする彼はシペッターの附まっ

たあるi!."ii雌のiiiiに立っています. PCたちがEのように紋H~触する

かはわか0 ません. 傭兵;?')νープのメンパーに変装L.t~ 9.をよまでい

かな〈ても迩白からそう見えるようにしてアッシA に近づこう tするか

も知れません.細工なしに堂々 t彼にf孤立すれば.アッシ"，1:選定を試

みます.その場合、彼はPCに捕まるか、でな1)れ1:'カーマイクルの，<

4オモンスターに餌食にきれてιまうでしょう.

PCたちはむしかしたら.アッシュ t話をせずに述〈から孤書揮しτし

まおうとするかb知れません.その場合は伐念ながらこのシーンで併ら

れる科干Iftl:何もあ事ません.パイオモンスターも別れず、 7ッシュのψE

{辛からも(Ofも手の明、91:1!1られないでしょう.

ここでGMlmpCをEうヨントロールするか決めておかねばなりま

せん.本米、 7ッシ，，-1:ここでPCに締まるこ kな〈、カーマイクルの

刺客の手にかかるか、逃走に成功するペきです. しかし PCの中にヰ

ットライナーなどサイパースペースからの愉哨WXll¥ができるキ守ラクタ

ーか句、なかったり、 ζのシナ日オ中でサイパースペースでの¥]険をさせ

た〈ないのなら. PCたちにアッシ'"i'1l臨まえさせ.今回の11>1，午にかか

わる団体・側人の都1mlをあらいざらい喋らせてしまうτぃ、いでしょう.

以下に展開i刊を示 します.

合同tのiIliから逃げられないようにt羽田幸れたアッシュI主観念し、 PC
たちに自分の知っτいるす4てのf，VH同iを'91かそう tします.

r:ltたちもアニ-m~b企業IIlJの{(I叫、に利JIfきれているのだ. むつ u

アニーはそれをぷ知しているよ tだろうかfee-J

tころが、突然.彼の後JらのシJヤツターがfi仰の巾から核られます.

シャッターを碕いたf止、・Jf，はそのままアァシュの肉(4三を引き裂いてしま

いtした.

食品，1!の'1"'に潜んて'いたパイオモンスターはつぎに PCたちに襲いかか

勺 τきます.

そのj車即刺E伊側1唱j客はE恐~)吊うしいs讃首を Lてい t す.眼1は孟i萌h

てb1は孟たらきます).、I刷J向4手‘両足には盆獄のような鋭い爪、口腔内に11iJl
じ〈鋭い牙'f>t生えそろっています. レスラーのような体格ですが.全身

仁は皮膚がな〈、むき出しの筋肉を減っているのはしたたり務ちるB暗殺
色の斜線です.ζの射線はWdW燥があり、と〈にνーザーに対しては

A80むの防御力を持つτいます.

バイオモンスヲーのデータ

MV 5 REF 23 SUV/HP 8/28 

WIL修正値:チェックの必要なし

攻翠カ(早足の爪または牙) +30‘脅中事 90%

防具(結線); A20/1∞% 

I'CたちはこのtiM和を倒すことができるでしょうヵ、 もし、 PCたち

がtてもかなわないようなも、GMI:モンスターをi邑貫主事せてかまいま

せん.

この毛ンスターはまった〈際るこ主はできないし、 知能も 3.龍~WJf

まで低下してしまっているのでi('日明官級を聞き出すこ主はできません.

死体から得られる直般的干がか91:2つだけです.ひtつI批判脅のH・

1;のJlにはめられてい畠プνート付き鎖です.これには {シーガJν胃F来
験体 NO.仮賂1)とあH す.もうひkつの平がか・911PCの鍛かか生物

学SRUL{はEOUのAR25に成功しなリれIt得るこ tはできませ

ん.成功すれば.このモンスターが突然変典的なミ aータントではなし

人J:JI内に自IJられた、ぞれb人JfUをペースにした!t苛却であるζ と州酬で

きます.モンスターの死体i'WI"1家にみせるζtも可能かも知れません

が.結論1:1司じです.

r人ユー的に車11られた生物にt1UU逃いないが、 Eζでも、つ制られたのカ・は

わからないa
早'ilUj的な司河111ここでは手がかりになりませんL、 もL;('II"1l啄がそれ

をもとにI!，¥拡を制り出したとしても PCにそれを伝えるよとはありませ

ん. 。誌殺~れるか口をつfむかのEちらかです.

このイベントはPCたちにl~の画tが別にいるこふまたそれがE うい

勺t~foTl噸の敵であるかを府去するためのヒント的イベントです.

きて、 PCたちカ句微調t告/削減f明のため.(A 11 B 11)に出向いた

とき、次のイベントカ'~MÈしますo ~倒産‘アニーに会いに行かな〈て b

ニュースなEでこのイベントを知るこ tにしτもかまbなも、でしょう.

ACT-3 究明
(A 11 B 11 ) のl!:'，""ム PCtょf，tJI建物tこ近づいた~ ~.チ持発を起こ

します.PERのAR20に成功すれば.;t 9去ってい〈慢しけ1Iを従え

できますが、路上に11ガνキ州車ってきており‘その111を追いかける二

とはでき tぜん.

やがて欽急111~轡策がま1)!I'í'L、あたりは騒然主なります.ピ仰はプロ

の乎阪で手ひど〈破綴喜久中4こいた従業員、客の~(的矧話しました.

運び出~れてい〈任殺人の中にアニー主H~の迩も比受りられます.彼女

はffil:串です.

3 0  

カーマイクJvBTI阜、長年のn1l、うみねニ官1i官;1を剖ilf4Lτきた (A11 

B 11)に対し、ついに軒H珪行到1)1:111たのです. また.問的にこれはテタ
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ノニFス社への成樹tfJrでもあります. PCはまだ拘I~ ません玖カー

マイ?'"に比べ~院しての1)が耳目いテクノニクス 1.1.→.\'(f.)1こせよ.

二のf午から手'Í"~Iかぎるをえないでしょう.サン=アンジエルスにいた

テクノユクスの他のエージュントはテキサナに引きJ'.げてν主、アニー

らは切。捨てられるこtになります.

ちなみに、 ζの爆破l1l'I'1は (AIIBll)Iこ'fl:1:して米τいた敏人の上

地ili民を狙ったテロである t級泌され£す.

PCたちはこれからEうす晶でしょう.PCまたはプνイTーがそれ

を蛍むなら仕方ありませんカtこニでうやむやのうちにシナリ 3すが終T
するニ tがないようにして(t.!~ 弘、

TJいたい.'11洲1ft支払われていませんしニ ζまでの111の次深もかな

り不透明なので、 PCたちは概査に来り出L1~~.テキサナの (A ll B 

ll)に連絡を取ろう主するでしょう.アニーは師会謝絶状態でPCはし

ばら〈会うこ tはできません.

(A II B II)関係者に連絡を取ろうとした

応対にW.る者1~7ユーの~ôl梁の取をIHんE知らないし、社長の回

nl~待って〈だt'いれ、うばかりです.これは燥破強~が-Ik必L ても

悶じこ tです.

iitJ社長ア ッシュ 1.1既I:~t隠れしているか、またはACT-2て死亡し τ

います.

調査を進める

そろそろキットワークからの検索から、ダ4ブ ・ハッキングによるJ'i
~の究tYJに取りかからねばなりませんo ~←'られる可能性があ る哩i凶を

い〈つカ明記しま しょう.・{AllB日〉につャτ
.アニー側人について

・7ッシュ仰l人について

.シ-:Jl!1/自然研究所について

・うみねこffi也削こついτ
よれらのすべての訓公的部分の台燃はハッキングを実行するか.もし

( IUft/:'杭利きのも開泌を兄つりないよ主には手に入りません.

シーヵ"ν研郷ー叶例肯報とうみね二百1爾は実1主ハッキングでは鈎ペるニ

tはできません.シーが仲町附b胃11一般4・ットワークUl切。緩された

〆リッドにあ~.通常はオフライン松態なのです.うみねこR将司のデー

タむシ-tlJν研究所に1;j:.-iS<されτいるので問機に~~~畠こ t はできませ

ん.PCたちは(AIIBll)、アニ一、アッシュについて絢ペたあL ア

ニーの閥復を持って;訴をJllJ(しかないでしょう.

耳Itm鰍についてはそのすべてが二れまでに町政見LτぁPます.:e:~:z.lに

応じτかいつまんで説明して〈どきい.

(AIIBll)のグリッド

A L T 0 S 301'宮崎

3噌



附州ftK

入口 システムへの通路

メインデータ

アヱーイ直人使用エリアEアγシユ …エリア
テ?ノニヲスへの隠しライン

設備管理プログラム

顧客デ一歩

障害の配置

入口:ウ方ール10が般定されておリ、直後に L3プロテクションx1 

システムへの通路 :L4プロテ7ン 2ンx1 

メインデ目タ ・障害lまなL..ニニで帳簿などを調べると、量的出所がわ

かります.

アニ一個人使用エリア トラップ8、同時にL2プロテクションx1. 

ここにはアニーのブローカーとしての仕事の記録があります.これとア

ツ Y ユのエリアのデータを見れば(AII811)の正体はほぼわかるでしょ

う.

アッシュ個人使用ヱリア Fラップ9、岡崎にL3プロテクション×

1 .ニちらのデータはテクノニクス祉に送られた報告記録です.

テクノニクスへの隠Lライン :L4プロテクションを倒Lたあと、ニ

のラインを1置すチャンスが与えられます.

E量備管理プログラJ.: L 2プロテクシヨンx3.と〈に目{ましいもの

はありまぜんが、保安システムのプロダラムはいじられた形跡がありま

す.ピル爆破犯人的仕繁でしょう.

顧客データ:二二にはと〈に怪しいも町はあリません.

アニーについて調べる

アユーは過去の!i!録を(，.タセス/7イバー記録まで月怜換えてt、ま

す.PCがその'.iE体を知るためには偽首のアニューの戸締1滋通からサーチ

の附般の!{]破に成功するしかあ P ません.成功すればアユーのr~のプ

ロ7ィ-/"が発見できます.

アッシュ個人について調べる

7 ッシιlま別に4・ ';1ト内のデータ ~i吹~んしていたわけぞはないし、

紛割線にマーク寄れるほE広総!IIに袋暢撲に納を出しτいたわりではあ

。ません.しt~1J句て、 f也のt，'lftlから有倒的総富一彼11テクノユタスの

エージェント、 おそら〈ア品ーのお目つ11炉H官¥IIlIを祭たしていたのでは

ないかーを導き出すし:かない-r'しよう.

ネット内の広告

術総収集の1:n.ちょっtひt休みしていたPCI車、キット内で、ハン

ター宛ての興叫持軍いメ γセージ~j合いI13すよ主ができます.

'人被し:サン=アンジェノνスのH自.IlJ血微に隠れている7ンドロイドを

悦し出しτ〈れたハンターにSI似削池ぬ

アンドロイドの外観は人r.uそっ〈りγ、その積ftをもなんら変わりない

のfごそうです.紛えられた写兵に118議〈らいの少女カ匂:ってνます.

2 ンポイ襲般の時、少女を>1.たPCは位kであると断定できます.また.

1色にこの少女がアユーにをつ〈りt.:ということもff.ll自できます.

二の広告は舟ーマイク/vBT~テクノユクス祉の両方からrlI幻市じ時

IUJに:1¥寄れτいます.

アニーはJiJ'i書官にi定例なIJtt骨を受けましたが.その日の夜カヘ次の日の

夜にl1foHか病院を抜1111¥ιτきます.P Cll仇慌を抜11:1¥ぞう tして

いる、または抜付出しτ夜の衡をふらふら歩いτいる彼女を偶然発えす

32 

Sことにな9ます.彼女I卓、もしもの時のために問なしてあったダ世ン

タウンの隠れ家に向かうつもりでLた.

まにこの隠れ家かもf制服計画じて PCたち tコンタタトしよ うt

する tいうセッテイングでもやいでしょう.

r;sたちには申し釈ないこ主をしたJ

U!.-t<;ll P Cたちに今@の11'!4\1を説明 L~ す. fω~(こ不手際があって、

|両凶:1l'tちを~ぜてしまったよ之、明治時が払えなかったことなEをまをぴる

でしょう.

PCがすペτのJl.. 目を絡すようにおえIt.彼女は観念したように、シ

ーガル研究所tうみねこaHi!i1について191かします.

また. ~ L. PCが (AIIBII)と7ニーに附して十分なf，'/i慨を集め
ていず、しかむ兵相を知りたがったなら、思い路めた厨tでひkしきり前首

んt':l去、すペてを1見l刺して〈れます.

ニうしたお紛洲11:今の彼女にとってはもはや隠してお<~，裂もない

こtで寸.

シーガル自然研究所

パイオテクノロジーの榔威、シ-:li/Vf軍士が中心tなって設立した劃l

織t事れτいます.談向き11m物の品蝕改良t自然成境恒fil!の研究を細々

t行なっているζtにな今て，.J:すカ大研究所の中-r'はうみねこR1i匝lに

基づいた曹院・決験が行なbれています.

今i司11.涜野でい〈つかの実験体の適応テストをするつらりでした.

カーマイクルのうみねこ例餓tその兆験は公に事れるべきttll干の物では

ありませんが、大尽の機材を荒野じ愉迭すれば、どうせ入11についてし

まいますから、カモフラージュのため、あえて2佐々 tコンポイを轟lむこ

とにしたのです.おおやりには継物船拘実験t申ι出ています玖コ

ンポイにカーマイクルのマータな Eは入れて←ません.うみねζnl働~
f倒Sしているシ-jj勺ν自然研狗苛の所布トレーラーです.

ニのシナVオでは研究jifrllスト-9ーに大島〈関与してこないし、そ

のlJ(f本島公司41Fれるこ tはないでLょう. ~ しきれτらもみ消きれるだ

りです.

うみねこ計画

〈うみねこ)1m悩自体にあま ~I地係ないただのヨードネームです. 人

)r.Jの訓告を他の封書却の純国語t融合事せ、超人制'1ろうい、ういささか気

速いじみた音附田で. しかむこれは入銀を救うための31世身τはなれ純鮮

により強い兵士を例るためのliJf!先です..二のR槻副主カーマイクノνBTの

祉内でbトァプシークνットでご〈ー剥lのVIPLカ・知らないこ tです.

長年の研究の結娘、{也の生物tの割瑚量融合にはZQ鴎子と弘、主遺伝物

質が~<関与してかるよ tがわかりました. ZQ悶子はほんのひtにぎ

りの入lillL念特っていません.シ-jllll研究jifrではこの国子を持つ人IlI1

を硲かに1mまえてきτ11、実験の車将忙しτいるようです.アニーはそ

の紋たる側闘でしょう.

r~Jち、 もう行かな〈 τは…研究所の奴らへの綴警はまだtだかかりそ

うだが、魁!t.:け11、あの干だりはカーマイクルに bテクノユクスにち泌

すわりにはいかない」

彼女は」、らふらしながらも、m作家にあった京総予漁協を蜂え、 :JH&
しよ う主します.そのジ'1"ケットのポケットから a文の匁'"ヵ宇部ちるの

を発比できるでしょう.

この写真~Ilキッ トの広告τ先11<見た少主の写~です.

「その干1車、アニタ11アンドロイドなんカ・じゃない. 8~1'.街、町f~r，-(
.. .弘の細胞‘ぞれも卦舟}側担をペースに自I1られた人:UE命体。私の般の

ような干ι在なのt!J



少女It!Ul!I$'のドサタサに紛t't. :Jンポイから逃げJ抗して、機感のE
こ糾こ隠れれ・るようです.アニーは {A11 s II}ヵ軍事被害れる直前に

その.:.!: {(4.!胤iilからの連絡で知りました.llHj片 ftった7ニーが#践

例約1111l..t~~~IIJl1二れです. i!.tklt単身.少立を救出にい〈つもりな

のです.

少女がEんな力4r秘的τいるのかはわかりません合えカーマイクル‘

テタニクスの両方、そして賞金日当てのハンターたちが今ごろ、 H催地

41?を般しまわっτいるはずです.

こんな状態の彼kが行っても.カーマイクルsTにIIRまるのがオチで

LJう.

PClti!t主に協力して~IiにH由韮に向かうでしょう治、また、 PCはあ

きらめるよう彼女を鋭併するかbしれませんヵtそれは智正kい‘うもの

です.

I'Cが協力を巾LII.¥れIt.彼女はやっ t少しだ11微笑みます.

r今の私にはおたちに支払えるものはない一.それでb-tねこ行って〈

れ品のか' ありがtう.感謝の営業もないJ

PCたちがただ働きをよし主しないt=(.屯!-("きたなら‘ GMI1プロッ

トセ変更Lて(1:-"い.

7ニーはさすがにたった(H ーでは少女を紋/J\できないので、 甲骨f~止

近に知り合今て‘おそら〈まt.!'サン=iンジェルスにいるであろう PC
たちを軒iるζ とにします.

i世:l<: 1まl'~l先をひと t"'~Z首Lたあと、 1i!J世な{配車lを受11て〈れるよう

側みます.

依頼主:アニー ・バロウズ

内容:依頼主を伴っτ廃虚地帯に，世む少世アエタのIJtll!/放出を行なう

こと.カーマイクルBTとテクノニクスの私兵、賞金目当てのハンターな

どとの戦闘が予想される.

最件.なし

報酬・総鋭S田知

例の悪川上:11('です.危険度にl闘して11r.1-~知るこ tはできません.ま

った〈安全かb知れないし‘まわりす4 てを敵に閉まれるかも知れませ

ん.契約主い勺τも怖がらみtなるでしょうから、内容について.主〈

に輔糊についτItGMに-fEします.古代γ支払われますヵえこの企は

アユーが隠れij(に隠ιておいたものです.

I'Cが佼止を呼ぴ'.tl:めない、または~，l.'kt -tl1にEうιτむM白星に':.J
かわないなら、シナリオItすペての1ictflを明らかにしたtいうニ tt:け
で、大した似品種色満足感bl専られずに於7Lます.iニーの行〈末を少

なからずおじながら、 PCたちはねfらに民るこ tになるでしょう.

ACT-4 復讐の炎
懲備を強えたPCたちは機感地借へt向かいます.広大・かつ入り組ん

だ泌飴のようなJ必監からた勺たひ主りの人1mを探し出すのは非常に闘践

です.ιヵ'L、f血に遮れてf型封障に参加したPCたちは、l買にal胡杏れた

7ニタを自の当たりにするよとになるのです.

夜の雌感地filの-1'1にある組物.ここにはテクノニクス主tのW.した10
数おの峨闘車両t.100ねuの私呉、ぞれtハンターが集ま。ています.

この集団をきらに5Om1U.量れτ逃巻きにしτいる部隊があります.こ

ちらは舟ーマイクルsTの出Lた1盟系事>I!とそれに?iil!!Lτいるハンター

たちです.ζ ニで2つのll¥fllがぶつかれIt抑制lilt関山知謹Lかねませ

んから、今は妙縦しτいますが.すきあらIt少kをかすめ上ろうとしτ
います.あるいはシティで待つJ:，I)の4汗示を仰いでいるJ(I'I哨・も知れま
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ぜん.

闘械の少女11)!<<ら LIllされた建物の中にt、るらしいのですカ1どうや

らまだ姉まっては“ないようです.

PCたちはこの包凶集聞に容易には近づ〈こ tはできません.外周11
tJー勺イクルsTの綬返を恐れたテクノ品クスの兵がしっかりと:llード

しています.ょの副みか"I!lll!iの処物まで11k!1IOm.ガードしている根

幹出Il尚の攻耳障<GMが 1D 10+ 5古の岨脱自メ3与をMH逃涼セットのサンプ

ルデータからi轟当に選びmしておきます}を突破してk脱却勾に入るζU1

可能かb知れませんが、 PCたち自身は領域にi高んだとしτ弘、そのメ

カ1:1:1]違いな〈完全に破耳障害れτしまうでしょう.

PCたちカZ干をζ£ねいている 之、 i量1jct.制聾してt、 I~ :hーマ4 クル

の剖w.rcがI'PL寄せてき ます.カーマイクルIJl!はついにすクノニPスの部

隊を蹴散ら ιτ実験体を軍事湿するこ tに決定したのです.

この隊を机。τ~物内に飛び込むのがもっ t らましな方濯、イす.ζの

.~. l' Cたちはい〈つかのチエγクをしなりればな 9ません.

.各ドライパー11αι凶I全般><コンパットシエル><，小史籍ナピゲート〉

なEで走破チェックをしなりればなりません.よれは~丸飛び交う粉枯

をうま〈究般できるか.rうかのチェッタです.それぞれSRXoで行い¥

汰l止する tGMの決めておャ1~1{(火総カサ器駿火包の攻殺を 1射受けます.

ζのチェアクfお足功Tるか.メカが自鹿島理事れるまτF引!ll:1プも行なえます

が、 W品から胤且するい、う!T!()}も選択できます.この場合、作機11失
敗司プあきらめてシティに引き帰すtいうこ tになり£す.

・その他に何台かの舷III両tの臓似をやらせてもよいでしょう.

ij!物にたEり'l'fltたのはPCたちのf血はやはり数チームの手練のハン

ターです.データHCたちに対する反応はそれFれ以下のtおりです.

なお、jJ!物内ではす4 てのメカ11使用できません.駿外に乗り千台てるこ

tになりま1".

チームA 4名 テクノユタス側にいたチーふで.アニタについてttL

叶WfHi'持っています.PCたちが先和民主耳障をしないかぎり、 11:以うか
ら攻聖書をιτ〈るこ triなれれY搬をもたらしτ〈れます.彼らはアニ

タを恐れているのです.3附におり、 (ftりでも倒きれるし縫物から

f故illLτいきます.

データ平均値

REFI4 SUV/HP C/12 

W I L全o (格倒的)攻寧力 +3  

m且:オートプロテクター吾措

装備 :9欄 SMG‘7，62圃パトル、辛抱強、ナイ 7など

戦闘に関連する取得スキル 小火綜 00%‘役編 60%、ナイフコンパッ

ト 70%、指闘回選 70%など

チームB 6名

古~<れ.f~"c.'のチームで他のチームを発見する tI~U答無期で"Jj(耳障しτ
きます.2階でPCを待ち受けτ信号、よよから離れるこ t1.11.> ~ませ
ん.メンバーが単数になるとjJ!物からr必且していきます.

デ-7平均値

REFI8 SUV/HP s/2S 
WIL-2 (絡闘の)攻察力 +20 

防具.メタルスキン、またI~防獅ジヤケ γ トなど

事事備.シ窓ツ トガン、 7，62圃LMG、20醐サイポーグライフル、lI<刀など

戦餓に関連する取得スキル 小火怨 00%、震武器 50%、ナイフコンパ

ッ~ 00%、絡関間選 70%など

3 3  



凶堂凶f;K

lF 2F 3F 

'̂V '̂V '̂V 

T'C T.B 

[ 
] 

T'B T .A 

'̂V '̂V 

入口

'̂V:階段

♀ :ア=タのいる場所

Eコ :ト7

T.A:チームAのいる場所

T・B:チームBのいる樹所

T'C チームCのいる掛所

15 .. 

チームC 4名

不羽すちゃ組聖書によ勺τ攻撃を111時1I、反恕を受リる tす('隠れτし

まいます.最後のひtりになるtてl!細から出ていきません.H官にi普

んでいますが、 PCが上のF慢に逃げτ も務'~にj{;。τ き t す.

データ平提溜

REF15 SUV/HP 0/8 

WIL+l (格闘四)攻撃力 :0 

E耳鼻.ファイパーンヤツなど

義aI・ .22CalM P、スコープ付1'5.56醐オートライフル、フラッシaグ

レネード、スベツナズナイフなど

破闘に関連する取得スキル 。ストーキング 100%、小火舘 50%、狙穆

120%、役郷&1%、ナイフコンパット 1∞ %、絡関回選 70%など

チームAからもたらされる情報

アヰIt特殊な遅抗日制l'によって恐ろいv刈オモンスターに変身

できるのだそうです.役:1m身を守るためにモンスターに変身したまま

3際の奥の罰践におり、近づ〈牢?をそのむの触手で倒LτL~ うのだk

のζ とです.鋪磯は非常に鋭い、のですカ" PCたちt協力すればなん

tか可伎である主考えています.i庄ら t協力しτ事じさtたっτ色、結J誌
は111切る結果になってしまいますからやめてお("""きです.PCが7ユ

タを連れ去ることを知れば、チームAのメンパ四11.襲いかかってきます.

PClt何とか3際に1'1約する ζtができたでしょうか.奥の狭い鮒届

にたどり者〈までにい〈つかの死体を発丸できますo 1~:Jmの部五日はまき

に血の海tなっτいるでしょう.

隅のEまには島総量の卵のような薄汚〈 巨大な蝋が減り付いτいるだりで

す.これが変身を遂げた少kアニタです.縫合、が剖l騒に入ってい<t、

繭 I;t.+.~呼みに良重}1を始めます. 部肢に入ることを中止しないなら、闘か

ら信じられないスピードで鈍いか宮爪のついた触手カ午l'びてきτ.俊入

者・1:'攻理障します.一度に繰り出せる触手の本数1;1.20本以上て.部長1:い

るすペての白旗1:'・tL:攻理主ヵη可舵です.

3 4  

アニタのデータ

M V 0 (触手の)REF30 SUV/HP 8/28 

W 1 L修正値。チZ ';1クの必要なし

攻撃力 +40、命中事 90%、追加被害 シフト 1(務‘ザイパーには効

集なし)

E耳鼻.なし

アニーI;t.i在感1(，)にこれがアユタの変わ9果てた姿である t理解できま

す.彼女Itアニタを何kか脱併し.遮れて逃げよう主試みます.彼女は

IJI.得の営業を絞Ifかりながら館展に入っていきますが、踏み込んだ途緒、

触手の攻聖書を受けてその峨に倒れてしまいます.7ユーの無茶な行動を

止めるつもりならそれでbかまいまぜん.

やがて、府下が孫がし〈なってきます.後続のハンターかEちらかの

金君臨の私兵が迫ってきているのです.すると、(('らった晶、女の戸が部

座に響きます.

rあなたは~t? 私を即1)1)に米て〈れたの? で也もう11いわ…、弘は

もう元の姿に戻れない.ょんな指骨子で'$きτtぺ の1;1.-{ヤ.だから.私

をここで免なせτ'J
fず〈・ずしτいる暇はありません. アニ~Iこ攻幣の意志がな〈 τb 、

その本能によって近づ〈者に11.必ず攻耳障をしτしまいます.また耐仁近

づりた主 しτbそれは般にしっかり絞り4寸いていて tても飽噺u)でω且

れそうにありません.

アニーが既に攻取を受りていたなら、彼女11Xi.を決Lτ、PCたちに

ニζから去るよう宮い、僚から手術測を取り出します.

『ニの惨殺で1;1.弘は遺げられそうにない.せめて、不司旨ぜだった般につ

いてい今てや~1，よい…』

PCたちが奥の割i庖から織れτまもなし鈍い轟音カ噂〈でしょう.

アニーがダメージを受けていな〈 τ、PCたちカ可血〈鋭併した場合‘

彼女は新たなる復讐のX&i¥'をl古川、 PCたちt共にここから脱出するよ

tにします.7ユタの現i尽には平信測が投げ込まれます.こんな姿のま



~@似きれるよりは、本人の~rr.<ぉ P死なせてや今t~方が殺せです.

PCたちは別の掴践に隠れていて、突入してきた迷'11が奥の罰般を澗

ベているlliJに逃げ出す二とができるでしょう.アニーの紛争ぇ隠しτぉ

1111.'.このドサタサに紛れるζ とは簡単です.

ー行Il'無~IÍIこ隠れ家t二J;!ってこられたγしょうか.

7ユーはPCたちに礼を述ペた後、別れのi1iiに絞らの前で鮮いをたτ
ます.

明.Il必ず'1)1讐を遂げる.アニタのた刷:も、そしτが淘院;;JfC;"る

だろう私の子供たちL 私k同じように例制Jの犠牲tなった人々のため

にb! J 

復普l!lt Ó;'胸に~きる悲しき女性、アニューリマロウズ.彼女の盗はP

CたちにはEのように映るのでしょうか"

END 

CROSS FIRE 
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はじめに

プレイ人数 このシナリオ114句 6人総皮のキャラ?1'ーで遊んでくだ

きいo lÎ}低でb晶、ットライナーがl人必~です.ま た、ヰットライナー

以外のキベ・ラクターもジャッ?=イン縫子を持っていることか'f{!まれま

す.

シナリオの舞台

ζのシナリオの舞古l:t北米のメガ=シティ、サン=アンジェルスです.

サイ，<-スペースはALTOS(FANTAS~銀総則)です.

サイバースペース比慰山

サン=7ンジユルスの住人たちが太平河のI~)(j~にある神秘の国・・日本"

についτ鋳るとき‘必ずtttっτよい111:あげられる曾3躍があります.

rジャパン '7‘ノ幻 t称されるR百!Ifな技術力、 3陀尉¥:(t.JなlT!R1J1i1.理主

統範を持つ制自国~団内タザafサムライふそして将制止術t宗教傍般の

結合tこよって、サイバースペースの中に神削減械を構築するこ tにrli.
lJlLた『サイパースペース比淑山』です.

『サイバー比叡山J1;1221量況の日本に現れた茸激的世日韓線合f宇仁{白兵

t呼ばれる組織化された強力な;t，ットライナーのー悶を織し、帝都危脳

網に隠t&た吟11を築いています.そして近斗では巨*i鴎による支配

体制を尚治、し始めています.

シナリオの背景

rサイバー!tm山J 1対構成Jlの桜にパノレス事~悦農を複め込むζuこよっ

て、 h明書:J1.の活街駄i兄の犯俗、被官保持、反逆指の抹殺Hfi制などを行

なっτいます.

しかし、中にはζれに従う ことがτきない者い、ました.rサイバー比

鰍11.1の糊鰍郷軍十二酬のひM 、:&ぬの糊弘一郎です.

伎は自分の娘、英夜にパJνス宛信機が寝申込まれようとしたとき、それ

を黙って見ているこ主ができませんでした.そして、平衡が行なわれる

i1íilî!になって、マンダラ =マトリ Pス ・ ソフトを持たせて般を~;会・に日

本から脱出させました.しかし‘彼女の後にI~ r.サイパー比叡LlIJの追

手が追っていたのです.

ACT-l 鬼面童子

突然の依頼

PCたちカ曙郡阜みのパ11プ〈つJういでいる t、プローヵーから呼びだ

しがかかります.

「ょう、ぞろいもそろって不主政1なツラしτるな.こいつ7.スカッ t

-~. tI;，l>~決めるのは知峨な1&か、ええ今 ?J

プローヵーの紹介する仕取の内容は、その日の午後、品オ ・サンフラ

ンシスコ空港に劃陥トす畠日本人の少究をサン=アンジエルスïlï内にt~A

でいる組父を探L、をζに退。腐りる tいうものです.ブローカーによ

れば、 f錫 i主1;11&t謝するこ tになる本人で、ヰ、オ=サンフランシスコ空

港に向かつて飛んでL必車軌道シャトル、パン=パシ7ィッタ ・ライン

2041:記念、らハンターの車幼草を世<lJlしてきたtいいます.PCたちが決めな

いようなら‘時'1111がないので他のハンターに連絡を tります.

依頼主 。葛織艶夜

内容:祖父の捜索とザン=アンジエルス市内での護衛

;;;件依頼主的ilJ婚後、すくに仕事告側給すること

湖限・依頼内容が完7した時点で終7

積酬:20.日JOドル

PCたちカ引き受けるよ主であれば、引丘にあるダイスプνイなどに

穫術対語1/.0;糊!Itl合戦LIllt'れます.映し出寄れたのはまっす「なl!1<・!!e

~長〈のばした14. 自在の少女です.これは.災夜がシベ・トノνの股上から

プローカーに述絡を取っτきたtさのものです.

rシャトルの査1附はお針金fJ.待たせるんじゃなL、れ

ネオ=サン7ランシスコ空港について

~ll'のあるサン7 ランシスコ ・ エリアの失調l分I~. 1級、 2級のi除'f，:
区であり、自衛用の'J~銑誌の携傍しか認められていません.武お l 都i

のうち、サプマシンガン、マシンピスト庁、短針ix.テイザー、サプマ

シンpゲン、 Yニフ?;ザン~除いたものを自衛JfI'l~銃部t します.火総

を俗載したMADでの衆り入れもi2められません.主主叩強化にl瑚しては

特に制限はありません.

移!JJ)f判二、 111両に猿備した主主訟でメガ=シテ4の各岳if!lf!lサーピヌに
アクセスした争、公共交通機側のターミナルで公栄治末~制jえ l.f.シャ

トルのIll~~弘 正確な曇胤峨t 霊1mゲート、 お$の7 ロ rl1llJl<(獄鈴

紛れる人々に解放されτいる謂ゅに限ります)なEを知ることができるで

しょう.

4、オ=サン7ランシスコ空港はサンフランシスコ ・エリアj"'O)i弘1・に

伎遺しており、陵地側Ui長t'2蜘 IH'のiftJ二滋路で結ぼれれ、ます.

36 

4最上泊旅主平行してシャトWライナーのZfa識が主主っています.海上」宜

路1;1片側41lW品シ'\'ト /vライナーの紙約1~1II1依式です.

事で空港に1:司会、。た場合、 1111孟臨附に悶きれます.紛liljH15'骨組
τで、入口で耳捌Iスペース{隊、場所}を指示寄れます.



空港ピルのおおまかなフロア偶成

l Ff~:'1ゆと入口、貨物ゲート、港への述鈴路

2陥 一般7ロ7.シャトルライナー駅、量測IJ晶、ホテルとの連絡路

3僻 ，日'IZIロピー.入l期館手続き

4際::1't~ロピー、出|月給手続き

PCたちが忽浴にず'i<~ 204阪は既に務総し、采客たちはゲートを出て

入1附手続きを行な..，ています.ftl1l1ロビーで待。τいれば、手続きを終

えて出て〈る楽夜t会うこ tができます.

大きな鞄i'抱えてロピーに出てきた役jr;11、不安そうに辺りを兄闘し

ていますが、 PCたちかg仕:111を引き受りたハンターであるよH 知るt、
途地に磁を餅かせます.彼女IHても無野猿で、その純子からはシャト

ルのよからハンターの斡iHII<fJlしてくるような入1111には見えません.

二こでPCのひtりにPERのAR151プチェックをさせて〈ださい.

成功すれば奇抜なサイポーグmコートを続けたサイポ・・グが、人の流れ

に巡らって近づいτ〈るこ主がわかりますom閥(:注:aを払っτいるPC
がいれば、自ωが~(:苦むるしτ もかまいません). ~らに品i闘を凡回せ1;1:'、

別の古向から扱近する似たようなサイポーグを次々 t発見する ζ とがで

きます.合罰1'6f-本を発見てきます.
彼らは 〈サ4パースペース比叡(11)が、災夜i'li制聾するために指し向

けた7ルポーグ(JI!蘭虫干〉 です.PCがれづかれた.:~がbかる t 、

絞らは行動的関飴します.

葛練費夜

l繊.日本人.(サイバ-tt淑山〉て修;ti'験んでいましたが.バノレス

1Mli機の峻申込み平術の前に、父の乎によって日本を脱出させられまし

た.母親<116織のtきに死別しτ，• ;1:す.ジキック=イン ・システム

中のパ4オ・チップに守ンダラ=マトリクス組み込みソ7トの起動コー

ドであるJUHマントラ)をtt憶しています.

能力鈍

S T R 8 R E F 15 0 E X 12 I N T 12 E 0 U 10 
P E R 17 S Y M 16 W 1 L 16 S U V E H P 3 

主な取得スキル .特配すベt!スキルはありません.

ザイバー化状，兄・ジャック=イン繕子X1 (lfQ)後)

〈鬼面虫干〉六道鬼

1臥組子、餓鬼m干、続出r$t子‘修磁滋子、人l1i.子、天fs.守¥の6，*-
rサイバースペースt開 山の本株71Vポーグ 〈鬼孤遺子〉です.身長

約l00::m.ズングリとした体形で中目白鼠の叩I~をま t い、飯蘭11ftILぃ獣の

形をしτいます.ポディ11石像のように見え、胸当τにはそれぞれ%減E
滋f餓鬼道f講生逃j修継滋Jr人滋f天道」の文*の浮き彫りがありま

す.

彼ら11M1x~羽織を粁ています.務総の械に11r細野』、車検

じはr尖踊:1t!Iム削，Iこ11各滋干の名l百合制抜かれています.

能力傭

S T R 20 R E F 30 0 E X 10 I N T 8 E 0 U 8 

PER 30 SYM 6 WIL 6 SUV S HP d 

主な取得スキル・公閉経 48%‘土地カン 50%、地よ.全般印%、ス

トーキング ω%、素手戦問 130%、絡闘間選 10%、特殊武器戦飼 10 
%‘空中 ・QG俄 働 80%

サイバー状況:鬼面蜜干{装甲全身A10/80%). I Rビジョン、ブースタ

ーレッグ、〆ンタルスタピライザー

減舵力健、妓能I~6体共通です.また、ブースターを使つての体当た ')(鉄

MANDARA M.判TRIX

身樽)‘および筒腺の前嶋却をガスで射急出すことができます{鉄腕砲).

l!iには神経を内蔵した長さ5m的ワイヤー(切り放し可能}がついています.

1園田ガス・チャージで3箇発射できます.主に特孫活動に使用します.

名称 火力 ENC 追加 スキル 実質効果 限界

対人対物ダメージ

鉄身強 80 ー シフト 1 <特殊武録) 0 0 30 

鉄健砲 20 〈特殊武者普) 0 x 20 

空港からの脱出

〈鬼訴訟干)11梁夜の羽田島を第}に行動します.剖lH躍をする者は排除し

ますカえ特にPCだりをmって攻務するこU:1.あ9ません.
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PCには+分な装備がないので、 6体のフルポーグを相手に渡りあう

のは容易ではないでしょう.終夜を保織しつつ、MAD(またはー般市車両)

かシャトルライナーで主改Pをぬる二 tになります.

〈忠商虫干〉は6f4<いるので、線欽のグループ(川トル組Ult組、 f鎚)

に分かれτPCi'追跡します.

以下に、アタシ司ンの手がかり主なる袈紫をあげます.

J.入手可能な武器

空港替協J¥がj首狩しτいる武務:5.5(回オー ト、 9..11ート νス、ス

タンスティ γク

2 鎖些からの似防法

'MADまたは~帥車両

PCが自分のMAD、または車にたどり粉〈ことができない場合tこは、

駐)11'.晶に駐車されている単や、空jll'ピ'J~.it而出入口付涯で停耶中のllli'



出登幽~

平に入れるこ kができます.駐車中の111のドア13.すペてロッタきれてお

り』紘hに1:'<t市首.メカニクス〉または〈且νクトロιタス〉のSRl/2に成

功するニ tが必要です.停耳i(l]のIIIのド711ロックされていまぜん.

重量式 タイプ MV/REF HP 鑓敏ポイント豪員

スポ由ツ車 V 50/9 10 70 2(+2) 

セダン V 45/8 10 200 5 

コンパーテブルカー V 45/8 10 150 6 

大型パス V 30/6 お mω 40 

スポーツホパ- H 85/12 10 1∞ 2(+ 2) 

VIPI!lリふジン H 80/10 20 350 5 

装甲版:(全面)A100/90%、兵装 :エレキシールド

締部命中喪

タイプV(コンパーチプル力ーを除く)

1-7 本体 8:エンジン 9・9イヤ 10 :貨物・費量客

コンパーテブルカー

1-6: ，巨体 7 :エンジン 8:タイヤ 9-10 :貨物 ・集客

，イプH

1-8:本体 9:エンジン 10 :貨物 ・乗客

。品加盟E子〉はリムジンか大型パス守数券するカに トラ ックやパスなE

の主主1阜のルーフに従来しτPCのlliを追跡します.PCがシ守トルラ

イナーを使ってい畠場合でも、 1[1で追いかりτ圧力をtJIIえます.

道路上ではPCのl[!のjj;jを抑杏えたり、事をぎりFりまで'jお墨書せτ
PCの取に釆9移ろう tします.ブースーターを制i今て水平ジ守ンプも

行ないます.

1[1を週娠している PCが七ンサーやミラ一、iü.1~の鋭誌な Eによって

〈鬼耐虫干〉の行動を犯熔しているか、他のPCの共同制かつが臓な術

示(1，の方向にハンドルを切It_プνーキを鈎時、なnがあれば、 G弘仁

司I全般〉のSRl/4で避けるこ tができます.lJ! <サイバー9ンタしτい

る場合11、〈ナピゲート>SR 1/2r'避リるこ主ができます(i蹴の〈ナピゲ

ート〉による副iPH1孟却点、切f迷います.注意Lて〈だきい).

-シャトルライナー

シャトルライナーの発着プラッ トホーム11.岱 在的ν<112階部分で

結ばれても、まれこの通路11総 IV品への通路の反対側lこあります.PC 

がプラァトホームに向かった場合.ホームには常に者e.!It班ijIIのシ守トル

(6制御此)がいるものtします.

〈鬼.ifiiil'(子)1:'シャトノνに乗ったPCたちを追って、またはPCの先回

りをするためにシキトルに取りつきます.PCがシャトルの内部にいる

場合は、必f主席のJI1車両から111内に侵入Lょうとします.PCヵ'l[!て移動

している場合11.シ守トノνの』搬によ 仇道路t斜泌が炎差する部分で

PCの取に集。移ろうと します.

汁トルライナーの巡行lま完全に自動化されています.正腿の脳予プ

ログラムを変更するには、先頭準備の;sc和陸軍部分に位入して.緊急停止

スイッチを{働事せるか、 A1をシステムジャァクしなりればな9ませ

A.管制部へは、客室主のl¥!際の1正にある4f術 lk、フチヵ・ら佼入できま

す.ハッチには鍵が会噛・っτいます.
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緊1主将JI:スイッチにliパスワードによるセキュリティが股定t>れてい

ます.突破11<アクセス>SR 1/4または〈ヨードワーク〉で伺定します.A

II:'C級AIで‘セキュリティ 1:'突破純1(防ロジックウ方ーノレのみです.

列車内には l輔おきに公衆鎗米がJlI;Q;t>れていますカt 二二から il(j~

シャトルのA1に侵入することはできまぜん.



-海路

空絡が}怯上にあるこ tから.船での脱出を思いつ<PCがいるかもし

れまぜんが、ここでは使わぜないようにして〈ださい.

3.迫抑併の駆除

この追いかりつこ iι 窓~ピル311~の国j務フロアから始。て、ぬ上.ill

絡が聡に*lしかかるあたりで狼了します.lfiかシベ'トルライナーに策っ

τからの糊"]111分(忽灘培地ターン)W.ß:を目安にしτ (t:~い.

u弘前i1f.子〉が来っτいるll.を厳担問したり、識やシ"¥"ト作ライナーにし

がみついている tころを突きilHしたり、 PCたちの取に来事移ろう t

する tニろを遂げた9して、自民り切らせて〈だきい. PCたちお町ドやシ

ャトノレに繰るliofl:何I事かを脱京高寄せτむかまいません.

途中で足官iめをきれτ、Eうにもならな〈なってしまったら、集結し

た卸滞留師隊仰府1て〈鬼編li'i子〉を牽制します.その聞にPCたち

に逃げIIIすチャンスを与えτ (t:~ ，、

空港明日14'1J~総主す社、即座にSWAT もし< I:l.R Pが岬'Jl-ます

ヵtどちらも PCたちが〈鬼薗nt子〉の追跡を綴り切る以前に-!w品に到

者すSこ主はできません。

PCたちが〈鬼前盛子〉を仮9切ったら、 ACT-lI:1.終7です.

その他

脱出の途中、 PCヵ喫夜に〈鬼蘭m子〉について尋ねたJ.l合(そんな余

絡があればの精ですが).~~I:l. rごっ、ごめんなきい.決1:1. ...J t曾っ

て.今自分たちを追いかりてきているのは、日本の〈サイパースペース

比叡iゆが1ie.，τいる7ルポーグ〈鬼溺虫干〉で.日本から自分をis.い

かりてきたのだと答えます.鮮い・ょ H 削〈余裕はありません.

〈鬼菌室子}

サイパ由化筏術の発途によって、人聞は新しい感賞や遭動能力を手

に入れるニとが可能になリましたが、同時に人倒的届置ではそれ・舎の情

報告+骨に処理できない二とも明らかになりました.今まで処理して

いなか勺た光町議長や膏、感覚を処理する能力1:‘人聞の脳には備わ

っていなかったのです.そこで、サイポーグが備える峨能に頬似した

能力を先々締ゥている動物的中枢神経由利用が考えられました.

このLtみはおおむね良好な結集を得ましたが、動物に強力な能力を

持たせるニとについて電解が得られず、人間以外的嶋君L績のフルポー

グはiまとんど実用化されていまぜん.(理面貸手〉シ リ-.xl:敏企ない

例外な冊です.

ACT-2 十二神将

鯛査

釘普からの脱出するし災夜はサン7ランシスコ ・エリアにあるホテ

W に行〈ようにPCたちに頼みます.そのホテルを選比t!理由をぬねら

れるふ現段に端本が備えっリられているからだt答λます.PCが他

に適当な場所t'知っていれば行き先を変犯してもかまいませんが、l!l"*

に1:1.1(，畠場所が必要です.いづれにしてbli街の都合よ、PC(の何人か}

t!J!伎は問じ場所にいる必獲があPます.途中で追鮪噌Rのなごり(絞れた

服や、血糊)をil'lU~ ~ . 取を取り容えるζt t'併しτ もかまいまぜん.

ホテJνなEにま附するふ!l<夜i主体怠u話の手当のために、 PCに剖:
屈にあが畠よ うに働時t鎖み}ます.毛れが一段千寄っ〈し 鉾い、司E昔日

組父の彼索についτ鋭明します.
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MANDA削 MATRIX

!J!喰の父、iS峨弘一郎は日本の〈サイバ-lt淑山〉のメンパーτした.

彼らの干弟1:1.15殺になると〈サイバー比叡山〉に入山Lτ修業を始めま

れそのための干術修mカ終わ り、 15i畿の誕生日を4日後に控えた今事1.
彼女は父親から、急に身の回りのbのをま ιめてサン=アンジェルスの

祖父のkζろに行〈ように宮われました句1!w担シャトル11'T-孫、サン=

アンジェWスrmを2時r.n弱で結んでいます).彼女11父のただなら，誠司ト子

世見τ言われるままにシャトJ叫こ象 Pました.その後、シヘ・トルの中で

佼:9;1ま父が鞄に入れたらしいメヅセージmのディスクをmlします.

r災後会へ

お前11事記念にのよ うなζtをするのを多分.不足!.liiに思うこtだみう.

私も不，思織に思っている.お前はもうす〈官山に入札修祭を始時るは

ずだ.いや、はずだった.そこでは、お山にすペてを絡げるため、俗世

のすペてを鈴てることにな丸信前には信じられないこ kかも しれない

カt私や死んだ持母きんやのこtも忘れてしまうのだ.弘たちはあらゆ

るむのを捨てて、お山に準仕するのた二お}町も知。ての k おり、平~.Iま死

んどお母さんの記憶をも干企ててしまった.号れ11弱さにつながるからだ.

今ではおliijのお母さんがいたというこ主しか憶えていない.

しかし、私はこのような人生をお前仁強いるこ tはできない.州自に

11ニのような人伎を送ってほl-<な色、白山に生きてほしい.そしτ、

私やお母きんのこふお前が大切にしτいたす4τのことを絶えていて

ほしいの1':0

私に1:1..サン=7ンジェルスのENCUい、う:iel聴から、私のお山に

絡げた入生が始っているい、うZE憶しかない.多分、をζには弘の父、

お松1<;緩がいるはずだ.そこに1Mムの狩った街ゃi泊りがあり、友人たち

がt、るはずだが、それはもう弘の記憶にはない」

弘.-.!lIiI:l.I5i!'-前、父の玄識の'JxMを押し切ってサン=アンジエルスを

員量れて日本に移争、〈サイパー比叡山I}Iニ入山しました.修業の線認で〈サ

イパー比古~ilJ} 1:1.忠誠心と強い創蛾づけを行なうため、?e憶に操作を加

えます.そのた申幾つかの記憶は失bt1..弘ー郎はま綴がサン=アンジ

エルスにいるとしか!J!喰に伝えることができ£せんでした.玄灘1:1.サン

フランシスロ ・エヲ 7のジdヤノぞニーズタウンに住んでいます.

以下はジ"¥"パエーズタワンtジベ'パユーズタPンのKOTODAMA

Z品川、リトJν ・ トキオ{総量)について、図~~~ftltな Eの→舶なf榔

サーヒ'スで入手できるli'lfflです.

なさ手、ゲーム中の年代がはっきり決まっているのなら、以後のO年iIt;

いう法:lJll主、すペて具f材幹Jな年号に[庄Lτ 〈ださい.

ジャパニーズタウン

n世紀初刷:起勺たνトロt}/Vチ守ーのプーふの中でメガ=シテ4の

あちこちに、措置紛司にI主桜、人種、文化を強調した街{陪似R)がつ〈ら

れました.ジャバニーズタウンもそのひtつです.世滋みは2()lltfi!末か

ら211凶己はじめの日本をそダルにしてつ〈らt1..ハイテク時代以前の:甘

い町並みし i肉質文明の孫とし干のような~G:蛮繍即応衡なEが混准して

います.ブームが去った後、大半の衝はげj減してしまいましたカえジ守

バニース・9ウンは創百足で、今でも故郷の盗!{-I担かしむ自:本人が住み清い

てしま主 ζ とが~<あ畠 t~われています. 居住区の管理はリトノν ・ ト

キ*tいう KOTODAMA系ヰットによってnなわれています.

リトル ・トキオ

ジャパニーズタウンの鰭般にあたったプランナーは、ジャパーーズタ

ウンを磁うコンビューター品ァトワ-.?t'独立寄せた」与 そζにKOT
ODAMA系曾絡を使用しました.これがリトル・トキォです.審査tt
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能力11AL TOSのIクラスター{ローカ作品ァトの砂州伎で.li踏の

A級A I によっτ管理される紀低髭fflの1具合の呼ぴ名)に相当 L~ す.~!出

立しτいる k曾ってもホスト liALTOS を~YIl1iするクラスター管理lA

I のH.~ですから. lll!l'tな機能lまALTOS上て守理、速営され.メジ

'tーネット tCl.河蹴bALTOSをi通じて行なわれています.

¥YtW11l:脇網tの焚液が盛んですが、最新Iソフトが供給されるスピード

はあまり速〈ありません.

潟峨玄議のデータはPトノν・トキオよて11理事れているので、 ALT

OS上で検君臨作君臨を行なっても ~é兄でき ません.検索4こ帥・る附1IJ11G

Mカ検めて〈だ飢、.検察啄r件を絞り込んだ場合11.即ltに結*を出し

てもかまいません.

検索作業中、矧似の情報tして先にお繊弘-Jlliい、う名H加呼む4でき
ます.そ ζにbメッセージディスクにあったENCUという量渓制呪

られます.

ENCU 
イースト ・;f.ットワーク・ロミュニユケーシ曾ン・アンリミテッド(East

Network Communication Unlimited : EN CUlは、サン=アンジェ

ノνスに本社を訟(;j・yトワークそのものの愉怖を売る企業です.総決な

数にふ〈れ上が勺た4、ットのEれを選ペ11:'自分のE世むサービスが受りら

れるか、いう情報を姥供しているのです._:!.ットライナーならば、便

利なサービスのひtつtLτ拘1っていてもかまわないでしょう.

ENCUI1 (サイパ-11淑山〉のために.エージェントの偽装身分や

llil震の郎砲で収集したキットワークのl¥1輔iを純明Lτいます.ζれを行

なっτいるのは広報部資事ヰ蜜い‘うセクシ銅ンです.一部の幹部を除り

11:'，、 ENCUt<サイパー上t1ilUJ)tの関係~知hτいる者nまいません.

lS繊弘一郎についてENCUに~:Jい合せた場合、 在草書していないい、

う容が婦っτきます.過去にさかのIfって掬イ削工、18<f.ii初、ら 15'l'iI<i

て

にかけτ3年間ENCUに'jJi.務Lτいたこ tがわかります.ft止:111の2iJ'

半i揃 tS叩(品川ワークの鰍時行なう部粉、 1ti後の6か月lま広報徳

資料室に配属寄れτいます.u内の状況を!t車効~)よ( jf!l屈できる立場の

社J!総務、受付付11などHの織触に成功すれば.広線部資料室11;<ン

パーの入れ都わりカ徹い、総理Eであ晶こ tがわかります.

ENCUデータエリア

ENCUのデータエリア11ミドwグリッドに位置tLτいます.

グリァド入事口:突破船?のロジフタ 9;t-)"~ワーウ1~7x2

ノνー トはふたつに分散します.それぞtt..E"戎mlの4・ット情報データ

ペースへの通路、社員t，'IfU'i'i'l1tデー夕刊ースへの通路t!い、うことがわ

かります.

A:品、ット作織Iデータペースへの通路.セキュ 97ィli、通路の般に綾

il1~れた吊り実現(従え鈍8)、および、データペ目ス入口に画~r.ぬれた

エゲイルマージ、パジリスクです.

s:社nmm管理盟データベ四スへの通路.セキュリティ 11.通路の!i!に

紋世されたスタンガスoe.Q紘9)、および.データベース入口に配慣さ

れたワーウルフ、ピクシーX2、ミノタウロスです.

ネット情報データベース

ENCUの主3闘である4、シトワーク関係例欄YJ恨められτいます.

提供する情報の績類、僻R飽.加入粂{'t-.l!削除除、加入者へのサーピ

ス、 f血キット tの按紙状況などのf官級会'.I;lifすペてのローカル4・γト

k 多数のインディーズネットについてスト γ クされτいます.いbll:'~.

ツトワ四クのカタログのようなbのです.

社員情報管理データベース

ENCU社nのデータが収められτいます.たどし、lS峨弘一郎カザ骨

偏していたはずの広報部資料道のデータは中身がありません.un名と

4 0  



，{tl寄附HlI以外には、織Itt倒人口l虫、)JJ住地なEの{闘人データがまった

〈ないのです.

I'Cたちがデータペースに佼入すると少U制nJをおレてかも、部I@の

-f~からZd越で聞転する光の111f齢勺4れます(アクセスの2品川ヰ11(サーチ〉

〈データプロー〉のl陣i妨後).

{6t織り3 命中糊%ダメージ 1 特殊能力以下仲照.

鎌首市古}は〈サイバー比例ゆか明~~l.. 1_1'';f.l<な攻，.. プログラムで、

サイパーイメージ=rな訟をh'll宜するデータJCこ弥生して、段入者の本体

に影甥を与えるよとをO(I内としています.微授、俗，)1卓司氏側iti'のみを持ち、

ぬ岐きれるこ tはあ 0 まぜん.線t~，に命11=1すれ13.'1目減します.アクセス

によってハッキングを行な今τいる場合は、 無~:W1プ7タセスファイパ

ーをi匝じて目白内のニューロ ・アクセス ・チップに佼入します.

標的に命中した α費拡俗)11r.1/l'.，のデ四列二紛れ込み.フィードパヲ

?Uむに本体に絞入します.人UIJの場合は郎内に設泣きれたジ守ツタ=

イン ・システムのパイオ ・チフプに段入します.そして、パイオ・チッ

プをi函仁τ届;Q.湾総の部位:i'tl.鰍L. 土7五L 仰~、幻術なH'引き悠二

します.

パイオ・チップょで働〈部分約イWスとお也、ます{主体ル-1I'1:'fIゆ

きれたウイルスではありません).ウィルス1;1.外部から特定のfJ~;'・が込ら

れたuに初めて打tfJ，をl刑鉛します.iB471ま仰の11['，える各析のU3(マン

トラ:経}ですo~ ..f J'"スのサイバーイメージ11. 鎖、小見ι 大きなiJ'[誼
なEで、活動をl開始する主現れます.

ウイ11'ス~除J止するには、ウィルスの F I' ~lOl し、これを攻察する

こtで行なわれます.~JítlPポイント U.担抗聖者の防御ポイントに l を加え

た航になります. 命中した攻黙は5切6のS世帯で被W~官にダメージを与え

ます.攻F占有の〈イメージファ4ト〉がl似泌を越えている場合l阜、そのjs

だり隣同減らすζtができます.

PCに佼入するプログラムは倒産ゐ什.(鋪偶j帥は

Lし‘繍校;ゆのf体伽本似{に二轟耐tえがたかt哨哨官みを制q引|き起ニしま寸.集中するζtが必

要な係員~I孟1実~できず‘その他の行!J)J~容L (鴎蛾になります.縦みを

おしてl'fll，する場合11，W I LのAR18に成功しなりればなりません.

SRむ1/4からl/Itτ行ないます.

(11法縞〉

文部骨の <11治舗〉つィルス・ プログラムI~効果が決まっています.

代表的な単織縫製つィルスには以下のような bのがあります.

言*iA:痛覚を刺滋し、全身に錆みそ引e起こします.

金3正義・満腹中程への信号を遮断し、空腹中枢を剥滋します.禍牲者

1:常に空腹感を覚え、 Uたずら食べ続Iすます.

j!I胤・快楽中枢uo激し、性的快感を与えます.鮒制消耗によ

って死亡、または発狂します.

<~~止給〉が出現した場所にはカそ7ラージ具されたラインがあります.

PCがラインに侵入するならば、ラインを進むあいだに自分たちのサ

4パーイメージヵtiU院予イプラ Vーかヴィヂオ ・ショワでしかお目に

かかったよとのないようなキモノ裟になるよ tに宮tづきます.

ラインのl'μ う側は.やはりグリッドの中の1エ97で、弘代、板敷き

の木造住鮒却の-:iiiのように見えます.ラインの.'-1.¥口はか績に据えられ

た1'1彫の館です.

ここはENCUの'-l).Lデータエ97媛大道~~・(後述}との述給(ライン

役t1()場所です.内部に11巻き物の形をしたデ司タが収められています.

これはENCU相:.11の身分を刷JT[した〈サ4パー比叡山〉のエージェン

MANDARA MATR/X 

トなEの記録です.この中にお総弘一郎のダータも合まれています。

また、 l勾揖lに11エヒツν:/1ンヌシtシキガミが侃獄事れています.エピ

ルカンスシ11毎ターン、シキガミ世自喚(f仏自))します.シキpゲミのサイ

パーイメージ11，それぞれ脱却がカラス、ヒヒ、 fiiい拐の捜せた9-1のi.

半身 l21んで泌をひ〈下半身を持弘 ~~I・~飛び回っています.

エピルカンヌシ 命中~30% ダメージ6 F P 12 防御ポイン トO

箇定型 シキガミ 1体を{最大3体まで)召喚できる.

シキガミ x3 命中事鈎% タメ-95

シキガミ 11KOTODAMA官加τしか11同町Jしないため，FANTA 

S f.lilli句協峨まで巡って〈る ζtはできません.PC にシキカ'ミに関す

る知織がなりれば.キフトライナーに INTのARI6でヒントをJ:jぇτ
(1.:き t、
PCがライン~IÆるにつれて、進跡していたシキガミは消滅します{少

な(lら消滅したように見えます).

誕城弘-f.II'のデータに11.以下。のM輔Iが合まれてt、ます.

脱届宅{名nil.1.;1ド)1日に始ってt判孫なn.住所{ジャバユース'タウン}

の 他 弘}郎がENCUの一般社ぬから〈サイバー比叡山〉にスカウト

事れたメンパーτあるこ t か可τ，t~eðれています.スカウトの耳目由1ι 弘

司郎がENCUl {サイパー比叡山〉の関係~手飴めに、〈サイバー比叡

IJJ)のデータパンタで当時研究中だったマンダラ=マ トリクスについて

ザ削をつかむほどハヅ:/I-ll..て倹れていた点です.彼がマンダラ=マ

ト9クスについて純益した11愉可11以下のとおりです

- マンダラ=マトリタス1.1蛇茶18.1幽の数飢仇幾何~(-tJ<J~術によって1~

られた教官。i配:~Jであり 、 サイパースペースの中で電子の形を取っている

人mJの亘書車をt岡崎、減荻そのf也さまざまな形に加工する働きがある.

.マンダラ=マト 9タスを組み込ん1!;/7 トウ~7の}則発~行なう.

4咽

組み込まれた・マンダラ=マトリタスの起動!日の時号コード主して、谷

ソフトごtt::蝿なるJ~1Hマントラ)を使用Tる.

・マ ト9クスソフ トの鉱」存にあた勺τ11.'.'HIJ崎町H者の船内に大容五tパ
イオ ・ チップ~絵抗してそこに型怜込むζ U l..、ヂ4 スクなどはバイ

オ・チップに持込む前の4 誕の手段tしてのみ飢倒する.

・勺トリタスソ7トの嶋昏J保持の手段ll..τ.脳および大容'Iitパイオ ・

チァプ明書:mのパ'1I'7.1e'臓を脳内に機め込むこ主柑匝付する.制識

は、無線による俄号、およびマトリクス;/7 ~，マントラ ・ コードの鋭

み出し、改変によってft唖;1，するものtする.

また、ジ守パニース'タウンに1;1.<サイパー比叡rJJ)の非常駐の活iil，牒
占 tしτ六巡守が訟りられているこtがわかります.

マンダラ=マトリクス

タスを組み込んだマテルフォームソフト酬の縦令州められて

います.;J蹴のaem.L-r~.るマントラによってマンダラ =マトリタスを

起動きせずに使m l.1~場合、この;/7 ト i心、〈 つかの7 シス ト Y フ トを

一本の;/7トにま kめたものに過ぎません.また、このソフト 11I1血のY

7 ト H~JIjするこ主はできません.

マンダラ=マトリタスを起創J事ぜてlil!JTlした場合に11完全な機能を発

rfしますが‘終7時に融:刷者のパイオ ・チァプに;/7トを干Fき込み.そ

れまで干'i.:(ELτいた記憶鉱体にの場合ヂイスク)から消去するようにプ



世並陸監

ログラムきれτいます.能mボiのバイオ ・十ノプにyフトを格納するだ

けの容祉がない場合11、ソフト 11失われてしまかます.マト 9クス命吐量

動していない場合11.ζの肢体移動11行なわれません.

ソフ争覆頬 名前 効果 消貸フ才一ス

アーマーソフト 終予防御ポイント 5. 8 

つエポンソフト 降魔的錦 +6. +30% 7 

マジックソフ ト ファイアオープ、テレポートオープ

襲聖書

PCたちの鈎査活1白川路鍵にさしかかったら、〈鬼面iIF{-)を樹..Lτ
いる〈サイバー比叡山〉総酔ニ州事の紬恥唆:JJlします.

彼は卓、ット内でPC倒閣をたEって(ENCUへのダイプ、検紫なt)

PCたちがp白っτいる場所を突き t め、館@~管思しているホームオー

トメーシmン・システムをシステム ・ジ'¥"ックします.… f汲l:liがシステム ・ジ"¥'ックに成功するし Alm'f:ユターの映像が

離を剃りがfた車i料開の麟に靴します.ζれが紬ゑです.以下

の古E司~使。τ会話を組み立てて〈だきい.

rおお、JI.つりたぞ.議切者の般よ.~~もの平からは逃れらん.お山か

ら持ち出Lf~~茶縁を返してもらおうカ・.知ら品U1宮わせぬぞ」

伎はI占初Itマンダラ=マトリクス主返却IJmマン トラ・コードを引き波

せ1工、~夜を合めτPCに対しても以後一切の手出しをしないと、取り

引きを持ちかります.兆夜のパイオ ・チップにSe飽きれたマントラ ・コ

ー ドIま碍mのアナライザーを官~え 11'数分イ、 税み取り ・ 消去ができると

1tいます.

PCが断れば強度を磁化事せます.

「す<-1こ鬼溺tti.子Eもがお前のb!:に行<f'.今度11容赦ぜぬ.肉を裂

き、 ftを制、棚iをバラバラにLτj1ih-取り出しτ〈れるわ.父串t
HiJじようになJ

r恨むのなら、叫~0)'3J:叙を俄むのどな.おjjijO)胡tはお山~~耳切った
のたお拓jか喝初の修ir!を鋳え入山するという‘その[釘荷tこな.お山に

般を締げるこ~ ~j芭む!I主、なんと愚かなこ t よ J

そしてPCの行量!J守防空，<するためにマントラを附え始時ます.

r制蜘!おのれの蜘・さを知るがよい.融錦繍官。J

ウイルスに感染したPCがこれを耳にするふ後剛ゆが何!JL、全

身に耐えがたい苦鰯が襲いかかります.マントラを流しτい品すペての

スピーカーを機能停止させれば、活鮪11JI:みます(名残はあります).

そうしているあいだにふ納品lまあちこちに散ら11'.，た伐献の

を呼ぴmめτぃ是す.PCたちがあまりむたついているようであれば、

何体かの〈鬼前鐙子〉を管場事せて〈だきい.うまい、け11'.、こニて司直

者間できるでしょう.抑止t織11以下のような方法を絞って PC~~乱L.
t鬼踊敏子〉の突入を肋ります.

・都島の夫弁に殺りられたノルνから池放のi1f火剤を喰舟1する.

・ 3司蝿を合めたすペてのド7のI閤聞を行ない、。担誼i置I子〉の自主入~をE宜

保する k問時にPCの行動を妨げる.

・句会it.l1!子機aその他あらゆる設備のオン ・オ7、および織作を行

ないPC~混乱させる.

PCたちが 秘義の榔か崎町内パニーズ夕刊湖、て出

発したら、 ACT-21~終7ι ます.

ゐ全車
〈サイバースペース比叡山〉の~動却制t 1l!t.静十二州事のひtりです.

十二村婚の中では第IH立に位自主しτいます.ヰ喝な1:11不明です.

サイバーイ メージI卓、鋭1ゅの衣をま~"， i'泳、結絡をかぶった仰形

4 2  

の拘です.お手trig2tL持っています.

ACT -3 M A N T R A 
ジャパニーズヲウン

ジベリマューズタワンItサンフランシスコ ・エ1J7の潟tj!f'i)亙じあり t
す.ー般f~長区の中にあ P武器に附する厳重なチェック I~行なわれてい

ません.

江戸錨

lS掠玄識はジャバユーズタウンの中心部から少し般れたあたりで.銭

感〈江戸島ゆを営んでいます.PCたちが〈江戸童話?を娘L当てるのは

夕方<I?'、約直当でしょう.臨はまだ聞いτおらず、 r主値{佐l'Jの4しがか
かっています.

底はカウンタ- ~テー7-'吋'2組あるだりの狭いものです.カウンタ

ーの奥でi阜、臼~の主人らしき抑主大柄なサイポーグが庖~捌りる綿備

をしています.サイポーグ11級制用フルポーグのように見えます.

rなんでい、袋の札が絞めねえのか' 底はまだあいてねえぜ」

葛城玄蔵

航減.潟城弘一郎の父、災夜の祖父です.以前は日本に住んでいまし

た妖息子の弘一郎が自分の即怜押し切って〈サイバー比叡山〉に入

山した後、サン=アンジェルスに移りました.以来、弘ー郎U115i1'，近

〈交渉がありませんでした.アクセス・ファイパーの埋めこみを合めて、

ー切のサイバー化平衡を受1Iτぃません.

特記すべき技能Itあ 9 ません.能力他I~必要に応じてGMが決めて〈
だ事い.

健次

玄議カ明簡を見τいるフルポーグ.身長21如、ポデイ 11日:本般の絡倒

期戦闘そデルですが、脳に受ItI~t品IIIのため今では申lîIlB:ll (スキル}を失

今ています.<江戸紛で圭;臓の手1長いをしています.

能力舗 s 1) V S H P 30 R E F 14 

サイバー化状況{使用可能なもののみ}・サイバーアイ{対象物的鉱大}、装

甲(A50/河%)

PCな~~夜なりカ噌舌をしよう tすると 、玄緩からはr俺に11，(1，子なん

ぎいねえ」というつつりんEんな答えが返ってきます.食い下がれば、銀

次に庖t主体みにする u重って、奥に入るように宵います.

PCたちは小~な躍に濁した位のUIJに通事れます.災夜11一生懸命に
訴を始めますが.向かいあって座った玄緩11一宮も口をきかず、やがて

黙っτしまい付.そのうち繍識を切ったように喋悌めます.

r俺の曾うニ tむきかずにお山((サイパー比叡山}のζ と)なんぞに行事

やが勺てよ.いや、俺の宮うこ tがきItねえ勺ていうのが気に入らない

んじゃねえ.人織の顕ンなか引っ掻き回して幼主でございって蘭Lτる

ような奴らを選んじまったってのか物ねえんだ.磁制こよ、お山はでつ

りえさ.そこいらの会社ゃなんぞ11足下に色およ11'ねえ〈れぇt!oでも

よ.ぞういう bんじゃあるめえ?

あの野nllのやりょうが気に入らな〈て、織を切っ1.:14H琵該Vごったか

もしれねえカ'.15'匹、路年t.:，ぜ.何の音沙旅もないっての11.1:ういう

取でh それで今寄ら般がEうこう震われでもよ.それに、孫ができた

っτいうのにliI!に仰にも宮わねえでよJ

玄蔵の括を冷静に聞いていれば、弘一郎に対する修情カ検出している

だ"で、息子や篠か可T~< ないわりではないことがわかります. PCに

PERのARを行なわせて bかまいません.



しかしこの段鰍でのPCの説得はかえっτ玄蔵を興信事せてしまい

ます.をのうちrあの野郎1:手iiijエで塑んでお山((サイパー比叡山〉のこ

uなんぞに行きやがったんだ.乎n~.x.のIt，*は手前五でつりるってのが
筋今τ もんだぜJ とかrあの野郎ため、税でもな付りや子でもおえ J~苦 う

よ主な台1"が飛び出しτしまい、耐え切れな〈なった様干の災夜11剖8
i-t_品、応から飛びu!.Lτ行ってしまい孟す.

!x!句k・が出τ行った後、玄減は鋲次に彼女を探しに行〈よ うに含います

(PC糾恥:採しにt13ている場合でむです).PC州可らかのIJW凶行な

フのなら、ぞれに心を量hか寄れた tいう形にしτbか£いません.

なお、災被の・街物は都@に筏っています.

MANTRA 

深夜を録Lに出かりたPCI主、日ヵr;fl;れたジャパユーズタウンの中心

部じみ、電気革連品船出術て"lt!夜を発此します.littc:l:府i編のL、〈つb

並んでいるそユターのiiijに立ってい是すofI.t‘:1<;1:最初11(江戸車紛に良

品こ tをいやがH すカ" f>Cがなだめれ4幻司J!L;tす.しばら〈街中

で全土を紛らわせるのい、いでしょう.

PC t!X!峻が〈江戸鋭〉に深み主主するIf(、 i通りかかった{あるいは、

!X!吸が立って L、た}屯気動‘品販23Eの'r，~ii.aに並んでt、るグィデオカメラ玖

彼c;~j畠って首を回していることに気づきます.そのカメラに渡目する

L I1血の大小事孟ざまのカメラ HCたちを捉らえており、すペてのそ

ニターにPCたちの主主力句史しぬきれているこ tがわかります.そして、

それらの匝lil同峨伶乱れたかt.~I.比そこに紬婦の販制映しt白書れ
ます.彼の敵には滋々しい歓:WOA必)'11>'1"1-かんでいます.

『はは11， 見つりた~'.そちらから我の手の内に飛びこんでこよう1:1主

主.その娘はもらい受付ょうぞ』

{納必はマント片山え始めます.船俗世イ川に制1きれて弘、

るPCがいれば、 illしい習効削こ終われます.
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ジャバユーズタワンの1町長みは必fU)~印識がー変しており、〈江戸車紛
への泌を簡単C: t~rるζU:-c'H せん.('念品必はこの1目Hこ蜘貯

を呼び寄せτPCたちのtζみにま書導し、災夜を婦百墜しようとします.

ジ，，¥，...t，ニューズタワンを縦っているKOTODAMA;f，;i・ットワー夕、

リトfV.トキオ11ゐ也議に対してIHんE無1lf.震っても治官ではあり

ません. f> Cたちが逃げ匝lるあいだ、街中にお在する~まざまな屯子横

路がゐiuiの，~. ILそしてマントラを旋す口 tなります.創立行〈先々

でPC i'tl迫(..，池む方向をねじ11111r.、勺ントラi'附えて普しめます.. ， . m担灘11あちζちのシステムi'飛び回りながら次々にジ々ツタしてマン

トラi'iIotL、PCの勧告を止めよう tします.

PCに滋法特ウイルスに司~~れたるのがいない場合に11. 通りをパ

ニァタに近い状態に陥らせる凶)1則二、〈脳波子〉を早々に登場させて

〈だきい.PCは混乱の中哨実に側酬を総恥τぃ〈ゐ掛

から逃げる影になります.

Lltも〈街中世透川司令t~後、巣夜11技致事れます.今o/，æ11 (鬼面m
子〉も PCを殺す古lて攻理揮をしますが、遮れて〈汀P豊fi)をぬた銀次が

PCを即jげに現れます.ただし、銀次じは職制能力がないので、耳l丈な

体でPCに1:;111 られた仙.i!iim刊の--l'$~'Jj(.こけら乱、しかでH
ぜん. . ， ， 
〈鬼疏滋子〉が央夜を捕獲する k衝にはm左上艇のZ域防'理事き渡り、マン

トラ1釘r，tt型軽にJt.みます.

l:i躍は、!J!夜が〈サイバー比叙山〉に捕まったよ u.'r.刷n、かなり

ショックを受IIt~t暑予で、がつ〈りと1iJi'i1再t します。

'(1奄の.!!)聡l.!.、丸四時総1ムお山({サイバーH:謂llll))の奴らに取られた息

子にかかわっτいて、今度は孫まて耳EられるためEうしよ主らない.!l¥Ni

だ.今史、ょんなことを鰍めた殺りじゃあねえが、あの娘を助けてやっ

ちゃ〈れめえか'0 C主か、お願いしやすJ



世詮陸E抵

ζζでも先に PCの説得などを行なわせτむかまいません.

AC~4 MANDARA MATRIX 
!X.4I<の救泌をlIW!する玄蔵iム 申u択ないが大した草野えはないのだと

合って、古吋~りの仏i撃を出します.ZE幸除m( らいのd闘な頗をし

た縦!f!'("す.側>SR1に成功すれば、柑Wsとしてだりではな〈

災術品tしてもかなりの{面似があるこ tがわかります.ブローヵーに述

絡をとれば、?~ ~ ~I;l' (ルートの手配t机段をItllて〈れるでLょう.

プロ -11-1阜、映i取による鐙定なので、今11j~低ラインの値段しか明信

できないと脅います.

1出量制t.Jな雌段11.!)<:夜の救出の朝酬としての50.似国0ドルに、 GMの判

断で適当主思われる装備の腸入費mを加えた額にして〈ださい.後々ま

で'I!I!える装備をJlうようであれt工、制脚分を減らしτ〈 問い.

装舗はプローヵーのコキクシaンを利附すれば、革担寺IIUで平に1まいる

こ主にLτもかまいません。

KOTODAMA宮鰐朋の:17トを勝人する場合11.圭泌が:17ト厳

を鉛介して〈れます{適当な郵1の鎚引きをしτもかまいません).

また、〈大型武器〉のスキルを待勺たPCがいる、またはPCカら句作

パンカーをm~している場合、1-:厳11日本刀またはドスを貸して 〈れま

す.ドスは以前、郵欲州高に取り付りていたサイポー列跡地ftlのP仰 の

ものです.吃大型メカニスタ〉か〈綿密メカエスク〉があれば無条件でバイ

作パンカーのカート リッジに取引サ11るこ kができます.その砂合、火

力120 シフト3にな9ます.日本刀11実質効処分申f入、対物H Oにな

る以外11スタートセットで紹介きれたものt同じです.

六進寺

ジ"¥"パニーズタウンのはずれにあるrサイパーlt淑UJJの鈍・2です.~f. 

段は棋!われていないので， t.I'に助制室長訟な.1まなしむ祉蘭m子〉がいる

のみです。外観I拙い木造寺院を録しており、 2側胤刺・ら21f1!来日子J販

の樹鋭を基本に再生された日本人衡の中でb、災彩を放っτいます.場

に副まれた敷地のなかに本21:K1官幼が縫っています.本金の'1"こ11(JI.¥ 

泊ls子-)t>'1tI!j遺してきた端本に被続きれた央夜がいます.

ζこまで来たPCIι以前主追って寸分な武装を鍛えτいるγしよう.

オートプロテクターやコンパット ・シ£ルなど、〈鬼I回m子〉の肉矧攻

君津に対する防御力をffl:l!てきたのであれば、生盤物内部に入り携帯E火鵠で

対抗する二 tb町rtj~でしょう.

強力な武装~撚:læLt.ょMADを1目立するこ tができたなら、六道寺の

数地内で、火カu主叩を活かして戦うこ tが考えられます.(J弘前貸手〉

には器本((.Jにrl<Jl!鰍怒しかありませんから、致命的な彼等を被るiiijl:，

強力なIII総兵器て噂織するニ tができ晶でしょう.

大型武器の扱いに長りたPCなら、場合によっτは糊搬を選んでも

川、でしょう.

サイバースペース

7z道え~m. リ ト ノν ・ トキオのボトムグリッドに低訟しています.

1 .プZ巡導入り口0・'1)
六道寺のグリッドの入口に1:1.y !7ヘイが品別れています.

ソワヘイx2 命中部況脱ダメージ10 F P 10防御切ント O 
悶定JIl

2. "道鳥羽内

岐内内{こはカラステングが品~raきれてお号、あちζちを移動Lていま

す.30"4のl1i!惑で般入する PCt遭遇します.PCが入口、本堂のプロ

テクションモンスターとイ メージ771トに入った3持合には4!ターン後、

40%のl1i!f事で出現します.n正に厳駁されτt‘る場合にはまま劫しません.

カラステングx3 命中E制0%ダメージ4 FP5 防御ポイント

O 移動.~~
3.穴道号事脇.1(;

ζ ょにはENCUのヂータエリア t のラインが投首~~れています.配

置されτいるプロテクシgン11、エピルカンヌシtシキガミです.正ioi

の入り口に11、やりぷすまが{発見倣8)設i世寄れτいます.

4.六逃守本当2
本:&;の入り口には突破侃l仰ウォ-Jν{出版平衡明主の~9古川附置

されています.

内線11夫弁のZ7st、六角形の需i肢になっています.六孤の畿のそれぞれ

には.餓鬼道、高生辺、天近、入浴、 I雌脳、修雄治をまEす翁伎な絵が

filtかれτおり、 wには-ilijに仏の当主が並んt.1企が摘かれています.その

中央にlは物t，拾にtlaよわっτいます.倣のサイバーイメージl揃

らぎ， 1:やりて見えます.そのよあたりの空中に、ひtりの"が総f.lA
l'l!()eを厄の誕が上にl旬〈ように掘lんだ状態}の益事争で将んでt、ます.

「よ〈来た.よ〈ぞ今まで':JJtらの手を逃れ絞りてきたもの.ζの娘から

はマントラを分織Lておるところじゃ.うぬもが、このままおtなし〈

マトリクスを我に返すならば.以後、う自らには榊いなしじゃ』

PCヵ'llJiった場合に1.t.1院う議事事にな哲、マントラを峨えます.

ra制緩 I紘給料14tzvf鉱!凡よ、これぞ仏法の晴鰍

薬師什ニ糊か」柱にして殺がその御針織〈純岳! 老齢繊
ぬ樹長総論みさ珠....J 

E転の~茶織のF角から政洋風の11'¥'f守滑りtn!悠の形-11:1をした仏像的i1-

ぴよがります.魚台必l孟像の't'c:J&:<、込まれて-(:糾ヒL速す.
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金品の能力薬師+コ柑形{専用マテル7オーム}

FP 30 イ〆ージファイト お0% スピ-f 210 7"ース限界健30

RR 20 
特別能力:アンチトラップ4、アフターバーナー

プラストの射程/効果.

組込みアシストソフ ト・申宵 防御ポイント 5.マジック無効 鉾+

8. +20% フラッシユオーブ。アイスオープ

P C 111;J 1;か央夜にマンダラ=マトリタス ・yフトを起動してもらわ

なりれI!な 9 ません.起j)Jコードであ畠マントラ I~、 本米マトリクスY

7トの使用者功例14畠ペき品のです.この場合、使用者である PCI;マ

ントラを昭える災夜カ明人なので、 PCは!x!判定のす「側まで行かなりれ

ばなりません.

r稔JtJ'JJU.，f，J前 5以南 梯 縦 掛縦!J 

L担夜がマントラをu日えると、マンダラ=マ トPクスカ世話hします.

ゐ必'泊浮
サイバーイメ目ジ

制，ilH'はiをい重さを結った少年の姿をしています.上半身11操切要に

!~い衣をまとっても、ます.加に伊榊もの剣j械がよ給料掛11. 治
手に剣を持っています.綬法滋干のソフトが完全な形τ淫動する t、p
cのサイバーイメージは臼分tよ〈似た甜1っき、体つきの鰻法ili干に変

化します.

自lの趨法m子はマ7'"フォームとしては、以下の能力を布しています.

FP変検事 w 1 L値まで ヲ方向ス限界値 + 10まで R R 10 

特殊能力・ア7ターバーナー
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守的時点までに減少、消費していたFP、フョ，ースを元町値までに箇復

させます.

組み込みアシストソ7争:剣の縫学院御ポイン ト5.マジック無効

降魔的剣 + 6. +30% ファイア;tーブ、テレポー トオーブ

チ.， 
招社.の最後

• • • tlJ経:lI!はすべτのFPを失うふまず'}eの仰形の'H晒し、次いでか

ん向い念総脊を発しながら光の閉まりに~~tLj治めます.彼は人I1聞の形

を失いながらも叫びます.

rおの久たtえ吹が自主れようと 品 、 京. )1(山三十六鯨にE置する;{~M;カえ

降:lfIIの剣をふるい、必ずやうぬらを軍司伏Lτ 〈れようぞ.その時には、

その~H長級111麗に法力を狐わしはせぬの1:. 党俗せよ、党総せよ』

純 & の{本11数秒のうちに完全な蛾t化L、 抑 制 ま す . 総 説

明獄の櫛11、図書~也司切断で消滅します.

エピローグ

PCたちは袈技¥圭;絵、畳放の3人に見送られてジャパユース'タウン

を後にします.マト リクスソフトの消滅じよって、 〈サイパー比淑山}の

iLllえはいったんJI:みtすカ仁も LPCが後々のこH-心配するようであ

れば、 一家は別のメガ=シテ4に移るこ主 にしてもかまいません.

淵カ・ら糊t して受付取っ1~!Wt融はかな Pの額になる ζt がはっ
きり Lますo ~~り tl、っ τ しまう ζ 主に般抗があるようなら、ブローヵー

か，所者』精1..'0~'ié却し仏像そのものは応に詑いてお〈、い、う方法も

考えて〈れます。

ENO 



はじめに

ニのシナHオのプνイにら今とも巡した人数1:6人〈らわでしょう.

ストーリ司ラインはも・伽収集脚唱など多岐に減っていますれサイパ

ースペース内での旬険11原則tしτありまぜん.

参加にも今ともi車したハンタークラスはハスラーですが、ランドプラ

スタ一、パウンサーもアクティプに前.11<1できますo ;t.:;Iトライナーをパ

ーティに加えるかEうカ・11微妙なところですが、キットからの#帰以w.

11ハスラーがいれば'1~IJ'ち知れまぜん.

また、今悶のf士号"":祈米のハンターチームに自勺て〈るレベルのもの

ではないので、 GMはi主~して〈ださい.

シナリオの郷古11シナリ オの進行によって、ヰオ=アップWシティ、

軌込J:.:bナダの宙服、タウンなn目ま(.o L (変わります.

軌道からの怪電波

f止近の~I;$位3 シティは (n シアの子守都a のffi世話で持ちきりです.

この縫の放送電波は軌進上のEこ合唱・ら発せられているらし(， 2. 3 
日にー皮〈らいの割合でどζかのヰットワーク局で受信事れるのです.

局側l孟故意にこの電i症をとらえているわけではあ9ません.いわばノ イ

ス'のようなものなのですが、そのt障もカ%‘安ら f不:.~:躍な司kï"がたちま

ち釘lf'lにな勺たので、受信をカットす&こ tな〈この1111を欣送するよう

になりました.

(79シ7の子司司ゅはいつのまにかつけられた曲名ですが、法ではこ

のめ.似:附するそれぞれ勝手な憶測や螺が破ぴE足。τいます.学術で死

んだ恋人をしのんだ女性の思念波である tカ九対立する外国のメガ=シ

ティカザFち上げた耳目l時前五Eからのサプリミナル昔i庄である tカ」

とこみで、今問PC I;t.大きなイIl匹、ぃ、うかづd掛かZ約束されたff恥

を受けるζ とにな 9ます.軌道上を探索するい、う他験な内容ですが、

ニの79シアの子帯数はそれに大き(I剥与してャるのです.

GM用情報

子制xW軌 込tの打ち姶てられた欽送衛星から柑l11>れτいます.実は

この幽はバベ作期の町内に世界rl1で大ヒットしたものです.総車Lたまま

軌返上に浮かんでいた飲送ltilill1J必&何らかのショッタが飯闘で越よ

〈作動し、再び故知しそうになりながら、主き Eき地上tこ¥1i:放を送って

いる、ぃ、うわ1)です.

二れを歌っていた7yシ7 ・ワーグナ-~いう敬三T-I1U正仁この担.の人

ではありませんが、彼女は11[(;$ぃ人生を送った女性でした.戦災狐児

であるアリ yアtその買}セオド71;t.シパタなる企業家に引き獄られまし

たが.伎は普:Ilの人tいうわりではなかったのです.シパタIま!l'!しいア

4 6  

世シアを愛人tL、弟11臼抵のプロジ孟クトのlI!!品投与伺実験体にして

しまいました.これを知った伎立は病に」、全t?.はかな〈他界しまιた.

数年が過~たのち、セオド711自由の身になりましたかえ問時に狂気の

ロポァト湖周〈ダス7方ース〉を率いなりればならないい・うB郎、運命

を背負わ事れるこ tになったのです….

今回. PCたちに仕事をft<JllLτ 〈るのは、姉却にt也記怜味わわせた

シパタ氏です.PCたちは79シ7を巡って肯話己軌滋や荒野をさまよい、

号してヂスフォースの本拠地にチキνンジするこ tになるでしょう.

ACT-l コロニーへの招待
キォ=アップルのハンターたちの出入争するパーはf~ もよよ 1週間

1;(かP急足が少な目です.いうのb紫波かTZEまっていたサン=アンジ

エルス t テキサナの!日lでついに武力闘T突が~!l，したからで、 主だったハ

ンターのほ t んn主戦l品へ品fil~に行ってt、るのです. IR献の拓政、た

またま即'I~ゆ仕事にかかっていτ、 f船主燥に鴎〉できなかったPCた

ちはぶっ(Hiいながら/<ーにたむろしているでしょう.

ニュースによれば、ほどな〈量骨Q'11終結するとのζ とで、 PCたちの

山添はないようγす.

やがτ‘鹿内には (79シ7の子守司ゆが挽れ始めます.世訟/I!昔、i!iの

この曲11軌近上のEこか吻・ら不定期に究信事れているのだそうです.P 

Cたちはもちろん応内の離もがζの不思~.:!に4唆ら ('1111 1二 Iftlき入ってい

ることでしょう.PCたちがもう少し子守司kについて知りたがったなら、

"軌道からの怪定i!i( の犯逮を参考に悲の噂を伝えて〈ださい.

そんな主ふきちんとした身なりの紳士がすたすたと応内に入ってき

ます.カワンターにいるブローヵーは彼kなにやら布r:轟していたようで

すか.やがτPCたちを呼ぴつります.プローヵーはいつにな〈まじめ

ぶった面i持ちで、ゃっτきた依頼人の紹介をし仕:11'の内容を話Lτ 〈

れるでしょう.

紳士の呼ぴ名Iまら吋ラ一件以11)Jで、本名111明かして〈れません.r.古

狐主の代寝入だい‘うニ tです. PCに仕事を受けるー怠ちがあるなら、

ブローカー11;t6を絞II~ す.

r封まえたちは乱fがいい.いいか、これは俺のtalllにもかかわるニ tだ

からな.このt:l:lliは必ずきれいに片づりτこいよ」

fl<Jll1111>品企i節制・らのもののようで.内容は以下のとおりです.

依頼主 :サミュヱル・シパヲ

内容。モルニア軌道上の廃棄衛星i留り 〈パンカー〉内向通情術皐(C-

6'アリンア〉を療し出し、修理を行なうニと.ぞれが不可能な

渇音、術皇内のある鰭材を持ち帰ること

条件依願について一切を公冒しないこと



期限;1-2週間の予定

帳酬;前金として総額$茸矧苅‘終了時に総額$医以却

この危険な依頼内容を考えれば当然かも知れませんが、相繍l綴11魅力

『・:Jt"lょう.寄らに鉾い、ことはm滞日d民主主会ってからInl(ことにな

。そうですカ" PCはこの段僚で(またはシパタ主会うまでに)、 Ili.級主

やf鰍i内容tこついて、少しí'J，\B'iU~ ~考えたりする ζk ができます.

依頼主について

側周辺布名人tいうbりではないので、何者であるカ・判、ぃ出すニ

w嫡l'、でしょう.原則tしτ、彼にカ吻・わる品開u孟すペてヰァトワ

-?からlj>めτζなりればな H ぜん.プロアィールの詳細11t主にあり

ます.PCが〈アクセス〉もし(1孟〈サーチ〉に成功したら、 GMはそ

の紀述の中からかいつまんτ守止頼主の術鰍を伝えて〈だきい.依尊民自

身11ストーリーに大き〈かかbって〈畠ので、この段燃ではあま P情報

企与え過ぎないようにして(t!きい.

代寝入rパトラー」について、ひど〈無情性て可動飾かな印識を与える男

であるい、うこ tしかわかりません.シナリオ全般を通じτ.彼につい

τは:1'1も鈎ベることはできませんヵtその鋭い身のこなしゃ独特の雰細

企u.感ずることのできる名ならば、この4肋q院なるI!I!'ヮιりでなし依

頼主のr，UI翻する附'1~;t{ディガード娘アドバイザー(ニュ7ンス的に
はお底111-)であるζtを融解できるでしょう.

モルニア軌道

封己主性器いれ、ι 紘逃~宇宙IUf!.一般には解脱きれた訟1111ではな

いので、そういった仕事にかかわっていない人々の宇宙に附する知織は

現l~(初出況}の砿たち Uiiì程度です.シナリ才に挙制Ilτいるプレイヤ

ベおよびPCが宇宙に闘しての賀織が乏しかったtしてふそれは不

白書~はないのです.たど、 PCI1今回の似，.にかかわる明"1m絡など

について、その高間庄、 f品I~る努力を払わなりればならないでしょう.

きて、'l;'νニア軌道u阜、地正震を絡にしf~い〈つかの稗'íhl射L越のうち、

極織な軒炉臥滋を捕〈ことで消名です.JII!疎からは近地点で筑ゆ"'-量り王

遮I也慌では4仮脚叩にまτ被t1..泊-f'JI侃fd.li!必IIi'波町広なEがJt(浮か

んでいます.

パンカー

初1即時から今日まで、人工肯i80.l1鰍に打ち上げられてきました.

耐期年数を過ぎf~;!;，、情i!îlゃ級車した棺12誌は池上からのコントロールが

なされな〈なり、いつかは軌道から脱軍事し、地縁に議下するのです.コ

ントロールが欣紫色れた術息11軌道J，~t聞の微量向笠がなされないので、そ

のうち 1か所に集まっτしまいます.こうしてできた廃業衛星の恐場11

パンカ-t呼ばれてい￡す.パンカーの神'j~止は古い物から地疎に熱干し

てい〈ので、際限な〈その範瑚が広がるわ"ではあり£せん.

C-6・アリシア

ζの術記1.1パベw剣山町に打ち上げられた物で.選惑〈その公式Ed主

111自失しτしまっτいます.この段階ではまった〈制べるこ tはでき三

ぜん.

仕事を受りるならば、パトラーと洪に依頼主に会いに行〈二主じなり

ます.依頼主w猷事に降りて〈る気はな〈、今聞の仕事州池上，'(行な

うニ tになりそうですから、 1か月分のB俗匂!!fをしてから出発しましょ

う.出発は明日またはPCの都合があSなら北大て3日ほど後です.渡

航に当f~勺ての手続きはすペてパトラーが行ないますし、そのための賢
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剤も，Codi!ありません.
PCの中に1Il~ωI!を犯している者がもしいたなら、彼はこの日験には

お加できません.指名手配を受付るほどのfe.ill!樹立シセトルに柴るこ t

はできませんかおそれ以外のちょ勺 tU~fωp (らいなら、パトラー

が何tかするでしょう.

宇宙港

現代の部1ft同じ〈、 E問齢普には大型の武器11持ち込めまぜんし、武

也知を身につ11τシャトルに集るニ tはできませんot!ぃIJh無，1Il力

下ではほとんどの銀法11反，iJ/fJ':大きすぎたり、本人が鞘1Il力に慣れてな

いため、{郎、物にはならないでしょう. 1: (には主んEの鋭島知1;1:特有

の改造を施す必要があるのです.それでも武協を持今て行きたけ晶合、

そのENCが1なら成功判(協〈らいで凡つからずに持ち込めるでしょ

う.また、織発物や1Il火器;_I書紋火器k$:Iitの姉aな!:11無担ですが}

武 器 舵1糊 tしτ持ち込むことは可能です.

サイパー{ヒt二よって肉体制畠化した者、武絡を内量産しτいる者11特別

な場合を除ふシ々トルへの俗飛をf官否寄れるのですが‘今回はパトラ

ーの口添えで聡な〈娘9込むこ tができますか、ードタラフシ守司J、ー

ドパンチャーなどの帰丸11抜かなりればなりませんし、取り外しのき〈

ものなら宵Iりなりればな9ません).

シペ・ト川削減t月の中tm地点あ畠スペースヨロエーに帯港し、円

前仁向かいますカt-f干の目的地11~真主の待つコロニーです.

道中114日ほどあり tす.旅はt対車で安全ですカえシ守トノレ内11無1Il

;1)状態なので、<~~. ・ OG機lJJ) i'新たにI民得したり、止必する可能性

があります.ここでGMI1金PCにチ£フクを寄せて〈だきい.<~~.・

/八
/ 



}判。附型〈

OG機2ゆをl堤に取~~Jιτいる者で. その校側Ï{W5似以下の者はS R

I に成功すれば.5%をただちにプラスτ'きます.取惜していない者11
REFかOEXのAR15に成功すれIt.10"16+修正他分を取得できるτ
しょう.

〈コンパットシエJ昨~収得している者11.正式な〈空中'OG綾劃11)

がその%を上白るまで(::1ンパットシエノけの泌を〈空中 ・OG織fJJ>
tして鋭附するζtがで主ます.たどしこれはチェックに成功しτも

技前回主峰1:1.しません.

観光コロニー 〈スパイラル〉

この3 ロユーは他の~(の資種目集Ill"i コロ 品- t 逃". lHI師!1;iι首都やコ

ロニー獄3居者、 相泌勤務のj~(人のために造られた鋭北附2 ロユーです.

中にはあり tあら申oVジャー施設と広大な自然があ ります.依縦主は

よょに長JU1~凶・ してお~. PCのために$(の保線期総材をfllなLてい

ます.

PCたちは$(のロポフトや符附兵に厳司1にがードきれた伎の邸宅に

案内きれます.シパタ氏11塙1Mサイパーボディ仁郎を移航ιた風変。な

人4骨τ、ょの万全な普備俳'iT)にむかかわらず、室内にまで多〈の轡倫シ

ステムを訟寺、分偉いlVi}車ガラスのJnlζ うから訴しかりてきます.彼は

PCたちのひ主りひtりをよ〈縦波1...短い'I't)II)(いままでEんな佐浄を

ーなしτきたか、とか他愛ないこ tです)をしたあふ

rよろし，'.合(61.二 千ZEEおりf:悶tを頼もう.訴しャζtl1パトラー

からき〈がよいJ

U!II言い残しτ、奥の剖i践に引っ込んでしれ、ます.シナリオカ日臨

むまで彼いまbう会う二 tはできません.

国
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シ，<fllま仕:，)1を111むPCたちがIilmに14る者かどうか検分するためだ

1I l:ζょに招待したのです.もっ t~.Jûllで仕l)l~行なう PCたちにと

って11.ょのコ ロユーがUH白也慌てあるζ とは虫列部合なの'C'.すカ九

結ι}、パトラーカ'ln制~飢餓し、 質疑に民浴することになります.

70斗J:A.1，.前に打ち上げられたC-6・アFシアは当時ヒァト Lτいた

歌~IIIJを'Î""，tiから崎氏閥会成にお起すための刷lWIRfT. ぃ、っても地

上A，jなEからの沿波を中継する術艇ではなし棉~jSi内部に皆殺ROMを

併載しfよいわば宇宙のジュ-?:r-、ノクスなのです.PCたちのまず第ー

の鉱務はパンカー内を鰐詰駐しょの術，L，H'発見することです.I必Hの傑

知慢材~l寺勺てい〈 のγ. 発見にlまそう手Imlまかからないfごろう tのよ

tです.この肯iA誌を修理里して軌道に戻すこ tb'*米の1011ので、それカ句、

可能なら4高級事れている~.，;材を持ち紛らなりれItなりません. シバタ!~

の所捜する肯}皮肉の総材とは. ちょう E人Jf日がひk り似ま{，~)~の針4

3今プセJV-.iE11車には防腐処理した死体が収ま った村です.

ζのコロニーから小型航宙船で出発し、 パンカーまでの旅削減~)5(ll，~

1mです.

t骨点に必~な払13EI船、 5空白紙後備はすペτシパタが則怠しています.

AI(it，船11請書備した袋織だりでIHんどー綜になりますが. PCにtって

f色に4・.~なものがあって、パトラーがよZめればそれら繍迷できるかむ知

れません.

パトラーは伽跡こついτの質n:Iには答ぇtすカ" Il<fJl3，やパトラ-tl

~のプロ 7ィ -}I，，\ yパタがなぜ'宵'jlil.~探Lτいるのかについては答え

ません.ただし、自止めされているというわりではないので、 PCがし

っζ 〈訊t、たり、k'fjω¥)な態IJrτU1したなら、シパタのプロ 7~ -}~(ア

クセスでわかる範捌)、パトラーの立場や過去、またシパflt衛星の関係

についてわずかに探るかも知れません.ほとんどはいずれj明らかになる

t，ll術iですが、 ζこではヒント的なところまでに情的ておいて〈だ争色、

AI(宙般の総縦.現紛でのf日明!I:t.阪)11)t 1..τパトラーがH ます.PC 
たちはその肋'1'、またはいか・ろな機訟の操作なl:'i"行なう ζ 主になる

でしょう.1:総量や術陣じl瑚Lτ11PCt河端があるかも知れません.P 

Cにその4克也があるようなら、バ ト ラー I:t.t~(バイロ ットやFーダーの

暗fを餓り孟す.ただし、 i誌はPCたちのお目付It役なのですから.探索

メンバーから外すわリにはいきません.

プリーフィングが終われば、今日I:t.解f.xです.出発はせか杏れますが.

l.1'l備なEがあるなら.故大3日11l:'はこのコロニューで焚沢な等しを滋械

できるでしょう.ここでの球主的なEはす4τシパタヵ可寺ちtす.伎がJ

に必要な bのはたいてャそろっていますカ仁紫色;IJドラ γグ、ファッシ8

ンm以外のサイバーパ'_;:;. 武鑓 ・ i!II楽器1などは'~lJl')t 1..τ売っτいま

せん.

また、 ζのコロニーではパンナム系ヰットが(i!!われていますが、 ζょ

で'1!1!!ll'z>れているグリヲドはそのす4 てがかな orJst主なので、グイプに

よるハッキングはしない方が句時世です.

サミュエル・シパタ

約30年前までテュフォン総創t制いう即d鴎の'lR初Jった大物τ、
引退した今IW節郎市のひtつ {コベJνニタス〉で催々向巡かつ迅k.1な

老後を送っています.

テュ7オン祉はヰオ=アップルシ7-fi"支配する金総理合体、シンク

ν71材印の中のf~.企祭であり、 主釘制則mm;都品・」同係を悲併に Lτ

います.テュフォンの企業tしての噂は{也の巨大企君臨主同じようなもの

でしょう.

今のシパタ氏11引退した身ですから、政治 ・経節面iに堂々主力を睡iる

うことはできません.わずかながらの版。ι。孤?しぁι1ま{倒人資滋に



紙って.滋燥にふりる毎日をi孟勺ています.

伎の肉体年齢はM留置IU'で.脳を非人rlU~サイポーグボディに移航し

て命を長らえています.非人間1Mポディのためか、 ヲド米の位指tのため会¥

持政の彼の基貯I'lや心のJJlきを縛Iらえるのは務易なニ kではありません.

彼11ハンターなどただのならず筑7JK，tt。ているのですが、パトラーが

'f:tlll?:遊行するよで、優秀かつ秘fa54r守れる数人のプロヵ':I1:.!f，fであるa

t :flJI軒ιたため、 Lぶしぶfta'Iiをするこtにしたのです.

能力値

S T R 5 R E F 25 0 E X 15 1 N T 12 E 0 U 18 

PER 25 SYM 8 WIL 10 SUV S HP 5 

ザイバー状況:非人間塑で頚はありまぜん.攻穆を受けた喝台、頭鶴命中

は1:ずれとなり孟す.また胸部はA10/1∞%の音量装甲で固められ、二

れはし 11頬の武緑町ダメージを無視します.1 Rビジョン、セイヲテイ

ラング、政繋循環装鑑、アクセスファイパーX4、ジャックイン/サイバ

ーリンク翁干X4、CSSx4などをa書留臨.

非人陶製サイポーグ

この箱型ザイポーグは俗に 〈ジxムスン・タイプ〉と呼ばれていて、

阪の入った強国な生命線持ユニットに.鎗およびマルチ作費量ハンドがつ

いているという形状です.

ユニ γト本体は物理的な攻司書に対してオ由It.マイティな防御力をt寄っ

τいます.人間製サイポーグより頑丈で、圧力、燃、術事や軍事主にも強

〈できて必り、また、真空中でb1週間は生I!ながらえるニとができ、

小北絡の攻撃を受け付けないというのがセールスポイントです.晴枝や

事故など不慮の死を病的なまでに渇れる VIPのために鵬発容れたボデ

ィで、島近はよ〈出回っているようです.

車愉は人間より高速かつ安定した移動が苛健(MV 8)で、 4本的マル

チ作集ハンドはあらゆる機械操作を繋皐〈行なうことができます.この

ハン Fの先端認にはさまざまなセンサーが集中しており、アクセスファ

イパーやジャック=イン靖子などむ付属しています.

パトラー

東洋系主も耐体系tもtれるl!Ii立ちU4濯で、年飾品よ (bかりませ

ん.サイバー化はιτいますが、外見からそれを見分りるのは容易では

あ9ません.

彼ItAti兵やハンター、アーミ-f，初来期.，.輩、 ごi'ífiJil~波り歩いたこの逃

のプロです.過去のヂ-jllt彼自身、~ L (はシ~{fj氏のカですペτíI'j

去されてお争、何色鈎ベるこ主はできません.ω叩氏とは!l却J(あるL、

It担制限lの)契約を絡んでお札ボディ:1/-ドのf也、 ζ きいったアクティ

プ制的I1のnhllil?:線引j、現場での~Ii慨をと今たりします.

彼ら今匝1O)j:tlliの裂に飽きれた真実は知りませんが、 f~Jえ知った t し

ても、{パトラーがまちがt、な〈死品ような命令でなt巾・ぎり}シパタ氏

にf追うだけです.活情1:滅多に淡に.'l¥杏ず無口ですが、l1Il裂な人制なの

で‘少な〈とむ抑I脳矧号のパートτ'1ま，C~.郎、リーダーとし τl喚るこ tで
ιょう.

能力値

STR 笥 RE F 40 0 E X 18 1 N T 24 E 0 U 16 

P E R 30 S Y M 12 W 1 L 18 SυV S HP 28 

サイバー状，R:サイバー IRピジョン、サイバーレーザーサイト、サイバ

ー狙穆ザイト、セイフテイラング、スポーツ心織、 **-:;...yエンタンク、
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特殊儀縫庇膚、ジャックイン/サイバーリンク端干x4

主な取得スキル・大裂〆カニクス ro%、精密メカニクス 12O"A.、建策

土木工学 a %、精神医学関%、天文学 ω%、鑑定 30%、土勉カン

70%、暗号・慣号 50%、絶よ車全般 150%、大型艦ナピゲート 耳旧%、

小型絶ナピゲート 2∞%、コンパアトシヱル 150%、サパイパル lC陪

%、路島手当 110%、偽接・カモ7ラージュ 80%‘戦術・戦闘指縄 問。

%、プービートラップ8)%、織発物 80%.空中・ OG被動 150%、

ストーキング 90%、小火稼 150%‘狙撃 50%、重火鰭 170%、搭量生

虫線市0%、ti'.婦鈎%、素手戦闘 120%、ナイフコンパット 180%、

絡関回避苅%、特殊武鑓 140%、ヱレクトロニクス 180% 

主な草書官薗:(宇宙嫁索のときは特になし、後李登場時的装備). 22Calプラス

ター、レーザーライフル、単骨子ナイ 7x2、単骨子ワイヤ司、スタンナ

ツクル、手4留縛x4、フラッシニaグレネードx2、マグネットアーマーシ

ステム{パトラ・"が負11たときには必ず破Jl[されています}

特殊な装備 ;彼の義手の左下腕部には射出式ワイヤーカッタ』が内蔵され

τいます.健を撮り回すと、 4本の単骨子ワイヤーの先端についた50Sほ

どの骨舗が飛び出し、目織にワイヤーが絡みつI!ます.あとは強〈引っ強

れば単骨子ワイヤーが自繍を切りま11むというわ吋です.こO).!Il鈍かつ絶大

な効果を持つ武鑓の射程は5m"t'、火力は30(+パトラー自身的STR修

正側、15).<特蘇武鑓〉τ使用します.射出式ワイヤーカッターは綱引宅

近づきすぎていては使用でeません.

無量カ下で骨注調R点
ニの情報は常自量的なものですが.このプリー?ィンずの時に PCに伝

えて〈ださい.併せて.〆カの運用などb事前にプレイヤーに伝えてお

〈と丸、t、で、しよう.

無量力7での作集I孟特孫なtTl線を婆する鍛しい仕事です.<空中・O

G織動〉を30%以よ取得していない者は無霊力下では満足に動作する二

とはできません.紛外には出ない方が無限でL.tう.さらに、パンカー

は落下しつつある術星のたまり鳴で微妙なパランスコントロールがゆ要

となります.紛外作集者1:軌道外の彼方に放り出卓れたり‘逆に地深田

霊力に摘われたりしないよう紹心的;孟曹を払わ主〈てはならないし、ま

た、車わりに浮遊している犬小田ゴミに宇宙服を切り裂かれたり、衝突

しないよう留意ιなければなりません.

宇宙での戦闘/メカの遺周

宇宙で戦闘をした経験のないPC 1:、苛の感覚を知らないため杏戦蛾

スキルを.:$Lて戦闘に臨んで〈ださい.

宇宙ではメカ的最大速度は般定しません.データにあるMVは1ター

ンに加遮できうる速度で同方向に加速を続吋るなら、そのターンの遺度

は鶴タ田ンまでの速度をプラスした値に指ります.カッコ内1:衛星軌道

上での安全を考慮した限界速度です.これ以ょの速度を出すこと b可能

ですが、加ii!lH重吋ると慣性速度が増大L.事故につながる二とでL.t

う.Gに関しては観績になるのでここでは7，， 0ーしまぜん.

これら1:このンナリ方向でのみ通用される瞥定ルールです.

探索用の全著書材

航宙船ラベンナ

M来艇でな(.シパタ氏所事1・の宇市ヨット{遊覧や'J'Js般の軒cl首に使用

きれる例入持ちの宇宙船}で、今回の館務のために改造を加えたbのです.

ホ'1'111(スペースシャトルのようなスタイヲング)ですカt大量百圏内飛行
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仁司コクピ yトブロyク
仁司蹴プロyク

仁亙コェァ・ロyク

亡 釘貨物ブロック

亡日動力ブロ yク

航宙船ラベンナ号

② 

には向いていません.あ〈まで緊急9郁り備えaτの統計です.ニうし

た軒?のQJVm1特、不:rl.の事故に遭主 ζ との~ぃ(命をmわれやすい}金

量出I~なので、まず安全性を第ーに考えた可t丈な遣りになっτいます.特

に居住プロックのまわりにはf仰1の紫材でつ〈られた耐街奇書クッシmン

ヵ敬き鈷めてあり、船体カZバラバラになりでbしないかぎり‘中の入1111

カ呪悔するよとはありません.

データ

紛体畳 :45m ft大船備:12m 

航行補助A 1 : Bクラス ・ラベンナ"

構造:化学燃料式。ケット x2、補助ロケ yトx2

灘 メカとしてのデータはと〈に付記しまぜん.この鎗l主シナリォ"';草

待に従ゥて動きます.

船内の般借

コタピッ トプロックに設議事れている優秀な航行fflA1 (<大型艦ナピ

ゲート>10ω6)以外には、 H もk大U:装備はありません.航行に必

裂なセンサー類、療品慢の通信鮫備t生命紛事機怒矧〈いイ-r.
ログピットにはシート1;1.ノマイロット!.:J o:.，{'イロット朋の2つ、また庇

住プロックに118~の安全シートがあります.ちなみにこの船の操縦は

〈大史書Eナピゲート〉で行い、ますが、 AIに任せてLま今て制す安

全に航行'("きます.

居住プロックには;/77やユユットパスキッチンなど もf似しτぉ

。、内装も厳司匝です.bちあん、由主品などは-f分に械み込んであります.

③ 
ε 
e、』
ー

45m 
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{車にコタピットのダッシュボード内に.357'"グナムが2丁入ってt、tす.

ニれは PC全長iがま勺t~ (武器を持ってこなか勺た場合にだり、ある二

t にして <t!きい.

貨物スペースの上前11.船外で操作する大Mの諮訟やワ-?シェルの

継品、回収なEを行なうため、制羽可能な両l則きのハッチ{エアロック}

になっτいます.貨物スペースには衛星探知m総合機器{個体銭別可能な

念臨探知センサー、ω弘aをカバーする問符能レーダ一、その他各般セン

サ-~コクピットからコン ト ロールι ますH ワ-?シUν2a蹴

修理~JIlの機材、それt ワークシェル則のオプションパーツなEが踏ま っ

ています.

書面UIl力下でのt!t楽を考慮して大きめにつ〈られた岡似のエアロックに

は、宇宙服が人鉄分+4務11tm:¥l':してあります.

ワークシ:r.)レ

宇宙空fUJでの船外修理俄t，と〈に宇宙服では危険な:tX況下での刊号震

や大がかりなt告祭を行なうための作業ポッドです。 コンパットシェル系

の技術がf必司きれており、よ 9大:Iiiりですカtt革作はヨンパットシェル

より簡単です(録作は〈コンパットシエノ昨τ行ないます).2本の?ル

チマニュピν-j;I一、ブースター、姿勢制官官:..-{ーユ7などを袋備しτぃ

tすが、鱒はありません. ::J?ピット I~密閉型で. 般家116附削IU傑

ちます.

武器があ1¥1王寺霊前剣UJでの車脱出こ使えな〈もないでしょう.

データ



ワークシェル

タイプ A 

R E F /M V : 10/10(安全限界30)

HP : 15 

乗員

装甲緩 : '_t L 

鍋鶴命回和褒

1-6 本体

7 パワープラント CP2 

8 ブースター C P 1 

9 マニュピレーター。乗員

格量主兵製 ・マルチマニュピレーター(溶鋒トーチ、ワイヤーfすきマグ

ネット等内蔵)x2 

ウォーヲーライフル

貨物スペースにはワ-11シェルが?ニュピν-9ーで伎作tプきるlfI火
容が2紙あり£す.シパタ氏がなぜよれを積み込ませたのかはよ〈わか

Hぜん.術品E軌道に:l¥'tに出没するオーピットパンデット {ζζでは無

人情EE内の働材をこっそり匝l献してt‘〈宇宙のジ守ンク段、攻司書1;1滅多
にしτこない)を恐れてのI11でしょうか」

'7ォーターライ 71レは水をお~lJ速で射品目す晶、宇宙ならではの強力な

火鉢です.型軽百[力下で1;t.1'll.iH速度を待つ物体はそのまま武器tなり、

ょのライ 71Vから撃ち:ß~れた水11笈h酬は |而i じ:ßlJ買の威力を持た事れ

るのです.またその:fi?J.瓜.tslI:t.tjf紋火器tなみになります.

デ』タ(鰻置力下でのみ)

武力ω 発射方式A3 回数15 E N C 20 

箆樟修疋 1ωmまで+羽田lOmまで:tO

1依田mまでー70 限界ダメージ20

5句
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宇宙服

エアロ y クにあるヰク，~11f<は総外作業111のダブダプしたものですパ宇宙

子生活するエリートにありがちですが}偏干M内なIl/:'安全を第-1こ考ぇτ
あ9、表面は7アイパーの官1R'i締造で.ちょっtやそっtでは破れませ

ん.ζのíl1/~いJIlにはさらに移肋/姿勢制御用の小型バーユアがついて

います.これを猪口也上を歩〈のは至難の技でしょう.総ENCは鈴で

すカt無ift力下では|掲係ありません.

J!jJU Lての効果は全身A50/100"'&~ Lτおきます玖宇宙到mでこ

の服カf破れる(ダメージヵ勅御能分を超える)t入IUJは即座に死晶こ tに

なるでしょう.磁潔1;11伊制:1Hlr保ちまれまた、この下に~りット

やENC2ιlt.の防A{(椅則するよ tはできません.

ACT-2 ラベンナ号の遭難

ラベンナ号の航行

面白E紛は瓶詰lにパンカーへt':'1か，.ます.パンカーにjtJ!llιて神jl[が

発見できるまではそう忙しくはならないγしよう.

パトラー1;1逃匝iな航行中(または衛星の修理置の合1111なEに}、{スバイラル〉

で官官せなかったc・6・79シアの中に限っている女性についτの逸鱈を

話して〈れます.ζの宮古iまíl1~ですから.必ず鰐られるチ守ンスを散り

て(1':幸、、

アリシアの遺話

この訴11.パトラーががパタから聞いたζt、彼がC-6について誹Il'iを
進めるうちに平に入れたt1IWを総合した配場町しょう.

カプセル内にある主性の名1;1.79シ7・ヮーグナーい、い.加鈎年代

を代表するピァグスターでした.21111紀中ー後半11世耕中に戦火が絶え

ない時期で、役立は幼<Lτ1眠災孤児tな勺たのですが、幸いに bシパ
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タ氏I:~ ) ~Jttられて和問;ørtJな〈育ちました.やがτ彼:!.c11fi'J話に芝Ef

にその才能He悌し始時.ほんの童文4・で世界中の人々に愛されるアイド

，νtな勺たのです.

アリシアI主務〈しτ世を去りましたが、死{"悼んだシパタ氏i正佼kの

記念碍tしてアリシアの生み出した数々のヒッ トナンバーを涼しi続リる

務際術史{"打ち上げきせたのです.差;1砕から織力の頂点，(1こいたシバタ氏

に11遺作らないこ主でした.

ところ玖絶上の文句){"-附 jlj滅寄せるIUのI鋭Rのl伊f..IUl-...<̂抑
制の訪れと共にC-6・7リシアは制皐しはま博泌蜘茸から強制'ILて
しまいました.正確には公式ne$1<が消滅して飛行ip--Fがわからな〈な

ったのです.:11 11ストロフの彬轡It机温上にら及んでいたので、シパP

II:I1C-6・79シアIHうのtrに失われてしまったものtあきらめてい

たのですが、 i~近、軌込帥・らl荒れて〈る〈アリシアの干骨歌〉を制lい

τi!!Il自に情報を集め.ついにC・6・7世シ7がまだ健Z主であるい、う儲

税制!トました.

i蹴の矧首相」は、 Eうbそ )Vユア相暗のパンカーのようです.このま

まではいずれ格下してしまうので、術昆を修理~~'It るか、ぞれカ哩tmな

らせめてアリシアの遺体の入ったカプセルを持ち紛らせるよとにしたt
いうわりです.

書PCの役割

ランドプラスターは〈大根緩ナピゲート〉がな〈てb.Ri('市紛の:J:.~ t 

イロァト(面i1U~粧!:t) l Lτシートに国Eらぜられるこ主になるかも拘Iれま

せん.神3hEが見つかったらワークシェルのバイロット tしての紘伊){"に

い、ます.;j、ァトライナー11際担3機器の制下(<エνタトロエタス〉で鍬

作します)をしたり、パトラーの助手tしτ神:j.!ll修理にff(ニとになりま

す.ここではパワンサーにはあまり括鰍の場は与えられません.ιL上に
挙げたff司bのEれかをやるか‘そのサポートをします.

軒Iに積み込んである探同峨慌にはあらかじめC-6・アリシアのデー

タが入力Lτあります.4の探知機11無数のJ活~術肢の中から、 IH'な

〈目標を発見するでしょう.際知機を操作するキャラタターが〈エv?

トロニタス〉のSRlのチェッタに成功すればその抑'j.!i!1必邸主でき tす.

C-6・7リシア11大量1の術品で‘メンテナンスのため、中に人が入れ

るようになっています.Ri(宙鈴はそのすf織に近づいτ停止します(仇泊

よなので、i臼世にはその術品!.f;.)ピスピード{"総狩するのです).パトラ

-11PCの中から〈約時;メカニタス〉または〈エレクトロユタス〉など

を取得している者を2名IH'選んで肯日誌内に入~.修理を始時ます.

神ihiの内部1:1紋fMiししその墜に11j';(喜〈て大型の織材が敷き結め

られています.ー得奥にtム死体が収められたカプセルt官燃ROMiIf
1;ユユヅトがあ 0、その周辺に11$(のROMカセットがi'1，避してわま

す.

パトラーは:11プセルなEに自ら〈れず‘修理の線分を始めます.PC 
11彼の手伝いをしてもいいし、またはEやしつりられるまで.観厳守絞

りるこ tができるでしょう.

C-6・アリシア内部ヘ

カプセル

中にはζの世のものll1.l?，えぬほl'iJ!しい女性が一糸ま lbぬ姿で永

巡の酌についています.歳のζ"2憐〈らい、 緩まで仲ぴた栗色の~

1川 !Hi烹，..即1平身体の血色もよ((71:1孟まもな〈特殊プラスティック

でコーティングしたためです)、今にも自を覚ましそうな気がします.P 
Cが何百官メカニタス〉なEでζのカプセノνに生命維持袈訟がついτい

ないこ k を確犯するまで、~-，i(が死んでいるのカ\眠っているのかはわ



ロブスタービートル

からないでしょう.

音楽ROM再生ユニット

-，.. 

ょの機械をのものはほとんnnれτいまぜんが.今li動いていないよ

うです.自問の発泡ユユァトが師事粉、で、それを官奴星すれば.いまプ

レイ事れτいるカセットから背嫌が流れ出すζtでしょう.プνイ中の

:lH:. "トにI!rGood N ighl saby， !.曲名が明記事れています.Jt(り

ll~し口が岐れてνて、カセ γ トを1I~り出すこ tはできません.

ROMカセット

ζれらはす4τアリシ7・ヮーグナーの歌勺たIUIのカセットです.ょ

の韓日Eにある草仰の機材がないι再生できないし、別にfli(打ちtm'~あ

りませんかf，~し ζ れを持ち帰。τ、あ tでデータを現在(!I!II1きれてい

るY7トウェアに申む且すれば(!Il!(Yフトプログラム>S R)'i)， 1m (こ

tができるでしょう. 持ち出す仇なら、パトラ-~R'!に止めません.字

市1ftのポケットにl対立大6本〈らいまで入り£す.

搬の出現

バトラーはワークシェルの出動を~!，~l、碑ilt!外部の1m踏の補修をさ

せながら，:tt:子機誌の修理を始時tす.

何度か休惣をは~んで側部nJのち、応急拠{置は終わりました. 持ljJi~.自

体かなり古いものだし llil日もひEかったのでζれでも車)1(政事l孟5分

5分t.:!.のこ主です.

1~:念ながら荷i患はうま( f憎~1 しませんでし仏これ以上の修租は多分

無駄なので、カプセルt.:付回収して引き上げるよ tにします.PCの織

かが9ーダーを務めていたとしても.おそ ら(I示lじ正対訴を下さねばなら

ないでしょう.:/JプセWを回収し終わった t寺、パイロット A1 It務総

を発します.

市i速飛行制私泌庄司， ! 現在の相m~離ゆ.m ~ J 

νーダーをそニターしていたPCカ句、たなら、 AIよりはるかにl，!.( 

飛行体の存砲に以づ〈こ tができます.A I はその飛行体に久づいてt、

τiあ品科!皮近づ〈までは腎報を出きないのです.飛行体の峡{植は戦

闘ロポ、ノトのようです.ー前主主に術混に向か。τきます.パトラーはま

t!t市.，Jilの中にいτ、ウす-~ーガンを設備したワークシェルを出繋~せ

るよう食ってきます.GMはそれぞれのPCがEこにいるか担当時ιてお

153 
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きましょう.4のlHhltで自i[!l.内に<'る PCI:死品f色険性カ旬刊誌においの

で.なるべ〈船内にIJ!らせるようにしτ〈だきL、
戦闘ロポットはその武援の攻繋可能範聞に入品 tすfに航宙船やワー

クシニ<}Vに攻繋をf:I~掛りてきます.

軌道戦闘用ロポッ ト{ロブスタービートル-}X6

ワーグナ一陣士寧い畠デスフ々ースにて、カプセル縁取周に製造事れ

たロポフトです.ロケットで打ち上げられてから.しばら〈は軌道上で

c・6 ・ 7 リシアを探してい~ U~. このロポ・ノトの金銭は2ml!!.' で、

脚のない僚のような形状をしています.'i'御側酬のインセクターい、

うづ鳩1ができるでしょう.武装11小口径のウ*-~ーがンで、火力1140-

~~島問主主/18副です. f也の攻奇書に鋭mするデータ11PCt~ち念物今τ き

たウォーターライフルt閉じです.

ちなみにこの戦闘ロポγトたちの滋か後方に1:大気周再突入問のバリ

ュートロポフトが鮒聾しています.パPュートロポットはカプセルを回

収したあし彬択の終¥'1.，却也に帰投するい、う役1別があ0孟す.

データ{二町ロポントは〆カニック銭いです}

タイプ :A 

REf/MV 初/30(安全限界30)

H P : 8 

接申板 .全面一律A50/80%(ファイパヱウム}

細部命中表 ・すべて本体

繕鍍兵S華 ウ"ーターガンx1‘作寮ハンド x2

祖帳 簿鍍AI 1;1 (震火雪量>90%で射穆します.また移動に関して1;1Gを

考慮する品嬰がないため、ワークシェルよりはるかに高速です.

彼らがが1刷、はわかりませんが、れやらC-6・79シア?叙Iえした
がっτいるようです.ロポットのうち4体11攻般に、あ tの2体11(ぞれ

カ町I舵なら}稗'Ibllこ取り付き、中に入ろう tします.

ハスラーがロポットをよ〈えるチ今ンスがあったなら， PERのAR
25'て側証のエンプレムを磁g，!できます.両耳から羽椴の生えたドタロの

マークで、 ζれ1:11宝のDm:;tトパンデァト 〈ダス7*ース〉のシンポJレ

マ四タです{ダス7*ースにl対Lτ1:、スター トセットの守二ュアルて鴻

詑ιτ (t.:~いl.軌込ヒにII\ì置するい・う噂1:側iぃI~ニ kがありません.
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PCたちは戦うも逃げるも自由ですが‘この局面!ではい〈つかのイベ

ントが発生します.

1.神濃から出ょういか叫ラ一例酬ロポットの熊野、ンドにrll

らi1..司苛liの鉱労じ滅されていってしまいます.生U色したのか通信もつ

ながりません.もう、 i度は絶g:加:)です.パトラーはこれ以後、後半まで

シナリオにまfS品しません。

2.航仙官官は敵からダメージを受付、または逮m中の操縦ミスによっ

て、大会U覇に・失入し妨めます.

3. JJfIれていたはずのc・6 ・ア P シアが突然作省~L. それt府担年に{ア

リシアの子守司ゆが杭れIIIします.しかし神'i，l，111軌道に反る Eころか、

逆に大気閣に突入Lてい〈のです.戦創ロポットが呈Z主般っていたら、

すペて1前li!.にJ~~付き孟す. i可tか中にある (11ずの}カプセルを取引白

ぞう t しているのです玖かなわず、やかZて劇桝て.~~したり、神i!>l.
t洪に燃え尽きてしまいます. PCたちはこのきまを故後まで兄耐りる

ζtができるでしょう.

GMはこの31.¥iのイベントを完了する孟で、ロポットを全滅事せては

なりまぜん。航宙船110ポットに載担軽されるよtIまないL.必ず雌減に

京高下uす.ワークシェル、またはl船外にt、たPCは早〈航宙船に炭ら

ない t、腕な1::'((冷t~い死体になるか九引かこ引かれて丸焼リにな P ま

す.

車irdi，船にはー応、大宮U闇突入能力があ0ます.アプローチはAIが行

ないtすが、ス， I"~柑i出するため、 PCにlN時誕をtませてもかまいませ

ん. 到~nr孟なるべ〈 一帯安全な居住プロ γ タにいるように~ぜτ〈ださ

い(t;プセノνも居住プロックに運び込まれています).

PCたちは池上に!li(までのしばら〈の1m、滋宵 t衝繋に耐えなりれ

ばなりません.このtき怪我をしている!/';がいたら初%で'/JI侮が1ラン

ク担吋ιします.降下コースの別坊をしっかりとしている暇はありません

でした.荒野だろうが何だろうか仁地調のある tころに降りられるい・

いのですが .

ACT-3 冬のタウン

墜落

軒刊本が分解しそうなはEの街鍛(居住ブロックのシートにa!勺ていなか

ったPCIj;lDI∞+50?'メージ}を受けましたヵt航宙船はおの舞ぃ散

る荒野のまん中tこなんM明捕します.

者F占割問Iま耳障れていない倒j駒述，~t.:")1叫Lいでしょう.鮮れなの11

I由住プロックだりです.貨物プロッ夕、エアロック盆なtl1全波状態で.

中にあった物もすべて自由れています.コタピ γ トプロックもほぼ全域で‘

A 1ω号制ヰ竃能を停止Lています.ただし、約地のi碍に想定日F揖金位!Uだ

けはプPント 79トしてありました.

このli:'Jiが'.iEい吃すれば.ラッキーな ζ とに別殺位置~11北米づ議院の

ようです.ただし北米は北米でもIEI;カナダの北西地方、ま事に18m阪:の

IIt虚すらない領選の荒野に依り:1¥t>れτ しまいまLt~. tζのメガ=シ

ティから b述〈由量れているし.この地方li:tt:磁胤が四六時中吹き荒れて

いるので埠線機で救援を呼べるかEうか、たu.呼ベたとしても救出が

いつになるかもわかりません.rちらにせよ、 ζのままだと策事のため

に金ji，;副え死んでしまいます.船から出て泌を従事実すると、はるか述〈

仁trtO)lIlI~らしきものがかす糾:兄えるのがわかります.

この状況下でPCたちはどうするでしょうか。街だと思われ品所へ向

"で出発するか、少し考えるかを選択できます.

-今のう助長11捻りです.天載について筒恕したPCにはEDUのAR



初のチェッ夕、または〈サパイパ'10)S R 1ヵ噌午され.成功すれば数10

分後には仏吹討になるよ主がわかります.

.UjらL~~庁までの耳婦ははっきりとはわかりまぜん.3時fr.J"('猪〈

ようにら見えるし 3日かかるようにも見えます.(Il百号・信号〉のSR

xに成功すれば、たっぷり l日かかるだろう幻似iIllできます.

'PCがよの松況をなぜか予測して、よIH'のL'f.請をしてt、るなら別

ですが.動集Jtll-9Jありません.*ít市民Il~首謀Jlみとなります. た1!L、

院議時に稲川していたならいいのですが、それ以外の宇宙服11す4て使

い物になりません.来事I!妨げても智必の人はこれを者τl)i<(こ tはで

きな札、でしょう.

-外にJ白るなら8O初日ご正にSUVlランクダウン、臥d!rなら l時fllJ

.:'，f:SUVlランクダウンL、SUVが "C"を下回る HlI!流します

{またはその朝刊初切復耳、ti~なi脳陣になる).フルポーグや生身剖ゆがな

いハーフポーグ、宇宙服を給τいる者Il，蹴えるこ tはあり tぜん.

・吹i!(ヵ勺tむまでζζにとどまるのも乎です.借住プロックを桜っτ
" ~t.:雇撤渇U;t11断熱材としてもおØlに働きますが. 暖房器具も燃判もあ
。ません.縫かが 〈サパイパ"0)S R 1に成功したり、 PCがよい考え

を思いつIIlt.幾らか寸わ車な耳P真作りができるでしょう.Ji.!WJ < Lて〈サ

パィ，力けがなかった、成功しなかったなら l~IIQごとに、成功ιても

2情剥nJごtに耳撃さによってSUVがlランクダヲンします.

. GMI1吹官初代、つ止むかをテェックしておきます(PCにはbかりま

せん).~虫色，'ll1 010+ 1却制m後には止むでしょう.

PCたちはいずれは出発しなければなりません.

船から持勺τいりそうな物11食級争各々の持ち回。品の他11‘衛星か

ら待ち帰ったtJプセル〈らいです.よればENCにする<25<らいあり

ます.ぁtて1訳。に〈るζtにしてもかまいませんが、その場合、カプ

セルはワーグナーの配下のom~ ト によっτ持ち去られてしまいます.

パーティのー寸部がここtニ残勺τいても給梨li閉じで. ロポ‘ノトの終書揮を

受けた PCll綴~Bの種目届を!tっτいる<":1:>;:、炭ってきた ('NOJt:発見

されるでしょう.なるべ〈なら持って行〈ようにf:l:J旬11て(t!幸い.第

一.ニれをな<l..τLま勺たら、ここまでのf苦労は水の泡になります.

/，o，f:jプロックにある鵬f.ir.品の小で何かに使えそうな、または金目の物は

床に敷いてあった小きめのベルシア畳間主だりです.他の物は烈Wtのシ

ョックでζtごと〈疲れてしまいました.ニの

級包でカプセ，o~包む tいいでLょう.

!I?ンに!ll(までにー皮ミ aータントとの遭

遇があ0ます.武惨をみ〈に持たないPCには

韓請院となるでしょう.また、船内に残ったPC
たちにもミ"，-1'ントが縫いかかるから知れま

せん.襲耳障をするかEうかはGMに任せます.

ミュ一世ントのデータ

〈アラスカカンガルー)x1 06+4 

カンガルーに似た犬料のミュータン ~ . j臨海で

移動でき、集団で鈍いかかって I!ます.

M V 8 R E F 17 S U V /H  P C/19 

W 1 L修正鏑・全O

攻略カ +お、命中期 80%

防御値 A初'/80%

{ユキアリクイ)x3 

全身がIJい毛鹿で司Eわれた殺人アリクイ.もは

や蟻I~貴べず‘ 動物金鋭い爪で襲って倒しては、

5 5  

その体渡を級います.

M V 5 R E F 10 S U V /H P 8/23 

W 1 L修正価。 -4

攻略力 +50、命中寧何%、追加鉱害 νフト 1

防御値:A5O/90% 
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きて‘ PCたちは何tか入が住んでいるらしいタウンにたどり泊〈こ

tができま した.処物はどれらポロポロですが、住人はこんな人lli.離れ

たところにしては例会に治会tがあるように見受りられます.

ドナルドの家

タウンの入口にある小~な家の前に人のよ~そうな老人がいます.彼

は疲れきった袋怖のPCo:見つりる L 般かい家の中に括主人れます。

老人の名Ilドナルド"刈¥まずはPCのfi'1:tJに答えます.
rょの衡の名lまVνイプルック ・タウン・ぃ、い、 t¥li史Il浅いがも<~ 

U;I.鉱山の街じゃ. むつ H 今l主主に交易で栄ぇ主るがな」

'通俗機材Ilここにはない.!I血の織かは持ってるかbしれんが.二のtE

磁嵐ではG!い物にはならんぞ. まあ、釆0物を平に入れて臼1Jで高官畠こ
tじゃな.公i岨の川ザールカ・アリーナにいっτみる主いい.たた.しニ

ニで11.金Ilfoilの役にもたたんoil防告はす4て物々交換で成り立っておるs

t!~ 、 fよい松況がわかったでしょうか' ドナwドはPCがなぜ')l!雌し
たかをIUIいてきます.カプセルを持参しているなら、遺般の哩!由をごま

かLても見絞かれてしまいます.

rなるru、おまえさん方がセオドア ・ワーグナーの探Lている.i!l!中じ

ゃ勺たか "，のう、 まずわしの宮古をl時iいて〈れまいか」

ドナルドはシバタとnシア、そしてデスフォースの支配者ワーグナ

ー博士にまつわるn~の飴t"~拝。妨めます.

.、 .... ， 



凶ゆ償問〈

〆波~

アリーナ

ドナルドの家

中央公 園

t 
!II 

アリシア ・ ワーグナ-Hの郊セオドアI~. liiIかにシバタ家で育てら

れま Lたヵtその日々はまるで地獄のようでした.公仁はされていませ

んカ仁シパタ1~7 9 シ7~凪! ~ lてでな〈愛人と して引き取勺たのです.

姉弟に対する閑閣の111Tちは冷たいらのでしたが.やがてアリシアは歌

手tして女優としτ成功を収めました.シパタの後押しも強力でしたが、

これどりの大スターになれたのは彼女の人並なら岨努力のたまものです.

識の自にb蛍女のようにE史息災総樹立をものtもせず常に笑顔をたや

きない前向きな怯絡は茨が与えた bうた財雌でした. lかし彼女I~愛

しτいたmが死よ りひEぃ日にあわされて也、るよH 知的..~I.~、悦んだ

米自Eい病にかかって死んでLま勺たのです.

シノずタは彼なりに79シアを愛していたようです.C-6・7リシア

宵i.1il.のいきちっI~[自に PC州111いた t おりです.

セオドア11引き取られτす〈ヘアリシ7t引き車置さtt. シパタl~の経

営するテュフォン社のilI!品開発部研究舗に園出I~l~れt LI~. シパ!Jはセ

オド7~人体実験に使ったのです.幼いセオドア11. まず誕I刻立与主外

利手術によ。て知能をl'r，め晶 t'、う実験にf!l!われました.帯いにもζれ

IU晶1.IJl、彼11博士号を取る111:'の秀才tなりましたカえ今度1幼Eの祁

機能を利fflL. t~fJi兵器ー多数の白重I織捌メカをt刻字するコントロ-/1'の

1司書に署長加害せられるニ tになりましね今で合う tころのサイバーリ

ンクシステムですが. 1闘~~スタッフの裂求する機能I~過齢かつ技術も未

軌JJったので‘セオドアの人絡は刷機L、コンピ，，--!Jーのように自我

を持たない干許在tなってしまったのです.

彼11コントロー崎鮒tしてカナダ卯也の〈ヂスフドス)(体調~/l眼

目Eロポットfごりで偶成された無人戦崩部隊}基地c:機材kして役i11事れτ
いましたが.パベw紺iのiiDiijに!貯北自我を取り灰L..況下の戦捌ロポ

ットを率いτ母鴎に反乱を起こし まLた.パベルNIが過if.翻家11消滅

L ましたが.各地に紋たれた戦捌ロポット I~. 無後日1民主聖書モードのまま

うろっき闘っているのです.そ Lτ彼はまだ生きていて、シパタへの似

事H姉の遺体の噂還をnt糊しています.

66 
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rこのタウンはな、パペル期にー度、 Mむ量になった.住んでる連中の大

徳分111長から避総/移住してきたり、こ ζに住み紛いてしまったアウト

ローでな.奴ら、デス7ォースの器地からスPラップやら機織古LZVをか

すめtってきτ11述〈のbっt小さなタウシからやって〈る者に話汐トな

餓段子~'é~つItる、そんなことをして食いつない1:' õのき J

rわしか' わしはまt::;11隊t!勺た頃のデスフォースで、コンピ，，--!J

-技術をやっkった.ワーグナーが目覚める前に、彼の.W.考νコードを

tっていてなーそれを掬4たら身のよがbか。たんじゃ.まきか日党出

るとは忠わなか今たが.基1血にも、た入IIIJIまその時にIHんど追い出~れ

るか殺害れたよ.でらな.わし111:'うしても彼会q;欄でな.見守っτい

てや争たいんじゃJ

ドナルドは雷います.

「ぞれ、うわりじゃ.1:'うかな、物は相談じゃ、姉の亡散をワーグナー

に返しτやって〈れんか.彼は金や航打ち物11(れんかも知れんが、少

な<tもおまえきんたちにメガ=シティまで掛る乗り物を進呈して〈れ

るじゃろう』

ヂスア倉ースの込t也11ここからそう迷〈はあり孟ぜん.そのf<j也11こ

ζからl()an(らい隙れた武地にあるのだそうです.

PC はよの申し出企受11る U~わるも自由です.す(-示知Lτ畿地に

l旬かうなら、 ACT-4に進んで〈ださい.

PCがカプセルを持参しτいず、また今回の道総のζ 主についτ作り

献なEをするなら.ドナルドはそれをil1(;、 mのn~に向かう PCたち

を見送るだりです.

バザール

タウンサ快の公I聞に11i，"柳町が立っています.ここで手仁入れられる

ものは日常品、防恕共なEが主ですカ士武器も小火器<ASCal;IJートν人

7.62lro温アサルトなE級官(11限定します}主その樽猿やナイフなEご(-般

的な bのなら少数先勺ています.ロポットの銚官t，L'eHJれるガラ?!Jや、



もιかする tぞれに指紋杏れτいた、 U:{l)!えそうな火器4652今ている

かも知れません (CMの判断MK 多分PCには手がmぜないIUの悩，~

でしょう.

ζこには品、ノトワークがないので、オンライン守4・-11;1品川しません

し通貨も紙切れkしか見なきれまぜん.手一時ちのアイテムの中γも彼

らにtって役に立つものLか{画自立を認められないのです.宝石やf市'i.:;.'，

tヵ./f_;1ナwデッキなEは晦{国似て、その他の役に立ちそうなアイテ

ムH'iに波んでいる bのを交換したい主主でむ量勝手をつりられるのが将

通です.CMはPCの持つアイテムの{園町ii'原価の3(協〈恥‘と して交

換をi時可して(t:~色、宇1防取は~Ijll匹JU. して役に立ちましたが、JlE!t 

しては1止すYるので、交換はなかなかして〈れまぜん.ベルy ア紙訟は

餓かにおi{jfiなものですが、ただの宅苅主して披われます.

また、ここには多〈の人がおり、歩〈ときはスロに訟なしなければな

らなL骨・も拘Iれtぜん.

アリーナ

街のはずれにあります. ~ t 1:.;(rr，Oだったようγすが、ポムシングt
モーターホッケーが行なわれている大きな妓技場です.ニこに入品 t、

羽掛りのよさそうな抑カ可"をかりてきます.

rょう、お兄~ん方、見かりない師it....な. /:'うt:い、白イ汗があるなら

n日品してみないか、 l奄カ可面倒をえるぜ'J

彼11プロそーターをやっていて、名をスノξイタとnいます.ポムシン

グらモータホッケーも激しい~t，令になるので、シティのダウンjl') ンの

ように人だら1)のI'.trならい百知らず.ζょで1正常に選手不足です.

ポムシング.モーターホ、ノケーt~， /"ールおよび佐川するデータは

このブック vットに収録されているので、そちらを参照して (1:~，、

CMの鮮みに応じτ、少しゲームルールを~J(!ιτプν-Il.τ もかまわ

ないでしtう.

訳合W~iHII tしてひと 9lllllt..'IIIJl1品でふ s持ったなら.ポムンング

は約$2飢均分、モーターホッケーならひkり$1∞初予の好きな7イテム

がむらえます.そータホッケー116人で行ないますが、 PCたちの他に

NPCがメンパーとして参加するこ tはありません.必ずしらそ ζに<，

るPC金JIが参加するニ tらないのですが、 6人に満たな〈ても隊合は

11I始きれます(もちろん‘相手チーム116入+補欠3人です).

また， P Ct:ちがカプセル~f，与っていて、スパイクがそれを兄t がめ

たなら、{皮は(PCたちがls制するtこLτもしないにしても)それを目寄り

ないかU:iぃmします.彼副会明書1)る bの11/、ーフトラック ($ωω分H

$5000分の7-17'ふ(武，i'lIでも "i共でHfきなもの}です.スパイ?~カ

プセルのニ U1暗t1U1いてわて、 PCたちからこれを巻きJこげ、ワーグ

ナーにうま (ljtり入るつも 9なのです.スパイクが八百長をt上副lttこk

b考えられますが、そのあたりのアイデ7I1CMに任せます.

ポムシング相手遊亭データ例

S T R 20 R E F 25 W 1 l 15 S U v 8 H P 18 
サイパ甲状況:サイパーアーム.スポーツ心線

戦闘スキル:禁事職踊 120%、絡関回避 70% 

モータホッケー相手チームメンバーデータ例{平均)

S T R 12 R E F 12 W I l 10 S U V 0 H P 9 

戦備スキル。地上司匡全般 80%、検問回途 ω% 

策 モノバイクのデータはモーターホッケーのザンプルの物を使用しま

す.鎗戯兵装について、キーパーはフラッシュライト、他1:タックルピン

かラムを装備します.その他手持ろの武鑓は特にIi定しま'Itんが、 PCた
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らと比べてあまりに弱いなら役者告を待たぜるのはかまいません.

PCたちが総合に勝ったなら、手に入れたハー7トラックを使って.

ダスフォースQ)~'i!也にl句かうか.もし( 11.:i，オ=ア‘ノプルに仰ろう tす

るでしょう.

ヰオ=アップルに向かおうと したなら、 111戦闘ロポットの攻怒号「受リ

ます(デ'-.?I1ACT-4にあるものを絞っτ〈だきい).":ポットたちは

トラックを逃まきにして、 :!lンランチ守ーを黙ってきます.備しの攻耳障

ですが、トラック11<1>放を起こすかも知れません.ドライパーに <Jt.J.

111会般〉でチェγクをきぜて(t..'~ い.

ロポット11、ダス7*ースの基地に米るように， t響告してきます.

彼らの目的1;1.11プセ11/;彬Rのはずですが、 ζのままではtても逃げれ1

ξうにありません.ここはおtなし〈従いましょう.

き τ、ワーグナーにカプセ/"~返そう t"うな1EがPCたちにみられ

なν場合、 79シアのカプセ庁Iま:foilらかの哩liJlで自!lI.!'I'JIこうたわれ、 ワー

グナーの元にAI;1Iられます(信き去。にしてきにあるいは試合に負りる、

盗まれるなI:'l.そして、絞らのijijに思いらよらない人物が立場します.

制定'E的ザ t、劇L泊で舟二んだとJιわれて色、たパトラーです.彼らは

ネオ=7ツプ作からチ"¥'ーターしたVTOl.でζζまでやっτきました.

PCたちの遭雌11，軌jfLJニの11'故モニニター情ibtによってすべτ!~きれ

ていま した.ただちに明裕船の所者1者に連絡が入札脊側約に生き奴っ

たパトラーから松骨lを|瑚いたシパタはいても立ってもいられな〈主って

ここまでやってきた主い主わけです.シパタはカプセノνをワーグナーに

嫌われたこ t~拍lõL f.!!火のごu怒りillすでしょ う.

ril!.か増".nめ! ~あ、 1JL 〈取りかえしに行〈のだ! このままおめ

おめと帰るい、うなら韓酬は払わんわ

まだ鋭りのPCカ噛告に娘。τいるなら、 VTOLて1ill収いこ行主、そ

のあと司自備を型車えてデスフ*ースの2料相似こ挽むこ tになります.

このVTOLIHt ~な飛行会祉の物引限闘に参加するこ H巻添え

に主るこ tもありません.キャラクターたちを除ろしたあふ後方で待

機しτいます玖 一発でも1il'凶QUIζ えるL 恐れをなしτ4・*=7、ノ

プWに逃げ針。てしまいます.

パトラーは慨に完全武袋秋総ですが、 PCたちのためにい〈らかの主主

織を持つτきてい£す.リスト 11以下のkおりですカt参加している P

Cによって多少の変更をして〈だきい.

.45C剖 SMGx2、フレシエツ争ライフルx2、*ートシ3ツトガンx

1， A T Mランチャ-x4、手織縛xlO、低反動APガンx2、ポケッ b

，(ズーカx1、.22CalMpx2、7.62..'ぜトJレx1、スキッドライフルX

L ハイブリツト x2‘腕弾ンヤケット x4、ファイパーシャツx4

シパjll1気予知叩品Lτいます.長いr:u係L'まけていたカプセルカ匂

に入るかどうかの瀬戸際なのですから. PCたちがドナルド老人からJnl
いたこ t をほのめかしたり、そのζtの災偽についτJ~t:II1'o L 黙。

込むか附き的ιかのどちらかです./:'うやらドナルド名人の包ったこ t

11;r~?1<のようです.ここでPCたちはシパタ{と彼をガードしτいるパト

ラー}を倒そうとするかも知れまぜん.そうなったらシナ担オは44でク

ライマァタスを迎えることになるでしょう.

最後の総別I1PCの識よりも号郎、パトラーとの戦いになります.ちな

みにシパタはずtされて b命乞いなEはしません.今の彼に主。τ命はこ

の玖で、 79 シ7~平に入れるニ U:I伸明みなのです.

まt:， P CがEうしてもIIiIりたいtいうなら、シナリオ11ニこで終わ
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りです.シパjrlまPCたちを政っておいτネオ=アップルに!iB，もう

少しましな:ハンターを施ってお也に挑むうとするでしょう.仕加iiHこ受
け取った前金S筑削lOl~返す義理Eはありませんかえ kりあえず、 44から

メガ=シティに紛畠算段l立自分たちでつりねばな0ません.

ACT-4 愛すべきすべての人々に

デスフォース

デスフォース1:旧米位以が組織幸せた実験的な完全白剤舷側m図でL

た.J止の奇襲/先1Il1jJ'X理揮でjl(総司令部が4壊滅した主主、鴎土の治安を維

持し、敵の土践を水際て直lJl:するためのIII隊で、人fI日の歳定を待たず仁、

すべての伊統制十個t.，自到IP-Jに戦q.を鰯すする恐るべきm団でたヂ

ス7*ースの基地1:ロポット耳f図の河令部である t問時に、制t¥lしたロ

ポットを修理したり、また部品事えあれば、ロポットを殺Ulプ生i1liする
機能~え b 備えτいます.

数地内には$<のま耳電Sが者えられていま Lたカ仁補給が米な〈なって

から、 さすがにずいぶんな年月合後過していますから、 ~I:や新たなロ

ポットを生必するカはIHんE伐っていません.

デス 7*ースのロポット I主北米のあちζ ちにた<~ん散らばっていて.

まるで野獣のごとし淀野を行き交う人々を無援測にal!っていますが、

誕地内また総也周辺に存在するロポットはご〈少設で、対応も理性的で

す.裂を警備するタd盟ロポットは6犠だI!，器地内にいるのはAIすら

積んγいない安..，11"いは安ロポットです.ワーグナーはよほEの111制強

きないかn、新たなロポットの生艇を行なわないし、基地から逃〈離

れてしまったロポットは電磁胤の彬響て基地を凡失ったり、 AIに爽常

をきたして、もう帰ってζられな〈なってしまうのです.

世tlUでおわれτいる rl，~l殺ロポット集町・ ヂス7斤ースJ 11. ~は指

令を受付取るこ tができな〈なった、もし〈は!.tった野良ロポットに過

!fず、二の司令~P.J血とはもはや何の関係もないのて'す.ただし野良ロ

ポットい、えE‘かなり日羽生伎で中には自己骨佼置を行なうタイプむ干'F(E

するので、これからもしばら〈のl問、ヂスフォースIま減ぴるこ tはない

でしょう.

tζろで、ワーグナー11t硲&的少ない約特使って、軌滋探索用

ロポットを殺到/生産しまし1';0打ち上げに使ったロケットはお也内に

飽きれていた弾道弾を利用したらのです.

敷地内の探索

敷地のJ.'.J辺は常時6織の耳目院凶ロポットが巡回しています.

敷地の外観ですカ仁中央にある問問MのiJ!物を中心に、四方をロポッ

トのハンガー嫌資材Utltて甲田んでいるい、った筒紫なものです.

聞1;のハンガーにIHうロポットは殺って也、な〈て、中にはわずかな

メンテナンスバーツがAtらばっているだりです.タウンのi豊中IH~r

5 この合I~lに忍び込んで来てはがラf/j債をちょろまかしてきているので

す.ζζまでなら忍び込むのは簡単でしょう.

中央のfIl筒のk邸調はi百鉱炉なのです玖ニれだけがお也の純訟のすペ

τではありません.浴鉱炉のrn骨の地下の通絡をたEっτぃ〈上、指令

室、動力プロフ夕、ロポット生態ラインな rl[(~書姥役i"従兄できるでし

ょう.ただし基本的にPCIこItニの地下施設をM浮するチャンスは与

えられません.ニの後の胸則は浴鉱炉の建物1:'"i"~止って行なわれt す.

GMltスト-Y.ーか句明記Lてあるプロットのtおりにi邑まなかうた場合

τι ニの施~i"絞ってもっ t違ったクライマックスを漏出Lてみてく

fごさい.

このステージItPCゃNPCの行動ゃ樹曹によって大き<I~聞が変わ

ります.ここから先のお童はあ 〈まで→列ですから、 GMI1参考初I!l'1: 
絞んでおき、白 111にプロットを組んで(1:'~，、

~て、 PCたちが塑んでtJプセルを渡すために、ヂスフォースのお也

にやってきた(も し<1;t.;!fT~れτ きた)なら 、 ロポ・ノ トたちは PCに止

まるよう符告を発します.彼らItカプセルを凡ると遣を1M!1)、敷地内て

}各奥にあるJll筒形の建物に行〈ょう指示します.ハンガーに寄り道ι
て色かまいませんヵt役に立つものは凡つりられません.建物に入品主、

ニζがクズ鉄を処分したり、鉱石から金属を精製するための溶鉱炉であ

るこ主がわかります.払鉱炉自体は地下にあり、このフロ7の中央の穴

からは熱気がiTiってきています.銀!fわには大小の数;!kのクレーンt.

鉱石やがラタタの結まった帯Wi'I呼nUE'ぜられτいます.溶鉱炉の穴

のまわりにはー応、手す9がついているし、ドーナツ放のフロア自体も

それほど狭いわけではありませんが、やはり不安定な向JSjlを受りるでL

よフ.

PCが脳相こ入ってす<'，奥のエνペーターからI1呼骨子に!iった奇妙

な老人カ句見れます.彼がワーグナ一博士です.

ワーグナーは磁かに老人には違いないのですが、体慰や車1の!l<t削孟10
歳〈らいの子供にしか見えません.ちょう E子供に老人のメーキャップ

をLたかのようにええるのです{手の平にナンバーはあ争ません).その

戸もしわがれτ1まい ますが、 干4民の発する)~のように聞こ えます.それ

ふ政の各j暗にジャッf/=イン私、干のl品米Jnないのような古めかい

日口

配置図

円

uhu 一o 10・
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そう tするかb知れません.，<トラー11PCがf司を1'iおう tまった〈心

を動かされる与とはないでιょう.

r~J.11 シパタにiISIIJIH;tない. t.!'ヵta、かなる思仰があろうと契約11契約

だ.私は誠司j。たおiiijたちを処分ぜねばならないJ

また、間行しているシバタも戸を狼りよげます.

rlulllできるか 1 やは0所経はならず名・じゃな. ζのわしを凝切った

'J'をt対事事せてやれ.'ぜトラー」

ふたりはζの処物内のどζかに既に持制止していますが.パトラーは戦

闘のエキスパートで支繍!it'i1'1している L、ガラクタや絡で灘然としてい

る7ロ7内では縮担サイポーグの(し:かb然I!'発しない}シパタがEこに

いるのか、す("こt挫しmすのは鈍い、でL:九パトラーI1PCたち全

Hを相手に峨倒を側鈴し、シパタは号の隙にw牧搬出エνベーター(入聞

は来れません}に転がり込んでワーグナーをi島¥.b・1Iて行き ます.

I'Cはこの払t¥lではもうシパタ t交渉するζ 之はでき韮せん.バトラ

ーはPC全Hを倒すか、あるいは自分約際関耳、能に陥るまで1般いをやめ

ないでしょう.PCたちがE うしても彼t戦うのがw.:'~考えたなら、

ζの必地から進げ出すしかあ0ません.GMIまあ主のプロットít'~演し
τシナリオI!'続けます。

バトラーとの燃側でPCがあまりに耳ゆ!なら、品切也内のパトロールロ

ポァトを参戦事ぜて〈ださい.:1: tム逆にパトラーカ句苛IJなら、 PCの
何人かを地下へ誘導して戦力を分断Lてい・いでしょう.

l' C I;t.彼を倒すζtができ るでしょうか.久し 〈焔敏に出会っていな

かったパトラーですカt~ !> Lかする tふきbぃ、死に場所を探していた

のから知れまぜん.彼が倒t>れたとき、そのrEに車111信じられないはE

/ 

一~をい〈つもぶら下げています.

「よ〈米τ〈れたね.ちあ.-'11. {剣iさんをよ今ちへ…』

f止t→抗によがっτきた巡除ロポット11カプセルを引き取りにきます.

PCがす('1:カプセルを減そう tしないなら、ワーグナ-11b tかしげ

rたいしたものはあげられない11仁でき るお礼ならがIでもするよ』

t3"います.あまりに非fR織で過大な要求(107Jドルよ ζせtか.ロポク

トにタウンを終わせろtか}をするよ うなら、基地内の，fトロールロポァ

ト品:t it'(!I!って.沖プセルを奪取寄せて〈どちい.ζのj品合、あtから

や。てきたシパ:!l~合流L てワーグナーに立ち向かう k いうストーリー
にな0ます.

IIlIJのワーグナーがカプセルに触れようと したU.tこからか銃仰

がしτ、伎は百1を品Iち抜かれ£す.ワーグナーは次の暢r:uには:IJプセル

t共にエレベーターの111に引っ込んでしまいます.このエνベーターに

PCヵ'-utに釆9込むチ~.ンス11あ P ませ^-.
どζかからか削除覚えのある戸カ司軍事£す.

r~I'，IJ り者時 、紅、Iま~Eを・，脅して仔務を遂行しようと したのに.ぉiiiIた

ちはぞれでもプロかり

柑L遣で命令品とした主ばかり思っていたパトラーです.彼I;t.奇跡的に

救出きれ.シパタ t共にI'Cのあtを追って;i.;t=アップルかもよこま

でやってきたのです.PCたもの遭隙11、軌底上の事故モニター稗ghlに
よ。てす4τtE録t>れていました.パトラーから状i児を削わたシパタIt.

もう人に任せてお〈気になれず、 ーま青にや今てきたtいうわ11です.

I'Cはただちに戦闘I的与に入るかも知れないし、パトラーに組曲世話

5 9  
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パレルビートル

安らかなものです.また. PCたち11パトラ-!唱lbな〈τよい方法を

.11.つりるこ tができ畠かも知れませんが.パトラーがシパタに銭口を向

Itるようなニ t はまず~えられまぜん.

いずれにしてふ最後の傷合11エνペーターτ軍事りた協鉱炉の側主な

るfしよう.

PCたちがシパ久パトラーと合'~LτtJプセIvt縁遣しに米たのな

ら、最後の舞台に宣るまでの副則はま。た〈追う bのにな9ます.

GMがよの時点で. PCたちがシパタを裏切るつ L~だみう k干舗で

きたなら.ょういう捌舗をしτぃ、いでし!~ . シパタ I1PCたちの資

任を追求し彼tバトラーよ'先行Lて基地に向かうよう命令してきま

す.こうすれば. PCが臼苦節'.11:~息絶にやって b た t いう土1!e:のプロッ

トが!!I!えるでιJ::).りでな色、場合l主会rl旬以也に役人するこtにな

ります.ニζまで米たら過1flllすこ H.傍観するよ kも併きれません.

普成Lつつ主叫にや。τきた一行はまずま'H'"織しτいる翻捌ロポ

フトを撃破せねばならないでL!j.餐溢.シパタ11臓別に参加せず.

後方で見τいるカ¥磁を兄て突破するい、うニ kにな9ます.

隠戦盤戦闘ロポッ ト〈パレルビートJレ)x6
ヂス7宏一スの兵総体系の・1'では蜘11に抑止a..-得よ〈見カ・りられ

るタイプの路線用ロポフトです.2~の2すt.J'('，ーユニットのよに1Il裟叩ポ

デ.t餓せたkいう形状で.()>/: <短足のヨンパフトシ，，-IVのように島

見えますが.をのサイズ11董続車なみで.Ilt彼武穫にパFエーシヨンが

あるのも干潟置です(GMI1武装を変更Lτかまいまぜん).ホパーによる

峨動健Ui袋帆蹴武袋が白慢の強払特務す'"~l.ì! Lて.傷病及t
混ぶためのコンテナがついτおり.これには4人まて'の人聞が収容でき

ます.

ヂータ

タイプ : H 

REF/MV:l!/Jl 

80 

HP 

a書申書E

t前個醤}

{綾薗}

(上面)

細邸命中表

40 

: A 1鈎I/a%(チヨバふ系アーマー}

: AM/60%(チsパム系アーマー}

: Aao/ω%(チョパふ果アーマー)

1-7 本体

8 パ勺ープ'ント (CP 8) 
9 串パー・(Cp 3: 4発τ梓止】

O 吾橿兵袈

活由u是養 : I R I童光線、 CSDx8.tt:ltチャフロケット、ガンラン

チャーまたU叩帽ロケットポッド、光牢サイト、 7.6Z，醐 LMGなど

機 繕置1A I 1: <賃火鵠入〈搭載火器〉 を50%ずつ取得しています.

吾τ.蜘也内'1'央の問筒alの邸調吻'1:うも畿地の'1'憾のようです.中

に入る!.:.: 11'1'ズ鉄を処分したり、鉱;r;から金婦を術展するための持;

鉱炉τあるこ主がbb'~ ます. ζ ょの描写11ï蹄ページの記途を参考仁し

て<f:香川要するに，.樹却が$<、足場が遣い他険な略場です./:う

やら、 ζの先11地下に除。るしかないようです.PCたちはエVベータ

ーに.iIlづ事ますカt決然、あちこちからパトロ-1110ポフトヵ可申L脊ぜ

てきτ、-1I'i'攻耳障し始めます.

シパタ11素早〈貨物輸出1 νベーター(入sUl1娘れません)に艇が9込

んで.員直下へ-ll-'i'-<向かいます会'. PCたちはニのロポフトを察破し

なりればなりません.

翁地内パトロールロポット〈ヲィンガービートJレ〉

ダスフ*ースのみ切也i句者パトロールする小1I!1:t<t(ロポフトです.11(.1紛

で地簡を走。回晶、>t~...リテ 4ポールタイプの官。ぽいメカで、やは

り質よ争放τ押しま〈晶のが:q;のようです.このロポフトの装甲11人IIU

の防具級いです.また.震髭IJ.距騒修正のみで攻鯵のIt.否を判乏します.
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世栓凶~

tJ¥lJl数はPCの人数x3または4，

タイプ M 

REf/MV:12/6 
HP :4 

義甲 : A30/ω% 

~舗命中表 :すべて本体

搭敏兵装 :ソニ yクガン(発射回数は2図)

地下溶鉱炉のフロア

PCが降。てきた主ふ地下のフロアに11ワーグナ-lシパタがいま

す.ワーグナーは逃げ遮れていたtよろをシパタに従兄されたのでしょ

う.ふた~lbPCたちから兄τ. 溶鉱炉の反対側にお号、 PCたちが

ワーグナー世l!についているなら、シパl'がワFグナーを~I'Lf到した状態

です(PCたちがシパタ側ならワーグナーが優勢です"

ニのふたりは互いに相手を殺すチ守ンスをずっlmってきました.そ

のf押しみは70年来のもので、ふたりの老体守支えてきたのはその悦念1!

11だったのでしょう.

「さ串! わしのアリシアを返せ ' 永主主にE聴い、彼女を!J 

「手ニずらせおって l 忌まbしい革主人コンピューターめ.わしの手で

地獄に送ってやるわJ

シパタの1¥梁ハンドにはテイザーが鮪?られτいます.本来、殺傷mの

武誌ではありませんが、高齢のワーグナー11シ冒"71/で死んでしまうこ

tでしょう.立場が逆の場合、ワーグナーは.やは引見いの君裁を発し

ながら.シパタを溶鉱炉につき務主そう tします.

制燃が得意なPCがいるなら、シパタまたはワーグナーを理H うtす

るかも知れません.しかし.然公告停車する(湯気陽炎なn絡鉱炉を1m
に11呑んでの敏感11:相当に鯵Lいものです.シパタがピンチ、も ι(11 
PCがシパタを怒とうとしている tふパトラーがその場にいたなら、

シパタを助付る行動をtります.

『ふたり H やめて。』

不::0;じ弱々 しい・対生の}!Iがかか0ます.彼らの側にあった:IJプセ沖か

ら~Eí4叱'あるはずのアリシアカ畦Sきょがっているではありませんか{カプ

セルがl7の智に悠I脳内に運び込まれていた場合は通路の奥から笠場し

ます"

「お父事ま、どうかやめτ.セオド111.1(1比ζそつながっτいないり1:.

あなたの.f，!.子でしょう? あたしにはやさ Lいお父幸まヵtセオド7i'

憎んでるなんτ峨だわ.あたしの愛するmなのよ，1:うしてセオドアを

かわいがつτ〈れないの?J 

シパ1'lワーグナ-I1tJじられないtいった表情のあし獄怖をあら

わにします.

rt!からこそ1ゴ! 19シア、おまえの震情はいつもζいつ仁向りられ

ていたo t.!からわしは…』

「姉事ん 1 シパタカ可骨〈ないのか?! I需たちにあんな惨いfl1fちを

したのに!J 

rあたしのた勺たひとりのセオドア、お父きまを紛んじゃいりないわ .

あなたはいま生きているじゃない.ぉ父きまがあたιたちをf1てて(I! 

~らなかったら、きっ t焼付野原て'~Eんγいたわ. あなた11Uiかにかわ

いそうな目にあったり1:.でも人を恨んじゃだめ.生きていればEFせは

必ずやっτ〈るつτ信じるのよ』

rお願いよ.む対話つリあうのはやめτ.串たしか守Ekでしまったのは

畿のせいでむないのだから・・1

7リシ7の姿11う勺すら W:'やりはじめました.

シパタは我を忘れ‘部れゆ〈迩にしがみつこうとします.

rわしかし.oしが長い人生のrl'て、陸ー、心から愛したアリシ1....7リ

シア、行かないで〈れェー !J 

新型サイザーグ11足をfflみ外L、燃える詩書鉱IPの中に飛び込み、.J'b

赤に熱色れ、問えながら沈んでいきました.

しばしの時が過ぎ. 一1，')1ま殺に返りましたが、今の不:.~~甲車な1見高H;tr，雁

b 1)1)91できません"79シアの入勺τいた:IJプセルの中1:<うしたわり

か~っIf'です.隣の方にはなぜかitilitのrl:l(ニあったrGoodNighl Bab)'J 

のff燦カセフトが妓されτいました.

ワーグナーはこ う!lf~ます.

rシパl'ら僚に'flllない〈らい妨害んを愛していたんだな.妨害んをも

て遊んでいただけだL¥!!.、。τいたのに.あレつはひEぃ奴だったりI!.

1曹は怒りにまかせて、 却のない人をた(~ん殺してしまった.シパタは

i費たち鈍i泌を不幸にしたりE、{曹は数え切れないほEの人を不市にして

しま ったl....t!. 面Ij~んが生きていたらき勺と迫!しむだみうな.そう、姉

~んは色、つ b詰っていた， r出会うす4ての人を愛しなきいaっτ.・0・c
・6・7yシ111消滅してしまったりど、 i曹はζのi!...tJ曜にある10<1主の'l'tH

を絞っτ、もう}度、 アリシア肯illti'打ちJ:lfoζtにするよ.ぞれが

姉さんの望みだろうからJ
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ワーグナー11PCたちに深〈陀ぴ、また礼を述べます.ワーグナーは

賞金I'I"~ ttうことにな勺ていますが、娘り少ない余!tーをi邑るl!tをメガ=

シティに連行するのは恥い、うものでしょ九

tころで、 ζの苦必唱lにI!PCたちがιらえるようなものはIHんE残

今ていません.ぜいぜい、メガ=シティ に帰るための司朗関柑車両(LMG

な1:i'tlt.縦したハーフトラック(シエノνキベ・91のデータをfOULτ〈だ

きゃH*・1滋品、あとはせいぜべ・小企になりそうな11:1武の池子パーツく

らいです.昭島摘。ポットは』必也から越〈自在れる主たちまち底。て L~ う

のでI立倹です.

記述のtおりに司'1'付帯鴇号すれlt.1I<f俗iシパタはこの世の人ではあ

りませんし.11:'1茸も遂行できなか勺たので、 jjiJ!T.以外の相泌骨11受ItJ((れ
ません，GMI.t.tんな結末になったにせよ、多大な成1:)#持f紛lをPC，二

与えるペきではないでしょうo ~'大な輔副闘は今後のあなたの~'\"ンペー

ンの肌怖を狂わせる大きなl点閣になります.

では.メガ=シティに':îl"τ、￡た少々fi!.除な旅i'~古めるとしましょ

う.

パトラーヵ，~'.きているなら 、 彼11~j(しい車iでニうfJいます.

rここでお別れだ" 1>Ifはまたお給を支払って 〈れるプタを採事与きゃな

らん.次に会うときも直目司士でないこ之を臨i7ぜ」

79シ7の干守歌{あるいはPCが両154からかJ匝カセクトを符ち射って

いたなら他のIUIb lはまた時々、受イヨ/欽送されるようになりました.

ζの日険を草寺えたPCたちに11.79シアが，;Itのために取を可k弘、絞り
たのかわか畠でしょ九をう、彼女はきっ l llJl 日を (~H:τ!Iミき τいるす

4ての人々のために歌手にな勺たのです!

END  
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シナリオ解脱

DEEP BLUE 牧山昌弘

作者の好み(笑}として、海洋むののシナリオて・追っτみました.

海津ものというだ付にとどまらず、テロリスト・生き別れの兄嫁・パ

ニックむの ・怪獣bのと盛')t:! <喜んの内容が館まっていますので、 G

Mが平線よ〈マスタリングしないと、中心点が11:唱吋てしまう可能性も

考えられます.プレイヤーの好みを考えて、ひとつの嬰繋に絞り込み、

あとは雰図気づけ〈勺いのや算でプレイすると良いでしょう.

今回は、マスタリングのしやすさ{とページ数の関係)を考慮して、中

盤までは t本道て・展開するようになっています.ムロリア内硲について

の鋭明b~ナリ オを盗めるに当たって必要最小限度に押さえてあります.

これらはすべて、シナリオを成立書せるための骨子です.実際にムロ

リアでの生活をbプレイに織り込むのなら11.もっと績かい股定をつけ

加えて雰鴎気を出しτ〈だSい.いくら未来的研究所とはいえ、人間が

生活する空問で bあるわけですから想像するのも厳し〈はないことと患

います.

ムロリアのつラニワふ機流し事件について、 PCたtるが真相を知る二

とな〈終わ勺τしまうかも知れません.ふ ・ヱンへイがなるべ〈隠そう

としているのですから、その方がむしろ自然な展開かも知れません. し

かし、縫を残したままシナリ才を義わりにするのは、シナリオクリア時

的充実感にかかわります.そのようなときには帰リの絡的中でふ ・エン

へイなり、ヲィッシャーなりがPCた色るにII!明することになるでしょう.

戦闘パランスはかなりタイトになゥています.正面からの力持しでは

Cランク以上の力がないとまず突破はで事ないでしょう.テロリスト掃

討作戦、皇大シャコの穆避とるに、 Uとつの回答にこだわらず‘ PCた

ちにいろいろと作戦を帯えさせ、。ールプレイを楽ιんで〈ださい.

CROSS FIRE ;f;平鳴海・西野康史

GMはプレイの紛にい〈ウか;主曹、または曙慮しなければならないか

も知れません.

ひとつは二回γ ナリオがGMやPCの締みにより、プレイしに〈い組

"であるというニとです.最初回依頼である製筆、 二の仕事はどうみて

もダーティでうさん〈さいのですが. P Cが二れに飛びつかないことに

はシナリオが成り立ちません.P Cたらがどうしてむこの仕事を畳けな

いようなら、あらかじめPCが受けやすいよう依頼内容を変え、プロッ

争を変更しなければなリません.例えば、コンポイの襲事告行なうのが

PCではなく傭兵チームであり、 PCt=，，>は復ちを阻止するというシチ

aエーションで1".依績を1寄って〈るのはアッシユであり.N P Cの傭

兵がPCたちとともにア γシユに真相を問いただしに行〈わけです.し

かし、これではPCたちがアニーに嬢触するチャンスが少なくなゥてし

まい、後半白展開が若し〈なります.Z'Jにアニーと会う{続交を深める}

チャンスをむうけるべ害でしぶう.

もうひとつが鳳幕が巨大企撲であるということ.犬上段に巨大組織が

般に困るとなると昆込みする腰抜けのPCt.いることでしょうから、健

司書伺依頼のとき、コンポイの正体は極力明らかにすべきではありません.

進行のうえで織が何者であるかはしだいに明らかになってい事ますが、

このケースではカーマイクルおよびテクノニクスItP Cたらが伺をやろ

うとまった〈問題にしないで干あろうというニと、また、アニーとかかわ

ったにしてもぜれは伺じであることを示唆して〈ださい.

64 

MANDARA MATRIX 絹島カブキ

シナリオの筋立τは単純で、次回喝函への展開は主に NPC側から起

ニされるアクションによゥて進行します.符にE売却事告行なう必要はない

でしょう.シナリ才とは直後関係ない情報が多〈含まれていますが、必

要な鶴骨のみプレイヤーに知らせるようにして、〈ど〈ならないように

して〈ださい.

場面場面をつないでいくシナリオになゥてしまいましたが、シナリ方

的主眼1:(サイパースペース比留山〉を始めとするイレギュラーな嬰索

の顔見ぜをするところにあります.トータルな意味での日本町イメージ

はまた遭ったものになると思いますが、太平洋的向二う側に不思械な聞

があるという感覚をプレイヤーに持たせるニとができれば、とりあえず

ほ成功です.

最後に、今聞のγ ナリオの執筆にあたっては原稿の遅滞によってホビ

ージャパン田武回線、高平場海先生を始めとする執筆者の皆銀、並びに

メタルヘッドファンの方々に大変なニ・逮惑をおかけするニとになゥてし

まいました.この喝を借りて漂〈お綻び申し上げます.

GOOD NIGHT BABY 高平 PJ海
たまにはこのくらい大風8敷な曹険に飛び込んでみてはいかか"t.!-~ 

う.

ニのシナリオl草、 PCに宇宙を体験させるべく・かれたのですが、結

果としては冒険活劇的主遣を行くようなプロ 1~になってしまいました.

プレイヤー、マスターとも、めま〈るしく変わる舞台に混乱しないよ

う気をつけなければいけません.シナリ オ自体t.畳いものなので、休日

を丸々使って一気にやるより、昏パートごとに何回かに骨けてプレイ L

たほうがいいかゐ知れまゼん.

内容についてコメンーを2.3拶げておきましょう.ニのシナリオ内

での険のヤマ唱は雷原での遭緩めシーンです.こうした状況は帯えよう

ではー積のサスペンスと雷えるでし本う.直接的な恐怖感はありません

が、死1:じわじわと PCたもを蝕みます.彼らがどんな判断をするか見

むのですし、このシーンで心理チI>1クロールを取り入れるのb草た一

興でしょう.

シナリオの?ライマックスに翠るまでの展開で、 PCたちが‘互いに

対立する NPCのど'うちの味方につくかも見どころです.明らかに極慈

人であるが. P Cたちに直接的な奮をもたらさないシパタにつ <1)'. P 

Cたちにき汁をなめさせたものの、緯害者であるワーダナーにつくか、

このあたりはPCまたはプレイヤーのそラルに侵害れることになり草す.

こう考えると、 RPGにはー標的心理ゲーム的嬰祭もあると曹えるかも

知れませんね.

あと、ラストに愛渇する幻のアリシア{幽Bnですが、ニれはいささ

かMHの世界観からか吋雌れた非常織な存在です.納得がいかないとい

う方は、アリシアを重量喝させないで、例えば、取っ組みあう 2人とゐが

洛鉱炉に落、てしまう結末や、ど">らかのNPCをヒール(悪玉)として

血祭りにあげるというプロ γ トを自作してプレイして〈ださい.





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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