一呼吸の間に、妖侠は無数の転移を行ない、緑竜の庭守を吹き散らした。
死人狩りの輝く鞭は妖精騎士を捕え、地に這わせる。
緑竜ラズコレスは不甲斐なき配下に怒り、翼を広げると一声、咆吼を放った。
竜の威風が英雄達を撃ち、その気力を挫く。
真の闘いが始まろうとしていた。
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1

マイナー・アクションでデインにウ

祈りの技、緑竜を封じる
第一ラウンド
30：クアリオン：伏せ／オルロックから被マーク：

ォーロックの呪い。しかる後にアク
フ ラ イ ト フ ル・プ レ ゼ ン ス

「竜の威風にひれ伏すがよい！」畏 怖すべき存
*1

在！

*2

ション・ポイントを使いブレス！
あり？

クアリオン巻き込むなぁ。

デイン／朦朧：視認困難ではあるけれど、爆発

ミカ／朦朧：それでクアリオンが

28：オルロック

の攻撃には関係無いからなぁ。命中。

正気に戻る、とか（笑）

28：デイン：被ダメージ8

ＤＭ：オルロックは外れた？！

ＤＭ：命中してから考えます。対頑

被ダメージ15

（以上、前回まで）

一番止めたい

この遭遇について
今回メインとなるこの遭遇は、
『ドラコノミコン

クロマ

ティック・ドラゴン』
P.110掲載の
「フェイワイルドの住処」
、
そ
の
「ドラゴンのねぐら」
の遭遇を元にしたものである。
本来ならば緑竜ラズコレス単体との戦闘になるはずであっ
たが、
第一回においてラズコレスの配下
“妖精騎士”
クアリオ
ン、
“黄昏の姫”
ティアストラ達との遭遇を交渉によって解決
し、
ラズコレスの元への案内を依頼し、
そしてラズコレスとの

相手だったんだけどッ！

健の命中判定。むむ、オルロックに

面会の後に戦闘となったため、
ラズコレスに加えてクアリオ

24：ラズコレス

オルロック：よし、勝てる。

は外れ？

ン、
ティアストラ、
ハマドライアド達も参加しての戦闘となっ

14：ガーリン

ミカ／朦朧：オルロックはきっと、もっと怖ろ

オルロック：
「そのような毒ごとき、

12：ミカ：マーク（クアリオン）

しいものを見て来たんですよ！

我が不死には届かぬ」

9：ティアストラ

ＤＭ：ミカには命中。ガーリン、対意志 22 はど

ＤＭ：オルロック以外には［毒］ダ

＊エラドリンの妖精騎士
（レベル7兵士役
（指揮）
）
、
エラドリ

うです？

メージ9点、さらに継続［毒］ダメ5点

ンの黄昏の呪唱師
（レベル8制御役）のレベルを、
『ダン

ＤＭ／ラズコレス（24）：ハマドライアド達が

ガーリン：「ふ、ふんそんなもの、がたがた」だ

＋減速状態です。そして、クアリオ

一掃されたのを見た緑竜ラズコレスは、あなた

いじょうぶです。

ンには外れました。

たちを恐るべき相手と認め、本気を出します。

ＤＭ／ラズコレス：竜の威風を見せつけた後、

ミカ／朦朧／減速＋毒：ずるいー

た
（雑魚のハマドライアドは第一回の時点で全滅している）
。
この遭遇はレベル9の冒険者五人向けの遭遇であったた
め、
11レベルの遭遇用に以下のような修正を行なっている。

ジョン・マスターズ・ガイド』
の指針に基づき、
それぞれ2
レベル上昇させた。
＊ラズコレスの防御値を
『ダンジョン・マスターズ・ガイドII』
の指針に基づき、
すべて2下げた。
重傷時に機能するパワーとして以下を追加した。

「ちくしょう……力が入らない……」
ＤＭ：ブレスが命中したのでデイ
ンにウォーロックの呪いを発動し

溢れ出す毒の血潮・オーラ1
（重傷となったときフリー・ア
クションで起動する）
：オーラ内に進入、
あるいはオーラ内で
ターンを開始したクリーチャーは
［毒］
ダメージ10を受ける。

ます「このにおい、フェイのような
フリをしながら、人の子か！」追加 4 点。
デイン／朦朧／減速＋毒：
「このまま夕方まで
注 1：フライトフル・プレゼンス：

使い魔が言う。「ここで寝るのは、ない」

ドラゴンのパワー、近接範囲・爆発 5。ヒッ

ガーリン（14）／減速＋毒：まずは［毒］5 点を
受けてと。ちょっとお待ちください（長考）。
ＤＭ：PC四人中二人が実質戦闘不能で、動ける
二人のうち片方がダメージ無しですから、考え
どころですねえ。
ガーリン／減速＋毒：まずはアクション・ポイ
ントを使用。交渉者のアクションにより命中＋
4 「ま、まて、はなしあおう」
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トしたなら 1ラウンド朦朧状態となること
に加え、朦朧が終わった後も攻撃ロールに
− 2 のペナルティ
（セーヴ終了）を受ける。
注 2：視認困難ではあるけれど〜：
デインは現在ウォーロックのクラス特徴
“影歩き”により、視認困難を得ており、彼に
近接攻撃および遠隔攻撃を行なうものは命
中にー 2 のペナルティを負う。しかし、爆
発や噴射などの範囲攻撃はこのペナルティ
を受けない。

『妖侠デイン流離譚』 その一「竜を討ったデイン」

寝ちまいたい気分だぜ……」するとリュートの

2

全員：『おい』

1d20 ＋ 1 で判定、この＋ 1 は《ヒューマンの忍耐

ＤＭ：暴力を振るわなきゃ良いってもんじゃな

ＤＭ：いや待って、なにその命中＋４て。話し

力》！

いと、心から訴えたい（泣）

合おうと言っておいて攻撃ですか！

ＤＭ：20 出して成功しやがった……。

ガーリン／減速＋毒：「さ、さあオルロックど

ガーリン／減速＋毒：これは攻撃ではなく、わ

デイン／減速＋毒／命− 2：これで動けないヤ

の、いまのうちに友を（なぐりたおして）とりも

たしは単に歌を歌うのです。

ツはいなくなった。

どすのじゃ」こちらはティアストラの攻撃が怖

ミカ：歌を歌う？

ガーリン／減速＋毒：そして敵には、このペイ

いので逃げる。セーヴは失敗。

ヒム・オヴ・リサージャンス *3

ガーリン／減速＋毒：復活の聖歌を。噴射 5 の

ロアの聖なる歌はナニでアレな響きを示す、ク

範囲ですから、ティアストラ以外の敵味方全員

アリオンとラズコレス、両方の頑健に命中だ。

が入ります。まずは効果から、範囲内の味方は

デイン：「いい声してるぜ、ドワーフの旦那」

一時的ヒット・ポイント 5 を得るか、あるいは

ＤＭ：で、その聖歌の効果は？

セーヴィング・スロー 1 回を行なうかできる。

ガーリン／減速＋毒：次のわたしのターン終了

注 3：ヒム・オヴ・リサージャンス：
『信仰の書』
、クレリック 3 レベル遭遇毎攻
撃パワー。本文中のように噴射の中にいる
敵の防御を下げ、味方を支援する。
注 4：ディスミサル：

時まで全防御値− 2 ペナルティ。さらにこの間

『信仰の書』
、クレリック 9 レベル一日毎攻
撃パワー。本文の通り対象を他次元へ放逐

に味方の攻撃がヒットしたら伏せ状態になる。

する。また、目標となるクリーチャーの起

ラズコレス／防− 2：「ぬう、なんだその歌は！

源がこの世界以外（異形、永劫、元素、シャ

この森にそのような響きを持ち込みおって！」

ドウ、フェイ）である場合、このセーヴには
− 5 のペナルティが課せられる。

ガーリン／減速＋毒：しかるのち、追加アクシ

※このシナリオはフェイワイルドなのに注

ディスミサル*4

ョン分でラズコレスに送 還、ボーナス込みで対

意

オルロック：「うむ。かたじけない」

ＤＭ：命中です、どんなパワーでしたっけ？

ミカ／減速＋毒／命− 2（12）
：さて、ミカです

ガーリン／減速＋毒：いなくします。

が継続ダメージ受けてと。倒れててもクアリオ

全員：『へ？』

ンは機会攻撃できるから、詰 め寄りで 2 マスシ

ガーリン／減速＋毒：
“目標はその場から消え

フトして挟撃。そして弱 点 発 見！

ミカ／朦朧／減速＋毒：もちろん朦朧にたいし

うせ、他次元界の牢獄に閉じ込められる（セー

で 23 までヒット。

てセーヴ、成功！

ヴ・終了）”セーヴに成功すれば戻ってこれます

ＤＭ：命中です、騎士の鎧の隙間を貫いた！

の神々しい歌は……」

な。あと、後効果で次のターンの終了時まで幻

ミカ：20 点ダメージで、さらに次のターン終了

ＤＭ：く、手番前に動けるようになったか！

惑状態となる。

までクアリオンへの攻撃に＋ 4 ボーナス。ここ

でも後効果で命中判定− 2 です。まだ震えが残

ラズコレス／防− 2 ／他次元：「ぬ、ぬおおお

でアクション・ポイントを使用。

ってる！

おお！」光に包まれラズコレスは別次元へと放

オルロック：畳みかける！

動けます。「はっ、なんだこ

ミカ／減速＋毒／命− 2：「なに、それくらい！」 逐されます。
オルロック／一時 hp5：「おお、神聖なる力が

ミカ：「き、消えた……だと !?」ラズコレスが非

あふれてくる」こちらは一時 hp 貰います。

実在ドラゴンになりました（笑）

デイン／朦朧／減速＋毒：こちらも朦朧を外す。 オルロック：怖ろしいな、平和の使者（笑）
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アジャイル・アプローチ*5

プロウビング・アタック*6

反応狙い

注 5：アジャイル・アプローチ：
『武勇の書』
、ファイター 6 レベル遭遇毎汎
用パワー。移動アクションにより、
2マス（重
装鎧でないなら 3 マス）シフトする。
注 6：プロウビング・アタック：
『武勇の書』
、ファイター 3 レベル遭遇毎攻

*7

ミカ：《怒涛のアクション》でさらに命中＋ 3
（計＋ 7 ！）、ペナルティを差し引いても＋ 5 で、
ツ ー ウ ル フ ・ パ ウ ン ス *8

二刀流の攻撃、飛びかかる双狼を使用。
ＤＭ：ぐ、両方命中、ダメージは？

撃パワー。反応防御値を狙い、ヒットした
なら次の自ターン終了まで命中にボーナス
を得る。
注 7：アクション・ポイントを使用：
本文では省略したが、同時に足さばきのア
クションで ACと反応が上昇している。
注 8：ツーウルフ・パウンス：
レンジャー 5 レベル一日毎攻撃パワー。主
武器、副武器で一次目標を討ち、続いて副武
器による二次攻撃を別目標に行なう。

『妖侠デイン流離譚』 その一「竜を討ったデイン」

意志 24 までヒット。

3

ミカ：22 点と 21 点です（ＤＭ：クアリオン重傷
突入！）。そして、
“効果：一次攻撃後、2 マスシ
フトして二次攻撃（一次攻撃の目標以外の敵

オルロック（29 → 27）：わかった、任せた。

第二ラウンド
30：クアリオン：重傷／防御−2 ／伏せ／オル
ロックからマーク：被ダメージ78

デイン／呪い／命− 2 ／［毒］5 ＋減速（28）：

注 9：マークしておいたけど、止まらない

毒を喰らって、残り47点。移動します、クアリオ

な !：

*13

に）”なので、ティアストラに攻撃して対 AC29

28：オルロック：一時 hp5

ンの脇抜けるけど機会攻撃？

まで！

28：デイン：呪い／命−2（セ・終）
／
［毒］5

ＤＭ／クアリオン：「嘗めるな！」、ロングソー

ダメージ 28。

*9

ＤＭ：マークしたけど、ミカが止まらない！

＋減速（セ・終）
：被ダメージ21

クアリオンはフェイワイルド・チャレンジ
というパワーでミカをマークしていたが、

ドが対AC24まで命中でダメージ7点……ショボ

このパワーはミカの攻撃そのものを阻害は
しないパワーだった（クアリオン以外を攻
撃するとダメージを与える）
。命中へのペナ

ミカ：クアリオンはオルロックに任せるんで、

24：ラズコレス：異次元（セ・終）
／防−2

いなー。

ルティも《怒涛のアクション》でほぼ相殺し

ミカはティアストラの方をマーク。セーヴで毒

14：ガーリン：
［毒］5＋減速（セ・終）
：被ダメ

デイン：ティアストラを呪って、アクション・

ている。

は消えたけど、命中ペナは残りました。
ＤＭ：獣が蹂躙したかのような勢いだ……。
オルロック：ミカだけでこのターン 91 点のダ

ージ14

ポイント。

12：ミカ：マーク
（クアリオン）
／命−2
（セ・終）
／減速（セ・終）
／盲目：被ダメージ23
9：ティアストラ：マーク
（ミカ）
：被ダメージ28

メージ出してますよ。
カから逃れるのが第一か……く、範囲攻撃なの
に一人のみとはもったいない！
*10

ダ ズ リ ン グ・ブ ラ ス ト

目眩ましの閃

光、ミカの意志 28までヒットして、ダメージ 9 点、
ティアストラの次ターン終了まで盲目状態です！

ガーリン：
《怒涛のアクション》ではなくフェ

ウ（味方のダメージの半分を肩代わりする）

イタッチトのアクションで、残りの標準アクシ

を使うべきだった。たとえ重傷になってい

ョン二回、攻撃に＋ 4 ですな。

ア ザ ー ウ ィ ン ド ・ ス ト ラ イ ド *14

デイン：そしてここで異界の風に乗って。範囲

ＤＭ／ティアストラ／被マーク、ミカ（9）：ミ

なお、今にして思えば、ここでクアリオン
の即応・割込パワー、ハーヴェエスツ・ソロ

ても、護衛役の仕事は仲間を守ることなの
だ。
注 10：ダズリング・ブラスト：

ＤＭ／クアリオン／重傷／防御−2 ／伏せ／被

は近接範囲・爆発1。クアリオンには外れたけど、

マーク、オルロック（30）：このままだと何も

ティアストラには命中。呪いも使って 20 点

できずに倒されそうなので、早々と切り札を使

ＤＭ：フェイワイルドのつむじ風がティアスト

囲に［光輝］ダメージを与え、盲目状態にす
る。

スタブ・オヴ・ジ・エンタングリング・ワイルド *11

エラドリンの黄昏の呪唱師（
『モンスター・
マニュアル』P.36）のパワー。噴射 3 の範

う。立ち上がって、からみつく野草の突き、緑色

ラを打つ！

の剣がほどけて茨の奔流となり、オルロックを

ジ受けてさらにつむじ風にがんじがらめ。動け

注 11：スタブ・オヴ・ジ・エンタングリン

締め上げる！

ない状態です。

グ・ワイルド：

ミカ：お互いに鞭といばらでからめあってる、

デイン：そして、デインはその風に乗って 9 マ

きゃー、エロいー。

ス瞬間移動。

ＤＭ：出目 1、ダメだっ！

ＤＭ：ま、また衝撃波ですね。二人とも4点喰ら

ガーリン：緑の閃光と銀の閃光——双方が交差

いました！

したとき、オルロックはにっこりと笑った。

デイン：隣に一マス。

オルロック：「やはりためらっているな、友よ」

全員：『！？』

ＤＭ／クアリオン：演出は当ててからと心に刻

デイン：そして今度はフ ェイの入れ替わり。

*12

みました（涙） クアリオンはフ ェイの一跳び

エラドリンの妖精騎士（
『モンスター・マ
ニュアル』P.36）のパワー。大ダメージを
与えた上で拘束する。

で、どこに移動です？

注 12：フェイ・ステップ：
エラドリンの種族パワー、移動アクション
として 5 マス瞬間移動する。

フ

ェ

イ

・

ス

イ

ッ

チ

*15

「待たせたな」といって、オルロックと場所を瞬

注 13：クアリオンの脇抜けるけど〜：
デインは減速状態であるので本来なら 2 マ
スの移動しかできない。セッション中は見
落としてしまっていた。

ミカ／命− 2 ／減速／盲目：く、機会攻撃でき

で離脱し、姫を守る。オルロックどうぞ。

間移動で入れ替わる。

ない！

オルロック（28）：どうするか。クアリオンが

ミカ：あ、また 4 点がお二人に……（笑）

注 14：アザーウィンド・ストライド：

ＤＭ：ティアストラは移動して距離をとる。

あっち行っちゃったんだよな（考）

ＤＭ：むむむう（汗） 積み重なるダメージも

ウォーロックの 3レベル遭遇毎攻撃パワー。

ガーリン：間合い外からちょっかい出す気だ。

デイン（28）：なら俺が動くまで待っててくれ、 いやだけど、オルロックの間合いの中に両方と
やりたい事がある。

http://hobbyjapan.co.jp/dd/

も収められちゃったとは！

*16

周囲の敵にダメージを与えて動けない状態
とし、自分は瞬間移動してその場を離脱す
る。

『妖侠デイン流離譚』 その一「竜を討ったデイン」

フ ェ イ ・ ス テ ッ プ

ティアストラは累積48点のダメー

4

デイン／減速：ターン終了で、喰らってる効果

ます。さらに、つかんでいる間は一回のマイ

ほど長く転移はできんぜ、長虫ちゃん」

両方ともセーヴ成功。残ってるのは減速だけ。

ナー・アクションとして 1 マス引き寄せできる。

ミカ：「おかえり、さあトカゲ狩りの時間だ」

*17

そしてマーク。

ＤＭ／ラズコレス／防− 2 ／幻惑：「おおお、

オルロック／一時 hp5（27）：こうなったらク

ＤＭ：縛られた！

我の庭守達がっ！」怒りに身を震わせながら次
の方どうぞ。らんらんと光る眼はガーリンを見

「後は任せたぜ、ダンピール」
インペイリング・ブロウ*18

アリオンを落としておこう。串 刺し撃。パワー

デイン：「エロイ……」

の効果で 2 マスシフトしてから、クアリオンに

ＤＭ／ラズコレス／他次元／防− 2（24）
：「ぐ、 据えてます。

対 AC32。

ぐおおおおッ！」と、緑竜はこのターン必死で

ガーリン／［毒］5 ＋減速（14）：前ターンの終

ＤＭ：ド命中です。

異次元空間から戻ろうとします……。今回は何

了時にセーヴを忘れていたガーリンを毒の激痛

オルロック：鞭の先が分裂し、無数に串刺す槍

もできず、終了時のセーヴのみか……。

が襲う「ぎゃぼー」

になる。19 ダメージでその場に釘付け、さらに

ガーリン：そのセーヴには− 2 がつきます。あ

ガーリン除く全員：あ！

と、これは異界の存在を放逐する祈祷なので、

ガーリン：オルロックさん、ティアストラの方

フェイや永劫や異形起源だったら− 5 ですナ。

を任せます。ガーリンはドラゴンの攻撃を妨害

撃が適用されるのは 1 ターンに 1 回となっ
ており、この瞬間移動には適用されない。

“動けない状態”。
ＤＭ：クアリオンの首ががくりと落ち、倒れま

注 15：フェイ・スイッチ：
ウォーロックの 6レベル遭遇毎汎用パワー。
移動アクションで 10 マス以内の味方と自
分の位置を瞬間移動で入れ替える。
注 16：
（笑）
：
連 載 第 一 回の 終 わりで 指 摘したとおり、
アップデートによりデインの瞬間移動の衝

す（デイン：あ、瞬間移動しよう）。

ＤＭ：いえ、たしかにフェイワイルドに住んで

しよう。

オルロック：
「急所は外した」そしてアクショ

ますが生まれは自然起源です。それに、単独モ

オルロック：「任せておけ」

注 17：残っているのは減速だけ：

ン・ポイント使用。「姫君、失敬するぞ」といっ

ンスターでセーヴには＋ 5 ありますから……。

ガーリン：その上で皆さんの意見を伺いたい。

グリーン・ドラゴンのドラゴン・ブレスは、

てティアストラに鬼縛りウィップ。

よし、出目 17 で成功です。戻ってきました！

ラズコレスの近接基礎攻撃能力を削っておくこ

ＤＭ：それは……、何とか避けた！

ガーリン：では、後効果で幻惑状態に……（Ｄ

とにどの程度の意味があるだろう？

オルロック：「かすったか。だがもはや逃がさ

Ｍ：しくしく）

オルロック：どうなんでしょう。アイツ、ウ

ぬ」ミスでも伏せ状態、脱出するまでつかまれ

デイン：「俺も転移はそこそこやるが、あんた

ォーロックですからね。

エ ン タ ン グ リ ン グ・ウ ィ ッ プ *19

デイン：んー、隣接しているデインはやっぱり
怖い。殴られて当たるとねえ。

態（セーヴ・終了）が残る。
注 18：インペイリング・ブロウ：
『ドラゴン・マガジン年艦』
、デッドストー
カー 11レベル遭遇毎攻撃パワー。攻撃前
にシフトでき、大ダメージを与えて動けな
い状態とする。

ア イ ア ン・ト ゥ・グ ラ ス *20

ガーリン：よし、なら決まりだ。鉄をガラスに。

注 19：エンタングリング・ウィップ：
『ドラゴン・マガジン年艦』
、
《ウィップ訓練》

ＤＭ：ぐぬぬぬ。命中です、緑竜の牙と爪が見
る間に脆いガラスへと変わる！

および《ウィップの上級者》特技により使え
るようになる 9 レベル一日毎攻撃パワー。
ヒットすればダメージを与える。また、命

ミカ：おお！

中のいかんを問わず目標をつかみ、移動さ

ガーリン：遭遇終了まで近接攻撃のダメージ−

せることができる。

4。ラズコレスが近接攻撃を命中させるたびに
牙が砕け爪は折れ、ペナルティは悪化してゆき
ます。最大− 10。
デイン：これはまたイヤなパワーだな！
オルロック：いかす！

平和主義的だ（笑）

注 20：アイアン・トゥ・グラス：
『信仰の書』
、クレリックの 5 レベル一日毎
攻撃パワー。目標の近接攻撃のダメージ・
ロールにペナルティを与える。目標が近接
攻撃をヒットさせるたび、武器が壊れてペ
ナルティが増大する。

『妖侠デイン流離譚』 その一「竜を討ったデイン」

対反応 33 まで。

http://hobbyjapan.co.jp/dd/

セーヴに成功した後も後効果として減速状

5

ミカ：「きれいな牙飾りだねぇ」

ミカ：そして、サクリフィシャル・カタールの

ガーリン：さて、デインさんが手傷負って敵の

能力を発動！

前。それは回復すべきか。

レスを弱体化状態にします！

デイン：もう一発くらいなら耐えられます。

撃は外れてますよ

配下を倒し尽くしてラズコレスを丸裸にし、

ガーリン：（しばし考えて）マイナー・アクショ

ＤＭ／ラズコレス／幻惑／近ダメー 4 ／減速

回復量は 15 点だが、アイテム（ヒーラーズ・

集中攻撃できるようにしなければならない。

ブローチ＋ 2）により増加している。

ストリーム・オブ・ライフ*21

あ、二回目の攻

ンで生命の奔流。

／弱体化：弱体化状態からダメージ− 4 された

ＤＭ：（オンラインなので見えないけれどディ

ら、ほとんど何もできない！？

スプレイ前で憤死寸前）

デイン：デバフの見本市みたいになってきた

ミカ：それはどんなパワーですか？

イアン・トゥ・グラス）。
PC 達はラズコレスをロックすることで、

ミカの回復力を捧げて、ラズコ

各個撃破の態勢を整えた。ならば今のうちに

レースは続いているのだ。

（笑）

注 22：ハンパリング・フラリー：

ＤＭ／ティアストラ／呪い／つかまれた状態／

撃パワー。主・副の二刀による二回攻撃。

被マーク（オルロック）／伏せ（9）
：オルロック

一つでもヒットしたら目標は減速状態にな

ガーリン：ああつまり、「筋肉は乙女、牙はガ

のウィップに縛られてるから、距離がとれない。

す。これはセーヴ終了ですが、セーヴを行なわ

ラス、燃える瞳はもう泣きそう」

そして、ダズリング・ブラストの再チャージも

ないこともできます。そして、ガーリンがこの

ＤＭ：バイオレンスはあんた達の方だ！

*23

イ

ル ・ ス

ウ

ィ

ー

く
プ

*24

なし。

ダメージを受けたとき、5マス以内の味方は17点

そー、幻惑じゃなかったら尾による薙ぎ払いが

デイン：フェイ・ステップはさっき使っちゃっ

回復します。

できたのに。

たしね。

ＤＭ：収支が合ってないよ！

ミカ／減速／盲目（12）
：：フライトフル・プレ

ＤＭ：そして（コロコロ）つかみからの脱出も

ガーリン／［毒］5 ＋減速：ガーリンの行動はこ

ゼンスの後効果へのセーヴ成功！

失敗か。こうなったら伏せたままで攻撃。「素
手攻撃ならこわくないわ！」。今ならオルロッ

こまで。対毒セーヴは（コロコロ）失敗。
ミカ／命− 2 ／減速／盲目（12）：手番だけど、

汎用パワー。本文中の説明の通り。本来の

『武勇の書』
、ファイター 7 レベル遭遇毎攻

ガーリン：わたしが継続的ダメージ 5 を受けま

テ

注 21：ストリーム・オブ・ライフ：
『信仰の書』
、クレリックの 6 レベル一日毎

この時点でラズコレスは、アイアン・トゥ・

*25

クがウィップ使えないしね。
バ

イ

ン

デ

ィ

ン

グ ・ ボ

ル

ト

るほか、両方とも命中すると追加ダメージ。
注 23：
「筋肉は乙女〜：
元ネタは「筋肉はゴリラ、牙は狼、燃える瞳
は原始の炎」
。永井豪の大河アクション漫
画、『バイオレンス・ジャック』のフレーズ。
注 24：テイル・スウィープ：
グリーン・ドラゴンのパワー。隣接した
敵が自ターンに移動しなかった時、即応・対
応で攻撃し、倒して伏せ状態にする。即応
アクションなので、幻惑状態の時は使えな
い。

*26

盲目で命中にさらに− 5、挟撃のボーナスも入

グラスの効果で近接ダメージ− 4。ディスミ

らないのであまりたいした攻撃はできません。

サルの後効果で幻惑状態。ハンパリング・フ

合いから逃がさない！」

とりあえずクリティカルでも出ればいいかなっ

ラリーで減速状態、そして今のサクリフィシ

オルロック：素手でファイターの標的による攻

での攻撃は可能な上、当たれば 1d4 ＋ 6 ダ

てことで、動きを鈍らす連打をしましょう。え

ャル・カタールによって弱体化状態を重ねら

撃＆機会攻撃。命中して計 10 点

メージなので結構イタい。しかも喧嘩屋

い！

れてミカにマークされている。単独モンス

ＤＭ／ティアストラ：く、累積ダメージ 76。判

ファイターなので素手攻撃は得意。

ＤＭ：− 7 でそれですか！

ターはセーヴにボーナスがあるとは言え、
“次

断間違ったかも……。デイン、対反応 23 は？

注 26：バインディング・ボルト：

ミカ：「アンタの気配、見え見えなんだよっ！」

ターン終了時まで”の効果はセーヴで終わら

デイン：外れ。「そっちは俺の影だ」

エラドリンの黄昏の呪唱師（
『モンスター・

ダメージは 22 点♪

せることができないのである。

ＤＭ／ティアストラ：では残ったマイナー・ア

*22

ハ ン パ リ ン グ・フ ラ リ ー

で、次のミカのターンまで

ラズコレスは減速状態です。
ＤＭ／ラズコレス／幻惑／近ダメー 4 ／減速：
「く、脚を！」

だがこの状況、見た目ほど楽勝というわけ
ではない。ラズコレスのhpはそれほど削れて
おらず、状態異常はいずれ解ける（例外はア

注 25：今ならオルロックが〜：

*27

冷静に考えると嘘、ウィップではなく素手

マニュアル』P.36）のパワー。遠隔攻撃で、
命中するとダメージに加え、動けない状態

クションで「ラズコレス様、申し訳ありませ

となる。これで足止めして、ラズコレスほ

ん！」と謝る。あ、ミカの盲目終わったよ！

かが殴るというのが戦術。
注 27：
「そっちは俺の影だ」
ウォーロックのクラス特徴“影歩き”によっ
て得ている視認困難のアピール。戦闘中に
発揮されるさまざまなクラスの能力に演出を
加えることでゲームはいっそう豊かになる。

http://hobbyjapan.co.jp/dd/

『妖侠デイン流離譚』 その一「竜を討ったデイン」

1 発目対 AC30。

デインに足留めの魔弾。「ラズコレス様の間

6

デイン：死の接吻って奴か！

第三ラウンド

フライバイ・アタックは標準アクションで

オルロック：じつは hp がフルなので、あまり意

移動、噛みつきを行なえる。ウォーロックの

味はないんだが（笑）

パワーを有効に使うため、たとえ減速で 2 マ

27：オルロック：一時 hp5

ＤＭ：いや、絵になる相手は彼女だけですしね

スといえども、ここは距離を取りたかった。

24：ラズコレス：幻惑／近接ダメ−4（遭遇

28：デイン：呪い／減速（セ・終）
：被ダメージ
33

え。ヒットです。オルロックに絡め取られた妖

また、噛みつきの継続ダメージは弱体化状態

終了まで）
／減速／弱体化／マーク（ミカ）
：

精の姫、闘いのさなかだというのにその瞳が潤

に影響されない。

被ダメージ22

み、頬に朱が差します。

14：ガーリン：
［毒］＋減速（セ・終）
／継続 5
（セ・終）
：被ダメージ19

最初ＤＭはデインにダメージを集中するこ

オルロック：……その首筋に接吻を。ダメージ
は6。回復はしない。まあ、確保しておくことが

とも考えた。
だが、その場合ミカからはファイターの標

12：ミカ：減速（セ・終）
：被ダメージ23

重要だろう。

的による攻撃、そして移動に対する機会攻撃

9：ティアストラ：呪い／伏せ／マーク／つか

ミカ：エローイ、大人のセッションだー

の両方を受けてしまう。さらに、ミカの機会

ＤＭ：大人のセッションとか言うんじゃありま

攻撃が命中したなら移動ができない！

まれた状態（オルロック）
：被ダメージ76

*29

せん（笑） デインどうぞ。
デイン（28→26）
：さっきから譲り合いっぽい

デイン／呪い／減速（26）：まずはラズコレス

ＤＭ：
（防衛役仕事してるなあ……）フライ・バ

が、またやりたいことがあるんだ。オルロック、 を呪っておく。これで二人とも“ウォーロック

イ・アタックは攻撃対象からの機会攻撃は受け

カース・オヴ・ザ・ダーク・ドリーム*30

先に動いてくれるか？

の呪い”の対象だ。それから 暗 夢 呪 法 をテ

ません。ミカを攻撃して2マス離脱します。命中

オルロック／一時hp5
（27）
：わかった。ではシ

ィアストラに撃つ。

してダメージは− 4 されて 5＋継続［毒］5 点です。

フトして、マイナーでティアストラを 1 マス引っ

ＤＭ：！

ミカ／減速／［毒］5：弱体化状態だから、2 点に

ブ

ラ

ッ

ド

・

ド

レ

イ

ン

*28

隣接して遠隔撃つなら、こちらの機

張る。つかみを維持しつつ吸血。頑健 31まで。

会こ……。

継続［毒］5 ですね、よゆー。

全員：おー！

デイン：いや、幻惑してるからできない（ＤＭ：

デイン：デインの機会攻撃はパンチなんで全然

でしたねー）。意志 20 は？

当たりません（笑）

ＤＭ：それは避ける！

ＤＭ：セーヴで終わる効果は、と。

やった！

の眷族》特技により使えるようになる遭遇
毎攻撃パワー。ヒットすれば小ダメージを
与え、使用者は回復力を消費できる。

ガーリン：牙がガラスになるのは遭遇終了まで

たろうが外れようが効果があるのさ。「最初に

続きます。そしてさっき噛みつきが当たりまし

行なった攻撃の成否に関わらず、使用者は目標

たので、以降は− 6 です。

もない、いやらしい、の意。ただ、今回は珍

を1マス横すべりさせる（セーヴ・終了）」。この

ＤＭ：ヒドいことさらっと言われた！

しく文字通りに“扇情的な”という意味であ

効果はマイナー・アクションで維持する。

デイン：「もうその牙はお飾りってことだよ」

る。

ＤＭ／ラズコレス／呪い／幻惑／近接ダメ− 4

ＤＭ：で、でも幻惑は終わったもん。ガーリン

注 30：カース・オヴ・ザ・ダーク・ドリー

／減速／弱体化（24）：ようやく手番が来たけ

の番ですー。

ム：

ど、1アクションしかできない……ッ。そしてブ

ガーリン／［毒］＋減速／継続 5：毒で 5 点、流

レスは再チャージしなかった……ッ。うーん、

れ出す生命の力で 5 点、つごう 10 ダメージ。ぐ

クは二次的な役割として制御役的な傾向も

わー

持つ。

フ ラ イ バ イ・ア タ ッ ク

注 29：エローイ：
かつて一部で流行った、えげつない、ろくで

ウォーロック 1レベル、一日毎攻撃パワー。
ダメージを与え横滑りさせる。ウォーロッ

『妖侠デイン流離譚』 その一「竜を討ったデイン」

デイン：だがこれは［一日毎］パワーなので、当

ミカに対して、かすめ飛び攻撃。

http://hobbyjapan.co.jp/dd/

注 28：ブラッド・ドレイン
『ドラゴン・マガジン年艦』
、
《ヴァンパイア

7

グラップリング・ストライク*34

デイン：だが、おかげでこちらが回復 17 点と。

たって24ダメ。さらに以降ラズコレスには命中

どいて今度は斬ってつかむ。AC31、12 ダメ。

ミカ：ガーリンからデインへ生命エネルギーが

＋ 2、ダメージ＋ 4 です。次のターンから本気出

ＤＭ：喰らいました、そしてつかまれる。逃げ

流れ込んでいく！

す！

られない？

セーヴも成功！

オルロック：だが、ガーリンも結構喰らってる
ミカのターン終了により、前ラウンドにミ

ぞ？！

お姫様息も絶え絶え。

オルロック：「さあ踊ろう」
ミカ：さっきから、オルロックのセリフとアク

ガーリン：そ、そうなのじゃ。ちょっと待って

カがラズコレスに与えた減速状態と弱体化状

ションが全部超美形！

くれ……、もう一度あの竜を弱体化させよう。

態は終了。しかし、ガーリンの弱体化状態は

デイン／呪い／減速（26）：まず行動宣言。テ

踏み込んでティアストラとオルロック以外を範

依然として継続している。

ィアストラに対して遠隔攻撃します。ラズコレ

ビ ー コ ン ・ オ ヴ ・ ホ ー プ *31

囲に入れ、希望のともしび。ラズコレスの意志

続くティアストラは立ち上がり離脱を試み

スさんはデインに機会攻撃できますがどうしま

25 は？

るがオルロックの縛めからは逃れられず。標

すか？

ＤＭ：命中です……

準アクションを移動に落とし、もう一度行な

ＤＭ：むー（デインに機会攻撃すると、ミカの

ガーリン：では改めて 1 ラウンド弱体化状態。

うがこれも無理。

ファイターの標的が発動して殴られる。けど、
当たれば継続［毒］ダメージをデインに入れら

一方わたしと味方は7hp回復です。さらに、以降
ガーリンの回復パワーは 5 点余計に回復。そし

デイン：「罠にかかった獣ってところだな」

*32

第四ラウンド

……おや、失敗。

れる。機会攻撃しないとミカからダメージは受
けないものの、デインにもダメージは行かない。

て自分はマイナーで底力、22 点回復。セーヴは

つまり、ラズコレスとデインの hp 交換、になる。

オルロック：ストリーム・オヴ・ライフとド

27：オルロック：一時 hp5

継続ダメージをたくさんまけばその分、回復が

ワーフ、相性いいですね！

26：デイン：呪い／減速（セ・終）
：被ダメージ

必要になり、勝ち目が見える）

ガーリン：次のターン頭にはミカの hp を回復
させます。ガーリンから 5 マス以内にいてくだ

9
24：ラズコレス：呪い／近接ダメ−6（遭遇終
了まで）
／弱体化／マーク（ミカ）
：被ダメー

さい。

ジ22
リーム・オヴ・ライフのダメージだけで考え

14：ガーリン：
［毒］＋減速（セ・終）
／継続 5
（セ・終）

ほぼ選択の余地はなかったかも知れない。
遭遇の目的やセッションの状況にもよるが、
少なくともこのオンライン・セッションでは
演出的な面を考えると、ムダに長引かせるよ

れば、以降17ラウンド自動回復が続く。ラズ

12：ミカ：被ダメージ23

り PC にプレッシャーを与えるようにした方

コレスは削り合いにおいて圧倒的不利な立場

9：ティアストラ：呪い／マーク／つかまれた

が戦闘は面白くなる。

となった。望みはガーリンを倒し、生命の奔

状態（オルロック）
／暗夢（セ・終）
：被ダメー

流を止めること。

ジ82

セッションのリズムを維持することは、重
要だ。
ラズコレスは機会攻撃を行なった。そして

しかし、その前にミカが立ちはだかる。
オルロック（27）
：「キミのワルツの相手は私だ」

ミカのカタールは過たずラズコレスを捕え、

ミカ／減速／［毒］5：毒ダメージをくらったの

さっきと同じくティアストラを 1 マス引いてラ

20 ダメージ。一方、ラズコレスは出目に恵ま

ち、移動して悪党死すべし！

ズコレスとの距離を離す。そしてウィップをほ

れず、牙は空を切る。

ヴ ィ ラ ン ズ ・ メ ナ ス *33

http://hobbyjapan.co.jp/dd/

対 AC35 まで当

発 3 の範囲内の敵を弱体化し、味方を回復。
さらに以降の回復にボーナス。損耗戦が予
測されるときには早めに使っておきたい。
なおこれによりストリーム・オヴ・ライフの
回復量は 22 点になっている。
注 32：おや、失敗
後からログを見たところ、ガーリンはド
ワーフの対毒セーヴ＋ 5 を忘れていたもよ
う。読者様におかれては注意されたし。
注 33：ヴィランズ・メナス：
ファイター 1日毎攻撃パワー。ダメージに
加え遭遇の間継続する命中、ダメージへの
ボーナスを得る。大物食いに最適。
注 34：グラップリング・ストライク：
『武勇の書 II』
、ファイター 1レベル無限回攻
撃パワー。ヒットしたなら通常のダメージ
に加え、目標を“つかむ”ことができる。近
接基礎攻撃の代わりにも使用でき、機会攻
撃などで相手を足止めすることもできる。

『妖侠デイン流離譚』 その一「竜を討ったデイン」

この時点でガーリンの hp は 88 点。スト

悩んでいるようだが、実のところここでは

注 31：ビーコン・オヴ・ホープ：
クレリック 1レベル一日毎攻撃パワー。爆

8

ウィッチファイアー*35

デイン：かいくぐって妖女の炎。命中、呪いも

で作られた手袋がブゥンと唸る。

化（24）：決定的なダメージは受けてないんだ

載せて 26［火］ダメージ。
ＤＭ：木の葉を綴った薄衣が炎にまかれて散っ
てゆく。エラドリンの姫は最後に言った。「深

ＤＭ／ラズコレス／呪い／近接ダメ−6 ／弱体

ブラックリーフ・グラヴズ／黒葉の手袋（宝物庫

遠なる森の龍よ、ふがいなき我をお許しを……。

けど、攻め手にも欠けるんだよな。ブレスはま
だ再チャージしないし。

Ⅱp105、840gp）
パワー（［遭遇毎］◆［瞬間移動］）
：フリー・アク

近接攻撃はもうあり得ないので、離脱してウ

血と骸を庭に捧げます」

ション。トリガー：使用者の“契約の恩恵”がトリ

ォーロックのパワーを使おう。

オルロック：「哀れな」

ガーされる。効果：使用者は自分の“契約の恩恵”の

ミカ：あー、さっき機会攻撃使っちゃった。

デイン：倒れた瞬間に契約発動！

他の効果に加えて、3マスの瞬間移動を行なう。

ＤＭ：では、移動して距離を取ります。デイン

ガーリン：飛んだ！

とガーリン、機会攻撃どうぞ。

ラ ズ コ レ ス：「 ま た こ の 衝 撃 波 か っ」飛 ぶ 先

ミカ：戻ってきた！

ガーリン：機会攻撃！

は？

ＤＭ：また戻ってきたー（涙）

はまったく考えていなかった！

デイン：ラズコレスに隣接したマス、そしてこ

デイン：また4点です。ただ、この位置だと最初

のタイミングでフリー・アクション「まだこれ

の場所から 3 マス離れてないから、視認困難に

を使っていなかった！」右手につけていた黒葉

はならない。

ファイターの標的と機会攻撃
相手の行動に対応し攻撃するファイターの2つの能
力、慣れないと戸惑うのでここで解説しよう。
まず、機会攻撃。ファイターの機会攻撃はほかのキャラ
クターと何ら変わることはない。つまり隣接する敵が、

*36

だが、機会攻撃とファイターの標的による攻撃には大
機会攻撃は機会アクションで行なうことができ、これ
は1キャラクターのターンに1回という制限はあるが、
1

注 35：ウィッチファイアー

ラウンドに何回でも行なうことはできる。

ウォーロック、1レベル遭遇毎攻撃パワー。

一方、ファイターの標的は即応アクションとして1ラ

きに機会アクションとしてその敵に近接基礎攻撃を行な

ウンド1回という制限があるので、ファイターはファイ

えるというものだ。

ターの標的をどの相手に対して使うか考える必要があ
る。
隣接・マークした雑魚が不用意にファイター以外を殴

の機会攻撃が命中したなら相手の移動を止めることがで

ろうとしたので、
これ幸いとかっ飛ばした次のターン、
あ

きる。この相手の移動を止めるという効果が、ファイター

と一息で落とせたハズのボスがシフト→移動で手の届か

の防衛役としての性能の高さだ。

ないところに行ってしまう。
これは良く起こる、
そしてＤ
Ｍとしては狙っていきたい動きだ。

ダメージに加え、目標の命中にペナルティ
を与える。
注 36：また 4 点です。

双方共にろくな近接基礎攻撃を持たず、か
すりもしない。

注 16と同じ
注 37：機会攻撃使っちゃった
これはミス。ファイターの標的の攻撃と機

ＤＭ／ラズコレス：ミカが近づいて来ないよう

会攻撃を取り違えている。詳しくはコラム

に、パワーを使う。「暗き御方よ！

参照。

その言葉

ト、あるいは2）このファイターを目標を含まない攻撃を

また本稿のデインとミカのように、敵の攻撃を誘い

行なったときに、即応・割込として近接基礎攻撃を行なえ

ファイターにファイターの標的を使わせるというコンビ

で敵を縛めたまえ」黒 き 霜 の 呪 法、対反応 32

注 38：カース・オヴ・ザ・ブラック・フロ

るというもの。

プレイを行なっているときには、ファイターの標的が

までヒット。

スト：

カース・オヴ・ザ・ブラック・フロスト*38

これらの能力によりファイターに隣接した敵は、ファ

残っているかどうかを把握しておくことが重要になる。

イターから離れようとする場合移動でもシフトでも攻撃

筆者のプレイグループでは、ファイターのプレイヤー

を受け、またファイター以外を攻撃しようとするとやは

がファイターの標的の有無を常時アピール
（旗を揚げた

ＤＭ／ラズコレス：半減で 5 点。ですが以降ミ

りして）して対応していた。
オススメする。

カはセーヴに成功するまで、移動したら 1d8 の

り攻撃を受けることになる。

http://hobbyjapan.co.jp/dd/

ミカ：それは喰らいます。

ウォーロック 9 レベル一日毎攻撃パワー。
本文の通り。ダメージは与えられるが、効
果から考えて、遭遇の初期に使うべきだっ
た。

『妖侠デイン流離譚』 その一「竜を討ったデイン」

より、この機会攻撃に
【判断力】ボーナスを得る。また、こ

一方、ファイターの標的はマークした相手が1）シフ

そんなことをしようと

きな違いがある、
それは必要とするアクションだ。

1）移動したとき、
2）遠隔及び遠隔範囲攻撃を行なったと

ただしファイターは“卓越の戦士”というクラス特徴に

*37

9

［冷気］ダメージを受けます！

さらにこっち

オルロックは竜に相まみえるため、戦場を

ＤＭ：一応、ラズコレスとしては上空に離脱し

駆ける。

が維持すると 2d8 ダメージ。
ミカ：それくらいなら！

ミカ：「逃げるのか、臆病ネズミめ！」

デインは敵にダメージを与えつつ、5 マス
ウ ィ ル・オ ヴ・ザ・フ ェ イ ワ イ ル ド

ガーリン／［毒］＋減速／継続 5（14）
：毒で 5 点、

瞬間移動させるパワー、フェイワイルドの意

流れ出す生命の力で5点、つごう10ダメージ。う

志、をラズコレスに放つが、竜の固い意志は

げー。そしてミカが 22 点回復

フェイの魅了を退けた。

*40

ちゃいたいですが、そうなると長引くんで是非
足を止めたり、引き寄せてください。

ＤＭ：焼け石に水、だったかなぁ（汗）
ミカ：「奴を引きずりおろしてくれ、頼む」

デイン：でも効果で 1 ラウンド幻惑！

デイン：次から、引き寄せる工夫はしてみるが、 Ｄ Ｍ： ま、 ま だ そ ん な パ ワ ー が 残 っ て る
ちょっと難しいか。

のー！？

ガーリン：
「ふははペイロアのすごく聖なる炎
セイクリッド・フレイム

をうけるがいいー」。聖なる炎が当たって 12 ダ
メージ。そしてミカさん、竜の呪いに対して

残ってるもなにもない。実質的にこの遭遇
が最初の遭遇だ。
悲鳴を上げるラズコレス。彼のドラゴン袋

セーヴをどうぞ。
ミカ：あ、出目 19 で成功です。「呪いなど！」

には穴が空いているらしく、このラウンドも

ＤＭ：うわあああ、水にもならなかったよう！

ブレスの再チャージはナシ。しかも幻惑でア

ガーリン：そしてようやくセーヴ成功、毒はな

クションは 1 つしかできない。

*39

手の届かないミカは中央の池を迂回してラ
ズコレスを追う。
闘いは第五ラウンドに突入した。

注 39：中央の池

ＤＭはここでアクション・ポイントの使用

くなりました。

この池は移動困難地形であるほか、
［毒］を

を決意した。本当ならブレスの充填を待って

帯びておりダメージを与える効果がある。

畳みかけたかったが、このままではアクショ

注 40：ウィル・オヴ・ザ・フェイワイルド

ン・ポイントを抱え落ちしてしまう。
ル ア リ ン グ ・ グ レ ア

フェイタッチトの伝説の道、11レベルの遭

*41

まずはミカに誘い寄せの眼光を放ち、2 マ

遇毎攻撃パワー。本文の通り。遭遇毎攻撃
パワーで確実に幻惑させるＤＭ泣かせのパ

ョンで、もう一人の防衛役オルロック

デイン：ならさっき当たってよ！

に泥まみれの心。

ＤＭ：むしろ当ててよ！

マ イ ア ・ ザ ・ マ イ ン ド *42

竜が恐れたのはオルロックの鞭に
捕えられることであった。果たして、

ガーリンの hp がちょっぴり削れてデイン
がフル回復、もはやパーティの hp に不安はな

えなくなる。

い。だが攻め手には欠け、セイクレッド・フ
レイムは不発。

のか教えてくれ、そこを打つ。

http://hobbyjapan.co.jp/dd/

注 41：ルアリング・グレア：
グリーン・ドラゴンのパワー。マイナー・ア

オルロックの視界から緑竜の姿は見

オルロック：「くらった」どこにいる

ワー。

縦穴から外に出ようというラズコレスにミ
カとオルロックが追いすがる。

クションで意志を狙う。ヒットしたら敵を
2 マス横滑りさせる
注 42：マイア・ザ・マインド：
ウォーロック 7 レベル遭遇毎攻撃パワー。
使用者及び使用者の味方すべてが目標に
とって不可視となる。思い返すに、これを
遭遇の初期で使えていれば！

『妖侠デイン流離譚』 その一「竜を討ったデイン」

ス遠ざける。そして追加の標準アクシ
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ウ ォ ー ロ ッ ク ス ・ リ ー プ

*43

そして、デインはウォーロックの跳躍で射

ＤＭ：ぐ、むむむむッ！

まぁダメージはたい

ア ス ト ラ ル ・ シ ー ル

*45

ガーリンはアストラル封印で味方を支援。

界を確保し、この状況を解決しうる［一日毎］

したことがない。

パワーを放つ。

デイン：そして効果。“この遭遇の終了時まで、

オルロックと共に隣接し、フットワーク・

使用者は自分のターンごとに 1 度、1 回のマイ

ルーアでラズコレスを引き込もうとする。が、

デイン：ギベスの誘惑を使います。

ナー・アクションとして、目標を2マス引き寄せ

不可視による− 5 はヴィランズ・メナスの

ミカ：ギベスって誰だろう

ることができる”。というわけでオルロックの

ボーナスを持ってしても覆せなかった。

ガーリン：星ウォーロックが契約する数多の星

隣まで引き寄せ！

の 1 つですな。緑色の災厄の星と『モンスター・

オルロック：よし！

マニュアル II』にあります。

ミカ：この効果すごい！

デイン：ヒットすればダメージ＋ 4 マス引き寄

と？

オルロック：いや、逃がさぬ。喉 踏 み 、対頑健

せ！ （コロコロ）対意志 19 ？

ＤＭ／ラズコレス：「ああ、なんだあの星は？

22 まで命中。

ＤＭ：それは外れる！

緑の光が、窓に窓に！」
（笑） さて、オルロック

ＤＭ：さっきのアストラル・シールのおかげで

デイン：お、でもこのパワーは良いですよ。さ

に隣接してターン開始したラズコレスですが

当たりました！

すが［一日毎］パワー。
“ミス：半減ダメージ。使

……。

ガーリン：よし。

ル ア ー ・ オ ヴ ・ ギ ベ ス *44

ミカはラズコレスの姿こそ見えないものの、

第 7 ラウンド
遭遇終わるまでずっ

クラッシング・フット*46

オルロック：ダメージは17。ヤツを倒して喉を

用者は目標を 2 マス引き寄せる”呪いも載せて
［精神］ダメージ 8。

ミカ：このままだと逃げられてしまう

期待を込めたブレスの再チャージはまたも

踏みつける。ターン開始時に俺につかまれてい
たなら、移動できない。

無情。

ミカ：すごい！
オルロック：「輝け、退魔の鞭よ！」。ライチャ

ればと思ったけど……単発セッションでこれ以

ス・ウィップのパワーを起動。目標一体は使用

上逃げても仕方ない、やろう）
「暗き御方、我は

者の次ターン終了時まで幻惑状態となる。目標

この運命を乗り越える！」オルロックからの機

が悪ならばこの幻惑はセーヴ・終了。

会攻撃はないので、まずはミカにルアリング・

ＤＭ：白銀の縛めがラズコレスを締め上げる

アイバイト

http://hobbyjapan.co.jp/dd/

移動アクションとして 6 マスの瞬間移動を
行なう。他の瞬間移動とは異なり、出現先
に視線が通っていなくても良い。
注 44：ルアー・オヴ・ギベス：
『秘術の書』
、ウォーロック5レベル一日毎攻
撃パワー。目標にダメージを与え引き寄せ
る。さらに遭遇終了時まで目標をマイナー・
アクションで 2 マス引き寄せることが可能
となる。
注 45：アストラル・シール：
『信仰の書』
、クレリック1レベル無限回攻撃
パワー。ダメージは与えず、目標の防御値

グレア。そして魔眼。ミカの目を奪う！

……もちろんセーヴ・終了、です。

デイン：フェイ・ウォーロックの［無限回］パ

オルロック：「鞭が反応している。悪の属性か」

ワーか。ホントにウォーロックなんだな。

ミカ：「よおし、これで逃げられまい！」

でのガーリンの場合、回復量は 13 点となっ

ラズコレス／近接ダメ− 6：誘い寄せはできな

デイン：アイバイト＋呪いで 16 ダメージ。「そ

ていた。

かったけど、アイバイトは対意志 31 まで！

の様子、竜というよりも蛇だな」

ミカ：意志31は当たる……。ダメージ12点受け

ラズコレス／近接ダメ−6 ／幻惑／伏せ／オル

て、見えなくなりました！

ロックに被マーク：というか、さっきオルロッ

オルロック：だが、こちらには見えるようにな

クに伏せにされたので、もう池に落下してるん

った！

だな。

を下げる。その目標に対して、次に攻撃を
命中させた仲間は hp を回復する。この時点

注 46：クラッシング・フット：
『武勇の書 II』
、ファイター 5レベル一日毎攻
撃パワー。命中の成否に関わらずダメージ
を与え伏せ状態にするほか、ヒットしてい
れば本文中にあるように、目標はオルロッ
クにつかまれている間は移動できなくなる。

『妖侠デイン流離譚』 その一「竜を討ったデイン」

ラズコレス／近接ダメ− 6：（ブレスが回復す

注 43：ウォーロックス・リープ：
ウォーロック 10 レベル一日毎汎用パワー。

11

よしここで、ブレス再チャージ！

もう、オ

ルロックとミカに吐く以外の選択肢はない！

三回攻撃が全部命中し狩りの獲物ものって、77
点！プラス幻惑状態。
ＤＭ：受けた手傷に怯え、自衛本能がラズコレ

ブレスは確かに命中し、継続的［毒］ダメー

ブ ラ ッ デ ィ ド・

スの臓腑を駆け巡り、力を与える。手 負いの
ブ

ジをオルロック、ミカに与える。

レ

*49

ス

ブレス！

以降、彼の瞳を覗くものは、そこに煌めく木
漏れ日を見たという。

だが、竜は見た。
渾身の毒の息の中、闘志を失わぬ戦士二人の

ミカ：また最大まで回復です。
*47

と全防御値に− 5 のペナルティ。

太陽神の祈りを捧げ、仲間を勇気づける司祭
人の世に生まれ、妖精境に育ち、そしてアス

の姿を。

ＤＭ：防御値− 5 ですか……平和主義者って怖
いですね。

そして、この激闘の中不敵な笑みを絶やさず、 トラル海と元素の混沌、その彼方までを旅した
高名なる冒険家、“霞の”デイン。

魔力を紡ぎ出す己が運命の男の姿を。

ミカ：ようやくペナルティ無しで攻撃できる！
「さあて、いよいよトカゲ狩りの時間だ」狩りの
獲物にラズコレスを指定、ヴィランズ・メナス
ショッキング・ツイスター*48

のボーナスを入れて激動の螺旋！

彼の声を聞くものは、そこに梢を渡る風の響
きを聞いたという。

姿を。

ガーリン：しかるのち、ベインを。攻撃ロール

彼は見事に緑竜ラズコレスを打ち負かし、古
きフェイの御料地を奪い、その地の“燦美”を己
の身体につなぎ止めた。

しかし、毎ラウンド22hpを回復するガーリ
ンの前に、そのダメージはあまりにもわずか。

——————————

そのあまたある冒険譚の中で特に名高い物語、
戦士の白銀に光る鞭がラズコレスの首に巻付く。 「竜を討ったデイン」の物語はこの通りに語ら
竜の膂力を人の技がいなし、ラズコレスは水

れ、そして語り継がれているのである。

たまりに引き伏せられた。

ＤＭ：もう公開しちゃいます、ラズコレスの

……暗き御方よ、これが私の運命か。

妖侠デイン流離譚、

AC は 21。しかも今は伏せ状態です。

そして竜は頭を垂れ、そしてデインの慈悲を

その一「竜を討ったデイン」 終

ミカ：こちらは今、命中が＋ 19 ですよ♪

では

注 47：ベイン：
『信仰の書』
、クレリック 1レベル遭遇毎攻

請うたのである。

撃パワー。1ラウンドの間、命中判定と防御
値にペナルティを与える。
注 48：ショッキング・ツイスター
『武勇の書』
、ショック・トルーパー 11レベ
ル遭遇毎攻撃パワー。クリーチャー 1 体に

実際の戦況

対し最大 3 回までの連続攻撃を行なう。す

今回のセッションではラズコレスが重傷になった時点

誘発する。なら、
と近接攻撃を試みればダメージには最大

で実プレイ時間が4時間ほどとなったため、ここで終了

−10のペナルティ。重傷になったことで、ラズコレスは

した。
実際の戦況においても、ラズコレスはこの時点でほぼ
詰んでいる。
ブラッディド・ブレスは確かにPC達を捕えたが、それ
は一番頑健なオルロックとミカのファイター二人。

流れ出す毒の血潮のオーラが発動するようになり、隣接
キャラクターに自動ダメージを与えはするが、ガーリン
のストリーム・オヴ・ライフの回復量には追いつかない。
*50

さらに言うならガーリンはまだヒーラーズ・マーシーと
いう全体回復パワーを残している。

べての攻撃がヒットしたなら、目標は幻惑
する。
注 49：ブラッディド・ブレス：
ドラゴンのパワー。重傷になった瞬間、ド
ラゴン・ブレスのパワーを再チャージし、即
座に使用する。
注 50：ヒーラーズ・マーシー

続くラウンドでオルロックがスラッシュ・アンド・パメ

PC達も一日毎攻撃パワーや遭遇毎攻撃パワーをほぼ

『信仰の書』
、クレリックのチャネル・ディ

ルをヒットさせ、がっちりとラズコレスを捕縛。クラッシ

使い果たしてはいるが、よほどダイスの目が偏るかミス

ヴィニティの一つ。周囲の重傷の味方に回

ング・フットとあわせラズコレスは一歩も動けなくなる。

をしない限り、ラズコレスは無限回パワーによって削り

復力を使用させる。使用者は 1ラウンド弱

殺されるだろう。

体化状態となる。

こうなっては何もできることはない。ラズコレスの持

http://hobbyjapan.co.jp/dd/

『妖侠デイン流離譚』 その一「竜を討ったデイン」

つウォーロック能力は遠隔攻撃であるため、機会攻撃を
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った時点で、「こいつは絶対フリーにしちゃい

セッション後の感想戦

けない」と思ったんですよ。

ＤＭ：えー、完敗です。デインのルアー・オヴ・

みつけてるという（笑）

ＤＭ：その判断は間違ってないですね。僕とし

ギベス、オルロックのクラッシング・フット＋

桂：（しみじみと）強かったねえ。

ては、次にこのメンバー相手の冒険を準備する

つかみからはもう逃れられません。

ＤＭ：こちらからすると、制御役が三人いる感

としたら、もう少しガツガツとダメージを与え

じでしたよ。位置調整のオルロック、状態異常

てくる敵、暴れ役や砲撃役を出すのが、手っ取

でも一番は第一ラウンドのガーリン、ディス

ミサルですね。敵が全然連携とれませんでした。 のガーリン、状態異常＋位置調整のデイン。モ

り早く緊張感ある戦闘になるなーと。

オルロック→小太刀：あれ強かったですねえ！

アサコ：でも、次回は確か天さんのウォーロー

ＤＭ：本当になにもさせて貰えなかった感じで

ンスターはほぼなにもさせて貰えない。
ただ、ガーリンは確かに回復、制御に大活躍

ドですよね？

すよ。

だったんですが、その分パーティ全体の純粋な

吉井：『武勇の書 II』の射撃型ウォーロードだか

ガ ー リ ン → 桂：『 信 仰 の 書 』に は こ う い う パ

ダメージ量は減ってる感じ。

ら、状態異常と回復が少し落ちて、パーティの

ワーが結構ある。

桂：このパーティの指揮役にガーリンが適して

攻撃力が増すはず。

ＤＭ：ダメージは入らないけど、強烈な状態異

いるかというと、実は微妙かもしれない。

常で固められるって奴ですね。

小太刀：ダメージ・ディーリングに長けたキャ

デイン→吉井：デインは、冒頭であれだけ動け

ラやウォーロードがいるともっと良かったかも。 ＤＭ：オンライン・セッションの感想はいかが

オンライン・セッションの感想

ミカ→アサコ：ミカがメインのダメージ・デ

です？

かな。その分イヤらしい技が多くて。

ィーラーだったんですが、もっと積極的に行く

桂：「どどんとふ」いいねえ。

ＤＭ：このパーティに立ち向かう敵は皆緩慢な

べきだったなと思いました。ラズコレスに向う

小太刀：ほとんどストレスを感じませんでした。

死を迎えるという……。

とき、池を迂回しないで、真っ直ぐ隣接してお

ＤＭ：このメンバーだと、あらかじめ面識があ

小太刀：あと、移動阻害キャラは思ったよりも

けば、総攻撃が 1 ラウンド早くできた。

ったから音声チャットでもほとんど戸惑いませ

ずっと強かった。ネタっぽく作ったキャラなの

ＤＭ：ファイターが敵に隣接するってのは、そ

んでしたね。

に（笑）

れだけでプレッシャーですね。ラズコレスは一

吉井：オンセの利点だけど、一番は「1：先行入

ＤＭ：僕もネタだと思ってました（笑） メイ

撃離脱と遠隔攻撃メインだったんで。

力が効くとこ」じゃないかな。

ン武器がウィップだからダメージでないよなー

ただ、ＤＭとしても反省点があってラズコレ

全員：『あー！』

と。それは確かにそうだっただけど。

スの運用が甘かった（別コラムにて解説）。

吉井：パワーの効果とか、高レベルになるほど

小太刀：着実に一人を無力化できる。ただ、テ

アサコ：お姫様（ティアストラ）は、途中から活

情報が増えやすい。たとえば、

ィアストラを引っ張るほうに行って、ドラゴン

躍できませんでしたね。

を逃しかけたのは失敗だったかな。

ＤＭ：うーん、敵を盲目にして配下に殴らせた

カース・オヴ・ザ・ダーク・ドリーム／ 暗夢

ＤＭ：でもでも。ラストのラズコレスがオルロ

り、戦線の後から遠隔攻撃でちょっかい出すキ

呪法／ウォーロック（フェイ）／攻撃／ 1

ックにウィップで絡め取られたのはすごいシー

ャラなので 1 対 1 になっちゃうと、辛いです。ク

標準アクション 遠隔・10 目標：クリーチ

ンですよね。中型サイズのオルロックが大型サ

アリオンと雑魚軍団があっさり倒れたからナァ。

ャー 1 体

イズのラズコレスを引きずりまわして、喉を踏

小太刀：ティアストラが状態異常使いだと分か

3d8+8
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を 3 マス横すべりさせる。

りが弾んだのが原因だろう。このこと自体は良

ター、敵の行動を遭遇の中に入れ込むと濃密な

維持・マイナー：最初に行なった攻撃の成否

い。

セッションになる。

に関わらず、使用者は目標を 1 マス横すべり
させる（セーヴ・終了）。

その上で、セッション開始時にＤＭの方から
予想される遭遇数などについて知らせ、時間配

３）既製品の調整

分についてＤＭとプレイヤーとで緩く合意を取

正直な所を言えば、今回のセッションにおい

とか、先に準備しておけばチャットなら貼り付

っておくと、適宜楽しんだあとで、「じゃあ次

てはこの「キャラクターおよび遊び方に合わせ

けるだけで一発で、他の人も確認しやすい。だ

の遭遇へ」と移行しやすい。

た遭遇の調整」が不十分であった。

けど、口頭でダイスふりながらだと、少し手間
取るし尋ね直しとかもある。
それとキャラクターのショウアップとかを先

オンライン、オフラインに限らないのかも知

『ドラコノミコン』で提示されている元の遭

れないが、時間が限られているセッションでは

遇では、ラズコレスはその機動力を生かし、最

参加者全員で時間管理を行なうと良いだろう。

終的には丘の外、屋外で一撃離脱戦術を用いＰ
Ｃ達を窮地に陥れるはずだった。ウォーロック

に準備しておいて、いざというとき貼り付ける
のも、いい。

２）セッションの圧縮

桂：というか、事前準備のあるなしで実プレイ

時間管理と合わせて。

の時の手間が雲泥の差になります。

ＲＰＧのセッションのなにに楽しみを見いだ

ＤＭ：本当にそうですね、事前準備については
別にコラムにしておきます。

すかは、セッション毎に異なる。
その上で、今回の企画では戦闘遭遇とキャラ

としてのパワーもそれを志向している。
ＤＭは途中から離脱して穴の外に出ようとし
たが、それはいたずらにセッションを長引かせ
る行動と思い直し、足を止めた。この指針のブ
レはＰＬ達にとっても迷惑だったかも知れない。

それと、ライターとしては判定についてログ

クターによる活劇をオンライン・セッションで

指針ではウォーロックス・リープで丘の外に瞬

が残るし、どどんとふの録画機能を使えば、棋

行なうことに注目した。そのため、活劇の前段

間移動することも示唆されていたので、最初か

譜も残るんでプレイ後に振返るのにとても便利

となる導入やＰＣの動機付けについては、実際

ら丘の外に出ないことを前提とした遭遇に組み

でした。

のセッション前に形にしておく手法をとった。

替えておくべきだったかも知れない。

ＤＭの反省

すなわち、セッションの予告と個別の導入＋
副次クエストの提示である。

または、瞬間移動のパワーだけを取り除き、
「丘の外に出て優位を得ようとするラズコレス」

セッションの予告では、「なぜＰＣたちがそ

を遭遇冒頭より強く演出し、ＰＬ達が「ドラゴ

は好評だった。デルヴ形式という遊び方、戦闘

の冒険の場にいるのか」を、個別の導入＋副次

ンを逃さないように行動する」よう、誘うとい

だけであっても魅力的なキャラクターによるや

クエストでは「今回、ＤＭがそのＰＣのために

う手もあっただろう。

りとりができる 4 版の特徴が生かせたのだろう。

用意したしかけ」を、それぞれ提示することを

また、全体としてややダメージが不足し、一

その上でオンライン・セッションの運営につ

意識している。この事前のやりとりは掲示板や

方で制御手段が多いパーティであることは事前

メールなどを用いて、ＰＣの意図、ＤＭの意図

にわかっていたので、ラズコレスを単独クリチ

のすりあわせも行なっている。

ャーではなく精鋭とし、双子のドラゴンで迎え

いても実地で解ったことがある。
１）時間管理

純粋にプレイ時間が短いゆえに活躍機会が限

今回は当初予定の3時間からは1時間ほど伸び

定されるため、ＤＭとしては確実にキャラク

てしまった。冒頭の合流などが楽しく、やりと

ターの“見せ場”を導けるような舞台やモンス

http://hobbyjapan.co.jp/dd/

撃つ、あるいは標準モンスターを多くするなど
も考えられる。
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第一回のセッションはおおむねプレイヤーに
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オルロックのチャットパレットの一部

遭遇毎攻撃パワー

れた意思疎通手段のもと、いかに敵味方が特性

イニシアチブ

ブラッド・ドレイン

を発揮し、活躍できるセッションを提示できる

1d20 ＋ 10

1d20+20

つまるところ、これらは限られた時間、限ら

イニシアチブ

とだろう。

事前準備について
今回使用した「どどんとふ」はチャット・ウイ
ンドウ中でダイス・ロールを行なうことができ

技能判定

2d4 ＋ 1

1d20+17〈運動〉

一日毎攻撃パワー

1d20+10〈隠密〉

クラッシング・フット

等

1d20+18

対”頑健” クラッシング・フット：

近接 1：
近接基礎攻撃

2d4 ＋ 10

イス・ロール書式と合わせて準備しておくこと

1d20 ＋ 18 対 AC

で、セッション中にいちいち入力せず、コピー

ウィップ＋ 2）：間合い 2

＆ペーストで入力したり、チャット・パレット

1d4＋10

に登録しておくことで、スムーズに処理を行な

ダメージ

近接基礎攻撃（ライチャス・

ライチャス・ウィップ＋2

ヒット；（ライチャス・ウィップ＋

2）：遭遇終了まで、目標はそのターン開始時に
君につかまれている場合、移動できない。目標

基礎攻撃

は伏せ状態になる：クリティカル時は＋ 2d6

クリティカル時は＋ 2d6（対悪＋ 2d8） （対悪＋ 2d8）
1d4 ＋ 10

える。
こうした入力補助の機能については、『どどん

ダメージ：回復力を 1 回使用できる

1d20+11〈威圧〉

る。
従って、あらかじめ各パワーや技能などをダ

対“頑健” ブラッド・ドレイン：間

合い 1：つかんでいる相手に対してのみ

か、そのためには何をすれば良いか、というこ

つかみ

ミス；（ライチャス・ウィップ＋

2）：目標は伏せ状態になる：

とふ』本家から発行されている、公式解説書に詳

1d20 ＋ 16

し い
（http://www.melonbooks.com/item/goo

ターン終了時まで“つかむ”脱出難易度30。維持

魔法のアイテムパワー

ds/id_goods/IT0000127911）。ぜひ活用しよう。

はマイナー・アクション

ライチャス・ウィップ＋ 2：フリー：一日毎：

1d20 ＋ 16

ヒットした時に使用、目標は次の君のターン終

以下に、今回使用したデータの一部を掲載す
る。実際のセッションでは各自がこうしたデー

対“反応” つかみ：目標を次の自

対“頑健” つかんだ相手を引きず

る：2 マス引きずる。
無限回パワー

文や定型処理については事前に用意しておくべ

グラップリング・ストライク

きである。

1d20+18

対 AC

グラップリング・ストライ

ク：間合い 1：
1d4＋10 （ライチャス・ウィップ＋2）君は敵を
つかむ、脱出難易度 30：クリティカル時は＋
2d6（対悪＋ 2d8）

http://hobbyjapan.co.jp/dd/
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「どどんとふ」を利用するのでなくても、定型

了時まで幻惑状態に。目標が悪及び混沌にして
悪なら幻惑（セーヴ終了）

タを準備し、使用した。
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次回予告
ついにこの時が来た。あなたたちは不死の王、
“伯爵”を狩る準備を始めた。その秘密の寝所に行
くには、暗いダンジョンの奥にある隠し通路を捜し出さなければならない。だが気をつけろ、あなた
たちの行く先には間違いなく、彼が最も信を置く“伯爵の近衛兵”が待ち受けている！
……『ボードゲーム・キャッスル・レイヴンロフト』より

雨が降っていた。

男、歴戦の傭兵隊長はマントをはね除け長弓

フードからしたたり落ちる雫が、男の厳つい
鼻梁に落ち、古傷にそって顎先へと伝い落ちる。
「隊長！

「レイヴンロフト妖殺行

である。

い叫ぶ。

過たず吸血鬼の胸板を捕える。そして、冷たい
雨のかわりに横殴りの太矢の暴風が死人の群れ

相変わらず長槍よりも農具の方が扱いが上手
だった。無理もない、男がこの呪われた村に請
われて来たのはたかだか数週間前の話だ。農民
を兵士にするには短すぎる。

不死者の物語は今、熱き英雄達の血によって
終幕を迎える。

に襲いかかった。
「勝手に死ぬな、お前達！

時の止まった城、凍りついた悲劇。

死に場所は俺が決

めてやる！」
男は叫ぶ、その叱咤に民兵達はもう一度戦う

「来たぞ！」

気力を奮い立たせた。

悲鳴じみた叫びが上がる。それと同時に、狼
の遠吠えが民兵達の総毛を逆立たせた。

——そうだ、まだやれる。
——この男がいるならば。
——俺たちは、きっと。

男は足早に柵に近づく。コツコツと義足が音

男、名はバルトロメオ。

を立てる。この数日の雨で身体は冷え切ってい
た。脚と腕の“切り株”が渋く疼く。
柵の向こうで、腐りかけた狼、足を引きずる
かつての仲間の死体の群れが、燐光に光る目を
見開き、近づいてきていた。
先頭に立つのは、
“伯爵”の先ぶれにして眷属。
青白い顔に赤い唇、獣の瞳と牙を持つ血を吸

数多くの戦場をくぐり抜け、あまたの武勲を
なしとげて、幾人もの恨みを買い、片手片足を
失ってなお、やはり戦いの場にある勇士。
暗闇に飲み込まれようとする小村で、彼の元
を訪れたのは、古き友。
数十年の月日を経ても変わることない異界の
美を備えた戦士、オルロックであった。

『妖侠デイン流離譚』 その一「竜を討ったデイン」

弦をぬらす

な。俺が撃つまでは手を出すな」

http://hobbyjapan.co.jp/dd/

——月下の夜想曲——」

「俺に合わせろ！」叫び、矢を放つ。その一射は

雨の中、肩から湯気を立てる民兵達が男に向

う鬼。

次回、妖侠デイン流離譚、屍狩りのオルロッ
ク外伝。

オ ン・マ イ・マ ー ク

柵の修理、終わります」

「槍持ち、前に出ろ。石弓は構え！

を引き絞る。矢をつがえる手は、鈍く光る鉄鉤
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“霞の”デイン
種族：ヒューマン
レベル：11

性別：男

属性：無属性

クラス：ウォーロック（フェイの契約）

特技

アイテム

レベル 1：《ヒューマンの忍耐力》

●主武器・装具：ロッド・オヴ・コラプション＋ 2

レベル 1：《回復回数追加》

●鎧スロット：ヴェテランズ・ドラウメッシュ・アーマ

レベル 2：《バード系儀式会得者》
（秘術）

ー＋ 3（宝物庫）

レベル 4：《秘術の使い魔：ドラゴンリング》
（秘術）

●腕部スロット：―

伝説の道：フェイタッチト

レベル 8：《霧歩き強化》

●脚部スロット：ブーツ・オヴ・イーガネス（宝物庫）

背景：異次元界生まれ：
〈魔法学〉＋ 2

レベル 10：《早抜き》

●両手スロット：ブラックリーフ・グラヴズ（宝物庫 II）

レベル 11：《二股の呪い》

●頭スロット：―

クラス特徴他：ウォーロックの呪い、霧歩き、最接近射

●首スロット：ケープ・オヴ・マウンティバンク＋ 2（宝

撃、影歩き、フェイタッチトのアクション、瞬間移動の

パワー

衝撃

ウォーロック；無限回攻撃 LV 1：アイバイト

●指輪スロット：―

ウォーロック；無限回攻撃 LV 1：エルドリッチ・ブラ

●腰スロット：―

【筋】9、【耐】11、
【敏】14、
【知】18、【判】11、【魅】22

スト
ウォーロック；無限回攻撃 LV 1：スパイトフル・グラ

AC：24

頑健：18

イニシアチブ：＋ 9

反応：24

意志：25

移動速度：6

HP：73、回復力回数：8、回復力：18

マー（FRPG）
ウォーロック；遭遇毎攻撃 LV 1：ウィッチ・ファイア
ー
ウォーロック；一日毎攻撃 LV 1：カース・オヴ・ダー

“修得済み”技能
〈事情通〉＋ 16、
〈宗教〉＋ 14、
〈盗賊〉＋ 12、〈はったり〉
＋ 16、〈魔法学〉＋ 18、
〈歴史〉＋ 16

ク・ドリーム
ウォーロック；遭遇毎汎用 LV 2：イセリアル・ストラ
イド（星）
ウォーロック；遭遇毎攻撃 LV 3：アザーウインド・ス

“修得済み”でない技能
〈威圧〉＋ 11、
〈運動〉＋ 4、
〈隠密〉＋ 7、〈軽業〉＋ 7、〈看
破〉＋ 5、
〈交渉〉＋ 11、
〈持久力〉＋ 5、
〈自然〉＋ 5、
〈知
覚〉＋ 5、
〈地下探検〉＋ 5、
〈治療〉＋ 5

トライド

物庫）

●その他の魔法のアイテム：―
●ポーション：―
●消費型アイテム：ポーション・オブ・ヒーリング ×2
●一般アイテム：標準冒険者キット、楽器（165gp）
●残金：115g
●儀式：バード ･ クラスによるもの：グリヴ・リメリッ
ク、トラヴェラーズ・チャント（PHB2）
一般系：ブリュー・ポーション、アンシーン・サーヴ
ァント（秘術）
、コンプリヘンド・ランゲージ、トラベ
ラーズ・フィースト（秘術）
、フールズ・ゴールド（秘
術）

ウォーロック；一日毎攻撃 LV 5：カース・オヴ・ブラッ
ディ・ファングズ *
ウォーロック；遭遇毎汎用 LV 6：フェイ・スイッチ
ウォーロック；遭遇毎攻撃 LV 7：サイン・オヴ・イル・
オーメン（星）
ラック・フロスト *
ウォーロック；遭遇毎汎用 LV 10：ウォーロックス・リ
ープ
フェイタッチト；遭遇毎攻撃 LV11：ウィル・オヴ・ザ・
フェイワイルド

http://hobbyjapan.co.jp/dd/
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ウォーロック；一日毎攻撃 LV 9：カース・オヴ・ザ・ブ
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ミカ

特技

アイテム

ヒューマン：《怒涛のアクション》

●主武器・装具：ヴェンジフル・カタール＋２（宝物

烈風の技：《二刀の守り》
種族：ヒューマン
レベル：11

性別：女

属性：無属性

クラス：ファイター

伝説の道：ショック・トルーパー

レベル 1：《武器習熟：カタール》
レベル 2：《追加 hp》
レベル 4：《武器熟練：軽刀剣類》
レベル 6：《荒野の戦士》

クラス特徴他：烈風の技、ファイターの標的、卓越の戦
士、必殺兵、狩人の獲物、足さばきのアクション

頑健：26

イニシアチブ：＋ 9

反応：23

意志：20

移動速度：5

HP：96、回復力回数：9、回復力：25

〈運動〉＋ 15、
〈持久力〉＋ 9、
〈事情通〉＋ 9、〈知覚〉＋
12、〈治療〉＋ 12

ー
（宝物庫）
●脚部スロット：―

レベル 10：《上級者パワー》

●両手スロット：―

レベル 11：《烈風奥義》
（武勇）

●頭スロット：―
●首スロット：カラー・オヴ・リカヴァリィ（宝物庫）

パワー

●指輪スロット：―

ファイター；無限回攻撃 LV 1：フットワーク・ルアー

●腰スロット：ベルト・オヴ・ヴィゴー

（武勇）
ファイター；無限回攻撃 LV 1：デュアル・ストライク
（武勇）

“修得済み”技能

3（宝物庫）
●腕部スロット：アイアン・アームバンズ・オヴ・パワ

レベル 8：《不意の突撃》
（武勇）

【筋】22、【耐】11、
【敏】18、
【知】11、【判】14、【魅】9
AC：27

庫）
、サクリフィシャル・カタール＋２（宝物庫）
●鎧スロット：サモンド・ブレイドメイル・アーマー＋

ファイター；無限回攻撃 LV 1：ブラッシュ・ストライ
ク（武勇）

●その他の魔法のアイテム：―
●ポーション：―
●消費型アイテム：―
●一般アイテム：標準冒険者キット
●残金：39g

ファイター；遭遇毎攻撃 LV 1：ファンネリング・フラ
リー（武勇）

“修得済み”でない技能

ファイター；一日毎攻撃 LV 1：ヴィランズ・メナス

〈威圧〉＋ 4、
〈隠密〉＋ 8、
〈軽業〉＋ 8、
〈看破〉＋ 7、
〈交渉〉

ファイター；遭遇毎汎用 LV 2：シュルード・リポジシ

＋ 4、
〈自然〉＋ 7、
〈宗教〉＋ 5、
〈地下探検〉＋ 7、
〈盗賊〉
＋ 8、〈はったり〉＋ 4、
〈魔法学〉＋ 5、〈歴史〉＋ 5

ョニング（武勇）
ファイター；遭遇毎攻撃 LV 3：プロウビング・アタッ
ク（武勇）
ファイター；一日毎攻撃 LV 5：ファイターズ・リカバ
リー
ファイター；遭遇毎汎用 LV 6：アジャイル・アプロー

ー（武勇）
レンジャー；一日毎攻撃 LV 9：ツーウルフ・パウンス
ファイター；遭遇毎汎用 LV 10：ストレンクス・フロ
ム・ペイン（武勇）
ショック・トルーパー；遭遇毎攻撃 LV11：ショッキン
グ・ツイスター
（武勇）

http://hobbyjapan.co.jp/dd/
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チ（武勇）
ファイター；遭遇毎攻撃 LV 7：ハンパリング・フラリ
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オルロック

特技

アイテム

ヒューマン：《ヴァンパイアの眷族》
（ドラゴンマガジン

●主武器・装具：ライチャス・ウィップ＋ 2（ドラゴンマ

年艦）
種族：ヒューマン（ダンピール） 性別：男

レベル 1：《ウィップ訓練》
（ドラゴンマガジン年艦）

属性：無属性

レベル 2：《強固なつかみ》
（武勇 II）

レベル：11

レベル 4：《ウィップの初級者》
（ドラゴンマガジン年艦）

クラス：ファイター

伝説の道：デッド・ストーカー

レベル 6：《武器熟練：フレイル類》

クラス特徴他：喧嘩屋の流儀、ファイターの標的、卓越
の戦士、不屈の血、デッドストーカーのアクション

ガジン年艦）
●鎧スロット：ダークフォージド・ワイヴァーンスケイ
ル・アーマー＋ 3（宝物庫）
●腕部スロット：アイアン・アームバンズ・オヴ・パワ
ー
（宝物庫）

レベル 8：《ウィップの中級者》
（ドラゴンマガジン年艦）

●脚部スロット：ラッシング・クリーツ（宝物庫）

レベル10：《ウィップの上級者》
（ドラゴンマガジン年艦）

●両手スロット：―

レベル 11：《霧形態》
（ドラゴンマガジン年艦）

●頭スロット：―
●首スロット：アミュレット・オヴ・プロテクション＋

【筋】22、【耐】13、
【敏】18、
【知】9、【判】12、【魅】11

パワー
ファイター；無限回攻撃 LV 1：スラッシュ・アンド・パ

AC：28

頑健：29

イニシアチブ：＋ 9

反応：23

意志：20

移動速度：5

HP：88、回復力回数：10、回復力：22

メル（武勇 II）
ファイター；無限回攻撃 LV 1：グラップリング・スト
ライク（武勇 II）
ファイター；無限回攻撃 LV 1：クリーヴ

“修得済み”技能
〈威圧〉＋ 10、
〈運動〉＋ 16、
〈持久力〉＋ 11、〈自然〉＋
11、

ダンピール；遭遇毎攻撃種族：ブラッド・ドレイン（ド
ラゴンマガジン年艦）
ファイター；遭遇毎攻撃 LV 1：バッシュ・アンド・ピニ

3（宝物庫）
●指輪スロット：―
●腰スロット：ベルト・オヴ・ヴィゴー
●その他の魔法のアイテム：―
●ポーション：―
●消費型アイテム：ポーション・オヴ・ヒーリング、ポ
ーション・オヴ・クラリティ
●一般アイテム：標準冒険者キット
●残金：39g

オン（武勇 II）
“修得済み”でない技能

ファイター；一日毎攻撃 LV 1：ヴィランズ・メナス

〈隠密〉＋ 9、
〈軽業〉＋ 9〈看破〉＋ 6、
〈交渉〉＋ 5、
〈事情通〉

ファイター；遭遇毎汎用 LV 2：フォースフル・ドラッ

＋ 5、
〈宗教〉＋ 4、
〈知覚〉＋ 6、
〈地下探検〉＋ 7、
〈治療〉
＋ 6、
〈盗賊〉＋ 9、
〈はったり〉＋ 5、
〈魔法学〉＋ 4、
〈歴
史〉＋ 4

グ（武勇 II）
ファイター；遭遇毎攻撃 LV 3：ウィップ・スネア（ドラ
ゴンマガジン年艦）
ファイター；一日毎攻撃 LV 5：クラッシング・フット
（武勇 II）
ラゴンマガジン年艦）
ファイター；遭遇毎攻撃 LV 7：カム・アンド・ゲット・
イット
レンジャー；一日毎攻撃 LV 9：エンタングリング・ウ
ィップ（ドラゴンマガジン年艦）
ファイター；遭遇毎汎用 LV 10：ミスト・フォーム（ド
ラゴンマガジン年艦）
デッドストーカー；遭遇毎攻撃 LV11：インペイリン
グ・ブロー（ドラゴンマガジン年艦）
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ファイター；遭遇毎汎用 LV 6：ウィップ・クラック（ド
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ガーリン

特技

アイテム

クレリック：《儀式取得者》

●主武器・装具：マジック・ホーリィ・シンボル＋ 3

レベル 1：《平和なる癒し手》
（信仰）

●鎧スロット：ファインメイル・ヒーラーズ・アーマー

レベル 2：《装具練達：聖印》

●腕部スロット：―

レベル 4：《治療者の装具》
（信仰）

●脚部スロット：―

伝説の道：メッセンジャー・オヴ・ピース

レベル 6：《追加 hp》

●両手スロット：グラヴズ・オヴ・ヒーラー

背景：貴族：〈看破〉＋ 2

レベル 8：《巨人回避》

●頭スロット：―

レベル 10：《治癒の拡大》
（信仰）

●首スロット：ヒーラーズ・ブローチ＋ 2

レベル 11：《伝説級防御》

●指輪スロット：―

種族：ドワーフ
レベル：11

性別：男

属性：善

クラス：クレリック

クラス特徴他：ドワーフの底力、踏ん張り、チャネル・デ
ヴィニティ、癒し手の知恵、ヒーリング・ワード、儀式
執行者、非暴力の誓い、交渉者のアクション
【筋】11、【耐】16、
【敏】11、
【知】9、【判】22、【魅】18

●腰スロット：―
パワー

●その他の魔法のアイテム：―

クレリック；無限回攻撃 LV 1：アストラル・シール（信

●ポーション：―

仰）
クレリック；無限回攻撃 LV 1：セイクレッド・フレイ

AC：24

頑健：21

イニシアチブ：＋ 5

反応：18

意志：26

移動速度：5

ム
クレリック；遭遇毎攻撃 LV 1：ベイン（信仰）

HP：88、回復力回数：10、回復力：22

クレリック；遭遇毎クラス：ヒーリング・ワード

抵抗：［毒］に対するセーヴに＋ 5 種族ボーナス

クレリック；遭遇毎クラス：チャネル・ディヴィニテ

●消費型アイテム：―
●一般アイテム：標準冒険者キット、聖印、儀式書（ジェ
ントル・リポウス、マジック・マウス）
●残金：800g ｐ

ィ：ヒーラーズ・マーシー
（信仰）
クレリック；遭遇毎クラス：チャネル・ディヴィニテ
“修得済み”技能
〈看破〉＋ 18、
〈交渉〉＋ 14、
〈宗教〉＋ 9、〈治療〉＋ 16

ィ：ディヴァイン・フォーチュン
クレリック；一日毎攻撃 LV 1：ビーコン・オヴ・ホープ
クレリック；遭遇毎汎用 LV 2：ディヴァイン・エイド

“修得済み”でない技能
〈威圧〉＋ 9、
〈運動〉＋ 4、
〈隠密〉＋ 4、〈軽業〉＋ 4、〈持
久力〉＋ 9、
〈事情通〉＋ 9、
〈自然〉＋ 11、〈知覚〉＋ 11、
〈地下探検〉＋ 13、
〈盗賊〉＋ 4、〈はったり〉＋ 9、〈魔
法学〉＋ 4、
〈歴史〉＋ 4

クレリック；遭遇毎攻撃 LV 3：ヒム・オヴ・リサージャ
ンス（信仰）
クレリック；一日毎攻撃 LV 5：アイアン・トゥ・グラス
（信仰）
クレリック；遭遇毎汎用 LV 6：ストリーム・オヴ・ライ

仰）
クレリック；一日毎攻撃 LV 9：ディスミサル（信仰）
クレリック；遭遇毎汎用 LV 10：ヒーラーズ・バーム
（信仰）
メッセンジャー・オヴ・ピース；遭遇毎攻撃 LV11：パシ
ファイ（信仰）
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フ（信仰）
クレリック；遭遇毎攻撃 LV 7：デナンシエイション（信
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