NPC 一覧
ミカ・アンダーソン（ヒューマン、女性、30 才）
滝川・桂（タキガワ・ケイ）
：女性、ヒューマン、43 歳

真面目な勤務医で医者という人を救う仕事に誇りを持って

元ランナーのフィジカルアデプト。

仕事をしている。ヒュマナ病院に対して大切な聖域と考え

現在はタコマのヴィジラントアイアンスクーリングハウス

ている。

で師範代のようなことをやっている。

重度のゲーマーでシャドウラン AR にはまりこんでいる。
ゲ

性格もありメタ差別がらみの事件に良く巻き込まれている。

ームのためにフィットネスに通っており引き締まった体を

普段はシルバームーンというバーでバーテンダーをしてい

しているがよく寝不足の顔をしている。

る。

今晩もシャドウラン AR の溜まり場に向かう予定。

メンバーの１人が引退を決意した際にチームを解散し彼女
もランナーを引退した。

ミーシャ・ドラゴンアイ（ヒューマン、女性、25 才）

元ランナーで当時のストリートネームは殺（シャア）

ドラゴンの子供達の信徒。

今回の依頼人。

本人は魔法使いではないが両親が魔法使いでグレートドラ
ゴンダンケルザーンの支持者だったこともあり教会にのめ

サナダ・ユキヒラ（男性、40 才、ヒューマン）

り込んでいる。

シアワセの譜代社員の1つシアワセ48家の１つサナダ家の

社交的で常識的な人物だが全ての価値判断の上位に教団が

一員。

あり、教団から探索を示唆されているダンケルザーンの聖

サナダ家は主に研究開発部門で結果を出している一族。

遺物を手に入れるためならかなりのリスクを辞さない人物。

シアワセとヒュマナ病院の共同研究のシアワセ側の責任者

メガネとポニーテールの理知的な雰囲気の女性。

である。
マネジメントよりも実際の実験を好み今回の実験も実際に

カルマ

作業を行っている。

キャラクターの生存：2

基本的に私費で雇ったナーガボディーガードを連れている。

対象の救出：2
フッティング：2

"フェエイクドラゴン”フランク・ファーマー（男性、20

無関係な人を傷つけない：1

歳、ナーガ)
サナダのボディガード。

報酬：3000N\

職人肌のナーガで仕事に誇りを持っており、命がけで依頼
者を護ろうとする。

病院のサイズ：280ｍ×140m
1 階にはリハビリ用のサッカー場があり、病床数 750、スタ

モシュタグ（男性、10 歳、オーク）

ッフ 1500 人です。

今回のシナリオのお姫様。
CFD が発症してふらふらしているところを車にひかれ、フ

> 依頼

マナ病院に入院している。

滝川から仕事を依頼したいと連絡が入る。

しかし、彼が SIN レスである CFD 患者と気付いたサナダに

彼女はシルバームーンと言うバーでバーテンダーもしてお

より実験材料として利用される。

り、開店前の店で会いたいと言っている。
彼女が自分でランをしない理由として昔のチームもバラバ

マイク・ハワード（ヒューマン、25 才、男性）

ラですぐに動けないことを理由にあげます。

ヒュマナ病院の医療事務スタッフ。

ヴィジラントに通っていたオークの少年が行方不明になっ

ワシントン大学出身でヴァン・ペルト教授の弟子。

たらしい。

病院に対して思うところはないが、メガコーポに対して被

どうやら CFD を発症して車に引かれたようだ。

害を与える事ができるなら密やかに実行する。

幸い車の持ち主が善良な人間らしくすぐに病院を手配して

大学時代はアメフトをやっておりマッチョ。

入院費用も負担してくれたのだが、そこからがいけない。

家族が面会に行くとそんな患者はいないの一点張り。

い。

SIN レスの CFD であると気づいた病院がろくでも無いこと
を考えてるのではないかと疑っている、と。

敷地内には複数の監視カメラが設置されている。

PC には彼の救出を依頼したいらしい。

その設置箇所の一覧は滝川が調べた資料を提供してくれて

病院はヒュマナ病院という病院でシアワセの資本も入って

いる。

いる大病院です。

潜入(3)に成功すると、
カメラに撮影されずに建物へといた

入院時には ICU にいましたが、どこかに移送されたようで

るルートを見つけることができます。

す。
ヒュマナ病院ホスト
ヒュマナ病院は 15 階立ての大病院で地下 2 階から地上 3

ホスト R：5

階までが一般外来向けで 4 階が研究部門、5 階より上が入

通常設定：アタック 6、スリーズ 5、データ処理 7、ファイ

院設備となっています。

ヤーウォール 8

敷地は広大で緑がふんだんに使われています。

警備行動：パトロール IC は常時巡回しています。標準的な

敷地内に入ると SIN の認証が行われ予約があれば予約先に

セキュリティースパイダーが常時巡回しています。警報が

案内されます。

鳴ればホストは以下の IC を出撃させます。プローブ、ブラ

サイレントモードであれば解除するように要請が出され、

ック IC、スパーキー、キラー、トラック。どれか一体がブ

対応しなければ警備員が駆けつけます。

リッキングした場合、次の 1 体を立ち上げる前に、それを

これはオフラインや電源を落としている場合も同様です。

再起動します。
侵入者がこの防御を嘲笑うようであればホストはセキュリ

予約が無い場合には要件を尋ねる質問がポップアップしま

ティートラブルシューターの出撃を要請します。この大砲

す。

は警報が鳴ってから 2D6 戦闘ラウンドで到着します。もち

回答せずに行動しても警備員が着ます。

ろん、侵入者のハッカーがまだいればですが。

職員の ID でも医師以外はアクセスできる場所が制限され、
該当エリア以外には入れなくなっています。

運用：ヒュマナ病院のセキュリティーシステムおよび医薬
品管理システムは全てオンライン化されています。

警備員は普通の警備員のみですが通報すればナイトランナ

医薬品管理の専任スタッフがおり、彼女たちの管理するホ

ー警備のスワット部隊が急行してきます。

ストとは独立した有線システムと照合して出庫承認がでて
いなければ医薬品は出庫されません。

この病院の警備はナイトエラントとナイトランナー警備の

また、患者に取り付ける医療機器はモニタリングのみでオ

二社がおり当然のように仲が悪い。

ンライン操作はできなくなっています。

ナイトランナー警備はナイトエラントの足を引っ張るため
ならユーザーへの被害を気にかけない。

地下一階に冷暗所があり、
霊柩車が直接アクセスできます。
地下 2 階には細胞培養室、
クローン保管室、
遺伝子解析室、

研究部門にはシアワセの研究員も所属しており、彼らも無

廃棄物保管室があります。

制限にアクセス権限を持っている。

このフロアの維持管理はシアワセバイオテックに委託され
ています。

各エリアへのアクセス権限の発行は経営陣、スパイダー、

地下には車で乗り付けることが可能ですが、地下の入り口

シアワセの担当者です。

と各フロアの入り口にはセキュリティーシャッターが常時
降りており、ここが開くと警備員に通報が行きます。

少年は研究部門に監禁されています。

予定になく開いた場合には警備員が迎撃に向かいます。

研究部門は 4 階にある。
各部屋は完全防音仕様。

各部屋はマグロックで施錠されており、SIN に反応して扉

4 階には機密漏えいを防ぐためにカメラは設置されていな

は開きます。

アカウントとしては以下の扱い
医者：全部屋のロック解除

魔法警備

研究者：研究者フロアのロック解除

4 階、15 階、16 階には結界が張られており、アストラルか

看護婦：該当フロアのロック解除

らの侵入者があれば魔法使いがアストラル体で急行します。

入院患者：自室

また、各フロアにフォース 4 の精霊が待機しておりアスト

外来：なし

ラルからの侵入者を迎撃します。

見舞い：見舞い先のみ
シアワセバイオテック：地下

敵データ
"フェエイクドラゴン”フランク・ファーマー

汎用品

強靭力：7 敏捷力：1 反応力：6(8) 筋力：4

ヒュマナ病院のクリーニングや医療品はシアワセメディカ

意志力：3 直感力：5（6） 論理力：2 魅力：4

ルサプライと言うシアワセ系の業者が行っています。

エッジ：3 魔力：0

実際の物の輸送はタコマ運輸という下請け会社に任せてい
ます。

イニシアティブ：14+3D6

タコマ運輸は契約金額に不満があるとも言われています。

ダメージ抵抗：強靭力（7+4）+装甲（8+4+12）＝35
武器：アレスプレデターV（スマートリンク、APDS 弾使用）

ドクワゴン

ダイス：15 個 DV：8P 精度：9 AP:-5 モード：SA

ヒュマナ病院はドクワゴンの提携病院であり、1 階にはド
クワゴン専用の救急処置室が 3 ヶ所あります。

一般警備員

ここは救急車を横付けしすぐに患者を搬送し処置できるよ

強靭力：4 敏捷力：3 反応力：3 筋力：4

うにしています。

意志力：3 直感力：2 論理力：3 魅力：3

この救急処置室に併設して付き添い人待機室とドクワゴン

エッジ：1 魔力：-

スタッフ休憩室が用意されています。
イニシアティブ：5+1D6
警備員

ダメージ抵抗：強靭力（4）+装甲（12）＝16

昼間は入院患者のいる 5 階より上には各フロア 2 名の警備

武器：アレスプレデターV（スマートリンク、APDS 弾使用）

員が常駐しています。

ダイス：7 個 DV：8P 精度：9 AP:-5 モード：SA

15、
16 階は VIP ルームのため警備員が 4 名常駐しています。
1～3 階には 2 名体制の警備員が 4 組常駐しています。彼ら
は看護士としての訓練を受けており（ナイトランナーはそ
の真偽は怪しいですが）緊急時には医療スタッフとしても
働きます。
4 階では通常のエレベーターの横に 2 名警備員が待機して
います。
駐車場入り口と病院の正面入り口に 2 名ずつ警備員がいま
す。
夜間は病棟の各フロアに常駐警備はいません。
代わりに 2 名 4 組の巡回を全館で行います。
また夜間は病棟入り口の系微意も不在です。
基本的に昼間は 100 人体制、
夜間は 60 人体制で警備されて
いますがヘビーサイバーはいません。
定位置を持たない警備員は 1 階エントランスの詰め所と入
り口脇の詰め所に分散して待機しています。

来客用エレベーター

部屋 G
通常階段

部屋 H
プール用女性更衣室。シャワー完備。

部屋 I
プール用男性更衣室。シャワー完備。

部屋 J
廊下。

部屋 K
緊急治療室。外側には救急車を横付けするための車寄せに
なっている。

部屋 L
非常階段。

部屋 M
２階へのエスカレーター。

２回で診察などを行っている。
1 階フ
ロア内訳

部屋 N

部屋 A

エントランススペース。

業務用搬入大型エレベーター

受付や警備員などがいる。

部屋 B
大型階段

部屋 C
運動場。野球もできる。

部屋 D
運動常用男性更衣室

部屋 E
運動常用女性更衣室

部屋 F

部屋 D
クローン培養室。
多数の研究用クローンが培養されている。

部屋 E
細胞培養室。
研究用の細胞培養を行う部屋。
基本的に全自動化されている。

部屋 F
薬品管理室。
システムに承認された出庫番号を入力する、あるいはコム
リンクで承認コードを送信することで自動的に薬品を出し
てくれる。

部屋 G
女性用仮眠室。シャワールームもある。

部屋 H
男性用仮眠室。シャワールームもある。

部屋 I
ラウンジ。
4 階フロア内訳
部屋 J
部屋 A

搬入用大型エレベーター

倉庫。雑多なものがいろいろと置かれている。
部屋 K
研究室 B

小型エレベーター

シアワセの管理する研究室
サナダはオークの少年を手術台に固定している。

部屋 L

手には注射器を持っており少年に駐車しようとしている。

男性用トイレ

近くの椅子にドワーフが 1 人座っている。
少年はデータジャックにより横にあるワークステーション

部屋 M

と接続されている。

女性用トイレ

戦闘後にサナダのコムリンクが鳴る。

部屋 N

脅すなりすれば彼は誤報だと告げます。

非常階段。入り口の扉は構造値 8 装甲値 12 となります。

部屋 C

搬入扉 O

ヒュマナ病院の臨床及び前臨床系の研究室。

搬入用の大型扉。入り口の扉は構造値 8 装甲値 12 す。

問題が発生しない限りシアワセ側に干渉をしない。

クレーン搬入用のため外に階段などはありません。

