『妖侠デイン流離譚』 第 回 レイヴンロフト妖殺行――月下の夜想曲――
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第3回

レイヴンロフト妖殺行――月下の夜想曲――

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！

主要クエスト：
“伯爵”を破壊する。一人 800XP（3200XP）
http://hobbyjapan.co.jp/dd/
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はじめに
小太刀：悪魔城、って使って良いんですかねえ

己紹介お願いします。

が低いことの演出で。左足が義足、右手が鉄鉤

田中天：は、名はバルトロメオ。『武勇の書 II』

のついた義手になっているという設定。

を使った弓使いで、かつて名を馳せた傭兵隊長。

瀬尾：弓使いなのに【敏捷力】低いんですか？

学者の家系に生まれたものの、博打と女で身

ＤＭ：弓使いのウォーロードも、基本となる能

瀬尾：ダメだったら、伏せ字になっているから

を持ち崩したので、同じ大学の仲間を誘って傭

力値は【筋力】なんです。『武勇の書 II』で導入

心配しなくても。

兵隊を結成。高い金と引き換えに、優れた軍略

された射撃型ウォーロードは、チェインメイル

ＤＭ：初回で既に出てますから、たぶん大丈夫

を売りつける商売を始めた、そういう設定でウ

とシールドの代わりに軍用遠隔武器を使えるよ

（笑）というわけで予告の通り、今回は悪魔城で

ォーロードを。

うになり、ボウ類による遠隔基礎攻撃を【筋力】

“伯爵”を討って貰うというシンプルな冒険で

ＤＭ：おおー！

（笑）

なんかドイツ傭兵っぽい。

で行なえるようになります。

す。

田中天：勝ったり負けたり幽閉されたり都市を

田中天：
「オレぁまだ若い」と「年寄りをいたわ

瀬尾：わっかりやすーい♪

劫掠したりと波乱万丈に数十年を生き延びた上

れ」を状況により使い分けるオヤジということ

ＤＭ：レベルは12レベル、各“伝説の道”の汎用

で後進に団を譲りました。ここ10年ほどは気ま

で。

パワーが使えるようになって、ますます“伝説

まに放浪生活をしています

瀬尾：大人ってズルイ（笑）

の道”の個性がはっきり出てきますね。

小太刀：各所で怨みも買ってそうですね。

ＤＭ：さて、今回のセッションですが。午後一

吉井：そして、クレリックのドーリンに代わっ

田中天：逃げ回っているともいう（笑）今は無

時開始で目標は四時終了、延びても五時までに

て歴戦のウォーロードが合流、と。

数の戦傷と長年の不摂生がたたり、節々の動き

は終わらせようと考えてます。バルトロメオは

ＤＭ：どんなキャラなのか、ちょっとここで自

がやや不自由になっている。これは、【敏捷力】

今回初登場ですが、他の三人との合流のシーン

時間配分

今回の冒険のネタ

イベントが明確なセッションで時間が限られている場

今回の冒険は、絶賛発売中のＤ＆Ｄボードゲーム『キ

合、ＤＭから遭遇の数や時間配分の想定などをプレイヤ

ャッスル・レイヴンロフト』を利用してみた。このボー

ーに公開・協力をお願いしてしまうのはセッション運営

ドゲームはそのままＤ＆Ｄを遊ぶのにも有効に使える。

の一つの手段である。

今回はボードゲームのダンジョン・タイルを使って戦

思います。
全員：はーい。

まずは PC 紹介

闘マップを作り、登場するモンスターもゲームに登場す

い情報でありゲームの迫真さを損なうかも知れないが、

るものを用いている。オフラインで遊ぶ場合なら、今回

ＤＭ：さて、今回の導入は各自に配ってありま

登場したモンスターのミニチュアは『キャッスル・レイ

すが、改めて読み上げつつ、すり合わせて行き

（限られた時間の中で）余裕を持って十分にセッション
を行なうというのはそれを補って余りある。
プレイヤー達にもその情報を元にメリハリのあるロー
ルプレイや戦闘を心がけて貰おう。だが、時間内にセッ
ションを終わらせるようとして、仲間を急かしてはなら
ないということには気をつけておこう。
セッション時間を管理するのは、ただ時間内にゲーム
を終了させるだけが目的ではない。余裕を持った進行で
セッション運営の負担を減らし、よりよいセッションを
継続的に遊べるようにするためなのである。
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ヴンロフト』ですべて手に入る。このゲームには他にも
ドラコリッチのミニチュアなどがあるので、普段のセッ
ションにも応用範囲は広い。
また、このゲームの各シナリオをモチーフにしてセッ
ションを行なってみるのも面白い。実のところ、今回の
冒険の“予告”も『キャッスル・レイヴンロフト』の最終
シナリオのアオリ文だったりする。

ましょう。まずは、オルロック！
導入 1：オルロック
長かった。
悪魔城へ、
“伯爵”のもとにたどり着くために
君は百年もの月日を費やしてきた。
百年前、
“伯爵”は君の目の前で母を手にかけ
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たしかに遭遇数などのメタ情報は、PC には知り得な

『妖侠デイン流離譚』 第 回

は軽めにして、第一遭遇に入ってしまいたいと

2

ＤＭ：バルトロメオには特段の副次クエストは

た。その時初めて君は自らの呪われた出生、ダ

んじゃないかな。俺が大学やめて傭兵隊長とし

ンピールとしての宿命を知ったのである。かろ

て駆け出しだった頃に同じ隊にいたという……。 ないんですが、この村に伝わる「聖別された白

うじて逃れた君はデッドストーカーとして死霊

オルロック：それ良いですね！

を狩りつつも、一つの疑念がずっと心に残って

バルトロメオ：俺の方は老いて、身体も自由が

いた。

きかなくなっているところに当時と変わらぬ姿

なぜ、“伯爵”は母を娶り、そして君という子

木の杭」が託されます。それは導入のシーンで。

のオルロックがやってくるわけです。
ＤＭ：なるほど、『年月』の重みを演出してオ

供を設けてなお母を殺したのか。
それは貴種の気まぐれに過ぎなかったのだろ

ルロックが引きたちますね！

ではこんな感じ

副次クエスト：特になし。
特殊：過去に悪魔城が顕現した時、伝説のヴ
ァンパイア・ハンターがこの村に残していった
「聖別された白木の杭」が託される。

に修正します。

うか？

吉井：でもこの人飛び道具使いじゃん（笑）
小太刀→オルロック：良いっすねコレ！

やっ

ぱりヴァンパイアものはこうでないと！
ＤＭ：やはりダンピールである以上、出生の真

導入 2：バルトロメオ
旧友、オルロックは変わらず、修羅の只中に
そして、それは君も同じだ。

やっておきたいですからね！

夜に襲い来る死者から村々を守る、その任務

田中天：俺たちの外見も19世紀のビクトリア風

の最中に君の元を訪れたオルロックは、死者の

になってたり（笑）

群れが現れた原因は“伯爵”の居城、悪魔城にあ

識してやりましょう！

で、オルロックの副次

クエストはこちらになります。

ると告げた。
オルロックはそれを食い止めるため悪魔城に
向うと言う。
確かにそうだ。この戦いに勝つ最善の方法、

副次クエスト：
“伯爵”が母との間に君を設
けた真意を説き明かす。一人 200XP

それは“伯爵”がこの世に現れる前に討つとい
うことなのだ。

導入 3：ミカ
城の影に近づくにつれ、首筋が疼く。
稲光が馬車の中に切り込み、赤い痣と二つの
傷口が明らかになる。
人里で対峙した“伯爵”。その瞳が緑色の燐火
に燃えたとき、あなたは耐え難い欲求に支配さ
れた。捕食者の前に身を投げ出してしまいたい、
その抱擁に身を委ねてしまいたいという欲求に。
仲間の声が届いたときには、あなたは“伯爵”
にかき抱かれていた。振り払うことができたの
は、戦士としての不屈の本能であったろう。

ＤＭ：バルトロメオは悪魔城が出現するという

あなたは“伯爵”を倒さねばならない。身体の

えるようにしないと。

村に雇われて、やってくる不死者達との闘いを

奥底に息づき始めた、闇への渇望。それに飲み

吉井：そこはまあ、戦いながらでいんじゃな

指揮していました。で、そこにオルロックがや

込まれる前に。

い？

って来るというわけです。そして彼は悪魔城に

ＤＭ：つぎは、新登場のバルトロメオ。導入な

乗り込むという。

瀬尾→ミカ：つまり、既に一回“伯爵”には会っ

んですが、バルトロメオの旧友を前回から引き

田中→バルトロメオ：なるほど。ならばそれに

てるんですね。

続き参加の 3 人の中から誰か選んでください。

同行し頭を潰そう。そうしないとこの闘いはキ

ＤＭ：はい、ミカには「吸血鬼に狙われる麗し

バルトロメオ：だとしたら、オルロックが良い

リがない。

いヒロイン」をやってもらいたいな、と。
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瀬尾：む、するとオルロックと“伯爵”が話し合

『妖侠デイン流離譚』 第 回

ゴシック・ホラー風味を意

ＤＭ：では次はミカ！

あった。

実と父との相克を流麗耽美に描く、というのは

ＤＭ：そうそう♪

バルトロメオ：いや、ちょっと考えがある。

3

吉井：【筋力】が 22 くらいあるけど、“麗しいヒ
ロイン”
（笑）

導入 4：デイン

ミカ：でも意志防御値確かに弱いしなー。

た仲間。彼（彼女）が今、窮地に陥っている。君

ＤＭ：そこで、副次クエストにちょっとイベン

の力を貸すときだ。

ト的な条件付けてみました。

旅立つ君に、妖婆ヴァルレイが告げる。
「“伯爵”は強大なヴァンパイアで、変化の技に

副次クエスト：“伯爵”の支配から逃れる。一
人 200XP（800XP）＋

長けている。倒したと思っても霧へと姿を変え
て、棺へと戻る。だから、一端倒したなら急いで

特殊：ミカは“伯爵”に対する〈知覚〉判定に

棺を捜し出すのだ。棺はおそらく悪魔城最奥部

＋ 6 のボーナス、〈看破〉判定に− 4 のペナルテ

にあるだろう、先に壊すのは不可能に近いじゃ

ィを受ける。

ろう
ドミネイティング・ゲイズ

黒衣の男は村の入り口に立つと、雲間から影
を落とす城の影をじっと見上げた。
旅人帽の影から、形の良いおとがいと白く滑
らかな首筋が覗く。
闇の中。濡れそぼった旅装に包まれてなお、
その身体の研ぎ澄ました美しさは隠せていなか
った。
「何年ぶりだろうか。……この村をまたみること
になろうとは」

ミカは“伯爵”のパワー、支配の凝視のパワー

「“伯爵”は死霊術に長け、手先を作り出してい

に対し、防御値が− 2 のペナルティを受ける。

る。また、近習の人狼は恐るべき使い手だ。ど

このパワーに対するセーヴに成功したなら副次

ちらかが棺を守っているに違いない」

クエストを達成したものと見なし、以降遭遇の

雨音に紛れた、誰へともなく呟いた声。それ
を拾う男がいた。
「少なくとも四十年以上だぜ。おれがてめぇと
別れてから、もうそれだけ経ったんだ」

吉井→デイン：今回は、主人公枠じゃないから

なくなる。また、その遭遇の終了時までドミネ

気楽で良いな（笑）

イティング・ゲイズに対して防御値に＋ 2 の

ＤＭ：またメタなことを（笑）

ボーナスを得る。

声は掠れている。常日頃から大声で叫ぶこと
を生業とする、そういう男の声だった。
「まいったなぁ、てめェ本当にダンピールだっ

『妖侠デイン流離譚』 第

終了時まで、防御値と〈看破〉へのペナルティは

たのか。まったく変わっちゃいねえ」

ＤＭ：最初は少し“伯爵”の攻撃に弱くなって

副次クエスト：特になし。

言葉が続き、黒衣の男は振返る。

特殊：探索の助けにとヴァルレイから、オブ

外套のフードを深く下ろした男がそこにいた。

ます。

ジェクト・リーディングの儀式および構成要素

ミカ：つまり“伯爵”に対して敏感なんですね。

を授かっている。

*2

ＤＭ：ということで、デインは主に情報を携え

ので、以降はいつも通り、いやそれ以上に気丈

てパーティに合流します。敵の情報とあと儀式
を渡してあります。

バルトロメオ：しかし、ミカという名前はいい。 デイン：自前でもある程度準備しているけどね。
*1

オリジナルのミナ・ハーカーと重なる。
ＤＭ：コレは偶然ですがカッコ良いですね。
ミカ：なるほどー。
ＤＭ：そしてデインは今回、ラストです。

踏み出した片足は義足となっている。

3

「その目の輝きには覚えがある……。バルトロ

トを達成した）なら“伯爵”の呪縛を断ち切った
なミカになるというわけです。

なめし革のような顔の肌には無数の傷が走り、

ＤＭ：ではさっそく始めましょう！

メオか」
「よくわかったなあ、おい」
「瞳の輝きは年を取らないものさ」
すっと、老傭兵の眼が細く笑う。オルロック
は自分の言葉通り、バルトロメオの瞳に変らぬ
輝きを認めた。
「だがオマエの外見はまったく変わっちゃいな
い」

注 1：ミナ・ハーカー
吸血鬼もののオリジナル、ブラム・ストー
カー著『吸血鬼ドラキュラ』の登場人物、主
人公を支え、一度はドラキュラの牙にかか
るが生還する女性。
注 2：〜を預かっている。
単発セッションなので、無いと展開が詰
まるような儀式は最初から渡しておく方が
よいだろう。

回 レイヴンロフト妖殺行――月下の夜想曲――

ＤＭ：はい。けどそれを克服した（副次クエス
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時は誰にも等しい、のか。

緑竜ラズコレスを倒すために力になってくれ

4

フ

ェ

イ

「変わることを許されていないのさ、妖精族と
は違う」

バルトロメオ：
「おめぇほど傭兵のヤル気を奮
い立たせる雇い主もいねぇな」

14 レベル、魔法のアイテム

「いろいろと身体にガタの来ている身からすれ

ＤＭ：そして二人は雲の覆った空に浮かぶ、悪

ばうらやましく思うぜ。その秘密とやらを教え

魔城の影を仰ぐ。村人が悪魔城におもむくあな

て貰いたいもんだ」

たたちのために、馬車を用立ててくれます。

旅人は顔を上げた、交わした言葉の通り、四

デイン：俺とミカはもうその馬車に乗ってるこ
とにしよう。

てはいなかった。

ＤＭ：了解です。そして旅立つとき、村の長老

たか、君は知っているはずだ」
「そうだったな」

＋ 2 の習熟ボーナス、＋ 3 の強化ボーナスを持つ即席
武器として使用する。
特性：ダメージ種別を［光輝］に置き換える。
特殊：パワーを消費した時点で強化ボーナスおよび特
性を失う
特殊：このアイテムは魔法の矢弾に加工できる（後

十年の月日はその容貌になにひとつ痕跡を残し
「その誘惑に耐えられなかったものがどうなっ

聖別された白木の杭

述）
。
パワー
（
［消費型］
）
：フリー・アクション。このアイテ

が、白い布で包んだ木の杭をバルトロメオに差

ムによる攻撃がヒットしたヴァンパイアは、ただちに本

し出し、言います。

来の姿に戻され、
［変身］のキーワードを持つパワーを

「この杭をお持ちください。昔、この村を訪れた
英雄が残したものです。これを“伯爵”の胸に突
き立てることができるのはあなた様しかおりま

だ。前にした約束はここで果たさなきゃならね

せぬ」

えな、傭兵として」

バルトロメオ：「なるほど、俺にはこうすれば

オルロック：「そうだったな。頼りにしている

使えるな」といって、その杭を矢尻にした大き

ぞ、バルトロメオ」

な矢を作ろう。

ＤＭ：約束？

ＤＭ：使っている武器がグレートボウだから、

バルトロメオ：実は最初に出会ったとき、俺は

それくらい大きな矢というのもアリですね！

オルロックに命を救われている。

ミカ／村人：「な、なんと大きな！」

ミカ：あ、なるほど！

デイン／村人：「まるで槍だ！」

*3

ことでダメージへの抵抗などが失われるなら、それらが
失われた後でダメージが適用される。

聖別された白木の矢
14 レベル、魔法のアイテム。＋ 3 の強化ボーナスを持
つ
特性：ダメージ種別を［光輝］に置き換える。
パワー
（
［消費型］
）
：フリー・アクション。このアイテ
ムによる攻撃がヒットしたヴァンパイアは、ただちに本
『妖侠デイン流離譚』 第 回

バルトロメオ：
「ここであったのもなにかの縁

使用することができなくなる（セ・終）
。本来の姿に戻る

来の姿に戻され、
［変身］のキーワードを持つパワーを
使用することができなくなる（セ・終）
。本来の姿に戻る
ことでダメージへの抵抗などが失われるなら、それらが
失われた後でダメージが適用される。

デイン：うまく繋いだ！
ＤＭ：やがて馬車は走り出し、雨も風も強くな

き、いつでも呼んでくれ。一回だけオマエのた

ってきます。ざあ、と降る雨が。びょう、と吹く

めにただ働きをしてやるよ』と約束をしていた。

風が車体を打ち揺らし、馬の吐く息が、白く湯

デイン：じゃあ、馬車の中で「てな話を聞いた

オルロック：「今こそ、あの時の約束を果たし

気となって風に流れてゆきます。

んだ」と、いつものように軽口を混ぜながらミ

て貰おう」
バルトロメオ：「けったクソ悪い、タダで踏み

目指す先にあるのは、周囲の闇よりもなお暗
い城影。

ウフェルとこの世の狭間に立つ禁忌の城。

3

この城こそ、悪魔城。

カとバルトロメオに話す。「オルロックも水く

注 3：グレートボウ
『冒険者の宝物庫』で追加された上級武
器、強大なロングボウ。

さいよな。言ってくれれば俺だってちょっとは

注 4：このシーンのうらがわ

助けになれたのに♪

バルトロメオ：なあ、デイン。オマエとは

倒せると思ったのによ。言っとくが俺にはもう

人がその城の名をあえて口にすることはあり

傭兵の部下はいないぜ。全部ほかに譲っちまっ

ません、惨劇と恐怖の記憶が、その城の名前そ

くれたじゃないか。
（真顔になって）こんな俺で

たからな。俺一人だ」

のものを忌み言葉としてしまっていたのです。

も役には立つし、あれからできることも増えた

デイン：主人公枠じゃないと気楽なんで（笑）

んだぜ」

ＤＭ：酷いメタ発言だ！

オルロック：「お前は百の軍勢にも匹敵する」

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

語られること少なきその城。暗昏なるシャド

*4

緑竜を倒すのに手伝って

確かテストプレイで一緒に戦ったことがあ
るが、だいぶ性格が変わってないか（笑）

レイヴンロフト妖殺行――月下の夜想曲――

バルトロメオ：
『俺の傭兵団がデカくなったと

5

バルトロメオ：「へ、便利なモンだな、オルロッ

界の一種っぽいな」

バルトロメオ：「ご丁寧だねぇ。さすがは支配

ク。百年も生きてりゃいろんな人間に貸しを作

デイン／使い魔：
『かえって分かりにくいわ、

者。……気に食わねぇ」

ることができる」

デイン』

ＤＭ／伯爵：「それに、抱擁を交わしたものも

オルロック：「俺は、デインをこれ以上関わら

ＤＭ：お察しの通りです。悪魔城はシャドウフ

いる。いかなる腕か、しばし相手をするのも座

せたくなかった」

ェルの一部にあるだけでなく、よそとは異なる

興となろう」というと、広間の影のあちこちか

デイン：「そんな水くさいこと言うなって」

戦慄界として、主に時の流れが違ってますね。

ら染み出すようにヴァンパイア・スポーンが現

*5

*6

あなた方がたどり着いたのは柱の多い広間で

時の止まった城
空からの雨が、ゆっくりと落ちてゆく。人の

れるのでした！

す。広間の真ん中には大きな柱時計がありまし
て、今現在は夜の 18 時。

時計の間

バルトロメオ：「12 時を示したとき、何か起こ

目にはそれは、止まっているようにすら見え、

りそうだな」

水滴がカンテラの明かりに明滅していた。

ミカ：振り子や秒針は？（ＤＭ：ないですね）

第一ラウンド

デインは『秘術の書』所収の特技、
《秘術
の使い魔》によって使い魔を修得している。

36：ミカ

使い魔は持ち主にさまざまなボーナスを与
える。

ちぇー、この時計でどんな風に時間が歪められ

31：オルロック

上がったところで凍りついたように動きを止め

てるか解るかと思ったのに。

30：バルトロメオ

る。

ＤＭ：（それはあながち間違ってないんだけど

23：
“伯爵”

水たまりに足を踏み込めば、その飛沫も舞い

注 5：使い魔

注 6：戦慄界
シャドウフェルのあちこちにある、この
地に縛られ苦悩する者、暗黒卿が支配する

ね）あなたたちが入ってくると、壁の松明に明

22：ヴァンパイア・スポーン（5 体）

「時の流れすら、この闇の中では歪むのか」

かりがともり、そしていくつもの窓に“伯爵”と

18：デイン

ある程度その地の摂理を操ることができ

「そうみたいだな。極端に遅くなっているんだ。

その傍らに立つ妖艶な美女の姿が映し出されま

10：パクト・ハグ

る。『次元界の書』P.51。

空を見ろ」デインが煌めく眼差しを夜空に向け

す。実際にいるのはこの広間の奥ですが、幻影

る。厚い雨雲が途切れかかり、夜空の星がその

を介してあなたたちの前に姿を現したのです。

姿を覗かせている。だがその光は瞬くこともな

オルロック：「……父上」

く、しん、と凍ったまま。

ＤＭ／妖女：
「“伯爵”久方ぶりの侵入者にござ

先頭を行くダンピールは呟いた。

手で器用に大弓の弦を張り替え、傭兵隊長は言

すが、続けます「その中には、あなた様の……」

った。「敵の腹ン中だ」

決定的な一言、それを言いにくそうにしていま

「間違いないわ」カタールを鞘走らせ、ミカは呟
いた。首が甘く、痛く疼いていた。

すね。
オルロック：「………………」
ＤＭ／伯爵：「かまわぬ、侵入者はすべて打ち

ミカ：これ、どういうことでしょう？

払う」と男の声が響き渡り、時の止まった城に

ＤＭ：〈魔法学〉判定してみてください。それで

靴音が響くと鬼火が燃え上がります。

何が起こってるか分かります。

オルロック：「……いつもながら、芝居がかっ

デイン：難易度 30 まで成功、「どうも擬似次元

た男だ」

http://hobbyjapan.co.jp/dd/
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います」その声は一度、躊躇うように止まりま

『妖侠デイン流離譚』 第

「城の本陣はあっちだ。いいんだな？」鉄鉤の義

領域。暗黒卿は、その領域を完全に掌握し

6

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

くイニシアチブボーナスを得た一行が敵に先

グに対し識別を試みるが敵わず。

行する。
ＤＭからはこの遭遇、“伯爵”は重傷になっ

オルロック（31）：イニシアチブ 31 で動く。目

た時点で撤退を試みると言うことが宣言され

の前のスポーンを殴って、進路を確保する。基

た。

礎攻撃で、AC26。

*7

敵のうち PC 達が最初視認できたのは遮蔽

ＤＭ：すると、ヤツはその一撃を壁に張り付い
てかわします（外れたことの演出）。

ゆえにＤＭは、パクト・ハグと“伯爵”への知

ミカ：スポーン、素早い！

識判定は行なわせなかった。

ＤＭ：雑魚とは言え 14 レベルなんで、結構防御

として使ってみよう。

値高いですよ。

注 8：オン・マイ・マーク
『武勇の書 II』
、ウォーロード 7レベル遭遇毎

んだ方が良さそうだな。ミカ、
“伯爵”に攻撃だ。
ミカ（36）
：イニシアチブ 36 のミカから！「は

ズになることもある。特に時間が限られて
いるオンライン・セッションやコンベンシ
ョンなどでは情報公開を 1 つのテクニック

バルトロメオ（30）：次は俺か。伯爵を追い込

ミカである。

遭遇において、ＤＭの考える決着点など
については明らかにした方が展開がスムー

物のないヴァンパイア・スポーン 1 体のみ。

出会い頭の緊張を踏まえ動くのは突撃兵、

注 7：
“伯爵”は〜

オ ン ・ マ イ ・ マ ー ク *8

俺に合わせろ。AC25 は？

攻撃パワー。攻撃を行ない、さらに味方に
基礎攻撃を行なわせる。自分の攻撃がヒッ
トしていたなら、その味方のダメージにボ
ーナスが加わる。

ァァくしゃくぅぅぅぅぅッ！」と
叫んで、声の方に移動、見えたの
で突撃。AC30 は？
ＤＭ：それはヒットですね。
ミカ：「アンタの接吻への、これ
が ア タ シ か ら の 返 礼 だ！」と カ

遭遇詳細
大時計の間：地形情報
大窓・バラ窓をふんだんに使った霊廟の半地下部。空は
真っ暗の夜で星明かりも見えない。

タールで 23 ダメ、マークして終了。 ＊瓦礫・骨の山：移動困難地形、ここで hp が 0 になったア
ＤＭ：ミカのカタールを“伯爵”
は余裕を持って避けた、だが神速
の刃は彼の頬をかすめます。ヤツ
の目が一瞬、狼の眼差しに。
バルトロメオ：伯爵の頬から滴
った血が、赤いバラに変わってい
く。
ＤＭ：演出ありがとうございま
す（笑）23 点分、ヤツの余裕を奪っ
たということで！

朝 12 時：太陽光が悪魔城を照らす（第二遭遇で”
伯爵”の再生は止まる）。
＊魔法円：防御値＋ 1
＊不浄の泉、実験台：移動困難、遮蔽を提供する。

大時計の間：戦術
“伯爵”は重傷になったなら作業台まで移動し、そこ

ンデッドは d20 し、10 以上なら次ターン開始時に 1hp

で死霊術の秘密が記されたトウムをコアとして用い、

で復活。
［光輝］ダメージで hp0 になったら復活しない。

フレッシュ・ゴーレムを起動する。ゴーレムは出現か

＊大時計：この城の時を留めている、強力な魔法のオーラ
を発している。
移動アクションで針を 1 段階動かすことができ、それ
によって効果が変わる。
針を動かすには、
〈魔法学〉20、
〈運動〉20、
〈盗賊〉
20。朝 06 時以降は難易度 28 に

ら起動に 1 ラウンドかかる。
フレッシュ・ゴーレムはこのトウムを外されると
150 点のダメージを受ける。
トウムは生けるものをヴァンパイアへと変貌させる
秘法儀式が記されている。この儀式は『モンスター・
マニュアル』P.27 のダーク・ギフト・オヴ・アンダイ

夜 18 時：このエリアのアンデッドは攻撃ロール＋ 1

イングで、オルロックの母を 10 年余りかけて、不老不

夜 24 時：このエリアのアンデッドは攻撃ロール＋ 1、

死なる存在へと変貌させた魔法が記されている。

ダメージ＋ 4
朝 06 時：曙の光、太陽光が 1 ターン、近接爆発 5 に降
り注ぐ。その後針は朝 12 時に

〈魔法学〉判定難易度 25 で、この儀式魔法が結果的
に真のヴァンパイアを作り出してしまう秘法と判断で
きる。
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ヴァンパイア・スポーンの血追い
レベル14 雑魚
中型・自然・人型
（アンデッド）
XP125
イニシアチブ＋12
感覚〈知覚〉＋10；暗視
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
AC29；頑健26、反応27、意志25
完全耐性：［毒］、
［病気］；抵抗［死霊］10
移動速度7；登攀4（蜘蛛歩き）
mクロー／爪（標準；無限回）F［死霊］
＋20対AC；8点の
［死霊］
ダメージ
（重傷の目標に対しては10点の
［死霊］
ダメージ）。
デストロイド・バイ・サンライト／太陽光による破壊
太陽の光に直接照らされた場所で自分のターンを開始したヴァンパイア・
スポーンは、そのターンには1回の移動アクションしか行なうことができない。
そのターンを太陽の光に直接照らされた場所で終えたなら、ヴァンパイア・
スポーンは破壊され、灰となって燃え尽きる。
属性：悪
言語：共通語
【筋】18（＋11）
【敏】20（＋12） 【判】16（＋6）
【耐】14（＋9）
【知】10（＋7） 【魅】14（＋9）

ミカはこの時点で視認した“伯爵”およびハ

バルトロメオの“戦闘指揮官”により大き

『妖侠デイン流離譚』 第

パクト・ハグ
レベル11 制御役（指揮）
中型・フェイ・人型
XP600
hp：115；重傷値：57
イニシアチブ：＋7
AC：25；頑健23、反応23、意志24
感覚：〈知覚〉＋15
移動速度：6
夜目
特徴
Oパクト・オヴ・オビーディエンス／服従の盟約Fオーラ5
このオーラの範囲内にいる味方は皆、近接攻撃をミスしたとき、5ポイントのダ
メージを受けてその攻撃ロールに＋2のパワー・ボーナスを受けることができ
る。
標準アクション
m コンペリング・スタッフ／抗えぬ杖（［武器］、
［魅了］）F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋16対AC
ヒット：1d6＋5ダメージ、さらに目標は1回のフリー・アクションとして、この
ハグの選択したクリーチャー1体に対して1回の近接基礎攻撃を行なう。
rパクト・オヴ・コンペルド・アライアンス／同盟強制の盟約（［魅了］）F無
限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋14対“意志”
ヒット：目標はこのハグの次のターン終了時まで、支配状態となる。
Rパクト・オヴ・チョークト・アグレッション／責め苛む窒息の盟約（［精神］、
［魅了］）F再チャージ：このパワーの作用を受けているクリーチャーがいな
くなった時
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋14対“意志”
ヒット：目標はこの遭遇の終了時、あるいはこのハグもしくはハグの味方が目
標を攻撃するまで“責め苛む窒息の盟約”の作用を受ける。この盟約の作用
を受けている間、
目標は自分の各ターンにおいて最初にクリーチャーにヒット
を与えたとき、10の
［精神］
ダメージを受ける。
Rパクト・オヴ・シェアード・アゴニー／分かち合う業苦の盟約（［精神］）F
再チャージ：このパワーをミスした時
必要条件：ハグは重傷でなければならない。
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋14対“頑健”
ヒット：この遭遇の終了時まで、
目標はこのハグの10マス以内にいる間、この
ハグがダメージを受けたなら、そのたびに
［精神］
ダメージ10を受ける。
技能：〈看破〉＋15、
〈交渉〉＋13、
〈はったり〉＋13、
〈魔法学〉＋14
【筋】12（＋6）
【敏】14（＋7） 【判】21（＋10）
【耐】19（＋9）
【知】19（＋9）
【魅】16（＋8）
属性：無属性
言語：共通語、エルフ語、巨人語
装備：スタッフ
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ＤＭ：ひらりとマントを翻し、その矢を絡め取

ＤＭ：というわけで、ミカ

る。

は支配状態（セーヴ・終了）

バルトロメオ：が、「防御が空いたぜ。行けっ

です、後効果もありますの

*10

ミカ！」フリー・アクションで3マスシフトして、 で忘れずに。
1 回基礎攻撃どうぞ。
ミカ：って出目 1 ？

そして配下のヴァンパ

バルトロメオ：「ち、ミカめ。女の本能に負けや

イア・スポーンはわらわら

がったか」
（笑）

とＰＣ達に襲いかかった。

ＤＭ／“伯爵”
（23）
：では 23 で“伯爵”の番です

雑魚とは言え高レベル、決

ね。外したミカの手を取って、その甲にキスし

してたやすい相手ではな

て言います「どうした、娘？

い。挟撃されたバルトロメ

誘いとはこうす

クリップリング・ストライク*9

るものだ」、そして足 萎え打撃！ 「頭を冷やし

オは 2 体の攻撃を受け、16 点のダメージ。ミカ

5 マスの［瞬間移動］をバルトロメオに適用する。

たまえ」頑健 22 までヒットですが？

も手傷を負う。

デイン：「どうだいとっつぁん、霞のデインの

ミカ：それは外れます。

エーテル態歩行は？」
バルトロメオ：「ぐぅ、挟撃ッ！」

バルトロメオ：
「このトシで星の世界通るのは

シフトして離脱……。

デイン（18）
：順番 18 で、デインはスポーン 2 番

キツイな。冷えが義足の継ぎ目にくるぜ」ミカ

の機会攻撃を受けつつ、バルトロメオの隣まで

の範囲外へ。次はミカにセーヴ振らせないとな。

移動。

ＤＭ／パクト・ハグ（10）：
「あの女戦士は“伯

ＤＭ：機会攻撃、ド命中！

爵”様が抑えておられる、ならば妾は“伯爵”様

ないッ」

デイン：それくらいは想定範囲。マイナー・ア

の 憂 い を 除 く と し よ う 」オ ル ロ ッ ク に、

ＤＭ／“伯爵”：で、間合いを斬ったところで遠

クションでバルトロメオを挟撃している 2 体を

責め苛む窒息の盟約を……出目 1 でしたー。

ミカ：ファイターの標的！

近接基礎攻撃！

今度は出目 2……。
デイン：「ミカ！

闇の誘惑に耳を貸すんじゃ

呪う。ここで標準を移動に変えてエーテル態歩

ズ、です。マイナー・アクションで使えるんで

行。おなじみの衝撃波でスポーンを 2 体破壊す

行動を支配主に決定されてしまう。ただ
し、1アクションのみで、使用できるパワー
は無限回の物に限られる。
注 11：イセリアル・ストライド
ウォーロック 2レベル遭遇毎汎用パワー。
3 マス瞬間移動し、防御値にボーナスを得
る。

*11

る「とっつぁん、ちょいとばかりその身体には

注 12：
《契約共有化》
『秘術の書』所収の特技。ウォーロックの
契約による利益を他者に施す。

ィがあります。

キツイかも知れないが“飛ぶぜ”」。

注 13：このシーンの裏側

ミカ：「ああ、この甘美な感覚……あの時と同

ＤＭ：雑魚殺しのおなじみのコンボか！

ＤＭ：あれ、このハグ。ハグのくせに変身

じ……」

デイン：アップデートが上がって1ラウンド1回

できない？（
『モンスター・マニュアル III』を

デイン：即墜ちかよ！

に な っ た け ど な！ “ 瞬 間 移 動 の 衝 撃 ”で ス

ＤＭ／“伯爵”
：「さあ、邪魔者を消して二人きり

ポーンの 1 と 2 が死亡。

になろう」

バルトロメオ：「ありがてえ！」

バルトロメオ：
「しっかりしろ！」あとでセー

デイン：で、新特技の《契約共有化》を使って、

が……。うぉおお、ダイナシだなぁ、このシ

ヴ振らせる！

スポーンが死んだことによる利益、この場合は

ーン。

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

確認しながら）
ミカ：妖艶な美女が、気が付いたらババア
に（笑）
ＤＭ：あー、えっと……。妖艶なドレスを

*12

身につけた骨と皮でできものだらけの妖婆
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意志 23 ですが、ミカには特別ペナルテ

*13

注 10：支配状態

イ セ リ ア ル・ス ト ラ イ ド

隔攻撃。お待ちかねのドミネイティング・ゲイ
すよ♪

パクト・オヴ・チョークト・アグレッション

“伯爵”のもつ攻撃パワー、詳しくは P.16
に掲載した“伯爵”のデータを参照。
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ＤＭ／“伯爵”
：なら、このパワーの効果で2マス

注 9：クリップリング・ストライク

8

カ ム・ア ン ド・ゲ ッ ト・イ ッ ト *16

オルロック：来たな馬鹿ども。スポーンもハグ

バルトロメオ：だが、このパワーは［信頼性］が

36：ミカ／支配状態（セ・終）

も“伯爵”も全部捕えた！

ある、矢が一本無くなっただけだ！

31：オルロック

全員：おおおおお！

ミカ／幻惑：ｈｐは全開、セーヴに成功したの

30：バルトロメオ

ＤＭ：く、雑魚以外命中です！

で後効果受けます。10 ダメージ受けて幻惑です。

23：
“伯爵”

オルロック：ダメージは 13 点、さらに《ウィッ

22：ヴァンパイア・スポーン（5 体）

プ訓練》の効果、
“命中した相手の攻撃ロールを、

18：デイン

次のオルロックのターン終了時まで -2 できる”

攻撃、ペナルティを受けつつもヒットさせ23点

10：パクト・ハグ

を“伯爵”に適用。

ダメージ＋減速。そして、ハグとの挟撃位置に

第二ラウンド

*17

ＤＭ：う、それはかなりイイ！
支配されたミカは、PC 達の必死の声にも反

いや、痛い。

*20

ミカのマークがない“伯爵”はオルロックに

立ち、ミカに熱視線を飛ばす。

ミカをも殺すのか」

オルロック：遠隔攻撃だな？

うくクリティカルな出目19で19点ダメージを

ＤＭ：その言葉に“伯爵”はほんの少し動揺し

ろ、組みつき打撃。

バルトロメオ（累積 35 ダメ）に。

たようですが、薄く嘲笑を返します。

ＤＭ：避けた！

グラップリング・ストライク*21

機会攻撃を受け

「わーん、味方の時にいい目が出て切ない〜」と

オルロック：「バカな……拳が……動かない！」

嘆くミカはみんなの祈りの元セーヴを試みるが

ＤＭ／“伯爵”
：では悠々と「さあ、もう一度こち

華麗に失敗。仲間の悲鳴をよそに返り血浴びて

らへ来い。疼くのだろう？」と、ミカにドミネイ

絶好調。

ティング・ゲイズ。

ク リ ー ヴ

的にダメージを与える。
注 15：
“遊撃の威風”
『武勇の書 II』で追加されたウォーロードの

ミカ／幻惑：あ、でもさっきセーヴに成功した

注 16：カム・アンド・ゲット・イット
ファイターの 7レベル遭遇毎攻撃パワー。
広範囲の敵を自分に惹きつけ攻撃する。防
御役としてのファイターらしさに溢れた、
有用性の高いパワー。
注 17:《ウィップ訓練》
効果は本文通り。『ドラゴンマガジン年
艦』所収の特技。
注 18：インスパイアリング・ワード
ウォーロードのｈｐ回復パワー。
《救援鼓

いでスポーンを払い伏せ、バルトロメオの脅威

段階で副次クエスト達成してますよね！

を除く。そして、アクション・ポイントを使う。

全員：『そうだ！』

のボーナスを失わせる代わり、セーヴィン

ＤＭ：く、意志 23 ですが……。

グ・スローを行なわせる。

バルトロメオ：アクション・ポイント使ったな

オルロック：攻撃したからマークしてる！

ら、“遊撃の威風”で 6 マスシフトだ！

ＤＭ：意志 21 ？

*15

ミカ：副次クエスト達成で、ドミネイティング・

何言ってるか良くわか

らないよ！？

ゲイズには＋ 2 のボーナスがあるので……。ギ

バルトロメオ：いったいどんな指揮をしたらこ

リギリ耐えた！ 「さっきと同じようにはいか

んなに動けるんだ（笑）

インスパイアリング・ワード *18

ないよ、もうアタシは惑わされない！」

続くバルトロメオは、ミカに 鼓 舞 の 言 葉、
バルトロメオが千載一遇の機会を指示する、 《救援鼓舞》でセーヴを行なわせ、正気を取り戻
エ ヴ ィ セ レ イ テ ィ ン グ・シ ョ ッ ト *19

導かれるように戦いの交点に滑り込んだオルロ

させる。そして攻撃は、内臓に達する一射を放

ックは大きく鞭を振るった。

つが、これは届かず。

注 19：エヴィセレイティング・ショット
『武勇の書 II』所収、ウォーロード 9レベル
一日毎攻撃パワー。大ダメージを与える。
さらにその苦痛で敵は戦術的優位を与えて
しまう。
注 20：矢が一本無くなっただけだ
割愛したが魔法の矢を使っていたので結
構もったいない。

雑魚はオルロックに爪を当てるが、攻撃は集
中しなければ脅威たり得ない。デインは順調に
“伯爵”とスポーンを呪い、オルロックに隣接し

注 21：グラップリング・ストライク
『武勇の書 II』所収、ファイター 1レベル無
限回攻撃パワー。攻撃した上で、敵をつか
む。つかまれた敵は移動できない。
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ＤＭ：どういうこと！

舞》は『武勇の書』所収の特技で、hp 回復へ

『妖侠デイン流離譚』 第

*14

一方、オルロックは沈着にシフトから薙ぎ払

ファイターの 1レベル無限回攻撃パワー。
ヒットしたなら、隣接した別の敵にも自動

能力。効果は本文の通り。

オルロック：「父上。母を殺したように今度は

応することなくバルトロメオに突撃を敢行。危

注 14：クリーヴ

9

フ

ェ

イ

・

ス

イ

ッ

チ

*22

た位置からフェイの入れ替わり、衝撃波で雑魚

出目は 1。

オルロック：「あなたは醜い。顔ではない。その

を飛ばしたあと、契約の恩恵を受けて瞬間移動

家畜であることに甘んじる態度がだ。それは愛
ＤＭ／パクト・ハグ：「と、時計に油をさすの忘

ではない」

れた！」

バルトロメオ／ハグ：「私が家畜だとぉぉぉ

ＤＭ：移動経路の予測が全然つかないよう！

ミカ：「……ヤツは何がしたかったんだ？」

……!?」絶叫しつつ塵に帰って行く。

バルトロメオ：味方ながら異様な動きだ（笑）

デイン：「忙しい時、つまらないことが気にな

ＤＭ：（“伯爵”はまだ重傷ではないけど、頃合

ＤＭ：ハグの手番か……、ここは大時計にとり

ることってあるじゃないか。その類だろ」

いだな）一人になった“伯爵”はマントをなびか

ついて針を動かそうとします！

オルロック：「いや、あれは壮大な罠の第一歩

せ、すっと、後に下がります。次の手番、バルト

オルロック：「しまった、あいつを時計から引

だ。悪魔城ではどれほど滑稽に見える出来事で

ロメオの次で離脱しますね。

き離すべきだったか？」

も深遠な意味を持っている」

バルトロメオ：「逃がすかよ」と移動し、アクシ

ＤＭ：うるさーい（涙）次の人どうぞー（ぐすぐ

ョン・ポイントを使って、エヴィセレイティン

す）第三ラウンドですー。

グ・ショット、ああああう、ＡＣ 24……。

こで今のうちに“伯爵”の攻撃を強めておき（命

ミカ／幻惑：よし、“伯爵”に突撃、19 点。そし

ＤＭ：“伯爵”は懐から出した魔導書でその矢

中＋ 1、ダメージ＋ 4）、“伯爵”の命中判定をパ

て、アクション・ポイント。

を打ち払います。

クト・オヴ・オビーディエンスで支援しようと

バルトロメオ：「ミカ、ハグの時計を進めてや

バ ル ト ロ メ オ：［ 信 頼 性 ］が あ る か ら 半 減 ダ

考えたのだが……。

りな」6 マスシフト。

メージすらも行かないー。

し、“伯爵”をオルロックと挟撃する。

このハグ自体は与ダメージ能力に欠ける。そ

ショッキング・ツイスター*23

ミカ／幻惑：そして、ハグに激動の螺旋！

出目は 5。

ＤＭ：ま、待って。アクション・ポイントを使
ってるんだからもう一回行動が！

ミカ自身が荒れ狂う白刃の嵐となった。3 回

バルトロメオ：そ、そうだった。……エヴィセ

攻撃 3 回命中、62 点ダメージ＋幻惑。当然ハグ

レイティング・ショットーっ（全員笑）
「い、今の

注 22：フェイ・スイッチ：

はただの見せかけだッ」、ＡＣ 19、はずれ。

ウォーロック 6 レベル遭遇毎汎用パワー。

妖怪、
“一足りない様”が通られたようである。 は重傷に飛び込んでいる。
ミカ：「ハグの命の砂時計が落ちきるまで、あ

ぜ？

と少しってとこだね。オルロック、あとはよろ

全員爆笑。

注 23：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

ＤＭ：うおー、時計で時間を真夜中にして伯爵

しく」幻惑へのセーヴ成功しました。

バルトロメオ：
「どうだ、俺の［一日毎］パワー

を強くしようと思ったのにー！

オルロック：串 刺し撃でとどめを刺しに行く。

はいくら使おうとも消費されることはないの

対し最大 3 回までの連続攻撃を行なう。す
べての攻撃がヒットしたなら、目標は幻惑

歯車に指を挟

インペイリング・ブロウ*24

ル遭遇毎攻撃パワー。クリーチャー 1 体に

んだ。

AC33。

だ！」

バルトロメオ：一体何を？

ＤＭ：ド命中でございます。

デイン：「バルトロメオさん……」ふふっ、言っ

ＤＭ：く、こ、こうなったら標準アクションを

オルロック：ダメージは27。追加で動けない状

てみただけ（笑）

移動アクションに振り替えて……。再度〈魔法

態。

ミカ：
「一日毎パワーが……無限だと……！」
（笑）

学〉判定をします！

ＤＭ：副効果は必要ありません、ダメージで死

ＤＭ：消費してくれて構わないから当ててくだ

シフトでき、大ダメージを与えて動けない

亡。「は、“伯爵”様……！」

さいよ！

状態とする。

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

する。
注 24：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
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バルトロメオ：しまっ……ってないみたいだ

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。

『妖侠デイン流離譚』 第

ＤＭ：〈魔法学〉＋ 14 で判定、難易度は 20 ！

10

遭遇の組み立て

としてデザインし、難易度 20、複雑度 1（要成功 4

バルトロメオ：「これが……老いか。
“伯爵”、俺

バルトロメオ：死体をつなぎあわせたおもちゃ

もお前の若さが欲しい」

だな。

全員：『おいッ！』

ＤＭ：そうですね、オルロックもいますしフレ

ＤＭ：今バルトロメオ本気だったよね（笑）

ッシュ・ゴーレムと言う名前は知っていて構い

ミカ：オープニングでオルロックと格好いいこ

ません。そして“伯爵”はその姿を標準アクショ

ムはかなりの負担になることが予想されるため、

と言ってたのにっ！

ンで霧に変え、石畳に吸い込まれて行きます。

hp 半減のギミックを加えた（PC たちは既に“伯

離脱する“伯爵”を止める手段は、実のところこ

デイン：でも、この流れだとさすがに同情する

ミカ：「逃げるのか、伯爵っ！」

爵”の hp を削っているのだから！）
。つまり、“伯

のパーティにはほとんど無いので、入れ替わりが

爵”とフレッシュ・ゴーレムとで 1 体の精鋭クリ

阻害される心配はなかった。ＤＭ側としてはここ

ーチャー、程度に考えて遭遇を組んだ。

である程度“伯爵”の実力や戦い方を示し、最終遭

*25

（笑）
ＤＭ：えっと、バルトロメオはコレで終わり？

とはいえ置き土産のフレッシュ・ゴーレムは

バルトロメオ：いや、マイナー・アクションで

不完全なものであり、魔導書が無ければ自律し

不死の力に憧れたあと、フリー・アクションで

ない。魔導書を取られた時点で（もちろん技能

不敵に笑ってその思いをやり過ごす！

チャレンジ）重傷になる設定である。

オルロック：インスパイアリング・ワードして

回）、ミスするたびに攻撃を受けるとしてある。

この遭遇は、精鋭クリーチャーである“伯爵”が

まともに戦闘するよりは、このチャレンジを試み

重傷になった時点でおなじく精鋭クリーチャーで

てみようと思わせるものになったようだ。特にフ

あるフレッシュ・ゴーレムと入れ替わる。

レッシュ・ゴーレムは重傷になった時点で攻撃力

戦闘終盤近くで増員されるフレッシュ・ゴーレ

hp 半減のギミックは戦闘中の技能チャレンジ

が増すため、チャレンジに成功した後も仕留める
まで緊張感は途切れなかった。

遇のヒントになればと言う思いもあった。

真実の記憶

それを見破れぬＰＣ達ではない、速やかに魔

既にその身体をつなぎ止める魔術はほつれ始

下さいよ！（爆笑）

導書をもぎ取ったうえ、重傷によって凶暴化し

めていた。虚ろな胸郭からはぼとぼとと肉片が

ミカ：憧れてる場合じゃない（笑）

たゴーレムをスムーズに倒したのである。

落ち、魔法の漿液が飛び散っている。

デイン：しかも復帰するのはフリー・アクショ
ン、早ッ！（笑）
回復の処理は、そちらにお任せします。
で、“伯爵”ですがデインの機会攻撃を抜け
て（デイン：当たりませーん）魔法円のある
マスまで移動、マイナーで、先ほどバルトロ
メオの矢を受けた魔導書を開きます。
かあるまい」、すると広間につながる別部屋に
あった肉片が魔導書を中心に集まり、つぎは
ぎだらけの巨人の姿へ変わって行きます。胸
の中心に嵌った魔導書からは明らかに不浄な
魔力が脈打ち流れ、この化け物の力の源にな
っているのが解ります。
ミカ：「な、なんだアレは！」

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

カース・オヴ・ザ・ダーク・ドリーム

「暗 黒 夢 呪 法、早く倒れちまいな。そうしたら
苛む夢も見ない」
ゴーレムを形づくる、数多の肉が、腱が、骨が。
生ある頃の記憶と今の境遇とを引き比べ、声な
き悲鳴を上げ己を否定する。一度死んだ体組織

3

にとって、無理矢理生かされているこの姿こそ
が、悪夢であったに違いない。
「終わったな」バルトロメオが息を吐いた。
「それは？」ミカが拾い上げたのは、銀の髪を編
んで作った栞であった。
ＤＭ：残っている本ですが、強い死霊術のオー

注 25：フレッシュ・ゴーレム

ラをまとっており、よほどのシロモノではない

死体を材料にして、精霊を封じて自律行動

かと伺えます。

能力を持たせた人造クリーチャー。

回 レイヴンロフト妖殺行――月下の夜想曲――

「あやつが倒されるようではな、コレを出すほ

今もぎ取った魔導書を手に、デインは呪いを
紡いだ。

『妖侠デイン流離譚』 第

ＤＭ：斬新なアクションの使い方だなァ（笑）

「人造って奴でも悪夢を見るのかね」
フレッシュ・ゴーレム
レベル12 精鋭 暴れ役
大型・自然・自律体（人造）
XP1,400
イニシアチブ＋4
感覚〈知覚〉
＋5；暗視
hp：304；重傷値：152；バーサーク・アタックも参照
AC26；頑健29、
反応21、
意志22
セーヴィング・スロー：＋2
移動速度：6；シフト不可
アクション・ポイント：1
mスラム／叩きつけ
（標準；無限回）
間合い2；＋16対AC
（重傷時は＋18）
；2d8＋5ダメージ、
目標は幻惑状
態になる
（セーヴ・終了）
。
M ダブル・アタック／2回攻撃
（標準；無限回）
ゴーレムは2回のスラム攻撃を行なう。
M バーサーク・アタック／凶暴化攻撃（即応・対応、
重傷時に攻撃されダメー
ジを受けた時；無限回）
フレッシュ・ゴーレムは間合い内の無作為に選択した目標に対して1回の
スラム攻撃を行なう。
M ゴーレム・ランページ／ゴーレム大暴れ（標準；再チャージ ⚄ ⚅）
このゴーレムは
（移動速度：＋2）
マスまでの移動を行なう。このとき敵の
存在するマス目を通って移動することもできるが、
機会攻撃は通常通りに誘
発する。他のクリーチャー
（敵味方問わない）
の接敵面に入るたび、ゴーレム
はそのクリーチャーに対して1回のスラム攻撃を行なう。そのクリーチャーは
もといた位置にとどまり、ゴーレムは攻撃後には相手クリーチャーの接敵面
を出ねばならない。ゴーレムはゴーレム・ランページを何ものにも占めら
れていないマス目で終えねばならない。
属性：無属性
言語：―
【筋】20（＋11）
【敏】7（＋4）
【判】8（＋5）
【耐】22（＋12）
【知】3（＋2）
【魅】3（＋2）
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オルロック：「バルトロメオ、頼む。長く生きて

ます。

いても学は身につかないものだ」

オルロック：「これは……！？」

り上げられたばかりで、血と羊水にまみれ産声

バルトロメオ：
「大学生だったのは、もう 40 年

ＤＭ：オルロック、あなたにはこの髪の毛が誰

を上げる赤子の姿。

も前の話だぜ」とかボヤきつつも、インテリ顔

のものかわかります。記憶に残る、あの母の髪

に戻って調べます、
〈魔法学〉で判定とかできま

と同じ銀の色です。母の髪の毛が編み込まれ、

すか？

栞となっていたのです。

ＤＭ：是非どうぞ。（バルトロメオ：難易度 34

デイン：さて、そうすると俺が動けるな。「バ

第三の光景、それはやはり母からの視点。抱

まで）む、するとバルトロメオは大学にいた頃、

バアから貰った儀式の中に、オブジェクト・

きしめた“伯爵”、その頸に突き立てた己の牙を

この魔導書に記されている儀式を耳にしたこと

リーディングってヤツがあってさ」物品に関す

彼女はずっと見つめていた。

があります。

る光景を見ることができる。

バルトロメオ：「コイツぁ、魔法学科の奴らが

オルロック：「母に関わる光景、そういうこと

オルロック：！？

言ってたな」

か」

バルトロメオ：“伯爵”の頸筋に、なんだな？

第二の光景、それは母からの視点。それは、取

*26

ＤＭ：『モンスター・マニュアル』の P.27 にある、 デイン：「こんな術をババアが俺に託したって
ダーク・ギフト・オヴ・ジ・アンダイイング

ミカ：これは、オルロック！

ＤＭ：はい。そして、この時点でわかること。
“伯爵”はまだヴァンパイアになっていませ

闇の恩寵による不死、という儀式です。

のも、何か含みがあるに違いない。コレも縁っ

バルトロメオ：「こいつぁ不老不死の儀式だな」

てヤツだ。オルロック、アンタが望むなら調べ

ん！

デイン：上等なヴァンパイアを作る時に必要な

るが？」

ミカ：え？

ヤツだ。

オルロック：「頼む」

ＤＭ：ヴァンパイア・ロードはこの儀式によっ

バルトロメオ：〈魔法学〉なら援護する、成功。

て、スポーンではない同族を生み出すことがで

デイン：（コロコロ）
〈魔法学〉で 34 まで行った。

が彼女は咳き込み、覆う口から鮮血がこぼれお

きます。ただし、代償もあるので、そう頻繁に執

光景は 5 つ明らかになる。

ちる。不治の病が彼女を蝕んでいる。そして、

ると、この魔導書は百数十年ほど昔のもので、
“伯爵”が古代の帝国バイル・トゥラスの一員だ

え？

どういうこと！？

第四の光景、臨月の腹を優しく撫でる母。だ

それを心配そうに眺める“伯爵”。その手にある
第一の光景、それは彼女（この髪の主）が、
“伯
爵”自身の手により何らかの儀式を受けている

のはこの魔導書。
そして、第五の光景。それは、変わり果てた妻

光景。しかし一行にとって、その儀式は明白。

バルトロメオ：「年食った教授がよ、こいつを

そう、『闇の恩寵による不死』。彼女、すなわち

る幼いオルロック。

手にいれてトチ狂ってな」と、思い出を話そう。

オルロックの母は酷く力を失っているのか、生

しい本だよ」

きている証らしきものは幽かに上下する胸の動

オルロック：「ば、ばかな。そんな！

きのみ。

血鬼である父が、母を手にかけたものだとばか

オルロック：「だが禁断の知識を知らねば、禁

俺は、吸

り……思っていたのに！」

断の怪物とは戦えぬ」

バルトロメオ：「儀式には同意しているのかな、

バルトロメオ：
「オマエを無事に産み落とすた

ＤＭ：と、ページを繰っていると、髪の毛を編

コイツは？」

め。
“伯爵”と母親はこの儀式を使ったってこと

み上げて作った栞が挟まれているのに気が付き

ＤＭ：おそらくは。

だ」
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注 26：オブジェクト・リーディング
『秘術の書』所収の 5 レベル儀式。
〈魔法学〉
判定の結果により、その物体にまつわる光
景を見ることができる。

回 レイヴンロフト妖殺行――月下の夜想曲――

った頃のもののようです。

を手にかける“伯爵”の姿、そしてそれを目撃す

「学生が何人か行方知れずになったさ。おぞま

『妖侠デイン流離譚』 第

行するわけにはいかない。その他の内容からす

え？

12

オルロック：衝撃のあまり、膝を落として打ち

バルトロメオ：（含むように、ほんの幽かに笑

ミカ：ちょうど光を背負って扉を蹴破った形で

震える。

って）
「四十年前にあって以来、初めてオマエの

すね。

そう言う面を見たぜ。長生きはするモンだな」

オルロック：良いシーンだ。

しばし沈黙が訪れる。

オルロック：「だからこそ、答えを見つけねば

ＤＭ：中にはいくつもの棺が並んでおり、“伯

この時、悪魔城の広間と都内の各所は、同じ

ならぬ。ゆこう、“伯爵”の元へ」

爵”は自分の棺の中で先ほどの傷を癒していま

ＤＭ：……ありがとうございました（モニタ越

す。傍らに仕えていた執事は、あなたたちが降

しで見えないが、深々と一礼している）。自分が

りてくるのを見るとその巨体を起し、ファルシ

想定していた以上に格好よく、深い場面となり

オンを鞘走らせます。

ました。すごい、嬉しいです！

バルトロメオ：
「アイツの本当の棺までたどり

沈黙でつながっていた。
私たちはこの時、オルロックの衝撃をモニタ
の前で分かち合っていたのだ。
オルロック：……だが、断片的なことはわかっ

では、最後の戦いに参りましょう！

オルロック：「ああ」

たが、まだ真実はわかったわけではない。「や
はり真実は、父に聞かねばならぬ」

時の歯車を、推す

バルトロメオ：「……初めて、“父”と呼んだな」
全員：ああ！
オルロック：
（数瞬の沈黙）
「ダンピールは年を

「これで、この城の時間も進み始めるはずだ」
と、これまで時の流れに抗い続けてきたこの

……俺はまだ、母に焦がれ泣いていた子供に過

地に、ふたたび無情の時がさだめを刻み始める。

ＤＭは当初、この栞や魔導書から母と“伯爵”の秘密を
探ることを、技能チャレンジで処理し一つの遭遇とする
腹づもりであった。しかし、ご覧の通りに適切に使われ
た儀式によって、これはクリアされている。儀式はこの
ように、決定的な要素となる。
この時点でＰＣたちは二つめの遭 遇を達 成したため、

垂れ込めた雲が風に流れてゆき、百年ぶりの

また、今回のセッション中では行なわれなかったが、

止まったこの城の外へ、若様を送り出したのは、
すが、“伯爵”は薄笑いを浮かべて答えます「あ
あ、そのように思ったときもあった」。
オルロック：（ああ、と嘆息）
ＤＭ／“伯爵”：「あの時はまだ私は宵闇の眷属、

曙光が悪魔城の東の空を赤く、そして白く染め

その道に足を踏み入れたばかりであった。息子

上げて行く。

にはこのさだめから逃れて欲しいとも思った。
それ故に妻をこの手にもかけた。

「雑魚の心配はないようね」
「“伯爵”の居場所はわかるのか？

オルロック」

「一族の霊廟だ、そこで傷を癒しているだろう」

だが、今となってはあの時、妻が私たちを闇
に引き込もうとしたのがよくわかる」そして

そして白皙の戦士は、一同の目を見て言った。 “伯爵”はオルロックに向き直ります。
「これからが本番だ。頼りにしている、みんな」

マイルストーンに到達し、アクション・ポイントを獲得して
いる。

時の

「息子よ、夜を生きるものとなる思いはない
か？

ＤＭ：あなたたちは最後の隠し扉を抜け、悪魔

……良いぞ、この闇は」

オルロック：では、こう答えよう。

オルロックとバルトロメオのやりとりほか、このシーン

城の累代の城主が眠る奥津城に踏み込みます。 「あなたの目にはここが美しい宮廷に見えるの

は秀逸かつ物語の進行に関わっているため、『ダンジョ

大時計を朝にしたので、入り口からの光が霊廟

かも知れない。だが私には、ここが屍と棺ばか

を照らし出します、あかりは特に必要ありませ

りの哀れな廃墟にしか見えぬ。

ン・マスターズ・ガイド II』で言うところの、ドラマ経験
点を与えてしかるべき場面だったと言えよう。

ん。そして、ヴァンパイアたちの再生も機能し
*27

ません。
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私はこの世界では生きては行かぬ。私はこの
者達と共に生きる。

注 27：このシーンのうらがわ
ＤＭ：そいや、大時計の針どうします？
デイン：昼にしておこう
ミカ：そうですねえ。
バルトロメオ：
（割り込んで）いや、やりこ
み大賞狙って！ 全力のバンパイアとやり
たい！
オルロック：そう言うのは後でプレイ動画
見ましょうよ！
ＤＭ：効果はこんな感じです（前コラム参
照）
。主に“伯爵”の再生が止まるって感じ
で。
バルトロメオ：朝にしましょう（笑）
デイン：夜 12 時の状態で倒すと“伯爵”が
仲間になるとか無いのか（笑）
バルトロメオ：そうそう、トゥルーエンドが
出てくるとか
ＤＭ：あるかー！

『妖侠デイン流離譚』 第 回 レイヴンロフト妖殺行――月下の夜想曲――

ロールプレイ遭遇、およびドラマ経験点

ＤＭ：「“伯爵”様、よろしいのですな？

あなた様の命によるもの」と執事が問いかけま

デインは大時計の針を進めた。

取らないのではない。成長ができないのだ。
ぎなかったのかも知れん」

着いたみたいだな」

3

13

私は、あなたたちの悲劇をここで終わらせる。 第一ラウンド

ヴァンパイアの脇士、執事についても順調に

そのためにやってきた」

33：デイン

ＰＣ達は情報を得ていった（データについては

ＤＭ：「そうか……」
“ 伯爵”はそう言って幽か

32：オルロック

コラムを参照）。

に唇を歪める。「私は妻をこの手にかけて後、

24：
“伯爵”

まったき夜の眷属となった。悔やんでも悔やみ

22：ミカ

きれぬは、愛するあの妻の血を味わえなかった

21：バルトロメオ

霊廟の遭遇

こと。息子よ、おぬしの身体に流れる血の半分。

17：執事

＊瓦礫・骨の山：移動困難地形。さらに、幾つかは“亡者

我が妻の血はさぞや甘いことだろう！」イニシ

16：ヴァンパイアの脇士

の手”となっている。

アチブどうぞ！
オルロック：
「我が血の対価は高いぞ！」イニ

ＤＭ：ウォーロードがいることで、やはり戦闘

シアチブへの修正は＋ 6 ですね！

はかなり前のめり、先攻型になるなァ！

バルトロメオ：そうだ、そしてここはこれを使
スパー・トゥ・アクション*28

マップの要素はコラム参照。

う、交 戦 指 令！

オルロック：棺が厄介だな……。

ＤＭ：来たか！

ＤＭ：棺に隣接して、これを壊すことも可能。

バルトロメオ：味方全員、まず普通にイニシア

骨の山は移動困難地形（亡霊の手にはこの受動

チブを振ってくれ。それから、望むものはイニ
シアチブを再ロールし、その結果を適用できる。

（6 − 4、9 − 5、10 − 8、13 − 2、13 − 5、13 − 9）
〈知覚〉28：骨の山がかすかに動き、かぎ爪じみた亡者の
手が山の中で何かを求めている。
トリガー：PCもしくは重傷になった敵キャラクターがマスに侵
入する、もしくは隣接したマスでターンを開始すると罠が攻
撃をする。キャラクターがこれらの罠の対象になるのは 1
ターンに1 回。
攻撃：機会アクション：近接 1

目標：マスに侵入した、あるいは隣接してターンを開始したク
リーチャー。
攻撃：1d20 ＋ 18

対 AC

ヒット：2d8 ＋ 9 目標はつかまれる（脱出難易度 26）。
つかみからの脱出に失敗するたび5ダメージ。つかまれた
ままターンを開始したら自動的に5ダメージ。
“伯爵”の死亡で亡者の手は活動をやめる。
対抗手段
つかみからの脱出を成功させる（脱出難易度 26）
攻撃して破壊するAC10、hp20、
［光輝］に対する脆弱性
5

3

＊棺：10 − 9、13 − 4、13 − 7 は蓋が開いている
遮蔽を提供する。侵入するのに一マス余計にかかる。
移動アクション、
〈運動〉判定難易度 15 で蓋を開け、棺
の効果を無効化できる。
アンデッド・クリーチャーは棺のマスに入りマイナー・
アクションを使用することで、1）セーヴを 1 回、2）15 点
の一時 hp を得る。のどちらかができる。この効果は 1
遭遇 1 回。

注 28：スパー・トゥ・アクション
『武勇の書 II』所収、ウォーロード 2レベル
一日毎汎用パワー。本文の通り、範囲内の
仲間及び使用者はイニシアチブを再ロール
できる。ただし、そうしたらならば必ずその
再ロールの結果を用いなければならない。
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全員：すげえ！

〈知覚〉だと誰も気がつかないね）です。

亡者の手：罠

14

Ｄ Ｍ： な っ と く い か な ー い。

良いと思うんだ。
ミカ：こっちも追っかけます。
オルロック：なので、正面に突撃。
ＤＭ：ストップ、9-5 の骨の山に皆さんが発見
できなかった罠があります。骨の山の中から
突如亡者の手が現れて、オルロックをつかむ
のです。
オルロック：「！！」
デイン：「危ねえっ」
ＤＭ：罠はクリティカルで25点ダメージ。そ
してつかまれます。つかみの脱出難易度は26
で、脱出に失敗するたび5ダメージ。つかまれ
たままでターン開始したら 5 ダメージ。
ミカ：オルロックが死霊の手にまさぐられて
る！
オルロック：……いや、俺にはこういう時の
ためのパワーがあった！

インスタント・エスケープ*30

捕 縛 回 避！

ＤＭ：おお！
バルトロメオ：待て、そのパワーもしかして
即応アクションで使えるパワーだったりしな
いか？

注 29：ウィル・オヴ・ザ・フェイワイルド
フェイタッチトの伝説の道、11レベルの

オルロック：“即応・割込”です。

遭遇毎攻撃パワー。クリーチャーにダメー

で突っ込んだつもりで“伯爵”

バルトロメオ：それじゃダメだ！ 即応アク

ジを与えたうえで瞬間移動させ、移動先の

を討つ。
“伯爵”はファルシオン

ションは自分のターンには使えない！

を素手で止め「愚かな！」と吐

オルロック：この位置はまさに俺を殺すため

き捨てた。当たってはいまし

の位置！

て 18 点。

デイン：「俺の番が来たら助ける！」

デイン：その上で執事は執事

ＤＭ／“伯爵”：「その時はない！」マイナー・

の次ターン終わりまで幻惑で

アクションでウルフ形態に変身し、オルロッ

す（ＤＭ：ぐわッ）。移動して

クに噛みつく！

「悪魔城、一の太刀！」と叫ん

終わり。
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オルロック：俺はここ、執事に突撃するのが

味方を攻撃させる、さらに幻惑させる。
注 30：インスタント・エスケープ
『ドラゴンマガジン年艦』所収、デッドス
トーカー 12 レベル遭遇毎汎用パワー。つ
かまれることをトリガーとして起動し、つ
かみから逃れて 2 マスのシフトを行なうパ
ワー。
ヴァンパイアのブラッド・ドレインはつ
かみを必要とするため、これを狩るデッド
ストーカーはこれで対抗する。
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ワーウルフ・ロード
レベル13 暴れ役（指揮） ヴァンパイアの脇士
レベル12 暴れ役
大型・自然・人型
（変身生物）
XP800
中型・自然・人型（アンデッド）
XP700
イニシアチブ＋7
感覚〈知覚〉＋8；夜目
イニシアチブ＋10
感覚〈知覚〉
＋14；暗視
ブラッド・ムーン／血染めの月：オーラ5；ワーウルフ・ロードおよび範囲内の
hp：149；重傷値：75
味方すべては、重傷の目標に対する攻撃ロールに＋2のボーナスを得、重傷の
再生：10（直射日光に曝されている間は機能しない）
目標に対するダメージ・ロールに＋5のボーナスを得る。
AC24；頑健25、
反応23、
意志22
hp：132；重傷値：66
完全耐性：［毒］
、
［病気］
；抵抗［死霊］10；脆弱性：［光輝］10
再生：10
移動速度6、登攀4（蜘蛛歩き）
mクロー
AC25；頑健27、反応22、意志24
（標準；無限回）
完全耐性：月下大狂乱；脆弱性：銀（銀の武器からダメージを受けると、
自分
＋14対AC；1d12＋8ダメージ、および継続的ダメージ5（セーヴ・終了）
。
M ブラッド・フレンジー／血の狂乱
（標準；無限回）
の次のターンには再生は機能しない）
ヴァンパイアの脇士は2回のクロー攻撃を行なう。最初のクロー攻撃が目
移動速度：6（ウルフ形態では8）
標にヒットしたなら、ヴァンパイアの脇士は2回目のクロー攻撃を行なう代わり
mファルシオン
（標準；人型形態でのみ使用可：無限回）
F［武器］
に、その目標をつかもうと試みることができる。
＋16対AC；4d4＋6ダメージ
（クリティカル8d4＋22）。
M ブラッド・レッティング／血吸い
（標準；目標をつかんでいることが必要；遭
mバイト／噛みつき
（標準；ウルフ形態でのみ使用可；無限回）F[病気]
＋16対AC；2d12＋3ダメージ、
目標は月下大狂乱（後述）
にかかる危険性
遇毎）
F［回復］
が生じる。
＋13対“頑健”；1d8＋7ダメージおよび継続的ダメージ5（セーヴ・終了）
。
M ケイナイン・フューリィ／犬族の怒り
ヴァンパイアの脇士は25ヒット・ポイントを回復する。
（標準；無限回）
2回の近接基礎攻撃を行なう。
属性：悪
言語：共通語
M スピード・オヴ・ザ・ウルフ／餓狼急襲（標準；ウルフ形態でのみ使用可；
技能：〈運動〉＋17、
〈隠密〉
＋15
再チャージ 5 6）
【筋】22（＋12）
【敏】19（＋10） 【判】17（＋9）
ワーウルフ・ロードは6マスシフトし、1回のバイト攻撃を行なう。
【耐】19（＋10）
【知】11（＋6） 【魅】12（＋7）
C サヴェジ・ハウル／野生の遠吠え
（マイナー；遭遇毎）
『ドラゴンマガジン年艦』
P.116所収、
ドウェルガルの血狂いダンピールを参考に
近接範囲・爆発10；範囲内の味方全員は15ヒット・ポイントを回復する。
自作。
さらに、範囲内にいてバイト攻撃を行なえる味方はそれぞれ、フリー・アクシ
ョンとして1回のバイト攻撃を行なうことができる。
デイン：早速行く。執事と脇士１を呪って、執
チェンジ・シェイプ／形態変化（マイナー；無限回）F［変身］
ウ ィ ル ・ オ ヴ ・ ザ ・ フ ェ イ ワ イ ル ド *29
ワーウルフ・ロードは自分の身体的形態を変化させ、ダイア・ウルフ
（MM31）
事にフェイワイルドの意志。意志24は当たった
または特定の人型生物に変身することができる
（P.259の
『チェンジ・シェイ
プ』
の項を参照）。
か？
属性：悪
言語：共通語
ＤＭ：ヒットです！ 弱いとこ突かれた。
技能：〈威圧〉＋14、
〈運動〉＋17、
〈持久力〉＋14、
〈はったり〉＋14
【筋】22（＋12）
【敏】12（＋7） 【判】15（＋8）
デイン：呪いも載せてまず32ダメ。そして、
“伯
【耐】17（＋9）
【知】13（＋7） 【魅】16（＋9）
装備：チェイン・アーマー、ファルシオン
爵”のところまで瞬間移動させて“伯爵”を殴ら
『モンスター・マニュアルII』P.209所収のワーウルフ・ロードを標準モンスター化
した。
せる！

3
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こうしたのは純粋にダメージが大きいことも
サ ヴ ェ ッ ジ・ハ ウ ル

標に遠隔攻撃をヒットさせるたび、目標に隣接

あるが、執事の野生の遠吠えの利益を受けるた

する味方ひとりはフリー・アクションとして、

めでもある。

目標に対する１回の近接基礎攻撃を行なう、ま
たは６マスシフトできる”。さらに、ライトニン

ＤＭ：ド命中で、ダメージ 31 点＋伏せ。

グ・アローの効果で幻惑状態に。

オルロック：！（悶絶）重傷です。

ＤＭ：タコ殴りにされる！

ＤＭ：そこで“伯爵”の特殊能力が発動します、

バルトロメオ：そして改めて、幸 運の女神が

セント・オヴ・ブラッド

レ デ ィ ・ ラ ッ ク ・

スマイルズ *33

血 の臭い、重傷状態の相手には自動的に戦術的

微笑む。当たれよ……、AC18 は無理かッ。

優位を得ます。ここでアクション・ポイント！

ＤＭ：（安堵のタメイキ）

ミカ：きゃー！

バルトロメオ：インスパイアリング・ワードを

ＤＭ／“伯爵”：「その血、味あわせて貰おう！」

オルロックに、回復力1回分＋2とセーヴ1回（オ

ブラッド・ドレイン

吸

血 で頑健 33、ダメージ 24 ＋弱体化状態

ルロック：弱体化を振り捨てた！）。「ミカ、遅
らせてくれたのにスマン。完璧とは行かなかっ

（セーヴ終了）。
オルロック／弱体化：頑健 33 ってアンタ！

た」

ＤＭ：そして“伯爵”は 20 点回復で無傷に戻る。

ミカ：「大丈夫！」

「そうか、これがお前の血の……！」と恍惚状態。
ミカ：「よくも！」ここで、ヴェンジフル・カ
*31

タールの能力を使っておきます！

バルトロメオ：
（“伯爵”に）
「闇の貴族だなんだ
つって、大したことねえな」

重傷のオル

ロックに手傷を与えたので、報復の力を得て
“伯爵”への命中とダメージにボーナス！
バルトロメオ：オルロック、次にセーヴして弱
体化終わらせるか、hp 回復するか考えて置いて
くれ。

「不死だなんだと言っても、あんなチンケな領
地（棺）がなきゃあ命も繋げねぇ。
人間、年を取れば腕が萎える、脚が萎える、気
力も萎える。

ラウンドに輝いておかないと、そのまま終わっ

ミカ：このまま普通に移動しても“伯爵”には

たりするからね！

届かない、だからここでツー・ウルフ・パウン

パワーを使う。まずはアクション・ポイントで
ク リ エ イ ト・

ス！

攻撃前 2 マスのシフトでオルロックの隣、

“伯爵”に隣接。さっきのヴェンジフル・カター

ライトニング・アローをつがえて攻撃、好機生

ルのパワーで命中には＋ 2 ！

む 射撃！ 23 ＋［電撃］7 ダメージ。

は？

ＤＭ：く、パワーの効果は？

ＤＭ：幻惑による戦術的優位でヒット……（バ

バルトロメオ：“遭遇終了時まで、使用者が目

ルトロメオ：よし！）。

オポチュニティ*32

る。

3

ＤＭ：“伯爵”はこれで終了。やっぱり、最初の

バルトロメオ：ミカ、俺の後に遅らせてくれ。

重傷状態の味方に敵が攻撃をヒットさせた
ときに起動すると、次のターン、その敵にた
いする命中判定とダメージにボーナスを得

けどよ、今はそれが妙に誇らしいぜ」

次はミカです。

注 31：ヴェンジフル・ウェポン
『冒険者の宝物庫』所収、魔法の武器の特性、

『妖侠デイン流離譚』 第 回 レイヴンロフト妖殺行――月下の夜想曲――

“伯爵”
レベル15 精鋭 遊撃役
中型・自然・人型
（アンデッド、
変身生物）
XP2,400
イニシアチブ＋12
感覚〈知覚〉＋14；暗視
hp：286；重傷値：143
再生：10（直射日光に曝されている間は機能しない）
AC29；頑健27、反応27、意志27
完全耐性：［毒］、
［病気］；抵抗［死霊］10；
セーヴィング・スロー＋2
移動速度6、登攀4（蜘蛛歩き）、アニマルフォーム、クリップリング・ストライク、
ミスト・フォームも参照
アクション・ポイント：1
特徴
セント・オヴ・ブラッド／血の臭い
生きている重傷の敵に対して戦術的優位を得る。
戦術的優位（ウルフ形態時）
仲間が敵に1体でも隣接していれば戦術的優位
スォーム・アタック（バット形態時）・オーラ1
オーラの範囲内でターンを開始した敵に対して、スォーム・オヴ・ヴァンピリ
ック・バイトを使用する。
抵抗（バット形態時）
近接、遠隔攻撃から半減ダメージ、近接範囲、遠隔範囲攻撃に脆弱性10
標準アクション
mクリップリング・ストライク／足萎え打撃（［死霊］）F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋18対“頑健”
ヒット：3d10＋7 ［死霊］
ダメージ、
目標は次の”伯爵のターン終了時まで
減速状態” ヒットあるいはミス；2マスまで伯爵はシフトする
M ブラッド・ドレイン／吸血（標準；再チャージ 4 5 6）F［回復］
特殊：戦術的優位が必要；
攻撃：＋18対“頑健”
ヒット：3d10＋7ダメージ。目標は弱体化状態になり
（セーヴ・終了）、“伯
爵”は20点のヒット・ポイントを回復する。
ミスト・フォーム／霧形態（［変身］）F遭遇毎維持・マイナー
効果：“伯爵”に作用しているすべての状態は終了する。“伯爵”は次の“伯
爵”のターン終了時まで、非実体となり飛行12（ホバリング）
を得るが、この形
態でいる間は攻撃を行なうことができなくなる。
M サヴェジ・バイト／獰猛な噛みつきF無限回
特殊：ウルフ形態時のみ使用可能；
攻撃：＋20対AC”
ヒット：3d6＋13ダメージ。目標は倒れて伏せ状態となる。
M スォーム・オヴ・ヴァンピリック・バイト／吸血蝙蝠の群れ（［死霊］）F無限
回
特殊：バット・スウォーム形態時のみ使用可能；
攻撃：＋20対AC”
ヒット：2d8＋8ダメージ。
マイナー・アクション
R ドミネイティング・ゲイズ／支配の凝視（［凝視］、
［魅了］）F無限回
攻撃：遠隔5；＋18対“意志”
ヒット：目標は支配状態になり、支配状態に対するセーヴに−2のペナルテ
ィを受ける
（セーヴ・両方とも終了）。
後効果：目標は
［精神］
ダメージ10を受け、さらに幻惑状態となる
（セーヴ・
終了）。“伯爵”は同時に複数体のクリーチャーを支配することはできない。
アニマルフォーム／動物形態（［変身］）F無限回
バット・スウォームあるいはウルフ形態に変身する。クリップリング・ストライ
クが使えなくなる。
技能：〈威圧〉＋13、
〈看破〉＋14、
〈隠密〉＋15、
〈はったり〉＋18
【筋】15（＋9）
【敏】17（＋10）
【判】14（＋9）
【耐】15（＋9）
【知】20（＋12）
【魅】23（＋13）
属性：悪
言語：共通語、天上語

行きます、AC27

注 32：クリエイト・オポチュニティ
『武勇の書 II』所収、ウォーロード 5レベル
一日毎攻撃パワー。効果は本文の通り。
注 33：レディ・ラック・スマイルズ
『武勇の書 II』所収、キャプテン・オヴ・フ
ォーチュン11レベル遭遇毎攻撃パワー。こ
の攻撃がヒットしたなら、このウォーロー
ド周辺の味方は攻撃ロールにおいて、2 回ロ
ールした方の好きな方の数値を用いること
ができる。
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ミカ：ダメージ 36、2 回目も命中して 21 点。そ

オルロック：幻惑が重なってちょっと延びたな。

してパワーの効果でさらに 2 マスシフトできる

ＤＭ：さすがにキツイな……。執事の番だけど、 与える。しかし、回り込もうとした脇士 2 はオ

ので“伯爵”の裏に回ります。

幻惑……。

ルロックの隣を抜けようとしたため、グラップ

ＤＭ：“伯爵”は累積87ダメ喰らってると。ミカ

デイン：幻覚妖精が執事の周りを回ってる「執

リング・ストライクでつかまれてしまった。隣

のシフトは9-5の罠を踏み越えるので、罠が攻撃

事しゃん、遊ぶデシ」
（笑）

接が 1 体では遠隔屋を止めるのに足りない！

します（ミカ：かもーん）。ヒットして16ダメー

ＤＭ：1 行動では誰も殴れない、遠隔攻撃はな

ジ＋つかみです。

い。なら！「“伯爵”様、先ほどの不甲斐ない有様、

ミカ：挟撃位置に回れなかったか……。なら、

お許しください。この力をどうか！」 執事は

残りのマイナー・アクションでさっき忘れてた

空を仰ぎ、偉大なる狼の咆吼を歌い上げる！

“狩りの獲物指定”して、アクション・ポイント

サヴェジ・ハウル、味方は 15hp 回復して、噛

使って、“伯爵”にショッキング・ツイスターで

みつきができるものはフリー・アクションとし

3 回攻撃……。あ”あ”あ”〜！！

て 1 回のバイト攻撃！

デイン：い、いきなりどしたの？

ロックを噛み砕く！

ミカ：最初にアクション・ポイント使って“足

内なので“伯爵”は命中＋ 2、ダメージ＋ 5 ！

さばきのアクション”の効果貰っておくんだっ

オルロック：やべえ！

たー！

デイン：待った、
“伯爵”はミカにマークされて

脇士 1 はそのままデインに隣接しダメージを

狼形態の“伯爵”がオル
ブ ラ ッ ド・ム ー ン

しかも血染めの月の範囲

るってことは！
バ ル ト ロ メ オ：“ フ ァ イ タ ー の 標 的 ”が 行 く

クション・ポイント使用により、1ラウンドの間、 ぜ？

第二ラウンド

反応と AC に＋ 2 のボーナスを得る。アクショ

ＤＭ：いや、でもここでオルロックを沈めてお

33：デイン／継続 5

ン・ポイントの使用タイミングは自由なので、

けば、回復にそっちの手を割ける。やります、も

32：オルロック／重傷／伏せ／つかまれ（罠）

最初から使っておけば罠による攻撃を避けられ

ちろん！

24：
“伯爵”
（ウルフ形態）
／幻惑／被マーク（ミ

た“かも”知れないのだ。

ミカ：なら殴る……外れー。「しまった！」

カ）

だが、つかまれていても攻撃はできる。

ＤＭ：“伯爵”のサヴェジ・バイト、AC40 まであ

21：バルトロメオ／一時 hp11

果たしてショッキング・ツイスターの三連攻

たり 30 点ダメージです。

22：ミカ／つかまれ（罠）

はすべて“伯爵”を抉り、狩りの獲物、
《血への渇

ミカ：「まだ生きてるか !?」

17：執事／幻惑

き》もあって 75 点のダメージを叩き出す。

オルロック：「まだだ！

16：ヴァンパイアの脇士

“伯爵”は 3 連攻の 2 回目で重傷に陥った。累
積ダメージは 162。

まだ死ぬわけにはい

3

かん！」あと 15 点。なんとか！
バルトロメオ：俺より前に“伯爵”が来る……

デイン：オルロック、上下左右だとどの辺に行

回復間に合うか（汗）

きたい？

ミカ：三発命中したので、次のミカのターン終

ＤＭ：脇士は両方ともデインを狙いに行く（遠

オルロック：じょ、上下左右？

了時まで幻惑です。

隔攻撃を封じないと！）

員爆笑）。殴ること考えればデインの場所とか。
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ミカの伝説の道、ショック・トルーパーはア

天国とか（全

17

デイン：フェイ・スイッチ！

オルロックと位

置を入れ替える。罠は攻撃してくる？

撃ができないと言うわけだ。
ゆえに、オルロックは捕まえた脇侍2に、その

リレントレス

バルトロメオ：で、標準アクションで絶 え間

・ウ ー ン デ ィ ン グ *37

なき痛撃、ファイアーストーム・アローをつがえ

ＤＭ：ええ、けど外れました。亡霊の手は空を

ままブラッド・ドレインを行ない、hp を回復さ

て撃つ！ これはヒットして諸々 37 ダメージ！

切ります。

せる。そしてアクション・ポイントを使って脇

ＤＭ：累積 215、まだ“伯爵”はやれる！

デイン：マイナー・アクションで脇士 2 と“伯
ス ト ー ム・カ ウ ン テ ス ズ

爵”を呪った。そしてここで嵐 の伯爵夫人の
・

キ

ス

*34

ヴ ィ ラ ン ズ ・ メ ナ ス *35

侍 2 に悪党死すべし。今のうちに配下を潰して

バルトロメオ：いや、効果もある。味方全員は

おこうという腹である。しかし、脇侍も50点超

“伯爵”に対するダメージロールに＋ 6 パワー・

口づけ、ちょっと制御っぽいコトしてみる。

のダメージを受けて重傷にならず、一行の声に

ミカ：クリティカルでた！

焦りが混じる。
ミカは“伯爵”にデインを殴らせられ、割とい

デイン：ダメージは全然たいしたことないんだ。
基本 6 点に呪いとヴィシャスロッド載せて 34 点。 ミカ：“伯爵”の番か……。
ただし、これで“伯爵”は最大30フィート上空で
“拘束状態”
（セーヴ・終了）！

ボーナス。

ＤＭ：拘束、幻惑、殴れる位置には誰も居ない

いダメージ（23 点）を与えるが、すぐにセーヴ
に成功。

……。これはドミネイティング・ゲイズだなあ。

ミカ：「う、浮いた―！」

未練もあるのでミカにもう一度。意志 37 です。

ミカ：「二度とだまされないと思っていたのに

デイン：「キスにはキスのお返し、ってトコロか

ミカ：ヒット……「ご命令のままに……」

……、また味方の血で手を汚してしまうなんて

な」

ＤＭ：そしてセーヴ。あ、失敗しちゃった！

……」

バルトロメオ：三次元戦闘が始まっちまった

拘束状態継続……。

バルトロメオ：「男は何度でも騙すんだな、こ

……。

全員：うわあああ！

れが」

『秘術の書』所収、ウォーロック 9 レベル

ＤＭ：“伯爵”は殴れもしないし、殴られもしな

一日毎攻撃パワー。効果は本文の通り。

バルトロメオ：グレートボウを持ってにやりと

が、たしかにこれは辛い。落ちてこないと、殴れ

する（全員爆笑）

ない。

ストレンクス・オヴ・コンヴィクション*36

目標を絞りきれず、足並みを乱しているのは
ＰＣたちばかりではなかった。
ＤＭも焦って判断ミスをする。指揮役のバル

気を取り直してバルトロメオは覚悟の力から

トロメオの回復力を気にするあまり、執事を狼

インスパイアリング・ワード（ストレンクス・オ

形態にして移動力を稼ぎ、後列に向わせたので

の高い“伯爵”をいったん隔離した。これ自体は、 ヴ・コンヴィクションの効果で追加回復量は最

ある。貴重な 1 ターン。執事は移動にのみ行動

とはいえ、ちょっとここで作戦会議。打撃力
いい。

大となり、回復力＋ 20 を回復させるのである！） を費やした。

続いて重傷の“伯爵”を早めに仕留めたいと
ころだが、風に飲み込まれた“伯爵”の位置が高

とマイナー・アクションのパワー 2 連で一気に
パーティ全員のダメージを全部回復させる。

すぎて、次に動くオルロック、打撃力のあるミ
カはともに攻撃が届かない！

しかも拘束状態

ることができないのである。

オルロック：マジで死ぬかと思ってた！

今動いたデイン以外にはバルトロメオしか攻

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

ＤＭ：くそ、大型クリーチャーはここ歩きにく
脇侍はバルトロメオ、オルロックに。

バルトロメ オ：「 み ん な、 こ こ が 分 水 嶺 だ！
気合い入れて行けよ！」
ＤＭ：マジで殺れると思ってた！

ファイター 1レベル一日毎攻撃パワー。
ダメージを与えた上で、遭遇の終了時まで
目標に対する攻撃、ダメージにボーナスを
得る。
注 36：ストレンクス・オヴ・コンヴィクシ
ョン
ウォーロード 10 レベル一日毎汎用パワ
ー。範囲内の味方に回復力を消費させる。

い！

ということは強制移動でも動かせず、連れて来

注 35：ヴィランズ・メナス

さらに以降の遭遇の間、使用者が使う回復
パワーの回復量は常に最大値となる。
注 37：リレントレス・ウーンディング

かろうじてオルロックに 1 つ命中したが、そ
れは戦局にはほとんど影響しない。
迎える第三ラウンド、ＰＣ達が畳みかける。

ウォーロード 1レベル一日毎攻撃パワー。
大ダメージを与える。味方は目標に対する
ダメージに以降の遭遇の間、ボーナスを得
る。

『妖侠デイン流離譚』 第 回 レイヴンロフト妖殺行――月下の夜想曲――

セーヴ失敗して文句言われるというのも何だ

い位置にきちゃったなあ！

注 34：ストーム・カウンテスズ・キス

3
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ル ア ー・オ ヴ・ギ ベ ス

ファイターズ・リカヴァリィ*38

デイン：ギベスの誘惑、27点ダメージ。4マス引

イターの 武 技 再 起 、AC39 まで命中して 25 点

き寄せは今は意味ない、けどこの先も毎回 2 マ

ダメージです！「安らかに土へと還れ……！」

ス引き寄せられる！

瓦礫と土埃が、悲しき宿命を負った父と息子
の後ろ姿を隠してゆく。
「オルロック！」

オルロック：ぐぐぐ、脇侍をウィップ・スネア
で転ばせておく。

ミカの刃は、白木の杭に貫かれ、もがく“伯
爵”の首を貫いた。

ＤＭ：取っておく場合じゃないな。
“伯爵”はミ

“伯爵”の身体が力を失い霊廟の床に倒れた

スト・スウォームですべての状態を終わらせま

とき、あの広間の時計の中で、たしかに歯車が

す。

かみ合う音がした。

バルトロメオ：奥の手を使わせたか。

時が、動き始めた。

ＤＭ：これ、標準アクションなんだよなあ。次

数百年の月日が残るヴァンパイアたちをたち

にバット・スウォームに変化して地面の近くに
移動します。これで次から殴れるし、物理攻撃

まちのうちに塵に変える。

デインが叫んだ。
「また、会おう！
いずこかの地の果て、空の彼方で！
俺は、俺たちは待っている！！
お前のただ一つ動かなかった過去なる時も、
動き、流れた！
だから、いつかまた。
俺たちと同じ時を過ごそう！」

薔薇窓が砕け、眩い朝日が一行を照らす。

も大丈夫！

かつて、悪魔城と呼ばれた城があった。

バルトロメオ：白木の杭の矢をとりだしエヴィ

デイン：「いかん、これ以上ここに止まってい

セレイティング・ショット。群れにはどうなり

るのは危険だ！

ます？

込まれる」

物理攻撃だから半減？

ＤＭ：いえ、パワーによって［変身］キャンセル

この城、戦慄界の崩壊に巻き

死者の思念が編み上げた帳、止まった時の中
で深い悪夢を紡ぐ城。
しかしその城は、死者の血を宿した生者とそ
の盟友達の手によってこの世から姿を消した。

が先です。ヒットした瞬間に元の姿に戻ります。 れゆく悪魔城の中に消えて行く。「これで俺も

帳は引き裂かれ、悪夢は覚めた。引き替えに

バルトロメオ：なら、純粋に勝負。ＡＣ 30 ！

安らかに眠ることができる」

あらわになったのは、交錯し、綻びた悲しき穢

ＤＭ：命中！

ミカ：「オルローック！」

れ。

四度目の正直ですね
フリークス

バルトロメオ：
「こいつに耐えられる化け物な

バルトロメオ：「……なあ、オルロック、次にあ

んざいねぇよ」28 の［光輝］ダメージ！

うときには、人間のお前に会えるのかい？」

る父の元へ歩み去った。父を弔うためか、ある

ＤＭ：“伯爵”は［光輝］への脆弱性 10 があるか

オルロック：「人か、吸血鬼か。そんなことはど

いは――。

ら……。38点。累積280、この世に止まり続けて

うでもいいさ。バルトロメオ、俺はお前の友だ。

いるのが不思議なほど。 “伯爵”の胸に白木の

時の流れに父は勝てなかった。だが、その時

矢が突き刺さり、もがく！

の流れが俺たちを強くした」

バルトロメオ：そして、変身できなくなり、戦

バルトロメオ：「時の中に止まっている、ただ

術的優位を与え続ける！

それだけの吸血鬼にはたどり着けない場所か

オルロック：「頼む、ミカ。父の苦悶の生を終わ

……」

らせてやってくれ！」

ＤＭ：そして、瓦礫と土埃が二人の後ろ姿を隠

ミカ：伯爵の前に進み出てカタールを！

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

ファ

して行く……。

死者たちは城とともに失せ、死者の子は死せ

3

妖侠デイン、彼と最も厚く友誼を交わした死
人狩りのオルロックは、このようにしてひとた
び、物語から姿を消した。
注 38：ファイターズ・リカヴァリィ
『武勇の書』所収、ファイター 9 レベル一
日毎攻撃パワー。大ダメージを与えた上で、

妖侠デイン流離譚、屍狩りのオルロック外伝。
「レイヴンロフト妖殺行――月下の夜想曲――」
終

『妖侠デイン流離譚』 第 回 レイヴンロフト妖殺行――月下の夜想曲――

オルロック：では、俺は父の亡骸を抱えて、崩

既に［遭遇毎］の攻撃パワーをすべて使いき
っている場合、この遭遇で使用したファイ
ターの［遭遇毎］の攻撃パワーを 1つ、再び
使用可能にする。
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“霞の”デイン
種族：ヒューマン
レベル：12

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・ヴィシャス＋ 3

レベル 1：《二丁装具の術者》

●副武器・装具：ロッド・オヴ・コラプション＋ 2

レベル 2：《バード系儀式会得者》
（秘術）

●鎧スロット：ヴェテランズ・ドラウメッシュ・アーマ

レベル 4：《秘術の使い魔：ドラゴンリング》
（秘術）

ー＋ 3（宝物庫）

伝説の道：フェイタッチト

レベル 8：《霧歩き強化》

●腕部スロット：―

背景：異次元界生まれ：
〈魔法学〉＋ 2

レベル 10：《早抜き》

●脚部スロット：ブーツ・オヴ・イーガネス（宝物庫）

レベル 11：《二股の呪い》

●両手スロット：ブラックリーフ・グラヴズ（宝物庫 II）

レベル 12：《契約共有化》

●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
撃、影歩き、フェイタッチトのアクション、瞬間移動の

●首スロット：ケープ・オヴ・マウンティバンク＋ 2（宝
パワー

衝撃
【筋】9、【耐】11、
【敏】14、
【知】18、【判】11、【魅】22

●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：―

スト
AC：25

頑健：19

反応：25

意志：26

イニシアチブ：＋ 10（戦闘指揮官により +16）
移動速度：6
HP：78、回復力回数：6、回復力：19

ウォーロック；無限回攻撃 LV 1：スパイトフル・グラ
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〉＋ 17、
〈宗教〉＋ 15、
〈盗賊〉＋ 13、
〈はったり〉＋ 17、
〈魔法学〉＋ 19、〈歴史〉＋ 17

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）

〈威圧〉＋ 12、
〈運動〉＋ 5、
〈隠密〉＋ 8、〈軽業〉＋ 8、
〈看破〉＋ 6、
〈交渉〉＋ 12、
〈持久力〉＋ 6、〈自然〉＋ 6、
〈知覚〉＋ 6、
〈地下探検〉＋ 6、
〈治療〉＋ 6

トライド

●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：バード系：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 *

遠隔基礎攻撃

ウォーロック；遭遇毎汎用 LV 6：フェイ・スイッチ

エルドリッチ・ブラスト

ウォーロック；遭遇毎攻撃 LV 7：サイン・オヴ・イル・

ダメージ

オーメン（星）
ウォーロック；一日毎攻撃 LV 9：カース・オヴ・ザ・ブ
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
フェイタッチト；一日毎汎用 LV12：トワイライト・テ
レポート

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

●その他の魔法のアイテム：―

+16 対“反応”

1d10 ＋ 11（クリティカル時 21 ＋ 3d10）

ウォーロックの呪い適用時はさらに＋ 2d8

『妖侠デイン流離譚』 第 回 レイヴンロフト妖殺行――月下の夜想曲――

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

物庫）

ウォーロック；無限回攻撃 LV 1：アイバイト

3
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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：12

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
【筋】22、【耐】11、
【敏】18、
【知】11、【判】14、【魅】9

庫）
、サクリフィシャル・カタール＋２（宝物庫）
●鎧スロット：カースフォージド・ブレイドメイル・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：《血への渇き》
）

●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：―

レベル 12：《軽やかな剣さばき》

●首スロット：カラー・オヴ・リカヴァリィ（宝物庫）
●指輪スロット：―

AC：28

頑健：27

反応：24

意志：21

イニシアチブ：＋ 10（戦闘指揮官により＋ 16）
移動速度：5
HP：102、回復力回数：9、回復力：25

パワー

●腰スロット：ベルト・オヴ・ヴィゴー

ファイター；無限回攻撃 LV 1：フットワーク・ルアー

●その他の魔法のアイテム：―

（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
〈運動〉＋ 16、
〈持久力〉＋ 10、
〈事情通〉＋ 10、
〈知覚〉＋ 13、
〈治療〉＋ 13

ファイター；無限回攻撃 LV 1：ブラッシュ・ストライ
ファイター；遭遇毎攻撃 LV 1：ファンネリング・フラ
ファイター；一日毎攻撃 LV 1：ヴィランズ・メナス

〈威圧〉＋ 6、
〈隠密〉＋ 10、
〈軽業〉＋ 10、〈看破〉＋ 8、

ファイター；遭遇毎汎用 LV 2：シュルード・リポジシ
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
チ（武勇）
ファイター；遭遇毎攻撃 LV 7：ハンパリング・フラリ
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）
ショック・トルーパー；一日毎汎用 LV12：アソールト・
フットワーク（武勇）

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

●一般アイテム：標準冒険者キット
●残金：39g
近接基礎攻撃
ヴェンジフル・カタール
ダメージ

+18 対 AC

1d8 ＋ 14（クリティカル時 22 ＋ 2d6；敵が大

型以上の時にはさらに＋ 2、敵が重傷の時はさらに＋
2）

『妖侠デイン流離譚』 第 回 レイヴンロフト妖殺行――月下の夜想曲――

“修得済み”でない技能

〈盗賊〉＋ 9、
〈はったり〉＋ 5、
〈魔法学〉＋ 6、〈歴史〉＋ 6

●消費型アイテム：―

ク（武勇）
リー（武勇）

〈交渉〉＋ 5、
〈自然〉＋ 8、
〈宗教〉＋ 6、〈地下探検〉＋ 8、

●ポーション：―

3
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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：12

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

頑健：30

反応：24

意志：21

イニシアチブ：＋ 10（戦闘指揮官により +16）
移動速度：5
HP：94、回復力回数：10、回復力：23

〈威圧〉＋ 11、
〈運動〉＋ 17、
〈持久力〉＋ 12、〈宗教〉＋ 10

ー
（宝物庫）
●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：サトル・スパイクト・ガントレット +3

レベル 11：《霧形態》
（ドラゴンマガジン年艦）

●頭スロット：―

レベル 12：《喧嘩殺法》
（武勇 II）

●首スロット：アミュレット・オヴ・プロテクション＋

パワー

●指輪スロット：―

ファイター；無限回攻撃 LV 1：スラッシュ・アンド・パ

●腰スロット：ベルト・オヴ・ヴィゴー

3（宝物庫）

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

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

レベル 8：《ウィップの中級者》
（ドラゴンマガジン年艦）

【筋】22、【耐】13、
【敏】18、
【知】9、【判】12、【魅】11
AC：29

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

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）

●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

ファイター；遭遇毎攻撃 LV 1：バッシュ・アンド・ピニ
“修得済み”でない技能

オン（武勇 II）

近接基礎攻撃

ファイター；一日毎攻撃 LV 1：ヴィランズ・メナス

ライチャス・ウィップ＋ 2

〈事情通〉＋ 6、
〈自然〉＋ 7、
〈知覚〉＋ 7、
〈地下探検〉＋ 8、

ファイター；遭遇毎汎用 LV 2：フォースフル・ドラッ

ダメージ

〈治療〉＋ 7、
〈盗賊〉＋ 10、
〈はったり〉＋ 6、
〈魔法学〉＋ 5、
〈歴史〉＋ 5

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）
ファイター；遭遇毎汎用 LV 6：ウィップ・クラック（ド

＋ 18 対 AC：間合い 2

1d4 ＋ 10（クリティカル時 14 ＋ 2d6（対悪＋

2d8）
または、
サトル・スパイクト・ガントレット＋ 3
ダメージ

＋ 18 対 AC

1d8 ＋ 11（クリティカル時 19 ＋ 3d6、戦術的優

位を得ているなら＋ 3）

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）
デッドストーカー；遭遇毎汎用 LV12：インスタント・
エスケープ（ドラゴンマガジン年艦）

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

機会攻撃（グラップリング・ストライクを使用）
グラップリング・ストライク（ライチャス・ウィップ＋
2） ＋ 19 対 AC：間合い 2
ダメージ

1d4 ＋ 10

敵は移動を止める。さらに君は敵

をつかむ、脱出難易度 30：クリティカル時は 14 ＋ 2d6
（対悪＋ 2d8）
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〈隠密〉＋ 10、
〈軽業〉＋ 10、
〈看破〉＋ 7、〈交渉〉＋ 6、
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バルトロメオ

特技

アイテム

ヒューマン：《怒涛のアクション》

●主武器・装具：スクリーミング・グレートボウ＋ 2

レベル 1：《武器習熟：グレートボウ》

●鎧スロット：ヒーラーズ・ハイド・アーマー＋ 2

レベル 2：《武器熟練：ボウ》

●腕部スロット：―

レベル 4：《挟撃への砲撃》
（PHB2）

●脚部スロット：―

伝説の道：キャプテン・オヴ・フォーチュン

レベル 6：《遊撃の威風強化》
（武勇 II）

●両手スロット：

背景：学者：〈魔法学〉＋ 2

レベル 8：《射撃誘導》
（武勇 II）

●頭スロット：カスク・オヴ・タクティクス

レベル 10：《金剛箭の学び手》
（武勇 II）

●首スロット：マントル・オヴ・ザ・ゴールデンジェネ

種族：ヒューマン
レベル：12

性別：男

属性：無属性

クラス：バルトロメオ

クラス特徴他：遊撃の威風、戦闘指揮官（以上ウォーロ
ード）、汝の力を知れ、運を掴め（以上キャプテン・オ

レベル 11：《戦闘司令官》
レベル 12：《抗戦》
（武勇 II）

ヴ・フォーチュン）

●腰スロット：ヴァイパー・ベルト
パワー

【筋】18、【耐】14、
【敏】9、
【知】22、【判】11、【魅】11

ウォーロード；無限回攻撃 LV 1：コマンダーズ・スト
ライク

AC：27

頑健：25

反応：26

意志：21

イニシアチブ：＋ 6（戦闘指揮官により＋ 12）
移動速度：5
HP：81、回復力回数：9、回復力：20
抵抗：［毒］5

ウォーロード；無限回攻撃 LV 1：ペイント・ザ・ブルズ
アイ（武勇 II）
ウォーロード；無限回攻撃 LV 1：ダイレクト・ザ・スト
ライク（武勇 II）
ウォーロード；遭遇毎攻撃 LV 1：レイズ・ジ・アロー
（武勇 II）

“修得済み”技能
〈運動〉＋ 15、
〈交渉〉＋ 11、
〈持久力〉＋ 13、

ウォーロード；遭遇毎クラス：インスパイアリング・ワ
ード（3 回／遭遇）
ウォーロード；一日毎攻撃 LV 1：リレントレス・ウー

“修得済み”でない技能

ウォーロード；遭遇毎汎用 LV 2：スパー・トゥ・アクシ

ンディング（武勇 II）
〈威圧〉＋ 6、
〈隠密〉＋ 4、
〈軽業〉＋ 4、〈看破〉＋ 6、
〈事情通〉＋ 6、
〈自然〉＋ 6、
〈知覚〉＋ 6、〈盗賊〉＋ 4、

ョン（武勇 II）
ウォーロード；遭遇毎攻撃 LV 3：スタガリング・ショ
ット（武勇 II）
ウォーロード；一日毎攻撃 LV 5：クリエイト・オポチ
ュニティ（武勇 II）
ウォーロード；一日毎汎用 LV 6：スタンド・タフ
ウォーロード；遭遇毎攻撃 LV 7：オン・マイ・マーク
（武勇 II）
ウォーロード；一日毎攻撃 LV 9：エヴィセレイティン
グ・ショット（武勇 II）
ウォーロード；一日毎汎用 LV 10：ストレンクス・オ
ヴ・コンヴィクション（武勇 II）
キャプテン・オヴ・フォーチュン；遭遇毎攻撃 LV11：レ
ディ・ラック・スマイルズ（武勇 II）
キャプテン・オヴ・フォーチュン；遭遇毎汎用 LV12：フ
ェイヴァード・フォーチュン（武勇 II）

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

●その他の魔法のアイテム：デーモンスキン・タトゥー
（LV13）
●ポーション：―
●消費型アイテム：アテンションスティーリング・アロ
ー ×2、アロー・オヴ・レヴェレイション ×2、サプラ
イズ・ブリット ×2、サモニング・ブリット ×2、スパイ
ダー・ボルト ×2、スペースシフティング・ボルト ×2、
ディスペリング・ボルト ×2、ファイアーストーム・ア
ロー ×2
●一般アイテム：標準冒険者キット、
●残金：50
遠隔基礎攻撃
スクリーミング・グレートボウ＋ 2
ダメージ

＋ 14 対 AC

1d12 ＋ 8[ 雷鳴 ]（クリティカル時 20 ＋ 2d6［雷

鳴］
）
特性：ダメージ種別を持たない攻撃パワーを敵にヒット
させた際、その攻撃は [ 雷鳴 ] ダメージを与え、その敵
は使用者の次のターンの終了時まで聴覚喪失状態とな
る。
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〈宗教〉＋ 17、
〈治療〉＋ 11、
〈魔法学〉＋ 14、〈歴史〉＋ 17

〈はったり〉＋ 6

ラル＋ 3
●指輪スロット：―
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