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●シナリオの概要シナリオの概要
このシナリオでは、合同演習に参加します。

ほかのシュヴァリエとの交流や緊張感のあるデイズ、

そして特殊な状況下における戦闘をお楽しみください ！

また、このシナリオは３話連続で遊べる「キャンペーン：

ヨルトリ」の１話目として想定されています。

ですが、すでにほかのシナリオを遊んだことのあるペ

アでも、そして、別のシナリオへ繋げても（２～３話目

を遊ばなくとも）問題ない構造となっています。

ふたりの好きなように遊んでくださいね !

●プレイヤー向けあらすじプレイヤー向けあらすじ
人類解放戦線ヨルトリ。

灰色の荒野を巡り、様々なソラバミを撃破してきた

フォートレス群による、合同演習の呼びかけが届きます。

所要時間：１～２時間（音声・オンライン）

シナリオのプレイヤーへの公開：最初の４ページのみＯＫ

（配信・動画や文字などによるリプレイを公開する際は、シナリオ

のネタバレがあると明記したうえで自由に行ってください）

推奨の機体構成：中～長距離の攻撃が得意

豊富な資材の供給など、魅力的な見返りもあり、断る

理由はありません。

あなたはフィアンセと、自分たちの拠点のコアスタッ

フと共に、人類解放戦線ヨルトリの停泊地へ集結します。

しかし、そこであなたたちは、予想もしない窮地に巻

き込まれることになるのでした。

★人類解放戦線ヨルトリ

超巨大フォートレス・しゃくなげと、複数の中～小型

フォートレスによる武装集団。

ソラバミの撃破のために特化した集団であり、数十

機のリヴァルチャーを抱えるなど、灰色の荒野でも有数

の勢力となっています。

企業による積極的な支援を受け、最新鋭の装備が常

にそろっていますが、同時に生活能力には長けていない

ため、武力や経験を供給することで、定期的にほかのフォー

トレスから生活物資を融通してもらっています。

人類解放戦線ヨルトリという名称は首長であるシュヴァ

リエの女性の趣味によるものであり、大半の構成員は、

本気で灰色の荒野にはびこるすべてのソラバミを打倒で

きるとは思っていません。
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●シナリオの構造シナリオの構造
・フラッシュバック

シュヴァリエが、フィアンセのいない場面を「回想」

としてロールプレイするためのベータ版ルールです。

フラッシュバックでは、ＧＭは主にフィアンセ以外の

キャラクターを演じるため、シュヴァリエと演習に同行

した拠点のメンバーや、演習の現場にいる他のリヴァル

チャー乗りとのやり取りを紡ぐことができます。

   「回想」であるため、あらすじに書かれた展開自体は 

変えられないことに注意してくださいね。

・デイズ

演習中の光景を描きます。

実戦さながらの演習の様子など、通常とは違う緊張感

のある状況が演出できるでしょう。

また、これまでのように、フィアンセとの親密な時間

を過ごすようなシチュエーションも用意されています ！

・ブリーフィング

演習中に突如発生したジアド砂嵐と、そこから現れた

特殊なソラバミの撃退へ向かう場面です。

通常とは違う出撃の様子を、自由に演出しましょう ！

・ミッション

特殊な状況下で、ソラバミとの戦いが行われます。

・ミッションオーバー

戦闘結果に応じて、後日談を描きます。

★特殊な戦闘状況

このシナリオのミッションで行われる戦闘では「戦闘

からの離脱」、そして「別ペアでの、ソラバミの状況を

引き継いでの戦闘継続」が可能です。

また、戦闘勝利後、同一ペアで継続して、他のリヴァ

ルチャーを救援するため戦うことも可能です。

ふたりの状況と、望むロールプレイの方向性をもとに、

相談してどうするか決めましょう。

★同一セルへの侵入時の扱い

このミッションで行われる戦闘では、「ソラバミと同一

セルに侵入するとシールド耐久力が減少する」ルールが

適用されます。

機体作成、あるいはブリーフィングでの装備やアビリ

ティ選択時に参考にしてくださいね。



webシナリオ光砕のリヴァルチャー

5 6

●フラッシュバックフラッシュバック
【状況説明】

合同演習のため、人類解放戦線ヨルトリの停泊地へやっ

てきたあなたたちは、超巨大フォートレス・しゃくなげ

内で演習の事前研修を受けた。

　

「諸君、ようこそ人類解放戦線ヨルトリへ ！

ソラバミから空を奪い返すための戦いへ、あなたたち

が加わってくれることを心強く思う ！ 」

人類解放戦線のリーダー・キマイラが壇上から檄を

飛ばす。

人類解放戦線ヨルトリ――複数のフォートレスからなる、対ソラ人類解放戦線ヨルトリ――複数のフォートレスからなる、対ソラ

バミ勢力が合同演習を行うと発表した。バミ勢力が合同演習を行うと発表した。

彼らはこの近隣で超巨大ソラバミの出現時を思わせる前兆を察彼らはこの近隣で超巨大ソラバミの出現時を思わせる前兆を察

知しており、その調査を兼ねてやってきていたのだ。知しており、その調査を兼ねてやってきていたのだ。

豊富な資材と戦闘経験の提供に、あなたたちは一週間にわたる豊富な資材と戦闘経験の提供に、あなたたちは一週間にわたる

演習の参加を決める。演習の参加を決める。

しかし、演習の終盤、予想もしない事態が襲う。しかし、演習の終盤、予想もしない事態が襲う。

それは大きな、そして残酷な灰色の荒野の変化のひとつへと繋それは大きな、そして残酷な灰色の荒野の変化のひとつへと繋

がるものであった。がるものであった。

『光砕のリヴァルチャー』『光砕のリヴァルチャー』

「360 frontline」「360 frontline」

「我々は、ジアド砂嵐が頻発しているのを観測し、この

地へやってきた ！

これは、かつて大都市を一瞬で崩壊させた、超巨大

ソラバミの出現時と類似している兆候でもある。

――だが、案ずるな ！

これまでどのようなソラバミが襲い掛かってきても、

我ら人類解放戦線ヨルトリは勝利してきた。

その経験と知識を、一週間であなたたちへ伝えよう 」

【ロールプレイ指針】

フラッシュバックでは、プレイヤーが先の展開により

没入できるよう、ＧＭはフィアンセ以外のキャラクター

のロールプレイを主に行います。

研修後のキマイラとの会話や、ほかのリヴァルチャー

乗りとのやりとりなどを通じて、場面を演出しましょう。

ふたりがこれまで、『光砕のリヴァルチャー』で演じて

きたキャラクターを登場させてもＯＫですよ。

なお、このシナリオは「合同演習に自主的に参加して

いる」ことが大前提ですが、演習に参加する理由は、自

由に作ってＯＫです。

ふたりが楽しめる状況を作るのが一番ですからね ！
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【描写例】

以下の描写は、すべて人類解放戦線ヨルトリの首長・

キマイラとの対話形式で描かれています。

ふたりの希望次第で、ほかのキャラクターの発言に

置き換えて構いません。

★超巨大ソラバミとは ？

「雲間から、数キロ以上はある頭を覗かせ、１００万

人が住まう都市を一瞬にして灰燼に帰した個体だ。

現時点では、その後の動向もわかっていない」

★人類解放戦線ヨルトリについて教えてほしい

「我々の活動が気になるかね ！

人類解放戦線ヨルトリは、私が首長を務めるしゃくな

げを中心に結成された、ソラバミを根絶するために集まっ

た精鋭集団だ。

２０機以上のリヴァルチャーと、５つの専用整備工

場を持ち、灰色の荒野でも有数の移動戦力だと自認し

ているぞ !! 」

★どうやって戦い続けているの ？

「我々はアイラやファーボルから、最新鋭の武器や資

材の供給を受けている。

イーフェ支社とも、時々やりとりをしているよ。

時々、よく使い道のわからない実験的な武器を掴まさ

れたりもするが、それでも精鋭たる我らの勝利が揺らい

だことはない ！

このあたりのフォートレスは流通が滞り、資材に困る

ことも多いと聞く。

あなたが我らの活動に賛同するのなら、フォートレス

ごとヨルトリに加わっても構わないぞ ？ 」

★どうして研修が一週間 ？

「……演習期間は、ほかのフォートレスから研修費の

名目で支援してもらっている、暖かくておいしいご飯が

食べられるんだ。

ヨルトリは大半がソラバミと戦うためのスタッフで構

成されているため、荒事は得意だが生活能力が低い奴

が多くてな……特に、食事情は悲惨なんだ。

私だって、たまには保存食以外の物も食べたい。

い、いいだろう !?

一週間も、丁寧にノウハウを伝えているんだ。

常在戦場とはよく言うが、うまい飯を喰らってこその

兵士だろう ！ 」
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●デイズデイズ
灰色の空に無数のデコイが浮かび、そして、複数の

リヴァルチャーが一斉にそれをめがけて空を駆ける。

砲兵隊による一斉射撃が、人工的に引き起こされた

砂の竜巻が、その機動を阻害していく――

対ソラバミほどではないものの、一切の気のゆるみを

許さない、激しい演習が繰り広げられていた。

【概要】

演習期間の出来事を、次ページにある２つの「合同

演習表」から自由に選ぶか、あるいは、ダイスを振って

決めていきましょう。

シチュエーションは自作してもＯＫです ！

目安としては、１～２つの場面を描いたら、ブリーフィ

ングへ進むといいでしょう。

【ロールプレイ指針】

演習中の場面では、実戦的な内容による緊張感あふ

れたシチュエーションを、そして幕間では、ふたりだけ

の親密な場面を描くことができるでしょう。

生きるか死ぬかではないけど緊張感ある状況で、ふた

りがどう交流するのかを描くよい機会になりますよ ！

合同演習表「Ｄ６」

１ スカイダイブ →
地上からフライトレベル１２まで、最大
加速で上がるのを繰り返す訓練。
加重に耐える冷静さが必要になる。

２ グランド
フォール →

フライトレベル１２から全速力で地面
へ向かい、ギリギリで停止する訓練。
胆力と勇気が求められる。

３ 突撃突貫 →
空高くに用意されたデコイをブレード
で破壊する訓練。
一撃で決める力を養おう。

４ 精密射撃 →
空に展開されたデコイを、射撃用武器
で破壊していく訓練。
使うウェポンにも左右されるかも？

５ ドクトリン
行動訓練 →

どんな状況でも、事前に決まった作戦
に従い行動する訓練。
ソラバミの気持ちが味わえる、らしい。

６ パージ訓練 →
搭乗席の横にあるレバー。
勝利のため、そのレバーを引く心構え
も鍛える必要があるというが…… 

合同演習・幕間表「Ｄ６」

１ リラックス 
タイム → トレーニングで筋肉痛 ？

マッサージしてあげよっか ？

２ ソラバミ 
図鑑 →

人類解放戦線ヨルトリのソラバミとの
戦いの記録を閲覧。
いろんなのがいるんだな……

３ 訓練の成果 →
演習で、歴戦のシュヴァリエとのマッチ
アップに勝利 ！ 
今日はご褒美あげちゃうよ !

４ 世界の食堂 →
動いた分だけおなかがすく。
あちこちのフォートレスの食材を使っ
たメニューから選び放題だ ！

５ 明日こそは → 訓練中にミスが出てしまった。
今夜は反省会だね……

６ 機体整備 → 機体はメンテナンスで違いが出る ！
ということで、はい、スパナ♪
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●ブリーフィングブリーフィング
演習５日目。

リヴァルチャーたちが午前の演習を終えて一時的に帰

還し、人類解放戦線ヨルトリのメンバーが、午後の訓

練の準備のために外へ展開していく。

そこに、全フォートレスから、巨大なジアド砂嵐が発

生したとの緊急警報が鳴り響く。

しかし、その観測は直後に訂正された。

それはジアド砂嵐ではなく、一体一体が虫ほどの大き

さの、おびただしいソラバミの群れだったのだ ！

これまでに観測されたことのないタイプに、状況を伝

えるオペレーターたちの間に恐怖の声が上がる。

「怯むな ！! 

どのようなソラバミが相手でも、我らは決して負ける

ことはない 。

騎士たちよ、外に展開する我らの民を、そしてフォー

トレスを守るのだ ！ 」

キマイラは状況を知るや否や、人類解放戦線ヨルト

リのメンバーに指示を出し、やがて、彼女自身もまた格

納庫へと向かっていった。

【概要】

ソラバミの群体は、信じがたい速度で、四方からフォー

トレスへと殺到します。

３６０度、どこを向いても空を黒く埋め尽くすその姿は、

歴戦のシュヴァリエにとっても異様のひと言です。

耳障りな羽音が響きわたる中、演習に参加していた

各地のリヴァルチャー乗りや、すべての人類解放戦線ヨ

ルトリの戦闘メンバーも、次々飛び出していくでしょう。

【ロールプレイ指針】

ソラバミについては、超小型の龍のような姿であること。

数百万体以上が群れとなって空を覆いつくしていること。

　そして、その群体がひとつのソラバミとして動いてい

るであろうことが伝えられます。

また、後述される「★特殊な戦闘状況」もここでロー

ルプレイを通じて公開しましょう。

大型のソラバミと違い、群体には足止めは効きません。

少しの遅れが、致命的な被害をもたらします。

短いシーンで決意を示す演出をしたら、リヴァルチャー

を起動させ、出撃してください。
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【描写例】

★オペレーターからの連絡をロールプレイする場合

「砂粒のように小さい、無数のソラバミです ！

こ、こんなの、見たことも聞いたこともないですよ !?

ああ、空が黒く染まって、逃げ場がない…… ！ 」

「シュヴァリエ様 、みなさんを助けてください ！

砲兵隊のあの子とは、一緒にケーキを作る約束をし

てるんです ！ 」

★人類解放戦線ヨルトリの出撃を演出するなら

「諸君、我らの目的は何だ ？

我らはなぜ、この灰色の荒野にいる ？

――ソラバミどもから青空を取り戻すためだ ！

であれば、この状況は窮地ではなく勝機である。

往くぞ、同胞たちよ。

人類解放戦線ヨルトリ、出撃せよ ！ 」

★外にいる人々の様子を描くなら

演習の準備にかかっていたスタッフたちは、連絡を

受け急いでフォートレスへ戻ろうとしていた。

しかし、大がかりな演習であることが災いし、大半の

者は、ソラバミ到達までに、フォートレスへ近づくこと

すらできそうになかった。

★特殊な戦闘状況

ＧＭは事前に、以下の内容を共有しましょう。

①複数のソラバミが配置される

ソラバミの「シールド枚数」に等しい数のソラバミが

フライトレベルマップに配置されます。

【アタック判定】などによってシールドを破壊するたび、

対象となったソラバミはマップから取り除かれます。

この際、「超過ダメージを次のシールドに与える」効

果は、シールドを破壊したソラバミと同じフライトレベ

ルに別のソラバミがいた場合にのみ、そのうちの任意の

１体に与えられます（同じフライトレベルに別のソラバ

ミがいない場合、効果は無効となります）。

②ソラバミと同一のフライトレベルに入った際の扱い

リヴァルチャーがソラバミと同じフライトレベルに侵入、

あるいはソラバミがリヴァルチャーと同じフライトレベ

ルへ侵入するたび、リヴァルチャーのシールド耐久力は

２点減少します（この効果は、ミッションスタート時など、

配置でも適用されます）。

たとえば、一度のムーヴで２回同じフライトレベルに

侵入したり、２体のソラバミが同じフライトレベルに侵

入した場合は、シールド耐久力が計４点減少します。
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③緊急離脱が可能

多くのリヴァルチャーが同時に存在する戦場のため、

ふたりの離脱は全体の敗北に繋がりません。

ミッション中にふたりのリヴァルチャーが緊急離脱し

た場合も、ミッションオーバーへ進み、「離脱時に破壊

したソラバミのシールド枚数」をもとにミッションクリア

報酬を獲得できます。

敵は群体であり、その数を減らすための奮闘は無駄

ではないのです ！

また、緊急離脱を行った場合、ＧＭとプレイヤーは

ふたりが演じる別のペアが乗るリヴァルチャーを使い、

もとのペアの救援に来た扱いとして戦闘に参加できます。

この際、ソラバミのフライトレベルやシールド枚数は

引き継がれた状態で、戦闘が開始されます ！

戦闘終了後は、もとのペアでミッションオーバーを描

いてくださいね（救援に来たペアは何も獲得しません）。

④救援に赴く

戦闘に勝利した場合、ふたりが望むのであれば、ほ

かのリヴァルチャーの救援という形で、同一データを持

つソラバミと戦闘を行えます。

救援は１度のみ行うことができ、ミッションスタート

から再度戦闘が始まります。

このとき、《感情回路》 や 《バーンナウト》 の使用回数、

およびに回数制限があるアビリティなどは「直前の戦闘

の最終的な値」が引き継がれます。

シールド枚数は、初期値まで回復してださい。

所持していたジアドエネルギーのダイスはなくなります。

また、救援での緊急離脱は被害が伴います。

ふたりが守ろうとしたリヴァルチャーやフォートレスが、

ソラバミにやられてしまうでしょう。

●ミッションミッション
灰色の空は黒く染まり、出撃したリヴァルチャーは、

たちまち全方位を囲まれてしまう。

小さなソラバミはシールドにぶつかっては勝手に墜落

していくが、そのたびシールドに負荷がかかり、そして、

数百数千を墜としたところで戦況に変わりがない。

これまでとは違う、生き残るための戦いが開始される。

【概要】

特殊な戦闘状況を再度確認してから、開始しましょう。

【ロールプレイ指針】

フィアンセは、劣勢に立たされている味方の状況を

描写しつつ、メインドクトリンの内容を公開しましょう。
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●ミッションオーバーミッションオーバー
一体どれだけのソラバミを墜としただろうか――

エネルギー回復が追い付かなくなり、撃沈する友軍

の姿をいくつも見かけた頃、視界が晴れていく。

リヴァルチャーたちの奮闘により群体の大半が退治され、

残りは散り散りになっていく光景。

それは、苦しい戦いの終わりを告げる合図だった。

　

【概要】

しばらくの間は、救助と、各フォートレスの復旧活動が、

ふたりの仕事の中心となるでしょう。

【ロールプレイ指針】

フォートレスへ帰還して休んだり、生存者を探したり、

復旧に協力したりなど、後日談を自由に演出しましょう。

思いつかない場合は、次の「後日談表」から好きなだ

け選んでロールプレイしてもいいですよ ！

なお、この表の内容は、採用してもしなくても、すべ

て実際に起こっていることとして扱ってください。

 　「６」は次回と関連した内容になるため、続きを遊ぶ

予定がある場合は、実際に調査に赴く場面は描かない

ようにしましょう。

後日談表「Ｄ６」

１ 救助活動 →
大地を埋め尽くすソラバミの残骸から、
生存者を探していく。
――お願い、ひとりでも多く。

２ 騎士の葬列 →
撃墜されたリヴァルチャーのパイロット
を弔う。
お昼までは、肩を並べていたのに。

３ 移送 →

大破したフォートレスの住民を、別の
フォートレスへ移送していく。
彼らの不安を、少しでも和らげられな
いだろうか……

４ 勧誘 →
キマイラから、最前線で戦い、損害を出
した人類解放戦線ヨルトリへ参加しな
いかと相談を受ける。

５ 帰還 →
自分たちの拠点から来た人々の無事
を確認できた。
よかったよ、本当に…… ！  

６ 調査の準備 →
ソラバミの発生エリアには、巨大な地
下都市が存在していた。
本格的な調査は、復旧後になるだろう。

●ミッションクリア報酬ミッションクリア報酬
ソラバミのシールドを５枚以上破壊していれば１つ、

それ以上の場合は２つ、ミッションクリア報酬（P.152）

を獲得しましょう。

ウェポンは人類解放戦線ヨルトリから支給されます。

●《アチーブメント》《アチーブメント》
 　【360 frontline】の《アチーブメント》を獲得できます。

友軍の救援を成功させた場合、さらに【エース・オブ・

エース】の《アチーブメント》を獲得できます。P.154-155

のリストから効果を選び、シートに記入してください。
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ＡＡ 条件
ソラバミのシールドが破壊された時、
超過ダメージが３点より少ない場合

（Ｃより優先して実行）

内容

　すべてのソラバミはリヴァルチャーに向けて１
セルまで移動します。

　また、 このリアクションが実行される時点でリ
ヴァルチャーと同じフライトレベルにいたソラバミ
１体につき、 リヴァルチャーのシールド耐久力を
２点減少します。

描写 　膨大な数のソラバミが、 リヴァルチャーへと一気
に距離を詰めてくる ！

ＢＢ 条件
ソラバミのシールドが破壊された時、
超過ダメージが３点以上の場合

（Ｃより優先して実行）

内容 　すべてのソラバミはリヴァルチャーから離れるよ
うに１セルまで移動します。

描写 　ソラバミは、一様にリヴァルチャーから距離を
とった 。

ＣＣ 条件 ソラバミのシールドが破壊されなかった
場合

内容

　【アタック判定】の対象となったソラバミを、リ
ヴァルチャーと同じフライトレベルに配置します。

　既に同じフライトレベルにいる場合、リヴァル
チャーのシールド耐久力を２点減少します。

描写 　群体は散開し、リヴァルチャーのすぐ近くに再度
展開する ！

リアクションドクトリンリアクションドクトリン

開始位置
フライト
レベル

11・ 9
7・5
3・1

●推奨する構成推奨する構成
中～長距離から、強いダメージを安定して与えること

ができるウェポンを持った機体か、あるいは高い耐久力

を持った機体で戦うとよいでしょう。

●導入描写導入描写
灰色の荒野が、人類のものではなくなったことを象徴

するようなジアド砂嵐。

その砂粒のごとき大きさの、超小型の龍のソラバミが、

数千万、数億の群れとして灰色の空を埋め尽くす。

その大半を殲滅しなければ、勝敗は決しないだろう。

【概要】【概要】
フライトレベルマップに同時に複数配置され、リヴァルチャーフライトレベルマップに同時に複数配置され、リヴァルチャー

へと迫りくる特殊なソラバミです。へと迫りくる特殊なソラバミです。

 　特殊な戦闘状況によって、ソラバミと同じフライトレベル 　特殊な戦闘状況によって、ソラバミと同じフライトレベル

になるとシールド耐久力が２点減少します。になるとシールド耐久力が２点減少します。

距離を取りながら戦うことが求められますが、まずはソラバ距離を取りながら戦うことが求められますが、まずはソラバ

ミの数を減さなければ、動くことも容易ではないでしょう。ミの数を減さなければ、動くことも容易ではないでしょう。

ソラバミ　群体型ソラバミ　群体型

シールドシールド

6 枚枚

シールド耐久力シールド耐久力

6 点点
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公開 
条件 ソラバミのシールドが４枚破壊された時に公開

条件 ソラバミのシールドが５枚破壊された際の 
リアクションドクトリン直後に実行される

内容

　ソラバミのシールド枚数を４枚追加します。

　その後、追加のソラバミを１、４、８、１２のフラ
イトレベルにそれぞれ配置します。

　これ以降、すべてのドクトリンによってソラバミ
が移動するセルは「２セルまで」となります。

描写
　群体の隙間から、灰色の雲がほのかに覗く。
　あと少しだ――そんな人々の希望すら黒く塗り
つぶすように、群体は増殖をはじめ、ふたたび空を
覆い隠した。

ジェノサイドドクトリンジェノサイドドクトリン

ＣＣ 条件
リヴァルチャーから１セル以内の 
フライトレベルに 
ソラバミが１体もいない場合

内容
　リヴァルチャーに「目標値：３」の【アタック判定：
１４ダイス】を行います。
　その後、すべてのソラバミはリヴァルチャーに向
けて１セルまで移動します。

描写
　群体が羽ばたき、疑似的なジアド砂嵐を起こす。
　すべてを熱と光に変える暴風が、リヴァルチャー
も、フォートレスをも巻き込んでいく ！

ＢＢ 条件
リヴァルチャーから１セル以内の
フライトレベルに 
ソラバミが１体のみいる場合

内容
　リヴァルチャーに「目標値：４」の【アタック判定：
８ダイス】を行います。
　その後、すべてのソラバミはリヴァルチャーに向
けて１セルまで移動します。

描写
　糸を束ねるように、ジアドエネルギーの光がリ
ヴァルチャーの近くにいるソラバミへと収束する。
　次の瞬間、その個体は強い輝きを放って、リヴァ
ルチャーへと突進した ！

ＡＡ 条件
リヴァルチャーから１セル以内の 
フライトレベルに 
ソラバミが２体以上いる場合

内容
【WARNING!!】

　リヴァルチャーに「目標値：５」の【アタック判定：
１３ダイス】を、 「リヴァルチャーから１セル以内

にいるソラバミの数」に等しい回数だけ行います。

描写 　リヴァルチャーの近くに展開するソラバミが帯電
し、強力なジアドエネルギーの光を放った ！

メインドクトリンメインドクトリン

復元された開発記録
……有事の際には、研究所ごと記録を抹消できる事が望ましい

という判断から、この個体の設計が進められた。

ジアドエネルギーによる自己再生と増殖を行うドクトリンが人類

全体にとって危険であると、開発スタッフの一部がこの個体の破棄

を求めたが、ヴァルチャーとスカイイーターの戦いのロジックを崩

すようなドクトリンは非常に強力であり……


