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はじめに
このブックνットはランドプラスター月{エキス，<ンション・クロムピ

ー ト" の内容をもいこ柿草ましたコンパットシ.../V~'111Jアドパンス+ルー

ルプッPです.・クロムピード tあわせτ1尭み終ι /yール~理解して

からゲームに取り入れるようにして〈どきも、

なお、新Jν-/Vの係1柑により、スタートセフトにあ。1:コンパットシ

ェルのデータがー部変更~れてい畠のτ往怨して{t.:幸い.

ブロックパスター
一般にハンターが使鋼しているメカニックは、その車体に搭観された強

力な火絡によって雌を粉砕するほか、シティ内を走り回ったり、業野t-iI1

破したり、人間や物資を愉逃したりといった用途にも使われます.

コンパットシェル1:メカニック由一種ですが、その役割陪ほかの〆カと

明らかに遺ゥています.長距曜の穆動には向かず、貨物スペースもありま

-ttん. 戦闘のみを行なうベ~〆カニックです.

ハンターの中で!..特に〆カ.:.';1クの鏡、、に秀でているキャラクターク

ラスーーランドプラスターやハスラーの中には3ンバットシェルを費慢と

緩む帯もいるでしaう.アドバンスト ・ルールに白いて、ヨンパットシヱ

ルを専門に級う者は特に'ブロックパスター"と呼ばれ、ほかのキャラク

タークラスと区~IIi!'れます.

プレイヤーは(GMの問憲のむと}新たにブロックパスターそ創造したり、

これまて・使っていたPCをクラスチェンジして、ゲームに畳場させること

ができ草す.

ルールのよでは.これまでどおり、プ。ツクパスターでな〈とむコンパ

ットシェルそ縁ることはでt!ます.しかし、プロックバスタ-1:コンパッ

トシ'"ルに閉してはよ り厳しい訓練を積んでおり.機関センスはパウシサ

ーなみに高〈、い〈つかの特典!.!寄っていますから、コンパットシェルを

費用するのなら新し〈キャラクターをつ〈るか、クラスチェンジそした方

が有制でしょう.

草た、 GMはデータを事考にNPCを創造して、ゲー"ムに使うことがで

t!f.す.

ブロックパスターの創造/クラスチェンジ
能力債の見方およびキャラクター〆イキングの亭順についてはメタルヘ

ッド ・スタートセットに準じτいます.

続出のキャラクターからプロックパスターへのクラスチzンジは、明記

してある畢件、および特性スキルなどそすべて基本鏑以上取得している場

合に併8れます.以前の聡鍵の特性/特典はすべて央われ、ハンターラン

クIHからやり直しです.ハンター訓練所やCDAでの専門訓練/転犠審

査の期間と して1:1か月かかるらのとして〈だ8い.

プロックパスターには、ほかのキャラクターに1:ない特有の戦創時特典

があるので注意し車しょう.



〈プロッ?パス~ーの特性〉

1 .クラスチヱンジするための舵カ舗条件

STRとREfとW I Lが12以よ、1>EXが14以よ.

2.初期所持壷{クラスチェンジの場合は関係なし}

(11)3+3)xSSOOO 

3 特性スキル

大型〆カエクス

精密〆カエクス

暗号 ・僧号

コン，<ットシ zJ~

応皐'"由

偽装 ・免モフラージュ

小火録

置火指

無平磯腕またはナイフコンパット

大型武緯また1:精練武鶴

ヱレクトロニクス

4.荷量制限

STR能力優までのENC

5.アイテム鯖入崎町綱引

m 
20 

初

40 

初

初

30 

30 

30 

30 
初

1、"、 111、V，VI、咽鎖的俊鍵?'与績で期入で~る.

咽頬の質"はブロ y クパスターでないと購入で~ないが、ニれを通常備

で鮪入できる.

すべてのコンパットシヱル、すべてのコンパ yトシェル専用アクセサリ

ーを串舗で購入できるが、ぞれ以外的メカエγクアクセザリー績は通常備

となる.

ブロックパスターがコンパγトシェル以外出メヵ=ック本停を期入する

ときはすべて3借価格となる.

6.戦闘崎町特性

コンパントシェル繕最中のプロックパスターは.自織に搭観された間じ

戦闘スキルで適用される領数の兵畿を 1ターン内に同時に使用することが

できる.峨際スキルは締きなように舟翻して使うこと.ニの喝合にかぎり、

スキル0%で発射する武鰭があってむかまわない.それぞれの兵器で宜い

に距"が組れた別々の目領令攻撃することはで舎ないが、数値向日銀が1

IJ、所に集車ゥτいるのな勺、ぞれ勺線徴的自暢を攻睡して bよい{最情的

にはGMが判断する).

例・〈置火舘>80%、〈搭般兵器)50%、〈特殊武縛>30%のブロックパス

ターなら、例えば以下のような組み合わぜでー斉射ができる.

① 20圃ザイポーグライフル{スキル40%配骨)+7.62岨ガンポγド{スキ

ル却%配骨)+火構放射錯{スキル10%配骨)(すべて軍大鰭スキルで級わ

札る〉

@ ピ叩ムキャノンザツク{スキル鉛%配M+ADAM-S(スキル0%

配舟)(すべて繕歯車兵畿スキル，.mわれる〉

③ パイルバンカー(スキル15%配舟)+コイルポム{スキル15%配骨)(す

べて特殆武鑓スキルで吸われる
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プロックパスター

プロックパスターの歴史

現在由形にまで道化した高彼動装甲JIa=コンパットシエJ~I:，パベ

ル湖以除ー吾地町有力メガ=ンティが復興を終え、 '1、焼慎な武力衝突

が再び結こり始めたころ.歴史に畿喝しました.

2120'1'ニろから現代にいたるまで、戦喝での主役は傭兵やハンタ一、

そうでなければご(-115<7>エリートフョ，ース{特殊戦艇郁隊)です.書

シティのアーミーは鰻新兵E警告義悔していながら、前線に出て駿うこ

とはほとんどありません.

コンバットシヱルは基本的には対戦車戦闘ポッドですが、安価だし、

強化歩兵としτ町役割も泉たぜるため、特に前線で鞍う傭兵やハンタ

ーに好んで償問事れました{デビュー幽初l孟アーミーでゐ多歓採用され

ましたが).r:JンパットシエJ~~使う 傭兵fコンパッ トシ zル令好む

ランドプラスター/ハスラ -Jだった彼ら陪やがて・プロックパスター.

と総称されるようになりました(この呼称<7>由来には館脱あゥてはゥき

りしないのて¥こ二で1:鼠介しないニとにします).

ブロックパスター令ハンターの-11であると定破づけた場合、より

腕鈍的なランドプラスター、またはオールマイティな鞍民力/防闘力

を持つパウンザーであると冒えるか"知れません.

プロックパスタ田1:2151隼から正式に全世界的ユエ".ンで量飽され‘

ハンターの仲間入りを果たしました.その際、ユニ".ンのよ層部を動

かしたのは、伝脱的なヨンパ yトシェル傭兵B!(γャドウ ・パタリ;オ

ン〉各車いたアーサー・クラウドマン大儀だという噂です{穴住は現在

は引退し、ユニオンの幹節となっています).



強側{パワードスーツHしてはお1慌の現代円、その刻柵らし

きものは弥在していますが、飛行する、または普わめて控繊動な人111メ
カニッタtしτコンパットシェルをみた場合、その原型It現代では形に

なってはいまぜん.

ここではよの綜災な兵器について、総榊可な解脱をしていきます.ζ

れはJν-/.の記述γはありません.あ〈までGM/プνイ守ーのコンパ

フトシエ/.c:，tするイメージをふ〈 らましたり、コン，(フトyエノνtい

うメカユックの有権、1:'正般に理解するための事考資料H.τ統んで〈

fJ1F い.

[1 .1] コンパットシエルの生い立ち
コンパァトシェルItrのようにして誕生いまたζれからEのように

進化Lてい〈のでしょう.

よI!:たしてコンパγトシエノνに卦球はあるのでしょうれ

[1.1.1J パワードスーツの幻想

SFによ〈登織するメカニユツタのうちでロポフト=人11'1.兵務はもっt

u見Lみやす〈、またi四m性bW"、メカユツクです.しかし娩念ながら‘

実際の主 ころ‘人E盟持'lS1孟ー般に忠われているほどマ作チな兵，'ISではあ

。ません.

よ〈ある嘗め胃液を車貌書Lτみま しょう.

'人1111t 1司じていEの7νキシピPティを持ち、しかも人間よりはるか

に強い.身体を使うのでややよい‘操縦を覚える必裂がな<(り、身体

で操作するので反1ιも速い{はずだ).錨漉している兵おがよりれItrん

な般にも対抗できる (Itずだ)J

bっtもE匝要なのは『人1mと閉じ勧告ができ‘しか色より強いJtいう
よtですが、逆にrぜいぜ'い人JD!なみの動きしかできないJtb曾えるl..

rより強〈て bl.!-ttんゴFラvべ/VJ主も脅えるでしょう.

人聞を燥してある以1・角川町にできるνベルのこ tをよりうま〈こな

すニH.かできない.ぃ、うのがパワードスーツのnの盗です.

紛削減':aするf帰はEれも人間1よりはる会・に強いもの11'か0ですか

ら、 人目日が少少強〈な今たからい‘ってtうてい太刀打ちできないでし

ょう.相手が歩兵でな，'b・I!りパワードスー:;.>は役に立たない、ま<'に

弱い者いじめ噂則兵器である t曾えるのです.ライオンにライオン裂パ

ワードス-:;.>1:'殺せτ、人IC!のバワードスーツt戦bせてみたら、王手ら

〈ライオンカ嚇つのではないでしょうれ 人l聞いう鎗物IHtもk帳

Nニ向いたずザインではないのです.

[1. 1.2] 鵬鋳・適用・コス ト置の問題

ニれらのI~:，雌b比透せません. 附闘はj;々あります.

まず、 l制徴税kのr.:u低メ?/.へッドワーノνド=パワードス-"7の

アイデアや実験織ができてから笈)()年近い量流のことですから.すでに解

決きれτいると考えます.しかし、 2ンパットシェルカ可間発きれるまで

には相当なa.!ffI1がカ哨・ったtみてよもイιょう.

特c:;Ij出力については苦労Lたはずです.何しろ以III!より1置い念婦の

4 

鐙にゴ9ラ並の(b l. <はそれJ:. .LIの)パワーを持たぜたエンジンを.し

かも背中にしよい ζ める〈らいにコーンパクト化して繕載するJのI~簡単で

はありません. またあまりにのろ〈てはいい酎~t なります. 少な〈とも

徒歩τぃEの移動週I!l、即座に銑蕊(または俗載兵器}を発射できるだり

の反応速度It必喫でしょう.

もっkも大れ‘のヵq調節仁会吻・わる11司姐.可動書置が$いため、どうし

て色非装甲錦が$<なる(=tτも打たれ扱い兵鐸にはならない)l.、メ

カニズムも筏織にな ~brちで、首事車料1唾腕、良もきっ t少な(1"いでL

Iう.特じ砂漠では:紛惣が.:ofJ!M普ジ令ングノペ'11i曜紙寒冷地でIt細

かな氷魅なE会制節tこダメージを与えるはずです.ほかの1主席的問闘を

クY7l.ても ζれt.!けIH'うしようもあ争ません.事同由自殺でιから硬

い傘属があればよいのですが、それはまだ{メ1I/Vヘッドワ一作ド〉に

It存在uぜん.

人nllが「着てJいるので‘あまり無担な動舎ができ，，，，.(関節It決まった

1jrtoJにしか酬がらない)<ぜに.人IIUt向じような動きができないt、'"

m者合勾'fol!ßを感じてしまうい寸釘叶の賎し号、また事~m:r.の桝骨に
よ勺τ各部を酔祖直しなり制Zならない.ある也、It{醐人にあわせτオーダ

ーメイドにしなりればならないかもしれtぜん.

戦3晶での運用を考えるにして b関節の引き起ょすl羽鶴I主宰〈、い〈ら

情造的に5島化しても.爆風τ'手足がちぎれ飛ぷなEい・うこtも考えら

れるし{人聞が'JNまっているからそれだりで嚇測不能に陥る}、を LてfPJ

よりメンテナンス合吠変なはずです. 恐ら〈、パワードスーツの蛾繍I~

WI"!のνタチ々ーを受げたスタフ7でなりれば鴎般でしょう.

結鎗tl.τr歩兵守強化するい、う目(1<)(1)みでlHてもコストに見合う

兵器にはならないJt，.う ζ とです.歩兵はやは9安価でそろえられな11

制ZしょうがあPません.兵敏い・うものはー人前にする脱線1:りでも

相当な金会均喝事るものだし{歩兵k しての閉搬の低コ何句 トシ$..I'V~r 

イロット tしての'f1成にきらに金が合唱喝ζ 主に'"る}、よ IH~のエリー

トフォースならいざ知らず、進本的にIt散がいてこその戦カなのです.

[1.1.3Jパワードスーツの側発

いづわりで.捌Rでは{松悠が変わらなげれば将来由<Jにも)，ζの凶

でもま tbなパワードスーツ11開発きれないでしょう.

{メタルヘッドワールド〉の~-1';IHllIJIヒがかな 9進み、そのうえ人的

資源は貴抵である tされています.人的資源tこついては人口坤減した

ためそう考えられるようになったのですが.もっと大きな現闘がありま

す，jl(のスポンサーである査当睦ゆ畠いはそれの前身である企衆化の逃ん

た乍柵}はその平踏まのため市隊を所布していますかt鎌持t選IIIに彼ら白

身が企1:'且1<'な〈τはなりません.利潤1:'迎)1<するのが量百監の自約です

から、なるペ〈金はか11た〈な1"'" tにか〈効準化したいのです.

何をやるにも人件費が馬鹿にならなνこu主役らがいちばんよ〈知今

ています.兵器It開苑や生I!liに食がお吻・るものの、Is米上がってしまえ

ばζっちのbのです.~身の兵11側側に時制Ullllが会噛・号、特に働か

な〈てら静めるまで毎月給料を持。τぃ〈うえ(7ーミーは実力It事τぉ



号、一般には積業軍人だりのW.f'・1家集団tol>れており、総斜は惑〈め。

まぜん}、 Jt日時/被死すれば保般金、治療費、楠償金、遺族への見舞金平

生活保援なEきりがないのです.優秀なエ9ート7方ースになればなる

IH'費用はかさんでいきます.

戦河やはまだ機械だりではできまぜん. 戦火を焚えるこ U~な〈ても歩

兵IH~ うしても￡裂な甲車力 I':L、 特殊鰯lItのように人l聞がE う Lτ も必

要なセクシヨンもあります.特に特骨車部隊はますますその放要性を榊し

てきま L1~. 
AI を繍んた喝l.l巨1~11Iれても、人間に I~負傷したり死んで也らいた〈

なれ tすればなるペ〈死にに〈い装備が必要になるでしょう.これが

創印刷主術/サイパ一系技術が進歩したー闘なのか島知れません.

[1. 1.4] パワードスーツからコンパットシェルへ

υ~， .って も、パワードスー:;tが見か11倒しなf切骨であるこ tは間速

いあPません.スポンサーはまた物足りな〈感じるようになりまLた.

解駄なものが作設するよと白叫部ぜなかったのです.現場からも耳鳴の

iU念鴨1ζえて〈るようになりました.そして、汎用銚/硬い捗兵であっ

たパワードスーツを特定の自的を持たぜた兵器にしよう t考える技帯泌

が現れはじめました.

戦争はやはり地磁の上で行なわれるの念E普通です{捌11':11.1年粉ごり

の慌争もありますが、札上戦が主なのが持通でしょう).飛行する兵容の

iï-礁を考えなりれば.処上恨の王者I~蜘1Iです.天敵である蜘II~破壊

できなりれば、歩兵の死傷単~低下させるパワー ドスー:;tを側発しI~~

時自体が失われてしまいtす.技術Jーたちは戦111をターゲァトにした対

戦l~パワードスーツの開発に全力者注fようになったのです.

歩兵に戦111をやすやす k破療できるはl:'lf(I~ ，'兵容が蛾えるわけはあ

りません.彼らはtりあえず戦却の芦散である戦拠ヘリコプターの能力

~パワードスーツに付与しました.飛行できるパワードス-:;t=:Iンパ

ットシュルの誕生です.

[1.1.5] コンパッ トシェルの有効性

へ?のよ うに軍慰肘倒L.ちらに歩兵tして地Ib.制度能力、処敵鱒討

能力に優れている、 ζ れだり見制Zコンパッ トシエルI~実にあ・1却な兵器

であることがわかります.しかL、~;J(にはそれはE ヒロイッタな働き

は期待できません.

tJ)~ 1孟鈍いがコンパクトτ"a;教なコンパットシ"-1川端)11に古1づかれ

ないように近づき、不意をついて飛行救悠に入号、強切のI尊い上泊やf童

福~Jllって攻耳障する、これが常織的な選別である t 幸れτいます. fiか

に飛行荻態t.:t耳障ち綜ときれる危険も低，.のですが、不，仰すち狙いの粗

忽な兵器であ品主いう感1;1.吠えません.?-1ミングをあやま晶 tあっ k

いう聞に蹴散らきれτしまうでしょうし.実際にはそうなるこ tも少な

〈なか。たのです. ニうして、デビュー時I~ もてはやきれたコンパット

シェルも次第に人虫~~~ほっていきました.

しかし、暗1.111もまた戦術思患の転換によ nv伽・ら1耐えていきます.

エサとなるべき、柔らか〈τのみ〈て貧弱な!j)兵がいな〈な。てしまっ

たのだから当然から知れまぜん.よ号業平〈戦場に風間iてき(l:'ニのシテ

ィも長期織を避りるようにな勺たため.電盤戦がも てはやきれるよ うに

なっ川‘よ 0低コストて猪突な腕附挙げられる猿E間平和いタンF

の時代に入勺たのです.

頁激であ晶戦耶~戦(1"の康史から事事。去るき っ糾HなったのはZYP偉

動~究9 とする歩*-:1ンパッ トシェルの有設です. その点を考えるに、

ヨンパットシ"-"'1ま兵の相まで戦jf!に勝った捗兵t.:t曾えるでしょう.

[1. 1.6]現在のコンパットシェル

ライパルが消えたため.コンパットシ"''''も寄らに僚主に無意妹な兵

&H T.iるはずでした.しかし.l:'勺寄り生産された兵器1:必ずEこかで

また使bれるのが常だし.峨峨念、ら婆~iWすかに見えたこの兵銀はまだ
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い〈 つかのセールスポイントを筏Lてい~ L1~. 

強化捗兵いうポイントは、例入または少人数1布陣唱するニ tの多い

ハンターや傭兵たちが身を守るのに物好のメカニッ?tなりました.し

かも大量悠厳きれたうえ、評価が軍事ちた俗安のメカニックですから、あ

ま9裕福でない彼らに tって入手しやすいアイテムだったのです.

限定的ながらE骨量劇鼠器であるニ u救いでした.lOfJI釣嶋君111世界

中の眠術研究家にもてはやきれていたL.アーミーでもあまり役に立た

ないt知っていながら.全部のコンパットシエ/vを手政しはしませんで

した.

~':iflliなメカユァクを買うニ tのできない弱小メガ=シテ4 や独立タウ

ンでb コンパフ トシェルI~袈叩車両の代わり主しτJJI.入きれました{もち

ろん実際には袈叩ヰiの代bりをこなすニ tはでき是ぜん).

t悦史的安全な傭人樋郵威容いづ点11宇宙での戦力主して、コロニー

守備/コロニー攻早朝燃の中核として保則きれたし、土木刷機株宇山/

海中時喋ポッド tLても鮮価引!トるこ tができたのです.

この状況をみτ.H乃屯れる t考えた者11コンパットシ品作用のカス

タムバーツや7クセサ?ーを$<発袋し、ユーザーをサポートしま L1~. 

僚制:人!日IM~Lτいるため、織瓜以外ては)そのm途b広かったし、

必裂なカスタムバ'-'J/の摘発もそう賎し〈はなかったのです.

[1. 1.7] コンパットシェルの世代交代

戦闘を考えたゆ合.ヨンパットシエ作がまだまだか;.9下伎の兵器で

ある ζ とは統明しました.しかしその省oJ1生I:I'SI:色合唱Z申τいます.級

近ではヨンパγトシェルに処されたい〈 つかの問題を解決した新型後が
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~J品L鈴めτいます.事前E機い、。τb耶に性能をlíILt.~ぜたものばか

りではありまぜん.

コンバクト手をf悦生にして、より巡〈、または強い帆創メカユック{ホ

パータン夕、トライタなt')1二重形できるようにしたTCSによっτ、よ

り尚速かつ長距雌の移動カ句T能になり、よりiCMEな帳術が取れ晶ように

なPました.

従来のコンパットシェルをはかのメカニァタに，何事寄せ.TCS ~同

むような縦品を得ょう tしたのがRAFTシステムです.戦地tではパ

ギー.聖書甲11tなEで迅速に移動し、 4足場でコンパットシエJ叫 Z分量11..τ
戦います.たいτいはコンパットシェルのコンソ-J~に税慢の操縦系が

あり.ひとりでj剣麗していたtιても迅速な合体・分穣カ町I能になって

います.

2 ンパフトシェルのJi縫L也、われるメカニユッタ.近いコンセプトを持

つメカユフタもい〈っか笠劫ιています.ヨン，マットシエWはこれから

るまだ進化し続けるでしょう.

[1.2J コンパットシエルのメカニズム
コン，tフトシェル11数めるメカニユフクの中でM事に拠草長をN~っていま

す.人慢である会句骨えの1111堪!I孟少な〈ありまぜんが.それをクリアした

技術には従米のメカニフク:仁三件のほか、 :14に$方iloからの技術がアィ-

"."("7タきれています.

コンバットシェルの'k際のメカニユズムに関Lて考堅持してみましょう.

(1.2.1]動力

，tワードスー'/~ 1J'/fヮート νーサ-~呼ばれていたポテンシャ~の

低い人明兵~-':-OJlNIのコンパットシェルは倒閣暗に小~'1九百出力の

e 

.f;-t(ーがい〈っち仕込まれていました.ニれらのモーターは背部に背

負ったバッ t9ーから屯JJ~供給きれτ11唖Irするタイデ仁そのバワー

は人!日!のそれtそう変わりなかったのです.当時の技術ではそれ{毛ータ

ーの小型~ltl;/11力のバランス)b'限界でしたし、fi!仰.WIIJも現誕のものよ

り長〈取It..，聖'1'，眉HI..てみれば峨能11十分でした.

コン，tットシエwヵq日従のようにパワフルになったのは、サイ，t，一分

'Kゲミ tJJ~9 ンゲW式の人工筋肉が姥日'II~れτからのニとです.
ゲミ tJ/~9ンゲル人工筋肉が生身の筋l勾H化仕組みで作動しτおり.

しかもそれが{パワーい、う而で)1ま畠かに高効率でf!唖却しうるζ とはよ

〈知られていまれしかし、それはあ〈まで人IUJを拶艇においた品除の

訴です.ロンパットシェルにIlIllll~れτいるものもその原理や情占訂正務

本的に変わりないのですが.システムの一部は独自に政治されτいます.

通常のシステムは人|聞が使用する bのなので.なるべ〈板JfHでコン

パタト化事It.. 1!1!1ll1í"が液変換を行なう干 1mを'打〈ためにリンゲル液~

効場よし延期に恥て活問できるよ主ゆ化7~ノレター{鎌/1\1)潟鍛リミ

ッター}などが付属しτいます.

戦関mの人工筋肉システムは液をいつもわwtワーで双応事ぜる{効率

11感いが、 Z51Hカは錐狩できる)カ¥間性Jitの伶化7イJνター(効串よ〈

7u'it1¥力)が終値色れτいます.j両者11液交換II.WUJの1m隔が綬(.後者li/.)j
出力側俄しつつ椛交換側目!のIII脱色必、ぃ、う優れbのですが.コン

パットシエ~Il-般に，j怖を採用しています.陵晶料1111がEのそダJ叫

I!I.. ・ f~ ，.2t障制IUt短いのはそのためですが.rG性能フィルターをf書滅す

るよりょの方が1以 上がるというよ主なのです.ロンパットシエルを即J

かすのに最低:，~ト:Ø‘習な出力 11人1111をはるかに上岡H't. 量産叩事れたポ

ヂィに人ひk り策せて動かすのだから当然τしょ九い〈ら~~j'伎Jitの7

イ ~!Jーを術総してむ焼石にホf.!t いう ζ とです.またフルパワー隊創

によ1).~令部に内蔵書れる筋肉シリンダーの本数島少な〈 τ病むし.貨

のïliちた液会可1克也入するよ t がないた申仰命もf~ぃ t 合われています.

リンゲル液IU阿につきf.!いたい209ットノν{ジェY;命ンlつ分>a.療
で背部のタンクに締結~札をよのポンプから全身に行きわたるi凶1み

になってわ~T. f!止!Ill済み液l孟廃液バJνプ~INIいてジ...9 tJ ンにJ:i!1..、

集者に同収事せます.

タンク&ポンプI主人1111で:-tえIt.Ctlにあた品部介で、ここカ峨様事れ

るtコンパ・ノトシエルはただちに停止しτしまいます.リンゲル液は槻

F計世で骨必殺ですが.タンクには安全設置bついτいます.厳島障害れる

王手れの串る僚理~~受11るふタンク内のリンゲル液中和剤が政出きIt..
引火を防「い、灯油lみです.しかし、この装置的如ニ立つこ tl1滅多

にありません.コンパットシエ仰の背部はこの!JンPにスペースを取ら

れて、Jt1低限の強度Lかな〈、テ7ロンなら州榊でレマイロットの身

体まで1貫通するだろうとャbれています.また、ブースターのロケット

悠割問タンクも背部にあり.二こカ峨四時きれれば火ダルマになるのも日に

凡えています.敵に後ろを取もれた UI1コンパァトシェルb，t1ロフ

トHl:Nlf.!い・うよとです.

(1.2.2]飛行とブースター

コンパットシェルは入1II1t¥!で飛行に向いた7オルムをLていません.

Eちらかい、う tミサイルの飛行に似τドます.だから、飛行するにし

ても自刷に飛ぴ刷れるのではな〈τ、紗年11瓜線飛行です.自療を織切

って飛行している11:1に決理?をつりな〈てはならないのです.

ブースターについτ.これは3秒以内に想定散請:i!lrまで速度をi・，-1'1
させる tいうドラ ッグνースなみの無茶なシステムです.EFいヨクピッ

トlレ吋ードスーツ'斜tからの伝統で.G対策{本:*11"街穆}はIllrJI

全になっている1...人体色縦，1JJ'IJへのGll眠j合に対処できますから、こ

の加速Gでパイロットに影響が出るニ tはないようです.

飛行11位線のみだt最初に~~ますカt. ~はこれはそうするのか明ほ



しいtいうだりのこtです.このシステムがいかに不安定なものである

かは時鮮できるはずです.飛11'1'は腕測をうま〈使ったり、スタピライ

ザープレー ド俊}j~ヰωの機作で通鈴をわずかに変lI!LI~9、ジグザグ

飛行か可I能です..判明れたパイロットなら、このfJJ.置はまだ安全ですが.

問題はロケァトのノスツνのコントロールです.

ロケフトのノス:，νI~作そダ作ごι に明言~(ot勝t円がひ tつ上 双発、 3

-4~~式のものなどさまずまですが、 Eれもフ νキシプJνジョイントで

全方IliJI:1IfU)伊J~変える ζtがで~!す.進行方向 t逆方向に全力噴射

する ζt で、 3秒以内にMVOまでの減速.また懲科~(.車いきるターン

には半白樹1jr.)1こ地而に軟締践するよう tこなっています玖飛行中に品行

)jl:tlと違う方に噴射をかIIttU.'、ベクトル式に繍目防向転換、瞬間雌路

転換が可能です.きすがに耐GコFピフトはこの全方向GにIJ.対応でき
ません. 耶~"I訓練を受りてい主い者はたちまち愈織を失い、 11.依を起こ

すでしょう(書考 GMI~õ(:j逃走行チェックチ、・ート .W1 Lの耐Gチ;s.

ツクを行ないましょう).

ブースターユぶ ツト I~本阜の強化用iの袋備ではないし、惣持ol~能，.き

ったら刑l貨な1:11なので、コクピ、ノトからのボタンひtって取り外ぜる

ようになっているの治時町通です.ブースターに被嘗を受りたとき.1111岐

に取り外せば本体I~鶴爆しないて積むかも知れません.地近てはプース

ターユユァトのI¥':o9にかu(.ーユニットやダッシュローラーユユフト.

大口t淘泡の事筋v総揮ユニフト.;j; ~炉』バッ?~つりたモデルもま主場し

ています.ょうLt~オプシヨンはさらにコンパットシ忌I"i"有能なメカ

ニユツグに変身させて〈れます.fR即限Eかのザッタ~m意し τおいて. 11' 
臓によって換袋するのい‘いでLょj.

[1.2.3) コ9ピット

パイ ロット11ロンパγトシエルの太施都からよに収まっています.~， 

幅の広'1)のl聞係から腕部にI~人間Iの腕は入勺ていないニ tが多いようで

す.

上でも少し述-<*Lたが、コクピットは領期な連動をしないかぎりバ

イロットにn怨をかりない耐G情遣にな勺ています.内部11.柔らかいス

ポンジ窓サr、目閉附i計'所腎恐f航下でなtリ1れ削iぱz幻3礎誕袋kしτも活周できをうです.

内都の!照照仰明附11はtな〈し、

E要Eなデ-}l(い、可つて b纂本約なものTだ~..'.付1)な Eが耐剣量量膨長1事与れます.

関節なn耳目時じIHンサーユニットが4型的込まれてお札パイロット

の=1'1111しているセンサースーツに対応しています.特にマニピュv-}l

ーのセンサーIUJt倣人挫し術、れゆか向指tW， り 3本の1l!1~問時に動

~. '1寸liの運動にi!lt是する}の3機鎖のセンサーに分11ら11..物をつかん

だ9.統のトリガーを引いたりするのにf止われます..1軍機3書館のものは

あまりilli織な造りでないので敏也な作殺にはIt，t・ていません.手持ち武

器以外の兵裂の練11'なEは両手の務相、州tを弘!l'.センサーや通臨む潟、

機(1'-{:ード変布陣!なEコンパットシェル本体にか唱'oる検作11.頼でyr'の前

の~}l ン~織作するか音声入力で行ないます. きらに兵後が明えた t き

は.指のスイッチを榊設Lt~9.チュープ習のスイッチをn肢内に(1)

えて、背先や備なEで操作します.シェル束。島大変ですね.

コタピフトIJ.いちおう主i¥It，式仁なってお号、さ削減i事務が額融量産f幅き

れています民無理なGをかけた織体はも う圭¥it:性IJ.保たれていないt

みτ1=1逃いありません.::rンパットシェル自体もとも とそれほど高級な

t料で忍られているわりではないし、た主えそうであ今て bIltIII段陪で

の干恕強度を趨えるG倉町噛・制!.<こかがゆがんでしまいます.抗桂J

At!から、判illJにら水中竹唆問にも即位に転問できるのです妖そう

いった場所で連制されるコンパットシェル1:.もちろん徹k'Ol')な改修が

な事れていて安全:"C"-r. 

パイロットはヨクピット内で全身を使ってコンパットシェルを機Il'-r
晶わりですが、コンパットシエルはそれ肉体が'Tミカ11/')ンゲル液でi下
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動しています.パワー限時はそデ/vごtに人体に無理がかからない翻掴

で設定書れています会えバワーリミフターが腐れたり‘構;~;織のうちに

関節に無哩がかか品連動をした~ ~は.関節:~t_ ')Iが破111したり、ひE

いtきにはコンパットシェルのパワーに身体を待っていかれτ、パイロ

ットが脱臼/骨折したりするこ kもあ H す.

また.Gがカ唱・らないい、っても限速で空中tニ縛い上カ旬、銃火をか

い((.るのはやはり恐怖以外のfiI物でもありません.しかも.そのすべ

ては輯撚f銚?によって無理やり見せられるのです.ヨンバァトシェルに

慣れていないキ'¥'ラクターにはブースター使用の'1)"， WI Lチェフク

を課すべきでしょう.

ζのようにヨンパットシユルのバイロットは大変な肉4納-:'J・税事柑')1¥

I!! i" Ilうのです.暑のためか中古τ"1JeられτいるコンパγトシエWのコ

クピットにliIIIl浪いな〈汗の匂いがニびりつき.ちらに'.ti糊拘のしみや

持。までがサービスきれているのが普通です.

[1.2.4) センサースーツ

なるべ〈鳴い草材料'.i1Iばれてャます. Lb・し、吸汗、保溢虫由来11.絶大

で.わずかながら耐G機能をも備えています.シエ伊東りの献の悩み

I:t. ::rンパットシェルから出たとき、まった(:Il.Q!になる tいうことでし

ょう.コクピット 11狭〈て縫身問武也や小型事銃を持ち込むスペースが

ないし.J!i共骨折IlILτの犠飛も不可です.悩正ではこうい勺た現場の

悩みに容え、 コン，マットシェルすト主主に1民りつけるエマージェンシ_，tツ

グ平、運動に穫し支えない部分に対〈スペースを取勺た機体も苦悩宰

れているようです.
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[1 .2.幻 コンパ γトシェルには顕がない

たいていのヨンパットシエノ叶孟人flllt'燦してはνてふ磁に当たる錦

分は胴体にのめり込んだ怖好になっているか、顕そのものがありません.

ζれは人嬰兵器念宮飛行を副総にしたtきからの殴計思想です.

犠打Jのロケァト積書fで、コンパフトシェル11厳司闘を先織にして飛行を

始めます.つまり紙はそれだけで大変なGがかかるのでなるべ〈丈夫な

滋9でな〈 τはなり tぜん.阻転可舵な析なEあったら、 一場にして折

れてしまうでしょう.

また、爆風{'受付たuにも鎖がなりれば、その都位がちぎれ飛ぶこ

tはありません側庫11必要府軟なパーツです).そユターカメラなE
-tンサ-Mはより高いkころにあった'fjが効率はいいのですが、これは

ベ9スコープのように伸ばして使用す晶こ tもできます.頒は自らな〈

τbセンサーやカメラは総崩吉弘側頭部はも tより、全身 伽・所につい

τいるのでこれらr.:Illiないでしょう.

ちなみに緩憎彼自障害れτいるセンサーや昌!U11外部そニター沖メラの

はか、 NBC検ll\n. 風1J・風向~I'. I.'1j~官~.圧力目t. ill溢JI~(諜面温度

検出自打、平衡コンパス、飛行のサポートをする簡単なジャイロなEです.

-tンサー系サイバーノeーァをコンパットシェルに組み込む主き.そのE

NCI孟考慮する-11:.裂はあ争ません.

[1.2.6] マニピaレーター

干のよとです. 金属または~ .， t 縫い樹粉i県知.t(造らIt..関節部へ

のゴミの紛入t'JIi('た時、書官分部分に1tJlラパーなEがロートしてあり

ます.総力11-11:.援助l咽iしかないようです.ロストの":l泌より.綱相E部
品なので.あまりに世iい出力をH.与すると、その力によってマユピュレ

ーター自体カ晴樹肘る恐れがある9・らです.

マニピュν-!Jーは各モデW共通なようですか'.!)!I:l.f.，極顕かのサイ

ズがあります.

コンパットシ..."，，1人tnJが糊jする制ι小銃から樹郷砲やも。と大

き主砲なH 辛持ち武器としτ似Hするζtができます.眼別サイポー

グが使mでき晶ような.賞火器の部Mlでは爆犠怨のマニピュν-Jlー

で使用てきますが.をれ以上tなるし大型置の武2.'f{'保持するためのよ

。大きなマニピュνーターに検後しなけれuなりません.

標$lI~マニピ'" v-Jl -I:I..絡'繍~Iこ 11向かず、自信手?でコンクリートの

般を殴勺ただりでも布陣れτしれ、£す.もちろん腐れるのを覚情τ給制

戦を銚まなりればならないこ tもあるでしょう.

[1.2.7] 足まわり

足ま o~ 1:1.火事なポダィを支えるため、またプースター使用後の務地

のパランス世保ち.シ田フタを和らげ晶ため.'Ifll t大.mりです.純悠や

給郭11ウνタンや合成ラノマーで包まれているのが幹過です倉仁これは歓

凶の燃側や作業によっτすf縮んでしまいます.しかし.Aまわりがソ

フトかo かなtI:t.'Jl織を-JJ(で b経験ιI~析なら、どうでい・いよ t

のよ主に感じるようになるはずです.特に荒野で行動しているのなら、

このPνタンがあろうがなかろう会r関係ないようです.

SWAT柑併蝶-なE精鋭部Utiilr:fiのコンパットシェルならいず

知らず(彼らはエPートなので見τ〈れも大事だ念えコンパットシェルの

歩行τ居内の内談会嚇むのをJIi'、1':~ .わ-r~'な~でもより僻聞にi伺臓
を行なう必要がある)、使い込んだコンパγトシェルの足まわ1)1:t.企編む

きIlIlい 、うのか常通です.解」駄なζ 主に金i-糾1る患カ噌I:t.メタルヘ

ヅドワールドで1主主伐る資舗はあり£ぜん.ただL、モーターシaップ

から中古品t'l日勺たときI革新しいウνタン足袋を限会.-ttτもらうのが常

訟です.

[1.2.8] ハードポイン ト

ハードポイントはそヂルを近〈で兄れltrょに何か所あるの念¥すf

にわヵ'H1'.ハードポイントの穴IH'Qc限設置可能な兵銀によ。T大

B 

寺舎に穫があるようです会tその部分には金婦の道がしτあります.査

を附りれば中には1担。つリラッチtスイッチングに使用する電装系のプ

ラグ氏をえつりられるでしょう.

ハードポイントは両帳(もし〈はわき腹)、両府.調軒高(下院甲船、両

足{干事桝磁部}、 駒郎綴り臨し部)なEにあります.ふつうは主張か働:

にlつずつ{も ι(I:t. 2つずつ}存在しています念tこれは移劃F年のパラ

ンスを保つためです.色ちろん、片方1':11に取りつリてもかれ、ません

a1兵誌のENCによってはちょ。t繰縦が鄭し〈なるかも知れません.

ハードポイントにI収。つりた兵器はいつでもコタピットからの簡単な

像作τ1lI.軍事事ぜるこ t ができます. 使い終b勺I~兵Gを捨てて身経にな

っτからl-lIt何程に入るのもひtつの峨清流?す.



コンパットシ:z.IVはその期途が限定的である t合われ絞りながらも、

犯在に重るまで'1!!:M!中の戦場で締罰置しτいるメカニッPです.特にここ

数年で2ンパットシェルのポテンシセIvl:信じられないはE向上しまL

1ょ.

人1悶にもっ t 島近い7才ルふ t機舵~持つコンパ、ノトシエル1:， ，、ま

や当初の「対戦車兵器Jtいう限定的なコンセプトから完全に脱却し.1.凡

H隊旭Sメカニッタの座に;g践しています{その代わり.もはやリーズナプ

JνなメカユクタtIがや'な〈な勺た感もあPますが).

これt:1Iのキ々_fシテ.j~t.tつコンノイットシェルは他のメカニフク t

違ったJνールによって運用寄れるべきかも知れまぜん.

ζのセクシ曾ンで1:ヨンパットシエJνを大き(:?ローズしτ、銭特の

アクション.ピノνドアップ、専JlI兵器なEをi墨〈解説していきます.

[2.1J メカニック能力{直について
メカニック能力値の追加、データ変更についてはアドバンスト ・メカ

ニッタwールのセタションで'm且しました.コンパットシエW について

もほとんE悶じですが.デー;II~見るt'いに省略事れる部分、 コンパッ

トシ品作用に寄らに追加害れτいる童文他がい〈つ念、あります.

タイプ:袋?とのしかた.データの見方1:変更あ争ません.ロンパットシ

ェルi孟側勝動'1'tローラー移動中はM、飛行中はA，ホバー移動か町『能

なモダ川孟Hとなります.機釧ift遊折可能なのは鵬移草加寺以外のtきの

みです.

REF:後動力です.変ll!はあPませんが、絡載する兵袋t深いかかb

りがあ0ます.

MV:変更ありません.

ACL:変更あり tぜん.腕移飢飛行ブースター1:<のそヂWでも l

pーン以内に最大MVまでの加速カ町I舵です.

BRK:変更ありません.制限量iJl，飛行ブースター1:<のそヂルで色 1

9ーン以内にACUI司じ分の減速カ町I能です.

STR:バイロフトのSTRにプラスきれる数航ですヵ1今l副1:限界S

TRI，庇が設定きれま Lt~. パイロットが，'b・に馬鹿力でも原HIJtして限

l¥!STR歯車を超えるパワーを出すこtはで~l ぜん.

DEX:スタートセットではマイナスt'れるべき数似合I11l1Zeされていま

したが、「たいていのコンパットシェルl主人間よ争不醤則で、1lI第やスト

ーキング.縁側解体など敏衝な作号車はできないJbのtL、符に各モダ仲

間lでの差Iまつりないニ tにします.OEX舵カ鈍11省略します.

HP:変lI!ありません.

OC コンパットシエノνのOCI直は服Q'ltしてOです.!量ってニの歓縦

1:省略します.

TP:ョンパットシエWには貨物・魚客スペースがなし兵強用に新し

〈ハードポイントが投定されたので、製q句、より大型のザ、ノクやその

ほかご〈一郎のオプYヨンパーツのためだ付のポイント tな争ます.

集員 コンパットシェルの，*，ilI1sij')としてひtりなので.省略します.

g 

義甲:変lI!I1ありません.コンパァトシエW本体の裳叩似品串の変更11
オプションパーツによって可能です.

編郵彼審理暗 変lI!はありません.

パワープラント 他のメカユックγnえばエンジンt鴻1当する節也{正織

にはもっ t広報に全身の動'jlJ匹すべて}です.デ'-;11の見方に変更はあ9
ません.また、コンパ、ノトシエWのエンジン11チューンナァデできませ

ん.主ころで、コンパ、ノトシエWは鵬移樹防御:ザックの~‘Zによ る移

動もでき tす.ザァ?11コンパ・ノトシエIV本体のパワープラントのダメ

ージからはii1JJl(l'J，.影響1:確かに受付ません.ιかし本体の動力系に

ダメージを受りたい、うこ U1，移動中のコンパットシェルの運動その

ものに沼紛切る tいうこ tですから、ザッタ使用時でも能力怖の低下

はまぬがれないでしょう.

ザック: ザックはコンパットシコU吋澗以外で移動する t~の手段(ブー

スター、ダフシニ九回目ラ司、ホバーなn聖誕~Lτいます{ザックは必ず

しも絡載しな〈てもかまいまぜん).これは他のメカニッPで怠え1:'ドラ

イブにあたるものです玖コンパットシ忌作の鱒い1X')としてみτ<1: 
t'い.要するにダ-;11の見方にはほぼ変更はありませんが、ザックがダ

メージを受けても{すなわち厳司理事れても}ロンパットシエWの脚移劃時

のREFにだげは影響11tllません.

ハー ドポイン ト:搭載f域品の取りつり側戸時、取りつ11方式なEコンパァ

トシェルは.¥'IJlIの取りつtt，，，，-}I.<-t'剖!Il1Lます.

手持ち武器・手持ち兵銀111つだりです(マニ".t"ν-!iIーで傑作できる

兵穏なら、普段は搭載兵誌kしておき、戦別中に手持ち武器にするこ k

もできます).<んなコンパット:/:LIVであ久そのSTRの分までの手

持ち兵zに倒しては仰を設備しτbかまわないし、いっ吾いベナJνテ4

の"1"11..にはなりません.

織司直火器 取。つIJ1，β~11兵器の繍郊によってあらかじめ決定きれてい

ます.

コンパ yトシェルへの繕集

コ ンパットシ "， J~に極集して起動で~る ま で必要な時間I~，ある程

度の銅線をした者で、だいたい3ターンとして釘8ます.これはセン

サースーツをすでに着用し、李近な喝所にコンパットシェルがあった

場合を示し草す.

コンパッ トシェルはマスタースレイブ方式的検縫を行なうので、 f曹

人それぞれの体格にある緯度フィッ争したものでないと、完全に思い

どおりにU作動さぜられないと思われがらですが、突のと二ろそのあ

たりの問姐はすでに解決されています.普通は結動前のもよ勺とした

!lOI霊だ付でOKなのです.

ゲームの中で1:よほど人と潟う体絡{異常に身長が高い、むしくは低

い}の者以外は、帽に白骨周に徹網整したコンパγトシェルでな〈と b，

まあまともに動作で怠る.としておいて〈ださい.



声掲額E玖

WEAPON 

HAAD POINT 

CLOSE VIEW OF HAAD POINT 

[2.2J コンパットシヱル・アクション
コンパットシェルカ繍闘に署長加するにあた。て、通常の峨測{刷織 別}

をするJtんじ1;1，アドパンスト ・〆カニッタ戦闘ルールをそのまま制!JIJL

τ< t.:幸い.

償制戦はコンパットシェル時期ル-1"をl~flします{後述). 

.811セタシaンで紹介してあSメカニツク ・7?シ辺ンルールもそのま

ま使用します.ただし、高速走行中のメカニックはその舟向的こついτペ

ナルティを受りるこ tになっていますカ'."ン，t.ソトシエルは{高速移動

中の攻黙を考慮して制時きれてい晶ため).MVにI蝿係な(i両方や側方に

も通常どお争の品I司書カ町I能となります.

何種かのコンパットシ£ルは飛行カ町I舵ですが.高速飛行中のペナル

ティや飛行にさいしτ絶対にやらな〈 τはいげない tい主チェフクはあ

9まぜん.い正いふ処τ込んだピルのはずま車狭い路織を飛行すると

いうなら.やはり何らかのHJJJ.t否チェγタ世銀すべきでιょう.GM 
11.そうした状況では 骨肉逃走行中のアクシgン.にあるチ叫ート世流

用してチェックを色~τ 〈だ~ ~'. ..走行.~・飛行. In置かに然なるア

タシg ンです玖隊司~I!なH自避しながら安全に移動できたかU;'.
より効準よ〈カーブをl曲がれたかなど主い主 ζ とをチ&ツクLτいるの

で.同じチ"\'ートを派m(あるいは雌~I，H多少よ下してチェックを)し

τむ":1組ないでしょう.

[2，2，1] コンパットシェルの推近/格翻峨

人間に近い7*，"ムを符つコンパッ トシェルI出割程や脚~(!I!。た按近/

絡事鰍倉市I舵で、 f蹴 /絡倒戦用のオプシ，ンパーツや兵aも発射れ

τいます.

コンパットシエJ吋可射止/給制調院を紋みるなら、をれはおおむね、体

当り(+体当り兵器での攻鍛}カヘもし (W腕.脚(+主主精舎れた格制服兵

2，';)での殴打なEの2つに分類できます.

体当9であるなら“メカユック ・アタシ四ン.にある体当争ルールを

f車つで判定して (f:~ぃ.その際世抑1できるf本当り用兵，2:iは兵起チャー
トに明記してあります.

旬。

[2，2，2] 織近/格鵬戦ルール

目線が攻猿範闘に入っτから攻現躍が行なえます.:I!際の手順1:人1m匝1

:K"の僚側戦~Ill!i，ilじで.ファイトグループのスキ沖合嶋本命中事t

なPます.

酔弘車町'の攻車庫は〈索手帳創);れその也氏器を使勺た攻撃は、それ

ぞれ対応する戦鵬スキルを飽mして〈だちい.ラ-171"なEて殺りかか

る励会はそのENCがプラスされる火力tなります.1I'.f苗開戦武器を絡

測に世!II!した場合、割高れてしまう ~tがあります.これについてはGM

倉時'J断して〈だきL、
事て、実際の手順につャてですカえよれ11メタノνヘッド ・スタートセ

ットて下郎~Lτ 〈ださい.ただし、い〈っか変斑点があります.

- 総正/棚割程11状況が訴すかぎ~.メカニッタに対Lても可舵です.

・コンパットシェルが#惜Eの回避を行なう t寺、 <r<}関回選)11艇mし

まぜん.機慰副避を行ないます.

・ 2ンパットシェルU~のメカユックの俊釧司避について、 r品Z戦に

対しτ色可能tします.

[2.3J J、ードポイント
ほかのメカニァタに比ペτコン，.クトな巡りであ晶コンノイットシニ民ル

11.兵器や彼自簡の俗餓についτ11制限を受リます.ニれ11:>ンパットシ

ェルの総河rpの低~だけに起因するこ tではありません.飛行か町I能な

機動メカユックなので.全身のバランス.償嘩iIllT劃時のそーメントに気

を使わな〈 τ11'・けない tいう ζ 主なのです.

，、目ドポイント<11コンパットシェルのボディへの兵秘取りつり可能

iW膏を泌す曾業で‘各そヂルによってハードポイントの場所や数.限界

TPなどカZ脚 J川決ま・っています.

機体テ'-jr~無慌した兵器の'ltI.9つけを行なうt.コンパットシェル

はカタログEお9の舵カ4晴樹しないばかりか.故鰍や融11な司械を引

き起ζすf叫11に事もきれるよ主になります.ハードポイントのデ'-jr11 

1醤則 tして変更はできまぜん.

[2，3，1] 呉昌搭敏



FRAME 

MANIPULATOR 

-各部のハードポイントには、をこに'明記してある限界TPまでのE
NCの兵器がIつずつ俗載できます.TPがめまっていてもひtつのハ

ードポイントに2っιUニの兵器を信鍛Lてはいりません.ただし.CS 
DなE効果を猪軍する兵務やご(，)、きなアイテム11何悩かまtめてひt
つtしてかまいまぜん.また、兵器用のセンサーも問般の吸い主な9ま

す.

. 1. 11鎮の火器l主権敏する兵器ではあ9ません.手持ち武器主する

か、ホrνスター状のバックに収納して干備の手持ち武器tします.

・日1.IV類共鍔器のうち、手持ち武器lLτダザインされτいるもの

{サイポーグライ 7/1/，ソ 9ッドシューターなnj:Jjrトの兵銀Itハードポ

イント部に信銀する ニtができます.ハンギング.パインドのEちらか

の古沼ゴ3担。つリるこ l1>市I総です.

. V、 VI、V1~軍兵認のIH んl'I1搭載できるものではあ P まぜん以

それぞれA¥l1Ilのパァタに収納しτ裕鍛可舵です.つまり I、H鎮火醤t

伺じように武器の踏まったバックを俗載する tいうこ kにな静ます.

・咽煩兵器{ロンパァトシエW噂用兵容)11.すペτが大した手間li'か

げずに取。つりることができます.ハンギング、パインドEちらかの方

法を逸ぶことができますakパインドの慨にもENCや費用はよ"いに

はかかりません.ハンギングt同じ条件。民りつけてu:-:，い.

・ハードポイントは在苅声撒;1こな。て封札両1;c二閉じENCの兵器4
i'取りつりるこ tが溜ま しいのですが.そ うしなか今たlLτもルー作

からのペナルティはありまぜん.

・センサー、ジ'¥'マーなEもハードポイントにJtt9つリます.

・干備型車なl'I孟パックに入れτハードポイントに取りつけます.

[2.4J コンパットシエル・オーダー
ロンパγトシェルははかのメカニッ?l追い、倒人が自由にピJνドア

ップやチaーンナップを行なうのは不可舵で-r.モデFνによっτその線

絡11千義万:~IIで、サイバー系技術、エνクトロニユクスの知書鹿島かなり必

要lt'れるからです.

構造的に11可勤舗が多仁しかも飛行いう過臓な糠鵬刷機にmt

句句

コシハ・ッ，.~.z. ，，，，，，， -JJ， 

BUILED-UP 

ZACK 

、

~・

i;長 1

BOOSTER WING 
〈トー一ーー

BOOSTER 

事れているため.世慨に各部のバーツを交換すればパランスを崩すのは

明白です.ポディの;tーダーやチューンに関して1;1..専門の践のいいそ

ーターショップなら可舵か b知れませんが、 オ フィシペ~ /I//ν-，"l Lτ 

は7*ローしまぜん.

しかいがつかPするζtはありません.もtもlillJlj兵醤tιτ開

発事れたコンパットシ.l:./1/'1、暑の各部のパーツ会可T能なかぎりユニッ

トイヒされてお争、いちいち平開!のかかる改追を行なわな〈ても.ユニッ

トの交換だけでユーザーの要望に答えられるようになっτいるのです.

また、モデル散のft寓きを考えれば、オーダーなE必要ないことが理解

できるでしょう.

[2.4.1) ボディ 7レームの変更

2ンパフトシェルのオーダ-lしては2つどり可能なニ tがあります.

そのうちのlつがボディ 7¥.0'ームの材質安直です.

種類はほかのメカニフク t問じ〈、佐初かもある織機7νーム、メタ=

カーボン、へピークロム{へピークロム20晶50)の3樋頬です.

". ..フレーム ;この7¥.0'四ムを貰う ときがあるtすれば、lI!悔の

7νームが;t(oポロになった主き〈らいでしょう.7νームのみを.. 入

するtきの代金It...入しようtする毛デwの本体侮怖の託協の金額で

す.

b.〆タ=カーボン :偏絡i主婦人モデW本体価僚の3倍.メタ=;かー

ポンに変ll!Lt~ζk によるメカ品 、ノクのヂータ変更はありません. ¥.0'-

ザー兵器のνベルにかt，.h9な〈、最終的に算出きれたダメージポイン

トをすペて)'i(繊散切り橋τ)にできます.

e . へピークローム :へピークローム201;1...入~デJν本体価格t閉じ

値段.へピークローム501;1.本体の21告のc.絡です.へピークローム20は
軍隊{総数切り扮τ).ヘーピークローム501;1.50%(1緒敏切り捨て)だけ.

HPをプラスします.

2.4.2ザックの換厳

ロケγトブースターをはじめtする脅脱可能な湾都ユニフト郎をザッ

クk呼びます.

これは厳密にはオーダーと色、うより、オプションパーツの換緩い、今



声路声思

た方がよいかb知れませんが、特殊なパーツなので将にrν-'"を解説す

るζ とにします.

t軍準型コンパットシエんなど11.飛行JHロケフトブースターがワンタ

フチで清悦できるようになっτいます. ょの峻舵11も H~館料を使い

主今たあとの明演なブースターを切り厳し、コンパットシ:z.'"を身経に

するためのシステムでした.由k近ではこの峨舵をうま q1llfll.τ.I司じ

.IlL怖の違った勧告をするザッタが発表t-れています.

~~・ラクターが「ロケ ッ トプースタ目IU' j ~佐にあわない』とかr例目

の\1険では違う機飽のザッタがあればいいなJ~感じた u は、ザックの

換裂を行なえI!i、いのです.

様格明コンパットシェルItf邑般ιτあるザフタのすべτi". RAFT 

烈コンパットシ&庁ならENC90までのザッタi".ポデイやパーツにま

った〈手を加えずに使用できます.!l:>ン，<ットシェル~iif変型2ン，<

ツトシェルはこれらのザッタを韻加するζ とはできまぜん.

[2.4.3] ザ・ノ:ク換畿後のメカニックデ-7変更

ロケットブースターザァ久市川凶1IブースFーザフ久ダッシュ旬ー

ラーザγ夕、簡易ホパーザフクなど移fJ.附輔副lJJl宝にかかわるザァクを換
裂したl~合、 コン，<γ トシェルのデータi孟変bるζtになります.

コンパットシェルは劫初から何らかのザックを積んでいて、 2つの移

劃正方式倉市1能なわ11ですか1 4の2つ目{ローラ一、パ一品7、ホパ一、

ブースターなt)のダ-jlb'変従事れる t弘、うζιです.

女児~札るヂ-jl I1REF、 MV、 AC L、 BRKの4つで‘その五E

lIHなるデータ1111#移劃由幸の良EF.MVです.以下のチ、・ートにした

がって各毛デルごとにダータ変更を行ないます.

そのf弘ハードポイントにfif，似した兵袈袋備なEによってREFなE

に修正を加えるよう、 /V-JVI:明記しτ/)晶こ主があ9ますがいそれは

よのザッタによるデ-17変更を行な勺てからにしτ<t:t>i" 

なお、事明日ザッタを背負う ζ とを前鑓に鮒怜れたコンパフトシェ

ルがHfofのザァクH首級して弘、ないなら(当然.移動11鵬移!IJJt:1tc二な
ります).R E Fが+5.MVが+ 2~1t..いままで背nっτいたサ.ツク

のENC分の余絡ができます.

11，)<のコンパットシ£ルに.2つ以上のザγクi"依りつりるこ tは絶

対できません.

ザック換畿による後体データ変更チャート

解脱

ロケットブースターザック:飛行mのザック.飛行時間!の長舎により3
儲鎖月l!l:寄れています.ENCIま同じですカt よれは鰻斜をよ 9効申よ

〈使い、プースターシステムb'f(~でより続最小型化きれているそダル

IU高価であるζtを袋しています.プースターCI1ノス:，.f(が[-2

で2jlーンの使用が‘ブースターBはノズル数2-3で4ターン、ブー

スターAはノズF数2-4で童扶6?ーンの使朋が可能です.も・ずれt二

しτむ追加の燃料タンクを鋭JTlすればもっ t土砂稲田1飛行していられるで

しょう.7ドパンス トル-1.で11MV歯車を白flJに股定できますが.ブー

スターliMVI∞以下だと失速して墜協します.

事犠動ブースターザッ7:ロタフトブースターを応用したザック.無数

のノズルから喰射を小IIIしにしτいます.会如何にお機昔Ut選fJ.出町I能で

す.15ターンで勉料を融!い切ります.

ダッシaローラーザック ・ 司~fJ!Ãのオフロー ドダッシュローラーがf:~.込

まれたザックです.おまげて地活投射遺書鼠がついており、対戦車地需を

1側1:11積むよ kができます.ローラーをi!l!!11する tき11ザァタが地面

までおり、コンパγトシエル11':れに半分よーかかるようにして移動f

ジシgンにつきます.ブνーキシステムはあてにならなレので停止した

いtきは、コンパァトシェルの脚でふんばった争スピンをかりる!I!:"耳が

あり tす. ダフシュローラー(!I!!1]J暑にはオプシ認ン~t，ーツのターンピッ

クがある t血!:tllです.此 k桜仰制制111附悶IUで、まる l日の充電が

必要です(コン，<ットシ:LIV本体のバッテリーから自蹴歯切こ充電きれます).

簡易ホパーザッ7: "匹、、ラパ一般の簡易ホパーユニットl主導設はザック

内に収納きれています.使月時Itザッタ本体から凶事空気が送。込Ht..

Aニフトはコンパ、ノトシ:z.1νの脚のnnで大き〈膨らみます.コンパット

シェルはホパーユニット仁tたがる格鮮tなるわりです. ζのホパー11

戦JlIJ年にはあま 0使mする4きではないかも知れi'ttA.~斜面なのは唱

しいのですが、ラバー製なのでちょっ tした換期なEでも簡単に破れて

しまうのです.故人級銀時間1130分IH'で.1.るl日の充電が必要です

(コンパットシエノν本体のパッテリーから自鮒守に充電されます)，

パラシュー トザック:パラシュートが入。たザッタで.普段使う機会は

ないでしょう.ブースターによる特地カ'不可能な〈如、高空からの空挺

降下時に能111きれるものです.パラシュート 11使mf~l;tザッタ内に巻き

ザックチヤ m ト

ザック名樟 ENC CP 価格($)

ロケットブースター(C) 70 2 1500 

ロケットブースター(8) 70 2 4000 
ロケットブースター(A) 70 2 盟問

ザック名株 使用時REF 使用時MV 使用時ACL 使用時BRK 高慢動ブースターザック ~ z 1(以加

ロケ y トブースター 脚REFX4 勝 MV X 1∞ MV最大値 MV最大値

高験動ブースター 鱒 RE F + 10 鱒MV +10 MV最大値 MV最大値

ダッシュローラー 脚REFx3 !10M V X 10 MV量大儀 同僚10

納品ホパー 脚REFX6 !IOMVX却 MVI1l)3 MV の~

• ENCについて、画初からついていたザックの骨のENCはすで

にτPから錘し引かれています. ザックを像装すると ~I:外したザック

とI1lENCI!lだけ曙えればいいでしょう.

念 ザックに矯敏された兵HI1すべて〈措置主兵録〉で使用します.

12  

ダッシ"ローラーザック 1∞ 3 11伎町

簡易ホパーザ γク ω 日X由

パラシュートザック ω 5 lα拍

トラベルザック l∞ 8 耳目

11."作車用ザック 110 4 13000 

電干戦周ザック 90 z 17000 

Vザック 80 6 1匝削

ビームキャノンザック 70 2 78000 

120帽キャノンンステムザック 130 3 

ロケッ トポ νドザック 1ω 5 



取るこ kもできるし、切り総すこ tもできます.このザフタに11ENC

20までの手持ち武器用マウント部がおま 11でついています.

トラベルザッ?:ENC80までのものかf収紛できる1m牧ザックです.

かなり重次にでFているので、自宅で金*u.て使えそうです.

編制作集用ザ'yク:地下トンオ・Fνを掘り進むためのザックです.鉱山を

織ったり、銀行に金を盗みに入品 uなEに重まするでしょう.yザッ

nよ〈似た形状をしています.左肩の方には強烈なハロゲンランプ.

芯府には岩石瀦附mのνーザー会可書敏幸れています.このf苗即!νーザー

IH ~もな兵~H しτi孟使用でき ませんが.分担事い鉄般をも溶かすパワ

ーを持っています.バッテリーIU伽""'<.ルスνーザーのbのt共用です.

電干戦用ザック :小型 IR役光%f.CSDx2. ALPDx2、ECM

ポヅド自、チャアポッドM.7νアポッドMが俗敏幸れたお微な総令電

子報交扱ザ・ノJクです.

Yザッタ 2舷鰍の兵容が内蔵された戦刷用ザッタ.右前に1.1Y リッド

シューターシステム{装弾敬10).左肩に11マイクロνーザーシステム{デ

ータはνーザーライ 7/Vを使用}を搭載Lτいます.島問書にi誕mするスキ

ルi孟<1喜被兵~). ，Ilパズーカは恕てまぜん.~らに、簡紡ログットブー

スターを袋備しており.1?ーンだりの飛行ができます(機体のデータ変

犯を行なっτ〈だきい).このザツクを俗般LI:::Jンパットシェルlま両日

のハードポイントが使用できな〈なります.

ビームキャノンザック:I産量な低地カピームキ々ノンシステムを装備し

た峨測mザック.ピームにしτは待望Eなの念官主力です.射撃ダ-?1160

回ピームキ守ノンを使用Lます(この兵認の架線の口径11300alltです).

簡易ロケットブースターを量産備しており. 1ターンf:1Iの飛行ができま

す{僚体のデータ型O!~行な勺て〈ださい). このザッ夕刻嘗載したコン
パフトシエ/1'11省厨(または左澗)のハードポイントが悦mできな〈なp

iT.ピーム弾/バッテリーの価格11仮)l1liピームキ守ノンと典JfIでS7似"

です.

1:ZO-キャノンシステムザック 12伽~戦車無反量腕包t 臼劃晶討単システ
ムを備載したクラシ、ノP志向の戦刷用ザッタ.舟燦 ダ'-?1112O園時刻反動

砲を使用しますが、自動笈場式で袋型車数118発ですe 簡易ロケァトブー

スターを重量備Lτお'9.1?ーンf:りの飛行がτきます{機体のデータ変

児を行なって〈ださい).飛行時の射惑はできまぜん.与のザックを締載

したコンパ‘ノトシェル11右府{または左府)のハードポイントがf的Hでき

な〈なり tす.

ロケッ トポッドザック :6伽""、嬰ロケット縛を~歓情鍛Lf:小野且&l.JC耳障
Ifjザック.非常にlItt，よいものの.ロケット婦の雨を降らすこ主ができま

す.データ11以下のとおり.火カ75倒的、発射方式520.樹敏徳銀

閣時限ト紛で-20.51-2ωでー10也実質効染11M，刷物u にQ.

限界ダメージ119、ロケット弾はl発めた 9ENC2で、価格Sぬ

句3

コJ パットシェルルール

ブースター鎚料について

ブースターの絡将は化牢ロケット熔斜で、それぞれのプ由スターの

熔料タンク、および遁加プロペラントタンクを潟タンにするには.以

下回チャー'のとおりの憾斜が必慢です.燃料は置重体だし、翼線田健

用量I~平均値でしかないので、タ〆クの大暑さに必ずl.t>比例するも

のではありまゼん.目安として考えて〈だ§い.冒険ゆに燃料骨機構

することを想定し、実際的ENCはジzリカン(ENCIO)の個数で示

しτあります.

プF スター蝿料チヤ甲 b

名紘 燃料ENC 価格

ロケットブースター(C) ジヱリカン2僧 ω 

ロケットブースター(6) ジヱリカン4個 120 

。ケットブースター(A) ジヱリカン51置 150 

高慢動ブースターザック ジエリカン6111 la 
70ベラントタンク ジェリタヲン 1僧 30 
大型プロペラントタンク ジヱリ均ン8偶 240 



ーロにコンパ，，~シェルk宵。τι 現在τ

11績かなカテゴリー分りがな~tt.. 'N:はアク

トポッドのように完全にヨンパフトシェル主追

うメカに分矧~れる t こ ろまでい。τ l. l 。た

ものもあります.

噂rr車によれば.概潮檀2ンパァトシ孟ルf
5え、1I!tt)曹'.J!)の違川・ら間町聞か1:骨鎖でき

るようです.l.かt..ここではあ〈まずJ切雌

だりを考えた、最小限骨骨星Di'行ないました.

データの見方ItUotJ[にある主知H'.タイプ

t紐世田命中袋につわては楓別ごt1ニ同じです.

ニ母データは市販の11斌獄止態のものですから.

プνィで使うためには畠向、兵緩や製叩i'l嘗般

LI~ ~.各槌オプシ調ンパーツH仲服する，e.要

がめu.，..

..コンパッ トシz凡骨骨傾

かつて、コンパットシエ)I-Q)開尭鰻・1:ヨ
ーロッパと耳切終的問で行なわれました.コン

セプト1:同じで仏苛の土地Q).!L:tや般制悔

の考え方によって〆カニックの股計にbずい

ぶんな援が出るbQ)てす.

俗に 〈ヨーロピアン〉と呼ばれるタイプの

コンパ ν~.y.x )1，;(:鮒守時制織 を直視した

殴針で、流線型、2置で.，/)'喝、脇田町下中身、

全体的にマツンユルーふのよう指シルエット

をしてい草す.

〈アメリカン}はヨーロピアンより全体に大

柄τ官隊員F、飛行より也J:M/様近婚を買捜

したタイプで、最鱒ハッチでらある大串〈張

.り出した駒カ匂税量τす.

開魔に1:出 街、たものの、 東京や北京て犠

針された 〈オリエンタル)1: '"ょうど上記2
湿の訴費量のようなデザインてす.'J¥.i・りで

よりリーズナブルであるということがセール

スポイントでした.

[3.1] 標準型コンパットシェル(c5) 
もっtもベーシッタなシリー;("('.111による

移動tロケフトブースターによる虹附閣の飛行

によって作識を卓行するのが都通1':.

3ンパヲトシェルの創世鰯か;00在l"('.も

勺tも量tS'( !Fj藍~れ、世界中のいたる と ζ"

仁 きまずまな用途にf削ぬれてt‘るのがζの

採滞哩2 ンパッbシ""'"である.

最近は明白限や合体慢なE敏串〈のデコνー

シ冒ン ・コンパァトシ:<.ルカ喧喝してお今、 t耳
構狙い・う tそれIn強をうには聞ζえなt唱・

も知れない.だが.ベーシフタであるkいうニ

tはヨンパフ トシ忌1"，してみたゆ合. ~? t 
も大事な4ヒ-1νスポイントなのだ.発袋~れて

いるオプシ省ン，1f--;tのはtんどが取りつりら

札メンテナンス凶搬出予測 胤で.企体に安舗

である.

毎歳墨コンパットシzル含慢の揖過データ

タイプ 樹賀事 M 
摘すブース苦ドiI'I'窃事 A 
‘・働ブースター使舞鶴 A
ローラー使用持 M 
il"v 1-ー使用持 H 

繕磁波将司II!:

1-6 事事事

7 ID-一フラント

8 ザツク(1発で移動不調@)

9.0 異重量

s 夕、yシコローそテ4事尊周司精で芳フロード

僻，，:>t/D-ド走行で宅MV鉱樹首つまぜJv.

北京電脳 5・19(十九型甲兵〉

形式・cs 寧体価格 $6.制加
歓あるコンパフ争シェルの中"('~平I名な.(，7'

内最近ゃっ凶現ii'tl可fち切られたが.大量止に

t品向った申で、いまだ仁t世界中の嶋崎や工事現

場なEτF瀕繁に昆るこ tができる.ェνタトロ

-タス量規FJ:..，t:北京竃臓がS穏."ーカーに転

身したのも この甲兵シ~;_;(がき 今かIHいわ

れている.

タイプ :M'A 
REF/MV : 5・20/2・2∞(29ーン}

ACL/BRK: 2 .2ぬ/2・200
STR/限界 : +10/30 
HP ・7

TP ・80
線事

句4

俗語寸軍) : <AX/6銚)

プラントCP :2 
ザツクCP :ブースター(C)2
1¥ードポ刊ト:.x2 (10) 

フラゼッタ GT・8S(アルパトロス}

形式;CS 本体鍋嶋 ;$4.00旧

ヨーロピアンタイプのiuar~なヨンパフ トシ

エ"，t':.mti.t制、 JJi御j)や搭般住縫には物

足り主舎 を感じ るが‘この機量臓の高~U.栓近

の新型相H比4てもU-IIはとらない.デビュー

当時Itr最後の宥人栂動兵怨』なnらてはや会

Il、$'(のエースパイロフトを生み出したもの

だ.飛行惟能11Mの割に車苅弗対比い、う嵐

変ゐりかつ刑事軍事れつ(L I~Ð聴い・ダザインを

しτいる.

タイプ M.A 
REF〆制V :7 泊/2・2∞(29ーン〉

ACL/BRK: 2 . 200/2・割却

STR/限界 +5/25 
HP ・5

TP :50 
観照

住:Jm-1車) : <AX/4(f旭)

プラントCP ・1
チyクCP :ブースター(C)2
ハードポやト:毘x2<10)、主規(10)

パンザイ XYZ (ヒロポン〉

形式・cs 牢梓偏格 $1.団施

7フリカ花Il!"(':活動を絞りるテロタワν-7(ヌ

ピ7・".・タシ省ン)T'.プラフタマ井-i'IJ!
じてEこかの金t)Viに車らせたのがよ倒鰍 冨コ

ンパァトシ:<.1吋J.ヒロポンは波叩をま kえず、

赤武後のー般市民を震え上がらぜるのに:e-1.fな

能力しか平fしてャない.テロPストたちは陸揚

I f~れた8.航陥悔のコンパフ トシ:<.rl大脇模't
テロ攻理障を仕掛日るつもりだヮ1，:1)'，有名な〈テ

pアピプ・スキャンダ'"，)によ。τ司#.1鳴のIl

tんEがn箱師向に逮捕寄れ、大援のヒa:f.ンは

うやむやのうちにプ貴フクマータァトに泌~れ

た.1るなみにパンザイ ・ファクトリーは〆ピア

への兵器供給を行な勺ていたダミー合社τ過去

にω織に~~Lτいない.

タイプ :M.A 
REF /MV : 3 .12/2・2∞(2タ』ン〉



(HIROPON) 

ACL/8RK・2・2∞/2・2∞
STR/限界 ・士自/20
HP ・5
TP ・0
装甲

俗調ト寸章) : (A 0/0%) 
プラントCP : 1 
チyクCP :ブースター(C)2 
J¥ードポイント:鰻X1(10) 

ワイズアメリカ M.PS 12(パベット7ン}

形式 cs 窓体錨格 $10，000 
7メY:I>ンタイプ仁ありがちな欠点、飛行性

能や後t).股母低専を克服したそダPである.俗

慨世舵 ‘過;;r;J邑な〈品ーザーを縄足~ぜる出来

I!えkなっτいるが. "ン/，ットシェルファン

に茸わぜl'Itr秀で1.1帯設がないJい、うよ l'(". 

かなりの在雌品~授したまま.生産1:打ち切ら

れτいる.

タイプ M.A 
REFI制V :6・24/3草田(49ーン)

ACL/8RK・3・3∞/3・3∞
STR/限界 :+愉/40
HP : 9 
TP :1∞ 

寝間F
6謹か骨) : (AX/師陣}

プラントCP :3 
ザツクCP
ブースター(8)2

J¥ードポイント .X1 (20)、
民X2 (10)、
問X2 (10) 

E医者自JCN TKS 

〈オートサムライ〉

貴重式:CS 牢梓僑格・$13.0∞
;tートサムライは筒晶ホパーザック~lfl噌強

制LI~lti置帳量制~モデルヲJ. 情念・に四肢の運

動性はよ〈、全身各所に穿〈のハードポイント

'I'待。ているが.海側月I/Il.lllを生み出す鱒晶

ホ;"f，ーザックは打たれ制し逆にヲィータポイ

ント kなるかも知れない.

タイプ ・M.H
REF/MV : 7・42/3・90
ACL/白RK:3 湖/3・4s
STR〆句界 +12/必
HP ・7

句邑

データ

(AL8AT円088)

(AUTO-8AMURAI) 



m邸哩思

‘
品
開
園

?

(PALLADINE 11) (STINGE円〉

TP : 140 
殺事

@湿トイ車} ・<AX/5O)培)
フラントCP :4 
モヂyクCP :簡易;r"1-1 
1¥-ドポ:-(.;1ト:RX 2 (10)、眼X1 (10)、MX
2 (10)、回x2 (10) 

オムニカ PA5000S (パラダイン11)

STR/限界

HP 
TP 
嘗甲

包猫ー偉) : (AX/7邸 }

プラントCP :3 
でがyクCP :ブースター(8)2
ハードポCノト:J町x2(2由}、胸x2 (10)、贋X

2 (20)， I!lx 2 (20) 

クロノゴル LV・100X(スティンガー}
持参式。CS 窓樟由帰:$30.町周
HSS‘テキサスνンジ'¥'-(テキサナの:/JfJ

ンターテロ雌R~蜘なれ抑榊捌グループの技

術ダ少<"Jタアップを受l'τ開発されたそ.yl""('

"6.僚かにお世描'tJ!が.インド711載mに股

Jtされて←るので.野外での量火力臓に1:1主1い
τレ相、tJ'利面された時却lも1)-)t:..当証'i'<I'!は

世な仁そのため性舵のI1H:it'i偏である.

タイプ :M'A 
REF/制V : 7・28./3・担加(4ターン)

ACL/8RK:3・3∞/3・3∞

形式:CS

:+ぬ/ω
: 11 
: 130 

タイプ M.A 
REF/MV :8.認/4・4∞(4ターン)
ACL/8RK:4・4∞/4・d∞
STR/穂界 +ぬ/印
HP ・8

TP ・150
畿申

~奇寸.， : (AX/日泌}

プラントCP :4 
でがyクCP :ブ『スター(8)2
ハードポやト:周x1(羽}、..X1 (10)、MX
2 (20)， I!IX 2 (10) 念体僑格 :$18.0∞ 

スアィンガーは昨年発波書れたばかりだb'.
苦手"はすζぷる且いようである.悲Lいこtに.

地返It!軍機製コン，マットシ"".申ニューフェイ

スにはなかなかむ自にかかれな〈な勺τ事た.

見た目の派手なTCS.CS・RAFTなEに抑

され凱肱の市場だが.1.主術の革新きれた今こを

衛倒宮"('J防防配備な機構聖書コンパフトシェル

の11い払予ではないどろうか、

16 



[3.2J 重コンパットシエル(HCS)
1("ンバットシ~/VrM軍機コンパットシェル

合qーっていたコンセプトからE量lI!.~はじめて脱

却した派生盟理コンパフトシエwでめる.

標準コンパットシェルの平均金民It3mlU
だが.二れに比し重コンパットシ品作の企民It
5-7mに遣する. 機作も編構~のようなをと

マスタースνイヴ{パイロットの身体の動きに骨

都が週働する鎌I1坊式}は不可能にな仇通常メ

カのようにv"ーやステ4フタ1n勺二宮3f!t>tt 
τいる{センサースーツ-r締111する:I!.J!11主(， 

2タピフトは通常メカ並みの存検がある).

量コンパァトシェル117フリカ主E地球tの

糊憶からの要求によ惜悲しむ.その要求k

は①なる引制酬で.②猷波/亜鉛l'の克

:起のたゆ大きなベイローH~げ、<:Ð-叫ロ

フト舟生還車t時Uュtうぜる、 tいうものであ。

仏これによ勺τ総令約な後劃位以低下1"，決

行健力以われτιまった.mmたちはヨン

バヮトシェルFよる意績が失われるこH 耳噂船二

1'.¥‘ながら、ワンマン樹 材、ッドを人箆聴取に

仕様変賀した二のシVーズtlll発しτいったの

である.

事繍同位産数以Eれも少設で、 戦場で且かり

るζ とは~ないbt 今でもー却の8・b りものや

憶病な矧軍wのためじニ:.~-毛ダル11資場レヲ

づりτいる.

量コンパットシxル全世量の蝿過データ

タイプ ・樹珊M
ローラー鱒M

範創建時耳慣・

1-7 事事事

8. 9 I~フープラント、 ザツク(3発で移
動本国f)。兵鞭

・ ダッシュι←ラー砿モデルごとに尊南江湖

て窓換住鉱ありまゼhゐオフEトドタイt相湾久

方::10ード走行でもMV鼠変ねり苦也fv.
・鮒テ¥:>it'"I--cよる穆動ガ司院な軍コン'/1
ツトシエ凡必旗開割以5れていま也九ゐ

• STRCτ)(，¥'0<誕E育司糟耳目在使淘t-./I

イロットのSTRぼフヲス在れ按世h

ハインガット 44GJ(ロングトム〉

形式。HCS 窓体悟格・$16，0∞
重コンパフトシ"".にはタンデム型や革砥量

級なEアグνフシプな"，y"，が3降、、.これらの

IHんt11珂亀kでは使い物にならな“はずで

あ""Jt.:f>I.突破tf.J要素倉吻t書ι.鎌倉‘い恨

識をあげる bのもまf喝しfJ.0ングトムはタン

ダム却で.長短篇兵認や重砲で土援鼻揮 を行な

うため母宅ダルである.ヨントロールt:I<IS管
制/機縦糸に二分ιたため.実JII上の俊釧宝は

高わいの"，y"，はひとり'('11動かぜない).

タイプ :M 
REF/MV : 6/3 
ACL/BRK: 3/3 
STR :8(1 

HP : 20 

(LONG TOM) 

TP : 4∞ 
畿圏F
@母物) : (AX/依田ω

プラントCP :6 
+f':JクCP :7 
作ボポC串 ・周x2 (40)、.X4(10)、民×

2 (40)， IIIX 2 (20) 
e 移跡調銅鋪Mめ で、ザツ勿ま抵聾搭軍用

のラックとして見署亨'.CPを鍾えるダメ司王J

寄書置つ定弘怨覇兵鋼に虚障しだとみ主主し宮司1.

ポストーク 6};・04{マトリューシカ〉

形式 :HCS 牢停.格:$22.0∞ 
Jtい必彊唾級のヨンパッ ト シ ~/". 兵器縛

首鼠 C・プラヲトり、インド11<ヒーローヨミッ

タに登場しをうな鉄の塊Jt 祖母評ιI~念tポスト

ーク ・オ-rIVシェピキ震工iIIHl'のプa"，ーション

ピデオーマト 9..ーシカが並いる軍IJIメ:IJニッ

咽?

データ

ク4とひとI!Hτ瀦出陣してしまうーに感動した兵

器ファン{軍指導者.スポンサーを'ltv)は歎F

t‘'. -のそF仰は単嵯!J.I.!が、 被庄の練習犠色

生廠されている(?，'にデータの曹1J!はなし).

タイプ ・Mノ市川専用タツシ.:J()回ラ

REF/MV :2・6/2・20
ACL/BRK : 1 . 20/ 1・10
STR : 120 
HP ・30
TP ・3∞
護軍

む魁酢寸寧) : <AX/町田区)

フラントCP : 5 
+f':JクCP :6 
ハ-+，I!(-i.ノト 周x2 (SO)，Jlx 2 (20)、JlX
2 (40)， IIIx 2 (10) 



声麗翠w1{(

[3.3J 可変型コン/'¥ットシェル(TCS)
2ンパットシエ斤であるが唱えの弱点時訴後

IMI司脚綱1の短号、嶋崎までの備品の問雌ーを

本来の織舵~lたうよ t な〈完全に克服L. '"ン

バットシエ11.1" "Jァミ 9ーの'1・でももっH ポ

テンシ吋ルの11>いのが可変舟ヨンパットシエw

t!.やや大限ftt.たものの、ホパータンク. ト

ライタ.'11ンドッグなrt:変形ιτ状況に対応

するこ tができる.

舟ij，fできる臓採の?刊に安価なのもヨンパァト

シェルの総力の0'<つf:。たが.要車~拠た L

τできあが。たのは板硝i~~~ンパットシエ''''f

よろか.ほかのメカ二ァタよりはるかにハイコ

ストτメンテナンスに1.mのs・合唱代1ts1:.，t.:.
戦糊能力や運用上のフνキシt"yティは理恕

I!'./t'、まきにスー~f_~ェ~ンt呼べるメカニ

フタどが.あま'口高価すぎてアーミーで~i.
大雄保JIIじはこのj止を蹄んで~.o.メ-:11→閣
ではよれに対応して.やや'I<f，面なTCSも発議

し始めているようだ.

TCSl1二う Ltc代効~:から.倒入て預入す

るのは非常に開園11..'.iれでも TCS~愛!IIし

ているハンター~見かりたなら.針んで池上に

IMlっτいる戦胤オタ夕刊目析して開追いい-

f:ろう.

可変裂コンパッ トシェル企磁の共通データ

タイプ 。樹苦情M
昨 今吋樽M
鮒ラ椅A

ホパー侵掠鵜H
回疎開

1-6 事体

7 I甲子一プラント

8 小刀

9.0 呉叢

$ 変形後のチー習はモテ'JLAこよってさまざま

で曹.・夕、yシコローラ-1正尊掲の怖で芳フロード

d臥ズンロード泊ラで宅MV陪J&Iわり彦せh
. +f'}tク陰寄モテ'J!J:ガ尊掲のものを捜備して

おり、軍服耳観こ換護軍ること鉱できませhゐザ

ツクに腐曹るテ』ヲは"+j'}tク換蟻巳よる侵略

デ"タ変受チザードの'JII-II必添ね郎、宅ゆ

で曹.

本 TCSは定いて:い尊mo;漏提苫噂!FI!:丸、くつ

か畿備してい寧曹.データ'.t，の'TPはこれを考

慮し定うえで明煩で払願書Jとして穏定異議

E灘ゼ換えはでき宮ゼM

トライタロン TSH.O 1 (MRX (マJレタス))

彫式 。TCS 常体繕絡 :$割lO.OO町
11'1'可訟で話題が先行した試作後 (YMR)の

揖議後.経叩・倹釧生・武器の充実した小型ホ

，t.ータンタに気形ずるよ kができる.開発段際

で蜂9込まれτいだい〈つかの新機軸ーアシス

HII高級A1 l マ y ;tン ・ ~ジaール合q嘗級事

れていなかの11f.虫垂ゴJが.それでも負断水惜の

rcsにU:.J二がっている刷地い、.fJ;tnJl! 
toれたのは主任段m.u砂tI闇姥都世の鎚の失跡

(MRX) CS-MOOE 

倉町般の版鴎らしい.mtミスなのb'. ;J:タピ

フト下に人O'lりが収まるスペース{貨物'TP50)
があ仇りが人なf~愚氏ニ tがγきる.

コンパッ トシヱJレモ-t'

タイプ :M.H 

何野署;1'''Iーコニット畿鱒}
REF/MV :7・45/3・1∞
ACL/8RK:3・ぬ/3・50
STR/砲界 : +20/60 
HP : 14 
TP倶/賀) : 2飢/切

奮停

@沼ト寸寧) ・(AX/7伐}

プラントCP :3 
ザックCP :刑トコニット4

(3発で惇広}

ハードポfノト。胸X1 (30)，_x 2 (20)、鈍×

2 (20)， IOX 2 (20) 
専用箇定兵叢 ・30圃O'JI?カノン(古田島デ

ータは3伽圃3ツクtf'.A!胴}、チェー〉ウユータ

ー〈を鋼部〉

18  

ホパータンク毛ード

タイプ :H 

REF/MV : 17/120 
ACし/8RK:回/50
HP /DC : 14/10 
TP<A/貧) : 2飢/切

集銅 :1(+1>合
袈甲

(O穆援軍) : (AX/匝~)
(後豊富) : (AX/6(QS) 
t主薗) : (AX/:鉱聡)

工ン三たノCP :5 
ドライブCP :3 
専再獅磁蟻将司R・

1-6 本隊

7 エンジン

8 ドライブ(3発で移動平副~)
9 兵厳。集員

尊耳障思議 :30圃O'}tクカノン仮調!Olデー

タは30111!コック怠4明}、チェーンシュ:-9-

偲明日I!)



ルノアール KK・2/GF(ソルシェ〉

形式:TCS ヨ伝体価格:$3∞.0∞ 
Jνノ7-1叫f.<I)ドル箱.(ノープw・:JVタシ

，ン}中の!.{，ダ"'. 多〈の噂r1寵11. 積鰍~.

;I¥tの似通勺たがンドッグとかうメカニフクに変

形する利点11.世主いa量じてやるが.1"ノアー

川上のj.;;待宜連ー裕掃なスーパーマシン ・ユー

ザーたちはEニ耽〈嵐い・。 1~潤'fイある. :J 

ンパットシェル形態時には3.{，ードもの持動手

段.. 選ペる色のの、総合性能fみれば確かには

D喝 TCSにやや見書。するよう1!.符車す4

5点tして.ゾルシエに11A却問住僚のオート"

ランサ目的陸銀事れており、ガンドァタ影惨事

の車り心地は俄じられ立い〈もいよ l'. .:.れだ

"高位舵のパランサーを問時Lτいるのに.一

般鱒買層向りの甑継がンドッグセ按針ιないt
ニろに噌積腕思~.!l!.Jを貰〈作ノアー川切崎測

を感じτιまう.

コンパットシェルモード

タイプ :M.M.A 
(wj!}ダッシュEトラ一、専再ロヶ、'!Iト

(MAX) HOVEA-MOOE 

ブースター畿鱒}

REF/MV :8・25羽V4・40.4印(6
ターン)

ACL/BRK:4'40・め0/4.30.450
STR/碩界 :+加/35
HP : 7 

TP :1∞ 
畿甲

也讃ト偉) : (AX/氏自巳〉

プラントCP :3 
小yクCP :0-'ラー/ブースター般用ユ

=ツト4(2発で停1J.t)
ハードポイント:o謂X1 (3O)，_x 2(10)、
JlX 2 (10) 
専用固定異質 ECM1世ッドS佐賀)，"包
ジフルガこゆ軍齢、ターンピック咽船、担調E
役割曽(宵部〉、 方引 lAd蝿陣(宵部)‘

ガンドγデモ由ド

タイプ :M 
REF/MV : 20/40 
ACL/BRK: 40/40 

旬S

データ

MRXのメカニズム絹観

変驚にーーする時間は6秒ほど{嬰2ターン)

で、変形中に攻耳障を畳けた場合l:戦鰐ターン

τ唖!tJl<1l1ターンを変形前形0.ljto) 1ター

ン1:変形鎌形態として判定して<1ささい.ま

た、この時には接申効果傭串1:半減し、あら

惜る直litおよび反撃は不可能です.

加もータンク形恕時的国定兵4副主砲塔自由=集

中しています."ンパットシェル形態では砲

塔郁は背鉱上薗に位置しますが‘碕路部には

これ~;!.上京療~熔融するスペースはあり草ぜ

ん.さらに由沼令指高Eずる治官はコンパ yト

シU崎~~ν、ードポイン'舗に鮫置する

ニとになりますのtホパータンク時に使用で

~る側主胸穏に構叡した武装だけてマ{制本前
磁に位置し草す).そのほカ明ハードポイント

の武装が;tvぜータンク時にう草〈作動するか

どうかI:GMの明断に佳ttることにします.

手持ろ武器t主主渚の骨量どろらカマ3専用マウン

ト毒事{ハードポイントとU別です}にマウント

8れることになり、ホパータンク形態て廿使

用でき志ぜん.

ソルシェのメカニズム解観

ソルシヱのフレームほ量初から〆タ=カー

ボン創て~...... 

変形にーーする時間は6秒ぽど(嬰2ターン)

で、変形φに夜撃~受けた暗合t主戦鯛ターン

て強制問1ターンを変形納形鉱賓の1ター

ンは変J'A量影怒として判定して〈ださ比二

由時にはまゥた〈装甲田恩恵は畳付勺れず、

あらゆる回選および反撃4主不可能です{吾祖ジ

ャマ--<1対下l1JI:可能).

主武義たるアセンブルガンは独自の敏針切

b拘て噌蔵量草て寝泊I1t<!れてはいる1>0)0).

コンパッ トシェル形態時/ガンFッダ形態時

どらちのモードにおいても、ボディ中央部に

でかて吟、と放置ttざる令えなか勺たようτす .

変形は、 最大町食畿であると問時に最大的弱

点にもなっている、このアセンプルガン・シ

ステムを中4輔にして行なわれ志す.

ガンド・ノグ形態時的車濁は砲績なスライド

ユニッ争構海をなしておリ‘土勝郷がコンパ

ツ争シ%Jレ形態時的B聞に、下剤師鼠11'合わさ勺

て背筋ユエット~~.1i2します. ガンドッグ ・

ボディ郁むスライドして.コンパット:;.-xル・

ボディと艇部聖書混成します.

ガンドッグはその構埠ムボディ部に兵義

を播聾するので‘コンバ yトシェル形感情b
ボディや背却に兵器が集中することになるで

しょう."ンパットシ;0;Jo-q)車Eハ-fポイン

トに股賞された兵義はガンドッグ形態時には

まった〈償却でさまぜんのtボディ0)ハード

ポインbに蚊置したむ田はほとんど良鋳に作

動するでしょう.手持、食曽はガンドッグ形

態時にはボディ下甑につり下げ勺れる離でマ

ウント害れ、使用可能です.



HP/OC : 7/0 
TP : 1∞ 
集員 : 1唱b

o 
包濁ー偉) : <AX/~) 

エンジンCP :4 
ドライブCP :7 
尊再搬濁陸態相捜;

1-5 本事事
6 エンジン

7.8 ドライブ(1発で移動不明e)
9 兵議。集員

専属狸i:!'S尊重 : EC胸骨yド50世ディ).:P

センフルガン切tテーf)
念 ダッシュローラ寸志尊再奴耳睡で冗フロード

(J)iJ弘ズンロード走行で宅MVは変m関川

ワイズ・ジャパン u・5TV(ランスロット}

務式 :TCS 牢体働格:$90.困却
;r.;価-tll'て売れないTCSをできうるか11"

3ストダPンιたモ7'1v('. トライタに壇影で

きる.~かιぃ〈らコストダヲンιて色絶企扮守

備怖はリーズナプ作tl1<・えないのか町且品.そ

れでもランスロットI1TCSの'1'で1111撒守な

兜吋誌を紛証した. と~"で.ランスロット
の原型犠11トライタロン祉で糊発事れたと曾う

噂がめる.ワイズ・ジ"1'"ン御明れそうなメ

カユフクのmt舗を他社から買い取るζtで有

名1!!.いうニ tも阜るが.以前.トライタロン-

7'~ヴィジ回ンからíIi~品に泌れ1:10lt僚の (T

- LANCE)なる鼠f~TC S~，ランスロフトに

飴似した<f:7'.Nであったい、うよと念噌の源説

らしい.

コンパッ'シヱルモ-f

タイプ :M.H 
練馬高僧勘ブースター犠鱒}

REF/MV :8・20/4 . 15(209ーン)

ACL/BRK:4・15/4・15
STRノ慣界 : +10/切
HP : 9 
TP : 140 
獲明日

白白酢噛〉

プラントCP
テyヲCP
(2発で停比〉

: (AX/日施}

: 3 
;高僧邸ブースタ」コニット3

1¥ードポ:-("'..1ト:肩x2 (20)、民x2 (20)凋×

2 (10) 
場時組定兵銀 : 7.6泊以Tノポッドt臓齢、30
阻コマンドウライフル{手持ち震曾)

トライクモーF

タイプ :H 
REF/MV : 13/伺
ACL/BRK:30/切

HP/OC ・9/0 ._ 
TP :棚 .I肝
硬蝿 : 1 
o 

住沼ト寸章) : <AX/7任地)
工ンジ:;'CP : 4 
ドライブCP : 5 
事用価llIII<鞭

1-3 本体

4.5 エンジン

6.7 ドライブ(1発で移跡事続}

8.9 兵重量。県民

喝罪諸陪副匝 : 7.6祖師》骨片句r.lJI.al)

eo 

(LANCELOT> 

TRIKE-MOOE 

3000コマンドウライフル

主国パスターライ7JW>全長を切り篠崎、

書所に改修を加え‘ い〈つカマ〉追加兵義~第

取したマルチパーパスガン.ランスロ y争的

専用手持も貴総てす杭穂町コンパットンエ

ルで!>(i!うニとはで~ます.

コマンドウライフルはランスロ νトO対守.

品で、 ~II!I!I草されていませんしかし耐童書E

τ制廃を希留守る者が多いので‘ワイズ ・ン

ャパンでは自社の製品を園町入したことのある

ユーザー($15.町)(J;U:のメカニック告期えす

るとメンバーズカードが交付されるとのこと

でT)にの弘ニ昨兵器量E概することにしま

した.

耳)00コマンドウライフJ"のデータ

火力1∞ ENC~"HP3 姥射方式s2/A3
IID散4/2a修正20mまて也5Om'，'-10. 
1∞mまで・3Q.Z(拘mまでー30追加蔵書"，，-

1 2価格2成田町 実宵効県対人対物とむにO
限界ダメージ30碍旗手ータはま同パスターと

悶じ.i)らにぬ圃モーターランチヤ『例数 1)、

大炎線射舘値段州、シークレットミザイル

例 散2)、銃身下にクラ.，.'/ャーナイ7H喜
備{データはそれぞれの兵器と同じ).



ヲンスロ γ争的メカニズふ相同提

変形に嬰する韓関1:3秒ほど(嬰Iターン}

てす1>'， 変形中に攻惑を畳けた湯合は議申の

恩恵はま勺た〈畳けられま1tんし、あらゆる

行動は不可能てす.

ランスロγHHCSのゆでb比較的単純

な変形像情で、変形に1:短時間しかかからな

いし、ボディもコンパクトなつ〈りで、なか

なカマ〉畠慢と呼べるでしょう.コンパットシ

'" JW>!IC!IIII創副まそのままの形で取体下部1:、

民館から肩自樹立後鼠ドライブにまとめられて

い草す.コクピッ H:コンパッ争シヱル形態

時だけでなし争ライク形態時においても閉

繊裂でパイロッ ~I:外部モニターによって視

界金稽鳴します.

トライタ形態時に使用て・8る兵装4革、ボデ

ィカウル郵{コンパyトγ エル形態陣:1:掴燭

に位彊 します)の7.6a.ガンポッド、あとは綾

部タイヤハウス上舟兵畿{コン，，(ッーシェル形

車問には肩穏になります)のみてす'，1革命明兵

藤はトライク形態時、ヨンパットシェル影型車

時どららか由モードのみでしカ使用でさまぜ

ん.

与持、武緑町マウント司自主左志向下前鳴に

あり、 トライタ影怒では使用はできまぜん.

データ

(LANCELOT) CS-MODE 

[3.4J ドッキング型コン...，ットシエル(CS-RAFT)
中型峨踊メカニッタにヨンパァトシェル..格

破L1cメカ品ツタがCS-RAFTである.RA
FTのみ武のヨンセプトはここでは鋭明Lない

会'.CS-RAFTに陣il.， ていえば、 2 ン~('7ト

シェル&シェルキセリ 7:J~ピの道化Lた慌t

いったほうがわか今やす“だろう.シ>'.，νキャ

V 71!ヨンパットシニU 叫精進トラフクでめ，.

嶋崎でたちまわるにはヨンパァトシ>'.，ν・パイ

ロットの除シェルキ'¥'V 7t't県11'1'るドライ
パーも£裂で"今t.:.しかし.~.:s.J時々リア

1:<安舗なものの}あ〈までら織i!:耶であ勺τ.
戦力にならないL.低越である ζ とらクィータ

ポインbである.

CS・RAFTの隠績拡戦制メカぷツタtして

新たにIIl2t事れたも母であ仇明『のド判パ

ーなしでもft咽K事る.時動中{をして敵じ倹近

するまで}は母般の機{j隠はドッキングLτいる2

ンパットシェル内ゐら行なう.これでヨンパッ

トりルによる畳JI!厳倒防間断解決、さら

に・胤奥様〈日現主進!JこU可能にな。た.

また.不;庫の蛾測に色迅速な対処が可健である.

そして.(働懐内にサプコクピットがめるそデル

凶議する州艇勝争には母悔の織tI'.. 般車t
1.:.1:ちにコンパヲトシ>'.ルのスクランプルす行

色、

ない、触をt曲目fするの仏

CS-RA I'TはTCSlle高価τ1lないにぜ

ム側面な兵醤でもない.俗世担コンパットシェ

ルは各RAFT噂lfIの~T)νだが..，準型ヨン

パットショけにω'H加えたもの酬Hんe'C'、
ザッタな<*プシ・ン装備は穿〈流則tlltτい

る.f悦量となるメカユヲタのベースtしてポピ

ュラーなのはホパータラ 7~. ，<"ーな<'C'.

変わり樋HτインセクターなEも見られる.

Fッキンデ11コンパッbシェル企娘。刃岨量データ

タイプ : j樹事時M

鋸題疎略哩~ :

測すフースタ一世IMA
高値動ブースター使賭時A
ホHー使拝鶴H

1-6 事事事
7 1'0-プラント

8 +P:/ク( 1発で移齢不明~)

9.0 兵痩

$ 悌慢のタイプや踊E都命中袋はそれFれパー

スとなっτいるメカ:.'"タデータの色のと共通

です.ただし. 1. 2の出目は情織されτいる

コンパァトシ>'.'1/"叫争命中となります{コンパフ

トシ>'.，νがすでに分織しτいるなら通常Eぉ。



砲事WA.

本体へ和l'). ・4再披ヨンパットシェル101革峻のEちらかが

9たわれτLま。た場合、81)令官轟絡はそれぞれ.:n:

偏怖司京協.7(協です(g1)，lS偏怖11<ヒット価格よ

り鯛路です).

エッグマン A800K{パラダインプラス}

膨式:CS-RAFT 牢惇価格:$23.0ω 
エリ-~語紙1:i]U申〈バラダイン 11 ) のベー

スとな。f~iJlIIJ後〈パラダインHCS-RAF

TlIII二一郎改修L/':-l:T./V. 母慢であるホパー

クラフトの股針U書観コンパフトシエルの品終

的なt剣埠Jn章、そしτJ;!ij~はオムユカ ・ ヂィピ

ジaンのメカユッタ -メーカー、 エァダウン祉

1:てなされτいる.やや111式ItLt:パラダイン

母性艇を締型車パークラフトt:ょ。て捕。f:惑

があるが、パラダインシ')-;(1の知名度はかな

。のセールス，f.~ン ト にな今たようど.
コンパットシェルデータ

タイプ M'A 
REF/制V :5・2乱/3・3∞(49ーン}

ACL/BRK・3・型施/3・3∞
STR/限界・ +8/35
HP : 8 
TP : 1∞ 
務事

己創野イ寧) : (AX/副泌}

プラントCP :4 
ザックCP ・ブースター(B)2
ハー+之ポ:"1"...1ト・.X2(初〉贋X2 (10)、隣×
2 (10) 

ホパークラフ トデータ

REF/MV : 17/80 
ACL/BRK:回/50
HP/DC : 14/0 
TP伊V質) : 1相/句

集貝 : 0 
盛期

包謹吾寸車}

エンジンCP
ドライブCP

: (AX/S隊}

: 3 
: 3 

(PALLADINE-PLUS) 

パヲダインプラスのメカニ;(A解鋭

中塁側姐唱ホパークラフ トの前節にコンパッ

ト:"，z.)同号車(s...'"、たらて情蝕されていま

す. ホパ四クラフ 併備にはサブコク ピッ ~I:

存在しまぜんが‘長11<に備え、小卓也NSo:置

がありlす.

コンパツ争シェルのnから腕にかけては

僚体串-J"f周の麓甲板に担まれます.コン

パ yトシコ<114ロクピットコンソ-J!4例見

からは胸部)1:大きくとゥて1>1).母慢像作用

のスティ γクやパエドルカ寝備されてい草す.

CS-RAFT はコンパツ争シェルからσ誕E慢
像作を前提に蝕置す喜れている町で、駒郡内示

ベース1:大き〈とってあるのがふつうてす(ま

た、腕部ハーFポイントを般定する宗舗もあ

りまぜん).走行中にコンパットシェルをスク

ランプル喜ぜた喝昔、鰍人の母園陸は自蜘'1二
僚止するようになっていますが、道路に陽電F
暢があれば事故を起こすでしょう.

ルノアール KH・5/GF{河川ヱ〉

形式:CS-RAFT '"体価格 :$150.0∞ 

{ノープル ・コνタシaン〉中の1'f:7'JV('. 

t臨機11~のバギータィスCS-RAFTltT 
CSt悶じ〈援準型コン."ッ トシふルの飽jJI" 

l白1.1:.~ぜるベ〈 考案書れたメカニッタt しτ(l

iI(づりもれている.CS-RAI'TI1コストやメ

ンテナン)<I"考えれば、 TCSよりはるかに使

わやすいメカユックfJが.シァ"リエはそれら

を無拠してm十きれτいる(その分、世集IU<‘).

ee 

コンパッ》シヱルデータ

タイプ :M.A 
情期高僧勧鮒?プース9ー}

REF/MV :10・切/2・3∞(4テーン}
ACし/BRK:2・3∞V2 草加

STR/限界 : +1ル〆50
HP : 10 
TP :1閃
畿申

住酒圃4軍) : <AX/7t1i1S) 
プラントCP :2 
ザツクCP :尊局ブースタ'-1
ハードポ℃ノト.調X2 (20)、眼X2 (10)、鴎X

2 (10)、IOx2 (30) 
パギーデータ

REF/制V : 12/鈎
ACL/BRK:ぬ/鈎

HP/DC : 16/10 
TP<Jも慣) : 350/1∞ 
東員 。2合

寝間F
包量ー侮}

エン三たノCP
ドライブCP

: (AX/7鴎)

s 
。5

シaパ1):r.(1)メカニズム解説

シニ主パリエのフレームは量初からメタ=カ

ーボンてす.

コンパットシェルはパギー前節にFッキン

グします.パギー側に1:サブコクピットおよ

びナピゲートシートがあり‘コンパットシヱ

Jレがスクランプルしたあとも戦到に拳加で~

zす.パギーには8クラスAI繍入時c:無線

育状.9)"，'1防接偏されて釘リ、健も最ゥてい

なかゥたとしてふニのAIIIパギー明像作

を~1~1Il@"ます.

コンパットシェル内には傍観3ントロール

用制働制草な〈、ザイバーリンク ・システム

によって操作を行ないます{インターフヱイス

も繊準装備て哩闘はバギー側て寸).

また、このパギー(およびコンパyトシヱル}

は水深20mまで明広司担舵~備えています.

カナンザ DXD-U1{シンセミア〉

形式‘CS-RAFT
牢体僑繕:$27.0∞(パギ聞のみの価格}

シンセミアはCS-RAFTのな合吋:"u.診し

〈専舟!の俗世l:Jンパットシ%..111'を紳っτいない.

械湖M:2:，..-..句争シェル(やIlb咽 CS-RAF
T"ンパットシ..."，)なら何でも僻般できるい・

うのがニのRAFTバギーの唯ー骨4ヒーかスポ

イントである.とだし、す4τのコンパットシ

...，νのフ*'"ム仁ドッキングベフドをびったり

合わぜるこ tは捉災には有高f健f、ドフキンr
mザッタへの慎袋L ...f，f'-をぬ件Tするための

電桜晶の':0事が~~f':.
パギー'1'-タ

REF/MV ・8/50
ACL/BRK:相/35



HP/OC 
TPUν貨)

棄損

夜間F
往蛮・4車〉

エンジンCP
ドライブCP

: 16/0 
: 2皿νω
:2合

<AX/I副潟)

: 4 
: 4 

シンセミアのメカエズム鯛犠

コンパットシェル叫パギー前部に却を街リ

畳んでドッキングします.パギー側にはサプ

コクピット釘よぴナピゲートシートがあり、

ニニからの操作カ句舵てす.

コンパットシ%)~のJl'iIIIザッフはンンセミ

ア歳入時についてくる専用ザックに換義しな

ければなりません.これによってはじめてが

ツキングカ唱I舵になります.コンパ， fンエ

ル向にはパギーの鰐易像作ユニット(ニれむシ

ンセミアの付属品)が般JIl~れます.骨作ユニ

， fl:ラジョン練縦償問ようなと〈単純なも

ので、高度なドライピングアクションは鍍麹

だし、バギー矯司~<1鴻緑はスキル0%で射撃

しな:付れItなリません.以上回コンパットシ

ェル郁^'"敬鯵には〈大型メカニクス〉およぴ

側密〆:1>:クス〉のSRIが骨嬰です.tf':I 

クと衝撃ユニッ 同期開価格は合わぜて$5.
αPてす.

専用ザック:パギー咽ド沖ンずラッチと

ロケットブースター(C)て棉峨されτいます.

飛行時間は2ターン、 ENCぬ CP 1. 

ロマノフ CGV{シェルピンスク〉

形式 :CS-RAFT *体構格 :$1∞.0∞ 
頑幽にインセクターを制作Li続吋るロマノ7

祉がこのそ7'，ν..~~!した H. 世界のインセ

クターマニ711'偶然H.コンパァトシ，，-，.マ

ニ71主任事ιた色のだ.イン-t:クター側は41111
〈ヴアルムピタ〉の改良.そ Lて繕鰍コ ン'~(?

トシェル11.あの*-)の北京電脳SK・24(24聖書叩

ぬの!lt"-~:Y)Yである. 祉内スキ守ンダh

bry..闘で'.24~叩兵がデビュー直後に健治中止

にな。たのは記憶じ析しい."ン'/(7トシ，，-，.

IItltノ炉、?の少ないロマノフ祉は組却の鮒十

凶..入手ι-のグロテスクな兵醤の製品化t二

成.lI，Lむのだろう.

コンパットシェルデータ

タイプ :M.A 
REF/MV :7・28/4・4∞(6ターン)

ACL/8RK: 4・4∞/4・400
STR/限界 : +15/ω 
HP : 9 
TP : 140 
装甲

信調ト物) : (AX/~) 

プラントCP:4 
+:f>';IクCP :ブースター{冶)2

ハードポイント.周x2 (30)、隈x2 (10)、右

ax 1 (20) 

インセ?ターデータ

REF/MV : 17(泊ラ筒刊)/

史〉

2 3  

9側鳴40)
ACL/8RK: 9 (1皆吉符40)/

HP/OC 
TP伊も慣}

集員

盛岡F
往骨4車}

9倒鳴40)
: 20/20 
:150/0 
: 1合

: (AX/副隊}

エンZとノCP :4 
ドライブCP :5 

シェルピンスク抑メカニ;(1.鱒犠

ヂータ

コンパットシェルはボディ前部にドッキン

グします.インセクター側には(ぎリぎりのス

ペースですが)サブコクピ γトがあり、コンパ

ットシヱルがいな〈ても通常ど釘り操作1:可
能です.

また、ザプヨクピッ トがt.いモデル1>"I). 

ニもちは兵義TPが+70宰れます.

緩む撮っていなかったり、サプコクピット

がな〈τむインセクターは安全に停止するよ

うに主っτいます.

(SCHEL VINSK) 



声蹴風

[3.5J アクトポッド
7ターボァドはコンパフトシ%.1ν耳切ノ炉、

~..，y;に開発されたr非人l聞司書パワードスーツJ

で.いまや2ンパフトシェル母体最かもはずれ

たメカニックである.--'置にマニaぜνーター

念」対ついたタそまたはカニユのような御成励

~.非常にJr-'Î!.い腕移動を行なうfJf~ *μ，_ 

aユ.，.~によってさらに高巡て移動するζk も

可健fある.

まf:、パイロヲトサポートm町高級Alb惚

準僻観されており、ζれによっτより苅い臓凋

ポテンシヤJνを事iLτいる. ζのAIlt'<ィロ
フトの指示なしでも状況.. 判断し行量骨するこ t

倉町'きるので‘ 豊島人被..綾衛tしτ随行事ぜた

り‘作戦によ。τI;I$IJI鴻b..<らせるこ tもあ

るもιぃ.
カ?ンターテロ郎隙/特孫11戦Rillt噂用に開

発色れ川町制E蝋hメカ'('.当初It(..~ス〉

または{ラフト)tい勺たコードキーム{または

スラング}て可ば札その存者が限度~れτいた

ニkてウ有名だ.いまだに入手は強い・{入引榊

耳障幅)が:.J日式Itした'f:7'1叶孟プラックマ四ケッ

トに流れた今するので、保ιτみてもいいだろ

う.ヂータにあるのは正脱の価怖だが.プヲフ

タマーゲットには、暑の価値Eζろかアタトポ

ァドのll4i1';知らないディーラーもいる.そ

うもづ庇では.7クトポッドはわ吋のわからな

レロポフトtLτ二束三文の値札をつりられτ
いるはず1!.
7タトポフドはシテ4内的に局内}での還財1

t砂糾しており、係限まで2凶ザト化事れ

た"'7'ィに対人火容や百円世議セン+ーを必要般

小田U:111高根L.サイバー9ンクによってのみ

樋作可能とな。ているのiJ'll官置である.

畿内には人間ひとりがうず{ま。てゃう<*

れるf:リのスペースしかな<.~髄聾のたゆに手

足..動かすよとすらできない'.L1.l・L.鎖線に

よる遠隔サイパ四日ンクも可能1..'L.幸町ポ制k
術でみるA1 1 F合可高級~れているので.職測

に黙遣して‘、ないキットライナーなどが使用す

るには色今τニいのメカユツタか島知れなも・.

アクトポッド全越の揖過データ

タイプ .樹費制

ホパ回世拐事暗H
・回延将司こτ丸、て、欄臨~J也怠ので曹べ

て率俸とし宮す.

・ コラピットは非潮こ匂京〈、嶋崎駅。蝶R
B幽訴弓弘取舗博記観係争~P奄超えるダメ
ージを受付定e，_蝶買もi!IeC:し君事.

・ --.紛モ・4トショッブ司まPクトポンド

d潟捜隊不可弘メンテナン刀こ鼠寓度怠::A力

ニッフ按錫ガゆ要で、車IWIーツ鼠メーカ吋こ

注文曹る以舛入手方溺孟ありま包fv.

e 倍察替のSTRはプラスできず、担lI1!OS

TR値を奇していま曹.

アクトポッド週舟ルール

アクトポッドのフレーふはメタ=カーボン

製てす.

アクトポッドはコンパッ トシェルと同じよ

うにハードポイントを有して釘仏ここに兵

接を梅載で~ます. また、 移11周の動車抑制

のほカ¥人間でいうところの腕に栂幽するマ

ニュピレーターにはSTRカ唱主定宰れτおり、

人間周/コンパットシzル用の手持、農舗を

拘ったり、崎鵬臓を行な勺たり、 コンパツ争

シェルより胞かいt人間なみの鋼管さで〉作集

を行なうことができます.

センサー部品佃肢によ勺て付吋替えますが、

すべてのサイバーセンサーを権設することが

でjきます.

専用固定溢備が鑓書置されていますIJ"TP.な
どのデータはニれを考慮したうえのものてす.

a動回避について、肱移動状態でb可能で

す.

週明暗サイバーリンクについて、すべてのア

クトポッドf~高性鍵策絡被告暢滋接憎してお

り、鰐~な旗錬畿で漣周サイバーリンクを行

なうニとが可能です.

AIIF(アクション・イ〆ージ・インターフz

ース)はすべTのアクトポッドが観摘畿備して

いる戦飼サポート偉材で、総JIスキルがない

者旬〈イメージファイ ト〉スキル~そのっと苦手

きな戦踊スキルにltll:てて射穆や絡鶴そ行な

うことがで~ます".AItF'は安全なブラックボッ

クスで、アクトポッドから外して他m〆カに

つけ替えたりするニとはで~t1tん.

エルマ AZ-86T (キウィ〉

形式アクトポッド 本体畠格 :$6∞.伎町

アクトポッドはいまだ峰相官のず.x，-，'"の奥に

存殺する続続の路管兵書であ仇正F置な野偏を

下すための資制もわずかしかない.キウィは比

2 4  

較的大型な7クトポフドで、ベJνリンGSG.
ロンドンSASな<Dーロ ッ，<，のカウンターテ

ロ組鎗τ~< 保1目されτいる lらい、). 拘置h

た』事訴伽γィ1:It移量即日時"を6本側V
H療の両方に使える都世携マユュピνーターを

2志装備しτいる.

タイプ :M.H 
REF/MV :30ぬ/10・20
ACL/BRK: 10・10/10・20
STR : 40 
HP : 6 
TP :60 
・昭
住置ト4軍) : <AX/依田区)

ハードポイント:Mlx 2 (10) 
事時醤認歩調匝 : 5.氏周ミニ:11"../

新犬神精被 し11 1 (キューピット〉

形式 :アクトポッド'*体価格:$4∞.由加

東京のカウンター. ，. 口鶴柑~ A L 1 CEの

附軍した(;.-，昆7ィールド大佐期凶n磯)'('1世

界中にその存在を知らιめてしま。f:l)JQ)7ク

トポッドがこの~....ーピットでめる.曲線τ情

成されたボディ1:槻腫1fj)'8私マニピュνー

タ吋官4~ド t いう事幣の置械で. <τ も人n~b'

Jft.，τ操内可'き るようC:lt見えない.7スカ技

研制官報公側がなされるまで.都町噂門'.<1:1， 

It. 4本の備をサイバー9ンタτ徴。τいる t
‘、 5単純な結鎗に速するこ Ut'('~ なか，>1.:.

タイプ M.H 
REF/MV ・40・50/13・30
ACL/BRK・13. 1日/13・30
STR ・30
HP ・4
TP ・40
厳甲

笹野積) : (AX/6船
ハードポやト :脚 x4 (5) 

庸再建摺議 :ワイF ランチ令F

(CUPID> 



スタートセフトでは特にコンパットシエW専用の兵容やアタtサリー

は存権していtぜんでした.l.かl..近年11コンパフトシ五ルの側発餓

争にあわぜ.尋問の兵Ð't'アタ4ヒサ Fーが~ ( 発表きれるよ うにIJ。τ

きま l.t.:.ヨンパットシ"，/IFの使mでき る武昌平アクセサ9-11ょ，明

磁に区分事れるようにな 9 ま したかt 粂件を満たを~It. スタートセ フト

の記述E加。人閥会ヰ?っlU.ゃ，ft兵ZHaぅニtができ ます.

. '"ンバフトシ.:t."，~1 防署ち武器として使4 るのは.人聞がHtち武

z:'fで使用τ'bるもの.川畑の中の手持ち武器です.ただしマニ&ピ....-

PーのサイA't-"'1Iしなりればな9ません.

・ 3 ンパットシU崎別判L沙問搭載兵~や電子襲備、センサー.

7タセサVーなどはハードポイント (j怖のある物11mヂィ}に俗載しτ
使用します. 期飯川のすべての兵~H アクセサリ一、 印刷のハードポイ

ント投宿兵路11ハードポイントのTPの範踊内でIJら織般開f絡です.

. "曹煩I~U:H '"ンパッ トシ"''''専用7タセサPーはコンパフトシ"，/IF

以外のメtJ.人間.人間サイズのサイポーグ11使用するこ U1でSまぜ

ん.

[4.1J コンパットシェル専用兵器
アドパンスト/IF-/IFでlJ.t事に2ンパフトシェルの担う兵;lit-11I買Hl.

τ区別するニ tにします.1冒頭兵容に11手持ちffltmヂィ{のハードポイ

ント)に耳~ ? Imて使111するものの2極頬hがあります.

喜兵舗の解鋭

[4.1.1] 亭縛ち兵錨

手持ち共鶴111'''''て(li火tl>スキJνでI!lいます.

3D-パスヲー'イヲJレ:ユユ2ン030(ワイドウメーカー}声。I!!IIITIへピ

ーマシンライアル.筑h・9イフ沖11'"ン，<フトシエFνのメイン狼備tl.

τ有名だ念tニの混同はをの強化版tぃ、える兵器である.大鍵化した

ものの2 ンパフトシ品作が叡り闘すぷんには問題はない.パスターラ4

:7"，t いうの1山崎』

ss-ロンゲ，イフル :ライン4・ーデFνAC-{j().¥1(プパザー}自陣自動

碕』自動お峨峨車嶋システムをも 主に.ヨンパットシエ斤が使JlIl.やす

いようラ<(:7 /IF噌に再mtl..融情度を可艇なs・，n高時た呉昌.兵

ZHιてパ，ンスがtれτおり、 命中事11悪〈ない.

問問ロンダライ7ル :対割自廠 〈メイ ンアーム)1依田 '1釦厩1.'"ンパ

ットシェルが下持ち武~H して運用できる砲tl.ては限界の口lHLn 
hれてい畠.命中噸11プνイザーに劣るものの、大火tJb'l!ckの4ヒ曲作

スポイント主いえる1':"う.

レーザーランチャー :アストラダインP-o(コド毛ドラゴン}筑同ハン

ディ ν白ザーランチ'¥'-.;Jンパγトシエル用兵器tl.τ11i開園す!fる

が、火力.命中~t ~ IJcer..νーザーνベル「クロムピート-APPENOEX
lを参照)は2.
3().ロックガン ・東亜鋭穏F-556(ト-/IFハンマー〉速射ν-'"ライフ

30mm 8USTER-RIFLE 

105mmしONG-RIFLE

LASER-LAUNCHER 

30mm ROCKGUN 

815 



直路陸思
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コ'"-一

JV. V-Iザンは術事湖町}のためにνーザーなみの電力が必安IJW1Hこξ

れはEの職処駐はJlIi事できない.しかし.このト- Nハンマーには倣則的

なシステム会可革載されている.通常のハイパワー剣繋も可能だが.モー

ド切り符えで電力ー克卵 細l硝織し弾体のパースト射柿ffi曜にな今て

いるのである.火力1:低〈なるが{パースト締1:火力布捕を鋭ffl>.aぃ

分りによ今て匝i4'IJ な兵~f.なるはずだ. 情泣上.義姉数が少なめなのが

妓念.

12.7."，匂レカンライフル :ポ7>1'ークLP/MkI(スタンダード/R}.
対人兵器H しτI~強力無比な 12.7;闘をパWカン砲と ιて事撤aJ・したもの.
大人数の歩兵もあっい、うまに帰討でき.声。犯協包として ~1ï却ん

パースト ATライ711-:グインチェスターM5(:rンポジット〉凸』捗4

続車ライ，)"'，本来‘歩兵1Ilの安婦な対戦*兵器だ今t:Tライ 71νどが.

コンパットシ:r.IV専用婚ならさもなる大型化も可能である...~q.f検舵

によって命中捕のアップしたニのライフルIl.I!l変わらず値段はすえおき

で.副lいやすい兵ぷい‘える.

2白幡コンパクトマシンガングリルA-IO(エクスワイヤ}20帥コンパッ

トシェルSMG.スケ-/VアフプしたSMG.またはソードオ7・サイ

'"ーグライアルい、う単純な発~\から生まれた兵器である. しかし‘串
〈までコンパットシ呉川のサイドアーム(ニコ"'I;t子{障のT持ち武器H
Lτ考えれU.これ以上の物は望めないだろう.

ジャイアン トシaットガン :プラン舟ASSG(インパクト l∞〉コンパ

ットシ品川 ・オートシuァトガン. ζれもJIiなる巨大なシmットガンで

ある.もちみん射能は短ャ玖化効じみた大事専の散帰I主人間!のみなら

， 

L 

1 2.7mm VULCAN-RIFLE 

20mm COMPACT-MACHJNGUN 

2 8  



ず.WJlの称、メ;111:対して ~ ~Iすな効燥を持っていん

[4.1.2] ボディ股置兵縛

;f.'ヂィ松沼兵滋1:す4て〈簸次2:1>ス~/Vで扱いま寸.

5時圃ガンポッ F:Jカーマイン(C5).1''''てのがンポッドI:i属高則τ.
9モコン織作できる小火器システムが内蔵されている.ご〈近い箆凶に

うれt~い雑兵がいるu に倒司. 1悦な主力兵誌の附iJH肘ず.こ

の:Ifンポッドi'(JI!おう.

7.62酬ガンポッド・ ;1)ーマイン(C7).ハードポイントが大きいならこ

のG7i'渇11う.

レーザーガンポッド :;1)ーマイン(L2).資金に余絡があ勺て、 bっt

R2it、火:JJi'蛍むなら当然L2.νーザーνべ"，1:1. 

2G圃ガンポッド J M J (ヂ7ァ20).量l武笈主いう位指上.袋係数11ご

〈少ないb'.この火力はユーザーに安4必4F90えて〈れる.おliNt!般で

敵に強力なパンチをお見舞いιょ九

パイル射出鰭 :ソーリンゲンK~5<ダブJ~/、ータン). 1加、ものn手の

尖。1~ステンνス合会怖を強力スプF ングで打ち出すfftllな兵怒.合1t

械の11(ちから、ご〈近距離の敵にιヵ効果は蛍めなL、が、当たれば.敏

ItJ明曹を覚えるはずだ.ハーケン1:中央が〈びれた形になっτa庁、発

射筒から1但り出して怖倒呉、怒tして撮り闘すこともできる(怖側兵笛の七

クシaンも議開).

アームグレネード :ダッヂシグナル ("プラ〉対演叩ロケフト5恥よ〈

コンパットシ£ルの下院部や刷仰に毅備される'1'Mのロケット.命中準

も火力もそ こ を ζあり、つけて釧はない笈備なので.なんt な<~って

一
，都

包7

、

兵If.アタ包サリー

τュ--

， 

• 

GIANT -SHOTGUN 

7.62mm GUN-POD 



砲事眠

しまう.

シークレットミサイル マFペス〈ハイドポム}多111途勺イタロミサイ

'".これはハードポイントにbつりられるが、付属の工事則アタッチメン

トを!OI!えIt.シールドの11や手持ち銃密保誌にItTPはなも‘が、 I事51'1

度なら俗餓可能t考える}なEにもワンタッチτ'JIHつ11b町1能t!，非常

に小型で射嬉主火力は貧弱だが、峨邸中に相手の隊をつ〈ための武容t

して使われ品こ主が多い. おまり的1.~\?'庁滋備しよう.

[4.1.3] コンパットシェル専用綬揚兵緑

コンパットシニU岬鮒榔兵器はすべて〈役割曜は恥吋扱います.

置手指揮 :コンパットシエNilfの特大手際知.コンパットシェルならで

はの強力な義弘

AP.手綱殉:よちらは特に対メカユッタmの手術婦だが.対人に島俊

mできる.

多獅額手編l*:J直干It姉1'(例分の火力者持ち.投げると拡散しτ嫌発す

る正予みしい兵お.ょの占証書Eの~I.t叫醐11i{('径5m、州辺微風11半後10m

tこi1する.

Xレイ手摘弾 電子戦装備であるXνイスクランプラーと1，;)じ熱製を持

つカプセ'".熱波剣掴は織発地点から半径ゆ九もちろん l@l限りの使

、4骨τ.
ヒートダーツ 11t熱線を内厳した安定翼っき11¥分守金111.日婦に投げつ

げて使う.大したダメージは与えられないうえZE，価だが、.lI.た日が派手

なため愛用者11$ぃ.!!l!JHl長11岡収可舵。

[4.1.4] コンパットシェル専用格駒兵鍵

始側兵器はそれぞれの兵誌に応じた7アイトグループスキwで被l. ;1 

T. 
電磁ナッ?ル :パラメシウム企幽〈ショァタきんジマンボ)."ンパフト

シ:Lルmのスタンナツタ'".ただιその効果li絶大である.電力11"ン

パフトシユノν本体:b・ら供給寄れるので!oI!!H恒1散11無限.

インパ?トナックル スタンフォード〈シェルノァ角一〉爆知ナァク'".

揖甘句協調阪のついたコンパットシェル周ナック'".コンパットシェルの

パワー+爆擦の火力で目標~紛砕す畠. 11昼l限りの!oI!l'~合τ.
クラッシャーナイ7:ョン"f"1トシιJ吋11のコンJぜツトナイ 7.ナ17

tいっても tんでもない大ききである.コンパフトシェルIH判寺ち武湿

の免舗に銃剣tして取りつ付るζ 主もできる.

コイルポム:テュ7公ン{モンローチェーン}巡査隊創札指1制強草剤の

入。t~箱をい〈っかつなぎ.チェーン松にした!i!い伶て武容. 領争闘し

ながら目標に巻HtHるように肱るのが正l.lイ郎、ti.うま〈絡みつ〈

t点火事れ徽みつきそうにない場合には無効上目線lま大爆事Eの中川問

える.ポーラのように投げてしまう ζt~可能だが.命中~ぜるのは織

しい(GMが各自判定>.

マインスピ7:長‘リ叫プの先に対戦取地mを2備はさむように((り

つりただりtいうアイデ7武'/:11:合t却胤!Ii絶大である.使い方ち単純

で地mで相手を殴るt.:u.特にコンパットシェル1，，)土の絡闘の調書には.

相手よ 9迷〈から攻容できる.土地によってはドラ」ヤキ梯tかホットケ

ーキ ・スティック主も呼ばれる.ニの武器のj-'-;llli特になL‘.~れF

作材料を邸時て自作しτはしい.

ラJ..シ-)レド :コω句トシ:L'崎明に待つ巨大なシ-'"ドて可締結~'/:1

tl.τ、または体当争時に!i!え.寄らに防衛iにも使用できる{後述>.シ

-Nドの下地11鋭，.街角になっていて、これで日様i'破喫するい、う社

快な峨主主，i'~るニ t ができる.また、シ-'"ド裏側に11ハー ドポイント

があ争、ここにENC20までの武器をマウントしてお〈こ主ができる.

非常に震いのτ強力のあ晶パイロフトでない L tτもf郎、こなせない

fJJらう.

ショルダースパイク ヨン，マフトシェルの.11のハードポイントにマウン

SECRET -MISSILE 

X-RA Y GRENADE 

HEAT-DART 

CDIL-8DM8 

RAMSHIELD 

SHDULDER-SPIKE 
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トLτIi!久巨大な周アーマー/体当 り兵弘何本会決起b'突き出して

おり、実際のø.胤H~J!4にしてダイナミッタな印訟を与える.また、裏側

にはハードポイントがあ争、 ENCIOx2までの武容をマウント Lτぉ

〈こ tができる.データのすべての数鉱は両府(2状分}に装備した場合

を袋Lτ←る.

コンパットシェル専用新兵器性能チャート

v・姻{コンパットシヱル専用兵曇膚)

上手持ち長雄

名跡 火力

茸].パスターライフル 1∞ 
55・ロングライフル 80 
10500ロングライフル 150 

レーザーランチャー 120 

主回ロックガン 1101鈎

12.7岨バルカンライフル 50 

パースト ATライフル 90 

200・2ンパクトマシンガン ω 

ジャイアントショットガン 125/65 

2.ボディ位置兵器

名跡 虫カ

Sお圃ガンポッド 10 

7.62蝿ガンポッド 20 

レーザーガンポッド 40 

2伽闘ガンポッド 70 

パイル射出総 110 

アームグレネード 95 
ン-;)レットミザイル 30 

3. :Jンパットシェル専用綾掃兵穂

ENCI 

HP 
発射方式

30/3 621A3 

ω1/5 s 
鉛1/6 s 
却1/2 S/621A5 

40/2 S/63 

ω1/2 AIO 

お，/2 S/62 

10/2 A~ 
15/2 s 

ENCI 
発射方式

HP 

7/1 A3 

10/1 A3 

5/】 A3 

10/1 62 

30/3 s 
10/1 s 
3/1 s 

距圏直修正
回数

20 切 IC岡耳淘

4/2 。01-30 -50 

5 。01-20 

3 01-10 -50 

1216/3 +40 +20 。ω30

6/2 ー初 。0 ・・ω

5 +切 +30 + 10 -・20

814 。01-50 

2 01-10 -40 

6 +切 01-

回数
距橿修正

初 50 1∞2∞ 
10 +40 。"-
s +初 + 10 -
6 +50 +30 

2 01-40 

-50 

-20 01-50 

01-ω 

追加観書 価格

.(，.3、γフト2 ぽ岡崎

日以))

ー 1日岡崎
嶋 瓦脱却陪

ー 宜))00

，(: .3. シフ ~I 7民泊

シフト2 2世田

心-3.シフH 軍Z由

働発物 3500 

追加畿書 価格

心 ・2 1200 

1耳目

1茸X旧

心-3、シ7H 2町田

心-4 浸初

爆発輯 1500 

筑旧

名執 火力
ENCI 

射穆(m) 価格
実質効果

限界ダメージ
対人対物HP 

置手綱自車 1251 95 5/1 50-1∞ 宮島 。。 30 

AP量平崎情 1051 35 5/1 50-1∞ 1∞ 。。 15 

多弥頭手権樽 185/105 初/2 50-1∞ 百)) 。。 40+ 

Xレイ手摺樽 解脱 4/1 50-1∞ 日間 x 。
ヒー トダーツ 30 5/6 30-剖 10000 。。 15 

4.コンパットシzル専用格闘兵鍵

事総 武力 ENC 追加横書 価格 使用スキル
実質効果

対人対物
限界ダメージ

電磁ナックル 20 5 告・も 主回 素手戦闘 。。 40+ 

イン，(クトナック). 40 6 1∞ 無'l'ft闘 。。 40+ 

クラッ γ ャーナイフ 20 B 耳目 ナイフコン1ト， ~ 。。 20 

コイルボム 130 m 反則 特融武鑓 x 。 40+ 

マインスピア 岨. 大型民絡 。。 ー

ダブルハーケン 40 15 1<-'-4. ，，7 H 大型武姥 。。 40+ 

ラムシール F ω 40 ー 7収)(} 持徐置揖/体薗リ時 。。 40+ 

γ ヨルダース，ぐイク 30 40 4国)(} 体由。J時 。。 40+ 

2 S  

兵鰭・アクセサリー

実質効果
，，~~ 

測事臨

対人対鞠 ENC価格 E車数。。30 6 ぽ拘 1マガジン

× 。40+ 8 2!XX) 1マガジン

× 。40+ 15 4保田 1マガジン。。40+ 10 4000 1マガジン

× 。40+ 12 耳目白 1マガジン。ゐ 20 s 220 1マガジン。。40+ 初 150 1マガジン|。。20 4 耳目 1マガジン。。30 8 笠岡 1マガジン

実質効畢
ダ限メ界ージ

獅事

対人対物 帥 C価格 殉教。A 15 2 15 1 ，(ック。4込 15 2 15 1 "ック。ゐ 15 2 14∞ 1"ック。。20 2 1∞ 1/~ック。。40+ 15 叙同 1 .本。。15 10 1500 l発。。15 3 筑拍 1発



直路直立ま

[4.2J コンパットシUレ専用アクセサリー
7タセサリーのほとんtr1ハードポイントに~，置する7イテムですが、

ほかにヨンノぜフトシェル関連m，w，などもあわせτ紹介します.

アクセザqー解鋭

ラムシールド :干千年ち武器ですが1'Pが14りるなら.腕のハードポイン

トに~ORしても使用できます.主主叩 t して艇IIJするためにはそのターン

の最初にシ-/1'ドを鋭JTIするよ tI'"rr:t Lτいなりればなりません.lz
ttによっτそのターンのRE F11)!fになり ます{検j)JIi"避は可能です).

F刷会可能L¥¥'.われるす4τの攻蜘ニ刈し7(協の確串でシールド脚PI主

成功し、A50の非νーザー袋叩効燥がi時られます(脚血l避をしていない

なら、 このあt本体の披叩3祝日畏チェックを行なうこ主ができます).ヨム

シールド11独自に5CPをI.¥'<省していて、 4発までCPを組えるダメー

ジに耐えるこ tができます.修理はできず.J買れたらそれまでです.

シgJレダースパイ7:使い方11ラムシ-1"ドHlIじ.A30/40"t6の手1，"

ーザー盟主叩です.CPはそれぞれ3で、 2発までCPをこえるダメージ

に耐えられます.修坦はできず.111れたらそれまでです.シ認Jνダース

パイタにl唱するデータはすべて両日2紋分の数般です.

スタピライザープレード :コンパットシエW飛rr鉱干の幽lJtV安定性を

ItILt.きせるための大切なパーツ.プレード(S)l1REF+2.プνード

(M)llR E 1'+4です.すべてのプνード11ポディの占ヲ引:あるハード

ポイント1:'・矯:になるようつげた t きはじめてREFプラスの却助~~発

仰します.帳制中にJtjlのプνードヵe磁波書れたら、ただちにREF能

力を低下幸せなりればなりません.全身絡所に数セットのプνードをつ

けた場合、 REFプラスは仰けるよ主ができます.

ブースターウィング ょのウィング11スタ ピライザープνード~1，'1じ働

きを ι~ "t. REF+7の効岐を待。τいますカt背部ブースターにili

I~股龍寺れるタイプの方プション測で、本体TP~(!到って取りつりる ζ

主にな9ます.

タ『ンピッ7:ダッシュロ"づーItlオプションで、必ず脚か腰のハード

ポイントに査':ti向井十件に取りつります.同法走行・l'に地曲iIこ鉄伐を打ち込

んで急和l動/急縫闘を強行するパーツです. ローラー{史JllJ<¥'O)BR KI1 

-~聞となり α尚雨)iのピックのn制‘寄らにMVを iω1下させるだ

りでωi':ti.ちらかのピックのi略的、お0・THな方向への道路骨量換を瞬

時に行なうニ kができるようにな9まれ 本iレ 句テ9ーによって{愉h
するので、仰~でも鋭JTI可能です.

プロペラントタンヲ ・ロケットブースターの使mJ，1j1lJi' 1 ?ーン錘長す

るこ tができます.

大型プロペラン トタン7:ロケットブースターの艇JIl糊ilJi'1011-ン鍾

設するζkができます.このタンクは兵袈tはみ主きないかわり.::zン

バ‘ノトシェル本体への命中があるたび、 60%で爆発する可能性があH
"t. ?ンタカ鴻犯する~::zンパットシェルも鶴燥します.

バリアプルフレーム :，、ードポイントの格戦掻を鉱、E唱す晶ためのバーッ.

:l ';0句トシ:s.1"の劇部(.¥1・絢 ・腰なりの"!i;自のハードポイントi'1

つずつ使っτ取りつりる L 忠';(iのハードポイントに松1iぬれれ・た令

計1'px2倍の1'P;:得るこ tができます.

ハードパ・け:ハードポイントバック.手持ち武器の7・防止辛抱県

予備の'f-持ち武容なEをはじめkずる7イテムを収納してお〈ための丈

夫な絡です.'、ードパ‘ノク10.2J乱調防3極~があり、それぞれENC

10-ぬまでのものを収和fてきます.

LGパ・ノク・ 2ンパットシェルm且マージェンシー，fγ タ.ジ守ンプス

ーツ、ヘルメァ ト、 トランシーパ一、 SMG.サパイパルキットが入っ

た袋町明みバックで、ハードポイントに取。つけます.

ダミーパ‘ノク:コンパットシェルの形をした風船が2つバッタきれτい

ます.敵のIJ をあずむ〈ためiI'崎な場所に~ぼした~.挽ほ帳持に射出
するζtτ官止を戸惑わせるニ tができます倣船111例ずつ使うよともで

きますし‘瞬時にふ〈らみます).使い姶て.

ミミデリーパ‘ノク :llt'fを錯するスビーカーと事館璽簡が入ったパァク.

ζれを(O目すれば途日にはコンパットシ£ノレが般峻きれたように見えま

す.やられたふりを Lて敵~ill断t'せる k きにf必11します.

食用センサースーツ :i直厳しτピンチにおちい今た t~ に低測。 ζのセ

ンサースーツIU:，・t~， ・4食分の食織にな 9;I;"t.1Iンバク貨な Eが主

成分で、 ~τよし焼いてよしの~'ì.'，だそうです. .nJTIしているIDJll通常

センサースーツより肌触りがよ仁全身パックの助決もあるとかで』抗、

女性にすごい人全i¥，

コンパットシ:<1レ専用アクセサリーチャー'

宅跡 ENC 価格($) 

ラムンールド 40 700:> 
ショルダースパイク 2Ox2 4皿沼
Jえタピライザープレード(5) IOx2 4ω 

スタピライザープレード(M) 初x2 匹目

ブースターっィング 両翼で40 2000 
ターンピック IOx2 100:> 
プロペラントタンク 10 lαm 
大製プロペラントタンク ω 革問

バリアプルフレーム IOX2 苫狙h

J、ードパック10 10 50 
J、ードパック却 20 I(回
J、ードパック却 30 I(旧
LG/'(""ク 10 4∞ 
ダミーパルーンパック 10 l∞ 
ミミクリーパック 10 主回

宣周センサースーツ 。 耳目

[4.3J コンパットシエルのマニピュレ

ーター・バリエーション
コンパァトシ~/~I孟H b~捗兵を強化す る 白都民1別売されました.

そのため人111)が艇mする武器をそのままf似骨でき るように、マユュピν

-11一部は人1111サイズです.ポヂィに比べて非常に小さな印訟を受11ま

すが、 1配析のそデWに寄るまで小型のマユピュνーターが袋備されてい

£す.

銀融サイズ!.t'れている人間lサイズマユピュνーターは僚かにff，f'1で
すが.コンパフトシ:s.Nのポダィに11小さすtfるので、暑の舵j)を制限

する顧問にらなっています.

特にJiぷIHe袋t'れた2ンパットシエ即時J両手持ち兵2.1/碍則防御兵銀

はEれむコンパットシェルの舵力~故大阪に引き 11\すために浴られた物

ですから、従来のマニピュνーターでは小t'"ttfτ繊うこ主ができ tぜ

ん.

メーカーでは碍)lJ兵~の発表に合わせて.より大きなマユピュ ν-(，1
E.車干定の{j魂レ〆7タシ淘ンlTJのマエピュvーターを苦航在しています.

コンノゼァトシエ作の愛m~1阜、使JfJする武~な"ニ合bせて、マニピ

ュνータ-bつけ変4る必要があるでしょう.

観準!12マニピュ レーター 貼"I~:，れているはιんEのコンパァトシェル

に政相Jから装備事れているマユピュv-?-.人間主向ヒサイズで、 I 

3 0  



-VUMの中でENC20までのす4τの武~只誌を吸うこ t ができます

(IV郊の中のi瞬発ミサイルランチベ・ーの期以外の裕敏兵器4を除oが、 4

のマユピュν-!Jーでは狙擦や縮会、・{¥宅震はできませんしちょっとし

た衝撃で岐れτしれオす.特に償制攻惑を行なったt~.をの高説得火
)Jが旬以上に遣すると必ず舷耳障きれます.マユピュν-!Jーだりの価怖

IU倒SlC附です.

大型マニピaレーター :これIt"ン，<ットシェルの;ttヂィにつりあうサ

イズで、人ICJサイズの武i5l.t使いに((な。たものの、より大蛍の武?>

i't島うこ tができます.!Hj'll'Jには1-咽煩の中でENC8Wニのすべ

τの武器、兵，15を扱うことができますOVfI[の中の単発ミサイwランチ、-

ーのた(.，.~.u-干の俗般兵15，甘除(). またVMの乎陥悔のたれ\別1Mの

すべτの粥車はそ主細かな鎌{I!11必要ないので、よれらも特別にあっか

うこ tができる bのkしま-;.大型マユピュν-!JーはすペτのHCS

~TCS に111i~初から滋備事れています.格'棚Zでは最終火力が150に速

するまでは峨れまぜんし.語;手戦別以外のスキJνi'鋭mしての戦"なら

I買れるこ主はありません.(画絡IU側$300('-;.

f慣用?ニピユレーター 指が2卒、または3本の非常に丈夫で単純な

守ニピ&νーターです.U FO"'~' ッナベー仰'lI'の組，.同様しかでH
ぜんが、衝撃'0調れ畠こ tもないでしょう.殴るだ1Iの眠法ならニれで

1分です.$ 10仏
車精密作婁アーム コンパットシュルができる限界までの精制ド案。た

めのアーム側全体をつ1I変えます).ENC 15*での武怒を持つことが

でき、担i耳Eができるようになります.嫌保解除作喋や米教に鋭Tf絡を彫

るζtはできません.榊鰍て(!I!JlJ-;ると:2:'ず破耳障されます.脱 i2本

でS6.飢)()，
パワーアーム・ζれも車両全体をつ1I替えます.ハイパワー人工筋肉簡が

内臓きれ、さらに巨大なクロー指がついているので.STRが+20事れ

ます(側科目界値を8えてかまいまぜんl.ζのアームではま tもに物を

つかむニ tはできません.[llり噂llJの武?'lです.ものすごいパワー余波

があるので.(コンパットシェル〉が以泌以1:なャt鋭いこなすこtはで

きないでLょう.:li;(j2本てS4刈)()，

Zクステン ドオプシヨ ン: 手首都を延長するオプシg ン笈<<1I. f霊剣l"~盟、

大型、(I諜マエピエ&νーターの娘元につりられます.r jいう状況γ使

111するか不明ですカ'. ~ にか〈枇大2mまで予行を延ばすこ tができま

す.僚側戦をすると耳障れτしまいます.S 200. 
ミニマニピユレ-!J- ハードポ4ント仁w冒する隠しマニピュレータ

一弘クローム製骨組みf:1tの安っIf'.つ〈りですが.格段11ハードパ

ック仁よ〈似た術に街。位垂れてしまbれており‘簡単に織即けるのは

雌い、でしょう.不，倒すちに11:段通です.占豊能はt軍機烈マユピュν-!J

-~閉じですが、打たれ必〈、ちょ っ と した攻撃や爆風でも簡単に般演

きれます.ワンセット{箱入りて鴻l本)ENClo.価格は81.似)()，

長鐙・アクセサリー

あとがき

メカニッタのなかでもやはりー待人気はコンパフトシェルでしょう.

ロポγ トアユメ世代の私たちに t 勺τ. 人~!兵誌で戦うのは.い〈つに

な。ても気持ちのいいbのです侠).

ill長はさておき、コンパットシエノν11<うしτも{血のメカユフタ t相1
蒋れないtころがありました.M，(，!.騒のハスラーならkもか('Toii'.lI! 
ぴ.荒野を燥地する」ランドプラスターとしτの役割はよのメJゅでは果た

すこ kはできません.これはプッタνットの随所にもありますカえ今何、

プロックパスターtいう新たなキベ'ラタタータラスを段定したのはその

ためです.rコンパァトシエル集り」はメタノνヘッドス9ートセットで、

ほかのキャラクターと分けて紹介してもよかったのですが、ダザ4ナー

11当初はコンパットシェルIt単なる川地服m~是正L またはセカンド ・ メ

カニツク k して考え τぉ。‘戦w:けなら，<'7ンサ-~いうr?犯があっ

たのであえて附憂したい・うわけです.

蝶ゆ恩からい〈っか扶分かれした発展型コンパ・ノトシ品作b王子場して

いるし.シティ ・アドヴェンチャー中心‘のキセンベーンを行なっている

)Hおられるようなので.プロック，<スターは人会tの部いキ今ラクFー

クラスに成長するニ tでしょう.

プロ ックパスター11パウンサーの主明電t 能力を持ったらさイロット J~

いえます.相判な測械を積まなりれば、あれだけの能力は符てないでし

ょう.パウンサーのように各破滅別鵬練をこなし.不安定なコンパフト

シェルの機縦~マスターする、 戦}晶では常に地lr<l線でイチカHチかの!È

死をか'Ilf~椴訟を t 晶、ダザイナーがプロヲクパスターtコ、t.:( イメー

ジは.1f11品で地織を見てきたよう1J!J7でハードな人制，です. ζ うした

背景やその能力を見て色、バ目ティ内で主役を妓れる'':11のキ、・ラクタ

ークラスなのかもしれまぜん.

3句

コンパッFシェルについて

コンパットシェル11.デザイン当初はかなり戦別カのおいメカニツF

でした. ιヵ・ ι. メタルヘッドはロポットものR PG~ l.τ制られたわ

りではありません. 結lλ 人型の対純111兵~いう t ころで滞ち着いた

bりですが、能力を限定ιておいたおかげで.予E線住のあるメカニフク

となったようです.エタスバンシaンで11'、ードポイント綾定やザァタ

の検査査なEの}I/-}IIが'iU加害lt_質感Ull何事(応住の971時}が加わ

。ました.専用武量産や噂111披備b特徴あるものが榊えたので、般のうま

い方なら.コンパットシェルを組み上げたあふイラストなri'taiぃτ
みる t楽l.~ 100万般rしょラ.

プロフク，<スターだりのチームi'組んで、ハンター指浅い、うより傭

兵tして、キャンベーン~飴めるのもいいかも知れません. プνイでき

るシナリオのタイプは限られて〈るかも知れませんが.伽肢と主に僚体

や量完備を使い分りた札紛ぞ7'のある各地i'til仮したり、加勢するにして

bどちらの隙符につ〈かでもめたり・・そうした本氷の青紫世:!J;'やシナ9
*の本初t進う調巧;rc-の来しみや遊びを見い出していりるのふ RPG
の，.、・ところではないでしょうヵ、
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高平鳴海先生の作品を
こちらで紹介しています。

>>このページ、をクリックして下さい

http://www.amazon.co.jp/gp/search?ie=UTF8&keywords=%E9%AB%98%E5%B9%B3%E9%B3%B4%E6%B5%B7&tag=grandbluespla-22&index=books-jp&linkCode=ur2&camp=247&creative=1211#/ref=sr_st?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&keywords=%E9%AB%98%E5%B9%B3%E9%B3%B4%E6%B5%B7&qid=1357879163&rh=n%3A465392%2Ck%3A%E9%AB%98%E5%B9%B3%E9%B3%B4%E6%B5%B7&sort=salesrank

	MH_F2_BlockBuster_000
	MH_F2_BlockBuster_001
	MH_F2_BlockBuster_002
	MH_F2_BlockBuster_003
	MH_F2_BlockBuster_004
	MH_F2_BlockBuster_005
	MH_F2_BlockBuster_006
	MH_F2_BlockBuster_007
	MH_F2_BlockBuster_008
	MH_F2_BlockBuster_009
	MH_F2_BlockBuster_010
	MH_F2_BlockBuster_011
	MH_F2_BlockBuster_012
	MH_F2_BlockBuster_013
	MH_F2_BlockBuster_014
	MH_F2_BlockBuster_015
	MH_F2_BlockBuster_016
	MH_F2_BlockBuster_017
	MH_F2_BlockBuster_018
	MH_F2_BlockBuster_019
	MH_F2_BlockBuster_020
	MH_F2_BlockBuster_021
	MH_F2_BlockBuster_022
	MH_F2_BlockBuster_023
	MH_F2_BlockBuster_024
	MH_F2_BlockBuster_025
	MH_F2_BlockBuster_026!
	MH_F2_BlockBuster_027!
	MH_F2_BlockBuster_028
	MH_F2_BlockBuster_029
	MH_F2_BlockBuster_030
	MH_F2_BlockBuster_031
	MH_F2_BlockBuster_032
	MH_F2_BlockBuster_100
	Z_MetalHead_Affi

