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〈メタルヘッド・ワールド〉には、人々の生活・の場であり、キセラクター

たちの¥]険の舞台でもある〈メガ=シティ〉があちニちに娃役寄れτい

ます.

世界をまたにかりた日険を楽しむためには、情景tなるJ.l所の綾子を

できるだけ深〈広〈抱~11iV理!解しτおかなりればならないでしょう.

このセットは 〈メタルヘッド ・ワールド〉内のメガ=シティのうち、

l!I:W6か所の都市をとりあげたワ-/Vドガイドの1iJ-抑です.

いままでは、“メタルヘッド.に収録;;れていた北米の3つのメガ=シ

ティがキ今ラクターたちの主な¥.1険の舞台て'したが、このセットを鋭m
すれIJ:'.世事各地での日険カ町I能主な9ます.メタルヘッドに親しんで

(1:事勺τい晶、't"τのユーザーのためのエタスバンシ，ン ・キット

<l'"1，，て'しょ九

ピフク7ァプきれた6つのメガ=:/7~ 11.それぞれ各方繭に渡って

Z綿 !な併鵠がなきれています.

本文i車、シティの阪10ft!膏命/締役.シティ内のiI1要なエリア/プロ

ックごkの解刻、シティの給側的なデー夕、その地を本拠地tするい〈

つかの支配合:mのプロフィー沖主デー夕、各公鎖倒川11可制につい

τのE円高なrてW成寄れτいます.

ニれらはシティガイド U.τ44距な線分ですが、ほかに.シチ4内t
シティ外岡聞の自然耳切についての紀込そしτ典的まいミュータント

たち、側々のシティとかかわりの深い郊外のタワンi い〈つかずつ例

<Lτあげてあります.

そのほか¥その土地ごtの獄締の脳札管制、制1.(.111総人物、 11>

件・・・'etc.l1適当にコラムを股りてWJIιて1>91.す.

どれも平im副総ですから.<< tこGMI1内務のすペてをよ <mんで、
プνイに活用して(1:;;l、プνイヤーよ9鮮し〈知らないようでは、

セッションの時に鴎りますよ.

しかし、マスタリングをしないプν4ヤー11.このブックレフトのー

部だりを、必司書に応じてt立んでい〈ようにした方がいいでしょう.

〈メタルへγド・ワールド〉を思嚇したいのであれIJ:"!-楠尭をお薦めします

かt も LあなたのGMがこの中からヒントを~~全てシナ Y*をつ〈った t

して.地元民てな付加Z知らないような情報iがシナリオ ・クリアの織に

なうていたなら、そしてキャラクターがそれをのつりから知っていたの

で11.GMもプνイヤーも而臼〈な〈なってしまいます.

~在制.!fllLてい畠プνイヤーキャラクタ一念t二ζで紹介きれている

シティのEれかで生まれたとか!lti'liLているのなら、その衡についτは

群い、はずですから.寸-?)'tこ内容を理解す畠必療があります.

ιかし、 itli'Tゃ仕事の都舎でr外個JIニやってきたのならば、降り立勺

た土地についてどの〈い、知。τいるかはー慨に11l、えません

寸ゆに剛111があり、鮮い寸I織を得畠チャンスがあったなら、あ郎、

はそのシティにずっ t興味を持っていたのであれば、二のプγタレフト

に記述のある11怜専のIHんEはf知っτいる』よとができます.

g 

また、世界の地理に鮮い、とか、紛.frl崎峨を研究している tか.ご〈

緩い、知人がをこの出身であるならu了、特定の項目あるいは特定のνテ

イについての計怖心精通していτ当然です.

しかιをうでない場合.つまり;mして偶然や今てきたtか、データ

を械国持するのに+分な時flUがなかったなら‘ Eの〈らいのW持量を入'f.で
きたかはわからないでしa九

GMI:<'こまで悩報を与えたらよいのか、プνイヤー1:<'こまで知っ

ていてよいのか、キャラクターのmかれている状況でずいぶん変bH

す.

ただ、プフタ νットの犯述の11<ん1:'11一般公1~J1i'持起であり、 7 タセ

スファイパ-{'埋め込んでいる市民ならば、自白んだときに晶、ァトワーク

からよれらのデータを続みmすζ とができ晶でしょうl..旅先で".Il!切そ

うな人をつか孟ぇτ一杯おとってやれば、いみいみ鮮し〈教えτ〈れる

でLょう.

Lかし tころEころには』倣にはあま 0知られτいない紛絡もあり

まれこれについては、文中に「行政府はこの司慨を秘笹に-J < b.r村t報
通なら知勺ている』なnいうようにただし讐きがしてあります.そんな

場合に11.GMIはを続んで各帥j断し、与えτよいt思った悦.fG1!t，
{'プνイヤーに伝えて(1:;;い.

tζみで、一般公開情報t!1tを集めてあるtいう ζとは、ほかにま勺

た〈非公IMIな術館bあるはずです.何しみ、メガ=シティ 11拠1密t限 Z

カ可骨~<U1なのですから.そうわった品将軍については、この中でははう

きり<11'明かしてありまぜん.ヒントじみたー筒!I孟-rl叫:ん盛り込んで

ありますが.飽きれた兵実については.GMのあなたが自由に考ぇτか

まわないのです.

真実は.あま P にらメタルヘッド ・ ワーJνド織れしていた~.わざt
らしいもの、仰々しいもの、つじつまがあっていない bのであっτはい

りません例1:支般金支4宇都は金氏、地球をlJf.服Lにきた宇宙人でした

< ;;. f!'f2 メタルヘッド ・ワールドのす4τ11狂ったゲームダザイナ

ーの妄怨でしたt幸、tか).

しかし l本の物穏を形成するた'11ならば、隠;;れたtんでもないrt
2提11(それが省司堵たちには一生の大事だkしても).あまり世界全体に

は影響を及Ifきなh あるいは一見及Ifきないものです.1止持は広式イ

あるこ tを忘れないで(1:幸い.

ひtつ基織をあげておきましょう.メガ=シティが消滅するこ tを前

総にした、あるいは消滅してからプレ4ヤーが行昔日Iするようなストーリ

ーはいりませんが、メガ=シティが消滅のピンチにきもきれるようなス

トーリーは何川田や勺τbかまわないのです.2H官官、メタ/vへ、ノド ・ワ

ールド11をうした、明日に b滅ぷかも知れない不安定なI!I:!Rなのですか

ら.

とい勺たkころで、これからはこのl情を手に、あなた独自のメタル

へγド・ワールドを制造Lてい。τ(1:;;ぃ.



111:界各泡に点砲す畠メガ=シティ I~. それぞれ翁自の文化/.l!IJ!! t' 1.'/ 

今 τ封札 111何らIh・'/.(もす4 てが遺言自tJ;です.ャ〈ら文明が発途ι.
通信/交通念'PI滑な惟揮で..各地"(":独特の差異が出るこ kには習N)，

ぁ，まぜん.

MHヮ-J¥'rで11.島本t'Jにシティ外r、の銀行はあま 9ー殻化しτい

まぜん.;j: (の，Ii氏は.申生t'生まれたメガ=シティで過ごし.Ilb'の

世w.を見るニとな〈死んでいきます.

だから、シティ外旅行t'M'。τ体践する名'はたいτも¥シティごtの

雰耐久/師飢畿なEの進いに戸惑うよ tでしょう.

二ζ1:'11.今向1I1介t>れる6つのメガ=シティの解説に先立ち、風"

の違う拠lil，("役立つであ吊う情報tをい〈つかの項目に分りてみτぃちま

す.

1. 6シティの通貨について
1量拝通貨11WS(ワ-1"ドダラー)であり、 EζのシティにJ1'-.τもζ

れが正式にf底追ιτぃます.

しかl.主米以外の作シティで1卓、を机Fれメjl=シティ鐙Ii>>ょ，

萌.あるいは建銭鰍娃政伽・峰Hfb~淀するしばら〈のl1li1:11. 支

促企業行政府1)':rdtの事情で施通事ぜた智定通貨が存在します.

よれら暫定通貨11.'*ンラインマキーシステムが完全に定着した2150
年代には、f!~甚な〈な勺たもので.正式な通貨k して11U!められτいま

せんが、それぞれのシティ内の、 uにダウンタウン平線虫キャンアr
11 ll! ll!fiI!Jllt> t¥，住人の1111ではいまだに涜通しています.

6つのシティの判定通貨11以下のとおれあbせて袋20止や'W$tの
νート (2150・・21551ドまでの平均雌)も列記しました.VートはW$1 ~ 
l削)tLt~J~.r，..暑の付定通貨 l 単位で何%の値打ちがあるかtいう斌隙

です. やや二い‘I~ですが. f:同えl!l新1')111ぷVSで、 WS1 f}IJJl.ftt: 
u【剛吋どから. 1何ドlは12iJ')の価値iがあるのです.

な礼二れらの通貨I~W$からの両停はできても、智定通貨からのW

S両旬It基本的にで事まぜん.

暫定通貨での買物

Jt--Jレブックの物&の毎舗はドル表示主:町で、レートに後ゥτ暫定

通貨で貨物をすると‘ 自慢をすることが多いようてすが、実はいつbそ

うではありません.

100+レートXW$OI絡で、 宙定通貨て切通常価格が出ますが、 ー般

に涜過している4払せのシティで多〈出回っている晶(ぜこの支配~療

で金庫していると思われる物)I:t、 W$での価絡に近づ〈ように、xl.

2またはxO.8してください.ζれはシティ内白紙ヲ有機織を守るための

行敬H守的措置です.ー般消興財l:tW$に近づくように安定供給されて

いるのです.

3 

ιかし‘ダウンタウンでの暫定通貨の飽Illltrfl'lIllJt'袋します.そよ

でιか通用しない金を使うのだから.上血阜の滑に信用書れるようになる

tいう二 tです.

また.取材lきの際に智定通貨τ支払hれるζkがあ'ます会tこの

ゆ合I~WSでの支払いよ'$めに色らえるのが普通です. ~，緩いが直面

倒なヤミ通貨1!から、その手設秘 tLτ多めに支払。τ〈れるい・主b

りです.あなたが幻也の者なら.r支払いは智定通貨でOK?Jtい主中

しIbは受りる4 きでιょう.

11定通貨評価表

シティ名 通貨単位と表記 レート

ミνιアム東京 新伺{ニ&ーイェン) N￥ は開唱

シャンカラ Jνピイ R 想R品
メガ=ケープタウン ランド L 75% 

セブンスへプン オージードル AS 800幅
.:0.>.ープラジY7 タPザ Q 50!幅

70ーペrνテ'J¥'? エギュー EQ 11'"幅

2.言語
曾簡についτlム英露が窃際指です会仁たいτいのー也市民11英語t

そのシティで苦手から使bれてい人材IIll曾路の2般舗で会話でふ不自由

な〈続h書きでき ます.シティ鐙紛糾:はEニのメガ=シティ b人橿の

るつぼt化していたので、シティ所似雌辺の温う曾絡を能う者U た

わるようです.

シティ内τは特にダウン??ンでは慣川常R陶 は (i画じますat英会

1[;(らいなら践でもでき ます.*a間続み唖fbに引、てIt全体の制泌〈

らいの者がマスターしている よ うγす. ダワンタウンより封~'b7.kt匹の低

い縦!i;"，"'I'ンプなEで11もう英"ができる者はbずかで‘ひEぃtきに

は、彼o~属する少主主部族の宮窃L会煉れない人い、ます.

慣用曾儒参考褒

シティ名

ミ νユアム車~

シ"1'ンカラ

メ:ll=クープ??ン

セプンスへプン

4ユュープラジ97
}I.ーベルヂ作タ

使用されている可能性の高い慣用曾密

日本語.鱒面白濁.中国婦.アジア系曾Ii

ヒンドク-1I.itIアジアと耳目軒アジ7系曾儒

7'79:h甲ンスZ乱 7'7リ舟地峨の曾m
アポリジヰ正捻k柄下地/4の曾fli

ボルトガJν'lf.スペイン1冊、南米地1阜のttll!
7ランスt師、"'?9 7!n.西l政，.試国Eの合総

3.標準生活レベル
住んでいたkよみより豊かなシティに米たならば、物価t.>Wjいと感じ

畠はずです.そこで、今までt1.，体触の仮置をしよう k品l.tl!.rの〈



らいの出資が見込まれるのでLょう念、また.逆に貧い、シティ11物価

品安<.(あなたが多〈の外貨を持。τsτいるのなら}耳障に過ごぜるは

ずです.

ここでは標線車守な出資tして、それぞれのシティでの1食あたりの食

事やホテ山代なE者例にあげてみました.がわこして(t!t;ぃ.

なお‘このデ'-jlll，e，・-n~ そのシティのvペ沖合表すものではあり

ません.例えば、セブンスヘプンは天然資源が虫記【なうえ、雄元に大手

の食品企業があるので、世諸'i7J<l世11r.r，めでも食品11'!iiめなのです.

1似こ繁沢'い車線徴的な市民のvベwでの紙です.食材をすべて党幹

t~撃に寸るなら、 上11きりがあ静まぜん.

また‘それぞれの具制下Jメユューや宿泊施設の岨邸il1.そのシティの

匁|園長tをむ裂していますヵt会却を瓜に受Itてはい11ません.

4.空港の利用
す4τのメが=シテ ~I且JJI~軌: 泊シ々トJνて結ばれてャます. rこかの

シティをわざわざ経由するこ tなしシティ Eうしはじかに窓絡を附い

ているのが筋苗ですが、続出便ももちろんあります.

旅行じシャトルを;fIJmするとは限らないでしょうが、いちおう.空港

の様子U"J聞のしかたをかいつまんで解説Lましょう.

よそのメ:ll=シテ4に行きたいなら、シティのEζかに量制肱ひとつ11
7ï:f1ーするはずのSFII泌~Iこ出向きます(もちろん、_;.ァトワ-91こアクセス

してl'I弘府予約をするこ主も可能ですが、持i且はあま ~ìl~世L ないので大

丈夫です).

:h 9ンターでìlî氏l!íE(かアクセス 7 7イパー)をf桜~l..誠亮iL!:l((.Ji"告

げ.料余を支払えば、f(<，!Tカード~らもうか.アクセスファイパーに旅
行計百Iカ哩E録t;ttることになります.それから.シ守トルのtE飛:#1:'波
書れるでしょう.

ょの3つの粂iq吻 Eれかをi両たLていない場合は絶対にシャトルに釆

るこ tはできません.

つまり、 (rこのシティでもよいのですが}市民で串るこ tがまっtう

な鰍行名'の第一条件'(す.市民11市民俗の交付主将抑制:パスポートも受

111民っているようなものだと考えて<1.ゴきい.

アクセスファイパーの偽造はできない bのtきれてお札実際.非常

に鰍い・ので、 ζれだ11スピーダ符に波航ができるのです.

t時耳~金IltゲームJ:11紅白量なので)rζ に行〈のでも、 i 回W$日即時

主しておきます.経由艇をヰJJ!目した場合、 11'途τ降りる tiiij途無効tな

。ます.

犯SI!膝がある者には日午可カ憐.りない場合もあ~;!す. J:t:. m氏であ

っても個人的な耳目胞でアクセス77イパーを哩め込んでいない者.-)i! 

以上の所紛がなt、省、シティの定的たランキング制度である但)Jf以上の

鮮百年を受付τいない者なEに併可念特りないケース、 つま~11旅行でき

る市民が取られτいるシテ4もありますカえ ζれはよょでは鈍明しない

こ主にします.f'ωfLろ申JUJl:がシティによ。τ微妙に違うので、li<什者11
住;IJ;カt;l:~f.なるでしょう.i嵯航先から帰って米られないこ tもあるか

も知れまぜん.

GMはそれ、戸新寺があるい、うこ tを:覚えておいて、ゲームにi再tII

Lτ (t!t; ，、

19唱えI!、11)</"1'のふたつのメガ=シティ1111.告から犬般の1'1'のメガ=

シテ.fInJに11空路州闘かれても・ない場合や、掛ドf嚇 7までその路線f!1I

逆行が停止きれるこ主があります.アクセス7アイパーに敵シティに版

行した1.e銚ヵ1fJ!勺ていたら、そのシティからmられないこ tもあるし

スパイ容疑をかりられるζ とむたまじめ晶でしょ j.

GMI1ニ主した旅先でのトラプルを常に考lI!!しτおき.，e，・~な~ ~仁

ストーリーに絡ませるようにしましょう.むちろん.プレイ々ーもよ〈

1.'.1凶の松況をみτ行動しなければなりまぜんo~脚L道シベ・トノνの旅11快
i車です玖トラブルに巻き込まれない可舵怯がゼロいづ続行はないの

標準的な出費

ミレニアム東京

食事 最低{合成牛井)

棟割自(合成材料的定食)

+φに賀沢{一部突然材料(/)フルコース)

ホテル恕惨{カプセルホテル}

機準{ピジネスホテル)

ゴージャス(1紛れテル}

シャンカラ

食事 最低(~ンパクベース ト}

機準(合成パンと合成力レー}

+舎に賀沢(-昔依然材料のフルコ-;>.)

ホテル惣惨信事よ/公園)

機準(モーテJレ)

ゴージャス(1流部テル)

メガ=ケープヲウン

N￥ 4 (480円)

N￥20 (2.400円)

N￥3∞ (36.0∞円)

N￥50 (6.∞0円)

N￥120 (14.400円)

N刊∞(ω.∞0円)

R 1 (ω問)

R 5 (3∞円)

R 1∞ (6.∞0円)

タダ

R 50 (3.∞0問)

RI50 (9.∞0円)

食事 最低(脅威パンとおカザ) L5 (375内)

様司直(合成材料的セットメニュー} しお (2.おO円)

十分に賀沢(一部天然材料相7)レコース) L5∞ (37.5∞円)

ホテル怒惨(不審者留置場) 罰金L3∞ (22.5ω円)

僻{ビジネスホテル) LI∞ (7.500円)

ゴージャス(安全なホテJレ) L8∞ (60.(X却円)

4 

セブンスヘブン

食事 愈低{合成ファーストフード}

機準(ミュ-~ントステーキセット}

十分にJliR(;吏然材料を多〈使った純理)

ホテル恕惨(カプセルホテル)

様準(シティホテル)

コージャス(観光ホテル)

ニューブラジリア

食事 鰻低(合成プリ トー)

機準(合成テキーラと合成パン)

十分に賀沢(練準食1:2品の合成おかず}

ホテル納容(1Il<nホーム)

標準【民宿}

ゴージャス(観秒ホテル}

ヌーベルデルタ

食事 最低(合成フィ yシユ&チップス}

様場(合成ワインかティー&合成ランチ)

+会に貸沢{ー部実然材料のフルコース)

ホテル悲惨(カプセルホテル)

機準(ビジネスホテル)

ゴージャス(1溝初、テJレ)

A$ 2 (160円)

A $ 30 (1.6は洞)

A $1∞(8，似閉}

A $ 40 (3.2成問)

A $ 70 (5，6ω円}

A $3∞(24.筑間)

Q 1 {関門)

Q 8 (4成問3

Q 20 (1.(削円)

タダ

Q 30 (1.5∞円}

Q5∞ {おα胴}

E Q 1 (ll(判)

E Q 10 (1湖洞)

EQ湖 (33氏胴)

EQ4O(4.4氏関)

EQ 鈎 (9.筑胴)

EQ5∞(55.ぽ胴)



です.

あ t は、だいたい20世紀lJl(~の問問犠飛行畿の集91j~閉じです. b 

か4ないこ tがあれば、そのあたりを参考にする主よいでしょうo ]I~j軌

道シセトル1~201!脱の旅存畿主同じ1部閉lを*たしτt、ます. 犠飛手順平

方訟なEは一段後まっτ1..H.lt.大き〈変l!!t-れるよ tもい‘い・う

ζ とです.

きて、 4停耳!~H'受III担ったら、ハイジ'\'ッタ防止のセキ"， y ティチェ

フタを受It、 m宛ゲー トの待ち合い所でシャトwをf，~ちます.チェック

体制は咽〈、彼身flI2防止やナイ 7fllJrなら持ち込みは静香れています.

品ちろん、大型銃器や嫌側なE、E主見ても鑓身用の武器でないなら取

り上げられ、場合によってはζれらIお革ってきません.

豆凱道シャト)11

宅友'
b、。

切

5 

TRA VEL GU/DANCE 

ま仁科~n抑持ち込み111.単ilI'l ~ 1..てI備だけで、そのItかの事効11

貨物~I..τ宵i114:す.シ」ヤトルの}~却wに積み込まれた容の古河骨は、目

的地E話'IlI'll.i企に返されます.

駒正について.通~W.なきに得い、のですが、対説』蹴τ宮町い、病原

閣が発見t-れたり、伝染病がひe(はやっていた0したら、厳iRな杉田置
を受1It-せらtt..それに，tスしないt空港から1[¥られません.

普沖1111厳し(tr.lせられます.その制限品目11シティによってきまざま

なのでζζで1111!!明できまぜんカtm制ドラフグ平、旧世紀の価値ある

遺物、木軍司品、11:念総領.綴兵器なel1持ち込み/持ち出しを控えた方

が気鯵でしょう.



シティ概要
初世況から22世紀製f~まで、日本人のマキーパワーに玉置えはな( .ま

たシティの復興もかなり♀〈、そしてその繁鋭ぷPはまえるこ tはあり

ませんでした.

ミ νニアムJI(京I~世界経涜のー測を偲う平fカメガ=シティで、MADE

IN TOKYO製，YJ輔副主いまだ'/.1れまっτいないのです.きもに.東京

の支高波当艇はいずれも拘留綿市にお・ぃτ非常に大きなカ~n?τいる t

b伝えられτいます.

シティの索性について.ミ νニアム(JI(京)~俗に呼ばれてはいます

玖をの実体11旧来京都だりにはH まらず、京都，/;J..1旺~福岡までを

超緯線で私んだ、総合メガ=シナ4です.つまり、ミニサイズのメガ=

シティを交通路でつなげた迎合都市がミ νエアムJI・r京の正体なのです.

こうした複合形態のメガ=シティi阜、1世界で色珍しい例い・うわ11では

ありまぜんが、シティの織から治までの長きについてはかなり大きいほ

うでしょう.

日本列島も:b1lストロフの経容をま自がれるこ上はできず、主〈にl拘

束11眠災や組成によっτ回復耳百1能t思われるほEのダメージを受りま

Lt~.また、 l日中部・近総也1iI1内戦によりは t んEの地方都市会悦雄

主化L、復興事れる見込みはあ静まぜん.

現イ量、メ;1/=シティの範閣からはずれている地方ー北海滋・東北 ・東

海 ・中部 ・中薗 ・凶闘・術陣l以rtlの丸刈、抑制なEむ悪化した自然綴境

や物資流通側膏の不備による住みに〈吾、または自然俄百四区tして指定

きれているこ kから.IHんE無人地帯主化Lています.

メガ=シテ4処脚同基本コンセプトのひkつ玖 i日大都7凶器縫に

した復興だったわ"ですが、ミ νユアム耳()j(~ζ れに忠実に旧東京. 旧

京l:Il.IB'大飯、旧lslllJの州市ほして、復興/鴻IIHel1i薗d'立てられま

した.

ミ νユ7ム東京11メガ= シティ ~Lて機能的な特徴~布している主訴

{画きれτいます. 1回世紀ではひt つひk つ大都市~Lτ有複していた各

プロック/エPアヵt ミνιアム東京内ではそれFれ別の必畏不可欠な

佼制を布Lτいるのです.これらは、 微妙に:U'JI.~対立書ぜながら同時

に協力Lて、ひtつのメjl=シティを活世討ヒきせているようです.

ミνニアム東京は.東京プロッ?(シティ内での呼称は東京区上京都/

大阪プロック(京阪区上術開エリア{館岡区)に3分寄れているだりで‘

ほかのメガ=シテ4のように広い範囲にプロックやエ97が連なって存

悲しているわりではあ争ません.

それぞれが1日都市の範邸内だりで完成~tt.都市政置付主衡が品臨んでい

るこtもあ勺τ、敷地面績を見れば非常にコンパタトな印象者受ります.

各区内には寄らに工灘区やI師、tl区、住宅区、スラム衡がl'i.tEL、セキュ

Yティゾーンもプロフタ内て純ゆ化事れています.

ミクロ筏すればメガ=シティ構想からいきさカ・はずれた1日態依然のシ

e 

ステムで運営されているζ とがわかるでしょう.いかにも、総例I;}な抗

野に立って勝司l~見られない日本人がお叶Lt~都市である t詩情できる

か島知れません.

では、それぞれのプロック/エ97を解説していきましょう.

東京ブロック
ミνユアム東12〈γIJ.r中央プロック J~\、う干'i.tEは否定きれています.

東京は名実共にl自白本闘の首相iであ争、政治/経涜/文化の中心でLt.:o
その役割11今でも変わっていないのですが、 211世紀末に日本政府が峨能

しな〈なったときから.ほかの地1;"都市の事u主力/自治能力IJ.大幅に向

上Lτきています.

~号

s-
F ー-“‘司 自 圃陣ームJ

J ・・



MILLfNNIUM TOKYO 

MILLENNIUM TOKYO 
シティデータ

・公式名称:日本列島湾開発都市連合

・俗称 :ミレニアム東京

・範E章。旧東京湾嫁~京都 ・大阪~禍閉

までを幹線交通路で絡んだ権合

都市

・中央プロッ?所在地:東京ジ:tフロン

H非公式)

・人口 7(以TJ5

僚京4ぽ師、京都10∞万、

大飯田却方、術問1500万}

・都市織能中枢.復合AI(高天原(タカ

マガハラ))

。

グ

。。

J 白

、'od 。コ• 

'fOKOHAMA TOWN 

!lOJ喝ベイフロント.盟国母明記つ〈られ~田実飽歯切 ・ベイ=ラl1('q;噂η

13・忽11ら由笥盟ゐガ"!Iされてい惨事.

掴に置り出した人:r.I3'漣cllll"，n~.量・開‘ベイaラポからltl-:聞かう
ストリートガ@・盟、糊E闘かうストリートが調書忽ドラッヴ面.理則自衛北

田ストリート隊、 ・8鳳笛 ・ゃヲザ. ."べ=:L-~で写.

① 

CHIBATOWN 

園調!t1a&る~め、工戸フロントとも岬ほれていsす.

実際1-:13.留渇脇市国勉刀ら北東方南骨肉晴舗にあり、チパから隊町つこう

置鵬がありs写.

lI!1J!;向置E働<2'容の目置き過りが、湾畠忽ザイバーヲリニッヲ街、 1111:
aる網円形4珊遺物隊入車園初公・、つsりロボット申脂綿.で司T.声 望

7 



斑扇面白TF

東京の名所

l日新 宿副 都心-1日山手線沿線.

ピル衡は大地震て官製lt..、かつての繁栄b寝のようです.いくつか

の戦争や内織を経て、また疫病傍野宿チフス}の流行で、ー縛は無人化

したこの衡には多〈の危険なミ三一歩ントカ精みついてしまいました。

しかし、いまでは周辺部にまばらながらダウンヲウンが形成されて

います.このブラックマーケットはとくにヤパい物品だけが溺畠する

泥綿布として知られています.二田中でもアキハパラ・チップ簡は2

ンピaータ関係舟品市寝いブラックマーケットとして有名てす.

また、 l日欧舞伎町のエンジエル ・ロードには多〈の煽館が立ち並ん

でおリ、二れも名所といえるでしょう.

インセク?ーカミ初めて実粉生入されたことにちなんでいるのか、廃

虚を利用したアングラなプラツデイゲームなどb盛んです.

旧千葉市:

千葉榔長はベッド?ウンとして再側発が始まっていますが、 千禁

には亙軌道シャトルの空港があり、空の玄関口としても有名です.

世界に繍出されるヱ業製品を生注するヱ積地帯が広がっているのも

千葉の符後て寸.

また、世界的に有名なチパ ・サイバークリニ yp衡というサイバー

手術患が立ち並ぶストリートがあり、いつもにぎわっています.

18横浜市:

泌耳目立反対備の千葉と同線.ニのあたりは同じ他上でb絡むよりは

はるかに住みやすいようてサ.

横浜には多〈σ減究施設が集中しています.本来、研究施邸主ジオ

フロントにあったのですが、事故に対処しやすいという理鼠でこちら

債ト.(f)紙数カ情なわれたのでしょう.研究施段衡のおひざもとという

ニとで、ヨコハマ・ rラッグ衡というドラツダ噂門庭宮町b有名です.

船舶の往来は権問がまとなっています舟え横浜も港としての価値は

いまだに失われていません.

ミνユ7ム京京とい主俗稀:-JI()j(は1止界に側こえた悶隙相1I刊百ゴったの

で、ふつうはζ 戸利Zれていますが、ほかのプロックの住民はこの111嚇

事え口にしません。

それでも、現火に110;\プロックはメガ=シティ全体の，C!鋭部であ~，

ニ層階訟の傭，11張緩を持つτいます.。とつは地下に処lltきれたジ*フ

ロント部.らう(;'~つは池上の1m附持部およびJ!OÑ'l'I人工ねです.

ジオフロントについτ.これは大2応足の教問lから学んで、 22世紀にな

ってから桝げは寄れたむ也下新都心〉であり、文字Eおり地下t二つ〈

られた大都市でれそのJ，tk耐僚は2平方キロメート作、総草間lは45仰
にも遣してレる t宮われていますかt地のほは超VIPの脂住区、そし

τ都市機能AI な Eの所必也であ札行政府11:il:.置なi~舎を公滋してい

ません.公式宛袋では ISIlllflかもなる階m都市で、各7 ロアl勾に 1~Jí}，l"r，

20mまでの雄策物が建τられ、縦械にお続交通機関が完備した'λ縦一支持t
の結晶主もいうべきハイテク都市なのです.

ジオフロントlil3-I務官HHでがr/fーフエクトセキュ担ティゾーン、

4階-12mまではプライマVーセキュリティ〆ーンで各佐官庁、企泉施

訟なEて移成事れτいます.地下 l-llf時まて'li-殻ピジネス街、市氏

のほ住区なEτすが、 H泌H:近いフロアに1.1.スラム化 した地区も一郎あ

りtす.米京でr11lめる名'ほど U，.んJt与干に潜ってい〈のです.

都市即応H月而に移住していない}織力者が集中するJi線器H二鰍K

8 

前入するこ Ui物理的に鱒し〈、この除去とえ、うOlIではほかのメガ=シ

テ4より巡んでいるい、えるでLょう.

地上の1日時可野1車、 パペル捌からいままでH もな彼興刑宣fll~立τられ

ておらず(t:!Iíl市liílirf'J草は金喰い虫のジ*7ロントC:~跡、取られτしまっ

たのです)，ダウンタワンやm己衡が大部分です.

米)j(18:'の管区tしてはJl(Jj(j円以全体が指定書れており、 t泌丘τは111償
浜市からキ築市までItl級市民の住宅司2ロユー、袈擦のように完全な籍制

の行き踊iいた金満家の蕊榔/別荘がつ〈られ始めています.J抑止妨めた

人口がジ*7ロントで'Jfl稼Lきれな〈なっている畠演で品串るL，やは

りJt下での生活1.1.心、カ哩古まる tいう こtでしょう.

東京で111惑なi荷は、削減にスマートな貿易地区 l t.. τ、ま f~高~1lI，C'

機能主 して栄えた人工向斜Ol¥グランドポート〉です.二.:1.1.1'持1:'1平~~J

~'f-It久いまやアウトローだりか惚れ.f.む磁S誌のtH なっても、るよう

です.その入口1.1.治安笹野道仁ょっτ常に封釧/バトロ-}"きれています

が、しばしば僻き紋たれた野燃のようなパンダットがl日時司自を縫うよ t
るあります.ジオフロント剖lがほかのメガ宮シティよりず。 t平むな分、

地上の治安の慈事は1世界でもトップクラスでしょう.

京都・大阪ブロック
ほかのシティになぞらえれば‘ ζちらは副中央プロ ックい、うこ tに

なります.東京プロッ列車ニのメガ=シティのJIi高Eまたは心臓湖iに相当

する部分ですが、ここは線多な役WII~;IHtっτいます. 旧京締 ~1日対涯

は耳1直面'(.Jに近<.ひkつのプロ γクtきれました玖あらゆる術でニの

こ都11側告が逃うのです.

京都 ブロック

lI'f京偲自治区い、うのが正式な呼祢です. ここは、新IEI~ {の;;:教の

総本山f二時激都市であり、お教団の制点記胤の器地であり‘ 二のr.~闘
の膝史カ剖t-保干'f.~れて"る記念都市でらあります.

制限酢I~でももっu，天変I也lÞlパ削ゆ彼等の少な念、う 1.:r.肺Hのひ

kつで.事らに手i1Jな地元の術持者の干Uf.もあって、メガ=シティを形

成する小都市~t..τ. し:かれ量ー自治区tιて参加が蹄~れました.

ミνユアム東京全体を主主fX色が'ial'，糾絡なシティだと考えτいる人

い tす玖よれは33は)j('抑iの符殺がg;みIIIしfJE封勝なのです.

谷教団はその勢力に応じて、シティ内の>.:I'J也守分担IJl跡、込みし、数JOO
区あるそれぞれが白1111:'臼治J~行なっています.都rtl滞納に妨まっτ、

立法/行政/r司法す4ての方ll-b明治区:.nt?~線lH つよえるご t じまっ

た〈バラバラなので、このセクションで郁if締法を説明してい〈こ tは

できまぜん.また教創どうしはしばしば抗q.を起こし、そのたびに助力

〆ーンカ略滅するので、京都の銃製は常に変化し絞げています.

めいめいの教創は布名な史跡などを拠山U:して指定し、)f，j闘を教:ß~

Lτ闘うこ主が多いようです.なかにはま b り全部ヵヤ~~ t， ~械で加われ.

仰をしているのやらまった〈外部の者じはわからないい、う教区もあり.

非常に不音株会・つ神飾郡Iです.し倉か.し、史跡を究全な形で{保!1.，省l-Lし、{毛ん

な也のが』串ちれ制1ぱzのE話目ですカがeりH後量剣l伊"
拘知1れ£ 叱ぜfん. 

京都に住む市民は、はtんE会』砂市Iらかの数割の{自分が$まれた教

区、い{li自分カ知位する教区の}脇町あり、日夜、教団への新附

跡二務めています.組幹t出掛lr.t.fii宜制1Iや史教誕の排斥迷宮jに<1，まら

ず、教印~パ、ノクアッアする金策停で働いた号、教ÐJの利益~守る私兵

制l織に参加すると札、う実務もあらわιているので、それぞれの剃8:1.1.，

r結束の箆ぃ112峨住民てlIJ'~きれたゲゼWシ令フトであるJtæ後でE る

でしょう.



教区E うしの統:q"t絶えるこ ~I~な〈、非峨捌Jlがそれに巻善込まれ

るのも日常茶葺tll'です.確かに』聞は少ないのですが、衡を渉いていて

1出掃に倒れ晶線事ははかのメガ=シティとそう変bりありません.

教区の刷、でも有力なt、〈つカ・は、 I!tWに対して紛斉力/.，(1'りJ~行
.. ・"f!l!γき、外殺をほ1.，'JI(京判断踊.~京都のなちを無説できな，.のか'JJ，!突で

す.

大阪ブロック

大阪は京慨を追い11ぬれた(または脱出してきた)1'1山市民の1<ll'lの地

です.教縫に縛られた京都の少年/少kが-lIfは夢みるの玖 『浪速の止

を絡むこ~s':そ主です.

I Elll'lifi -神戸市に遅刻輔J.!線がもっとも栄えているt叫孟で、そよから

IIJ大阪府111心部までは術援区、甘?宅街、ダウンタウンカ'w.-!lt有事Lτ

います.

ただし、別決の大阪はミ νニアム31{京のなかでもっu附発が巡れ、

行政商から島軽悦きれているプロックです.

laSi附1世il当初は大阪l.U制中央プロックであり、耳扮;ブロックに次(.};¥IJ

蜘lilthgがおかれる予定でι1.:.. が、滞納川崎fi~;が安定した尽j克にあ

るニふ縞IMIがlR裂な交易地主なったこふもとも t大阪に僻んでいた

人々 が官22Eによる管担を強〈慰んでいたよとなEから、倒的il111>実上破

誕t'n.福岡と)I!)j(を給ぷ中継嗣liIiとしてのみ佳作カ惜午きれた形になっ

たのです.

しかし.ニニIHUt人日韓;JIIj也で、途中まで榔司市|散が』臨んでい

たよ t もあっτか.メガ= νティをh~此する l ブロ γタと して、何tな

〈今日まで4干敏しています.

Uii'眺めた者は金制'(.JC二本完成な印訟を受11るでしょう。途IIJで処肢

が欣り n'，~れたハイテP剖崎物t 突通路がいたる t よろにあり、シティ

全体が歓総括というかダPンタウンい可た感じです.ここはほかのメ

ガ=シティのように厳神jなセキュリティ〆ーン指定がt'れていまぜん.

シティ 1111を~iぷ併線U>ず糾:有みする拠点は別ですが‘それ以外のエ

9711形のU:では酌ぬれていτふt'1H'瀞帥fないので』躍も守らな

も・のです.

者』誌な市民ιl'-W";r，'IJ''l'J$Jff.Jにシティ全体に散らばっており、人口桜

波も低I~I なので、給品!I(.Jにほかよりやや治安がよ〈、住むのにまずまず

な尉昆を形作。τいるい、えます.1n去の京都のri:(J，もあって‘このfol

1I1r.~fIj的雰刷会切なりクローズt'れτいるのでしょう. 大級iムミレユ
アム五Cifのなかの「空白地仰Jt呼ばれるこ kもあります.

大阪プロックの~l凪やJ;llJlかも〈る大きな特色11. よょが側人でfoiJか

を始めるのに迭した場所であると L ‘う ζ とでしょう.fil刻府(=支配~1Ê~)

の自が行 ~Aîjかず.しかもそれは rfi!.険ではないい、う不思織な所な

ので、小企を貯申て応を:1¥した?. f{!調fシンジヶートの組織づ〈りを始申

たり.ま Ò~ に以を融!わずに小きいこ t をやるのならび勺t: ?なのです.

);i:r.JS 1こ t 。て.*唱I{IM1J.1;や教徒の~ß光地であり(そのため刊怜若者

が0んぱんに務妨害れるい、う跡、而bありますが)、戦j品でのチ守ンス

を11lうパウンサーにと勺て“上司(b'入りやす~.l~jiJí1..:"L. ~ff!iが導〈な

いぶん， JI(締りいφるやかなので、ほかのプロックにいられな〈なるI!

Eの大悪党や間際テ09ストの休{!，の局主 してもよ〈利則きれます.た

だし、あら申畠筋4て注目きれいJ品i骨でもあるので‘ 事事.fTであれ捗H
であれ.派手なよとをやるのにはぜんぜん~ìJC.、τいません.

大阪のもつbうひtつの特色tLて、 K54楽や食なEの市民文化や風物

をほかのプロフクよ号先限りする傾Itj帥喝容げられるでしょう.心に余絡の

ある大飯の日:["，1新しい遊びゃ貴いill殺を紙めるのがうま弘、ょうです.

g 
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福岡ブロック
7ジア地域にrNEするt、〈つかのメが=シティ Eうしは海運命。必tに

のためアジアの}跡.'(!ilj換は撒L(. :)1'掛の，11もirSc，'ょうです)で、世界的
に勢力のf郎、ミ νニアム'JI(jj(はその中，ω血tな勺ています.

ょうした状況下で制MII1貿易港主 しての役割lを飽勺ています.特t二、

東京が経済支配LているEQS(注1)からの大訟の物資(注2)を受付入

れた?そのほか7ジアの近鱒メが=シティ主の交易、 779カや中南

米への膨大な数の兵器の絢mもここから行なわれτいるのです.

都ïlïl.l..大1ft'に唖l時的られた記防剖.1: 11:1縮問ifjの-fq~~拙した
F鮫織のふたつに分付られます.

日目明書sI.l.i曹施政ゃれ同t街、を Lて量onのほかE軒愉業者ゃi尊厳がたむろ

するダンジキラスなダウンタウン、 "'1じ〈式場搬なプラック?ーケット

なrで形成きれており、内続出111;世にほぼ全械がハイ νベルなセキュ9
テ4〆ーンに指定書れた山容なピジオ、ス街τす.

百日常郊ではプローヵーたちがダーすイな日明担り引きを.1"殺掴iでは企

業マンたちがタPーンでスマートなH靭収り引きを行なっτい晶 tいうわ

りです. 距雄I.I.~いものの郎関から百If.曲品を大阪やJj(:綿一)l!Jj(まで巡ぷ

巡ぴ肢はi:tl1'1二郎畠こ主はあ0ません.まっtうな前倒Eり引きがなきれ

た物品は幹線交通路て1!J?:までJiu:'，れます.

傾向のf1'J疋11吾のIHんどが広大な科目怖に住んでおり、ピッグチャ

ンスを担l今ています. ~際に4ζで大きな術~'é~して儲りた者も多々お

り、企業の支配下にない韓，Iilカルテルや大規IKIな犯誠司l!団む絡をきかせ

τいます.港務部1.1.彼らの資本力で、行政府からひu歩きしτいる t

いつれ・いでしょう.

， .っI.l';.エグゼPティプたちはせせこまい、1勾降郊のお級住宅;tljに

uんでいますカt彼らがここにホtlーするニとはまずありません.よ司に

総められ制止 ζの楽しみの少ない}伊fi:・曲lit.， ほかのプロック/ほか

のメが=シティに栓tl'していってしまいますから.

tζろで、ミ ν二 7ム東京11J1(京区のジオ7ロント布5t，:付カ叫t-完全

に削1鋤~JIこ主主投きれた世Fであり‘ほかのJj(t広大阪、縮問11.郡司市1骨肋T

途中で4量lrrしたか、 mJJ.後に変化を遂げてしま勺た街です.これらは数

百I'l主梓矧でHIこ努でているとか.珍い、ド、ったとこみはあ 9ません.

大阪I.l.aliiti肋吐判lil.f:甘#:し.京都IJ.教創EうしのWIイ機能が書眠状き

れた無制喝な自?になってしま札、ました。 f川町む?必 11十年'}，'，¥τ干邸時仰がよぎ

れいなピジキス衡になるはずだ今たのですが、結局内陸部にその機能が

移きれています.

壱阪の軍事タウン

このあたりの海織は海避の宮盛んで、輸送船を狙う溺波も数多〈出没

します.歴史σ治に一度は引っ込んだ海銀ですが、個人レベルて切武接

的凶納容易なメタルヘッド・ワーJげでは、小型車醐やホパークラフ

トなどに.火穏を鎗載したアウトローが派手に暴れ毘ゥています.

二れらを取り締まるのは企集体から派遣された草活お揮軍ですが、ほ

かに〈マリンプラスター〉と呼ばれる、武装艇を所有したハンターカ漕

われることもあります.しかし、傭兵は金と気分しだいて・、密織や海般

行為む行なうものてす.また、lまカマコ錨渇メガ=シティ貯海軍も、政治的

な理由から給送船団や徳間そのものを攻奇書することもあるでしょう.

そこで、最近‘壱被には海域パトロール/シーレーン防併を目的と

した軍事基地がつくられました.ここには常時多〈の戦脇島匂蹴艇

カ句幹聾しており、また鋪員のための虫色上施政や、小規機弘、ビジネス街

までh溌威しつつあります.島自体にも多〈の警波/戦闘股備が張り

巡らさ払要窃化していることから、〈軍縫島〉という俗称て呼ばれて

います.



複合AI 高天原

高実原1:1:.驚くべき数C公式発表て'1:m方相阻まりの単織童図盟AIて輔脱

されています.ほとんどカ明僚の地下に集中してE盟置されていますが、

ほ舟ぜ3プロッヲにも数叩万娘ずつ配置Eされています.

ニれらのAIは 1 織では特定の任務しかこなすことができないC~

ラスAI てす弘実際に稼働すると阜は、仕事の内容や難易度に~じ

て、 量生1除、1万伽鳴駒し、もっとも通切て妨阜のよいハイレベルA

lとして機能するよう特別にE録十されています.

このときに高級A1特帯の疑似人絡も発生します力士それを形成す

る前防苗の個々の単織舵AII主人絡を持たない部品にすぎず、反乱を

起ニす諸事が非常に小さいと宵われています.ちなみに瀕繁に行なわ

れる特定作業時に発生する逮鎖パ?ーンにrアマテラスJとか「スサノオs

といったニックネームがつけられているのは有名な話でしょう.

エンジニアはこのシステムを吻湾舟でもっとも進んだ形のAI Jと

して2鎗fしたようですが、メンテナンスは大変だし、閉じ機能を持つ

AIがひとつとしてないため、どれカ、の単線舵AIカ唱熔聾するとまっ

たく使いものにならなくなる可制全力《ある、という 2つめ間庖告を践

しています.

港間部は敵性化Lt~i極水にきらt-tt_だんだん品lれちろう !.Lても・ま

すカえをζが無法引の巣痛t化Lているので、行政府は浴狗施政以外の

エ'7の餅獅惜!iIまま今た<:ir.てようとしません.だから、港湾都の住

人たちはしだいに内陸部に向かっτ新たなダワンタウンを形成ιつつあ

るようです.

i主1 EQS:且クエンタル=スプロールの略。マレー中ねに建設きれ

たメカ・=シティ.

i主2 ;1..1立の物資:紅巳農産物.半完成の電守剥lrf:.ゃ工潔製品わずか

ながら農産物など.

公安機関

1. .筏烏
・デ4ピジョン:共同出資

-慨世:ポリス、 CBT、MGPt泳上概:n
.プロフィール :

瞥説防11 ミ νニアム東京全1且~守る、いわば総合皆様組織であり、市

内/成1:/紛線交通路などすペてのE酬を常時ll-ドしています.ミ ν

ニアム東京は非常に飽殺な使関膏遣のよに，R:~ :îr.つメガ=シティなので.

制制11各プロックにおいて分申峰常/漣也採算きれているのか時織で

す.

つま札その土地ご主に有力な団体が、おLリマーセンテージで出資し

て経営きれており、その組織梅成や装備もが納可によってきまぎまだt

いうこ tです(1 í:向え It.、術開区なら最大の出資者はr.'it日オ聞であ~. M 

GPiJ'jilがほかの区よりず勺主宰いでしょう.

パト戸川ポットl主宰脚型の似7雌〉がもっとも優秀です.

2. ALlCE 

-デ4ピジaンアスカ技研

.m成 CB1. SWAT 
・プロ7ィール ・

"A L 1 C E (Anti Low.1ntensity.Conflict E1ements:量、海強度線部

旬。

隊)"11 7スカのイfす晶総合カウンターテロ部隊です.;i、ォ=アップルの

均時P一部隊やユユーロピ7のNGSG9~'げ州議獄事 fil:部隊

ですが、より大風慌ですし、複fill{(.r(糠倒的な集団主評価急れτいます.

数々の新兵器/秘密兵器を所有しており、実力もちる二 tながら、パ

J時 Pー錦lt並みのカリスマ位をも備え持つ、理』型的なエFート剖草壁t

いえるでしょう.

特色tして11.ハンターなEの優秀な外部スタッフを積繍句に起ffl1'
aぃ、うことでしょう.をれ!.MS(抑性部隊)、 LS(女性調球}なr決
戦郁械がどう弘、うわりカ性Rlfで分りられているい、う ζ 主です.

3.極東電網監査局

・ヂ4ピジョン:続紅財問

.1揮成 :AHP

-プロ7イール :

電子1対係に強い続紅11AHPを経緯しています。事2向島11例合優努k

蜘仰いの組織ですが、 214炉開也統加例制.W，で11.A 

HPの般賀町数附名合唱諜スパイ tしてんノキング行ねをしていたこt

が姥党し、 IltJll~失いました.
LかL.rこのAHPでも、スポンサーの都合によるこ主い今たハツ

キングは行なわれているはずです.

主ζみで.犠Jf(常損4聡公』請にはもうひtつ、告の本米の任務1.11違う
点で話題廿;t，鮪一層t-れτいるとこみカ'あります.

それはこの組織内のlセクシ担ンである監盗品脅燦隊の1}，民骨rす.

輔副Z電総監資向の5代目の局長だった古詰織はむかりしょ阜、音楽家



支配企業

1.アスカ技研

• Wl"IMf : 食品 ・ ~品 ・

5主体工夫#なE
-公l庇機関 ALICE 

・1仰向剣瑚出資のみ

-プロ 7.{-/1/: 

ミνニアム珂α〈の支配企療としτ
はもっと b歴史11淡いのです均九ほ

かの2位:/)t宇i1i開発をメインとして

いる1111に地味市場を怒った、治成長

株の企業です.

大阪の白書E回

&、q，，
、，，~~

- -

大阪は、シティ鷲蛍から半分見放されたエリアであり、行政主ではす

べてがおざなりにされています.二れは公安組織についても同じで、普観

局や首都警の隊員やパトロールロポットもあまり配慮されていません.

もっとも、大きな犯郷は発生しないのも大阪の特徴ではあるのてす.

しかし、住民たちは自笹田をつ〈る必要にかられました.

凶悪な犯罪がない分、白書固でもその役目は+分に果たす二とができ

るでしょう.

何より、住民たちは京務め狂僧者たちのことを懸念していたのてす.

京都の軍隊が本気になれば、大阪は彼らの思うがままになってしまうで

しょう.

こうしτつくられたの力九〈オオサカレンジャー〉です.

大阪を狙うすべての島依す努力から地元を守るために組織された彼ら1;1..

まずもゥとも治安均質れている地下鉄町駅周i/l..あるいは地明野を震点

的にパトロールすることにしました.

彼らはパート?イムの警官ですカtいまやその規旗はかなり大きくな

り、 1，から46までの分母、ひとつの分場町編成はパトロールチームカ曹司

ぬ名、捜査チーム怜引O名、内町的制ゆ名で、民間'JU量としてはなかな

カ明優秀きてす.

それだけの規模を持っていながら、彼らは白書団という立場を一歩b

出ません.

彼らの*JU睡や彼嫌名を見ても、自警団という立場カ司錨寓されているこ

とがわかるでしょう.選挙によって決められる総責任者の彼寓絡はなぜ

か r長官』とされていますカt奇分暑における責任者の正式な役銭高は

なし分署ζ・との雰酒気で、 Fヤマさん」とか「あねこ〉「キャッっち rリ

ーダーJr犬怯aなどと実に多織で勝手弘呼び方がなされているのてサ.

また、長官にしても就任中に本調書を休むニとはあリません.ちなみに現

在の長官は普段は喫茶:ldlのマスターをしています.

オオサカレンジャーのメンバーてfが、コスチュームなどを宮む装備

はまちまちで、自分たちカ可吏いなれた債務をそのまま仕事に使っていま

す.

しかし、 バラバラの装備のままではしょうがないため、パトロール者署

員は首にスカイプA戸のスカーフを巻き、胸にレンジャーであることを

示すエンプレムをつけて行動をします.逆に鍵~チームのメンパーは不

統一な矧樽いし、潜)J'I!査や張り込みなどがやりやすくなっている

とのことです.

MILLENNIUM TOKYO 

東京に本祉を自E舎、このシティ内では{い、うニ<11世界的にも)現在

のじみ~I!常に優勢なj国ーです.精神か句クアップするドラッグの製

造ではt世界ーのシェ7.，.f./。ており、ジ、リ~;;・スクな品、ー ミングがなさ

れた一越の24eEZは有名でしょう.

京稲の.<力側到tのまUごった信者がない企業で、そのかわり北779

:IJのグランド=カナーンなrに扱助し、強力な3抑止を貸与・してむら勺τ
対外交渉力を強化しつつあるようです.

ちなみに8脱、むつu有力な紛締役員たる飛E明tとその→"11阜、北

米カーマイクル主除下のアヤサヵ-~ゆ逃線にあたると b噂きれていま

す.

2.猿紅財団

・専門分野 :エヰノνギー ・電子関連

.公也樹制 。倍以jl!:鯨渥巡局

-刷物地闘際機銅【

-プロ 71ール

納容の巨大昔百阜で制、過去か

ら現在に至るまで幾$の総命刊、祉を

合千榊!&~Lτ大き〈なってきたのが

m紅J討聞です.n止近では特にエ;;.1'"
ギ-t1tHI問巡が主幹施)v<となっτ
きτいるようですが.1J.fはこの企濃

の強みは機外での~~1'l力にあ~i1". 

彼知事に7 ジ71ω虫にtJ~資しτメガ=シティをつ〈ら色合弁会祉の

投主主によって、利益.，.~吸いよげTいる安調障な絵お方針.，. t っτいるため、

彼紅の似1、役nはテロの対話血になりやすい tいわれτいます.WJi幹
部会後ilI1、対テロmのジェイムスン恕サイポーグに脳を移航するこ t

.，.~務づリられているい、う話は桁名でL: 九

本社1m而にありますカ仁ミ νユアムlJ()j(では徳田iにおいて特に発宮

カが大きいようです.

3.骨量途院開発
. Wl"J分野:o/diJ瑚~~ .鉱業・

金齢なE

・公'!ii捌J!!:判明i瞥察

-抑制増:苅U>>折、第6海外

布教部

プロアィール。

京都の有力側盟主持に強〈結びつ

いた支直訟波です.ぞれ以前から b

かなり布力な金集でしたが、教団の

協力企得τ大き〈成長しました.地

上の不酎i産やスペースコロニーを$(jifr~Î Lτいて、その収絡は莫大な

むのですが.I邸主救済.却よぴ布教のための軍備蛤JRに力を入れており、

実力があ9ながらミ νニ7ムlJ(Jl(の独政支配備を骨収できずにいます.

自也孟院のi似百決定機l瑚である (221止惚会〉のメンバ-tなるためにiι

苅UII綜のす申が与えたもうたゆ紛趨能力のうち E帥・i'~~現事せる能力

がなりればならないt!'lわれτいます.例tlt，役nのひtりであるワ

イルヘルム氷川は全身から大抵に金粉を吹き出Lつつ、空中浮遊ができ

るのだそ主"("す.

1句



を m指Lていま L'~. 彼はそのll!'を和'1tかかなえたい U!.".IHんE

白分の昌則，-('俊秀な崩事事家をスカウトしたうえτ、監査J;;jffi車fJtを組織

させたのです.

wø抑メンパー会句I名人ばカ・りだったので.以後ら~宮軒家をスカウ

トしてメンパーじするという狩わしは絞~.そのj~r'必技術はE こに:1\し

ても恥ずかし〈ないほれらいνベルを保持ιています.定11航海会や歓

迎式典などでいつb~':iぃ訂衡を受付τいるのは当然ですカえそれE こる

合¥ー般に11(グ伸一プ名Il変わってい畠けれnまっとうな交響海自iで

あるときえ忠bれてレます.

4.首都警察

・ヂィピジs;;-:宮崎関刑事E
'hlTI<:RP 
・プロ7ィール ;

f品f~JH~初旬礎部以外での内政への~ê1VJ~強化するため創世世寄せた
餅草です.結日l措波としτの役目より、特妹都隊的色』ちいの強い剖草壁

tなりました.

ヨ湖底部隊の従〈れ者i阜、そのIHAI:'が潟日}神教区内の料、吸J品で鍛え

られた、 Iまえぬきの蟻動i官兵たちです.鋭やメ:IJなEの袋舗はほとんE

f!l!わず、大げt'な多様ti~プロテクタ-~rfmして.絡樹投や臼長戦Jl1の

武?iて被うこ主を符りとしています.

この副総1.1.ミ vユ7ム東和:存権する公1<・4樹刻のな命、で品、きわめτ
拠釘な:fc?説であり.ほかの組織kす('IUIIfiを組ζすゃっかいな必力任信

者のJI!闘としてa=されτいます.

、
・u

4 ・h

---'--

アーミー
ミνニアム東京の支配企業はひtつひtつカ可亜大な1Jを持勺ているた

めか、ほかのメjl=シティからの圧力にむあまり協力しτmに泊たみう

kしません。3つの企業がそれぞれ別のアー ミーを支配下においており‘

お互いに巡岱のための挟l司出資b積極1内にはしていい、ょうです.

;1'11隊合鳴かされた場合のミ νニアムil(Jjo:の対外』隙略はだいt~い以下の

ようなものです.

qpJJ波1.11時事レベルでの失渉/鋭利を行ない.~瀞~./'iがつかなりれば、

軌道上のjl11IWJ!ilによるtlL/心理現IU.Q:}'fある‘、はその時点τゥF胞
の一致しているメ:IJ':シテ4のアーミーを絞った紛4イ解決する.

軌道tH悩で大きな事争力を1"っτいるため、こうしたお鵜匹な恨絡が

tれるわけですが.それにしτも妨虫、です.

1.アスカ軍事顧問団
・ダィピジョン アスカ技術

. i，な申Iカ耳llj'7ナリスト70名あま 9

.プロフィール 。

ζれ1:'災補胤鰍でも司令部でもありまぜん.7スカ11独自の7ーミー

を持たず、かわりにほかのメガ=シティへ(兵?i貸与なEの}耳伺v銭済

援助を行なうこ kで、 7ーミーの貸与をしてもらっています.アーミー

そのもの炉支再強漆(注3Hな。ているメガ=シティもあるので、よい

お111:llt畢い、ったtころでしょうか.

12 

耳目'Il制UJ聞はその失渉や戦~iiIf./分析を行なう1限争ローヂィネイト/プ

，-' 
〆. 

/J〆
.・



ロヂA ース樹到です.

アスカI~t制コ"JICのメガーシティのひt っ?'，ンド=:IJ ナーン1I1よ

〈飢んで御札そニに本祉を置(7宕ーチューン ・ ウaーサービスW~

7ス舟の7ーミーであ畠~，・..，τも過苫で111)~まぜん.

法3 ょうした企2院は77リカ.中)1(. " 'IIl:米t いうた紛争;;:~白ω成に
よ((i.jI L.自らの判事がかもんで‘・な， 'JilAIなEに帯主力を派遺LI~ ~ 

ιτいます. 巨大な資みを符つ傭兵Bl lν。f~lζみでLlぅ.

2.図際機動軍

.ダ4ピジョン:Iωυ日|刊なE

• Hな織力 :

砂市繁ゑ凶剛隊 戦胤サイポーグ901.
較術後'I'l量

支援銭箆隊

ilj.'ol( lik宜f占企濯:u:
慌悦揖~

機首艦隊

通商介入隊

-プ07ィール.

ホパータンクx800.コマンダ-200抗

ガンシフプ×笈臥帳刷へリ Xl【臥兵mω杭

1II.tI:";'i替Xl

1ιJ点瞥夜船利監x2.フリゲート信x20
"r，遮常Il~X 1. ~巡鑑多数
IXW，帥調~x 30.. t，1糊 '1M箔?<10 

ミ νユ7ム東京の7ーミーのなかでもも 。 ~ ~太線瓜かつ#抑に限
此の川、間体です.どちらかtいうじ彬11主体の.ぞれもmt.の田畑地

11li-織的I!itJI.L、拠常がめればただちに介入するUtf.!'C'(i-t!:寸晶7ーミ

ーです.

1・際俊似百匹IHlもllW志でつ〈られた(1符債務康誕の強い創出v:
.，f;H詰えられτいます.111紅がメインスポンサーになったあtも、ミ

ν::.7ム東京の公鋒を~)'畠こ k が第一と§れて智弘荻.iRιt!l・ではか

の五似合.1H獄主主.ll!助金なEを供mt.τ協)J't例代・こ tがあり tす.し

たが今τ独立の以H!.治的〈、 4縦fグィピジmンの'1'では微妙な前YJ.品にあ

るようです.

独立ぷ期限量U.附糊に民不幸れれ・畠IIlt世紀の島崎哲l箆のみで隅

Il:'れる名前だりの鼻:)<餅略放です会1それ州司際機鍛婦のr也持鍬艦ー

とされτいます.

3.実関縛宗第6海外布教部

・ヂィピジ曾ン:飽忌院開発

• 1，な帳力:

砂川 電 紙 脱 会

11 ::t合
救1~.支援会

liWJ:t胎

-プロフィール:

サイパープFーストa杭

戦側サイポーグ501'.
!>)，鰯柑串書監X10 

インセクターx50、コンパγトシエ，"x5O，
愉i!鑓叩単xlぬ兵H4∞色合.俗偲50名

局制仲宗に限もず. Ji<!:lIの有力教BlI孟伝道 t称ιτ~兵をよ(!f
ないますが.都6i幅削I酬II~官邸iJlaNI~&に仰i引lに貸し与・えられf;l榊

剖事官のひとつです.

ょの>1(1司雌量11大脱』見な紛~f'向きの部隊て'I~ありまぜんが.をのかわ

~L 1 C í-忽lELf;岨腕目的な締IU な。τいます. 電雄監低E会がハフ キ

ングな Eτ被局をサポート.教役支援金ι 1.tlJlU語会11・卓司~，匝ぷや竜安拠

点なr...怒破するためのI'!略みです.

)]JC:会は術!oi!1J'/:.f ̂ なH 最I!:'i'.'したり..tの彼方...1畳乱するはか¥

l申)j't1(.1時良線t..瓜切。打/無指針制~W/スバイ を処分す制作段、叩械

で島札勝島ガ嗣1lb・e;.f:;れられている((.jIです.

MILιENNIUM TOKYO 

教団の政治への干渉

ミレエ71..東京において、lJ:.回有カ敏図1:狩常に大きなカを縛っ

ています.一般市民はそれをあまり感じず、また健界的にもその存廷

はゴシップ総mネ?として級われる〈らいですが、東京の支配企織の

すべては濃かれ浅かれ獄図と側保せざるをえないし、敵国は実のと二

ろ.でI:ai，色/m膏/文化屯・どすべての分野て句"しているといゥて

b過曾で1:あリまぜん.

たとえば軍事に関して、書骨粗1繍 l度も士気色高い優秀な較士から

なる私兵綿織を多数保有しています.東京的支配食織のアーミーでよ

りよい人材または多〈の人材を碕保で書ないのはニのためであるとも

冒われています.

規1Ilt.嘗舗も組鎌ごとに遭うニれら数1脱却橿:lt.0l敏鼠グルーっ内s
a車ーして可軒揚的事務「などと呼ばれますが、彼らがミレニアム東京

また1:支貰~穫のために倫〈 ニとはまずありません. 後らはそれぞれ

の神の怠$や敏図的命令によ勺てのみ動きます.

京都の軍撤は、シティ内/海外を関わず出勤します市tそれがいつ

も『正積のためのJ出動であるとは限りません.純紳に敏図的運営資金

を11ぐための出.~鏑議却として、 また神的怠怠を伝えるための鰻S量
規テロ活勧告するニとも多々あるのてす.

こうした敏BI<1>r伝道団派遣」はしばしば宙線問姐として取リよげ

られるので、外交を執り符なう支配企業はいい進穆てす.行政憲話器と

は無関係な軍司匹組織があちニちて:.6tt回っているわけなので、そう釈

明するの¥のらりくらりと力、わすの瑚悼の偏向でしょう.

敏団1:信じる神のためなら何でbためらいな〈行信います.大畳膚

穏や漁民.組織売賞、労働の強制ほど、倉慢で1:考えられ屯・ぃ毒事告

瀕繁に実行する反面、そうして得た膨大な浄財をど令書りつぎ込んで、

会拘置紙の微温、雛民救済、自然環場周復施般の磁殺など素晴らしい

事をも削iこ実視してい〈とニ抑制耳目細たるゆえんでしょう.

自然環境
fllt~J/.l辺の海繊の白雪M耳鳴を~Nるにはい〈つかのAWI舟':Ø・.1iでιょう .
λ践で1削除!に派手にi抑制リニ似β般の開事仁 n本i陣iltJ.点および

列ねの11'材陣側はかなりI'i!llちれτιまいま ι1.:..~た~ iIlt働長!から今

檀重己IJl'sIにかりτ東南7ジT.Jl(Tジ7で“、胤l~な締'帥噂証たいf:た

崎、をのダメージも見透ぜまぜん.fJ~ストロフτ'I~列&b~全地で火山の

噴火と池袋が多発L.ぬ林なEも相当なIlli'i't受11たL.i属品E火山の峨

火でiloiJAIむtらぬきれていtす. 

.IIi~，j. 11)ドタu与を'11.(..にしたrleli!現岐を総合的にみてみるふ以 ドの

ようにな0ます.まず.先に.i.t....:たように. 11坤司輔Itll~伎を告ぴI~ì陣成
t な~ .列'~n桝畢倒I~抗野Htしてしま，.ま した.まLな海波IU;'I'

制 1で.ζちら倒11大、'1!f防総射る船船会税、直したζu幸ャしτ.
il)!lI111H A rな〈なっτいる kのよ主です.たf!t...東シナ海および

をよに仰の・ぷ市岡~r.r.~は、 ).s担のt'j染をもろに受Hτおり.ま主 もな'I~

物I~(i-(1， L * -tt A. 

内地却でI~. お極道.‘"摘、 返線、四国、 J1J+hlìf.llなれこかなりのn
蜘叩足。れ・ます玖これらはす4τ高跳係議l>U Lて指定さtl.，世ち

入引μ・今 ~t'.!.1.止です. た1:. 近織の琵琶湖川辺11京師区の管E唱す晶

森林t して特別に指定書札.3R殺儀式や弘兵蝉，~，の野外脱線な rI:fmll 

されてい晶 tのよ主です.

火山の人情火なEによ~. '1!11i'1-必する火U似で自民われτぉ9.11)'(: 

のきず11I11HんEありません.IIiL ~し似鳩創ヒの販問I~j畠ぇ rl

噌3



ミ νニアム東京1:1.!t1J.ちょう Eサン~7ンジエルスのような雰副~~，、

えます.

曹協によ晶気1Ilコントロ一作の技術IJ.サン=7ンジ皐ルスよ争上のは

ずですが.行政府11大量1の浄化なEに1111'1騒が:1("す.ニのシテ4のエグ

ゼタティプ111'1面か'.下に好んで脂t-I膏え畠ので.いまひtつ!l!には無

関心なのでしIうoMiに却いて~. ジオフロントにおいτも.大気11

滑i争器のお念・"でいつもクFーンなのです.

ミュータント
ここではい〈っか例措あるミ:>.-!1ントを制介Ltl!う.

スボーン
サンド!:>*ームk肉姐U't./)れるミ品目タントで.ill.~U'多い kζ み

ならEζでb減繁にみられます.サアマ4毛Z置の身体可7.強力な筋肉で

骨格しτ移動し、かなu羽海までジ令ンプも可舵です.鋭い牙の並ん

だ大きな口f!1I抑量ーのおrrで.ζれで1量物に食らいつきます.

幼虫t主体長1~1H'ですが.極みつりられた卵娘から一度に歓川ßが

生まれ、ll¥聞でli物を担lいますoIt虫はいままτW飽きれた最大のもの

で体長20mですが.スボーン11ll:件ιf!いで吻鍋な〈成長す晶u曾わ

れています.

~ßから生まれた幼虫は 1/1'でf事長3mlこまで速するし.J島問τ1*'吻・か

つて米晶ので住.:rg~t必要でしょう.

ドクオヱハゼ
汚染きれた沿1閣に弘目。してい晶、 1事長7();mlH'の伴盆な1.'1.で寸.全

身11極彩色で、尖今f~ヒ νの先組合・ら分絡事れる耳榊可申11't;jifr河鳴光す

るため.非常に巣しいミ:>.-1'ント tしτも拘lられτいますが.近づい

てきた織物に体当9l.て.1~/bがd:~ 今たところを食い散らカ寸恐

ろしい並効です.

ドクオユハゼ11/、ぜやムツゴロ?の突然変拠僧U¥!.らtt.夜間ルM・
から上肢Lτきて沿路部の人々をよ〈償います.蹴神帳念可能τ、ヒν

もなかIOfのように迫化Lてい晶化時.息kではあるτぃE自由仁.し

かも迅速に行動できるようです.

ヒメコロピ

宮北大腐海で商白書にみられるミ品目Fン九段締約の広い面積に櫨!I;

する:1のような繍精で、をの花倉町提ぃτいな‘叫・n発見11偉い・でL

ょう.

ヒメコロピIU(侮を地耐に仲Itlτ、その縄強'に入品T~τの釦絢
tこ絡みついτ動きを止めよう kします.花11強調世聖水鉄砲のようじ狼lt

Lτ.獲物を溶かしj聾分kするのです.

ヒメ::roピ11養分が足。ないと魯しか、峨t-吹U'IIτきまぜん.織

役者1111に11らえられたまま. l ta r事例r.1のように般をか"らす....t: 
bt:b~迫。て朱る死t-I事つしかないのです l 
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富士大腐海

富士山の組にあった大相世話では、今世紀朝顔に戦構Ht浮兵"を使用

した職鼠舟守すなわれましむその授留有事物質11，術却の生怨系を舞金

に変えしまったのてす.現在の樹海11.危検なミュータントの錦繍する

窪ゥた.nとして知られています.俗に <.i海〉などと呼ばれますが、

新たな生物梅田宝庫であり、さらにいくつかの希少金属の鉱織が発見

されたことbあって、ひと傭けをた〈らι活跡調らずや物詩ーな生物掌

者胡町動後を断ちません.

いまだ噴獲を止めない竃ま山の属に広がる績調書色Q)rJ.I:t、訴たな柑

犠煮を待っています…・ '0



シティ概要
シャンカラ11インド亜大陸に布設するメガ=シティで、 22世紀におい

てもtll鳴にあふれた衡として、またそのー方で宇宙開発に挑む第三勢力

tして知られτいます.

シティの範捌は、 1日ニューデリーを中心tしτ.ジ守イプ庁、アグラ

rlll~総ぷ三角形の地域であり.非常によ〈ま t まった印象を受けます.

人1'111公栃:-('3自IHな勺ています玖これはアクセスファイパーを哩

申込んだ五武なilï民の放であり、それ以外の{典常 k む曾えるほど~い}

雌R:ム貧民守合めれば、.iE~竃な人口11杷雌-c'きないほどにふ〈れあがる

でしょ九

シャンカラがよの時代じよれどりの入IJi"絡しているの113つの要図

があります.

ひtつめは乱世混戦奇噌制tt二大きな戦乱に巻き込まれなかったこ tで

す.当時のインドは、世界坤峨から考えればニ泌総事れτいた肉であ争、

そのうえ、 J~~i闘じはそれ111:'脅威 t なるような軍事国家むすでにありま

せんでした.白書活環境11天災でかなり般t揮されましたヵにそのtHんE
11白側副復倉町I能なものばか0で、 NBCの膨理事が少なかったい、うの

はずい..;~ん磐越であったい・えるでしょう.

J、たつめは合成食料〈シプロ〉が、かなり~~いフちから~lえしていた

よしシプロはご〈単純な合成タンパク伎ですかtインドではこれがj)

9ストロフの訪れるHijまでにかな9普及していたのです. このあたりは

告から食f羽和二あえ('Jω点であり、安価/景説できる食ペ物11ずいぶん

IJijから出伺っていま した.パペrν剣仁11インドSfi，j議全犠が大飢餓に襲

bれたのです玖者I!市部ではシプロが大fattこ出阻~.人々は時m例制t

をなん主かLの「こ tができました.

3つめはもともtの人口が多かったよt.インドにはbともと畝給不

可能な〈らいの散の人1m机、たわりであり、災容で人口がぬ盛Lt:t は

いえ、ほかの池波にltベ、かな 0の人1111がE主主投ったのです.生き伐っ

た人々が~f1れI瓜4・に物資不足でも傑興11早い主いうものでしょう.

色ちろん、シャンカラのlW;米はこの3つだりが』臣凶いうわけではあ

り卓ぜん.インドじ11普から貧民が歩いためか、大倒というイメージは

あ9ませんカt尖11彼らの所布する策協は少な〈あ静ません.

メガ=シティの範蘭ではないものの、シャンカラに属するアーマダパ

ードタウンW{!IIJt して知られτおり.特に世界規~~て自然制力略化
Lt:パペル期以向、一一樹脱税制凶主総長以から、*回開貿易の

中総I也占 tLτ. ー時期大いに栄えまLt~. 7ーマタツeード112130例t
にゲリラに~昼~tt.BC兵器によって死のunなっτしまいましたが、

それまでにシ守ンカラに大きなMをもたらしたのです.

インド洋11.H埠置が扮iI:拡が安定しているため、アー?タシeードはその

役制i'有分t:~~oilできたい、うわりです.また、シ守ン舟ラの支ðè1舘監

のひtつであるストラトエ7に11先見の明がありました.彼らか句息々に
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シプ口とスパカ

〈シプロ〉は疑似プロテインの時絡で、本来は家道的飼料用であリ、と

てbマズいものとして知られています.しかし、インドでは香辛斜を多

用した官滅的な斜捜法カ宮盛んです.これはシプロ独特の臭みを消すの

に処置であり、インドの人々は抵抗なくシプロを受け入れたのでした.

シャンカラでは、人造餐辛斜も完成させています。〈スパ力〉はその

総称てす.

そもそ b香辛斜とは、微量のアミノ磁やグル~ミン肢の複雑な混合

物であり、わずかな混合比やキ縞物などによゥてまったく味が変わゥ

てしまいます.そのため、長い問、完全に人エの香辛斜は単なる代用

品の地位に甘んじてきました.しかし、 21世紀中ごろには、バイオテ

クノロジーて噂6草した菌糸績によって、本物にそっくり屯味を持つ人

工香辛料が大量生巌できるようになりました.

香辛料笥糸類は特殊弘法寄獲液のタン?の中でのみ育ちますが‘その

培型磨海の内容は最高機密とされています.

スパカの犬穏分明特許はニこの支配企業である2祉が独占し、織物

の紛寄市宮躍しい2四年代現在において、大きな手1溢を生んでいます.

宇宙lHI;aに務手していたために、シ'¥'ンカラシテ4はそのJ思辺守十二分

に受付られたのです.

シ、・ンカラシティそのものについて、をの会体の害事閥気11旧世紀と大

若宮島。ません.近Jtfl'.)なピ川淳之、ゑ埋ま色が強も寸ぜこまい、ダウンタ

ウン、このふたつが混然主なった怖がインドにはやはlJ.. ~、幸わしいよう

です.はからずふ二れは2150年代の世!s.様司自メ:11=シティの景観でも

あります.

シャン舟ラ市街は、大き{31聞のプロックに区分するよ主ができます.

三角形の点にあたる3都、 つま りユューデリーエ'7.アグラエリア、

ジ守イプwエリアです.

ニューデリーエリア
ユューヂ?ーエリア11シャンカラのrl'央プロックです.

パペル則が終了したあtも、 1日インド地方にはかなりの人間lが生き残

っていましたが、メガ=シティとしτ型車術事れたのは、北米やヨーロッ

パのメガ=yティカ曙紛hしτからでした.綿布1婦十グ山一プ11.それら

先進シテ.i".t{研究し、メガ=シティ ・システムをそのままインドに

事副見Lたようです.

ニユ四デHーエリ 71Hちろん.アグラもジTイプ'JU'{>、メガ=シテ

ィtして再雄投書れたシティ 11、器本的に1:1:特に独自のアイデアむなれ

様徴的な都市景観を形成しています.

たt!、ほかのメガ=シティヵrrメガ=シティは完全に機長E的なユートピ

アである』としてVるのに比4.シ々ンカラは機本の統計ザ述うようです.
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行政{閣はメガ=シティ内にダワンタウンができるよ tを最初から理解し

τいて‘す4ての立場の人!:lJが無壇な〈共おできるような情追の榔市を

お』時ぜτいるのです.

ニューダ9-"" 711都市機1mの中心地であり、行政/絃済活f]Jヵ't.¥
り行なわれるプロフクです.ζ l'れいき納長淵lt.、モダ作者silltして形

成されており、その消官i!~11皮を通り起して拠11';tい、えるほEです.

何しろ....~~O-IVロポットのJ(附僚とも思える数のタ 9 ーナーロポッ

トが廿1JiJiのめちこちに附歩しているのです.実際.部制豊能A1はニュ

ーデ9ーエリアの情操化のために‘その機般の筑間活以上を串1)(、ていると

いわれτいます.

ユューダリーエリアの路上ではい。きいのゴミを扮てるニ U1併され

ません.それEニ"カ¥衡の最重見を11がすような行為全般が厳L<祭止
されてレるのです.煤総jr怖を起こしたテロリスト110破片なEのゴミ聖

路J:に滞t したJ い・うU~が加えられるL.. 1昌明事じ倒れたVIPがr;nに

虫をー泌でもi1.IぜI!J. それも ~p とな P ます.路上には足跡事え残すよと

r;li汗きれません.

ニのおかLな法のためか、最前に安全なこのプロックに居を栂える市

民はIHんt'¥、ません.V I Pでも(よほEの雪~h り者でなりれI;()多少

fi.!.険で凶憾の疲れるこ tのい¥ほかのプロックの住鶴野に喜子んで住

んでいます.シ守ンカラのお官I市民企鱒榔なEはスト νスがたまー

やすいい‘う絹::11吻Z出ていますが、そのJ~t闘は明らかに、彼もの仕事場

カr{Ufするこのニューヂリーエリアにあります.

ただし、エリアの欝舗はそれはr厳しいというbりで島ありません.

セキ".9テイは伺ib'にー穀メガ=シティ t伺初宜のνベルですが、あま

り船時した雰幽飢がい、のです.テロリス ト ~ I!刺Zかし〈 τ近寄る気

にならないからでしょう.

ジャーティ ・ランクと宗教

MHワ-)レト1草支配企費量を頂点とする貧富の差市激しい世界て:'9.世

界中どニのシティでもこれは向じですカtシャンカラσ刈士会においては

寮蜘ワ/伝統的に階級申j度が存苓し、それがもとになった市民階層愛銭

湯がこれです.

しかし、ジャーティ ・ランクによってシティの統申扮《とれているわけ

でもありません.

ジャーティは入信/お敏/思Mの砕を越えて股定された、新しいシテ

ィ内職能骨頚登録てすが‘特に2l世紀になって多〈の民族や京教カ切れ

込んだため、円滑な選営ItJlL.<なっているといえるでしょう.ほとん

どのシャンカラの住人は、むしろ笈池証以前から生き延びている慣習や

宗教に色漏〈影響/支配されており、それに従って行動しようとする傾

向があるようてす.

ジャーティ・ランPI草、出身家が営んでいる職集によって居住地を決

定する制度です.人がやたらと多い割にシティ琶湖カ吸いというシャン

カラの土地問題を緩和し、また人口の集中/過密によって発生する犯罪

の予防策でもある法とされていますが、結局はl日世紀のカースト制度と

同じような獲~IJ的な社会問題を引き起こすことになりました.

職業骨頓は8種類に渡りますカt苛のうち3樋綴tまいまだにヒンドゥ

ー教を引きずっています。ヴァラモン{司祭=企鶏勝海)‘デシヤトリア

ほ人=軍人)、ヴァイシャ(農民/滴人=ー般市民)などがそれで、この

表現に反対する人は大型事います.

シャンカラの市民でない"It11雄民や貧民という二とになりますが、彼

らは単なる革開般事者でしかなく、(当然ながら}公式にはシティに住む4軍
事jはありません.ちなみに、シャンカラは世界でも4昏r非市民sの多い

衝であり、問時に二れ以上新たな産市民的集B震を登録させる余裕はあり

ません.

SHAN，κAR 

tころで‘市街中央の小ちな区画に〈マハラジャ}tいう、外界t完
全に-されたドーふ居合広があ 0まれこζに11.fiol'名'かbb'9 i.せ

んカ九少な〈主も数10人の人が住んでいるようです.またマハラジ守内

にIt都市浪曲M Iとはまた速う〈ゲィシュ;<}t呼ばれるシステムが存

在しτいるようですカt二のグィシュ;<い‘うのがAIなのカ¥それk

いlb'の意志世白老システムなのカ・Il~月らかにきれていません.

アグラエリア
7グラは中心却がZJ韓プロックであ争、その期i闘にはー般市民唐使区、

その悶闘にはダウンタウン~般民キ-tンプカr，y:(f.しています.むちみん、

市長の気漬からか.号普段や宗教がらみの泌物lまあちこちに点夜していま

す.

また.ダワンタワンなEはのちに形成されたbのではなし別世強力に

m地がtってあったようです.

シセンカラの桂織みを眺めてわてふ怨滞納には変わった点はないの

です玖特に住宅秘なEで11.変わったマットが彼られているのをあち

こちで見るこ tができます.これは実は俗司政1)1，且収マットで.市民鎖骨

に利用事れています.

シペ・ンカラ近郊はIf.lm ~i凪じて2731品て官以粧していますが、 夜/UJ tの気

温遊が激い、ニ kでも有名でしょう.よれづ 均成では肺電気が姥生し

やすしゃっかいなものです.1曹にシャンカラでは夜IIUに僻地気のぽう

っtした先をえるζ 主ができるはEです.

よ れを利期したユ二ークな発電システムが静司ì~il)l，品収発憶です.もち

ろん.繍肋:tlカにLかな0まぜんが、これで生活静電気の事民主を4申書え

られるL..マットの価格自体も安いので.会t休めても一面誌に一枚〈らい

はあるのが慌穏だす.

シャンカラに生まれたものの、不拳にして非市震の*に生まれてしま

った港昔、ジャーティ・ランクに加わる、あるいは非市民という境遇か

ら銭け出したいとJ思うなら、方法は3つあります.

ひとつはほカ明メガ=シティに行阜、市民備を得ること.亡命者田市

民登録取得は賎しいものなので、これはあまり現実的ではありません.

・いたつめは都市蛾A~.f<・ッ ト ワーク管理者になることて寸。 ただし、本

来的ネット管理者ではない抜から綾摺されるためには、端涼なしで亭ツ

トに入り込むという EX能力{ケーブルマスター)を倫えていなければな

りません.シャンカラは他のメガ語シティから比べると、こうした異能

者が多〈出現する傭向があリます.ただ、貧民街では、 EX能力を待っ

ていても、 ネyトウークに近づ〈償金がないため、苛の能力を持ってい

るζとにすら気がつかない二とも多いのて寸.

3つめはハン?ーになるニとて寸.ハンターlこなるrt:1わなもそう援

しいことではないでしょう.ハンターは事搬なジャーティ ・ラン?のひ

とつとして犯められており、 一般市民と閉じ地織に居住する縫物が与え

られます.ただ、この織利は本人のみ(家織はダメ}、 HU昆りて7.
と二ろで、シャン力ラは苛の土地績からか、現在もあまたの第敏カ宮盛

んなところてす.多〈の宗教カ領制tに合わせて織変わリしていった中で、

二の地にあった宗敏ーーイスラム教、ジャイナ敏、キリスト教、仙敏、

シーク敏ほかも昔伝がらの形態を保っています.まるで、シャンカラ1:
宗教の縛物館のようでもあリます.

ちなみに、ジャーティ ・ランタは罪被には関係ありません.

シャンカラの住民のうち、 7f!'/oがヒン ドゥー紋健てすが、大きな宗教

どうしは抗争するようなニとはありません(争いをするのはたいて乞噺興

の急逝釣な宗教の教徒です).それぞれZ湾側孟シャンカラのあちニちに

i1てられています.
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宿題'lu1Lt沼Y

ちなみにマァトを発明したのは東京の11:#:1織陸金梁ですが.d略常な〈
らいh;:s古Iが発生する主 こみでないt役には広たないので、これが実用

事れているのはシャンカラだりです.

ジャイプルエリア
こちらは苅級住宅街.アーミーベース、中小オ7ィス衡な!:b似合句

ています.ちょう仁川級住可L司liやオフィス衡のまわりを7ーミーベー

スや1111瑚l，f:!塩設が('oH闘むように符准しており‘内外の敵からVI

Pを守っτいます.

u'i並にしても.たt，:-;0:5警なだけ'('1まな(.やは事そスグやら制緒あふ

れるデザインの純物はあち二ちにあります.

シベ・ンカラは‘シティの偽商能力に比Lτ不F沿いな〈らい大脱線な

辺lIl'力を干iして色、ますかtこれは支配世濃のなかに』竜之島底mを主幹H
τいるものが』うるからであり、 また人口が$(、兵J¥がE童保しやすいt

いう理山からでLょう.も ちろん、テロリズムやシティ外の中小敵対勢

力11J与しそのためt功L脱線な総力を確保しているのだいづ鋭.PII~で

きますが.人件費が￡だまだ安い(1台の樹曜を使うより 10.人の人r:u~使

うtいう ことHいうこ H 悲しています.

シベ・ンカラに制I兵がやって〈ることはあまりありません.ニのシティ

が池上て官t対しτいる傍11は弘、〈っかありますが、当耐の敵li7ーミ由

どりで寸づ対日干ーができるからです.

また、企業絵営の公安樹対はなしす4τァーミーがそのl!t1例を*た

しています.よれも奇妙な点ttlえるでしょう.

シャンカラのネットワーク

シ守ンカラ11膨大な数の市民を抱えてい晶ために、独立したローカ作

品、ッ トを経営していますo ....-yトワークの分野で、 むの珍い、話題をピ

ァタ7ップLて解鈍していきましょう.

I .グローパルウzブのパグ

シ守ンカラのローカルキフ ト〈グローノ匂νウェプ)li、KOTODA
MA1Ull糸井ットワ日PですカtグローパJνウェプ内だりでi惨hする B

-;砂川曾IliU...τ(OEVA)f.呼ばれ畠むのが設定書れています.

有名な訴ですが、 OEVAの~!*:11ー斗wにはパグがあるようです.

rょうです』い・うのは、離もがl悶〈らいは見たこ tがあるのですが.

字削位がなし同じよ とを肉ピ平断で行なっても、そのパグ(らい、1JJj!()

をfl砂4するζtができないのです.

しかし、シ守ンカラに住むー部のオ.ットワー:11ーたちはこのパグの仕

組みを角，wしたらし仁それを逆に利用したいろいろな技術を側発しτ
います。彼ら11ζれを'lKIのl俗ぬも し〈は』院に'庇術J f.呼んでいま

す.

2.ブレーン ・スルー

DEVAのパグがこれです.あまりにら大がかりで血がjなため.O-E 
VAのパグt いえばこのプ....-ン ・ スルーという「らい有名ですが、~

際はその知名度ほど頻繁に起きる ζ とではあ 0 ません.2-3年に1I~

〈らい、 tいう tニろでしょう治、

シ守ンカラのふッ bワークは$滋s'i府h時訟を tっτいますが、 二の各

跨附11日の協たりがな〈なり、世界が21R:C;:・しになってしまいます.

{血の防桝が見え畠 tいうこ主以外はま勺た〈折泊t変わりありまぜん.

ですが.キッ ト内を制御しきれないデータ約五れτぃof.いうのはあま

り主t持ちの良いむのではないでしょう.

t.!いたい鈎瑚UJ(らいτ二の現政は終hHす.

ガンガバード

J:なるガンジス河のほとりにある聖地..1目パラナシをそのまま継承し

たのがガンガパ-1'て7.

このタワンが存続できたのはヒンドヮー敏の11地だから、つまりただ

ただ宗教的な理強からであリ、巡相j7)ほかに何にも利用されていません.

パラナシ1:パベル織の二ろ、 レーザー攻繁衛星回誤射事敏によって猿

滅的な打撃を絞りましたが、ンヤンカラの支配企喋幹部たちは私財を出

し合ってニ二を蒋E書したのてす.そして、ガンガバードは現在b資Bii1l<

たちの私的な財産によって運営されています.

周囲は茶野です市t安全は碕保されています.ガンガパードのために

軌進上にはわざわぎ気象ヨントロール徳星カ寝遣されておリ、パンデッ

ト/ミ斗ータントから7ウンを守るアーミーまて俊屯しているのて~o

車た、シャンカラからはずいぶん限れていますが、市民でヒン Fゥー

教徒なら践でも格安司料金でここへの巡唱しを僻されているし、宿泊費や

食資などむすべてタダです.

シャンカラに住む憎心深い盟主1白人的貧民が金を貯めて、トレーラー乗

りのランドプラスターを履い、ここへやって来たことがあるのてすが、

それは実践と Lて中けワークて大々的に放送されま した.

句B



3.パールヴァティ

パグではありませんカ1グローパルPェプ内に出現する電脳村主 して

有名なおに，1t-，νずアティ tいうのがいます.

サリーのような目肢を者た女神のようなイメージ形怨で銭高量きれます.

その能力1;IJ11:知れず、緩やかで慈掛和、行動をu、街。τいる人々を

即Jります.しかし‘それは訟作や人11日社会の決まり事い1 たものでは

な仁能主独自の判断都耳目に法づいているようです.時にはAHPに追

われる者i-J1)1i1、時にはAHPに力を貸し、ネット内で自殺に:J1をふる

います.

す4ての種mの$Ií~を織争、無限に近いサイバー品、ット Fl~R習を縦繊拷

尽に移動する能力i-持っているようです.

4.電機

司~fl百 も DEVAのパグのひtつです.

ジaャッ?=インした人を合めτ、サィ，f.ースペースのすべてのむのは

何肋例憾の集合体です以司~mll本来なら(つまり他の4・ y トでなら}

r匂いJH.τ認議事れるで串ろう情報設が希薄な拡有国情輔tの→伽t

なぜか'JiJ(紛し総滋τきる11<の情報松度にまでな。τしま。t:(い・っ
てふ形が見えるわりではな仁 r主流Ji!Jt いう稜皮です)品のなのです.

この鉱1必jffl朝i集合イ4ドI~自然発生Lたものですが、 それぞれの側体11.

何らかの目的を待。ているかのように観る舞います.

{耐えI!(マハーカーラ)t呼ばれる屯籾l立、一曲線に進行し、その進

行方向にあ畠ものをす4 て{可俗なら)敬捜します.また〈ダヌヴアンダ

リ〉主呼ばれる電繍Itt世に車uれたわりでもないのに、見つりたデータ

の断片から.円ートちれたデータを縦量します.

よれら官邸qの住民を完全に思併し、自分の自的のために自由に使える

のがメンタ-t呼ばれる人々です.EXのF 舗なのでしょう.

彼らは自分のffl事iの一線を屯精の中に組み込むこtによ勺て、司出mを

自噛:c;時ぴ出し、自分自身のために動かすζとがγきます.もちろん、

:ttmには思勿能力はありまぜんから、ご〈ご〈簡単な仕指しかきせられ

ません.

支配企業

1 .カーン造 船

. <'11"分野広E虫色鉱工業など

.公証樹悶 ::IJーン桝櫛

・lr日μ相官地:同上
・プロフィール :

シペ'ンカラを支配する2大企業は

どちらも選愉に関係した鹿撲を元に

しτ←ます.ζれは単なる偶fJ.t1:'す

が、 bしかするしインド人は貿易

や巡愉業の微調EにI去りているい、う

ニtなのかも知れまぜん.

カーンtも主ひtつのZヨS!.ス トラトエアは表立。た仲たがいIlな〈、

少な(tいi喋前ではよ〈協力しτいます.ただし、両方の企然幹部た

ちはみな名家の出身で.見栄のために対立するよ主はよ〈あ骨ます.

カーンIl.I日イ ンドの歎人の俗絡な貴族が資本を併せて造船会社 tL

てスタート しましたヵ'.215がHそでは船なEつ〈っても大きな保付は期

待できません(しかし、造量17所を持つ企業は少ないので注文は付。こう$

い ようです).現在では兵縫を中心主す る貫工m~削tから宇宙船

旬S
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ドラッグ

シャンカラの人々は普から ドラッグの使世田に緩抗を感じず、いわゆ

る麻擦の取織りについてもゆるやかです.普通のメガaシティでは這

浩とされていても、ここでは合法とされている ドラッグ白調頬は少な

〈ありません.また、シャンカラでしカ辛に入らないような奇妙なド

ラyグもたくさんあります.

ドラッグt車、ここの特産品の中て健一、支濠企機カ注.ii~流通に関

与していないものです.シャンカラのはずオL 厳しい自然的業聖子をさ

まよ う〈ドラめ と呼ばれるドラッグ大好きの滋牧民約まカ明シティ

から市販品を流通させたり、傭人であやしいずスりを生産しているの

てす.

特産のドラッグのうち、あやしいプツをひとつ事げてみましょう.

.ソーマ
インド神話に登場する縛々の食べ物の名をとったニのドラッグは、

銀砲の械翻 h果と延命作用があるという噂でれそれだけにとんでも

ない金舗で取り引きされています.

なぜこの麻獲に延餅閣があるのカ\生化~的にi:tf芋しいことはわ

かっていません.しかし、ー鋭によると、二の廓司区{主総胞中にある老

化jJ伝子の自崎容を阻害し、あるいは積壊する機舵があるといいます.



までkいう、大きなbのをつ〈るのヵ可耳窓な企業です.

技術力は低めです玖街カシティの-ii車合終よ 9斜面に製品を綻官舎で

きる主いう点では貯野です.

また、シ守ンカラは予~~資源tこはt腕倣91ιまれτおり 、 周辺地岐には

鉱物、懲料なEの鉱山や鉱床が多〈残っています.これらを鉱繍/精製

しているのも主にカーン傘下の企梁です.

tζ ろで、カーンI~自らrガンガダーラ(，ゲンジスJiIを支える者)J い、

う別名でむつτ自社をは伝しています.宇宙開宛に.-'i1.々に着目し、航~

'f"ui技術の開発についても級副(.Jで、磁力・に将忠はあなどりがたも、スー

ノ{-，1{ヮーになるかも知れません.

2. ストラトエア

・1判叶分野:宇宙開発、食品なE

-公安犠関:ケダーNナート

・1限財強制:foll.L: . 
・プロフィール ・

もと Hllヨーロッパ資本の品目L窓

会社でしたが、 $1'1縫訟を機に宇!l!立

Lτ成長を絞りています.2m.況中
終にはカーン造船とと bにインド政

界に巡:1¥.経務ゑ k主緩i"P:'，ム 総

会で11rカtttt甲車」と略ばれていま L

スバカのパテン ト独自がなかったら、そして耳切~I日曜がなかったら、

1;;]祉の湯花の成;t)Jはなかったでしょう.発明書れたま'，11$，、f:fH兄'~1 き し

なかった合成昏半料ですが、現在111tW中の食以でストラトエア{傘下の

系亭'Jd)の製品を見るこtができます.

圏内外向11にスパ'/1.鹿内向りにシプロ(愉mできる代効ではありまぞ

ん)を生1.<<l‘'/1ーンと協力しτスペースヨロニーを鑓股ιτ、今度はそ

こで生溜きれる本称号良区物や者怪物を輸出できるようになりました.

Lかし、ストラトエ71i月面に本祉を自主<.: tはまだできません.ほか

の列強シティの金決がそれを~~なνからです.
さτ、現庄のストラトエ7の社長11アグイス ・シキドリい、い、生繊

の俊才い、うむ勺1;1:"らの婚です.主十!l(f.Jf:し‘知的な風税をたたえ、洗

練寄れた刻囲気を持つ二枚目で、特に若い女性の11日で人宮1があ9ます.

カ仁伝統~ftんじる怖肺lがあるので、 幹部速の中では孤立しています.

foilしろカーンにせよ、ストラトエアにぜよ.毛の中心にいるVIPたち

はl自インドのグアラそン防級の由;伎の来街γあり.1:正悦とヒンドクーを

1IIんじるζ とが常慾なのです.

彼の奥きんはサティい、いますが、 ζζ数年九公式の場にI主主誌を見せ

ていtぜん.噂で11病室生fごそうです.

公安機関とアーミー
シセンカラのふたつの支lIe金集はそれぞれのアーミーをF庁有していま

すが、独立した公安樹聞はなしアーミー内のl七クションtl.τ公安

部~Qまいています.アーミーが巨大なため、そ ζ に脅策機t揮を合んでし

まったほうか1銭貨の面i，(，療なのでしaう.

1.カーン瞥務軍

・テVピジgン・カーン造船

.主な戦力

セクション ・カーリー{絞攻嘱IJ.¥t) 。制強酬E鍍x3、

II{抑制X500

20  

シャンカラの周辺の敵対事事力

近〈にメガ=シティそのものがないので、その淑告ではiIJ]~Æ'1官が
街突することは少ないγしよう.

ただ、地球上の11日阿百でのシャン;/J7の当前の目標tl1、!日毛ンゴ

ノνにあるシティ〈ライ'"/マートN}を奪取するこ tです.ライIIN{ー

トノνI主.f:スタワの〈ネオグラート}念叩箱型Lている小型のメガ=シテ

ィで、ζのためかシTンカラ t品オグラードは不例引妹です.

京商にはそれFれ〈グνートホンコン}t (7'Y~パピロン〉があ

りますかtこのふたつtl1車2織もずいぶんあり、互いに不干渉です.

しかし、裂は敵11シ守ンカラの近郊にた〈事んいます.民品妙'9ラ

がそれで、メガ2 シティこそ持っていないものの、数万人むの兵士を

抱える大規模なll>図書えあ晶のです.

シセンカラ行政府のやり方が気に入らない耳目・も市内に大勢います.

彼らはテロ k いう手段'('シ令ンカラを転視させよう tlτぃ~<!>'τす.

セクションハスマーン{歩兵器IJ.¥t) 制球X1.500. 

セタシ田ン ・jl;i・ーシキ日豊中部隊}

セクション ・クリシュナ(重刻。

セクション ・ヴリドラ (SP) 

セクシ曾ン ・ナーガ(ポリス)

-プロフィール :

兵Ji40.制x)名
ヨンJマッ トシ"-，νx3.収削

:ホ〆さ-?ンクX50.
戦lllX600.

経蛾IIlx10.000. 
コマンダー5.∞0名
.空中母書~X1、

職制爆務機x20
.サイポーグ200名
:パ?トJレトνーラーXl

ホバークラフト X1.000 
パトロールロポァト多数

袋甲車×ωa
リパーザートx30
要!t多数Itか

何より、非mに副総の級155カ吹きいこと州材置でしょう.胸打でら

ないの仁、これはもう私設怖の枠を忽ぇτいます.

また、パックア、ノプしているのが大型兵器メーカーであるためか、カ

ーン瞥初制(実用性はU b、()巨大なメカユツタを多制Iして会ぎり、

常にそれを中心に仰献を康則するのも特徴γしよう.

特にセPション・ク Pシュナヵ'i9iイIする空中母雀li爽縦240mに色遣す

る巨大統銅壷であり、多数のヘリや航議機をIIUdH..てやます(1~c:jlÐJC 

を有しているの11'11ト界広LtいえEカーン替紋1J(だりですが、この巨大

メカは災m怯に乏l'、tいわれています.

セクション ・ カーリーが布する』也t帽i鑑I阜、巨大な険よ~U}で、こち

らも多数の粉l仲兵員を制民しています(1IJ~{l喝際には1也上1院績が迅

速に凶日lし、{但践を進行しますが.これは強力なアーミ-tして恐れら

れτいます.

たt!.巨大兵綴t物'Jil:IHもか<.兵の士気は低〈、制胤(b行き崩い

ていないし、相!かな主主備にしτもすべてが3液晶で、アーミーとしτの

貨は世界最低レベルでLょう.大筋膜な組織をそろえれば、どよかに務

理lが生じるものです.

セ?'/nン・仰向、セタシaン・ナーガli公淵酬です.それぞ

れアーミーのーセクションtしτf.l(llづりられτいまが.実問4の祭若者11

シティr'lの治安を維持することです.



アンダカ事件

一例だけ、過去にシャンカラτ号泣した目立つテ口事件を紹介しまし

ょう.

アンダカ理解特技、 2138'年7月12日にアジメールにあった小さな空港て・

起こった磁調書/爆破事件てす.害時1.562名付ち1.021名が空港関係者

ゃ→娩容など民間人}、負傷者はその4倍にものぼるという大惨事とな

リまし。た.

テ口組織 〈アグニ〉のリーグ一、アンダカ敏授の亡命を食い止めよう

とケダールナートのヴアジュラカ官邸訴す動に出たニとが直接のきっかけ

とな勺t;事件てす.彼らは空1港警備隊に連絡をとらずに武装集団を空港

に送り込みました.プライドを傷つけられたカーン笹察軍の響備隊は、

ヴアジユラに協力せず、一方、アグこもアンダカ敏授の国m提出を助け

SHANKAR 

るべく武装集団を空港に潜入させたのてす。

アグニの〆ンパ-/)(，削減端蜘屯継されていた倉庫に速い込み

それを警備綜的憎したと二初、ら火の手{立上がりました.ヴアジユラ

チーム・テロリスト・警備隊の3つ巴の戦いの中、総事動可賊し、空

港町1/幼司史書飛凡だのてす.

教授はその生存'1)湖沼摸されていました瓜{一足早〈シャトルが飛び

立っていたため)無事だったようで、食近ではさらにテロ活動を激化させ

ています.

この事件li、直接に秘の脅威にさちされたことのないシャンカラやガ

ンガータウンの人々に大きな種商事を与えることになりました.

2句



班'iJalOlO1'F

ヴリドラのサイポーグたちはエリート並みの戦創能力を持ち、ときに

は紛中にまて鳴り出されます玖基本11串 u でSPであり、 SWAT

やカワンターテロ都隊の~耳目ごと Itli'M動守にはしまぜん.

をう、実は舟ーンにはエ担ート錦隊がありません.兵器と兵W1そろ

えられて弘、エキスパートI主義成できないのfしよう.ただ‘アーミー

首脳部11.少数のエPートを劃成する〈もいなら、そのの世潟槻授を鉱

大すべきだと考えているし、教がめればt~いていの事惣には対処できる

t踏んでいます.

2.ケダールナート

-ダィピジョン:ストラトエT

.主な戦力

カパーラ(AHP) 汁開捌パイクX2.000.~甲'lIIX 3Q

AHP;tフィサー1.0ω名.

車賜S袈員8.∞0名
ヴアジュラ(SWAT) サイポーグ300缶、特務へ9XS

特務ホバータンクX10

コンパットシェルX1∞
ストヮーパ(RP.>f.9ス} パトルト νーラーX4、製叩1111X50

世脇ð~t12.000名
ヴェーダ(7ーミー)

-プロ7ィール ・

;-{;ピ山マスターx3o.
ホパータンクx200

各種戦車x3.000.裳甲車X5.0∞
ロンノマットシェルX1.邸lO.

戦闘へ9x30.愉送ヘリ X100. 

攻験機x10、兵員10.収除名

ケダ-/1'ナー トt車、特係な公安部隊あるいは(機}エリート戦闘錦隊の

~告f宇τす. :11ーン智祭事に足 りないものをす4て備えτいるい、。τ

いいでしょう.織98.ftの練度や袋備の貨もこちらの方がま Lです玖そ

の分、散はそろえられなか勺たようです.総持制な釘価11:11-ン普祭事

と肉軍事い、うことになるでしょうヵ、

ず7ジュラはSWATU..τ発足しましたが、これは特郷嚇隊でもあ

札シティ内のテロザス トだりでな〈、シティ外で対ゲリラ戦を展開す

ること品多いようです.その能カ11且 Fート現車掌としてみればそれはE
優秀い、う IU のものではないようですが、組織1刻司tかζなしている

ようです.彼らはEうしようもないケースでは、しぶしぶながら bハン

ターなどきらなるエキスパートの手を借りて.1_併を解決すること bぁ。
ます.

カーン漉紛/ストラトエア t 也に~IIに字世匂1も梶田睡しτいるはずです

カてその実体11明らかではあり tせん.所有はしていτ品、現悲のシャ

ンカ?の世界へのプνゼンス .vぺwを見れIt、そしτ池上事にこれだ

"の主主貨を朝lいているのでは、 ZEら〈大した線慌ではないでLょう.

自然環境
:I1!Jストロ 7以降‘インド亜大佐の北朝Itインド律上には趨向剣圧が

年仰を通じτ届tI!るこ主になりました.超高知王に南北~Iまちまれてい

るため、大陸全体11炉開胤以明白6O'Ctいう、常人には耐えられな

い〈らいの弘絡の地主なっています.

また、移~ばかりなため、夜間の冷え込みも相当なものです.

シャンカラ市内でさえ.日中奴i且は4SCを越えるし、中西部の砂甘泌L

帯では昼夜の温度差が3桁に及ぶこときえあります.:lJ:mJl1~)'~. 夜間

は厳寒による死者はfTも今も絶えません.

ee 

ところで、 ζの南北の革協気圧は、 NBC汚染を食い止めるい、i思
思uたらしました.

インドがNBCによる犬舎なダメージを絞ったい、う1mはないL、
環境を破耳慢するような1制発も過去には特に行なわれていまぞんヵtその

J周辺地域{中束、ユーラシア、東南アジア‘JI(アジア)の汚111;11ひEいも

のでした.本来なら季節風などで汚染物質が流れ込んで〈るはずですかt

インドの向後度11111."11<なのです.

;IlIi同事由:の境ぃ目IH気圧の急激な援によって}常時突風が吹き旋れτ
います.これがちょうEエア舟ーテンのような役目を来して、 NBC汚

染物質{およびその筏合汚染や変然体などら}の役入を紡「絡好占なった

のでした.

ただし、インドは人が住むのに遣した油所tはいえまぜん.自然総境

~寺におす~~全h品11数奇市'1'("す.

バベ作期以降の環境の変化についτこれなかった多〈の野生餅齢制t

絶滅しました.しかし、以前から部温乾燥の久側静にいた生物の}部が

移動してきたため、 fJJ助物の倒f字数l主将び増えつつあ9ます.現在の自

~境が安定した状怨であるのは確かでLょう.そして、ほかの地域に

比4る t ミュータントの~佐WJ事11低〈なっτいます.

内陸部11砂漠一色ですが、沿民'部はインド洋に宛生した理由1在の影響で

降刷jtがやや$いようです.これは般物の生宵にi車した状態であ号、将

来が期待できるでしょう.また.:tl~い二品商インド洋t その周辺の島々

11生物の野，]ltなっています.ただし.シ令ンカラ行政府はこの情絡を

ひた隠しにしτおり、保怒ら行なわれτいません.

~制裁についじまず、 80-l(XTCにも及ぶ熱砂嵐がしばしば雌L
ます.これに巻色込まれるし生身の人1111はやりどによるllU~はま自が

れ£ぜん.7ルポーグでも、 "i邸機ヵ溌設でなりれば、手ひE也、ダメ

ージ~受りるこ tでしょう.

熱砂嵐のうち.北部で起きるそれは異常に般車f鳩皮の低い般欠空気か

らなっτいます.この般久宇ゆ風に制込まれたら.磁器fマスタ装備を

Lていたりオキジエンタンクをつけτいない名・はli¥!也してしまt、ます.

砂胤の脱線によって11.をのま tそ二τ下Eんてしまうこ ξでしょう.こ

の政欠鰐砂風l車、時には竜巻の統艇に£で成長し、鎖繁に起こる7ェー

ン事崎氏合わせて:Y"¥"ンカラの責妙zの天災tなっています.

ミュータント
ヘクサタイガー

6本足の虎です.非常に費約問、また静かに行動するので、荒野で出

逢った場合は危険な生き物であ争、 主に夜1111に狩Pを行ない£す.校自

がき〈というより、ほとんE崎被スコープなみの眼力を有しτいますが.

ζれは逆に7ラッシュなEをi昔びせる t当分の問、まともにむのが見え

な〈なる tいう弱点でもあるでしょう.

ヒュドラ
gJiの節分がい〈つもに分かれた、長幸6-7mの$顕コプラのように

見えますが、日¥1封印阿刊か主勃庁、ー鋭では織牧だはないかtい‘

bれています. ヒュドラ11荒野にI震い穴を銅今τをよに潜んでいます.

獲物合従づ〈と突徐飛び出して〈るい‘うわりです.

牙に11~1:í;があり、噌まれるt30分〈らいて守Eんでしまうγしよう.

また、ヒュドラをt到すニ t がで主たなら、穴から引きず ~t品Lてみま

しょう.そのr.tの節分は木織のようで、多数の毛織が出ていますが、 Ii!
の先維部には.人IUJカ悩τ'生産する 10-501膏のエンド"'7.jンカ輸出で

きます.林秘な干l:at.:かもなのか、小般のヒュドラはユューウェープシ

、・ー守ンにど神体kして事られτいるこ tがあります.



多くのコミューン

シャンカラはもともと貧民を収容で串るようつくられたシティなので、

多〈の弱者がやってきまLた.もっとも行政府はよそ者を受け入れるつ

もりでダワンタウンを紋計したわけではなく、土加の貧滞のために貧民

衝をつ〈ったのですが.

務アジア全紘シャンカラの守備範厨だと絡に北部インドからヒマラ

ヤにかけてのあたリにはい〈つかの小さな村があリます.これらは見捨

てられたコミaーンだゥたり、と宰には犬陰線をた〈らんで今日を君、む

ゲリラの隠れ家です.シャンカラ行政府はこれらの存在を公式には飽め

ていません.ただ、その行政府も、ドラダについては、裏取り引きでむ

あるのカ¥行動を阻害するような真似はしません.

ここで、ヨミューンの人々を見てみましょう.

1. ドラダ

インド北商都~中東~カザフを往来するさまよえる~で、滋牧ではな

〈ドラッグ町生産と売買を集費量としています.FドラダJの書官1Pl1:、ドラ

ッグ・トレーダーであり、ぞれがなまったものとされています.

彼らは、一様に?ーパンのような手製の世薫防護マス?をし、 さまぎ

まな形のゴーグルをつけ、ダブダブの防箆般のような民銅Eを漕ていま

す.

ドラダは厳しい大異変後の自然的中を金書抜く術に長けており、その

秘書官は常時服用している自家製のドラッグにあるともいわれています.

放射官邸酢嘗にかからな〈する Fラッグ、 E革命効果のあるドラ。ノグー…

それらの叢の材料/成分/相限法などはその療に伝わる硲密となってお

人面牛

ヒンドクー教では4ドや犬1;1.耳目なる即納としτあがめられています.ま2
1まずいぶん滅。ましたカえがンカてパードで1;I.!l;~桟った牛や犬が肱L鋭

いにされています.これはた主えミ ".-flントイヒした危険な£ドや犬でも

l司ピニ tですから、ある窓妹では:11ン3ゲパード11非常に危険な街です.

シぇ・ンカラや3ゲンガパードにはなぜ'か不主明止な生き物カ勾見れるニとが

$いのですカ" :l04()1~ごろ、 当時まf'::IIンガパー ドカルぜラナシυ利fれ

ていたこ ろ.衡に奇妙な 1績の牛カ町、た附却lがあ~ ~ L 1:. 

JItjがλ1111そっ〈りで、そのうえヒンドクー絡を献すのです.そいつは

!IlまってきたE糊tに向かっτ、いろいろとた〈きんのことを訴しかり£

Lf，らその大部分1;1.継恥、た干・宵でした.i凡アラ~!"中パベ作州、メ

ガ=シティ体制なE、その後l世界に起こった多{の11叫両がすペτgt、当
てられたのです.

ニのZbRAZ突であるかEうかはむうわかりまぜん.一般 には、まる

勺 きりのデマである t いうIH ミ aータントヰのt ニ ，，~ではj" ~I': ~ 

いう説カ精力です.:1時例J見阜、 特に貧民たちのJUJでこの噌は相当な~Ù
級住で絡られ.<人術中教〉までできたようです.

人而牛のIM&.の千言は次のようなものでした.

「支配;/';11取っτ{吃わり、石の肱.¥itがや勺て〈畠J

SHANKAR 

リ、たとえ仲間でも敏えたりすることはあリません.

彼らは、シャンカラの人々を含め、滅多に他民族には，むを併しません。

たぶん、それは迫害と利用ばかりされてきたからでしょう.ただ、 後ら

と寝食をと bにし、災いを乗リ切ってきた者は仲間と総的、心を開いて

〈れること bあります.

2.ジプシー

もとbと定住地を持たが寵d員の旅を続けていたジプシーです玖揖Eが

危検な待代なので、 土地に定着する者は多いようです.

ジプシーは、シャンカラのダウン?ウンに往んだり、郊外に村をつく

っていますカt彼らのリーダーたちはたいていr今度の地には少し長〈底

すeただけだよ奮います.流浪をするのも自由なら、その地にどれだ付

とどまるかも自由でしょう.

しかし、 50年以上にも渡る滞在I草、磁漢にνャンカラの文化に影響を

与えました.

3.東南アジアの幾民

21-22世紀初頭まて鋭いた東南アジア岳地的機争/紛争は、一般市民

の生活を圧迫し、 住むべき土地を奪っていきました.この人々はこうし

た国々からの遊のよかった脱出者たちです.

彼らの犬半1:安全な土地を見つけて、そ二に定住したがっていますが、

現実にう まくいっている例は少ないようです.
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シティ概要
生産と消賀、資源t既成生t死が入り混じるζのメガ=シティ 11、

滋liiJtは品オ779:11ーナー系、つまり779，かに本艇を備える3つの

地元車対 話聴会管理をしていまれこれら111'6にか村ンスリー) ~ 

呼1;1.'れτいるようですが.実は二れは3祉を役時鍛える:t!:株の営苦躍では

ありません.むしろ、皮肉主いったほうがよいでLょう.

メガ=ケープタウン11織かに対外的に強いシティではない1>11です紙

袋向きはEこにも支配きれるζ とのない独立したメガ=シティu>れτ
います.

しかし加川インスリーは悩企業でしかな(，ぞれを繰ってい

るのは}紗トの有力メガ=シティに本携をおしより強大な巨大企策なの

です.

シャインスリ-1こ11，それぞれ典なる思惑を他(3つの海外巨大企療

のi産品1[;があるい、う淡f児島できます.

ζの~の支配企業3祉はシ'\'インス F ーに対して (;.-ャドウスリー〉

t呼1;1.'れτいます.シセインスリーがぬ備でしかないニ U1，いまや公

然の秘密でありj主立の公述盛んなA、ォ779:11ーナーαM巨人できえ、

ζのtt~震をしばしば口にします.

シセドウスリーは.互いに準制しつつふメガ=ケープタロンを77

リカ大殿でうまく生きながらえさせよう t努力しτいます.

シ々ドワス担ーの目的11νアメタJν{希少剣.4)や賞金婦なE胞下資源

の1J?i紛です.メガ=ケープタウンをmう近跨メガ=シテ4ににらみをき

かせる反商、アフリカいづ紛争の絶えない土I附帽を;fll倒して、新技術

や新兵器の実験なn務官官に行なっτいるようです.

メガ=ケープタウン11周辺に鰍対勢力が3与しまた資問lはあ。てもそ

れを単独で百&111するだ11の外交力もありません.ヰij)メガ=シティの援

助なしでは弥続できないシティであり.住民たちも内心ではそれをよ〈

哩揖干しています.

しかし、少な (U行政府11~，;t7 7 9 :11ーナー思品目白躍。凶まって

おり、袋向き11非779カ人を何とか追い出そう tやっきになっている

のです.

シ'¥'ドヲスPーに銭高を俗られつつも、行政府の怠向をmRしよう t

いうのがシャインス 9ーの統ー見解であ0、交面白釘:lil聞はその簡ではあ

る綬I~tn}ll唱でれよれは也裂でも珍い必台形態い、え畠でしょう.

シティ構造
メガ=ケープタウン11，1目前77リカ共和国の行制iケープタウンをも

tにして雑鮫きれたメガ=シテ4ですカtほかのシテ~ b~った4構造を

なしています.

ほかのメガ2 シティ 11エ91f:うし倉町立.1l1!つながっていたり、それぞ

れの且97が少b輔皆、τいても、それぞれがハペワ11平明ユ7ラ4ン
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なEで述結~れているものですカ1 メガ=ケ四プタウンは激峨区の't(， 

そばであり、資i勘繰舗が盛んで.きもに人口が少なめであると弘、う ζt
bあって、エリアは779:11雨滞金成に散ら1;1.'~ ，それFれが独自に運

営寄れているのです.

メガ=ゲープタ世ンの選本事lilIJHLτ飽織されているj童話点、つまりエ

97113か所で、 iHつが〈ケープエリア(lAケープタウン))，ひtつが

〈プレトバーグエリア(111プνトリアーヨハ品、スパーグ))，ぞれl(ダイ

ヤそンドシティ{旧キン/<9-))です.そのほか、車引二大きな?'Jンt

Lτマプートカ吻りますが.これはあ〈まて港tしτの?'Jンであり.

メガ2シティの機能を担う且97~Lτlòt.12められτいません.

では、各エリ 7i'みていきましょう.

ケープエリア
クープエリアはメガ=ケープタウン全体のす4てを管理する、 立法/

行政/同法の中，ω血です.ここは中央プロックであり.また， J:.li車市i止

の岱FEt支直治決のオ 7~ ス世肋'且iち並んでいます.

様車線主様式裂を嫌ね備えたデザイン、糊7よる対抗忽ti.l l~叫

す白亜の建途物部は.初めてviれる人に tっτ大きな驚きと感動をAjえ

ることでしょう.ー赦市民の居住広やスラムなれま話回奇跡ニbずかにあ

るだ11で， IHんl'Y.:tEしません.

ケープエリ 71まメガ=ケープタウンのHl二なったt伊Iで、包'は大型:

に治安の跡、土地でした.メガ=シテ4池宮加H 、当初はtτbζζ仁

機能11'憶を飽き、中央プロック上するのは不可能力、主忠われたlil'です.

行政当局11グープエリアから相法希たちをほかのエリアに強制的に移

住きぜたのち、舗鵠E中憶を紋鍛しなりればなりませんでしたが.これは

新たなテロの原因kなりました.

あまりにテ口駅11 が~(なったため.司法側11何らかの方演を締じな
〈てはならな〈な。たのです.彼ら11匝削的な方法イ、この需拡地帯?を

あるていE平和な地区にするζtに成功Lました.(RG S)いう治安

踊櫛システムがそれで、ょのプロックの脳部の通風口からは常に続紳を

安定事ぜるa，1品入りのガスが供給きれるようになっτいるのです.

約神安定3ゲス11処物内のみならず，1Mにも減杏れており、そこにtt.む

市民ある化、11ケープエ97を訪れるすペての人々の附斡安らげてt、ま

す.

RGSは.はっき P露。τ付11娩き刃の対策でしかありませんlテロを

実行しよ うliJ<.心した者はガス守スクを滑りてζこに潜入するでしょう).

しかし、効泌がまった〈ないと丸、うわりでもなれ 社会不安やスト νス

から生じる突発的な第件や必力犯卵な<11明らかに宛生率カ噌主いのです.

シティのすべて荷主機tjg(t部iI糊~A I 、支蹴如 7イス、 VIP

位宅)はすべてケープエリアに1M'しておりぷ1I中央プロァクHω:しな

いメガ=ケープタウンに t 勺τ、ここは本当にm~なエリアです.だか

ら‘ RGSなnい主大変に経費がかかるセキュリテ4 システム ~æ・.'1.f



MEGA白PETOWN

MEGA-CAPETOWN 
シティデ-?

・公式名称:衛アフリカ共伺機情

・俗I:!> メガ=ケープタウン

・範lllI: I日ケープタウン、キンパリ一、プ

レトリア~ヨハネスパーグに斉在

.中央ブロック所在地:ケープエ リア

・人口 :3500:万(ケープエリア革路万‘

ダイヤモンドシティ7CX拐、
プレトパーグ2民知万)

- 書宮市機能中相~ : 復合AI

(7インテット〉

l' 

。
一一IGε肉

イゲル刷、ð-lt刷用で写訊 現児玉で鯵加工申舗としてヨ俊足tいき~11. ;tC 

iIlる蝿!Ji衡がそれで、イゲIL岬憧島由751鯵ここで働いていa:す.

街@央卸ス8-1t・竃掬長率峨軍ノ量届用制...:シ70・IO南町Sでおり、イゲル

ガ自宜し1I!..'C-Itいことを嶋田巳喫してい1l11.811!らしいもの思ほとルど
aちりまttJv.11!耳、..衡にや1I!f>カラズケパーが事いことが却らねてい11:11・

MAPUεTO 

級世遣し疋マ7ートでIlともZ客観l't8踊といえばダイヤモンドブリッジ〈ら

いでしょう.

マ7ード隊、メガ~ケー7タつンのl!I1J.シヱリダン女露骨哩掴でもあり、

それにち怨んで、お申帽に鯵シエリタン量圃があり11:11.しかし、令官陣スト

リートギゃンヲゅよそ智由'II!II:り・1::.11ってし11:ってい1I:1J.・

⑦司
一
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なわ"ですカtその反I町、 ζのシステムに縫いの日{，fti)りられているよ

うです.

仮に舗やF釘定11スの11.::わりにfJ~ガス t カキ島般b・スなど州、出しiるまれた

らEうなるのか' い、う恐怖です.それを実行するのはテロリストか

も知れないし、直妙。Iメガ=シティのスパイカ・色知れないしもしかする

kシ守インスリーかシ々ドウ ・ス9-If削1自削n防の身内のい杏カか.，
悶tな畠カか.品知れないのです. RGS をHωーしろというな兄はかなH~

仁これに強硬に反対する積もいます.

テロを防止するシステムであるRGSが、1frたなテログループをつ〈

る埋~llになっているのというのは.皮肉である t しか岱えないでιょう.

プレトパーグエリア
サハラ=ゲート{商雌仰にあるメガ=シティ H メが=ケープ?9ンIt

IB世紀からずっ t犬織のwであ~.中央77 リカは~'t~防戦制状態t なっ

τいます.また.カラハV砂模よ~~じのジペ・ングWには‘大草品真かつめ

エマーソン制度

ニの蜘慨は、動向きは貴闘野備による市民的ランク分けをし、 秩序を

安定する時間燃とされています.

メガ=ケープ?ウンの市民は、績に4齢~ランキング ・ プレートを植

えつけるニとカ噌鮪づけられています(市民であれI醐金はまったく材、

りません.事故などで失ってもタダてつけてもらえます).プレートは一

辺が3酬ほどの進三角で、特孫な光線によって感光するパイ才系材質で

つくられています.

プレートの色には5纏頬があリ、青IJ'企集幹部あるいは止沼市民緑

カ」般市民、赤が:~/公安関j，f~昔、自は舵機動の学生/ー輔切に恥失

った者など特甲車な市民て・す.

また、プレートには数値もお子医されています.このかッドメーター〉

はαト99までで、大きいほど能力や地位h鳴いという意抹てす。

市民たちは3年二とに行政府羽審蜜を受付、それによってプレートの

剣遣の上下や色町変更がなされます.

このプレー トは手術によって植え付げられますが、実はアクセスファ

イパーとしての能力も有しています.だから、 メガ=ケープテウンの耳由

来インターフェイス1:1'変わったつ〈りて:-To指を自置くための袈績のカ、わ

りに、貌のプレートに嫌触させて使うへアバンド登ア7セス装置か、高

級な輔繍ならへ yド廿ノトカ録用されているのてす.

市民にはアクセス中t.JilfI'手を使うことができるというニとで、実用面

では好評なようて寸.

しかし、この貯肢は市民織を取る二とので宰ない雄民にはとてもつら

いものだし、メガ=ケープタウンを訪れる衡す者を憤慨させてもいます.

目立つところに市民である庇がつけられているので、そうでない者は

ひと目でパレてしまうわけですし、たとえ韓持軍な古約す者であっても、市

民でない者はこの街では鑑震レベ)~扱いをされるという二となのてす

から.

メガ=ケープ?ウンの市民になるためには、かなり厳しい審査がある

ようて・す.建て前での第一条件はアフリカーナーである二と、つまりア

フリカて全ま札メガ=ケープタウンの発展に貢献する可鰍生白ある者

でないといけません.

例外bあリます。大金をしかるべき筋に寄付するとか、あるいは赤プ

レートなら比殺的簡単に取得できます.何しろこのシティは戦時下なの

で、兵士を多く必嬰としているのでしょう.

ヱマーソン制度によってより厳習にラン7:!l-けされた〆ガーケープタ

ウンてすが、市民たちの生活が特に際立って樹園というわけでもないよ

らゆる峰舗のゲリラ/テログループカ物んでお~.メガ=ケープタウン

を~-目標に組っているのです.

メガ=ケープタウンは外交面lでは器本的に!!i¥舟的ですカt自称号ラリ

ストの民b位縫者によって処てられたようなシティなので、ニれら直m
号事hへの反応は過敏です.司(11'力はこのνベルのメガ=シティにしては

かなり強力ですが、 7ーミーはシティの防衛のみならず、しばしば北へ

の先$')攻司書や紛灯打織も行なうのです.

きτ、プレトパーグItメガ=ケープタワンでもf止~tl輔、つまり絢ji織

に低'7.~L、7ーミーや暑のほかの戦力の大部分はここに駐留しτぃ£す.

プレトリ 7lヨハふス，(-グい、うかなP犬舎な都市のあった掛掃な

ので、貴甑tも~{~..っτsτぉ~.さらにケープエY7i'追い出寄れ

た中流'ifi民も地下資源の127Zな(=働き口のある}プνトパーグにやっτ
米ました.

こういう総統があっτ.プνトパーグエリアはもっ主も大筋燦な人口

¥4;j知且であり、鋭エlrlがきかんであ弘 一般r，1iJj!lぞれ以下の人々の議

うです.しかし、行政府要人たちは『シティのレベルはまだ2波だが‘市

民生，雷レベルは1流〆ガ=シティ並みJだと信じているし、実際それは倒

遭っていません.

ただ、この制度の存在方怜民的不満をかき立てているのも硲かでしょう.

市民傭人的能力判定1:1"行致府の独断であり、しかもそれが色と数値に

よって維の自にもさらされているのです.これは明らかに新たな形の差

別であり、エマーソン制度廃止を官官『切要求にしている抵抗努力/テ口

組織まて唱同車しています.

ーー ーーー『崎一ー『民

2 6  



もす併です.そしτ.防相:枇kのI附略地でらあるのです.

Iil仇が白Ihに立ち寄れるのはプレトパーグエリ 71!し、旅人にLても

大部分11制!I.にきた舗兵やハンターい、うこ tで、街全体割、自由であ

りかつ不むなーーダウンタウンのような雰鰯気を漂わせています.戦争

を即Lで感じられるJ.:Jtでもあ9.この感覚以絞伐tした笠宮tf'C.込し

てレるのではないでLょう念、1)1実、プレトパーグが{テロの自穏なn
a、M、以良なものではな<)載火にきらされるこU$いようです.

衝の量l鋭に特徴的なものはあまりあ事ませんが、住謝野tダワン~'J

ンH ーミーペースが混然主有必しているその姿1ム拠様t'、えI!火織

です.

もちろん全体の治安1:よ〈あ争ませんが、少な〈と b7ーミーベース

t その周辺にi立t7(する位制ñl:. 地元の2巨人がi~任を符今てパトロール

してャるので.やや平'.f.t!い、えるでしょう.

ダイヤモンドシティ
mキンパPー刊山こ形成制攻、鉱策/J深 1!1Iの紛です.

地下資源カ明記:tt!いづ 理I圃だりでは.有地はシティなE姥tまされる

ものではありません.また.rダイキ'f:ンドシティ』い・う呼称i孟俗称で

はな<'.il'式な名称なのですカ仁この鋭いも不可解でしょう.

2130í~代、 つまりメガ=ケープタウンがやっ t切l~ I.IIUょ当臥且ここ

はただの紋織タウンでしかありませんでした.

まだまだ体力のない行政1舟I~キンパリー近郊に多〈の地下資源が眠っ

τいるこtを知Pつつも、財政カ惜Jししまた人IH:H!:少なかったた

め、ここを附I~äするよ t ができなか今たのでした.それで.本来の気風

に逆らい.キンパリーを{行政の管理下のもとで)よ号者に脚l発事ぜるζ

とにしたのです.

彼ら』阜、自体/例入をrl~1:>ず、 市氏であれば‘キンパ9ー近郊でのあ

らゆる地下資散を採織できるい・う法を施行しました.

-1断金f'iJ5みる者1:シテド1'1:，、たらし〈、大勢がキンパ9-1二集
まりました.シテ4外の者も多額の市民澄録E罰則i'支払って.メガ=ケ

ープタウン;Ii氏主なり.係掲に霊長加したようです.

よれはちょっ tL1:騒智になり、 rダイヤそンドラッシユ』主将ばれた

ものでした.

織り山幸れた資源11行制(.fがJtい上げるカ¥採編者がよそへ持ち出す

のであれIr~大な関税をかりたのです.また‘捌発やらfOiJ糾こつりて税

を設定しました.これによって財政はしのげ、キンパリ ーのIYI~êbでき

たのです.

保御者・にとって.災際に係織を始めるまでの肘搬は膨大イ、必終的

な紋入i'考えれIt¥例。の合bない鋲ξなったわりですが、あまり文句を

宮う計はいなかったようです.彼らがl.に求めていた物1:.Rか事では

な〈てG，~だったのです.ダイヤ毛ンドラッシュ 1;1;絶雌していた人々に夢

を与えました.

ここはよそ者によ今てl削宛きれた衝であり、行政府11彼らの祭縦をた

たえ. I布署に援ではよをす;をあぎりる型株もあり、ニの析しいニ~9 7の

名称をダイヤそンドシティと定めたのです.

!JI.:t'Iιダイヤモンドシティに111*術劇弘資i曜を綿製したり製品に加

工す品工業地椛、そこでの仕事に従嚇する市民の応住区がG悲しτいま

す.

t こ"で.ダイ"\"モン ドシティも行E附b~定する市民しか庇0;'でき
ない街ですが.ここの市民の7(隊ιは11、2130制勺:新たに市関曲を取

得した草柳l名です.彼らは、ケープエリアのJ.'t.:i.ォア 79ヵーナーたち

から不当な級いを受げるこ tが$(、ダイヤ毛ンドシティにおりぶ11氏

巡動はほかにlt'"践んです.

ME:GA印 PE:TQVlN

地域の歴史
171自主己中ごろにケープ処方に移民したオランダ入、 ドイ Y人.フラン

ス人のユグノー教徒などにより.ポ-7人k呼ばれる臼いアフリカ人が

形成きれました(ポー7人は後にr779:11ーナ-，t呼ばれ畠ようにな

。ます).

やがてイギリスがニの地を占脅し/入績を鉛時たために、彼ら~-7人

は内陸に移!IJ)せぎるをえな〈なりました.移動先でポー7人が金鉱やダ

イヤそンド鉱を発見したために.この平'11晶守叫・で~-7戦，~，哨物発した

のです.この戦争I~-iギリス冊4の勝剰に終1:> 9 、 20世紀初めになっ τ.

大術事却に属す品商779カ述邦柿足立しました.

成立後、アフリカーナーとイギリス系白人の両者11、7/tjt.-トへイト

{人租腕線級浴車}を実施して支配f4嘩，IJをfIIJtLτいきました.

このこ tに反発した非合E止の77リカ段紋会綴(ANC)が武義制4・を

はじめたため、反政府~f}i同電位化し、〈良線の総H'f'ばれるゲ9 ラ組織

の活面Jが泊予Eにな今てきたのです.

入車舷lJIl民織に対する世界からの非純を悶避するために、 rfiアフリカ

政府11県人勢力tの声倒飴似をと 9、211盟主己中7J?!U:でには、(6t1IlIl'Jにで

はありましたが)アパJν トヘイトを廃止しτゅT.I!.¥人主導担の政織が樹

立きれたのです.

政指樹立後はI!.¥人政党Eうしの対立もありまLたが、全体的には安定

した状態カ犠缶、動宵成:lH者L(、鴎民の生活水継もあがりました.

21111:記に入勺て、アフリカ主治会土111昆肢闘争のi品に巻善込まれてい

き£す.カタストロ7の序1111tもいえる、 決地政脱線の紛4抑制セのI!jれ

です.

なか円n極治化した新生ケエアI主近蹄郎副に次々と侵攻、 2地主己中ご

ろには 〈中舘77 リカ迎合〉を成立ちせ、 ~tアフリカ儲閣はこれに対抗

しτ(ECの級抑しを受りた)(サハラ1司盟〉条約を締結.

中部771);か述合の目標i卓、地下総甑のTtZEな碍1に絞られてきたので

す.ニのmr.~阪 i阜商ア 79 ヵH'.1辺捌劃に k 勺てプラスに働いたよう

です.割169'l'.iIl7 7 9カ火事IJ副主将で(5ACO荊779M桐体))

が完成されまι1.:.ζの時点ぞ人組による滋別感情i阜、住人のな織から

消え去ったようです.
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世界各閣もニの勢力に援助をf到しまず.SACI1飛縦約に鴎カを明大

寄せます.わずか3年で.llUIVi総i高/政治など、 SACはすべτの加

で大畿内のほかのふたつの勢力に抜きんでた実力を帯えるに3!りました.

しかし.中部77リカ、 :lt77リヵIまtbに、 rliの急成長に紫般をつ

のらせ.2072JI二にi孔ア79:11戦役が;fJOe.そ Lて.初鈎年に77リカ大

干ばつ.以後の I()(f~mには紛血てヲ波地拠が辿叙して姥往し、北/中部/

i軒の3大4争力は(そして各個も)ことごと〈瓦解し、戦火でにぎやかだ今

た大陸11沈黙しました.

77リカ11時I!.YI.HI':に1jlったわりですが.公武に生活断E興が始まっ

たのは実Itアフリカからです.

2 1171~. 北半減1i，の巨:;kj匂提主導で胡地獄保典後緩組織 (PRO) カマ
マダ'j/・スカル叩街並されました.そして、その地下食器軍側芭/焚i&1胤

のひkつtしてケープタウンが逃ばれたのでした11 77リカからIlittr.さ

れる~i距11世界の復興じ役立てられたのです.
ケープタウンは復興のためのjjijl.llJ)il也ではあったものの、メガ=シテ

ィI!殺の予定i正当初はありませんでした.しかLUlI;t.よ<!軍備されたの
で、 E船とはtIIまってきます.こうして、メガ=シテ4の遺品伎ができあが

今たのでした.

やがτ、第一開眼島綾子志のメ:11・2 シティがそれぞれ自立できるように

なったζみ.ケープタウンはかなりの人口密泌地になっτいました.L 



かし、ニニには行政機関はあり tぜん.衡の治安は惑〈、住みに〈いと

こ3うでした.

ネオアフリカーナーと非アフリカーナー排斥
ケープ'fJ?ンのめりきまに憤慨したのは.む tから77リカI:HAで

いた人たちです.彼ら11よそ者によって土地が従事れ.tH興い、う大義

名分のも tに資源が1:'1¥.1:'ん持ち去られてい〈こtに怒りを覚えていま

l/.:. 
郷土を愛する者たちは、自らを~、オ77 リカーナー) ~称L、図式.

i'奪回する選!日jを開始しました.ニの.i!!lJJll当時の1A?JHR導者。(そしτメ

ガ=.rープタウンの初代ItH.~でもある}アンジェ リカ ・ シエリダンにちな

んで、 〈シェリダン巡酎IJ)υf~tれています.

平'lllがJな政治活動から始めた彼らですが.巨大金量~c:jlli'押事えられ

るにf足。て、だんどんやり方が治激になってきます.

ついには.資源倫返タンカーなどに対してもテロが仕掛りられるよう

になり、臼分たちの政治/絞;脊基盤、つまりメガ=シティi'<l!段/豊富f躍

するのに平ャ引fいだ勺f:巨大企;，t:.f.f.I!，ケープfJ?ンからE 時予を号l

〈こ tにしました.

ffjアフリカ11何度めかの掛tlL.r*たしま ιf.:.しかし、い〈 ら資嵩!が

1225でb.まfJ413ぃ闘です.目前の区犬企業の11(11(;)J/経済力仁11逆立

ちLても勝τまぜん.また、中部77Y:h， ~tアフリカもそれぞれ述。

た形τj~興を始めているのですが、彼ら t の反闘い、H:に続色、τいま

す.
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ニんな松i兄のきなカ\巨大企業の中でも北米ネオ = 7 ップ仰の，~í'fl以E

カtA・オ77世カーナーに取り引きを巾し山ます.

①l世耕あるいは近降敵勢力に対する外交:lJの強化

②メガ=シティ蛇紋/シティ鐙錨

⑪粋/勺剛/鉛i守/地元巨大企業の鐙備

ニれらについての全両的援助、そしτ内政には札、っさい干渉しないt

いう粂11"で、その代依~Lて、地下に自民るm:1な資源の採嶋織が欲い\

という111L出です.ネオ77リカーナーたちはしぶしぶζれを魚知L，

lliアフリカは結却!I~Jcこ品、オ=アップルの保錨鎖的な位訟に務ちflH し
ず.九.

しかし、内政について、実際に〈メガ=ケープタウン〉が縫紋/t掛h
L始めるふ巡れ樹別，ft~cこかなりの外資系スFγ7が入り込むい・フ

軍港マブート

産出されて使いきれない資源を給出、生産力ち阜いっかない製品を輸

入するためのf港JI止 メガmケープヲウンの存被には必喫不可欠な存

在と曾えるでしょう.

輸出されるのは銀賞な地下資源/半製品であり、輸入されるのは市

民乞置に#療な製品/消費財、そして多くの婦仲戦争て稼ごうとす

る傭兵たちてす.

プレ トパーグエリアの束、アフリカ南東燥の?ウン、マブー トは完

全な軍事基地であリ、その披露旬並l草野備が高いようてす.

ちなみに、ケープエリアb海に面しているので港はありますが、あ

ちらはあ〈までケープエリアをま齢寺するための港で、必要最小限しか

使われていません.

行敬府は中央プロックによそ者が入り込むのを、異常なほどいやが

っています.それでわざわざ{ケープエリアから遣い}マブー トを港町

として湾鐙備したのでしょう。

しかし、資源はダイヤモンドシティとプレトパーグからやって来る

わけだし、大消費地であり、また人的出入リカ激しいプレトパーグに

港カヨ丘いというのは合理的てす.

マブー トは軍港ではあるものの、メガ=ケープタウンのアーミーは

滋上織力I~t寄っていません。その必婆がないからて寸.

戦寺>l~併殺部で行なわれているし、 2活めシティに海軍を総寺する
能力はそもそbないということてす.鎗出入についても、メガ=ケー

プタウン自ら般を出喜なくても、富裕なメガ=シティが紹団をS且んで

やってくるので、いりません.

港町股悌一一鎗送給〆犠鼠鐙を盤償/綿給する蚊備や、タウンの防

韓織判断ま1流て寸fJ'， これ勺はすべて他シティの船司ためのものなの

てす.そんなわけでマブートは、世界中のシティ/企雛の新銀艦鍬を

見る二とができ、軍事マヱアには有名です.

ところで、ニニは戦渇に向かう/噌潟村引き揚げる荒〈れ者が多

いことでも有名てすが、湾初パーでは傭兵たちがよく二んな冒漢を交

わします.

r(マブー トに)入るとき*無一文、出るときや賞金担いでる」

二んな激戦区まで来るのはよほどの食いつめ者であるということで

す. しかし生害て帰れれば紙酬は膨大であるという二とでしょう.ち

なみにr黄金」という曹議は「たとえ」て・はなし真実であるニと b多い

ようて:.....0 メガ=ケープ~ウンでは傭兵八の報酬として、この地で虚

幽される賞金やダイヤモンドを提供するのカ<-~量的ならわしとなって

いるそうてすから.



クインテツトと謎の事故

高級AIを5台リン7させ、より多〈の機能を持たせていることか

ら、?インテット(玉置饗}と呼ばれています.

II1J型となったA1 (ELP40)とそれに逮なるシリーズは、それほ

どすばらしい機種ではありませんカ九タインテッ トは非常に優秀な復

合AIてす.ニれは、 5台のELPをリン?させ、高度なカスタマイ

ズを行なった天才エンジニア、エ ドモンド ・へールデンの域重賓と曾え

るでしょう.

ところで、へールデンは天才と呼ばれる者によ〈見られる精特明変

鴎があリました軍度の鮒時事継は次第にニ賃人絡を形成していき、

左半身が右半身を溺愛し:右半身は左半身を嫌悪するという奇妙な状裁

にまて事借りました.

彼I~. 最後I~右手が自介の.(，-1麗をえぐり出し、左手で飯の右舗をい

とおしそうに包んだ状態の自殺とみられる死体で発見されたのてす.

そして、その狂気I~Pインテットにも影容を及ぼしていたのかも知

れません.

クインテットは普段Iますばらしい後継を発嫁していますが、ときと

して突然停止や誤作動などを起二す二とがあるのです.何度も点倹登

備やプログラム修正力滑なわれたのてすが、いまだに原因1:明らかに

なっていません.

~i~H: IJ_ったよ主です.

百l2代市長タラーク ・エマーソンは、 t記長嵐lclllを打ち出すよ tで、行

政J:のT胡厨ミスから1:1をそらすこ tにしました.

〈エ?ーソン臨'V.主~H呼ばれる独.1:1の市氏3'11立がそれです. よれは非77

9カ人i"1IJl/まし、 1・'JII.yにm氏に対してはネオアフリカーナ-tしての向

党を作家L. 事らに能;/1m画によって厳密にランク分り L て L~ う t ャ

う必tまであり、 t世M!"1から:11'蛾i"i古びることになりました.

支配企業

1.王立電子研
・専門分聖'1':m守'. (~通はむ}

金属l瑚係

-まRZtt創瑚:ククリ

-司('1時刻同 :スベシセノν.vキ・

コマンド

・プロフィール 。

ユ.:SL~lt干研1:. 品、オ77Y tJーナ

ーの制民主い、うペき支配合集であ

~. lJlイ民はオランダ糸のヘイマンズ

*1:よりA正常事れτいます.

l抵l).!のある合集'('.!. tはイギリスの公が府f先機関でした.是れが.

2011>午、エνタトロ-クス分野での締役衡のパテントI:.t!.に{パテント

の宇~h';t'ru.ったH幅779tJの大2:f厳に只い取られたのです.

司:3ti'立子研湖一時はそζから企業と してスタート しました.当初はもち

ろん屯子関係カもら併でしたが.現犯ではその方聞の縫梁はあま 9量産んで

はあ0ません.もっt性向Eのよい他社製品がt世搾rl11こml司っているから

です.

，E立電子日11:.νアメタルや水3弘司桂似合金をはじめ.金泌t名のつ〈

ものなら何でも樹事V生産できる!a:llif克の加([プラント燃をプνトパー

グに持ち、またIItW'I'の絡師なメガ=シティに賞金』誌の前;れ応{7y-， 

ピー〉をオープン事ぜています.
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ME:.GA.CAPE:TOWN 

ちなみに、 79ー・ ピーの;i.γPνスといえ11'、土:iY.t附級の鉛人への

プνゼントの走者干主もなっている〈ら，.'W{なつ〈りて市名です.

2.アンドレセン ・インスツJレメンツ

.明

.公1安zt縫樹聾剣l附瑚 :汀刈J品I1悦資のみ

・1限炉開岡地:1II11のみ

.プロフィール

メガ=ケープタウンではー孫新L

(. A腕レl、事(.叫ト、ダイヤ'1::

ンドシティに漉盤(r:rz~ <企業です.

また、プロック1111が述〈鍵れてャ

るメガ=ケープタウンにおいては、

プロァタIMIの物f糊送が大告な|問題

ですが‘アンドνセンはシテ4で;初時τ本格的な貨物納i基金書tをつ〈り

まLt~. 傘下の 〈シエピオ フト愉送ID は多数の大製織送機をj帯平i して

いるし、例むのト νーラー ・キャラパンはL勺かりしたプロック1I日愉iii
会社で.g; (のハンターを275給で蔽う 二tτ守I'也です.

アンドνセンは、ダイヤそンドラ γシaの際、入梅Lてきた事舟参7フ

9カーナーたちがつ〈った合撲で、ほかのふたつの文斑盟或，UJIあると

tに対立しτいます.2主tカ明l手ではヰ司'1このd:ないのですが、シヘ・ド

世スリーのダークホ由スーー北京屯脳が後"般につ，.ているため、あな

Eりがたい干ぽH なつれ、まれ

南アフリカのエリア間爽遜

〆ガ=ケープタウンは各ブロック問力後続されていません(ただし、

都市銭高Eなどの通信パイプライン{草地下に存在し、すべてのブロック

約糊されています).これにはふたつ0漂白があリます.

ひとつは行政府の方針で、「中央プロックによそ者やー鍛市震を近づ

けないため「ー姥かにダワンタウンなどから離れていれば、保境問面

ではずいぶん安全度は増すでLょう.

ひとつはそれぞれmブロックがあまりに隠れすぎており、その空白

に交通路を引〈ニとができな力、ったということ.

しかし、各プロックには自給自足能力はありません.ケープエリア

だけは独自の港や宇宙港を持って釘り、自給自足が可能てすカヘほか

のエリアはマブー トから遭ばれてくる物資がなければ存続は無理でし

ょう.

輸送路には地上と安のふた通りあります。

総上1:、支疏!1t::療問有するキャラパン隊やランドプラス~一、 ロー

ドラッシャーを宮ι咽人集者カ物資を織送します.荒野を走り回るか

ら危検度はほかの土地と同じてすが、何しろ箆腕はそれほどでもない

し、仕事は必ずありますから、輸送にしてもキャラパンの鑓衝を受け

持つにしても、串1は悪くありません.

また空路について、アフリ力的安はほかに比べてきれいで、異常気

象b少ないので続空犠が飛び回る二とができます.戦場を飛び回るの

でもないかぎり、こちらはほとんど危検もない商売であり、金をため

て輸送機を貧って空の遭送を行なうのも惑〈ないでしょう.



3. :r.Jレメシオン

・4'll"扮野:マス22.峨争サー

ピス.11.工案、佐l!

など

-公安種目司:エPメシオン ・-1:'"

ュHティーズ

-軍事IOII:エルメシオン ・マー

セナ世ーズ

.プロフィール

!日ローダシアの傭兵たちが資金を

出Lぁ。τつ〈。たのが始まりです.

ニr../Vメシオ ンは暑のものがアーミーであ札線争t-行なうよ l~喰~

の目的tいえるでしょう.正織に11大鋭瓜な傭兵組/密儀会社で.メガ2

'Tープタウンそのものu，久従約t-f.'iんでいるい・う~o今た副総τす.

メガ=ケープタウンの憎益t-Il'るための紛争t-.tu!i-.加し、 鉱山を

占領すれば側面し、精製した企属で'~t;t-隼&1"晶、 ζ うい。fょ集散の

シャドウスリー

シャドウスリーは〆ガ・ケープタウンの支配企棋を姐助し、陰てで定

配する存在です.

シャインスリーliこの体制にひど〈反発しており、しかしシヤドウ

スリーなしでのメガ・シティ遺骨tt.できないという状態です.

シャドウスリーがこれからも〆ガ・ケープヲウンを支配していきた

いと思えIt、これまでのようにrアメと砲主筋Jでやってい〈しかない

でしょう.

二二で、その絵師3企療を紹介します.

① シンクレア財団

アメリヵ拠聾燥、ネ;t・アップルシティの巨大な支配企穣で、〆ガー

ケープタウンに対して、鰻初に取'HI~を申し出、一番強い膨・力制寄っ

ている組織与シン?レア1:互主調t干研(1)パッヲアップをしています.

その莫大な資本と高度な筏術力をb勺てメガ=ケープ?っン建援に

貢献しました.彼ら1:;1ガ・ケープタウンを大きな叡入2置であると考

えているようてす.

② グリフィス・インダストリア

冨翠弘 Fーベルデルタシティの支質温海.;;zーベルデルタシティは

大変に有力なシティで、また近鱗のエaーロピアシティと不仲てす.

グリフィスb翻Bからメガ・ケープタウンを支援していましたが、

引海自は酉アフリカのサハラゲートーメガ・ケープタウンの宿敵

が二ユーロピアの織勧告受けているからです.つまり、彼らはMJ骸

争冊ためにメガ=ケープ?ウンに姐勤しているのでしょう.

だからこそ、エル〆シ才ンをパックアップしています.

③北京電脳

東洋を、東京と=分す制改の巨大企恥

このシティはど二にでb銀助するニとで有名ですカt〆ガ=ケープ

タウンでは出遅れました.せれで、新参のアンドレセンにつ〈ことに

したのて寸.

北京は、 ドJレ舗であるはずのアフリカではあまリ影極力1:1寄ってい

ませんでした.メガーケープタウンをせの足がかりにするつもリなの

でしょう.

3 0  

ない事角段訟を行なっτい畠わりです.

まに f骨輔縫~に〈エFνメシオン・ユユースサ四ピス〉があ，.エキ

サイティングな勝島平.テログループをぜん滅する特型車制臓なrt映像

νポートする tいうSlIlな番組を創作Lτいます.よれにιτiエ斤

メ シ*ン・セキュ 9rィ ーズやニr../Vメ シオン ・ マ-，ヒナ 9 ーズ'~fjII幅面の

主役い・70りです.その観聴率11j'，)j仁世界中に失約暑が大"います.

Lかし 曙静 11本当に金制噛・尋問で'.t.'.こエPメシオンIUI予防

シr~の防衡に忙ι仁 .u.のシr~.こ派兵Lτf富いでいる暇島ないt

いう獄1'!'です.だからこそ. これどりの~角銀貸で少しずつτ'U富~を

ひむP出そ云U.τいるわりですι.シ'¥'~'?ス 9 ーの銀JIlも少な〈は

ないはずです.

公安機関

1.プローダ一ポンド

・ダィピジョン シ-t..(ンスリーの央向管~

'lIIflt:SP、SWAT.情報部

・プロフィール

VIPを専門にが四ドすることが目的で、品、ォ779舟ーナーの中で

も名門t呼ばれる家の子』14で織成t>れτい品部隊です.

非常時には.メガ=ゲープタPンすペτの公主税l瑚l7国ミ叫二刈し

τ、術開-1掘を孤軍できる総微で、分哩ll:lt公安機関ですが、 7-ミ自に

分績できるほどの袈備を符っています.テロP占制W釧~6す晶メ11-ゲ
ープタウンでは、特に必裂な徳隊τしよう.

部献の隊員の中にVIPの近級制eいるために.絞首相'..'111:拠常1:前
級制勧唆給されτいるのは概念イ.そのため戦別飽jpJ<Jjlll1i!r，いよう

です.ただ、やIBそれはE厳い・釧制111こなせτいい‘の念切実τし

よう.

ちなみに、プローダーポンドU1.77リカーンスlJy('r兄船の俳Jt
惣札、本来11是認が1にも純粋な779，トナーτ'llltl!:t'れた締結制上
なのですt'.・斜tの変化tともに必舞台に現れました.

2.ククリ

・ヂ4ピジ，ン:王立電子研

・構成:AHP
・プロフィー凡，

タタ 911王立電子研合管営Lτいますが‘出資はアンドν-t:!o'..，.， 
メシ*ンtも仁ιています.

クタ 91ムス-"-AI のPインテット II もに~( のハフ舟-l帳

。τきilt.ょ会仁実はその実カはたいしたζU1め0ません.エルメシ

オン・ニュースサーピス主士会'磁力Lτ.f.している'ド"'...メントAIIP
ザ .?夕日 Jによっτ、その活軍置が跨級事れただりの二 tです.

ζれ11.年に象団飲映され畠ドキュメンタリー昏剖lτヘサイパースペ

ースでのドーノグ7アイトの嫌辛や実働締量の強健日報なE、いカ・にもエ

ルメシオンがつ〈りそうな、ヤラセが-t:ロパνな〈らい"IJItf.Jなシーン

が~いよとで知られτいます.

匝l耐を怠I:lしてか、 ??9では術側/I'-I~相劇が虚説されτ却号、た

ャていのオ 7~ サー11筋骨俺々で、 tτ も;ì.ットワータ関係の人'"1に 11

見えないい、うのヵ'ff.判です.

3.エルメシオン・セキュリティーズ

・ヂィヒ'ジョンエルメシオン

. "1成:ポ州、 RP
-プロフィール



i凪弥Itr;<./vセタJ・
~tff.耳い・え 1:1'.総)Jより欽であり.あま骨抜備もよくなし 隊U

のそラ"'LをれIH'ではないtいうのがふつうですが.エルメシオン ・

4ヒキ:1.')"ィーズはよ〈銅線きれた優秀なλ材で構成事れτいる L、人

政もかな9いるほうでしょう.

それbをのはず.もとも tエルセタ11;<.JVメシ，..ン・マーセナリ由ズ

砂→畷釘J。たのです.をしτ 暑の~\凪平調繊..私袈備なE もをのま

t綿糸してお札干{司ItなれA:I'.紛φにも役入きれる帳細部隊なのです.

即時タのF止Hll.文下どおり智白・の!肘者たjl(人、しの・4側兵事榊

をたたき込まれた司自~t~. 。なので.普通なら起きょうも主いr.，旭t通網筋
衡や犯人峨仰)~起ζす二 k もあります91職湖lH しτ1:'，織かに優秀な

のτ.脱11:色れるい‘うような予定もありまぜん.

バトロ -JVロポット 11(~ドー50凶O や〈包式lP~な E愉入品を話事

入Lτいます.

アーミー
『他のシテ~ t唱l'p~ LτいないUIム自分のシティですロ世スト t

lI.l<pをしτいる」とまでrthれて"4メガ=クープタウンで11.7ーミー

の存喧:l1:e・1:不可欠であ~. 常に火事なJJを必要Hています.

主力7ーミー11エp メシ，..ン ・マー・セナFーズで.ほかは傭Jii'τ官官b

れていtす91支配企業のひtつだりが太脇mTーミーを所イtしている

いづ例11111;~~でも珍い、ζtです.

これは.い〈つものアーミーを連常/維持す晶どりの資金がないtい

うよ tではな仁支艇企測情{よζでt阜、あ〈 までシ守インスFーのこ u
にあるね~.a:のf;t軍側係例iIt~立って‘、ることを古川島しれ・るし‘エルメ

ンオン ・守・・・・セナリーズが.正真正鋭、メガ=ケープタウンn仰荷下の

.1曙止であ晶tいうこtLJtLτいます.

実野町シテ4が有す晶アーミーはひkつに絞勺て.それを強化したほ

うが.続!n効串bいも‘kいうものでしょう.

1.スペシャル ・レキ・ コマンドウ

・ヂ4ピジaン 3:立司t許研
-主iな唱lIJ ・鴨川サイポーグ701¥
.プ07ィール

スベシ守ル・νキ・コマンドウ=t.¥'徐t責務コマンドP膏>>11.:m年近
い1M史をI.~つ.:r. 9 ート仰隊で、 11(1二「νキJt呼1:I'Itõ ニ tが~いようで

す.

をの純度11.ほかの(iJJメガ=シテ4に存在す畠骨締結露草のそれk比

しτ もひItを取らないIlr優秀であ~.首織広で過訓告な'x司G!t'í1lねてい
るぷん.も。H 優秀でめる Htえ晶かも知れません.

彼ら1mゲリラ戦のエキスバ'- ~である k陣?に.メガ=シティ内で

11$、，VATチーム t Lて Ll!!hれるIR~なユニ フトでもあ'ます. この

ため、隊HI.t.かなりの激務に耐えな11れ1:1'ならないk代われています.

ちなみに.f慨随行にめたっτ必J!な5主総司f初日のへリ舎はじめ主

する銀蹟忽献なrI.t..す4τェrνメシ，..ンから賢干害れるよ tにな。て

いH'.

2.エルメシオン・ 7ーセナリーズ

・ず4ピジ，ン:ェrνメシオン

・.aなII.lh
F量jft Iill -5 'T-W附骨 秘叩ll(xω0.::1ンパットシニ</vx2.5∞

兵l1l2.制加名
自信1-9懐中劇司 各締縛浦川5.ぽlO.:t.パータンタ×筑lO

3・，

MfGA.臼PfTOWN

アフリカの紛争/パワーバランス

77リカlこt揖弘 3つのメガ・シティがあり、 3つ巴の戦いにな

っています.ぜのほカ¥直接7フリカに箪を送ってくるシティはふた

つあり、それらの背後ではさまざまな組依シティ、企業舟暗絡して

いるのです.

アフリカに存をする3つのシティとは爾部的〈メガ=ケープ1ウン〉、

中部茜調剤の〈サハラゲート〉、北帰の〈グランド・カナーン〉です.

サハラゲートI;t;Itと爾のシティと常に紛争状態であり、北と聞は対サ

ハラゲート防相障条約を縮んでいます.

一方、グランドカナーンは地中海をはさんだ対婦の〈パJレカン=ク

ラスタ-)， 中東の〈アルaパピロン〉と宿敵同関係であり、サハラゲ

ート11二の2シティと結んでグランドカナーンを牽制しています.

メガーケープ'1ウンにとゥてみれば‘サハラゲートが当面白雌とい

うわけです.しかし、アフリ力中央部にはそのほかの小規備な両側努

力一いわゆるゲリラが多数滑んでいるのてす.8¥地な政策をとり、し

かも此軍隊抑制ーなメガ・ケープ'1ワンt草、まわりのすべてから憎まれ

ておリ、攻'される湿鼠l主体汐判こ多〈あって当然でLょう.

また、7'7')ヵでの戦いは半分以上l草、背後で*を引く有力シティ

とその支涯企襲の権努争いの結集会じるb田であ仏事典上院すべ

てのシティはより有力なシティの緑策的/司切除雪担量動を受付(させられ)

ています.

ちなみに、メガ・ケープ?ウンとザハラゲートの戦いの裏には、北

米と歓由権努争いがあると同時に、宿敵()Iーベルデル'1)V S東歌

〈二三四ロピア〉的被い縄開に見え隠れしています.

兵ll9.似治名
制純量申連!O 祢鴎インセクター×鈎

ジヤング作コマンドウ日除名

術，'i:r.~*IØli刷 ポケフトタン?x20札伎町'主IIx2∞
兵ll3.制治名

兵z:;・兆験際 各俺兵芯Z字、コマンダー50名

広明凶l隊 兵1I2∞干t. プνス~nJ(地名

望。i【 縦民連隊 戦胤へ9x反臥愉逃へ9x 150 

第 1-3眠術鈍笠間制型鱗別優x4o.II.llli偵察後x10 
第 1-2苅畢銃剣司職制基調R織x&).tj地攻感懐x90

i何t¥lltパトロ-/vl民l'lJ
~r.fj文掛在日1

リバーポート x:m
震x'l&Yバーポート x20.
特務，j(ート xlO

ザイ-/ν川派遣隊 ホバータンクx100.告書叩車x350
'111.へリ x3O， 9パーポート×ω
サイポーグl∞也.兵112.創Xlt.

-プロ7，(ール

jifr'本「ニ臼νマークJt呼1:1'れるこのア四ミーは備此t-比てわかるとおり.

膨大な恨)Jt'布していま寸.

ιかしよれ〈い・の峨力~倒i L'(<'る7-，-11、電鰍J>{77 9 

:11にはずいぶんあります.779舟』榊に捌鍛)Jが白由に混111でき る

ので.紛φ11激化/11調jJI刷ヒしがちであ札 ζの〈らいの備えは常事lt
も台えま Lょう.

暇11~ Lτ" ミLI~人民デー?I孟.:r.JVメシオ ン内で'第一次契約J1iパ杏
れτいるものです.一般のアーミーだし正成兵!Uあるいは，E-I，U1)t 

でい・う....:b f主釦:ぃ畠常備兵で、実際にはよれにn犠ごkの臨時緩い

の値兵が正式起兵の2-4僻bIIわる二 kにIJ~ ま れまた‘保有する職純

メ:111こιτiその理事Eの兵上個人の持ち物fあ畠ニ tがあ0ます.こ



百買額IlClrF

カラ八リライン

メガ=ケープ?ウンの主戦力はプレトパーグに集中しておリ、その

l初、のプロックは但別にvil制されているわけではありません.

サハラゲートシティは衝にあるわけで、カラハリ砂漠は霊凄な防衛

ポイントでしょう.

メガ=ケープタウン側は、彼らを後録している有力シティの静止攻

駁曜を借り受け、 24時間骨体制でカラハリを軌進上から見練っていま

す.カラハリの上~には常時3機的、強力議まりないFELレーザー

砲/荷電ビーム砲を裕司世した密投/攻繁衛星カ司守被しており、通過す

る者すべて、動く物すべてに攻耳障をイまま卦けます.

これが『カラハリライン』と呼ばれる自に見えない軒効袈獲てす.

カラハリ到撲はまさに死σ砂漠であり、近寄る者1:絵bいません.

しかし、と害どきメガ=ケープタウンカ、らサハラゲートに、あるいは

逆にサハラゲートから〆ガ=ケープタウンに亡命を希望する者がおり、

命知らずのランドプラス?ーがニの地獄の伝務を引き受ける二とがあ

リます。

2125年にカラハリラインカ笥波書れてから、何とか砂漠を生きて横

断できた傑物はふたリしかいまぜん.ひとリは~~米のラン Fプラ;スタ
ーで「ハイウェイスターJ町襲名をとったゲイリー・ターナー(故人)、

もうひとリ1:rレッドバロン」ゲルハJレト・T.サヴ方ツキ-~真ユニオ
ン・メンバー}、彼は何と複葉機で篠宮請を果たしました.

もし、ヵラハリの~~新に成功したら、そのハン7ーは3人自の英雄

|として歴史に永久に名を残すことは鰍畠いないでしょう.

__J"..-，...._j 

，，-

のあたりは実に錨反射| らしい，.~tいえます.

エルメシオンはあ〈まで傭兵初ですカt統制のtれかた/シティ内で

の役鯛をみるに、明らかに正統のアーミーと向ピ位置Eにあります.その

うえ、みなjjij似で.1W般を経験Lτいるので、ほかの平和なJI1ll.点のアーミ

F の3似j:JJニの戦制能力を待。ている tまでいわれています.もっ tも

iii似て戦う分、 U'f，民時iも通常の傭兵なみであり、常に兵.lU事詩品しτい

ますカら

エWメシオンの紗¥Ilτ相肘べきものi阜、まず兵4忠実除隊でLょう.

4れは俗称「テェHーボーイぬい、われる小郷尭な紛紛仁シティ).'，j辺

剖lでの11械.1T副川小心ですが‘特にシ守ドウス9ーで1別発事れた将兵1.;1
の1織すスト ~'W"Iに行なう lll>Jtです.
また都市緊急鼠I~J旅l'll11. ili'笹神Iを想定した錦隊で~~.主にメガs

ケープタワンの防衛なEを受け持っています.

i可~t~ f，'i1Tの干伶でしょう.彼らは77 リカじ梢がする河を哨成L.
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似~(調理;駒支銀をするための11部奴'め~.海兵隊のようにエリート的な

お古でもあ 9 ます.敵地の奥~(まで役入し、先!il.民主耳~~加えたり、積

立で純務~遂行するのです.耳目押なのはザイ-，>川派;ftFff.ζれI~メ
;11=ケープタウンから述〈航れたザイー川111こまで逮1正している紗1.1[;任

務部隊です.

:L，"マー列車、能力後別の厳しいメガ=ケープタウンでも非77リカ

ーナーがt首位できる数少な，.機会が得られる組織として知られτl>?、

制令下加のむ者たもの鍛銀の的tな勺τいます.



自然環境
77Yカ大陸針本11.2150'PJ依のllt界の状態を比れIt.かなりまし

な自然Z目立を保持Lれ・ます.何より氷水や海波の状態がおだやかで‘

緑bずいぶん銭勺ているい、うのは奇跡に近いこtでしょう.

ただ.逃められ畠開発と各地で額調官t二発生す晶紛(1.で、緑は急速に失

作れつつあるというの合句似てす.

環境保針。燦 1:1.メガ=ケープタウンのみならず、 77Y片のEこのシ

テ4でb~1i艇がJに I:t.Jfl雌~れていないし.金のかかó$e1.1lミコントロ-1"
柑i.!![の導入もまだまだ先のことでしょう.

技師ira'&!~戦乱が779 :IJをEんEんダメにしてい〈のは ~障の自に

い明らかであり.，rí~、メガ=シティ 近辺はかなり1'J."i~fじI'"J覧fHヒカ噛

んでいます.

そして‘)、〈つかの拠常事u!tもみられるようになっτきています.メ

ガ=ケープタウン術辿~t....t、.1jj-'f.7舟-91'1のt:1Jに数I匝l鍵う 〈ワンダリ

ング・79ーザー〉会均名でしょう.

よれは~~Y(.Jに紙地から吹き込む耳~il!iです.ワンダリング ・ 79 ーザ

ーがやっτ〈るし外剣山主零下3(jCまず冷え込み、WIユJ(防人. ..u坤W

9じしています.

ミュータント

クロムワーム
食4るものがな〈なったために必織に什符するパタテリアを宜い鉛め

たミミズのミ品目声ントで、脅威をi由化する器官を持今ています.

?Oムワーム1<1.賃金臨/貴合政系の原石をよ〈宜し‘綿製きれた念渦

t :Ë~を完全t二分婚して割肖置す畠習帽を持勺τいるようです.これ刊IJJTJ

しτ.総資やプラントなしで、続製ずみの支出胤を手に入れるζ とができ

るので‘ λuu州地に利用するニ tのできる散少ないミュータントい、

えるでしょう.f同体数は多〈ありません.

鉱山跡などに生息しており、通常.l.!.~・Itるものは会長5()c.，('らいです.

ιかLご〈まれですが、3m-5mにbなるクロムワームの仔ゐb明治寄

れτいます.

後らは自分のテPトVーを依す常に1:1.容舷ない攻繋を仕掛りてきて、

人IUJ ~締め殺す t いう事件bl~に4、 5 (1"'の由jτ~ê!t L ています.

プラック守ーケットにi阜、クロムワーム~~事「・lにnぃ)t(った争、売っ

て〈れるベットショップもあり(1匹あたり S1000-ω00).メガ=ケー

プタウンのダウンfil9 ンにはクロムワーム~lmまえて先った?.クロム

ワームを銅tlしτ畳;jlti'立ててい品名'がいます.

プラスピースト

779カは戦地であり、多数のサイポーグが銭入きれτいますが、プ

ラスピース ト IWHtで君ってしまえば、特妹なウイノνスによって~筏

し、荒野をさまよう血に飢えた野良サイポーグのこ tです.

サイポーグ1:1.強力な紹人ですが、彼らはいわば生きたm節機織ですか

ら.進国語な自然環I昆の影轡で狙:勺てしまうこと bよ(Mまれ

77リカにおいては、サイポーグの院から仲ぴる人工t4駁部分に寄生

するウイルス〈メールパハンカ隣〉によって~W:する例が多い t いわれ

τいます.

メー/1/，1(/、ンカ悩についてはま1:ほとんi1司むbかっτいません.研

究は杏れていますが.対策はまだ何む綴じられτいないのが係状です.

刷。『涯に人工部品を使っているサイポーグが突然聖断し、部隊の{tl'lflJ

をt~WL、進亡すιー 地初I.J.ヒステリー1:~忠bれτいた 〈メーJ仰e

，、ン:IJ~ËI.照的ですが.死んだ発経サイポーグの稿からウィwスが発見

MEGA.CAPETOWN 

~It. ζれが{芯~すること bわかってから、恐ろい、風土病<Lτ知ら

れるこ tになりました.

プラスピーストい・う呼称i阜、外袋会<fli.ff"(汚れきってしまい.?ロム

ヵザ4ちゅうのようにな勺τu。τいるこ tからつりられたちのです.

このミュータントは正p，正政，サイポーグ司プすから.個体にようて粉鵠

能力にずいぶん援があ9ます.彼らは戦倒のためのマシーンですから、

f色検なのはUIJ違いありませんから
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シティ概要
オーストラ 97南京都にf立訟するセプンスヘプン・シティはシドニー、

キャンベラ.メノν-tt，I，;ンといった1日オーストラリア主渡部を結ぷ大証伊量

ーのメガ=シティで北西部、南西部を除〈厳昔懐金械、タスマン海を侠

んで旧ニュージイランドまでををの影響下に協ぃτいます.

セプンスヘプン ・シティ 11新Lぃメ:11=シティ tして知られています

が‘ぞれ以上に特集な都il司書迭を砲しているニ tτ可イ名です.

こ例側11刷市制は孟炉-鮒甘切な榊H麿E天綾z裂~I憎揮造で引iはま叫な〈し、

のt由鋭詰燦葺剖部1.すなわちアンバーエリnそのよ舗に新たに防策きれたイン

ナーエリア~'f.ばれる人工地低調iの2枚の地濃からなる2盛榔遣を布L

τいるのです.

ζの2枚のプvート聞の距.，~周辺舗の鳴い部分で50m. 品。~ U'f. 

い部分τlωn組主です.

ただし1完全な2鮒膏遣になってい畠o)l孟各中級エリアを中心tする30-4由
加の範鴎で、 その他のエ97は通常のメガ=シティのそれt大還をはあり

ません.

インナーエリアには支配企梁とそのよ位系列会1Ire~. および上級市民

居住区が配宿舎れています.

逆にアンバーエ97には一喝凶認~.震工虫伝-i世市民l昌住区があり .

ぞれを取り巻〈ようにダ'7ンタウンが広が。ています.

海に浮いた超近似嚇市t 弘、。 f~セブンスヘブン Yティの会附Jな

外観11.このような祢典な211i1膏透から構成されているい、えます.

特に綿布の中核エリアであり‘七プンスヘプンの1!t微でもあるニュー

キ守ンベラ ・インナーエリ 71車、その人間性を£った〈無線Lf，:;機的ー

点綴りのエ97館汁からAI の唐織k い勺f~/ìjl:lを込めτrシリ コンシテ

ィJt呼ばれています.

211雌己中1;(にニュージイランドをf骨告したオース ト ラリ 71~. 完全完

結裂の縫箔捜副障を完成事ぜていiLf~. 

また、パベJν期の大変劃)0)影響もt腕倣¥YJ、辛かったこtもあ争、オー

ストラ97政府はパベW期通制までー応組織としての体織を保っていま

したれ蔽終的にI~混乱世仰えきれず、 22岨紀初頭に自治能力、治安維

持能力を失い品，11斑するに3!り ます.

ζの事態をl&姶し、 セプンスへプンのメガ=シティの碁磁を聖書えたの

は、主に目、米、 欧の巨対i':~1!干でした.
つま り、 初期のセプンスヘプン高温当躍は他シティの支配下にあったの

てす.しかし 資源的に もJIi!'併]にも有利な位溜にあったζの新生シテ

ィの企業鮮は次第に本祉の2ントロー刈 割 除して独立L、問時に内部l

揖献を織り返すようになり ました.そして拐在のセプンスへプンでは3
つの支高段決f.lつの続治機I地によ勺τ運営されています.

いずれにせよ、オーストラ 9711新1日IUIわず第三者によって作られた

副家であり、都市である い 、えるでしょう.
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セブンスヘブンの外受とt世界の感情

全館童約な理扇もあってか、セブンスヘプンはほカ甲3シティに対して

は、異常な〈らい無蜘むです.

21世紀m中盤あたリから、 l日オーストラリア政府替制織は車速に外

交に消極的になってきました.事時半琢持、‘。11カザ〉地織の;昆劃ぷりを眺

めていたオセアヱア住民の，i.，-<1>中には、その時期から新たな政策/)せ昆

書付けられたようです.

すなわち、無干渉主義て寸.

オセアヱアには幸いにして{ぜいた〈をしなけれl:f)+分自給自足で

書るだけの資iUエネルギーもあったし、人口同胞や環境畑瞳nt>ほか
に比べて多〈はありませんでした。

世界が湖捜していく 中で、オーストラリアはその大館初中に閉じ込

もって褒に出て行かない二とー 鳴に沈燃を守るニとで、生き廷びよ

うと したのでしょう.

しかし、i草地、の国市守EOl淵から救損を求めたときにそれをことごと

く無視し、またいっせいに湾還を始めたときにむただ照ってみていた

のは、やはりMiIいでした。

結局、才セアニアは十分な余力があ勺たにむかかわらず、タイミン

グを逸したのτす.うま〈立ち回っていれば、メガョシティ体撤鱒代

では世界をリー ドできたかも知れないのに、 !日懸依然の社会構造/運

営機情をゆっくり変化させてい〈うちに乗り違n..2流のシティにな

ってしまいました.

潜在カはあっても、セブンスヘプンの、 t世界に対するプレゼンスは

極めて小さしほかのシティからド閉鎖且い喜れています.現，tEの行

政府もなかなかそのイメージを変えられな〈て回普八苦しているでし

ょう.

パベJレ'l!.'I-カ?ス トロフを生き延びた老人の中には、才セアニアと

そこに住む人をひどく憎んでいる人が穴勢います。これについては、

ダウンタウンに住ι切々爺であ久巨犬企期瞬留め新宮であ札まず

意見は一致しています.

特に東南アジアや欧米地域の住民は、飢11や平l:tつに見舞われたと

き、豊かであるのに何ひとつ織助して〈れなかった二とを恨んでいま

す.

東南アジアEQSがオセアニアとの衝突多〈、現在は鍾かになゥた

欧米のメガ=シティ企撲がセブンスへプンの緩劫をほとんどしようと

しないのはそういう理由なのかも知れません.

しかし、脳実気にもセブンヌへプンはいまだに自然に守ら久どこ

からも公然と攻められたことはありません.
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y テイデータ

・公式名称・オーストラリア ・

〆ガーシティ

・俗称:セブンスへプン

-範囲:I自シドヱ一、キャンベラ、

メルボルン問の諸署員世，古い

-中央ブロック所在U地:ニューキャンベラ

-エリア

O~ 

-人口:60∞万人弱

-都市機能中枢:スーパーAI

〈メイトシ・ノカ

。 切
I'Tニ---弓∞km

HOBART 
面室係が自J!盛圃というIIl!nつ定形績でマ.マップ@突にあるひし蕗串111¥舟

隠;11円ートでもっとも大I!~人量調・ετ制司で、ここ隊水・・9偽申嘩'.Jt!Iで'1.

~時備のス1!~.III1.f・8合曹理ピルです.
過の~i!!it;:iI;る向い国旗隊騎.良県111企'、，拘束tJタスマ=".田w似を集め

Eタスマン蝿血企・ Z由同隊舗梅/毘量保圏企咽で可1.

⑦ 

NEW PERTH TOWN 

11~りll.由スI!~タつシ.5つ田巨に舟l1!!>tn:æり、'J、置司メガ=シティ

といってもいい〈らいで布.箪隠して瞳曲されている申障、外車ガ1>8<自I!
11111111.'ゃ111:!.11らでしょう.lfClIt巴恵まれ起ことで写.

-1・3突きいのがニコーパース@貝E、その舟圃ガ聖書13.その買が工111.工
事ルギー直、聞が.. 山EとPーミーベース/漢置聞、犯が蕊鈴住宅Eで写.
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各シティエリア
シドι一、キャンペラ.メルポJνンtもi障時沿いにあ品世?であり、告

れぞれには特に自に見えた組込，I.!!.はあ りまぜん.

官官ili機能AI :bllElキ"¥"ンペラ司i=呪ニューキ"¥"ンベラエリ 7にあり、

ζ二が中央プロックに指定されているbりですが.E1l中央プロックはな

れほかの2都市はま勺た〈路湾にユューキャンペラにつき従うように

符在ιτいます.各エy71~. それぞれインナー且97~アンパーエリ

ア指定がな喜久 この形態からも、特定のエ97が絡舗あるいはft鴎t

いうこ tはないこ 主が法解できるはずです.もちろん、ニューキャンペ

ラ I~m~なエ リ アなわりですが、 は念、に比ペτ警戒が厳湿なのはプライ

マPーセキュ9ティゾーンf!11で.ほかの市街地11、シド二一、キャン

ベラのそれと問符のセキュザテ4νベルです.

ニの保安の松怨からみτ、二のシティがかなり住みやすい官官iliである

ことは.まず!日l遠いないでしょう.

実際、セブンスヘプンにItスラム街t呼ベるはE貧困な泡峨はありま

せん.す4τの市長が中海な生活ができるはE、資産は拡散されて，.ま

せんカt おそ ら仁 世界でも資ilR家t貧司世の通告が~..，I;も小さいシティ

でしょう.よそのメガ=シティから$'<の金満家が材報で旅行にきた り、

永住を希叡する者が多かったりするので、インナーエリアは大きnっ

τあ9ますo li晶依している量百曲家の絶対数州 か・のメガ=シテ4より多

いため、貧富の穫はわり kはっきり見られるかも知れませんが.住定:す

れば、ほかのメガ=シティでいう貧民/雛民のた〈・弘、会tこのシティに

はIH んEいない 二~(:久がつ〈でしょう.

3 6  

セブンスヘブンという俗称

オース トラリアはカ?ス トロフの影響力りPなし メガ=シティを建

設する~4t主があまりなかったので、その計量置は週首、てスタートしま

した。

笠界がメガ=シティ体制に入るニとを理明揮した行'iIl(府はしぶしぶ建

般をはじめたようでマヵtそのときには、元先進国ではすでにい〈つ

何〉メガ=シティカ受成あるいは完成しつつあったのてす.

オース トラリアに住む人々は、自分たちの犬陵町淑態{自然環境など)

がほかよりず¥.\..\~んよいことを知っており、二二が池上の楽舗である

とさえ考えていたようです.

〆ヵ;aシティ化計画はへブン計画と名づけら才、理想的高繊8ti都布

が形成されていきました.結果として、二の郷市市号砲成するまでに、岳

地に6つのメガ=シティが出来上がっており、へプンは?っ自でした.

それで 〈セブンスへプン(7つ目の天函)}という俗弥て呼ばれるよ

うになったのてす.



セブンスヘブンの敵

実をいうと、セブンスへプンはかなり治安のいいメガ・シティなの

てす.

二二σ荷積主体質で、外交政鰻て憎まれる点があるとすれば、過d島に

鐙外国に+;)-な鰻NIをしてやれなかったというだ"のことであり、そ

れだけて台ざわざよ苛の〆ガ・シティからやって来てテロを鰍守する

ような憲弘ヨ蜂帯.Iiあまりいないでしょう.

次に内政においτ.人口市《少な目信割に愉出できそうな貸灘は豊富

にあり、市の財政自体会晴海です.また、量h、な自銭湯境に憧れてこ

こを訪れるよそのメガーシティからの観光浴は外貨を拘・3てきて〈れ

るし、あるい1:永住を望む(月櫨継い拘)引退V1 P'tどが多額田賀窟

を行政府に寄付して〈れるので、向こうしばら〈は財政の心配1:まっ

た〈ありまぜん.

そしτ、何より二二以降ほど俗耐震あるいは少散の反対派を軍事故す

るような想議It行なわれτいないのです.つまり.t!プンスへプンに

は積極的なテロ攻調書を受けるような~障が乏しいということてf.

いささカ嚇持的すぎる点は外交/内政問商で見ら払これを耳鳴に

思うさまざまな反対努力がいることは確効、ですが、骨れでもほ市甲3シ

ティの状態に比べれば、ささいな、というレベルでしかあリません.

どちらかというと、一般犯卵省、なかでもオーストラリア近郊に金

書妓った動継物を狙う密楓者であるとか、ギャング、マフィアなどが

公安復関の対処すべき相手なのて寸.

ニれに比して、アーミーあるいはシティ外で，量動する公安級紙行

政府の献はほかのメガ・シティです.周辺〆ガ・シティのあらゆるレ

ベルでの豪鰍知事司ーテロリストを畿勺た工作風の攻耳障，/1車線、飴宵

戦争、世fJl領有権紛争 ・豊かなセブンスヘプンは常除どこからか

狙われていることは磁力、てす.

また、舛徹といえば{シティの微ではあリ皐せんが)オセアニアは、

総需にパンデットが多い£穐として知られてい皐す.これほ、もちろ

ん自然環境がおだやかで、野外で的生3勧 eしやすいからにほかならな

いでしょう.だから、何合唱河士事で、:tセアニアの鷲野を依する者は

みな、パンデットに特に注調EしなけれAtなりません.

支配企業

1 .タラップ・ケミカル・インダストリー

・ 樽，.~庁Cf : ft，~，. llIi品L化守主

バ.f:t関係

.公安測蝿:なし

・;1(棋倒刻:C. Cプvインズ

.プロフィール :

セプンスへプンの文配食1!'"枇k
のmド}J~有する制作骨災です.

えは:IJーマイタw ・パィ:tテッタ

の肝入りで設立されたのですが.セ

ブンスヘプンが宇~û[j.:11=シティ t

ιτの形!ill~~えるの~liiil量Lτ.クーデターまがも・のF段で分蹴組立

を~たしました. 暑の1品川島』胤迎盛療を'&1収合併しつつ立似合j~Hι
τの.JlIlt主主鰍立するに巡り tす.

附似シティ支使命~JJIII'(' Jt車制緩IH'，'jめれ."泌l崎11.その巨

大な資本カ.宜ぬ/ドラッグ"1;，111の岨h1iにあ事ます.なかでb止備制11"1

11. Jt 1:に却け畠プランテーシ・ンでの他mに)J1J'11がれて，.*す.
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よれlム両社側怯進する〈グ9ーンカーペァトtt湖上すなわちミ&ー

タント地帯防欧良がオーストラリ 7縁地{ヒ''''被〉級幹でもあ'ます.

同プロジェタトが完全な畠成功を収め.他メ:11=シティで色暑の銚割障

が導入事れるこ主になれば.他シティの有する宜微生産スペースコaユ

ーはその価値が低下し量織的に-1:プンスヘプン ・ シテ 4 のI~プνゼ

ンスを高時るζ 主になるので.ょのプラン11期待きれτいます.

タラッ角tl;t.~舶の公安綱"l~有Lτいません.をのかわ 9 に.%.ν

クトラスト.7ストラダイン両祉の公安錦門運営資金の却ょを4(泌を凪

纏Lています.

い1>11'.、 E聾IJ捻τ保検のような品のですが.をれでも魯自に.. 胞を錨

保/緩持するよ'ははるかに・炎上がりであるい、うのが.経科怖のー致

したJl.1解のようです.

2.エレクトラスト

・専門分野:電子.非金婦関係

・公安蟻倒:ニューキペ'ンベラ ・

セキュリチィ ・シス

テム

-箪事告健制.エνタトラスト航~

師団

・プロ7ィール :

ii:.:tーストラリア品妙fの11];干メー

カー 〈ピクトリ 7・エレクトロ品タ

ス〉が.シエンロン ・テクニカ、ア

シュプ-/Vい、勺た外資>I'~N!の健助を元に碍幌f泣きれた企業で.校時i

ホ績は北米/ヨーロッパのそれにひりを取りまぜん.もちろん.lJl骨.の

絞殺陣からはシ-"ンロン系、アシュプール系は・→M れτいます.

メJνポ/Vンを中心tこアダνードをほぼ支配下に;R(エνタトラスト11.

a立時のいき寄っからか.をプンスへプンの支飽食~1!の中でtムJtf~.)

9ベラ/vIIN~ いえます.

しかL. をの反面、地シティ企業tの逮~.あるいは資材輸出 b糊繁

6こ行な今τいるよ主です.

エνタトラスト 11.電子系全般に渡弘 '/7 ト/ハード~Mb1'. J:tt: 
の生産予4 ンを布Lています~r.特に耐久市IU置電午後材(Cタ，スA I

なn.サ4パ-9 ンタ~弱t，t，の生産に飢・τは.ユーザーから称・野信

を受りてい£す.

また‘(JR途が限定されたた時}大気圏内航空悔のパーツを量減Lτい

るメーカーl:if蹴LJ; LI:が.をんな中で品散大干のメー舟ーのIHつ

でもあります.

ちなみに.-1:プンスへプン仁おいτ.正社員/JIl#o邸lのいずれに

おいτι もっとち待遇がいいのはエνタトラスト系の上位企業昨であ

るt曾bれています.

3.アストラダイン

.も別吋分野:鉱工業関係

・公安機関 :エンジェw・:11ーズ

・判明瑚:アストラダイン ・コ

ーア

・プロフィール

シドι一.プザスベーンの虫工業

>1'，企業の合併によ今て誕生したアス

トラダイン1;1..バベル制を l~jJで泉

州~?t:古強者です.
オーストラリアの!~'/r.な資源を狩



ライブラ評議会

ライブラ静織創立、スーパーA1 (メイトシッカ の行政人絡 〈フ

ラグ4)と司法人絡 (Jl戸チン9)および各支安企業の代表8名から

燭成されるセブンスへブンの憲高決定犠関てす.

ライブラ筒司絵の許可を得なければ、告企績はシティ全体に彫響を

及ぽすような行臥例えばシティ間紛争あるいはシティ内抗争につな

がりかねない軍事力行使、大樹弘企調書内金事j操作などを行なうことが

できません.

セブンスヘプンカザト交/内政面て常に保守釣傾向にある婆図のひと

つが、この組織の存在であり、 際線舎の存遣はもはや時代遅れである

と冒ったような態見b宅苦手VIPから飛び出す光景も最近ではよ〈み

られます.

策kする伺祉の基礎体力は恐るペき bのがありますが.逆に亀工業以外

の分野に声、Tする影響力ヵ旬、割、こ tヵe弱点い・えまれそのため、企業

体tしてはシティ隠ーのmt裂を鰐りながら、その発言力11他の2社より

も劣うているようです.

アストラダイン祉11をの紋立時からifl1l.!1な梁を中心にした織成をなし

ており、事副主でらいわ申る守王の商人Jといったイメージがつきま主っτ
います.実際に向社の経常紙文の;l』字部分は、兵器関係の輸出による t

ころが、かなりのウェイトを占めています.

同社11オーストラ 97北商事事、および西鰯の鉱山の暢術者巡って他シ

ティの支銀下にあ品百割レ'J-tllifilt.lllil~絶えず衝突を繰り返しており、そ

の紙19:'iJll孟セプンスヘプンの総鰍カのおよそ7¥fl1い、う膨大な戦力です.

公安機関
1.ニューキャンベラ・セキュリティ・システム

・ディピジaン:エνクトラスト

-構成 AHP.ノーマ斤ポPス(インナーポリス+アンJぜーポリス}

.プロフィール :

AHP、治安副首寺および都市中心部附辺のアンバーエリアにおりるミ

ュータント栂肘を主な佼務tしτも‘ます.

〈インナーポFス)11lti悦朗の〈アイ ・ポーJν〉シリーズ.統制期の {7

7ントマ〉シ担ーズtいったロポットポ9スでi'l成寄れる4ンナーエリ

7専門の普察側九

〈アンバーポ9ス)11野践のキャ97を持つ人1mやサイポーグによっτ編

成きれた7ンパーエリア噂門の軍手狭です.7ンパーポ9スは慢性的な人

民不足をフリーポリス制度によって舗っτいます.

2.エンジェル・ ガーズ

・ディピジョン アストラダイン

・構成:S、IIAT.コ勺ンドウポPス

・プロフィール

メガ=シティ全域におりるミューFント締討、必後露草王、対パンデフ

ト戦世主位;務tするアーマーポリス<RPより戦倒的な普察)で、その袋

儀/純度11阿祉のアーミーιuニのνベルにある ξぃbれています.実際

にアストラダイン祉が総力削減怨に入った場合、このコマンドポ日ス隊

はその拡官槻卸隊tしτ紛がこ投入されるでしょう.

SWAT録制1171v~ーグのみでh申証書れτおり、通常のカウンター

テロ・ミ γションのほかに単独彼資自務も ζなします.

常時、ルーチン9~ アクセスカ句I能であり、テロリスト守合む1ω量分

子同鳳柄拘去摘を待。ている絞らはすロリス トグループから『エクスキa

ージョナーJ~ 'f~t久恐れられています.
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アーミー
七プンスヘプンの耳目1.;1)11ェνクトラスト私事例E似渇名.アストラダ

イン ・ コー724ぽ協から抑制れt~J:I淑的小層以なもので.縁側主シン

ク ν71t組問l~ テキサナ守備鰍の中'"1 ~いった t よろです.

その袋備/兵器はパトル7~ールドの関係から!l!中級動力/Øt高級対

応力会叱加:lfli伐されてい£す.

泳上戦力11シドニーに駆逐鑑/ミサイルポートをrll心~ Lt~，J、品目前

節止があるのみで、東南アシア1，悩のシーレーンにl掬Lては関与してレ

まぜん.

1. C. Cプレインズ

・ヂィピジョン :タラップ・ケミカル ・インダスト9-
・;Eな級カ.ストラジフタ ・3守ンダー13名
・プロフィール :

Pラップ・ケミ:llIV• インダストリーの平成節11である C. Cプレイン

ズIt::<トラジッタ ・コマンダー僚腕/1股術協臣官}のみで誕獄事れ畠、

指制民間τあり、実際の~:õ，;LlIますべて傭兵むし< 111也から借りぬt'れる

相畠財ドでまかなbれます.ニれが世耕地小の7ーミ-~時ばれる叩えん

はよζにあるでしょう.

ニのシステム倒防するために.タラッ7':!J:11エνPトラスト、 7ス

トラダイン両社の保抗するアーミーにそれぞれ友勝五u:らの鎖助金を支

払っています.

構成メンパー11. ひk りひHが鈍なる~ill下での戦略脱線ある‘、11

戦術規級戦~1時，t!; ~ していますが、〈フ宏一カード〉と倫鴻:される上位4
名It長期じil!{1.>経済戦を合めた総合戦絡をも指械できる戦奇ゆ天才であ

るt曾われています.

ちなみに、フォーカードの制iliU.rデュラハン』のi画。名を符つ.71./ 

タサンドル・ヒートνーで、彼l主人の信首のように鐙形きれたユユット

に高校移継L、それをタンホイザーシステム述草加。首なしアンドロイド

に抱えきせて、人ljijに現れる上いう誕縁側ミなE臣官書量の待ち主です.

2.エレクトラスト航空師団

・ヂィピジaン エνクトラスト

・主な戦力。

立司t jj;j耕惚鯵b司令部

対!l!X1量級団

制~脱却

空中降下Jt&盟
対地攻繋計制

-プロフィール 。

スーパーランドキャリア×ι兵Hω名

対空/対地験制I1lt両x120.兵員4∞名

高級制割峨峨X20、

エアナイト3(焔(卦J岨ijJ割以)

輸送へ 9xω. 占'<i180~
盤燥勝機x2、攻務機x30、戦llsへ9x40. 
ヨマンダー150名

オーストラリア内綾部はほぼ全峨が、 tlt持でbきわめて珍い、銃自主税

可能エリアです.

エνタトラスト面必軍事聞は純粋に本土防術用のアーミーで.飛行兵器

の比率力f非常に~~;<、また池上部隊までがあl傾倒の、風変りな巡です.

ちなみに.こ こでの師団とか旅剖とかの呼称は、必ずしも集邸の脱俊平

機能をあらわす曾2躍ではないようです.

/o.:.か北米テキサナのアーミーに似たtころがあ9ますが.践織で極

泊に非力なこのアーミーは防衛にはあまり向いたものではないでしょう.

エvクトラスト11シティに入り込んだ敵守、自らの財産ごt燥感してし

ま主つもーなのでしょうヵ、



アンバーエリアのフリーポリス制度

アンバーエリアの慢幽ヲなポリス不足11、フリーポリス制度というシ

ステムによって補われています.

ニのシステムは過去に重大犯界経(殺人、誘#弘子口:行為など)がな〈、

薬物的常用などの中毒症状もない、すべての人が応軍事できます.

しかし、ミュータントハン トやZリアパトロールなどの危検な仕事の

ために一般の市民が応募して〈ることは非常にまれでしょう.だいたい

は流れハンター、それもハスラーの践が多いようです.

S.V.NTH.HEAV.N 

パーポリスが命を落としています。

B アンバーエリアのパトロール

不審人物の聡務質飢ルーチン9への照会後の樹高約守なえます.

ただし、不審人物に対して暴行を加えたりすることは正当防衛以外は

行なってはなりません.

もし、暴行や殺人をした場合には、即座に資格を鱒嫁されてしまいま

そ札というのも、セブン2へプンでは、パウンティハントの繍利が与 す.

えられるのはこのアンJてーポリスだけだからです.つまり、ハンテーの

中でパウンティハントの資絡を持つハスラーはアンバーポリスとしての

霊録をしなければなりません。ニの法を破ると、倒せられる二とになる

でしょう.

賞金稼ぎをしたければ、問時に警察の寮務も果たさなければならない

というのが、「ダウンアンダ-Jでの常践という二とになリます.

アンバーポリスの登録は簡単てす.

まず申儒者はライブラ際総会的窓口に出向き、〆イトシップの司法人

織であるルーチン9の審査を受Iすます.簡単な質問をい〈つb守畳けてい

る問に、各方面への照会均司寺なわれます.ハン?ーの場合には、ユヱオ

ンのネッ トワークにもアヲセスを行ないます.

熊倉カ策的It簡単な手術を受け、装備の支総がなされます.二れが済

的Itアンバーポリスとしての活動が始められるでしょう.

アンバーポリスに与えられる輔自且は次のとおリです.

A 市民に危穫を加えるミュータン争の駆除

支給される給与の他にミユーアントにかかる賞金を織ぐチャンスて寸.

危検は多〈あリません均九時として凶暴なミュータントによっτアン

車館可能祭城下に干7・在する7ーミー州，y，虫剤削除攻都機、 燥感慢な

Eの悶定潟犠(ヘリ以外の~rl峨総司メjJ)を将入するのは常畿ですが、 そ

れも 77911ゃílï*:のような唱崎臨む:~Jlられています.オーストラリア

の~It儲かに釘院可能ですが、大国側副の生成はすきまじ〈筑れてお~.

舛徹が!l!b'ら役人するこ主はまずありえないのです.にむかかわらず、

ょのような空のm鋭部隊の存准lムひとえに航注uの{.T，~.技術を7ピ

-J"/五伝1'"ためのi)iI.主である tいえるでしょう.

をの目的を暗示すM・のごt<、部隊内にIt航~隊適時I~鋭限まで考

慮Lt~目を引〈装備がイμEします.

l融制開令部の〈スーパーランド"''1'9 7}は銭叩移封劇和liであ

少女たちのアイドル 〈ヱアナイト〉

空軍内町帝股旅団にはカリスマ的人慣があり、そのパイロットたち

は {xアナイト〉とまて呼ばれています.

後らはいつのζろからか市民のアイドJレとして祭り上げら札ポ1

~-、ホロマイド{ホログラフィッ9 ・ブロマイド}、写真集はもとよリ、

ネγトワークTVに出演したり、 CDを出したりとほとんど9レント

と化しているのは有名で、 ヱアナイトのファンは世界中にいます.

今では、帯j空!旅団に入るためには容委/ダンス/敬唱/演奏/銘衝

などの審査を通らなければならないかわり、パイロットとしての簡は

まゥたく考慮されません.彼らはもう広勝旦当の社員でしかなく、突

破でまともに活躍することはまずないとまて嘗われてもいます.

硬派軍:Aは嘆いτいますが、スポンサーはこの思いもよらなかった

宜倣掬攻喜びのようてす.

C.指名手配者の迫田高

テロリストなど凶悪Z旬酔昔を発見して、滑告には生死を問わずに拘束

す封鎖1)が与えられます.賞金がかけられている吻合は その賞金色受

け取るニとができます.ニ二がエンジェル ・ガーズのポリスと遭うとこ

ろてす力九危験的度舎が大事すぎるのもまた事実てす.

与えられる装備は、ルーチン9にのみアクセスできるアームパンF型

的小型端球てす.セブンスヘプンシティの中ならどこからでもアフセス

する二とカ匂俄です.二の場末は、手術を受けた時に左腕に国定されま

す.身分照明にもなっていますが、 一番の特徴は勤務時間内に見たり聞

いたりした情報、つまり視神経、聴覚神経を伝わり、脳へ送られる情報

を直接をJレーチン9に伝える彼自主を持っていることてす.

さらに準備金として、最大W$IOα腕無事1)子て剣守して〈れます.

節制茸束期間は基本的lこ1週間て寸が、金を借りていないならいつで

もやめてかまいません.

2吉所はシティ内の各エリアにーか所ずつ置かれていますカt鵡末から

鋭駒掲示が与えられるため、必ずしも顔を出す1&要はありません.
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関宿11fl01T
るtrme約二、簡易飛行場を茸淵目町完成寺ぜる特殊工税制でもあ0ま

す.

キャリ 711Jik大5機の間定型苦情を指紋しτ.併般区に出動し、適当な

平胞をつ〈札制I乾性の硬化剤を敷いてa;:筋骨走路を造成1...そζから

脊純攻E院をl嗣始するい、うもので、話i沼11，寺にI!o.胤tfl'.jな戦法であるt綜

価きれま I..t~.

3.アストラダイン 0・コーア

・ヂ4ピジョン:アストラダイン

・主な戦力 .

怯司t アポット!t!i品i隊 ホパータンク×双)1)

プライ7ント速隊戦胤サイポーグ30陥
:/Jト9-)<~主曲目i.It

ダニエル袈b間際

エ9ザベス装備隊

7v~ nii俗i.It
正規畑抱I:fJU紬

-プロフィール :

ロンパットシェルx80.織送車両x50
峰装甲車X50o.各枇k~.
戦JIIIへYx30、戦術lli!i機xlO
ミサイルポートxso.7リゲート位b数

コマンダー120名

アストラダイン ・コーア1:非命に変わった組織形態をもっ7ーミーで

す.

唱f.iW、軍隊は裳備tをの訓練を受付た兵でiセタシ曾ンi'構成するの

ですカ" 7ストラダイン・コーアで11.装備上人民を分りて考えていま

す.実戦~JU1すペての兵器の録的緩や〕除術~~1~~L、(1玲Eごtc通ι
た装備/メカニツタを与えられて戦別にのぞむはずでした.

アーミーその色のを納税調鰍に L、すペτの兵をエ9-トに背τて.

な畠ペ〈人件貨を押1与えようとしたスポンサーの湖沼でこんな耳【がtプき

たのです.むちろん、も kもと人口が少ないkいうセプンスヘプン・シ

ティの抱える1Ul1l!~"ンセプトのTF裁にはありました.

アストラダインl主兵器製造会~l<l除滋愈τ. お級兵器をそろえるよとに

は成功しましたカtそれを扱う兵の脊成に11失敗Lました.当然です.

川らなんでふすベτの戦iJ!.1こ臨機応変に対応したり.10/1醐bの兵

器を臼自に扱える優秀な入I1司がそんなにいるわりはありません.

結防のt よろ、各セクシヨンごtI二数10:t.の選任2・マンダーが配f/1.~

11..そのほかのメカl孟傭兵に貸すこ tで、なんとか成立Lています.こ

れだ付対初制限1から外れた似龍も珍い・のですが、その実力11兵~に

繍われてまあまあtいう νベIVに務t，!lf'、ているようです.

ちなみに、各セクションの名称Iまれ1ぞれ編成時の~任者である多1幕

引Illll訴治家、技柿綿校の名前から t られています.正~f称カ守官官号の

ようでわかりづら，.t各7i割合・ら不満の向島ょがっています.

ブライアント連隊11サイポーグで締111.きれているので、ほかの、お鍋

t':1Iのセクション t は速い、 ~ll.が常時そろっています.

タウン
オセアユ7大陸に仔在するタウンのうちい〈っか11.ほかのシティの

J，~Ji耳に有事するそれに比4、l1î~耳な佼仰を勉ってい孟す.

1.アリススプリングス・タウン

大践を東西に逸品オーストラリ 7・センターワェ4の中銚R.1.じ位，il(す

る人口 l'万人{!，lJJI:の街fす.巨大なトラックスト γプとして機能してお

り、金綱9な外比11中世の破事匡都市i'.¥¥¥bせtす.

アリススプリングスにはいさきか場末の感もありますかtひH おり

の朕梨施段も鐙っておりセンターウェイを五1よるロンポイ・ランドプラス

ターたちは必ずtぃ。τいいほt.ここでーi白します.

また.この衡の自t桝~:JJである (7 Yススプリングス・タウンガ四ド}

は兵力ζそl(尚人k少ないのですが、ヨンパットシエW切除ホパータン

クl側五時の刷、!I!'I'戦経同名をJi:{る攻繋へ世〈テンペスト〉まで務t請し
た強武秘品回として布名です.

この街の経E，-r1アストラダイン社が行なっていて、同祉の商館方面似

攻戦の際11彼方集品切 t l.. τ織舵I..~す.彼方必j也としτ機能L ている

時め79ススプリングス ・タウンの物価11.平時に比."'5-1倒苦にはね

上がるため、企業nllWi抑制ここの街世帯'11目する tきi対ゆな注悠が必要

です.

2.ニュ-1'¥ース・タウン

方ーストラ 97政府'Iii限後.セブンスヘプン成立までの!I!白期1111に他

都市企業i附の進出によってlRfl'i.l草化~れたl日ウエスト ・ オーストラ 97

区に建設色れた西部シj、都市鮮のひtつです.

ユュー，<.ース・タウン111E1バース市守中心に:/JIVグーリ、マウントマ

グネット、エスベランス1.'.1辺までを事争力下に震いており‘紘4効~にはポ

ケγト・メガ=シティと弘、えます.泊朝刊‘榔il，1司却をIr'llまするタウンllf.

はいずれも他シテ4企或甥干の強い影轡下、支援下にあPます.ユューパ

ース ・タウンはミ v::.7 ... JI..'Jj(の企深即時R-FI:あり、ニの1M辺の鉱

山から.rI!ltぬれる金、鉄‘ボーキサイトなどの地下総11.1阜、その9WIiが
i紛トにi1.U1\ しているのか句占拠てプす。こ ItU七プンスヘプン企業~特に

アストラダイン祉を車減tしており、このt也の地益を巡って、きまずまな

Vベルの統争が絶えず行なわれているようです.

3.タス7ニア保護区

オーストラリアはも t より、世界でー格安全で飽f~tC泌のない本物の

リゾート1血としτ知られています.

ホパートの術I主、JIi!Jニ部1121世担紀初踊の面最長をそのまま処しています

が.地下にはホテルや録媒施設が主 主の。ています.

FJi1ir都市の低温力を嫌う巨大企業のトップの中にも、 ζζに住んでい

る者がいるほEです.そのためカ\よの(，~には識でbが自 111に入るこ t

はできません.一定の収入t聴かな身jeのi純正念切裂なのです.
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しかしこζに住む省、または出入りできる者の紹待を受りたのならば

ハンターでも入るニとができるでしょう.

ょこはカタストロフ以前のミ A ータントではない生物が自然のままに

生右・している世界て、佐}のIω''''で、・遺伝子のlW域(ピュアシーズ ・サン

タチ.179)-tも呼ばれています.

タスマユア11遺伝ー列車有の自伊JでFラップ・ケミ :/J;v・インダストリ

ーが管理ν副首専をLτいます.ここの生物はすべて厳抵に側体総別事It
ており.盗み出したりするこ kはまず不明白でしょう.it;.漏名rl1発見事

れしだい‘皇杯全寄れるこ kになります.

自然環境
セブンスヘプンの得議する庁セアユ711.特にカタストロフ以後は1周

囲を臼然li)fi慨に臨まれた、 IItWの緩和j、向、あお、1:縦揺の楽闘のよ

うになっτいます.

四万の海域はi節也/剣法/典常i邸輩1度:b~，虫p.~に渦巻いており、海路、
窓鈴と もにはtんE世!ffl耳高1舵です.もちみんそれらが選んで〈る初役

のもu:海峨/怠械を汚しており、 ζれb交通路を妨げるー悶kなっτ
います.

つまりセブンスへプンに常時アクセス可能な交通はそれらの影響を受

付ない~0軌道シ守トルのみ tいう二とになるでしょう.

外の荒札!:H対照的に、メ重量l珂l孟不思'.1&とたいした異常幸U単は兄ら



ルーパー
アリススプリングス・ 7ウン周辺を始時、中西麗10:>ハイウェイを初め

て訪れた人は、不釣合いなほど巨大なパンパーを装備した車を多散見か

けることて・しよう.

特にセンターウzイを疾走する大雪置のトレーラーは、恐竜の角を思わ

せるような巨大かっ堅調なパンパーを接備しています.

いゥぱんにいーパー〉、もしくは 〈ヴル・パー}と呼ばれる二靖角

bどきのパンパーは、オセア三アの辺l.Itを走る者にとって、火総ιι上の

必需品なのです.

ルーパーが栂平にするのは別に敵対車ではなく、〈マッド・1 トンパー〉

と呼ばれる性懇なミュータントて・す.

才ーストラリア中部から西部にかけてかなりの量生が繁殖しているマッ

ド・1トンパーは、体高が1mから1.5m、体質がl00<gt可後のニ足銚路

歩行動物てす.その有事援助切$構造力、らオリジナル1:カンガルーである

と考えられています.

マッド・ス トンパーは、盆倒はいたゥておとなし〈無寄であり、愛敬

もあるのてすが、光量カ」定以下になると(だいたい貿信時ぐらいから}

然撮臥奮といったものに過剰反応を示すようになリます.

そして圏ったことに、そのぷへ突進していくという性質があるのです.

この喝合切光は可視光線にとどまりず、赤舛線にまで反応を示すようで

す'. I R紋党機を使勺ていたランドプラスターのパギーに突巡してきた

二ともある〈らいです.

マッド・ストンパーの銚織走行明瞬間憲高速度はl似 m/hにも遣する

と曹われています.ニれがハイウェイ1日ト2ω明I/h以上でクルージン

グする車筒に激突したさいの衝撃ヱ亭ルギーは大変なもので、マッド ・

ストンパーが出没し始めたころは、それが原因と怠われる変通事故が多

数報告されています.

Jレーパーの装備が常餓となった現在て・11被警は減少していますが、シ

ョックアプ、ノーパーとアテティプアーマーの縫合体であるJlrーパーは不

格好であり、定リ虚の聞では大変不"をかっているようです.

もしマ yド・ストンパーを跳ねた渇合1:、必ずその遺体を道路飽に

れません.台風の目の中に入っているようなものです.メガ=シテ4悶

辺はさすがに‘・{1;1.' (かね境汚染が進んではいますが、それでむほかの

メガ2 シティに比4削工、 をの4科官i瓜良ωiは孟主ぬ御弘却1ιEの遂御かがTあpま寸れ.ニ4れlまで引{二

大きなt軒i}(j附f

しよう.

徴妙なバランスのも t、'14:.1なれ紋がi最たれてお争、何季がな〈なっ

たかM.年中首だやかでまるで常容の闘です.

ffiかに大陸自体の初染は少ないものの、耳訂師アジ7j極成のi'i染のあお

H'受付.JlUil以外I~荒野/砂t矧ヒして，.J.す. ~今 H. *セアユ7

I!も tもt混野が主t.j;の土地備で、$物相11貧弱です.置叫員がい〈らか

変化したため、徐々に生物I~ll')えつつあります民行政府がIH んE環

境保全政策o，!:らない(ほかよ争ましなので可能鋭説しτいるのでしょう}

の仁目立。た環涜匝H立は今のとニみ輔:H!fきれτt、ませんが.このま£

時が経てば鮮iつIU環境I~回目llLてい〈 はずです.

厄Eまでbっtも環JfI.のよいタスマニアi将軍凶吻{内l:ii-l'Eしますk

ut(b~そこまで行かな〈 τ ふほかのシティから米た観光存11七プン
スヘプンの郊外に伐る自然を眺めるだりで、寸分i曲.:F..Lτ帰。てい(!: 

いう針fす.
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どかさなければなりません.これはハイウェイを走る者の暗黙のうちの

錠となっています.

ちなみに、緩めマッド ・ストンパーのもも肉は大変質味であることが

知られています.栄養価から見τもスト四ムリザードのヒレステーキ一

通称ドラゴンステーキにもまさるとも劣らない風味があり、アリススプ

リングス・ヲウンの名物料理にもなっています。

アリススプリングスへ立ち寄った際は、一度斌してみるのはいかがで

しょう晶、

ミュータント
オセアニア併#除なミ"，-1'ント4円、〈っか比τいき.tLょう.

ストームリザード

全長6111にも及ぶ、 豆大な砂トカゲで、佐仰はきわめて凶払イす.~l:p字

的には4足歩行をLますが、攻務署11後ろ足τili:iLするよ主もあ争ます.

ストームリザー ドの武rJI~ティラノサウルス ・ レツグスにも似た1iij，~

の爪t強制な1.(ですが、ぞれ以上に強力な飛ぴ道具をも桁していま1'.

彼らli品目肋消化器.n・tして、砂4若松の第2W~持ち.体内に常依切沙世帯
えています. 攻怒時に I~ζ の砂をJ:下2ft!にな今t:舌のIUJから可'W~する

のですが. ょの舌がノズルとして捜能してお~ . 広1'1広減に 凶〈らま L
に使うよ!:b. ;;患に染被害せて噴出~-t!'、相手に数制y.)なダメージを与

える ニu可能11.のです.

この"サンドガン"の~l射パターンI~. 鋭部に例えれば、シング州、

バースト 7Jレオ由 トt似体設がありますが.枇怨したス トーム リザー

ド11フルオートτ匝球術射する場合が1-仁成体のそれは10殺人の人1111
~→晶するのに十分な火力です.

ストーム 9ザードの7イレステーキI~U事後にZfみ、犬~央叫Eなこ tて

拍iられています玖その量?材~it~るため4こは官附リです. 料.lJ.の附段が

4句



目玉の飛び出るIH'j!:;いのもうなづりるでしょう.

パスタークラブ

シドιーからプリスペーンに筆畠Z日終地俗的停に出没する巨大なjJ

ιです.

金属ワイヤーのような賜毛に額われた6本の例T制 ~4本の巨大なハ

サミ.グロテスクにゆがんだ甲艦を待っています.へドロに汚染された

巨体はそれ自体大変な脅威ですが、パスタークラプの散大の斌~Iまハサ

ミでLょう.

ハサミ:fJ:の前般にi正、挟み切る鋭~IJt'がないかM. 相手幸俊殺する

のに使われます.".1 ('スタータラプ-11 -破E判制:$・にもひっかけた4・ー

ミングなのでしょう.

パスタークラプカ幣に活発になるのは初況から秋にかりての，Jit卵期で

す.11.卵に備えてのタンパク貨の補給が目的で、人1mはよ〈終われます

カt独特の織別センサーを備えているのか、タンバF質の少ないサイポ

ーグにはあま 9手を出そうとしません.

4 2  



シティ概要
ユュープラジリ 7・シティ1阜、 lli1.米プロ γタのtWtf.Jなメガ=シティ

であり、特怖の楽天的な雰聞事U，貧困から(o::r-.mなイメージがない

まぜになった衝です.

ヰj名な屯械情人アプド.".・ユーゴーの曾1主Lrζζは世界沿海のシテ

1.ハイにならなりれU.'.尉られないJI1有名でしょう.ニユュープラジリア

に旅行で来た者はみな、 Ní'l低 ~Jむっていた)自分の住んでいるシティが

まI.!Hらに.['，える tいいます.

ユュープラジり 711メガ=シティ主いわ似事で11械かに最低νベ/vで

すが、それでも場末のタウンに住むよ主を考えればはるかにましなkよ

みです.住氏IH'うしたわりか底抜りに明るいL，観光名所bな〈はあ

りまぜん.nかでないメガ=シティなI!I!こに行。τH必止なのは確か

だしダPン11'7ンならばEこのシティでも水mは型:bHぜん.考え

よ主によ今ては、雰副主1カ旬月るいこの街11故21のメガ=シティであると

い、えるでしょう.

ζのシティは、I柑アメリカの習を散を!lIうちまざまな有力シティ{特にア

ジア/ヨーロ ρ 守系)の後援を受りている反面、制均にもなPやす〈、 7

79カの鮒シテ4とはまた溜ったゲースのIUI泌を事〈抱えています.ユ

ュープラジリ 711布力シティの綾穫を中'1mして、なんtかのしあがろう

tしてャますが、 f白勢からは灘い・でLょう.

y ティ行政府自{制憎い、立場にあるためか、fIj米地域に容をなきな

いテロリスト特に有力シティの打倒を自様にしτいるテロリストたち

には誕容で、。!!Jp.取締りの甘事/シティ内の治安の悪事も手伝っτ}絞

らの格仰の!i'J1.家tむな勺τいます.

中市本11火薬局!tもいえ畠IUタイトな地域のひtつで‘しばしば紛

q哨f発生します.もし‘北米3シティの力会可制弱£るようなこ tにな

れば、中米は首別刷互になるでしょう.

ユューブラジ97が他える:r.r.:闘のうち、シティ内のJl!調咋テロにつ

いτ11二二で殺げるまで品ない'(しよう.いうまでもなく、治安の悪事

11世界でもト γプνベルI.!L、近量産で紛争が$仁市民は心休まる蝦が

ありまぜん.シティ巡岱聞で11かのシティにはないl綴牧ド1)泌11，エネ

ルギーt::l凶ι拍怖管事1)システムの不備t'‘うものです.

正械には原発鮒締役のシステム t管理にカ哨・わる I~:J随ですが、ここの

原子力発電純絞l且核量産治省率引まな(.クラシックな問地m勉炉で. 54島
の朕~~があちこちに分側面1aE15れτいます.融合炉にできないのは、シ

ティカ可を闘だからだL、また鰍勢力の対立や庇力による妨'sぐがあるから

です.

このた〈刊、の1J;(~êカ守錨融合炉に比べて不安定で危険きわまりないのは

司熊ですが， ftωーのnl阻sI1服従がそれのみではエ，..JVギー供給システム

に11'.1~ 111い、い、う主ころにあPます.町1舟日Pb'.正常に稼働するため

仁 11ウランi隊車施段、桜捜鍋J可処埋施設が:e~耳なのですが， 2路がf.f.ll在、
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ニュープラジリアに封りるPラン濃縮施設はローνパイオンが、再処理

.!!i殴11テンベwが独占しています.ほかのメガ=シティにはよれら旧式

係者Eのための路訟はすでにな〈、惣潟鎗入品将処成委託品不可能なため、

シティ内各企祭はお互いに111らぜるをえなνょうです.

世間I管制システムの仰l創1ますなわち'1:¥1市柑縦AI (イエマンジャー〉

に起因する bのです.イエマンジャー11νストアきれた旧世代の飽合A

IをサポートAI t述語jJ寄せている tいう、い01羽応必システふのよう

な不完全な代物であり、現代のメjl=シティ管理システム tして11，十

分なものtはいえません.

サポートAlのI許設につ('Jj>)絞仁不足している能力は織強されてい

ますが、イエ守ンジャーがバンクするのもl暗11耳のI:lJmでしょう.

ニの恐喝の神経網のごtき鈍温かつ複雑なシステムIムエュープラジ

リ7を挫役した支配金集マイ n・イw・テクニエオンの遺JT(i'(1'. 

マヤ・タパール
エュープラジリアでは、特にダウンタウンの獄骨の舛裂に緑色町泥

1鬼物質カ」頓に塗られているのを見かけます.実は二の物質tまパイオ

テ?ノロジーの成果である光合成泥なのです.

通弥〈マャ・ 7パ-)ゆと呼ばれる二の泥を塗リ、電信をつなげる

とそニからある初賓の電気を取リ出すことがで阜ます.テンベ)1-<1)生

化浮研究所て偶然剣リ幽された生きている泥てすが、風土の関係市¥

間別減代~Il周しようとしてもすぐ匂ZんでJしまうようです.もちろ

んニュープラジリア内でも、日光が乏しし大気が汚れたリゾンテで

は生育しません.

発電所の不備から慢性的な電力不足に悩んでいたシティ行政府にと

って、この物質は渡リに紛でした.生産にあまリ経費がカ吻、らなかっ

たので、貧農して市民に安〈販売したのです.企費量ピルli発織を損な

うしマャ ・9パー)1-<1)生産する電力だけではピル内のi肖賢官Eカをと

ても鮪うことはできないのて録用されてはいません紙昼間の街並み

は縁に彩られ、見事なものです.これ市港及してから、=ュープラジリ

アには〈グリンピア〉という素晴らしも、.，81)名がつけられたくらいてす.

ただ、二の物質はあやまって食べたリ、皮膚に沈着すると容をおよ

ぽすことカ篭認されています.泥内の光合成物質li沈泊先て魚崎荊~)l

を発生させたリ、級隠を溶かしたり、興常変異鍋担(ガン狐胞}を誘発

したり、あるいは筋肉を勝手に動かしたり します(神経には繊弱な電気

パJレスカセ荒れτおり、それによって筋肉に脳からの命令を伝えている

のてす).もちろん、サイバーパーツにもいい膨書は与えません.

ただし、非常に希でしょうカtこの沈措置した物質カ明被サイバーパ

ーツ(1ll)えば有犠式強化人工神経)としての彼自を泉すようになったと

いう報告もあります.



シティデ-9
.公式名称:マイネイル共同生産者宮市

・倫祢;ヱニLープラジリア

-範囲サンパゥロ~リ才デジャネイロ~

ベロオりゾンテ問

・中央プロッテ所在地.サンパゥロ{非公

式)

・人口:90∞万
・都市繍E中 抱 筏 合AI(イエマンJャー}

・サポート A11陣: (パイーア)(カキシ

。AACJAN'$LAND 

ユ)(イグア)(カブ

ラカン)(レシーフェ〉

など多数

フラジリ戸民主もともと11.18市でし定が、~惨を由郵..もあり*ttlv. 園会

.・量tつI:alllla.世舞鰻7<叩ドラッヴJtー巳直俊されていlIt'1・

自治シティといっても、戸ーミーペースが事いという聾符忽量量Ia.~診しいか

も買lmr'ttlv.・100:ItAI!縁、 IIIL!よってR・E売商から回り修忽されており、

&:とも，gal・と冨Z巨万九D'PのU <らいで'1.

NEW-BRASILIA 

• 

<:> 
。
・ 8剛、.

KUIT。
m・8キト申邑所肱叙曹所襲手の巨ス8・隠せ写.ここE隠多〈申串も，ge

四人ガ眠っているので写.調Eねてこられ忽四人が.初EゐるのIa..'!'気既忽レ

リーフ11.揺られ1:-.日の円ーと"'Iitれる・mゲートで可t.ー鹿λラ忽ら宛Iv

でもここから出てい〈こと憾でき&:ロん.~，gゐ巴ヲレーのヌ咽惨ølleaλo.

m下で複鍵巴つ，gがってい&:'1.
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ニaープラジリアシテ4の創設から成長期にかけτのL里史は.前支配

1TJ監・マ-1~.-1ノνの臓民!t ぃ、え‘シティを摘成する各都市プロックもま

た.をの復興強制寄れたlI，¥'ttの綿刊日ユーズ、企業ユーズに応じた形態を

もっτいます.マイ4・イWはメガ=シティ発l.ltilH去に3つの企業に分裂

Lました.別荘、シティ守支配しているのはその3支配企業です.

ニュープラジリアには確たる外交ピジョン1:存在しておらず、ただマ

-1~・ 11"以米のm刺殺の知骨:勝保中米以北への必出を百撚k遂行し

τいるに過~ません.

また、有力シティがよ(;，品げているような串判長的なプロジェクト b、

これい・ったものは符在していまそん玖支配金集E的基怜農業かもみ

℃オ初任1:掠股匝IIl!よりの1i1旬に巡んでい〈でしょう.ぞれにしてはニ

こは汚れすIrてはいますカら

シティの範脱について.IEIサンパウロ.IEIリオデジ-1"品イロの2都市、

ぞれにプラジ'，"?，":;保内陸部の旧ベロオリゾンデが加わって.ひkつのメ

ガ=シティ守備r.ltLτいます.

リオデジャネイロエリア
Fオダジャ品、イロエリ 71綴織しτ、リオエリアt呼11'れます.

よζはi出初に復興した且リアですカ矢部ili'景観は変わっています.l' 
央部カか.らI縦股暗糊剖部lにt紛f脅t円形にダPンタ1ウPンtスラム刈t苛伽合司彬彰成1幸F汁t久L それを

胤P巻〈ようれtに:汲厄庇i沿岱1恕富、X」泉寵区、 そしてー婚外側にドーナツ状に1普天織

が村改しているのです.

メが= シティllt;1I'Q)f~に縮li"!JIW自治んでいたのは.93令から E うや

っても立ち温かない多数のft~を闘い込むよとでした.ユュープラジリ

7が発展すれば.オ 7ィスやプラントの用地はダウンタウン~段貴L 、

lt氏たちは立ち退きを余儀な〈されるでしょう.やがτは理~間切な榔ili

になるはずだったのです.

p，みん.うま<1μ、きませんでした.ダウンタウンは以前より大事

{なり、それでb外側1主悶められτいるので、過液状態にIU(J!IIがカ唱・
。τ きれ、まれシティの中心開III~r，瓜笛(JtいわれるIH'の4凶IJ多発1也

械になりました.

ー方、外部の企ifif'れ ，N!障はだんだんタトt追いやられτいるので、

リオ全体の数地ïfîJlj~J1広〈なったようです.この衝では{ふつうのシテ 4

U1逆で}広める者ほど郊外に住んでいるい、うわりです.

サンパウロエリ7
9 オヂジベ・4・イロの箇15.伺じ<i幅郎沿いにあるサンバワロプロ ァタ

11郷市機能AIや事〈のエネルギー施設が;置かれた中央プロックです.

4ニュープラジ97め偲司~Jlグ，.-プIH'うも物111"'を楽観悦しすIrτ

いたよ主です.リ;1"1kil>.l1i体や工場のための君臨Jr.sifiで、よちらは都ili

のエンジン主もいうべき部分tなるはずでした.シティ会3虫を管制する

AI や~ê屯施股が;7~かれτいるのはそのためです.

パベJν期末期1には、，.，米のζのあたりの都市跡には多数の賎民やft民
会".ま した.ζれらの人たちを教済するよと主〈、無~にメガ=シティ

化をすすめたのヵtニュープラジ97の失敗の大きなJG(悶のひtつでし

ょフ.

サンバウロはこの山.93すよりまと bにや勺ています.でなりれば‘

脇市機舵AI~存続~ぜるこ u:賎しいからなのですカら

サンパウロ11.初期のころは泌雌の中の巨大な賎民キ-1"ンプのようだ

勺たい・います.fの級.リオの守イ~.イ仰が沿J;!沿いのサントスと111

市街地中心開lの前回からi臨時8をはじめ.スラムllHιを避t1るように、ま

t品な1:IIrr.>:形成Lました.
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その後、支配企梁の強引なまでの士地再監理Eにようて‘サンバウロは

ユュープラジ97中‘もっとも百U量な外観世持つ録鋭kな0ました.

サンバワロは活U量な制慨造に見えますが.実11i'師白い訴があります.

シティマフプなEを注君白菜〈絢4れ11'、ニのスラムのi障にi浮いたよう

な抑制~ê部分が幾何学的な絞紙ー舗のマヤの庇榔1Iをな Lτいるよう

にええるのです.~築家たちはみなただ偶然の忠常Fであると、、いますが、

神総半端の中には.サンパウロifj地下の地厳t巨大猟語調Iの相来!JJ.胤に

よるI:llilíの鍵約防御)Jの強化ではないか、なru~わ設をいう者い‘ま

す.

よれについてはm院は離にもわからないでしょう.ただ、ある種の制

~によれば、 ζの脱法却の影響間内にニ .:a.-9 :r.ーブシャーマンが~<

仏み、新興宗教:t'.@ゃオカルトチックなil$~をやっ τいる応倉市fを並'ぜ

ているい、います.そして、絞らの呪術成功駄 EXの出生確率がはか

に比ぺτかなりl'.~t.、ぃ、う婚です.

ぞれから雌松怖の中央、つま 9サンパウロのへyにlSたる部分に11.
3本の康夫~を組み合わせたローνパイオン本社ピルが挫役きれていま

す.この2ω陪主~のヒりレ1;1. (トライデント ・スカイ スタνイパー)t呼

I.nt.ユュープラジ97の観光名所にもな勺τぃ£す.

ベロオリゾンテエリア
ニユsーブラジリア第3のI:ll市であるべロ;1"9;1'ンテは11¥に9〆ンテk

呼ばれるこ kもあります.

近憐に_t<の採栂基地を侍っている伺シティですカ1リゾンテはをれ

イヱマンジャーと土地問題

ヱュープラジリアの畿能中沼である彼合AI、イエマンジャーは、21

世紀に筒米すべての園家市喚問て蛾入した統制中枢です.しかし、イ

zマンジャーが草持の目的に使用されたのはごく短滞澗て寸.ぞれと

いうのも、南米緒国家がパベJレ却扮槻締の筋書でいっせいに崩犠した

ためです.

南米の人々すべての期待を背負って害事力を路大してきたマイネイル・

テクニオンはニの放置されていたAlを再生し、支配下の寄認怖のサ

ポート Al鮮と連絡させ、何とかメガ=シティ管制に俄1用できるシス

テムとして改惨/立ち上げました.

イエマンジャーには、当時のA1 'を考えれば、 .. 典的なまて切膨大

な記憶容賓があり、その点では規定σト寸童約な都市機能AIにも引け

はとりません.しかし、演算斑県は逮〈、また高級AIに不可欠な状

況判断能力も劣っています.要するに「物知リだが、融通の宰かないポ

ケ老人Jのような存濯なわけτ7.
ニュープラジリアのエンジニアたちは、何とかやリくりしてイヱマ

ンジャーの舟命を延ばそうとしています.

ザポ- ~A 1;をいくつb増股するというのがその手段のひとってす

が、それらを2射置するピルもすぐ手署員になってしまいます.かといっ

て、サンパワロエリアはスラムと保安区カ務織しているという不安定

弘官制阜で、おいそれと新しいピルを建てるわけにもいきません.現在、

イヱマンジャーとその付属システふは、平均的な都市復能A'の必要

勝世直耳買の実に5倍bの土地を使用しており、これからもどんどんそ

の膨也を増やそうとしています。

復散の覇軍市問題を抱えるニュープラジリアにとって、イエマンジャ

ーの存在そのbのも頭t痛い銭関といえるでしょう.



らφ器t也からの物資~丸暗費し、精製するための加江の針であり、周辺敵

対勢力ににらみをきかせるアーミーの隈御患でれしかし、船邸主企業

ピルカ'11&まっτきていてその姿を変みつつあ9ます.

当初JはタウンlLτ成立しましたカ，_I也城的!TtVl性が地すにつれてだ

んだん火事〈なり、文庫捻燃のひとつ. トノνテックがオ域政移伝したの

を機に、メガ=シテ4を品情ます畠 1.:r:.97lして(gaされました.以後、

各支鹿沼浅はダウンタウンに押杏れるリオや俗的サンパウロを逃れτ、

少しずつよちらに移転をはじめています.

日付・ら連なる形のエリアですが、機E取藍t干ま肺患で交通路111切

なbのです(リオーサンパウロ1Il!の交通路は、ζζ より聖書織が行き届いて

います).9ユアウニ叫が1本UH1111'ながらの鉄J官、それt数本のハ

イワェイがあるだりなので、ちょ っ t した司峨で滞りがちです. 企~V
( pたちは専用のAî~，機やヘ リな Eを使っτ安全に巡〈往来ιτいます

が、それL沙問市民は耳司脚漏らすこ kしきり tのζ とです.

リ〆ンテ11_白中，)から人口が少なかったので、都市の綾枕性11ユュー

プラジ97中随ーであり、スラム化もまだ進んでいません.逆に工業地

微なため、自然客機11ニュープラジ97中地司告で、絶えず制m轟住スモッ

グ.光化#スモッグが上裂を説。τいます.

都市プロァク周辺の気f斑も関与しτいるら L<-のですが、この晶極ス

毛ツグのため、リゾンテは 同軍事の郷"ならぬ "スそッグの1$-Htして

おり、 ~tr，bt商いこ k もあ り、毎日、数10-(ω人会精度の般欠状態で死

亡しています.

また、よζには車峨.ilJシャトルポートやアーミーベースの飛行場も多

〈ありますが.総務俊コンディシaンが批l!l¥ゆ場所tしτパイロットた

ちには省名です.
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それで.4の都市のすペτの11.!tlピP の混上には総理事'111の各破システ

ム‘根:iJ'殺がTf盗されており、航法織の魅f縫をサポートしτいます.

9〆ンテの夜景はζの多数の線百哉のため、大変はなやかに比えます.

ス毛ツグを通して光が見えるので、イルミ点、ーシaンというわ1Il:1:'¥ _ 

きません均九二れはよれでムードが串畠 t旅行事・には人生tです.

支配企業

1.ローレバイオン

. <軍門分野鉱工虫色エ如νギー

l胸係
・公安機関 :出資のみ

・ 1附峨関 :r~7プロアームス、

マインカ'ーデ~7 ン

.プロフィール :

サンバワロ会h告を勢力下に布〈支

配企業で.ミ νιアム東京系の企濃

から特に斜曹，なパ、ノタアップ~受付

τぃ£すが、これはやはり器鈴滋業

カザJ深だからでしょ九

列強メガ=シティの支配企業Iι 資源を産出するようしたニi'f，品;.rFの
メガ=シティか句Pアップを進んで行い¥制f';I:.ft.JI : j(i駒田しても

らうのです.

外交の銀助が多いローνパイ...ン11_南米に本社を訟〈すペτの支配

企.~の中でも っ t む力のある組織です. 閃祉の幹部たちもそれを承知し



τ3;・9.パックアップ量療の繰り人形にならないよう、£たI白米ブロッ

クのリーダーのl車を郎砕するよう努力しています.

t:からこそ.テロの標的tなるのはまずローνパイオンt':L、J!Ojiの

企~の11絢祉Jlカ明Eえになる こ H よ〈 あ品でしょう. f佐1i体制がし

勺かりしていないニュープラジ9アにおいては、手の込んだテロカ坊主FA
に防がれるζtはまれで.毎年数人の喰泉斡部が命を軍事tLτいます.

t菖際テログループや段ι屈の/fIJでは、ユュープラジリアは新人の養成に

ぴ。た りの場である tされてお争、年挙の入ったプロは経歴にキズがつ

〈のでここではまず仕:<)1はや9ません.メガ=シティ kしてはずいぶん

柿りない訴です.

杏て、五託、ロ-v/叫オン11.:..1ープラジリアへのνーザ→総武

械滋告がの導入""検討 Lτいるい‘います.それヵr--~J且すれば、シティ

内におIto発言力11今までに2制して大き〈なるでしょう.しかし、 i司祉

111!かの2祉にはいつも珊到な態度を t。τいるため.わけツタノ

テンベルともじfli.原発導入に11何らかの妨管工作を考えるはずです.

2.テンベルボディヱ学

. ，)，1明"ゆ野生体工主み孫品、食

品|地係

・公安後関:アマ〆ニアグラシオ

ン

j阿峨l地:7'-17プロアムース

.プロフィ -)~ : 

テンベルはよ二aーロ ピ7・シティ

を'1'心主するヨーロ'l/~:前憾の支

l!l下にあります.

かな91ll史の古い企業でむあり、
自際古廿がドイツ*ミ移民であるこ H 綾助きれる緑tなうたのかも知れま

せん. 捌，~で殺酬(j:i!ilJ;;I'，移民会宮占めているL.社r.n鈴仲間，

わぜるので、 4・3すナチス主の関係が精きれる金援ですカ'.，l't偽のほr11 
定かではありません.

ニユュープラジリ 7内でのhi，比tの立場1:D-νバイオンのt羽克.!!Iと曾っ

たtころですヵて胤独でローレパイオンと自民り合うにはやや実力不足の

感があり、シティの靭慨をか11ての附極的攻鈴を行なう ζ 主はまずない

t;)Jえられます.実際.21'I7iJC前半期にローレバイオンから廿船けられ

t:ー迎の経済戦争をトルテ γクとの連合によって舷辺Lたあと、テンベ

ルカ'IU!耳を行なった t いう~ðまはありません.テンベルの制峨略11 ト

ルテフクtの迎合を強化することによるメカr'=シティ内の事争力パランス

の安定イtにあるようです.

ユュープラジ97の1;'1政についτ11，犯脳眠tぃ、える阿佐ですが‘ l司

時に強力な五I(a'(複合体であるニ tもまた広〈知られています.テンベル

の兵お部門の枇近の人事U荷品tしてはト- ?Jto(ランスのよいオートプ

ロナク?ーか吋1名でしょう.

3. トルテック

・j，'/llf扮曹f: 1tl子鴎係

・公'ti，濁世間.リンピオ ・ポリシー

7 

・llr司E機関 :CAPテーム

.プロフィール

マイオイJνの流れをiEL( (む企

業f、現在の総織もマイえ.イwを自4

JSl U::/Jスト~峡の名です.ユュ

ープラジリアの支配企mJ
'人 もっと

T目IJ-TEI:剖
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も名r・1ですが、同時tこもっと品弱体で、テンベルとの辿合によるfitjぃ
勢力パランスの上にのみ1:符している有畿です.

マイ品、イル ・テクニオンはも Ht.外資系の守合社でした玖天才的な

鯵，tJ;守ー腕を持つマルチェロ・:/Jスト)t，;'tJf:独立走者岱に成功しました.以後、

ifl米人だりの手で運符きれる数少ない金集tしτ、世界経涜に殴り込み

をかりていったのです.マJνチェロ亡きあH.カストル-AIH:i'虹米に

f仙人々にt勺τ1:泌fI;("したが、マイネイ川孟パベノゆlに企業tしτ

の体力をほ主んE使いよI!oたし、位制に人々のためにとニュープラジリア

を姐敬して力尽きたのです.

ユュープラジ97行総fmメガ=シ7-1雄政時の負債にあえIl'.司iJi:

b苦しい生活を絞りることにな9ました.マイキイルの散銭のf士司両町li
民じt勺τいいζ とだったのか1そうでなかったのか、今は答えI;Usせ

ないでしょう.

たt.:.JJUEのトルナフグのや91J1孟少々 倫理に反しています.

電子鴎係がお斡ですが.ぞれより b袋ノνートで彼らが漉しているアル

カロイド系ドラァグ=麻巡のムげる利益の方合吹きしきもに;MI凶濃

カルナパル ・エレク トロミァ トが大規筏な電脇陣，aI!の取。引きを行なっ

ている二H 渡世界ではよ〈知られている事実です.

まにその!J!念で打倒布カシティを目指すゲリラへの銀助をしたり、

幹部の何人かカ溜際手配テロリス トをか〈まったりしているこtら布名

でιょう.

トルナァ ;11."併命=マイヰイwfi'illÞの器本/目標I阜、民峡臼~R/蔽米プ

ロックの繁到K"('/)9 .向祉併部述1:商売よりニュープラジ97t市民の

将氷をよりlfí要に考えているようです. この方r~剖主について1:シティ内

の3企業とら器本ラインでは同窓に逮ιτおり、ほかの2祉はトwテッ

タに11航跡怜抗q・はしかりないようだし、rfl米をiEL(理解している

テロ世ストや反企業目、也家たちも同様です.そLて何よりトルテック11
今でも貧氏たちの味方主して兆輔飢きれているのです.

この企業はユュープラジリアカ吋許在するかぎり、つぶれるζ とはない

でしょう.珍い、体質を待つ支配合殺のひtつです.

公安機関
1 .サンプラス

・ディピジョン共闘出資

・情成 。RP、ポリス

・プロフィール .

ご〈ご〈ー般的なポリス機伊庁、大きしサンプラス ・アザノνト主サ

ンプラス ・;1/ードの2際にわけられています.

サンプラスアザN ト1:R P、CB1. CBT. MGPなE人聞が主体

のちまざまな組織の集合体ですカ'.ili悩bがめざましいのはRPでしょう.

治安があまりにも惑いニュープラジ97においては， ~ωド/テロの績を

*1:-1>に摘み取るより 、 恋人E もを:lrr1申さえつりる加吻~JIYl"Jである.
k行政府は判断したようです.

サンプラス ・:/J"ードはいわ叩るパト ロール・ポPスで、ロポットが主

体の組縦τす.たた. ， 、£ひtつ袋織/人民会保足しているようで、平I

名なリオのカーニユパルの時や武yl!J，，¥，なnω11が多発しやす〈なるイベン

， PHしかも.ぶュープラジ97ではひと月に数回. 何がしかの祭~lJl

があります)はヲンピオ・ポリシーア災骨I)ll置をパトロ』ノレ聖書Hとしてf針。
受ります.

ポリスロポァ トIt.このシティをパック77プLているよそのメガ=

シテ4から愉入きれているbのカ犠期されています.

2.リンピオ・ポリシーア

・ダィピジ，ン:トwテック



.m成 :AHP.ポリス

.プロ7イール:

リンピオ ・ポリシー71t‘ユュープラジリ7全1卓をカバーするAHP
です.

公安機関 ~lての能力は1脱，)<!\"-をやや干羽畠ていどで、併問ブロ
ァクの治安雑草草にI!-Iゅな力~持っているようですが、スポンサーであ

る支配金策が裂で公然主非合法活ifJJに手を染めている羽丘、 le.ill減給。

の1!'fikはあまりおいものではありません.

このlruaは都合大きな実静}榔隊(!l!人を捕らえる部隊)を待。τいるた

め.サプ・ポリスkしてもよ〈駆りぬきれます.

ill働部隊tいえば、 t:<• てい 11人IIUで情成幸れた後袋な蟻縦隊を恕i換

するでしょう.しかし.リンピ方 ・ォ{9シーアのそれはポリスロポット

t''![給されτぉ~.人Ir.Jの部隊に比ベ、フレキシピリティに欠げるよう

です.

も。U.一般ハ-:t:IJーはストリートギャングていEの武装しかしτ
いないものだし災働剖;f~の役目It通報のめ勺た場所に急行し‘迅述に

包回す晶、これだ付なのでロポ‘ノトにすげuぇτもあまりPcll組はないか

も拘1れません.

リンピオ ・ポリシー7の所冶する策面肺量向11ポ9スロポットl阜、ニュ

ープラジ97の企業τ潟i自に邸11/生鹿寄れたもので‘めの7クトポッ

ドによ〈似たフオJ川、を手ilτいます.この〈オWメカB2) 11J喜劇成

τすが、鈴蘭1111i給で走行すSタ4プτあ号、なかな会';WIlそうに見え

ます.lかし、中身はアクトポッドとは比ペょうもない安物であ仇た

だ測が巡いだりのポリスロポットに過rrません.

3. 77ゾニアグラシオン
-ヂ4ピジョン:テンベルポディ工学

-情f此鱗宇野備隊

.プロ7ィール ;

九 一ブラジリアは特に中米に伐存Lτいる酬筑波の所有舗をずっ

t主製しており、それを~めない~Ö松のテキサナ、サン=アンジエルス

t たびたびtIr~唱しτぃ孟す.

7"7:/ニアグラシオンは名目上.7マ〆ン川流械の自然保:.11.および

fJit長""t~τいない草対本区の総合監伎を目的に側担きれた糊<1a測地であり、

その祭務もきちんとニなしてはいますbr，中米の忌札/漣)'11猪偵察を目

的tした.つまり紛t.r.勢力制Lい段防て岐減させたり、森林への役入

を紡いどりする特妹都隊で色あります.

このこ加佐についてl!tW中の1101!.¥!!l''1僚はもうすでに知ってお号、北

米シティ泌をはじめとするユュープラジ97の敵声、持tl!，rアマ〆ニアグ

ラシオンは仰告を前総に組織きれた.凶畿な不正規4籾車部隊であるJ~ l 
τ. I~)部隊の即既格革散を行政府に要求Lていま す.

アマソ'ニアグラシオン11.ほかのメガ=シテ4の森林野前世創到にあ晶

ようなFG(7ォνストガード:ソタルヘッド凶[10.3]参問)タイプ

のZfs悦鈍ロポットはその組織の怯俗」二あまり配備きれていません.しか

L、 FG自体は「;!z曾li~で、 I機がー剥脱'Jな FG2後分の働きをするい・
います. f~滅的なのヵt 各種の強力な七ンサーを符る〈サラセニア〉タ

ィス〈ラフνシ7)117マゾン川流liIlの多数の河川を移僻革路tして使

mできるよう、?.1i巡ホ』が動-t:ジュールを内蔵しτいますパパロメフツ}

I孟27i山対応、FGで、をのオートパランサーには、ヌーベWダルタ .1"ノ

7-/'0'.祉の泌官，が掠期されています.

しかしこれら7ォνスト ・ガード ・ロポットはあまり人の自につ〈

こtはあ争まぜん。中南米砂採林でよ〈みられるのはグラシオンの隊.A

のほうでしょう.彼ら1:1.紛紳自然に鮮い、監説入であり、そしてゲリ

ラ般のエキスパートfす.22世紀において滋林などでの1院側はー部の地

域をのぞり1，(ほとんE考えられないので、グラシオン111'Uf(な存在tい

えるか弘知れません.

~bItアーミーの符妹都隊の2 マンドウたちでき'"ジ'\'ングwについて

の知滋11乏し〈、問殺で当たればグラシオンがまず勝利するでしょう.

北米の兵士11グラシオンを指して・コットンマウス・・t時びます."級品l"

11)並称ではありまぜん.コットンマウスは中南米に分布する鴎畿なt~~へ

ピ(スマ守ムシ)の名です.

二れ11. 水際での作戦が1~~'怠なグラシオンのメ ンバーの優秀きをよ〈

あらわしている言葉である~ I.)II.~に、それ~~めたがらない~bIt人らし
いキーミングい、えるでしょう.
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アーミー
ニュープラジPアシティのアーミーは、数は少な〈はあり tぜん.し

かし、その装備の蘭では、お組*~きわざるをえないようです.

スポンサーが7ー ミ ーに十分な"f'3i~回せないζt 、そ Lてニaーブ
ラジリア と交mlている有力メガ=シティがそれぞれに絞らの生産した

武器を供与J販路するので‘都総/轟峨ご~Iこ後備がふぞろいになりが

ちなのです.

装備がふぞろいなので、大腕燦な作戦行車初事いなどに各剖1純似合側

してこ tに当たるニ u孟賎しいでしょう.

lb'l. 7メリカでIt蕗:)(1'・の'il>いに、j;{の傭兵を履い、彼らがその

とき nのま鰍1J となるので、アー ミ ーの実際の戦力1:1.毛主m~なニと

でもないのかも知れません.ニュープラジ97の司Illl..'¥!門家はみな11'!IJi
を嫌悦観して、 7ー ミーの絶える~:l泌をあまり気に側めてはいないよう

です.

1. C A Pチーム



-ディビジョン:ト片テッタ

・主な戦}J: ，胸11I"，)-.jポーグ10干'..サイポーグ100r.
.プロフィール

CAPチーム11‘且:>~にはタライシス ・ エリ 7 ・ ，<トロ目ル ・ テ四ふ

(Crisis Area Patrol Team)と弘、います.

彼ら11逃訓i緩IIH告をヰ，fi1苦tする経袋持株常収で、 1，;1時にユュープラ

ジリアのS\VAT~ しての役目 b来た ιτぃt す.

2lfofメ'Il::..-テ4の品ュープラジリアの特殊相時i!tHτは胤悦IHベ吠

E めですカえそのぷ1.. ζのチームの1般闘能力11品目いものtプ11あ~ ~ぜ

ん.訓IWs:ゃそうhν11エリー ト主将ぷにふきわしいνペルに述しτいる

はずです会人 Eうも支給事札る袋織があまり良質の物ではないようです.

そのあたりが総合能力に欠付るー訴のllIlll:rい 1 るでしょう.

彼らは、その代わり S¥VATtιτは布。Eで、そのうち.iE式にSWA

Tチーム U..τ剥脱奴主変がな寄れるのではなt哨・という噂までささやか

れτいます.

2.ディアブロアームス

-ヂィヒ';JDン ;ローレバイオン、

. 二}zな'~VI : 
テンペルボディユ:布告

路市返両I鱗兵述隊 得倍符殊コンパットシェルXIC臥

コマングー130名

袋'1'郷弾兵旅問 コンパットシェルX1000. lIi'j'lll X 300. 

兵H鈎00名
突験後'1'.&r<Bl ホパークラフト X1500.録勝IIX似)().

兵H4000名

袋'1'雌 l インセクターx3仏録。陶11X笈剛l

銭叩l1tx5∞.兵JI4倒防名

'-1(J1( 文俊骨L1F3民間 攻察使Xl0、愉込ヘリ x50.
.m時愉滋ヘザ XlO

t相自'I!沿I~符術旅問 3ゲンポート ×ゆ札ヨルベγト鑑X4
-プロ 7-1-/1/:

ディアプロアームスU.ニュープラジリアの主力アーミーであり‘かな

9の戦力を鴇えている本術的なアーミーです.ζれだけ大きなアーミー

を;;rr~ïl.ているの11.1m辿臥暁カ喫駁している証拠でbあります.でな

¥1れU:.ユュープラジ97のようなft舗なシティがこれだりの調書'x<をそ

みえるはずbありません.

ちなみに、総海~~がりなーにも 3il! ~むがそろったアーミー111~1が

少主〈、 このp・iでは立:il~ぃ、えます。 rti米lまー剖l合唱ji.!l!犠飛行I1ftj目白且

であり、そのためちゃんと眼力となる笠rillをそろえなりればならなか勾

たのです.また i障にi!oしており、溺巡1t!>lが行なわれτいる以」こ11.
泌 I(も-2.-'J，!t:勺たい、うこ tです.

近時i鑓兵i1!Jl訂正ディアプロの中で11エリートです.絞らはコンパフト

シ£ルt中核U..t:部隊ですが、高性能の華f市伽直ヨンパットシエル(TC

SゃRAFT-CS.HCS)を使った柔軌:tl鴇守.:i 〈、同時に~G:般的な作

戦tいままで何度も成功させτきています.:ili.肯1騎兵迎隊は別名を 〈電

撃鱗抗手ぬ tいい、ヨマンダーたちはみな市民的ヒーローです.

ちなみにニューフ'ラジリアの子供たものUlJで人以なのヵt全身カ町f動

するバイロット人形tそれを俗仰せられるメカニッFの1細瑚lにな

ったおもちゃです. ζの民共のうち.TCS (パンテ司ラ〉や〈νオ-

4・}なl::11')0物tま勺た〈前線に現:形できるほどIII米がt町、t、もののよう

ですが、二れでは鍬館後備のTCSのm割iを漏らしているようなものだ，

いう郎4が7ー ミー内部からあがり.早抱生耳置きれているおもちゃは

かなPの7νンジが加えられてしまいました.

そして.テスト当弘主分の少量立のTCSキットはおもちゃマユ7~ illlli 
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関係名の1:1)で、相当なプνミアがつL‘たうえて%かにI凪り引ききれてい

るい中ます.なお、 νオ-~.の取ヲ闘湖面防11$ 10.000. パンテーラ

11$30.0∞です(泌n.の仙段です).

3. vインガーディアン

・デ4ピジ曾ン:ロ-wぜイオン

.まな収力:

ヴータンタン瞥師11'隊 インセクタ-x30.兵H7ω名

マ守7ー輸送:!I柑ドl'隊バトルト νーラーxl、後叩lltx4.

戦闘パギーx30.'K脳ψ叫 クxlo.
兵員150名

パラカン愉送:!I術・N.I1向上

センデロ支媛'1'隊 mホバータンクXI乱戦凶ヘリ X20

-プロ7ィール :

マインガーディアン11ニュープラジ97から自量れたj血下l'1i!;i峰 山ポイ

ントを枇吋諸勢力から普備L、倫進コン:t-:イをt!!1併するために例られた

指揮まです.

絞ら11且渇tのアーミ-U1¥・えないでしょう.しかし、その脱線11')、

仰のアーミーtいえるIJ.I:'であり、また隊.f.lの士気や純鮒且も{日頃から

;却眠総織を117.んでいるためか}低〈はありません.それEころか、.:<.9ー

ト部隊なみのνベ/vC:;童Lている主いっても過曾ではない〈 らいです.

ζの船隊11もtが剖I兵制I鍛であり.スポンサーもあま り=(-・1貨を出きな

いとい主ふたつの司自十lによって.その袋織がぱらぱらなこtで、ま。t:
〈紘一が耳UtてL、ないよ tでli名です.

厳甲信に117ー ミーではないのだから.それも別にかまわないのですヵt

-)立ある II(件がおニ 勺τからは、全部隊のメカユ ツクの自!~査は~.I.\で銑

~tt.エンプνムが入るこ t になりま l. t.:..隊此のユエユ7オーム1訪日開E

わらず'f-e:mx'lですが.金Hlこmνザーのジ吋ングルハットが支給きれ.

それじよっていちおうの統一裂獄ができました.

そのllilHは以下のようなものです.

ジベ・ングWτ職制訓練をしていた.パラカン愉送t!f術中隊内の 1?"ν 
ープがアマ〆ユ7グラシオンの1グループに終祭事れました.勺インpゲ

ーヂィアンには紘一装備がなかったので.グラシオン側11ゲ担ラt:~即J

i皐いして攻型書してしまったのです.

タウン

ガルシアンアイランド

かっτの政i台-l$rt-iプラジリアカ惰殺していたタウンで.現~:(fl主主にア

ーミー/傭5その補給ポイント/保築地として知られτいます.

街は大き〈四分捌きれており、西部がアーミーの務備/御技]:1.品や絡

調司1払畿地などの多いプロック.京都11全体:tJf歓楽街tなっていて、報

い仁疲れた兵士や傭兵がJ訓本めをしますカf (7i抑制:ニのI也にmまる隊司E

昔F/~人たちの巣痛でもあります.. iIJプロックカ'1''7ンの住民の居住区で

すが.北部はなぜ'かいまだに崎践のままです.

ょのタウンlJ.l語るつτいて、衡の鉱桜島行なわれτいますカt北部l正

敏っておかれたまま、純民が少数.il'.みついτいるだりで、織も近寄るう

t しません.1.j'名なハンターチームヵf~t剖1のI)i!!ltlに入勺て行った まま行

方不明になったζHあり、filtな〈怖い局所t寄れています.

地joの日必:ゃfr'I.線通のnllではいろいろな噂が飛び交っτいるようです.

1舟え1正北部のJ雌磁の地下にはお窓会鴨詰っており.それを守る何者かが

←る t か、血をすする剖埠幻~聞が母子んでいる t か、災状元到IUへの穴が

IVIぃτいるtか.知般の串るミュータントがそこを占拠Lて住んでいる



百廼'lJIlCi1T
なr.1~νて← 1:勝手な憶測ばかりです.

rJザノνシ7!~J~呼41れても、る blll~. この地の有力プロ由カーが、正式

じ企mからタウン全体をnい取ったからです.，ゲルシア ・ガードナー、

i函称rCCJIまハンターじ人気のあるな%のいい叙父でしたが、 ζの衡の

支配名'になっτからは入念唆わ。たようになり、北部の'1it践のそばにあ

る腿敷に閉じ込品ったままになりました.彼11支配企梁/行脚仔に、取

切l きのt~牢十Hτ トラック3古分の金塊を持ち込んだい、います玖

この金塊は大事 H111~ も述う丸扇状t!-')たといいます.形もおかい、

のでTヵt，Cニからよの玄を疑えしたのか. ~った< :.h所がbからない

いづの印刷Eです.

キト

中，*のタウン‘キト tその近舟1f:1也下資源がm:，で、 ここにはマイン

3ザーディアンのペース t保信基地が自立かれτいます.

~I~ここ 1:. 難民や犯調1者を働かぜる強制収容キ-1'ンプであ~.揮の

ない人が大勢閉じ込申られて、鉱山での作君臨に似J'寄せられています.

労働者はユュープラジ97や近情メガ=シテ4 からだま~れて連れて

ニられた地干h1民料開l者であり.マインガーディ 7ン1孟ζ.::-c京肢の

ようなfo(:説j-，f;o町Jをもしているのです.

ニュープラジ97行歌j舟はよのE民起を否定Lτおり、ぞれどζJちカ斗

トい、うタウンすらないとおいo;U。τぃtすが、 f開 i屈なら鋭でも知。

τいる;JIO)(です.ただ、キトはど二のシティからも逃〈自量れており、マ

スコミらζのBiE拠をなかなかmめるζH1で舎ないでいます.また、市

民の欽捌かl阜、 t耐生な〈してはニの貧しいユュープラジリ 7の存続がで

きないよ tを耳I対しており、キトの行容をF将草しているのです.

エル・トポ

貧しさに耐えかねて何とかほカ切豊かな、例え11~坊をのメガ=シテ

ィに移住したがっているニ2ープラジリ?の厳下繍民たちを助けて〈

れるのカ喰てす。

トポは現実に今も存在するニューブラジリ?の伝観的ロー ドラッシ

ャ一、文字どおりの過がし屋の名であり、多〈の貧民は彼を英雄視し

ています.

シティでは時代ものの4凶布じみたエンジンを搭載したガソリン車を

駆り、ほかにへリなどのメカニッ?も持っているらしいトポですカt

その年齢、 4重別はもとよりその繁華重さえ知られて4まいません靖編色

の即切、ちインデイオ系ではないかといわれているくらいのbのです.

わずカ明報酬{ときには無償)てぜ士事を捌け負うトポの真意11ー般ロ

ードラッシャーには理機できないでしょう.テキザナやサン=アンジ

エルスには、 トポに助けられた拳せな人が100人以」ュはいます。

トポは、 キトの強制収容キャンプにもしばしば姿を現し、膚げられ

た人々を数人ずつ救い出しています。

ニューブラジリア、テキサナ、サン=アンジエルスの公安被lIIl!孟.

それぞれの意図すると二ろは遭っても、 トポを湿器摘すべく協力して波

査にあたっていますが、いまだに正体を知るニとすらできていないよ

うてす.

自然環境
街米企峨の自然環境は.過去?に何度もBCrち換にきらきれています.

2a2'f.rこ7ンデス山中にあった終宙の遺伝子野駒膏位蜘11紛が刷駁

したのがその皮切りで、以後初!!fの蹄幽1股守中11'主主治守目次官ました.
紛争の回数自体は少なかったので.生態系がめちゃ〈ちゃにされたわ

りではありません.アマ〆ンの!:'lかな自然が汚染の~延を何t か紡いだ
らししち主主ど、 H もなジ守ングJνの中にあ£たのミ ，，--f;:ントが

いるいう状態になったのです.

ちなみに、!t物都市崩111で~歎の雄氏カ司P忙に造げ出そうとしたt 昔 、

時の合衆間政府I阜、汚染きれた難民がS府量の術奴を白内に持ち込むこ t

をJ:.~ 箇境線で3000人1λ上の111米人を虐殺しました.これがそむそむ

のアメリカI制t聞の対立のH です.

中米t二4 撒カを張った臓器復愉習古川雌〈オルガン ・か νわゆ k

いい、南米は11Bから実にバ4オ関係に日郎、殴織を持つJlI!Il置といえるでし

ょう.

t'て‘ I転氷吠重量の太平河イ剤I:{!~剣n?TI剣庄のすさまピい段々にはち

まれています.7ンダスから商は常11牟暴風雨で、畳効l:tHんEいない

tきれています.進に7ンデス*側から大西洋l事にかりては峻ぬの存在

bあって、住みやすいようです.ユュープラジ97近郊i主将に気候が穏

やかなこ uあり、脳陣t~ に槌隼にIl!!!.まれているようです.たtt、

アマ〆ンの官淋b ずいぶんn必品L、 l，u鯨郊Eなし1!~ω数年で不毛の波

野t化すでしょう.

気松が緩やかなので、航ZE機の依fflb1プきる地峨ですが、将来紛4時 g

激化すれば.自然環境i主宰らに汚される二 tになります.北米/の各ifi
氷行紛rm匁IIIを6糊するなJという銭外闘の底力もあって、いまひt

つ本企tで争おう主していないのです.

ミュータント
問米にねit¥するミュータント11郊外に集中してお争、都市部11紛い:

安全です{人を縫うミュータントが少ない).

ただし、郷外のミュータントの繍体数や掴阪は非常に~<. 2l世紀の

パイオハザードのrr¥ll'iがしっかり娘。τいる地域い、えるでしょう.

7マ〆ンの米l附む也減1:.i世界で也布数のミ ，，--f;:ント名所で、ま1!

H!;I翁1の止物がた<~ん自悼んでいるい、われていますが、わざわざそ

れらを傑しにい〈余絡のある学者1:0bあまりいないようです.tlH 
わすのがミュータントなら対処のしようもあるかも知れませんカf ;ゆH

発地機にはゲリラ平、1f.l胎生活をいまだに営んでいる野蛮な部肢も~<

!ll.t1.てお事、俊入者をI:~J答無期で殺しτしまうこ主がまま串ります.

セツラグモ

アマユ/ン金成に渡って続日、する銚止まのミュータントで、貨と1Mの岡粍

に桜われた巨体 ~8本の"を持ち、』且をつ〈らずに~剥を狩る生紙のハ

ンターです.

総本的に降よで行動しますが、 4本の後ろ脚u証書官ótl~..，'，説〈智弘 1司

;(l:です.

セツラグ'"を特徴づりるのは、その4本のiioil瑚よ 9繰争出事れる2種
類の糸にあります.

距鵡めうち、前の-，すからI:t書導ti悶聾糸kい、うべき柔軟な糸が繰り

tll~れます.よれI;l.f;:ーゲットにからみつき、動きを封じるものです会大

何時に機物が遺，1iにI制~L1~場合で b切断されるこ tはな〈、それをた

r。τ進rつめるこ主倉市Jlj~です.

-1j. t量あのー対には.チタン糸なみの~H主ótbつ攻繋糸の発射Jしが
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あります.この攻幣糸11射程よそ2-3mと緩いのですが、治:IJなt揺が

f:t込tれて勿号、かすっただりでもターゲットを倒すこ kカ町I能です.

品。uセツラグその攻慾はほ主んE廼彼自<J1;むいえる正路舎で創作

賞〈ため、 umlllなるおまりに過l'ないい、えるγしよう.

エルドラド

純〈光る線鉄色の灘抗争つ浮遊性の海却で、ニュープラジリア泌障に

分布しています.

エJνドラドi孟不足す晶栄饗紫をi極水かり助皿して捕。τいるのτすが、
何事い、岡崎に吸収書れる海水中の金格鎖~，雌限切聾する tい3特徴

があります.銑アルミなI!!t鍛炉，jft，命婦は泌旬に者被害れますが、

金、鋭、クロムltI!のif(j;:~誌It対獄仮綴割11:務1II~tt.パラスト t して

の役却を*たしています.

エノνドラドの碍命It、およそ30'1狙l!lですが、 20'1海沿lfたあたりか

ら、をの形態は急速に膨~L..それに.I:t01Jして仮綴割IbJll:!"kU:す.現
:(F.までに筏』込書れたエルドラドτ故大のものIt.樹紛お年τii!Jllt鈎m

に遣しτおり、仮栂器lの愈泌総盛は)5<協唱近〈あったH白最寄れて札、ま

す.

エJν ドラドの主~~即JI卓司自〈‘備体数も少ない t推定きれますが.夫自車
川ゃ峨峨による」ニ鯨資が不可能であるい、う白鰍抑制藍/絶

滅音防やでいると丸、え品でしょう.ユューブラジ9アの餓暗部に11数人

t:1Iエノνドラ ドを見つり品名人がおり、ずゎぷんいい軍基しをしτいる k

いいます.

NEW.BRAS/UA 
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シティ概要
IDOーロッパの2大信市でゐ畠ロンドン、バH.I日ベルギーのnCII
プy~ヲ -t，..t総ぷ三角地lIJに影後事れたスーペ/Vヂルタ・シt ~ 11. 

L?!.ft'tl・4・段鯖に成立したメガ=シティのひtつであ仇 MUワ一作

ドの'1'(，'・'Jtであ晶 gーロフパt-.エユーロピ7・シt~ 1.二分するスー

パーパワーです.

をして文iti而で11.欧州人特有の骨粁餅J気質/:11ぃ、伝統:f1'1)~.逆
にそれと刈!則的に般かな極限色も数存す晶、世掠でも勺uピ:/1"スタ

な仰いづw訟を交11るでしょう.

ヨーロッバにはこの2大シティのほか、地中海およびエーゲ1陪-':i~に

勢力士~U晶パW沖ン=?ラスター ・ シティがあ仇ぷII，ill'Jには三司ìJIII ~(. 

の形骨収勺τい畠ように見えます.しかL.J{Jν舟ン=クラスターは政

治的影甥)J.f笥胃1J.軍事力においτもニ線級の脇市なので.'11完ム

スーベhダJげとユユ由。ピアの両メガsシティ州以"11閣の以舟であ

るtぃ。τいいでしょう.

7-ーベルヂh タのおよ"'1..21世紀中主主に存在していた〈プ9?~ユ7

進路)f!1.事れています.よれはロンドンーパーミンガム間に成立ιt:
懲メガ=シテ4で'.teや脱線に関しては.22世紀のメガ=シティには

比4晶.-<(もあーまぜん. たI.!. 企来が行激飛にな~ ~'Ò ~. Iil面Hぃ

主慨念tll，~払。t:J也峨集~い、う意書生イ11. まきに偉JIlIJJの作世であ

~. メガ=シティに分却でき晶でしょう.

プY !lニ 711211貴重己の附刊本土の混乱に乗じて事~jjt-拡大し、最盛期

に11111オランダ/デンマーク釘し/ルール工業地帯?の一朝1.~酬をへf!て

τス:/1ンジナピアの総4剥邸時までその支配下に似めていました.

f且lH 目配当位の~ーバ-:1ンは.治時のヨーロ'7~fを災郷町二文配して

いた(.:Lーロ謝刷)!.いわれる4ーたちです.21世紀に11EC(D-"，，，t

兵同体}機情全体'tJ噌itilヒ/¥1i岨主義化L、資艦家はみなぞれFれの工場

で兵l¥it位癒し.時‘、時t、の闘機て近燐弱'1偶叫粧してい。たので

す.

他副への船主11軍事力でな仁経溺線河台によるこ1.~ ~b'。たようで
すが.ャずれにしτ も鎗号 1 '1や事方には変Ò~まぜん. ニうしたuーロ

7~flの組資産家たちがr車問パ呼ばれるよ主になうたの11'f:.t!3ではな

いでιょう.

プY?ユア迎F事政府11ユーロ軍関たちを巧みに使‘¥対外的にも.日

本の企業#P1.の共1司によるホンコン再建/オ四ストラ Y7資本分割なE

tl1な。てい草ました.邸史家の中にはζの時期のプY?ニア.i!1Ilをき
しτ.「4ギリス第二帝国パする司自・ぃ、91H'です.

ιかし.この惚同b(を Lてl):(の軍側も}カタストロ?に11-H骨に刈

応できず‘ 22世紀のはじ時には.勘1款を怨しτすペτの海外拠点聖火な

うよとになりました.プリタユア述却なきあと‘生き残勺f:llC閥たちIt.
以後よ〈純)1<1.妓t列島々tの強化と強聞なプロフク経繍閣を析するメ:11=

l5a 

シティの控訟に全力を注fようにな。たのです.

こう Lτ草生したの会明lIのJヌーベwデルタい、うbりです.

ECのE当な後銚名であ弘怖"にえユーロ軍関の集閉でもあるFー

ベ斤ダ'/V?のメインプロジェクト11、急道的'1宇宙鯛発です.ょの点で

11:t米ヰ泳三=7フプhのメ4フラワ-11燭un通じるものがあ事 ますが.

プロジェタト自体11;民〕てh ダ'/V?b'-渉担ードLτかます.弘勝点て

の月面および執遊上のtr..li.をしてをれらを文える判首軍戦力の面で

11.7-ーベノνデwタ11質量uに世界的慌の本触を符。τいるよ告です.

ヌーベFνデノνタは柄ti池山/有明l移住b可 t:絶滅からの雌鋭を政策

tしてf品l'晶、も勺 t も急進fl'.r(j，f;酎前~Jなメ :11=シティのひ tつである

い・えるtプしよう.

さて、二のメガ=シテ~It3つの拠点Ill!iliがつながれた情1置ですが.

作地を取り巻〈環境l孟微妙に退。τいるため.lた作エ担 7/プロック

独自の思想もあって.3つのエリアをれFれがやや然なった郎市栄観を

布して";1:'1'.

各エリ 7の持者置については、のちにItι〈解縫するよ1.C:Lτ.;;.ー

ベ斤デルタ全4料。阪市情趣についτ幣げτみまし占う.

開初白徐環境11劣悪のー曾に尽きます.IM習なのa徹也雨ゃ毒性軍事

なEで.これはもう Eうしようもあ0まぜA.だから.シティも汚な盟B

御/環境改善を窮ーに考.tt:lUlがなちれτいます.ii'l'都市や締罰E
m司復プランなr.スーペ:，，，ヂ'/V1;においτ11アグ"""シゲな$(のプ

ロジェタトが鮒予寄れてきましたが.~且Æ. ~ .， 1. b普及Lている形態

はドーム型シt~ 1.地下交通網のIØIIlの鰍み~bせでしょう.

スーベ庁デルタ4二It.地上告st地|孟::tに透明な磁波アクY/Vドーム

でカパーしたドーム'1、m市が多仁 Jt，必需lの市街tlmc鋭的に、地下に

はプラントや究組施設が'~IItt-れτ“ま'1'.

地上11.地区によ。τ多少のz!はある bのの.だいたい18-舗世紀の

li!Iiliの景観を kどめています. ζれは旬ーロフパ人がr近代文明の組J!.

Lτ、歴史に強い鈴りをも。ているζkに111米しτいるのでしょう.特

c:....f，エ97の各地底にはそうした愉;司会犠〈あらわれτいます.

交通の爾で、各市街地EうLt払:u:風上交通路11(ドーム内を外全1から

守~.交通犠慣による大気汚倫や社会罰則断様らすため}きわめτ少な (.

主な漣給手段以絶下に存在ιτいます.民JflJlt移量肘る3晶合に11夫候

の膨響を受付ないJt'下の方がはるかに資金どからです.

;r;ーペルデ/V?11. 3つの1日r.II，lj~噌1世恥0・・1初からをれFれ用債な自

的をも勺て役京lを分坦lι.相IZl脇htl日偽1.L f:邸d南町Itt推進してき

ました.

また叙車ながら、スーペルダJν?t'l'lf品作£配合J盟11.それぞれ特

定のニ£世7に織を下ろし.そニで強いmt.織をむしていtす.

当初Jの構~:tttすペて会t:f.~r柑りに池んだわりではありませんが、ニう

いう基盤があったおかげで.交通路の状惣111Hfです. 砂制収jにシステ

ム面iで111!b'のシテ4 がn似でb ない 1H';!lI1_O:τ唱糊~れており、都IIî



NOUν'ELLE.DELTA 

NOUVELLE-DEL T A 
シテイデー?

・公式名称大 欧州メガ=シティ

・俗称 ヌー ベルデル?

・鈍厨 ロンドン~パリ~ブリユ yセルを

結.¥;三角ゆ帯

-中央エリア所在地:センターグリニ yジ

エリア{ロンドン)

・人口:1 f軍5千万人

・郡市機能中健.スーパーAI <エリザベ

ス)(総合AI ) 

スーパーAI <ポナパル

ト)(行政AI ) 

<? 

.9 

。
一一KOLN 

'7，ルン巴依熔元申申小企!I"/1I:!<ちんあり3:1J.世界<1>1:ヂヱー〉をIeつフ

ランチψイ1・トイショッ7・ナンザラス・申<$BもここI:aり3:1J・

ヲルンで惨をきしも申豆車企!Iもねがもの.巳慮"うこと惨でき緩いでしょう.

3:1:!、<!)3:り悶られてい窓いことでマガ、ケルン1:13量療が多〈あり3:1J. 

a臨時申突にかかっ疋3つ申フ，，/vミン備隊11¥貧鳳0>3色で芭晦骨ひとつで写.

①
司

〈ち

GS開
IIIS置111隠(1)怠いものの、ひとつ母国{園怠?)として骨・篤揖備えてい1I:1J・

理巴怠った向衡の畠晶ガマリーナとI1ワ一フラント、"'"'かそう突き出し1:!2
2容の院の穫が aザマーシティー8住区、 75"/1・ウインターシティ・感省.1&でザ.

額三ザイル鉱11J1fiでIaQ<、GS99申書R腕巳骨けて傍観されているとい回れ

てい3:1J・盟・8鯵Q1JQ1J隠しいでしょう.
デ=官
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犠能AIも受通側曹を政優先に11';均す畠ょう鍵携づりられています.

ロンドンエリア
メガ=シティ針鶴の内初.二のシテ4の中央プロフ?i.-I日ロンドンに

窓〈会・1B"9に置〈念吋噴い帽鎗が闘/)~れたものです.ιかL. プ

F タニア連邦の中4‘'Jtであ?t~lnロンドン"司1i11. あらゆる繭で10"9

ib1ltょ，メガ=シテ4栂遣に返い銭備がなtIれτいま Lt~.

結局のtこ阜、 1日ロンドンにI!1tAI t立w骨i.-.111バ9にそれを福

佐する行政AI平行政府/関係術庁を配置す畠ζtでぷ}jの霊臨会喰立

LまLた.

~通割韓関とrゴプリンズ』

)1ーベルデル?の書主要邸r:(シャフト}と呼ばれる')ニアサブウ

zイの大緯線によって連絡事れてBり、メガ・シティ内のいかなる喝

所へも、きわ的て短鱒問で移動することカ句舵です.

ロンドンエリアは大鐘と分慨されている稲荷ですが、 ドーパー海般

の地下には何本bのシャ7争や高波道路トンヰルがい〈つb姐ら才L、

書砥昌信ケーブルb兜備しています.シティ内の移動には何の支障b
ありません.

と二ろで、2130年ごろから、ニの3都市を紘iせ也下交通網内に雛民/

貧民たちが集まるようになってFました.

望号浪/行政の目が届eに〈いこうした地織には普からミュータント

も多〈隠れ機むζとカ喝飽きれτいるし、優近では凶想犯勝者やテロ

リストたちの隠れ京としてb司，IJAleれているようです.

この〈行政府管理外的については、苛の全体像はbはやわ晶、らな

〈なってき-sいます.住民たちは受渇トンネルや保全結肢のわきのわ

ずかなスペースに小屋を建てたり、燭削峨械を持ち込んで、勝手に機

穴をI!ゥてそこに住んだりしているのですから.

二んな状態てすから、テロリスト剣士鍍臥あるいは単なるいたず

らなどで、通信事問自宅断線したり、列車合..atを童書ニしたリ、通慣/交

通暗敬:が発生する二とbしばしばて・T.
bゥとも、二れらのトンネルや通情ケーブルはそれ二奇数え切れな

也、11どあるので、少々の二とでは)1ーベルデルタがピンチに陥るニと

はありません..IJ<..寮を織やした行法府l草、列車に武袈事情あるいは

パトロール要員を最せた寧腐を連結して積守させたリ、組下トンネル

専門の〈サプウヱイコマンドワ〉告組織させ、腕/旬開制蹄にあ

たらせています.

ちなみに、サプウエイコマンドつは過去に惨たらしい作織を考案/

鰐 Tした二とで、何度bマ且コミに叩かれてい草す.彼らは地下のや

っかい者制併すするために、海ガ1をトンネル肉に流し込んだのて寸.

あまりに非人道的な行為に解散という事恕に追い治まれましたfJ'.

行致府/市民と bに、地下トンネル聾働鵬カ切嬰だということは理

解しているので、サプワzイコマン ドウ1:ニれまでほ阻む所属母体企

業や組織編成‘組織畠を変えて再組成串れています.

現鰐点では、〈地下部晶網保安鰍〉がこの伍についているわけてすが、

や勺ている事I措と同じてす.r UIII. b涙b郎、}サプウェイコマンドウa

以舛0河 称τ骨量らを呼ぶ人間t草地誠に存在しません.

ちなみに、ヌーベルデル?の市民たちが1車徒主織者かというとそう

でもありません.彼らは地下回トンホルの不涜生活者、あるいはミュ

ータントなど櫓下にいる憶しい生物すべてをひっ〈るめて、rコボルト』

とか「ゴプリンJと呼んで.んでいるのて寸.人聞はまった〈勝手な生

害物てすね.
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現訟のロンドンエ9711;<ーベrνデ'/V?の制由方針を決定ι. ー~，‘τ

い〈指令揺の役割を組。τいます.二二のパーフ'"-タト-1:"'...9ティー

〆ーンには総合AI(.エPザベス〉が置かれτいます.

tた地上錦11アーミ)ぐースk関係.a車港/寸路側.a却よ

ぴ支信企業のうち、グ97.(ス・インダスト 97t，叫オジ孟ヰシス却

よびそれらの傘下の縄連企業のピハ-#.プラント"会句匹目ELます.

ロンドン11企環器事が~(Jr.ま札 立滋刻苦があるためか.市民にはずい

ぶん冷却唱Tです.ドームが窓定されているのはl日ロンドン司制I.!IIで.

をこからはずれた地岐に住む多〈の一億住民は劣惑なお境下であえいで

いるのです.

ー世蹟包際物はサン=7ンジエルスのように自主体抱Mが使用tIれτいま

す.いうH 環境が劣悪すFて、通常の緯絢11長年11持たないようで

す.し1J'L.生体建材の縫物でもドームの安殺事に比べたら.住むには

相当に帝いでLょう.

ただし.保安に腐してはさすがに最右カメガ=シティだりあ。てし今

かPしτいます.パリプロックはこζより治安が捌いのですが.それに

比ペロンドンはそれこそダウンタウンにまでパトロー作目ポットが定

時にしっかり巡回にやっτ〈畠し.アーミーペースが歩いた時.イ伺4へ

の対処も迅速です.

ロンドンにはかみうじτダウンタウンはあ勺て~.スラムftìや量制忌キ

守ンプ11形成きれていません.自然環l寛治大事すFて住めないのです.ま

とb なlt~b'l(.られない~11 ロンドンから逃げ出し、 トン~.I.内にmみ
つ〈 か、ほかのも今uしなエy7-(1繰らすのでし』う.

環境は誕いが治安のいいロンドンカ・.給1iiは担iいがt現況のいいパリか.

f:tJ君i.-決める とき、 市民は能でも兆候の湛釈をiilられるのです.も。 t
H ちらもはEはEい、うプFュッセルもf1みよい所ではありますが、

なぜかあま争入口は多〈ありません.

/，れ句リjエリア
ス一ベ外沖，ダ/.νタの行政の中

タら Lいaい、街がニの，バ守9です.〆，パe句91はt白然環境が(ロンドンやプy，品匙フ4セヒr沖ν 

に比~とて)b念か.な-ま t もな?方fであ'仇、ド-ムE形苦悠にな，勺，τい畠の』は正ι. t似草f有f 
する~必必~匹i44喫凄のある史s炉F晶呈造物あ畠いtはt符に2量量要な-侮の地成fだ':11です.

ょのエY71t.普主がもの都市のtt観を維持するために緯A¥怖のデザ

インを厳し〈続適時Lτャるζkで清名です.特に応住11!:111911l陀ごみの

刈市内を筋線ttlせる町建材申織になうτ封~.酬建築物l:Il t

^'t'~Hせん.
録戚門やエァ7エル俗なEのE帯地にIt.をれぞれの潟駒大のνプF舟

が遮這きれてレる L、1日シャンゼFぜ通'なEの主要な街遣はνンガ織

のタイwで自画袈きれ、釜本のνプY:hlで幡えらn..物好色な眼光容を

』臨時τぃ£す.
さらに、この地区は伝統的な議術の地であるだりに.2且在でも服飾/

ダザイン/膏衆なEの優れたプランドメーカーが歓喜〈織ま勺ていl1'.

パリ 11MHワールド仁おいτ~~砲術/背嫌/ファッシ・ンのー中心をな

しているのです.

tころで、バY11当初から行政/躍!ttセクシ・ン t しれI~~I~がrrな
bれたのですれこのIf制は大失敗に絡Ò~ ました.

中心に郡司骨量能AIを置ふそのまわりにピジヰス術、外部に脂0:1正
がつ〈られる予定11械かにうま〈いきました.しかし.眼目i広が;<ーベ

ルヂ'/V?の繁栄tt 色に急速に膨れJニカ旬、札~'mt しτ'~Y IW./:， ( 1ft 

安の惑い衡になってしま勺たのです.

ごみごみした居住区は人口過・企地~I~t なり.犯調IIJ'~~し、をしてテ

ロリストの筋姉の1:l.1'1.'jj<=ダワン??ンと化Lτ しまい.をζに総JIIL 



たピジキス街も(色、制こ脅威を臨時τも}あまり安全な1也峻とはいえな〈

な9ました.何より行政AI、すなわち実質的な都，1母豊能AIがあまり

にI(!.険な地J.t!1に近すifました.

現在のバリは非常仁珍しい不安定な街となっています.文化/公1輔の
中心地であり、 ur~産みも L..，~りしたたたずれ・だい、うのに、治安Il

:!iいのです.

r.;名な文イヒ人、あるいはζの衡を愛してと EまっているVIPらはiTi
峨卸rに小限のドームを娃訟L、その中でかろうじて安梁を保っτいる

とい主事対暑です.

行政府もこの荻態を懸念して.行政AI をバリから自量れた)1奴~h!1宮内

に移転t>せました.現准も、パリ中央にI!都市機能AIピルデイングが

(;.殺します玖よれはただのダミーであり、その111実を知らない""1まい
まぜん.移転はかなり大がかり1:なったので、秘司百にはLておけなかっ

たようです.

しかし、スーペルヂJνタの支匝~~のひt つである 7 シュプールとそ

の犬部分の傘下企茸Eグループのピ庁、プラント1陪は頑期にも/<リにIJJ妓

っτお号、強剛なセキュリティを勝る{闘々のI~安プロック内で昔~ëおり

企~活動をして弘、tす.このζ とから、~才IJ としてあまり弘、ぃ町!鼻

がい、巨メ企業のなかでも‘パ!liJi民IlアシA プールに対してはわずか

ながら観訟なな織を持勺τいるようです.

パリて百1・まれた名'はioめる者品質い、名むひとし<.この街u骨量見を

跨りに感じており、それを考えれ.l:1:'住民の引き重量よす事叫もIよかのメガ2

シナィよりは少ないい、えるでしょ九もちろん、彼らは古い処物をむ

やみに汚したり喫したりはしません.
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ですが‘こうした史跡をターゲットにするテロリストらまたff:(Eする
L.よそのメガ=シティから流れτきた事〈の犯罪者/隊長にI!.バリ

つ干の風情は理解できません. 処ze;デザインにl叫する法令は現在t.~行

中ですカt もしかする~1(}%Vf..j.去にはまともな史跡はらう残勺ていない

かも知れないのです.

ブリュッセルエリア
プY...フセ，"1ι世抗l両妙王にLて多〈のli!i'絡めた巨大企業ワイズの

発仰血であり、倒的噌ーのi((側地です.ワイズは支配企業主しτの地

位を自ら敏棄しこのプリュッセル内においてふひf:<ひかえ自にIII
舞っています.

プリュァセルI!世界一線慌を符る宇宙港が1?必ずるヌーペルデルタの

玄関口であ~.広側聞t二;工業ブロア夕、シンクタンPや研究îiJ(な E約時

在する都市です.

ほかのふたつのエリアと比べれば.人口でも郷市官耳慣でもご〈小きな

エリアですが、可哨絡や研知事fが集中するここは(加えて血制約な科学校

術を発表して、 1I!:!I~i'今む圧倒し続けるワ 4 ズ祉の，11災kの井桟1血&.1)
n~にw:を抱〈正;名ゃ技術者を目指す学生にと勺てIl. 憧れの1也にな

。τいるのです.

このエリアIH~ !. ~~tl'阜のよい t ニろではな< (といっτbロンドン

Ilf:劣揺でらありまぜんが). ドームI!$-<みられます.

上級保安区、つまりシティの中心部に近い4つの 〈スベシ，¥:1ν・エ2 ・

ドーム〉に1$.特にプリュッセルに勤務する技替市/#$1;'//労画庁担た



ちのために数特のコンセプトが'ffl"られていtす.

{人ユ効ですが)ふんだんに総を継え込み、精巧な機械iI)，励。激し飼い

にきれているのです.その景観は織の多い街い、うより、維獄のきまよ

うジャングルの中にピルが立ち披んで，.晶、ぃ、ったほうがしっ〈 り〈

畠はEです.

この〈らいが滞ち!ll(~か、 すばら ιぃ t いう者色 いれば. やりすぎ

だtか、経獄の無臥悦いだい、う者い、ます.しかし、 このドームはワ

イズ祉の紛部のひt り がシティのために t払財で.~殺したものなので、

特に識も積極的に文句It霞わないし、テロの的にもなり ません.

海中ドームのAI (ポナバルト}

l日フランス北俸にあるルアープルIt軍滞タウンのひとつとして知ら

れています.

ロン1':'-港迫力E民lVl/アーミー雨方のための穴幸弘港であるのに対L、

こちらはシティからわざと隔離された、 発会な軍港です.パリかちそ

う遠くもないし、海織の向二うはロンドンという、シティ鈍圏内の衝

なのて寸が、もともとアーミーの最新/潟県E兵絡の実験場であるため、

わざわざ話通路などを分断して、容易には近づIすないようにしてある

のです，

そして、ルアーブ)IA)港からそう遺〈ない海中には、本格的なドー

ム都市会匂拘主しています.ヌーベルデル?の第ニ湖シティ梅懇のひと

つとして海中への移民があり、地気管ドームのノウハつを償ってつ

〈られたのカ潟中ドーム・シティ。レ ・ピジュJf13なのて寸.

しかし、このドームの建設によって ドーパー・海般の汚染力箸し〈増

加したため、海中都市街値そのものが中止されることになりました.

そんなとき、パリ市内から行政AIを移転させるというプランカ司幸

ちょがリ、安全性的高い海中ドームカ苛鈎is¥';として候舗に上がったの

てす.穂市、にル・ピジュー1111主人箆離れた場所の、侵入カ獲しい海中

に存悲し、まわりは尊竃て留められています.二れ比ιk安全なところ

はそうはないでしょう。

さらに都合切いい二とに、当時、海中 ドームて金活していたのは科

学場/妓積滞(とその家族)<らいだったのて寸.ちなみに、川 ポナ

パルトがル・ヒ.ジュー111に来てからは、みんなカ可聾中ドームそのもの

をポナパルトと呼ぶようになりました.

?ウンに都市機能AIカ漬b、れているケース1;珍ししそしてまた

海中にそれが存在するというのは、世界広しといえど、;;<ーベルデル

?のポナパJレト以外にありません.

海中都市ポナパJレトにIt、いまもAIメンテナンス要員である優秀

なエンジニアやA I ~研究する科学者、施政警備のための軍人、 A I 

と~相lする政治家や企察幹部などのV I P速くらいしか立ち入りは併

されて釘らず、セキュリテイレベルは緩一級でしょう.

ただ、 VIPなどカ等事まな保護効と して海串都市を利用していると

いう噂が最近よ〈間二えます.そのあたりをテロリストにつけ込まれ

るζとがあるかも知れません.そうなったら犬変てす.何しろまわり

は海なのだから、何カ泡こった喝合、逃11:喝tまありません.四匹件や事

故など、危割lf)<発生した場合、海中ドームとAIは池上以上に危険な

噂所となるでしょう.

ところで、ヌーベルデルタには都浦被能AI b'.;、たつ存在し、それ

そ'れ説書同を織り分けています紙これはI~カ明シティ よリ進んだ形で

あるといえるでしょう.本諜1機(あるいはひと固まり}のAIに隙せ

られる仕事を、 2栂灼AIてやっているのだから、かなり余裕のある

特嚇品物成できます.

支配企業

1. グリフィス・インダストリア

・明"扮野鼠T2阜、会民

-公鍬翻刻ヤード{総合公安局

5~) 

・耳目川謝刻 :ロイセノν・コマンV
? RGEN 

・プロフィール

ロンドンエ 97に勢力t-~!!õグP

フィス ・インタ'ストリ711.スーペ

ルデJν炉l'もっと も脱皮が古〈 、経

初に宇宙IHlJet-鶴極的に始めたリー

ダー的な、そしてま 手に英臣伽士風にI~")がJτ恨)fiな稲も持ち合わせて

いる支配合然です.

グリ アイスの基斡滋梁は百江~.ですが.海運実名品盛んに行なってい ま

す.だいTよい、スーペノνデルタ11779カや中東なEのr，y.f>地域のメガ=

シティによ〈肩入れしτおり、兵器を紛出して資源を愉入ιτいます.

グ97ィスはその貿易111図のうち、輸送を冒!っており、そのための扱術

iiiillを布Lてい畠のです.

また、 ζの企業はそのシー・バワーをi!l!って、近慣の掃に眠る資源の

IHI発にb普ゐ心です.

ただ、問祉のき首勢11.環境回復を考えるd鴎や白糊級制¥.t-JlilJili L 

τ封。、テロの様約となるこH しばしばでしょう.ちなみに、 ロンド

ンを共に支えるま341のはずのバイオジェキシス社も環明司111iff<企業なの
で対立しτいます.
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グリアイ スおよびその主要il':J<1J企梁の斡部iι ー岐に述なる者のみで

偶成きれており.そのため拠常なまでに結束カ弔却制なこ tて1I名です.

，:以"針前アナ9ストに<i矧耳織にお弘、て‘ひとつの官4・14K9Jなしてか

るようなJ!;合わしめたよの結JliI:，グリフィスの自秒台J可であるサー・7

ーサー・ F'グ97 ~ スの12械であった人工尚昆 (Pl!:i)におりる1附iI:

教yt舟リキュラムにあるtャう噂bありますが、 n偽のIH'1:6置かであ

。ません.

アーサー・グリアイス1.t21i駐車9'f!!1こ活il'{~した人物で、 〈グリニッ〆半

'di旅tF4L会〉の自軸f常 tしても股火に名を残しています.グリニッジ宇

宙附待。会は.民l百iて可燃ペースのと何日開発を行な，"また側人が白目1

に宇宙旅行ができるようなシステムや技術~J見Hêしてνこうtいう，Je

Nt<車/早lft"l五Eのmまりであ り， 201O'f.ftJ;jJ革の宇官制l発に大き〈筑献し

ました.

支配司古里の直軸frz・4二しτ4コ軒戸呂kいえIt、サン=アンジU レスのエル

ドン ・ カーマイ クノν陣士~述，'I!.l l ますが. 司llJ臣、 アーサーはカーマイタ

ルに並.. ~: It r怪拠な人特げごったHlわれています.

2.バイオジエヰシス

• ~ltlUJ分野 : 食品. 生体工学.

~品全般

' 1YU側地 : 総令ま下'!<局(l~-
4t軍}

・制 刷 用:$AS、!tl'J'字続上

if( 

-プロ7ィール :

:<ーペルデJVタの支配全集の'1'で
1.1 ， むつ tむ新い、企業です.jミカ

制"H.t7シュプールU邸時Lτの軌

江lt，あい 、は池上の食微生{(;_プラントであり.セブンスヘプンのクラ

フプtスーベルデルタのバイ才ジェ品シス1.1食品MttJ1ii.'企:lfiとしてその名

を欲しいままにしています.

特に， I~)Uのコ ロ ニューで生産事れる食料品町lは鰍U.\ ~れる~J-e-ヵWt ・

た時.よそのシテ4では食品企社!;lて社名が知られているのでLょう.

また.パイ オジェヰシス1:バイオテクノロジーの粋を!I¥めたサイパー

パーツ剖r・J.業物制吋でむIItWトップレベルにあります.筋力開皇帝v
樽符加速f開/成長!fIJ!iIJ舟lな r~ß~耳倉町~.:;~、製品が玄な生fJ..'i.闘ですが、ほ

かじら新しい器;J"IをIVJ発し、 これに成>>)しました.

援物!;~tf事工学を悔合したサイバーメデ~:ñルBFJ躍がそれで、 人工，1'1

賂tクローン筋肉を融合した生体議手/筏足なEのお品質サイパ由バ四

ツ、そのP相$.した技術~応mιτ、 業物予ct-itサイポーグ 〈ブーステフド

ポーク?をI*J~êしたのです.プーステフドポーグはま t!-般にはあまり
tlWilっていませんカ仁次l世代を担l主新型サイポーグシステムtιて語界

からiHl:'れています.

J.I:， 1河祉1.1(グリーンランド ・プロジェク ト)!;い全自然扱I昆のi主

将.議~~牧Iム航のF凶，1ヒnJl盛ilをス ローがンにしてお り、スーベJνヂル

タ緯E由時に官sifiお叶に大き〈かかわ勺t:!; :.れています.そしτ、この

プロジェタトの成休明ひtつが、海中ドーム 〈ポナパJν ト}であるこt
tれ・うまでbあPません.

3，アシュプール

- 明吋~}ft : 111子. 宇宙InJ~

・公告側期総合公安局(U軍-4.t1!)， 
iy:J.プール・キッ ト・ガード(ANG)

-司【司t樹則 アνュプール .;r_トランジュ.lI'l十'):株1:詰l(
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ブーステツドポーグ

短絡/精号化する意味で・6ボーグ.と呼ばれる二とが多、¥この

新機織を盛り込んだサイポーグはもっと も進歩した形のサイバーであ

るといわれています.

体を嫡成するパーツを企鷹や領官紫材に置き換えることで、人体を

強化するのがいままて・のサイバーでした.薬物に感応するパーツ‘あ

るいは高度なマイ7ロマシン(ミ7ロ単位のごく微少な人工物のこと}

を積極的に綜り入れたのがBポーグてす.

これはまだまだ問題が多しまた極協の軍事筏術として、その衡荷/

ノウハウのすべてカ《公開されているわけではありませんが、専門療た

ちは以下のように推測しています.

q湯割晦に感応する疑似生体パーツカ慣用されているo 'ib嘆に応じて

療物を投与することにより、通常のサイバーより効!JIよしより高出

力車注 み出ぜる.

②単なる商肋 強化ではな〈、例えば体襲の変質俗芸甲化変色耐G)、
体質や精神への働きかけ、マイクロマシンの多用による負傷。滅時回

復、 3本以上の腕の岡崎コントロールなども可能だろう.

部 側は二れらのパーツカ竺主体fこ及l:rす影響だろう.これまでのサ

イパーより進んだ、あるいは朱匁防科学技術の慶物にどこまて官淋が

ついていけるカ¥また個人鍾b大きいと思われる.

-プロフィール ・

タ")7イスがロンドンのtt:lーなら.
7ンュプール1.1バリを11::'<する五配
合~'です. アシュプールもグ97~

ス !;I司山、 ?!iì附にI~・.)'!J'ずながら

も.44大なf-l<M'紛持l:絞りていτ.
世界をその掌中にι勺かりつかんで

いる、というイメージがあります.

特に1，;)社11ヌーベJVデ')1/11にお"

る竺的問問先の'~:li長企業であり.車flll:
tい、える{HI長でしょう.

7':"::1.プールの企，m冊，"1;1111縦模メーカーの縫合トラス ト形態であり、

実際にl司社を支えているのは、トフソンやルフール k いった主~系列企

lfiです.二i<・b・えれば" 7シA プール社自体は各メーカーを統合するう

えでの紘徴的{f:(1正であり.そういった点では通常の丑詔恥は織をやや興

にしています(~寸=アップルのシンクν71時間のような形態い・ う ζ と

になります).

2 11蝋!1~1.t.大敢におり晶 、 プリタユ71:対しての唯一の対抗濯機τ
ι1:が.パペ沖却iを迎えるにあたって娘。合う ζt をやめ、 ~t，lí司してス

ーベルヂ"1/9を建設Lまll:.そしτ.I詣比創立当初のもくろみEおり、

グリフィスを;&ι鼠ぃτ.スーベルデルタの維とな勺たのです.

もとも とは屯子機おメーカーであり.琳_Jな鮒矧:r.:そ少な‘、もの

の堅実でm級住のZGい製品のIHJ~に定評があ 9 ました. よれに西l放の銀
行〆ループが合併するよとで.41礎体力をつ11るニtができたのです.

i元経が!27Zにあったよ tで. 二戸'，lil刑~ê<J燦も胤~JにIIみ、いまは特に コ

ロニー建設t運営がその古前の司闘機tなりま した.

アシュプールはスFベ，νヂrνタ近郊にま'(i~\保持t器地を，，<持勺τぉ9 、

lJUEI.t1ν-1"方稲およびアルザス ・ ロ νーヌ区の鉱山の倣益回復を~(~J

kする経済事:}(!./J;j地武力紛争を煽繁にj干なっτ，.ます.ょのため‘ユ

ユーロピア ・ シティ主の緩街地41?にあるライン}!J!合相)11刊~f.やユユーロ ピ

アのザノν'7ハイムm.J:!;11')ド骨iに験海なIRI係にある主レえるでLょう.



超企業体ワイズ

勺イズといえば、 MADメカヱげのパテントて宥名な温エ蝶メーカ

ーのように，制ヲれています玖実はそのほか、の骨昌子でもいろいろな軍司監

を行なっています.というより、二れという専門骨寄がなく、すべての

集積をうまく二なしているといった方が正しいでLょう.

人男役上長大の企重量とまでいわn，l~由明i臓をE干さないほど巨大で、

底知れぬカを秘めている組織がつイズなのて:-T.21世紀後半に突然出現

したm祉は、世界中から禽を吸、注げたのち、数年て骨骨臨し‘今は岳地

で卦.. 毘短説聖営地司寺なわれています.

プリュッセルにあるのは、実は〈ワイズヨーロッパ?というワイズグ

Jレープのー企業に過ぎませんカt過去b規定もグループ中でもっとも強

力な支社てす.

とニろで、この医犬企業はその発祥から現涯に歪るまて告書だらけで、

いままて骨量もその実体あるいは全貌をつかんではいません.

世界の6つの有力メガ=シティには、それぞれ莫大な策本からなる独

立した企集(ワイ~3-ロッ1(. ワイズジャパン、ワイズアメリカ、ワイ

ズチャイナ、ワイズイースト}があり、そのほかすべてのメガ=シティ

に自祉の製品を販売する貿易餅土 (パンアフリカンワイズほか)を盤い

ています.それなのに、ど二のシティにおいても苛の支疏沿察機(総腎，舌

4.インベリアル・グレイシズ・インテリジヱンス・

コンサルタント

. J.'判U)分野:絵'i-'tコンサルタント、

t.'f臨む産業

・公安機関 :ANGに協力

・'1問機関:なし

・プロフィール 園園圃・-.... ・-・・ -. .圃 - 冒i品弥1G 1 C (アイギ‘ノ?)1:呼lf-----れτいます・ 圃・・司圃l聞 g・・園、"
1 G 1 CI1ヨーロッバの$(の大

学や旧NATQの研京殺l割、あまた

のシンクタンクi'制見U~総合.m綴

企然体です.

7'9.0.ツセルに本祉を笛〈この企業11.lkl1ワイズヨーロ ァパの資本

で例設された単なる廿舟i樹闘であり、も U I:は企業ではありません.

毛Lτ支配企業でbないのです.スーペルデルタの全企業のサポートを

することτ'，，!1:~立っ ていますbt 乞われればEのメガ=シティの企業で

ふもちみん個人に対しでもよりよい綾営を2 ンサ'>11ントします.

IGICのコンティンジェンシー・プラン1:1，合集あたり 1000色のオ

ーダーで立案きれ、いかなる突~YI'J11~怨にも対応可能である主事れτい

ます.

向社11トップνベルのインチリジェンス ・パンクでもあり、その情報

省Il't!副主、かの有名なグνートホンコン ・シティのf向調i公羽t比4τ色

遜色ないものです.耳EのfI'lffl集積都市がグνートホンコンならば、 Fー

ベ山知ゆ会唱のW熊1I現政都市い、うbHです.

いずれにぜよ.岨)-)c射1lfUi'JIぇ.それをも uこが慨に柳 l'を分訴す

るIGICな〈ては、ヌーベルデルタの今日の繁栄はなかっただろうし.

今後の繁栄もあ争えないでしょう.

l司社は都市浪，t.~A 1νベルのスーパーA1 を 2~.H自社れ時宿してお

号、 t~;織似集/解析:111:.. ー般のメガ=シティザ燃側関のそれを大き〈

?堂筋しτいます.

動をより有剰にし、シティ行政に関与する備利)は獄Eしているのてす.

しかも支査当主業継を積立していないにもかかわらず、どこのシティに

おいてもその努力/発曾力は絶大である(しかし態度は授え自で目立たな

い)、二の点も不思駿でしょう.

ほかに、 P'Jv-プ発足時、埠祉を持たない不思蛾な絃営体系て物織を

かbしたこと、当時的グループの綿却施、並ぴに現在的各支祉の幹部

カ吋可者なのかまった〈明かされていないニじなど救郊に蝦がありませ

ん.

そして、世界規模ネットワークの完成地ぽ復興計震時、メガ=シテ

ィ俸制の開始など、歴史的事象が興ると章、その中殺には必ずワイズの

存在があリます.

ちなみに、ワイズグJレープ古溝組成された場合、その気になれば世界

の支配企機全部を徹に図しても庄告書できるだろうとさえ冒われています。

そしてグJレーブ統合f主、棋界のどこかにいるであろうヴイズのトップが

せう命令すればすぐにでも可能だということてす.

まさに時代的風幕釣屯企察であリ、 MHワーJレド中、媛大の陵町団体

といえるでしょう。
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公安機関

1.総合公安局(1 謀~4際)
・ダィピジョン ，ぜイオジェ品シス.7シュプール

. I11fD. :ポリス‘ CBI
・プロ7イ四ル .

ロンドン.パ仇プリ~'7セルの各エリ 7't:守るー教督療協構のひt

つです.

1111¥がロンドン. 2r里ヵr.l19 、 3t撃がプリュッセルをそれFれ~n当L

τおり、 4煤は総制型資111¥で彼剣11:11の集団です. 1-3t:Uではポ

リスではあるものの、彼らの司・備範聞は上J自~中海市民の居世忽減/行

酎1~ì(J;事だりです.

ー般持続tいえば、市民が自にできるのはほtんEヵ的げよいポリスロ

ポットですが、総合公安局に11ポFスロポγ トはIHんEいまぜん.彼

らは1日イングランドの瞥察官m紳を縦糸していて、市民に対するサーピ

スも潟水lW:1:宮う許'Jlf'Jです.

もちろん、人1I日の骨6では巨大なメガzシティの範風す4てをパトロ

ールするこ tはできないし、犯揖1多発地域に智百を派遣するのもIfかげ

ています.だから.スーペルデ'!t;?にはもうひtつ、ロポットτ情I此さ

れたより下伎の普段接線が存犯するのです.

2.自動警察機事時

・ ディピジョン各企書供問IJl~

-榊成:，p.9ス.RP 
・プロ7ィール ー

災世榔隊の95%以上命Tロポットで編成事れた.ロポット普按です.こ

の糊帆ヌーペノザJゅのt搬出師寺している実質的な一般腎祭であ

るい、えるでしょう.

所イtしているロポットには バトロー斤タイプのほ会¥畿量b脱王朝"1
のタイプや波宮相n助明U).、央通整理〆検r.:I¥1事門の型な/:'$;(のパ9エ-

Ya ンが串仇ロポットの~癖I:-tクシ曾ンはチェスの駒から名を k 今

て分知事れτいます.も勺 H よ{えられるのが安。11'弘、〈ボーン〉シ



9ーズでしょう.(ピショ γ7ヲシ9ーズより」二位のお級険視は脇市機舵

AIによるilJ:級統制を受けていて、常:1.¥、人111)のポFスに!¥!!じた術限を

有しています.

3.総 合 公 安 局5課 〈ヤード}

・デ4ピジョン 。グY71ス

. ~幹ll< :RP. SWAT 
-プロフィール

総合企下長崎のiセタシ，ンl:，、うのは織かです倉1ヤードはほかのセ

クション<lUった〈別絡の組役C、独立して運営されています.

セー ド114t撃で扱うより ?';jl.~:なlfi1~'/~I!(Jr.のf鮫~~行なう組織で、問
時にカ~ンターテロ部隊γもありまれしかも.型機の上では総合公të

局の Hヒタションであるので、手i司臼:11ポリスに命令を下す倫艶H旨持っ

て十るのです.

こういう世絡の組織にしてli鯛 りt大腿慌ですが、それぞれの隊nが

すペてのir!.f揮をこなすわりではな仁 RP/後盗/SWATなnかな

り細か〈部門分りがなきれτいます.

f町悩思やSWATの隊Hヵ~-Ijするサポートロポット〈ナイトMk 111) 

使洗鋪即~mのポリスロポフトである!.~民きれています玖これはその

趨向机1匙を隠すための工作に過ぎまぜん.MkVUli実li7'"トポッドの

ー舗であり.?ンホイザーシステムによる主人tのリンクで、 Ilば完全

なる分身主 して機能するニ tカ町f舵です.

4. A NG(アシaプール ・ヰッ卜・ガード)

・ディピジョン アシ&プール

-隊成 :AHP
-プロ7ィール :

アシュプールの資本と人員によ今てR暗殺事n. IGICが技術耐のパ

ックアップをすることによって支えられている総段τ、AHHLτ11
十分な能力をイiLτいます.

1ょI!L.~.ットワーク4ωFが多発するスーペルデルタにあ。て、 34働

部隊li健1量ともに戦力不足であ号、このあたりヵ・量一般のfi(O'. r.111liのよ
うです.

加えτ、諸島名おいサブウェイコマンド~11. 呪准、 ANGの傘ドで組

織されτいます.サプウェイコ守ンド?の~W1AHP1Ji働部隊からtt

/IILな〈τはならなかったので.人n不足には拍;1凶切・かった俗世Hな

っているはずです.

サプ?エイコマンド~Ii、きっとまたがIかす11姥きれるようなl問題を起

よし係主こt)~晶をえな〈なる}解散します.ぞうすれば.もう少しまし

な抗感になるでιょう.
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NOUV<LL<.D<LTA 

アーミー
ヨーロ 7''11. 211埋まì!ltにはあちニちゃ股火があが今I~Jdl械ですから、

ヌーベルデ'JI/!JむH も<11η陪争JCこ敏怒なシティでは串9~ -r. 
ただし、メガ=シテリ制1::cこ入勺てからli.周辺メガ=シティや反行

政府4争力とのこぜりあいのみで、大きな戦争は帥験していません.

それでふほかのメガ=シティの滋胸、 f血1也城の紛争への派兵、近婦

の資源~縄基地の守備な t . アーミーの11\番がな〈なったわ付ではあり

ません.

俊耳鳴眼力で11.隙の抗力メガ=シティ、ユユーロピ7にはかなわない

ものの. コマンドタンク機町時間l隊/コンパットシ:x.JV部隊~II'綴l: LI: 

戦闘関oを絵師しτいます.

そして、い〈つかの主:梁カザ刷fする海耳町民力.I露五，.の脱線そのらのは

それ111::ではあり tぜんカ'.1[17メ P 加帳越し1:~ti.f，'，l辺のsõsusu
ナー探知システム)~i量級しシステム自体i'ji}ffiの伐衡をもって強化す

るニ tで、 j'.":jl.州版E対応能力i'剣持Lτいます.

スーペJνデルタのアーミ一例守徹tしτ、機舵E起を徹底的にj(;.求U:
兵1~~~拘'あげられます.ヨーロピアンタイプのコ ンパットンエWに11::裂

されるように、線制舎の中にあるた〈ましきや完f仰1jf11.袋、惚史の中

て憎き抜かれたヨーロッバらιさを{似見Lτいる t君主るでしょう.

1 .ロイヤル・コマンドウ

・ダィピジョン:グリアイス

-主な戦力:特務コンパフトシエJVX50.特務プロテタターX100 
特務ヘヲ X5.保健ホバーX5.ロマンダー100名

.プロフィール :

叫ヤル ・ コマンドウは緊~I，員削地上部隊、 あるい則強強腿飾れ

ιτ編成きれた剖鰍です.?，y 7イスの所事1する?船1(lliii7トのぬ昨9*錨

地を附射し.鼻血、1i l'!llj!i!il似j也を奪うい、う統制がありますが、独自

の上主全部隊~持今ていまぜん.その7，守 口ーをするのがロイヤル ・ コマ

ンドワの役目です.

ロイ'VJV・2マンドワliエリー ト商IJJ!:であり.独立しτ活動します.

隊nの宇和1.fI: li~)j( .特に強襲に相、τliSASを.賓〈・ほEです.

ニの部隊のUtilはなぜかIHI¥.<'生身で、負傷なEによっτ身体が'lJI

なわれないかFりはサイバー酢化を極力しようl:Lまぜん.削ゆ抑制ムそ

のかbりに異常なまでにチaーンしたコンパットシエ沖やメカニフクを

1Mいます.

ロイセル ・コマンドウl阜、独自に側発事久戦闘サイポーグをよ回る

ポテンシベ.JVをおするといわれ畠1争務オートプロテクターを約JIjしてい

ます.その』艇~についたニァクヰーム・・プラック ・ デピルス"は有名で

しよう.

2. S A S 
-ヂィピジaン 。ノ{.-{;令ジェヰシス

・主な戦力機制サイポーグ50名
.プ07ィール ;

H もL 1ll鰍にお11品約僻覗l隊11¥汎川I当時に役立事れた英陸軍2

マンド?m震がその歴史のt白書bRt幸れています.

彼らi阜、それ以後に紋立きれた英司司製本部隊Cf--SAS(1抑止京縫部

隊)SBS (海~.fJl:l抑制I!ØJ!:)M&AW(山岳/極K081I!作服部隊}のなか

でふもっと b優秀tされたSASをそのまま継ホした{艦除名までがそ

のままの)戦闘都隊です.

SASI孟スーベルダ'Jv9の戦力中でbかなり小脱4英の部隊ですが.そ

れだリにj止精鋭のエリー ト部隊でしょう.サイポーグJJlJlの1ttl7.:ivべ



Jνで助→ヒしてお争、また隊nの逃彼に|喝しては恐ら〈維持でー得厳し

いときれています.

彼ら11，ili街戦ゲP ラ甲車い・今 t~状況なら11'、 3i~，待度のコンパフ

トシェル備隊を相手I:li.f'句ι.uのI~妙請を1且IlIIできると寄れτいます.

3，アシュプール・エトランジユ

・ディピジョン:アシュプール

-主な峨力・

トFガ四ズ{司令剖1) パトルト νーラーX4、個d守、・プテン..10名

スヨープス骨材膏部隊}

マズWス(lft!T兵部隊}

ハマーズ(機甲部隊}

バνルス術盗致綴部隊}

-プロフィール :

野峨サイポーグ100:也
コンパットシェルx3∞、:X1型車両x5o.
兵nsω名

ホパータンク×筑除草liIIIX5O，後叩lIlx50
職制へ9x50，ガンシフプx3、
車担1単勝俊XI0

世界にも{殉をみない強事t"~.守るフランス外人部隊は‘ かつて11'11.1;抑の

あら申る主ニみに派泌されました.

7シュプール ・エトランジ'"117ランス外人総隊司〉瓦ヲu伝統をfyht
に作り上げられた職制御且であり、車初来調理lHアー ミーの0:1'1百l州立ヰ告を

{越えています.

' 1'lilJfI'Jt!島絡11，部隊の~U見t轟依をみればよ〈わかるでしょう. 草加il<

御鍬tしては大規1)!1"!fるL，(〆ーベJνデルタの}アーミ 聞としτは小

腕院す1fます.是の附此メンバーのそラルや斜岐にしτ島、特妹都隊t

いう IH'優れτ11"1'， 一般アーミーほど劣ってはいません.

電1'綴となるのはやは9帳，tfi喝プロz傭兵からなる緋止ですが、品H兵t

6 0  

君。てb常町内極力 tして在織してい“仇f/兵の半分11i1i1.れの錨兵で11

'l <.珪寓1ιてアーミーに'入社J したれ。 き tιt~車問~I:C人です.ただ

し、 r外人部隊Jのしきたりに衆っ取。τ、彼らはスーペルデルタiIi品誠

を級いたうえで.外人t して部隊に~加しτいます.

アシュプール ・エトランジュはあ〈まで側兵組織と Lτの意書札 fi符証

書官隊tしての体而~品1しません. メ ンパ-OLはすべτ特定のヨード

ネームτ吋-bmうよう筏務づりられている L‘ll!f.lt.r.~すべて時刻ヒき

れτνtす.

ト9jlーズi阜、ほかの部隊をt用車するための方i国司令部で.二二から

側々の11織に I" Jい t~ft甘"I(W (キ吋プチン〉が派近事れてきます.このあ

たりか時制置い・，U1'特徴でιょう.ちなみに、キヘ・プテン=刻/.I11t¥lJ"

に与えられる的問限度の階級でした.

エトランジュ11;<ーペルデ'I'/，I~の主力アーミーではありませんヵ大こ

れらの1;¥ω戦力にやtいの寸世縮財吻iわれjj:'，刻正にひkつのアー ミ

-1;して.それEころか一般7四ミーより向いポテンシペリレを有するJI(

F.lt 1;ιτ成立するはずです.

4.盟十字騎士寧

.ディピジaン:パイオジェ品、シス.アシ'"プーノν

.主な戦力 .

!f唱Rml'M~ インセクターX30、サイポーグ50名、
1級品H'マギーX20

仙普段1!IfJ( RAFT車両X50，戦略的奴峨x2
第3・・5機割五主F.lt コンパットシエJνX1000，装甲車×日n

兵員4収除名

第6-8機叩迫F.lt ホパータンク×笈陥O.将戦止Itx5瓜n戦車x50
コ勺ンダー1日加名

耳19蛸兵迎隊 峨腕愉送ヘリ x100、攻添軽量x30
-プロフィール

rn.十字騎士illは.ス由ベJνデルタで羽詰.tJJに例般事れたアーミーであり.

tlt?~に先駆りτ始時τホパータンクを実験投入 L，また、ヨンパットシ

ェルの~.~組i温冒険で、 一時はヌーベルデルタをはかのシティよ 0 優位

に主たせたtいう大きな功続を奴しτいます.

ヌーベJνデN1Iの::l:1J7ーミーですが.いまやその名前はただのより

おEしに過Fません.

かな9の脱線を紛ってνますカ<， JJll~においてはほかのエ リ ート 7*

ースに抑され吉明1<1:いう感事えあります.I膏布Lτいる袋備にしても、

全i彬jに11忠君l自民'Jl:やや時代遮れでしょう.

Lかし、決ιτこのアーミ時は非力で品ないし無tiltでl./)~まぜん.

秀でた t ころは縮かにあ静ませんが.これだりの戦力があればーI~I二作

峨が胸制できるはずです.

野紙調感列車隊t俄奴巡鰍はこの'1'ではエリートい、える干刈iで.新

しい戦術思想に基づいたメカユァク併を舵mしτt、ます.

5.ロイヤル・グリフイス ・エクストラ・ ネイピ四(RGEN)
・デ4ビジョン:グリフイス

-主な戦力:

北海鉱隊

外ザ鉛;J(

巡i'l"雀x3、コルベγト曜E多数、 ミサイルポートj匹敵

ガンポー ト多数、各般4や主催多数

自車両z巡~'t揮監x5. ~Î・剣勝成巡rr~監x 2、

フリゲート艦多数

JII!<I 'i例記自由~ :rr繋巡洋経X2，へ9!l!f，tx 4、特務量IilX5，

駆逐却E錯、制脚本鑑多数

・プロ7ィール



RGENU.純粋なルI(であ i 北海瞳~.lt 外向'縦隊、 j車中市派池艦隊

の3韓$からhY/rl<:l>れτいます.これだりの散の.t.1J'bl，舗の科償支

衝が注ぎ込まれた艦主主を持。τいるシティはl吐採でもほとんどないでι
ょう.

ーIt海曜日並は〈本匝施自身 u呼Ittt.;It海に点住するftifiな天然貸出(

(!dl聞や天然jlス叫}鉱俄1μ也の防相7が主張仔t揮であり、£た.7-ーペル

デノνタ近掃のバトロ-，"Hrな。ています.このあたりにはあまたのi尊
Jh組関elJfi{，fんでいるのです.

ちなみに北泌11磁情話νI<Ur.の彬理事下にあり‘量fz舶の航行カ嚇しいi梅田点

Hτ知られτいますが.~ij蛙艦F.I\IliIl誌の揮監はこれを考慮 Lて新遣され

た絃τす.彼らI:~tif，jにおいてなら、どζのシテ4 の艦隊t ，i:つかっτ

も1¥11る4とはないでしょう.

外同様鰍11スーペルデルタに関係する貿易船f習を続出yするための鑑隊

で‘書調和、 〈 っかに分別事れており、数量EずつでM畑をエスヨー トt.~

't. 

』也II-Ij鼠庁öll~肢は、スーベルデJνタに E 勺τjf(1Jl'な泌障の理由1陶正一-j車

中i革主 7 フリカ沿路に派泡寄れていι いわばプνゼンス(:i:.~喝のための

檀:1.1t1"l' .ぬf./Olt~ I<õJI.llに比紛y.)大製の艦でj，~城寺れ、 しかも3瞳獄

中1畝;の1般附Ii':ti t. τぃ~1'. 

この)I!l'I'i鋭1(<.1世隊に1;1)側レ/舛包曙IllH1J可能なキ'tノンクラスターを

装備した1，繍i~m部皆本経が配備事れても‘t す.

RGENの({:{t，が.グリアイスにかなりの出資を強いτいるのは織か

でしょう.グリアイス1.tJ.船1司虫1Jを有するはかのアーミーにまった〈出

資しτ十ないい・うよ主で、他の支配'o!>:tlから~I 灘きれたよ 主がありま

すが、そのぷんンーνーンに絶対の~i任を持つ、 t いうよ k で一応の鋭

ねができたようです.

タウン
1.ケルン自由市〈ライン連合〉

ライン川f晶峨には古〈から/$iliが多か今たわりですが、これらの1m:
i凡ヨーロ何t:)恨_~t，ベル制までにはUd:倉市Il雌と化してしまいまし

I、.
しかL、メpゲ=シティ"剥tにはいつτから、一二のあたりI.l.l'j{fタウン

Hτ側発きれはじめました.い〈っか理lIllはありますが.ぞのうちも

っtも大きい援問が、スーベルデルタ~ニューロ ピ71111の縦割『戊凶器が必
要だったというニ主です.

ヨーロフバのこの2大メガ=シティは仰が惑〈 、LltιIt，紛争になる

ζtが干:1!!:l>れτおり、ll';I<そうなりま した.f}J!.t!jド.)1こ考えれば‘近隙

1:あっ.てjJ1J't紡Lιている者Eうしがqけのはばかげたことです.t1ijシ

テ-1 1.1.そ主考止、資本をJ13しあって、中立なタワンを~:置するニ t に L

たのでした.

4 うしてつ〈られたのがケWン~llllÏlÎですが‘以後、岡市11自分たも

のJr(~，jillをI~I絡し、い〈 つかのタウン~a~空しました.そしτ、ケル

ン.ヂユァ七ルドル7.ゾー9ンゲンなEのラインf血膿タウンr.t.1:やが

τ〈ライン迎合)i'結成ιたのです.

ζの二主士、スーペルデルタ.ニューロピアの両シティ 1.1.曲ia( ，II!.つ

τいません民綬働車品川.J!~距なので、 圧力はかりてふい￡の t ニろ

は政勺てある状態です.

きて.ケルン白IJJilil:ライン迎合のEど主です.

スーベルデルタ ・ ユユーロピ71111のハ-1 9エイの~iifrにあり、なおか

つライン川の糊蛾4tであるI，iliti11.由来郎市として鮮ポしでも・ます.

ゆえに仲田ル方加lの地下f1i!'l.1悩卸可t涯を自治む〆リフイスの主現闘機拙i

tli ~されτおり、 'l'*'Yf'併合rlM員削こ:?Mêしています. ~，~ (:lIlll:1litiい、う

明.Tf.上、附シティの動向を係るための蛾?!Iな悦tfJllaが日夜Eよかで級争

6句

NOUVeLLE・DELTA

広げられています.

いまや線御例代はねかーりにな勺fょ曹ilxの除却，11--ライン迎合~r.

l3'iiliで、もっと も fíf.険な1'0)ンがケルン 1~1I1]Ïlî とnえるでしょう.

2. G 599 
G S99I:~ij知弘1:1こ主主紋きれた、 巨大な総合Jêi貯:隊総プラット 7*ー

ムであり.本米I主タウンではありません.LかL.~品(1:1.1.スーペルデル

タから剥L立し、 1111Jt上、敵対しています.そしτ別名寄〈ウエールス'王

国)~ b¥'¥'ます.

こtの起ニり1.1.2144年のζtでした.当時のGS9供。I'{仔稿、サー・

ハY':Iン・1・・ウエールズは独占欲が強しまたIX什続制にあふれた人

1111で.何とか・GS90制助物にし'~\' ~考えτいまし 1.:.. そんなある日‘

GSωの近婦で、 RGENの巡I')l船噌蹴ιたのです.

巡祥晴置はその格納I，Jlに核ミサイ'"i''''Jl1ιτいま Lt~. 救聖断苫，JJのき

も¥ヲェ-'"ズ1.1.ζれを榔かにIi!IJ&t.、スーベwデルタからの独立をrr
rtLたのです.

もし独立を総めずに、スーベJνヂノνタ側が攻黙をしτ〈るなら.核

i'!!I!!1J'tる k向Lたわりです.

G S99I.1.貧血なTEtHF線制Jμaなので、スーベルデルタ側も考えざるを

l~Þませんでした. 結局.塩k)'r.を~めるかわり、スーベルデN:Jt~ 餅先的

に資源の取り引きをする. ~いうニ tでいちおうの決析がついたようで

す.

その後、 GS99は近焼から多〈のR副主を受付入札資縦の52lYでb主

11るこtて.ひtつのタウンt呼4 るほrの1Ji':{i々 とつりてきました.

ウ」色町ルズt その-'_，zt孟独政I~JflIü拘はあるものの、そ ζ に 11'む人たち

はー応叫i足しτ吐千i5しているそうです.

t~ミサイルがヌーペノνデ'1"!lに向けて~ß射された弘治、たぶんJ吋-~防

術システムが射ち裕tすでしょうヵ'.G S99が紘で消滅すればスーベノレ

ヂJげは大IJI告です.

スーベルダノνタ行政府やili民はこのllHil!に肢を立てており、和nA:かill

き111而/1によ今τ核を取り上げる!1噛H立案書れたようですか仁いまだ災

ifはされていません.

何しろ、ウエールズ~9人の1血肱/自蹴!ÍIlt!if軍部隊の突入に備えて、
彼らの{事l司に桜ミサイルのスイッチを機時込んでも・る~ ¥、います.

しかし、 L、っか11SASカ¥ロイベリν・コマンドウカ1あるいは7シ

ュプ-1".エトランジュ‘でなければ支配企衆に廠bれたハンターチー

ムが反逆古をうちのめすζtでしょう.

自然環境
広い視f(-イみるし IIMt大西涼およびスカンジナピアにI以illll:古旺Eb'

f手伝していて、全般に;舶、地出置です.

またヨーロッバ全体はk泌がj染、屯磁波が1十i1lo¥lJ;佐l:Lτおり、事lir.fや

治五日、'!;;';，主です.iIV.点/切れい:紅潮/.，四機の運航は娘い‘い、

う紙態γしよう.

このあたりはl日H拠の激闘まであ仇生態系iじとごと〈司生成されて

います.メガ=シナ 4 時代に入ってからい〈つかの環境l副íllll~JIHtJ:み

られま したが、 (;'1より:塵.，~るという二とがあって、認t克の邸1111:非常

に健Lいい'1>れτいます.ただ、 illl臥ー地中海11温暖で、ミュータン

ト t ま t もな生物のil~:帯する不.Wßな臼伽tlJ~米tがりつつあります.
ちなみに両政I:IHAr人はいな〈 τ、J紋促状態です.

大政11メガ=シティの範鴎外に私小.11/.1見~大島!I!誌な1'9ンカ帯血胃にあ

ります玖ご多分にもれず‘行政~fはそのInんEの綜砲を情占拠ιて\.
るため、地域tl訟の病締をnっています.



ロンドン以北の地域にも人Ittl:んでいますが.級い11同じで、特にア

イルランドの融機告書の住民It、!日世紀と変わらずひどい扱いを受りてい

るようです.

ミュータント
スーベルデルタのミュータント11.地下主池上部で、またシティ内外

で大きくその形態や秘書iが3もなります.

メガ=シティ内部において1;1.ミュータン N卓上帥紛切、l¥lであi その

11 tんrがスラム周辺や外給関長銀に桜忠、しているのに10札、シティ外

では中盤から大型のものが$<、耳;Æ~置のむのも相当数存在しτいます.

これらの中には、グロテスタな外見のみの無宿なものい、ますカtZ1

2事かつ攻験的なタイプのものが多数守占めます.オ 9ジナwの判別がつ

かないほE変貌ιたミュータントも多<.ζれは商JlXJ車線がひ<{汚染

吾れている&:'明でしょう.

サブウェイリッパー

スーベルダルタの交通中枢k胃主ベ草地下トン4・ル純金1威主きには

I也kに1与えtlIi生する小史ミュータントです.

似ムカデt'fi-bせたような外観を持ち、歩行者の足元i'/.1i速ですり

抜付、角質化した外郭部て官却部を切。裂きます.こうして動きを止時た

相手の体調躍を吸うのですカえその町JきIt典常に紫年〈、あらかじめその

4鼠丘に気づいていないかぎり、回避は闘艇です.

攻型産カは小さいので、 JM，事なら人nuにtってきしたる約成ではあ9ま

ぜん.しかし県副となると訟は別です.1曹にこの耳、快な生き物には血の

匂いに引き寄せられる狩伎があるため、被審者1孟近〈にいるサプワェイ

リッバーのきらなる銭感を受付る可飽怯倉町!:j¥、のです.30-4但Eのサプ

ウ&イリッパーの鎖骨書を受りれば、大人でもー&附!とかからずミイラ K

ftしてしまうでしょう.

組J'&血性切り腕腐ともいうべきサプワェイ~ ?~f，ーは. シティ内

においてむつ UliiJ寅なミュータントです.

フォグピースト

Ji"r.粥UY唱名を取るこのミュータントの実体は微細な細菌の総合体で

す.

側々の劇的It!J1なる徴貨物に過ぎません玖ー定数が集まる主疑似ft.
織を持つようにな札ほかの生物を鈍い始めます.

強級住の糊置を持ち.これに包み込まれる L フルポーグ主いえEも

1蹴です.

フォグヒ'ースト It.他の汚染区のミムータントと伺俗、ll!品に対しτ
拠常なまでの耐牲を待っています.そのため、これ守備討するきいは.

火災鵬織やプラスターといった熱量兵器をmいる必要があPまれ

レッドキャップ

イングランドのか、棚粉名前をそのまま付Itられたミaータントで

す.

その名のtおり血のように赤いjIt郁カ可制陵('.全体に人mlの干世島i'M
〈ダアオルメ Lたような姿をしています.主にプ9テンぬの北部から中

部にか11て現われるシティ外のミユ四タントです.

νッドキ守フプはそれ自体極めτ狂殺な存高ですが‘ ，"の恐みしさは

ある極の精神感応能力を持っている点にあります.νァドキャップに近

づいた人lilJlま磁波的な衝動tこからt1..手近の生物を皆殺LにLf，よい欲求

に襲われます.ニの続紳感応;1i~;JJIt _，畿のESPである主考えられτい

ますが.有効半後はせいぜい5mはrなので、忍び寄られ1l'えしなりれ

1正何M撃退するこ t倉市T能でしょう.

5e 
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くあとがき~旅行のすすめ(笑)>

今回は久しぶりに苦労して完成した、という感があります.

しかし、勺ールドガイドという大上段な題材によゥてi〆タルへッ1"

勺-)レド〉は磁実に大きく綜張できたはずです.

いままでは、小物や努題視t.A:9イルを穆世量的にアピーJレする二とで

世界感を娘し出していたわけですカt背景となる世界の徹底的な情報が、

RPGの浬解と禦銭に11..'要なデータであることには変わりありません.

ワールドガイドの霊場によって‘.〆?ルヘッド..もようや〈一人前のR

PGシリーズとして訴可面できる物になったのて・はないでしょうカL

どの情報も実際的プレイにf主立つよう、またシナリオのアイデアとな

るよう心がけてあります.R P Gに1l~聾なのはストーリーであり、資料

はすべから〈発想、のもとになるようなものカ溜ましいのです.

いやしくも舞台は未来世界なのに、キャラデターがよ〈知っτいる/

活躍できるのが北米大鐙だけだったというのはちょっとおかしな箆てす.

しかし、 A..ttないで〈ださい.多〈のRPGにおいて、プレイヤーキ

ャラ7:9ー1:冒険者=流礼者というイメージでとらえられているようで

すが、メタルヘッド ・ワールドの住人たちの多<li (ハンターを宮めて)

そうではないのです.

旅をするのには何がしカぜ3目的があります.ビジネスカv(，カンスカ¥

それとも何者カ明追求を巡れるための迄衝勃¥それはわかりません爪

いずれにせよ旅のための旅はあまり考えられません.

あなたのキャラ7:9ーにもそれぞれ目標や自的があるはずてすが、そ

れが旅によって見い出されることは希でしょう.旅はきっかけにはなる

かb匁仇ませんカt冒険を求めてさすらう者は現実にはわずかなのです.

だいたいメタルヘ yド・ワールドは、わざわざ遠出しな〈ても、日常

に冒険が二ろがっている世界だし、帰る軍置があるにせよ、巨大な〆ガ=

シティをうろついたりするのは旅の『檎です.白骨骨甑慶から~、ある

いはお宮町二入リの腐や友人~:.0'同特定の空間L 生まれ官勺たストリー

ト以外はすべて~ための朱鈍防空間だし、冒険の舞台となりえます.

ぜのことを再磁認しましょう.

話は変わります力士実liデザイナーは実践型人間で、何事bー度やっ

てみて、それをもとにして物をつくってい〈、そんな訴があります.

思え1:(，ワールドガイドの蜘昨て苦労したなー、と感じるのも当然の

ことて・す.つまり、持除ヵ、勺いえば、ワールドガイドをつ〈るためには、

取りよげる世界の都市すべてをまわったりして取材しな〈ちゃならない

わけですから{さすがに全部は無理ですね).

しかし、古稀寺が好きなのも事実で、ょでミョーに旅にこだわって.い

ているのもせのためてす(笑).

そういえば、このサプリメントはプレイヤーに対して本当の鮒守ガイ

ドのようにb使えるのではないでしょう力、

それぞれのシティについて制官報は膨吠な震であリ、一度税んだ〈ら

いでは、たぶん会部を憶える二とはで宰ません.セッションの日までに、

プレイヤーたちは一晩ずつだけ二れを交代て惜りて続むのてす.編 Tガ

イドを続むような気持ちて1~んでください. 気になること/置要そうな
データはメモをとってむかまいません.

プレイヤーが興械票、、飽述はプレイの日にきっと思い出せるだろうし、

そうでないlei遣は思い出せません.そして名所などの情報舟領に妓って

いれば、そこに行ってみようと思うだろうし、秘密がにおわされてあれ

ば、苛れを頚にとどめておいて、セッション町中で怠二る事件と関連づ

けていく力、む知れません.

それが、 GMの意図に沿ゥているかどう力唱立関係ないのです.キャラ

クターたちは「いちおう情絡はイ士入れたけど、行ってみなきやわから屯;ぃ

6 4  

術JIこ行君、よりリアルに冒険をしている気持ちになるのです.R P Gに

はそういう r気の持ち方』もまた犬切ですね.

もちろん、このサブリメントには、こう使えというような決まった使

用方法はありません.使い方もそうだL、ど制育報がどう役に立つかは

ユーザーの皆さんが決める二とでしょう.よりフレキシブルなモジュー

ルは、使いこなせば使いこなすほど、 E島、明方となります.愛帰してや

ってください.

最後に、今回は今までより多〈のライター鰭民の憶力を得る二とがで

きました.思うに背無世界というものは、それ二そ世界を大局から眺め、

同時にい〈つカ滋った角度から分析しても哨、な〈ては完成しません.b 

し、ひとりのデサイナーが6つもの都市を績かく段定したとしてb、多

〈の人が事効aしたζれよりもいい作品はできなかったはずです.

とくに巨大抵怖は、本来ならどJ二にあゥてbどこから見ても「でかい1萄

だね』といってしまえばおしまいで、面白味のないbのだと誤解しがちで

す.しかし、本当はそうではなしそ二に住む人の考え方、風土、環境

によってずいぶん遣いがあるものてす.その遣いは、考え方の典1..る数

人がそれfれの視野から眺めてこそわかるものでしょう.

機会があれば、皆さんも現実に2稲守をしてみて〈ださい.喝所はどこ

でもかまいません.あなたの知らない土地で二ゑ新しい自分を発見す

るチャンスてす.

高平 鳴海





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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