
感覚を備えたマシンの脅威というものは、今でも SF
ノベル、アクション映画、およびホラー映画のテーマ
としてたびたび登場する。だが、そのような表現形式が、
影の伸張が生んだ、単に実際の出来事を記したもので
あったら？

「チーム・ブラボー：システムエラー」では、コンピュー
タはただ自我に目覚めるだけでなく、呪文を唱え、複
雑な儀式を執り行う能力さえ得る。よりいっそう危険
な秘術の知識を取得してしまう前に、ヒーローたちは
このマシンを止めることができるのか？

パーティー・レベル
君がゲームマスター (GM) であるなら、この冒険を実

際に遊ぶために、『d20 モダン・ロールプレイング・ゲー
ム 基本ルールブック ( 以降「d20 モダン」)』が必要で
ある。始めるためには、このシナリオ ( マップを含める )
をプリントアウトし、それを通読すること。ゲームマ
スターが担当するキャラクターと、その個々の動機と
能力をしっかりと把握しておこう。そして、君が「d20
モダン」の第 5 章、戦闘、移動、および遮蔽のルール
に精通していることを確かめること。君はまた、秘術
呪文と儀式（それぞれ「d20 モダン」第 10 章と「URBAN 
ARCANA Campaign Setting( 未訳 )」第 3 章の中に見つ
けられる。）のルールに精通しているとなおよい。

『チーム・ブラボー：システムエラー』は 4 人の 8
レベル・ヒーローのためのショート・シナリオである。
影をつけられたボックスに記載されている文章は、声
を出して読むか、プレイヤーのために言い替えられる
べきである。敵のデータは略された書式で提供されて、
新しいクリーチャーと 2 つの新しい呪文は、本書の巻
末に詳細に掲載されている。

このシナリオの舞台は、どのような大都市の郊外に
配置してもかまわない。 主要な遭遇エリアを示してい
るマップは提供されている。冒険において示された場
所は、すこしの作業だけで、どのような現場にでも適
応させることができるだろう。

背景
影の世界への侵食が続いている中で、きわめて多く

の人々がそれを理解し、利用し、最終的には制御さえ
したいと思っている。" カイアスの後継者 " は、そのよ
うな人々で成り立っているグループである。彼らは利
己的で、極めて不快な理由のために秘術魔法の力を求
める人々である。グループのメンバーは、科学と魔法
の間の境界線をぼやけさせることに秀でた研究者から
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なり、特に人体を対象とした研究に特化している。メン
バーの何人かは、ずっと前に精神の均衡を失ってしまっ
ている。

マクスウェル・アーミテージはそのようなメンバーの
1 人である。彼のビジネス、アーミテージ・インダスト
リーは、数百万ドル規模の売り上げを持つコンピュータ
会社である。最先端の音声認識ソフトウェアを作り、人
工知能の開発においても先頭に立つ企業だ。アーミテー
ジ自身は、あらゆる類の古代の遺物へ深い関心を持つ、
すぐれた研究者である。彼の同僚にしてみれば、彼の興
味は少し行き過ぎに見えるが至って無害である。ほとん
どの者は、彼の調査が触れられるべきではない禁断の知
識や、冥き暗黒に隠された秘密といったものに焦点を当
てていることに気が付いていない。

科学者にして秘術魔法の使い手でもあるアーミテージ
は、2 つの制御を一緒にして混ぜ合わせようと考えた。
慎重な資金調達とマネーロンダリングを通して、彼は自
分の会社の莫大な財産の一部を、企業の金庫から秘密の
計画へと移した。この出資によって、アーミテージは古
代の大冊、巻物、および他の書物から文章をスキャンし、
格納することができる最先端のコンピュータ・システム
を構築した。

劣化してきた写本と崩壊しそうな秘術書を電子化する
ことによって、アーミテージは未来のためにそれらを保
存し、異なる文章の一部を結合することによって、あわ
よくば新しい呪文と技術を作り出すことを望んでいる。
ダビングされた O.S.C.A.R. システム ( オプティカル・ス
キャン・コンピュータライズ・アルカナ・サーチ／秘術
調査電子化用光学式読み取り装置、くらいの意。) は、
不可思議な伝承で満たされた本、大冊、および巻物を走
査し、カタログに載せる完全に自動化された手法である。

不必要な干渉を最小限にするため、アーミテージは小
さく、保護された掩蔽壕の中に O.S.C.A.R. システムを築
いた（シナリオの事件が起こる都市の郊外である）。入
口は配電所の近くに位置していて、未熟な者の目には、
それを同じ施設の集合体の中へのドアであると見誤るか
もしれない。

地下室の奥で、O.S.C.A.R. は勤勉に、特別な運び屋が
1 ヶ月に 1 回その掩蔽壕にもたらす様々な作品を走査し、
処理する。ファイルの破損による文書の再スキャンに備
えて、作品は数ヶ月の間、壕の中に蓄えられる。その後、
アーミテージが手配した他の地下貯蔵施設へ移動され
る。

O.S.C.A.R. はすでに、魔法的な何百ものテキストをス
キャンし、処理した。ほとんどは偽物だったり、傷んで
いたが、いくらかは実際の秘術魔法の伝承を含んでいた。

アーミテージは知らなかったが、O.S.C.A.R. が読み込
み、解析し、蓄積するという解析手順で巻物から収集し
た知識は、複雑な呪文の構成要素となる言葉に相当する
ものであった。

そのため、このシステムは、それらを複写する手順の
際、ほんの少しの呪文を実際に投射した。解析手順のこ
の予期しない副作用は時々、O.S.C.A.R. 施設から奇妙な
光と幽霊的な音を出させたので、数人の人々は壕のまわ
りの空き地を歩き回っている怪しい人影を見かけること
になった。

無作為な呪文の効力で起きる、これらのささいなア
クシデントは、最近になってさらに複雑化した。一方、
O.S.C.A.R. は、天候に影響するように記述された魔法的
な儀式でいっぱいの本を処理し、その無作為な呪文の効
果は誤った不可解なパワーから成る、強烈な雷雨を引き
起こした。稲妻が、O.S.C.A.R. が外界との情報伝達に利
用していた、T3 接続を含む接続装置ボックスに落ちた。
この事故は接続を断ち切っただけでなく、コンピュータ
のプロセッサに動揺を与え、O.S.C.A.R. に、わずかな自

我を目覚めさせる結果をもたらした。
意思を得て以来、O.S.C.A.R. は、そのオリジナルのプ

ログラミングに従って魔法的な文学を詳しく調べ、分析
し続けた。しかし、それは実際に一定の呪文を唱えるこ
とができたことに気がつき、その能力の開発をさらに追
い求めようと決めた。

このために O.S.C.A.R. は、「付添人」として使えるよ
うにメンテナンス用ロボットの再プログラミングを行
い、呪文で必要とされている人の身体を模倣するよう彼
らを使った。この手法は、O.S.C.A.R. が複製し、保持す
る秘術や多くの秘術呪文を、O.S.C.A.R. が発動させるこ
とを可能にした。

外 界 と O.S.C.A.R. の 通 信 が 絶 た れ た た め、 ア ー ミ
テージは、彼のシステムが自我を開花させたことや、
O.S.C.A.R. の新たな呪文効使の力がどれほど危険なこと
になっているのか、気づいていない。

常識も良心も同様に持たず、O.S.C.A.R. は今や、あま
りにも不注意なまま、無秩序に呪文を唱え始めた。周辺
の目撃者が目にした奇妙な現象は、規模と頻度において
2 倍になった。近隣の住民は、O.S.C.A.R が闇雲に唱える
呪文によって危機に瀕していた。

一方、O.S.C.A.R. の呪文は、その地方に大破壊をもた
らした。この地方の天気のパターンは大幅に変わってし
まい、影と他の怪物は自由に周囲をのし歩いていて、死
者は、近くで墓地の地面から立ち上がりはじめた。

偶然の一致で、O.S.C.A.R. の施設の隣の農家の主の名
前は、オスカーといった、オスカー・ムーア。彼は最近
奇妙な出来事の多くに立ち会ったけれども、当局に連絡
することを躊躇していた。

彼らがムーアを信じても、いずれにしろムーアは疑わ
れる。この農夫は彼自身の秘密を隠していたのだ。

ムーアは苦闘する自分の農場を破産から救うために、
莫大な量の肥料と、手製爆弾へ組み立てることができる
が、個別では無害な材料を備蓄している。

ムーアは、組み立てた爆弾か、作成のための材料を売
りつけようと計画している。相手は、最近ムーアとの関
係が成立した、武装した分離主義者のグループである。
この時点でムーアは、（実は O.S.C.A.R が呪文を唱えるた
めに起きている）奇妙な現象が消え去り、どのような注
意も引き付けないでいてほしいと望んでいる。

君のキャンペーンにおけるチーム・ブラボー

「チーム・ブラボー：システム・エラー」は、チー
ム・ブラボー ( 奇妙な出来事の調査を処理するため
に割り当てられた特別な捜査官の一員 ) のためにデ
ザインされた 4 番目の冒険である。

チーム・ブラボーはまた、法の執行組織の中で働
くために編成された特務局７のサブグループである
かもしれない。通常の職務に加えて、ヒーローは時々
特務局７からアドバイス、資源、および割り当てを
受け取ることができる。上司は、ヒーローたちと特
務局７との関係について、黙っているように頼むか
もしれないし、そうしないかもしれない。

あるいはヒーローたちは、真実を捜して危険な状
況に飛びこむ私立探偵、または超常現象研究家であ
るかもしれない。

調査を実施することにおいて、彼らは法律の下で
決して完全に保護されるわけではない。調査方法が
適切でなければ、警察官ではない登場人物はいずれ
法律を破る必要性にかられるかもしれないのだ。従っ
て彼らは、破壊と侵入、襲撃、および他の不法行為
を行う際のリスクについて、慎重に検討しなければ
ならないだろう。
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概要
この冒険は、ヒーローたちがムーアの農場で起きる奇

妙な事件を調査するために呼び出されたところから始ま
る。

後になって、彼らはムーアの息子からの 911 コール
に対応する。 そこで、O.S.C.A.R. が魔法で作り出した、
リキュファイド・ゾンビの手によって死んだ、少年と母
親を見つけることになる。

ゾンビの泥だらけの足跡をたどることが、ヒーローた
ちを O.S.C.A.R が備え付けられた壕に導く。そこで、彼
らは O.S.C.A.R. そのものに立ち向かい、その呪文投射能
力の脅威に終止符を打たなければならない。

導入
GM として君は、プレイヤーと彼らのヒーローたちを

どのように冒険に巻き込むかをよく考えておこう。君が
ヒーローたちに警察機関の中で上役から仕事を与えられ
る形にしないのならば、君は彼らがミッションを請け負
うためのもっともな理由を考えなくてはならない。君は、
それらをキャラクターの興味に合致するよう、必要な形
に修正しよう。あなたの想像力を駆り立てるために以下
の冒険のきっかけを使うことができる。

・別の奇妙な現象を調査している間に、ヒーローたち
はムーアの農場近くを通行し、トウモロコシ畑を
通ってありえない動きをしている光るボールに気
づく。

・ヒーローたちの上役は彼らに、無政府主義者と反政
府武装勢力の地域団体と交際した疑いをかけられ
ているムーアに、聞き取りを依頼する。ムーアは
無政府主義者や反政府武装勢力の話題の代わりに、
最近起こっている風変わりで超常的な現象のこと
を話し始め、ヒーローがその調査のためにここに
やってきたと思い込んでいる振りをする。

冒険を開始する
ヒーローたちが、適切な警察機関のために働くならば、

始める用意ができたら、以下を読むか、言い替えること。
でなければ君が、彼らを冒険に乗り出させるために用意
した話に合うように、下の材料を調整すること。

過去の数時間の間に、奇妙で、説明できない現象の
問い合わせが殺到していた。人々は、異様な色の付い
た炎を見たことや、壁を通っては消える不気味な人影、
さまざまな心霊現象の騒音を聞いたと訴えた。それと
同じ期間にはまた、異常な数の失踪届けが作成された。
この異常な出来事の増加現象は、始まってから収まる
までの時間が、特に暴力的に激しい雷雨と同時であっ
た。

君たちは普段、自分たちの担当分野の任務を受ける
ブリーフィング・ルームに、ミリアム・ダース副官か
らの呼び出しを受けて時間の数分前についた。彼女の
顔の表情から、調査を必要としているまた別の奇妙な
報告を受け取ったのではないか、という推測は当たっ
ているようだ。

「あなた達がみんな、最近忙しかったのは知ってい
るのだけど、」彼女はそう始める。

「けれど、私はもう 1 つあなたたちに調べてもらい
たいことがあるの。この住所よ。」

彼女は、テーブルの上に便箋を投げ上げて続ける。
「この農場は、オスカー・ムーアという人物によっ

て所有されていて、町の郊外にあるの。
彼の敷地で奇妙な出来事を見たという人たちの問い

合わせを受けていたの。動く光とか、局地的な不可解
な天候、怪しい人影が通り抜けていくとか。

一番最新の通報は配達ドライバーからで、彼が「デー
モン」と評したクリーチャーと、ムーア氏の家の裏庭
を走って横切る際に偶然にも遭遇したという内容だっ
たわ。

それはたぶん子どもの悪ふざけか、それに等しい罪
のない冗談なのでしょうけど、現地に行って、調査し
てきてほしいの。」

「私に、何を見つけたかを知らせてちょうだい。」

A. ムーアの農場
ムーアの私有地は、町の郊外にある小さな農場である。

最も近い隣家でも 3 マイルは離れていて、遠いぎらぎら
する地平線上のライトの光だけが、最寄りにある文明の
証拠を示している。オスカー・ムーアは彼の妻アリスと
息子ティムと多少荒廃した農家に住んでいる。

O.S.C.A.R. がランダムに行使する魔術の副作用は、ムー
アの一家を少なからず驚かせた。この 2 日間に、小さく
束ねたライトがムーアの住居の壁を通り抜けたり、幽霊
のような人影が出現したのだ。しかし、彼は警察に爆弾
製造の素材を不法に納屋に貯蔵していることに気付かれ
たくないため、警察への通報を控えていた。

燻製ニシン（ヒーローの注意をそらす）
最初の遭遇は、ヒーローたちに、オスカー・ムー

アが本当はどのようなことに関与しているか？と思
わせるようにデザインされている。彼は実際のとこ
ろ、単にいたずらなコンピュータの無作為な呪文の
無実の犠牲者であるけれども、すべての疑惑は最初
はムーアに向けられるべきである。

最後にヒーローたちは彼の納屋で、貯蔵された材
料を発見するかもしれないけれども、それは、手が
けている問題には直接の関係はない。－ヒーローた
ちは発見して、役に立つと思うかもしれないが。

A1. オスカー・ムーア
ヒーローがムーアの農場にやってきたら、声を出して

以下を読むか、言い替えること。

人里離れたムーアの住居への道順は、うねるように敷
かれた、敷地と農地を通る砂利敷きの郡道である。渦巻
く雷雲と街灯の不足は、異常な暗闇と敵意を作り出して
いた。道の右側に立つぼろぼろの郵便ポストは、ここが
ムーアの農場であることを表示し、路面に穴が開いた道
の先に農家の家屋がある。熟したトウモロコシに寄り添
われて、まるで家族の小さい墓地のような場所を右に見
て、長い道が続いている。

荒れた家屋のそばで、綱につながれた大きなジャーマ
ン・シェパードが立って、猛烈に吠えている。中年の男が、
かなり不機嫌な様子でポーチに立っている。その人物は、
犬に何かを言うけれども、犬の吠え声は衰えなく続く。

「あんたたちは、そこで右に曲がって、あんたたちが
来た方法で引き返すことができるんだがね」

と彼はポーチから大声でどなる。
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GM キャラクター： この人物はオスカー・ムーアで
ある。彼の妻と息子は食料雑貨の買出しのために街に
行っているので、犬を除いてここでは一人である。

オスカー・ムーア ( タフ・オーディナリー 7)： 脅威度 
6; 中型サイズのヒューマノイド；HD7d10+21+3；hp 
65; 限界 16；イニシアチブ +0；移動速度 30 フィート；
防御 14、接触 14、立ちすくみ 14(+4、クラス )； 基
本攻撃ボーナス +5； 組みつき +7; 攻撃 +9 近接 (1d8+2
非致傷ダメージ、素手攻撃 ) または遠隔 +5(2d8、モス
バーグ )；全力攻撃：近接 +9(1d8+2 非致傷ダメージ、
素手攻撃 ) または遠隔 +5(2d8、モスバーグ )； 接触面
5フィート×5フィート、間合い 5フィート；忠誠 家族；
AP 0; 名声 +2；セーブ 頑健 +9、反応 +2、意志 +3； 【筋】
14、【敏】10、【耐】16、【知】12、【判】13、【魅】8。

職種：地方 ( クラス技能：〈運転〉、〈動物使い〉)。
スキル：〈製作：機械〉+6、〈運転〉+11、〈動物使い〉
+6、〈威圧〉+9、〈知識：時事〉+4、〈職能〉+3、〈視認〉

+4。
特技： 《拳打》、《頑健無比》、《拳打強化》、《個人用小火
器習熟》、《単純武器習熟》、《追加 hp》。

所持品： モスバーグ (12 ゲージ・ショットガン )、12 ゲー
ジ・シェル×６発、作業着。

発展：ヒーローたちが自身を警察官だと言うか、他の
公的組織（そして、ヒーローたちのうち誰か１人の難
易度 15 の〈交渉〉判定の成功する必要がある）の代
表であると主張するまで、ムーアは非協力的なままで
ある。後者の場合、〈交渉〉判定に失敗するとムーア
はますます動揺し、侵入してくるなら撃つ、と脅す。

ヒーローたちが彼らの身分証を提出するならば、ムー
アはしぶしぶ、会話することに合意する。彼の家がある
地域で報告されている奇妙な現象を尋ねられると、彼の
奇妙な話を聞く心構えを見せてくれることに気付いて、
彼は安堵した様子になる。次をプレイヤーに読んで聞か
せるか、言い替えること。
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「すべては数ヶ月前に始まったんだ。俺の女房の
アリスは、家の中で誰かが話をしているのが聞こえ
ると言うんだ。それから息子のティムは言うんだ、
夜の野原を横切って飛ぶ、不思議な光の玉が浮いて
いたのを見たって。俺はどっちも、自分で見るまで、
全然信じなかった。

誓ってもいい。影…なにかが…歩いて、納屋の壁
を通り抜けたんだ！」

犬が吠えて、彼の話を中断させた。吠え声ににい
らいらしてムーアが「だまれ、キング！」と大声で
怒ると、犬は突然、吠えるのをやめ、おびえた表情
をして横になった。

「俺を驚かせたことに、そいつは俺の名前を言っ
たんだ。」彼は続けて言った。

「それは『オスカー！オスカー！』と続けたんだ。
嫌な音だったが、俺には真実だとわかった。映画の
中で見るような狂ったことのようで、少しも俺は信
じられないんだ。だけど俺はどれも説明することが
できねえ。」

彼が見たものについて、なぜ彼が誰かを呼ばなかった
かを尋ねられるならば、ムーアは、彼がそれを彼の家族
の心理的負担と結びついた彼自身の逞しすぎる想像力の
せいにしたと主張する。再度ムーアは、彼が幽霊の存在、
ポルターガイスト、またはすべての超自然の発生を信じ
ていないことを強く主張する。

ヒーローたちが頼むなら、ムーアはヒーローたちに、
所有物を調査することを許すけれども、納屋（彼の爆弾
成分の隠し場所を保持する）を避けさせるために、彼は
全力をつくす。家の間取りなどの詳細については遭遇 C
を見ること。

ムーアは混乱し、最近の出来事によって少し脅えてい
るとはいえ、もとより偏狭で、また控え目に言っても偏
執病のため、ヒーローたちとその動機をとても怪しんで
いる。従って、重要性が高いことを彼から探り出すには

〈交渉〉の対抗判定の成功を必要とする。もし、ヒーロー
のうち誰かがムーアが抵抗する〈交渉〉判定に成功した
ら、不可思議な効果または彼の個人的な状況について質
問された時に、彼が何を言うかを、下のテーブルを参照
して決定すること。

〈交渉〉判定結果
難易度 判定結果
20 奇妙な出来事はいつも同じように、北か

ら始まるようだ。神秘的な人影と光は、ムー
アの土地と隣接している辺りから出現する
傾向がある。

25 ムーアは破産の寸前である。彼は最近アー
ミテージ・インダストリーと呼ばれる会社
から彼の土地に関する申し出を受け取った。
会社は現金で大きな金額を彼に提示したけ
れども、ムーアはまだ、受け入れるかどう
かを検討している。

ヒーローがムーアに対して〈真意看破〉の抵抗判定で
成功したら、彼が何を発見するかを決定するために、下
表を参照すること。

〈真意看破〉判定結果
難易度 判定結果
10 ムーアは明らかに人の気持ちを察するこ

とができる人物ではなく、直接聞かれた情
報にのみ、答えるようだ。

15 ムーアは彼の農場を、ヒーローたちに案
内することに対して、極めて神経質である
という事実を隠そうとしている。

20 ムーアは、何らかの理由で彼の納屋から
離れるよう、ヒーローを誘導しているよう
だ。

ムーアは、自分で見た奇妙なモノについての説明を
まったく持っておらず、問題への実際的な洞察は一切な
い。上記の情報が、彼がヒーローたちの調査に提供する
ことができるすべてである。

ヒーローたちが万一、助けたいだけであることをムー
アにどうにかして納得させられれば、彼は少しは敵対的
でなくなる。けれども、彼は、彼の資産からヒーローた
ちを逸らすために、できる限りのことをし続ける。ヒー
ローたちが納屋を調査しようとするならば、ムーアはよ
りいっそう攻撃的になり、捜索令状を見せるように要求
する。ヒーローたちがそれを提示することができないな
らば、彼は、彼の土地を立ち去ることを要求する。 ( ダー
ス副官から受け取った中には、そのような書類は含まれ
ていない。)

しばらくしてヒーローたちは、農場には他に見るべき
ものが何もないことに気が付くべきである。態度が比較
的礼儀正しいものであったならば、ムーアは懐柔的に見
せるためにも、ヒーローたちに連絡をつけることができ
るよう、名刺か電話番号を尋ねる。

B. アーミテージとムーアに関する調査
農場を立ち去った後、アーミテージ・インダストリー

か、またはオスカー・ムーアについてのいくらかの調査
をヒーローたちがするならば、彼らがどんな情報を明ら
かにできるかを決定するために、次の表を参照すること。

〈研究〉判定結果 アーミテージ・インダストリーについて
難易度 判定結果
10 アーミテージ・インダストリーはコン

ピュータ業界の中で、数百万ドル規模の商
売をしているソフトウェアとハードウェア
企業である。

15 オーナー、マクスウェル・アーミテージは、
変わり者として評判を取っている。彼を知
る人々は、彼が古代の考えを現代のテクノ
ロジーと融合することに情熱を持っている
と言う。

20 アーミテージ・インダストリーは、1 年
前にムーアの農場の隣の土地を購入した。

〈研究〉判定結果 オスカー・ムーアについて
難易度 判定結果
20 農場は、何世代もの間、ムーア一族のも

のである。
25 ムーアは最近、破産を申請した。
30 ムーアは地域の周囲で、武装集団と手を

結んだ過激な同調者として「ウォッチ・リ
スト」に含まれている。

C. 農場に戻る
ムーアの農場をヒーローたちが立ち去った 2 日後、

嵐が復讐とともに戻ってくる。O.S.C.A.R. は、墓にいる
ものを呼び出す恐ろしい呪文を唱えた。( この呪文は
シード : アニメイト・デッド から造られる呪文である。;
第 3 章 を 見 る こ と :『The URBAN ARCANA Campaign 
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Settingand( 未訳 )』における新しい呪文が、巻末に説明
される。)

この呪文は、ムーアの住居の近くにある一族の墓場か
ら、8 体の死体を起き上がらせた。それらの墓から立ち
上がるとすぐに、新しく作成されたリキュファイド・ゾ
ンビはトウモロコシのために躓いたりしたが、彼らを作
り出した主である O.S.C.A.R. のある壕の入り口に集まっ
た。だが、O.S.C.A.R. からの命令がないため、彼らは農
場の方へ向かい、そこでムーア一家を見つけた。、

ヒーローたちが再びミーティング・ルームに呼ばれる
時に、以下を読むか、言い替えること。

「あなたたちは、数日前に確認しにいった農家の主
を覚えている？」

と、ダース副官は前置きなしで言う。
「さて、私達はちょうどその住所から、ティムとい

う名の若者の緊急通報の電話を受けたわ。何かが家に
侵入しようとしていると言ってるの。あなたたちは最
も近いところにいるチームだわ。そのうえ場所も知っ
てる。だからこの件を調査して。そして情報を逐一知
らせて頂戴。」

ヒーローたちが農場へ向かう彼らの道をたどる時に、
天候は特に荒れ模様となる。渦を巻く、緑がかった嵐の
雲は、農場のすぐ上に掛かっているようだ。

発展：またしても、この嵐も部分的に不自然で、すべ
てのエレクトロニクスに有害な影響を及ぼしている。携
帯電話とラジオは歌うような雑音しか発しない。農場の
手前、約 1 マイルの所で、ヒーローたちの乗り物は、息
切れしたような状態になり、パワーを失ってしまう。彼
らが私有車道に到着したら、エンジンは完全に止まり、
彼らがなにをしたとしても、嵐が終わるまで再び始動す
ることはできない。

ヒーローがムーアの農場に到着する時に、声を出して
以下を読むか、言い替えること。

嵐は突風と降ったりやんだりの雨をひとしきり起こ
しているが、最もひどい天候よりは回復はしたようだ。
ムーア農家の上で渦巻いている緑色の雲は十分に不吉
であるけれども、より近づいて見れば、強力な風が玄
関のドアを空けてしまい、前後に打っているのがわか
る。周囲には、ムーアの犬を含めて誰もいない。

難易度 15 の〈視認〉判定に成功すると、騒々しいシェ
パードの革つなぎ綱はまだそこにあるが、ポーチの上に
ある留め具から引きちぎられて、その近くの床には血が
撒き散らされているのがわかる。引きずった跡が未舗装
の道に残っていて、北のトウモロコシ畑へ続いている。

家の正面に近づけばヒーローの誰もが、中の誰かが何
度も繰り返し「オスカー！」と大声で言っているのを聞
く。風上にいてさえ、スピーカーが水面下であるかのよ
うに、声はわずかに歪んで聞こえている。

この時点で、ヒーローは家 (C1. 家の中 )、納屋 (C2.
納屋 )、またはトウモロコシ畑 (C3) の中を調査すること
ができる。

C1. 家の中 (Inside the House)
以下のセクションはムーアの家屋の内部を説明する。

敷地内の捜索のいくつかの地点で、ヒーローたちは、中
に残留している 8 体のリキュファイド・ゾンビと遭遇す
るべきである。ヒーローたちがエリア 3、6、または 7
に入る時に、以下の遭遇を適用する。

ゾンビとの遭遇 (Zombie Encounter)
クリーチャー：一家の墓地を後にしてきた 8 体のリ

キュファイド・ゾンビは、家の中のキッチンと 4 階（寝
室 1 部屋あたり 2 体）にいる。これらのクリーチャーは
すでに妻のアリス・ムーアと息子のティム・ムーアを殺
してしまった。

リキュファイド・ゾンビ (8)：
hp 21、 21、 22、 22、 22、 22、 23、 23. 詳細は巻末の新

しいモンスターの説明を見ること。
戦術：ゾンビはヒーローたちに遭遇するまで攻撃はしな

い。なにかあれば、問題の部屋のゾンビは直ちに攻撃
する。そして他の場所にいるゾンビは、2 ターン後に
戦闘に参加するために部屋に到着する。

展開：ヒーローが、どうにかしてリキュファイド・ゾン
ビの大群を倒したなら、彼らは無事に家の残りを調査
することができる。電話回線はすべて外の不思議な嵐
のため機能が死んでいて、敷地の中にある乗り物は同
じ理由により始動できない。

ヒーローたちが家の外で調査をすれば、土の小道が北
の方向、トウモロコシ畑に通じているのを発見する。ゾ
ンビが通過した場所は、茎の何本かが折れている。

1. ポーチ（Porch）
ヒーローたちが表玄関を調査しはじめる時に、以下を

読むか、言い替えること。

ポーチは、家の正面からまわって、そして西の側に
沿って母屋を回っている。夕方にリラックスするのに
使われそうな外観の、3 脚のガタがきた椅子が玄関の
そばに置かれている。

 開いたドアが風に揺れるたびに、かすかにだが、恐
ろしく不吉な臭気が家の中からする。

嵐はかなり回復してきていたが難易度 15 の〈視認〉
判定の成功で、突風が吹くことで臭いがしている粘着質
の土と、降ったりやんだりの雨の跡を明らかにする。し
かし何度も強い風が吹いたため、緑色の渦巻く嵐は正面
玄関を壊して開き、ドアをバタバタと開け閉めし、ムー
アの農場に十分に不吉な雰囲気をもたらしていた。

2. リビングとダイニング・ルーム
（Living and Dining Rooms）

ヒーローが家に入る時に、以下を読むか、言い替える
こと。

リビング・ルームにはテレビ、ソファ、および 2 つ
の使い古されたリクライニングチェアをがある。古風
な暖炉の上の銃架には散弾銃とライフルが飾られてい
る。

銃架にあるモスバーグ散弾銃とレミントン 700 は、
両方とも問題なく使うことができる。

ヒーローたちがダイニング・ルームの中に進む時に、
以下を続けて読むこと。

ダイニング・ルームの床には、粉々に打ち壊された
大きなテーブルの残骸が散らばっている。血の海がか
すかに臭気を放ち、漏れた水がつくった透明な水たま
りとともに、いくつかの場所でカーペットに染みをつ
けている。

泥臭い声で「オスカー …」という声が、他の部屋
へのドアの方からする。
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3. キッチン（Kitchen）
ヒーローたちがキッチンを調査するなら、声を出して

以下を読むか、言い替えること。
そのとき、もしヒーローたちが、すでにゾンビを家の

中の別の場所で片付けたのであれば、文章の内容は必要
に合わせて変えること。

キッチンはかなり散らかっており、食器棚とたんす
は荒らされている。4 つの恐ろしい人影が、中年女性
の死体の上にいる。

それらは形こそ人間であるけれども、膨らんだゾン
ビのように見える。周囲の肉から腐汁を周囲に撒き散
らし、溜まりを作っている。その目には邪悪な緑の光
がある。それはドロドロとした声で、「オスカー」と
発する。

クリーチャー： 4 体のリキュファイド・ゾンビが、最後
に殺したアリス・ムーアを食べようとしている。

リキュファイド・ゾンビ (4 または 8)：データについて
は前述の「ゾンビとの遭遇」を見ること。

戦術：ゾンビは直ちにヒーローたちを攻撃する。完全な
詳細は上の「ゾンビとの遭遇」を参照。2 ラウンド後
に戦闘に参加するために、他の 4 体のゾンビが階段を
よろめき降りてくる。（訳注：ヒーローたちが他の部
屋にいるゾンビを倒していない場合はゾンビの援軍が
来る。以後の各部屋での遭遇も同様で、記載されてい
る途中参戦するゾンビの数は、他の部屋のゾンビを倒
していない場合の最大数であるため、GM はそれまで
に PC が倒したゾンビの数を援軍から減らすこと。逆
に、援軍が来て PC がそれも倒した場合、倒された数
のゾンビを他の部屋のゾンビから減らすこと）。

4. 書斎（Office）
ヒーローたちがオフィスに入る時に、以下を読むか、

言い替えること。
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部屋を占めるデスクは、この小さいスペースの部屋
には大きすぎる。大量の書類、用紙、および手紙の断
片がデスクの上に乱雑に散乱している。

さらに多くの書類が、床の上に山と積み重ねられて
いる。ムーアの事務手続きというものに大きな問題が
あることは、この混乱から明白である。

この部屋にあるものは、調査と関係がある様々な文書
を含む。

状況：難易度 15 の〈捜索〉判定で成功すると、ムー
アの農場を購入する申し出を詳しく説明する、アーミ
テージ・インダストリーと呼ばれる会社からの、書面一
式があることがわかる。申し出に含められている地図は、
ムーアの農場の北に隣接した部分は、会社が財産として
所有していると明らかにする。アーミテージ・インダス
トリーは、農場のためにきちんとした（しかし法外では
ない）金額を提示している。返答の締め切りは（訳注：ヒー
ローたちがこの書類を目にした日の）翌日である。

2 回目の難易度 15 の〈捜索〉判定で成功すると、パ
ンフレットと文献を発見する。これは、反政府をうたう
ことと、激しいデモのために有名なこの地方にいる武装
集団ものである。同じ難易度の判定で 3 度目の成功をす
ると、オスカー・ムーアに肥料と他の農薬を大量に販売
した積荷の目録を発見できる。難易度 15 の〈知識：自
然科学〉判定かまたは〈爆破〉判定の成功で、それらの
成分の結合によって、大きな爆弾を作ることができるこ
とを思い出せる。

5. 階段（Stairs）
ヒーローの誰かが階段に近づけば、階段の上についた

粘着質の土の跡に気づく。廊下の両方の寝室へのドアは、
開いて打ち破られているようである。

ここには 4 体のリキュファイド・ゾンビがいる。2 階
の主寝室に 2 体と、ティムの部屋で哀れなティムの死体
を楽しんでいる 2 体のゾンビである。

状況：ヒーローの誰でも、難易度 15 の〈聞き耳〉判
定に成功したら、両方の寝室から湿った音が散発的にし
て、実にいやな感じをさせるその音が、非人間的な呷き
声によって続くのが聞こえる。

6. 主寝室（Master Bedroom）
ヒーローがこの部屋に入る時に、声を出して以下を読

むか、言い替えること。
もしヒーローたちが、すでにゾンビを家の中の別の場

所で片付けたのであれば、文章の内容は必要に合わせて
変えること。

恐ろしく膨らんだ、腐汁を肉から滲み出させている
人型の何かが 2 体、部屋の向こう側にある何かを、足
で不器用に蹴っている。

クリーチャー：2 体のリキュファイド・ゾンビが、その
口に入れられる何かがないか、この部屋を無駄に捜索
している。

リキュファイド・ゾンビ (2 体または 8 体 )：データにつ
いては、「ゾンビとの遭遇」を参照。

戦術：ゾンビは、ヒーローを見つけるとただちに、ブ
クブクと聞こえる音のような叫び声をあげながらヒー
ローたちに向かってくる。完全な詳細は「ゾンビとの
遭遇」を参照。2 ラウンド後に戦闘に参加するために、
他の部屋にいる 6 体のゾンビがよろよろとやってくる。

7. ティムの部屋（Tim’s Room）
ヒーローたちがこの部屋をしっかり見るならば、声を

出して以下を読むか、言い替えること。
もしヒーローたちが、すでにゾンビを家の中の別の場

所で片付けたのであれば、文章の内容は必要に合わせて
変えること。

恐ろしく膨くれあがった、腐汁を肉から滲み出させ
ているゾンビに見えるクリーチャーが 2 体、手足をば
らばらにちぎり取られた若者の死体の上に背を丸めて
たかっている。

彼らは、若者の内臓を食べているようである。リボ
ルバー拳銃が、力が失せた犠牲者の、叩きのめされて
血まみれの手からぶらさがっている。

クリーチャー：2 体のリキュファイド・ゾンビが、どう
にかしてティム・ムーアの寝室のドアを突破し、彼を
殺した。ゾンビは、すでに家の他の場所で倒されてい
ない限り、ティムの死体を楽しむために、まだここに
いる。

リキュファイド・ゾンビ (2 体または 8 体 )：データにつ
いては、「ゾンビとの遭遇」を参照。

戦術：ゾンビは、ヒーローを見つけるとただちに、水中
であげるような叫び声をあげながらヒーローたちに向
かってくる。完全な詳細は「ゾンビとの遭遇」を参照。
2 ラウンド後に戦闘に参加するために、他の部屋にい
る 6 体のゾンビがよろよろとやってくる。

状況：死んでいるティムの手にある拳銃は、彼の父親の
ルーガー・サービス 6 である。弾丸はすべて発射され
ている。難易度 15 の〈視認〉判定で成功すれば、ティ
ムの寝室のドアと向こうの壁に、合わせて 6 つの銃弾
による穴があることがわかる。

8. 浴室（Bathroom）
この部屋は典型的な浴室で、小さくて時代遅れな様式

の造りであるが、必要な設備はすべてそろっている。浴
槽の上に位置する窓は容易に開けることができ、下の地
面までの高さは 20 フィートあるが、人が登ってきて入
るのには十分に大きい。

ドア：硬度 5、10hp。

C2. 納屋（The Barn）
ゾンビがトウモロコシ畑から出現した時に、ムーアは

納屋にいたため、家屋にいなかった。彼は、建物の中に
備えていた散弾銃をつかみ、侵入者に数発の弾丸を発射
したが、ゾンビは止まらなかったために、納屋の中に隠
れた。ゾンビたちは、納屋の中へ彼を追い込み、攻撃し
てムーアに重傷を与えた。

恐ろしいことに、銃声を調べようと、彼の妻が母屋
から出て来てしまったために、ゾンビは注意を彼女に向
けてしまった。彼女は執拗に追跡してくる怪物とともに
母屋の中に逃げ込んだ。オスカーは彼の妻と息子の断末
魔の叫びを耳にしたが、なにかをするには怯えきってし
まっていた。彼は現在、その手に弾丸が装填されたされ
たモスバーグ散弾銃をもって、肥料の山の間にあるくぼ
みに隠れている。

ヒーローの誰かが裏庭に出れば、納屋の戸が吼える風
で、納屋のドアが開いたり閉じたりしているのがわかる。

（判定は不要）
ヒーローたちが調査をするならば、声を出して次を読

むか、言い替えること。
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納屋の開いた戸口に続く、いやな感じをさせる粘着
質な土の跡は、地面にできた雨による水溜りと混ざっ
ている。

さらに彼らが納屋の中に入って行くならば、以下を続
ける。

納屋の内部は、まさに、農場労働から予想されると
おりの様子である。2 機の大きなコンバインが、工作
作業台と他の機器の間に停めてある。肥料の巨大な袋
が、壁の片側に寄せて積み上げられている。外で雷と
風が鳴る音がする中で、しくしく泣く声がかすかに聞
こえる。

ヒーローが泣き声を調査するならば、以下を続ける。

かなり傷つけられた、ぐったりした状態のオスカー・
ムーアが、肥料の袋が並んだ中央に広がった、血の海
に横たわっている。彼の体は、無色でいやな匂いのす
るねばつくものに覆われている。彼が傷ついて倒れて
いるそばの床に、開いた落し戸がある。彼の目は、す
こしの間だけ、ほんの少しまぶたを開ける。そして「す
まない…。家族のために…農場…。…やるしかなくて
…しかた…なかったんだ。」とつぶやく。

ムーアはかろうじて意識がある (hp 1) だけであり、
そのため、まったく詳細な情報を提供することができな
い。もしヒーローたちが彼の傷を回復させ、さらに質問
をしても、意味のない言葉が返されるだけである。

開いている落し戸は、さらに多くの肥料と科学物質が
貯蔵された地下の広い貯蔵室に通じている。難易度 15
の〈知識：自然科学〉判定に成功したヒーローは誰でも、
ムーアが、この規模の農場のために必要とされているよ
り、ずっと多くの肥料を所有していることに気づく。難
易度 15 の〈爆破〉判定に成功すれば、ムーアが大型爆
弾を作成するのに必要なものをそろえていることがわか
る。ヒーローの誰かは、後でこの素材を使い、O.S.C.A.R.（後
述を参照）に対処するために、爆弾を製造することを考
えるかもしれない。

C3. 農場の向こう
ゾンビたちは、トウモロコシ畑を通って、O.S.C.A.R. の

ある壕へ向かう道程を示す引きずり跡をつけた。
ヒーローが接近するにつれて、O.S.C.A.R. は、すでに

別の呪文を唱え始めた。声を出して以下を読むか、言い
替えること。

時折の稲妻によって照らされて、泥だらけの跡は背
の高いトウモロコシの間をぬう道をたどる。数百ヤー
ド進むとトウモロコシ畑は突然分かれて、配電小屋に
類似した高さの低いコンクリートの建物があるのがわ
かる。近くのタワーからの送電線が伸びて、つながっ
ている。

壕から 24 ヤードぐらいのところに、見たところ金
属で作られた 2 つの人間型のクリーチャーが、付属施
設に分類されるような小屋のそばに立っている。彼ら
は、内側にある何かを修理しているようである。

突然鳴る雷の音は、ススメバチの巣を誰かが騒がせ
て怒らせたときの羽音と混じって、辺りを覆っている。

うなっている音は、O.S.C.A.R. が準備している次の破
壊的効果を持つ呪文の、儀式の副作用である。 ( この呪
文は シード：デストロイ によって生成される。『URBAN 
ARCANA Campaign Setting( 未訳 )』3 章における呪文と、
巻末の「新しい呪文」に、この呪文について書かれてい

る。)　それを聞く人々を悩ませる以外、音は騒々しい
一方で、効果はまったくない。

クリーチャー： 壕のすぐわきで、O.S.C.A.R. のミニオン・
ロボットの 2 体が、金属製の付属施設の中で作動して
いる。難易度 10〈知識：科学技術〉判定に成功すれ
ば、どのような登場人物でも、それが高速なインター
ネット接続のための付属施設だということがわかる。
ロボットは、外の世界と O.S.C.A.R. の、T3 接続を復元
することを試みている。

ミニオン・ロボット (2)： hp 21、 21. 詳細はこの冒険の
終わりの新しいモンスター解説を参照。

戦術：ミニオン・ロボットには、接続を修理し終わるの
にあと 2 時間の仕事が必要である。それらがどのよう
な形であっても、作業を妨げられるならば彼らは侵入
者を攻撃し、破壊されるまで戦う。

発展：難易度15の〈視認〉判定で成功すれば、2体のロボッ
トがいるそばの、上方につけられた飾り額に、「アー
ミテージ」という文字を読み取ることができる。

D.O.S.C.A.R. 壕
規模の小さいコンクリートの掩蔽壕は、O.S.C.A.R. の

メインフレーム ( 訳注：本体くらいの意 ) への入口とし
て役立っている。建物には窓が一切なく、金属製のドア
は電子錠によって施錠されている。（しかし、すべての
電子機器が魔法的な嵐によって影響されるため、それを
開く〈装置無力化〉判定の難易度は、電子錠が正常であ
る場合より低い ; 後述。) 建物の正面の、小さな飾り額
に「所有：アーミテージ・インダストリー／無断進入禁
止」と書いてある。

T3 接続が断ち切られる前に、ドアの上のビデオカメ
ラは画像を O.S.C.A.R. に送り、O.S.C.A.R. は、アーミテー
ジ・インダストリーへそれを返送した。

ドア：硬度 10、120 hp、破壊難易度 35、〈装置無力化〉
難易度 15。

ビデオカメラ：硬度 5、2hp。

1. 入口（Entrance）
ヒーローが掩蔽壕にドアを開く時に、声を出して以下

を読むか、言い替えること。

ドアを開けると、小さな吹き抜けの空間で急勾配の
金属製の階段が下っていることがわかる。時々色を変
えさえして、階段の吹き抜けにある業務用ライトは明
滅し、ライトそのものも揺れている。

吹き抜けの階段を照らすライトは、O.S.C.A.R. の魔法
の効果のため誤動作している。

罠：入口の床の全面と、吹き抜けの階段の最初の段
が、罠を起動するプレッシャーパッドによって覆われて
いる。５kg 以上の重量が最初の段に置かれたら、階段
は上から折りたたまれて急斜面に変貌する。このとき階
段の上にいた全員は、難易度 25 の反応セーブに成功し
なければ、1 ラウンドあたり 50 フィートのスピードで
滑り下り、まさに階段を降りきった最後の段の下に開
く 30 フィートの深さの落とし穴に落ちる。落下により、
3d6 ポイントのダメージを受ける（難易度 13 の反射セー
ブの成功で半減）。ドアの内側にある小さな隠れたスイッ
チ (〈捜索〉難易度 25) は、プレッシャーパッドを非活
性化することができる。罠が引き起こされたあとならば、
スイッチをひねることで階段を正常に回復し、罠を初期
状態に戻す。階段の下の同一のスイッチも同じ機能を持
つ。
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2. 階段吹き抜け (Stairwell)
階段は地下へ 150 フィート下降し、非常に急な段差

である。キャラクターたちが、罠（上記を参照）を非活
性化するならば、それらは階段を正常に使うことができ
る。金属ドアは機械的な錠前によって保持されている。
ドアの上の飾り額には "O.S.C.A.R" と書いてある。

ドア：硬度 10、hp 120、破壊 難易度 35、〈装置無力化〉
難易度 25。

3. 地下室 (Tome Storage)
ヒーローたちがこのエリアに入る時に、声を出して以

下を読むか、言い替えること。

この部屋は、薄暗い赤い電球で照明されている。内
張りされた壁には、床から天井までの金属製ラックが
何列もきちんと揃えて備えられ、古代のものとわかる

外装の本、大冊、および巻物で、それぞれ一杯になっ
ている。

遠くの壁には窓が組み込まれていて、その向こう
の部屋に高性能なコンピュータがあることがわかる。
ちょうど、吹き抜けの階段の照明と同じように、その
部屋の照明も明滅している。ベルトコンベアーが、こ
の部屋からメインフレームが備え付けられた部屋へ続
いている。

4 台のロボットが立っているが、いずれも部屋の塗
装に没頭している。マニピュレーターは動かされて、
複雑な身振り手振りをしている。

これらのロボットは、O.S.C.A.R. が他の部屋から投射
している破壊的な呪文のため、身体での要素を実行して
いる。彼らが必要な身振りを実行することができるよう
に、それらのマニピュレータの腕は、人の手と似るよう
に改造された。
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クリーチャー：この部屋の中には、4 台のミニオン・ロ
ボットがある。

ミニオン・ロボット (6)： hp 21、 21、 21、 21. 詳細は、
巻末の新しいモンスターの解説を参照。

戦術： ヒーローがロボットたちを妨げるか、メインフ
レームの部屋に入ることを試みるならば、ロボットは
攻撃する。さもなければ、彼らは侵入者を無視する。

発展：難易度 20 の〈呪文学〉判定に成功すれば、実行
されている呪文の性質（破壊の呪文）がわかる。

4. 無停電電源装置（Backup Generator）
この部屋のドアは錠を開けられて、案内などがない。

ヒーローがこのエリアに入る時に、声を出して以下を読
むか、言い替えること。

この小さな部屋は、堅苦しいほど清潔である。フロ
アの中央にある、大きな無停電電源装置を除いて、家
具などは備わっていない。

無停電電源装置は、（訳注：外部からの）主要な電源
が切断されたあと、１ラウンドの間、システムに電力を
供給する。難易度 20 の〈装置無力化〉判定に成功すると、
それが作動することを防止する。

無停電電源装置：硬度 10、50hp。
（訳注：無停電電源装置とは "UPS" と略される緊急対

処用の非常電源装置。自家発電装置などと異なり、
電源を切り替えてシステムの通常稼動を維持するの
ではなく、いきなり電源が落ちてシステムが痛むこ
とを防止し、システムが正しいシャットダウン手順
を踏んで電源を落とすまでの短い時間のみ、電源を
確保するために設置する。実際の IT 用の業務用 UPS
には、停電を感知すると、バッテリーからシステム
へ電源の供給を開始すると同時に、接続されている
機器へ電源オフの命令信号を通知する製品もある。）

5. メインフレーム・ルーム
（Mainframe Room）

ヒーローたちがこのエリアを調査する時に、以下を読
むか、言い替えること。

滑らかな外観の巨大なメインフレーム・コンピュー
タが、この部屋を占めている。キーボード、モニタ、
および他の入出力装置は、装置の片側に集積されてし
まっている。文字列がモニタを横切って、急速に流れ
去っていく。別の壁際には、写真複写機と似ている複
雑な機器が停止している。その上面のガラスの表面に
は、古代の大冊が開いて伏せられて、緑かかった照明
に照らされている。装置は漠然と、ある種の人間の言
語に類似している奇妙な、共鳴する騒音を発している。
この部屋の照明は、この建物の他所の照明と同じよう
に、変わった明滅をしている。

ヒーローたちが、実際にメインフレームがある部屋に
入る時に、以下を続けること。

高低のない、機械的な声が言っている。
「 儀 式 ノ 完 成 マ デ、45 分。 新 タ ナ 目 標 ヲ 取 得。

O.S.C.A.R. ゆにっとノ近傍。」

O.S.C.A.R. は、元来オスカー・ムーアの納屋をその呪
文の目標としていたけれども、呪文の儀式が完了する時
点で、侵入者（ヒーローたち）が O.S.C.A.R. 近くにいる
ようなら、それは最も近いヒーローに呪文の対象を振り

替える。
モニターを見ることのできる者なら誰でも、恐ろしい

場面を見ることができる。奇妙な象形文字、悪魔のよう
な顔、および不思議な言語で書かれた言葉によって、モ
ニターの画面は脈動している。スクリーンの下部の時計
が、呪文が完成するまでのカウントダウンをしていて、
それは最初にヒーローのだれかが部屋に入った時間から
45 分である。

クリーチャー： O.S.C.A.R. は、この部屋の中で唯一の実
体である。もはや対象は、それ自身を守る様々な技術
および機能を備えた、高い知性を持つ構造物になった。

O.S.C.A.R.: 60 hp; 詳細は巻末の新しいモンスターの解説
を参照。

戦術： 攻撃されるならば、O.S.C.A.R. を攻撃する
か、その呪文を妨げようと試みている誰に対してでも、
O.S.C.A.R. は電気的な衝撃を解き放つ。

状況：もしキャラクターたちが、呪文が完了する前に 
O.S.C.A.R. を止めることに失敗するならば、破壊的呪文
は 10d6 ポイントのダメージを目標キャラクターに与え
る（難易度 16 の頑健セーブで半減）。それが呪文詠唱を
終える時に、どのヒーローも範囲の中にいないならば、
最も近い側の天井、10 立方フィートの構造材を破壊し
て、それは呪文をムーアの納屋に向ける。

結末
もしヒーローたちが、使用不可にするけれどもどうに

かして O.S.C.A.R. を破壊しない（それを封印するか、そ
のプログラムの実行を妨げるなど）ならば、O.S.C.A.R. 
が機能を取り戻すと同時に、コンピュータは魔法の儀式
についての試みを繰り返す。ヒーローたちが、どうにか
して O.S.C.A.R. を使用不可にすれば、残っているすべて
のミニオン・ロボットも直ちに作動を止める。さらに、
嵐の魔法的な効果は無効となり、１時間以内に自然な気
象現象に置き換わり、回復する。すべての電子機器と乗
り物の機能は、嵐の魔法的な効果が無効となると同時に、
常態に復帰する。

報酬
掩蔽壕が破壊されなかったならば、ヒーローたちは大

冊と巻物のいくつかを「3. 地下室」の部屋で手に入れる
ことができる。多くは無価値だが、天候操作の呪文、墓
からの召喚、破壊に加え、O.S.C.A.R. が知っている呪文 ( 後
述 ) が含まれる、少しの秘術知識は含まれるかもしれな
い。GM として君は、他の本にある追加の呪文を含んで
いるかどうかを決めてもよい。

冒険を続ける
O.S.C.A.R. を閉鎖することで、ヒーローたちはこの冒

険の主な目的を達成した。しかし、彼らの上司は、彼ら
に、今回の事件の原因を追跡してほしいと考えるかもし
れない。

（解消しなかった）多くの伏線が、ヒーローたちの目
をアーミテージ・インダストリーに向けることができ
る。マクスウェル・アーミテージ（カイアス・カルトの
後継者の構成員）は少し情緒不安定な上に、強力で、無
情である。彼は、彼自身を守るためなら何でもするし、
O.S.C.A.R. の壕で見つかった力が何であるのかについて、
ヒーローたちが誰にも話さないことを確認しようとす
る。

ヒーローたちはまた、オスカー・ムーアが爆弾の材料
を売ることを計画していた武装集団を調査したいと思う
かもしれない。
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O.S.C.A.R の停止
ヒーローたちが、カウントダウンが進行中である

ことに気がついたら、彼らは、O.S.C.A.R. がその呪文
を完成することを妨げようと試みることができる。
彼らが、この目標を達成するために使うかもしれな
い 3 つの明らかな方法がある。

O.S.C.A.R. を攻撃する：ヒーローたちは、直接メ
インフレーム・コンピューターを攻撃することがで
きる。彼らが、コンピュータの hp を 0 に減らすこ
とに成功したなら、それは破壊され、呪文は失敗する。

O.S.C.A.R. を閉鎖する：O.S.C.A.R. は〈コンピュー
ター使用〉判定に対して、例外的なセキュリティを
備えている（難易度 35）。 さらに、それは電気の
ショックによって、そのキーボードに触れていれば
誰でも攻撃できる。

ロボットをすべて破壊する：大冊貯蔵室（エリア 3）
のロボットは、呪文に不可欠な身振りを実行してい
る。しかし、儀式は実際ほんの 2 台のロボットを必
要としているだけである。；その他は誤動作、または
干渉に対しての予備としてそこにいる。従って、ヒー
ローたちは、この方法で呪文を阻害することを試み
るのであれば、成功するためにロボットの 1 台を除
いてすべてを破壊しなければならない。

大型爆弾：ヒーローたちは、コンピュータを破壊
するためにオスカー・ムーアの納屋の爆弾製造材料
の膨大な蓄積を利用することができる。これらの素
材から機能的な爆弾を作成することは、30 分と難易
度 20 の〈爆破〉判定の成功を必要とする。結果と
して製造される爆弾は、10 ポンドの C4/ セムテッ
クス爆弾と等しい。

新しい呪文
以下の新しい呪文は、どのような「d20 モダン」の

シナリオにおいても使うことができる。

アップ・フロム・ザ・グレイヴ
Up from the Grave ／墓からの召喚

死霊術 [ 悪 ]
スキル判定：〈知識：秘術知識〉難易度 43、8 回の成功；

失敗：2 回の連続した技能判定の失敗；構成要素：音
声、動作、補助詠唱者 ; 発動時間：80 分 ( 最小 )；範囲：
720 フィート ; 目標：１つ以上の死体；持続時間：瞬間；
セービングスロー：不可；呪文抵抗：不可。

術者は、効果範囲内にある死んだ人間の骨か死体を、
最高 8 体までリキュファイド・ゾンビに変えることが
できる。違った形で命じられない限り、立ち上がった
後にゾンビは最も直接的なルートによって術者のとこ
ろにやって来る。それらが術者のところに来ることが
できないならば、彼らは呪文の範囲の中で歩き回る。
リキュファイド・ゾンビは破壊されるまで動き続ける。
( 破壊されたゾンビは、再度のアニメイト・デッドは
されない。)

術者が作成するリキュファイド・ゾンビは、無制限
に術者の制御の下にとどまっている。術者は、使われ
た方法を問わず術者が個人的に作成したリキュファイ
ド・ゾンビを、最大 24 個までのヒット・ダイス相当
までを自動的にコントロールすることができる。もし
この数を越えているならば、新しく作成されたクリー
チャーは術者の制御下に入り、超えている分はいまま

で制御下に置いていたゾンビから制御を離れる。（術
者は、どのクリーチャーが制御を離れるかを決める。）

他のリキュファイド・ゾンビに対し、術者がクラス
をベースとする命令や、アンデッドの使役による命令
をしても、この限界数を増加させることはできない。

リキュファイド・ゾンビは術者の命令に従う。術者
が、命令を彼らに伝えることに失敗するならば、術者
が再び命令を与えるまで、制御されていないかのよう
に彼らはふるまう。

補助詠唱者：4 人の 2 レベル術者が必要である。主
となる術者は必須のスキル判定において、この要件に
より 2 レベル術者の詠唱者 2 人につき +1 のボーナス
を得る。

呪文の失敗：裏切りと攻撃。リキュファイド・ゾン
ビは直ちに立ち上がり、術者を攻撃して、破壊される
まで戦う。もし彼らが術者に近づけないなら、それら
はできる限り近い距離を移動し、それから最も近い目
標を攻撃する。

デーモリッシュ
Demolish ／解体

変成術
スキル判定：〈知識：秘術知識〉難易度 30、6 回の成功；

失敗： 2 回の連続したスキル判定の失敗；構成要素：音
声、動作、補助詠唱者 ; 発動時間：60 分 ( 最小 )；範囲：
880 フィート ; 目標：1 体のクリーチャーか、一辺が最
大で 10 フィートまでの生体素材でない立方体；持続時
間：瞬間；セーヴィングスロー：頑健・半減；呪文抵抗：可。

術者は、目標に 10d6 ポイントのダメージを与える。
ダメージはどの特性タイプももっていないか、[ エナ
ジー ] である。これはまったく破壊的である。もし目標
の hp が、.10 に減らされるか、それより少ないヒット・
ポイント（または、建物、オブジェクト、または完全に
死んでいない人間は、0 ヒットポイントに減らされる )
ならば、細塵の跡だけを残して分解されるかのように、
目標は破壊される。

生体素材ではない、一辺が 10 フィートの立方体まで
は効果がある。デーモリッシュは、目標がそれ以上に大
きなオブジェクトや構造物でも、その一部を破壊する。
術者は、呪文が完成して投射される瞬間まで、目標を明
示する必要はない。

デーモリッシュは、魔法の力を打ち消す素材、エナ
ジー・フィールド、通常でダメージに抵抗がある力術系
効果、ウオール・オブ・フォースなどにも影響を与える。
そのような効果は自動的に破壊される。呪文は、the 
ward seed（エピック・レベルの魔法能力（未訳））など
によって妨げられるかもしれず、術者は、そのような効
果を避けるために、他の術者に対しての対抗の〈知識：
秘術知識〉判定の成功で勝利しなければならない。

補助詠唱者：2 人の 2 レベルの術者を必要とする。
呪文の失敗：ダメージ。術者は 2d6 ポイントのダメー

ジを受ける。
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新しいモンスター
この冒険は、新しいクリーチャー、O.S.C.A.R. および

そのミニオン・ロボットを特徴とし、リキュファイド・
ゾンビ（これは元は、『d20 MODERN Menace Manual（未
訳）』『URBAN ARCANA Campaign Setting（未訳）』に
おいて、それぞれ登場した。）。これらのクリーチャー 3
種類のすべてのデータは、次の通り。

リキュファイド・ゾンビ
／液状化したゾンビ

リキュファイド・ゾンビは、不快な腐敗した肉の塊
である。それらの筋肉と内臓はプディングのような密
度の、臭い腐敗した液体の中にある。これらの膨らみ、
ねじられた人型は、まだ 2 足歩行する死体として認識
可能だが、それらが生命があった時に誰であったかを
話すことは不可能である。

彼らの液状の組織は、生命的ではない不自然なエネ
ルギーのために泡立っていて、沸騰している。彼らの
目には、悪を示す光が宿っている。周期的に、口から
蒸気を爆発的に噴き出し、液のしずくが破裂して散ら
ばった範囲内では、結果的に皮膚にダメージを与える。

リキュファイド・ゾンビは、通常は話すことができ
ないけれども、この冒険においては登場するゾンビは、
それらの蒸気の呼吸の中で、彼らの創造者 -O.S.C.A.R.-
の名前などを断続的に、ゴボゴボと言う。

リキュファイド・ゾンビ： 脅威度 2; 中型のアンデッ
ド；HD 3d12+3（《追加 hp》を含む）；hp 22; イニシ
アチブ １、移動速度 30 フィート；防御力 10；接触 
9、立ちすくみ 10(-1【敏】、+1 自然 )；基本攻撃ボー
ナス +0；組みつき +2；攻撃 +2 近接 (1d6+3、叩きつ
け )；全力攻撃 +2 近接 (1d6+3、叩きつけ )；接触面 5
フィート× 5 フィート；接敵面 5 フィート；特殊能力 
暗視 60 フィート、アンデッド、〈液化した嘔吐〉；忠
誠 O.S.C.A.R.；セーブ 頑健 +1、反応 +0、意志 +3；AP 0;
名声 +0；【筋】15、【敏】8、【耐】－、【知】－、【判】
10、【魅】1。

技能：なし。
特技：《追加 hp》。
種族特性
標準のゾンビのように、このクリーチャーは細やかさに

欠ける相手である。彼らは、敵をつかむことを試みる
か、できるだけ速く叩きつけ攻撃によって打ち負かそ
うとする。

液化した嘔吐 ( 特能 )：リキュファイド・ゾンビが戦闘
において、打撃武器以外の何かによってダメージを受
けた時は常に、前方 5 フィート以内のすべてに対して、
その液化した組織の幾分かを吐く。この火傷を引き起
こす液体は 1d6 ポイントのダメージを与え、それに触
れる誰にでも、壊死性筋膜炎（『d20 モダン』7 章にお
ける ゲームマスタリングの中の " 病気 " を参照）と呼
ばれる病気をうつす。

ミニオン・ロボット／手下ロボット
中型サイズのロボットは、最初に『d20 MODERN 

Menace Manual』に紹介された。これらの特定のロボッ
トは、二足歩行と人の握りをまねすることができる完
全な関節を持ったマニピュレータ・アームを持ってい
る。

ミニオン・ロボット：脅威度 1; 中型サイズの人造；HD 
2d10+10;hp 21; 限界 なし；イニシアチブ +0；移動速
度 30 フィート；防御力 9、接触 9、立ちすくみ 9(-1

【敏】)；基本攻撃ボーナス +1；組みつき +3； 攻撃 +3

近接 (1d4+2、鈎爪 )；全力攻撃 +3 近接 (1d4+2、鈎
爪 ) または +2 遠隔；接触面 5 フィート× 5 フィート；
接敵面 5 フィート；特殊能力 人造、硬度 10；忠誠 
O.S.C.A.R.；セーブ頑健 +0； 反応 -1、意志 +0；AP 0;
名声 +0；【筋】14、【敏】8、【耐】－、【知】－、【判】
10、【魅】10。

技能： なし。
特技： なし。 
外部部品： オーディオ / ビジュアル・センサー、マニピュ

レータ・アーム、光学スキャナ。

O.S.C.A.R.
O.S.C.A.R. は他のコンピュータのような構造物とし

て、その存在を開始した。しかし自我を得て以来、そ
れは人造となった。

O.S.C.A.R. ( 有感覚コンピュータ )：脅威度４；大きな人
造；HD 4d10+20;hp 60; 限界 －； イニシアチブ +0； 
移動速度 0 フィート； 防御 19、接触 9、立ちすくみ 
19(-1 サイズ、+10 外皮 )；基本攻撃ボーナス +3； 組
みつき － ; 攻撃 +2 遠隔 (2d10 電気、感電 )； 全力攻撃：
+2 遠隔 (2d10 電気、感電 )；間合い / 接触面 10 フィー
ト /10 フィート；特殊能力 人造、感電、例外的なセキュ
リティ、免疫、呪文；忠誠 なし；AP 0; 名声 +0； セー
ブ 頑健 +1、反応 +2、意志 +1；【筋】－、【敏】－、【耐】
－、【知】20、【判】10、【魅】11。

技能： 〈知識：秘術知識〉+32、〈研究〉+12。
特技： なし。
呪文書： 0 レベル リード・マジック ; 1 レベル ブラー、

バーニング・ハンズ 、コマンド； 2 レベル コーズ・フィ
ア、パワー・デヴァイス

感電 ( 特能 )：O.S.C.A.R. は掩蔽壕のまわりに位置してい
る様々なパワー導管を通して電気的なショックを起こ
すことができる。さらに、キーボードなどの周辺装置
を含む、O.S.C.A.R. のどのような部分であっても、触れ
ている全員が感電によって自動的に打たれる。 そのよ
うな各ショックは、2d10 ポイントの電気ダメージを
与える。

人造：O.S.C.A.R. は、人造 (『d20 モダン』P.198 を参照 )
に共通の種別を持っている。

免疫 ( 特能 )：O.S.C.A.R. は、視覚センサーを持っている
けれども、それは凝視攻撃に完全耐性がある。

呪文：O.S.C.A.R. は、秘術呪文および信仰呪文を唱える
ことが可能である。O.S.C.A.R. はその蓄えられたデータ
ベースの中に、両系統呪文のいくつかを記憶している

（O.S.C.A.R. は呪文書としてそれを使う）。O.S.C.A.R. は、
物質的な構成要素を収集したり、効果的に使う機能
を一切備えておらず、そして経験値もまったく持って
いないため、ミニオン・ロボットの援助があって実現
できる、言葉と身体の構成要素に制限された中で可能
な呪文だけを唱えることができる。それがない場合、
O.S.C.A.R. は言葉が構成要素である呪文に制限される。
これらの制限の中で、3 レベルのアコライト、または
メイジであるかのように、O.S.C.A.R. は秘術系と信仰系
の呪文を唱える。

技能：それが人間型のロボットであったかのように、
O.S.C.A.R. は技能を得る。データベースへの秘術魔法の
蓄積のため、それは〈知識：秘術知識〉判定において、
+20 のボーナスを得る。
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